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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：５．創造的な未来を切り拓く子供・若者の応援 

（１）グローバル社会で活躍する人材の育成 
（２）イノベーションの担い手となる科学技術人材等の育成 
（３）情報通信技術の進化に適応し、活用できる人材の育成 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【グローバル社会で活躍する人材の育成】 
（自国の伝統・文化への理解促進等） 
○ 国際社会で活躍する日本人の育成を図るため、新学習指導要領においては、例えば我が国の言語文化、県内の主

な文化財や年中行事、我が国や郷土の音楽、和楽器、武道、和食や和服などの指導を充実することとしている。 
○ 「文化芸術による子供育成総合事業」を実施し、小・中学校等においてオーケストラ、演劇、伝統芸能等の一流

の文化芸術団体による実演芸術の巡回公演の実施とともに、幼稚園・小・中学校等に個人若しくは少人数の芸術家
を派遣し、子供たちに対し質の高い文化芸術を鑑賞・体験する機会を提供した。 

（外国語教育の推進） 
○ 外国語教育の更なる充実・強化を図るため、平成 29 年・30 年に改訂された新学習指導要領の全面実施に向けた

教材の整備、外国語指導助手の活用等による指導体制の充実などに取り組んでいる。 
（海外留学と留学生受入の推進等） 
○ 世界で活躍できるグローバル人材を初等中等教育段階から育成することを目指し、異文化体験等の国際交流を通

じて、多様な価値観に触れる機会を確保するため、高校生に対する海外留学費用の一部支援や外国人高校生の日本
の高校への招致等の取組を支援するとともに、外国政府や海外大学が主催する高校生派遣・招致事業の募集や選考、
派遣に協力している。 

○ また、グローバル人材を育成するためのカリキュラム開発等を実施するスーパーグローバルハイスクール（SGH）
事業、ＷＷＬ（ワールド・ワイド・ラーニング）コンソーシアム構築支援事業、地域との協働による高校教育改革
推進事業（グローカル型）の推進を通じて、グローバル社会を生き抜く資質・能力を備え、日本人としてのアイデ
ンティティーと幅広い教養を持ち、国内外で活躍できる人材の育成に取り組んでいる。 

○ さらに、高等教育段階においても、2020 年までに外国人留学生 30 万人の受入れを目標に掲げ、リクルーティン
グ機能から帰国後のフォローアップまで一貫したオールジャパンの日本留学サポート体制の実現や、外国人留学生
の日本国内での就職促進、優秀な外国人留学生を確保するための外国人留学生奨学金制度の充実等に取り組んでき
た。また、日本人の留学生数についても、2020 年までに 12 万人を目指し、国費による支援に加え、民間資金を活
用した新たな海外留学支援制度「トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム」等を実施してきたところである。 

（海外子女教育の充実） 
○ 日本人学校や補習授業校の教育の充実・向上を図るため、日本国内の義務教育諸学校の教師を派遣するとともに、

退職教師をシニア派遣教師として派遣するなど、高い資質・能力を有する派遣教師の一層の確保に努めている。教
育環境の整備として、義務教育教科書の無償給与、教材の整備、通信教育などを行っている。また、平成 29 年度
から在外教育施設をグローバル人材育成拠点と位置づけ、高度なグローバル人材育成に係る先進的取組を支援して
いる。 

（オリンピック・パラリンピック教育の推進） 
○ 全国の自治体をオリンピック・パラリンピック教育地域拠点とし、2020 年東京大会への機運を醸成するととも

に、スポーツの価値やスポーツを通じた国際貢献・共生社会への理解を深める「オリンピック・パラリンピック・
ムーブメント全国展開事業」を実施している。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）取組の進捗に係る自己評価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【グローバル社会で活躍する人材の育成】 
（自国の伝統・文化への理解促進等） 
○ 自国の伝統・文化の指導の充実に向けて、説明会等を通じた新学習指導要領の周知に努めている。 
○ 「文化芸術による子供育成総合事業」を実施した学校へのアンケートにおいて、子供達が優れた舞台芸術を鑑賞・

体験することにより「豊かな心や感性、創造性を育むことができた」と回答した実施校の割合が直近 3 か年におい
て 90%以上となっており、実施校からは高い評価を得ていると考えている。 
（平成 30 年度：94.8%（1,709／1,803）、平成 29 年度：94.1％（1,725／1,834）、平成 28 年度：92.6%（1,646／1,778）
分母：事業実施学校数、分子：「豊かな心や感性、創造性を育むことができた」と回答した学校数） 

（外国語教育の推進） 
○ 教育振興基本計画に則って着実に施策を実施している。 
（海外留学と留学生受入の推進等） 
○ 高校生の海外留学に関しては、「教育振興基本計画」（平成 30 年 6 月 15 日閣議決定）において、2022 年度に日

本人高校生の海外留学生を年間６万人にすることを目標としている中、短期留学プログラムの参加経費を国費で支
援しており、堅調な伸びを示している。 
海外に留学した日本人高校生数：過去最高の 4.7 万人（平成 29 年度） 

○ 受入れについても、アジア高校生架け橋プロジェクトにおいて平成 30 年度には 100 人を６カ月間、2019 年度に
は 200 人を８カ月間、全国各地の高校に招へいする等、積極的に取り組んでいる。 

○ 高等教育機関及び日本語教育機関における外国人留学生数：約 31 万 2 千人（2019 年 5 月 1 日時点） 
○ 日本人の海外留学者数については、これまで増加傾向にはあるものの、目標を大きく下回っている。（参考：学

