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 令和３年６月３日、教育再生実行会議は「ポストコロナ期における新たな学びの在り方について（第十

二次提言）」をまとめ、蒲田薫座長（早稲田大学総長）が菅義偉内閣総理大臣に提出した。 

 コロナ禍において、オンライン等を活用し、第十二次提言をまとめていただいた教育再生実行会議委

員の皆様に、先ず以て心から感謝申し上げる。 

 

 本十二次提言には、令和２年７月から本会議が検討を重ねてきた「ポストコロナ期における新たな学

びの在り方」について、「ニューノーマルにおける初等中等教育の姿と実現のための方策」と「ニューノ

ーマルにおける高等教育の姿、国際戦略と実現のための方策」、「教育と社会全体の連携による学びの充

実のための方策」が示されている。 

  

 特に、初等中等教育の在り方については、「これからの社会を生きる子供たちを育むため、各学校にお

いては、個人と社会全体のウェルビーイングの実現を念頭に置きつつ、学習者主体の視点を強く意識し

た教育活動を展開していくことが重要」とされている。そして、このために「個別最適な学びと協働的な

学びを一体的に充実することを通して、児童生徒の主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニング） 

を実現できるよう、教師が授業の改善をしていくことが必要」とあり、これは新しい学習指導要領を着実

に実施することに他ならない。教育専門職である教師は、ポストコロナ期のニューノーマルにおいても

浮き足立つこと無く、未来を担う子供たちをその中心に据えた学校教育活動を推進し、中央教育審議会

答申で示された「令和の日本型学校教育の構築」を実現するのである。 

 

 このような学校教育活動の推進は、一朝一夕で可能となるものではない。国が示した教育振興基本計

画に則り、各学校の設置者が地域の実態や課題に即した教育目標を掲げ予算を計画的に確保することや、

現場の教職員一人一人の当事者意識をもった取組が重要となるが、他方、教育費等については国が確実

に地方財政措置しているとは言え、教育予算や教育環境整備（人的体制整備含）等に地域間により差があ

ることは、文部科学省が実施した各種調査で明らかになっている。この現状を鑑み、教育現場からは、国

から地方への予算措置の在り方について改善の通知を発出する等を求める声が、強く挙がっている。 

 

 コロナ禍の緊急的な対応ではあったが、この実態に風穴を開けた施策が「GIGAスクール構想の前倒し」

や「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正」、令和２年度補正

で対応した「学校再開支援経費」や「感染症対策等の学校教育活動支援事業」等学校教育法第５条の壁を

越えた予算確保である。国の責任において教育に係る施策推進のための予算を確保することで、日本全

国どの地域であっても同質同等の教育が実施される一助となった。 

 



 本十二次提言においては、初等中等教育に関連して、６つの観点から国が検討または推進すべき施策

が示されている。また、初等から高等教育までを包括する形で、入学・卒業時期の多様化・柔軟化の推進

の在り方と、子供の育ちを社会全体で支えるために必要な取組が示されている。以下、主なものを抜粋し

て示し、全日教連の考える具体的施策等を述べる。 

 

（１）ニューノーマルにおける新たな学びに向けて～データ駆動型の教育への転換～ 

① 一人一台端末の本格運用に係る環境整備（抜粋） 

  ・ 国は、端末の持ち帰りも含め、安全・安心に端末を取り扱う方法等に関する手引等を策定し、

保護者への周知をはじめ更なる利活用を促進する。その際、低所得世帯向けの通信費を支援する 

  ・ 国は、低所得世帯の高校生に対する端末整備や通信環境を支援する 

  ・ 今後整備する「ガバメントクラウド（Gov-Cloud）」を全国の学校や教育委員会等が活用できる

よう、教育分野の情報システムの在り方について、具体的な課題等を踏まえた対応方策を示す 等  

   

 文部科学省は、GIGAスクール構想の実現に関連し「家庭学習のための通信機器整備支援」として、

Wi-Fi環境が整っていない家庭に対する貸与等目的として自治体が行う LTE通信環境（モバイルルー

タ）整備の予算を確保している。また「高等学校等奨学給付金」について、家庭でのオンライン学習

に必要な通信費相当額の増額を実施している。全日教連は、すべての子供たちが同等に端末を利活

用できるよう、今後これら支援の更なる充実を求めると共に、Gov-Cloudを含む自治体 DXについて、

特別支援の分野の情報の共有についても提言していく。 

 

