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ＧＩＧＡスクール構想の実現 令和元年度補正予算額 2,318億円
令和2年度１次補正予算額 2,292億円

Society5.0時代を⽣きる⼦供たちに相応しい、誰⼀⼈取り残すことのない公正に個別最適化され、創造性を育む学びを実
現するため、「1⼈1台端末」と学校における⾼速通信ネットワークを整備する。

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の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 1,367億円
⼩・中・特別⽀援・⾼等学校における校内ＬＡＮ環境の整備を⽀援
加えて電源キャビネット整備の⽀援
対象︓国・公・私⽴の⼩・中・特⽀、⾼等学校等
公⽴、私⽴︓1/2、国⽴︓定額

児童⽣徒の端末整備⽀援
○ 「1⼈1台端末」の実現 2,973億円

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

令和元年度 1,296億円
令和２年度１次 71億円

令和元年度 1,022億円
令和２年度１次 1,951億円

国公私⽴の⼩・中・特⽀等義務教育段階の児童⽣徒が使⽤するPC端末整
備を⽀援

4,610億円

令和２年度１次 105億円

（⽂部科学省所管）

ü 学びにおける時間・距離などの制約を取り払う 〜遠隔・オンライン教育の実施〜
ü 個別に最適で効果的な学びや⽀援 〜個々の⼦供の状況を客観的・継続的に把握・共有〜
ü プロジェクト型学習を通じて創造性を育む ~⽂理分断の脱却とPBLによるSTEAM教育の実現〜
ü 校務の効率化 〜学校における事務を迅速かつ便利、効率的に〜
ü 学びの知⾒の共有や⽣成 〜教師の経験知と科学的視点のベストミックス(EBPMの促進)〜

⽬指すべき
次世代の
学校・
教育現場

クラウド

⾼速⼤容量
機密性の⾼い
安価なネットワーク

１⼈１台端末

家庭での活⽤
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新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドライン

（令和２年６月５日文部科学省通知） ～抜粋～

５．学習指導等
（１）学習指導
・ＩＣＴ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，学校の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，あらゆる機器や環境を最⼤限活⽤する。そのために，
各学校及び学校の設置者において，家庭の通信環境について⾄急把握する。
⼀⽅，家庭の端末等を活⽤することはあくまで緊急的な対応であり，各設置者において⼀刻も早く児童⽣徒のＩ
ＣＴ環境を整えることが必要である。このため，各設置者においては，令和元年度補正予算，令和２年度補正予
算における端末や通信機器整備⽀援も活⽤し，直ちに調達⾏為に⼊るとともに，納期を分割することなどにより，特
に早急に整備が必要な分は優先的に整えるなどの対応を⾏う。これにより，遅くとも令和２年８⽉までには，少なくと
も⼩学校第６学年・中学校第３学年等の最終学年の児童⽣徒や，経済的理由等でＩＣＴ環境を準備できない
家庭に対してＩＣＴ環境が整備されることを⽬指す。
また，ＩＣＴを活⽤した家庭学習に係る低所得世帯への通信費の⽀援については，就学援助（要保護児童⽣

徒援助費補助⾦），特別⽀援教育就学奨励費（要保護世帯）及び⾼校⽣等奨学給付⾦において，通信費相
当額を追加⽀給することとしており，これらの⽀援制度等を周知し，活⽤を促す。
さらに，ＩＣＴを活⽤した遠隔での指導等を⾏う際の著作物利⽤に係る著作権等の取扱いについては，平成30 

年著作権法改正による「授業⽬的公衆送信補償⾦制度」が４⽉28⽇に施⾏され，著作権者等の許諾を得ること
なく円滑な著作物利⽤が可能となっていることに留意すること（補償⾦額については，令和２年度は特例的に無
償）。
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国全体の学習保障に必要な⼈的・物的⽀援
ICT端末を活⽤した家庭学習のための環境整備

○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、あらゆる機器や環境を最⼤限活⽤
そのために、各学校及び学校の設置者において、家庭の通信環境について⾄急把握