位取得を目的としない短期留学を含めた日本人留学生数は 2018 年時点で約 11 万 5 千人） 
日本人の海外留学者数： 58,408 人（2017 年時点） 

（海外子女教育の充実） 
〇 派遣教師の充足率※：72%（平成 28 年）→76%（令和元年）。 

※日本国内の小中学校において定められた教職員標準定数に対する日本人学校の派遣教師数の割合 

 

（国際交流活動） 
○ 「地域における青少年の国際交流推進事業」等を実施し、子供や若者が国内外の様々な人々との交流を通して、

多様な価値観に触れる機会を提供した。独立行政法人国立青少年教育振興機構においても、絵本・童話を通してお
互いの文化の特徴や共通性の認識を深めることを目的とする「日中韓子ども童話交流事業」を実施している。 

【イノベーションの担い手となる科学技術人材等の育成】 
（理数教育の推進） 
○ 児童・生徒の科学技術、理科、数学・算数への関心・素養を高め、理数好きの子供たちの裾野を拡大するととも

に、優れた素質を持つ子供を発掘し、その才能を伸ばすための取組として、先進的な理数系教育を実施する高等学
校等を「スーパーサイエンスハイスクール（SSH）」として指定し、科学技術振興機構を通じ、支援している。 

○ 科学技術振興機構において、平成 29 年度から、「ジュニアドクター育成塾」を実施し、理数分野において特に意
欲や突出した能力を有する全国の小中学生を対象に、その能力等の更なる伸長を図る特別な教育プログラムを提供
する大学等を支援している。 

（起業家の育成） 
○ 平成 29 年度から「次世代アントレプレナー育成事業（EDGE-NEXT）」を実施し、学部学生から大学院生、若手

研究者等まで参加可能なプログラムにおいて、アイデア創出にとどまらず、実際に起業まで行える実践プログラム
の構築、アントレプレナー育成に必須の新たなネットワーク構築等、国全体のアントレプレナーシップ醸成に係る
取組を実施する大学を支援している。 

【情報通信技術の進化に適応し、活用できる人材の育成】 
（情報通信技術人材の育成） 
○ 平成 28 年度から「成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成（enPiT）」を実施し、学部学生や社会人向

けのプログラムにおいて、情報通信技術を高度に活用して、社会の具体的な課題を解決することのできる人材の育
成に取り組む大学を支援している。 

 



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

【グローバル社会で活躍する人材の育成】 
（自国の伝統・文化への理解促進等） 
○ 新学習指導要領に則り、我が国の伝統・文化等に関する深い理解促進に努める。 
〇 引き続き、より多くの小・中学校等での実施が出来るよう事業の充実に努める。 
（外国語教育の推進） 
○ 引き続き、新学習指導要領の全面実施に向けた教材の整備、外国語指導助手の活用等による指導体制の充実など

に取り組む。 
（海外留学と留学生受入の推進等） 
○ 引き続き、高校生に対する海外留学費用の一部支援や外国人高校生の日本の高校への招致等の取組を支援すると

ともに、外国政府や海外大学が主催する高校生派遣・招致事業の募集や選考、派遣に協力するとともに、グローバ
ル人材育成に向けた教育資源を活用した「WWL（ワールド・ワイド・ラーニング）コンソーシアム構築支援事業」
や「地域との協働による高等学校改革推進事業（グローカル型）」で指定された高等学校等において、グローバル
な社会課題解決に向けた探究的な学びを英語で発表する場等の取組を推進する。高等教育段階においては、引き続
き優秀な外国人留学生受入れのための支援を充実させていく。また、日本人の海外留学については、長期留学への
支援を引き続き推進していくとともに、大学等におけるグローバル人材育成プログラムの一環として行われる短期
留学の支援、短期留学経験者の学位取得目的の長期留学の促進、短期留学の成果を定着させるための取組への支援
等、短期留学の成果を生かしたグローバルに活躍する人材の育成を推進する。 

（海外子女教育の充実） 
○ 在外教育施設への教員派遣の拡充など、在外教育施設における質の高い教育環境を充実させ、即戦力となるグロ

ーバル人材の育成を推進する。 
（オリンピック・パラリンピック教育の推進） 
○ 大会開催年の機運を活用し聖火リレーや試合観戦の機会を通じて、各地域で実践的なオリパラ教育を推進する。 
 
 
 

（オリンピック・パラリンピック教育の推進） 
○ 平成 28 年度～令和元年度までに 45 自治体がオリンピック・パラリンピック教育地域拠点となり、各地域で特色

ある教育を推進している。 
（国際交流活動） 
○ 青少年国際交流推進事業、地域における青少年の国際交流事業などを実施し、青少年の国際交流の機会の充実を

図っている。 
【イノベーションの担い手となる科学技術人材等の育成】 
（理数教育の推進） 
〇 スーパーサイエンスハイスクール指定校数：２００校（平成 28 年度）→２１２校（令和元年度） 
〇 ＳＳＨ出身の卒業生が「ＳＳＨ指定在学中に科学技術に対する興味・関心・意欲が向上したと回答した割合： 

７９％（平成３０年度） 
ジュニアドクター育成塾実施機関数：２４機関（令和元年度）※平成 29 年度からの事業 

（起業家の育成） 
○ EDGE-NEXT プログラムにおいて、以下のような指標を設定し目標を達成している。 

受講者数：当初見込み 5,000 名⇒実績 10,210 名 
受講者のアントレプレナーシップへの意識が向上した人数の割合：目標値 75％⇒実績 80.4％ 
外部受講生・社会人受講生の増加：目標値 551 名⇒実績 1,618 名 

