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第 1章 計画の概要 

1 計画策定の趣旨 

本市では、子どもたちの確かな学力や主体的に学ぶ姿勢を育むため、グローバル化・

情報化に対応した教育を推進しています。平成 21 年度から、電子黒板、書画カメラ、

デジタル教科書、指導者用端末、学習者用端末を順次整備し、教育の情報化に積極的に

取り組むとともに、ICT 教育研究指定校による研究授業を実施し、教員の ICT 活用指導

力の向上を目指してきました。 

令和 2 年度には、GIGA スクール構想の実現1に伴い、児童生徒の 1 人 1 台の端末を整

備したことで、児童生徒の情報活用能力2を育成する環境を整えることができました。

一方で、今後はこれらの機器の適切な維持管理、機器を活用するためのネットワークの

増強、情報流出を防止するセキュリティ対策について、継続して対応する必要がありま

す。 

そこで、加東市立学校の ICT 環境整備を推進するに当たり、これまでの取組の成果や

課題を踏まえて具体的かつ恒常的な取組を進めるため、加東市学校 ICT 環境整備計画

（以下「本計画」という。）を策定します。 

1 GIGA スクール構想の実現：令和元年 12月に発表された文部科学省の計画。義務教育

を受ける児童生徒のために、1人 1台の学習者用 PC と高速ネットワーク環境などを整

備すること。 
2 情報活用能力：必要な情報を収集・判断・処理・表現・創造し、受け手の状況など

を踏まえて発信・伝達できる能力（ICTの基本的な操作スキルを含む。）。 
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2 計画の位置づけ 

『第 2 次加東市総合計画前期基本計画』では、政策Ⅰの施策「学校教育の充実」の主

要施策として「確かな学力・主体的に学ぶ態度の育成」と、政策Ⅱの施策「学校教育環

境の充実」の主要施策として「学校教育環境の整備充実」を掲げ、協働の取組として、

「ICT 機器を活用した教育活動の充実」や「ICT 教育環境の整備充実」に取り組むこと

としています。 

また、『第 3 期加東市教育振興基本計画』では、第 4 章「具体的な取組」の基本方針

Ⅱ「子どもの学びを支える教育環境の整備」として基本的方向(3)「学校施設の整備と

就学支援」②学校教育施設の改修や教材等の環境整備の取組 2「ICT 環境の維持管理」

を掲げ、1 人 1 台整備した学習者用端末を子どもたちが有効活用できるよう端末の管理、

ユーザー管理、ネットワーク管理及び必要に応じた学習者用端末の更新を行うとしてい

ます。これらの実現のために本計画を策定します。 

3 計画期間 

本計画の期間は、令和 4年度から令和 8年度までの 5年間とします。 

なお、社会情勢や教育を取り巻く環境の変化、ICT 機器の進歩の状況により必要に応

じて見直しを行い、計画の実効性を確保します。 
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第 2章 学校 ICT 環境整備の動向と課題について 

1 これまでの国の動向 

国は、「第 3 期教育振興基本計画」（平成 30 年度～令和 4 年度）において、教育政

策推進のための基盤を整備する政策の目標に「ICT 利活用のための基盤の整備」を掲げ、

初等中等教育段階について次の 4つの施策を掲げています。 

文部科学省は、2020年代の ICTを活用した教育のあり方について、目的や課題、対応

策などを平成 28 年 7 月「2020 年代に向けた教育の情報化に関する懇談会（最終まと

め）」で取りまとめ、「授業展開に応じて教師が必要な時に（1 日 1 授業程度分が当面

の目安）1 人 1 台利用を可能とする環境（3 クラスに 1 クラス分程度）」を実現する、

早急な整備が必要としました。（図 1） 

令和元年 12 月 5 日に「安心と成長の未来を拓く総合経済対策」が閣議決定され、文

部科学省主導の事業として「GIGAスクール構想の実現」が盛り込まれました。当初は、

令和 5 年までの整備として 1 人 1 台の情報端末整備が計画されていましたが、新型コロ

ナウイルス感染症の拡大を受け、「GIGAスクール構想の実現」を前倒しして整備する方

針が示されました。 

 一方、ネットワークのセキュリティに関しては、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」が策定され、このガイドラインでは、学校ネッ

