
速 報 文部科学省

文部科学省、2023 年度予算案が 5兆 2,941 億円。
前年度比 123 億円増で、教育現場のDX推進へ

　政府は昨年12月23日、2023（令
和５）年度予算案を閣議決定した。
11年連続で過去最大を更新する中、
文部科学省の予算案も増加し、前年
度比123 億円増の５兆 2,941億円を
計上した。文教関係予算は 4兆 146
億円（前年度比 828円増）となり、
公立学校施設の整備では、カーボン
ニュートラル（温室効果ガスの実質
排出ゼロ）の実現に向けて、学校施
設のZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・
ビル）化を推進する。教育現場の
DX（デジタルトランスフォーメーシ
ョン）を進めるために、次世代の公務
デジタカル化の予算を新たに盛り込
んだ。

■学校施設のZEB化推進

　23年度の文科省予算案の内訳は、
文教関係予算が 4 兆 146 億円（前
年度比82億円増）、スポーツ関係予
算が 359 億円（同 4億円増）、文化
芸術関係予算が 1,077 億円（同 1億

円増）、科学技術予算が 9,780 億円
（同5億円増）となった。
　このうち、文教関係予算では、新
しい時代の学びを支える学校施設の
整備に総額 1,140 億円を盛り込ん
だ。このうち、公立学校施設整備に
は、687 億円。子どもたちの多様な
ニーズに応じた教育環境の向上と老
朽化対策の一体的な整備を進める。
具体的には、学校施設の長寿命化を
図る老朽化対策のほか、バリアフリ
ー化や特別支援学校の整備を進め
る。政府が掲げる 50 年カーボンニ
ュートラルの実現に向けて、太陽光
発電などを学校施設に整備する
ZEB化も推進する。
　学校施設の災害対策として天井材
や床材などの非構造部材の耐震化
や、避難所としてのトレイの改修を
含む防災機能強化を図る。
　国立大学や高等専門学校などの施
設整備では 363 億円を充てる。ソ
フト・ハードを一体とした教育環境

の整備。イノベーションコモンズ（共
創拠点）化を進めることで、老朽化
改善、教育研究の高度化・多様化・
国際化などを進め、イノベーション
を創出する。

■�35人学級や�
高学年教科担任制へ

　教師等の指導体制の充実と働き方
改革の推進、教師の研修体制の構築
では、小学校の 35 人学級や高学年
の教科担任制を進めるため前年度よ
り 201 億円増の 1 兆 5,216 億円を充
てる。GIGAスクール構想の着実な
推進と学校DXの加速には、新規
予算である次世代の校務デジタル化
の推進 8千万円を含む、計 39億円
を計上した。これに加えて、運動部・
文化部活動の地域連携や地域クラブ
活動移行では、前年比 10億円増の
28億円を投じる。
　このほか。国立大学改革の推進に
1 兆 834億円、私立大学等の改革の
推進に 4,005 億円、グローバル社会
でわが国の未来を担う人材の育成に
372億円などを計上した。
科学技術予算では、わが国の研究力
の総合的・抜本的な強化として、科
学研究費助成事業 2,377 億円、戦略
的創造研究推進事業437億円等。ま
た、量子・AI（人口知能）等の重
要先端技術の研究開発の推進として
135 億円を計上。新規予算となる量
子コンピュータ・スーパーコンピュ
ータの組み合わせによる研究DX
基盤の高度化に成長や社会課題解決
に向けて引き続き全力で取り組む」
との見解を示した。
※出典 :すべて文部科学省発表資料より

令和５年度 ⽂部科学省所管⼀般会計予算（案）の構成

義務教育費
国庫負担⾦
1兆5,216億円
(28.7%)

国⽴⼤学法⼈
運営費交付⾦
1兆784億円
(20.4%)

科学技術予算
9,780億円(18.5%)

⽂化芸術関係予算
1,076億円(2.0%)
(デジタル庁計上分含む)1,077億円

公⽴学校施設整備
687億円(1.3%)

国⽴⼤学法⼈等施設整備
363億円(0.7%)

⼈件費等
2,364億円(4.5%)

⾼校⽣等への修学⽀援
4,283億円(8.1%)

スポーツ関係予算
359億円(0.6%) ※
(デジタル庁計上分含む)359億円

その他教育関係予算
2,350億円(4.4%) 5兆2,941億円

(100%)無利⼦奨学⾦
1,003億円(1.9%)

私学助成関係予算
4,086億円(7.7%) ※

※ 私学助成関係予算、スポーツ関係予算については
重複計上がある。

国⽴⾼専機構運営費
628億円(1.2%)
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速 報 文部科学省

令和5年度 ⽂部科学省予算（案）のポイント（教育関係）
⽂教関係予算のポイント 4兆146億円（4兆64億円） 【6,053億円】

教師等の指導体制の充実と働き⽅改⾰の推進、教師の研修体制の構築
• ⼩学校における35⼈学級や⾼学年の教科担任制の推進 1兆5,216億円（1兆5,015億円）
• 学校における働き⽅改⾰の推進のための⽀援スタッフの充実 91億円（84億円）
• 「新たな教師の学び」を⽀える研修体制の構築 13億円（14億円）【27億円】