【情報通信技術の進化に適応し、活用できる人材の育成】 
（情報通信技術人材の育成） 
大学や企業等におけるネットワークを形成し、人材育成機能の強化を図る 
〇 実践教育を修了した学生数：当初見込み 480 人→実績 1,133 人（H30） 
〇 当該教育への参加校数：当初見込み 60 校→実績 109 校（H30） 
〇 連携企業数：当初見込み 120 社→実績 220 社（H30） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（国際交流活動） 
○ 国内外の青少年の招へい・派遣等を通じた国際交流の機会を提供する。 
【イノベーションの担い手となる科学技術人材等の育成】 
（理数教育の推進） 
○ 引き続き、先進的な理数系教育を実施するスーパーサイエンスハイスクールや、各学校段階における力試し・切

磋琢磨の場を設けるなどの取組を支援する。 
【情報通信技術の進化に適応し、活用できる人材の育成】 
（起業家の育成） 
○ 引き続き、これまで各大学等で実施してきたアントレプレナー育成に係る取組の成果や知見を活用しつつ、受講

生の拡大や、アントレプレナー育成のロールモデル創出加速に向けたプログラムの発展に取り組むことで、我が国
全体でのアントレプレナーシップ醸成を促進する。 

（情報通信技術人材の育成） 
○ 引き続き、これまで各大学等で実施してきた情報通信技術人材の育成に係る取組の成果や知見を活用しつつ、社

会の具体的課題を解決できる情報技術人材（IT 技術者等）について、質・量両面にわたる育成機能を強化し、情報
技術人材育成を促進する。 

 



文化芸術は、子供たちの育成に大きな力となる。

■ 一流の文化芸術団体や芸術家による質の高い様々な文化芸術を鑑賞・体験することは、子供たちの豊かな感性・情操や、創造力・想像力を養
う 上で大きな効果。

■ 芸術家を教育現場に派遣して行う対話や創作、表現に係る体験活動は、子供たちの思考力・判断力・表現力等の向上や、自己肯定感、社会性、責任
感等の育成に大きな効果。

３ 芸術家の派遣事業

■ 個人又は少人数の芸術家が学校を訪れ、講話、
実技披露、実技指導を実施。

■ 国、教育委員会と地域のNPO法人等が連携し、
学校と芸術家個人や小規模グループをコーディ
ネート。３，１５０件程度 （学校公募型、ＮＰＯ法人等提案型）

１ 巡回公演事業 ４ コミュニケーション能力向上事業

■ 学校において、芸術家による表現手法を用いた
計画的・継続的なワークショップ等を実施。

■ 芸術家による実技披露に加え、児童・生徒が小
集団で協働して、課題解決に取り組む活動を実施。

■ 創作や小集団での話合い等のプロセスを重視。

２００件程度 （学校公募型、ＮＰＯ法人等提案型）

豊かな創造力・想像力を養う
思考力やコミュニケーション能力など
社会人としての素養を身につける

将来の芸術家や観客層を育成し、
優れた文化芸術の創造につなげる

２ 合同開催事業

■ 国が一流の文化芸術団体を選定し、小学校・中
学校等において実演芸術公演を実施。

■ 事前に児童・生徒が自ら参加する体験型の活動
（ワークショップ）を実施。

□公演種目 １５種目 □公演数 １，４６０公演程度

■ 山間、へき地、離島など、鑑賞機会に恵まれない
地域に存する小学校・中学校等について、合同で
実演芸術公演を実施。
□公演種目：９種目 □公演数：４９０ 公演程度

■ 義務教育期間中の子供たちが質の高い文化芸術に触れる機会の充実に努める。

■ より多くの文化芸術の鑑賞・体験が可能となるよう地方公共団体への呼びかけなどを行う。将来的には、地方公共団体の自主事業等も含め、義務教育期間中毎年
１回は、文化芸術の鑑賞・体験ができる環境を整えることを目指す。

■ これまでの実演芸術に新たにメディア芸術分野を追加・拡充することにより、今まで以上に発想・創造力等を育むことによって、より充実した芸術教育の推進を図る。

■ 他教科と比べ、学校内における研鑽の機会が乏しい美術や音楽といった芸術系教科等担当教員等への研修等を通した学びの機会を確保するとともに、今後の芸
術教育の方向性や文化と教育両分野の一体的な学習プログラムの構築等を検討する。

■ 各地方の芸術系及び教育系大学等の芸術担当
講師等を活用し、各都道府県等のブロック別に講
師を派遣し、小・中学校・高校等の芸術担当教員へ
の研修及び実演鑑賞を実施するとともに、交流会
等の意見交換の場を設ける。

５ 芸術教育における芸術担当教員等研修事業

文化芸術による子供育成総合事業
令和２年度予算額 5,330百万円
(2019年度予算額 5,294百万円)



留学生受入れ促進プログラム 35.5億円（36.5億円）
我が国の高等教育機関の国際化に資することを目的として、渡日前の予約採用等に重点化することにより、

現地における大学等の入学許可を促進し、優秀な外国人留学生を戦略的に確保する。 7,800人 ⇒ 7,400人

留学生就職促進プログラム 3.7億円（ 3.7億円）

各大学が地域の自治体や産業界と連携し、就職に必要なスキルである「ビジネス日本語」「キャリア教育（日

本企業論等）」「中長期インターンシップ」を一体として学ぶ環境を創設する取組を支援し、外国人留学生の我が
国での定着を図るとともに、地域単位の取組に加えて、留学生の専攻や就職する企業の業種等に応じて、大
学・企業等が地域横断的に連携して行う、留学生の就職促進の取組を構築する。

