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I．基本情報 

１．評価実施における担当部署 

 

２．本システムの概要 

①システムの名称 クラウドサービスを利用した学習システム 

②システムを実施するに 

至った背景 

及び 

実施の必要性 

 

令和２年度以降順次実施される「新学習指導要領」（高等学校は令和４年

度より完全実施）においては、情報活用能力を、言語能力と同様に「学習

の基盤となる資質・能力」と位置付け、育成を図るとともに、学校の ICT

環境整備と ICT を活用した学習活動の充実が明記されている。また，「総合

的な学習の時間」が「総合的な探究の時間」に変わったことにより，課題

発見から解決までの能力や主体的な学びを育むことに加え、将来に向けた

自己理解やキャリア開発のための学習活動として「Locus」の導入を検討す

るに至った。地方や地域の経済圏を学びの題材とする本サービスは、地域

企業と接することの少ない高校生に対して企業学習、企業探求の環境を提

供でき、早い時期から社会とのつながりについて考えるきっかけを与える

ことができるものと考える。 

加えて，新型コロナウイルス感染症の流行により、社会全体が、長期間

にわたり、この感染症とともに生きていかなければならない状況となって

いる。こうした状況下、感染症対策を講じつつ、学校教育が協働的な学び

合いの中で行われる特質を持つことに鑑み、学校教育ならではの学びを大

事にしながら教育活動を進め、最大限生徒の健やかな学びを保障すること

によって、新学習指導要領の目指す学びを着実に実現することが求められ

ている。 

これに対し、国は、「１人１台端末」の早期実現や、家庭でも繋がる通信

環境の整備など、「GIGA スクール構想」におけるハード・ソフト・人材を一

体とした整備を加速することで、災害や感染症の発生等による学校の臨時

休業等の緊急時においても、ICT の活用により全ての子供たちの学びを保障

できる環境の早急な実現を推進してきたところである。 

本校においても当該学習システムを整備運用することで、本市における

生徒の学びを保障し、新学習指導要領の目指す学びを着実に実現しようと

するものである。 

 

 

 

 

①部署 徳島市立高等学校 未来共創室 

②所属長 徳島市立高等学校 校長 
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３．本システムの内容 

①システムの名称 クラウドサービスを利用した学習システム 

②クラウドサービスの名称

とクラウド事業者 

Microsoft 365 Education A3、Azure AD、（Microsoft 社) 

まなびポケット（NTT コミュニケーションズ株式会社） 

MetaMoJi ClassRoom（株式会社 MetaMoJi） 

Zoom（Zoom Video Communications 社） 

Classi（Classi 株式会社） 

locus （株式会社マイナビ） 

③システムの運用事業者 

（管理・運用業者） 

株式会社四電工（徳島支店） 

④システムの機能 管理者権限で可能な機能（株式会社四電工、徳島市教育委員会） 

〇生徒用 ID、教員用 ID の作成・管理 

〇MDM（端末管理ツール）による端末制御 

ユーザー権限で可能な機能（生徒、教員） 

〇クラウド型授業ツールの利用 〇生徒用 ID、教員用 ID の利用 

〇生徒の学習成果物、画像・動画による記録、教員のワークシート、ア

ンケート等の授業で作成されたデータの蓄積、利用 

〇個別学習ソフトの利用  

〇学習履歴の閲覧  〇オンライン学習ツールの利用 

〇ケーススタディー動画の視聴 

⑤他のシステムとの接続 なし 

⑥システムの運用に関する

従事者数 

株式会社四電工の正社員２人，徳島市立高等学校未来共創室総探担当２名 

徳島市立高等学校事務局職員である事務長、係長１人、情報担当者１人 

⑦システムの利用人数 徳島市立高等学校生徒 931 人、教員 77 人(令和 4 年 4 月１日時点) 

