
令和２年度補正予算概要説明
〜ＧＩＧＡスクール構想の実現〜

令和２年５⽉１１⽇



OECD/PISA 2018年 ICT活⽤調査
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⾃治体別 教育⽤コンピュータ１台当たりの児童⽣徒数

５.４⼈(平均) 〜８⼈以下
３⼈〜５.４⼈(平均値)以下
１⼈〜３⼈以下

８⼈以上

１⼈以下
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学校の臨時休業中の家庭学習

（出典︓新型コロナウイルス感染症対策のための学校の臨時休業に関連した公立学
校における学習指導等の取組状況について（令和２年４⽉16⽇12:00時点））
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新型コロナウイルス感染症対策のための学校の臨時休業に関連した公⽴学校における学習指
導等の取組状況について

回答数 割合

教科書や紙の教材を活⽤した家庭学習 1,213 100%
テレビ放送を活⽤した家庭学習 288 24%
教育委員会が独⾃に作成した授業動画を活⽤した家庭学習 118 10%
上記以外のデジタル教科書やデジタル教材を活⽤した家庭学習 353 29%
同時双⽅向のオンライン指導を通じた家庭学習 60 5%
その他 145 12%

臨時休業中の家庭学習

※複数回答あり。
※割合は、臨時休業を実施する設置者のうち、各項⽬に該当する家庭学習を課す⽅針であると回答したものの割合。



各地域におけるＩＣＴを活⽤した取組事例

⽂部科学省ＨＰ「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応につ
いて」において、ICTを活⽤した取組事例を紹介

「ＩＣＴを活⽤した取組」

・遠隔により健康観
察、学習成果の確
認を実施

・ICTを活⽤し学
習・HR・個別指
導を実施

今後、各地域におけるＩＣＴを活⽤した事例をさらに収集し、
全国に情報提供予定

4



新型コロナウイルス感染症対策のために小学校、中学校、高等学校等において臨時休業
を行う場合の学習の保障等について（令和２年４月２１日文部科学省通知） ～抜粋～

２．臨時休業を行う場合に義務教育の重要性の観点から取り組むべき事項
（１）特定警戒都道府県も含め、すべての地域において最低限取り組むべき事項について

①学習指導に関すること
ウ．ＩＣＴの最大限の活用

児童生徒に家庭学習を課す際や学習状況の把握を行う際には、ＩＣＴを最大限活用して遠隔で対応することが

極めて効果的であることを踏まえ、今回が緊急時であることにも鑑みると、学校設置者や各学校の平常時にお
ける一律の各種ＩＣＴ活用ルールにとらわれることなく、家庭環境やセキュリティに留意しながらも、まずは家庭
のパソコンやタブレット、スマートフォン等の活用、学校の端末の持ち帰りなど、ＩＣＴ環境の積極的な活用に向け、
あらゆる工夫をすること。

３．臨時休業を行う場合の教職員の勤務について
（２）在宅勤務におけるＩＣＴを活用したテレワークの実施について

今回のような緊急時においては、ＩＣＴを活用したテレワークが業務の継続性からも極めて有効である。

その実施にあたっては、学校設置者や各学校の平常時の一律の各種ＩＣＴ利用のルールにとらわれることなく、
学校の端末を持ち帰ったり、家庭の端末を利用したりして、各教職員が情報管理に十分配慮しつつ、ＩＣＴ環境
を最大限活用すること。

その際には、一般に広く普及しているオンラインストレージなどのクラウドサービスや、ソフトウェアのインス
トールが不要なブラウザ上で使えるサービスを適正かつ積極的に活用することで、成績情報等の機微情報を物
理的に持ち運ぶ必要もなくなる。
一方、他の手段がなくやむを得ずUSB 等の記録媒体を用いて機微情報を運ぶ場合には、ファイルの暗号化、
記録媒体そのものの保護の徹底、作業後の確実な削除、ウイルスチェックなど、各教職員が機微情報の扱いに
細心の注意を払うこと。
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ＧＩＧＡスクール構想の加速による学びの保障 令和2年度補正予算額 2,292億円

「1⼈1台端末」の早期実現や、家庭でも繋がる通信環境の整備など、「GIGAスクール構想」におけるハード・ソフト・
⼈材を⼀体とした整備を加速することで、災害や感染症の発⽣等による学校の臨時休業等の緊急時においても、ICT
の活⽤により全ての⼦供たちの学びを保障できる環境を早急に実現

⽬ 的

ＧＩＧＡスクールサポーターの配置 105億円
急速な学校ICT化を進める⾃治体等を⽀援するため、ICT関係企業OB
などICT技術者の配置経費を⽀援
対象︓国・公・私⽴の⼩・中・⾼校・特⽀等
国⽴︓定額、公私⽴︓1/2

学校ネットワーク環境の全校整備 71億円
整備が可能となる未光地域やWi-Fi整備を希望し、令和元年度補正に
計上していなかった学校ネットワーク環境の整備を⽀援
対象︓公⽴の⼩・中・特⽀、⾼等学校等
公⽴︓1/2 施策の想定スキーム図

⽂科省 都道府県
市町村

（⼩中学校等）
・

学校法⼈補助

申請
（取りまとめ）

補助

申請

※上記は公⽴及び私⽴のイメージ、国⽴は国が直接補助

児童⽣徒の端末整備⽀援
○ 「1⼈1台端末」の早期実現 1,951億円

令和5年度に達成するとされている端末整備の前倒しを⽀援、
令和元年度補正措置済（⼩5,6､中1）に加え、残りの中2,3、⼩1〜4すべてを措置

対象︓国・公・私⽴の⼩・中・特⽀等
国公⽴︓定額（上限4.5万円）、私⽴︓1/2（上限4.5万円）

○ 障害のある児童⽣徒のための⼊出⼒⽀援装置整備 11億円
視覚や聴覚、⾝体等に障害のある児童⽣徒が、端末の使⽤にあたって
必要となる障害に対応した⼊出⼒⽀援装置の整備を⽀援
対象︓国・公・私⽴の⼩・中・特⽀等
国⽴、公⽴︓定額、私⽴︓1/2

緊急時における家庭でのオンライン学習環境の整備
○ 家庭学習のための通信機器整備⽀援 147億円
Wi-Fi環境が整っていない家庭に対する貸与等を⽬的として⾃治体が⾏う、
LTE通信環境（モバイルルータ）の整備を⽀援
対象︓国・公・私⽴の⼩・中・特⽀等
国公⽴︓定額（上限1万円）、私⽴︓1/2（上限1万円）

○ 学校からの遠隔学習機能の強化 6億円
臨時休業等の緊急時に学校と児童⽣徒がやりとりを円滑に⾏うため、
学校側が使⽤するカメラやマイクなどの通信装置等の整備を⽀援
対象︓国・公・私⽴の⼩・中・⾼校・特⽀等
公私⽴︓1/2（上限3.5万円）、国⽴︓定額（上限3.5万円）

○ 「学びの保障」オンライン学習システムの導⼊ 1億円
学校や家庭において端末を⽤いて学習・アセスメントが可能な
プラットフォームの導⼊に向けた調査研究

①

②

③

④

⑤

⑥
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ＧＩＧＡスクール構想の早期実現
（「⼀⼈⼀台端末」の早期実現・学校ネットワーク環境の全校整備） 令和２年度補正予算額 2,022億円

（⽂部科学省所管）
公⽴:1,929億円、私⽴:74億円、国⽴:19億円

国公私⽴の⼩・中・特⽀等の児童⽣徒が使⽤するPC端末を整備
（令和5年度に達成するとされている端末整備の前倒しを⽀援、令和元年度補正措置済
（⼩5,6､中1）に加え、残りの中2,3、⼩1〜4すべてを措置）

公⽴ 補助対象︓都道府県、政令市、その他市区町村等
補助割合︓定額（上限4.5万円）※市町村は都道府県を通じて国に申請

私⽴ 補助対象︓学校法⼈、補助割合︓1/2（上限4.5万円）
国⽴ 補助対象︓国⽴⼤学法⼈

補助割合︓定額（上限4.5万円）

事業概要

事業スキーム

（１）「1⼈1台端末」の早期実現 1,951億円
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「GIGAスクール構想の実現」に向けた児童⽣徒１⼈１台端末の整備事業

