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貴職におかれましては、我が国教育の充実発展のため平素より格別の

ご尽力をいただいており、心から敬意を表し、感謝申し上げます。

われわれ全国市町村教育委員会連合会は、市町村教育行政の責務の重

大さに思いをいたし、学校教育の充実をはじめ青少年の健全育成、生涯

学習の振興、体育・スポーツ、地域文化の振興、教育行政の活性化など

広範な諸課題に対処し、地域住民の負託に応えるため鋭意努力を重ねて

いるところであります。

このたび、本連合会において令和 2年度文教施策と予算に関し、単位

都道府県市町村教育委員会連合会の意見を集約し、次に掲げる諸事項を

要望としてまとめました。

つきましては、これらの諸事項が実現 。発展できますよう、特段のご

配慮をお願い申し上げます。

全国市町村教育委員会連

会 長  田 邊 俊

ィ(:薔塾
彫そぎ警で¬

暑墓即
Чヽ _コン ヽ いコ
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I 市町村教育委員会の充実

1 事務局等の充実

(1)教育行政の政治的中立性、安定性 。継続性を確保するための教育委員会制度の維

持・充実

(2)教育長、教育委員の待遇改善と研修の充実

(3)小規模市町村教育委員会の安定性 と均衡の継続を図るとともに組織 。運営体制充

実のための支援

(4)事務局と教育機関との情報ネ ソトワーク化の推進

(5)事務局職員の研修の充実

(6)へ き地学校すべてに派遣社会教育主事を配置することができる財政支援

2 指導体制の充実

(1)指導主事 。社会教育主事等の配置推進と助成

(2)指導主事の市町村教委への配置に対する助成

3 功労者表彰の継続

(1)叙勲 (教育委員等)及び文部科学大臣表彰の認定枠の継続

4 そ の 他

11)教育委員会関係団体への負担金に関わる地方交付税積算単価の増額

-2-



Ⅱ 生涯学習の振興

1 生涯学習審議会答申提言事項の早期実現

(1)法改正及び制度改正と助成制度の拡充

(2)地方公共団体 との連携・協力

2 生涯学習の基盤・推進体制の整備 と充実

11)社会教育指導員設置事業補助金の廃止に伴い、生涯学習指導員等新 しい補助制度

の創設

12)「生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律」に定める施策

への援助

13)図書情報システムのネットワーク化及び地域での情報共有システム構築化への助

成制度の創設

14)高齢者が持つ知識・技能を地域へ還元できるシステムを構築するための助成制度

の創設

15)生涯学習関連施設の情報化・ネットワーク化の推進

16)生涯学習センター・公民館等の設置 。改修及び生涯学習関連施設に対する補助制

度の創設

17)図書館の建設費の市町村への助成

18)司書人件費の助成

19)生涯学習推進事業補助費の拡大

1101 高校のない諸島において、中学からの高校進学の支援体制の設立
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Ⅲ 初等中等教育の振興

A 義務教育

1 義務教育費国庫負担制度の堅持

111 義務教育費全額国庫負担の実現

121 国庫負担による義務教育諸学校の教科用図書無償給与制度の堅持

13)「学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に

関する特別措置法」の堅持 。国庫補助・委託事業の早期決定 (内 定)及び事業費

早期交付

(41 教師用指導書及び、教科書を学級数分児童 と同様に国費で購入

2 教職員配置の改善等

11)教職員の多忙化を解消できる標準法の再改正 (副 校長・教頭を定数から除外す

ることを含む)

(2)職員配置の促進 (養護教諭、司書教諭、事務職員、学校栄養職員、小学校 。中

学校生徒指導教員、中学校進路指導教員 栄養教諭 )