日本留学海外拠点連携推進事業 4.5億円（ 4.5億円）
リクルーティング機能から帰国後のフォローアップまで一貫した、オールジャパンの日本留学サポート体制の

実現を図る。

外国人留学生奨学金制度 227億円（228億円）
・国費外国人留学生制度 185億円（11,473人）
・留学生受入れ促進プログラム 35.5億円（ 7,400人）【再掲】 等
※参考：海外留学支援制度（協定受入） 16億円（ 5,000人）

外国政府派遣留学生の予備教育等 1.1億円（ 0.9億円）
中国及びマレーシアの政府派遣留学生を受け入れるにあたり、現地へ教員を派遣し、日本語及び教科教育等

を支援。

令和2年度予算額： 261億円
（前年度予算額： 263億円）

（独）日本学生支援機構運営費交付金（留学生事業） 59億円（6１億円）

留学生宿舎の運営、留学生の就職支援、奨学金の支給等を実施。 ※留学生受入れ促進プログラムの金額を含む

１．日本留学への誘い

２．入試・入学・入国の
入り口の改善

３．大学等の
グローバル化の推進

４．受入れ環境づくり

５．卒業・修了後の
社会の受入れの
推進

留学生30万人計画

・スーパーグローバル大学創成支援事業 33億円
・大学の世界展開力強化事業 12億円

優秀な外国人留学生の戦略的な受入れ
（「留学生30万人計画」における文部科学省の主な取組）



海外留学促進キャンペーン「トビタテ！留学JAPAN」
・留学の魅力や方法について情報を提供することにより、日本全体で若者や日本の海外留学の機運を醸成する。
・政府だけではなく、官民協働のもと社会総掛かりで取り組む。
・2020年までに日本人留学生倍増：大学生等6万人⇒12万人、高校生3万人⇒6万人

「意欲と能力のある全ての若者に、留学機会を」

大学等の海外留学支援制度（国費による支援）
79億円（80億円）

・学位取得を目指し、海外の大学院、学部に留学する日本人学生を
支援 （大学院学位取得型、学部学位取得型）。

・大学間交流協定等に基づき海外の高等教育機関へ短期留学する
日本人学生及び我が国の高等教育機関で受け入れる短期留学生
を支援（協定派遣型・受入型）。また、渡航費等初期経費も含めた
支援等により留学の負担軽減を図る。

○大学院学位取得型
【H30】 【H31】 【R2】

252人 ⇒    252人 ⇒     252人
○学部学位取得型

【H30】 【H31】 【R2】
78人 ⇒   119人 ⇒     160人

○協定派遣型

【H30】 【H31】 【R2】
21,000人 ⇒    20,450人 ⇒   20,000人(渡航支援金1,600人を含む)

○協定受入型

【H30】 【H31】 【R2】
5,000人 ⇒ 5,000人 ⇒   5,000人

日本人の海外留学促進事業 0.8億円（0.8億円）
日本人の海外留学者数を大幅に増加させるため、大学等や民間企業等と連携して海外留学促進活動を行い、オールジャパンで若者の海外留学の

機運を醸成する。

令和２年度予算額： 80億円
（前年度予算額： 81億円)大学等の留学生交流の支援等

官民協働海外留学支援制度
～トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラム～

（民間資金による支援）
・民間の協力を得て、実社会で求められる資質・能力の育成を社会全体

で集中的に支援するための官民が協力した新たな海外留学支援制度。
・産学官が連携した支援コースを設定し、留学の質の向上、留学の目的

明確化のため、事前・事後研修、留学中のプロジェクト、留学後の
コミュニティを提供。

・プログラムの実施に要する経費は、民間資金を活用（目標：200億円）。
○支援企業・団体 246社・団体 約118.3億円（令和2年1月22日現在）
○派遣留学生の応募・選考結果

第1期～第11期 5,116人の学生を採用し、順次海外留学開始
第12期 514人（158校）
第13期 募集中止（令和元年12月2日～令和2年2月28日）

○高校生コース
第1期～第5期 2,685人の生徒を採用し、順次海外留学開始

※この他に、地域人材コース高校生等枠として5名の高校生を採用

○地域人材コース（※採択された23地域事業のうち2地域は終了）

平成27・28年度 採択地域事業： 15地域事業
平成29年度 採択地域事業： 5地域事業（平成29年6月現在）
平成30年度 採択地域事業： 3地域事業（平成29年12月現在）



出身国・地域別

推移

（各年5月1日現在）

外国人留学生数の推移

（年度）

2019年5月1日現在

（出典）独立行政法人日本学生支援機構「外国人留学生在籍状況調査」 1

※ 「出入国管理及び難民認定法」の改正（平成21年7月15日公布）により、平成22年7月1日付けで在留資格「留学」「就学」が一本化されたことから、平成23年5月以降は
日本語教育機関に在籍する留学生も含めて計上している。
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うち日本語教育機関

171,122

(人）

239,287

68,165

国・地域名 留学生数（前年数） 対前年比 国・地域 留学生数（前年度） 対前年比

中国 124,436(114,950) 9,486 スリランカ 7,240(8,329) △1,089

ベトナム 73,389(72,354) 1,035 インドネシア 6,756(6,277) 479

ネパール 26,308(24,331) 1,977 ミャンマー 5,383(5,928) △545

韓国 18,338(17,012) 1,326 タイ 3,847(3,962) △115

台湾 9,584(9,524) 60 その他 36,933(36,313) 620



派遣先国・地域別

推移

日本人の海外留学の状況

2

（年）

（出典）OECD「Education at a Glance」，ユネスコ統計局，IIE「Open Doors」，中国教育部，台湾教育部

18,066 
15,246 

15,485 

14,297 15,335 
17,926 

22,798 
26,893 

32,609 39,258 

51,295 
55,145 

59,468 

59,460 

62,324 
64,284 

75,586 
76,464 

78,151 79,455 82,945

74,551
80,023 

76,492 
75,156 

66,833 
59,923 

58,060 
57,501 60,138 

55,946 
54,912 

54,676 

55,969 
58,408 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

83年 84年 85年 86年 87年 88年 89年 90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年

