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全日教連 要望結果報告 

（発行 令和４年７月５日） 
 

第４次中央要請行動 

文教予算及び教育制度等に関する要望 
 

 

 

 

 

○ 日 時  令和４年６月 13日（月） 

10:00～10:30  総 務 省 

11:45～12:15  厚生労働省 

15:00～15:30  文部科学省 

 

○ 回答者 

(1) 総 務 省 

総合通信基盤局 電気通信事業部 

事業政策課 ブロードバンド整備推進室 係長            高橋 和美 様 

総合通信基盤局 電波部 移動通信課 第１業務係長         鈴木 康介 様 

情報流通行政局情報流通振興課情報活用支援室 主査               森野 綾葉  様 

 

(2) 厚生労働省 

社会・援護局（社会）総務課総務課総括調整官           原田 朋弘 様 

 

(3) 文部科学省 

大臣官房学習基盤審議官                     茂里   毅  様 

初等中等教育局財務課教職員配置計画専門官            北川 雅崇  様 

スポーツ庁地域スポーツ課地域運動部活動推進係長         星野 達彦 様 

文化庁参事官（芸術文化担当）付文化活動振興係長         外尾 倫美 様 

総合教育政策局教育人材政策課企画係長              田端  紳  様 

 

 

 

文部科学省  厚生労働省  総務省  
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○ 要望者 

(1) 総 務 省  委 員 長  前田 晴雄 

副 委 員 長  熊倉 孝郎  喜多 政博  高木 俊彦 

事務局次長  渡辺 陽平 

事務局次長    林  則久 

 

(2) 厚生労働省  委 員 長  前田 晴雄 

副 委 員 長  熊倉 孝郎  喜多 政博  高木 俊彦 

事務局次長  渡辺 陽平 

事務局次長    林  則久 

 

(3) 文部科学省  委 員 長  前田 晴雄 

副 委 員 長  熊倉 孝郎  喜多 政博  高木 俊彦 

事務局次長  渡辺 陽平 

事務局次長    林  則久 
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【総務省】 
要望内容 ※は回答を求める事項 

 

教育関係施策及び関連予算に関する要望 

 

１ 教育公務員を含む地方公務員の労働基本権について、引き続き制限を設け、代償措置としての

人事委員会勧告制度を堅持すること 

 

※２ 教育 DXの実現に向けて、５Ｇ、光ファイバをはじめとする情報通信基盤の整備を推進すること 

 

※３ 関係省庁と連携し、教育データの利活用に向けたプラットフォームの構築を推進すること 

 

４ 主権者教育の推進に当たっては、政治的中立性の確保とデジタル・シティズンシップの育成に

留意し、文部科学省と連携して取組を進めること 

 

 

総務省回答 

○ 要望２について 

 携帯電話の基地局の整備については、令和３年度の補正予算に加え、今年度は 15億円の予算が

割り当てられ推進している。今年の３月、デジタル都市国家インフラ整備計画マスタープランが

更新され、2023 年度末までに５Ｇの人口カバー率を 93％、2025 年度末までには 95％という新た

な目標を設定している。この目標が達成されるように携帯電話事業者やその他の関係事業者と連

携し推進していきたい。また、これらが教育 DXに資するものとなるように施策を推進したい。 

 光ファイバの整備については、高度無線環境整備推進事業に 36.8億円の予算を付けており、光

ファイバの整備及び速度上昇等の高度化を行い、民間への移行を図っている。 

○ 要望３について 

 総務省情報活用支援室において、学外デジタル教育プラットフォームの整備に必要な技術仕様

参照文書の策定に向けた取組を実施している。今年の１月には、デジタル庁・総務省・文部科学

省・経済産業省が公表した教育データ利活用ロードマップにおいて、学校外で事業者が保有する

デジタル学習システム間での情報連携を可能とする学外デジタル教育用 LMSについて示している。

学外デジタル教育プラットフォームが実現することにより、誰もが・いつでも・どこからでも・誰

とでも自分らしく学べる社会の実現に寄与するものと考えている。情報連携については、学習者

本人の同意に基づいて行うことを前提としており、児童生徒のふるい分けや、本人が外部に表出

することを望まない内面の可視化を目的とした利活用は行わない。今年度は、令和３年度補正予
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算において、作成した技術仕様参照文書案を基に、有識者や関係事業者等を交えて検討及び実証

