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学校におけるＩＣＴ環境推進の進捗状況について 

 

１ 主旨 

第２次世田谷区教育ビジョン・第２期行動計画、世田谷区教育の情報化推進計画・第２

期行動計画に基づき取り組んでいる、学校におけるＩＣＴ環境推進の進捗状況について報

告する。 

 

２ ＩＣＴ環境推進の進捗状況等 

１）ＢＹＯＤ（※）を視野に入れたオープンなクラウド環境の構築・検証 

①概要 

家庭から個人所有のＰＣ等を、学校の授業での活用を可能にするＢＹＯＤを視野に

入れて、セキュリティを確保しながら、インターネットに接続するオープンなクラウ

ド環境を構築し、新しい技術に対応できる基盤の検証を進める（別紙１～３参照）。 

※ＢＹＯＤ 

   = Ｂｒｉｎｇ Ｙｏｕｒ Ｏｗｎ Ｄｅｖｉｃｅ 

②進捗状況 

クラウド環境の構築・検証にあたり、高度な専門知識及び技術力を有する事業者に

環境構築及び検証支援業務を委託することとし、平成３１年４月２６日に「教育用ク

ラウド基盤提供業務委託」の委託先事業者選定プロポーザルの手続開始公告を実施し

た。 

今後、令和元年６月下旬を目途に委託先事業者を決定し、７月以降にクラウド基盤

を構築するとともに、検証実施に向けた準備作業を行い、１１月を目途に検証対象中

学校４校の検証を開始する予定である。 

③予算額 

３１，３４０千円 

④スケジュール 

平成３１年４月２６日  プロポーザル手続開始公告の実施 

令 和 元 年６月下旬   委託先事業者の決定 

令 和 元 年７～１０月  クラウド基盤構築、検証実施準備 

令 和 元 年１１月～   検証開始 

令 和 ３ 年度中   教育総合センターでの活用開始（予定） 

中学校全校での活用開始（予定） 

 

２）ＩＣＴを活用した学習支援の中学校全校展開 

①概要 

ＩＣＴ（ｅ－ラーニング）を活用した学習支援を、中学校２９校全校へ拡大する。

生徒の家庭及び学校での学習を支援することにより、全体的かつ個に応じた学力の向

上を図る。 



②進捗状況 

 各中学校長・副校長・担当教員を対象に説明会を３回実施した。 

 今後は、各校へ説明資料等を配布し、６月上旬には全面実施の予定である。また、

個別最適化に向けた取組として、総合学力調査（数学）を全校で実施し、個に応じた

予習をすすめられるようにする。 

③予算額 

４５，９４３千円 

④スケジュール 

平成３１年４月 ２日    説明会（副校長対象） 

平成３１年４月 ３日    説明会（校長対象） 

平成３１年４月２３日    説明会（担当教員対象） 

令 和 元 年５月   総合学力調査（数学） 全校実施 

令 和 元 年６月   ＩＣＴを活用した学習支援 全校実施 

 

３）円滑な授業実施にむけたＩＣＴ支援 

①概要 

ＩＣＴ支援員（３名体制を想定）の配置により、教職員間のＩＣＴスキルの向上を

図り、分かりやすい効果的な授業を教職員が行えるようになることを目指す。 

教職員ＯＢ等をコーディネーターとして活用するなど、学校を訪問支援する体制を

構築する。 

②進捗状況 

事業の概要確定後、６月から委託先事業者選定プロポーザルの手続開始公告を実施

し、事業準備を行う予定である。 

③予算額 

１９，５７１千円 

④スケジュール 

令 和 元 年５月   事業の検討 

令 和 元 年６月   プロポーザル手続開始公告の実施 

令 和 元 年８月   委託先事業者の決定 

令 和 元 年９月   事業開始 

 

４）中学校特別教室のＩＣＴ環境整備 

①概要 

ＳＴＥＭ教育の推進等に際し、区立中学校２９校の特別教室２教室（主に理科教室、

数学室）にタブレット型情報端末及び大型拡大提示機並びに実物投影機を配備する。 

   ②進捗状況 

調達準備の後、７月から８月にかけて順次各校へ配備する予定である。 

③予算額 

４５，００６千円 

④スケジュール 

令 和 元 年６月      機器調達業者決定（入札） 

令 和 元 年７～８月    順次各校配備 



【ICT 教材サービス】
特定の事業者に制限されない、
ICT 教材を選択可能とする。

【BYOD/クラウド基盤】
BYOD からクラウドサービスを利用
するための基盤である。
この基盤への接続した後、各種サー
ビスの利用が可能となる。

【ネットワーク環境】
教育ネット等のインターネットに接続
するネットワーク

BYODを視野に入れたクラウド環境

中学校４校において検証

ｅ－ラーニング

インターネット接続ネットワーク

ICT クラウド教材
(事業者 Ａ)

ICT クラウド教材
(事業者 Ｂ)

オープンなクラウド環境
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　　　学校におけるICT環境の推進について

