
平成３１年３月１９日

初等中等教育局長

我が国の伝統や文化に関する教育の充実に係る調査研究

公募要領

１．事業名

我が国の伝統や文化に関する教育の充実に係る調査研究

２．事業の趣旨

グローバル化する社会の中で世界と向き合うことが求められている我が国において

は，自国や他国の言語や文化を理解し，日本人としての美徳やよさを生かし，グローバ

ルな視野で活躍するために必要な資質・能力の育成が求められている。

教育基本法や学校教育法において，我が国の伝統や文化に関する教育が重視されてい

るとともに，中央教育審議会答申（平成２８年１２月２１日）においても，現代的な諸

課題に対応して求められる資質・能力として 「日本人として大切にしてきた文化を積，

極的に享受し，我が国の伝統や文化を語り継承していけるようにすること」などが重要

であるとされている。新学習指導要領においても，その教育内容の充実が図られたとこ

ろである。

このため，国際社会で活躍する日本人の育成に向けて，我が国や郷土の伝統や文化に

ついての理解を深める教育を推進し，その成果の普及を図る。

３．事業期間

2019年度～2020年度（２カ年事業（予定 ））

ただし，毎年度，事業の実施状況等について評価又は確認等を行い，事業の継続の可

否を判断するものとする。

４．委託契約期間

契約の締結は年度毎に行うものとする。委託契約期間は原則として，契約を締結した

日から当該年度末までとする。ただし，事業の実施状況等を勘案し，適当と認められる

ときは 「３．事業期間」に定める指定期間の範囲内で引き続き契約を締結することが，

できる。

５．公募対象

都道府県教育委員会 市 区 町村教育委員会 国立大学法人 学校法人 以下 教， （ ） ， ， （ ，「

育委員会等」という ）。

６．公募に参加する者に必要な資格に関する事項

（1）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお，未成年者，

被保佐人又は被補助人であって，契約の締結のために必要な同意を得ている者は，同

条中，特別の理由がある場合に該当する。



（2）文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者で

ないこと。

７．事業の内容

「２.事業の趣旨」に基づき，児童生徒が我が国の伝統や文化を尊重し，日本人とし

ての自覚をもち，国際社会の中で主体的に生きていくことができるよう，次に示す類型

を一つ以上選択し，我が国の伝統や文化に関する教育の推進に資する取組を行う。

類型Ⅰ：カリキュラムの開発，指導方法の工夫・改善に関する実践研究

（期待される成果物例）

○ 学習指導案集，ワークシート集など

○ 教科等横断的なカリキュラム，学年別系統表，年間指導計画など

○ 実践事例集（目標，手立て，内容，評価規準，実際の教育活動，生徒の変容等

をまとめたものなど）

類型Ⅱ：教材，指導資料等の作成

（期待される成果物例）

○ 児童生徒用教材（読み物資料，視聴覚教材，マルチメディア教材，図表，ワー

クシートなど）

○ 教師用指導資料（資料集，作成した教材を用いる授業の学習指導案など）

類型Ⅲ：教員研修プログラムの開発，研修資料等の作成

（期待される成果物例）

○ 教員研修プログラム，研修資料など

（全体を通じた留意事項）

① 研究に当たっては，各成果物の試案を使って実際に授業や研修を行い，その有効

性等を検証するなど，実践的な取組を行うこと。

② 必要に応じて，外部機関との連携を行うこと。

③ 学習指導要領の趣旨及び内容を踏まえた取組を行うこと。なお，類型Ⅰ，Ⅱにお

いては，教育課程上の位置付けを明確にすること。

④ 教育内容については，知識及び技能の習得だけでなく，思考力，判断力，表現力

等の育成や学びに向かう力，人間性等の涵養につながるものとすること。

⑤ 成果の把握に当たっては，地域独自の学力調査等の結果の活用やアンケート調査

等による生徒の変容など，定量的なデータを示せるよう努めること。

⑥ 一つの学級，一つの学校のみの取組ではなく，学校間や外部機関とも連携を図る