(3)学校栄養職員の配置基準の緩和

(41 外国人児童生徒を担当する教員の加配、外国人相談員の配置の拡充

15)学校図書館機能の強化 と整備の充実

(61 司書教論を専任化 し、少人数指導、習熟度別指導、ティームティーチングの促

進、及び特別支援教育、LD o ADHDに 対する専門教員の加配対応

17)通常学級の少人数化 (小 2か ら中 3ま で 35人学級 )、 複式学級編制並びに特別

支援学級編制の改善に向けた標準法の改正の早期実現

181 副校長、主幹教諭によるマネジメント機能の強化

191 小学校専科 (教科担任制)教員の配置の改善

(10)小学校外国語活動の推進を支援する人材の小学校への配置

1111 体育科実技指導の支援員、専門員等配置への財政支援

112)免許外教科担任の解消、正規教職員の配置

(13 通級による指導担当教員の増員・スクールアシスタント 1学校生活支援員)の

配置

m スクール・サポー トスタッフや部活動指導員等の拡充と外部人材活用のための

財政支援

119 幼 (保 )。 小 。中連携教育の推進にかかる財政支援

(161 学校保健において、産業医配置に係わる助成制度の新設

(「1 統合校への統合初年度に対する教職員等の加配措置
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(18)小中一貫教育の推進や義務教育学校創設に係わる人材配置助成制度の充実

119)コ ミュニティースクールの推進に向けた人材配置助成制度の充実

3 問題行動や不登校への対応等、生徒指導の充実

11)ス クールカウンセラーの全小中学校常駐配置 と相談体制の充実強化並びに関連

施設の充実

121「 いじめ防止対策推進法」に基づ く、調査委員会等の報酬の助成をはじめ、対策

に必要な財政措置

(3)ス クールソーシャルワーカーの育成並びに配置にかかる財政支援

14)教育困難事情校への特別配置教職員制度の拡充

15)問題行動や不登校、いじめ、虐待等に対応する生徒指導担当加配教員の全校配

置

161 支援を要する児童生徒に月応する学習支援等への市町村単独事業への補助

171 SNS、 LINE等の児童生徒に対する使用制限を含む具体的な対応策の検討

181 有害図書 。ゲーム類の販売規制の強化及び立ち入 り規制強化

19)問題行動に対する地域における行動推進事業の継続

110)小学校生徒指導教員の負担軽減のための助成

(11)医 療ケアを必要とする特別支援学級、通常学級への看護師配置や定期的巡回に

係わる支援

4 学校週 5日 制の実施に伴 う教育諸条件整備

(1)放課後子供教室推進事業 (国庫補助 )、 地域における家庭教育支援総合推進事業

(国庫委託)等の事業の早期決定 (内 定)及び事業費の早期交付

5 学校図書館の機能強化 と整備充実

11)司書教諭の資格取得促進施策の充実及び配置促進への支援

(2)司書教諭の全小・中学校への配置及び財政補助

(3)学校図書館資料の整備 。充実

14)読書活動の推進を図る人的支援体制を含めた施策の実施及び経費補助

15)公立図書館 との共同利用保存庫の創設と相互利用システムの確立

6 道徳教育の推進

11)道徳的実践力を育てるための各種事業の推進

12)「心の教育」の一層の充実

13)情報倫理、ネットモラル教育の推進

7「原子力」への理解を深める教育の推進

11)小学校段階から「原子力」について科学的な理解に基づく学習指導要領への位

置付けと、すべての人々が正しく対応できる施策の創設
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8 へき地・離島・豪雪地域への教育支援

11)へ き地過疎化に伴 う学校統合等に対する補助 (遠距離通学等 )

(2)ス クールバス・ボー ト等の導入 。維持経費の大幅な経費高騰に伴う財政支援

131 へ き地教育振興のための教職員の研修機会の充実

141「へ き地級地の見直 し」に係わる離島への特別配慮 (点数の特別加算 )