事業を行うことを予定しており、プラットフォーム構築に必要な技術仕様の策定に向けた取組を

着実に実施していく。また、事業実施においては、デジタル庁、文部科学省、経済産業省等関係省

庁と密に連携しながら検討を進めていく。 

 

質疑応答 

○ 要望２に関連して 

【全日教連】 

  東京では５Ｇエリアが広がっていることが実感できる。しかし、香川県を例に挙げると、高松市

の一部地域において５Ｇが繋がる場所があるが、ほとんどの場所では、５Ｇのメリットが感じら

れない状況である。教育現場では、都市部が先に整備され、地方が遅れていくことは教育格差につ

ながり、あってはならないことである。このようなことを理解して、地方の整備もできるだけ同時

に進めてほしい。 

【総務省】 

 鉄塔等の設備を共用で貸し出すインフラシェアリングを行う携帯電話事業者等に対し、補助事

業を活用するよう勧めている。整備が進むように財政的支援を含め、推進していきたい。 

【全日教連】 

  現在、学校において一人一台端末を利用して学習を進める際に、通信が遅い、停止する等、動作

環境整備の遅れが最大のネックになっている。ローカル５Ｇの活用モデル構築事業では、社会科

や理科等におけるバーチャル見学等、高速の特性についての実証研究を行ったと聞いている。今

度、実証研究から次の配備の段階へと、どのように進んでいくのか。 

【総務省】 

ローカル５Ｇについては、地域のニーズに応じて構築できるため、自治体やケーブルテレビ事

業者等が申請者、そして免許人となり、様々な条件の地域で活用することができる。「教育分野に

おける５Ｇ活用ガイドブック」に示しているように、超高速の特性を活かし、一人一台端末を用い

た遠隔授業等の様々な教育活動に寄与できるため、ローカル５Ｇにおける教育分野での利活用を

積極的に進めていくことができればと考えている。 

○ 要望３に関連して 

【全日教連】 

データの利活用については、ロードマップで示されたとおり、学習者にとっては個別最適な学

びとなり、教員にとっては、担当している学年や、担当学年以外の子供たちの様子や生育歴等を把

握できたりする等、チーム学校として、データを指導に役立てていけると考えている。その中で、

データの正確性や客観性については、教員の評価では、主観的・羅列的になりやすい現状がある。

また、プラットホームに、医師の診断や公的機関の判断等を入れることについては、情報保護の観

点から困難な現状がある。客観的なデータがベースとして存在する上で、学校において、出欠の様

子や学習テストの様子等の客観的なデータを入力し、例えば埼玉県のように AIが判断し、情報提

供をするような仕組みが標準装備されることを望む。また、教育データの蓄積、流通のアーキテク
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チャーの構築について、学校の負担にならない方法でのデジタルデータ収集についても実現でき

