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子供・若者育成支援推進大綱 
点検・評価シート 

 
項目：１．全ての子供・若者の健やかな育成 

（１）自己形成のための支援 
  ②学力の向上 

府省名：文部科学省 
（１）大綱策定（平成 28 年２月）から現在までの主な取組 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）取組の進捗に係る自己評価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）現在の課題と今後の方向性  
 
 

 

 

 

○これからの時代に求められる資質・能力を育んでいくことを目指し、平成 29 年３月に幼稚園指導要
領、小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領を、平成 30 年３月に高等学校学習指導要領を改訂。 

○学習指導要領の円滑かつ着実な実施に向け、 
・全国学力・学習状況調査による子供の学力の把握・分析、指導改善等への活用 
・学校指導・運営体制の効果的な強化・充実 
等により指導環境を整備。 

○学校教育の情報化を推進するため、以下の取組を実施。 
・情報活用能力を育むカリキュラム・マネジメント事例の創出やプログラミング教育に関する指導事

例の創出・教員研修用教材の開発等、情報モラル教育の教師用指導資料の作成等の取組を実施 
・統合型校務支援システム導入の導入促進に向けた調査研究の実施、都道府県単位での校務支援シス

テム導入の共同調達・運用に係るノウハウをまとめるための実証事業を実施 

○関連施策に総合的に取り組むことにより、各学校における指導の充実が図られ、中長期的に、授業の
理解度や勉強が好きな児童生徒の割合の増加がうかがえる。 

・授業の理解度(よくわかる、だいたいわかると回答した率) ※全国学力・学習状況調査 

  (小 6) 国語…80.8％(H28)→82.2％(H29)、算数…80.2％(H28)→83.5％(H30)  
  (中 3) 国語…74.3％(H28)→75.0％(H29)、数学…69.7％(H28)→71.3％(H30) 
○ＰＩＳＡ（ＯＥＣＤ生徒の学習到達度調査）2015 において、数学的リテラシー、読解力、科学的リテ

ラシー各分野の平均得点が引き続き上位グループに位置している。 ※順位は OECD 加盟国中のもの 
数学リテラシー：532 点(1 位)、読解力：516 点(6 位)、科学リテラシー：538 点(1 位) 

○ 令和元年5月に情報活用能力を育成するためのカリキュラム・マネジメントに関する調査報告書や小
学校プログラミング教育に関する研修教材について公表し周知を行っている。 

○教員の情報モラルなどを指導する能力について、「わりにできる」「ややできる」と回答した教員の割
合が増加している。 
H27 年度（H28 年 3 月時点）：78.9%→H29 年度（H30 年 3 月時点）：80.6% 

○平成30年３月に、統合型校務支援システムのメリット等を整理した「統合型校務支援システム導入
のための手引き」を作成し、公表・周知を行った。 

○新しい学習指導要領は小学校では令和２年度、中学校では令和３年度から全面実施され、高等学校で
は令和４年度入学生から実施される。これらの着実な実施に向け、引き続き取り組んでいく。 

○学習指導要領の全面実施を見据え、教科等の本質的な学びを踏まえた主体的・対話的で深い学びの視
点からの学習・指導方法の改善の推進事業を実施しており、アクティブ・ラーニング＆カリキュラム・
マネジメントサミット 2018 の開催等、研究成果の周知・普及に努めており、引き続き推進していく。 

○統合型校務支援システムの導入促進に向けて、同システムの共同調達・運用のノウハウをまとめたガ
イドブックを作成し、公表・周知を行う。 

 



今後の学習指導要領改訂に関するスケジュール
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特別支援学校学習指導要領（幼稚部及び小学部・中学部）についても、平成29年４月28日に改訂告示を公示。
特別支援学校学習指導要領（高等部）は、平成31年２月４日に改訂告示を公示。



主体的･対話的で深い学び（「アクティブ・
ラーニング」）の視点からの学習過程の改善

主体的な学び

深い学び
対話的な学び

新しい時代に必要となる資質･能力の育成と、学習評価の充実

新しい時代に必要となる資質･能力を踏まえた
教科･科目等の新設や目標･内容の見直し

何を学ぶか どのように学ぶか

よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を共有し、
社会と連携･協働しながら、未来の創り手となるために必要な資質・能力を育む

