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備前市熊沢蕃山顕彰推進会議設置要綱 

 

(目的) 

第 1 条 閑谷学校の創設に情熱を注いだ岡山藩主池田光政を儒学開眼に導き支えた、熊沢

蕃山の功績を顕彰するため、備前市熊沢蕃山顕彰推進会議(以下「推進会議」という。)を

設置する。 

(任務) 

第 2条 推進会議は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議を行う。 

(1) 熊沢蕃山の顕彰事業に関すること。 

(2) 交流施設及び生涯学習の場の検討に関すること。 

(3) 前 2号に掲げるもののほか、必要な事項 

(組織) 

第 3条 推進会議は、10人以内の委員で組織する。 

(会長及び副会長) 

第 4条 推進会議に、会長及び副会長を各 1人置き、委員の互選によってこれを定める。 

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総括する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。 

(会議) 

第 5条 推進会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。 

2 推進会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は

説明を求めることができる。 

(その他) 

第 6条 この告示に定めるもののほか、推進会議に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

  



熊沢蕃山顕彰推進会議 委員 

所  属 委  員 

備前市文化協会 会長   尾川 直行 

備前市自治会連絡協議会 会長   川平 章（副会長） 

伊里地区総区長   高木 常孝 

熊沢蕃山顕彰保存会 会長   立花 尚 

備前商工会議所 副会頭   藤田 尚弘 

備前観光協会 会長   長崎 信行（会長） 

備前市観光ボランティアガイド協会 会長   片山 伸栄 

旧閑谷学校顕彰保存会 理事長   國友 道一 

備前市市政アドバイザー（学識経験者）   森 熊男 

 

 

＜事務局＞ 

備前市教育委員会 

教 育 部 部   長   田原 義大 

文化振興課 課   長   畑下 昌代 

文化振興課 文化財係長   大西 基久 

文化振興課 文化財係再任用   植田 明彦 

 

  



第１回熊沢蕃山顕彰推進会議 要旨 

 

日 時：令和 2 年 7 月 14 日（火）15 時 00 分～ 

場 所：備前市役所 ５階会議室 

委 員：出席 ８人 欠席 １人 

                   

◎議事内容 

 （１）今年度実施予定の顕彰事業について 

〇推進会議、企画・巡回展、絵本等公募、展示品等作成、 

ｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞを説明 

・池田光政との接点を深く盛り込むのはどうか（関連のものが 

備前市に集中している） 

・熊沢蕃山の姿（見た目）をもっと前面に出しては 

・今の時代に必要な自然環境に対する考え方に合わせ、蕃山の 

行った事業の根本に流れている思想「天神合一」についてフォー 

カス（訴えるべきポイントを絞る）する 

 →市などで取り組んでいるもの（里海里山事業など）との 

マッチング 

・過去の顕彰よりも未来へつなげるためにも、環境問題に焦点を 

当てることで、ＥＳＤ（持続可能な社会の実現に向けて行動を変 

革するための教育）を取り入れるなど、学校教育にも活かせるの 

では 

・クラウドファインディングについて何を目指すのかを明確に、 

しっかりストーリーを作る必要あり 

 

 

 （２）交流施設及び生涯学習の場の検討について 

〇熊沢蕃山の「記念館」整備に関する経緯を説明 

・顕彰の意義からして、整備は進めるべき 

・独立したものでないと意味がない、公民館内改修では誰も来てくれ 

ない 

・蕃山がどれほどの人物なのか等アピールしなければ、顕彰事業の 

方針を明確にしてしっかり訴えていかないと、誰も納得しないのでは 

・これだけの功績がある人物なのだから、県が記念館を創る又は国県 

補助金などでできないものか 

 →個人の顕彰施設のハードルは高い、これからどういう人づくりを 

するのか、論語教育など備前市の特徴的な取り組みを全国に発信 

できる施設をとして考える 



・閑谷学校も外からたくさん来るが、地域に根付いていない（地元の 

人が来ない）地元地区や備前市民がもっと利用するような施設でない 

と 

      →地元地区が原動力となるので、地域の人としっかり連携してい 

きたい 

・教育の在り方（蕃山が行ってきたこと）を可視化して、それを展示 

に繋げていけば良いと思う 

・記念館を創ってしまうのは簡単だが、維持管理をよく考えるべき、 

現在伊里公民館は 2 人態勢、人員を確保する必要があるのでは 

・他の備前市の偉人、文化人を一緒に顕彰できる場所があれば良いが 

・市の文化施設がうまく活用できてないと思う、そういった状況の中 

で新設するのはどうか 

・他の市の記念館も来場者に苦慮している、創るならそういうことに 

ならないようにしてほしい（なんだかんだお客が集まるのは閑谷学校 

だと思う 

・常時新しいことを仕入れていかないと、備前市全体は盛り上がらな 

い（施設運営は繋がらない） 

・地域から若い人の参加（若い人材の確保）がないと、続かない 

・世間一般的には地味、興味のある人しか寄り付かないと思うので、 

若い世代の意見を聞くべき、じっくり足固めをしてから建設を進める 

べき 

・職員や議員、地元含め、若い人に会議等に参加してもらえないか 

・閑谷学校は論語の教えを絡めて企業研修に取り入れている 

・大学生や高校生にこれからどういう発信をすべきか、興味を抱いて 

いるかを（備前緑陽高校の地域探求学の授業の一環として蕃山を取り 

入れてもらうなど）調査しては 

・節目の年をきっかけに若い人に知ってもらうきっかけ（仕掛け）が 

まず必要 

 



