文部科学省生涯学習政策局

つ客観的な根拠に基づく政策を推進するための基盤整備

総合教育政策局の設置について

月、文部科学省は新時代の教育政策実現

を行う。⑵人材育成、環境整備、事業支援といった視点

２０１８年
に向けた大きな組織再編を行う。

きる学びを推進する。

には、教育政策やその推進のための行政組織も不断に進

新しい価値を創造することのできる人間を育成するため

れる。こうした変化に対応し、これをリードし、さらに

り、教育を取り巻く環境も大きく変化していくと考えら

えて、より一層強固に取り組みを推進するために体制の

であるが、今回の組織再編は、時代の大きな変化も踏ま

局として生涯学習社会の実現の推進を図ってきたところ

なお、生涯学習政策局は、これまでも教育分野の筆頭

１９６０年代にＵＮＥＳＣＯが提唱した「生涯教育」

●生涯学習局の設置

これまでの組織再編などの経緯

見直しを図るものである。

な教育政策を企画立案し推進するとともに、②総合的か

の実現に向けて、①教育振興基本計画の策定など総合的

政策局を設置し、⑴教育基本法に定める生涯学習の理念

このことを踏まえ、教育分野の筆頭局として総合教育

化しなければならない。

から、生涯にわたる学び、地域における学び、ともに生

人生１００年時代、超スマート社会（ Society 5.0
）、グ
ローバル化や人口減少など社会構造は急速に変化してお
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総合教育政策局の新設（再編の概要）
総合的な教育改革を推進するための機能強化

※総合教育政策局に係る主要な再編のみを表示。
※総合教育政策局に係る主要な再編のみを表示。

【平成30年10月以降】

【現行】
生涯学習政策局（６課１参事官）

再編

総合教育政策局（７課）
政策課
教育改革・国際課
調査企画課
教育人材政策課
生涯学習推進課
地域学習推進課
男女共同参画
共生社会学習・安全課

政策課
生涯学習推進課
情報教育課 学校における情報教育
社会教育課
青少年教育課
男女共同参画学習課
参事官(連携推進・地域政策)
初等中等教育局（10課１参事官）

初等中等教育局（９課１参事官）

海外子女教育

国際教育課 外国人児童生徒
健康教育・食育課
学校安全
教職員課
全国学力・学習状況調査
参事官(学校運営支援担当) コミュニティ・スクール

情報教育・外国語教育課
参事官（高校担当）

高等教育局（８課１参事官）
大学振興課

高等教育局（８課１参事官）
※上記のほか、大臣官房に１参事官置く

教員養成

※課の名称は現在内閣法制局審査中であり、法制的な観点から変更される可能性がある

総合教育政策局の新設（再編の概要）
総合的な教育改革を推進するための機能強化

世紀のための教育体系の再編

（ life-long education
） の 考 え 方 や、 社 会 教 育 審 議 会 や 中
央教育審議会における議論を経て、１９８６年の臨時教

育審議会答申において、

成として、従来の学校教育中心の考え方を脱却し、生涯

学習体系への移行を推進することが打ち出された。

１９８８年、文部省（当時）は、文教政策全体として

生涯学習体系への移行を目指すため、既存の社会教育局

を改組して生涯学習局を設置し、その任務として生涯学

習に関する企画調整を位置付けた。

１９９０年には、
「生涯学習の振興のための施策の推進

体制等の整備に関する法律」が成立した。

●生涯学習政策局への移行

２００１年の文部科学省への再編に際し、生涯学習局

は生涯学習政策局に再編された。これは、政策形成をよ

り重視する観点から、生涯学習政策の立案機能を強化し、

一層の推進を図るため、中央教育審議会の運営や調査統

計などの所掌を同局に移管し、学校教育も含めた教育政

策に関する企画調整機能を強化することが目的であった。
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２００６年に改正された教育基本法においては、生涯