9 人権教育に関する施策の推進

11)人権教育に関する教育内容の充実 と各種事業の推進強化

(2)人権教育に関する教材 。資料等の研究開発の促進

13)人権教育充実のための人的配置の拡充

10 特別支援教育の推進

(1)特別支援教育の充実のための人的配置と財政的支援の拡充

12)イ ンクルーシブ教育の推進に係わる合理的配慮に関する協力員等の人的支援

13)通級による指導の充実、通級指導教室設置校の増設

(4)特別支援教育就学奨励費補助の充実

15)地域社会との交流及び協働学習の充実

16)特別支援教育 (重度 。重複)の充実と小 。中学校における介助員配置、及び特

別支援学校における看護師配置 (地域支援学級 も含む)への財政的支援の制度化

(7)特別支援学校における高等部の整備

18)LDoADHD。 高機能自閉症等の発達障害のある児童生徒への指導体制の整備及

び人的配置に係わる財政措置

191 障害のある児童生徒に対する早期からの教育支援や就学指導等を実施する体制

の充実

(10 学級編制基準の改正及び補助教諭 。専任教諭の配置とバリアフリー化等への財

政措置

111)特別支援教育コーディネーターの定数上、該当校全校配置の措置

112)特別支援学級の存続 と教員の増配

(13)特別支援教育充実に向けた ICT等 を活用 した学習支援機器や教材等教育環境

の整備や施設整備、人的配置と人材育成の支援

11 学校保健・学校安全 0学校給食及び食に関する指導の充実

11)学校保健の充実

ア 薬物乱用防止及びエイズ 。性に関する教育の充実

イ 心の健康に関する教育の充実

ウ 食に関する教育の充実
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(2)学校 。保育所の一層の安全対策

ア 災害共済給付制度及び学校医等公務災害補償制度の充実

イ 安全教育 (防犯・防災 。交通安全等)の推進

ウ 危機管理に関わる人的措置の充実強化及び補助金制度の創設

工 自然災害を含め、学校施設及び登下校の児童生徒の安全確保についての予算

確保

オ 自然災害を含めた学校 。保育所の安全 (施設内、登下校時)を 国の責任で行

うための、予算確保を含めた法律の整備

力 農山村地域の学校の安全確保 (施設内・登下校時)への財政支援

キ 遊具の安全確認、入れ替え等に対する助成

ク 放射線対策に対する財政支援

ケ 地域 ぐるみの学校安全体制整備推進事業の充実及び安全対策費用の増額

コ 通学路に対する法的整備に見合う財源的支援

13)新型インフルエンザ等、感染症に対する安全対策の充実

141 学校給食及び食に関する指導の充実

ア 病原性大腸菌による食中毒防止対策の充実

イ ノロウイルスによる食中毒防止対策の充実

ウ 学校給食施設・整備事業に対する補助制度の充実

工 学校給食食材の放射線検査等放射線対策事業に対する助成制度

オ 遺伝子組み換え食品への対応

力 給食食材の安全性の確保と偽装表示への対応策の整備、輸入食材についての

規制強化 と厳正な対応

キ 栄養教諭の任用・配置促進を図るための施策の整備及び食に関する指導体制

の充実

ク アレルギー対応食実施への助成

ケ 学校給食業務の運営合理化を推進するための法的措置

コ 学校給食費の保護者負担軽減のための支援措置

サ 児童手当から給食費を納付できる制度の確立

シ アレルギー対応食実施への栄養教諭の加配

12 キャリア教育の充実

(1)キ ャリア教育の推進の施策の充実

13 国際化に対応する教育の充実

11)小 。中 。高校生の国際交流の推進と補助制度の充実

12)外国青年招致事業の拡充
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(3)帰 国児童生徒・外国人児童生徒に対する日本語指導担当教員の増員 。日本語

コーディネーターの配置とALT及 び外国語活動支援員の配置への財政支援

(4)帰国 。外国人児童生徒受入促進事業の継続

15)中学校、高等学校における外国語担当教員の海外研修等の充実

16)小学校における外国語教育の充実に向けた条件整備 (小中学校国際交流事業・

語学指導等を行う外国青年招致事業 〔ジエツトプログラム〕以外の ALT授業に

対する財政措置 )