                                 

 

熊沢蕃山の顕彰について 

熊沢蕃山の顕彰とその意義 

大洪水後の破綻した財政や荒廃した農村を再興し庶民教育や藩政改革を手がけ

た好学の藩士であり、閑谷学校の創設に情熱を注いだ「池田光政」を支え、光政を

儒学開眼に導いたのが「熊沢蕃山」である。光政に与えた影響は大きく、蕃山の教

えが閑谷学校の建学への原動力であったもといえる。「領民への仁政こそが国の基

本」という蕃山の考えは名君光政の藩政に反映された。 

 蕃山は、身分や性別を問わず学問の必要性を説き、国づくりにはひとづくりが大

切であると考えた。また誰もが自分の意見を述べることができる環境が必要と考え、

それを実行していった。そのことこそが良い国づくりに繋がると考えていた。当時

の封建社会においては画期的な考えを持っていたといえる。蕃山の学問の魅力は、

博識を誇り抽象論をろうする当時の朱子学とはちがい、現実の政治社会の欠陥を分

析して具体的な施策を説くことにあった。これが、政道に意欲を抱く為政者に受け

るところになったが、時の幕府の秩序を揺るがす危険性があるとして排斥されるこ

とになってしまう。それでも蕃山は「仁政」（民を愛する政治）の重要性を唱え執

筆や民政、治山土木の指導などを浪々生活の中においても積極的に行っており、そ

の功績は今でも語り継がれている。 

蕃山自身には倒幕の意思はなかったが、幕府は蕃山の行動を警戒、危険思想を広

める者であるとされ、隠棲、追放等の後、禁固の処分が行なわれ、古河の地で一生

を終えた。 

彼の思想はその時代には受け入れられなかったが、幕末において再び脚光を浴び

ることになった。吉田松陰、山田方谷などが傾倒し、勝海舟は、蕃山を「儒服を着

た英雄」と述べていることからも彼の偉大さがうかがわれる。さらに明治 43 年

（1910）には、江戸時代に学問を興隆させた功績として、正四位が贈呈されるなど

その実績が日本社会に与えた影響が重要視されている。 

また、蕃山の里山や川、海の生態系をトータルで意識した自然保護感は環境関係

の専門家からも高く評価されており、地球温暖化や環境破壊が世界的な問題となっ

ている今日「エコロジーの先駆者」として光をあてていく価値があるのではとも考

えられる。まさに現代の国際社会が求めている理念にも通ずる考えを持っていたの

です。 

このような逸材が、緑豊かな備前市を愛し、当時住んでいた寺口村という村の名

前を蕃山と改め、自分の名前も蕃山とし、両親の墓まで建てていることから見ても

備前蕃山を終の棲家としようとしていたことに疑いはないと考える。蕃山が仁政を

実践し具体的功績をあげていたこと、人づくりにより国の仕組みをよりよいものと

して、みんなを幸せにしようとしていたことなど、蕃山の遺徳を市民だけでなく全

国にその情報を発信することで地域の誇りの醸成や地域の活性化に繋げていくこ

とができると考える。2020 年は近世日本の教育遺産群である「閑谷学校」の創学

350年、蕃山没後 330年の節目の年でありこれを顕彰していく意義は大きい。 

資料１ 



                                 

「熊沢蕃山
くまざわばんざん

」顕彰事業 創作絵本・紙芝居 作品募集要項 

【趣旨】 

 「近世日本の教育遺産群 –学ぶ心・礼節の本源-」として日本遺産に認定されている閑谷学校は今年創

学 350年を迎えます。その閑谷学校の設立を命じた岡山藩主池田光政が大きな影響を受けたとされる熊

沢蕃山。没後 330年を迎えた今年度、顕彰事業を通して、熊沢蕃山の事績を多くの方に知ってもらうこ

とを目的として、創作絵本・紙芝居を広く募集し、その中から優れた作品を選び表彰します。世代を超

えて人と人とをつなぎ、記録として次世代に伝わるにふさわしい作品をお待ちしております。 

 

【応募部門】 

 ・絵本部門       ・紙芝居部門 

 ※最優秀賞をはじめとする受賞作品の中から、市での出版等を検討します 

 

【応募登録受付】 

 令和２年８月３日（月）～令和２年１２月２５日（金） ☆消印有効 

 ※応募登録された方で、希望者には熊沢蕃山に関する書籍「蕃山先生」（再販）を    無料

送付いたします 

 

【作品提出受付】 

 令和２年１１月２日（月）～令和３年１月２９日（金） ☆消印有効 

 

【応募規定】 

 ・未発表のオリジナル作品で、文章のみで成り立っていないこと。 

・プロ、アマチュア問わず応募可能です。 

 ・個人、グループのどちらでも応募可能です。ただし、個人とグループでの二重応募はできません。 

 

