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教育政策に関する実証研究について

実施枠組

n 教育の目的の多面性と教育の手段の多様性を踏まえて、（１）政策効果や（２）現場における政策ニーズを総合的
に把握するための（ⅰ）量的研究及び（ⅱ）質的研究を組み合わせて実施。

n 自治体の協力を得つつ、国立教育政策研究所や外部の研究者・有識者により実証研究を実施。関連施策の費用と効
果について把握・分析。

n 学校や児童生徒の状況全体を通じた政策の効果を評価するためには、政策と目指す教育目的との間をブラックボッ
クス化せず、学校で教育活動が実際にどのように展開されているのかなど、教育の過程に着目した研究が必要。

n 個々の成果が特定のサンプルに関する特定の条件下でのものであることを踏まえ、政策が実施される背景にある環
境要因も総合的に考慮しつつ、多様な研究成果を踏まえて、全体としての傾向を把握することが必要。

n これらの研究成果を踏まえ、教育政策について質の向上を図りつつ、ＰＤＣＡサイクルを確立。

基本方針

有識者委員会

学級規模等の影響・効果（学力、非認知能力等）の
調査

加配教員・専門スタッフ配置の効果分析

高い成果を上げている地域・学校の取組・教育環
境の分析

教員の勤務実態の実証分析

【構成員】
石田 浩 東京大学社会科学研究所教授
大橋 弘 東京大学大学院経済学研究科教授
貞広斎子 千葉大学教育学部教授
耳塚寛明 お茶の水女子大学基幹研究院人間科学系教授

• 教育政策に関する実証研究の方針、枠組みの検証
• 各実証研究の助言、フィードバック
• 各実証研究から得られる知見のとりまとめ

【実施主体】公募にて選定

【実施主体】公募にて選定

【実施主体】国立教育政策研究所（東京大学等から所外研究分担者が参加）
＜協力＞埼玉県、大阪府箕面市

【実施主体】国立教育政策研究所
＜協力＞関係自治体（21程度） ２



研究内容

研究テーマ 実施主体 研究内容

学級規模等の影響・効果
（学力、非認知能力等）

国立教育政策研究
所
（協力先）
埼玉県、大阪府
箕面市等

●学級規模等が児童生徒の資質・能力に与える影響調査
・自治体独自の学力や学習状況の調査（パネル）等の結果を活用し、学級規模や指導方法等が学力や学習
態度の向上等に与える複数年度にわたる影響を検証。
・２９年度調査から、質問紙調査に項目を追加し、学級規模や指導方法等が非認知能力（コミュニケーション
能力、社会性等）の伸び等に与える影響も検証。

●学級規模が授業中のフィードバックに及ぼす影響の計測による実験調査
・学力に影響を与える教師-児童間の相互交渉の一形態である、授業中の教師から児童生徒へのフィードバックに
ついて、学級規模による実施状況の違いを明らかにする。

加配教員・専門スタッ
フ配置の効果分析

国立教育政策研究
所 等
（協力先）
都道府県:6程度
市町村:15程度

●加配定数や専門スタッフの配置の教育的効果の分析
・加配定数や専門スタッフの配置が不登校児童生徒に対する取組に及ぼす効果を分析する。
●障害のある児童生徒や外国人児童生徒に関する必要な取組についての調査

高い成果を上げている
地域・学校の取組・教
育環境の分析

公募にて選定

●学習指導の実践事例についての調査
・学力調査データと自治体の教員加配の状況等に関する追加調査を組み合わせ、「配置校」と「非配置校」との比
較等により、加配教員の配置等による少人数学級編制・習熟度別少人数指導の採用等の措置がどのような教
育効果に結びついているのかを統計的に検証する。
・さらに、調査対象校において、教員間、あるいは教員と専門スタッフ、地域人材等との間の協働や組織的工夫が
行われ、いかなる成果に結びつくかについて訪問調査により事例分析を行う。

教員の勤務実態の実証
分析 公募にて選定

●教員実態調査
・教員の総勤務時間数（平成18年調査との経年比較等）に加えて、教員の事務業務が効率化され、児童生
徒に対する指導の時間を確保できているかなど、勤務の質・内容も把握・分析する。そのため、教員や専門スタッ
フの配置やＩＣＴの整備状況、学校が抱える課題等との関係について分析を行う。

