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１．平成 30年度終了プロジェクト研究 

 

（１）「地方教育行政の多様性・専門性に関する研究」 

【研究期間：平成２８～３０年度】 
 

〔報告書①〕新教育委員会制度下の教育政策の総合調整 
〔報告書②〕地方教育行政の組織と機能に関する国際比較研究 
〔報告書③〕市町村の教育施策としての小中一貫教育に関する研究 
〔報告書④〕県費負担教職員制度運用の多様性に関する調査研究 

―「平成の大合併」以降の教員人事を中心に― 
〔報告書⑤〕地方創生と教育行政 

 
（２）「「次世代の学校」における教員等の養成・研修，マネジメント機能強化に関す

る総合的研究」 【研究期間：平成２９～３０年度】 
 

〔報告書①〕「次世代の学校」実現に向けた教育長・指導主事の資質・能力向上に

関する調査研究報告書 
〔報告書②〕学級規模と指導形態による授業中における教師の指導の状況と児童

の学習行動の違いに関する実験的研究 
 
２．各プロジェクト研究の目的・概要，成果  
 別添を参照 
 
３．ウェブサイトへの掲載  
 報告書の概要及び報告書本体は，当研究所のウェブサイトに掲載しています。 
（http://www.nier.go.jp/05_kenkyu_seika/seika_digest_h30a.html） 

 国立教育政策研究所では，平成 30 年度に終了するプロジェクト研究について，

その報告書を取りまとめましたのでお知らせします。 



 
 
 

（お問合せ先） 
（１）について 
  国立教育政策研究所 教育政策・評価研究部 
    部長 渡邊 恵子  
     電話：０３－６７３３－６９４０（直通） 
    総括研究官 本多 正人 
     電話：０３－６７３３－６９４２（直通） 
（２）について 
  国立教育政策研究所 初等中等教育研究部 
    部長 猿田 祐嗣 
     電話：０３－６７３３－６８６０（直通） 



多様に展開する地方自治体の教育施策に関する研究地方教育行政組織に関する研究

国立教育政策研究所 平成28年度～30年度プロジェクト研究 地方教育行政の多様性・専門性に関する研究

平成27年度の新教育委員会制度への移行や，地方分権改革，地方創生，人口減少社会への対応など，地方自治体の教育行政に影響を与えうる施策が
相次いで実施されている。本研究は，このような状況を踏まえ，新教育委員会制度や地方分権改革の効果・影響を検証することなどにより，今後の
地方自治体における教育施策の立案等に資する基礎的な知見を得ることを目的として実施した。
成果は以下の５冊の報告書にまとめた。大きくは，教育委員会制度に関する研究と多様に展開する地方自治体の教育施策に関する研究に分けられる。

報告書１「新教育委員会制度下の教育政
策の総合調整」

平成27年度からの新教育委員会制度の下で，各
都道府県が地域の状況等に応じ，総合教育会議
の運営や大綱の策定に多様に取り組んでいる動
態を明らかにした。

報告書２「地方教育行政の組織と機能に
関する国際比較研究」

諸外国（教委制度を持たない国を含む）を対象
に，地方教育行政の組織と機能を比較し，いず
れの国においても，特に政治的中立性が求めら
れる教職員の人事や教科書採択等については特
定の党派的勢力の介入を抑制するための仕組み
－合議制による決定や専門家による決定－が見
られることを明らかにした。

報告書３「市町村の教育施策としての小中一貫教育に関する研究」

平成28年度から制度化された小中一貫教育の導入状況に着目し，導入市町村における
取組状況などをまとめた。また，市町村の視点から見た場合，人口減少地域の学校を
存続させ，地域と連携した特色ある教育活動を推進することにも，小中一貫教育の制
度化の意義を見い出せることなども明らかにした。

報告書４「県費負担教職員制度運用の多様性に関する調査研究」

市町村合併や教育事務所の再編・統合が進む中で，都道府県における県費負担教職員
の広域人事異動の実態がどのように変容したかを分析した。また，近年一部の道府県
で広域人事異動を補完するものとして広がりを見せている地域限定採用の現状を示し
た。

報告書５「地方創生と教育行政」

地方教育行政において取り組まれている地方創生関連施策について，義務教育段階
（コミュニティ・スクール），高等学校段階（高等学校の再編整備や設置者変更によ
る存続の取組），高等教育段階（公設民営大学の公立大学法人化）に焦点を当て，そ
の具体的な取組の一端を明らかにした。



 

 

国立教育政策研究所 平成２８-３０年度プロジェクト研究 

「地方教育行政の多様性・専門性に関する研究」 

 

「報告書１ 新教育委員会制度下の教育政策の総合調整」 

の概要について 

 

本報告書は，国立教育政策研究所のプロジェクト研究である「地方教育行政の多様性・

専門性に関する研究」において行った，教育委員会制度改革後の地方教育行政の政策過

程に関する研究の成果を報告書に取りまとめたものです。 

平成27年度からの新教育委員会制度により，首長と教育委員会により構成される総合

教育会議の設置，首長による教育，学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の

策定などが地方自治体に義務付けられましたが，この新制度下，各都道府県が地域の状

況等に応じて，総合教育会議の運営や大綱の策定に多様に取り組んでいる動態を明らか

にしました。 

 

