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全日教連 要望結果報告 

（発行 令和４年 10 月 21 日） 
 

第７次中央要請行動 

文教予算等に関する要望 
 

 

 

 

 
○ 日 時  令和４年 10月 11日（火） 

10:00～10:30  文部科学省 
11:00～11:30  財 務 省 
14:00～14:30  デジタル庁 

 
○ 回答者 
(1) 文部科学省 

大臣官房学習基盤審議官             寺門 成真 氏 
初等中等教育局財務課定数企画係長        小宮山雄輝 氏 
初等中等教育局財務課給与予算・総括係長     内田裕一朗 氏 
総合教育政策局教育人材政策課企画係長      田端  紳 氏 

 
(3) 財 務 省 

主計局主計官補佐（文部科学担当）        堀江 誠人 氏 
 
(2) デジタル庁 

国民向けサービスグループ 企画官        中川 尚志 氏 
参事官補佐      岡村 勝文 氏 

○ 全日教連参加者 
委 員 長  前田 晴雄 
 副 委 員 長  熊倉 孝郎  星野健太郎  喜多 政博  高木 俊彦 
単位団体専従  三沢 篤史  山内 省二  椨木  満 
事務局次長  渡辺 陽平  林  則久 

 

 

 

デジタル庁  財務省  文部科学省  
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【文部科学省】 
要望内容 ※は重点要望事項として回答を求める事項 

 

文教予算及び教育施策に関する要望 

 

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

うこと 

(1) 小学校に続き、中学校においても、１学級の生徒数の標準を 35人に引き下げること 

(2) 「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を実現するため、小学校・中学校  

ともに、30人学級を見据えて継続的に議論を進めること 

(3) 学校における感染症対策や児童生徒の心身のケアにおいて重要な役割を担う養護教諭を全

ての学校に配置するとともに、複数配置の標準を小学校では児童数 651人以上、中学校では

生徒数 601人以上に引き下げること 

(4) 「第４次食育推進基本計画」の趣旨を踏まえ、単独調理場、共同調理場等の栄養教諭・学

校栄養職員の配置基準を引き下げるとともに、給食を民間委託している学校にも栄養教諭又

は学校栄養職員を配置するための予算を確保すること 

(5) 学校運営に参画する基幹職員として、学校事務職員を全ての学校に配置するとともに、複

数配置の標準を小学校では 18学級以上、中学校では 14学級以上に引き下げること 

 (6) 小学校高学年における教科担任制の推進にあたっては、専科指導教員を４年間で 3,800人

の計画通りの配置はもとより、小中連携の状況を踏まえ、更なる増員を図ること 

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

※(8)  教員不足を解消するために、地方公共団体が正規教員を長期的に増員するための計画を立

てられるように支援をすること 

２ 教員を目指す優秀な人材を確保するために給与の改善を図ること 

(1) 人材確保法の初心に立ち返り、優遇部分の大胆な拡充を図ること 

※(2) 教員の勤務態様の特殊性を踏まえた給特法の基本的な枠組みを維持した上で給特法を改正

し、支給割合を８％へと引き上げること 

(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 教育水準の維持向上のために、必要な予算の確保と施策の推進を図ること 

(1) 教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るために、義務教育に係る経費を全額国庫負担

とすること  

(2) 全国学力・学習状況調査の CBT化にあたっては、調査研究で示された課題を踏まえ、人

的・物的体制の予算を確保し、環境を整えた上で導入すること 

(3) 学校施設の整備を進めるため、取組集中期間を設け、学校施設環境改善交付金の算定割合

を２分の１に引き上げること 

 (4) 国立教育政策研究所作成の「『指導と評価の一体化』のための学習評価に関する参考資

料」に「特別の教科 道徳」を加えること 

(5)  子供たちや教職員の健康を守り、教育活動を継続していくために、新型コロナウイルス感

染症に限らず、学校における様々な感染症に対応できる予算を常時確保すること 

(6) 新たな教員研修制度については、「研修履歴を活用した対話に基づく受講奨励に関するガ

イドライン」に基づく適切な運営がなされるよう地方公共団体から情報を収集し、運営が不

適切な場合は指導・助言を行うこと 
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４ 学校における働き方改革の一層の推進を図ること 