「社会に開かれた教育課程」の実現

学習指導要領改訂の考え方

何ができるようになるか

生きて働く知識･技能の習
得など、新しい時代に求
められる資質･能力を育成
知識の量を削減せず、質
の高い理解を図るための
学習過程の質的改善

小学校の外国語教育の教科化、高校の新科目「公共」の
新設など
各教科等で育む資質･能力を明確化し、目標や内容を構造
的に示す

学習内容の削減は行わない※

各学校における｢カリキュラム･マネジメント｣の実現

※高校教育については、些末な事実的知識の暗記が大学入学者選抜で問われることが課題になっており、
そうした点を克服するため、重要用語の整理等を含めた高大接続改革等を進める。

未知の状況にも対応できる
思考力・判断力・表現力等の育成生きて働く知識・技能の習得

学びを人生や社会に生かそうとする
学びに向かう力・人間性等の涵養



学びを人生や社会に
生かそうとする
学びに向かう力・
人間性等の涵養

生きて働く
知識・技能の

習得

未知の状況にも
対応できる

思考力･判断力･表現力
等の育成

【主体的な学び】
学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形

成の方向性と関連付けながら、見通しを持って粘り
強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につ
なげる「主体的な学び」が実現できているか。

【対話的な学び】
子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え

方を手掛かりに考えること等を通じ、自己の考えを広げ深め
る「対話的な学び」が実現できているか。

【深い学び】
習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教科等の

特質に応じた「見方・考え方」を働かせながら、知識を相
互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考え
を形成したり、問題を見いだして解決策を考えたり、思い
や考えを基に創造したりすることに向かう「深い学び」が
実現できているか。

【例】
・ 学ぶことに興味や関心を持ち、毎時間、見通しを

持って粘り強く取り組むとともに、自らの学習をま
とめ振り返り、次の学習につなげる

・ 「キャリア・パスポート（仮称）」などを活用し、
自らの学習状況やキャリア形成を見通したり、振り
返ったりする

主体的・対話的で深い学びの実現
（「アクティブ・ラーニング」の視点からの授業改善）について（イメージ）

【例】
・ 実社会で働く人々が連携・協働して社会に見られる課題を解決

している姿を調べたり、実社会の人々の話を聞いたりすること
で自らの考えを広める

・ あらかじめ個人で考えたことを、意見交換したり、議論したり、
することで新たな考え方に気が付いたり、自分の考えをより妥
当なものとしたりする

・ 子供同士の対話に加え、子供と教員、子供と地域の人、本を通
して本の作者などとの対話を図る

【例】
・ 事象の中から自ら問いを見いだし、課題の追究、課題の解

決を行う探究の過程に取り組む
・ 精査した情報を基に自分の考えを形成したり、目的や場面、

状況等に応じて伝え合ったり、考えを伝え合うことを通して
集団としての考えを形成したりしていく

・ 感性を働かせて、思いや考えを基に、豊かに意味や価値を
創造していく

「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業改善を行うことで、学校教育における質の高い学びを実現し、学習
内容を深く理解し、資質・能力を身に付け、生涯にわたって能動的（アクティブ）に学び続けるようにすること



新学習指導要領の円滑な実施と学校における働き方改革の
ための指導・運営体制の構築

令和元年度予算額 1兆5,200億円
(前年度予算額 1兆5,228億円)

≪ ≫内は2026年度までの改善予定数

学校における働き方改革や複雑化・困難化する教育課題へ対応するため、教職員定数を+1,456人改善。
学校の指導・運営体制の効果的な強化・充実を図り、新学習指導要領の円滑な実施を実現

加配定数 +1,210人

教員の持ちコマ数軽減による教育の質の向上
◆小学校専科指導の充実 +1,000人

小学校英語教育の早期化・教科化に伴う、一定の英語力を有し、
質の高い英語教育を行う専科指導教員の充実（※）

（※１）専科指導教員の英語力に関する要件
①中学校又は高等学校英語の免許状を有する者
②２年以上の外国語指導助手（ＡＬＴ)の経験者
③CEFR* B2相当以上の英語力を有する者 *外国語の学習・教授・評価のためのヨーロッパ共通参照枠
④海外大学、又は青年海外協力隊若しくは在外教育施設等で、２年以上の英語を使用した

海外留学・勤務経験のある者
注：②～④は、小学校教諭免許状、又は中学校英語・高等学校英語の免許状のいずれの免許状も

有しない者にあっては特別免許状を授与することが必要。
（※２）より質の高い英語教育を推進するため、教員の新規採用にあたって一定以上の英語力

(CEFR B2相当以上等)を有する者を採用した割合を指標として、専科指導のための教員
加配の仕組みを構築。

◆中学校生徒指導体制の強化 +50人

学校運営体制の強化
◆学校総務・財務業務の軽減のための共同学校事務体制強化
（事務職員） +30人
◆主幹教諭の配置充実による学校マネジメント機能強化 +30人

基礎定数 +246人

教育課題への対応のための基礎定数化関連 +246人
（H29.3義務標準法改正による基礎定数化に伴う定数の増減）
◆発達障害などの障害を持つ児童生徒への通級指導の
充実 +348人

