
全国的な学力調査の実施
平成25年度予算額 5,417百万円(平成24年度予算額3,956百万円)

○義務教育の機会均等と水準の維持向上の観点から，全国的な児童生徒の学力

や学習状況を把握・分析し，教育施策の成果と課題を検証し，その改善を図る

○学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てる

○以上のような取組を通じて,教育に関する継続的な

検証改善サイクルを確立する

調査の目的

Plan
Do

Check
Action

２５年度調査（きめ細かい調査）の実施等

対象学年の全児童生徒を対象とした本体調査（悉皆調査）により、すべての市町村・学

校等の状況を把握するとともに、①経年変化分析、②経済的な面も含めた家庭状況と学

力等の状況の把握・分析、③少人数学級等の教育施策の検証・改善に資する追加調査

等を新たに実施。

これにより、教育施策の成果と課題に関する検証改善、児童生徒に対する教育指導の

改善等をきめ細かく行う。

○調査日：平成25年4月24日（水）

○調査対象：小学校第６学年、中学校第

３学年の全児童生徒

○対象教科：国語、算数・数学

※質問紙調査（児童生徒に対する調査、学校に

対する調査）をあわせて実施。

（児童生徒に対する調査は複数化）

①経年変化分析のための調査（抽出）

・同一問題（非公開）による経年変化分析

②保護者アンケート調査（抽出）

・家庭状況等の把握

③教育委員会に対する調査（全数）

・効果のある施策の把握

本体調査 追加調査

調査結果を活用し、専門家による追加分析を実施

・経済的な面も含めた家庭状況等と学力等の分析

・学校における指導方法と学力等の分析 など

専門家による追加分析

平成２６年度において、すべての市町村・学校等の状況を把握し、教育施策の検証・

改善を図るため、対象学年の全児童生徒を対象とした悉皆方式での調査を実施する

ための準備を行う。
（調査対象）小学校第６学年、中学校第３学年の全児童生徒 （対象教科）国語、算数・数学

２６年度調査の準備
文部科学省 876百万円
国立教育政策研究所 458百万円

1,333百万円

4,083百万円
文部科学省 3,896百万円
国立教育政策研究所 188百万円

※計数はそれぞれ単位未満を四捨五入しているため、積み上がらない場合がある。
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教職員定数の改善 １,4００人（29億円）

教育再生実行の基盤となる教職員等指導体制の整備
（平成25年度 義務教育費国庫負担金等予算）

《活用の例》
・放課後や土曜日の補充学習、発展的な学習への対応
・教材開発・作成など教師の授業準備や授業中の補助
・臨時教員等経験の浅い教員に対する指導・助言
・小１プロブレム・中１ギャップへの対応
・外国人児童生徒への日本語指導 等

《補習等のための指導員等派遣事業（新規）》
～ 学校いきいきサポート人材の活用 ～

平成25年度予算 ２8億円（約７千人 ※常勤教員ﾍﾞｰｽで2,100人相当）

放課後や土曜日における学習、補充学習
など学力向上等のための学校サポーター

→ 今後の少人数学級の推進や計画的な定数改善については、引き続き検討
（別添参照）

○配置人数 6,900人
○事業主体：都道府県及び政令指定都市
○補助割合：１／３

①いじめ問題への対応など学校運営の改善充実 ４００人

②通級指導など特別支援教育の充実 ６００人

③小学校における専科指導の充実 ４００人

〔※少子化を踏まえた合理化減 ▲６００人〕

（うち主幹教諭の配置促進：200人）

（小・中連携、理数・外国語教育等の先進的な取組への支援）

※800人(17億円)の改善増

被災した児童生徒のための学習支援として1,000人（前年同）の加配措置【復興特別会計】

《義務教育費国庫負担金》
平成2５年度予算 １兆4,879億円（対前年度 ▲697億円）
（参考）復興特別会計 ２１億円 （対前年度 ▲1億円）

・教職員定数の改善 ＋２９億円（＋1，４００人）

・教職員定数の自然減・合理化減 ▲８２億円（▲３，２００人＋▲６００人）

・教職員の若返り等による給与減 ▲１３億円

・給与臨時特例法を踏まえた削減 ▲６３１億円
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平成25年１月27日
財 務 省
文部科学省

義務教育費国庫負担金については、以下の基本的な考え方
に沿って扱うこととする。

１．平成25年度については、教育再生実行の基盤として、い
じめ問題への対応、学校運営体制の整備（主幹教諭の配置
促進）、特別支援教育（通級指導の充実）、小学校におけ
る専科指導の充実等の教育課題に対応するため1,400人の
加配定数増を行う。
一方で、少子化による児童生徒数の減少等を踏まえ、既
存の加配定数について必要な合理化を図る。(合理化減
▲600人)
また、学力向上のための補習等に対応するため、地域人
材による指導員等外部人材の活用事業を新たに実施する。
これらとは別に、東日本大震災にかかる教育復興支援の
ための加配定数1,000人を措置する。