●教職の労働負荷について他職種と比較
・単なる労働時間だけでなく、教職の特性から来るストレスの強度など労働負荷について他職種との比較や教員の
担当業務ごとの違いなどを分析。

lＩＣＴを活用した業務改善についての調査
・校務支援システムの導入等のＩＣＴの活用により、業務の改善や教育活動の質の向上に及ぼす効果について
実証的な調査研究を行う。

※2016年４月時点

◆研究内容については、各研究の結果や政策課題の状況等に応じて、修正や追加を検討。

u自治体の協力を得つつ、国立教育政策研究所や外部の研究者・有識者により実証研究を実施。
u関連施策の費用と効果について把握・分析。
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工程表
２０１６ ２０１７ ２０１８ ２０１９ ２０２０

教員加配・専門スタッ
フの追加配置、学校
での取組

必要に応じて研究テーマ等の追加を検討

※2016年４月時点

効果の検証、
背景にある環境要因
の分析

分析結果を
踏まえた追加調査

勤務実態調査
の実施

調査結果の
分析

学級規模等の
影響・効果

加配教員・専
門スタッフ配置
の効果分析

学校の抽出、
定量データの測定・質的調査の実施、分析

高い成果を上げ
ている地域・学
校の取組・教育
環境の分析

教員の勤務実態
の実証分析

学力調査の実施（埼
玉県、大阪府箕面
市）、学力の影響・
効果の把握・分析

調査結果を活用した更なる研究の促進

分析結果を
踏まえた追加調査

学力調査の実施、
学力及び非認知
能力の影響・効果
（経時的変化）
の把握・分析

データを活用した
多様な実証的研究
の促進

総
括
・
本
Ｗ
Ｇ
へ
報
告

全国学力・学習
状況調査データ
の活用推進

専門家会
議において
論点整理

貸与ルー
ルの整備

学力調査の実施、
学力及び非認知能力の
影響・効果（経時的変
化）の把握・分析

学力調査の実施、
学力及び非認知能
力の影響・効果
（経時的変化）の
把握・分析

学力調査の実施、
学力及び非認知能力
の影響・効果（経時的
変化）の把握・分析

本
Ｗ
Ｇ
へ
中
間
報
告

大学等の研究者に対する
データ貸与の開始

研究成果を踏まえ、教育政策について質の向上を図りつつ、ＰＤＣＡサイクルを確立
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ワイズスペンディングに向けた取組について

教育政策に関するＰＤＣＡサイクルの確立

n 教育政策に関する実証研究を継続的に実施し、総合的な教育政策の効果検証の取組を推進。
２９年度以降は、研究の進捗状況等を踏まえ、事業規模の拡大も含めて検討。

n 全国学力・学習状況調査の詳細データについては、平成２９年度から大学等の研究者へ貸与が開始でき
るよう、具体的なデータの貸与ルールの検討を進めている。研究への活用を促進し、文部科学省が行う
研究に加えて、教育政策の効果に関する多様な研究活動を推進。

n 平成１８年以来となる教員の勤務実態調査を平成２８年度に実施予定。教職員の配置やＩＣＴの整備状
況、学校における教育課題の状況等と、業務の質の改善との関係についても分析。

n 「学校現場における業務改善のためのガイドライン」について、各教育委員会に対するフォローアップ
調査を実施し、自治体における積極的な業務改善の取組を促進。

n さらに、校務支援システム等のＩＣＴの活用による業務改善の効果に関する実証的調査研究を実施予定。
n また、学校が一つのチームとして力を発揮できるよう、教員と事務職員、専門スタッフ等が連携、分担
して校務を担う体制整備（チーム学校）を構築。

n 文部科学省において、堂故大臣政務官を座長とする「教員の働き方改革タスクフォース」を設置。教員
の働き方改革に向けた実効性のある方策について有識者を交えた検討を行い、具体的な改善モデルの作
成・展開等を通じて、学校現場における教員の業務の質の向上を図る。

学校の業務改善に向けた取組
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国立大学関係の取組について
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国立大学関係の取組について

平成２８年度の取組状況・予定

１．国立大学法人運営費交付金の重点支援による国立大学の機能強化

Ø 第３期中期目標期間において、運営費交付金の中に「３つの重点支援の枠組み」を新設し、新領域の
開拓、地域ニーズや産業構造の変化に対応した人材育成等を行う組織への転換を促進。

