
文教予算の充実及び
教育制度の改善に関する要望

－１人１人のwell-beingの実現のために－

全日本教職員連盟



栄養教諭・学校栄養職員

小 学 校

中 学 校

教科担任制の推進等のための
加配定数の拡充

全日本教職員連盟

① 学級編制基準の引下げと教職員定数の改善を！

35人学級か
ら30人学級
への検討を
お願いしま
す！

小学校に引き続き35人学級へ

共同調理場
6001人以上⇒3001人以上で3人配置

単独給食実施校
550人以上⇒450人以上で1人配置

それ未満は3校で1人配置

民設民営調理場
配置基準の新設

特 別 支 援 学 級

自閉症・
情緒障害学級

知的障害学級

高 等 学 校

加配定数の堅持

１人１人のwell-beingを実現するためには、きめ細かな指導が欠かせません。学
級編制基準の引下げと教職員定数の改善をお願いします。

養 護 教 諭 学校事務職員

851人⇒651人で
２人

801人から601人で
２人

27学級⇒18学級で
２人

21学級⇒14学級で
２人

中学校
では

教育課題への
対応のために
学級編制基準
の引下げをお
願いします！

教育課題への対応
のために配置基準
の引下げをお願いし
ます！

基準を障害種別に定
め、子供たちと向き
合えるようにお願い
します！編制基準

８人

６人

定数改善
計画の早
期策定を
お願いし
ます！

複数配置
基準の引
下げをお願
いします！

小学校
では



また、管理職手当の改
善については、毎年度
概算要求されるも実現
に至りません。

昨年度９月に実施した会員対象
の調査で、より優秀な人材を確
保するために必要な方策を聞い
たところ、働き方改革の更なる
推進が必要との回答が75％、
給料表改定が69％、教職調整
額や諸手当の改定は56％でし
た。働き方改革に真摯に取り組
んでいる現場からは、処遇改善
を求める声があがっています。

全日本教職員連盟

② 優秀な人材の確保や教育の質の維持向上のために
も教職員給与の改善を！

給特法の基本的な枠組みを維持した上で、教職調整額の引上げや諸手当の改善
をお願いします。（４％から８％）

人材確保法
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昭和49 昭和53 平成13～17 平成24以降

公立学校の給与水準の推移

教員の給与を一般の公務員より優遇すること
を定め、教員に優れた人材を確保し、もって義
務教育水準の維持向上を図ることを目的に昭
和48年に成立し、昭和49年に施行。

優遇部分は53年から年々減り続
け現在では、現在では0.32％に！

令和3年度（令和2年度実施）公立学校教員採用選考試験の実施状況のポイント（文部科学省）

小学校 1,218人
中学校 868人
高等学校 217人
特別支援学校 255人

教員不足

全国の公立学校で合計2,558人
の教師が不足している！

受験者数、採用倍率共に年々減少
し、令和３年度は、倍率が2.6倍に！

「我が国の教育行政について（文部科学省）」より抜粋
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②支援人材の配置拡充を！③ 「令和の日本型学校教育」実現のために、支援人
材の配置拡充を！

学校現場を支える支援人材

教員業務支援員103億円（24,300人）
教師の負担軽減を図る

学習指導支援員 50億円（18,000人）
個別最適な学びと協働的な学びの実現

部活動指導員 24億円（21,000人）
生徒のニーズを踏まえた充実した活動とすると

ともに、教員の部活動指導における負担軽減を図る

スクールカウンセラー 71億円（全公立小中学校27,500校） スクールソーシャルワーカー 30億円（10,000中学校区）
様々な課題を抱える児童生徒への早期支援、不登校状態にある児童生徒への手厚い支援に向けた相談体制の充実
学校における児童虐待の未然防止・早期発見や、児童虐待発生時の迅速・的確な対応に向けた相談体制の充実

個別最適な学びの実現及び学校における働き方改革推進のために、学校現場を
支える様々な支援人材の整備をお願いします。

医療的ケア看護職員・外部専門家 44億円（4,088人）
医療的ケアを受けることが不可欠である児童の療養上の世話
又は診療の補助

学校運営協議会委員 地財措置
学校と地域住民が協力し学校運営に取り組む

ＩＣＴ支援員 地財措置
教師の負担軽減を図る

外国語指導助手 地財措置
外国語の授業を補助する

スクールロイヤー 地財措置
学校で起こる様々な問題について法的視点でアドバイスをする

学校司書 地財措置
学校図書館の整備

観察実験アシスタント 国庫補助
理科の支援

日本語指導補助者・母語支援員 国庫補助
教師の負担軽減を図る

例えば、教員業務支援員の配
置により、学校現場からは、プ
リントや配布物等の準備をして
いただけるので、子供と向き合
う時間を確保することができる
との声が届いています。
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④ 「新たな教師の学びの姿」を実現するための教員研
修制度の構築を！