○端末、LTE通信機器（モバイルルータ）、遠隔学習機器等について
・⾃治体への補正予算交付決定を待たず遡りでの整備着⼿を可能とする措置
・⽂科省で全国の需要を把握したうえで供給メーカー等業界と連携
・迅速な調達を進めるための⾃治体への専⾨家による直接助⾔（令和２年５⽉〜 「ICT活⽤教育アドバイザー」の活⽤事業の開始）
・⾃治体への早急な調達促進
等に加え、必要に応じて地⽅創⽣臨時交付⾦も活⽤しながら、８⽉には、特定警戒都道府県として指定された等優先すべき地域でICTを活⽤したオンラインによる
家庭学習が全ての児童⽣徒に可能な環境を実現。そのため、少なくとも⼩学校第６学年・中学校第３学年等の最終学年の児童⽣徒や，経済的理由等でＩＣＴ
環境を準備できない家庭に対してＩＣＴ環境が整備されることを⽬指す。
○家庭における通信費について
低所得世帯の家庭学習を⽀えるための通信費については、 要保護児童⽣徒援助費補助⾦、特別⽀援教育就学奨励費、⾼校⽣等奨学給付⾦の特例的な追加⽀
給により対応

「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 令和元年度補正予算 2,318億円、令和2年度補正予算 2,292億円

ＧＩＧＡスクール構想の加速による学びの保障

【スケジュール】

端末︓4⽉17⽇より⾃治体の先⾏発注
▼ 4/16全国緊急事態宣⾔

▼ 4/30令和２年度補正予算成⽴

８⽉︓優先すべき地域でオンライン学習可能に

端末配備

端末、LTE通信機器、遠隔学習機器等︓５⽉より⾃治体の先⾏発注

端末、LTE通信機器、遠隔学習機器等配備
交付⼿続き、需要調査、供給メーカーとの連携

交付⼿続き、需要調査、供給メーカーとの連携

家庭のICT環境調査 最終学年の児童⽣徒や
ICT環境が整備できない家庭に配備

端末、LTE通信機器の優先配備

令
和
元
年
度

補
正
予
算

令
和
２
年
度

補
正
予
算

家庭にある既存のICTの活⽤促進

「学びの保障」総合対策パッケージ
【詳細版】より抜粋
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端末の整備時期

様々な措置を講じていただければ、児童⽣徒の⼿元に⼗分に早く届けられます。

６⽉５⽇の⽂科省からの通知では 「遅くとも令和２年８⽉までには，少なくとも⼩学校第
６学年・中学校第３学年等の最終学年の児童⽣徒や，経済的理由等でＩＣＴ環境を準

備できない家庭に対してＩＣＴ環境が整備されることを⽬指す」 とあるが、
そもそも希望する端末を年度内にそろえるのは難しいとも聞いている。

（学校設置者からの声）

• 優先する児童⽣徒の設定（⼩６、中３、経済的理由で整備が困難な家庭）
• 調達⾏為等の早期着⼿、可能な限りの前倒し
• 納品の前倒し（優先する児童⽣徒分の納期分割先⾏など）
• キッティング等作業⼯程の簡略化

「（○○の端末は）在庫がありません。」「○⽉までには納品できません。」と相談した販売事
業者から⾔われても、OS事業者等に直接相談することで、⼗分な台数を早期に確保でき
る可能性があります。 ※実際に、そのような例が散⾒されます。
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端末の整備時期（相談窓⼝）

希望する措置に対し販売事業者等が⼗分対応できない場合は,
直接⽂科省（アドバイザー窓⼝）やＯＳ事業者に問い合わせください。

Microsoft GIGAMS@Microsoft.com
Google gfe-jp-isr@google.com
Apple giga@apple.com

各ＯＳ事業者専⽤窓⼝

ＯＳ事業者は専⽤窓⼝を設けています。

5
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端末の整備コスト

このような変化を踏まえてください。そうでない提案も多いんです。

GIGAスクールの端末はこれまでの端末と違うんです︕

端末への国からの補助は⼀台当たり４万５千円だが、
「そうは⾔ってもソフトウェアや保守管理など、何だかんだ１台当たり８万円、９万円は必要」

と⾔われた。
それなら国からの補助だけでは⾜りず、相当の額の⾃前負担が必要。

（学校設置者からの声）

クラウド前提で、ソフトウェアや保守管理も⼤きく変わります

6

今回の⼤量導⼊に合わせてシンプルな環境にしないと、コストが⾼⽌まりしたままとなり
今後の整備に対応できなくなります

⼀⽅、クラウド活⽤にはアカウント設定は忘れずに。



端末の整備（ソフトウェア）
• 端末は基本ＯＳと教育向け無償ライセンスだけでも⼗分。
• 必要なソフトはクラウド上で動かしてブラウザで利⽤する「ブラウザベース」が主流に
• インストールする場合も必要最⼩限なものに厳選を（学習⽤だけでなく管理⽤ソフトも）
• ソフトの厳選でキッティング・初期設定もコストも時間も⼤幅減