【応募要項】 

 〇両部門共通事項 

 ・熊沢蕃山の功績や人物像をふまえたストーリーであること。史実に基づいたものであれば、蕃山の

生涯のどこに焦点を当てていただいても構いません。  

※熊沢蕃山の詳細について、ホームページ内「熊沢蕃山先生没後 330年記念誌」をご覧くださ

い 

・主に小学校低学年の子供が理解しやすいものが望ましい。 

・原稿はテキストデータ、または手書き原稿どちらでも構いません。 

 〇絵本部門 

 ・作品サイズはＡ４判（210×297ｍｍ）以内縦横自由で、素材は主に紙で作成すること。 

・表紙（タイトルと作者を入れる）＋本文見開き８枚～１５枚程度（１枚は２ページ）＋裏表紙で構

成すること。 

・画材、技法は自由ですが、しかけ絵本は不可とします。 

資料２ 



                                 

〇紙芝居部門 

 ・作品サイズはＡ３（297×420ｍｍ）以内縦横自由で画用紙くらいの厚紙を使用し作成すること。 

 ・表紙（タイトルと作者を入れる）＋本文８～１２枚程度で構成すること。 

 ・紙芝居の絵の裏に文（脚本）を縦書きし、絵と文それぞれに通し番号を振ること。 

 ・画材、技法は自由ですが、立体作品は不可とします。 

 

【審査委員】 

 森 熊男 （岡山大学名誉教授） 

 片山ひとみ（日本児童文学者協会会員） 

 花岡 德 （熊沢蕃山顕彰保存会、元美術教諭） 

 江角明日香（イラストレーター） 

 

【審査結果発表・表彰】 

 ・入賞者には令和３年３月初旬に個別に連絡、市ホームページ公表 

 ・最優秀賞 各部門１作品 表彰状、賞金１０万円 

  優秀賞  各部門１作品 表彰状、賞金２万円 

  特別賞  若干名    表彰状、備前市ブランド認定商品等 

 

【応募方法】 

 ・応募される方は、事前に応募登録受付を行っていただきます。備前市のホームページより規定の応

募用紙をダウンロードし、必要事項を記入の上、お問い合わせ先に提出してください。提出方法は

郵送、メール、ＦＡＸのいずれかでお願いします。登録後、希望者には「蕃山先生」（再版）を無料

で送付させていただきます。 

 ・作品提出の際は、作品が破損しないよう梱包し、提出してください。提出は作品提出受付期間内に、

ゆうパック又は宅配便のいずれかで送付してください。テキストデータがある場合は、メールでの

提出も可能です。 

    ※作品送付中に被った紛失・破損などの責任は負いません。 

 

【注意事項】 

 ・応募作品は返却しません。 

・応募作品について、第三者からの著作権などについて異議申し立てや苦情などがあった場合、応募

登録者において対処するものとします。 

 ・最優秀賞をはじめとする受賞作品の著作権は、備前市に帰属することとなります。 

・受賞作品は作品名、作者名（ペンネーム可）を備前市のホームページに公表します。複製した作品

は、備前市役所及び市内の公共施設等で展示し、広報等の用途で利用します。 

 ・応募登録者の個人情報については、応募作品・応募状況の管理、選考結果の連絡、受賞後の連絡の

目的以外には使用しません。 

 ・選考経過に関する問い合わせは一切応じません。 

 ・作品募集要項に関する質問の受付は、お問い合わせ先へメールでお送りいただき、備前市のホーム

ページ内で匿名での公表と主催者からの回答を随時掲載いたします。 

  



                                 

 

熊沢蕃山の「記念館」整備に関する経緯 

 

 

〇地元からの記念館建設要望 

平成３０年１０月に伊里区長会と伊里地区まちづくり会議の連名で、熊沢蕃山没後 330年を機に

記念館建設の要望書が提出されました。これを受け、市教育委員会としても、地域文化財の魅力の

再発見と日本遺産の魅力発信、地域の誇りの醸成という観点から、熊沢蕃山の功績等を顕彰してい

くことは有益であることから、記念館の整備について内部協議に入り、基本的な考え方を示しまし

た。 

 

第2次総合計画（後期基本計画）抜粋 

 ～備前らしさの発揮・子どもたちとの接点～ 

   （生涯学習の機会の充実） 

・地域の歴史や文化、スポーツを子どもたちに伝えていくことに取り組む。 

  ・子どもたちが地域の大人と関わる機会を通じて、自分の住む地域のことを好きになり誇りが持て

るように取り組んでいく。 

   （公民館・図書館機能の充実） 

  ・書籍や郷土資料の充実、学習意欲や郷土愛の向上につなげる。 

   （歴史文化の活用と伝統文化の継承） 

  ・地域の歴史、伝統文化を学びわがまちを愛し、誇りに思い、自分の言葉で故郷を語る 

ことができる人を増やす。 

  ・論語学習や論語カルタを通じて人間のあるべき姿を考える学習機会をつくっていく。 

 

社会教育法抜粋 

 第5章 公民館 
(目的) 

第20条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文
化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化
の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 

(公民館の設置者) 
第21条 公民館は、市町村が設置する。 
２ 略 
３ 略 

 (公民館の事業) 
第 22条 公民館は、第 20条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。但し、この法律及
び他の法令によつて禁じられたものは、この限りでない。 
1 定期講座を開設すること。 
2 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。 
3 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。 
4 体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。 
5 各種の団体、機関等の連絡を図ること。 
6 その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。 

  

資料３ 



                                 

 

