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文科省は大幅な要求〈前年度予算額対比112.8%〉！
財務省は、平成20年9月9日に平成21年度の一般会計
概算要求額を公表いたしました。一般会計概算要求額
は47,841,665百万円となり、平成20年度予算額と対比
すると比較増額は557,149 百万円で前年度予算額対比
では101.2%となっています。
※一般会計＋国債費＋地方交付税交付金
　＝国全体の概算要求額（前年予算額比107.3％）

この中で、文部科学省の概算要求額は5,947,233 百万
円で前年度予算額対比では112.8%と大きな伸び率の要
求となっております。国全体で101.2%の予算要求にもか
かわらず文科省単独で112.8%の伸びの要求は財務省が
どのように査定するのかが一番関心事となります。
この概算要求の中で次の二つ予算項目に注目してくだ	
さい。

新指導要領定着のために補助金予算要求！
我々JEMA会員にとって21年度概算要求で一番関心が
ある31,458 百万円を要求しました。我々JEMA会員とし
ては、文部科学省が財務省の予算査定に対して未来を
切り拓く教育の振興のための初等中等教育の充実策とし
て概算要求の100%獲得を期待します。

地上デジタルテレビ整備予算要求（3年計画）！
平成23 年7月のテレビ放送の地上デジタル放送への完
全移行を推進するために3年計画で補助金予算が要求
されました。この予算も100%獲得してもらいたいものです。

発表した説明資料を次頁以降に掲載しましたのでよく理解
していただき活動を展開していただきたいものです。

平成21年度文部科学省概算要求特集
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　国、地方ともに厳しい財政状況ながら、平成21年度文部科学省の教材関係の概算要求を調べる
と意欲的な考えが打ち出されています。

　その1は、新学習指導要領の円滑な実施のための施策が多面的に要求されています。
中身は、授業時数増等への対応として、次の4つの施策のための予算要求が行われました。
１）指導体制整備の非常勤講師の派遣
２）周知徹底のための施策
３）学力向上支援策
４）円滑な実施のための教材整備事業の要求
この中で、注目すべきは「４）円滑な実施のための教材整備事業」が要求されていることです。この
要求は新規であり、補助金事業であることです。従来の教材整備は昭和60年度以降今日まで地方
交付税交付金によって整備されてきましたが、この施策のための要求は『補助金事業』だということ
です。詳細は予算資料【Ⅱ】『平成２１年度文部科学省概算要求＝補助事業＝』を見るとお分かり
のとおり補助率1/2となっているところから総事業費は倍額の309億円となります。国、地方ともに厳
しい財政状況にも拘らず新学習指導要領を完全に円滑に実施するための文部科学省の強い意志で
あり、われわれ業界団体としてはぜひとも実現させたい予算項目であります。
　その２は、平成23年7月のテレビ放送の地上デジタル放送への完全移行に伴う地上デジタルテレビ
整備事業の予算要求です。詳細は予算資料【Ⅲ】のとおり、平成21年度から23 年までの3年間
の事業として要求されており、この事業も補助金事業です。事業規模は、初年度75億円、2年目
150億円、3年目120億円合計345億円、補助1/2ですから事業総額は680億円となります。

　この特徴をよく理解してJEMAの活動は、
１）21年度概算要求《補助金事業》実現のための要望活動
２）正しい理解のための会員への情報提供
３）JEMAが刊行した「教材活用実践事例集」による需要喚起
４）交付税により措置される一般教材整備のための措置率の改善活動

　県協会と本部と一体となった要望活動を行いたいと考えております。このような活動に会員各位の
このJEMA事業に対する理解と関心を深めて活動することを期待します。

文部科学省教材関係概算要求と
JEMAの取組について
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平成21年度 文部科学省概算要求【Ⅰ】
— 初等中等教育局主要事項 —