⑧システムを利用すること 

による効果 

災害や感染症の発生等による学校の臨時休業等の緊急時においては、

ICT を活用した遠隔・オンライン教育の実施により学びにおける時間・距

離などの制約を取り払い、また、個々の生徒の状況を客観的・継続的に把

握・共有し、個別に最適で効果的な学びを支援することにより生徒たちの

学びを保障することができる。また、１人１台端末と、高速大容量の通信

ネットワークの一体的整備により、特別な支援を必要とする生徒を含め、

多様な生徒たち一人一人に個別最適化され、資質・能力が一層確実に育成

できる教育 ICT 環境が実現される。 

地域の企業が、どんな仕事をしていて、どんな人やモノが関わってい

て、日々どんな課題に向き合っているのかについて、会社説明・社内見

学・質疑応答などを通して学ぶことができる。また，企業の「課題解決」

や「サプライチェーン」の事例について動画で学ぶことができる。 
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４．本システムのネットワーク構成 

 

  

 

５．本システムと徳島市個人情報保護条例との関係性 

 

  

 

上記ネットワーク構成の中で、徳島市個人情報保護条例１２条に規定される「電子計算機の結

合」に該当し、個人情報保護についてのリスクの評価を必要とすべき結合は、以下の３つと考え

る。 

１．Microsoft 365 Education A3 等のクラウドサービスの利用（生徒・教員のデータ保管） 

２．運用事業者による管理・運用 

３．１人１台タブレット端末を用いた利用（家庭での使用を含む）  

クラウドサービス 

シングルサインオン 

※ １ ID/PWでログイン

※ ２ ID/PW及び多要素認証でログイン

許可された端末は 
・Office 365
・まなびポケット
・Zoom
・MetaMoJi ClassRoom

・Classi ※ ３

※ ３ SSO 非対応。別途、 ClassiID/PWでログイン

教育情報システム 

学習ネットワーク 

校務ネットワーク 

分離 

※ １ 

タブレット端末

学校登録端末 

生徒

教員

教員 

校務用パソコン

Azure AD

※ ２ 

多要素認証（MFA ） 選択 
・ SMS 
・アプリ 承認応答又 は ﾜﾝﾀｲﾑﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ
・音声通話

生徒自宅 

自宅パソコン 
学校登録外端末

認証ｻｰﾋﾞｽ･ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘｰ・ 

・locus 
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Ⅱ．結合の概要及びリスク対策 

１．Office365 Education 等のクラウドサービスの利用に関して 
 

本システムで利用するクラウドサービス 

①クラウドサービスの名称 Microsoft 365 Education A3、Azure AD（Microsoft 社)  

②学習に有効な機能 クラウド上で、Word、Excel、PowerPoint、Outlook 等の各種ソフト、オ

ンラインストレージとして OneDrive を利用することができる。共有フォ

ルダからそれぞれの教材や学習成果物を共有できるとともに、SharePoint 

等を用いて１つのドキュメントに対して複数が同時にデータを書き込むこ

とができる。Microsoft Teams を使用することで、オンライン学習が可能

となり、グループ内でビデオ通話やチャットをしながら、教材を配信した

り、学習成果物を提出したりすることができる。また、Stream により閉域

的に動画投稿、再生することも可能である。  

 

①クラウドサービスの名称 まなびポケット（NTT コミュニケーションズ株式会社） 

②学習に有効な機能 デジタル教材（有料のものもある。）や、教育課程外の活動を支える各種

補助ツールなどを利用することができる。 

また、無料でポータルを利用することができ、個別メッセージ機能、フ

ァイル共有機能、宿題提出機能など６つのコミュニケーション機能が提供

されている。 

さまざまな場面で多様な教育コンテンツを利用することにより、あらゆ

る形で「主体的・対話的で深い学び」をあらゆる形で支援するサービスで

ある。 

 

①クラウドサービスの名称 MetaMoJi ClassRoom（株式会社 MetaMoJi） 

②学習に有効な機能 ノートというスライドに任意の PDF や画像を読み込んで編集することで、

デジタルワークシートを作成することができる。作成したワークシートを

配布したり、意見を書かせて提出させたり、生徒の意見をそれぞれのタブ

レット画面に投影し共有したりすることができる。多様な手書きツールと

レイヤーを用いて、一斉学習、個別学習、協働学習も可能となる。  
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①クラウドサービスの名称 Zoom（Zoom Video Communications 社） 