など，一定の地域で広がりのある取組となるよう配慮すること。

⑦ 教育委員会等の設置者においては，研究の成果の把握及びその普及・推進に努め

ること。



８．事業の実施方法

（ ） ， 「 」1 文部科学省は 本調査研究を実施する教育委員会等を 伝統文化調査研究推進地域

（以下 「推進地域」という ）として指定する。， 。

（2）指定を受けた推進地域は，類型Ⅰ及び類型Ⅱの研究については必ず，類型Ⅲの研究

については必要に応じて，域内の学校（小学校，中学校，高等学校（中等教育学校を

含む ，特別支援学校からいずれか１校以上）を 「実践校」として指定した上で，。） ，

事業を実施する。

９．書類の提出方法等

(1) 提出書類

事業計画書（様式１ ，業務計画書（別紙ア，イ ，経費項目の積算，誓約書（学校） ）

法人のみ）

(2) 提出部数

６部（正本１部，副本５部）

(3) 提出方法

書類の提出は，以下に示す①電子メール②郵送等③直接持参のうち，①電子メール

及び②郵送等 又は，①電子メール及び③直接持参のいずれかとする。なお，ファクシ

ミリによる提出は不可とする。

①電子メール

・Word，一太郎又はExcelファイルにて作成した事業計画書等を添付の上，送信する

こと。

・メールの件名は「 提出 （機関名 ：伝統文化事業計画書」とすること。【 】 ）

・ファイルを含めメールの容量が10MBを越える場合は 「ファイル転送システムの送，

付希望」とメールにて連絡をし，送付されたファイル転送システムを使用してファ

イルを送信すること。

・メール送信上の事故（未達等）について，当方は一切の責任を負わない。

・メール受領後，申請者に対してメールにより受領確認を送信する。送信後，３日を

過ぎても受領確認メールが届かない場合は，電話にて以下(4)②「郵送先及び本件

担当」まで照会すること。

②郵送等（郵便，宅配便等）

・簡易書留，宅配便等，送達記録の残る方法で送付すること。

・郵送中の事故（未達等）については，当方は一切の責任を負わない。

③直接持参

・受付時間：平日10時～18時15分（12時～13時除く）

， 「 」 。・提出の際は 事前に電話にて以下(4)② 郵送先及び本件担当 まで連絡すること

・持参中の事故については，当方は一切の責任を負わない。

(4) 提出先

①電子メール

kyoiku@mext.go.jp

②郵送先及び本件担当

〒100-8959



東京都千代田区霞が関三丁目２－２

文部科学省初等中等教育局教育課程課教育課程第三係

TEL:03-6734-3706 FAX:03-6734-3734

(5) 提出締切

2019年４月１８日（木）

・電子メールは当日の送信記録があるもの

・郵送等及び直接持参の場合，当日18時00分必着

(6) その他

事業計画書等の作成費用については，選定結果にかかわらず企画提案者の負担と

する。また，提出された事業計画書等については，返却しない。

提出締切後の申請書類の受付や差替え，再提出については，認めない。

審査基準にある「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」における認

定等又は内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認通知がある場合は，その写しを

提出すること。

１０．質問・相談等，追加情報等の提供

① 公募期間中の質問・相談等については，以下の方法により期限までに提出するも

のとする。

・提出先 電子メール kyoiku@mext.go.jp

・提出方法 書式は特に問わない

・提出期限 2019年４月５日（金）

② 公募期間中の質問・相談等については，当該者のみが有利となるような質問等に

ついては回答できないため，①で受け付ける質問・相談等への回答を含め，公募要

領にない追加情報を提供する場合は４月１１日（木）までに文部科学省の調達情報

サイトである「調達総合案内」にて行う。

１１．事業規模（予算）及び採択件数

2019度事業規模：６，５００千円程度