◆外国人児童生徒に対する日本語指導教育の充実 +68人
◆初任者研修体制の充実 +72人

※基礎定数化に伴う自然減等 ▲242人

◆いじめ・不登校等の未然防止・早期対応等の強化 +50人
再掲

◆貧困等に起因する学力課題の解消 +50人

◆「チーム学校」の実現に向けた学校の指導体制
の基盤整備（養護教諭、栄養教諭等） +20人

◆統合校・小規模校への支援 +30人

・教職員定数の改善 ＋32億円（＋1,456人） ・教職員の若返り等による給与減 ▲29億円 ・教員給与の見直し ▲14億円
・教職員定数の自然減等 ▲94億円（▲4,326人） ・人事院勧告の反映による給与改定 ＋76億円 等 計 対前年度▲27億円＊

部活動ガイドラインを踏まえた部活動手当の見直し (土日3時間程度2,700円)給与関係

複雑化・困難化する教育課題への対応
計 ＋346人（再掲除く）

学校における働き方改革
計 ＋1,110人

＊四捨五入の関係で上記予算額の差し引きと一致しない
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（２）取組の進捗に係る自己評価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○学校教育の情報化の推進 
・平成 29～31（令和元）年度にかけて、文部科学省との連携事業である「スマートスクール・

プラットフォーム実証事業」を行い、教職員が利用する「校務系システム」と、児童生徒が利
用する「授業・学習系システム」間の、安全かつ効果的・効率的な情報連携方法等について実
証し、「スマートスクール・プラットフォーム」としての標準化に取り組んでいる。 

 
○多様な価値観に触れる機会の確保等 
・平成 26～28 年度にかけて、文部科学省との連携事業である「先導的教育システム実証事業」

を行い、端末や OS を選ばず、学校・家庭等をシームレスにつなぐとともに、多種多様なコン
テンツを利用可能な、低コストの「教育クラウド・プラットフォーム」を実証し、成果物とし
て、教育クラウド・プラットフォーム構築の際の参考技術仕様及び教育現場のクラウド活用
の成果事例や導入手順等をまとめたガイドブックを公開した。 

○学校教育の情報化の推進 
 アウトカム指標 

・スマートスクール・プラットフォームを利活用可能な学校の割合 100％（現在実証中である
ため効果は発現していない） 

アウトプット指標 
・スマートスクール・プラットフォーム標準仕様（H30 年度の活動実績・作成数：素案１件）         

○多様な価値観に触れる機会の確保等 
 アウトカム指標 
 ・事業成果である技術仕様に準拠した教育クラウド・プラットフォームの利用学校数 100 校

（最終年度の成果実績：89 校） 
 アウトプット指標 

・教育クラウド・プラットフォームの技術仕様（最終年度の活動実績・作成数：１件） 
・クラウド導入ガイドブックの作成（最終年度の活動実績・作成数：１件） 



（３）現在の課題と今後の方向性 
 
 
 
 
 
 
 
 

○学校教育の情報化の推進 
 これまでの２か年の実証事業の成果を踏まえ、平成 30 年度末に「スマートスクール・

プラットフォーム」の標準仕様の素案を作成したところ。 
最終年度である今年度は、引き続き実証事業を実施するとともに標準仕様を策定する
こととしており、その後、全国の学校現場への普及に努めていく。 
         

○多様な価値観に触れる機会の確保等 
 先導的教育システム実証事業は平成 28 年度で終了。 



文部科学省と連携し、教育分野におけるクラウド化を推進した上で、教職員が利用する「校務系システム」と、児童生徒
が利用する「授業・学習系システム」間の、安全かつ効果的・効率的なシステム連携及びデータの利活用手法について実
証し、「スマートスクール・プラットフォーム」として標準化する（標準仕様の作成）。

【H31政府予算額：2.1億円（H30予算額：2.6億円）】

スマートスクール・プラットフォーム実証事業（平成29～31年度）

【これまでの取組・現状】
○ 校務系システムは、成績や家庭状況等の機微な情報を扱う
ため、セキュリティ上、授業・学習系システムと分離されている。
○ そのため、データ授受にUSBを使う等の非効率や、媒体紛
失による個人情報流出が懸念される。また、両システムのデー
タ連携がなく、データ利活用による教育の質的向上や教職員の
事務効率化の機会が失われている。
○ そこで、セキュリティ確保とデータ利活用の両立の点から、両
システム間の安全かつ効果的・効率的なシステム連携及び
データ利活用手法の確立等を目的とした本事業を実施中。