主旨
○ Society 5.0時代を⽣きる⼦供たちにとって、教育におけるICTを基盤とした先端技術等の効果的な活⽤が求められる

⼀⽅で、現在の学校ICT環境の整備は遅れており、⾃治体間の格差も⼤きい。令和時代のスタンダードな学校像とし
て、全国⼀律のICT環境整備が急務。

○ 多様な⼦供たちを誰⼀⼈取り残すことのない、公正に個別最適化された学びを全国の学校現場で持続的に実現させる
ために、 ⾼速⼤容量の通信ネットワークを前提とした児童⽣徒１⼈１台端末を整備する。

概要
事業名 ︓公⽴学校情報機器整備費補助⾦
対象学校種 ︓公⽴の⼩学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（※）、特別⽀援学校（※）

※義務教育課程のみを対象
交付決定単位 ︓設置者（都道府県⽴学校は都道府県、市区町村⽴学校は市区町村 など）
算定割合 ︓定額（１台4.5万円を上限（１台4,5万円を下回る場合は実費））

※へき地学校等は２％を加算した額を上限として補助
補助対象機器 ︓地⽅財政措置算定分（児童⽣徒３⼈に１台端末）を超えて、

児童⽣徒１⼈１台端末を新規に整備⼜は更新するために要する経費

留意事項
○ 本補助⾦は、購⼊の場合は地⽅公共団体が都道府県を通じて国に申請、リース⽅式の場合は地⽅公共
団体と共同申請する事業者が、共同で都道府県を通じて国に申請する新たに創設される国庫補助制度。

○ 「知⾒の少ない⾃治体でも容易な整備」「⼤量調達となることで、産業界との交渉⼒の向上」「都道府県に
よる教員研修やICT利活⽤の推進」等の効果的・効率的整備のため、国が提⽰する標準仕様書に基づく、
都道府県単位を基本とした広域・⼤規模調達計画を推奨。
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・ 学習者⽤コンピュータ
・ 機器の運搬搬⼊費、機器の設置・据え付け費⽤

※ タブレッド型コンピュータ等の場合は、原則としてハードウェアのキーボードを有すること、⼜は接続可能で
あること。

※ 地⽅財政措置算定分（児童⽣徒３⼈に１台）を超えて、児童⽣徒１⼈１台分（児童⽣徒３⼈
に２台）の学習者⽤コンピュータを新規整備⼜は更新に要する経費とする。

※ 機器等の接続確認、トラブル対応等は、ICT⽀援員やICT活⽤教育アドバイザー等を積極的に活⽤
することにより⽀援することとする。

算定⽅法
1台4.5万円を上限に定額補助（へき地学校等は２％加算した額を上限として補助）
なお、1台4.5万円を下回る場合は、実費とする。

補助対象外となるもの
・ 有償のソフトウェアに係る経費
・ 有償の保守・保証契約に係る経費
・ 予備となるもの（故障対応の機器等）
・ 消耗品、備品（タブレット型コンピュータのカバー等）
・ 購⼊したシステム・ソフトウェアに係る研修費⽤、操作のための講習会費 等

補助対象機器等
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全国規模での⼤量調達や世界規模での供給不安定の中、各⾃治体における
迅速な調達・整備を進めるため、各⾃治体の需要⾒込みや調達状況について⽂
科省が随時情報を収集し、必要な供給事業者と共有。（家庭学習のための通信
機器もあわせて実施）

児童生徒１人１台端末の整備について

・共同調達について

都道府県単位の共同調達を推奨するが、今般の緊急時において早急に

端末整備を行う希望がある場合は、緊急性に鑑みた調達も視野に

・端末の調達について

サプライチェーン・リスクに対応するなど、サイバーセキュリティ上の悪影

響を軽減するための措置を必要とすること

（令和２年３月３日 文部科学省「標準仕様書」より）

（整備にあたっての留意事項）

○需給調査の実施
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従来の学校パソコン

多くのソフトウェア

ソフトウェアを処理するための
⼤容量ハードディスクメモリなど

本当に使っている︖コストだけかかってない︖

過⼤なスペック
メンテナンスが⼤変
⾼コスト

通信回線が細い 動画も⾳声もやり取りできない。意味ない。

GIGAスクール︓全く新しいＩＣＴ環境

⾼速⼤容量、機密性が⾼くて
安価な通信ネットワーク

壊れにくくメンテナンスも楽、安価

端末はシンプルに クラウド活⽤
ソフトウェアもデータ保存も集中管理
管理も楽、災害にも強い
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概要
「「GIGAスクール構想の実現」に向けた児童⽣徒1⼈1台端末の整備事業」において、⾼速⼤容量の通信ネットワークを前提とした、端末1台あたり4.5
万円の補助⾦を交付します。本資料では、現在教育⽤に無償で提供されている学習⽤ツールのライセンスを利⽤しながら4.5万円で端末を整備するモ
デル例を提⽰します。

モデル例１．Windows OS端末 × 教育機関向けOffice 365 A1ライセンス(無償)
ブラウザ版の Word、Excel、PowerPoint といったオフィス機能や Forms（アンケート・⼩テスト機能）や Sway と
いった発表ツールが利⽤可能です。さらに Teams（右図）を使えば、クラスごとに課題を配布・回収・採点したり、
Word、Excel、PowerPointなどのファイルを同時に協働編集が⾏えます。併せて遠隔授業のためのWeb会議、
OneNoteでクラス全員のノートの管理も⾏え、これらは全て無償で利⽤が可能です。また、既にご利⽤の周辺機器や
プリンタへの接続も円滑に⾏えたり、Scratchをはじめ、多くのプログラミング教材（アプリケーション）をローカルディスクに
インストールすることができます。Office365 A1については、Chromebook、iPadでもブラウザから利⽤可能です。

ドキュメント（ワープロ）、スプレッドシート（表計算）、スライド（プレゼンテーション）、フォーム
（アンケート）、Meet（テレビ会議）といったアプリをすべて無償でブラウザ上で利⽤可能です。
ファイルもすべてクラウド上に保存され、児童⽣徒同⼠で同時に共同編集することができます。また、
教育向けの無償協働学習⽀援ツール「Classroom」を利⽤することで、児童⽣徒に教材を配
布したり、配布した課題の進捗管理を⾏うことも可能です。また、G Suite for Educationは
Windows端末、iPadでも利⽤可能です。

Keynote(プレゼンテーション)、Numbers（表計算）、Pages（ワープロ）といったオフィス機能を持ったア
プリやiMovie、GarageBand&Clipsといった動画・⾳楽編集アプリ、Swift Playgrounds（プログラミング
教材）やFaceTime（ビデオ会議）などが無償で提供されており、端末内のローカルでも利⽤可能です。さ
らに、教育向けに無償で提供されている協働学習ツール「クラスルーム(右図)」を利⽤すると、教員⽤端末か
ら⼀覧で学習者⽤端末の状態を確認したり、画⾯をコントロールできます。

GIGAスクール構想の実現に向けた1⼈1台端末整備 基本モデル例

モデル例2．Chrome OS端末 × G Suite for Education ライセンス(無償)

モデル例3．iPadOS端末 × Apple社が提供する無償の教育⽤App (無償)

※校内LANを通じて上記のような学習⽤ツールを端末から利⽤するための設計/設定については、初年度校内LAN環境構築に必要な費⽤として、「「GIGAスクール構想の実現」に向けた校内通信ネットワーク整備事業」にて整

備するものとする。 ※上記３OSが提供するもの以外にも教育利⽤可能なクラウドサービスは存在するため、選択肢の１つとして検討すること。

Windows端末
（キーボード付）

iPad第7世代
＋キーボード

Chromebook
（キーボード付
）
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GIGAスクール構想に係る1⼈1台端末整備事業において、補助対象で構成される基本パッケージと、
先進⾃治体での実績のあるネットワークやアプリケーション等も含めた応⽤的なパッケージの２種類につ
いて、「OS」「画⾯サイズ」「価格」などを⼀覧化し、会社別に掲載しています。 https://www.learning-innovation.go.jp/giga/