るようにしていただきたい。 

【総務省】 

   学外デジタル教育プラットホームについては、塾や教育コンテンツ事業者のデータを連携する

ことを目的としている。教育委員会も対象になるが、地域全体というよりは、一部の地域で実証実

験することを予定している。データの客観性についても、有識者に意見をいただき検証していく

ことにより、学校にも子供たちにも有益な形での情報収集や情報提供となるように、今後も検討

を重ねていく。 

【全日教連】 

教育データの標準化については、民間の教育クラウドプラットフォームを含む形で進んでいく

ことが子供の学力向上につながり、校務支援にも有効である。地域の DX全てを含み、今後教育分

野、特に文部科学省、学校として取り組むべきことがあるか。 

【総務省】 

文部科学省では、有識者会議を開催する等、教育データの標準化及び利活用に向けて検討が進

んでいると承知している。総務省においても学校内外のデータを連携及び標準化することについ

て、引き続き対応していく。ロードマップに記載している通り、学校内外のデータ連携は教育のデ

ジタル化にとって必要だと考えているので、引き続き文部科学省と密に連携し取り組んでいく。 

【全日教連】 

   学校現場では、デジタル化というと、従来、印刷されて紙で配付されていた文章が PDF 化され

ることを指している場合が未だ多い。何百枚とある紙のデータが PDF 化され、まとめて学校に送

られてくる。しかし結果としては、その大量のデータを事務職員や担当者が印刷して配布せざる

を得ない現状がある。総務省としてデータ活用という意味での真のデジタル化についてアドバイ

スをする等、その推進に努めてほしい。 

【総務省】 

 現状については伺い理解した。本当の意味でのデジタル化推進について今後も検討を重ね、そ

の普及について引き続き取り組んでいく。 
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【厚生労働省】 
要望内容 ※は回答を求める事項 

 

教育関係施策及び関連予算に関する要望 

 

１ 児童生徒の自殺を防止するため、SNS・電話等を活用した相談体制や関係諸機関による連携の強

化を図ること 

 

２ 児童虐待を防止するため、児童相談所等における支援相談体制の強化を図ること 

 

３ ヤングケアラーの早期発見と支援のために、ヤングケアラーへの理解を促す取組の推進や関係

諸機関による支援体制の強化を図ること 

 

４ 医療的ケア児が学校や地域社会において必要な支援を受けられるよう、支援相談体制の強化を

図ること 

 

※５ 困難を抱える子供の実態を正確に把握し、必要な支援を行き届かせるために、関係省庁と連携

して、子供に関するデータの連携や利活用に向けた取組の推進を図ること 

 

６ 学校健康診断情報の PHRへの活用に当たっては、文部科学省による実証研究の成果等を踏まえ、

学校現場の負担とならない形で実施すること 

 

※７ こども家庭庁の創設に向け、関係諸機関と連携して、子供の福祉、保健、医療等に関する一体的

な支援に向けた体制の整備を進めること 

 

 

厚生労働省回答 

○ 要望５について 

子供に関するデータについては、デジタル庁が「子供に関する情報データ連携副大臣プロジェ

クトチーム」を昨年の 11月から開催しており、厚生労働省も他の関係首長とともに参加をして

いる。このプロジェクトチームでは、市町村や支援機関等が保険福祉や教育等への取組の過程で

得られた個々の子供に関する情報やデータを活用し、支援が必要な子供や家庭を把握すること

や、プッシュ型の市政につなげること等についての検討が進められている。また、データ連携に

関する実証事業等を通じ、様々な整備を行っている。11月以降にも３回開催されており、厚生労
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働省としても各省庁で協力して検討を行っているところである。さらに、このプロジェクトチー

ムで検討している情報データ連携を通じた、支援を必要とする子供の把握や子育て世帯の把握等

を行うことにより、実際に把握した子供や家庭に対する支援策を充実させることが重要だと考え

ている。なお国会で、児童福祉法の一部を改正する法律が成立しており、家庭の支援を強化し、

虐待の発生を未然に予防していく観点から、全ての妊産婦・子育て家庭等・子供への一体的な相

談支援等を行う子ども家庭センターの設置や、訪問による家事支援の創設等、子供子育て支援の

種類の質や量の拡充を図っていきたい。このような法改正を通じた取組と、デジタル庁のデータ

連携に関する取組とが相まって、子育て世帯に対する支援をより一層充実させていくことができ

るようにしたい。 

○ 要望７について 

こども家庭庁の創設に関しては、国会で法案が審議されているところである（６月 13日時

点、その後６月 15日に法案成立）。法律が成立すれば、来年の４月にこども家庭庁が創設される

ことになる。現時点では、体制等についての詳細な説明は難しいが、厚生労働省の子ども家庭局

については、こども家庭庁に移管されることになる予定である。今後は、こども家庭庁の創設に

向けて、具体的な議論が進んでいくと思うので、必要な体制整備にしっかりと取り組んでいきた

い。 

 