（人）

※2013年及び2014年の日本人の海外留学者数については、OECD「Education at a Glance」及びユネスコ統計局
のデータが更新されたため、当該グラフについても更新している。

※OECD及びユネスコ統計局のデータは、2012年統計までは、外国人学生（受入れ国の国籍を持たない学生）が
対象だったが、2013年統計より、外国人留学生 （勉学を目的として前居住国・出身国から他の国に移り住んだ
学生）が対象となっており、比較ができなくなっている。

国・地域名 留学生数（前年数） 対前年比 国・地域名 留学生数（前年数） 対前年比
アメリカ 18,753(18,780) △27 カナダ 1,665(1,563) 102
中国 14,717(13,595) 11,122 フランス 1,649(1,659) △10
台湾 8,413(7,548) 865 韓国 1,455(1,416) 39

イギリス 2,846(2,944) △98 ブラジル 1,111(935) 176
オーストラリア 2,244(1,748) 496 その他 3,739(3,984) △245
ドイツ 1,816(1,797) 19 合計 58,408(55,969) 2,439



（協定数:件）

大学等が把握している日本人学生の留学状況

（出典）文部科学省「海外の大学との大学間交流協定、海外における拠点に関する調査」
日本学生支援機構「協定等に基づく日本人学生留学状況調査」

震災のため
調査せず

推移

留学先国地域別

（留学生数:人）

（年度）
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国・地域名 留学生数（前年数） 対前年比 国・地域名 留学生数（前年数） 対前年比
アメリカ 19,891(19,527) 364 台湾 5,932(5,187) 745

オーストラリア 10,038(9,879) 159 タイ 5,479(4,838) 641
カナダ 10,035(9,440) 595 フィリピン 4,502(3,700) 802
韓国 8,143(7,006) 1,137 ドイツ 3,387(3,125) 262
中国 7,980(7,144) 836 その他 33,221(29,590) 3,631
イギリス 6,538(5,865) 673 合計 115,146(105,301) 9,845



スポーツ庁におけるオリンピック・パラリンピック教育の推進について（概要）

２０２０年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の準備及び運営に関する施策の推進を
図るための基本方針 （平成２７年１１月２７日閣議決定）

大会開催を契機に、オリンピック・パラリンピック教育の推進によるスポーツの価値や効果の再認識を通じ、国際的な視野を
持って世界の平和に向けて貢献できる人材を育成する。

意義

上記の目的の為に、スポーツ庁において、オリンピック・パラリンピック・ムーブメント全国展開事業を実施する。

オリパラ教育地域拠点（道府県、政令市）は、オリパラ教育全国中核拠点（筑波大学、日本体育大学、早稲田
大学）と連携し、当該地域内で広くオリパラ教育を実施するとともに、その成果を当該地域内に発信する。

実施体制

地域拠点における主な取組内容

〇地域拠点における体制整備とコーディネーターの指定
〇オリパラ教育推進校の指定（小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等）
〇全国セミナーへの参加及び地域拠点内セミナーの開催
〇オリパラ教育推進校における実践

①オリンピック・パラリンピックそのものについての学び
オリンピック・パラリンピックに関する知識、選手の体験・エピソード、大会を支える仕組み等を学ぶ。

②オリンピック・パラリンピックを通じた学び
オリンピック・パラリンピックを契機として、スポーツの価値、参加国・地域の文化・言語、共生社会、
持続可能な社会、我が国・地域の伝統・課題等を学ぶ。

〇地域ワークショップ・報告会の開催及び全国ワークショップへの参加



オリパラ教育の必要性
○東京2020大会が近づき、開催都市だけでなく、全国的なオリパ

ラ・ムーブメントの推進が不可欠。特にパラリンピックへの関心の向
上が課題。

○オリパラ教育は、大会そのものへの興味関心の向上だけでなく、オ
リパラを題材として、スポーツの価値、国際・異文化、共生社会
への理解を深めるとともに、規範意識を養うなど多面的な教育的
価値を持つ。我が国の無形のレガシーとして、オリパラ教育の必
要性は高い。

令和２年度 オリパラ・ムーブメント全国展開事業（実施体制）

スポーツ庁
全国展開事業の実施 大会組織委員会

教育プログラム
「ようい、ドン！」

オリパラ教育全国中核拠点
【筑波大、日体大、早稲田大】

・コンソーシアムで決定した方針等に基
づき、教育地域拠点を支援。

オリパラ教育地域拠点
・各地域において、
オリパラ教育の拠点となる

オリパラ

教育推進校

オリパラ

教育推進校

オリパラ

教育推進校

実施・支援

〈平成30年度実施地域〉

東京都
全公立学校で

オリパラ教育を実施

JPC

・34地域（１道１府24県８政令市）

JOC

全国コンソーシアム
・関係者がノウハウを出し
合い、統一方針等を決定。

委託契約

〈令和元年度実施地域〉

・継続33地域（平成30年度実施地域）
・新規12地域 計45地域
〈令和２年度実施地域〉

オリパラ教育地域拠点の概要
＜事業内容＞
・各地域で地域セミナーを開催
・教育推進校を指定し、推進校ではオリパラを題材にした授業、
競技体験等を展開
・新しい生活様式に対応する新しいオリパラ教育（オンラインに
よる情報交換やアスリート派遣等）を推進
・大会延期からの学びに関する指導案や教材の展開