「GIGAスクール ⾃治体ピッチ」紹介ページ
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ＧＩＧＡスクール構想の早期実現
（「⼀⼈⼀台端末」の早期実現・学校ネットワーク環境の全校整備） 令和２年度補正予算額 2,022億円

（⽂部科学省所管）
公⽴:1,929億円、私⽴:74億円、国⽴:19億円

事業概要
全ての⼩・中・特⽀・⾼等学校等における校内LANを整備
（整備が可能となる未光地域やWi-Fi整備を希望し、令和元年度補正に計上していなかっ
た学校ネットワーク環境の整備を⽀援）

公⽴ 補助対象︓都道府県、政令市、その他市区町村
補助割合︓1/2 ※市町村は都道府県を通じて国に申請

※私⽴と国⽴は、令和元年度補正予算において措置

事業スキーム

（２）学校ネットワーク環境の全校整備 71億円
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「GIGAスクール構想の実現」に向けた校内通信ネットワーク整備事業
主旨
○ Society 5.0時代を⽣きる⼦供たちにとって、教育におけるICTを基盤とした先端技術等の効果的な活⽤が求められる

⼀⽅で、現在の学校ICT環境の整備は遅れており、⾃治体間の格差も⼤きい。令和時代のスタンダードな学校像とし
て、全国⼀律のICT環境整備が急務。

○ 多様な⼦供たちを誰⼀⼈取り残すことのない、公正に個別最適化された学びを全国の学校現場で持続的に実現させる
ために、 児童⽣徒１⼈１台端末を前提とした⾼速⼤容量の通信ネットワークを整備する。

概要
事業名 ︓公⽴学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助⾦
対象学校種 ︓公⽴の⼩学校、中学校、義務教育学校、⾼等学校、中等教育学校、特別⽀援学校

※電源キャビネットは義務教育課程のみを対象
交付決定単位 ︓設置者（都道府県⽴学校は都道府県、市区町村⽴学校は市区町村 など）
算定割合 ︓1/2
補助上下限 ︓〔上限額〕学校単位で３千万円

〔下限額〕学校設置者単位で400万円
算定⽅法 ︓次⾴参照

留意事項
○ 本補助⾦は、「学校施設環境改善交付⾦」の対象となっていた⼤規模改造（校内LAN）（※）とは異なり、新たに創設さ

れる国庫補助制度。
※ 校内LANの整備については、平成12年度に⼤規模改造（校内LAN）として補助メニューが創設され、事業の整理統合の観点から、当該補助メニューは平成30年度限りとなっている。

○ 予算執⾏の各種⼿続は、⽂部科学省の窓⼝を情報教育・外国語教育課が担当し、都道府県教育委員会が域内市区町
村の事業の取りまとめを⾏う、学校施設環境改善交付⾦やブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付⾦と同じスキーム。
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補助対象機器
校内LAN整備⼯事
校内LANを新設⼜は更新するために要する経費とする。
a．幹線、⽀線ケーブル（公共ケーブルからの引き込みを含む。）サーバー、ルーター、ハブ、情報コンセント、ソフト（校内
LANとして機能するために最低限必要なものに限る。）等
※ 本⼯事で使⽤するLANケーブルについて、基幹部分については原則10Gbps以上（カテゴリー6A以上）とする。
※ 校内LAN整備の施設整備と⼀体として無線アクセスポイントの整備を⾏う場合、無線アクセスポイントも含めて補助
対象とする。

b．情報化に対応するため必要となる内部改造⼯事（電源⼯事等）及び校内LAN整備に関する部分仕上げ等の撤
去・復旧に要する経費

c．校内LAN設計・調査について、当該事業と⼀体不可分となる初年度に必要となるネットワークの設計・調査の経費
※ なお、機器等の接続確認、トラブル対応等は、ICT⽀援員やICT活⽤教育アドバイザー等を積極的に活⽤すること
により⽀援することとする。

電源キャビネット整備⼯事
（①校内LANとともに⼀体として整備する学校、②既に１Gbps以上ネットワークが整備されている学校、⼜は③LTEによる

対応を計画⼜は対応済みの学校を対象）
電源キャビネットを校内LAN整備と⼀体として新設⼜は更新するために要する経費とする。
a．電源キャビネット整備に伴う本⼯事費
※ 建物に固着したもの。
b．電源キャビネット整備に必要となる内部改造⼯事及び電源キャビネット整備に関する部分仕上げ等の撤去・復旧に要
する経費

c．当該事業と⼀体不可分となる附帯⼯事

算定⽅法
・設置者単位で校内LAN整備⼯事、電源キャビネット整備⼯事の実⼯事費（設置者の積算額等）と算定額（補助単
価に基づき算定した額）を⽐較して低額な⽅を採⽤する。
・実⼯事費の算定に際しては、複数社からの⾒積もりを適切に審査したものや、公的刊⾏物、⼜は学校設置者が定めてい
る単価、その他適切に審査された単価によること。 16



校内LAN及び電源キャビネット整備費⾒直し 助⾔事例
事例１ A市（34教室の整備を想定して積算【 平均学級数︓14】）

・無線AP(代替機1台含む) 35台 350万円
・無線AP ACアダプタ 35式 35万円
・無線AP 設計･設定作業費 １式 34万円
・無線AP 壁取付⼯事及び教室内LAN配線(Cat6A)

33式 165万円
・無線AP 体育館LAN配線(Cat6A) １式 140万円
・無線AP 保守･運⽤費(5年) ５年 70万円
・フロアスイッチ(10Gbps対応) ８台 160万円
・校内LAN⼯事費 １式 750万円
・実施設計費 １式 170万円

合 計 1,874万円（税込）

【⾒直し助⾔の内容】
１．学校によっては、無線APの台数が普通教室数の２倍を超えている。

※当該⾃治体では、申請校の計177学級に対して、337台の設置を計画。
177学級＋αに収めれば、100台以上の費⽤及び関係⼯事費は不要（△180万円/校）。

※スイッチから無線APまでのLANケーブルをCat6AからCat5eに⾒直すことにより、
⼯事費をさらに削減できる。

２．無線AP ACアダプタはスイッチがPoE対応であれば不要（△35万円）

３．体育館への無線AP設置⼯事が⾼額140万円(△120万円)(1,000円/ｍ材⼯共×100ｍ位)。

４．校内LAN⼯事が⼀式で内訳は不明。また、⼯事費がざっくりと算定されており、
※当該⾃治体では、38学級で900万円、8学級で450万円となっている。LAN⼯事の総額

は、8,140万円（１校あたり740万円）、１校平均16学級として、標準的なLAN
⼯事は事例より150〜200万円程である(△500万円/校)

５．無線APにおける代替機、保守・運⽤費は補助対象外(△70万円)

６．スイッチがハイグレード(10Gbps対応)であることと、各学校の設置台数(計85台)が多い
ことから、スイッチの仕様の⾒直しと設置台数の抑制により低減可能。
※11校×4台＝44台、フロアスイッチ1Gbps対応(10万円) に⾒直す(△130万円/校)。

７．実施設計費が割⾼。仮に1校30万円で11校として試算（△140万円/校）

○上記を踏まえた⾒直しの結果
１校平均1,874万円の⾒積 → 699万円まで減額

（Ａ市の⽂科省単価における１校当たりの算定額7,668万円÷11校＝697万円）

事例２ B市（22教室の整備を想定して積算【平均学級数︓8.8】）
・無線AP(取付⾦物代含む) 22台 134万円
・無線コントローラ(22式分のライセンス料含む) １式 57万円
・フロアスイッチ(10Gbps対応) 13台 749万円
・L3スイッチ(10Gbps対応) １台 58万円
・電源キャビネット(44台収納･タイマー付) 22台 562万円
・４芯光ファイバケーブル 1,180m 82万円
・UTPケーブル(Cat6A) 1,820m 32万円
・HUB収納ボックス 14式 82万円
・その他材料費 111万円
・基本設計費 80万円
・機器設定費 135万円
・⼯事費 653万円
・諸経費(運搬交通費･現場経費･⼀般管理費･法定福利費･安全衛⽣経費)

