
G suite for Education の利用について 

保護者 様 

加西市立学校では、G Suite for Education の利用を開始することとなりました。つきましては、加西

市にてお子様の G Suite for Education アカウントを提供、管理することにつきましてご理解いただきた

くお願い申し上げます。G Suite for Education は、Gmail、カレンダー、ドキュメント、Classroom など、

Google が提供する教育向け生産性ツールのセットで、世界中の何千万人もの児童、生徒および教師

に利用されています。加西市立学校の児童生徒は、課題の取り組み、教師との連絡、Chromebooks 

へのログイン、21 世紀の安全なオンライン利用の心得の授業などで各自の G Suite アカウントを使用

します。 

別紙のお知らせでは、Google が生徒の個人情報について行えること、行えないことに関してよく寄せ

られる次のような質問にお答えしています。 

 Google ではどのような個人情報を収集しているのですか？ 

 Google は収集した個人情報をどのように使用しているのですか？ 

 Google が児童生徒の個人情報を開示することはありますか？ 

 幼稚園から高等学校までの児童生徒の個人情報が Google によって広告の表示目的で使用

されることはありますか？ 

お知らせの内容をよくご確認ください。 

何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

  



保護者の皆様への G Suite for Education に関するお知らせ 

このお知らせでは、G Suite for Education アカウントに関して本校から Google に提供する個人情

報と、Google がこれらのアカウントに関連して児童生徒から収集し、使用、開示する個人情報について

ご説明いたします。 

児童生徒は、G Suite for Education アカウントを使用することで、Google から提供される次の「コア

サービス」にアクセスし、利用することができます。 

（コアサービスについては https://gsuite.google.com/terms/user_features.html をご参照ください）。 

 Gmail（Inbox by Gmail も含む） 

 カレンダー 

 Classroom 

 コンタクト 

 ドライブ 

 ドキュメント 

 フォーム 

 グループ 

 Keep 

 スプレッドシート 

 サイト 

 スライド 

 トーク、ハングアウト 

 Vault 

「G Suite for Education のプライバシーに関するお知らせ」では、Google による G Suite for 

Education アカウント情報の収集、使用、開示について詳しく説明されています。このお知らせ

は https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html でご覧いただけますので、全体をよくご確

認ください。また、以下のよくある質問への回答もご覧ください。 

Google ではどのような個人情報を収集しているのですか？ 

加西市では、児童生徒のアカウントを作成する際に、氏名、メールアドレス、パスワードなど、生徒に

関する特定の個人情報を Google に提供することがあります。また、Google では、アカウント復元の

ための電話番号や G Suite for Education アカウントに追加されたプロフィール写真などの個人情報

を、児童生徒から直接収集する場合があります。 

https://gsuite.google.com/terms/user_features.html
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html


児童生徒が Google サービスを利用する際、Google ではそのサービスの使用状況に基づいて次

のような情報も収集します。 

 端末情報: ハードウェア モデル、オペレーティング システムのバージョン、端末固有の ID、電

話番号などのモバイル ネットワーク情報など 

 ログ情報: ユーザーによる Google サービスの利用状況の詳細、端末のイベント情報、ユーザ

ーのインターネット プロトコル（IP）アドレスなど 

 位置情報: IP アドレス、GPS、その他のセンサーなど、さまざまな技術によって検出される位置

情報 

 固有のアプリケーション番号: アプリケーションのバージョン番号など 

 Cookie または同様の技術により収集、保存されるブラウザや端末に関する情報（使用言語や

その他の設定など） 

Google は収集した個人情報をどのように使用しているのですか？ 

G Suite for Education のコアサービスでは、サービスの提供、維持、保護のために児童生徒の個人

情報を使用しています。Google がコアサービスに広告を配信したり、コアサービスで収集した個人情報

を広告目的で使用したりすることはありません。 

幼稚園から高等学校までの児童生徒の個人情報が Google によって広告の表

示目的で使用されることはありますか？ 

いいえ。幼稚園から高等学校までの G Suite for Education ユーザーについては、G Suite for 

Education アカウントを使用してアクセスしたコアサービスや追加サービスにおいて、ユーザーの個人

情報（あるいは G Suite for Education アカウントに関連付けられているすべての情報）が広告の表示

目的で使用されることはありません。 

Google が児童生徒の個人情報を開示することはありますか？ 

以下のいずれかに当てはまる場合を除いて、Google が個人情報を Google 以外の企業、組織、個

人と共有することはありません。 

 保護者の同意を得た場合。 Google は、G Suite for Education を利用している学校を通じる

などして保護者の同意を得ている場合（同意年齢未満のユーザーが対象）、個人情報を 

Google 以外の企業、組織、または個人と共有します。 

 学校と共有する場合。 G Suite for Education アカウントは学校で管理しているアカウントであ

るため、学校の管理者は G Suite for Education アカウントに保存されている情報にアクセス

できます。 

 外部処理が理由である場合。 Google は、Google の指示、G Suite for Education のプライ

バシーに関するお知らせ、適切な機密保持およびセキュリティの措置に基づいたうえで、情報処



理を委託するために Google の関連会社、あるいは信頼できる企業または個人に個人情報を

提供することがあります。 

 法律上の理由の場合。 Google は、個人情報に対するアクセス、利用、保存、または開示が以

下の理由で合理的に必要だと判断した場合、その情報を Google 以外の企業、組織、または

個人と共有します。 

 該当する法律、規制、法的手続き、または強制執行可能な行政機関の要請に応じるため。 

 違反の可能性の調査など、該当する利用規約を徹底するため。 

 不正行為、セキュリティや技術上の問題について検出、阻止、またはその他の対処を行うため。 

 法律上必要な範囲、または許可される範囲で、Google、Google ユーザー、あるいは公衆の権

利、財産、安全性が損なわれないよう保護するため。 

Google は、個人情報以外の情報（Google サービスの利用に関する傾向など）を公開したり、パート

ナーと共有したりする場合もあります。 

その他の質問がある場合や、さらに詳しく知りたい場合はどうすればよいです

か？ 

G Suite for Education アカウントの利用に関してご不明な点がございましたら、各学校 までお問い

合わせください。また、サービス提供のための Google による個人情報の収集、使用、開示について詳

しくは、G Suite for Education プライバシー センター（https://www.google.com/edu/trust/）、G Suite 

for Education のプライバシーに関するお知らせ

（https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html）、Google プライバシー ポリシー

（https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/）をご参照ください。 

なお、G Suite for Education のコアサービスは、G Suite for Education 契約

（https://www.google.com/apps/intl/ja/terms/education_terms.html）のもとに提供されています。 

 

https://www.google.com/edu/trust/
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/
https://www.google.com/apps/intl/ja/terms/education_terms.html
https://www.google.com/apps/intl/ja/terms/education_terms.html

