沖縄県教育情報ネットワーク管理運用規程改正に係る

新旧対照表
（傍線部分は改正部分）
新

旧

第１章 総則

第１章 総則

第１条～３条 （略）

第１条～３条 （略）

（沖縄県教育情報ネットワークの利用目的）

（沖縄県教育情報ネットワークの利用目的）

第４条 沖縄県教育情報ネットワークは、学校の教育活動、児童・生徒の学習活 第４条 沖縄県教育情報ネットワークは、学校の教育活動、児童生徒の学習活動
動支援、教職員の校務運営の支援を目的として、サービスを提供するものである。 を支援することを目的として、サービスを提供するものである。
第５条 （略）

第５条 （略）

（沖縄県教育情報ネットワークの利用資格）

（沖縄県教育情報ネットワークの利用資格）

第６条 沖縄県教育情報ネットワークを利用できる者（以下「利用者」という。
） 第６条 沖縄県教育情報ネットワークを利用できる者（以下「利用者」という。
）
は、次の各号に掲げる者とする。

は、次の各号に掲げる者とする。

(1) （略）

(1) （略）

(2)県立学校にて勤務する職員のうち、当該県立学校の学校長が接続を認めた者

(2)県立学校のＰＴＡによって採用された職員のうち、当該県立学校の校長が接

(3)県立学校に在籍する児童・生徒で、教職員の監督の下にある者

続を認めた者

(4)その他、県立総合教育センター所長が利用を認めた者

(3)県立総合教育センター職員及び長期研修員
(4)県立学校に在籍する児童生徒で、教職員の監督の下にある者
(5)その他、県立総合教育センター所長が利用を認めた者

削除

（無線ＬＡＮの利用資格）
第７条 沖縄県教育情報ネットワークに接続された県立学校の無線ＬＡＮを利
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用できる者（以下「無線ＬＡＮ利用者」という。）は、次の各号に掲げた者とす
る。
(1)沖縄県教育委員会により県立学校に採用された教職員のうち、児童生徒の授
業を担当する者
(2)県立学校に在籍する児童生徒で、教職員の監督の下にある者
第７条～８条 略

第８条～９条 略

（禁止事項）

（禁止事項）

第９条 沖縄県教育情報ネットワークを利用した通信において、次の各号に掲げ 第１０条 沖縄県教育情報ネットワークを利用した通信において、次の各号に掲
る行為を行ってはならない｡

げる行為を行ってはならない。

(1) 人権の侵害、個人情報の漏洩、誹謗中傷する行為

(1) 人権の侵害、個人情報の漏洩、第三者を誹謗中傷する行為

(2) 他者の名誉・信用を傷つける行為、及びプライバシーを侵害する行為

（（５）を移設）

(3) 著作権等の知的財産権及び肖像権を侵害する行為

(2) 著作権等の知的財産権及び肖像権を侵害する行為

(4) 公序良俗に反する行為

(3) 公序良俗に反する行為

(5) 虚偽の情報を発信する行為

(4) 虚偽の情報を発信する行為

（
（２）に移設）

(5) 他者の名誉・信用を傷つける行為、及びプライバシーを侵害する行為

(6)

(6) 営利目的の行為、及び法令に違反する行為

営利目的の行為、及び法令に違反する行為

（削除）

(7) 生徒用セグメント及び無線ＬＡＮセグメントで個人情報等を扱う行為

（削除）

(8)

個人所有のコンピュータ、無線情報端末、教育用コンピュータ等を教師用

セグメントで利用する行為
(7)

ネットワーク機器及び各種サービスへのアカウント（ログインＩＤ・パス

(9)

ネットワーク機器及び各種サービスへのログインＩＤ・パスワード、設定

ワード）
、設定条件等を第三者へ開示・譲渡、貸与・共用する行為

条件等を第三者へ他言する行為

(8)

（新設）

ネットワーク機器及び各種サービスのパスワードを他のインターネットサ

ービスで使用する行為(使い回し）
(9) ネットワーク通信を阻害する行為

(10) ネットワーク通信を阻害する行為

(10)

(11) ファイル共有ソフト等、ネットワーク全体を脅かす恐れのあるアプリケー

ネットワーク全体を脅かす恐れのあるアプリケーションソフトのインス

トール及びそれらを利用する行為

ションソフトのインストール及びそれらを利用する行為
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(11) ネットワーク運用に支障を来す恐れのあるサイトへアクセスする行為