145万円
合 計 2,880万円（税込）

【⾒直し助⾔の内容】
１．22教室で算定しているが、１学校あたりの平均学級数は、8.8学級。

→無線APの台数が22台と過剰であり、9台＋αが適正（△50万円）
→電源キャビネットも22台に対して、平均学級の9台で⼗分（△330万円）

２．無線AP⾃⾝にコントローラ機能を持つ機種もあるため、
無線コントローラーライセンスの必要性が疑問。また、必要性を確認したとして、
22式は多い（△40万円）

３．スイッチ関係の単価が光ケーブルを使⽤している関係で⾼価(58万円)。また、
台数も多すぎる(14台)。（基幹＋４フロアの5台で50万円として、△750万円）

４．各種機器の設計･設定費が⾼額。合計215万円（△150万円）

５．幹線に光ファイバケーブルを使⽤している関係で全体的⾼価となっている。
光ファイバケーブル関係だけで200万円以上（Cat6A で計画し直して、△200万円）。

６．情報コンセントの設置を計画しているが、情報コンセントを使⽤せず、直接無線APに
LANケーブルを接続することで⼯事費を節約が可能。

７．作業⼯数が多いため全体的に上振れしている。
（22教室の想定が⾼⽌まりしている原因）（△400万円）

８．⼯事費の⾒直しにより諸経費が低減。
20%程度→［1000万円-(5)200万円-(7)400万円×20%＝80万円 △65万円］

○上記を踏まえた⾒直しの結果
１校平均2,880万円の⾒積 → 895万円まで減額

（Ｂ市の⽂科省単価における１校当たりの算定額13,408万円÷16校＝840万円） 17



○ 新型コロナウイルスのような感染症や⾃然災害の発⽣等による学校の臨時休業等の緊急時においても、ICTの
活⽤により⼦供たちが家庭にいても学習を継続できる環境を整備しておくことが必要。

○ このため、⼦供の学びの保障と教育の機会均等の観点から、児童⽣徒に貸し出し可能なモバイルWi-Fiルータ
やUSB型LTEデータ通信機器（USBドングル）などの可搬型通信機器を学校に⼀定数整備することにより、
Wi-Fi環境を整えられない家庭においても家庭学習が可能となるインターネット通信環境を提供する。

家庭学習のための通信機器整備⽀援 令和２年度補正予算額 １４７億円

家庭での利⽤

モバイルWi-Fiルータを貸与
（経済的にWi-Fiを用意できない児童生徒）

【対象となる学校種】
国・公・私⽴の⼩・中・特⽀等

【国⽴】 補助対象︓国⽴⼤学法⼈ 補助割合︓定額（上限1.0万円）
【公⽴】 補助対象︓都道府県、市町村 補助割合︓定額（上限1.0万円）
【私⽴】 補助対象︓学校法⼈ 補助割合︓1/2 （上限1.0万円）
※必要な者に貸与が出来るよう、低所得者世帯への貸与⽤として整備する場合に補助。

モバイルWi-Fiルーターの他にもUSB型LTE
データ通信機器（USBドングル）、SIMカードの
購入費も対象
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○ 新型コロナウイルスのような感染症や⾃然災害の発⽣等による学校の臨時休業等の緊急時においても、ICTの活⽤により
⼦供たちが家庭にいても学習を継続できる環境を整備しておくことが必要。

○ このため、⼦供の学びの保障と教育の機会均等の観点から、児童⽣徒に貸し出し可能なモバイルWi-FiルーターやＵＳＢ
型LTEデータ通信機器（USBドングル）などの可搬型通信機器を学校に⼀定数整備することにより、Wi-Fi環境が整えら
れない家庭においても家庭学習が可能となるインターネット通信環境を提供する。

制度の趣旨

制度の概要

家庭学習のための通信機器整備⽀援事業 制度概要（案）

事業名

補助事業者

対象学校種

補助対象経費

補助率

家庭学習のための通信機器整備⽀援事業（公⽴学校情報機器整備費補助⾦の１メニュー）

都道府県（都道府県⽴学校分）及び市町村（市町村⽴学校分）

公⽴の⼩・中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別⽀援学校（⼩・中学部）

補助対象の学校に在籍する児童・⽣徒が、学校教育活動の⼀環として⾏う家庭における学習活動にお
いて、インターネットを利⽤するために必要となるインターネット回線への接続機能を有する可搬型通信機
器（モバイルWi-Fiルーター、USB型LTEデータ通信機器（USBドングル）、SIMカード）の購⼊費
（初期設定費を含む。）。

定額（機器１式当たり１万円が上限）
19



補助⾦の配分⽅針
１．補助上限額の算定⽅法
補助事業者毎に、次の（①＋②）× ③×１万円で得た額を補助上限額とする。
① ⼩・中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）
就学援助費を受給している世帯の児童⽣徒数（R1年度）

② 特別⽀援学校（⼩・中学部）
特別⽀援教育就学奨励費（第１段階の⽀弁区分）を受給している世帯の児童⽣徒数（R１年度）

③ 調整率（1,408,896(※)／ ①＋②の全国総数） ※予算積算上の対象児童⽣徒数

２．補助⾦交付額 補助申請額と上限額のどちらか⼩さい⽅（予算の範囲内）

補助対象経費のイメージ

通信開始に必要な
「初期設定費⽤」
も補助対象

補助対象経費

情報端末機器購入

補助事業（4.5万円/台）
の補助対象

ＰＣ

メーカー

ＬＴＥ未対応ＰＣ　端末本体代金 ＬＴＥ未対応ＰＣ　端末本体代金 ＬＴＥ内臓ＰＣ　端末本体代金

USBﾎﾟー ﾄ LTEｽﾛｯﾄ

電気

通信
事業者

モバイルW i-Fiルーター　代金

（ＳＩＭカードを含む。）

USB型LTEデータ通信機器（USBドングル）

代金　（ＳＩＭカードを含む。） SIM ｶｰﾄﾞ

購入に係る契約事務手数料 購入に係る契約事務手数料 購入に係る契約事務手数料

ルーター設定費
端末機能制限

ルーター設定費
管理機能制限

端末割付設定

ＰＣ設定費

端末情報取得

ＰＣ設定費

ＬＴＥ利用料（通信費） ＬＴＥ利用料（通信費） ＬＴＥ利用料（通信費）

接続設定
ＰＣ設定費

接続設定

ﾙ ｰﾀｰ情報登録
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・携帯各社の新型コロナウイルス感染症の影響拡⼤に伴う⽀援措置は、個⼈向けの
ものであり、法⼈向け（⾃治体が契約する場合など）には適⽤されない。

・通信端末等の整備に係る電気通信事業者等との契約の際には、個々の契約の相対
条件として様々なオプションが考えられるところであり、各⾃治体の状況に応じ
た適切なオプションについて電気通信事業者等と相談・調整いただきたい。

（例）
①⼀括契約による通信料⾦のボリュームディスカウント
②必要な通信端末
（モバイルWi-Fiルータ、USB型データ通信端末、LTE内蔵PC、スマートフォン等）
や通信量・契約期間に応じた通常より価格を抑えた料⾦プラン

③通信端末等の割引・⼀定期間通信量無制限・途中解約制限（違約⾦）無しのプ
ランの活⽤

法⼈契約における携帯各社の通信料⾦について

21



u ⼦供たちの学びを保障できるよう、今回のコロナウイルス感染症のみならず⾃然災害の発
⽣等による学校の臨時休業等の緊急時においても、学校と児童⽣徒とのやりとりが円滑に
できる環境が必要。

u このため、同時双⽅向で教師と児童⽣徒とのやりとりを円滑に⾏うために、学校側で教師
が使うカメラやマイクなど、遠隔学習に対応した設備を整備する。

学校からの遠隔学習機能の強化 令和２年度補正予算額 ６億円

【対象となる学校種】
国・公・私⽴の⼩・中・⾼校・特⽀等

【国⽴】 補助対象︓国⽴⼤学法⼈ 補助割合︓定額 （上限3.5万円）
【公⽴】 補助対象︓都道府県、市町村 補助割合︓1/2※ （上限3.5万円）
【私⽴】 補助対象︓学校法⼈ 補助割合︓1/2※ （上限3.5万円）