Ø 各大学は平成２８年度から平成３３年度までの中期目標期間を通じて取組構想に基づく取組を推進

Ø 平成２８年度においては、各国立大学が提案した機能強化の取組構想に対して評価を実施し、結果に
ついて当該大学の「機能強化促進係数」による影響額を概ね１２０％～７５％の範囲で配分に反映

Ø 平成２９年度以降、毎年度において各大学の取組構想の進捗状況を確認。予め設定した評価指標を用
いて評価を実施し、その結果に基づいて運営費交付金の重点配分に反映

重点支援①：地域のニーズに応える人材育成・研究を推進
重点支援②：分野毎の優れた教育研究拠点やネットワークの形成を推進
重点支援③：世界トップ大学と伍して卓越した教育研究を推進

平成２８年度は、今後６年間の第３期中期目標期間の開始年度であり、経済・財政再生計画改革工程表や「国
立大学経営力戦略」（平成２７年６月文部科学省決定）に基づき、国立大学改革を一層推進するため、以下の
取組を実施する。
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３．税制改正の導入に伴う寄附金収入の拡大

Ø 平成２８年度から国立大学法人等が行う学生の修学支援に係る事業への個人からの寄附について、税
額控除と所得控除の選択制を導入

４．指定国立大学法人制度の創設

Ø 文部科学大臣が、世界最高水準の教育研究活動の展開が見込まれるものを「指定国立大学法人」とし
て指定し、中期目標や業務に関する特例（出資対象範囲の拡大等）を設けること等を内容とする法案を平
成２８年通常国会に提出。

２．第３期中期目標・中期計画に基づく取組の推進（平成２８年度～平成３３年度）

Ø 第３期中期目標・中期計画において、全８６法人が外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加・
確保について記載

Ø 第３期中期目標期間を通じて各大学において中期目標・中期計画に基づく取組を推進

Ø 平成２８年度の進捗状況については、国立大学法人評価委員会が年度計画の実施状況等に基づき平
成２９年度に評価を実施予定

例）
小樽商科大学 外部資金（科学研究費助成事業を含む）獲得の取組について、グローカル戦略推進センターが全学的な研究マネジメント支援

を行い、平成27年度実績比50％増を達成する。

筑波大学 URAの活用などの戦略的な研究支援により大型の科研費などの獲得額を増加させるとともに、企業等からの共同研究件数（特別共

同研究事業件数を含む）を飛躍的に増やす。＜KPI：平成24年度の企業等からの共同研究件数に比して、平成29年度に50％増、平成34年度に

倍増＞

九州工業大学 ＵＲＡ（リサーチ・アドミニストレーター）等による研究計画立案支援や企業との連携協定等により、科研費、共同研究、受託研究

等の外部資金の獲得を増加させるなど、財務内容を改善する。また、教育職員一人当たりの共同研究及び受託研究の受入額を第２期に比べて

20％程度増加させる。
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国立大学法人運営費交付金 10,945億円（対前年度同額）

【機能強化の方向性に応じた重点配分】
３つの重点支援の枠組みを新設し、新領域の開拓、地域ニーズや産業構造
の変化に対応した人材育成等を行う組織への転換を促進。

重点支援①：地域のニーズに応える人材育成・研究を推進
重点支援②：分野毎の優れた教育研究拠点やネットワークの形成を推進
重点支援③：世界トップ大学と伍して卓越した教育研究を推進

【大学間の連携・協力に基づく取組への支援】
➢「共同利用・共同研究拠点」及び「教育関係共同拠点」で実施される

大学全体の機能強化に貢献する教育研究の取組を重点支援 等

【学長の裁量による経費の区分】
➢学長のリーダーシップを予算面で発揮し、組織の自己変革や新陳代謝を

進めるため、教育研究組織や学内資源配分等の見直しを促進する仕組み
を導入。

【附属病院の機能・経営基盤強化】
➢国立大学附属病院における人材育成、地域医療の中核拠点、高度先進

医療などの機能を強化するための診療基盤の整備支援策を拡充
※このほか、医療機械設備費を計上

〔平成27年度予算〕

特別経費

一般経費 基幹経費
(学長裁量経費含む)

高等教育
共通政策課題対応

機能強化のための
３つの重点支援枠機能強化促進係数

により捻出される
財源も活用

(約100億円）

〔平成28年度予算〕評価に基づく
重点配分を実施

特殊要因経費 特殊要因経費

国立大学経営力戦略の実行のための平成28年度予算 主な内容
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評価結果の平成２８年度予算への反映状況（大学別）