(12)

ネットワーク運用に支障を来す恐れのあるアプリケーションソフトのイ

（一部削除）

ンストールやサイトへのアクセス

(12) ネットワークのコンテンツフィルタリングを回避する行為

(13)

（一部削除）

為

(13) 指定のウイルス対策ソフトウェアがインストールされていない等、セキュ

（新設）

沖縄県教育情報ネットワークのコンテンツフィルタリングを回避する行

リティ対策が講じられていない端末を接続する行為
(14) 県立総合教育センターが定めたセグメント・接続する機器以外の機器を接 (14)
続する行為

県立総合教育センターの許可なく、ネットワークに無線通信機器を接続

し、無線通信が可能となる環境を構築する行為

（一部削除）
(15)

県立総合教育センターの許可なく、指定する機種以外のアクセスポイン (15)

沖縄県教育情報ネットワークに県立総合教育センターが指定する機種以

トを設置又は無線通信が可能となる環境を構築し、ネットワークに接続する行為 外のアクセスポイントを設置し、ネットワークに接続する行為。
（一部新設）
(16) （略）

(16) （略）

(17)

（新設）

受信したメールを自動的に他のアカウントへ転送する行為(自動転送設

定) ※ただし、学校代表用アカウント（school）についてはこの限りではない
(18)

ポータブルメールソフト等をＵＳＢメモリ等持ち運び容易な記録媒体上

（新設）

で動作させる行為
(19) 前各号に掲げるもののほか、ネットワーク運用に支障を来す恐れのある行

(17)

前各号に掲げるもののほか、法令及び社会慣行に反する行為

為
（利用の停止）

（利用の停止）

第 10 条 第４条の利用目的に反する行為や、第９条の規定に反する行為があっ 第１１条 第４条、第１０条及び第１７条に抵触する行為や公開に相応しくない
た場合は、事前に予告することなく、当該校のネットワークの利用停止及び Web

Ｗｅｂページ、電子メール等の発信等、県立総合教育センター所長がネットワー

ぺ一ジの内容の一部を削除することができる。

クの利用停止が妥当と判断した場合は、事前に予告することなく、ネットワーク
の利用停止及びＷｅｂページの内容の一部又はすべてを削除する。

（障害発生時の対応）

（障害発生時の対応）

第 11 条～12 条 （略）

第１２条～１３条 （略）
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（削除）

（免責事項）
第１４条 天災、停電、事故、その他の障害によるデータの消失等に対して、県
立総合教育センターは責任を負わない。
２

通信データの漏洩等によって、利用者及び第三者に生じた不利益に対して、

県立総合教育センターは責任を負わない。
第２章 沖縄県教育情報ネットワークの物理的構成及び利用に関する要件

第２章 沖縄県教育情報ネットワークの物理的構成及び利用に関する要件

第 13 条 （略）

第１５条 （略）

（県立学校における校内ネットワークの形態）

（県立学校における校内ネットワークの形態）

第 14 条 県立学校における校内のネットワークセグメントを次の各号のとおり 第１６条

県立学校における校内のネットワークセグメントを次の各号のとお

とする。

りとする。

(1)

教師用セグメント

(1)教師用セグメント (2)生徒用セグメント (3)無線ＬＡＮセグメント

(2)

生徒用セグメント

(3)

無線ＬＡＮセグメント

(4)

ＢＹＯＤセグメント

（削除）

２

第 15 条 ネットワークセグメントの利用目的及び形態を次の各号のとおりとす

（新設）

る。
(1)

教師用セグメントについては、校務における利用を目的とし、教職員が利

用するものとする。
(2) 生徒用セグメントについては、授業を含む教育活動全般の利用を目的とし、
主に生徒及び授業者が公的な端末を有線にて利用するものとする。
(3)

無線ＬＡＮセグメントについては、授業を含む教育活動全般の利用を目的

とし、主に生徒及び授業者が公的に認められた端末を無線にて利用するものとす
る。ただし、第 16 条（4）に指定した端末は特例として接続を認める。
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個人情報を取り扱えるのは教師用セグメントのみとする。

(4)