≪※ 1/2補助の算定イメージ≫
４万円(購⼊費)＞3.5万円(上限額) → 3.5万円×1/2＝1.75万円（補助額）
３万円(購⼊費)＜3.5万円(上限額) → 3.0万円×1/2＝1.50万円（補助額）
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○⼦供たちの学びを保障できるよう、今回のコロナウイルス感染症のみならず⾃然災害の発⽣等による学校の臨
時休業等の緊急時においても、学校と児童⽣徒とのやりとりが円滑にできる環境が必要。

○ このため、同時双⽅向で教師と児童⽣徒とのやりとりを円滑に⾏うために、学校側で教師が使うカメラやマイクな
ど、遠隔学習に対応した設備を整備する。

制度の趣旨

制度の概要

事業名

補助事業者

学校からの遠隔学習の強化事業（公⽴学校情報機器整備費補助⾦の１メニュー）

都道府県（都道府県⽴学校分）及び市町村（市町村⽴学校分）

対象学校種

補助対象経費

公⽴の⼩学校、中学校、義務教育学校、⾼等学校、中等教育学校、特別⽀援学校

補助対象校において、遠隔学習を⾏うために使⽤する設備（カメラ、マイク、これらの附属品）の購⼊費。
※パソコン等のコンピュータ端末、有償の保守・保障契約に係る経費は補助対象外

補助率 １／２ ※補助対象経費の１校当たり上限額は3.5万円

補助⾦の配分⽅針

≪算定イメージ≫
４万円(購⼊費)＞3.5万円(上限額) → 3.5万円×1/2＝1.75万円（補助額）
３万円(購⼊費)＜3.5万円(上限額) → 3.0万円×1/2＝1.50万円（補助額）

予算の範囲内で⼀律配分。

学校からの遠隔学習機能の強化事業 制度概要（案）
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GIGAスクールサポーター配置⽀援事業 令和２年度補正予算額 １０５億円

【対象校】
国・公・私⽴の⼩・中・⾼校・特⽀等

【⼈材】
ＩＣＴ関係企業ＯＢなどＩＣＴ環境整備等の知⾒を有す
る者

【⽀援】
国⽴
補助対象︓国⽴⼤学法⼈
補助割合︓定額
公⽴、私⽴
補助対象︓都道府県、政令市、その他市区町村等、学校法⼈
補助割合︓１/２

GIGAスクール
サポーター
（４校に2⼈）

ICT⽀援員
（４校に1⼈の地財措置）
授業⽀援、⽇常メンテナンス等

外部⼈材の活⽤
専⾨性を活かした運⽤⽀援等

ICT環境整備の設計 使⽤⽅法周知⼯事や納品対応 使⽤マニュアル
（ルール）の作成

（GIGAスクールサポーターの業務例）

災害や感染症の発⽣等による学校の臨時休業等の緊急時においても、ICTの活⽤により全ての⼦供たちの学びを保証
できる環境を早急に実現するため、「1⼈1台端末」の早期実現や家庭でも繋がる通信環境の整備など、「GIGAスクー
ル構想」を加速することが必要であるが、学校の⼈的体制は不⼗分である。
このため、急速な学校ICT化を進める⾃治体等を⽀援するため、学校におけるＩＣＴ環境整備の設計や使⽤マニュア
ル（ルール）の作成などを⾏うICT技術者の学校への配置経費を⽀援する。
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ICT活⽤教育アドバイザー、GIGAスクールサポーター、ICT⽀援員の概要

ICT活⽤教育アドバイザー
＜事業の流れ＞
国がアドバイザーを⼿配し、各教育委員会等に対し、派遣やオンラインで環境整備や
ICTを活⽤した指導⽅法など、教育の情報化に関する全般的な助⾔・⽀援を⾏う
※ アドバイザー︓⼤学教員や先進⾃治体職員など、教育の情報化の知⾒を有する者

＜主な業務内容＞
ICT環境整備の計画、端末・ネットワーク等の調達⽅法、セキュリティ対策、
ICT活⽤（遠隔教育含む）に関する助⾔ 等

GIGAスクールサポーター

ICT⽀援員

＜事業の流れ＞
各教育委員会等が国の補助⾦等を活⽤して、サポーターを募集・配置し、学校における
環境整備の初期対応を⾏う
※ サポーター︓ICT関係企業の⼈材など、特にICT技術に知⾒を有する者

＜主な業務内容＞
学校におけるICT環境整備の設計、⼯事・納品における事業者対応、
端末等の使⽤マニュアル・ルールの作成 等

＜事業の流れ＞
各教育委員会等が地⽅財政措置を活⽤して⽀援員を募集・配置し、⽇常的な教員の
ICT活⽤の⽀援を⾏う
※ ⽀援員︓業務に応じて必要な知⾒を有する者

＜主な業務内容＞
授業計画の作成⽀援、ICT機器の準備・操作⽀援、校務システムの活⽤⽀援、
メンテナンス⽀援、研修⽀援 等

国

教育委員会

アドバイザーによる助⾔
・⽀援

国

教育委員会

補助⾦

学校

サポーターの配置

教育委員会

学校

⽀援員の配置

＜令和２年度⽂部科学省事業 ５⽉11⽇より相談窓⼝開設＞

＜令和２年度補正予算 105億円（⾃治体に対し、国が1/2補助）＞

＜４校に１⼈分、地⽅財政措置＞
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ＧＩＧＡスクールサポーター配置⽀援事業（案）

○災害や感染症の発⽣等による学校の臨時休業等の緊急時においても、ICTの活⽤により全ての⼦供たちの学びを保証で
きる環境を早急に実現するため、「1⼈1台端末」の早期実現や家庭でも繋がる通信環境の整備など、「GIGAスクール構
想」を加速することが必要であるが、学校の⼈的体制は不⼗分である。
○このため、急速な学校ICT化を進める⾃治体等を⽀援するため、学校におけるＩＣＴ環境整備の設計や使⽤マニュアル
（ルール）の作成などを⾏うICT技術者の学校への配置経費を⽀援する。

制度の趣旨

制度の概要
事業名 ＧＩＧＡスクールサポーター配置⽀援事業（公⽴学校情報機器整備費補助⾦の１メニュー）

補助事業者 都道府県（都道府県⽴学校分）及び市町村（市町村⽴学校分）
対象学校種 公⽴の⼩学校、中学校、義務教育学校、⾼等学校、中等教育学校、特別⽀援学校
補助対象経費 補助対象校において、学校におけるICT環境整備の設計や使⽤マニュアル（ルール）の作成などを⾏

うためのICT技術者の配置に要する経費
※ ＧＩＧＡスクールサポーターの業務内容
ICT環境整備の設計、⼯事や納品対応、使⽤マニュアル（ルール）の作成、使⽤⽅法周知 など

※ 配置の際の雇⽤形態
直接雇⽤、委託契約、派遣契約 など

補助率 １／２
≪標準イメージ≫

（４校に２名） （雇⽤単価／年） （半年） （補助率）

対象学校数 ÷ ４ × ２ × 年間230万円 × 1/2 × 1/2

補助⾦の配分⽅針 標準イメージを基に⾃治体ごとに標準補助額を算定する
※ 予算の範囲内で標準補助額を超えた配分も検討
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補助⾦の配分⽅針（詳細）

１．補助事業者ごとの枠の設定
○ 補助事業者毎に、次の算定式による標準イメージを基に標準補助額を算定。

≪標準補助額≫
（４校に２⼈） （雇⽤単価／年） （半年） （補助率）

補助事業者における対象学校数 ÷ ４ × ２ × ２３０万円 × １／２ × １／２
※ ただし、設置校３校以下の補助事業者については１１５万円（当該事業者の事業費の１／２まで）とする。