充実した生涯を送ることができる環境の実現を目指す。

誰もが必要な時に必要な教育を受け、また学習を行い、

強力かつ効果的に推進し、文部科学省の先頭に立って、

学習社会実現の重要性に鑑み、新たに第３条として「生

局の名称については、学校教育 社会教育を通じた教

●教育基本法の改正

涯学習の理念」に関する規定が設けられ、教育全体の普

・

・

育政策全体を総合的

・

づく教育政策を推進

学校教育 社会教育を通じた総合的かつ客観的根拠に基

❶〉

横断的に推進する機能の重要性が

遍的理念として生涯学習社会の実現を目指すことが明確

より明確となるよう、「総合教育政策」を冠するもので

〈総合教育政策局のミッション

ある。

化された。
今後に向けて、この法改正の趣旨を実現することが重
要な課題となっている。

総合教育政策局設置の目指すもの
社会が大きく、かつ急速に変化する中で、生涯学習社

・

総合教育政策局は、学校教育 社会教育を通じたさま

ざまな視点から教育政策全体を推進（立案 実施 評価

・

一方で、生涯学習局または生涯学習政策局が設置され

改善）する中核的機能を総合的に担い、総合的かつ客観

・

た後も、学校教育政策と社会教育政策とが縦割りで展開

的根拠に基づく教育政策の推進に取り組む。また、教育

会実現の重要性は一層高まっている。

されているとの指摘もあり、生涯学習政策の一層強力な

を支える専門人材の育成については、業務を一元化して

・

政策の強化に取り組む。

推進が不可欠と考えられる。
今回の組織再編によって新たに設置される総合教育政
策局は、これまでの取り組みを大きく前進させ、学校教
育と社会教育を通じた包括的で一貫した教育政策をより

なぜ今、総合教育政策局の設置が必要なのか 〜現状の課題と⽬指す⽅向性〜
現状の課題

組織再編により⽬指す⽅向性

学校教育政策と社会教育政策の
分断・縦割り

学校教育・社会教育を通じた教育政策全体を総合的・横断的に推進するとともに、
教育基本法第３条の⽣涯学習の理念に基づいた⽣涯学習政策の実現を⽬指す

教育⼈材育成
の政策⽴案が
３つの局に
分かれている

総合的・計画的な教育政策の企画⽴案・調整
・局全体の総括
・中央教育審議会の運営
・教育振興基本計画の策定 等

⼈⽣100年
時代の
継続的な
学びの推進
が必要

教育改革・国際課
教育のグローバル化等の環境変化を捉えた教育改⾰の推進
・教育改⾰に関するとりまとめ及び教育改⾰の推進
・次世代の教育に係る研究開発や実証研究の強化
・国際理解教育の推進等の教育分野の国際業務 等

調査企画課

地域課題解決
や社会参画の
ための学び
が必要

総合的・客観的根拠に基づく教育政策⽴案（EBPM)の推進
・学校基本調査、社会教育調査等の基幹統計調査
・全国学⼒・学習状況調査
・国⽴教育政策研究所と連携した総合的な情報収集 等

教育人材政策課

社会教育を中⼼とした学びを総合的に推進する体制整備

総合的・
客観的根拠に
基づいた
政策⽴案の
強化が必要

総合的かつ客観的根拠に基づく教育改⾰政策の推進

教育政策
全般にわたる
企画・⽴案
機能の強化
が必要

政策課

生涯学習推進課
⼈⽣100年時代を豊かに⽣きる「⽣涯にわたる学び」の推進
・専修学校教育振興室
・⺠間教育事業振興室
・職業教育担当
・学び直し推進担当 等

地域学習推進課
活⼒ある社会を持続可能とする「地域における学び」の推進
・地域学校協働活動推進室
・家庭教育⽀援室
・⻘少年教育室
・社会教育施設担当 等

男女共同参画共生社会学習・安全課
誰もが社会に参画する「ともに⽣きる学び」の推進
・男⼥共同参画学習室
・障害者学習⽀援推進室
・安全教育推進室
・外国⼈児童等担当 等

教育を⽀える専⾨⼈材の強化
・従来は初等中等教育局と⾼等教育局とに分かれていた教員の養成・採⽤・研修の業務を⼀元化
・併せて、⽣涯学習政策局で⾏われていた社会教育主事等の社会教育⼈材の育成に関する業務も⼀体的に⾏うことで、
教育を⽀える専⾨⼈材の育成政策の総合的な推進を図る
※その他、社会教育の推進に関する業務を課を超えて横断的に束ねる者を置く。
※課の名称は現在内閣法制局審査中であり、法制的な観点から変更される可能性がある。