１．調査研究の目的・概要 

（１）調査研究の目的 

平成27年度から実施された新しい教育委員会制度により，各地方自治体には教育長と教育

委員長を一本化した新教育長職の設置，総合教育会議の設置，そして教育，学術及び文化の

振興に関する総合的な施策の大綱（以下，教育大綱）の策定が義務づけられた。本報告書で

は，このような新たな制度の導入によって地方自治体における教育施策内容及び教育施策の

立案・実施過程にどのような変化が生じたかを明らかにすることを目的とした。 

具体的には，地方自治体における総合教育会議の設置・運営の過程やその影響・効果を解

明すること，教育大綱の策定過程や策定による影響・効果を検証することを目的としつつ，

一般行政と教育行政との連携関係，教育施策の計画立案・評価の過程，教育行政における専

門性確保などの観点からの考察を試みた。 

 

（２）調査研究の概要 

都道府県における総合教育会議と教育大綱に焦点を当てた質問紙調査，ウェブ調査，訪問

調査を実施し，データの分析と考察を行った。全体で５章構成であるが，１章から３章まで

はそれぞれに主題を掲げた論稿を配置し，４章と５章はその主たる根拠や情報源となった都

道府県質問紙調査結果及び９県への訪問調査結果をふまえた事例報告である。 

 

２．研究成果の概要 

第１章 新教育委員会制度と教育政策の企画と調整 



本章では，都道府県における総合教育会議と教育大綱の所管部署に着目し，教育行政と一般行

政との調和という法令の理念を，調整の側面から検討した。総合教育会議の事務局体制をどこが

担うか，法律で定められた協議・調整すべき事項に関して具体的な議題をどのように設定してい

るか，どのような関係者又は学識経験者から意見を聴取しているか，行政組織内の各部署がどの

ような関心をもっているか，などの観点から各自治体の具体的な運用を分析した。 

総合教育会議が設けられたことで，教育行政・教育政策は新たな調整の場を獲得したとも考え

られ，そのことで自治体行政におけるプレゼンスを高められる可能性があることなどが分かった。 

 

第２章 総合教育会議の役割と教育行政の専門性 

本章では，都道府県が公開している諸資料から総合教育会議に期待される役割を通覧し，その

役割に添うためにどのような運用上の工夫がなされているかを紹介するとともに，地方における

教育行政の専門性が総合教育会議の活用によっていかにして確保されているかを検討した。 

総合教育会議への期待については，首長と教育委員会が十分な意思疎通を図り，地域の教育の

課題やあるべき姿を共有することや，両者の情報交換，連携の強化といった役割が強く期待され

ていた。このような役割期待に対して，総合教育会議の運営上の工夫については，都道府県によ

って多様な工夫がなされている状況が明らかになった。教育行政の専門性の確保に資する取組も

見られ，総合教育会議事務局人事，会議の回数や準備上の調整や配慮，教育の専門家等の有識者

の参加のための総合教育会議運営形態などの事例を紹介した。 

 

第３章 総合教育会議の運営と新たな教育施策の展開 

本章では，各都道府県における教育大綱の策定や協議内容について整理検討し，併せて総合教

育会議の成果等を分析した。 

総合教育会議の事務局の配置，開催回数，大綱の策定，協議内容，成果と課題など，それぞれ

都道府県によって大きく異なり，総合教育会議の運営が多様に展開されている実態が明らかにな

った。また，総合教育会議の成果は，会議開催回数が多くない場合にも見られるが，開催回数が

多いほど知事と教育委員会の連携が深まり，総合教育会議が協議の場にとどまらず，知事と教育

委員会の間で施策の調整を図る場となっているという傾向も浮き彫りになった。 

 

第４章 都道府県質問紙調査 

平成29年12月に各都道府県を対象に実施した「総合教育会議による教育施策の新たな展開に関

する調査」は，全ての都道府県からの回答を得た。本章では，その結果をまとめて示したが，主

な調査項目は，「総合教育会議事務局の組織」「総合教育会議の運営と開催状況」「教育，学術及び

文化の振興に関する施策の大綱の策定過程と内容」「総合教育会議の成果と課題」等である。 

 

第５章 総合教育会議の運営事例 

第４章の質問紙調査の結果等から総合教育会議の運営又は教育大綱策定過程等において特色

がみられる秋田，埼玉，富山，静岡，岐阜，三重，滋賀，奈良，鳥取の９県に対して訪問調査を

実施した。本章では，訪問調査から得られた情報や知見をもとに，事例分析を試みた。 



 

 

国立教育政策研究所 平成２８-３０年度プロジェクト研究 

「地方教育行政の多様性・専門性に関する研究」 

 

「報告書２ 地方教育行政の組織と機能に関する国際比較研究」 

の概要について 

 

本報告書は，国立教育政策研究所のプロジェクト研究である「地方教育行政の多様性・

専門性に関する研究」において行った，地方教育行政の組織と機能に関する国際比較研

究の成果を報告書にとりまとめたものです。 

日本のような教育委員会制度を持たない国を含めた諸外国（アメリカ，イギリス，ド

イツ，フィンランド，韓国，ニュージーランド）を対象に，地方教育行政の組織と機能

を比較し，いずれの国においても，特に政治的中立性が求められる教職員の人事や教科

書採択等については特定の党派的勢力の介入を抑制するための仕組み－合議制による決

定や専門家による決定－が見られることを明らかにしました。 

 