例えば、⾃治体の域内学校数が1校の場合、補助額が28.7万円となり⼈材確保が難しくなるため。

○ 全⾃治体に対して要望調査を実施し、以下の考え⽅で補助⾦を配分。
（１）「補助⾦要望額」≦「当該⾃治体の標準補助額」の⾃治体
⇒ 「補助⾦要望額」どおりに配分

（２）「補助⾦要望額」＞「当該⾃治体の標準補助額」の⾃治体
① （補助⾦を希望しない団体がある場合等）補助⾦全体で剰余が発⽣する場合
⇒ 「標準補助額」に加えて「全団体の要望額」に占める「当該団体の要望額」の割合に応じて剰余額を配分
※ ただし、当該団体の事業費の１／２まで。

② 補助⾦全体で剰余が発⽣しない場合
⇒ 「標準補助額」を配分

２．補助事業者における補助⾦執⾏の考え⽅
○ 事業の趣旨や国における補助⾦の配分⽅針を踏まえつつ、補助⾦配分額の範囲内であれば、地域や学校の実情
に応じて効果的に環境の整備等を⽀援するという観点から、補助事業者において弾⼒的な運⽤も可能とする。
（弾⼒的な運⽤の例）
・ １⼈のサポーターが担当する学校数を増やす代わりに、単価の⾼い優秀な⼈材を雇⽤
・ 整備期間が⻑引くため、１⼈のサポーターが担当する学校数を増やす代わりに配置期間を１年間に延⻑ 等
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障害のある児童⽣徒のための⼊出⼒⽀援装置の整備 令和２年度補正予算額 1070百万円

趣 旨背景

障害のある児童⽣徒においては、情報機器端末を活⽤するために、児童⽣徒の利便性向上の観点から、より個
別性の⾼い特別な⼊出⼒⽀援装置が必要な場合がある。障害のある児童⽣徒が１⼈１台端末を効果的に活
⽤できるよう、⼀⼈⼀⼈に応じた⼊出⼒⽀援装置の整備をあわせて⽀援する。
※令和元年度補正予算でも、GIGAスクール構想の実現における端末機器の補助額（上限４万５千円）の範囲において、 基盤的な⼊出⼒⽀援装置は補助対象となっている。

Ø 視覚情報を点字化
パソコン上の⽂字を点
字で出⼒する装置。
授業において、あらか
じめ点字化された教
材だけなく、パソコン上
の情報も教材として活
⽤することができる。

例

＜⾳声⽂字変換システム＞
⾳声を⽂字化し、⼿元のパ
ソコンに表⽰するシステム。
授業中の教師の説明を⽂
字として受けとることにより、
理解が容易になる。

Ø 表現⽅法の広がり

視線の動きにより、パ
ソコン上の⽂字等の
⼊⼒を可能にする装
置。パソコンを通じて、
絵等の様々な表現も
可能となる。

＜⽀援スキーム＞障害のある児童⽣徒数（特別⽀援学校、⼩中学校等）に応じて算定される⾦
額を上限に、⾃治体、国⽴⼤学法⼈、学校法⼈に対して補助。

国

都道府県・市区町村（特別支援
学校・小中学校等）

国立大学法人（附属学校）

学校法人（私立学校）

（⽀援装置の例）
・⾳声読み上げソフト
・点字ディスプレイ
・⾳声⽂字変換システム
・視線⼊⼒装置
・視線⼊⼒装置ソフト
・ボタンマウス
・ブレススイッチ 等

＜点字ディスプレイ＞

Ø ⾳声を⽂字化

＜視線⼊⼒装置＞

定額補助

定額補助

補助率1/2 28



公立学校入出力支援装置購入事業

制度の主旨

障害のある児童生徒においては、情報機器端末を使用するために、児童生徒の利便性向上の観点から、より
個別性の高い入出力支援装置が必要な場合がある。障害のある児童⽣徒が１⼈１台端末を効果的に活⽤でき
るよう、一人一人に応じた入出力支援装置の整備をあわせて支援する。

制度の概要

事業名 ：公立学校入出力支援装置購入事業（公立学校情報機器整備費補助金の１メニュー）

補助事業者 ：都道府県（都道府県立学校分）及び市町村（市町村立学校分）

対象学校種 ：公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）
特別支援学校（小学部・中学部）

補助対象経費：障害により端末の入出力自体に困難を抱えた児童生徒のための支援装置の整備に要する経費
（支援装置の例）・音声読み上げソフト ・点字ディスプレイ ・音声文字変換システム

・視線入力装置 ・ボタンマウス ・ブレススイッチ 等

補助率 ：定額（但し、個別の入出力支援装置の下限額を１万円とする）

補助金の

配分方針：都道府県ごとに、上限の目安を百万円単位で提示した上で、域内の市町村立学校における整備分も
含めた補助総額を算定し、予算の範囲内で配分

補助事業者の

留意事項：特に特別支援学校以外の学校種における入出力支援装置の選定に当たっては、特別支援学校のセン
ター的機能や外部専門家の専門性を活用するなど、一人一人に応じた入出力支援装置を整備でき
るよう工夫する。 29



新型コロナウイルス感染症対応地⽅創⽣臨時交付⾦について
内閣府HP︓https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/rinjikoufukin/index.html

103.遠隔・オンライン学習の環境整備、GIGAスクール構想への⽀援事業
学校の臨時休業等の期間中も切れ⽬ない学習環境を提供するため、⽀援の必要な家庭等に対する通信費など
のオンライン学習のための費⽤や⾼等学校・⼤学等の端末・モバイルルーターの整備、EdTechツールの導⼊に係る
費⽤、障がいのある児童⽣徒のための⼊出⼒⽀援装置の整備の助成など、GIGAスクール構想関連事業等との連携
による児童⽣徒・学⽣や教員が学校・⾃宅で使うICT環境の整備・運⽤経費等のうち、他の⽀援施策の対象とな
らない⼜は超える部分に充当。

○補正予算計上額 １兆円
○交付対象等

1. 交付対象︓実施計画を策定する地⽅公共団体（都道府県・市町村）
2. 交付⽅法︓実施計画に掲載された事業のうち国庫補助事業の地⽅負担分と地⽅単独事業の所要経費の合
計額に対し、交付限度額を上限として交付⾦を交付
（※交付決定前に実施された事業であっても、令和2年4⽉1⽇以降に実施された事業であれば遡って対象）

3. 交付限度額︓⼈⼝、財政⼒、新型コロナウイルスの感染状況、国庫補助事業の地⽅負担額等に基づき算定
○使途
地⽅公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに実施する
• 新型コロナウイルス感染症に対する対応（感染拡⼤の防⽌策、医療提供体制の整備）
• 新型コロナウイルス感染拡⼤の影響を受けた地域経済、住⺠⽣活の⽀援等の事業に充当