ＢＹＯＤセグメントについては、教育活動全般及び生徒の学習に関する利

用を目的とし、主に生徒が私的な端末を指定された安全対策を施した後に、無線
にて利用するものとする。
（校内ネットワークに接続できるコンピュータ及び情報端末）

（校内ネットワークに接続できるコンピュータ及び情報端末）

第 16 条 校内ネットワークに接続できるコンピュータ及び情報端末と校内ネッ 第１７条
トワークのセグメントは次の各号に従うこと。

校内ネットワークに接続できるコンピュータ及び情報端末と校内ネ

ットワークのセグメントは次の各号に従うこと。なお、校内ネットワークへ接続
するコンピュータ等については、指定のウイルス対策ソフトウェアがインストー

（一部削除）

ルされるなど、セキュリティ対策が講じられていることとする。

(1)

(1) 教育庁が整備した校務用コンピュータ（校務用端末）は教師用セグメント以

県教育庁が整備した校務用コンピュータ（校務用端末）は教師用セグメン

トのみ接続を行う。
(2)

外への接続を禁止する。

県教育庁が整備した教育用コンピュータ（教育用端末）及び学校が整備し

たコンピュータ（備品端末）は教師用セグメント以外に接続する。

(2)教育庁が整備した教育用コンピュータ（教育用端末）は生徒用セグメント及
び無線ＬＡＮセグメントに接続するものとし、教師用セグメントへの接続を禁止
する。

（削除）

(3)学校が整備したコンピュータ（備品端末）は、生徒用セグメント及び無線Ｌ
ＡＮセグメントに接続するものとする。

(3)

教職員の個人用端末は、学校長の許可を得たうえで、生徒用セグメント及

びまたは無線ＬＡＮセグメントに接続する。

(4)教職員の個人用端末は、校長の許可を得たうえで、生徒用セグメント及び無
線ＬＡＮセグメントに接続するものとし、教師用セグメントへの接続を禁止す
る。

(4)

特別な配慮を要する児童・生徒の就学奨励費で購入した個人用端末を、無

(5)特別な配慮を要する児童生徒の就学奨励費で購入した個人用端末は、無線Ｌ

線ＬＡＮセグメントに接続する場合は、使用する児童・生徒の在籍期間内に限る。 ＡＮセグメントに接続するものとし、教師用セグメント及び生徒用セグメントへ
（一部削除）

の接続を禁止する。無線ＬＡＮセグメントへの接続は、在籍期間内とする。

(5)

（新設）

ＢＹＯＤが許可された学校においては、学校長の許可を得たうえで、生徒

の個人端末をＢＹＯＤセグメントに接続できる。ＢＹＯＤセグメントへの接続
は、生徒の在籍期間内とする。
(6)

センター所長が許可する端末は、必要なセグメントへ接続することができ

（新設）

る。
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(7)

設置可能なアクセスポイント及び接続端末の詳細要件については、別表１

（新設）

に定める。
(利用申請)

(利用申請)