（単位：百万円）

事　　　　項
21年度
予算額

20年度
概算要求額

比　較
増減額

備　考

Ⅰ．新学習指導要領の円滑な実施

１．授業時数増等への対応
１）		新学習指導要領の円滑な実施のための
教材整備事業

15,480 0 15,480 新規
補助率1/2

２．道徳教材に関する国庫補助制度
１）	道徳教育の総合的推進 4,734 658 4,076 補助率1/2

３．新学習指導要領移行措置用教材の
	 作成配布
１）		新学習指導要領に対応する算数、数学、
理科の補助教材の作成・配布

2,512 0 2,512
新規
補助率1/2

４．外国語教育の充実
１）	英語教育改革総合プラン 1,695 0 1,695 新規

補助率1/2

Ⅱ．豊かな心と健やかな体の育成

１．体験活動・読書活動の推進
１）	豊かな体験活動推進事業
２）	学校図書館の活性化推進総合事業

1,146
235

1,012
0

134
235 新規

２．環境教育の推進
１）	環境教育推進グリーンプラン
２）	農村漁村におけるふるさと生活体験

85
1,106

55
972

30
134

３．幼児教育の推進
１）	私立幼稚園施設整備費等補助
２）	認定こども園施設整備等補助金

2,320
1,875

1,108
0

1,212
1,875 新規

Ⅲ．教員が子ども一人一人に向き合う環境づくり

１．	発達障害等支援・特別支援教育総合
	 推進事業 806 503 303

注：上記事項の中の各予算項目は主要なものを取り上げているのでこれ以外の項目もある。
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新学習指導要領の円滑な実施のための教材整備事業
（国庫補助事業）

21年度概算要求額　15,481百万円（新規）

小・中学校の新学習指導要領の公示（平成20年3月28日）

授業時数の増 指導内容の充実

新学習指導要領の円滑な実施

『新学習指導要領教材整備補助金』の創設
補助率：1/2　補助事業者：市町村

◇新学習指導要領により新たに必要となる教材の整備に限定して補助
◇移行期間中に限定して実施（小・21〜22年度／中・21〜23年度）

図書教材整備
対象：小・中学校
古典に関する図書教材等

武道防具等整備
対象：中学校
柔道着、剣道防具等

理科設備（少額設備）
対象：小・中学校

手回し発電機、簡易pH計等

和楽器整備
対象：中学校
箏、三味線等

小学校外国語活動
条件整備
対象：小学校
電子黒板等
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平成21年度 文部科学省概算要求【Ⅱ】
新学習指導要領の円滑な実施のための
教材整備事業予算を要求！！

対　象 内　　　　容

理科教材
（少額設備）

特に大きく授業時数・指導内容が増加する理科においては、観察・実験等
の活動を充実させるため、教材整備が不可欠であり、理科教育設備整備費
等補助の対象外である少額設備も設備と同様に整備する。

※「少額設備」とは、1式の価格が小学校1万円未満、中学校2万円未満の
設備

図書教材 新学習指導要領における教育課程の改善事項の１つとして「言語活動の充
実」が打ち出されたことや古典指導の充実が図られたことを踏まえ、各教
科の言語活動の展開に必要となる図書教材や小・中学校国語科における
古典に関する図書教材等の整備を進める。

小学校外国語
活動教具整備

小学校外国語活動は、音声面を中心とした活動を通じて外国語に慣れ親し
み、コミュニケーション能力の措置を育成することとしている。平成21
年4月には全小学校に英語ノートに準拠した教材を配布する予定であり、
その効果的な実施のために電子黒板を整備するとともに、その他必要とな
る教具を整備する。

和楽器整備 中学校音楽科については、教育基本法に新たに伝統と文化の尊重が規定さ
れたことを踏まえ、例えば和楽器の指導を通して我が国の伝統音楽の良さ
を味わうこととするなど、筝、三味線などの和楽器の指導を充実しており、
必要となる和楽器を整備する。

武道防具等整備 中学校保健体育科については、教育基本法に新たに伝統と文化の尊重が規
定されたことを踏まえ、中学校においては武道を必修とした。各中学校に
おいて、円滑に武道の授業が実施できるよう柔道着、剣道防具等の武道用
具を整備する。

注：�公立小中学校の教材整備は地方交付税交付金により財源措置されているが上記の予算要求は補助金
事業として新学習指導要領の円滑な実施を図るために5項目の教材整備を行うもの。

補助金事業

１．補助事業者：市町村
２．補助率　　：1/2
３．要求額　　：15,480百万円
４．補助対象　：下記の通り
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平成21年度 文部科学省概算要求【Ⅲ】
— 地上デジタルテレビ整備 —

（単位：百万円）

事　　　　項
21年度
予算額

20年度
概算要求額

比　較
増減額

備　考

２．	小中高等学校等における地上デジタル
	 テレビの整備に係る補助事業

7,500 0 7,500 新規

１．事業の趣旨
平成23年7月のテレビ放送の地上デジタル放送への完全移行に伴って、大きな社会的混乱を招くこ
となく円滑にアナログ放送を終了するために、昨年度内閣官房に関係省庁連絡会議が設けられ、政府
全体の取り組みを推進することとされた。この関係省庁連絡会議において、今後の取り組みを加速さ
せるために「地上デジタルテレビ放送への移行完了のためのアクションプラン2008」が決定した。