(1) 教員業務支援員、情報通信技術支援員、部活動指導員等の外部人材の配置促進を図ること 

(2) 学校を取り巻く諸問題への対応にあたって必要な法的助言等を得られるよう、スクールロ

イヤーの配置促進を図ること 

 (3) 統合型校務支援システムについては、学習系データと校務系データの連係はもとより、行

政系データを含め、自治体 DXに合わせて推進すること 

(4) 学校給食費の公会計化等、学校徴収金の徴収・管理等に係る学校の負担軽減のための取組

を推進すること 

(5) 幼児教育においても教職員が ICTを効果的に活用できる環境を整備するために必要な予算

を確保すること 

※(6) 教員勤務実態調査では、結果を正しく分析するとともに、その背景にある勤務の実態につ

いても把握に努めること 

５ 部活動改革の推進のために、提言に沿った地域移行を確実に進めるための予算を確保すること 

(1)   強く指導を望む教師には、兼職兼業発令により報酬を伴った指導体制を整えること 

(2)   学校施設を活用するにあたっては、集中取組期間を設け、国庫補助率を嵩上げし、整備

を行うこと 

６ GIGAスクール構想をはじめとする教育のデジタル化を推進すること 

(1) 義務教育段階においてデジタル教科書を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 

(2) 政府による自治体 DXの推進に合わせて、子供の発達に関する情報や教員の研修履歴等を

含めた教育データの利活用に向けたシステムの構築のための予算を拡充すること 

 (3) 「教育の ICT化に向けた環境整備５か年計画（2018～2022年度）」以後の計画の策定にあ

たっては、１人１台端末の更新を含む維持管理に必要な予算を確保すること 

７ 社会、地域、家庭等における子供を取り巻く環境の改善を図ること 

(1) いじめ、不登校、虐待、自殺、ヤングケアラー等の問題に対応するために、スクールカウ

ンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置促進、支援相談体制の充実等を図ること 

(2) インターネットや SNSに起因するいじめや犯罪から子供たちを守るために、デジタル庁と

連携して、デジタル・シティズンシップ等の新しい考え方を取り入れた情報モラル教育や保

護者に向けた啓発活動の推進を図ること 

(3) 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、スクー

ルガードリーダーの増員等の取組を進めること 

(4)  幼保小の架け橋プログラム事業の実施モデル地域での成果を検証し、子供の成長を切れ目

無く支える取組を進めること 

(5) こども家庭庁と密接に連携し、全ての子供の健やかな成長のための教育と福祉等の施策を

進めること 
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文部科学省回答 

○ 要望１(8)について 

 正規教員の長期的な増員については、先日（９月 29 日）、都道府県政令指定都市教育委員会

教育長会議があり、永岡文部科学大臣から、安定的な学校教育を実現するために正規教員を計

画的に採用することの必要性について要請したところであり、各教育委員会には理解していた

だいたと考えている。そのために各教育委員会においては、５年から 10年の中・長期の採用計

画の中で目標とする正規教員の割合等の提示を受け、その目標に向かって積極的に正規教員の

採用を進めてくれたらと考えている。この項目に関しては、例えば産・育休制度とも関連する。

この制度は教員のライフステージに沿った働き方を実現することを目的にしており、教師が休

業終了後に確実に復帰をするための代替教師については、法律に基づき任期付きや臨時的任用

で対応したりすることになっており、代替教師についても国庫負担の対象である。この代替教

師の確保にあたっては、各教育委員会において教員の年齢構成から想定される需要見通しを考

慮し、例えば復職する時期が年度途中の場合においては年度当初から配置をする等の対応や、

正規の教師の採用選考と併せて産休育休代替教師の選考も実施すること等も行われている。育

休に伴う代替教員の欠員があっても、学校運営に支障をきたさないよう、そもそも余裕がある

教員定数を確保するということについては、教員定数全体の在り方に関わることであり、慎重

に考えるべき点があるという認識であるが、例に挙げた教育委員会における様々な取組を参考

にしながら、引き続きどういった支援ができるか検討する。 

 

○ 要望２(2)について 

 まさに学校教育の成否というのは教師にかかっており、教職の魅力を向上させて、質の良い

人材を確保することは喫緊の課題である。このため、文部科学省においては働き方改革の様々

な取組と成果を踏まえながら今年度に勤務実態調査を実施し、教師の勤務実態や働き方などの

進捗状況をきめ細かく把握したいと考えている。その結果を踏まえ、給特法等の法制的な枠組

みを含めた教師の処遇の在り方にについて検討する。 

 

○ 要望４(6)について 

 今年度実施する勤務実態調査において最新の業務の実態や業務運営をきめ細かく把握するこ

とは当然であるが、前回の調査との比較、教員業務支援員の配置等、学校における働き方改革

に向けて実施した各施策の効果、それから新型コロナウイルス感染症対応が、教師の業務にど

う影響したか等についても、きめ細かく把握していく。 
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質疑応答 

