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GIGAスクール構想(学校のパソコン 1人1台)、最前線からの報告

実現に向けた支援活動とその成果
学校支援活動

2020年12月09日
ICT CONNECT 21 

GIGAスクール構想推進委員会 学校支援部会
調達・導入サブ部会⾧ インテル株式会社 竹元賢治
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自己紹介 / 本日の内容

本日のアジェンダ (16:40 – 17:00)

1.学校支援活動(学校支援部会)ご紹介

2.活動状況と成果報告
- 活動状況ご紹介
- 成果ご報告

調達から運用の流れ全体像のQAの
GIGA HUB WEB掲載

3.今後の活動 / みなさまへのお願い

4.Q&A (17:20- )

インテル株式会社
パブリックセクター・スマートシティ事業推進
部
教育事業推進担当部⾧
竹元 賢治
自治体教育委員会/学校へ、小中高/教員一人1台端末環境導入推進
や、21世紀型スキル育成に向けたPBL学習を中心とした教員研修
Intel Teach Programの普及ならびにプログラミング教育を含めた
STEAM教育推進など次世代教育への協力支援を実施。
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1.学校支援活動(学校支援部会)ご紹介
GIGAスクール推進部会

情報発信部会 :自治体・学校情報発信サブ部会、製品サービス情報発信サブ部会

利用促進部会 :研修サブ部会、宣言書作成サブ部会、遠隔教育サブ部会

学校支援部会 前代未聞のＧＩＧＡスクール構想を実現するため
の
自治体、学校への効果的な支援活動行う

調達・導入サブ部会 :   GIGAスクール調達～導入～運用に関する支援活動

交流サブ部会 : 会員交流、セミナー、勉強会の開催

QAサブ部会 : GIGAスクールQA, TIPS収集、GIGA HUBでの掲載
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2.活動状況と成果報告(活動状況ご紹介)

目標 ＧＩＧＡスクール構想を実現するための自治体、学校への効果的な支
援活動

課題解決の
シナリオ

一人1台端末導入・運用早期実現、ネットワーク・インフラの充実、
900万人のアカウント取得、オンライン授業、教育クラウド活用

学校支援部会（各サブ部会）活動への展開
・調達・導入サブ部会

サブ部会メンバー中心に、GIGAスクール調達から導入・運用に関わる作業項目（懸念点）の洗
い出し

ならびにガイドライン、回答等（QA案）参考資料等作成

・QAサブ部会
調達から導入・運用に関するQA・サポート内容等をGIGA HUB WEBサイトへの掲載

・交流サブ部会
調達から導入・運用に関わるテーマ、課題に関する意見交換・勉強会等セミナーの開催
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2.活動状況と成果報告(調達から運用の流れ全体像のQA)

調達・導入サブ部会
の
検討を踏まえてQA化
アドバイザー事業等
との連携

アドバイザー西田先生原案導入～運用流れの
全体像を基に調達・導入サブ部会にて、
・タスク作業表の完成
・QA化へ検討と作業実施

最終的には、GIGA推進部会全体の協力を経
て

７/27 交流セミナー
アドバイザー毛利先生＋西田先生
流れの全体像原案に関する対談

情報発信部会
GIGAHUBサブ部会 QAサイト掲
載
12/8更新

11/5-6交流会セミナー
GIGA 運用セミナー

アカウント管理
アカウント運用ルール,ユーザー情報更新,パスワードなど

学習記録 データ運用に関するポリシー、保管方法等

基本管理 ドメイン、OS,MDM,Apps,フィルタリング等

周辺機器 実物投影機、プリンタ、充電保管庫などの設定・接続作業

基幹ネットワーク
（WAN等)

基幹ネットワーク（WAN等)、工事，設定等

ネットワーク 無線LAN環境  ・AP,ルータ・スイッチ・ケーブル

クラウド 学習ログを取集するLMS運用ポリシーnado

端末管理
GIGA 端末とMDM端末設定,ハードウェア障害対応等

活用サポート 職員研修，操作研修、障害管理、授業相談

大項目 対象 内容 頻度

9/16-18 EDIX連動・交流セミナー
GIGA導入/OS別セミナー
よろず相談セミナー

5GIGA HUB WebでQA公開中(https://giga.ictconnect21.jp/）

学校支援部会

調達・導入サブ部会 交流サブ部会 QAサブ部会

項番 QAカテゴリ：大項目 QAカテゴリ：小項目 QAカテゴリ：頻度 Q A

1 アカウント設定 導入時方針決定 導入時
GIGAスクール構想に基づいて1人1アカウントを準備する際に、どのようなアカウントの管理・運用ポリシーを策定して

おけば良いか？

一覧表のアカウント管理の項目に記載している部分を参照して頂きたいが、少なくとも、

 1. ユーザーIDのつけ方ルール（準備するアカウント数が膨大なため、法則性がないと後の管理が大変になる）
 2. ユーザーIDに紐つけるユーザー情報の定義（学校、学年、氏名、など）