なぜ今、総合教育政策局の設置が必要なのか～現状の課題と目指す方向性～

⑴
総合的かつ客観的根拠に基づく教育改革政策の推進

■政策課

・

調整機能を有し、教育関係施策の総括お

教育政策推進の中核として、総合的 計画的な教育政

策の企画立案
・

よび調整を行う。
「中央教育審議会」の運営や「教育振興

基本計画」の策定などにおいて、社会の変化に対応し、

「調査企画課」との緊密な連携の下、総合的かつ客観的根

拠に基づく教育政策ビジョンを形成するとともに、当該

国際課

ビジョンに基づく政策の立案をより効果的に推進する。

■教育改革
・

教育のグローバル化や情報化などわが国の教育環境の

変化を迅速に捉え、広く教育改革に関する動向の調整お

よび取りまとめを行い、時宜に適った教育改革を推進す

るとともに、次世代の教育の研究開発や実証研究を強化

する。

「在外教育施設への支援」や「国際理解教育の推進」を

初等中等教育局から移管するなど、教育分野の国際関連

業務も担当し、国際的な動向を踏まえた教育政策の企画
・

推進を効果的に行う。

■調査企画課
・

：
EBPM

教育政策を効果的 確実に推進するため、教育におけ
る 総 合 的 か つ 客 観 的 根 拠 に 基 づ く 政 策 立 案（
）を推進する。
Evidence-Based Policy Making
ＥＢＰＭの推進に当たっては、数値化しやすい情報だ