反映率 120%以下 110％未満 100％未満 90％未満 80％未満
110％以上 100％以上 90％以上 80％以上

重点支援① ９大学 １５大学 ２５大学 ４大学 １大学
小樽商科大学、帯広畜産大学、 北海道教育大学、弘前大学、 室蘭工業大学 北見工業大学 福島大学、群馬大学、 京都教育大学、 、
岩手大学、宇都宮大学、 山形大学、埼玉大学、 宮城教育大学、秋田大学、 鳴門教育大学、鹿児島大学
長岡技術科学大学、三重大学、 横浜国立大学、新潟大学、 茨城大学、上越教育大学、
京都工芸繊維大学、 浜松医科大学、 富山大学、福井大学、
奈良教育大学、和歌山大学 名古屋工業大学、 山梨大学、信州大学、

豊橋技術科学大学 滋賀大学 岐阜大学、静岡大学、、 、
、 、兵庫教育大学、高知大学、 愛知教育大学 滋賀医科大学

熊本大学、大分大学、 大阪教育大学、鳥取大学、
宮崎大学 島根大学、山口大学、

徳島大学、香川大学、
愛媛大学、福岡教育大学、
佐賀大学、長崎大学、
琉球大学

重点支援② １大学 ７大学 ６大学 １大学
東京芸術大学 東京医科歯科大学、 東京外国語大学、 筑波技術大学

東京学芸大学 東京海洋大学 お茶の水女子大学、、 、
、 、電気通信大学、 奈良女子大学 九州工業大学

政策研究大学院大学、 鹿屋体育大学、
総合研究大学院大学、 北陸先端科学技術大学院大学
奈良先端科学技術大学院大学

重点支援③ ３大学 ７大学 ５大学 １大学
京都大学、神戸大学、九州大学 北海道大学、東北大学、 千葉大学、東京農工大学、 金沢大学

筑波大学、東京大学、 東京工業大学、岡山大学、
一橋大学、名古屋大学、 広島大学
大阪大学

※重点支援①については、平成28年度の重点支援において、運営費交付金の要求がなかった大学（旭川医科大学）は含めていない。
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〈第３期中期目標・計画に掲げられた取組事例〉

「国立大学経営力戦略」（平成２７年６月）に基づき、平成２８年度から始まる第３期中期目標期間において、各国立大学法人は強みのある研
究分野やその研究成果について積極的な情報発信を行うとともに、民間に対する「提案型」の共同研究や大学本部のイニシアティブによる
組織的な産学連携を推進し、日本におけるイノベーション創出に貢献
（第３期中期計画における産学連携に係る記載）

・産学共同研究件数の向上に係る計画を掲げる法人：６９法人（８１％）
・民間企業等からの研究資金獲得額の向上に係る計画を掲げる法人：７４法人（８６％）

窒化ガリウム(GaN)半導体の特徴
• 従来のSiデバイス
に比べて小型化
高効率化が可能

• 高耐圧・高周波
特性から、電源
系や高速通信な
どに応用可能

帯広畜産大学

○ 地域連携推進センターのインキュベーションオフィスに入居する企業数を平成30年度
までに10社に増加するとともに、共同研究及び受託研究を充実して大学全体の実施件数を
年平均130件以上

○ 企業の実務家教員等による
オーダーメイド型実務教育を
推進し、学生が企業等との共
同研究に基づく研究テーマを
選択する比率を平成30年度
までに全体の40％

筑波大学
イノベーション創出拠点TSUKUBAを中核とした

イノベーションエコシステム形成による産業競争力の強化

○ 筑波研究学園都市内の大学、企業研究所、研究機関等との一体的なエコシステム
によるイノベーション研究プラットホームとしてALL TSUKUBAイノベーション推進
機構(仮称)を形成し、基礎研究と
開発研究の橋渡し、大学と研究所
間・プラットホームを構成する
研究所間の研究活動の協調を推進

○ 筑波研究学園都市内の企業、
研究所等との連携により、知的
財産権に関する事務などを共同
で処理したり、研究倫理や起業
に関する研究者や職員の研修を
共同で実施するなど、イノベー
ション創出のための一体的・
一元的な基盤整備を推進