施設整備の際の基本的考え方 

・設置の目的  教育のまち備前 ～備前らしさを発揮する教育の振興～ 

 ・整備場所   伊里公民館敷地内（伊里公民館付属建物として整備） 

 ・建物規模   木造平屋建（現公民館において一体的な管理を行えるもの） 

 ・管理     伊里公民館の一部として管理 

 ・機能     人づくり・交流施設・熊沢蕃山の顕彰 

 ・効果     生涯学習の場、交流、生きがい、魅力発信、誇りの醸成、地域活性、顕彰 

         （展示・論語学習などの学習教室） 

         日本遺産 旧閑谷学校 350年記念事業として取り組むことで、内外に向けインパク

トをもって情報を発信 

 

〇伊里公民館及び公共施設について 

 「公共施設等総合管理計画」の中に社会教育系施設のありかたについて、「老朽化等により大規

模改修や耐震化を行わなければならない施設もあることから、施設の利用状況等も踏まえ、統廃合

等を含めた運営のあり方について検討します。」と明記されています。市ではこの計画を基に現在、

市全体で公共施設の施設総量の適正化や長寿命化を図り、次世代に過度の負担を残さないよう持続

可能な行政経営を目指すため、施設ごとの今後の方針を示していく「公共施設マネジメント計画（個

別施設計画）」の策定に向け取り組んでいるところです。 

 現在、伊里公民館は昭和 52年建築で築 43年が経過、施設の老朽化も進んでおり、耐震性も無い

と思われることから、大規模改修又は建て替等の検討を行なわなければならない時期となっていま

す。 

 また伊里公民館は２階建で 500㎡の建物で、建替えする場合、２階建にすると、昇降機の設置が

義務付けられることから、維持管理の観点から平家建にすることを視野に、限られた敷地面積の中

で考えていく必要があります。 

 

〇令和２年度当初予算の方針 

記念館は伊里公民館付属建物として別棟を設ける計画です。肖像画など４０点程度を展示する予

定で工事設計監理委託料 352万円、施設整備工事費 4000万円、展示品整備委託料 300万円を予算

要求しました。管理運営の観点から鑑みると、記念館は伊里公民館の付属施設として、公民館と記

念館を一体的に管理することで、単なる顕彰のための展示館ではなく、市民の主体的な学びを推進

する場、人づくり、交流施設としての拠点機能を発揮できるよう整備することを基本的な方針とし

ています。 

 

  



                                 

〇教育委員会議、厚生文教委員会等における意見 

 ⦿教育委員会議 

・少数意見として、現公民館内での改修し、公民館建て替え時に整備してみてはどうか 

 →現公民館の展示室を整備するだけでは何ら今までの状況と変わらないことから、敷地内

に付属建物として整備することで一致 

⦿厚生文教委員会 

・備前市民の認知度が低いので、もっと周知が必要では 

 →今後地域ともしっかり連携していく 

 ・新たな建物の建設となるので急がず実施を、もっとよく考えて、中途半端なものではなく立派

なものを整備したほうが 

・数年かけて、総合計画等に盛り込んで、国からの補助などしっかり考えては 

   →閑谷学校の創学 350年と蕃山没後 330年の好機、地元の機運などを考慮 

 ・旧閑谷学校や正楽寺周辺などの検討は 

 →土地や施設の確保の問題があり困難、管理面で施設を持続可能なものに 

 ・学校施設との複合化は 

 →教育施設へ不特定多数の人が出入りすることになり、明確に区分ができない   場合

は適当でない 

 

〇令和２年度当初予算の議会議決は修正される 

 予算決算審査委員会では「国や県とも相談し、場所と規模の再検討を」などとする意見が一部議

員から出されました。令和２年３月に行われました定例会議において、熊沢蕃山の顕彰施設整備費

が削除された修正案が可決されました。 

 

 

☆熊沢蕃山の記念館について、意見をお聞かせください。 

 教育委員会では、熊沢蕃山を顕彰していくとともに、交流施設及び生涯学習の場として活用する

ため、記念館を整備し活用していくことを考えておりました。皆さんのご意見をお聞かせください。 

① 交流施設及び生涯学習の場としての整備について 

② 整備する場所について 

③ 整備の手法について 

④ 整備する規模について 

⑤ 整備する時期について 

 