17)小学校外国語活動専任教員の全校配置並びに外国語活動教材の作成 。配布

14 情報化に対応する教育の充実

(1)情報化に対応する教育の充実、校内 LAN整備、コンピュータの整備、タブレッ

ト端末の導入等による ICT活用による効果的な学習ツールの予算化

(2)教育用ハー ド・ソフ トウエアの整備充実に係わる助成制度の充実

13)学校教育情報化推進事業の充実

14)情報 リテラシー教育の推進

151 学校放送受信料 (NHK)の免除措置の継続、免除措置廃止の校長室・職員室受

信料の交付税措置

16)ICT推進コーディネーター、IcT教育活動支援員等の配置及び充実

15 理科教育の充実

11)理科教育施設 。設備の充実 。理科教育施設整備等補助金の基準額の F限廃止

(2)観察 。実験の推進に伴う教員研修・外部人材の活用・教材の開発等の施策の充

実

13)小学校に理科教育担当の専科教員の配置

16 学習指導要領実施に伴 う費用の財源措置

(1)外国語活動の実施、充実に向けた ALT活用・外国語活動を支援する人材の配

置への財政支援

12)「総合的な学習の時間」に係わる社会人講師等に対する傷害保険制度への財政

的支援措置

131 中学校保健体育の武道必修化に伴う施設整備への財政的支援

141 地域学校協働活動の推進を図るための施策及び支援の充実

151 性的少数者 (LGBT)を正 しく理解するための人権教育に関する教材 。資料等

の研究開発促進

17 関連要望事項

(11 研究指定校に対する委嘱経費の増額

12)就学援助費補助金の国庫負担継続
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ア 東 日本大震災後の復興に係わる国庫補助の継続

(3)要保護並びに準要保護児童生徒への就学援助費補助金制度 (学校給食)の復活

14)各種教材整備に関する財政処置 (理科教育振興法のような個別補助を要望 )

18 教職員の養成制度・資質向上・待遇改善

11)教員養成制度の改善

(2)教員研修の充実

ア 独立行政法人教職員支援機構の実施する全国の指導者養成研修の充実を図る

とともに、研修に関する有用な情報を提供するなど、教育委員会が実施する研

修の支援方策を講 じる。

イ 現職研イ|夕の充実 (情報化への対応、海外研修、教育課程に関わる研修、特別

支援教育研修など多様な機会の充実 )

ウ 部活動指導担当教員の養成研修

工 武道必修化に伴う教員の養成研修 (特 に柔道 )

オ 長期研修教員の補充要員対策の拡充 (社会体験研修、大学院派遣等 )

力 特別支援教育担当教員の養成研修 (専門的知見)の拡充

13)教職員の心の健康対策の充実

ア 教職員のメンタルヘルス相談 (産業医配置)に係わる財政的措置

14)特 に指導を要する教員への研修の強化

15)校長、教頭の各種手当ての改善

19 学校の自主性・ 自律性の確立

(11 学校評価の推進 と充実・改善のための支援措置

12)学校マネジメント支援に関する一層の調査研究とその推進のための支援措置

20 その他

11)持続発展教育 (ESD)と ユネスコ 。スクール活動の推進

12)親学習 。消費者教育・郷土学習の重視

(3)保護者の不当要求に対する相談窓回の創設援助措置

141 コミュニティスクール導入等に係わる助成の充実

B 義務教育以降・その他の教育

1 少子化に伴う高等学校の規模の見直し (少人数学級へ)

2 日本学生支援機構の奨学金事業の充実
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C 幼稚園教育等就学前の教育の充実

1 認定こども園について、現行の幼・保への公的負担を踏まえた適切な財政措置及

び子育て支援事業の推進

2 3歳児保育実施等幼稚園教育の充実

3 預かり保育の推進及び預かり保育の実施に必要な経費の地方交付税措置の拡充

4 教職員の配置基準の改善 (専任園長、教頭、教員の増員、養護教諭の配置)