＜地域拠点数＞
・平成27年度実施地域
３地域（宮城県、京都府、福岡県）

・平成28年度実施地域
12地域（２府10県）

・平成29年度
20地域（１府14県５政令市）

・平成30年度
34地域（１道１府24県８政令市）

・令和元年度、２年度
45地域（１道１府32県11政令市）

オリンピック・パラリンピック教育の推進について 【令和２年度】 ( 前年度予算額：356百万円）
令和２年度予算額：291百万円

道府県等

教育委員会

・継続45地域

指定



京都市

大阪市

神戸市

北九州市

浜松市 静岡市

横浜市

千葉市

中核拠点毎

筑波 早稲田 日体

1 宮城県 岩手県 北海道

2 福島県 埼玉県 栃木県

3 茨城県 岐阜県 千葉県

4 群馬県 静岡県 新潟県

5 長野県 三重県 石川県

6 愛知県 滋賀県 山梨県

7 京都府 鳥取県 兵庫県

8 和歌山県 広島県 岡山県

9 島根県 香川県 高知県

10 山口県 熊本県 大分県

11 愛媛県 札幌市 千葉市

12 福岡県 横浜市 新潟市

13 京都市 静岡市 大阪市

14 北九州市 浜松市 神戸市

15 徳島県 鹿児島県 岡山市

札幌市

新潟市

岡山市

オリンピック・パラリンピック・ムーブメント全国展開事業実施拠点（令和２年度）



レポート・発言・面接・
出席率・試験等を参考に、

興味・進度に応じて、
特に意欲・能力の高い小中学生に、

一層創造性、専門性を向上

ジュニアドクター育成塾
（大学等と連携した科学技術人材育成活動の実践・環境整備支援）

ü 採択期間：5年間
ü 実施規模：24機関（H31現在）

2019年度 新規採択：5機関
ü 支援額：10百万円/機関・年
ü 対象：小学校５年生～中学生

二次段階
（１機関10名程度）
・配属する研究室とのマッ
チング、研究・論文作成
における教員等の個別
指導、各種機会での発
表等により、 創造性・課
題設定能力・専門分野
の能力を伸長。

【事業スキーム】

応募
・自己推薦（保護者推
薦）
・教育委員会・学校推薦
・各種オリンピック・科学

の甲子園Jr出場者
・科学館・博物館等

の取組を通じた推薦
・その他（機関独自の手

法による募集）

各地域に
おける

意欲のある
小中学生

特に

意欲・能力
の高い

小中学生

選抜 選抜

国 大学・高専・
民間団体等運営費

交付金
採択

一次段階（1機関40名程度）
・各種講義、講演、少人数で
の実験、最先端施設の見
学、倫理・社会における科
学の役割等、科学の基礎
を徹底的に学習。科学技
術人材としての基盤を構築。

・多様な分野の受講を経た
後、特に興味を持てる分野
を発見していく。

メンター
（教員や大学院生等）

による、きめ細やかな支援
※3対1～ マンツーマン

全国規模のイベント
（対象：卓越した小中学生）
・各地域の卓越した子供による合同合宿・研究発
表会を数日間実施。

・地域や専門分野を超えて、小中学生が集い切
磋琢磨する機会の提供。

例：ノーベル賞受賞者等による講義・実験、各々
が実施してきた研究の発表会、未知の分野の研
究、国内トップ層の大学生・高校生との交流 等

ノーベル賞受賞者との実験

背景・課題

○ 第4次産業革命を見据えた、未来を創造する人材の早期育成が重要
○ 理数・情報系分野に関して突出した意欲や能力のある小中学生に対する取組が希薄
「全ての子供たちの能力を伸ばし可能性を開花させる教育へ（第9次提言）」（抄）（平成28年5月20日 教育再生実行会議決定）

国は、理数分野等で突出した意欲や能力のある小中学生を対象に、大学・民間団体等が体系的な教育プログラムにより指導を行い、その能力を大きく伸ばすための
新たな取組を全国各地で実施する。

「日本再興戦略2016」（抄）（平成28年６月2日 閣議決定）
新たな時代を牽引する突出した人材の育成に向けて、既存の取組を見直しつつ、理数・情報分野で特に意欲や突出した能力を有する全国の小中学生を対象とした
特別な教育の機会を設けることにより、その能力を大きく伸ばすための取組を検討・推進する。

2019年度予算額 ： 240百万円
（前年度予算額 ： 210百万円）

※運営費交付金中の推計額

事業概要

理数分野で特に意欲や突出した能力を有する全国の小中学生を対象に、大
学等が特別な教育プログラムを提供し、その能力等の更なる伸長を図る。

【事業の目的・目標】



国
協働機関
（大学）

補助金 主幹機関
（大学）

一部委託

コンソーシアム

次世代アントレプレナー育成事業（EDGE-NEXT）

【事業の目的・目標】
○ これまで各大学等で実施してきたアントレプレナー育成に係る取組の成果

や知見を活用しつつ、受講生の拡大や、アントレプレナー育成のロールモ
デル創出加速に向けたプログラムの発展に取り組むことで、アントレプレ
ナーシップ醸成を促進し、我が国のベンチャー創出力を強化する。

【事業概要・イメージ・事業スキーム】
○取組内容：
学生等によるアイディア創出にとどまらず、実際に起業まで行える実践プログ
ラムの構築、アントレプレナー育成に必須の新たなネットワーク構築等、我が
国全体のアントレプレナーシップ醸成に係る取組を実施。

○支援内容：
採択コンソーシアムに対して、アントプレナー育成に係る高度なプログラム
開発等、エコシステム構築に資する費用を支援。
（事業期間終了後の自立的運営に向けて、３・４年目30%以上等の
外部資金の導入の基準を設定）