採択件数：予算の範囲内において複数件を採択予定

※採択件数は，選考委員会が決定する。

※2019年度事業規模は，2019年度予算額（案）であり，今後の予算編成の過程で変

更する場合があることに留意されたい。

※各年度同程度の事業規模の上限額を前提に計画を立てること。但し，予算状況等

によっては各年度の事業規模に変動が生じる可能性があることに留意されたい。

１２．採択方法

（ ） ，〔 〕 ，選考委員会 文部科学省内に設置 において 別紙 に定める審査基準に基づき

。 ， 。書類選考を実施する 選考終了後 ３０日以内に全ての提案者に審査結果を通知する

１３．契約締結



選定の結果，契約予定者と事業計画書等を基に経費の積算等の契約条件を調整する

ものとする。その際，契約条件が合致しない場合には，契約締結を行わない場合があ

る。

なお，契約金額については，事業計画書等の内容を勘案して決定するので，契約予

定団体等の提示する金額とは必ずしも一致するものではない。

※ 国の契約は，契約書を締結（契約書に契約の当事者双方が押印）したときに確定

することとなるため，契約予定者として選定されたとしても契約書締結後でなけれ

ば事業に着手できないことに十分留意すること。なお，再委託先がある場合は，こ

の旨を再委託先にも十分に周知すること。

１４．スケジュール（予定）

(1) 公募締切：2019年４月１８日

(2) 審 査：2019年４月下旬～５月下旬

(3) 採択通知：2019年６月上旬

(4) 事業計画書の再提出：2019年６月中旬

(5) 契 約：2019年７月上旬

※ 契約締結後でなければ事業に着手できないため，事業計画書等の作成に当たって

は，事業開始日に柔軟性をもたせた上で作成すること。なお，連携先や再委託先が

ある場合は，この旨を連携先や再委託先にも十分に周知すること。

※ なお，この公募は，2019年度予算成立後に直ちに事業を開始できるよう，本予算

， ， ，成立前に始めるが 国会における本予算成立までの間に 当該事業の実施の可否や

事業内容及び事業開始時期等に変更が生じる可能性があること，並びに本事業は本

予算成立後でなければ開始することができないことに留意されたい。

１５．誓約書の提出等

(1) 本企画競争に参加を希望する者は，事業計画書等の提出時に，支出負担行為担当官

が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。

(2) 前項の誓約書を提出せず，又は虚偽の誓約をし，若しくは誓約書に反することとな

ったときは，当該者の事業計画書等を無効とするものとする。

(3) 前２項は，学校法人にのみ適用する。

１６．委託事業完了報告書等

(1) 教育委員会等においては，調査研究の終了時に委託事業完了報告書及び支出を証す

る書類の写しを提出するものとする。

(2) 委託事業完了報告書等の様式は，委託要項に定める様式２に示すとおりとする。

(3) 委託事業完了報告書については，文部科学省においてその集録を編集し，書籍及び

インターネットその他の媒体により公表することができるものとする。

１７．その他

(1) 文部科学省は，必要に応じ，本調査研究の実施状況及び経理処理状況について実態

調査を行う。



(2) 「事業計画書」を提出後に，研究の進捗状況からみて特筆すべき事項が生じたとき

は，速やかに文部科学省初等中等教育局教育課程課にその内容の分かる書類を提出す

ること。

(3) この要領に定めのない事項で調査研究の実施に必要な事項は，必要に応じ，文部科

学省が別に指示する。

(4) 契約締結に当たり必要となる書類

選定の結果契約予定者となった場合，契約締結のため，遅滞なく以下の書類を提出

， 。 ， ，する必要があるので 事前の準備をしていただきたい なお 再委託先がある場合は

再委託先にも周知すること。

・事業計画書（委託業務経費内訳を含む）

・再委託に係る業務委託経費内訳

・委託業務経費（再委託に係るものを含む）の積算根拠資料（謝金単価表，旅費支給

規程，見積書等）

・銀行振込依頼書



  