②学習に有効な機能 Zoom は、インターネットブラウザを利用して会議を行う環境を提供する

クラウドサービスで、複数人での同時参加が可能な「ビデオ・Web 会議ア

プリケーション」である。 

このサービスを、遠隔授業に利用することにより、安心安全な環境の下

で、学びの場を継続できる。また、授業を受ける場所の制限から解放さ

れ、自宅や実家などから参加が可能となる。さらに、生徒からの発言も可

能なため、質問を受け付けるなど、インタラクティブな授業にも対応でき

る。 

 

①クラウドサービスの名称 Classi（Classi 株式会社） 

②学習に有効な機能 多面的・総合評価への対応を支援する「ポートフォリオ」、生徒・先生・

保護者間での情報共有を支援する「コミュニケーション」、知識・技能の効

率的な習得を支援する「アダプティブラーニング」主体性を育む授業を支

援する「アクティブ・ラーニング」の 4 つの視点から、学習を支援する

様々な機能を提供している。 

 

①クラウドサービスの名称 locus（株式会社マイナビ） 

②学習に有効な機能 locus は、「総合的な探究の時間」を支援するオンライン型の学習支援プ

ログラムである。２年次における本格的な探究学習に向けて、１年次の段

階で、探究することの必要性やその意義、また探究する手法などを身につ

ける必要がある。その点において、この locus は、プログラム化されたシ

ョートステップの Unit によって、利用者に効率的に探究するための基礎的

な力を育成することができる。教材には、ブラウザを通してアクセスする

ことができ、PDF でダウンロードできる他、学習の成果等をポートフォリ

オとして残すことができる。また、支援に必要な動画等を主体的に視聴す

ることができ、自ら学ぶ姿勢の育成という点でも期待ができる。 
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本システムで利用するクラウドサービスのリスク評価 