活⽤事例集抜粋

概要
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ＧＩＧＡスクール構想補助事業のスケジュール（案）

▼ 交付決定：１回⽬（13都道府県）
（６⽉上旬）

６⽉上旬〆

内定に向けた作業

Ｒ２執⾏分の
交付申請希望調査

内定に向け
た作業 ▼ 交付内定（６⽉上旬）

▼ 交付申請書の提出依頼（６⽉上旬）
交付申請書の
作成(設置者) ▼ 交付申請書提出〆（設置

者）
（６⽉中旬）▼ 交付決定（６⽉下旬）

説明会→

交付申請希望調査

交付申請書の作成
（設置者）

▼ 交付決定：１回⽬
（７⽉中旬）

▼ 交付申請書提出〆：１回⽬（設置者）
（７⽉上旬）

▼ 交付内定（6⽉下旬）
▼ 交付申請書の提出依頼（６⽉下旬）

令和２年５⽉８⽇現在

▼ 交付申請書提出〆：１回⽬（13都道府
（5/20）

残額は、令和２年度と
併せて執⾏

５⽉下旬〆５⽉中旬

５⽉中旬

今後追加の希望調査を⾏うかは未定。
可能な限り、今回の調査で提出することが望ましい
※サポーターの調査は原則今回限り

※これ以外に都道府県事務費を執⾏

▼ 改正交付要綱制定・発出
（５⽉中旬）

内定に向けた作業
▼ 交付内定（6⽉下旬）
▼ 交付申請書の提出依頼（６⽉下旬）
交付申請書の作成
（設置者）

▼ 交付申請書提出〆：１回⽬（設置者）
（７⽉上旬）
▼ 交付決定：（７⽉中旬）

交付申請書の作成
（13都道府県）

←緊急事態宣⾔
4/7（７都府県）

←緊急事態宣⾔
4/16（全国）

▲ 交付内定（4/30）（13都道府県）
▲ 交付申請書の提出依頼（4/30）（〃）

R2補正予算
→
成⽴4/30

4/8〜着⼿可能
（７都府県：4/10連絡）

4/17〜着⼿可能
（40道府県：4/30連絡）

令和２年度の事前着⼿については検討中

※７都府県 ：4/7に緊急事態宣⾔が発出された都府県
13都道府県：特定警戒都道府県（4/16〜）
40道府県 ：4/16に緊急事態宣⾔が発出された道府県

家庭のICT
環境調査

⾃治体でICT環境が厳しい家庭の児童⽣徒への優先対応

13都道府県で全ての⼦供へ
オンライン学習環境提供

端末等の需給調整
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ICT活⽤教育アドバイザー等へのお問合せについて
専⾨的な知⾒を持つICT活⽤教育アドバイザー等が、ＧＩＧＡスクール構想の実現
に向けて教育情報化を進める際の「疑問」や「相談」にお答えします︕
※ 助言・支援に係る教育委員会等の費用負担はありません。
※ 相談内容等に応じてリモート（テレビ会議、電話）又は訪問の形となります。

⽂部科学省委託事業「ICT活⽤教育アドバイザーの活⽤事業」事務局

お問合せ窓⼝
ＨＰで https://www.oetc.jp/ict/top/

電話で

メールで

０３－４３６３－０３５４ 電話受付時間︓10:00~16:00
（⼟曜・⽇曜・祝⽇、年末年始を除く）

infogiga@oetc.jp

5.11(Mon) OPEN!

例えばこんなことでお困りでしたらご相談ください。
「ＩＣＴ環境整備に関する計画策定ってどうすればよい？」
「ＩＣＴ環境整備の仕様書作成や見積りの精査のやり方が分からない」
「学校のセキュリティを確保するにはどうすればよいか？」
「どのようにＩＣＴを活用すれば効果的な指導に繋がるのか？」

相談例
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質問の受付⽅法について

• 令和２年５⽉８⽇（⾦）発出の事務連絡に添付されている質問受付様
式に質問事項を記⼊、各都道府県教育委員会で１つのファイルにとりまとめ
の上、ICT活⽤教育アドバイザー事務局まで提出ください。

ICT活⽤教育アドバイザー事務局宛にメールにて提出下さい。
提出先アドレス︓ infogiga@oetc.jp 

令和２年５⽉１５⽇（⾦）

質問事項提出先

提出締切
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参考資料
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新型コロナウイルスによる緊急事態宣言を受けた家庭での学習や校務継続のためのICT 
の積極的活用について（令和２年４月２３日文部科学省事務連絡） ～抜粋～

１．ＩＣＴの活用の推奨について
全国的な長期休業というこれまで類を見ない緊急時であること、各学校や家庭でICT 環境が様々であることを
鑑みると、平常時における学校設置者や各学校の一律のICT 活用ルールにとらわれることなく、家庭環境や情
報セキュリティに十分留意しながらも、まずはその積極的な活用に向け、現場を最もよく知る教員が家庭ととも
にあらゆる工夫を行えるよう対応いただきたいと考えています。

２．家庭学習の際のICT の具体的な手段について
①家庭でパソコン・タブレットやスマートフォン等ICT 機器を所有している場合には、それが児童生徒の家庭学習
にも活用されるよう、家庭の理解を得つつ進めること。
②家庭にWi-Fi 環境などがない場合が想定されるため、各学校では家庭の通信環境について至急把握すること。
その際、保護者や児童生徒などが使用する家庭のスマートフォンやモバイルルーター等を活用できる場合には、
それを通信手段として活用すること。

③学校で既に整備されている端末を持ち帰って活用することが可能な場合には、平常時のルールにとらわれる
ことなく積極的に持ち帰りを推奨して活用すること。

３．家庭でのICT 活用に当たっての留意点について
（１）児童生徒が家庭でICT を活用する際の留意点
家庭でのICT 活用について、２．①のように家庭の端末を利用する場合や２．②のようにスマートフォン等を活
用する場合は、今回が緊急時であることも踏まえつつ、保護者の下で、情報セキュリティの確保や情報モラル、
長時間の利用による健康への影響に留意いただくようお願いします。

また、２．③のように学校で整備された端末を持ち帰る場合は、不要なソフトウェアをインストールしたり、勝手
に設定を変更したりできないようにすることなど、情報セキュリティの確保や適正な利用確保のための対策が必
要です。
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・令和２年４⽉３⽇の総務省からの要請に応じて、携帯各社が⽀援措置を実施。
・遠隔授業やオンライン学習による⼀時的な利⽤増に対しての⽀援策であるが、学⽣以外も対象。
・各社共通で２５歳以下の利⽤者に対して、対象の契約プランにおいて追加分通信料に対する無償化を実施。
・MNO（移動体通信事業者）各社の施策等の違いは下記のとおり。（最新情報は各社HP等を参照。）

個⼈契約における携帯各社の新型コロナウイルス感染症の影響拡⼤に伴う⽀援措置について

会社 ＮＴＴドコモ KDDI、沖縄セルラー ソフトバンク、ウィルコム沖縄 （参考）楽天モバイル
（※支援策ではないが以下で提供中）

支援内容 追加容量５０ＧＢまで無償化
（５０，０００円相当）

※テザリング利用によるオプション料金や
データ量制限無し。

追加容量５０ＧＢまで無償化
（５０，０００円相当）

テザリングオプション無償化

追加容量５０ＧＢまで無償化
（５０，０００円相当）

テザリングオプション無償化

楽天回線エリア：無制限
パートナー回線エリア：５ＧＢ
（上限到達後も1Mbpsで通信可能）

対象 契約者または利用者が２５歳以下 令和２年３月３１日時点の契約情報
に基づき

契約者または利用者が２５歳以下

契約者または利用者が２５歳以下 全契約者

追加容量
無償期間

令和２年４月１日～６月３０日 令和２年４月１日～５月３１日 令和２年４月３日～５月３１日 ３００万人まで１人１回線１度のみ
１年間利用料無料施策実施中

【支援概要】

【MNO３社の支援イメージ】

契約プラン
の容量

（契約による）

無償化分
最大50GB

通常は、契約プランを超えた
場合、1GBに付き1000円加算
される。（３社共通）

これを50GBまで無償化

最大50GB×1000円＝50,000円相当

50GBは月55時間以上の動画視聴・遠隔
講義分に相当（通信量2Mbpsとして試算）

※大学生向けを想定した措置であるが、小中高生が利
用するスマートフォン・タブレットも対象。（契約者名義は
保護者でも可。別途25歳以下の利用者登録が必要。）

（令和2年4月28日時点）

※MVNO（仮想移動体通信事業者、いわゆる格安SIM）各社も独⾃施策を実施中。（施策内容・条件等は各社HP等に掲載）
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【MNO３社の支援策を受けるための手続き】