〔別添〕 

経費計上の留意事項等 
 

○ 「１．2019年度における経費」及び「２．実施期間中（2019年度～2020年度）」をそれ

ぞれ作成すること。なお、２年度目の予算額は初年度の予算額と同程度とすること。ただし、

採択後において、各年度の予算の状況により予算額が変動する可能性があること。 

○ 本調査研究の実施のために真に必要な経費のみを積算すること。 

○ 経費は、契約期間内のもののみを計上すること。 

○ 種目ごとの留意事項は次のとおりとする。 

 

【事業費（諸謝金）】 

１ 積算内訳は協力者の内訳別に記載すること。（なお、出席者等が未確定の場合にあっては、

単価の妥当性を確認するため、○○関係者等と記載するなどして表記する。） 

２ 会議出席、原稿執筆、単純労務等を行った場合に支出する謝礼であり、単価等は受託先の

支給規程及び文部科学省の支給単価等を比較して妥当な単価を設定すること。（必要に応じ

て理由書を添付するなどにより、妥当性について付記してもらうことがある。）また、講演

者謝金等において、高額な支出を伴うものについては、当該講演者とする必要性についても

確認することがある。 

３ 受託先に所属する職員等に対する支出は原則として認められない。ただし、委託事業に係

る業務が当該職員の本務外（給与支給の対象となる業務とは別）であることが関係資料から

明確に区分されていることが確認できる場合には支出することができる。 

４ 菓子折、金券の購入は認められない。 

  

 【事業費（旅費）】 

１ 原則として具体的用務毎に積算すること。 

２ 調査、成果公表、会議出席及び委員会出席等、当該委託業務の実施に必要な旅費のみを計

上すること。 

３ 支給基準は原則として委託先の旅費規程によって差し支えないが、最も安価な経路で積算

するなど妥当かつ適正な旅費を積算すること。なお、鉄道賃の特別車両料金等の支給につい

ては、原則として旅費法及び文部科学省の規定を準用すること。 

４ 業務計画に照らして出張先、単価、回数、人数は妥当か精査すること。 

５ マイレージ・ポイント等の取得等による個人の特典は認められない。 

６ 回数券、プリペイドカードを購入する場合、受払簿等で管理し使用枚数のみ計上すること。 

７ 旅費のうち、文部科学省が東京で開催する協議会（年１回を予定）への出席旅費として、

それぞれ２名程度分（東京～各都道府県等の任意の地点）を積算内訳に計上すること。 

 

【事業費（会議費）】 

１ 外部有識者の出席する会議開催等に必要な経費を計上すること。但し、弁当及び茶の提供

であっても、やむを得ない場合に限ることとする。 

２ 会議費の支出に当たっては、社会通念上常識的な範囲のものか精査すること。（宴会等の

誤解を受けやすいものや酒類の提供はできない。） 

３ 会議等の出席者数及び回数と整合性がとれているか確認すること。 

 

 



  

【事業費（通信運搬費）】 

１ 会議開催等に必要な開催通知や報告書等の送付などに係る経費を計上すること。 

２ 通信運搬物の内容、数量、単価、回数は妥当か確認すること。 

３ 切手を購入する場合、必要最小限の枚数とし、受払簿で適切に管理すること。 

 

【事業費（印刷製本費）】 

 印刷製本費は高額となることが多いことから、内訳及び金額の妥当性（数量、単価等）を確

認するための見積書等を提出すること。 

 

【事業費（借損料）】 

１ 委託業務の実施のために真に必要なもののみ計上すること。 

２ 会議開催等に伴い借損料が発生する場合には、事業計画書の会議等の時間及び回数と整合

性がとれているかを確認すること。 

３ リース形式の形態でありながら、事実上は備品を購入等することになっていないかを確認

すること。 

  

【事業費（消耗品費）】 

１ 消耗品費への計上は消耗品のみとし、備品等を計上しないこと。 

２ 計上するものについては、品名（単価、数量）を記載すること。具体的内容毎に使途の判

断できる包括的名称を用いて簡略化して記しても差し支えない。 

３ 消耗品を購入する場合には、ポイント等の取得はできない。 

 