①クラウドサービスを利

用することの必要性 

平成 30 年６月、政府は「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利

用に係る基本方針」を示し、クラウド・バイ・デフォルトを原則として、府

省庁の情報システムの運用について、今後はクラウドサービスの利用を第一

とすることを明示した。 

また、文部科学省は、平成 29 年 10 月に「教育情報セキュリティポリシー

に関するガイドライン（令和元年 12 月版）」（以下：ガイドライン）を策定

し、児童生徒の学習の多様化、教員の働き方改革等の、教育現場の課題を改

善・実現するための手段として、クラウドを有効な解決策と位置づけ、今

後、力点を置くべきものとして明記している。 

また、令和元年から開始した GIGA スクール整備事業においては、国が示す

１人 1 台端末の標準仕様の中に、推奨するクラウドサービスが例示されてい

る。 

②クラウドサービスに保

持する個人情報 

本システムのクラウドサービスで扱う情報は、生徒の学習成果物、画像・

動画による学習記録、教員が作成したワークシート、アンケート、個別学習

ソフトによる学習履歴、それらをクラウドサービス上で利用するために必要

な生徒用 ID（クラウド事業者サーバー内に保存される情報は、学校番号、入

学年度、出席番号、氏名等の属性）、教員用 ID（クラウド事業者サーバー内

に保存される情報は、学校番号、機械的に割り振った職員番号、氏名等の属

性）である。 

ガイドラインにおいては、これらは、学習系情報（1.1.対象範囲及び用語

説明 内 P20 を参照）に区分されるとともに、情報資産の分類としては重要性

分類Ⅲ(1.3.情報資産の分類と管理方法内 P35 を参照)にあたる。 

また、本システムが利用するクラウドサービスと教職員が職員室で扱う校

務用情報（成績、健康状態等、ガイドラインでは重要性分類Ⅱに相当）とは

結合しない。さらに、これらはネットワーク上分離され、互いにアクセスが

できない仕様である。 

なお、徳島市立高等学校においては、生徒の卒業及び教員の異動をもって

データを消去するため、卒業した生徒及び異動した教員に関する情報を本ク

ラウドサービス上に保存することはない。 

③クラウドサービスを利

用することの安全性 

Microsoft 365 Education A3 は Microsoft 社データセンター内に、MetaM

oJi ClassRoom、Classi 及び locus は、提携する Amazon Web Service デー

タセンター内に構築されている。 

Microsoft 社、Amazon 社は、いずれもクラウドサービスのメガベンダーの

一角であり、データの取り扱いと契約責任については ISO/IEC27018 に準拠、

情報セキュリティ管理体制及びデータセンターにおけるセキュリティ体制に

ついては、それぞれ ISO/IEC27017、ISO/IEC27001 の認証を取得している。こ

のことから、情報資産の取り扱いについては、国際基準最上位に準拠したセ
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キュリティが確保されている。また、いずれも CustomerAgreement の準拠が

日本法、管轄裁判所が東京地方裁判所となっているため、有事の際は、国内

法に準拠して対応することができる。 

まなびポケットは、NTT コミュニケーションズ株式会社データセンター内

に構築されている。情報セキュリティ管理体制については、ISO/IEC27001、

個人情報保護については、プライバシーマークを取得している。 

また、まなびポケットが利用しているクラウド事業者は、ISO/IEC27017、I

SO/IEC27018 を取得している。 

Zoom は、米国等にデータセンターがあり、データ経由センターを選択する

ことができる。また、デフォルトの設定状態で、中国サーバはオプトアウト

（除外）されている。 

通信については、認証付き暗号の一つであり、データ保護と認証の両方の

機能を提供する AES256 ビット GCM に対応している。 

また、システム・クラウドサービスの内部統制については、外部監査の国

際認証である SOC (Service Organization Control) Type2 取得しており、ク

ラウドセキュリティ認証制度については、米国政府機関におけるクラウドセ

キュリティ認証制度（FedRAMP（Federal Risk and Authorization Managemen

t Program））認証を取得している。 

locusを提供するマイナビ（株）は2003年3月にプライバシーマークの認定

（認定番号：第10821880）を受け、取得年度から継続更新している。プライ

バシーマーク（日本工業規格JISQ15001規格）に準拠した個人情報保護を実現

するため、社内では「個人情報保護マネジメントシステム（PMS）」を構築し

社内規定「PMS基本規定」を定め、JISQ15001規格への適合の維持と、改善を

行っている。 

なお、ガイドラインには「クラウドサービスの安全性の確認については、

情報セキュリティの実態をクラウドの利用者が個別に詳細に調査することは

困難であることから、第三者による認証やクラウドサービス事業者が提供す

る監査報告書を利用することが重要であり、クラウドサービスの選定に際し

ては、求める内容に応じた認証規格等を参考にする仕組みとすることが望ま

しい。」(本文第５章 内 P18 参照)と示されており、<認証制度の例>（1.9.1.

学校現場におけるクラウドサービスの利用について内 P118 参照）と合わせ

て、ISO/IEC27017 等の認証制度の有効性が例示されている。 
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２．運用事業者による管理・運用に関して 

 

本システムを運用事業者により管理・運用することについてのリスク対策 

 

