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１．「教育政策に関する実証研究」の取組状況

実施枠組

 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。

 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。

 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。

 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。

 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】大阪大学
＜協力＞大阪府、北海道

【実施主体】（勤務実態調査）民間調査会社、東北大学、筑波大学
（ＩＣＴの活用）鳴門教育大学 ＜協力＞北海道、北海道江別市

【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）
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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。

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

大阪大学
（協力先）

北海道、大阪府
（及び道内・府内の
市町村）

●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

＜教員実態調査・労働
負荷＞
株式会社リベルタス・コン
サルティング／東北大
学・筑波大学

＜ＩＣＴ＞
鳴門教育大学
（協力先）

北海道、
北海道江別市

●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。
ＩＣＴ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。

◆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。

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。
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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

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

各自治体が行っている
調査内容の分析及び
追加調査項目の検討

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

報

告

全国学力・学習
状況調査データ
の活用推進

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

中

間

報

告

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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平成27年11月現在

匿名データ等の作成

必要に応じて研究テーマ等の追加を検討

専門家会

議において
論点整理



• 学力班

– 松繁寿和（大阪大学）・妹尾渉（国立教育政策研究所）・中村亮介（福岡大学）・北條雅一（新潟大学）・平尾智隆（
愛媛大学）・柿澤寿信（大阪大学）・岡嶋裕子（大阪大学）・仲野和彦（大阪大学）

• 非認知能力班
– 遠藤利彦（東京大学）・野村晴夫（大阪大学）・箱田裕司（京都女子大学）・石井佑可子（藤女子大学）・小松佐
穂子（徳山大学）・榊原良太（鹿児島大学）・川本哲也（東京大学）・武藤世良（お茶の水女子大学）・河本愛子
（東京大学）・利根川明子（東京大学）

構成員

• 学力班、非認知能力班

– 学級規模（１学級あたりの児童生徒の人数）が「学力」及び「非認知能力（＝社会情緒的コンピテンス）」に与
える影響について分析を行う。具体的には、学力班では、認知能力としての学力に与える影響について、計
量経済学の手法を用いて因果推定を行う。非認知能力班では、学級規模及びそれに伴う教室での学級内の
対人関係等の差異が、児童生徒の社会情緒的コンピテンスの発達に与える影響について分析を行う。

– また、学力と非認知能力との相互補完関係についても分析を行う予定である。

– 質問紙法を用いて，小１～中３までの児童・生徒，学級担任と学力調査対象教科を指導する担当教員を対象
に，４年間の縦断調査を実施。

研究概要

２．学級規模等の影響・効果（学力、非認知能力等）の研究
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○全国学力・学習状況調査については、学校教育の成果や課題についての透明性の向上を図り、適切に説明責任を果たすとともに、
それらの情報を活用した学校教育の改善・充実や学術研究の高度化に役立てるため、大学等の研究者や国等の行政機関の職員に
一定期間、本体調査の調査結果の個票データ等を貸与し、又は公表し、大学等の研究者による多様な研究分析への活用又は教育
施策の改善・充実を可能とする仕組みを設けることとする。

○文部科学省は、個票データ等の貸与に当たって、申出者に対して、分析・公表等の個票データ等の利用目的・趣旨が以下のいずれ
かに該当することを確認する。
①我が国の児童生徒の学力、学習状況又は生活習慣等の把握・改善を目的としていること
②我が国（又は教育委員会）の教育施策の改善・充実に資することを目的としていること

学校名も含む、全ての情報が含まれるデータの中
から、申出される研究に必要最小限の範囲のデー
タに限って、有識者会議による審査の上、貸与
（個々の児童生徒の解答用紙番号は貸与しない）。
国が公表していない教育委員会名・学校名が明ら
かになるデータを貸与する場合及び公表する場合
には、貸与前は文部科学省が、公表前は申出者
が当該学校の設置管理者の同意を得る。