GIGAスクール構想の着実な推進と学校DXの加速
• 運営⽀援センター機能強化、⾃治体等への端末活⽤⽀援、先端技術利活⽤推進等

14億円（15億円）【80億円】
• 次世代の校務デジタル化の推進 0.8億円（新 規）【11億円】
• ⼩中学校等における学習者⽤デジタル教科書普及促進 18億円（23億円）
• 教育DXを⽀える基盤的ツールの整備・活⽤、教育データの分析の推進等

7億円（ 5億円）【 4億円】

幼児期及び幼保⼩接続期の教育の質的向上
• 「幼保⼩の架け橋プログラム」の実施、質を⽀える体制整備の⽀援 23億円（25億円）【35億円】

新時代に対応した⾼等学校改⾰の推進
• 普通科改⾰⽀援、職業教育の充実 5億円（ 5億円）

運動部・⽂化部活動の地域連携や地域クラブ活動移⾏
• 部活動の地域連携や地域スポーツ・⽂化クラブ活動移⾏に向けた環境の⼀体的整備

28億円（ 18億円）【19億円】

感染症対策の充実と学校健康教育の推進
• 学校の新型コロナウイルス感染症対策⽀援、養護教諭の業務⽀援の充実、 学校健診情報の
本⼈提供(PHR)の推進、⾷育の推進等 7億円（6億円）【242億円】

道徳教育の充実
• 道徳教育の抜本的改善・充実等 42億円（42億円）

英語教育の充実
• 英語教育・⽇本⼈の対外発信⼒の改善 80億円（73億円）

個別最適な学びと協働的な学びの実現

新しい時代の学びを⽀える学校施設の整備

⾼等教育機関の多様なミッションの実現

令 和 ４ 年 度
予 算 額

令 和 ５ 年 度
予算額（案）

⽐ 較 増
△ 減 額

⽐ 較 増
△ 減 率

⽂部科学省
予 算 5兆2,818億円 5兆2,941億円 123億円増 0.2％増

教育環境の向上と⽼朽化対策の⼀体的整備、キャンパスの共創拠点化、脱炭素化
など学校施設等の整備の推進
• 公⽴学校施設整備 687億円（687億円）【1,203億円】
• 国⽴⼤学・⾼専等施設整備 363億円（363億円）【 582億円】
• 私⽴学校施設等整備 90億円（ 99億円）【 107億円】

基盤的経費の充実や客観的指標に基づくメリハリある配分による改⾰の徹底、
⾼専の⾼度化・国際化の推進
• 国⽴⼤学改⾰の推進 1兆834億円（1兆836億円）【239億円】
• ⾼等専⾨学校の⾼度化・国際化 628億円（ 625億円）【130億円】
• 私⽴⼤学等の改⾰の推進等 4,005億円（ 3,995億円）【 6億円】
⾼度専⾨⼈材の育成等の推進
• 数理・データサイエンス・AI教育の推進 23億円（ 23億円）
• ⾼度医療⼈材の養成 10億円（新 規）【15億円】
• グローバル社会で我が国の未来を担う⼈材の育成 372億円（373億円）【 6億円】
※成⻑分野をけん引する⼤学・⾼専の機能強化に向けた基⾦による継続的⽀援 【3,002億円】

注１） （ ）内は令和4年度予算額。【】内は令和4年度第2次補正予算額。
注２） ⽂部科学省関係の令和4年度第2次補正予算（経済対策）として、

総額1兆4,426億円を計上。
注３） 各項⽬の右側の丸数字は当該項⽬の参考資料のページ数。
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運動部・⽂化部活動の地域連携や地域クラブ活動移⾏、⼦供の体⼒向上等
• 部活動の地域連携や地域スポーツ・⽂化クラブ活動移⾏に向けた環境の⼀体的整備（再掲）

28億円（ 18億円） 【19億円】
• ⼦供の体⼒向上(アスリートの体育授業派遣等)、⼤学スポーツ振興 8億円（ 8億円）

持続可能な競技⼒向上体制の確⽴等
• 国際競技⼒の向上 101億円（100億円）
• 競技団体の組織基盤強化への⽀援 3億円（ 3億円）
• ﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞ防⽌活動推進体制の強化、ﾎﾟｽﾄｽﾎﾟｰﾂ･ﾌｫｰ・ﾄｩﾓﾛｰの推進 5億円（ 5億円）

多様な主体によるスポーツ参画の促進と共⽣社会の実現
• Sport in Lifeの実現及びスポーツによる健康増進 8億円（ 8億円）
• 障害の有無にかかわらず「ともにする」スポーツの推進 6億円（ 4億円）

スポーツの成⻑産業化・スポーツによる地⽅創⽣
• ｽﾎﾟｰﾂﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ及びDX、他産業との共創、ｽﾀｼﾞｱﾑ・ｱﾘｰﾅ改⾰の推進 4億円（ 3億円）
• スポーツツーリズムを含めたスポーツ・健康まちづくりの⼀層の推進 4億円（ 4億円）

令和5年度 ⽂部科学省予算（案）のポイント（教育、スポーツ、⽂化芸術関係）
誰もが学ぶことができる機会の保障

教育相談体制等の充実によるいじめ、不登校対策等の推進
• スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、SNS等を活⽤した相談体制の充実、
⾃殺対策、不登校対策等の推進（不登校特例校の設置促進等） 85億円（ 80億円）
• 夜間中学の設置促進等 0.8億円（0.8億円）