①運用事業者の個人情報

保護に関する認定資格 

本システムを管理・運用する株式会社四電工は（以下：運用事業者）は、

個人情報管理規程及び個人情報管理要領を定め個人情報の保護に努めてい

る。運用事業者は上記方針と「個人情報の保護に関する法律」（平成 15 年５

月 30 日法律第 57 号）に準拠して、個人情報について適切な保護措置を講ず

る体制を構築し、本システムの運用にあたる。 

②個人情報保護に関する

契約 

本市と運用事業者間で、校内情報システム保守管理業務委託契約書第１３

条別記１「個人情報取扱特記事項」において、個人情報に関する秘密保持契

約が交わされており、運用事業者が上記を違反した場合、第１４条第５項の

規定に基づき本市が直ちに契約を解除することできる。 

本システムの構築に際して同様の契約をすることを予定しており、管理・

運用関して運用事業者が上記を違反した場合、本市が直ちに契約を解除でき

ること等に合意する。 

③運用事業者が扱う個人

情報 

本システムを管理・運用するにあたって、運用事業者が取扱う個人情報を

生徒用 ID、教員用 ID の作成と管理の際に必要となる内容のみに限り、生徒

用 ID については、学校番号、入学年度、出席番号、氏名、初期パスワード

の、教員用 ID については、学校番号、機械的に割り振った職員番号、氏

名、初期パスワードの、重要性Ⅲ（1.3．情報資産の分類と管理方法内 P35

を参照）に相当する情報に限定する。ただし、運用事業者は、初期パスワー

ド情報を用いて、生徒用・教員の学習系情報にアクセスすることができる。 

④端末の管理方法 本システムを管理・運用するにあたって、運用事業者は、生徒用 ID と教

員用 ID の作成と管理を行うため、運用事業者事務所内の端末（対象端末）

を用いて、管理者として Microsoft Azure AD へログインする。その際の対

象端末は、警備会社にて警備された建物および執務室において、対象端末を

セキュリティワイヤーで固定し管理する。 

また、徳島市立高等学校において作業を行う場合は、対象端末を同校の学

習系ネットワークに接続し、利用する。 

文部科学省の「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン（令和元年 12 月版）」には 

「外部委託やクラウドサービスの利用に当たっては、事業者における個人情報の適切な管理が行われて

いることが必須であることから、個人情報の収集・利用範囲や管理期間、データの統制と所有の在り方

等について、事業者に確認を行う必要がある。」（1.10 事業者に対して確認すべきプライバシー保護に関

する事項 P142,P143 参照）と示されている。本システムに係る事業の性質上、本システムでは上記「事

業者」を運用事業者とし、リスク対策及び同項目内【確認事項例】(１)～（12）を満たすよう、運用事

業者は、以下のことを遵守するものとする。 
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この場合、対象端末から離れる際は、セキュリティワイヤーで固定し、管

理する。 

⑤端末、管理者権限の 

セキュリティ 

対象端末にアンチウィルスソフトをインストールし、常に定義体を更新し

最新の状態で使用できるようにする。 

対象端末自体へのログインは、運用事業者の事業所内においては、パスワ

ードと身分証明書に基づく ID カードによる多要素認証によって、徳島市立

高等学校においては、生体認証によって行う。 

Microsoft Azure AD 管理者へのログインは、パスワードとスマートフォ

ンによる多要素認証によって行う。 

本システムについての Microsoft Azure AD グローバル管理者権限が許可

される人物は特定の正社員に限定する。  

⑥校務用データに与える

影響 

対象端末と、教職員が職員室で扱う校務系情報（成績、健康状態等、ガイ

ドラインでは重要性分類Ⅱに相当）とは結合しない。また、これらはネット

ワーク上分離され、互いにアクセスができない仕様とする。 

⑦通信方法 対象端末から運用事業者事務所内ルーターへの接続は有線で行う。 

Microsoft Azure AD への通信は、SSL （TLS1.2）が使用される。  

バージョンは 2020 年 12 月 18 日現在。 

⑧端末の限定 対象端末の使用が許可される人物は特定の正社員に限定する。 

Microsoft Azure AD の管理画面へのアクセスは、IP アドレス制御によ

り、対象端末からのみアクセス可能とする。 
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３．１人１台タブレット端末を用いた利用（家庭での使用を含む）に関して 

 

生徒・教員が１人１台タブレット端末を用いて利用することのリスク対策 

 

①導入する MDM 

（端末管理ツール） 

 