○ 教員不足の解消について 

【全日教連】 

教員不足解消について現場の声をお伝えする。学校現場が最も切望することは、余裕をもっ

て教職員を配置するための定数増である。徳島県でも、既に教師が足りないまま新年度がスタ

ートしている現状があり、なかには定数より３人も少ないという学校もある。それは、病気休

暇や産・育休の代替教員を見つけることがすごく困難な状態だということである。代替教員も

４月当初から１年契約ならまだ可能性はあるが、病休や産育休は年度途中が多く、希望者の減

少等により講師登録者も少なくなっており大変難しい状況である。そのため、本来は喜ばしい

ことである出産が、若手教員には言い出すのが苦しいという現状さえ生まれている。またコロ

ナ禍もあり、教職員が感染した学校では、教育活動が成り立たないような状況になったとの報

告もあった。休職を見越した定数配置や、年度途中ではなく、早めに産・育休の取得を可能と

する制度を設ける等により、代替教員を見つけやすくするための様々な施策をお願いしたい。 

【文部科学省】 

 余裕ある定数については予算的に厳しいが、学校現場の実情を聞き、産・育休の代替教師の

確保が重要な課題であるとあらためて認識した。全体で教師の魅力を高めて、優秀な人材が教

師になる環境を作る必要性を強く感じている。 

【全日教連】 

教員不足のため、管理職が担任等をすることになる場合も多い。そうなると学校のマネジメ

ント機能が滞ることになり若手の指導に当たることができない現状も報告されているので、な

んとか改善をお願いしたい。 

【文部科学省】 

個別の運用については、先程の回答通りのスタンスであるが、各県の実情を収集し、一つ一

つ対応していきたい。先日の岸田総理の所信表明演説にも、教員不足の解消について触れ、こ

れからの取組を検討するとの考えを受け、担当行政府としてしっかり対応したい。他の県の実

情についても是非伺いたい。他県の状況はどうか。 

【全日教連】 

山口県でも４月時点で小中学校で 33名の欠員があった。７月の時点では 31名。ということ

は、補充されてもまた、どこかの学校で足りないという状況が続いているということである。

現場では１人教員が足らないだけで、その仕事を他の教員で補うことになるので、大変負担が

大きいという声が届いている。 

【全日教連】 

宮崎県では、校長が使うメール・ライングループがあるが、ほぼ毎日のように「○学校で□

の教科の先生が足りない」「担任が足りません」というメールがほぼ毎日のように行き交ってい

る。学校によっては専科をやるべき教務主任の先生が担任に入り、専科を解消して、担任が全

ての授業をやり、空き時間が全くないといった状況もある。 
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【全日教連】 

私は４年前に育休を１年間取得したが、最初は３ヶ月と校長に相談した。しかし年度途中の

３ヶ月だと代替教員を見つけることが難しいから１年育休取得を進められ、１年間取得した経

緯がある。このような男性の育休取得の促進という面からも、代替教員の確保の課題を解決す

る必要があると考えている。 

【全日教連】 

高校では、教科「情報」の教員が足りないという問題がある。福岡でも実際に不足している

ため、２つの学校を掛け持ちし、その結果業務に支障が出ているといった現状がある。情報の

教員の確保についてもお願いしたい。 

 【文部科学省】 

   教科「情報」の教員の確保については、文部科学省も大きな課題と捉え、その確保方策につ

いて取り組んでいる。かつて英語入試改革や、世界史未履修問題のようなことになっては絶対

にいけないので、国としてもできる限り対策を行う。入試においても「情報１」が始まるので、

子供たちの学びを保障するため、一歩でも改善できるようにしていきたい。 

【全日教連】 

保育所では、保育士がいないと子供を預かることはできないが、学校はそうはできない。こ

れは安全確保義務違反に当たるという指摘もあるほど、子供たちの安心安全な学校運営にも支

障が出ている状況である。このような各地の現状を鑑み、対策をお願いしたい。 

○ 教職調整額の引上げについて 

【全日教連】 

現在マスコミでも教員は「働きすぎ」「働かされすぎ」といった表現で報道が多くされている。

学校現場では、給特法改正により定められた勤務時間の上限月 45時間以内を守るよう、教育委

員会からも管理職からも指導され、働き方改革により業務を縮減する努力をしている。当初よ

りは勤務時間が少なくなっている可能性は高いが、一方で時間内に勤務を終了するのが難しい

現状が報告されている。しかしながら 45 時間以内を達成し、40 時間になれば良しという問題

ではない。たとえ 40時間であっても十分に時間外勤務が多いことは間違いなく、給特法におけ

る教職調整額４％の算定基準は昭和 41年の約８時間から考えても５倍に相当する。やはり、現

在の教職調整額の割合を最低でも８％程度に引き上げることが必要不可欠であると考える。そ

の点については文部科学省としてどのように考えているか。 

【文部科学省】 

教員の勤務時間については、勤務実態調査をきめ細かく調査した上で、今後様々検討してい

くことになる。 

 【全日教連】 

教職調整額が残業代支給に代わることは、教師の勤務態様の特殊性を鑑みると非常に把握が

困難であり、残業を見極め、命ずる校長の立場からすると、「○○は残業だが、□□は残業では

ない」という見極めが非常に困難であると考えている。そこで全日教連としては、給特法の枠

組は維持したままで、教職調整額の割合の引き上げを求める立場である。 
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【文部科学省】 