○ 採択コンソーシアム（主幹機関）：
東北大学、東京大学、名古屋大学、九州大学、早稲田大学

ほか協働機関：19機関、 協力機関：6機関
○支援期間：平成29年度から５年間

背景・課題

事業概要

○ 大学発ベンチャーは、大学の研究成果を新規性の高い製品やサービスに結び付けて新しい事業を創出するイノベーションの担い手としての
活躍が期待されており、市場価値は2兆円程度まで成長。

○ 一方で、我が国における大学発ベンチャーの設立数は、ここ数年は増加傾向にあるものの、依然として一時に比べて低調。教職員・学生の
起業意欲やベンチャーへの関心の低さ、アントレプレナー育成への支援体制の不足、日本全体のアントレプレナーシップ醸成が不十分といった
点が課題。

○ 統合イノベーション戦略2019等に基づき、大学を中心としたスタートアップ・エコシステムを強化していくことが必要。
【統合イノベーション戦略2019（2019年６月21日 閣議決定） 抜粋】

都市や大学の巻き込み、世界を志向する起業家教育やアクセラレータ機能の抜本的強化など新たな取組を追加すると同時に、統合戦略に掲げた取組
も含め、以下の取組を推進する。
• 大学を中心としたスタートアップ・エコシステムの強化
（目標達成に向けた施策・対応策）EDGE-NEXT、SCORE等の起業家教育プログラムの強化

【大学等発ベンチャーの設立数】

資料：文部科学省「産学連携等実施状況調査」

【新たな取組】アントレプレナー教育のコミュニティ”EDGE-NEXT COSMOS”の設立
○ 世界に伍するスタートアップ拠点を形成していくためには優れたアントプレナーの輩出、そのた

めの我が国全体でのアントレプレナーシップ醸成が必要不可欠。EDGE-NEXT参加機関の
みならず、より裾野を拡大し、拠点都市はじめ各地の大学を巻き込んでいく必要がある。

○ EDGE-NEXTに参画していない大学等や起業家育成を支援する個人・企業・団体等を対
象として、新たにEDGE-NEXTの枠組みに参画できるコミュニティを設置。

○ EDGE-NEXT関連のシンポジウム等の情報の発信や、コミュニティ内での大学等と支援機
関のマッチング支援などを行うとともに、一部機関の学生・教職員等に各コンソーシアムで
実施されているアントレプレナー育成プログラムを実際に体験させることで、日本全体とし
てのアントレプレナーシップ醸成とエコシステム構築の加速を図る。

※EDGE-NEXT Community Of Schools to Meet Official Supporters
EDGE-NEXT COSMOS 概念図

令和2年度予算額 445百万円
（前年度予算額 384百万円）



令和２年度予算額 397百万円（令和元年度予算額 429百万円）

成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成（enPiT）

○ 情報技術を高度に活用して、社会の具体的な課題を解決することのできる人材の育成は我が国の極めて重要な課題
○ 高等教育機関においては、実践力の強化 が求められている
⇒ 課題解決型学習（ＰＢＬ）等の実践的な教育の推進により、情報技術人材の育成機能を強化する必要

【事業概要】

【背景 ・ 課題】

第1期enPiT（平成24̃ 28年度）…情報技術を活用して社会の具体的な課題を解決できる人材を育成するため、大学や産業界による全国的なネットワークを形
成し、４つの分野において、大学院修士課程１年生を対象に実際の課題に基づく課題解決型学習等の実践的な教育を推進。

第2期enPiT（平成2８̃令和２年度）…第1期enPiTにおいて産学協働で実施している課題解決型学習等の実践的な教育について、学部学生（3～4年生）を対象に
取組を拡大し、4つの分野において、情報技術を活用し具体的な課題を解決できる人材の育成を推進。

○ 継続性をもって人材育成を行う環境（実践教育ネットワーク）の構築による人材育成機能の強化

○ 情報技術を高度に活用して社会的課題を解決することのできる人材の創出

✔ 大学院修士学生向けの実践教育の普及・自立化を促し、学部生に対して取組を拡大
✔ 人材育成の中心的役割を担う「中核拠点」、中核拠点間の総合調整・ネットワーク形成の要を担う「運営拠点」の設置

（運営拠点を中心とした中核拠点・連携大学・企業等とのネットワークをトップダウンで形成し、より強固な連携を目指す）

【期待される効果】

中核拠点

連携大学

実践教育
の実施

参加大学

連携企業
（ユーザ企業）

連携企業
（ベンダー企業）

学術団体

全国の学生

連携大学連携大学

連携大学

クラウドコンピューティング分野

セキュリティ分野

ビジネスアプリケーション分野

人材・知見
協働ネットワーク

組込みシステム分野

九工大
東工大

神戸大

大阪大

東京大

奈良先端大

東北大

慶應大

北陸先端大

情セ大

名古屋大

九州大

筑波大

産業技術大

はこだて未来大

第１期enPiT（H24～28）
【主な育成対象：修士１年】

第２期enPiT（H28～R2）
【主な育成対象：学部3̃4年】

連
携
協
力

enPiT : Education Network for Practical Information Technologies

セキュリティ分野

ビッグデータ・ＡＩ分野

組込みシステム
分野

中核拠点
（大阪大学）

中核拠点
（名古屋大学）

中核拠点
（筑波大学）

中核拠点
（東北大学）

運営拠点
（大阪大学）

ビジネスシステムデザイン分野

＜実践教育ネットワークの形成イメージ＞
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項目：５．創造的な未来を切り拓く子供・若者の応援 