都道府県名を含む地域情報や、一定水準
以下の小規模校に関するデータを削除す
るなどの匿名化を行った上で、全国の児
童生徒から一定割合、無作為に抽出され
たデータ。ガイドラインに基づいた利用を
行う場合に、児童生徒個人、学校、設置管
理者を特定することは困難。有識者会議
による、より簡易な審査の上、貸与。

調査結果の統計的性質を一部保存した上
で、集計表の統計量から乱数を発生させて
作成した疑似データをホームページ上に公
表。特定の児童生徒個人、学校、設置管
理者を示すものではない。データは試行的
に、個別情報の秘匿を気にすることなく自
由に利用できるが、導かれた分析結果は
実証研究の結果とみなすことはできない。

①個票データ ②匿名データ ③疑似データ

○平成29年3月に「『全国学力・学習状況調査』の個票データ等の貸与に係るガイドライン」を策定。
○平成29年度委託研究において、貸与・公表対象となる匿名データ及び擬似データを作成中。
○貸与データが整い次第、順次貸与を進める予定。

【進捗状況と今後の進展】

○全国学力・学習状況調査の調査結果は取扱いに注意を必要とすることから、匿名化の度合いに応じて以下の３段階のデータを用意。

【趣旨・目的】

【貸与・公表するデータの種類】

（参考）全国学力・学習状況調査データの個票データ等の貸与・公表について



目的

教職員指導体制の充実、チーム学校の推進、学校の業務改善の推進等の教育政策について、これらが教員の勤務
実態に与える量的・質的な影響を明らかにし、エビデンスを活用した教育政策の推進に必要な基礎的データを得る
ため、教員の勤務実態に関する調査研究を実施。
（「教育政策に関する実証研究」の一環として、平成28・29年度の２ヶ年計画で実施。）

調査実施体制

受託機関： （株）リベルタス・コンサルティング
研究構成員： ＜教育行政＞青木 栄一（東北大学）、島 一則（東北大学）、川上 泰彦（兵庫教育大学）、

小入羽 秀敬（帝京大学）、神林 寿幸（（独）教職員支援機構） 等
＜メンタルヘルス＞松崎 一葉（筑波大学）、斎藤 環（筑波大学）、

市川 政雄（筑波大学）、平井 康仁（筑波大学） 等

調査日程

【10月期】（小・中各200校） 10月17日（月）～10月23日（日）、又は10月24日（月）～10月30日（日）
（予備週： 11月7日（月）～11月13日（日）、又は11月14日（月）～11月20日（日））

【11月期】（小・中各200校） 11月7日（月）～11月13日（日）、又は11月14日（月）～11月20日（日）
（予備週：11月28日（月）～12月4日（日））

調査対象

小学校400校、中学校400校（確率比例抽出により抽出。）に勤務する教員（校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教
諭、教諭、講師、養護教諭、栄養教諭）。当該校のフルタイム勤務職員全員を対象。

３．教員の勤務状況の実証分析 （１）教員勤務実態調査
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・加配措置の状況 ・専任教諭の配置状況
・雇用形態別（正規・再任用、短時間勤務、臨時的任用、
非常勤）の教職員数
・事務職員の数、学校事務の共同実施の状況
・ＳＷ、ＳＳＷ、部活動指導員、日本語指導員等の配置状況