第２次世田谷区教育ビジョン・第２期行動計画、世田谷区教育の情報化推進計画・第２期行動計画に基づき、新学習指導要領への対応

を進め、理数教育・プログラミング教育等（ＳＴＥＭ教育）を推進し、児童・生徒の情報活用力の育成を図る。ＢＹＯＤ（クラウドに

よる検証）、ｅ－ラーニング、ＩＣＴ支援員、特別教室へのＩＣＴ環境整備等、ソフト・ハード両面から一体となった取り組みにより、

ＩＣＴ環境の整備を推進する。

ＩＣＴを活用した学習支援の中学校全校展開

ＩＣＴ（ｅ－ラーニング）を活用した学習支

援を、中学校２９校全校へ拡大する。生徒の家

庭及び学校での学習を支援することにより、全

体的かつ個に応じた学力の向上を図る。

円滑な授業実施にむけたICT支援

ＩＣＴ支援員の配置により、教職員間のＩＣＴ

スキルの向上を図り、分かりやすい効果的な授業

を教職員が行えるようになることを目指す。

教職員ＯＢ等をコーディネーターとして活用す

るなど、学校を訪問支援する体制を構築する。

（３名体制を想定）

オープンなクラウド環境の構築・検証

クラウド環境をインターネット上に構築し、セ

キュリティを確保しながら、新しい技術に対応で

きる基盤の検証を進める。家庭から個人所有のＰ

Ｃ等を持ち込み、学校の授業で活用可能とするＢ

ＹＯＤ*を視野に入れ、各学校に分散しているサー

バの集約も含め検証を行い、具体的な利用範囲を

明確化し、スムーズで確実な整備につなげる。

*ＢＹＯＤ

=Ｂｒｉｎｇ Ｙｏｕｒ Ｏｗｎ Ｄｅｖｉｃｅ

ring Your Own r own device)

中学校特別教室用ＩＣＴ機器の整備

ＳＴＥＭ教育の推進等に際し、学校におけるＩ

ＣＴ化推進のために中学校の特別教室のＩＣＴ環

境整備を行う。

大型拡大提示機、実物投影機、タブレット型情

報端末のＩＣＴ機器を中学校の特別教室２教室

（主に理科教室、数学室）に配備する。

ＢＹＯＤ(クラウドによる検証)

ｅ－ラーニング 予算額：45,943千円

ＩＣＴ支援員 予算額：19,571千円ＢＹＯＤ*(クラウドによる検証) 予算額：33,347千円

特別教室のＩＣＴ環境整備 予算額：45,006千円

ｅ－ラーニング

ＩＣＴ支援員 特別教室の

ＩＣＴ環境整備

理数教育

プログラミング

教育

デジタル教材

主旨

２０２１年度に開設予定の教育総合センターは、子どもたちが未来社会（Society 5.0）を生き抜く力を身につけるため、ＥｄＴｅｃｈ（「教育」×

「ＩＣＴやＡＩ等のテクノロジー」）の多様なしくみを取り入れ、これまでの学びを革新し、教育に関するデータ活用による研究成果や新たな授業スタ

イルを発信する拠点としての機能も有する。教育総合センター開設を見据え、ＩＣＴ環境整備を段階的に進めていく。

教育総合センター
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BYODを視野に入れたオープンな環境の構築・検証について

世田谷区教育委員会ネットワークイメージ図

児童・生徒用端末を一人１台
体制とするには４万７千台強
の端末が必要となる。個人所
有のPC等を家庭から学校に持
ち込み、授業で活用するＢＹ
ＯＤ(Bring Your Own 
Device)環境を検証する。Ｂ
ＹＯＤで用いるＰＣ等は各家
庭で使用している様々な機器
であり、授業で活用できるよ
うに、クラウド環境の整備や
利用方法のルールづくり等を
進めていく。

構築するクラウド環境は、イン
ターネットを活用したオープンな
クラウドの環境である。閉域網の
事務用ネットワークとは異なり、
職員以外でも 活用できる高い運
用性がある一方、厳格なインター
ネットセキュリティ確保が必要で
ある。

クラウド環境の構築に併せて、
現在各学校に設置されている
サーバを順次クラウド環境に
集約し一元管理を図る。

クラウド、ＢＹＯＤ
はインターネット環
境を活用した整備で
ある。成績管理等の
個人情報を扱う校務
ネットワークとは
ネットワーク上、物
理的に分離されてお
り対象外である。

ＩＣＴ整備スケジュール（予定）

平成30年度(2018年度) 平成31年度(2019年度) 平成32年度(2020年度) 平成33年度(2021年度) 平成34年度(2022年度)以降

クラウド（ＢＹＯＤ） 検討
中学校４校で
構築・検証

検証・評価
教育総合センターで活用

中学校全校展開
検証・評価及び
小学校展開

e– ラーニング 中学校4校パイロット運用 中学校全校展開 検証・評価 小学校パイロット運用 小学校展開

ＩＣＴ支援員 支援のあり方検討 業務開始（３名）
検証及び拡充に向けた

検討・実施

特別教室のＩＣＴ導入 小学校全校2教室導入 中学校全校2教室導入 検討・整備

教育総合センター 実施設計 実施設計 建築工事 建築工事・開設
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