トワークのうち多くの個人情報を取り扱う校務系ネットワークをインターネットから切

「ICT 利活用のための基盤の整備」のための施策 

・情報活用能力の育成

・各教科等の指導における ICT 活用の促進

・校務の ICT 化による教職員の業務負担軽減及び教育の質の向上 

・学校の ICT 環境整備の促進 

図 1 全国の学校（普通教室）における ICT環境整備のステップ（イメージ）
（出展）「2020年代に向けた教育の情報化に関する懇談会（最終まとめ）」（文部科学省）配布資料

をもとに作成
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り離してセキュリティを保つよう示されました。また、令和元年 12 月には、GIGA スク

ール構想の実現に伴ってガイドラインの改定が行われ、クラウドサービスの利用や新し

い技術の積極的な採用について柔軟に検討する方針が示されました。 

 その後、令和 3 年 5 月にガイドラインの改定が行われ、校務系ネットワークでも認証

技術を組み合わせることでパブリッククラウドも利用できるとの方針が示されました。

これは当初のインターネット切り離しの考え方の大きな方針転換であり、今後の動向を

注視する必要があります。 

2 ICT 環境整備における課題 

本市は、すでに「GIGAスクール構想の実現」で示された端末整備、校内通信環境整備

を令和 2 年度に終えています。しかし、ネットワーク整備、セキュリティ対策及び管理

体制について 3つの課題があります。 

(1) ネットワーク整備に関する課題 

 本市では「GIGAスクール構想の実現」にて示された整備を実施し、小中学校で利用す

る教育用端末の台数は、約 3,500 台となっており、通信を支えるため各校ごとにネット

ワークを整備しています。しかし、今後さらなる通信量の増加が見込まれることから、

安定した運用をするために通信回線の増速を予定していますが、ただ増速するだけでな

く、通信量増加の要因を特定し、適切に対応していくことが課題となります。 

(2) セキュリティ対策に関する課題 

 セキュリティについては、日々世界中で新たなマルウェア3や攻撃手法が開発される

ため、絶対に安全という対策は存在しません。本市では、平成 25年に「加東市学校情

報セキュリティポリシー」を策定し運用していますが、急速に変化する ICT 環境に合わ

せ、国の「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を参考に、対策を見

直す必要があります。 

ただし、セキュリティを厳格にすれば、利便性が損なわれる場合が多くあります。教

員の過重労働については社会的にも問題となっており、日々業務で利用する校務用端末

の利便性低下は、業務時間の引き延ばしに直結することから、必要なセキュリティ対策

を実施しつつ、利便性の低下を必要最小限に留めることが課題となります。 

(3) 管理体制に関する課題 

 GIGA スクール構想の実現により、本市の学校 ICT 環境内の端末数が約 3,500 台とな

っています。また、各校に配置しているサーバ、ストレージ、ネットワーク機器などの

管理対象も増加し、機器及びユーザー管理の負担が高まっています。 

 現在は ICT 支援員を配置し、対象機器の管理や不具合発生時の迅速な対応にあたって

います。ネットワーク構成の見直しや機器の一元化などの工夫により管理対象を減ら

し、管理の省力化、効率化を進める必要があります。 

3 マルウェア：「malicious software（悪意があるソフトウェア）」の略語。コンピ

ュータを不正かつ有害に動作させる意図で作成された、悪意のあるソフトウェアや悪

質なコードの総称。コンピュータウイルスも含まれる。 
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第 3章 学校 ICT 環境整備の推進内容 