指導体制

・不登校児童生徒数、日本語指導の必要な児童生徒数
・特別な教育的支援を必要とする児童生徒数

・校務支援システム導入状況
・校務用ＰＣの整備状況やコピー機等の使用状況

・勤務時間縮減に向けた取組
・学校閉庁日・ノー残業デー・ノー部活動デーの設定の有無
・給食費の公会計化の導入状況

教育課題

ＩＣＴ機器等の活用状況

運営体制・業務改善の取組

関係性

ストレスの強度・労働負荷

業務内容ごとの勤務時間

学校数合計 10月 11月 教員数合計
今回の調査の回答に要した
１週間分の合計時間

小学校 397校 （99.3％）
198校

（99.0％）
199校

（99.5％） 8,951人 64.7分

中学校 399校 （99.8％）
199校

（99.5％）
200校

（100.0％） 10,687人 66.4分

回収結果

主な調査・分析内容
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• 基本情報（学校名、自治体名、学校種）
• 学級数・児童生徒数 (うち特別支援学級、不登校欠席者数、特別な教育的支援が必要な児童生徒数、日本語指導が必要な児童生徒数、生活
保護・就学援助を受けている児童生徒数)

• 教員数（正規職員・再任用・臨時的任用・非常勤別、フルタイム・短時間勤務別）、短時間勤務者の月間延べ合計勤務時間数
• 種類別教員数（主幹教諭、指導教諭、初任者研修対象の教員、加配措置、児童生徒支援専任、特別支援教育コーディネーター）、職員数(事務
職員・栄養職員)

• スタッフの人数・勤務時間（学校司書、用務員・技術員（学校主事）、外国語指導助手、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、
特別支援教育支援員、日本語支援員・母語支援員、実験観察スタッフ・学習支援員、部活動・クラブ活動支援員、ICT支援員等）

• 実施施策（研究校指定、教育課程特例校指定、コミュニティ・スクール、学校支援地域本部、教材・教具・指導案の共有、給食費の公会計化、学
校事務共同実施）

• 課外活動・部活動の件数、学校・地域交流行事の実施回数、放課後の補習、土曜日の学習指導の実施回数・時間
• 校務支援システムの導入状況・管理者、機材の設置数（コピー機、印刷機、実物投影機、電子黒板、校務用コンピュータ、LAN整備）
• 取組の実施状況（職員会議、学校閉庁日、ノー残業デー、ノー部活デ―）
• 情報の持ち出し制限の状況、給食費・学納金の処理方法・督促方法
• 学校で定める勤務開始時刻と勤務終了時刻、出勤時刻、退勤時刻の管理方法、教職員の勤務時間縮減に向けた取組

＜学校調査票（学校につき１票）＞

■個人調査
• 属性（性別、年齢、職名、雇用形態、教職歴・行政職歴、現在校の勤務期間）
• 学級担任の有無とその学年、児童生徒数(学級内に特別な支援・配慮が必要な児童生徒の有無)
• 専科指導の教科(小のみ)／担当教科(中のみ)
• 部活動顧問の状況(中のみ)、主任・校務分掌の状況
• 勤務実態（週当たり担当授業コマ数、有給取得状況、通勤時間）
• 家庭の状況（子供の有無と一番下の子の年齢、要介護家族の有無）
• 機器の使用状況（コピー機、印刷機、電子黒板、実物投影機）
• アンケートの回答時間
■教員ストレスチェック調査
• 職場環境：職業性ストレス簡易尺度(BSJS: Brief Scale for Job Stress)による調査
• ストレス対処能力(SOC尺度)
• メンタルヘルスの状況：ストレス反応（K6尺度）
• 睡眠状態（AIS尺度）
• 勤務中のストレス（1週間毎日把握、11段階）

＜教員調査票（教員につき１票）＞

調査項目①（学校調査票、教員調査票）

問 調査時点での貴校における校務支援システムの導入状況をお答えください。
①導入しており、導入から２年以上経つ ②導入しており、導入から１年～２年未満である
③導入しており、導入から１年未満である ④導入していない
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• 業務記録については、業務分類に従い、1週間の業務記録を30分単位で記録。

• 同一時間帯に複数の業務を行った場合は、最も負担感の大きい業務１つに絞って記録。

• 勤務時間量については、平成18年度調査と同様に、小数点以下を切り捨てて表示。

• 「業務記録」中、出退勤時刻内に記入されたものを「学内勤務」、出勤時刻より前、退勤時刻より後に記録されたものを「持ち帰り業務」と分類。

＜教員業務記録（１日につき１票 教員１人につき７票） ＞

調査項目②（教員業務記録）
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調査項目③（業務分類）
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週労働時間別 ストレス状況評価