質疑応答 

○ 要望５に関連して 

【全日教連】 

厚生労働省の子供関係政策担当において、乳幼児から学齢期までのデータの整備や、連携の仕

組みづくり等に取り組んでいることは承知している。しかし、教育・福祉・医療、それぞれに立

場が違うので、実際にデータを共有することは困難なことが予想される。また、医療関係データ

等については本人にしか開示しない等、情報の開示に関しては厚い壁があり、関係者であっても

情報を得ることが難しい現状がある。これからデータを一元化していく際、医療的なデータ等、

情報の開示について決まっていることがあれば教えていただきたい。 

【厚生労働省】 

個人情報の取り扱いの課題については、プロジェクトチームの中でも話題となっている。例え

ば自治体においても、コロナウイルス感染症の際に、個人情報をどう取り扱うのかについては、

かなりセンシティブな話であった。このような中において、データの一元化を積極的に推進して

いる先進自治体があり、その取組等も踏まえつつ、個人情報の問題等について、引き続き検討し

ていく。  

【全日教連】 

厚生労働省が取り組んでいるプロジェクトチームの資料には、子供時代の健診の情報を確認で

きる仕組みという記載があるが、乳幼児健診やその他の健診等、これまでは就学時健康診断との

つながりがなく、その時になって初めて子供の発達についての様子に気付くことがある。例えば

５歳児健診を実施する等の新たな取組があるかどうか。また、それらのデータと就学時健康診断
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との一元化もしくは連携等について、現在検討していること、また、その進捗状況を教えていた