 本市におけるこれからの学校 ICT 環境整備は、既存環境の維持管理と課題解決に向けた

取組を、並行して進めていく必要があります。本市の環境整備に関する具体的な推進内容

は、次のとおりとします。 

1 学校 ICT 環境整備計画について 

本市の児童生徒数や学校の現状、環境整備などを踏まえ、別表「学校 ICT 環境整備計画

表」を基に機器・ネットワーク・ソフト・システムの整備を実施します。 

2 ICT 環境整備における課題対応について 

 第 2 章で示した本市の ICT 環境整備における 3つの課題について、今後、次のように対 

応します。 

(1) ネットワーク整備 

 本市では、学校内ネットワークから庁舎への接続について 1Gbps 回線を、庁舎からイ

ンターネットへの接続については 1Gbps の回線を 3回線整備しています。  

今後さらなる通信量の増加が見込まれることから、令和 4 年度に学術情報ネットワー

ク（SINET）等の安全高速な情報ネットワークに接続をし、庁舎からインターネットへ

の接続を 10Gbps の 1 回線へ増強することで、通信の安定性を確保します。また、学校

内ネットワークから庁舎への接続について、社地域小中一貫校が開校する令和 7 年度の

タイミングで 10Gbps の専用回線へ切り替えを行い、児童生徒数増加に伴う通信量増加

への対応と通信速度の大幅な増速を実現します。 

小中一貫校開校に向けた施設整備のなかで、学校内ネットワークの幹線をカテゴリー

6A の LAN ケーブルとすることで校内の伝送帯域の拡大と通信速度の増速を図ります。 

また、定期的に通信トラフィックの監視を行い、通信量が増加した際の原因特定と対

応を迅速に行い安定性を確保します。 

これらを実施することにより、通信量の増加に対応でき、回線及び配線による通信の

遅延をなくし、快適で安定したネットワーク環境を実現することが可能となります。 
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(2) セキュリティ対策 

平成 25 年に策定した「加東市学校情報セキュリティポリシー」の内容について、組

織体制や運用等を含めた見直しを行います。時期については、令和 6年度の校務用パソ

コン更新に合わせて、セキュリティ対策システムの導入を予定しているため、令和 5年

度中に改訂します。 

また、顔認証等の多要素認証によるセキュリティ対策を予定しており、1度のユーザ

ー認証によって複数のシステムの利用が可能になるシングルサインオンをシステムに取

り入れ、利便性を損なわない工夫をします。 

(3) 管理体制 

 現在の複雑なネットワーク構成や複数のサーバ構成について、管理がより容易にでき

るよう、令和 4年度に教育系サーバを、令和 5年度に校務系サーバを庁舎に集約しま

す。 

端末についても、現状、教員は校務用と教育用の 2台で運用しています。将来的には

教員も 1人 1台での運用を行えるよう、機器の一元化について調査研究を進めます。 

令和 6年度に実施する指導者用 Chromebook 導入と校務用 Windows の更新の際、1台

での運用を見据え、校務用 Windows を教育用としても活用できる多要素認証システムを

導入します。1台で運用をするには教員の活用能力のより一層の向上が不可欠です。そ

のため、次々回更新の令和 11 年度には 1台運用ができるよう、活用能力向上を目的と

した研修を定期的に実施します。 

3 諸課題への対応 

3 つの課題への対応のほか、ICT 教育を進めていく上で、追加するコンテンツの選定

や学習ログ活用の検討など、様々な課題への対応が必要となります。また、昨今の技術

の進歩は目覚ましく、数年でこれまでになかった技術が標準となったり、文部科学省か

ら示される整備方針が短期間で変更されたりするなど、大きく流れが変わることがあり

ます。こうした様々な変化に対応するため、広く情報収集を継続します。 

毎年、各学校からの意見を踏まえて整備方針の点検を行い、ICT 教育を推進していく

上での課題に対応するため、必要と認められる点について見直しを行います。 

4 計画の推進体制 

  本計画の実効性を確保し、ICT 環境の面から子どもたちの学びを支えるため、加東市

教育委員会教育総務課及び学校教育課を中心に、学校をはじめ、庁内の関係部署と連携

の上、計画を推進します。 
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令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

校務用
Windows300台更新

指導者用
Chromebook300台導入

児童生徒用
Chromebook600台導入
※Windowsと入れ替え

(1Gbps)を
専用回線(10Gbps)に切り替え

教育系フィルタリング利用教育系フィルタリング利用

学術情報ネットワーク
（SINET）等接続

イベント

機器

ネットワーク

社地域小中一貫校開校

システムシステム
セキュリティ対策

多要素認証システム導入
セキュリティ対策

多要素認証システム導入

学校情報セキュリティ
ポリシー改訂

アクセスポイント55台更新

全児童生徒
持ち帰り用充電器購入

教育系サーバ更新

校務系サーバ更新 児童生徒用
Chromebook2,155台更新
※令和2年度導入分

児童生徒用
Chromebook83台更新
※令和3年度導入分

モバイルWi-Fiルーター賃貸借

校務支援システム更新校務支援システム更新

授業運用支援ソフト更新ソフト ドリル教材・協同学習
ソフト更新

遠隔授業高度化推進機器導入

別表 学校ICT環境整備計画表

社地域小中一貫校校内LAN配線工事（幹線カテゴリー6A)

滝野小中一貫校校内LAN配線工事（幹線カテゴリー6A)
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