※ SOCのスケールは1/10 ※ SOCのスケールは1/10

分析の一例

出典：中央教育審議会学校における働き方改革特別部会（第７回） 資料４ 「学校における働き方改革特別部会発表資料 教員勤務実態調査（平
成２８年度）『教員のストレス状況に関する分析について』 教員勤務実態調査委託事業【メンタルヘルス】研究チーム 筑波大学：松崎一葉、斎藤環、
市川政雄、笹原信一朗、大井雄一、平井康仁、道喜将太郎、高橋司、白木渚」より作成

勤務時間が長くなるほど量的負荷、質的負荷が高い。また、勤務時間依存的にメンタルヘ
ルスは不良となる
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部活動に必要な技能を備えているかによる
ストレス状況の評価

分析の一例

出典：中央教育審議会学校における働き方改革特別部会（第７回） 資料４ 「学校における働き方改革特別部会発表資料 教員勤務実態調査（平
成２８年度）『教員のストレス状況に関する分析について』 教員勤務実態調査委託事業【メンタルヘルス】研究チーム 筑波大学：松崎一葉、斎藤環、
市川政雄、笹原信一朗、大井雄一、平井康仁、道喜将太郎、高橋司、白木渚」より作成
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男性 女性

共分散分析による有意確率
部活動指導知識 p = 0.026*

年齢 p = 0.077

共分散分析による有意確率
部活動指導知識 p = 0.752

年齢 p = 0.000*

部活動について、男性では、必要な技能を備えていない場合、メンタルヘルス不良となる傾
向が認められる。

12



• 「北海道公立学校校務支援システム」（北海道による広域共同調達モデル）を活用した
実証研究

• 石狩総合振興局（札幌市を除く。）内で唯一校務支援システムが整備されていない江
別市をモデルに、導入前と導入後の効果を検証（質問紙調査、観察・面接調査）

（２）ＩＣＴを活用した業務改善についての調査
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統合型校務支援システムの導入促進について

 教員の働き方改革にあたり、ＩＣＴの活用による業務改善に期待。

 教務系（成績処理、出欠管理、時数等）・保健系（健康診断票、保健室管理等）、指導要録等の学籍関
係、学校事務系などを統合した機能を有する統合型校務支援システムは、「手書き」「手作業」 が多い教員の
業務の効率化を図る観点で重要。また、教職員による学校・学級運営に必要な情報、児童生徒の状況の一
元管理、共有を可能とする。

 小規模自治体の負担や、教員の異動等を踏まえると、教員の業務負担軽減に向けては、都道府県単位での
統合型校務支援システムの導入推進が有効。

 平成２９年度は、システムの対象となる校務の範囲の明確化や、共同調達・運用の先行事例（北海道等）の調査を踏まえたガイドライン作成等に取
り組む予定。

 平成３０年度概算要求において、都道府県単位での統合型校務支援システムの導入促進に資する取組の実施に必要な経費を計上。

◇ＩＣＴ化による業務改善イメージ

名簿管理

出席簿

成績処理

通知表

指導要録

← 名簿

← 名簿 ＋ 出欠席情報

← 名簿 ＋ 出欠席情報 ＋成績情報

← 名簿 ＋ 出欠席情報 ＋成績情報 ＋ 通知表情報

← 名簿 ＋ 出欠席情報 ＋成績情報 ＋ 通知表情報 ＋ 指導要録情報

手書きで転記を繰り返していた作業をＩＣＴで代替

他の作業工程と重複する部分
など、ＩＣＴを活用した校務
支援システムの導入等で効率
化・作業ミスの防止が可能
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（参考）統合型校務支援システムの導入による業務時間削減の事例