１．調査研究の目的・概要 

（１）調査研究の目的 

2015（平成27）年度から実施された現行の教育委員会制度の制度化に向けた議論に際して

は，教育委員会不要論や教育委員会必置規制廃止論の主張に対し，教育関係者は教育の政治

的中立性や継続性・安定性を確保するために教育委員会制度を維持すべきと主張した。 

本研究では，教育の政治的中立性や教育行政の継続性・安定性という価値を共有すると考

えられる民主主義体制を採る先進諸国においても，多様な教育行政制度が採用されているこ

とに着目し，それらの国における地方教育行政の組織と機能を明らかにし，日本と比較する

ことにより，日本の教育委員会制度の特徴を改めて検証することを目指した。 

 

（２）調査研究の概要 

日本のような教育委員会制度を持たない国を含めた諸外国（アメリカ，イギリス，ドイツ，

フィンランド，韓国，ニュージーランド）を対象に，地方教育行政の組織と機能を比較した。 

  【研究期間：平成２８～３０年度，研究代表者：渡邊恵子（教育政策・評価研究部長）】 

   

２．研究成果の概要 

（１）比較を通じて得られた知見 

  各国調査の結果を踏まえた比較に基づき，特定の党派的勢力の介入を抑制する仕組みという観

点から地方教育行政組織の在り方を分析し，次のような類型化を試みた。 

 



  Ⅰ：教育行政が他の行政とは異なる組織形態を採っている 

     ①教育に特化した自治体における教育委員会（合議制）の仕組み（アメリカ） 

     ②一般の自治体における教育委員会（合議制）の仕組み（日本） 

     ③一般の自治体における公選教育監（独任制・教育の専門家）の仕組み（韓国） 

 Ⅱ：教育行政が他の行政と同様の組織形態を採っている 

④学校に権限を委譲し，学校に合議制の組織を設ける仕組み（イギリス，ニュージーランド） 

     ⑤教育行政もそれ以外の行政分野も合議制の組織で決定を行う仕組み（フィンランド） 

     ⑥教育行政にも学校にも審議組織が置かれ，多様な意見を反映する仕組み（ドイツ） 

また，いずれの国においても，特に政治的中立性が求められる教職員の人事や教科書採択等に

ついては特定の党派的勢力の介入を抑制するための仕組み－合議制による決定や専門家による決

定－が見られることを明らかにした。また，日本の特徴として，自治体の持つ権限が大きく，ま

た，首長が広範な権限を有していることを示し，教育委員会という合議体による決定の仕組みの

意義を指摘した。 

 

（２）アメリカにおける地方教育行政の組織と機能 

  連邦制国家のアメリカで教育に関する権限を有するのは州政府（states）である。実際には教

育の地方統制の理念に基づき，下部政府である地方学区（district）が初等中等学校の管理・運

営を担う。連邦には教育に関する権限はなく，補助金交付の交換条件として学力向上努力を求め

る等の形でのみ影響力を行使する。州も直接に初等中等学校を所管することはなく，各種の大枠

の規定のみを定める役割のみを担うことが多い。実質的に初等中等教育を担う地方学区は教育行

政のためだけに設置される特別目的政府であり，日本の市町村に相当する一般目的政府（シティ，

バラー等）から完全に独立している。地方学区には合議制機関として教育委員会（board of 

education，公選制）が設置され，独自の財源（財産税）を持つ。こうして地方学区という制度

を通じて，一般行政・政治からの高い独立性を保持した地方教育行政が展開される点に，アメリ

カの大きな特色がある。 

 

（３）イギリスにおける地方教育行政の組織と機能 

  イギリスには，アメリカのように教育行政だけを担当する特別な自治体もなければ，日本のよ

うに自治体の中で教育行政を担当する特有の組織なく，一般の広域自治体において他の行政分野

と同様な組織が教育行政も担当している。 

  しかしながら，それは首長が教育行政を直接担当することを意味するものではない。教職員の

人事や，授業で使用する教科書の決定のみならず，人件費を含めた学校予算の使途の決定など，

日本では自治体の教育委員会が担う機能を学校レベルにおける合議制組織である学校理事会

（school governing body）に委ねている。学校理事会を学校における意思決定機関とし，学校理

事となる保護者と教職員は互選で選出される。また，学校理事は①特定の組織の意向を代表しな

いこと，②多様な意見を尊重すること，③意思決定においては学校及び児童生徒のニーズを最優

先することとされており，少数意見も含めたコンセンサスの形成を重視する制度設計となってい

る。 



 

（４）ドイツにおける地方教育行政の組織と機能 

ドイツでは教育行政組織も一般の行政組織の中に位置付いている。 

ドイツは 16 州で構成される連邦国家である。行政組織は，連邦レベル，州レベル，自治体レ

ベルに区分できる。教育に関する権限は，州に属する（ドイツ基本法第７条他）。各州は，それ

ぞれに州憲法や州学校法等において，初等中等教育の目的・目標，学校の種類，修学年限，教育

課程等の枠組みを定め，実施している。学習指導要領等も各州が定めている。州は教育の目的や

目標，教育課程，教科書等に関する事項について幅広い権限を持つ。ほとんどの公立学校は，地

方自治体が設置者であるが，教員は州の公務員となっており，給与等は州が負担する。 

郡，中核市及び市町村は，基本的に住民の選挙により長及び議会議員が選出される。長の管理

下にある行政組織は一般的には議会から独立している。一般に首長は議会議長を兼ねるとともに，

行政部の指揮をとる。 

郡や中核市レベルには学事課があるが，これは州の行政組織である。学校設置者である市町村

等は学校教育の外的事項を担当する。市町村等の教育行政組織は，その他の行政組織と全く同様

である。市町村等の教育担当部課は，学校設置者として学校の施設設備の維持管理，教員以外の

学校事務職員等の採用・配置とその経費負担等を行う。 

学校では，教員代表，保護者代表及び生徒代表を中心に構成される学校会議が，学校プログラ

ム（基本方針），週５日制か６日制か，新しい授業方法，等を決定する権限を持つ。校長は学校

教育全般に責任を持つ。教科書や教材の購入については，教員会議が学校会議に提案を行う。 

 