だきたい。 

【厚生労働省】 

まだ新たな検討等の仕組みの構築等の予定はないが、情報を一元化する有用性については理解

している。今後は、情報の一元化と個人情報保護との兼ね合い等を考え、よりよい情報共有の仕

組みの構築について引き続き検討が進んでいくと承知している。 

【全日教連】  

厚生労働省において、例えば児童相談所でのデータ管理等のデジタル化が進んでいる現状を踏

まえ、情報の蓄積はどのように進めていく予定なのか。各地域とのデータ連携等と併せて教えて

いただきたい。 

【厚生労働省】 

   児童相談所の取組としては、現在増えている虐待事案について、AIを活用した早期発見の取組

について検討を進めているところである。また、SNSを活用した全国を一元的にまとめた相談の

受付体制についても、併せて検討している。引き続き、各地域とのデータ連携の方向性について

も、どのようにデジタルを活用することが有効かどうか検討する余地があると考えている。 

○ 要望７に関連して 

 【全日教連】 

全日教連は教育専門職として、子供の福祉に関しても、教育と連携するためのより良い方策に

ついて考えているところである。しかし現状では、困難を抱える子供の情報に関しては、学校で

把握したものを教育委員会に伝え、教育委員会と福祉関係部局や、児童生徒指導関係の部局等と

共有するという状況となっている。また学校から伝えることだけで、すぐに対象児童生徒に支援

が届くわけではない。福祉の現場からは、子供は困っていても保護者の意識が低いと支援の手は

届きにくいとの声も聞かれる。さらに、人権等の問題も存在する。このような点において、地域

福祉面の担い手である社会福祉協議会や民生委員、児童委員、また、ソーシャルワーカーが連携

して活動し、支援の掘り起こしをすることができれば、総合的に支援の手を差し伸べることがで

き、結果として、保護者の支援にもつなげることができると考えている。教育と医療福祉の連携

については、こども家庭庁の創設後も引き続き重点をおいて積極的に取り組んでほしい。 

【厚生労働省】 

学校現場と福祉の連携について、伺った意見を参考にしつつ、こども家庭庁創設後も子供、保

護者の支援に関し、厚生労働省としても連携して進めていくよう検討する。 

【全日教連】 

 児童相談所の体制強化については令和３年度の補正予算及び、令和４年度の予算で 2,450億円

と多くの予算を確保してくれているのはありがたい。今後は、要保護児童等の情報共有システム

改修事業や、ICT化等を含め、子供たちに素早く支援を届けることが大切だと考えている。学校

現場では、コロナ禍における保護者の職業不安等もあり、命に関わるような事例が発生してい

る。これまで学校が児童相談所に連絡しても対応が進まなかったり、相談の順番が回ってこなか

ったり等の状態が何年も続いている中で、厚生労働省として、児童虐待防止対策総合プラン等が

できて児童相談所の強化を進めていることを承知している。この取組をデジタル庁やこども家庭
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庁等に広げ、子供の命を救うための強化、対応を今後もお願いしたい。学校が気付いた児童の異

変をどのように共有するかが、共通の課題として残っている。担当の部局に、子供たちの命を一

刻も早く救うために、今回の要望を伝えていただきたい。 

【厚生労働省】 

   しっかりと伝えていく。新プランに基づき、児童福祉士の拡充を一年前倒ししている。また、

質の向上も重要だと考えていて、今回の制度改正の中で子ども家庭福祉に関する 認定資格を導

入し、現場の職員のスキルアップを図り、また、スーパーバイザーについても、任命後も研修を

実施する等の取組を進めたいと考えている。 

【全日教連】 

 厚生労働省として今までのデータを一元化する過程で、さらに新たな仕組みを構築すること

が、学校現場にとっては有益なものになるので、そのような方針で進めていただきたい。また、

法改正により、子育て世代包括支援センターの強化等が図られ、「こどもまんなか政策」におい

て、一元化された福祉の部門が、子供たちのスムーズな支援につながるような取組を続けていた

だきたい。 

【厚生労働省】 

   情報をどのように活用するかについて考えることが重要だと考えている。教育の場でのネット

ワークで、課題を見つけ、支援に結び付けていくことが重要なので、そのような観点でしっかり

と取り組んでいきたい。 
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【文部科学省】 
要望内容 ※は回答を求める事項 

 

文教予算及び教育施策等に関する要望 

 

１ きめ細かな指導と円滑な学校運営を行うために、学級編制基準の引下げと教職員定数の改善を

図ること 

※(1) 中学校における１学級の生徒数の標準を 35人に引き下げること 

(2) 小学校高学年における教科担任制の推進に必要な専科指導教員の配置拡充を図ること 

(3) 今日的な教育諸課題に対応するために必要な加配定数の維持改善を図ること 

(4) 副校長、主幹教諭、指導教諭の配置促進を図ること 

 

２ 教職員の給与について、職務と責任に見合ったものとなるよう改善を図ること 

(1) 義務教育諸学校の教育職員の給与について、人材確保法の初心に立ち返り、優遇部分の拡充

を図ること 

(2) 教職調整額について、勤務の実態に応じた適正な額となるよう見直しを図ること 

(3) 教職員の標準的な職務に照らした給与体系のモデルを示すこと 

 

３ 教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るために、現在、地方財政措置されている教材費等

についても義務教育費国庫負担制度の対象とすること 

 

４ 教師が教育専門職として職務に専念できる環境を整備するために、学校における働き方改革の

推進を図ること 

(1) 教員業務支援員、学習指導員、部活動指導員等の支援人材の配置拡充を図ること 

※(2) 部活動の地域移行に向けて、運営団体や指導者を確保するための財政的支援、学校単位で参

加する大会等の見直し、学校と地域をつなぐコーディネーターの配置等の取組を進めること 

(3) 教職員の精神疾患による病気休職者数が高い水準で推移している現状を踏まえ、教職員のメ

ンタルヘルスに対する取組の充実を図ること 

※(4) 地方公共団体と連携して、教師不足の解消に向けた取組の推進を図ること 

 