大阪市がプライベートクラウドの構築により導入
（平成25年3月から31校で試験導入、平成26年度全校稼働）

◆職員朝礼や職員会議の開催回数を減らしたり、会議時間を短縮
したりするなど校務運営を工夫。
◆学校ホームページの作成・更新が手軽にできるようになり、ブログ

型の学校日記など日々の情報発信が可能。
◆効率化された時間を授業準備や子供と触れ合う時間、子供の作品
やノートを見る時間、部活動指導に当たる時間を増やすという教員
の声があがっている。

大阪市教育委員会

北海道教育庁

市町村がクラウドシステムの共同利用により導入
（平成28年4月から民間事業者サービスを市町村が共同利用、
平成28年9月1日現在、38自治体 181校の小中学校で導入、

平成29年 管内一斉導入）

◆小規模自治体でもクラウド型のシステムを比較的安価で導入が可能
◆市町村単独導入と比較して短期間でシステム導入が可能
◆県費負担教職員の人事異動情報は、道教委が反映
◆全道の校務標準化により、さらに負担軽減（異動時も新たな
システムを覚える必要なし）

年間平均換算 116.9 時間

一日あたり 29 分

位 時間外勤務（持ち帰りを含む）の減少
２ 位 授業準備（教材研究）にかける時間の増加
３ 位 子どもと向き合う時間の増加

軽減された時間で改善されたもの

の軽減！！

※４自治体28校の小・中学校で、民間ソフト
ウェアを導入したモデル実践を実施
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○教育政策全体のPDCAサイクルの構築
・総合的な教育政策の推進に向けた文部科学省の組織再編において、ＥＢＰＭの推進を担う課の新設等、実証的なデータに基づ
き総合的なエビデンスを構築し、教育政策ビジョンを打ち出すための政策立案機能強化に向けた機構改革を実施予定。
・第３期教育振興基本計画（平成３０年度～）において、客観的な根拠を重視した教育政策を推進し、教育政策全体のＰＤＣＡサイ
クルを構築するため、年度内の閣議決定に向け、審議中。
（１）①今後５年間の教育政策の目標、②目標の進捗状況を把握するための「測定指標」及び「参考指標」、③目標を実現するため
に必要となる「施策群」を明示することとし、その関係について、ロジックモデルを活用して整理。

（２）地方公共団体において、国の設定する指標等も参酌しつつ、それぞれの実情に応じた地域の発意による指標の設定や、全
国レベルの調査結果との比較による適切な指標の設定等により、ＰＤＣＡサイクルを構築することが求められていることを明示。

経済財政運営と改革の基本方針2017 （平成29年6月9日閣議決定 抜粋）
第３章 経済・財政一体改革の進捗・推進
２．改革に向けた横断的事項 （２）データプラットフォームの整備を通じたEBPMの推進

教育分野においても、教育政策の効果及び費用、環境要因等を分析するため、教育関連データの整備充実や研究成果の蓄積、多様な研究者によ
る活用等の促進を進める。
３．主要分野ごとの改革の取組 （４）文教・科学技術
教育政策においてエビデンスに基づくＰＤＣＡサイクルを確立するための取組を進める。特に、次期教育振興基本計画等を通じて、幼児教育か
ら高等教育、社会人教育までライフステージを通じた教育全体について、国・都道府県・市町村それぞれの権限を踏まえつつ実効性あるＰＤＣＡ
サイクルを構築する。

検討状況

○教育関連データの整備の充実等
・第３期教育振興基本計画において、教育施策の効果を専門的・多角的に分析、検証するために必要なデータ・情報の体系的な

整備や、実証的な研究の充実も含めた総合的な体制の在り方について盛り込むこととし、具体的な方策について有識者ヒアリン

グを実施するなど検討中。

・総合的な教育政策の推進に向けた文部科学省の組織再編において、ＥＢＰＭの推進を担う課の新設等、実証的なデータに基づ
き総合的なエビデンスを構築し、教育政策ビジョンを打ち出すための政策立案機能強化に向けた機構改革を実施予定。（再掲）