第 17 条 沖縄県教育情報ネットワークを利用、停止、変更する学校等の長は沖縄

第１８条 沖縄県教育情報ネットワークを利用、停止、変更する学校等の長は沖

県教育情報ネットワーク利用に関する申請書類（様式１）を県立総合教育センタ

縄県教育情報ネットワーク利用に関する申請書類を県立総合教育センター所長

ー所長へ提出し、その許可を受けなければならない。

へ提出し、その許可を受けなければならない。申請の様式は別に定める。

（一部削除）
（無線ＬＡＮ利用申請）

（無線ＬＡＮ利用申請）

第 18 条 学校内で無線ＬＡＮを利用する学校等の長は、無線ＬＡＮ設置に関する

第１９条 学校内で無線ＬＡＮを利用する学校等の長は、無線ＬＡＮ設置に関す

申請書類を県立総合教育センター所長へ提出しなければならない。

る申請書類一式を県立総合教育センター所長へ提出しなければならない。申請の

（一部削除）

様式は別に定める。

２

申請については、新たにアクセスポイントを追加する場合はアクセスポイン ２ 要件を満たしたアクセスポイントをネットワークに接続し、利用者はそのア

ト利用申請書（様式 15）を、既に接続している端末を切り離す場合は無線情報

クセスポイントを利用しなければならない。要件を満たしていないアクセスポイ

端末一覧・申請書（様式 16）を提出しなければならない。

ントをネットワークに接続することは禁止する。要件については別に定める。

３

３ ネットワークへの接続可能な無線情報端末のＯＳは、総合教育センターIT 教

新たな接続端末の申請は４・５月と 11 月の年２回とする。なお県立総合教

育センター所長が必要と判断した場合はこの限りではない。

育班のサイトで案内する。それ以外のＯＳを搭載した無線情報端末を接続しては
ならない。

第３章 沖縄県教育情報ネットワークの提供するサービス

第３章 沖縄県教育情報ネットワークの提供するサービス

（アカウントの発行について）

第１９条～３０条（新設）

第 19 条 アカウントを配布する学校は次のとおりに定める
沖縄県立高等学校等の設置に関する条例及び沖縄県立学校の分校の設置に関す
る規則に定められた学校
第 20 条 アカウントは、次の用途を対象に付与する
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●

学校代表用（各学校１アカウント）

●

教職員（本務職員）
（１人１アカウント）

●

臨時的任用職員用（ALT を含む 以下 臨任用）非常勤職員用 各学校検

証用
●

学校の児童・生徒用（１人１アカウント）

●

県立総合教育センター所長が必要と認めるもの（期限付きアカウント）

●

機器用

●

小中学校提供用

●

外部提供用

（学校代表用アカウント）
第 20 条 学校代表用アカウントを全ての県立学校へ発行する。
２

学校代表用アカウントの仕様については別表２に定める

３

学校代表用アカウントについては、各学校の学校長・教頭（又は担当者が連

携して）が管理し、転送設定等を利用して内容を随時、確認することとする。
（教職員アカウント）
第 21 条 県立学校教職員として採用された全ての職員に対して業務用の教職員
アカウントを発行する。
２

アカウントの仕様については別表２に定める。

３

原則としてアカウント名の変更は認めない。ただし、姓名の変更やその他や

むを得ない理由があると認められる場合は、申請によりアカウント名を変更する
ことができる。
４

教職員アカウントの利用期間は、県立学校教職員として在職する期間のみと

する。
（臨任用・非常勤用・検証用アカウント）
第 22 条 全ての県立学校に対して臨任用・非常勤用アカウントを各学校各課程
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に原則 20 アカウント、検証用アカウントを各学校に原則 10 アカウント発行す
る。仕様については別表２に示す。
２

臨任用・非常勤用・検証用アカウントの使用期間は発行年度に限る

３

臨任用・非常勤用アカウントは臨時的任用職員及び非常勤職員、ＡＬＴ職員

用としてのみ使用すること。
４

臨任用・非常勤用・検証用アカウントは、毎年度、４月に発行し３月末日に

利用を停止する。
５

臨任用・非常勤用アカウントの発行については、在籍する臨任及び非常勤職

員数を上限とする。
（児童・生徒用アカウント及び利用申請）
第 23 条 全ての県立学校に在籍する児童・生徒については、児童・生徒用アカ
ウントを発行する。
２

学校長は、児童・生徒用アカウントを利用する際は、県立総合教育センター

へ申請を行う。アカウントを申請する際は、初回は学校単位での申請を原則とし、
在籍する全児童・生徒分を申請すること。次年度以降は、新入生（入学定員数分）
のアカウントを前年度 3 月に配布する。その際、生徒人数の増減により追加でア
カウントが必要な場合は、追加申請（様式２）を行うことができる。
３

利用申請をする際には、利用目的や利用計画、学校での管理・指導体制等に

ついて整理し、様式 ２ 及び様式３ を作成して、県立総合教育センターへ提出
すること。
４

アカウントを利用する学校は、情報モラル、ネットセキュリティ等について

学校全体で指導する体制を整えたうえで、利用者とその保護者へ「個人情報の適
切な管理に関する確認事項」
（別添１）を提示すること。
５

追加申請及び毎年度の新入生対象に配布されたアカウントを利用する場合、

学校は利用者とその保護者に対して、利用に関する情報モラル、ネットセキュリ
ティ等の注意点を伝え、適切に指導すると同時に、モラル向上に努めなければな
らない。
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６