⽣涯を通じた障害者の学びの推進、特異な才能のある児童⽣徒への⽀援
• 切れ⽬ない⽀援体制構築に向けた特別⽀援教育の充実等 41億円（ 35億円）
• ⼤学等や学校卒業後における障害者の学びの⽀援の推進 2億円（ 2億円）
• 特定分野に特異な才能のある児童⽣徒への⽀援の推進 0.8億円（新 規）

外国⼈の受⼊れ拡⼤に対応し、共⽣社会の実現を図るための⽇本語教育・外国⼈
児童⽣徒等への教育等の充実
• 外国⼈等に対する⽇本語教育の推進 14億円（ 10億円）
• 学校における⽇本語指導体制等の充実や外国⼈の⼦供の就学促進等 13億円（ 13億円）

海外で学ぶ⽇本⼈児童⽣徒の教育機会の充実
• 在外教育施設の機能強化（教師派遣、プログラム⽀援等） 179億円（172億円）【0.4億円】

コミュニティ・スクールと地域学校協働活動との⼀体的推進等による地域や
家庭の教育⼒の向上や体験活動の充実、学校安全体制の整備の推進
• 学校を核とした地域⼒強化、社会教育施設の機能強化による地域の教育⼒向上等
（学校における働き⽅改⾰・地域による学習⽀援 、家庭教育⽀援 、体験活動 、
読書活動の機会の確保 、公⺠館・図書館等のDXの推進 等） 79億円（ 76億円）

• 学校安全体制の整備 7億円（ 6億円）

リカレント教育等社会⼈が学び直す機会の拡充
• 社会⼈向けの実践的なプログラムの開発・拡充等 91億円（ 96億円）【21億円】

各教育段階の負担軽減による学びのセーフティネットの構築
• ⾼等学校等就学⽀援⾦における家計急変⽀援の創設等 4,136億円（4,149億円）
• ⾼校⽣等奨学給付⾦の充実 148億円（ 151億円）
• ⾼等教育の修学⽀援の確実な実施（こども家庭庁計上分含む） 6,314億円（6,211億円）

スポーツ⽴国の実現 359億円（355億円）【55億円】

⽂化芸術⽴国の実現 1,077億円（1,076億円）【713億円】

⽂化芸術のグローバル展開、ＤＸの推進、活動基盤の強化
• 我が国の⽂化芸術のグローバル展開等 14億円（13億円）
• 舞台芸術等総合⽀援事業 100億円（新 規）【100億円】
• ⽂化芸術による創造性豊かな⼦供の育成 84億円（73億円）【 22億円】
-⽂化部活動の地域連携や地域⽂化クラブ活動移⾏に向けた環境の⼀体的整備

4億円（ 3億円） 【 4億円】

⽂化財の匠プロジェクト等の推進・充実による⽂化資源の持続可能な活⽤促進
• ⽂化財の匠プロジェクトによる継承基盤の整備 257億円（252億円）【 58億円】
• 多様な⽂化遺産の公開活⽤の促進等 191億円（192億円）【 15億円】

⽂化振興を⽀える拠点等の整備・充実
• 国⽴⽂化施設の機能強化等 324億円（318億円）【515億円】
• 博物館機能強化の推進 4億円（ 4億円）
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速 報 文部科学省

令和5年度 ⽂部科学省予算（案）のポイント（科学技術関係）

量⼦・AI等の重要先端技術の研究開発の推進
• 量⼦コンピュータ・スーパーコンピュータの組み合わせによる研究DX基盤の⾼度化(TRIP)

• 光・量⼦⾶躍フラッグシッププログラム（Q-LEAP）
• ⾰新知能統合研究センター（AIPセンター）
• 中核となる国⽴研究開発法⼈の研究機能強化

※経済安全保障重要技術育成プログラム（K Program）

再⽣・細胞医療・遺伝⼦治療等の研究開発の推進
• 再⽣・細胞医療・遺伝⼦治療実現加速化プログラム

我が国の抜本的な研究⼒向上と優秀な⼈材の育成

科学技術予算のポイント 9,780億円（9,775億円）【7,447億円】
※エネルギー対策特別会計への繰⼊額 1,079億円（1,080億円）【148億円】を含む

宇宙・航空分野の研究開発の推進
• 宇宙基本計画に基づく宇宙分野の研究開発
-宇宙技術基盤の維持・強化（H3ﾛｹｯﾄ・将来宇宙輸送等）
-アルテミス計画に向けた研究開発等

海洋・極域分野の研究開発の推進
• 北極域研究船の建造を含む北極域研究等の推進

防災・減災分野の研究開発の推進
• 南海トラフ海底地震津波観測網（N-net）の構築等

環境エネルギー分野の研究開発の推進
• ITER計画・BA活動等の核融合研究開発の実施
• 次世代X-nics半導体創⽣拠点形成事業
• ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙの実現に向けた基礎・基盤研究開発の推進

原⼦⼒分野の研究開発・安全確保対策等の推進
• ⾼温ガス炉や核燃料サイクルに係る⾰新的な研究開発
• 医療⽤RIを含む原⼦⼒の多様な研究開発及びそれを⽀える⼈材育成
- 「もんじゅ」サイトを活⽤した新たな試験研究炉