教師にとって研修は必要不可欠なものです。教師自らが「学びのロールモデル」

となるような教員研修制度構築のための予算確保をお願いいたします。

研修受講履歴の管理

教 員 免 許 更 新 制 の 発 展 的 解 消

新たな教師の学びの姿の実現

・研修受講履歴記録システム
・研修プラットフォーム
・教員研修コンテンツ

・教員研修のモデル開発

学校管理職等との対話

・オンライン研修の開発・充実
・新たな指導法や研修手法の開発
・「次世代型教師研修開発センター
（仮称）」設置
・研修動画撮影スタジオ
・最先端の研修施設

・ラボスペース

教員研修の高度化

教職員支援機構の機能強化

自らの職能開発のニーズに合
わせた受講プランをセルフプ
ロデュースし、資質能力の向
上を！

＜教員免許更新制の課題＞
① 教師の資質能力の確保
② 教師や管理職の負担軽減
③ 教師の人材確保

の並立が困難であった。



大 会

・指導者資格取得の義務付け（オンライン資格取得の推進）
・部活動指導員が地域移行後も指導に携わる
・教師への兼職兼業発令のための体制整備

施 設

・専門性や資質を有する指導者の確保
・指導力があり、指導を強く希望する教師の活用
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⑤ 部活動地域移行のための環境整備を！

費 用

関 連 諸 制 度

指 導 者

・学校施設（体育館、音楽室等）の活用のあたっては、集中
取組期間を設け、国庫補助率を嵩上げし改修する

・公共のスポーツ施設や民間等のスポーツ施設の不足
・文化施設や楽器の保管場所等の不足
・学校施設利用の際の、施設管理の負担が増大

・参加資格の緩和
・教師が運営に参画する場合の兼職兼業発令

・参加が学校に限定された大会、コンクール等への参加
・中体連と競技団体が主催する大会の併存
・勝利至上主義による行き過ぎた指導
・休日の大会、コンクール等の運営

・「指導に見合った対価を払う」というコンセンサスを得る方策
・国費による受け皿団体への支援、生活困窮世帯への援助

・保護者が支払う会費等の負担
・経済的に困窮する家庭の会費

「学校教育の一環として」の部分の削除を含め、部活動は必
ずしも教師が担う必要のない業務であることや、社会教育と
しての位置付け等を明確にし、地域移行を促進する

〈学習指導要領〉
部活動については、スポーツや文化、科学等に親しませ、

学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等、学校教育が
目指す資質・能力の育成に資するものであり、学校教育の
一環として、教育課程との関連が図られるよう留意すること

〈入試制度〉
推薦入試等の入試制度

・入試制度と部活動の関係の見直し、整理
・勝利至上主義からの脱却
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受け皿となる団体の整備や指導者の質・量の確保等の施策推進及び制度改正と
ともに、国からの支援が不可欠です。概算要求（118億円）の確実な予算化をお願
いします。
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⑥ 教育DXを推進するために、ICT環境の整備や、教育
データを利活用できる環境整備を！

GIGAスクールを基盤とした教育DXの推進

個別最適で効果的な学び

GIGAスクール、オンライン教育等の教育DXの進展は、多種多様な教育データの利活用によ
る教育の質向上につながります。教育DXの推進に向けた予算確保をお願いします。

校務の効率化 教育データの利活用

時間・距離などの制約を
取り払った協働的な学び

障害のある
児童生徒への支援

AIドリル

学習履歴の蓄積

教育ビッグデータ
の活用

デジタル教科書

地域・学校間で
のデータ共有

統合型
校務支援システム

家庭での端末利用
オンライン学習

STEAM教育

健康・福祉情報
との連携

R５文部科学省概算要求

GIGAスクール運営支援センター整備事業（102億円）

GIGAスクールにおける学びの充実 （10億円）

学習者用デジタル教科書普及促進事業
デジタル教科書・通信環境の調査研究（29億円）

次世代の校務デジタル化推進事業（10億円）

MEXCBT等の機能改善と拡充（10億円） 令和６年度から順次CBT化
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⑦ 子供の福祉の充実のため、こども家庭庁を中
心とした支援体制の充実を！