Windows OS端末 ×
教育機関向けOffice 365 A1ライセンス

Chrome OS端末 ×
Suite for Education ライセンス

iPadOS端末 ×
Apple社が提供する無償の教育⽤App

⾼速⼤容量、機密性が⾼くて
安価な通信ネットワーク

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
様々な場所・機器から利⽤できる

ブラウザベースのソフトウェア
・ＯＳに依存しない
・端末を変えても同じサービスを利⽤できる
・端末を⾼スペックにする必要がない 7



端末の整備（保守管理・サービス）

• シンプルな構造なので保守管理の⼿間も従来より圧倒的に少ない。
• 壊れたら送り返して修理するタイプ（センドバック⽅式）で経費削減の余地。
• メーカー保証も活⽤を。

端末本体
ハード

保守管理
サービス

端末本体
ハード

保守管理・サービス

従来の⾼コスト端末 新しいＩＣＴ環境

端末本体
ハード

構造が簡素で保守管理が容易
⼤量導⼊で管理も効率化

のはず
保守管理
サービス

ハードが下がったのに
保守管理・サービスが

同程度︖
多くのソフトウェアや
複雑な機器への対応

多くのソフトウェア
処理に必要な⾼スペック

端末本体
ハード

端末本体
ハード

端末本体
ハード

︖
8
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■家庭で所有する端末 ■学校の端末

クラウド上で利⽤可能な様々なサービス

【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
※ＯＳ３社の教育向けライセンスに標準で装備

【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
※最低限必要な端末管理(MDM)ツールは、端末整備の補助対象

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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端
末

端末の整備（活⽤に必要な設定）
• アカウント・ＩＤは今後パブリッククラウド活⽤に必須のもの
• 個別最適化された学びにもつながるため、⽂科省も本格活⽤準備中。計画的な取得を



校内ＬＡＮのモデル調達仕様書例
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3F

2F

1F
職員室

フロアスイッチ

フロアスイッチ

フロアスイッチ

拠点ルータ
基幹スイッチ

センタールータ

集約SW
VPN

教育センタ または
データセンタ

学

校

サーバ機器
（プライベートクラウド）

・・・・

ケーブルは10G以上
対応の規格

ネットワーク構成例（センター集約ISP接続）

光回
線

フロア毎の各無線APを
接続・給電する

各フロアのSW
を集約する

光回線の引き込み先は、
校舎の構造により、2F、
3Fになる場合もある。

ファイア
ウォール

無線APは、全教室で全
児童⽣徒が⼀⻫に使うこ
とを想定し設置する。

セン
ター回
線

拠点
回線

教室

ISP（プロバイダ）

クラウドサービス

SaaS PaaS IaaS

将来のパブリック
クラウドへの移
⾏も⽬指しつつ
最低限のもの

光回線 LANケーブル

端末からクラウドまで一体として円滑な
通信を確保（動画視聴など確認）

学校から直接ISPに接続
するパターンもある

無線AP
充電
保管庫

LTE

携帯キャリア通信網LTE通信

インターネット
SINET

SINET経由での
クラウド利⽤等

教育委員会等の
ネットワーク

学校外通信 校内ＬＡＮ

国は半額補助と⾔っていたのに、実際の補助額は⾒積もり額と⼤きく乖離している。
削減ポイントは。 逆に留意すべきポイントは。
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通信環境整備（教育委員会等のネットワーク）

データセンター等のネットワーク
• 機器や回線に⼀つでもボトルネックがあれば全
学校の⾼速通信を妨げてしまう

教育委員会データセンターや学校のサーバー
（プライベートクラウド）

• ⾃前のサーバーは維持管理にコストがかかる。
• サーバー強化よりも「パブリック」クラウドに順次
計画的な移⾏を

• 学習⽤回線は学校から直接インターネットに抜
ける⼿も
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校内ＬＡＮ整備（学校外の通信）

校外の通信回線の確保

• 10Gbpsベストエフォート型への契約変更
などで効果的・効率的な回線を

• ⼀⼈⼀台スムーズに動くこと、動画が⾒ら
れることを業者に担保してもらう
（責任所在の明確化）

• 校内を整備しても⼦供たちの端末が
⾼速に接続できる帯域を確保しないと
意味がない。

• 機微な校務情報が流れない学習⽤回線
は学校から直接インターネットへ接続した⽅
が楽

• ケーブルテレビ会社なども選択肢
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校内ＬＡＮ整備（校内整備）・キャビネット
校内ネットワーク
• 企業に求められる冗⻑性のレベルは不要
（業者にもその経験しかないことがある）
• これまで紹介してきた様々な⾒直しポイント
を参考にしてみて