多様な子供たちを誰一人取り残すことなく、子供たち一人一人に公正に個別最適化され、

資質・能力を一層確実に育成できる教育ＩＣＴ環境の実現へ

１人１台端末は令和の学びの 「スタンダード」

GIGA スクール
構想の実現へ



現 状

 学校の授業におけるデジタル機器の使用時間はOECD加盟国で最下位

学校におけるＩＣＴ利活用は世界から後塵を拝している状況

学校のＩＣＴ環境整備状況は脆弱かつ危機的な状況

子供の学校外でのＩＣＴ使用は「学習外」に比重

 学校外でのＩＣＴ利用は、学習面ではOECD平均以下、学習外ではOECD平均以上



危機的状況

（出典：OECD生徒の学習到達度調査（PISA2018）「ICT活用調査」）

（出典：OECD生徒の学習到達度調査（PISA2018）「ICT活用調査」）

学校のＩＣＴ環境整備状況は脆弱であるとともに、地域間での整備状況の格差が大きい

1

2

3



１人１台端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、特別な支援

を必要とする子供を含め、多様な子供たちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化さ

れ、資質・能力が一層確実に育成できる教育 環境を実現する

これまでの我が国の教育実践と最先端の のベストミックスを図ることにより、教師・児童生

徒の力を最大限に引き出す

これまでの

教育実践の蓄積

×

＝
学習活動の一層の充実

主体的・対話的で深い学びの視点からの
授業改善

「１人１台端末」ではない環境 「１人１台端末」の環境

一

斉

学

習

個

別

学

習

協

働

学

習

学び

の

深化

学び

の

転換

☑調べ学習 課題や目的に応じて、インターネット等を用い、様々な情報を主体的に収集・整理・分析

☑表現・制作 推敲しながらの長文の作成や、写真・音声・動画等を用いた多様な資料・作品の制作

☑遠隔教育 大学・海外・専門家との連携、過疎地・離島の子供たちが多様な考えに触れる機会、

入院中の子供と教室をつないだ学び

☑情報モラル教育実際に情報・情報技術を活用する場面（収集・発信など）が増えることにより、

情報モラルを意識する機会の増加

の活用により充実する学習の例

ＧＩＧＡスクール構想

・教師が大型提示装置等を用いて

説明し、子供たちの興味関心意

欲を高めることはできる

・全員が同時に同じ内容を学習す

る（一人一人の理解度等に応じ

た学びは困難）

・意見を発表する子供が限られる

・教師は授業中でも一人一人の反応を

把握できる

→子供たち一人一人の反応を踏まえた、

　双方向型の一斉授業が可能に

・各人が同時に別々の内容を学習

・個々人の学習履歴を記録

→一人一人の教育的ニーズや、

　学習状況に応じた個別学習が可能

・一人一人の考えをお互いに

　リアルタイムで共有

・子供同士で双方向の意見交換が可能

に

→各自の考えを即時に共有し、多様な

意見にも即時に触れられる



ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けた環境整備

措置要件





 高速大容量回線の接続が可能な環境にあることを前提とした校内LAN整備計画、あるいはランニングコストの確保を
踏まえたLTE活用計画



① 校内 整備＋端末整備

ＧＩＧＡスクール構想の実現
令和元年度補正予算額 億円

公立 億円、私立 億円、国立 億円

目標としている水準と財政措置額

● 学習者用コンピュータ ３クラスに１クラス分程度整備

● 指導者用コンピュータ 授業を担任する教師１人１台

● 大型提示装置・実物投影機 ％整備
各普通教室１台、特別教室用として６台
（実物投影機は、整備実態を踏まえ、小学校及び特別支援学校に整備）

● 超高速インターネット及び無線 ％整備

● 統合型校務支援システム ％整備

● ＩＣＴ支援員 ４校に１人配置

● 上記のほか、学習用ツール
（※）

、予備用学習者用コンピュータ、
充電保管庫、学習用サーバ、校務用サーバー、校務用コンピュータ
やセキュリティに関するソフトウェアについても整備

（※）ワープロソフトや表計算ソフト、プレゼンテーションソフトなどをはじめとする各教科等の学習
活動に共通で必要なソフトウェア

標準的な 校当たりの財政措置額

学校のＩＣＴ環境整備に係る地方財政措置

都道府県 高等学校費 万円（生徒 人程度）

特別支援学校費 万円（ 学級）

市町村 小学校費 万円

中学校費 万円 （ 学級）

（ 学級）

令和元年度補正予算の場合

文部科学省において令和元年度補正予算を繰り越し、令和２年度事業として実施する場合

校内通信ネットワーク整備事業に係る地方財政措置（イメージ）

補正予算債 ％

国庫補助（補助率 ） 交付税措置 ％

国庫補助（補助率 ） 交付税措置 ％

学校教育施設等整備事業債
％

財源対策債
％

交付税措置
％

一般
財源

支援メニュー

② 端末独自整備を前提とした
校内 整備

③ 通信費等独自確保を
前提とした端末整備

（１）校内通信ネットワークの整備
－

加えて、小・中・特支等に電源キャビネットを整備

公立 補助対象：都道府県、政令市、その他市区町村
補助割合： ※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：

国立 補助対象：国立大学法人、
（独）国立高等専門学校機構

補助割合：定額

（２）児童生徒１人１台端末の整備
－ 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

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 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： （上限 万円）

国立 補助対象：国立大学法人
補助割合：定額（上限 万円）

校内LANを整備
希望する全ての小・中・特支・高等学校等における

「１人１台環境」におけるICT活用計画、さらにその達成状況を踏まえた教員スキル向上などのフォローアップ計画
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

「端末３クラスに１クラス分の配備」計画
現行の「教育のＩＣＴ化に向けた環境整備５か年計画（2018～2022年度）」に基づく、地方財政措置を活用した

　文部科学省では、新学習指導要領の実施を見据え「2018年度以降の学校におけるＩＣＴ環境の整備方針」を取りまとめると

ともに、当該整備方針を踏まえ「教育のＩCＴ化に向けた環境整備５か年計画（2018～2022年度）」を策定しました。

　このために必要な経費については、2018～2022年度まで単年度1,805億円の地方財政措置を講じることとされています。



国語

書く過程を記録し、

よりよい文章作成に役立てる
・文書作成ソフトで文章を書き、

　コメント機能等を用いて助言しあう

・文章作成ソフトの校閲機能を用いて

　推敲し、データを共有する

※

探究のプロセスにおける様々な場面において、ICTを効果的に活用することができる

※STEAM教育の推進方策については、現在文部科学省の中央教育審議会で議論中

探究のプロセス

検索サイトを活用した調べ学習
・一人一人が情報を検索し、収集・整理

・子供たち自身が様々な情報にアクセスし、

　主体的に情報を選択する

社会

・各自で収集したデータや地図を

　重ね合わせ、情報を読み取る

・分析した情報を、プレゼンソフトで、

　わかりやすく加工して発表

算数・数学

・正多角形の基本的な性質をもとに、

　プログラミングを通して正多角形の作図を行う

理科

・観察、実験を動画等で記録する
　ことで、現象を科学的に分析し、
　考察を深める
・観察、実験のレポートやプレゼ
　ンテーション資料などを、写真
　やグラフを挿入するなどして、
　一人一人が主体的に作成する