5 公立幼稚園の特別支援教育担当教員の加配措置の制度化と充実

6 学級編制の基準の改善

7 幼稚園教員の研修機会の確保と充実

8 就園奨励補助金の補助率に見合う補助金交付並びに補助率の改善、適切な財政措

置の充実

9 私立幼稚園における特別支援教育の実施において職員配置への財政的支援の制度

化

10 幼児教育センターの設置運営と幼児教育アドバイザー配置への財政措置

D 学校施設・設備の充実

1 国庫補助事業の確保と補助制度の充実

(1)東日本大震災大津波被災校の災害復旧に係わる学校移転新築工事の補助金等の

拡大

(2)学校施設整備事業における設備の単独整備に対する補助制度の拡充

(3)老朽化に対するトイレの洋式化等の環境整備に対する補助

(4)学校施設の危険建物改築事業に関わる交付金算定割合の引き上げ拡充

(5)太陽光発電やLED関連設備への補助

(6)ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金制度の継続と充実

(7)普通教室 。体育館等の空調設備設置に係わる助成金制度の充実

(8)統合型校務支援システム導入への財政支援

2 学校環境整備のための補助制度の充実

3 学校施設の防災機能の整備、耐震診断・地震補強事業、地震防災対策関連事業に

係わる補助制度の拡充

4 学校施設整備事業におけるパリアフリー化・大規模改造事業の拡充及び施設・設

備への補助の拡充 (補助率を1/3から1/2へ引き上げ。地方債については、元

利償還の地方交付税の導入)

5 学校の統廃合に伴う施設転用支援措置の充実、及び統合校舎等新増築に係わる資

格面積算定要件の緩和
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6 国庫補助基準面積の改善

7 少子化、市町村合併等と関連した学校統廃合に伴う総合的な補助制度の創設

8 統合や老朽化により耐震化が出来ずに不要となった校舎等の解体除去に関する財

政支援

9 不審者対策等、学校における安心・安全な教育環境整備・改善に係わる経費の財

政支援

10 屋外運動場照明に係わる補助対象経費の限度額・補助率及び補助対象面積の引き

上げ

11 学級編制基準見直しに伴う増改築への財政支援

12 避難施設としての学校施設整備に対し補助等の制度の充実

13 東南海地震想定地域において補助事業対象である構造耐震指標 (ls)の引き上げ

14 施設一体型の小中一貫教育校建設に係わる補助制度の拡充
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Ⅳ 社会教育の振興

1 社会教育事業の推進

111 家庭教育 。子育てについての研修など、教育力再生のための支援事業の充実

(2)町村の教育行政力の向上を図る意味から、特色ある学校 。まちづ くりのための社

会教育主事の配置

13)地域 ぐるみの学校安全体制整備推進事業に替わる事業により子供見守 り活動を継

続 し、充実させるための補助体制の確保

14)放課後子 ども総合プランの全額国庫負担

(51 放課後の居場所づ くりに関する環境整備 (中 高生を中心 )

(6)公立博物館、美術館及び文化会館等の新設・改築 。改修による地域文化振興のた

めの財政支援

2 社会教育指導体制の強化

111 社会教育主事の増員と専門職としての待遇改善

(21 社会教育指導者研修の充実

(3)社会教育指導員の補助制度の復活

14)資料館の学芸員配置の人件費の助成

15)社会教育分野における人権教育に関する施策の措置

ア 社会教育推進者に対する人権教育の充実

イ 地域、職域における自発的な人権学習活動に対する支援の充実

3 社会教育施設設備の充実

11)高機能型の社会教育施設設備の整備推進

(2)東 日本大震災で被災した建物の耐震補強工事への助成と東 日本大震災による被災

地域公民館の復旧と公民館の新設及び改修に伴う国庫補助、復興交付金基幹事業の

創設

(3)博物館、資料館等で保存管理する資料のデジタルアーカイブに対する助成制度の

創設

(4)社会教育施設の耐震化に伴う助成の新設

4 子ども・若者健全育成事業の推進

(1)子 ども 。若者健全育成の助成

(2)社会環境浄化施策の推進
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13)地域学校協働活動推進事業の補助を今後についても継続

141 公立図書館資本|(図書、視聴覚資料)の購入費の助成

151 移動図書館車輌への助成の充実

5 関連要望事項

111 博物館 (市 町村)の普通地方交付税の導入

12)社会教育施設の建設に伴う用地取得に対する「租税特別措置法」の適用
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V 体育 0スポーツの振興

1 体育・スポーツ施設の整備

11)体育施設等についての補助率・補助単価の改善及び用地取得 。大規模改修に係わ

る助成制度の創設

(2)全国高等学校総合体育大会等の全国大会開催に係わる施設等整備 。改修に対する

助成制度の創設

(31 社会体育施設用地取得及び改修並びに耐震診断 。地震補強事業のための補助金制

度の確立

(41 学校体育施設建設及び研修に関わる補助制度の拡充 (ト レーニングルーム、プー

ル等)