② データ駆動型の教育への転換による学びの変革の推進（抜粋） 

 ・ 国や地方自治体は、（中略）学習マネジメントシステムや CBT、電子化された健康診断情報の活

用を促進する。その際、学習者の主体的な学びを支援するための相談等の機能も検討する 

 ・ 国は、令和６年度を見据え、デジタル教科書に関する全国的な検証の結果も踏まえ、紙の教科書

との関係、無償措置の対象、検定・採択などの制度上の位置づけや、標準的な規格や機能について、

財政負担も考慮した上で、今後の在り方を明確にする 

 ・ 国は、遠隔・オンライン教育の有効活用のための効果検証を行うとともに、児童生徒の発達段階

や状況等に応じ、同時双方向やオンデマンド等も活用した最適な授業モデル、ICT を活用した個別

最適な学びと協働的な学びの授業モデルについて優良事例の収集と全国展開を図る 

 ・ 中山間地域や離島の高等学校において遠隔授業を実施する際に、受信側の教室において教師以外

の者が学習支援を行うことを特例的に可能とし、受信側の体制の在り方について実証研究を進める  

等 

  

   前述の①に関連し、電子化された健康診断情報の活用は、特別な支援を必要とする児童生徒の学

びを保障する上で非常に重要である。全日教連は、法定健診である１歳６ヶ月健診や３歳児健診、そ

の結果を踏まえた子育て世代包括支援センターの利用状況等の活用を含めたシステム構築を求めて

いく。 

 

   デジタル教科書の活用については、1,377 自治体が参加（小学校段階約 7,900 校、中学校段階約



4,300校）し「学びの保障・充実のための学習者用デジタル教科書実証事業」が始まり、令和３年５

月時点での導入教科等の傾向が示された。全日教連は、実証事業の結果を注視すると共に、紙の教科

書の有用性を鑑みたデジタル教科書導入の在り方（基本的には、「デジタル教科書の今後の在り方等

に関する検討会議中間まとめ」に示された２番目の組合せ「全て又は一部の教科等において、紙の教

科書とデジタル教科書を併用する」）を求めることに加え、知的障害特別支援学校用文部科学省著作

教科書のデジタル化を提案していく。 

 

   遠隔・オンライン教育について、全日教連は、平成 29 年５月８日に「内閣府・規制改革推進会議

における遠隔教育に関する問題意識に対する全日教連見解」を表明した。その後、「遠隔教育推進に

向けた施策方針（平成 30年９月 14日遠隔教育の推進に向けたタスクフォース）」や「遠隔学習導入

ガイドブック（第３版：平成 30年３月 31日）」、「遠隔システム活用ガイドブック（第２版：令和元

年度）」等が公表され、各地域の実態に応じて実施されてきたと承知している。加えて、GIGAスクー

ル構想により ICT 環境整備が進んだ現在、提言にある遠隔・オンライン教育の有効活用や中山間地

域や離島の高等学校における遠隔授業の実施は、児童生徒の学習の機会の保障や地域の学校の継続

（安易な統廃合への歯止め）につながる。しかし、特に遠隔授業では、発信者側の教師と受信者側の

生徒の、そして生徒同士のコミュニケーションをファシリテートする受信者側の教師が不可欠であ

る。提言には「教師以外の者が学習支援を行うことを特例的に可能」とあるが、指導と評価の一体化

という面では非常に憂慮され、現行では「遠隔システム活用ガイドブック（第２版：令和元年度）」

の「B3 免許外教科担任を支援する遠隔授業」で示されたものが最善であると考える。教育の質を担

保するために、全日教連は引き続き、たとえ特例であっても遠隔授業において、受信者側の教室で教

師以外の者が学習支援を行うことについて、慎重に審議するように求めていく。 

 