５ 今後導入される新たな教員研修制度について、教師の資質能力の向上と負担軽減が両立できる

ものとすること 

(1) 教師及び学校管理職に求められる資質能力を明確に示すこと 

(2) 教師自身が必要とする研修を主体的に受けることができるよう、ニーズに応じた研修の充実

を図ること 
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(3) 研修受講履歴の管理等が学校現場の新たな負担とならないよう配慮すること 

 

６ 教育 DXの推進に向けて、必要な環境の整備を図ること 

(1) 学校における ICT環境の整備に必要な予算を確保すること 

(2) 教育データを効果的に活用するためのシステムの構築を進めること 

(3) 学習者用デジタル教科書について、普及促進事業の拡充を図るとともに、本格的に導入する

際には紙の教科書と同様に無償給与の対象とすること 

 

７ 安心安全な学校生活を保障するために必要な環境の整備を図ること 

(1) いじめ、不登校、虐待、自殺等の問題に対応するために、スクールカウンセラー、スクールソ

ーシャルワーカー、スクールロイヤーの配置や支援相談体制の拡充を図ること 

(2) 登下校中の事件や事故から子供たちを守るために、通学路や学校周辺の安全確保等、地域人

材を活用した取組を推進すること 

(3) 学校施設の改修整備を進めるために必要な予算を確保すること 

 

８ 感染症対策等によってやむを得ず登校できない場合に行われたオンラインによる学習について

は、引き続き「オンラインを活用した特例の授業」として取り扱うこと 

 

 

文部科学省回答 

○ 要望１(1)について 

昨年３月に義務標準法を改正し、約 40年ぶりに公立小学校の学級編成の標準を 40人から 35人

に引き下げることとした。一人一人に応じたきめ細かな指導が必要なのは小学校だけではないと

文部科学省としても認識している。今回の学級編成標準の引下げを計画的に実施する中で学力の

育成やその他の教育活動に与える影響等について検証等を行い、その結果も踏まえ、中学校の 35

人学級の検討も含め、学校の望ましい指導体制の構築に向けて取り組みたい。なお、令和４年度

は、小学校第３学年の学級編成の標準の引下げ、そして通級による指導等の充実のための基礎定

数の改善、それに加え、小学校高学年における教科担任制の推進等に必要な 1,030 人の加配定数

の改善を予算計上している。引き続き持続可能な学校の指導体制の強化、充実を図るため教職員

定数の改善に尽力したい。 

○ 要望４(2)について 

部活動の地域移行については、文部科学省において有識者による検討会議を設置し、具体的な

方策を議論してきた。運動部活動については、スポーツ庁より発出された「運動部活動の地域移行

に関する検討会議」の提言において、中学生向けの活動を実施するスポーツ組織、団体等に対して

の必要な予算の確保や、スポーツ振興くじ助成を含めた多様な財源の確保等を検討すること、ま

た、指導者の確保のために指導に対する適切な対価の支払いや指導者資格の取得等についての支

援方策を検討すること、困窮家庭への支援方策を検討すること等が盛り込まれている。また、大会
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主催者に対し大会の在り方や参加資格の見直し等を要請することや、地域のスポーツ団体等も参