【目標・成果イメージ】
○ 学校現場におけるICT環境整備・データ利活用が促進さ
れることにより、教職員の業務効率化、個々の児童生徒に
応じたさらなるきめ細かな指導が実現し、教育の質の向上
が図られる。

○ 異なる事業者のシステムの自由な組み合わせが可能に
なり、事業者間の競争が促進され、コスト低減やサービス
向上が図られる。



教材共有学習ログデジタル教材

LAN／モバイルネットワーク 固定系／移動系を問わず
つながる

校外学習学校内 家庭・地域等

データ

全国の教員同士で
自作教材を共有

学習記録データを今後の学習・
教育に有効活用ブラウザベースで

軽快に動く多様なHTML5コ
ンテンツ

児童生徒と教員の
連絡・交流機能も

一回のログインで全ての機能を
利用可能（シングルサインオン）

認証基盤

ポータル

端末やＯＳを問わず、
シームレスに利用

できる

○これにより以下の効果が見込まれる
・ 個々のデジタル教材における進捗が、学習ログにより一元管理することが可能（教育の質の向上）
・ 地域や経済事業等による教育格差の解消、誰もが希望する教育を受けられる環境が実現
・ 従来の個別構築型の教育ICTシステムに比べてコスト削減が図られる。

○この事業の成果物として、教育現場のクラウド活用の成果事例や導入手順等をまとめたガイドブック及び、教育クラウド・プラット
フォーム構築の際の参考技術仕様を公開（H29.6.30）