③ 学びの継続・保障のための方策（抜粋） 

 ・ 国及び地方公共団体は、不測の事態が生じた場合でも学校が児童生徒等との関係を継続し学び

を保障するための取組を推進する。また、児童生徒等がいかなる状況下でも自らの命を守り、安

全で安心な生活や社会を実現するために主体的に行動できる態度などを育成するための取組を推

進する 

 ・ 国は、幼児教育段階でもデジタル化を推進し、家庭との連携の充実や教員研修の改善等の観点

から、ICT 環境の整備と効果的な活用を促進する。また、乳児期・幼児期と小学校との連続性を

意識した国・自治体における幼児教育推進体制（幼児教育センターを含む）の充実・強化やスタ

ートカリキュラムの充実を促進する 

 ・ 国は、病気療養中の児童生徒に対する遠隔教育の活用方法に関する実証研究をはじめ ICT を活

用した障害のある児童生徒等への支援や、在外教育施設の ICT 環境整備を推進する 等 

 

   GIGA スクール構想の児童生徒１人 1 台端末の整備は、コロナ禍において児童生徒の学びを保障す

るツールとなった。しかしながら、この急激な変化は、これまで対面を基本として児童生徒の学びを

保障してきた中で、現場からは教師自身の ICT スキルの不足を不安視する声があがっている（全日

教連４月アンケートでは、約６割の教師が、自身に「端末を効果的に活用するスキルが不足してい



る」と回答）。全日教連は、児童生徒のリテラシー向上に加え、教師の ICTに係る資質向上につなが

る施策推進を求めていく。 

 

   幼児教育については、全日教連専門部会幼児教育部においても園の ICT 環境整備や教師の研修の

必要性が話題となった。また、幼児教育推進体制の充実・強化に関しては、令和３年第６回経済財政

諮問会議において萩生田光一文部科学大臣が「幼児教育スタートプラン（仮称）」について言及した

ところである。全日教連は、幼児教育の質向上及び、幼小連携面でも幼稚園における ICT 環境整備

が必要であると考える。「幼児教育スタートプラン」を実効性のあるものとするための予算確保を求

めていく。 

 

   病気療養中の児童生徒に対する遠隔教育については、「遠隔システム活用ガイドブック（第２版：

令和元年度）」において、「C4 病弱の児童生徒を支援する遠隔教育」の中で、その有効性を示してい

る。全日教連も、病棟内に設置された教室やベッドサイト、療養中の自宅等と学校とをつなぐこと

で、該当児童生徒の学習機会を確保し、充実した教育を継続できるように、予算確保・施策推進を求

めていく。 

 

④ 学びの多様化等（抜粋） 

 ・ 国は、校長がリーダーシップを発揮し、個別最適な学びと協働的な学びを充実できるよう、教

育課程の柔軟な編成・実施ができることについて周知を図る 等 

 

   管理職員の裁量権拡大については、平成 17年中教審答申「新しい時代の義務教育を創造する」に

おいても、「学校が主体的に教育活動を行い、保護者や地域住民に直接説明責任を果たしていくため

には、学校に権限を与え、自主的な学校運営を行えるようにすることが必要である」とされ、現在の

創意工夫を発揮した特色ある教育活動の実施につながっている。しかし、全日教連専門部管理職員

部においては、予算面では不十分な面があるという声がある。全日教連は、予算面では総合教育会議

やコミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の更なる活用が重要であると考える。また、教育

課程の柔軟な編成・実施に関連し、「授業時数の弾力化」として、総枠としての授業時数（学年ごと

の年間の標準授業時数の総授業数）を確保しつつ、学校裁量の幅の拡大の一環として、教科等ごとの

授業時数の配分について一定の弾力化が可能となる制度についても、その可能性を全日教連給与法

制局内で検討していきたい。 

 

   また、提言には特異な才能のある児童生徒についても、個々の特性に応じ個性を存分にのばせる

よう配慮することも大切との記述がある。これについては、中教審答申（令和３年１月 26日）にも

2E（Twice Exceptional:特異な才能と学習困難とを併せもつ）の児童生徒を含め、あらゆる他者を価

値ある存在として尊重する環境を築くことが重要であるとされている。全日教連も、まずは学校現

場の実態等を収集し、給与法制局や専門部会等の議題として取り上げていきたい。 

 

 