加できる大会に対する支援等についても盛り込まれた。すでに日本中体連においては、地域のス

ポーツ団体等の全国中学校体育大会等の参加を承認することを決定し、参加条件等について現在

検討が進められている。更に、地域のスポーツ環境の整備については、市町村や都道府県のスポー

ツ団体やスポーツ推進委員など、様々な機関や関係者が相互に協力し合いながら取り組む必要が

あることも盛り込まれている。指摘を受けたのコーディネーターについては、調整や取りまとめ

の役割を担う人材も地域移行を進めるうえで大変重要だと考えている。文部科学省としては、こ

の提言を踏まえ、地域環境の整備、推進や具体的な支援方策の検討を行っていく。文化部について

は運動部で示された論点を踏まえつつ、７月までに議論を継続する予定としている。今後取りま

とめられる提言を踏まえ、地域文化の環境整備の推進や具体的な支援方策の検討を行っていきた

い。 

○ 要望４(4)について 

昨年実施した教師不足に関する実態調査においては、昨年度当初に全学校種合計で 1,558 名の

教師不足が発生していることが明らかになった。大変憂慮すべき事態だと文部科学省としても受

け止めている。今年度の状況については全国調査を行ってはいないが、先日、すべての都道府県政

令指定都市教育委員会と意見交換を行ったところ、昨年度と同様に厳しい状況にあることを聞い

た。依然として深刻な状況にある教師不足の解消に向け、文部科学省としては、４月 20日に都道

府県教育委員会等に対し、特別免許状の積極的な活用等を依頼する事務連絡を発出し、また、４月

28 日には、都道府県指定都市教育委員会教育長会議を臨時に開催し、末松文部科学大臣から、特

別免許状の積極的な活用や教員養成大学校と連携して卒業生や同窓会に情報提供すること、そし

て、離職された先生方や免許状を有する社会人の任用等あらゆる手段を講じて教師の確保に取り

組んでほしいということを強く要請した。今後は、都道府県教育委員会等との意見交換の場を設

定しながら、そこでの意見を踏まえ、各自治体と引き続き協力し、教師不足の解消に向けた施策に

積極的に取り組んでいきたい。 

 

 

質疑応答 

○ 部活動の地域移行について 

【全日教連】 

部活動の地域移行は、持続可能な部活動という点から、生徒にとっても教職員にとっても大事

なタイミングであると考えている。一方、地域移行の達成のためには、多くの課題がある。まず

は、経済的な問題だと思われるが、現在の学校部活動においては、児童生徒の経済的負担は最小限

である。しかし、受け入れ団体によっては指導料等が必要になったり、移動費が必要になったり等

の負担がかなり増えると考えられる。スポーツ指導については、受益者負担にすべきであるとい

うことについて、国民の理解を得ることも大切だと思うが、経済的に特に厳しい環境にある児童

生徒が、地域移行にあたり部活を諦めることだけは絶対に避けなければならないので、受け入れ

団体の運営支援や交通費、指導費の支援等を要望したい。現在では、助成金等様々な方策を考えて
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いると思うが、地方を含め、どのような支援の仕組みを想定しているのか。 