文章作成ソフト、プレゼンソフトの利用
・子供たち一人一人が考えをまとめて発表

・共同編集で、リアルタイムで考えを

　共有しながら学び合い

一斉学習の場面での活用 一人一人の学習状況に応じた個別学習
・デジタル教材を活用し、一人一人の

　学習進捗状況を可視化

・様々な特徴を持った生徒によりきめ細

　やかな対応を行う

課題の設定

情報の収集
文献検索、ネット検索、インタビュー、アンケート、実験、フィー

ルドワーク等

整理・分析
統計による分析、思考ツール、テキストマイニング等で分析

まとめ・表現
論文作成、プレゼンテーション、ポスターセッション、提言等で

発信

外国語

海外とつながる「本物のコミュニケーション」により、発信力を高める
・一人一人が海外の子供とつながり、英語で交流・議論を行う

・ライティングの自動添削機能やスピーキングの音声認識機能を使い、

　アウトプットの質と量を大幅に高める

（国土交通省HPより引用）

学びへの活用 ＩＣＴの「学び」への活用

・誰もがイメージしやすい教材提示

・一人一人の反応や考えを即時に把握

　しながら双方向的に授業を進める

ICTを含む様々なツールを駆使して、各教科等での学びをつなぎ探究するSTEAM教育
※Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics等の各教科での学習を実社会での課題解決に生かしていくための教科横断的な教育

“すぐにでも” ”どの教科でも” ”誰でも”使えるＩＣＴ

“１人１台”を活用して、教科の学びを深める。教科の学びの本質に迫る。

“１人１台”を活用して、教科の学びをつなぐ。社会課題の解決に生かす。

関数や図形などの変化の様子を可視化して、
繰り返し試行錯誤する

国内外のデータを加工して可視化したり、
地図情報に統合したりして、深く分析する

観察、実験を行い、
動画等を使ってより深く分析・考察する

実社会の問題状況に関わる課題、進路や教科等、横断的

な課題などを設定

・画面上に表示した二次関数のグラフに

　ついて、式の値を変化させて動かしなが

　ら、二次関数の特徴を考察する



学びへの期待 「令和の学びのスタンダード」に向けたメッセージ

担当 文部科学省初等中等教育局

住所

文部科学省初等中等教育局長 丸山 洋司

坂口 博文

長谷川 雅英

総務省自治財政局長 内藤 尚志

吉田 信解

藤田 裕司

飯 野 眞 幸

二見 吉康

全国町村会行政委員長

徳島県那賀町長

全国知事会文教環境常任委員長

長野県知事

全国市長会社会文教委員長

埼玉県本庄市長

全国都道府県教育委員会連合会会長

東京都教育委員会教育長

指定都市教育委員会協議会会長

北海道札幌市教育委員会教育長

全国都市教育長協議会会長

群馬県高崎市教育委員会教育長

全国町村教育長会会長

広島県安芸太田町教育委員会教育長

吉田 正彦
総務省情報流通行政局

情報流通振興課長

経済産業省商務・サービスグループ

商務・サービス審議官

　GIGAスクール構想により、特別な支援を必要とするなどの多様な子
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、創造性を
育む学校教育を実現できるよう全力を尽くしてまいります。
　文部科学省では、関係省庁や関係団体と連携・協力し、ハード面の整
備だけでなく、ソフト面や指導体制を一体とした教育改革を推進しま
す。
　各地方公共団体、教育委員会におかれましては、千載一遇のこの機会
を絶対に逃すことなく、関係者が一丸となって取り組んで頂きますよ
う、よろしくお願いいたします。

　現在、我が国が迎えつつあるSociety5.0時代は、ICTの活用が前提と
なる世界です。そうした時代において、子どもたち一人一人がICTを利
用できるGIGAスクール構想は極めて重要な取組と認識しています。
　総務省では、GIGAスクール構想を支える情報通信環境の整備とし
て、光ファイバ網の整備や、新たな技術である５Ｇの学校現場での活用
の実証等を行っていくこととしており、セキュリティ等の観点にも十分
留意しながら、GIGAスクール構想が実りある成果を生み出していくこ
とを期待しています。

　総務省では、これまで学校のICT環境の整備に要する経費として、単年度1,805
億円を地方財政計画に計上し、地方交付税により措置してきたところです。
　このたびGIGAスクール構想の実現に向け、令和元年度補正予算において、
児童生徒１人１台端末の整備とあわせ、学校における高速大容量のネットワーク
環境の整備を推進することとされたことを受け、校内LANの整備に係る地方負
担について、補正予算債等による地方財政措置を講じることとしています。
　地域間格差が生じないよう、それぞれの地域で円滑に情報機器の整備等が
行われ、Society5.0時代にふさわしい学校教育が行われますことを期待し
ております。