アカウントの利用期限は、児童・生徒が卒業するまでとし、卒業する児童・

生徒のアカウントは、県立総合教育センターにて卒業する年度をもって削除の措
置を行う。
７

アカウントは児童・生徒一人につき １アカウントを発行し、卒業まで同一

のものを利用すること。
８

学校長からの申請を受け、利用目的や利用計画、学校での管理・指導体制に

ついて、県立総合教育センターにて審査した後、県立総合教育センター所長が認
めるものについてアカウントを発行する。
９

アカウントは県立総合教育センターの定める仕様で発行するものとし、個人

名やクラス名等での発行申請は認められない。
10 アカウントの仕様については別表２に定める。
11 県立総合教育センター所長は、学校長より削除の申請があった児童・生徒の
アカウントについて削除の措置を行う。
12 学校長は、生徒のアカウント利用について管理を行うものとし、次の各号に
掲げる事項に該当する場合は、速やかに県立総合教育センターへ様式４を提出
し、一時停止申請を行うこと。
(1) 児童・生徒が本規程の定めに違反した場合
(2) 退学または転学等により学籍の異動が生じた場合
(3) その他、学校長が不適切なアカウント利用と判断した場合
13 休学または留学等により、学籍の異動が生じた児童・生徒のアカウントの利
用については、学校長の判断によるものとする。
（期限付きアカウント）
第 24 条 県立総合教育センター所長が必要と認めるものについて、期限付きア
カウントを発行する
２

アカウントの発行については、必要とする団体、研究会の代表または学校長

が申請（様式５）した後に行う。
３

期限は、原則３年とし、延長申請することにより３年延長することができる。
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利用期間の上限は定めない。
４

上記、延長申請の期限を超えたアカウントについては、利用を停止する。

５

アカウントの仕様については、別表２に定める。

（機器用アカウント）
第 25 条 県立学校内で利用する機器について、機器用アカウントを発行する。
２

アカウントの発行については、必要とする教育庁各課、学校長の申し出の後

に行う。
３

アカウントについてはメール機能のみで、その他の機能は付加しない。

４

アカウントの使用については、別表２に定める。

（小中学校提供用アカウント）
第 26 条 市町村立学校の教職員として採用された全ての職員に対して業務用の
アカウントを発行する。
２

アカウントの仕様及び利用期間、申請先、アカウント名変更等については、

義務教育課 Open メールアカウント管理運用規程に従う。
（外部提供用アカウント）
第 27 条 県立学校以外の利用者を対象として、外部提供用アカウントを発行す
る。
２

アカウントの発行については、必要とする団体、研究会の代表、市町村立学

校の学校長、市町村教育委員会が申請（様式６）した後に行う。
３

期限は、原則３年とし、延長申請することにより３年延長することができる。

利用期間の上限は定めない。
４

上記、期限を超えたアカウントについては、利用を停止する。

５

アカウントの仕様については、別表２に定める。

（アカウントの利用停止・再開・変更について）
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第 28 条 アカウントの利用が、本利用規程の定めに反し適切でないと判断され
る場合、県立総合教育センター所長は利用を停止する措置を行う。
２

アカウントについて、外部からの攻撃、不正アクセス等、不審な通信が疑わ

れる場合、県立総合教育センター所長は、予防的な措置として当該アカウントを
一時的に停止する。調査にあたって必要な場合は、本人立ち合いのもと、送受信
記録等の確認を行う。
３

アカウントの変更（様式７）、利用休止・利用再開（様式８）については、

学校長より県立総合教育センターへ申請すること
（アカウント及びパスワード確認申請について）
第 29 条 アカウント名及びパスワードの確認・再発行が必要な場合は、学校長
より様式９にて申請を行う。
（グループアカウントについて）
第 30 条 校長用、副校長・教頭用、各学校別職員用、システム管理者用グルー
プアカウント（又はチーム）を県立総合教育センターより提供する。グループに
ついては、毎年度、更新を行う。
２

グループアカウントの仕様については、別表３に定める。

（Web ページエリアについて）

（Ｗｅｂページエリア及び校務用電子メールアドレス）

第 31 条 Web ページエリアを配布する学校は第 19 条に準ずる。

第２０条

Ｗｅｂページエリア及び校務用電子メールアドレスの配布について

次の各号に定める。
(1) 沖縄県立高等学校等の設置に関する条例及び沖縄県立学校の分校の設置に
関する規則に定められた学校へＷｅｂページエリア及び校務用電子メール
アドレスを配布する。
第 32 条