【文部科学省】 

 子供たちの経済的な負担の軽減については、現在、「運動部活動の地域移行に関する検討会議」

の提言を受け、そこに示された内容を踏まえ、概算要求等について検討している。詳細については

概算要求に向けて答えられる段階ではないが、提言にも示されているように経済的な問題を抱え

ている子供たちに対しての支援について考えている。 

【全日教連】 

受け入れ団体に金銭的な支援をしても、集合場所が遠い場所であったり、保護者が送迎できな

い環境であったり等の状況がある。特に地方では移動距離が長い地域がある。このような移動の

問題も踏まえ、概算要求等で審議してもらいたい。指導者確保のための兼職兼業の仕組みの構築

について、部活動の指導が教職員の負担になっている。今回の地域移行に伴い、指導を望まない教

職員が部活と関わらない仕組みを構築することで、教材研究等の学校の業務に専念できるように

なり、期待している。一方で、指導力があり、これからも指導の継続を望む教職員もいる。兼職兼

業の発令をし、指導者の確保をする仕組みについては、現時点で可能ではある。兼職兼業の取組が

現在進んでいるのか、また、今後兼職兼業の取組をどのように推進していくのかについてより具

体的な運用のガイドライン等を示して欲しい。 

【文部科学省】 

   兼職兼業については現在でも許可があれば、教師が休日に引き続き指導に当たることができる

状況である。指導力があり、これからも指導の継続を望む教師には、道を閉ざすことがないように

制度設計している。兼職兼業については、採用している都道府県教育委員会、または、市区町村へ

の申請が必要になる。今後、兼職兼業の許可の手続き等を具体的に計画をしていく予定である。 

【文部科学省】 

バランスのとれた人格の完成のために、働き方改革を実現しながら、部活動を持続可能なもの

にしなければならない。その中で、指導したい教師の思いを排除してはならない。指導したくても

事情でできない人、専門的な知識がない等の理由から指導したくない人等、それぞれが納得する

制度を整備する必要がある。部活動に対し、まずは外部から支えてもらう。それには、ノウハウ、

人材と予算がいる。それに対し文部科学省が、概算要求等で覚悟をもって取り組みたい。 

○ 教師不足の解消に向けた取組 

【全日教連】 

教師不足については、現場では大変な状況になっている。４月の年度始めの段階で、人数が足り

ない状況でスタートしている学校がある。さらに、中学校では、各教科の担当教員が足りなくて、

臨時免許で対応しているような現状である。講師の先生等が入ると、その教師が担任になるよう

なことも起きている。教師不足に関しては国として思い切った仕組みを構築しないと、解消が難

しいのではないか。若い世代が多く採用になり、育休や産休等を取得する教師が増え、また、病気

休暇を取られる教師も増えている。代替の教師を探すよう県や市町村等に申請しても、学校で見

つけるよう依頼されるような現状である。その結果、長期間、正規の担任が不在になり、免許外で

の指導がどんどん増えてきている。例えば体育科の教員が理科で入るように言われ、理科をずっ

と教えるような状況があり、子供たちにとっても、大変な状況になっている。骨太の方針に、「教
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師不足」という文言が入れられたが、その解決に向けた抜本的な対策が必要だと考える。具体的に

どのような取組を考えられているか。 

【文部科学省】 

教師不足の状況については非常に深刻な状況であることを我々も非常に重く受け止めている。

若い教員の増加により育休、産休が増えていることについては、１学期中に産休、育休に入ること

を把握している教員に対してははあらかじめその教員数を見込み、加配や県単の教員を採用試験

の時点で、採用の内定を出すような取組を行っている自治体がある。また、退職教員を採用してい

る自治体の事例等もあり、これらの取組を紹介していく。より抜本的な取組については、自治体等

の意見を聞いているところであり、そのような意見を踏まえ検討していく。免許外で教科を担当

する教員が増えていることについては、特定の教科で教師が不足していることをヒアリングの中

で聞いているので、地域の教育養成系の大学と連携し、解決策を省内で検討している。 

【全日教連】 

 代替の教師が見つからず、産休を取得することを躊躇する等の問題や、教師を目指していた学

生が、他の業種に就職し教師になることを諦めたり、再任用において、体力的な不安から断念する

教師がいたりする等の採用の問題等について、教員の魅力を発信することや、教員を増やすため

の抜本的な取組について、早急に検討してほしい。 

 

【文部科学省】 

 教員不足は、教員数の減少の問題である。また、大量退職に対し、計画的な任用ができなかった

等の運用の問題、人材の活用や教師の魅力向上等の制度上の問題等がある。教師の減少は、大量退

職の時期が過ぎ落ち着くと思う。運用の問題は学校や文部科学省が努力し、また、制度上の問題に

ついては中教審の考えを予算や制度に反映していくことが必要になる。チーム学校として、いか

に子供たちを育てていくか、また、外部の力でどのように、学校を支えていくかを考え、文部科学

省もチーム学校の一員として、一緒に取り組みたい。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全日教連が提出した要望書を手にする  

茂里 毅 文部科学省大臣官房学習基盤審議官 
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