【110億円】
我が国の研究⼒の総合的・抜本的な強化
• 科学研究費助成事業（科研費）
• 戦略的創造研究推進事業（新技術シーズ創出）
• 世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）
• 学際領域展開ハブを構築する共同利⽤・共同研究システム形成事業
• 博⼠課程学⽣の処遇向上と研究環境確保
• スーパーサイエンスハイスクール（SSH）⽀援事業

※地域中核・特⾊ある研究⼤学の振興
※創発的研究⽀援事業

国際共同研究・国際頭脳循環の推進
• 海外特別研究員事業
※先端国際共同研究推進事業（JST及びAMED）
※科研費国際先導研究（科研費の内数）

重点分野の研究開発の戦略的な推進
Δx・Δp≧ℏ/2

ℏ＝h/2π

Society 5.0を実現し未来を切り拓くイノベーション創出と
それを⽀える基盤の強化

国⺠の安全・安⼼やフロンティアの開拓に資する課題解決型
研究開発の推進

【 156億円】

【2,000億円】
【 553億円】

【 501億円】
【 110億円】

【 998億円】

【 27億円】
【 121億円】

（2,377億円）
（ 428億円）
（ 61億円）
（ 3億円）
（ 34億円）
（ 23億円）

（ 24億円）

（ 21億円）
（ 138億円）

（ 22億円）
（ 441億円）
（ 10億円）

2,377億円
437億円
71億円
7億円
36億円
24億円

26億円

21億円
138億円

30億円
441億円
10億円

【 47億円】

【 26億円】

【1,250億円】

【 17億円】

【 639億円】
【 234億円】
【 238億円】

【 4億円】

【 45億円】

【 53億円】
【 11億円】
【 496億円】

【 73億円】
【 2億円】

（ 新 規 ）
（ 37億円）
（ 32億円）
（ 34億円）

（ 新 規 ）

（1,526億円）
（ 156億円）
（ 141億円）

（ 47億円）

（ 12億円）

（ 214億円）
（ 9億円）
（ 12億円）

（ 94億円）
（ 49億円）
（ 4億円）

23億円
42億円
32億円
37億円

92億円

1,527億円
172億円
167億円

45億円

12億円

213億円
9億円
22億円

107億円
52億円
5億円

世界と伍するスタートアップ・エコシステムの形成に向けたイノベーションの創出
• ⼤学発スタートアップ創出と起業家教育の拡⼤
• 共創の場形成⽀援

世界最⾼⽔準の⼤型研究施設等の整備・成果創出の促進
• 官⺠地域パートナーシップによる次世代放射光施設(NanoTerasu)

• 最先端⼤型研究施設の整備・共⽤
• 研究データエコシステム構築事業

63 64

69

65

66 67

67

68

71

73

74

75

72

令和5年度予算額（案） 1兆5,216億円
（前年度予算額 1兆5,015億円）

⼩学校における35⼈学級の計画的な整備や、教科指導の専⾨性を持った教師による⾼学年の教科担任制の推進等を図り、義務教育９年間を⾒通し
た指導体制による新しい時代にふさわしい質の⾼い教育の実現を図るとともに、学校における働き⽅改⾰、複雑化・困難化する教育課題へ対応するため、
教職員定数4,808⼈の改善。
・教職員定数の改善 ＋104億円（＋4,808⼈）
・教職員配置の⾒直し ▲8億円（▲350⼈）
・⼈事院勧告による給与改定等 +255億円

・教職員定数の⾃然減等 ▲132億円（▲6,132⼈）
・国庫負担⾦の算定⽅法の適正化 ▲18億円

新しい時代の学びの環境整備（義務教育費国庫負担⾦）
〜⼩学校における35⼈学級の計画的な整備と⾼学年の教科担任制の推進〜

少⼈数によるきめ細かな指導体制の計画的な整備等 3,708⼈

○⼩学校における35⼈学級の推進 ＋3,283⼈
令和3年3⽉の義務標準法の改正を踏まえ、令和7年度までに⼩学校の
35⼈学級を計画的に整備するため、令和5年度は、第4学年の学級編制
の標準を35⼈に引き下げる。

（学級編制の標準の引下げに係る計画）

※少⼈数学級等の実施のために措置している加配定数の⼀部振替を含む。

○教育課題への対応のための基礎定数化関連 ＋425⼈
（H29.3義務標準法改正による基礎定数化に伴う定数の増減）
発達障害などの障害のある児童⽣徒への通級指導の充実 ＋664⼈
外国⼈児童⽣徒に対する⽇本語指導教育の充実 ＋111⼈
初任者研修体制の充実 ▲ 58⼈
※基礎定数化に伴う定数減等 ▲292⼈

⼩学校⾼学年における教科担任制の推進等 1,100⼈

○⼩学校⾼学年における教科担任制の推進 ＋950⼈
※⼩学校におけるTTの実施等のために措置している加配定数の⼀部振替を含む。

学習が⾼度化する⼩学校⾼学年において、各教科の系統性を踏まえなが
ら、専⾨性の⾼い教科指導を⾏い教育の質の向上を図るとともに、教員の持
ちコマ数軽減など学校の働き⽅改⾰を進めるため、地域や学校等の実情に
応じた取組が可能となるよう専科指導教員の計画的な配置充実を図り、⼩
学校⾼学年における教科担任制を推進する。