151 体育館等の空調機設置に係わる補助の創設

2 社会体育指導者の養成確保

(1)地域スポーツ指導者の養成 。確保

(2)ス ポーツ推進委員に対する助成 (報酬及び費用弁償の地方交付税措置の拡充)

3 地方スポーツ振興事業の推進

(1)学校体育施設開放に伴う施設整備への財政措置の充実

(2)生涯スポーツ振興事業の拡充及び推進

(3)「いつでも どこでも だれでも」手軽に運動ができる環境の整備

14)ス ポーツ少年団等への支援

(5)総合型地域スポーツクラブ振興 (設立 。運営補助等)の令和 2年度以降の継続

4 学校体育の充実

(1)対外運動競技の促進 と補助金制度の充実

(2)運動部活動の外部指導者活用事業の拡大 と助成

13)小学校体育活動コーディネーターの派遣における予算の継続及び拡充を付加
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Ⅵ 文化行政の振興

1 地域文化活動の普及奨励

11)地域文化振興のための支援基盤の整備

ア 文化芸術・スポーツによる子供の育成事業の充実

イ 子供のスポーツ活動 。文化活動の推進 と予算の拡充

ウ 地域における子供の伝統文化 と芸能活動によるまちづ くりへの予算措置

工 地域の文化団体の連携 と活動の活性化への支援

オ 美術館 。博物館の連携 と活動の活性化への支援

力 地域文化情報 システムの整備、及び地域文化振興のための財政支援

キ 国公立博物館、美術館及び文化会館等の新築・改築による地域文化振興のため

の支援

12)文化活動の振興 。支援

ア 芸術文化の鑑賞機会の拡充及び芸術文化の体験活動参加の奨励

イ 地域文化振興のための人材育成

2 文化財の保存・活用に対する支援の充実

(1)文化的景観の保護や登録制度の拡充など文化財保護法の 一部改正をふまえた支援

措置の充実

(2)重要文化的景観の保護に係わる助成制度の創設

(3)市町村教育委員会への地方文化財保護審議会の設置に対する地方交付税措置

14)史跡等の整備及び整備後の管理・活用 。公有化等の制度維持及び助成大幅拡充

151 文化財保護行政担当専門職員の養成

ア 学芸員配置の助成

イ 市町村への派遣、巡回指導等の充実

16)有形文化財、伝統的建造物群の保存修理、保存活用施設の整備、防災事業の助成

(7)有形文化財建造物、伝統的建造物群保存地区の保護に関する税制上の優遇措置

18)指定文化財保存整備事業の起債対象化推進

(9)国指定文化財の日常的管理・保存修理事業への補助金の拡充

(10)天然記念物の保護、整備活用事業の制度維持及び大幅拡充

(11)埋蔵文化財関係の施策充実

ア 埋蔵文化財発掘及び調査に対する補助金の制度維持

イ 埋蔵文化財発掘調査出土品の保存・活用に対する国庫補助の推進と補助対象費

目の拡充
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ウ センター建設の国庫補助体制

(121 民俗文化財 (有形 。無形)の保存・伝承事業の助成

田 重要文化財等を国や地方公共団体に譲渡 した場合の税制上の優遇措置の拡大

IИ, 文化財保護法違反に対する罰則強化及び開発側への経費負担の明確化

は〕 優れた美術品の公開促進

田 地方文化財 (埋蔵文化財及び市町村指定文化財を含む)の保存 と整備に対する助

成拡大

田 資料館設置市町村への学芸員人件費の助成

ほ8)博物館に対する補助、史跡等の整備及び管理 。公有化等への制度維持 。助成、学

芸員配置助成、保存活用施設の整備、防災事業への助成

(19)大規模災害時における文化財の復旧 。復興

(20 4国 人住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査への補助率の引き Lげ

OD 史跡整備に際 しての指導員の派遣または、職員の育成
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