【事業費（雑役務費）】 

１ 委託事業の目的を達成するために付随して必要となる軽微な請負業務等を計上すること。 

２ 内訳及び金額の妥当性（数量、単価等）を確認するための見積書等を提出すること。 

 

【事業費（消費税相当額）】 

１ 文部科学省において実施されている委託業務は、「役務の提供」（消費税法第２条第１項

第１２号）に該当することから、原則として業務経費の全体が課税対象となり、積算した業

務経費全体に消費税相当額を計上することとなる。ただし、消費税込の金額となっている経

費には消費税が既に含まれており、消費税相当額を別途計上すると二重計上となるため注意

すること。 

２ 各種別において経費を計上する際には、消費税は内税（税込）として計上することとし、

不課税の経費についてのみ対象額を当種別において消費税相当額として計上すること。 

３ 委託金額の積算に当たっては、課税事業者（例：国立大学法人、学校法人）と免税事業者

（例：地方公共団体）とでは次に掲げるとおり取り扱いが異なるため、下記の「課税対象表」

を参照の上、適正な消費税額を計上すること。 

① 課税事業者の場合 

  事業の実施過程での取引の際に消費税を課税することとなっている経費（以下「課税対

象経費」という。）は消費税額を含めた金額を計上し、課税対象経費以外の経費（不課税

経費）は消費税相当額を別途計上する。 

② 免税事業者の場合 

  消費税を納める義務を免除されているので、課税対象経費分についてのみ消費税額を含

めた金額とする。（不課税経費に対し消費税相当額を別途計上しない。） 



  

  なお、受託者が簡易課税制度の適用を受けている場合においても消費税相当額の積算に

あたっては、簡易課税の計算方法で算出した額によるのではなく、一般課税事業者の場合

と同じように取扱うこと。   

＜課税対象表＞※国内における一般的な取引の場合 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

種別 内訳等 対象 注意事項等 

諸謝金  

 

 

 

旅費（国内） 

借損料 

消耗品費 

会議費 

通信運搬費 

印刷製本費 

雑役務費 

 

 

 

 

日当・宿泊費・運賃 

 

 

 

 

 

課税対象 

 

 

 

課税対象 

課税対象 

課税対象 

課税対象 

課税対象 

課税対象 

課税対象 

（※委託先の基準により、税込金額

か税別金額か取扱が異なるので要確

認。給与として支給される場合は賃

金と同様。） 

通常は税込金額 

 

 

 

切手は税込金額 

 

 

４ 2019 年 10 月に予定されている消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）の率変

更に伴う消費税の取扱いについては、次のとおりとする。課税事業者と免税事業者とでは取

扱いが異なるため、注意すること。 

 ① 課税事業者の場合 

   事業の実施過程での課税取引は、その予定時期に関わらず、10％の消費税額を含めた価

格を記載すること。 

 ② 免税事業者の場合 

   事業の実施過程での課税取引は、2019年９月までの取引予定分は８％、10月以降の取引

予定分は10％の消費税額を含めた価格を記載すること。 

 

【再委託費】 

１ 業務そのものの一部を第三者に行わせる場合に計上する。 

２ 再委託を行う場合には、再委託先、再委託を行う業務範囲、再委託を必要とする理由及び

所要経費について、以下記入例にならい別途書類を作成し提出すること。 

（記入例） 

 

再委託に関する事項 

再委託の相手方の住所

及び氏名 
○○市○○町○○―○○ ○○市教育長 ○○○○ 

再委託を行う業務の範

囲 

・開発したカリキュラムの○○小学校及び○○中学校で

の実践を委託する。 

再委託の必要性 

・○○及び○○を実施する際の効率性を鑑み当該事業を

委託する。 

・○○小学校及び○○中学校の設置者である。 

再委託金額（単位： 円） ○○市 ○○○,○○○円 



  

３ 再委託費の内訳についても、上記区分に準じ経費ごとに提出すること。 

 

※なお、本事業の実施に当たっては、障害のある児童生徒への配慮のために必要となる経費の

計上についても認められる。 