（優先的に専科指導の対象とすべき教科）
外国語、理科、算数、体育
教師の確保の観点を踏まえながら、対象とすべき教科の専科指導の取組を
円滑に推進できるよう令和４年度から４年程度をかけて段階的に進めること
とし、令和５年度は、950⼈の定数改善を図る。（改善⾒込総数は3,800
⼈程度）
※「⼩中⼀貫・連携教育への⽀援」も活⽤。

○学校における働き⽅改⾰や
複雑化・困難化する教育課題への対応 ＋250⼈（⼀部再掲）
中学校における⽣徒指導、⼩中⼀貫・連携教育への⽀援 ＋160⼈
チーム学校や学校DXの推進に向けた運営体制の強化 ＋ 50⼈
（主幹教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員）
離島や過疎地域を含む⼩規模校への⽀援 ＋ 20⼈
貧困等に起因する学⼒課題の解消 + 20⼈

（参考）35⼈学級等の効果検証に必要な実証研究を令和４年度から実施中。
・経済財政運営と改⾰の基本⽅針2022（抜粋）
35⼈学級等についての⼩学校における多⾯的な効果検証等を踏まえつつ、
中学校を含め、学校の望ましい教育環境や指導体制を構築していく。…（略）。

年度 R３ R４ R５ R６ R７

学年 ⼩２ ⼩３ ⼩４ ⼩５ ⼩６
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補習等のための指導員等派遣事業 令和5年度予算額（案） 91億円
（前年度予算額 84億円）

多様な⽀援スタッフが学校の教育活動に参画する取組を⽀援
教師と多様な⼈材の連携により、学校教育活動の充実と働き⽅改⾰を実現

児童⽣徒の学習サポート
• TT 指導(team-teaching)や習熟度別学習、
放課後の補習など発展的な学習への対応
• 家庭の経済状況等に関わらず、基礎学⼒の定
着を放課後等にサポート
• 外国⼈児童⽣徒等の学⼒向上への取組 教師の指導⼒向上等

• 校⻑経験者による若⼿教員への
授業指導
• ⼦供の体験活動の実施への⽀援

児童⽣徒⼀⼈⼀⼈にあっ
たきめ細かな対応を実現す
るため、 教師や学校教育
活動を⽀援する⼈材の配
置を⽀援。また、教職に関
⼼のある学⽣の積極的な
活⽤を推進することで、
教職への意欲を⾼める。

事業内容

退職教員、教師志望の学⽣をはじめとする⼤学⽣、学習塾
講師、NPO等教育関係者、地域の⽅々など幅広い⼈材

都道府県・指定都市 国1/3
都道府県・指定都市2/3

地域の⼈材
（卒業⽣の保護者など）

都道府県・指定都市 国1/3
都道府県・指定都市2/3

教員業務⽀援員の配置

学習指導員等の配置（学⼒向上を⽬的とした学校教育活動⽀援）

学校⽣活適応への⽀援
• 不登校児童⽣徒への⽀援
• いじめへの対応

進路指導・キャリア教育
• キャリア教育⽀援、就職⽀援のため
の相談員の配置
• 専⾨家による出前授業の実施

※ 令和４年度「学習指導員等の配置」において実施していた教員業務⽀援に係る補助については、上記「教員業務⽀援員の配置」で実施

想定⼈材 実施主体 負担割合

事業内容
想定⼈材

実施主体 負担割合

予算額（案） ︓ 36億円 (39億円) 
⼈ 数 ︓ 11,000⼈（11,000⼈）

教師の負担軽減を図り、教師がより児童⽣徒への指導や教材研究等に注⼒で
きるよう、学習プリント等の準備や採点業務、来客・電話対応、消毒作業等を
サポートする教員業務⽀援員（スクール・サポート・スタッフ）の配置を⽀援

予算額（案） ︓ 55億円 (45億円) 
⼈ 数 ︓ 12,950⼈（10,650⼈）

学習プリントや家庭への
配布⽂書等の各種資料の

印刷、配布準備
⼦供の健康観察の
とりまとめや消毒作業

活⽤
イメージ
（例）

採点業務の補助や
来客・電話対応

学校⾏事や式典等の
準備補助

データの⼊⼒・集計や
各種資料の整理

GIGAスクール運営⽀援センターの機能強化
背景・課題

事業内容

１⼈１台端末の本格的な活⽤が全国の学校で展開される中、⼀部の⾃治体でICT活⽤が進んでいないなど地域や学校によって端末の利活⽤状況に⼤きな差が⽣じている。
また、教師が⾃信を持ってICTを活⽤できる体制や、⼦供が学校内外で⽇常的に端末を活⽤する環境の整備が⼗分ではないなど、端末活⽤の”⽇常化”を全国の学校に浸透さ
せていくために解決すべき課題も顕在化している。
こうした状況に対応するため、都道府県を中⼼とした広域連携の枠組みを更に発展させつつ学校DX戦略アドバイザー等も参画した「協議会」を設置することにより、域内の⾃
治体間格差解消や教育⽔準向上、経済的・事務的負担軽減等を推進する体制を整備する。加えて、教師・事務職員の研修等をはじめとした学校現場の対応⼒向上、放課後
や校外学習での活⽤等も⾒据えた学校外の学びの通信環境整備、セキュリティポリシーの改訂⽀援等を通じたセキュリティ基盤の確保等の⽀援を⼀体的に進めて運営⽀援セン
ターの機能強化を図ることにより、全ての学校が端末活⽤の”試⾏錯誤”から”⽇常化”のフェーズに移⾏し、⼦供の学びのDXを実現していくための⽀援基盤を構築する。