    3. 年次・随時発生する更新作業の定義（対応窓口の設定、対応条件（卒業、進級、入学、転入、転出）の設定、など）

 4. ユーザーID・パスワードの管理方法・紛失時の定義（対応窓口の設定、児童生徒向け管理方法）

を見通した上で、ポリシーを作成することをお勧めします。

2 アカウント設定 導入時方針決定 導入時
児童・生徒・教員のユーザーIDを準備しないといけないが、後々の管理を容易にする付け方のルールはありますか？ま

た、個々のユーザーIDに設定する初期パスワードをどのように準備すればよいでしょうか？

3 アカウント設定 ユーザー管理 導入時、随時、年次 児童・生徒・教育向けに設定したユーザーID・パスワードの動作確認をどのようにすればよいでしょうか？

4 アカウント設定 導入時方針決定 導入時
児童・生徒、教員のユーザーIDを準備しているが、ユーザーIDに紐つけるユーザー情報（学校、学年、氏名など）はどこ
まで用意しておけば良いか？

5 アカウント設定 ユーザー管理 導入時、随時、年次 児童・生徒・教員のユーザーID・初期パスワードを準備した後に、児童・生徒・教員への周知をどうすればよいですか？

6 アカウント設定 ユーザー管理 随時、年次
入学・卒業・進級・転校・異動などが発生した際に、1人1アカウントや、それに紐ついたユーザー情報をどのように更新

すれば良いですか？また、どのような更新の体制を準備しておけば良いでしょうか？

7 アカウント設定 ユーザー管理 導入時
ユーザーID・パスワード管理に関して、どのような児童・生徒・教員向けの管理ガイドラインを準備したら良いでしょう

か？

8 アカウント設定 ユーザー管理 随時、年次 ユーザーID・パスワード管理に関して、児童・生徒・教員が紛失した際の対応方法を教えてください。

9 学習記録 データ運用ルールの決定 導入時
GIGAスクール構想では1人1アカウントをもとにクラウド上で学びを進める考え方だが、クラウド上に蓄積される児童・

生徒の学びのデータ、並びに、教員のデータはどのように活用すれば良いでしょうか？

10 学習記録 データ運用ルールの決定 導入時

クラウド上に蓄積される児童・生徒・教員のデータについて、保管場所、教員間での共有、データ保管期限（児童・生徒

の作品、アクセスログ）、卒業・転入・転出時のデータの取り扱いなどのデータ運用ルールをどのように決めれば良いで

しょうか？

11 学習記録 データ運用ルールの決定 導入時
卒業する児童・生徒がクラウド上に蓄積された作品データを持ち出したいと要望を受けた場合、どのように取り扱えば良

いでしょうか？

12 学習記録 データ運用ルールの決定 導入時
転入する児童・生徒が作品データを前の学校から持ち込む場合、または、転出する児童・生徒が作品データを次の学校に

持ち出す場合、どのように取り扱えば良いでしょうか？

13 学習記録 データ運用ルールの決定 導入時
赴任した教職員が作成したデータを前の学校から持ち込む場合、または、異動する教職員が作成したデータを次の学校に

持ち出す場合、どのように取り扱えば良いでしょうか？

14 学習記録 データ運用 随時、年次
児童・生徒・教職員のデータの日頃の運用管理（維持、確認、転入・転出・赴任・異動などに伴うデータ消去・入替・追

加含む）は、どのように進めれば効率的でしょうか？

15 基本管理 ドメイン準備 導入時
GIGAスクール構想では1人1アカウントをもとにクラウド上で学びを進める形になるが、各社のクラウドサービスを利用
する際には、1人1アカウントを収容するドメインを準備する必要がある。後々の運用も踏まえたドメイン準備の方法を教

えてほしい。

導入・運用QA作成

81項目
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GIGA HUB WebでQA公開中(https://giga.ictconnect21.jp/）

6調達から検証段階まで６段階の作業項目別にQAを掲載
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3.今後の活動 / みなさまへのお願い

みなさまへのお願い

GIGAスクール構想実現に向け、
ご活動いただける会員さまを随時募集して
おります。ぜひご参加ください。

・小中GIGA運用・活用フェーズでの
アプリ、コンテンツ、ソリューション分野

・高校含めた、今後の調達・導入・更新等
(インフラ環境含む）分野

詳しくは、ICT CONNECT 21事務局
https://ictconnect21.jp/
までお問い合わせください。

小中GIGA
調達・導入フェーズ

小中GIGA
導入・運用フェーズ

小中GIGA
運用・活用フェーズ

高校GIGA
調達・導入フェーズ

2020

2021

「調達から運用の流れ
の全体像のQA」を全メ
ンバーでWEB公開等支
援
活動