２．今後の少人数学級の推進については、習熟度別指導等と
あわせ、文部科学省において、その効果について平成25年
度全国学力・学習状況調査等を活用し十分な検証を行いつ
つ、教職員の人事管理を含めた教職員定数の在り方全般に
ついて検討する。

３．「２．」の検討を見つつ、今後の少子化の進展や国・地
方の財政状況等を勘案し、教育の質の向上につながる教職
員配置の適正化を計画的に行うことその他の方策を引き続
き検討し、その結果に基づいて必要な措置を講じる。

【別添】
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（ 300百万円 ）
２４年度予定額 ２８１百万円【教育】

主として情報通信技術面
から実施

デジタル教科書・教材の開発
 ＩＣＴを活用した指導方法の開発
教科指導等におけるＩＣＴ活用の効果・影響の検証

一人一台の情報端末や電子黒板、無線LAN等が整備された環境の下で、
教科指導や特別支援教育において、ＩＣＴを効果的に活用して、
子供たちが主体的に学習する「新たな学び」を創造する実証研究を実施

中学校(８校)

主としてソフト・指導面から
実施

特別支援学校(２校)

小学校(10校)

（主な取組内容）

（ 281百万円 ）
25年度予算額 257百万円学びのイノベーション事業
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● 情報社会を生き抜くための情報活用能力の育成が不可欠となっていることが国際的な共通認識
● 我が国においては、新学習指導要領の下、小・中・高校段階を通じて情報活用能力の育成を図っているが、児童生徒の
情報活用能力の実態把握は未実施

【学校 ・教委】 ● 各学校における情報活用能力に関する学習指導の改善
【文部科学省】 ● 調査結果を踏まえ、情報活用能力の内容の見直し

● 情報活用能力育成に関する教育課程の検討のための基礎データとして活用

児童生徒の情報活用能力
の実現状況及び課題に関
する情報を収集

背 景

事業の概要

成果の活用

【児童生徒の情報活用能力に関する調査の開発・実施】
① 児童生徒の情報活用能力（情報活用の実践力、情報の科学的な理解、情報
社会に参画する態度）の実現状況に関する調査をコンピュータを使って実施。
② ＩＣＴを活用した学習状況に関する児童生徒意識調査、教師及び学校に対する
質問紙調査を実施。
③ 国・公・私立小学校第５学年及び中学校第２学年の児童生徒を対象。
調査は連続する２単位時間（小学校45分×２、中学校50分×２）で実施。

＜平成24年度＞
■調査の実施方法
の検討

■調査問題の開発、
予備調査の実施

スケジュール

＜平成25年度＞
■ 調査の実施（平成25年10月～26年1月）
小学校 第５学年（100校、3000人規模）
中学校 第２学年（100校、3000人規模）
（無作為に抽出された１学校の１学級で実施）

＜平成26年度＞
■調査結果の公表
■指導資料の作成・配布
調査問題の解説、指導事例等をま
とめた指導資料を作成し、教育委員
会や学校現場へ配布

情報教育の推進等に関する調査研究 （ ４１百万円 ）
25年度予算額 ３７百万円
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平均得点及び順位の推移
※順位はＯＥＣＤ加盟国中（カッコ内は全参加国・地域中の順位）
※数学的リテラシー、科学的リテラシーは経年比較可能な調査回以降の結果を掲載

○義務教育修了段階の１５歳児を対象に、知識や技能を実生活の様々な場面で直面する課題にどの程

度活用できるかを評価

○読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシーの３分野について、２０００年以降、３年ごとに調査を実

施し、２０１２年調査では数学的リテラシーを中心分野として重点的に調査

○６５か国・地域から約５１万人が参加。我が国では、全国の高等学校、中等教育学校後期課程、高等

専門学校の１年生のうち、１９１校、約６４００人が調査に参加（２０１２年６、７月に実施）

調査概要

○数学的リテラシー、読解力、科学的リテラシーの３分野すべてにおいて、平均得点が

比較可能な調査回以降、最も高くなっている。

また習熟度レベル別でも、２００９年調査から引き続き、レベル１以下の下位層の割合

が減少し、レベル５以上の上位層の割合が増加している。

・数学的リテラシーは、平均得点が低下した２００６年に比べ、有意に上昇

・読解力は２００９年に引き続き、平均得点が有意に上昇

・科学的リテラシーは比較可能な２００６年に比べ、平均得点が有意に上昇

・数学に対する興味・関心を持つ生徒や数学の有用性を感じる生徒の割合は、２００３年に比べると有

意に増加

結果概要

（平均得点）

（調査実施年）

ＯＥＣＤ生徒の学習到達度調査（ＰＩＳＡ２０１２）のポイント
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数学的リテラシー
平均
得点