電源キャビネット
• 輪番電源備えた既製品である必要はない
（既製品は需要が多く⾼騰傾向）

• 市販の鍵付き棚とUSBの活⽤もある
（USＢは電流が少ない）

• 感染症対策で持ち帰り前提となれば必
要性も再考余地あり

• ⾼専から協⼒の可能性の申し出あり
【関⼼ある⾃治体は連絡を】

⾏政説明で取り上げた電源キャビネットに関する情報について
参考︓GIGAスクール構想における「充電保管庫」の作製プロジェクト（東京学芸⼤学⼤⾕研究室）
https://proc-techedu-lab-tgu.amebaownd.com/posts/8051025

https://proc-techedu-lab-tgu.amebaownd.com/posts/8051025


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） 14



クラウド活⽤に向けた
「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」の改訂

ガイドラインの位置付け・構成の⾒直し等

• ガイドラインを⼀⾔⼀句遵守するのではなく、教育委員会・学校が、
実現したい環境やコスト、ネットワークの環境等を踏まえ、クラウド
サービスの活⽤も含めた柔軟な環境整備を検討できるよう、ガイド
ラインの位置付け・構成の⾒直し

• 児童⽣徒及び外部からの不正アクセスの防⽌に向けた、ネット
ワークの仮想的な分離等に関する⽂⾔の整理

クラウドの利⽤に関する記述の
追加

• 学校現場においても「クラウド・バイ・デフォルト」の原則を
踏まえた環境整備の実現に向けて、クラウドサービスのメ
リット・留意点や、セキュリティ対策の項⽬例や、第三者
認証を利⽤した情報セキュリティ状況の把握 等

事業者が配慮すべき個⼈情報の取扱いに関す
る事項の追加

• 事業者に業務の⼀部を委託（クラウドサービスの利⽤を
含む）する場合の、事業者における個⼈情報の取扱い
に関する留意事項を追記
（例）同意のない⽬的外利⽤の禁⽌、個⼈情報の売
買の禁⽌ 等

本⽂
教育委員会・学校が踏ま
えるべき理念・考え⽅を提
⽰

参考
資料

柔軟な環境整備を促
進に向けて、「参考」と
しての情報を記載

• 学校現場における情報セキュリティの確保に向けて、「教育委員会・学校が情報セキュリティポリシーを作成や⾒直し
を⾏う際の参考」として、平成29年10⽉に「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を策定。

• セキュアなクラウドサービスの普及等、技術の進展を踏まえ、より柔軟な環境整備を実現するために以下のとおりガイド
ラインを改訂。
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家庭学習のための通信機器⽀援整備

• 相対契約で利⽤料⼤幅減の可能性。
• MVNO（いわゆる格安携帯電話会社）も有⼒な選択肢。
• 整備後、必要性に応じ通信量を絞る、ないし⼀旦契約解除も。
• 低所得者を対象とするなら個⼈負担(個⼈契約、学校徴収⾦)→ 就学援助、⽣活保護による⽀援も。

16

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）

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

将来的な通信費をどうしよう。。



低所得世帯の家庭学習を⽀えるための通信費の⽀援

（各⽀援施策概要）※

（背景）
新型コロナウィルス感染症対策のための臨時休業及び段階的学校再開期において、⼦供たちの学びを保障できるよう、ICTを活⽤した
家庭学習に係る通信費の⽀援は急務の課題。

対象 支援内容 追加支給の内容 令和２年度予算額

要保護児童⽣徒援助費補
助⾦

経済的理由によって就学困
難と認められる児童⽣徒の
保護者（要保護者）

学⽤品費等の援助費⽬に応じて
必要な援助を実施 １万円（補助率︓1/2）

（補助要綱改正） 626百万円

特別⽀援教育就学奨励費
特別⽀援学校等に就学す
る幼児児童⽣徒の保護者

通学費、寄宿舎居住に伴う経費
等、就学するため必要な経費を
援助

１万円（要保護世帯）
（補助率︓1/2、国⽴10/10）
（補助要綱改正）

12,397百万円

⾼校⽣等奨学給付⾦
低所得世帯（⽣活保護・
⾮課税世帯）の⾼校⽣等
の保護者

授業料以外の教育費に充当する
ための給付⾦を⽀給 1万円（定額）※

（令和２年度の特例加算） 13,610百万円

（概要）
段階的学校再開期において速やかに⽀援が可能となるよう、既存の低所得世帯への⽀援施策（※）において、 通信費相当額を
特例的に追加⽀給。（追加⽀給上限額:1万円、令和２年6⽉改正）
（⽣活保護世帯については、⽣活保護費（教育扶助・⽣業扶助）により措置（令和２年５⽉１５⽇厚⽣労働省事務連絡））