　Society5.0時代を生きる子ども達は、さらにその先の「未来社会の創り
手」となるべく、確かな基礎学力を土台にした創造性を育む必要があります。
そのため、経済産業省では、「未来の教室」実証事業を通じ、一人ひとりに対
してEdTech等を活用した個別最適化された学びや、社会課題に向き合い創
造性を育む「学びのSTEAM化」を推進しております。
　2020年度においては、「GIGAスクール構想」の上で、教育の先進事例を
創出する「未来の教室」実証事業を、より発展的に実施する予定です。また、
多くの子ども達にEdTechを活用する機会を創出する「EdTech導入実証事
業」を実施、学びの改革を全国に広げてまいります。

　今般、政府は、国家プロジェクトとして、GIGAスクール構想を実現
する意思を示されました。現場を担う都市自治体としても、すべての子
ども達が真に時代に合った、そして次代を拓く教育を受けられるよう、
尽力していきたいと考えています。そのためには、国が主体となって事
業に取り組んでいただく必要があります。地方自治体では、ICT支援員
の不足等の課題が多い現状にありますので、国の十分な支援をお願いし
ます。また、このプロジェクトの実現に向け、地方財政の厳しい状況に
鑑み、継続的な財政支援策を講じていただくことを期待します。

　Society5.0時代を生きる子どもたちには、変化が激しく予測不可能な
社会において、自ら未来をたくましく切り拓いていく主体性や豊かな創
造性を身に着けることが求められています。
　教育におけるICTの効果的な活用は、多様な子どもたちを誰一人取り
残すことなく、一人ひとりに個別最適化された学びや創造性を育む学び
の実現につながることが大いに期待されているところです。
　全国知事会としても「Society5.0時代の礎」となる人材を育成し、新
たな時代における地方創生を推進するため、「GIGAスクール構想」の
実現に取り組んでまいります。

　農山漁村は、豊かな自然や伝統文化、人とのつながりなど、恵まれた
環境に囲まれている一方、地理的ハンディを抱えています。
　「GIGAスクール構想」によるICT環境の整備は、こうしたハンディの
克服はもとより、子どもたちが多様なコンテンツに触れることや、都市
部や海外との交流を可能にすることで、新しい価値の発見や地域が持つ
魅力への気づき、そして思考力と創造力を育むことにもつながります。
　子どもたちは、これからの日本と地域を支える大切な宝物です。一人
一人の個性を伸ばし、Society5.0 時代に活躍する人材の育成に結びつく
よう、本構想の着実な推進を期待しています。

　現在、各学校では、Society5.0時代に向けた人材育成や、教員の働き
方改革に積極的に取り組んでいます。これらの取組をより効果的に推進
するためには、ICT機器・環境整備の充実が不可欠です。
　ICTの効果的な活用により、児童・生徒の学習に対する興味や関心を
更に高め、相互に共同した探求学習ができると考えています。また、離
島等での遠隔教育や、様々な理由により通学が困難な児童・生徒の学習
参加も可能となります。さらに、教員の業務負担軽減を図ることもでき
ると考えています。
　都道府県教育委員会は、国や市区町村と十分な連携を図り、GIGAス
クール構想の実現に向けて、ICT環境整備とその活用について全力で取
り組んでまいります。

　令和２年度から順次全面実施を迎える新学習指導要領において、「情
報活用能力」が子どもたちの学習の基盤となる資質・能力として明確に
示されました。
　ICTが高度化していく社会において、情報活用能力の育成を通して
「生涯にわたって能動的に学び続ける」力を育むためには、子どもたち
が日常的にICTを活用できる環境を整えるとともに、これを生かした学
習活動の充実を図ることが重要です。
　指定都市教育委員会協議会としましても、本構想に基づく取組を一層
推進し、子ども一人一人の力を最大限引き出す「令和の学びのスタン
ダード」の実現に努めてまいります。

　主体的・対話的・深い学びを実現し子供たちの未来の学びを構築する
ため、教師の適切な指導とICT教育環境整備は不可欠で急務です。全国
の町村教委は、子供たちの学習活動がより充実されるよう、それぞれの
学校に整備の具体的な計画を策定し実行されることが望まれます。全国
のすべての子供たちがPC端末を１人１台日常的に活用し、教科の学びを
深め、教科の学びをつなぎ、社会課題の解決に生かしていける学習環境
が実現されることを期待しています。そのことにより都市部と地方の子
供たちや教師同志がつながり、学びと学びがつながり、指導と指導がつ
ながることを望んでいます。

　子供たち一人一人に資質・能力を身につけさせる主体的・対話的で深
い学びの視点に立った授業改善を目指している中、教師・児童生徒の力
を最大限に引き出すために、これまで培ってきた教育実践の更なる深ま
りと最先端ICTのベストミックスは必要不可欠なものとなっています。
高崎市でも先端ICT協議会を立ち上げ、産学官が一体となってICTの効果
的な活用について研究を進めています。成果として全ての子どもの意見
が反映されることで自己有用感が高まり、結果として深まりのある授業
となっています。こうした質の高い授業がどの学級でも当たり前に実現
できるよう、一層推進していきます。