（５）フィンランドにおける地方教育行政の組織と機能 

フィンランドの教育行政は，国が基盤整備を担い，基礎自治体が実施を担うという役割分担が

基本的になされているが，基礎自治体であるクンタの裁量が極めて大きい点に特徴がある。実際，

1990 年代の行政改革により，義務教育の提供に関わる様々な権限が，クンタへと委譲され，法に

よる統制など国による規制も大幅に緩和されている。 

大きな裁量を持つこととなったクンタは，教育を担当する唯一の自治体である。クンタでは，

議院内閣制が採られており，最高意思決定機関は議会である。教育行政を担うのは，この議会の

下に置かれた分野別の専門委員会である文教関係の委員会である。議会の議員の中から選任され

た委員から構成され，その事務を担う組織として，自治体には教育担当部局が置かれている。 

ほとんどの自治体が，文教関係の委員会及び自治体の教育担当部局を置いているが，必置とさ

れているわけではない。委員会の委員は，政治家であるため，必ずしも教育分野における資格や

経験が求められているわけではないが，それを支える教育担当部局には，教員経験者や副校長・

校長等管理職経験者等，学校勤務経験のある者が多く任用されている。地方教育行政における最

終的な意思決定は政治家から構成される委員会によって行われるが合議制であるほか，教育課程

の編成や教科書の選定等，教育提供に関わる事柄についての実質的な意思決定の多くが学校や自

治体の教育担当部局によってなされているなど，教育の専門家である現場の裁量が一定程度尊重

されている。 

 



（６）韓国における地方教育行政の組織と機能 

韓国の地方教育行政は，全国 17 の広域自治体が担当し，各地には独任制の執行機関として教

育監が置かれている。また広域自治体の議会には，常設委員会である教育委員会が置かれ，議決

機関の役割を担っている。教育監は，首長と同様に，住民の直接選挙によって選出される。教育

監は，学校の設置のほか，教職員人事や教育予算の編成・執行など，教育に係る事務全般を所掌

している。その資格要件として，３年以上の教職員歴が求められるなど，教育監の一定の専門性

を担保する仕組みがとり入れられている。また，選挙過程において特定の政党の影響力を遮蔽（し

ゃへい）することで，憲法が定める「教育の政治的中立性」を確保することが目指されている。

このように，教育監は首長から一定の独立性を保っているといえるが，教育監と首長間で生じる

葛藤がしばしば問題視されており，教育監の選出方法に対する批判的な見方も少なくない。 

 

 

（７）ニュージーランドにおける地方教育行政の組織と機能 

ニュージーランドは，1980 年代後半の教育改革によって地方教育行政組織として機能していた

教育委員会が廃止され，国と学校が主たる教育行政の担い手となった。中央には主に４組織（教

育省，教育機関評価局，教育審議会，資格局）が設置され，同組織の担当以外の教育行政は，教

育省との契約に基づいた「他機関」によって担われている。そして，全国を 10 地域に区分し、そ

れぞれに教育省の出先機関である地方事務所が設置され、各地域における事務処理や調整機能を

担っている。教育委員会が廃止されたことに伴い，学校段階に設置された学校理事会（Board of 

Trustees）に多くの権限が付与され，学校理事会が意思決定機関と位置付けられている。 

学校理事会は合議制であり，保護者・地域住民代表と教職員代表が選挙で選ばれる。また，委

員構成において，民族・ジェンダーのバランスに配慮するため，あるいは学校課題の解決に資す

るため，学校理事会が独自に任命できる委員が含まれる。それは，意思決定における偏りの防止

や学校経営の円滑化のための工夫と理解できる。加えて，学校経営上の専門性を補うための支援

機関が多様に整備されている。学校の自主性・自律性を尊重する仕組みが構築されている点が特

徴である。 

  

 

 



 

 

国立教育政策研究所 平成２８-３０年度プロジェクト研究 

「地方教育行政の多様性・専門性に関する研究」 

 

「報告書３ 市町村の教育施策としての小中一貫教育に関する研究」 

の概要について 

 

本報告書は，国立教育政策研究所のプロジェクト研究である「地方教育行政の多様

性・専門性に関する研究」において行った，市町村の教育施策としての小中一貫教育に

関する研究成果を報告書にとりまとめたものです。 

現時点における制度化された小中一貫教育の導入状況を整理するとともに，導入した

市町村における導入目的や取組の状況，さらには市町村にとっての制度化の意義につい

てまとめています。 

また，小中一貫教育の成果や課題について市町村の視点から考察することにより，人

口減少の進む地域に学校を存続させるために小中一貫教育を活用し，地域とも連携した

特色ある教育活動を推進する事例があることなどを明らかにしました。 

 

１．調査研究の目的・概要 

（１）調査研究の目的 

小中一貫教育は全国各地の市町村に拡大しつつあり，平成28年から制度化された小中一貫

教育により，市町村の判断に基づき義務教育学校等も開校されてきている。 

このため，制度化された小中一貫教育への考え方や対応状況に加えて，対応に関する理由

について調査することにより，制度化した小中一貫教育を行う学校を設置する市町村の視点

から見た小中一貫教育の制度化の長所と短所を明らかにし，制度化の意義について考察す

る。 

また，これまで学校の視点から論じられていることが多かった小中一貫教育の成果や課題

について，設置者である市町村の視点からの考察も行う。 

 