１人１台配布されるタブレット端末（以下：タブレット端末）は、GIGA

スクール整備事業において Microsoft 社が推奨する MDM（端末管理ツー

ル）である Intune for education を用いて制御する。 

②端末設定変更・仕様の

改変に対する制御 

Intune for education を用いることで、管理者以外の利用者による端末

の設定変更及び初期化、管理者以外の利用者によるアプリケーションのイ

ンストール及び削除等についての制限を行い、生徒・教員による端末設

定・仕様の改変に起因する、情報漏洩を防ぐ。 

③端末のセキュリティ アンチウィルスウェブアプリケーション及びインターネットフィルタリ

ングウェブアプリケーションにより、コンピュータウィルスによる不正侵

入、有害な Web サイトの閲覧、SNS 投稿サイトの利用による情報漏洩のリ

スクを軽減する。 

④校内アクセスポイント

への無断アクセスの禁

止 

タブレット端末を用いて校内でインターネットを利用するためには、校

内アクセスポイントとの間で、デジタル証明書を用いた RADIUS 認証が必要

であり、今回配布されるタブレット端末にのみデジタル証明書を配布する

ことで、他者による校内アクセスポイントの無断利用、また、それに伴う

インターネット接続を禁止する。 

⑤校務系情報に与える影

響 

タブレット端末と、教職員が職員室で扱う校務系情報（成績、健康状態

等、ガイドラインでは重要性分類Ⅱに相当）とは、ネットワーク上分離さ

れ、互いにアクセスができない仕様とする。 

⑥使用条件 

（学校外使用時） 

自宅等の学校外での使用は、生徒用・教員用タブレットともに学校長の

許可のもと可能とする。 

⑦端末のセキュリティ 

（学校外使用時） 

アンチウィルスウェブアプリケーション及びインターネットフィルタリ

ングウェブアプリケーションは、使用するルーター、アクセスポイント等

のネットワーク機器に依存する仕様ではなく、自宅等の学校外で使用する

場合も校内での使用と同一の安全性を確保する。 

⑧アクセスポイント・ 

ルーター情報の保持 

（学校外使用時） 

 

タブレット端末には、ネットワーク機器情報（SSID、暗号化キー等）を

削除するツールをインストールし、使用場所に応じこのツールを実行する

ことで、校内アクセスポイントと学校外で使用するルーターの情報を保持

することによる情報漏洩を防ぐ。 

文部科学省の「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン（令和元年 12 月版）」には「ク

ラウドサービスにアクセスする利用者側端末は、クラウドサービスを提供する情報システム同様、マル

ウェア対策及び重要な情報保管における保護措置が求められる。」（1.9.2 クラウドサービスの利用にお

ける情報セキュリティ対策内 P128 参照）と示されている。本システムでは、生徒・教員が１人１台タブ

レット端末を利用するにあたり、以下の設定を施すこと等により、リスク対策を行う。 
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⑨紛失時の対応 

（学校外使用時） 

自宅等の学校外の持ち出しによる端末紛失時は、Intune for education 

のリモート操作により、端末内のデータ消去を行うことで、情報漏洩を防

ぐ。 

⑩他端末からのクラウド

サービスの利用 

本市における生徒の学びを保証し、新学習指導要領に規定されている学

びを着実に実現しようとする本システム構築の主旨に従い、他端末からの

本システムの利用を一定の条件のものと許容するものとする。 

Microsoft Azure AD(Windows)へのサインインのための生徒用 ID・パス

ワードは、生徒管理とする。 

学校登録端末である生徒用タブレット端末からの Azure AD(Windows)へ

のサインインは、生徒用 ID・パスワードを利用してサインインを行う。 

他端末（学校登録外端末）からは、多要素認証を利用して Azure AD への

サインインを行う。 

Azure AD へのサインイン後、Microsoft 365 Education A3、まなびポケ

ット、MetaMoJi ClassRoom 及び Zoom については、各クラウドサービスに

シングルサインオン（SSO）で利用する。 

シングルサインオンに非対応である Classi については、別途 Classi の

ID、パスワードでサービスにサインインする。Locus についても、別途

locus の ID、パスワードでサービスにサインインする。 

⑪他端末のセキュリティ

対策 

利用端末に Windows Defender 等のアンチウィルスアプリケーション導入

及びパスワード管理ツールの利用を指導する。 

また、取り扱う情報は、生徒の学習記録等の生徒の学習系情報及び学校

行事等の生徒の写真などの学校運営関係情報（ガイドラインでは重要性分

類Ⅲに相当）に限定するよう情報セキュリティー研修を実施し周知する。 

⑫使用方法、情報セキュ

リティに関する研修 

運用事業者主催による、全教員を対象にした年１回の研修会を実施する

ほか、必要に応じて徳島市教育委員会による各校情報主任を対象にした担

当者会を開催することにより使用方法、情報セキュリティについての研修

を行う。 

 