総理の所信表明演説にも含まれ、また多くの大臣が様々な場で答弁されている。文部科学省

としてもアンテナを高くして、教師の勤務態様の特殊性等についても様々な意見を聞きながら

検討していきたい。 

○ 教員勤務実態調査について 

【全日教連】 

教員勤務実態調査については、各調査項目の実態、教員の勤務内容、時間、心理状態を正確

に把握できるように努めていることに感謝申し上げる。現在、働き方改革を実行性あるものに

しようと各都道府県等で様々な取組がなされている。また、文部科学省が出した事例集等も現

場では参考にしている。そのような取組の効果や実証の指標となるのが今回の教員勤務実態調

査となると考えている。例えば前回調査では、教員の勤務時間に及ぼす学校の取組や個人差の

大きい業務の取組等の傾向が分析されていた。今回の調査においても前回調査との比較や勤務

時間の質、また教員の生活状況等をクロス集計することにより、教員のワークライフバランス

の実態を把握してほしい。 

【文部科学省】 

EBPM（エビデンスに基づく政策立案）と言われて久しい。データを正確にとり行政を行うこ

とは、特にこの場合は大事だと考えているので、今の指摘部分については、データの質を確保

した上で政策に生かせるよう十分に留意する。 

【全日教連】 

全日教連が行った勤務の実態調査によると「勤怠管理に関する客観性の担保」の項目では ICT

化が進み、確実に客観性の担保が進んでいる（担保されている 44.9％、どちらかといえば担保

されている 43.7％）。ただ担保されていないとの回答が 11.3% ある（どちらかと言えば担保さ

れていない 9.8％、担保されていない 1.5％）。その理由は「記録が修正できる」ということで

ある。また入力時点で実勤務時間を入力していないとの回答や、退勤時間入力後に業務を続け

ているとの声もあった。さらに市区町村によっては、朝の勤務時間はカウントしない地域もあ

る。 

【文部科学省】 

データの実態も含めた話を伺ったので参考にしていく。 

【全日教連】 

教師の魅力向上の点からいうと、栃木県では宇都宮大学教育学部が群馬大学と共同教育学部

として教員養成に取り組んでいる。これが教師不足解消の方向に進むかという点について注視

しているが、文部科学省としても、教員の養成段階から指導してほしい。 

【文部科学省】 

総合教育政策局の管轄であり、総合教育政策局人材政策課では採用段階から一気通貫でやる

ことが課のミッションである。今の宇都宮大学と群馬大学のような教員養成系の大学が協力し

ていくことは大事だと考えている。初等中等教育局としても十分に連携をとって、中教審でも

議論されている教員のあるべき採用の姿についても検討を進めていく。 
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【財務省】 
要望内容 

 

文教予算の充実に関する要望 

 

 １ 文部科学省・スポーツ庁・文化庁が概算要求で示した施策について、特に以下の事項につい

ては必ず予算を確保すること 

(１) 小学校高学年における教科担任制や小学校における 35 人学級の推進に必要な予算１兆

5,108億円 

(２) 教員業務支援員や学習指導員の配置を支援する補習等のための指導員等派遣事業に必要

な予算 153億円 

(３)  部活動の地域連携やスポーツ・文化クラブ活動移行に向けた環境の一体的な整備 118億  

  円 

(４) 「新たな教師の学び」を支える研修体制の構築に必要な予算 46億円 

(５) １人１台端末を有効に活用するための GIGAスクールにおける運営支援、指導力向上支援

等に必要な予算 115億円 

(６) GIGA時代・クラウド時代の教育 DXに適合するための次世代の校務デジタル化推進実証事

業に必要な予算 10億円 

(７) 学習者用デジタル教科書の効果や影響を把握するための学習者用デジタル教科書普及促

進事業、デジタル教科書・デジタル教材等の活用のための通信環境の調査研究に必要な予算

29億円 

 (８) 消毒液や保健衛生用品の整備支援をはじめとする学校保健の推進と感染症対策の充実に

必要な予算７億円（＋事項要求） 

(９) バリアフリー化や空調の設置、トイレの改修等をはじめとする公立学校施設の整備に必

要な予算 2,104億円（＋事項要求） 

(10) スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置促進をはじめとするいじめ

対策・不登校支援等総合推進事業に必要な予算 106億円 

(11) 教育専門職の職責に見合った諸手当となるような管理職手当（校長、副校長・教頭の支給

率）の改善 

２ 関係省庁と連携し、以下の教育施策の実現に向けた財政面での検討を行うこと 

(１) 教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るために、義務教育に係る経費を全額国庫負

担とすること 

(２) 少人数によるきめ細かな指導体制の実現に向けて、中学校においても１学級の生徒数の

標準を35人に引き下げること 

(３)  「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を実現するため、小学校・中学校

ともに、30人学級を見据えて継続的に議論を進めること 

(４) 将来にわたって優秀な人材を確保するために、人材確保法の初心に立ち返り、教員給与の

優遇部分の大胆な拡充を図ること 
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財務省回答 

今まさに補正予算の編成真っ只中であり、例年より早いタイミングになっている。例年、この

補正予算と通し予算合わせて議論をしており、今、文部科学省担当として文部科学省と議論をし

ているところである。 

○ 要望１(1)について 

教科担任制については文部科学省からの要求通り、令和４年から４年程度かけて計画的に配置

を進めていくということについて異論はないので、引き続き文部科学省と折衝を行う。35 人学級

に関しては令和３年３月の義務標準法改正を踏まえ、令和７年度までに小学校の 35 人学級を計

画的に進めることになっており、令和５年度は小学校４年生まで行う。 

○ 要望１(2)(3)(4)について 

教員業務支援員や学習指導員の配置については、効果的・効率的な配置について検討中である。

また部活動の地域連携及び「新たな教師の学び」予算についても年末まで検討を行っていく。 

○ 要望１(5)(6)(7)について 

１人１台端末の効果的な活用や教育 DX 推進における校務のデジタル化等については、補正予

算で配当できないか議論をしているところである。デジタル教科書についても検討している。 

○ 要望１(8)について 

感染症対策については、コロナも落ち着いてきてはいるものの必要なところに必要なものを措

置していくということになっていく。今後コロナに対する予算については全省庁とも徐々に平常

時に戻ってくるという考え方をもっているのでそれも踏まえて検討する。 

○ 要望１(9)について 

バリアフリー・空調・トイレの改修等の施設関係については、国土強靱化５か年計画において、

計画的に整備を進めている。耐震化についてはかなり進んでいる状況であるので、今後は老朽化

対策を含め、どこを重点的にやっていくかについて文部科学省と検討していくところである。 

○ 要望１(10)について 

スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置促進については、教員業務支援員

等と同様に、どのように配置すれば効率的・効果的に可能になるかということを文部科学省と検

討する。 

○ 要望１(11)について 

管理職手当等の諸手当については要求はされているが、外部人材の活用により管理職の勤務時

間が削減されているという例もあるので、まずは学校における働き方改革を着実に実施し、教員

の業務負担の軽減等に取り組むことが先決だと考えている。 

 