２．事業の内容
・ 種　　別：地方公共団体向け補助金
・ 補 助 率：２分の１
・ 補助対象：小学校・中学校・高等学校・幼稚園、公民館
・ 補助期間：平成21年度から23年度までの3年間で整備

３．補助金額
・ 平成21年度要求額：75億円
・ 補助内容	 ：
　①アンテナ工事費　②デジタルテレビ整備費		③デジタルチューナー　購入費

４．年度別補助金→3年計画　345億円
・ 平成21年度 　75億円
・ 平成22年度　150億円
・ 平成23年度　120億円

補助金事業

【課題・現状】
・平成23年7月のアナログ停波までに全国の小中高等
学校等に設置されているテレビをデジタル化
・平成20年2月現在、学校に設置されている約60万台
のテレビのデジタル化率約1％

【平成21年度要求額（補助金額）】
整備費（アンテナ工事費＋デジタルTV整備費＋デジタルチューナー購入費）×補助率（１／２）
＝

【施策の概要】
地上デジタルテレビ放送を視聴できる環境を整備す
る地方公共団体に対して、必要な経費の一部を補助
するとともに、地方財政措置を行う。

デジタル化に必要な経費

デジタル
チューナー購入費
　　　  ・  ・  ・ ５２億円

UHFアンテナ工事費
・ UHFアンテナの取替
・ 同軸工事
　 ・  ・  ・ １３１億円

デジタルテレビ整備費

　　  ・  ・  ・ ５０７億円

デジタル
テレビ
整備台数

小学校 22万台 12万台 35万台

8万台 4万台 12万台

1万台 7万台 8万台

1万台 1万台 2万台

中学校

公民館

高等学校
等

チューナー
調整台数 合計

平成20年７月に「デジタル放送への移行完了のためのの関係省庁連絡会議」が定めた「アクションプラン」では、
「重要公共施設（学校、公民館等）は、優先してデジタル化を行う」こととされている。

（注）
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平成21年度 文部科学省概算要求【Ⅳ】
— I T関連主要事項 —

（単位：百万円）

事　　　　項
21年度
予算額

20年度
概算要求額

比　較
増減額

備　考

１．IT関連予算 113,973 90,852 23,111

２．学校教育情報化の総合的推進
１）学校教育情報化の総合的推進
２）教育用コンテンツの充実・普及
３）教育情報ナショナルセンター機能整備
４）公立・私立学校等におけるIT環境整備

644
541
197
1,284

466
534
155
1,284

180
7
42
0 注記①参照

３．	専門的知識又は技術を有する創造的な人材
の育成
１）大学等におけるIT基盤の総合的整備
２）先導的ITスペシャリスト人材育成事業
３）遠隔教育の推進など（e-learning等）

3,050
1,043
134

4,516
828
134

▲1,466
215
0

注記②参照

４．生涯学習分野の情報化
１）放送大学の充実・整備
２）ITを活用した生涯学習の振興等

10,580
868

7,862
799

2,718
69

５．情報化影の部分への対応
１）情報モラル教育の推進
２）青少年を有害環境から守るための取組

127
501

0
90

0
411

新規

６．行政の情報化の推進
１）行政情報化の計画的推進 1,949 2,092 ▲143

【備考】	 主要項目を取り上げているためそれぞれの事項には他に多くの内容がある。

注記①：	公立学校施設における校内LANの整備等については、公立学校施設整備費193,510百万円で措置。
②：	私立学校に係るIT関連予算の一部（20年度1,472百万円）については、21年度要求より教育基
盤設備の内数で措置することに伴い、上記３「専門的な知識または技術を有する創造的な人材
の育成」の要求額には計上していない。
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平成 20年度　都府県協会総会　

本部から大江会長が出席
平成20年度県協会総会は６月７日に開催された鹿児
島県をスタートとして、10月20日までに21都府県
で開催されました。今年度は、開催日が重複して出
席できなかった奈良県（長崎県と重複）、所用で出席
できなかった静岡県・岩手県の3県を除き、本部か
ら大江会長が出席し本部報告並びに20年度の活動課
題にどう取り組んでいくかの報告を行いました。

　本年５月に法人化設立10周年記念式典を行いまし
たが、平成20年度は、JEMAが法人設立11年目とな
り次の10 年に踏み出すステップの年であることか
ら、現下のJEMAの課題と今後のなすべき課題につ
いて大江会長が詳しく説明をおこないました。
その内容は、
①会員自身の手で需要喚起を！
このためには、JEMAが刊行した「教材活用実践
事例集」を会員の手で幅広く学校現場に配布、PR
する必要性を訴えました。この呼びかけに応えて、
18 都府県では県会費で10 ～３部づつを全会員に
配布することにしました。配布された会員は、「教
材活用実践事例集」を出入りの学校へ持参し、各
教の先生に実践事例を紹介し、学校での使用を勧
めています。
②教材費の措置率向上のための要望活動の徹底を！
公立義務教育諸学校の教材整備は地方交付税に
よって財源措置されておりますが国の積算金額よ
り低い金額しか措置されていない状況です。平成
18 年度の措置率は全国平均で65.6%しか措置され
ていません。（文部科学省調べ）