（２）調査研究の概要 

文部科学省が平成29年に実施した「小中一貫教育の導入状況調査」等のデータを二次分析

することにより，制度化への移行状況等についての状況を把握した。 

また，制度化への移行状況や一貫教育の導入範囲等も勘案しながら小中一貫教育に取り組

む全国13市町村を取り上げ，聞き取りを行う事例調査を行った。事例調査では，小中一貫教

育の目的や経緯，制度化への捉え方，そして認識している成果や課題等を聞き取りした。 

 

【研究期間：平成28～30年度，研究代表者：渡邊恵子（教育政策・評価研究部長）】 

   



２．研究成果の概要 

（１）データから見た制度化された小中一貫教育の導入状況 

文部科学省が平成29年に実施した「小中一貫教育の導入状況調査」を二次分析した結果に

よると，平成29年度時点における市町村レベルでの制度化された小中一貫教育の導入状況は

表１のとおりである。 

６割弱が制度化移行をせずに運用上の小中一貫教育を継続していたことが分かる。また，

制度化への移行をした中では，新たな学校種である義務教育学校よりも従来からある小・中

学校の枠組みを残した併設型小・中学校の方がより広く採用されていた。 

さらに，小中一貫教育に取り組む市町村の半数強が全域での取組となっており，全域で制

度化移行をしていたのは小中一貫教育に取り組む市町村の14.9％にとどまった。 
 

表１ 小中一貫教育導入状況の分類（平成 29 年度） 

 
導入状況 全域で一貫教育 全域で制度化移行 

市町村数 構成比 市町村数 全域割合 市町村数 全域割合 

全体 一貫教育導入 281 100.0% 150 53.4% 42 14.9% 

グループ A 両形態併用 6 2.1% 6 100.0% 4 66.7% 
グループ B 義務教育学校のみ 29 10.3% 12 41.4% 6 20.7% 
グループ C 併設型小・中学校のみ 78 27.8% 40 51.3% 32 41.0% 
グループ D 運用上の小中一貫教育 168 59.8% 92 54.8% 0 0.0% 

出典：「小中一貫教育の導入状況調査」（文部科学省）の二次分析結果を基に筆者作成。 
注：市町村内で１校でも義務教育学校か併設型小・中学校がある場合は，グループ A～C に該当する

ものとした。「構成比」は一貫教育を導入する全市町村（281）を 100％とした割合を示し，「全域

割合」は導入状況を示す各グループの市町村数全体を 100％とした割合を示す。 

 

（２）市町村の視点による小中一貫教育制度化の意義に関する考察 

小中一貫教育に取り組む市町村や学校を対象とした事例調査において，制度化した小中一

貫教育に移行した（又はしなかった）理由等について聞き取りした結果から，制度化した小

中一貫教育への移行による市町村にとっての主なメリット・デメリットは表２のように整理

できる。 
 

表２ 制度化移行の主なメリット・デメリット 

メリット 

・特例活用による教育課程面での市町村の裁量拡大 

・小中一貫教育に取り組むことについて内外へのアピール 

・学校の特色化ができる（特に義務教育学校） 

・組織の一体化による教職員間の相互理解（義務教育学校のみ） 

デメリット 

・分散進学の問題がある場合は取組に制約が加わる（そもそも制度化移行が困難） 

・校長をはじめとする管理職の多忙化（特に義務教育学校） 

・教職員異動人事上の問題（特に義務教育学校） 

・小・中学校の文化の違いで適合が困難な教職員が出ることも（特に義務教育学校） 

出典：報告書本文の内容を基に筆者作成。 
 



また，制度化した小中一貫教育に移行した市町村や学校を対象に，移行した学校種（義務

教育学校や併設型小・中学校）の選択理由等に関する聞き取り結果から，義務教育学校と併

設型小・中学校の主な特性を表３のように整理できる。 
 

表３ 義務教育学校と併設型小・中学校の特性 

義務教育学校の特性 

・１小１中の組合せで小中一貫教育に取り組む学校からの移行が多い 

（過去の統合で１小１中となった事例や義務教育学校化に合わせて統合した事例もある） 

・多くの場合は施設一体型か施設隣接型（施設分離型の事例も少数ある） 

・新校種で希少な存在であるため学校としての特色が出やすい 

・組織の一体化による教職員間の相互理解が進みやすい 

・校長が１名となるため特に多忙化する 

併設型小・中学校の特性 

・市町村内に複数小１中の組合せや施設分離型で小中一貫教育に取り組む学校がある場合，

全域そろって移行することが比較的容易 

・小・中学校の一定の独立性や良い部分を保てる 

・義務教育学校と比べると，小・中学校教職員間の相互理解は進みにくい 

出典：報告書本文の内容を基に筆者作成。 

 