（２）新たな学びに対応した指導体制等の整備 

① 少人数によるきめ細かな指導体制・施設設備の整備（抜粋） 

  ・ 教職員定数の適切な配置、質の高い教師の確保、外部人材の活用や少人数学級の効果検証等につ

いて、地方公共団体と連携した協議の場における議論等も踏まえつつ定期的に検証・改善を図り、

その結果を踏まえ、今後の学校の望ましい指導体制の在り方について検討する。その際、少人数学

級の効果について多面的な観点から検証を行う 

  ・ 少人数指導、習熟度別指導、ティーム・ティーチング等のきめ細かな指導や、小学校における専

科指導、いじめ・不登校等に係る指導等のための加配定数は、学校現場で極めて重要な固有の役割

を担っていることを踏まえ、国は、引き続き必要な教職員定数の確保に努める 

  ・ 国及び地方公共団体は、一人一台の情報端末に対応した教室用机（新 JIS 規格）、情報端末の充

電保管庫等の導入等の普及を図る 等 

 

  今般の「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正」では、

小学校（義務教育学校前期課程含）の 35人学級への段階的な移行が実現した。令和３年度の小学校

２年生 35人学級化は、これまで加配措置されていたものが振替られたものだが、令和４年度以降は

新たな予算措置が必要となる。提言にもある通り、加配定数は学校現場で極めて重要な固有の役割

を担っており、全日教連は、35 人学級化を理由に学校現場の声を聞かずに拙速な削減が行われるこ

とがないように求めていく。併せて、中学校での 35人学級化の実現に向け、小学校での成果や中学

校での課題等の情報を集めていく。また、環境整備に関連し、学校施設環境改善交付金の補助率の引

上げや予算確保を求めていく。 

 

② 教師の質の向上、多様な人材の活用等（抜粋） 

  ・ 国は、教師の質の向上と数の確保が両立できるよう、過去の改革等の成果や課題も踏まえ、教員

免許更新制や研修をめぐる制度に関して抜本的な改革を行う 

  ・ 国及び地方公共団体は、学校の実情に応じて様々なスタッフ職の配置を支援し、「チーム学校」

による協働的・組織的な取組を推進するとともに、少人数学級の計画的な整備や小学校高学年にお

ける教科担任制の導入等を行う 

  ・ 国は、学校における働き方改革の進展状況や令和４年に実施予定の教師の勤務実態調査の結果

等を踏まえ、法制的な枠組みを含め教師の処遇の在り方等について検討する 等 

 

    令和３年３月 12日、萩生田光一文部科学大臣は中教審に対し「『令和の日本型学校教育』を担う教

師の養成・採用・研修等の在り方」を諮問した。この中で、教員免許更新制や研修をめぐる制度につ

いて包括的に議論されていると承知している。児童生徒の学びを保障するための ICT 機器の利活用

や、ヤングケアラーへの支援等複雑化・困難化する教育諸課題への対応には、教師自身が資質・能力

を向上させなければならない。この意味において、全日教連は、法定研修や設置者が実施する職能研

修の内容を充実させること及び、教師の日々の主体的自主的な研修の積み重ねること（研修のポイ

ント制の導入等）によって教員免許が更新されるように、制度改善を求めていく。 

 

    また、学校における働き方改革に関連し、令和２年７月にスポーツ庁は「学校の働き方改革を踏ま



えた部活動改革について」を公表し、具体的な改革方策を示した。全日教連は、部活動については地

域移行を実現するための体制整備を求めていく。また、小学校高学年における教科担任制の導入に

ついては、中学校教諭の小学校への派遣や、義務教育学校の新設等様々な方策が検討されているが、

質の高い教育には無理のない制度設計が不可欠である。特に、中学校教諭の小学校への派遣につい

ては、派遣される教諭の負担増（派遣先小学校との打合せや評価等）や派遣元の中学校の負担増（派

遣時の人員減少や校務の分担等）という課題がある。全日教連は、加配定数の拡充や教職員定数の更

なる改善等により課題を解決した上で、小学校への教科担任制を導入するように求めていく。 

 