する。

また、グローバルな視点から教育政策を検討するため、

外国調査を担当するとともに、国立教育政策研究所とも

連携を強化しつつ、国際動向を踏まえた未来に向けての

政策立案のため、総合的な情報の蓄積を図る。

これらを通じ、教育関係の政策調査などから得られる

情報や知見を政策立案につなげる機能を強化する。

⑵

けでなく、教育政策の本質に照らし、その立案や評価を
行うために必要となるさまざまな情報（実例や社会的ニー

■教育人材政策課

従来、初等中等教育局と高等教育局とに分かれて担当

・

連携しつつ総合的に把握 分析することが不可欠である。

していた教員の養成 免許 研修に関する業務を一元化

教育を支える専門人材育成政策の強化

ズ、関係者の意見なども含む）を地方や現場とも密接に

その上で、そこで得られた情報（根拠）や知見を政策

し、より総合的

・

遂行のプロセスにしっかりと反映させるとともに、国民

の社会教育関係人材の育成 研修に関する業務も他の部

・

への説明責任を果たすことが必要であり、これらに係る

局と連携しつつ行うことにより、教育を支える専門人材

・

手法などを開発 形成 確立することが緊急の課題となっ

の育成政策の総合的な推進を目指す。
（なお、学芸員に関

効果的に実施する。社会教育主事など

ている。

・

する施策は、新たに文化庁が中心となり、総合教育政策

・

このため、既存の「調査統計企画室」を課に昇格させ、

局とも連携しながら、その充実を図っていくこととなる。）

・

学校基本調査や社会教育調査などの基幹統計調査のほか、
初等中等教育局から「全国学力

・

学習状況調査」を移管

＊新たな官房参事官の配置
新たに大臣官房に参事官を置き、幼児期から高齢期に

⑴ 人生１００年時代を豊かに生きる「生涯にわたる学
び」の推進

いた教育財源に係る重要な課題について、総合教育政策

える観点から、これまで各局において独立して対応して

教育 社会教育を通じた「生涯にわたる学び」を推進す

として活躍するための能力やスキルの育成を含め、学校

人生１００年時代においては、生涯にわたって職業人

■生涯学習推進課

局と密接に連携しつつ、機動的かつ効率的に関係府省や、

ることがより重要となる。

至るまで生涯を通じて教育と学習を継続できる環境を整

関係局課等との調整、企画立案を実施する。

・

〈総合教育政策局のミッション

育

けるリカレント教育や初等中等教育におけるキャリア教

このため、専修学校教育の振興に加え、大学などにお

生涯にわたる学び、地域における学び、ともに生きる学

いつでも、どこでも学べる社会」を実現するための総合

❷〉

びの政策を総合的に推進

・

職業教育も含めた関係施策を取りまとめ、「誰でも、

また、各種検定試験や高卒程度認定試験など、学びの

的な舵取りを行う。

生きと暮らし、互いを認め支え合い、活力ある社会を持

成果を適切に評価する仕組みの設計や運用を行うととも

総合教育政策局は、誰もが生涯にわたって豊かに生き

続可能とするために必要な社会教育などの学びを一層推

に、他府省のさまざまな生涯学習関連施策との協力を進

えるようにするための基盤整備に取り組む。

めるなど、誰もが生涯に何度でも質の高い学習活動を行

進する。
このため、地域におけるさまざまな学習活動を支援す
るとともに、地域における学びを先導する人材の育成や
社会教育施設の活性化を推進するなど、社会教育の振興
を強力に進める。

・

らず人々が安全 安心に生き生きと暮らしていくために

住民一人一人の人生を豊かにする学習、少子高齢化や

のとするための鍵は、住民の主体的な社会参画にある。

人口減少社会において、活力ある社会を持続可能なも

徒への指導など、
「共に生きる学び」を総合的に支援し推

に関する学習活動、障害者の生涯学習や外国人児童 生

女共同参画基本計画」を踏まえた男女共同参画社会形成

男女共同参画社会基本法や、それに基づく政府の「男

は、人々の社会参画と活躍の基盤となる学びの環境整備

人口減少など地域が直面する課題の解決や地域活性化の

進する。また、安全 安心な共生社会を実現するために、

⑵ 活
 力ある社会を持続可能とする「地域における学び」
の推進

ための学習など、
「地域における学び」を学校教育と連携

地域と密接に結び付いた学校安全の推進や青少年の有害

が必要である。

しながら強力に推進する。また、学校や家庭との連携が

環境対策も一元的に担う。

■地域学習推進課

不可欠な青少年教育および家庭教育支援に関する業務を

・

・

生徒などが自らの生命や身体を守るとともに、

・

児童

・

・

・
安全

集約するとともに、社会教育 青少年教育 家庭教育支
援などに関する団体との連携の強化や施設の活性化など

が連携し、学校の安全確保に取り組む体制づくりを加速

安心な共生社会を実現するためには、地域と学校

にも取り組む。

することが必要である。このため、安全教育を担う室を
⑶ 互
 いを認め、支え合い、誰もが社会に参画する「と
もに生きる学び」の推進

た形で推進する。

青少年の有害環境対策と併せて、安全教育をより充実し

新設し、室長の下で、ネットを通じた犯罪被害防止など

■男女共同参画共生社会学習 安全課

・

互いを認め、支え合い、誰もが自信と誇りをもって社
会に参画し、性別や国籍の違い、障害の有無などに関わ

＊「社会教育振興総括官」の配置
生涯学習社会の実現に向けて、社会教育の振興は一層
重要である。社会教育に関する業務は、
「生涯にわたる学
び」
「地域における学び」
「ともに生きる学び」など、幅
広く人々の学びを支援するものである。これを進めるた
めには、総合教育政策局はもとより、文化庁やスポーツ
庁、学校教育担当部局における業務との連携が不可欠で
ある。
こうした社会教育に関する政策や業務の総合的な調整

・

推進は、特定の局課を超えて、関係業務をより統括的に
束ね、相互の有機的な連携を確保しながら全体を動かす
ことのできる立場の官職において担うことが適切と考え
られる。このため、総合教育政策局に新たに「社会教育
振興総括官」を配置し、関係業務の連携を緊密化すると
ともに、社会教育の一層の振興を図る。
２０１８年３月に、文部科学大臣は中央教育審議会に
対して、
「人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会
教育の振興方策について」を諮問したところであり、
「社
会教育振興総括官」は、中央教育審議会における検討の

取りまとめの中心となり、新時代の社会教育のあり方を
構想し、実現を目指す。

※課の名称等は、今後法制的な観点から変更される可
能性がある。