先導的教育システム実証事業で構築・普及（ H26～H28’）
（実証地域：福島県新地町、東京都荒川区、佐賀県） ※文部科学省との連携事業

教育クラウド・プラットフォームの全体像



古河市立古河第五小学校

先導的教育システム実証事業 実施校（国内）

東京都立光明特別支援学校
東京都立光明特別支援学校

そよ風分教室

新潟大学教育学部付属
新潟小学校

兵庫県立神戸商業高校
兵庫県立あわじ特別支援学校

吉賀町教育委員会
（公設民営塾にて運営）

霧島市立向花小学校

宮古島市立下地中学校

大阪府立東百舌鳥高等学校
箕面市立箕面小学校 ※

掛川市立倉真小学校
掛川市立大須賀中学校

静岡県立浜松西高等学校中等部
静岡県立袋井高等学校

天塩郡遠別町立遠別小学校
天塩郡遠別町立遠別中学校

草津市立志津小学校
草津市立草津小学校
草津市立老上中学校

島前ふるさと魅力化財団
隠岐國学習センター

つくばみらい市立小絹小学校
つくばみらい市立小絹中学校
つくば市立春日学園義務教育学校

横浜市立白幡小学校
横浜市立若葉台特別支援学校

度会郡南伊勢町立南島東小学校
度会郡南伊勢町立南東西小学校
度会郡南伊勢町立南勢小学校

生駒市ことばの教室
奈良女子大学付属中等教育学校

きたがた

武雄市立北方小学校
きたがた

武雄市立北方中学校
ありた

佐賀県立有田工業高等学校
なかばる

佐賀県立中原特別支援学校

すわだい

荒川区立諏訪台中学校
だいさんはけた

荒川区立第三峡田小学校
おぐ

荒川区立尾久小学校
だいににっぽり

荒川区立第二日暮里小学校
ふくだ

新地町立福田小学校
しんち

新地町立新地小学校
こまがみね

新地町立駒ケ嶺小学校
しょうえい

新地町立尚英中学校

佐賀県

福島県新地町

東京都荒川区

五泉市立五泉小学校

実証校（１２校）

検証協力校（４３校）

登米市立中津山小学校

八王子市立第一中学校
東京都立八王子東特別支援学校
多摩市立愛和小学校
小金井市立前原小学校 ※

宮古島市立久松中学校

岡山県立城東高等学校
倉敷市立連島北小学校 ※
倉敷市立連島東小学校 ※
倉敷市立多津美中学校 ※
倉敷市立福田中学校 ※

大川村立大川小中学校

京都府立
清明高等学校

益田市教育委員会

神戸市立灘小学校
兵庫県立三田祥雲館高等学校
兵庫県明石城西高等学校

ドリームスクール実践モデル校（１１校）

NPO法人ｱｰﾓﾝﾄﾞ ｺﾐｭﾆﾃｨ ﾈｯﾄﾜｰｸ

H28.9現在

柏市立田中北小学校 ※
多久市立小中一貫校
東原庠舎中央校 ※

※下線の８校はフルクラウドモデル校として検証

※新地町立福田小学校は実証校、
小金井市立前原小学校は検証協力校としても参画



先導的教育システム実証事業 実施校（海外）

イスタンブル日本人学校

カトマンズ補習授業校

リマ日本人学校

リヤド日本人学校

検証協力校 ２５校

H28.9現在

アムステルダム日本人学校
マーストリヒト日本語補習校

スコットランド日本語補習授業校

南京日本語補習授業校
シンセン日本人学校
香港日本人補習授業校

メルボルン国際日本語学校

カンタベリー補習授業校

モントリオール日本語補習校

ホーチミン日本人学校

ジョホール日本人学校

ミュンヘン日本人国際学校
ドレスデン日本語補習校

プラハ日本人学校

カイロ日本人学校

ブルックリン補習授業校
ニューポート・ニュース補習授業校
ローリー日本語補習学校
シカゴ日本人学校
フォートウェイン日本語補習授業校
グアム日本人学校



子供・若者育成支援推進大綱 
点検・評価シート 

 
項目：１．全ての子供・若者の健やかな育成 

（２）子供・若者の健康と安心安全の確保 
  ③被害防止のための教育 

府省名： 総務省     
 
（１）大綱策定（平成 28 年２月）から現在までの主な取組 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）取組の進捗に係る自己評価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）現在の課題と今後の方向性 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・平成 18 年度から、子どもたちのインターネットの安全な利用に係る普及啓発を目的
に、児童・生徒、保護者・教職員等に対する学校の現場での「出前講座」（e-ネットキャ
ラバン）を、情報通信分野等の企業・団体と総務省・文部科学省が協力して全国で開催
するなどの取組を実施している。 

・青少年がスマートフォンやタブレット端末を用いてインターネットに接する機会が増
えており、学校等におけるインターネットの安心・安全な利用に係る啓発講座等のニー
ズが増えている中、情報通信分野の企業等と学校等をつなぐ取組は、有効かつ効果的で
あると考える。 
＊実施件数：平成 30 年度 2,529 件、平成 18 年度～平成 30 年度の累計で 19,923 件 
＊実施主体等：一般財団法人マルチメディア振興センター、総務省、文部科学省 

・スマートフォン等の普及がさらに進んでいく中で、子どもたちのインターネット利用
に係るトラブル等も増加することが想定されている。これまでもインターネット利用の
低年齢化を踏まえた講座対象年齢の引き下げ等、状況に応じた取組を行ってきたところ
であるが、今後も引き続き、新たなトラブルの状況等を踏まえて講座の内容をアップデ
ートしながら取組を進めていくことが重要であると考える。 



e-ネットキャラバンの概要

子どもたちのインターネットの安全な利用に係る普及啓発を目的に、児童・生徒、保護者・教職員等に対する学校
等の現場での「出前講座」を、情報通信分野等の企業・団体と総務省・文部科学省が協力して全国で開催。

e-ネットキャラバン講座実施の様子

実施主体 一般財団法人マルチメディア振興センター（ＦＭＭＣ）

協力団体 通信事業者等民間団体（437社）、公益法人（16団体）、

政府（総務省及び文部科学省）、自治体（48団体）、その他（61団体）

対象者
小中高生・保護者・教職員等

2016年度より対象学年を小学３年生以上に引き下げ。（従前は小学５年生以上）

2018年より、少年院や少年鑑別所に収容された青少年に対しても講座を実施。

2018年より、座間市における事件の対策の一環として、スクールカウンセラーを含む教育関係者等に

若者のＳＮＳの利用実態を伝えるため、e-ﾈｯﾄｷｬﾗﾊﾞﾝの講師を教育委員会が開催する研修会等に派遣。

講座内容 ネット依存、ネットいじめ、ネット誘引（誘い出し・なりすまし）、ネット詐欺、

著作権の侵害等のトラブル事例を用いて、予防策等を啓発。

2016年度より、フィルタリングに特化した講座を新設。

2018年に、保護者・教職員向け講座について、若者が使う主要なSNSの

解説等を加えたリニューアルを実施。

費用 無料

実績 2018年度：2,529件の講座を実施、約46万人が受講。
2017年度：2,308件の講座を実施、約39万人が受講。
（2006年度開始以来実績：19,205件 のべ約308万人）
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