（２）イノベーションの担い手となる科学技術人材等の育成 
府省名：経済産業省  

 
（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 29 年 4 月に女性、若者／起業家支援資金の若者の利用対象者を 30 歳未満から
35 歳未満に拡充した。 

女性、若者／シニア起業家支援資金利用実績（若者の利用実績） 
平成 28 年度 14,221 件（3,956 件）  78,349 百万円（18,969 百万円） 
平成 29 年度 21,324 件（10,732 件） 106,691 百万円（51,376 百万円） 
平成 30 年度 24,851 件（12,922 件） 128,538 百万円（65,354 百万円） 

新規開業しようとする若者又は新規開業しておおむね 7 年以内の若者に対して、株式
会社日本政策金融公庫による女性、若者／シニア起業家支援資金にて支援をしていく。 
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女性、若者／シニア起業家支援資金【日本政策金融公庫】

女性、若年者及び高齢者の視点を活かした事業を促進するために、起業意欲のある女性・若者・高
齢者を対象に、日本政策金融公庫の融資により支援。

１．対象者
女性、若者（３５歳未満）又は高齢者（５５歳以上）のうち、新規開業しようとする者又は新規開業して概ね７年以内の者

２．資金使途
設備資金及び運転資金

３．貸付限度額
国民生活事業：7,200万円（運転資金は4,800万円） 中小企業事業：72,000万円（長期運転資金は25,000万円）

４．貸付利率
特別利率①（基準利率－０．４０％）、特別利率②（基準利率－０．６５％）、
特別利率③（基準利率－０．９０％）、創業後目標達成型金利
※運転資金及び設備資金（土地に係る資金を除く）は特別利率①
※土地に係る資金は基準利率
※特別利率②は、「技術・ノウハウ等に新規性がみられる事業」のうち、一定の製品化及び売上が見込める中小企業（土地に係る資

金を除く）及び起業支援金の交付決定を受けて新規開業しようとする者又は新規開業した者が対象（土地に係る資金を除く）
※特別利率③は、地方創生推進交付金を活用した起業支援金及び移住支援金の交付決定を受けて新規開業しようとする者又

は新規開業した者が対象（土地に係る資金を除く）
※ 創業後目標達成型金利は、新規開業しようとする者又は新規開業して税務申告を2期終えていない者で最近の決算期における売

上高減価償却前経常利益率がマイナスのもののうち、原則として貸付後2期目の決算期における売上高減価償却前経常利益率
が5％超となること等が見込まれるものが対象で特別利率①を適用（土地に係る資金を除く）。原則として貸付後2期目の決算期
における売上高減価償却前経常利益率が5％超等の一定の要件を達成した場合、貸付から3年経過後の貸付利率を特別利率①
－0.2％（土地に係る資金を除く）

※中小企業事業においては、特別利率の適用限度は27,000万円（27,000万円超は基準利率）
５．貸付期間
設備資金：２０年以内 運転資金：７年以内 ※据置期間 設備資金及び運転資金２年以内
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新創業融資制度【日本政策金融公庫（国民生活事業）】
創業を強力に支援するため、日本政策金融公庫（国民生活事業本部）新規開業支援資金等の貸付制
度を利用する場合に、事業計画（ビジネスプラン）の審査により、無担保・無保証人（本人保証無し
）とする特例措置。

１．対象者
新たに創業する者、又は創業して税務申告を２期終えていない者で、一定の要件（下記）に該当する者。

２．貸付限度額
３，０００万円（運転資金は１,５００万円）

新たに創業する者、創業後税務申告未了の者は、
開業資金総額の１／１０以上の自己資金が必要。
ただし、認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める
者等については、その要件を満たすものとする。

３．貸付条件
無担保・無保証人（原則不要）

４．貸付期間
各種融資制度に定める返済期間以内

５．貸付利率
日本政策金融公庫が別に定める利率

※本制度は女性、若者／シニア起業家支援資金、新規開業支援資金、再挑戦支援資金、中小企業経営力強化資金等の融資制度を利用する場合に併用することが可能。

1.雇用の創出を伴う事業を始める者
2.技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める者
3.現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する
者
(1)現在の企業に継続して6年以上勤務している者
(2)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上勤務している者
4.大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上勤務してい
る者で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める者
5.産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業を受けて事業を始め
る者

6.地域創業促進支援事業又は潜在的創業者掘り起こし事業の認定創業スクール
による支援を受けて事業を始める者
7.公庫が参加する地域の創業支援ネットワークから支援を受けて事業を始める
者
8.民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める者
9.前1～8までの要件に該当せず事業を始める者であって、新たに営もうとする
事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が
十分あると公庫が認めた者で、1,000万円を限度として本資金を利用する者
10.既に事業を始めている場合は、事業開始時に前1～9のいずれかに該当した
者

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

1400.0

1600.0

平成18 平成19 平成20 平成21 平成22 平成23 平成24 平成25 平成26 平成27 平成28 平成29 平成30

金額（億円） 件数（年度）


	2-0 表紙
	2-1-1（文科省）点検・評価シート 
	2-1-2　文化芸術による子供等総合育成事業
	2-1-3　優秀な外国人留学生の戦略的受け入れ
	2-1-4　大学等の留学生交流の支援等
	2-1-5　留学生数
	2-1-6　オリパラ教育事業概要45地域【Ｒ２予算案】200629
	2-1-7 ジュニアドクターポンチ絵（H31予算）
	2-1-8　次世代アントレプレナー育成事業（EDGE-NEXT）
	2-1-9　【専・提出】191215_成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成（enPiT）r
	2-2-1（経済産業省）点検・評価シート
	2-2-2 ★差し替え「女性、若者／シニア起業家支援資金」、「新創業融資制度」