次に掲げる機関及び団体は、その長の申請によりネットワーク上に

(2)沖縄県高等学校体育連盟、沖縄県高等学校文化連盟等の各団体で県立総合教

Web ページエリアの利用許可を受け、Web ページを公開することができる。

育センター所長が適当と認めた団体については、Ｗｅｂページエリア及び代表電

(1)

子メールアドレスを 1 アカウント配布するものとする。申請の様式は別に定め

各教科に関する教育研究会で県立総合教育センター所長が認める団体

11 / 16

(2)

別表４に示された機関及び団体

(3)

その他県立総合教育センター所長が認める機関及び団体

る

２ Web ページエリアの利用を希望する機関及び団体の長は、
「沖縄県教育情報 （新設）
ネットワーク Web ページエリア利用申請書」（様式 10） を、県立総合教育セ
ンター所長に提出し、その許可を受けなければならない。
３県立総合教育センター所長は、前項において機関及び団体の長が提出した申請 （新設）
を適当と認めた場合、
「沖縄県教育情報ネットワーク Web ページエリア利用許
可書」
（様式 11）を交付する。
４ Web ページエリアを利用する機関及び団体の長は、利用申請事項に変更が

（新設）

あったときは、
「沖縄県教育情報ネットワーク Web ページエリア利用申請書」
を提出しなければならない。
５ Web ページエリアの利用を中止しようとする機関及び団体の長は、中止を

（新設）

希望する日の１週間前までに「沖縄県教育情報ネットワーク Web ページエリア
利用申請書」
（様式 10）を提出しなければならない。
（利用状況の調査）

（新設）

第 33 条 管理者は、ネットワークの円滑な管理及び運用のため、学校及び利用
団体等に対して、必要に応じて利用に関する調査を行うことができる。
（削除）

（業務用個別電子メールアドレス）
第２１条

第６条に該当する教職員へ業務用の個別電子メールアドレス

を配布する。この電子メールアドレスの詳細は別に定める。
（削除）

（児童生徒用期限付き電子メールアドレス）
第２２条

第６条に該当する児童生徒について、校長の申請により児童生

徒用期限付き電子メールアドレスを配布する。この電子メールアドレスの詳細は
別に定める。
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（ソーシャルネットワークサービス及び動画共有サービスへのデータ配信）

（ソーシャルネットワークサービス及び動画共有サービスへのデータ配信）

第 34 条 県立学校による、ソーシャルネットワークサービス（以下「ＳＮＳ」 第２３条 県立学校による、ソーシャルネットワークサービス（以下「ＳＮＳ」
という）及び、動画共有サービス等の利用については次の各号に定める。

という）及び、動画共有サービス等へのデータ配信については次の各号に定める。

(1)

(1) ＳＮＳにおいて、学校の公式ＳＮＳページを開設することを禁止する。

学校長は、ＳＮＳ及び動画共有サービスを利用し、学校用のエリアを作成
する際に県立総合教育センターへ申請を行う。

（削除 利用規程に移設）

(2)

学校が作成し学校教育に有益な動画等について、「沖縄県教育委員会 教育

支援ビデオ OPEN EV チャンネル」へデータを送信し公開することができる。
「沖縄県教育委員会 教育支援ビデオ」に関する規程は別に定める。
(2)

上記申請については、要件を満たす外部サービス以外は認めない。要件に

（新設）

ついては、別表５に定める。
(3)

利用申請をする際には、利用目的や利用計画、学校での管理体制等につい

て整理し、様式 12 を作成して、県立総合教育センターへ提出すること。
(4)

（新設）

学校長からの申請を受け、利用目的や利用計画、学校での管理体制につい

て、県立総合教育センターにて審査した後、県立総合教育センター所長が利用を

（新設）

認める。
(5)

学校のＳＮＳページを開設又は動画を配信する場合に利用するアカウント

は school アカウントに限る。

（新設）

（クラウドサービスの利用について）

（新設）

第 35 条

県立学校によるクラウドサービスの利用については次の各号に定め

る。
(1)

要件を満たす外部クラウドサービス以外の利用は認めない。要件について

は、別表５に定める。
(2)