R4
年度
補正

R5
年度

R6
年度

R7
年度
以降

補助
割合 1/3 1/3 1/3 ー

※都道府県が域内の全ての市町村（政
令市を除く）と連携して事業を実施す
る場合に限り、補助割合1/2（令和
４年度補正予算に限る）

※補助事業はＲ６年度までを予定

以下に記載の通り補助割合等

実施主体 都道府県、市町村

学校のICT運⽤を広域的に⽀援する
「GIGAスクール運営⽀援センター」
の整備を⽀援するため、都道府県等
が⺠間事業者へ業務委託するための費
⽤の⼀部を国が補助

【事業スキーム】
““端端末末活活用用のの日日常常化化をを支支ええるる

支支援援基基盤盤構構築築””
““都都道道府府県県をを中中心心ととししたた広広域域連連携携””

⺠間事業者

ＧＩＧＡスクール運営⽀援センター

学校や市区町村単
位を越えて “広域
的“にＩＣＴ運⽤
を⽀援

⾃治体のニーズに
応じた専⾨性の⾼
い⽀援を“安定的”
に提供

ヘルプデスク運営、ネットワーク対応 等

センター

ICT⽀援員
（情報通信技術⽀援員）

学 校 ICTに係る⽇常的な
業務⽀援、学習⽀援等

※ICT⽀援員の雇⽤に係る
経費は別途地⽅財政措置

【主な業務内容（⽀援対象）】
◆ヘルプデスクの運営及びサポート対応
→ヘルプデスク運営、各種設定業務
→可搬型通信機器(LTE通信)広域⼀括契約
（学校外の学びの通信環境整備） 等

◆ネットワークトラブル対応、アセスメント
→ネットワークトラブル対応、
ネットワークアセスメント

→セキュリティポリシー改訂⽀援、
セキュリティアセスメント
（セキュリティ基盤の確保） 等

◆⽀援⼈材の育成
→⽀援⼈材の確保
→教師・事務職員・⽀援⼈材ICT研修
（現場の対応⼒向上）
→学びのDXに向けた

コンサルティング 等
◆休⽇・⻑期休業等トラブル対応

家 庭

休⽇・
⻑期休業
等トラブル
対応

⽀援⼈材
退職教員
⺠間企業OB
地域⼈材
等

“⼈材不⾜“
“ミスマッチ “

の解消へ

⽀援
⼈材の
育成

・ ⽀援⼈材の確保
・ 教師、事務職員、
⽀援⼈材育成の
ための研修等

地 域・端末持ち帰り時の
運⽤⽀援
・休⽇等／緊急時
の故障等のトラ
ブル対応

市区町村
・各教育委員会
（都道府県・市区町村）
・運営⽀援センター
・学校DX戦略アドバイザー
等で構成する「GIGAスクール
推進協議会(仮)」を設置
➤域内の教育⽔準の向上

都道府県 GIGAスクール推進協議会(仮)

連携実施

教育委員会

※補助の対象は、２以上の⾃治体が
連携して事業を実施する場合に限る
（政令市を除く）

◆単独実施困難⾃治体との連携による⾃治体間格差解消
（⽀援が必要な全ての⾃治体に対する⽀援）

◆広域調達による経済的・事務的負担軽減 等

※学校DX推進コーディネーター（別事業で措置、令和
4年度２次補正予算額︓3億円）による⽀援とも連携

業務
委託

令和5年度予算額（案） 10億円
（前年度予算額 10億円）
令和4年度第2次補正予算額 71億円
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 学校が抱える教育課題解決に向けて、１⼈１台端末環境とクラウド環境、デジタル教科書の導⼊を前提とした上で、例えば、センシ
ング（画像認識や⾳声認識）、メタバース・AR（拡張現実）・VR（仮想現実）、AI（⼈⼯知能）、ファブスペース（3Dプリン
ター・レーザーカッター等）などの先端技術の利活⽤について、実証研究を実施。

「GIGAスクール構想」 により１⼈１台端末の活⽤が進む中、教育の質の向上を図るとともに、新たな政策課題に対応するため、⽬指すべき次世代の学
校・教育現場を⾒据えた上で、最先端の技術や、教育データの効果的な利活⽤を推進するための実証等を⾏う。

事業内容

（１）学校設置者、⺠間事業者、研究機関等
（２）学校設置者
（３）⺠間事業者、研究機関等

委託先
（１）最先端技術の利活⽤に関する実証等に必要な経費
（２）実装段階にある先端技術を中核に据えた学校新設に必要な経費
（３）先端技術の活⽤状況や技術動向の調査研究に必要な経費