いじめ 貧困

文 部 科 学 省 厚 生 労 働 省 法 務 省内 閣 府

孤独

虐待

育児

障害

孤立

出産 妊娠

子供を取り巻く諸課題

こども家庭庁が中心となり一体的で迅速な施策の推進

子供の福祉の充実のために全日教連が必要と考える施策

・課題を抱える家庭への児童相談所や子育て世代包括支援センターによる支援体制
の充実。
・発達障害の早期発見・早期支援に向けた5歳児健診の法定健診化

未来を担う子供たち
の安心を確保するた
めに、デジタル技術
を活かして、関係諸
機関が福祉の連携を
図ることが必要です。

こども政策に関する総合調整機能を集約することによ
り、切れ目のないスムーズな情報共有がなされるよう、
一体的な子供の福祉政策の推進をお願いします。

年齢の切れ目
によって情報
共有が困難！

省庁間の連
携が難しく対
応が困難！
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⑧ 子供一人一人の教育的ニーズに応え、「個別最適な
学び」が実現できるよう、特別支援教育の充実を！

通級による指導を受けている児童生徒数の推移

・特別な支援を要する児童生徒の教育的ニーズに応
えるため、全ての教職員への研修機会の確保及び研
修内容の充実と、インクルーシブ教育システムの理念
の構築に向け、障害のある子供と障害のない子供が
可能な限り共に教育を受けられるよう、人的・物的環
境の充実をお願いします。

特定分野に特異な
才能のある児童生
徒に対する学校に
おける指導・支援
の在り方が有識者
会議で検討される
等、特別支援教育
の充実は必要不可
欠です。

特別な支援を必要とする児童生徒数は、
毎年増加!

特別支援教育を担う教師の専門性の向上

○全ての教師
・発達障害等の特性等を踏まえた学級経営・授業づくり
・特別支援教育に係る資質を教員育成指標に位置付け
・小・中・高等学校と特別支援学校間の人事交流の推奨
○特別支援学級、通級による指導の担当教師
・ OJTやオンライン等の研修の充実
・特別支援学校教職課程の一部単位の修得を推奨
・免許法認定講習等を活用した担当教師の専門性向上
○特別支援学校の教師
・特別支援学校教職課程の見直し、コアカリキュラムの策定
・特別支援学校教諭免許状取得に向けた優良事例の収集・
周知
・免許法認定通信教育の実施主体の拡大の検討



物的体制の整備（統合型校務支援システム）人的体制の整備（ＩＣＴ支援員）
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令和３年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果
文部科学省資料（令和４年３月１日現在）

地財措置された教育に係る経費の予算化は地方公共団体により大きな差があ
り、国の計画に則った教育環境整備のための働きかけをお願いします。

⑨ 地財措置された教育に係る経費の確実な予算化
を！

「ICT 支援員の配置促進に関する調査研究」アンケート調査及び
クイックヒアリング結果 文部科学省資料（令和３年３月24日現在）

ICT支援員の配置
は地財措置のため、
地域によって差が
あります。
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第三条 国は、毎年度、各指定都市ごとに、公立の義
務教育諸学校に要する経費のうち、指定都市の設置す
る義務教育諸学校に係る教職員の給与及び報酬等に
要する経費について、その実支出額の三分の一を負担
する。

第三条 国は、毎年度、各指定都市ごとに、公立の
義務教育諸学校に要する経費のうち、指定都市の
設置する義務教育諸学校に係る教職員の給与及
び報酬、教材費等に要する経費について、その実
支出額の全額（二分の一）を負担する。

教育の機会均等および教育水準の維持向上のために、最高法規である憲法に
教育に対する国の責務を明記をお願いします。

⑩ 教育の地域間格差を解消するため、憲法に教育に対
する国の責務を明記する等、学校教育の更なる充実に
向けた法整備を！
〈義務教育費国庫負担法〉

追加
拡充

〈教育基本法 第二章〉

（義務教育） 第五条
（学校教育） 第六条
（大 学） 第七条
（私立学校） 第八条
（教 員） 第九条
（家庭教育） 第十条
（幼児期の教育） 第十一条
（社会教育） 第十二条
（学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力）

第十三条
（政治教育） 第十四条
（宗教教育） 第十五条

（高等学校）
･･･ 新設

※ 中等教育後期の
役割を明確に位置
付ける

第二十六条すべて国民は、法律の定めるところにより、
その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

２ すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護
する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教
育は、これを無償とする。

〈日本国憲法 第二十六条〉

３ 教育に対する国としての責務について明
記する

教育充実につながるような追加を



全日教連
HP

提言やこれまでの要望
等を掲載しています！

全日教連

YouTube

提言の発信や各種研修
会動画等を配信してい
ます！

全日教連
Facebook

日々の活動や行事等の
様子を伝えています！

全日教連は、未来を担う子供たち、そして学校現場の最前線で真摯に
教育活動を推進する教職員のために、全力で活動します。

要望に対する御質問は、全日教連事務局までお願いいたします。
℡ ０３ ｰ ３２６４ - ３８６１（代表）