県立総合教育センターは、クラウドサービスのセキュリティレベルがロー

カル端末の利用と比較して同等でないと判断した場合、速やかに対策を講じる。
利用者はその対策に速やかに従わなければならない。
(3)

県立総合教育センターは、利用者に情報漏えいの恐れがあると判断した場
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合はクラウドの利用を停止する事ができる。その場合、事前に予告するものとす
る。
(4)

県立総合教育センターは、同センターとクラウド事業者における「個人情

報の適切な管理に関する確認事項」（別添１）を公開すると同時に、利用者に周
知しなければならない。

（ＢＹＯＤセグメントの利用について）

（新設）

第 36 条 ＢＹＯＤセグメントについては県立総合教育センターが管理・運営を
行う
２

学校長は、ＢＹＯＤセグメントを利用する際は、県立総合教育センターへ申

請を行う。
３

利用を希望する学校は、情報モラル、ネットセキュリティ等について学校全

体で指導する体制を整えたうえで、利用者から承諾書（別添２）を取得すること
を前提に、利用申請を行うこと。
４

利用申請をする際には、利用目的や利用計画、学校での管理・指導体制等に

ついて整理し、様式 13 を作成して、県立総合教育センターへ提出すること。
５

利用については、学校長からの申請を受け、利用目的や利用計画、学校での

管理・指導体制を県立総合教育センターにて審査した後、ネットワーク全体に関
する状況を総合的に判断し、県立総合教育センター所長が認めるものについて許
可する。
６

県立総合教育センター所長は、学校長よりＢＹＯＤセグメント利用停止の申

請があった場合は速やかに停止の措置を行う。
７

沖縄県教育情報ネットワークに関するシステム保守のためにＢＹＯＤセグ

メントの利用を一時停止する場合は、事前に当該学校宛てに通知するものとす
る。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、この限りではない。
８

学校長は、ＢＹＯＤセグメント利用について管理を行うものとし、次の各号
14 / 16

に掲げる事項に該当する場合は、速やかに県立総合教育センターへ様式 14 を提
出し、一時停止申請を行うこと。
(1) 児童・生徒が本規程の定めに違反した場合
(2) その他、学校長が不適切な利用が行われたと判断した場合
（クラウドサービスにおける個人情報の取り扱いについて）

（新設）

第 37 条 県立総合教育センターが提供のアカウントで利用できるクラウドサー
ビスに、保有個人情報を保存する場合は、対象者全てに対して「個人情報の適切
な管理に関する確認事項」
（別添１）を提示すると同時に、
「個人情報の取り扱い
に関する同意書」
（別添３）を取得しなければならない。
２

クラウドサービスを利用し、同意書に定められた範囲を超えて個人情報を提

供・共有してはならない。
（免責）

（新設）

第 38 条 天災、停電、事故、その他の障害によるデータの消失等の損害に対し
て、県立総合教育センターは責任を負わない。
２

ネットワークの利用に際して発生するいかなる不利益、損害に対しても、県

立総合教育センターは責任を負わない。
附則
附則

（経過措置）

（経過措置）

第１７条(2)に定める教育用コンピュータについて、校務用コンピュータが整備

第 16 条に定める教育用コンピュータについて、校務用コンピュータが整備され されるまでの期間は、校務用コンピュータとして、教師用セグメントへ接続する
るまでの期間は、校務用コンピュータとして、教師用セグメントへ接続すること

ことができる。この場合、生徒用セグメント及び無線ＬＡＮセグメントとの併用

ができる。この場合、生徒用セグメント及び無線ＬＡＮセグメントとの併用は禁 は禁止する。
止する。

第１７条(3)に定める学校が整備したコンピュータ（備品端末）は校務用コンピ

第 16 条に定める学校が整備したコンピュータ（備品端末）は校務用コンピュー ュータが整備されるまでの期間は、校務用コンピュータとして、教師用セグメン
タが整備されるまでの期間は、校務用コンピュータとして、教師用セグメントへ

トへ接続することができる。この場合、生徒用セグメント及び無線ＬＡＮセグメ

接続することができる。この場合、生徒用セグメント及び無線ＬＡＮセグメント

ントとの併用は禁止する。
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との併用は禁止する。
（新設）
第 37 条については、沖縄県個人情報保護審議会にて、
「対象クラウドの活用に係
る電子計算機の結合」が認められた場合、削除する。
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