（参考）関連するこれまでの主な取組
・教育政策の効果を評価する実証研究や２１世紀出生児縦断調査を実施するとともに、全国学力・学習状況調査の個票データ等の貸与・公表のルールを策定。
・諸外国における客観的根拠に基づく教育政策の推進に関する状況調査を実施。
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「第３期教育振興基本計画の策定について」 諮問の概要

2030年以降の社会の変化を見据えた、教育政策の在り方について諮問事項①

○ 改正教育基本法の基本理念、現行計画の成果と課題、2030年以降の我が国において予想され
る社会の変化、国際的な視点から見た我が国の教育の「強み」と「弱み」、国際的な教育政策の
動向等を踏まえた今後の教育政策に関する基本的な方針について

○ 上記の基本的な方針を踏まえた、生涯を通じたあらゆる教育段階における、今後５年間の教育
政策の目指すべき方向性及び主な施策の内容について

○ 第２期教育振興基本計画及びその点検結果を踏まえ、明確化かつ精選した指標を設定し、教育
政策の検証改善サイクルを確立することについて

【具体的な検討事項】

諮問事項②
各種教育施策について、その効果の専門的・多角的な分析、検証に基づき、より
効果的・効率的な教育施策の立案につなげるための方策について

○ 教育政策の効果（社会経済的な効果を含む。）を社会に対して示すための方策について。

特に、第３期教育振興基本計画の検証改善サイクルや、教育施策の効果を専門的・多角的に

分析、検証するために必要なデータ・情報の体系的な整備や、実証的な研究の充実も含めた

総合的な体制の在り方について

【具体的な検討事項】
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（参考：今後５年間の教育政策の目標と主な施策群に関するロジックモデル（抜粋））
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○ 研究企画開発部
において、EBPMを担
う総括研究官を自律
的再配置要求

○ 文部科学省と連
動し、教育政策の企
画立案に資する研究
情報を収集・整理・
共有化、適切な分
析方法を検討・実施

文部科学省におけるＥＢＰＭ推進体制の構築（案）

背 景

「統計改革推進会議最終とりまとめ」（平成29年５月19日）を受けて、「経済財政運営と改革の基本方針2017」
（平成29年6月9日閣議決定）において、EBPM推進体制を整備することとされた。
これを受け、官民データ活用推進基本計画実行委員会の下にEBPM推進委員会（各府省のEBPM統括責任者が構

成員）が置かれ、関係行政機関相互の緊密な連携の下で、EBPMを推進することとされている。

○ 政策立案過程総括審議官（仮称）を要求

○ 政策課に政策推進室を要求（※評価室を改組）

○ 現在、政策評価を担当する評価室において、文部科学省におけるEBPMの推
進を担うことで、文科省における政策の企画立案、実施及び評価を一体的に推進

○ 企画評価課にEBPM
の推進等を担う室（研
究開発調査戦略室）
を要求

○ 生涯学習政策局の改組に伴い、教育関係
の統計等の業務を集め、EBPMの推進等を
担う課（政策調査課）を要求

これにより、統計改革の動向にも併せて対
応

○ 教育、スポーツ、文化分野の、総合的なエ
ビデンスに基づく政策ビジョンの形成等、当該
分野のEBPM推進に対応

※ 「総合教育政策局（仮称）」に発展改組予定

○ 科学技術・学術基

盤調査研究室におい
て、 EBPMを担う研
究員を自律的再配置

要求

大臣官房

生涯学習政策局※ 国立教育政策研究所 科学技術・学術政策局
科学技術・

学術政策研究所

省内体制案

省内の総合調整、対外窓口

教育、スポーツ、文化分野のEBPM推進 科学技術分野のEBPM推進
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