このように設置者数でみると全国で91.2%の市区
町村が教材の予算措置率が下回っていますので、
会員がそれぞれの地元において措置率100％の陳
情活動を行うことが必要です。
③教材情報共有システムの普及啓発を！
現在、JEMAが構築を進めている「教材情報共有
システム」は、学校、行政、企業がそれぞれの立場
で活用できるシステムです。学校の立場からは、
インターネットを通してこのシステムにアクセス
することで教材の効果や評価また教材の基礎情報
（仕様、価格、単元との関連、オススメ度、活用頻
度など）が簡単に入手できるシステムです。学校
や教育委員会に対して会員さんよりPRしていた
だき利用促進を図っていただくことが必要です。

開催日 都府県名 開催地

６月７日（土） 鹿児島県 鹿児島市

６月21日（土） 埼玉県 川越市

６月25日（水） 東京都 文京区

６月27日（金） 福島県 郡山市

７月７日（月） 新潟県 長岡市

７月19日（土） 岐阜県 岐阜市

８月１日（金） 広島県 呉　市

８月２日（土） 岩手県 北上市

８月６日（水） 静岡県 静岡市

８月８日（金） 兵庫県 宍粟市

８月22日（金） 長崎県 長崎市

８月22日（金） 奈良県 桜井市

８月27日（水） 愛媛県 松山市

８月28日（木） 神奈川県 横浜市

８月29日（金） 三重県 津　市

９月４日（木） 京都府 亀山市

９月５日（金） 長野県 松本市

９月８日（月） 群馬県 高崎市

10月３日（金） 山形県 白鷹町

10月10日（金） 青森県 青森市

10月15日（水） 秋田県 秋田市《設置者数でみる小・中学校の教材予算措置状況》
・教材購入費が基準財政需要額を上回っている市区町村→165地区

・	 〃	 下回っている	 〃	 →1712地区

《 開催済み都府県名 》

※今後の開催予定
　千葉県（11/29）、茨城県（12月）、栃木県（12月）
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　全 国 各 地 で 開 催 中 ！！

新潟県

静岡県

長野県

奈良県

広島県

長崎県

山形県

京都府

岐阜県

兵庫県

群馬県

愛媛県

※開催済は21都府県ですが、紙面の関係で12府県のみの掲載となりましたことお詫び申し上げます。



平成 20 年 11 月10 日社　団　法　人　　日　本　教　材　備　品　協　会（10） 第 58 号

JEMA� �VoL.58号
（ジェマ　ニュース）

発行日　平成20年11月10日
発行人　社団法人�日本教材備品協会

〠 160-0012　東京都新宿区南元町23番地 公立共済四谷ビル4階
☎ （03）5919-2055　FAX （03）3341-0266

　このたび、教材需要の掘り起しと教材整備推進を目的とし、「教材活用実践事例集」
を発刊いたします。
　Ｈ１８，１９年度に当協会が受託した、文科省委託事業「学校教材整備の仕組みの構
築」事業の調査を基に、学校が欲しがっている情報を、学校が見やすい視点で編集し、
且つ教材販売に繋がる販促資料として発刊いたしました。
これまでに無い画期的な資料です。
　是非、販売活動を兼ねて需要掘り起こしの為、教育委員会並びに学校へ配布下さい。
　※特に秋に教材整備計画を立てる学校に置かれましては、是非配布下さい！

＜編集後記＞
　平成 21 年度の文部科学省の概算要求が明らかになり、
補助金事業として多くの事業が計画されています。
　国、地方どちらも厳しい財政ですが出された補助金事

業が実を結ぶことを期待します。そのために、JEMAと
して文科省の後押しできる活動があれば本部・支部一体
となって取り組む必要があります。

概　要 約116ページ・カラー

〈表紙〉

〈本文（イメージ）〉

＜教材の活用事例ページ＞
・教科書の単元と教材の対応
・活用のねらいと教材の効果
・実践内容

＜ジェマからの提案ページ＞
・事例で活用された教材紹介
・その他の教材活用事例の提案
・関連教材の紹介

教材活用実践事例集　発刊のご案内！！