会社 ＮＴＴドコモ KDDI、沖縄セルラー ソフトバンク、ウィルコム沖縄
⼿続⽅法

店頭窓⼝ または オンライン⼿続き 店頭窓⼝ 店頭窓⼝

利⽤者登録に
必要な書類 ○利⽤者（児童⽣徒）の健康保険証や

住⺠基本台帳カードなどの書類
（コピー可）

※オンライン⼿続の場合は、
⼿続き後申込書等が送付されるので、
申込書と併せて郵送により提出

○契約者の確認書類
（免許証、保険証など）

○利⽤者の確認書類
（保険証、学⽣証など
⽣年⽉⽇／住所がわかるもの）

○利⽤者の年齢がわかる、
契約者と利⽤者との家族確認書類

例
・マイナンバーの印字のない住⺠票
（発⾏から3ヵ⽉以内のもの）
・遠隔地保険証
・契約者と利⽤者の両⽅の⽒名が
記載されている健康保険証 など

適⽤
タイミング 利⽤者変更⼿続き後、当⽉から適⽤

（⽉途中の登録でも、⽉初に遡り適⽤）
利⽤登録以降のデータチャージが

無償提供の対象
利⽤の締め⽇までに変更された場合、

遡りで当⽉群⽉初から適⽤

（締⽇は、末⽇、10⽇、20⽇の3パターン）

・２５歳以下の利⽤者を登録するために必要な各社⼿続きは以下のとおり。
（令和2年5月1日確認）

※⼿続き⽅法等は、更新される場合があるため、各社HP等参照のこと。 37



家庭でのICT活⽤のためのアカウントと端末の設定について

■家庭で所有する端末■家庭にある通信環境
Wi-Fi環境/スマートフォン

■学校で既に整備している端末

■学校で新規に整備する端末
■学校で整備する
LTE通信が可能な機器

通
信
環
境

端
末

クラウド上で利⽤可能な様々なツール

新型コロナウイルス感染拡⼤に伴う休校措置を受け、各⾃治体では家庭でのICT活⽤を通して学習を⽌めない環境の実現を検討いただいていると
ころかと存じます。早急な措置が必要な⼀⽅、将来の継続的な利⽤を検討するにあたっては、端末やネットワークの整備以外に考慮が必要な点が
ございますのでご確認の上、利⽤を予定している学習⽤ツールにあわせて対応⽅法についてご確認・ご検討ください。

【アカウント設定】
・ID/パスワードの発⾏
・IDの運⽤設定、クラスの設定など
※IDの発⾏については利⽤する学習⽤ツールの提供事業者等に確認

【端末設定】
端末管理ツールやフィルタリングソフトによる、不要なソフトウェアのイ
ンストール防⽌、Webフィルタリング、紛失・盗難時の制御設定など
※学習者⽤コンピュータとして適切に運⽤するために最低限必要な端末管理(MDM)ツールは、学

習者⽤コンピュータと⼀体として調達する場合、児童⽣徒1⼈1台端末整備事業の補助対象

ファイル共有機能オンライン会議システム
ワープロソフト、表計算ソフト、プレ
ゼンテーションソフトなど

デジタル教材（動画・ドリルなど） 協働学習⽀援ツール

・・など
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u 開催⽇時︓2020年３⽉１８⽇（⽔）、２４⽇（⽕）、２７⽇（⾦）
※各回、４部構成で、１部につき４社程度がオンラインでピッチ（プレゼンテーション）を実施
※１提案者につき15分（10分提案、５分質疑応答）

u 当⽇の様⼦はYouTubeLIVEで⽣中継（毎回、500以上の同時視聴者数）
事後の動画視聴も可能。

u アプリケーション「Sli.do」を利⽤し参加者からの質問・意⾒を受付

〇参加企業
（端末メニュー）OSメーカー・ベンダー等２８社 （教育コンテンツ）EdTech企業１２社

〇寄せられた質問（主なもの）
基本メニュー（¥45,000端末補助の対象となる要素で構成されたモデル）に含まれる機能、
応⽤メニュー（導⼊実績等ある端末補助の対象外となる要素も含めて構成されたモデル）の価格・メリット、
端末管理の容易性、補償内容、同梱される学習アプリケーション（機能・価格）等

〇YouTube再⽣状況
・視聴回数(3/27時点)︓ 18,480（第１回）、 4,942（第２回）、 3,760（第３回）

概 要
「GIGAスクール ⾃治体ピッチ」開催結果概要①

動画配信画⾯ ファシリテーターによる質問の様⼦Sli.doによる質問

第３回︓https://www.youtube.com/watch?v=c7csnx-fufE&feature=youtu.be

第１回︓https://www.youtube.com/watch?v=P-ztF6wHvto
第２回︓https://www.youtube.com/watch?v=hmry42X9lXE
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今後について
〇YouTubeにて当⽇の動画を後⽇視聴可能に（⽂部科学省HPでリンクを公開）

〇各社のパッケージ及び当⽇のプレゼン資料を⾃治体ピッチホームページにて公開

基本パッケージ・応⽤パッケージ併せて約70パッケージを掲載
（https://www.learning-innovation.go.jp/giga/）

「GIGAスクール ⾃治体ピッチ」開催結果概要②
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ＩＣＴ活⽤教育アドバイザー事業

教育の質の向上に向けて、全国の⾃治体における学校のICT環境整備の加速とその効果的な活⽤を⼀層促進するため、
各都道府県エリアをカバーした⽀援スタッフを配置し、⾃治体や教育委員会等からの相談に対応
【相談内容の例】
・ＩＣＴ環境整備（セキュリティを含む）に関する計画策定
・ＩＣＴ環境整備の仕様書作成・⾒積もり精査・調達実施
・ＩＣＴを活⽤した効果的な指導⽅法（遠隔教育、家庭学習等を含む）
・ＩＣＴを活⽤した指導に関する研修講師の紹介・派遣等研修の実施
・その他、ＧＩＧＡスクール構想の実現に関連して助⾔・⽀援が必要な内容

実施内容

実施体制

⽂部科学省

アドバイザリーボード

アドバイザー︓
⽂部科学省が⼤学や⾃治体等の
有識者等を委嘱

委嘱

アドバイザー事務局

●アドバイザーの管理・派遣
●相談窓⼝の開設
●ＦＡＱや⼿引書等の作成・情報提供
●「ＧＩＧＡスクール構想の実現」全体の進捗管理

等

報告・連絡・相談委託

教育委員会など
学校設置者

①メール・電話等で相談

②、③
アドバイザー等が助⾔・⽀援

【相談の流れ】
① 教育委員会などの学校設置者が、アドバイザー事務局に相談内容を連絡（メール・電話等）
② アドバイザー事務局が、相談内容や地域に応じて、直接回答⼜はアドバイザーを選定し、教育委員会等に連絡
③ アドバイザー事務局やアドバイザーが、リモート（テレビ会議、電話等）や訪問により、教育委員会等に助⾔・⽀援

※助⾔・⽀援に係る教育委員会等の費⽤負担はありません。
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新型コロナウイルス感染症対応地⽅創⽣臨時交付⾦について
内閣府HP︓https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/rinjikoufukin/index.html

今後のスケジュール
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新型コロナウイルス感染症対応地⽅創⽣臨時交付⾦について
内閣府HP︓https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/rinjikoufukin/index.html

直近のスケジュール
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使えるものは何でも使って、

既存のルールにとらわれず臨機応変に、

何でも取り組んでみる。

「⼀律にやる」必要はない

今は前代未聞の⾮常時・緊急時

できることから、できる⼈から、

ICT、オンライン学習は学びの保障に⼤いに役⽴つ

「ルールを守ること」は⽬的ではない

なのに危機感ない。

のに取り組もうとしない。

家庭のパソコン、家族のスマホ

現場の教職員の取り組みをつぶさない



使えるものは何でも使って、

既存のルールにとらわれず臨機応変に、

何でも取り組んでみる。

「⼀律にやる」必要はない

今は前代未聞の⾮常時・緊急時

できることから、できる⼈から、

ICT、オンライン学習は学びの保障に⼤いに役⽴つ

「ルールを守ること」は⽬的ではない

なのに危機感ない。

のに取り組もうとしない。

家庭のパソコン、家族のスマホ

現場の教職員の取り組みをつぶさない

えっ、

この⾮常時にさえICTを使わないの

なぜ︖