文部科学省のホームページに、

GIGAスクール構想に関する情報が掲載されております。

ぜひご覧ください。

〒100-8959　東京都千代田区霞が関３－２－２

阿部　守一

藤木　俊光



【岡山県版】GIGAスクール構想の実現に向けた目標と活用計画

令和元年度
（2019年度）

令和２年度
（2020年度）

令和３年度
（2021年度）

令和４年度
（2022年度）

令和５年度
（2023年度）

令和６年度
（2024年度）

端末整備

研修等

学
力
学
習
状
況
調
査
（
国
）

教員がICTを
週１回活用

（小６） 91％
（中３） 89％

（目標） 95％
（達成値）

（目標） 98％
（達成値）

（目標） 100％
（達成値）

（目標） 100％
（達成値）

児童生徒がICTを
週１～２回活用

（小６） 26％
（中３） 32％

（目標） 50％
（達成値）

（目標） 80％
（達成値）

（目標） 100％
（達成値）

（目標） 100％
（達成値）

学
習
指
導
・
生
徒
指
導
の
取
組
状
況
調
査
（
県
）

１人１台端末の
学年において、

STAGE１の授業

を１日２～３回

（目標） 100％
（達成値）

（目標） 100％
（達成値）

（目標） 100％
（達成値）

１人１台端末の
学年において、

STAGE２の授業

を１日２～３回

（目標） 60％
（達成値）

（目標） 100％
（達成値）

（目標） 100％
（達成値）

STAGE３の

年間計画を策定

（目標） 10％
（達成値）

（目標） 50％
（達成値）

（目標） 100％
（達成値）

STAGE３の

単元を実施

（目標） 3％
（達成値）

（目標） 20％
（達成値）

（目標） 50％
（達成値）

小５～小６

中１ 中２～中３

小３～小４ 小１～小２

教育の情報化推進リーダー研修講座（STAGE２・３）

ICT授業活用
確認シート作成･配付

事例集作成・配付
（STAGE１・２）

推進リーダー・県立中学校による授業公開（STAGE２・３）

事例集作成・配付（STAGE３）

【
公
正
に
個
別
最
適
化×

創
造
性
の
育
成
】

予
測
不
可
能
な
未
来
社
会
を
自
立
的
に
生
き
、
協
働
し
な
が
ら

社
会
の
形
成
に
参
画
で
き
る
学
び
を
教
師
と
児
童
生
徒
で
共
に
創
る

申請

端末整備が全体として一律ではないため、
県の目標は定めず、各校での試行を促す。

全体計画
作成

新たな
ステージ

案07

令和２年度補正予算案において、
端末整備の前倒しが示されました。
今後、端末整備・研修・目標等の
大幅な変更も考えられます。





臨時休業時のオンラインによる学習支援イメージ（1日の流れ）

①今日の学習計画 

　をたてる 

②学習支援ソフトまたは、 

　ビデオ会議システムで、 

　計画を伝える 

③計画を確認する

④計画にコメントをする 

（アドバイスなど）

⑤先生のコメントをもとに 

　計画を修正し、取り組む①遠隔 

　朝の会

⑥宿題をする ⑦学習支援ソフトで、 

　宿題を提出する 

⑧提出された宿題を 

　確認する

⑨丸付けやコメントを 

　して返却する

⑩返ってきたものを 

　やり直す②日中の 

　学習支援



GIGAスクール構想 整備事業概要 

 

 

 

総事業費：366,019千円 

補助金交付予定額：130,736 千円 

 

●校内ネットワーク更新事業 

実施内容：校内 LAN、無線アクセスポイント、スイッチ HUB 等を GIGA 通信仕様へ更新

設定を行う。更新するネットワーク機器、生徒用タブレット端末、教職員用端

末の設定を行う。 

補助率：1／2 

事業費：159,766千円  補助金交付予定額：69,159千円   対象校：16校 

 

●学習系タブレット等整備事業（1）～（4） 

実施内容：生徒用タブレット端末、教職員用端末、タブレット収納庫、遠隔授業用機器更 

新を行う。 

（１）生徒用タブレット端末 

補助率：45千円／1 台  数量：2,000台 

事業費：118,580千円   補助交付予定額：57,420千円  

対象：各校全児童生徒 

 

（２）教職員用端末  数量：350台 

事業費：75,773千円 

対象：各校教職員 

 

（３）タブレット収納庫 

 補助率：1／2   数量：27台  

事業費：7,755千円  補助交付予定額：3,877千円  

 

（４）遠隔授業用機器 

 補助率：1／2   数量：マイク 64セット タブレット固定三脚 48脚 

事業費：588千円   

補助交付予定額：280 千円  対象：各校 

 

●通信機器利用料 

実施内容：オンライン授業に伴うインターネット未整備家庭（小 6、中 3 対象）へモバイル

ルータを貸出 

数量：45台レンタル 休業時 9か月分見込み   事業費：3,557千円 

 

 
令和 2 年度 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

予算・議会 

導入 
  

補正

予算 
入札 

財産 

取得 

議案 

導入

整備 
      

※令和 3年度から使用開始 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

拠点ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ ﾌﾛｱｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ 

基 幹 ケ ー ブ ル

Cate6A（10G) 

枝ケーブル Cate6（1G) 

光ケーブル 

学校ネットワーク            

集約ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ 

市通信契約 60MB 

帯域保証 

備前市教育ネットワークイメージ 

モバイルルータ 

教育ネットワーク            学校内            

ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ 

家庭内            

家庭用ルータ 

教職員・学習者 

教職員（情報発信） 

学習者 