（３）市町村の視点による小中一貫教育の成果と課題に関する考察 

文部科学省「小中一貫教育の導入状況調査」の結果によると，主に教職員に関する成果や

生徒指導に関する成果を市町村が認識していることが分かった。 

事例調査の結果を踏まえて見ると，いわゆる「中１ギャップ」として指摘されるような課

題の解消傾向をはじめとした児童生徒に関する事項が最も多く成果として実感されていた。

同時に，主に教職員間の情報共有や相互理解が進んだという面も成果として指摘されること

が多かった。なお，小中一貫教育と学力面の成果との間には複雑な関係があるため，学力向

上という面は成果として見えにくかった。 

また，小中一貫教育を行う中学校区のような単位を基に地域との連携を進める市町村が多

く，学校が地域を教材として活用したり，地域からの支援を得たりという連携が進んだとい

う成果も認識されていた。さらに，学校に一人のみ配置されるような「一人職種」の学校間

連携が進むことも成果として認識されていた。 

そして，小中一貫教育の目的とも重複するが，小中一貫教育により学校に特色を持たせる

ことで，少子高齢化が進んだ地域に学校を残すという考え方があることも指摘できる。 

一方で，小中一貫教育の課題も多く指摘されており，主に教職員の多忙化や教職員間の情

報共有・相互理解に関する課題が目立った。教職員の多忙化への対応策は，校務支援システ

ム等のネットワークを活用した会議の省力化や効率化，教材の共有化などが挙げられる。ま

た，教職員間の情報共有や相互理解は小・中学校間の文化の違い等もあり簡単ではないが，

時間をかけて継続的かつ積極的な交流を行うことで解消することも多い。 

その他，主に制度化された小中一貫教育に移行した市町村を中心に，新学習指導要領への

移行に伴う新たな教育課程の特例の活用方法，予算確保，分散進学，中学校区（ブロック）

間の違いなどの課題認識も見られた。 



 

 

国立教育政策研究所 平成２８-３０年度プロジェクト研究 

「地方教育行政の多様性・専門性に関する研究」 

 

「報告書４ 県費負担教職員制度運用の多様性に関する調査研究 

―『平成の大合併』以降の教員人事を中心に―」 

の概要について 

 

本報告書は，国立教育政策研究所のプロジェクト研究である「地方教育行政の多様性・

専門性に関する研究」において行った，県費負担教職員制度運用の多様性に関する調査

研究の成果を報告書に取りまとめたものです。 

本研究では，市町村合併や地方行財政改革としての教育事務所の再編・統合が進む中

で，都道府県における県費負担教職員の広域人事異動の多様な実態がどのように変容し

たのか，全国的なデータと事例を基に分析しました。 

全国的には市町村内異動が増加傾向の中で，広域人事異動が多い県と市町村内異動が

多い県のそれぞれの実態を明らかにし，また，近年になって教員人事異動の広域化を進

めた県がそれを実現した背景や手法などについて明らかにしています。 

さらには，近年一部の道府県で広域人事異動を補完するものとして広がりを見せてい

る地域限定採用に着目し，その現在の状況を詳細に示しました。 

 

１．調査研究の目的・概要 

（１）調査研究の目的 

県費負担教職員制度とそれに伴う定期的広域人事異動の仕組みに見直しを促すような要

因が，近年，二つ生じている。一つは地方分権改革における県費負担教職員の人事権の市町

村への移譲論議のような権限委譲論であり，もう一つは，市町村合併とそれに伴う教育事務

所再編・統廃合による教育行政の広域化である。これらの要因を加味した教員人事行政に関

する主要な先行研究によれば，教員人事行政は市町村を中心とする狭い範囲での運用が拡大

し，一方で県費負担教職員制度が想定していたような全県的な広域的異動は減退する傾向に

あること等が分かっている。本研究では第一に，主要な先行研究の課題と研究方法を引き継

ぎ，県費負担教職員人事異動に関する新たなデータを用いて，人事異動の変容がどのように

推移しているのかを実証的に検証する。 

また，人口減少と過疎化が進行する地域の義務教育水準の維持向上も課題となっており，

そうした地域における教員の人材確保の工夫や取組にも注目する必要がある。本研究では第

二に，幾つかの道府県で導入されている，教員の地域限定採用の事例を取り上げ，こうした

新たな教員採用制度が県費負担教職員制度と広域人事異動の施策にどのような意味を有す

るのかを検討する。 

 



（２）調査研究の概要 

公立小中学校教員の人事異動の地理的範囲と異動者数が確認できるデータを収集するた

めの調査を実施して分析を行うとともに，人事異動（とりわけ転任人事）の範囲に関して特

徴的な県を取り上げた事例分析を行った。また，地域限定採用教員制度を導入している事例

について，訪問調査を実施して，導入の経緯や効果等についての事例分析を行った。 

  【研究期間：平成２８～３０年度，研究代表者：渡邊恵子（教育政策・評価研究部長）】 

   

２．研究成果の概要 

（１）人事異動範囲の変容 

2015年度末の県費負担教員人事異動の結果に関する調査（2016年調査）によれば，他市町

村へ転任する県費負担教員の割合は総異動者数の45.7％であることが分かった。本研究で用

いた他の年度についての調査（2011年調査，2013年調査）と併せて検討すると，2011年度か

らの５年間でみれば45％前後でほぼ変わっていない。さらに，文部省が過去に行っていた教

員人事異動に関する調査結果と比べてみれば，全体としては市町村間の異動率は低下してい

ることが分かった。 

一つ以上の団体（自治体，学校設置組合，広域連合等）によって構成される人事異動事務

上の単位を「人事異動ブロック」（以下，ブロック）と呼ぶことにして，2016年調査の人事異

動率を基に各都道府県を類型化すると，ブロック間異動率が60％を超えるグループとブロッ

ク内異動率が60％を超えるグループとその他のグループに分けられることが分かった。 

同一市町村内での異動ではないという意味で，ブロック内異動とブロック間異動を併せて

広域異動とみなせば，人口の少ない都道府県の方が広域異動率が高く，また，へき地校率が

高い都道府県ほど広域異動率が高くなる傾向があった。逆に，人事異動担当者数（管理主事

等人事異動を担当する職員数）は，これが少ない県の方が広域異動率が高いことが分かった。 

 

