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吉 川 市 教育 委員 会（埼玉県）
お客様概要

吉川市教育委員会（埼玉県）

吉川市人口：
72,752 人（2018 年 10 月 1 日現在）
【導入製品】
Citrix Virtual Apps（旧称 : Citrix XenApp）
Citrix Gateway（旧称：NetScaler Gateway）
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行政の目標と施策の方針を定めた吉川市教育大綱

吉川市について

氏

を策定しました。同大綱では、
「家族を
志を立て

郷土を

し

凛として生きてゆく」
という一文を

7 万 3 千人の市です。江戸時代には、江戸川や中川

を掲げています。その中で、
「志」
を成し遂げるため

の水運を利用し、消費地である江戸へ早稲米を供

に、児童生徒の「学力」
「体力」
そして「非認知能力」

給する産地でもあり、稲作をはじめとする農業が盛

を高める教育事業を行っていくとうたっていますが、

んな土地でした。そのため、川の水を引き込んだ用

この「非認知能力」
とは学力などの IQとは違い数

水路や小川がたくさんあり、
「なまず」
がたくさん採

値化できない能力のことであり、そのうち自制心、

れ、昭和 30 年代以前は、各家庭の食材として登場

やり抜く力、協調性が特に重要であるとしています。

することも多かったそうです。近年では、都心まで 1

このような背景のもと、教育現場の ICT 活用と情報

時間程度の通勤圏内ということで、住宅地の開発が

システムの再構築が教育委員会で検討され、市内

広がり、人口も増えベッドタウンとして発展してきま

11 校（小学校 8 校、中学校 3 校）
を対象に、教育大

したが、現在でも「なまず」
をキャラクターにしたマ

綱に沿った教育の実践を目指し、システム導入に関

スコット（なまりん）
が、市のシンボルとして活躍して

する事業計画（ロードマップ）
が作成されました。

います。

この事業計画では下記のテーマを策定し、それぞ

吉川市は、総合教育会議の中で市長と教育委員会

れの実現に必要なマイルストーンを定義していま

が協議をし、未来をになう児童や生徒に対して教育

す。
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吉川市立 中曽根小学校
主幹教諭

広井 毅

氏

愛

埼玉県吉川市は、埼玉県南東部に位置する人口約

セキュリティの高い、児童生徒や保護者など個人データの保護
各学校に分散配置された校務サーバーの運用保守の見直しと、
市全体で利用可能な統一された校務支援システムの導入
児童生徒が主体的な学びに使用することができる、
デジタル教科書やタブレットデバイスの採用
教員が児童生徒とより密に接し、様子を把握する時間を増やすことが
できる ICT 環境の構築とその活用
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採用のポイント
同計画をもとに、教育委員会を中心に現場の教
職員も参加し、1 年半の時間をかけて、市全体で
使用する校務支援システムの最適な形を検討。

課題、導入効果

高い可用性／セキュリティレベルの
データセンターにて各学校
共通の校務システムを提供

教職員の働き方改革を実現する
リモートアクセス基盤の構築
教職員の働き方改革については喫緊の課題と
なっています。吉川市内は 20 代、30 代の教職員

そのシステムの選定と、ICT 活用のための環境

従来の各学校に分散配置されたサーバーを使用

が多く、幼い子を抱えながら仕事をしています。

整備に必要な事項を整理しました。

する形態では、サーバーの老朽化、データ保全、

また、介護の必要な親を持つ教職員も多くいま

そして、複数のシステム提案を受けた中から、吉

機材保守などの面で課題が多く、改善が必要で

す。こうした教職員が育児や介護のために家庭

川市教育委員会教育総務課では、NTT 東日本

した。そのため、既存の運用形態を見直し、新シ

で残務をしようとすると、USB 等の記録媒体を

が 提 案 するCitrix Virtual Apps（ 旧 称：Citrix

ステムでは、NTT 東日本が一元管理・運用する

持ち出すこととなり、情報セキュリティの面で大

XenApp）
を利用したシステムに魅力を感じ、教職

データセンターを利用することにしました。教職

変危険であることから許可制としていました。今

員一人ひとりに個別に仮想 Windows デスクトッ

員 は、この 環 境にアクセスし、Citrix Virtual

回の仮想デスクトップ環境の構築と併せてさま

プ を 提 供 する VDI 方 式 で は なく、Windows

Apps が提供する優れたリモート技術を使用し操

ざまな場所からインターネットを経由したデータ

サーバーを使用した SBC 方式の採用を決定しま

作します。この仮想環境のシステム採用により、

センターへのアクセス基盤も構築し、自宅から校

した。

各学校に配置されていたサーバーを撤去し、守

務情報へ安全にアクセスできる環境を実現しま

らなければならないデータを外部へ漏洩してし

した。現在は、学校外から校務支援システムへリ

まう危険性を抑えることができました。

モートアクセスする際の労務管理やセキュリティ

●

●

●

●

●

●

他自治体での多数のCitrix Virtual
Apps 導入実績
実際に導入済み自治体の情報を
調査し、最適な利用形態を確認
NTT 東日本による的確な現状把握、
仮想化に対する知見、導入支援、
技術力
NTT 東日本のデータセンターから
提供される安定したシステム稼働

限られた予算の中で、最適な
デバイス利用を実現した
シンクライアントシステム構築を実現

ルールなどを教育委員会と校長会の間で協議し
ており、このルールが策定された後、教職員に利
用を開放する予定です。これにより、教職員が児
童生徒と接する機会が、より多く確保できること

システム構築に関して、当然ながら無尽蔵に予算

が期待されています。

を請求することはできません。その中で、教職員

文部科学省が公表する「新指導要領」
では、外国

が使用する PC をそのまま利用しながら、USB

語教育の充実、道徳教育、理数教育の充実、プロ

メモリースティックを使用して起動する「シンク

グラミング教育を含む情報活用能力のアップな

ライアント」
デバイスを採用しました。これにより、

ど、従来の教育方法から大きく進化することが要

既存 PC の買い替えコストを最小限に抑制。さら

求されています。吉川市教育委員会では、教育大

Citrix の ICA プロトコルにより
狭帯域でもストレスのない使用感

に、クライアントPC にはデータを保存せず、業務

綱のテーマをベースに、運用を開始したデータセ

高いセキュリティを保持しながら、
教職員の利便性を損なわない柔軟性

に必要なデータや校務支援システムはデータセ

ンター中心のシステム基盤を活かしながら、新世

ンター内に配置し、その環境にアクセスさえすれ

代に沿った教育体制の構築、発展をこれからも進

ば、安全に仕事ができる利用形態を実現しました。

めていきます。
本書に記載の内容はお客様へのインタビューに基づき構成されております。
製品やサービスの導入による効果等は、
導入時期やお客様により異なります。
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