※通信費に充てられる仕組みを別途措置
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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

当初申請では、1.7を超える⾒込み（精査中）
⇒ 申請数（整備予定数）は、就学援助受給児童⽣徒数以下に抑える必要はなく、真に必要な数を。

学校種
児童生徒数

(A)

左のうち

就学援助等受給

世帯児童生徒数(B)

調整率

(C)

交付申請額

(DとJの小さい方)

(E)　(円)

小学校 590 89

中学校 480 70

義務教育学校 0 0

中等教育学校 0 0

特別支援学校 150 12

合計 1,220 171 1.0000000 1,710,000

整備

予定数(F)
単価(G)

実支出見込額

(H)（F×G)

補助上限額

(I)(F×10,000)

国庫補助対象額(J)

（HとIの小さい方)

（記入例） 0 0 0

小学校 ○○小学校 110 11,000 1,210,000 1,100,000 1,100,000

中学校 △△中学校 90 9,580 862,200 900,000 862,200

特別支援学校 □□聾学校 20 12,500 250,000 200,000 200,000

220 2,322,200 2,200,000 2,162,000合計

補助上限額

(D)(B×C×10,000円)

1,710,000

国庫補助対象額（算定内訳）

学校種 学校名

（単位：円）

納入完了

予定月日

多数の⾃治体で同額となっている。

申請時は便宜上、1.0としている。
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家庭学習のための通信機器⽀援整備（補助上限額）



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

19

• ⾃治体に⼈材を紹介できる事業者や団体を⽂科省が紹介します。
• ICT⽀援員などの⼈材にもつながります。

GIGAスクールサポーター配置⽀援事業
ＩＴ⼈材をどうやって探せばいいのだろう。

使⽤⽅法周知
使⽤マニュアル
（ルール）の作成

⼯事や納品対応ICT環境整備の設計

（GIGAスクールサポーターの業務例）

• ご地元の事業者の⽅に、端末ごとの保守管理ではなく、サポーターとして学校のICT環境を
⼀体として⽀援いただくのはどうですか。



ICT⼈材確保のための事業者等の紹介について

GIGAスクールサポーター、ICT⽀援員等学校のICT化を⽀援する⼈材の確保に向
けて、⾃治体に対し、⼈材の紹介・派遣等を⾏っている事業者等に関する情報提
供を⾏っています。
※ ICT⼈材の活⽤を希望する⾃治体はHP掲載情報を基に事業者等を調べ、条件に合う事業者等が
みつかれば担当者に連絡し、相談を進めてください。その際、契約の条件（事業者に求める具体的
な内容や⾦額等）についてよく確認をしてください。

https://www.oetc.jp/ict/top/
「ICT活⽤教育アドバイザーの活⽤事業」事務局HP

地域や
業務領域
から検索︕
（近⽇運⽤開始） 掲載情報

については
随時更新
予定︕

情報掲載が予想される事業者の例
・⼈材を紹介する事業者
・⼈材を派遣する事業者
・⼈材の募集に協⼒する事業者
・ICT⼈材が担う業務そのものを受託し
実施する事業者 等

20
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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

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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2020年5⽉11⽇ 学校の情報環境整備に関する説明会
〜令和２年度１次補正予算に関する説明〜

適切な学校ICT環境整備に向けて

GIGAスクール構想の実現とは〜学校情報化の⽬的と概略〜

YouTube 「GIGAスクール」Chにて動画による説明公開中
https://www.youtube.com/channel/UCb4F5Nqgupcz_fnOrzmE6SQ

今後具体的な整備・活⽤の内容を随時公開

「学びの保障」総合対策パッケージ等も踏まえ、⾃治体だけでなく地元ＩＴ事業者にも
理解していただきたい、学校ICT整備のより具体的なポイント

令和２年度１次補正予算における学校ICT化に向けた補助内容、その上で⾃治体に
実際に進めてほしい整備の⽅向性（５⽉１１⽇の⾃治体向け説明会動画）

学校のICT化の⽬的・必要性と遅れた実態、今回の急激なICT化に⾄る経緯とＧＩＧＡ
スクール構想の概要、導⼊による学びのイメージなど基本的な概略説明

ICT環境整備の概要説明動画
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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

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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https://www.oetc.jp/ict/511/
http://oetc.jp