    教師の処遇の在り方について、提言では「学校における働き方改革の進展状況や令和４年に実施予

定の教師の勤務実態調査の結果等を踏まえ」となっている。しかしながら、平成 28年度の勤務実態

調査について、調査日が平成 28 年 10 月～11 月の連続する７日間であったのに対し、確定値が公表

されたのは、実に２年後の平成 30 年９月 27 日であった。その後、中教審答申「新しい時代の教育

に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な

方策について（平成 31 年１月 25日）」がまとめられ、本格的に学校における働き方改革が推進され

ることになり、現在に至る。この過程を例とするならば、教師の処遇の在り方等についての検討が形

となるのは、少なく見積もっても令和６年度以降となると想定され、これでは現場の教師が職責に

対するやりがいを失うことが危惧される。全日教連は、教職調整額や管理職手当について、職責に見

合った改善の早期実現を求めていく。 

 

（３）教育と社会全体の連携による学びの充実のための方策 

 ① 大学等における入学・卒業時期の多様化・柔軟化の推進について（抜粋） 

  ・ 全ての学校種で一律に秋季入学へと移行するのではなく、まずは大学等における入学・卒業時期

の多様化・柔軟化について、産業界における新卒一括採用やメンバーシップ型中心の採用・雇用慣

行の改革と併せて、取組を進めていくことが重要と考える 等 

   

    秋季入学について、全日教連は令和２年５月 21 日に見解を発出し、拙速な導入は学校現場を混乱

させ、児童生徒の学びを保障できないとした。本提言においても、初等中等教育段階に関しては「国

民生活や社会全般に大きな影響を及ぼすことになるため、国民や社会において十分な理解と協力を

得ることが不可欠である」とされている。他方、「将来的に、初等中等教育段階も含め更に議論する

ことが適当」とされており、全日教連も学校現場の意見等の情報を収集し検討する。 

 

 ② 子供の育ちを社会全体で支えるための取組について（抜粋） 

  ・ 「コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）」と「地域学校協働活動」を一体的に推進し、

コーディネーター役の地域学校協働活動推進員の配置・機能強化や、オンラインでの活動を含め、

地域における学習支援や体験活動などの取組を支援する 

  ・ 国は、多様な企業・団体・地域人材の参画による学校や地域での子供たちの豊かな学びを支える

ため、様々な教育プログラムの取組を周知するとともに、「学校雇用シェアリンク」や「学校・子

供応援サポーター人材バンク」の運用を進める 等 



 

    「少子化社会対策大綱（令和２年５月 29日閣議決定）」において、「令和４年度までに全ての公立

学校においてコミュニティ・スクールを導入」を掲げているが、全国の公立学校におけるコミュニテ

ィ・スクールの導入率は 27.2％（令和２年７月１日現在）である。先にも述べたが、学校裁量権の

拡大においてコミュニティ・スクールの活用は重要である。課題を検証し、持続可能な学校指導・運

営体制を支援する制度にするとともに、設置していない学校において代替施策が推進される必要が

あると考える。 

 

    豊かな学びを支えるための多様な人材の参画は必要であり、文部科学省は特別免許状の積極的な

活用をねらい、令和３年５月「特別免許状の授与に係る教育職員検定等に関する指針」を改訂したと

ころである。学校現場を支える人材が増えることは非常に有効であるとする一方、学校現場からは

質の確保が難しいとの声があがる。上記「学校雇用シェアリンク」や「学校・子供応援サポーター人

材バンク」の運用に際し、雇用責任所在を明確にすることや、学校において窓口となる教師や書類等

を作成する学校事務職員の業務精選を行うことを求める。 

 

提言 44ページからの「おわりに」には、以下の言葉がある。 

 

政府をはじめとする関係者には、今後、「スピード」と「継続」という視点を大切にしつつ、今回

の提言内容を着実に実行していただくことを強く求めます。 

 

教育は、国、地方、学校、保護者、地域が最上位の目標を共有し、一致団結して推進していくことが不

可欠である。併せて、その目標のための本提言を具現化した施策は、最前線で教育活動を推進する教職員

の声を反映したものでなければならないと考える。また、教職員自身も、当事者意識をもって、未来を担

う子供たちのために自らの資質能力の向上に邁進しなければならないと考える。 

 

全日教連は、本提言で示された内容をより良い施策として、着実に推進していくために、これからも学

校現場の声を国に届けると共に、教職員の資質能力に寄与する活動を展開していく。 