次の２の要望については、財務省は予算要求項目について検討するという立場になる（ので要

求されていないものについては回答できない）。他方予算を効率的に執行し、より良い日本になる

ように財務省からも提案する話でもあるので、現時点で申し上げられる限りで回答する。 
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○ 要望２(1)について 

義務教育にかかる経費を全額国庫負担にすることについては、義務教育にかかる経費とはどこ

までかということも難しい。教員の給与は国庫負担割合が２分の１から３分の１に変更され、そ

の分は一般財源化され地方にお金を渡している。例えばこれをまた全部国で負担するということ

になると、地方の財源を返還してもらう話になってしまう。単純に教員の給与の話であっても全

額国庫負担にするとまた地方の財源を国に戻すことになる。予算が無尽蔵にあるわけじゃないの

で困難である。 

○ 要望２(2)(3)について 

中学校の 35人学級化については、小学校において、学力の育成や教育活動に与える影響や外部

人材の活用による効果について、実証的な検証を行うことにより提言を可能となると考えている。 

○ 要望２(4)について 

将来の優秀な人材を確保するために、人材確保法の初心に立ち返り教員給与の優遇部分の大胆

な拡充を図るということについては、繰り返しになるが文部科学省において働き方改革の徹底に

取り組み、各教育委員会で学校行事の精選等を行うよう周知している。教育の質を向上させるた

めには、授業に教師が注力出来る働き方改革の取組を進める必要がある。国もかなり働き方改革

を進めているところであり、私たち財務省においても、教育に携わる教職員も同様の意識で、こ

れまでの業務を見直す視点で働き方改革を進めていかなければいけないと考える。今年度予定さ

れている教員勤務実態調査において、働き方改革の取組と勤務実態の相関関係等を分析し、エビ

デンスに基づいた働き方改革を進めるべきだと考えている。 

 

 

質疑応答 

○ 教員業務支援員の配置について 

【全日教連】 

 教員業務支援員の実情を伝える。栃木ではコロナ対策での配置となっており、プリント作成

や行事の準備、片付け等、文部科学省が示している「必ずしも教師が担う必要のない業務」等

に従事しており、教師は大変助かっている。是非、概算要求通りの配置をお願いしたい。ちな

みに栃木では、１時間あたり時給 1,077 円で週５時間計 630時間以内で募集をしている。その

ような状況を含め、先程話にあった効率的・効果的な配置について、財務省は文部科学省とど

のような折衝をしているのか。 

【財務省】 

 全ての学校に教員業務支援員の方が配置できるかどうかというのは自治体の負担の関係もあ

るので難しいこともあると思う。私は北海道の小さい学校出身で、そういった小規模校への配

置は、かなり教員も少なく、コストパフォーマンスを考えると難しいのではないだろうか。も

ちろん、少ない教員で学校を回すのは大変であるので効果的だということもあるかもしれない

が、効率的という意味では馴染まないのではないか。もちろん大規模校に配置すればよいとい

うことも一概に言えないので、その配置については議論していく。 
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【全日教連】 

都道府県が配置するので、都道府県で検討しながら配置し、その実証が文部科学省へ、そし

て財務省に上がって予算配当されるということか。 

【財務省】 

その通りである。 

【全日教連】 

現在は、自治体が 2/3負担で、国からの補助が 1/3 であるので、国からの補助がいつまで続

くかということも考えた上での配置になっている現状がある。 

【財務省】 

令和４年度も予算は措置されているので、これから小中学校に対する予算の組み方を大きく

変更するといったことがない限りは支援人材を配置していくという方向がいきなり削減される

ということはおそらくないと考えている。 

○ スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置について 

【全日教連】 

 私は今、現場で生徒指導主事をしており、校内の多くの子供に関わっているが、それぞれに

様々な困り感を持ちながら生活しているということが本当によく分かる。その中で、不登校や

いじめ等の場合、そういった子供たちは学校に適応できないという表現をされるが、学校自体

の体制やシステムも、人員不足等も含め、子供の変化に適用できてないのではないかと感じる

ことがある。その際に必要となるのが外部との連携であり、スクールカウンセラーやスクール

ソーシャルワーカーがこれにあたる。現在の人数ではきめ細かな対応は難しい。なんとしても

増員をお願いしたい。 

【財務省】 

確かに少子化もある中、心に不安を抱えている子供を支援することは大切なことだと考えて

いる。他方で、文部科学省からは様々な分野で多額の要求が出ており、収入が限られているな

かで予算を策定するのは悩ましい。ただ必要なところについては、全額認めるというのは難し

いと思うが、少しずつ拡充を図るべく予算の編成を進めている。 

【全日教連】 

効果的・効率的な配置ということだが、子供がいつ不適応を起こしたり、問題を抱えたりす

るかは予測できるものではないので、やはり全ての学校に常勤で配置されることがベストだと

考えている。また小学校から中学校への進学の際の引継ぎにおいても、スクールカウンセラー

やスクールソーシャルワーカーが関わるとスムーズに情報のやりとりができるので、そのよう

な体制整備をお願いしたい。 

【財務省】 

いま、全日本教職員連盟から実態を聞き、大切な分野だと改めて感じた。財務省担当者も十

分承知しているので、引き続き検討を進める。 
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○ 管理職手当の引上げについて 