（１）1,400万円
（２）1,700万円
（３）4,000万円

単価
（１）４箇所、１年間
（２）２箇所、最⼤３年間
（３）１箇所、１年間

箇所数・期間

（１）最先端技術及び教育データ利活⽤に関する実証事業  VR（仮想現実）

 AI（⼈⼯知能）

 3Dプリンター

ファブスぺースの例
 ⾼性能PC

対象経費

次世代の学校・教育現場を⾒据えた先端技術・教育データの利活⽤推進

 Society5.0時代の到来など社会構造の変化や技術⾰新の動向を踏まえ、予め「先端技術」の活⽤を前提とした教育⽅法や学校経
営に取り組む新たな学校（Super DX-School）の新設に関する実証・検証を実施。

（２）先端技術を中核に据えた新たな学校（Super DX School）の設置・運営に関する実証事業

※ 教室・教室周辺の空間の改善・充実、様々な活動の場となる教室の有機的な連携・分担、設備や家具の⼯夫、執務空間の改善・充実を図るなど、多様な学びの姿に
柔軟に対応できる創造的空間（「新しい時代の学びを実現する学校施設の在り⽅について」最終報告より）

 最先端の学びを実現するための⾰新的な学習空間（※）を設置者において整備する統合による新設校等を対象
 複数の先端技術を導⼊し、Society5.0時代に相応しい新たな学校⽂化と学習スタイルを実証（特例制度等を活⽤）
 最先端の研究者や企業や⼤学・研究機関等の関係機関が、学校新設の計画段階から伴⾛・⽀援

 先端技術の教育活⽤に関する諸外国の動向調査（我が国での導⼊可能性に関する分析を含む）を継続的に実施・公表すること
により、事業者・学校設置者における技術開発・導⼊検討を促す。

 上記に加え、（１）（２）の実証地域の取組状況を調査・分析し、利活⽤事例の普及に向けた検討を実施。

（３）実証事例を踏まえた先端技術の活⽤⽅法・諸外国の先端技術の動向に関する調査研究

令和5年度予算額（案） 1億円
（前年度予算額 1億円）

次世代の校務デジタル化推進実証事業

統合型校務⽀援システムの整備率は81.0%（R4.3）まで上昇し、校務効率化に⼤きく寄与してきたが、その殆どがネットワーク分離（閉鎖系ネットワーク）に
よる⾃組織内設置型運⽤であり、校務⽤端末は職員室に固定されているため、GIGA時代・クラウド時代の教育DXに適合しなくなっている。

背景・課題

⺠間事業者を活⽤しつつ、教育委員会・学校現場の共通理解を得ながら以下を実施。
 教育データ標準化に関する政府全体の検討状況や教育⾏政調査システムのデジタル化の状況を踏まえながら、都道府県が域内の市町村と連携した次世代の
校務のデジタル化モデルの実証研究を実施し、モデルケースを創出することで、事業終了後の全国レベルでの効果的かつ効率的なシステム⼊れ替えを⽬指す
（実証地域︓全国5箇所（都道府県、政令市））〔令和4年度第2次補正予算〕。

事業内容

①学習系で⽣成されつつある膨⼤なデータと、校務⽀援システムに蓄積されたデータとの連携が困難⼜は⾼コスト
②デジタル化が進みつつある教育⾏政データ（EduSurvey,MEXCBT等）、福祉系データとの連携が視野に⼊っていない
③転校・進学時など⾃治体間でのデータの引き渡しができていない
④クラウドベースとなっておらず、⾃宅や出張先での校務処理ができない・⼤規模災害や感染症などの緊急時の業務継続が困難
⑤⾃治体によってシステムが⼤きく異なり、⼈事異動の際の負担が⼤きい
⑥利便性の⾼い汎⽤クラウドサービスの登場で、統合型校務⽀援システムの⼀部機能との重複が⽣じている（例︓チャット、資料共有、カレンダー）
⑦教育データを学校・教育⾏政向けに可視化するインターフェース（ダッシュボード）がなく、学校経営指導に活かされていない

データ
連携

働き⽅
改⾰

その他

次世代の校務デジタル化実現後の未来イメージ

 新たな校務⽀援システムへ転換
（必要な機能を限定、閉鎖系ネッ
トワークからフルクラウド、ゼロトラス
ト前提、汎⽤のクラウドツールとの
役割分担）

 校務の県域レベル・全国レベルでの
標準化

 校務系データと学習系データ、⾏
政系データ(福祉含む）との連携
加速・ビッグデータの⽣成

 重複⼊⼒の徹底排除
 業務⽤端末の⼀台化

 帳票類の標準化、不要なカスタマ
イズの抑⽌

 学習指導・学校経営の⾼度化
 ⽀援を要する⼦供の早期発⾒・⽀援

 国・地⽅におけるdatadrivenな教育政策推進
 ⼤規模災害等、緊急事態へのレジリエンス向上
 校務処理の更なる効率化
 ロケーションフリー化（USB等の持ち出しリスクも減）
 ⼈事異動時の負担軽減
 保護者や地域⼈材とのコミュニケーション活性化
 端末整備コストの減（2台→1台）
 システム調達コスト減・共同調達も更に促進