（２）広域人事異動の運用実態 

他県と比較して広域異動率が高い鹿児島県と，同一市町村内異動率が高い富山県を事例に，

県費負担教員の人事異動に関してそうした特徴を生み出すことになった要因等を検討した。

地理的要因，歴史的経緯，及び人事異動事務に関する県の関与等に対照的な特徴がみられた。 

離島を多く抱える鹿児島県は，昭和40年代までは一校に長く勤務する長期勤務者が多かっ

た。人口の３分の１が鹿児島市に集まるようになった中で県内教育の公平分担と，とりわけ

初任者の適正配置を主眼において，県教育委員会がイニシアティブをとって広域人事異動を

成立させている。富山県は，同一市町村内異動率は高いものの，それが市町村による教員の

囲い込みやへき地校勤務への不満といった消極的な反応につながることがない。コンパクト

な県域と道路整備率の高さなどを背景に，全県的な研修の機会を設けやすいというメリット

やへき地校勤務も経験の一つとして肯定的にとらえる教員文化がそれを支えている。 

教員人事異動の範囲は歴史的に形成されてきた部分が多いが，それをより広域化するため

に制度を変更していく際の過程について，佐賀県において実務に携わった経験者への聞き取



り調査を行った。人事に関する調書類の様式や，人事ヒアリングの手続の変更など，人口地

理的条件の変化に左右されない，人事行政の変更手法を明らかにした。 

 

 

（３）地域限定採用の現状と課題 

県費負担教員の転任人事における広域異動は，条件不利地域の教育水準の向上を図るため

にも必要とされているところである。それに加えて，そうした条件不利地域での長期的な勤

務を前提に教員採用を行う地域限定採用に取り組む例がみられる。2018 年度実施の教員採用

選考では，７道府県が該当した。本研究では北海道と島根県において聞き取り調査を行った。

北海道では，広域人事を進めてもなお残る，転出希望者数と転入希望者数との地域的アンバ

ランスの解消を意図しつつ，同時に，当該勤務地域での指導的役割を果たす人材を，その採

用段階から計画的に育成していくことを目的としている。島根県の場合は，教員人事を行う

上での地域間のバランス確保に主眼が置かれ，当該地域の教員のうち，当該地域を生活の本

拠地とする教員の比率を上げるという点で，この手法は効果を発揮している。地域限定採用

教員に限った育成プログラムが構想されているというわけではないところが，北海道とは異

なる点である。 

 



 

 

国立教育政策研究所 平成２８-３０年度プロジェクト研究 

「地方教育行政の多様性・専門性に関する研究」 

 

「報告書５ 地方創生と教育行政」の概要について 

 

本報告書は，国立教育政策研究所のプロジェクト研究である「地方教育行政の多様性・

専門性に関する研究」において行った，地方教育行政における地方創生関連施策の動向

を探究した研究の成果をとりまとめたものです。 

本研究では，全国的に進められている「地方創生」の動きの中で，地方自治体がどの

ような施策を講じて持続可能な教育を保障しているのかについて，義務教育段階ではコ

ミュニティ・スクールに，高等学校段階では公立高校の再編整備等に，高等教育段階で

は私立大学の公立大学法人化に着目し，多様な取組の一端を明らかにしました。 

 

１．調査研究の目的・概要 

（１）調査研究の目的 

2014年に「地方創生」に取り組むことが閣議決定されて以降，国においても地方自治体に

おいても「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下、「総合戦略」）等を作成し，多様な取

組がなされてきている。その中で，学校教育も重要な役割を期待されている。 

そこで本研究では，義務教育，高校教育，高等教育の各教育段階において，学校教育がど

のような役割をどのように果たしているのかについて定量調査及び事例調査を通して明ら

かにすることを目的としている。 

 

（２）調査研究の概要 

本研究は，上記の研究目的を遂行するために，四つの視点から調査を行っている。 

第１に，学校統廃合が地域に与えた影響について分析を行うことである。具体的には，地

域における学校統廃合と転入・転出に代表される地域の人口動態との関連について、2011

〜2016年までの市町村パネル・データを利用して定量分析を行った。 

第２に，学校を核とした地域力の強化という視点から地方創生の中でも注目されている公

立小・中学校におけるコミュニティ・スクールに着目し，コミュニティ・スクールが地域づ

くりや地域の活性化にどのような役割を果たしているのかについて，国及び地方自治体の政

策動向の整理と，事例調査を通じて実態を明らかにした。 

第３に，地方創生の政策動向を受けて，公立高校の再編整備をたどるとともに，再編整備

計画における基本的方針等に変化が生じているかどうか，生じている場合どのような変化な

のかを明らかにする。また，地方自治体がその地域に高校を残すという選択をする際には複

数のスキームが用意されている。多くの場合は高校の所在地自治体との連携協力が注目され

ているが，ここでは設置者変更（移管）の枠組みを取り上げ，その可能性を検討する。高校



生徒数と学校数の変化分析，及び高校再編整備計画の収集・分析を行った。また，高校存続

のためのスキームとして移管を行った事例について現地訪問調査と文献調査等により分析

を行った。 

第４に，私立大学の公立大学法人化（以下，「公立化」）について採り上げ，その効果（結果）

について，地方創生との関わりから考察した。私立大学の公立化とは，地方自治体（設立団体）

が公立大学法人を設立し，大学の設置者を学校法人から公立大学法人に改め（設置者変更），元

の学校法人を解散することである。もともと自治体が主体となって大学設置を計画し，設置経費

のすべてを公費でまかなって設置した，いわゆる「公設民営大学」５校の事例研究を行った。 

 