なお、本評価書が「電子計算機の結合に関する基準」に準拠することを、別紙①「対照表」に示

す。 

また，別紙②に前回評価対象（令和３年１月１６日付徳市高発３号による諮問）と今回追加対象ク

ラウドシステムとの比較を示す。 
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別紙①「対照表」 

 

電子計算機の結合に関する基準 本評価書 

節 項 内容 章 節 小節 項 

２ 

(1) 
当該結合に関連する個人情報ファイルを

取り扱う事務に従事する者の数 
I ３  

⑥ 

⑦ 

(2) 
当該結合に関連する個人情報ファイルに

記録されることとなる個人情報の量 
Ⅱ １ 

本システムで利用するクラウ

ドサービスのリスク評価 
② 

(3) 
実施機関における過去の個人情報ファイ

ルの取扱いの状況 

(4) 
当該結合に関連する個人情報ファイルを

取り扱う事務の概要 

Ⅱ １ 
本システムで利用するクラウ

ドサービス 
全般 

Ⅱ ２ 

本システムを運用事業者によ

り管理・運用することについて

のリスク対策 

③ 

(5) 

当該結合に関連する個人情報ファイルを

取り扱うために使用する電子情報処理組

織の仕組み及び電子計算機処理等（電子

計算機処理（電子計算機を使用して行わ

れる情報の入力、蓄積、編集、加工、修

正、更新、検索、消去、出力又はこれら

に類する処理をいう。）の方式 

章 I・Ⅱ全般 

(6) 

当該結合に関連する個人情報ファイルに

記録された個人情報を保護するための措

置 

Ⅱ １ 
本システムで利用するクラウ

ドサービスのリスク評価 

② 

③ 

Ⅱ ２ 

本システムを運用事業者によ

り管理・運用することについて

のリスク対策 

全般 

Ⅱ ３ 

生徒・教員が１人１台タブレッ

ト端末を用いて利用すること

のリスク対策 

全般 
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別紙②  

前回評価対象（令和３年１月１６日付徳市高発３号による諮問）クラウドシステムと今回追加

対象の比較 

 

 

前回評価対象（令和３年１月１６日付徳市高発３号に

よる諮問）クラウドシステム 

追加対象のクラウドシステム 

Microsoft 365 Education A3、Azure AD、（Microsoft 社) 

まなびポケット（NTT コミュニケーションズ株式会社） 

MetaMoJi ClassRoom（株式会社 MetaMoJi） 

Zoom（Zoom Video Communications 社） 

Classi（Classi 株式会社） 

locus （株式会社マイナビ） 

管理者権限で可能な機能 

（株式会社四電工、徳島市教育委員会） 

〇生徒用 ID、教員用 ID の作成・管理 

〇MDM（端末管理ツール）による端末制御 

ユーザー権限で可能な機能（生徒、教員） 

〇クラウド型授業ツールの利用  

〇生徒用 ID、教員用 ID の利用 

〇生徒の学習成果物、画像・動画による記録、教員のワ

ークシート、アンケート等の授業で作成されたデータの

蓄積、利用 

〇個別学習ソフトの利用  

〇学習履歴の閲覧  〇オンライン学習ツールの利用 

 

管理者権限で可能な機能 

（株式会社四電工、徳島市教育委員会） 

〇生徒用 ID、教員用 ID の作成・管理 

〇MDM（端末管理ツール）による端末制御 

ユーザー権限で可能な機能（生徒、教員） 

〇クラウド型授業ツールの利用  

〇生徒用 ID、教員用 ID の利用 

〇学習成果物、画像・動画による記録、

各自でまとめた課題データの蓄積、利用 

〇個別学習ソフトの利用  

〇学習履歴の閲覧   

〇オンライン学習ツールの利用 

〇ケーススタディー動画の視聴 

 