 利便性の⾼い汎⽤のクラウドツール
の積極利⽤

 実証研究と並⾏して、校務の棚卸・標準化（デジタル化すべきものの峻別と通知表等を含む帳票類の共通化、汎⽤クラウドサービスとの役割整理）を⾏った上で、
「校務DXガイドライン」（仮称）の策定、「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を改訂。

令和4年度第2次補正予算額 11億円

令和5年度予算額（案） 0.8億円
（新規）
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背
景

学校施設の⽼朽化がピークを迎える中、⼦供たちの多様なニーズに応じた教育環境の向上と⽼朽化対策の⼀体的整備が必要。
中⻑期的な将来推計を踏まえ、⾸⻑部局との横断的な協働を図りながら、トータルコストの縮減に向けて計画的・効率的な施設整備を推進。
2050年のカーボンニュートラル達成に向けて、脱炭素社会の実現に貢献する持続可能な教育環境の整備を推進。

 学校施設の⻑寿命化を図る⽼朽化対策
 バリアフリー化、特別⽀援学校の整備
 他施設との複合化・共⽤化・集約化

新時代の学びに対応した教育環境向上と
⽼朽化対策の⼀体的整備の推進

１

 ⾮構造部材の耐震対策等
 避難所としての防災機能強化（トイレ改修等）

防災・減災、国⼟強靱化の推進２

 学校施設のZEB化
（⾼断熱化、LED照明、⾼効率空調、太陽光発電等）
 ⽊材利⽤の促進（⽊造、内装⽊質化）

脱炭素化の推進３

年間で消費する建築物のエネルギー量を⼤幅に削減するとともに
創エネでエネルギー収⽀「ゼロ」を⽬指した建築物

台⾵で屋根が消失した体育館

激甚化・頻発化する災害への対応

避難所としての防災機能強化

バリアフリートイレの整備

出典︓環境省ホームページ

⽼朽化対策と⼀体で多様な学習活動
に対応できる多⽬的な空間を整備

柱や内装に⽊材を活⽤し、温かみの
ある学習環境や脱炭素化を実現

他施設との複合化により学習環境を
多機能化しつつ、効率的に整備

⾼断熱化、LED照明、
⾼効率空調など

太陽光発電
など

ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）

具体的な⽀援策
 制度改正︓
 特別⽀援学校の教室不⾜解消に向けた改築・改修の補助率引上げ

（1/3→1/2）
 断熱性が確保されている体育館への空調設置（新設）について補助率引上げ

（1/3→1/2）
 単価改定︓
 物価変動の反映や標準仕様の⾒直し等による増 対前年度⽐ ＋10.3％

⼩中学校校舎（鉄筋コンクリート造）の場合
R4:243,300円/㎡ ⇒ R5:268,300円/㎡

公⽴学校施設の整備
新しい時代の学びを⽀える安全・安⼼な教育環境の実現〜Schools for the Future〜

令和5年度予算額（案） 687億円
（前年度予算額 687億円）
令和4年度第2次補正予算額 1,203億円

国⽴⼤学・⾼専等の施設整備
「第５次国⽴⼤学法⼈等施設整備５か年計画（令和3年3⽉⽂部科学⼤⾂決定）」に基づき、国⽴⼤学等施設の戦略的リノベーションによる
⽼朽改善を⾏い、教育研究環境の機能強化を図るとともに、施設の⻑寿命化、2050年カーボンニュートラルに向けた脱炭素化を促進する。

ソフト・ハード⼀体となった教育研究環境の整備等のイノベーション・コモンズ（共創拠点）化を推進することにより、⽼朽改善、教育研究の⾼度化・
多様化・国際化、地⽅創⽣や地域防災、イノベーション創出に貢献する。

概 要

① 安全・安⼼な教育研究環境の整備
耐震対策・防災機能強化、⽼朽改善、ライフラインの計画的な更新

② イノベーション拠点の強化等
先端研究や⼈材育成等に貢献する機能強化、⼤学附属病院の再⽣

③ カーボンニュートラルに向けた取組
ZEB化を推進するための先導モデル事業の実施、省エネの取組の加速化

落下の危険がある外壁 ⽼朽改善された施設

対⾯とオンラインを併⽤した教育環境 フレキシブルなオープンラボ

⽼朽改善にあわせた機能強化等を⾏い、キャンパス全体が有機的に連携し、あらゆる分野
・場⾯・プレーヤーが共創できる拠点となる「イノベーション・コモンズ」の実現を⽬指す

⼤学 ＝ 共創の「場」
イノベーション・コモンズ

地⽅公共団体・地域社会との共創

産業界との共創

広域的・発展的な
⼤学間の連携

地域との連携・⽀援

産学連携・実証実験

体育館をリノベーションした
コワーキングスペース、
スタートアップ創出拠点

他の⼤学・研究機関等との共創

学⽣と起業家・地元企業との
交流を促進する共創の場

災害発⽣時の医療提供の継続・避難所としての活⽤

研究者間の連携を促進する
最先端研究の拠点

地域の教育研究拠点として
⼈材育成、地域課題の解決

事業内容

創エネルギー設備の整備 ⾼効率空調の整備
※ZEB︓Net Zero Energy Building の略称

令和5年度予算額（案） 363億円
（前年度予算額 363億円）
令和4年度第2次補正予算額 582億円
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