【全日教連】 

先程の回答に、学校における働き方改革が管理職においても進んでいるのではという話はあ

った。今回の勤務実態調査の結果を見ないと分からないが、現場の感覚からすると、以前の教

頭の時間外勤務が 100時間近くもあるといった状況からは若干緩和されてきているかもしれな

いと感じている。それはまた、コロナで学校が若干早く終わるということも加味されているか

もしれない。けれども実態としては、ただ持ち帰り業務が増えているだけの場合があるとの報

告がある。またコミュニティスクール等もあり、地域や社会団体との会合が増える等、目には

見えない業務時間が増えている現状もある。 

また、管理職として学校マネジメントに関わる業務については外部に任せるわけにいかない

のでこれ以上削減することはできず、さらにまた、新たな研修制度が始まることから、管理職

が教師の研修履歴を把握し、指導しなければならないことからの業務増も予想されるので、管

理職手当の増額をお願いしたい。 

【財務省】 

管理職、特に教頭先生は大変な職責であると理解している。そのため事務的な業務について

は教員業務支援員等の配置により負担を減らしている現状もある。また教育予算については、

義務教育の国庫負担金について 35 人学級の実現に財源が必要なので、計画的に進めているう

えに教科担任制の導入予算もあり、管理職手当については今年も困難であると考えている。 

【全日教連】 

難しいということは理解した。ただ、都道府県によっては管理職を敬遠し定員の充足ができ

ないという声もある。引き続き検討をお願いしたい。 

【財務省】 

 今、コロナ禍の現状の話があったが、コロナ禍は仕事のやり方を見直すきっかけになったと

考えている。学校の場合は子供とコミュニケーションすることは大切だということは理解して

いる。我々の仕事でも、例えば実際に文部科学省と顔を合わせて議論することも大切であると

考えている。しかし、コロナ禍で接触できなかったことからオンラインでやり取りが増えてお

り、やはりこれを機会に変えていかなくてはいけない時なのかなと我々も本当に実感している。

そういった中で、まだ業務を見直す余地がないか考える必要があるのではないか。担任等の現

場の先生だと自分の児童生徒を見るのが手一杯で業務を見直すマインドが起きない可能性がる

ので、もしかしたら教頭先生等が引っ張っていかなくてはいけないことかもしれない。そうい

う意味を含めて、是非働き方改革推進について現場でも考えてほしいと考えている。 

【全日教連】 

それは私たちも一番意識しており、団体としても会員の意識改革が必要だと訴え業務改善を

進めている。一方で、もう改善できることはここ何年でやり尽くしたのではないかとも思って

いる。私たちの仕事は「子供たちにとってどうか」「全ては子供たちのために」ということが基

準となるので、業務改善だけでは限界が来ていると考えている。あとは、先述したような「必

ずしも教師が担う必要のない業務」を学校において担う人材の配置をお願いしたいということ

である。 
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【全日教連】 

予算が限られていることは重々承知しているが、優先順位を考えると、何より国がすべきは

教育の充実のための予算確保ではないか。我が国の未来を創る子供の育成、北海道で小さい学

校であっても、どこに住んでいても等しく教育を受けられるようにする必要がある。地方の判

断で教育に係る費用が削られることはあってはならない。その点からも国庫負担や教職員の給

与・待遇の改善も含め、今後検討してほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

要望書を手交する堀江誠人

主計官補佐と全日教連役員 
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【デジタル庁】 
要望内容 ※は重点要望事項として回答を求める事項 

 

教育のデジタル化に関する要望 

 

文部科学省と連携し、教育のデジタル化に関する以下の施策の実現を図ること 

 

１ 学習指導における ICTの効果的な活用を推進すること 

※(1) １人１台端末を遅滞なく利用できるよう、高速大容量の通信環境の整備を進めること 

(2) 義務教育との円滑な接続を図るために、高等学校における１人１台端末の整備を進めること 

(3) 学習内容に応じた１人１台端末の活用のために、デジタル教科書やデジタル教材の整備を進

めること 

(4) 義務教育段階においてデジタル教科書を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 

(5) 児童生徒が有効かつ安全に端末を使用できるよう、フィルタリング等のセキュリティ対策の

充実を図ること 

(6) １人１台端末を活用した授業を行うために必要な指導者用端末の整備・更新を進めること 

(7) 低所得世帯が情報端末や通信環境を整備するための支援の充実を図ること 

 