名古屋大学
窒化ガリウム(GaN)半導体研究を中心に強化し
「省エネルギーイノベーション」を推進

○ 「未来エレクトロニクス集積研究センター」を設立し同センターを拠点とした
オールジャパン体制により”省エネルギーイノベーション”を実現

○ 世界有数の産業集積地に位置するという特色を活かして、「未来社会創造機構」等
を基盤として、国内外の産学官連携・大学間連携を推進し、オープンイノベーションを
実践

○ ベンチャー企業スタートアップ
ファンド・ギャップファンドの設立
と活用により、大学発ベンチャー企業
を活性化するとともに、アントレプレ
ナー教育を充実

大阪大学
社会ニーズを先取りするオープンイノベーション創出に向けた

産学官の戦略的かつ包括的な連携の強化

○ 企業等との協働研究所や共同研究講座等の阪大方式の産学連携制度を
深化させ、これらを利用して産学連携での人材育成や挑戦的な研究を推進

○ 共同研究講座・協働研究所等に
ついては、平成33年度末までに
新規のテーマに取り組む講座・
研究所を40以上にすることなど
により、共同研究費が1000万円
以上の大型共同研究を増加させ、
新しい研究テーマの発掘やオープ
ンイノベーションを創出

食と動物の国際教育研究拠点形成の推進

産学連携に係る先導的な取組事例
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○小口寄附に有利とされる税額控除制度の導入を契機に、個人からの寄附金の獲得をさらに推進することにより、学生の修学環
境の改善ひいては国立大学の経営環境の改善が期待される。

国立大学法人等が実施する学生等への修学支援事業に対する個人寄附に係る
税額控除の導入【所得税等】

国立大学法人等が行う学生の修学支援に係る事業への個人からの寄附について、税額控除と所得
控除の選択制を導入する。

〔対象法人〕
国立大学法人、公立大学法人、(独)国立高等専門学校機構、(独)日本学生支援機構(JASSO)
※これら法人のうち、PST(パブリック・サポート・テスト)要件等を満たす法人。

〔対象事業〕

経済的理由により修学が困難な学生等に対する①授業料減免事業、②奨学金事業、③留学支援事業、④
TA(ティーチングアシスタント)・RA(リサーチアシスタント)等に係る費用負担

修学支援事業に係
る基金

その他事業に係る
基金

確定申告

税の還付

【国立大学法人等】

【個人】

【税務署】所得控除と
税額控除の選択 ◆所得控除

（寄附金額－2,000円）
を所得から控除
◆税額控除
（寄附金額－2,000円）
×40％を所得税額から
控除
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平成２９年４月１日 （ただし、１．（３）については平成２８年１０月１日）

趣 旨

概 要

国立大学法人法の一部を改正する法律案の概要

１．指定国立大学法人制度の創設

(1) 文部科学大臣による指定
文部科学大臣は、申請のあった国立大学法人のうち、教育研究上の実績、管理運営体制及び財政基盤を総合的に
勘案して、世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれるものを、国立大学法人評価委員会の意見を
聴いて、「指定国立大学法人」として指定することができることとする。

(2) 指定国立大学法人に係る中期目標に関する特例
文部科学大臣は、指定国立大学法人の中期目標を策定・変更するに当たっては、世界最高水準の教育研究活動を
行う外国の大学の業務運営の状況を踏まえなければならないこととする。

(3) 国立大学法人評価委員会への外国人委員の任命
国立大学法人評価委員会の委員に、大学の運営に関する高い識見を有する外国人を委員に任命できることとする。

(4) 指定国立大学法人に関するその他の特例
① 研究成果の活用促進のための出資対象範囲の拡大
② 役職員の報酬・給与等の基準の設定における国際的に卓越した人材確保の必要性の考慮

２．国立大学法人等の資産の有効活用を図るための措置

(1) その対価を教育研究水準の一層の向上に充てるため、教育研究活動に支障のない範囲に限り、文部科学大臣の
認可を受けて、土地等を第三者に貸し付けることができることとする。

(2) 文部科学大臣の認定を受けた国立大学法人等に関しては、公的資金に当たらない寄附金等の自己収入の運用対
象範囲を、一定の範囲で、より収益性の高い金融商品に拡大。

我が国の大学における教育研究水準の著しい向上とイノベーション創出を図るため、文

部科学大臣が指定する国立大学法人については、世界最高水準の教育研究活動が展開されるよう、高い次元の目標

設定に基づき、大学運営を行うこととする。また、国立大学法人等の財政基盤の強化を図るための措置を講ずる。

施行期日
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