読解力
平均
得点

科学的リテラシー
平均
得点

1 上海 613 上海 570 上海 580

2 シンガポール 573 香港 545 香港 555

3 香港 561 シンガポール 542 シンガポール 551

4 台湾 560 日本 538 日本 547
5 韓国 554 韓国 536 フィンランド 545

6 マカオ 538 フィンランド 524 エストニア 541

7 日本 536 アイルランド 523 韓国 538
8 リヒテンシュタイン 535 台湾 523 ベトナム 528

9 スイス 531 カナダ 523 ポーランド 526

10 オランダ 523 ポーランド 518 カナダ 525

11 エストニア 521 エストニア 516 リヒテンシュタイン 525
12 フィンランド 519 リヒテンシュタイン 516 ドイツ 524

13 カナダ 518 ニュージーランド 512 台湾 523

14 ポーランド 518 オーストラリア 512 オランダ 522
15 ベルギー 515 オランダ 511 アイルランド 522

16 ドイツ 514 ベルギー 509 オーストラリア 521

17 ベトナム 511 スイス 509 マカオ 521
18 オーストリア 506 マカオ 509 ニュージーランド 516

19 オーストラリア 504 ベトナム 508 スイス 515

20 アイルランド 501 ドイツ 508 スロベニア 514

21 スロベニア 501 フランス 505 イギリス 514
22 デンマーク 500 ノルウェー 504 チェコ 508

23 ニュージーランド 500 イギリス 499 オーストリア 506

24 チェコ 499 アメリカ 498 ベルギー 505
25 フランス 495 ラトビア 502

ＯＥＣＤ平均 494 ＯＥＣＤ平均 496 ＯＥＣＤ平均 501

数学的リテラシー
平均
得点

読解力
平均
得点

科学的リテラシー
平均
得点

1 韓国 554 日本 538 日本 547

2 日本 536 韓国 536 フィンランド 545

3 スイス 531 フィンランド 524 エストニア 541

4 オランダ 523 アイルランド 523 韓国 538
5 エストニア 521 カナダ 523 ポーランド 526

6 フィンランド 519 ポーランド 518 カナダ 525

7 カナダ 518 エストニア 516 ドイツ 524
8 ポーランド 518 ニュージーランド 512 オランダ 522

9 ベルギー 515 オーストラリア 512 アイルランド 522

10 ドイツ 514 オランダ 511 オーストラリア 521

11 オーストリア 506 ベルギー 509 ニュージーランド 516
12 オーストラリア 504 スイス 509 スイス 515

13 アイルランド 501 ドイツ 508 スロベニア 514

14 スロベニア 501 フランス 505 イギリス 514
15 デンマーク 500 ノルウェー 504 チェコ 508

16 ニュージーランド 500 イギリス 499 オーストリア 506

17 チェコ 499 アメリカ 498 ベルギー 505
18 フランス 495

ＯＥＣＤ平均 494 ＯＥＣＤ平均 496 ＯＥＣＤ平均 501

● 全参加国・地域（６５か国・地域）の中で、ＯＥＣＤ平均得点より上位の国・地域

● ＯＥＣＤ加盟国（３４か国）の中で、ＯＥＣＤ平均得点より上位の国

※■は非ＯＥＣＤ加盟国

ＰＩＳＡ２０１２調査における国際比較
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子ども・若者育成支援推進大綱（「子ども・若者ビジョン」） 
点検・評価シート 

 
項目：子ども・若者の自己形成支援 

 ③学力の向上 
 

省庁名： 総務省    
 

※一の省庁につき原則１枚以内で簡潔に記載してください。  

※項目に関係する政策（子ども・若者白書や関係予算調べに記載しているもの）を、個別

施策・事業ごとに別葉にせず、全体として１枚以内にまとめてください。  

※補足資料を添付してください（様式自由）。          

 

（１）大綱策定（平成 22 年７月）から現在までの取組 

    ※政策評価などで用いている関連データ（アウトカム・アウトプット指標）の推移も付記してください。  

 

 

 

 

 

 

 

（２）進捗に係る自己評価 

 

 

 

 

 

（３）現在認識している課題 

 

 

 

 

 

（４）今後の方向性 

 

 

 

 

 

平成 22 年度より取り組んでいる「フューチャースクール推進事業」では、文

部科学省「学びのイノベーション事業」との連携により、教育分野における

ＩＣＴの効果的な利活用を促進するため、全国 20 校の実証校において、ＩＣ

Ｔ機器及びネットワークに求められる技術的要件等について情報通信技術面

を中心とした検証を行い、その成果をガイドラインとして公表。 

実証研究の成果については、毎年ガイドラインにとりまとめ、全国約 1800

の教育委員会に配布すると共に、ホームページ上に公開。本ガイドラインを

参考にした自治体独自の教育情報化に向けた取組も行われており、一定の成

果が現れているところ。 

現行の教育ＩＣＴシステムでは、学校間、学校・家庭を繋げる教育・学習環

境が未構築であり、学習記録も分散して保存されており、また、ＩＣＴ環境

の導入・運用費用の低コスト化に限界がある等の課題を認識している。 

上記の課題を解決し、教育分野のＩＣＴ化をより一層促進するため、平成 26

年度からの新規事業として「先導的教育システム実証事業」を要求中。クラ

ウド等の最新技術を活用し、学校・家庭をシームレスに繋ぐ教育・学習環境

を実現する低コストで多様な端末に対応した教育ＩＣＴシステムの実証及び

普及モデルの標準化を行う。 
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