２ ICTを効果的に活用した校務の円滑化を図ること 

 (1) 教育データの利活用に当たっての留意事項（Ｑ＆Ａ集）を作成する際には、学校が安心して教

育データの利活用ができるよう留意すること 

※(2) 次世代の校務デジタル化推進実証事業における実証研究を推進し、関係省庁と連携して各自

治体の統合型校務支援システム導入と改善を支援するとともに公簿等諸表簿のデジタル化を促

進すること 

(3) 学校が作成する公簿等のデジタル化を進めること 

(4) 幼児教育においても教職員が ICTを効果的に活用できるよう、必要な環境の整備を進めるこ 

  と 

 (5) 学校における ICTの活用を支える情報通信技術支援員等の外部人材の配置促進を図ること 

(6) 学校を対象とした各種調査のデジタル化を進めること 

 

３ デジタル・シティズンシップに対する国の見解を示し、それらを取り入れた情報モラル教育や

保護者に向けた啓発活動の推進を図ること 
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デジタル庁回答 

令和３年９月にデジタル庁が発足した。その直後の全日教連の要望の際には、７月に行った

「GIGAスクール構想についてのアンケート」の取りまとめ結果を公表した直後であり、令和４年

１月に発表した「教育データ利活用ロードマップ」の準備をしていた時期であったと記憶してい

る。それからここまで、教育関係では「教育データ利活用ロードマップ」を共同で作成した文部科

学省、総務省、経済産業省とは今も参事官クラスが毎週コミュニケーションを取りながら進めて

きている。ロードマップを策定したことにより、それぞれの役所や部署が担当している事業の把

握も進んできている。とくに教育分野では、文部科学省の今後の教育の方針、デジタル化と個別

最適化との関連、校務のデジタル化等についても中教審の専門委員会等で議論が始まったと承知

している。そのような中で、デジタル庁がどのような役割を果たしているかということについて

は、個別の政策では各省庁の担当が行い、特にその中で専門的なことについて委員会のメンバー

に専門家としてのデジタル庁担当者が入ったり、オブザーバーとして助言したりするというやり

方で関わっている。また、昨年度からのアップデートでいうと、デジタル化の大きな流れを推進

していく中で、大容量高速通信やクラウド化等とセキュリティの関係については、文部科学省の

「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」（令和４年３月一部改定）の改定につい

て、デジタル庁のメンバーも貢献できたと考えている。このように一歩ずつ文部科学省と協力し

ながら前進させているところである。これからも、８月に出された校務のデジタル化についての

中間報告（「GIGAスクール構想の下での校務の情報化に係る論点整理（中間まとめ）」（令和４年８

月）が出たところであるし、中教審におけるデータの有識者会議（教育データの利活用に関する

有識者会議）等においても色々な議論を行っているので、様々な分野においてデジタル庁として

貢献していきたいと考えている。 

 

質疑応答 

○ 通信環境整備について 

【全日教連】 

１人１台端末が配付され、学校現場では授業で積極的に使用している。その中での問題は通

信環境の問題である。一刻も早く高速大容量の通信環境を整備してほしい。現在の状況では、地

域によっておおきな差があるのが現状である。ローカル５Gの活用やサイネットの開放等、様々

な方法が提示されているので、デジタル庁が指揮をとり、子供たちの学習がスムーズに進むよう

な環境整備を行ってほしい。 

【デジタル庁】 

事業主としては文部科学省の管轄となる。回線が遅いとか止まるという問題について、原因、

つまりボトルネックが複数あると、やはりそこに対して手を打たないと、いくら回線を太くして

も実際に使う時の速度は速くならないという問題があるということが現場の実態としてあると

いうことをデジタル庁としても把握している。それら個別にある種のコンサルティングをして、

そこにあった解決方法を提案するという事業を文部科学省がかなり力を入れているので、まずは
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その進展により解決を進めていくことになる。ただ、もっとマクロに見ていくと高速化の方法と

いうのもいくつかある。例えば SINETを利用する等である。ただあれも SINETがマッチするとこ

ろもあればそうではないところもある。またコスト面での問題もある。そういった技術的な面

は、通信については総務省と一緒にデジタル庁として議論をできているので、しっかりと整備し

ていきたいと考えている。 

【全日教連】 

教育分野におけるデジタル庁の立場・役割としては、例えば文部科学省が進めている事業につ

いて、技術的な分野でのアドバイス等を通じて関わっているという認識で良いか。 

【デジタル庁】 

その通りである。文部科学省の事業としての教育に係るネットワーク分野についても、文部科

学省だけで考えるのではなく、国全体の大きな通信全体の問題であるとか自治体毎の整備につい

ては、担当省庁である総務省の話も聞かないといけないということが話題にも出てくる。そうい

った議論について、デジタル庁が発足したことにより、みんなが集まって議論できるようになっ

たというのがやはり大きな改善なのだと思っている。 

【全日教連】 

全日教連としても、これまでは文科省には SINETの開放、総務省にはローカル５Ｇの活用とい

ったように、それぞれに個別に要望している。今後は、今日のような形でデジタル庁に要望する

ことにより、関係省庁をつないで改善案を提示してくれるという認識で今後も要望していく。 

○ 統合型校務支援システムについて 

【全日教連】 

学校における働き方改革の推進が叫ばれる中、統合型校務支援システムの導入が大きな解決

策の一つなのではないかと言われている。導入率については地域差が激しく、まだ約２・３割

しか導入が進んでいない地域もあれば、100％導入を完了した地域もある。全国的には 73.5％

の割合で導入されている。ただ問題なのは、市区町村毎の財源で行っている事業なので、フォ

ーマットが全く統一されていないということである。私たち地方公務員は県の中で異動するの

で、せっかく働き方改革を推進するために導入しているのに、取り扱っているデータの種類や

方法が全く違うので、異動の度に覚え直さなくてはならないという問題がある。またこれは児

童生徒の転校等の在籍異動があってもそのデータは使えないという問題でもある。この問題に

ついても、令和５年度文部科学省予算でも概算要求されている（令和５年度文部科学省概算要

求「次世代の校務デジタル化推進実証事業」10億円）が、この点についてはデジタル庁として

はどのように関わっていくのか。 

【デジタル庁】 

 基本的なデジタル庁の関わり方については先程の回答と同様であるが、校務の情報化の専門

家会議（「GIGAスクール構想の下での校務の情報化の在り方に関する専門家会議」）でも議論さ

れている、自治体によって異なるシステムの標準化やクラウド化の話であると承知している。

やはり難しいのは、データは同じデータを使っていてもインターフェイスや使い勝手等が違っ

ているという問題ではないだろうか。デジタル庁としてどこまで直接関与するかということは

あるが、ただ教育に限らず、デジタル庁全体として、人にやさしいデジタル化、誰一人取り残
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さないデジタル化ということを推進しており、UX （ユーザーエクスペリエス）の考え方で、デ

ジタルを使ったうえで、それをフィードバックし、デジタル化を実装していくということが大

事だと思っているので、まさに学校においても、教職員が感じる使い勝手をフィードバックす

ることにより次のシステム更新や校務の利便性、ひいては働き方改革の推進につながるように

変わっていくとよいと考えている。デジタル庁として、業務の標準化とくにクラウド対応等に

ついて、担当を 20業務ほどやっているが、その中で校務の情報化については、もう既に専門業

者が色々な機能を開発している。それらを整合させた上で、民間の創意工夫で様々なサービス

が存在する中で、良い機能は引き続き利用できるようにすること等の、競争の部分と協調の部

分についても考えていく。データを連携させるところでは、帳票のデジタル化等を進め、転校

や進学時にデータの引き渡しができるよう、そこは協調領域としてデータの標準化を行い、で

きるだけ入力は１回で済ませることができるようにすることが重要だと考えている。これは、

教育分野だけではなく、日本のデジタル全体の共通課題であると認識しているので、そういっ

たものをどうやって実際にシステム開発出来ていくのか、ある種標準化のところをこれからデ

ジタル庁としても議論していかないといけないと考えている。 

【全日教連】 

現場の教職員にとって、校務支援システムを導入したは良いが、具体的にそのような事態が

既に起こり、混乱を生み出しているということをデジタル庁に認識されることが重要であると

考えている。指導要録等の電子化は実現しても、引継ぎ資料としては、紙に印刷せざるを得な

い現状も未だにある。このような電子送付等についても事業主体は文部科学省であると思うが、

そこにデジタル庁が積極的に関わり、改善していってほしい。 

【デジタル庁】 

 例えば校務の中にある名簿情報等は、最適な標準規格があり、それを全ての校務支援システ

ムを作成しているメーカーが準拠すると、そのデータのやり取りは、ある種ボタン１つでもう

本来は済むはずである。そこについては、標準そのものがある種の業界規格であるから、デジ

タル庁や文部科学省が決めるといったものではなく、校務支援システムを開発する際には、こ

のようなデータの形にしようということを業界で決めているので、むしろそこがきちんと、色々

なデータがつながるような形で、ガバメントクラウド（政府が提唱している大規模な ITプラッ

トフォームであり、クラウド活用を前提として行政サービス全体のデジタル化を推進するもの）

に上がってくる情報とどのようにつなげるか、あるいは他の様々な業界と比べて、あの適正な

標準化ができているのか等についての議論には、デジタル庁が関与しても良いのではないかと

考えている。標準化が進み、システムが更新の度に新しいものになることにより、今までつな

がることが出来なかった A 市のシステムも B市のシステムも標準に乗っ取って開発しているか

ら、メーカーが違ってもデータのやり取りができるようになったという段階において、これか

らは紙での送付をやめて、データでの送付が実現するというように段階を踏んで、変わってい

くのではないかと考えている。そのためデジタル庁としては、技術を生かした業務の改善をし

っかりと後押ししていきたい。 

【全日教連】 

実際に現場では、デジタルで記録を作成し、デジタルと紙媒体の両方で保存するといった二
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重になっている現状がある。将来的にはデジタルデータのみの保存に進むことを期待してい

る。先程の回答にあったように近い将来現実化していくことができたら、現場の先生にとって

の明るい未来が見えてきたのではないかと考えている。 

【デジタル庁】 

まず最初の一歩はできる限り、教職員が直接入力するという回数を減らすという方向に、こ

のデータの標準化が進むことが重要であると考えている。名簿を一回作成すれば、次はその名

簿の情報を基に色々なものに登録されることにより、何度も名前等を入力するといった負担等

を減らしたいと考えている。そしてそれは手作業でのミスの削減にもつながる。まずはこれを

デジタル庁としてはじめの一歩として頑張りたい。 
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企画官と全日教連役員 