  【研究期間：平成２８～３０年度，研究代表者：渡邊恵子（教育政策・評価研究部長）】 

   

２．研究成果の概要 

（１）学校統廃合と地域の人口動態  
本章では，地域コミュニティ形成の基盤となる地域の人口動態と学校統廃合との関連性につい

て，定量的に把握することを試みた。両者の関連性が統計的に確認できる場合，地域における学

校は，単に地域の教育的機能を担うだけでなく，社会的・文化的機能も担っていることが示唆さ

れる。 

本分析では，市町村パネル・データを用いて，欠落変数によるバイアスを考慮した固定効果モ

デルによる推計を行った。その結果，単純なクロス集計で示唆された学校数の減少と人口の転入

超過との間の負の相関のような地域の学校統廃合と人口動態との関連性は，統計的には確認でき

なかった。ただし，本分析では，時間に伴って変化する自治体の属性やその他の社会・経済的条

件等については，十分に統制されておらず，説明変数の追加等，引き続き推計モデルの精度を上

げる工夫が必要であると考えられる。 

 

（２）義務教育段階の学校教育と地方創生 

昨今，地方創生が政策課題に取り上げられ，具体的な施策が明確化された。その中で，教育分

野でも地方創生への期待が高まっている。本章では，学校を核とした地域力の強化の視点から

注目されているコミュニティ・スクールに着目し，地方創生におけるコミュニティ・スクー

ルの活用の実態を明らかにする。 

第１節では、研究の背景と目的を明示した。 

第２節では，地方創生における政策及び教育関連施策の中での学校教育に期待されている役割

を整理した上で，コミュニティ・スクールを全小・中学校でしている（する予定である）地方自

治体に着目して，①総合戦略等の地方創生に関する政策におけるコミュニティ・スクールの位置

づけ，②コミュニティ・スクールの導入の経緯と現状，③コミュニティ・スクールの成果と課題

及び活用するための条件整備の在り方の視点から取組状況を検証した。検証の結果、地方創生に

つながる地域の活性化の土台としての人材育成及びそのための場づくりとしての機能を果たして

いることが明らかとなった。 



第３節では，ケーススタディとして栃木県那須町を事例として取り上げ、コミュニティ・スク

ールを核とした学園構想や独自の教育課程の設置による，地方創生に向けた政策展開の試みにつ

いてまとめた。第１に，学校統廃合の状況と「那須町版コミュニティスクール」の導入について

概観する。第２に，幼保小中一貫教育と学園構想に触れ，インタビューデータも踏まえまとめる。

そして第３に，E.ウェンガーの「実践コミュニティ(Community of Practice)」を援用し，今後の

地域づくりの展開や地方創生の可能性を論じた。その結果，地方創生政策を推進するうえで生涯

学習の要素を生かし，教育責任の分担を果たすことや，実践コミュニティの視点も取り入れるこ

とが，今後の活動を継続させるために重要であり，ひいては地域づくりや地方創生への一助とな

ることを明らかにした。 

 

（３）高等学校の再編整備と地方創生 

   各都道府県の公立高校における生徒数と学校数の増減，及び再編整備計画の内容を分析し，小

規模化の進行に伴い，再編整備の最前線では１学年１学級規模の高校の存続をどうするかが問題

となっていること，また，地方創生の視点が加わることによって，従来型のような統廃合の推進

を重視する動きから，地元の要望を尊重し，何らかの形で残すことも検討するというスタンスへ

の変化が生じていることが分かった。移管の枠組みによる高校存続の事例においては，都道府県

や移管元の自治体による学校・生徒等への支援策が必要になることがわかった。高校にアンカー

施設的な役割を見出すことも可能であるが，今後は実体的な地域連携の成果を検証していく必要

がある。 

 

（４）地方創生と高等教育 

－公設民営大学の公立大学法人化から考える－ 

公立化前後の入学者構成の変化を検討すると，事例大学のほとんどが公立化直前の時期に入学

定員未充足を経験しているが，いずれも公立化初年度に定員を充足した。入学難易度も，公立化

後にほとんどの大学で上昇した。入学者に占める女子の比率（女子率）は，多くの大学で公立化

後に上昇した。入学者の実数は，県外出身女子の方が，県内出身女子より増えたが，県内出身の

女子の入学者数は，県内出身男子ほどには減少していないことから，以前より県外から多くの女

子を迎え入れる面も含め，公立化は，地元の若年女性の増加に一部では寄与したと言える。 

入学者の出身地は，５大学とも，県内出身者の比率が大きく低下し，以後はほぼ横ばいであっ

た。県内出身者率の低下には，県内男子の入学者数の減少が大きく寄与した。県外出身者は，近

隣県よりさらに遠方の出身者の比率が大きく上昇している。就職者のうち，卒業した者の県内就

職率と，４年前の入学者に占める県内出身者率を単純に差し引きし，入学時と卒業時における県

内外の流出入の変化を跡付けると，事例校は（１）公立化の前後とも流出超過，（２）前後とも均

衡，（３）流出超過から流出入均衡へと変化の，いずれかのパターンに該当し，公立化で県内外の

流出入状況が「悪化」したとは言えない。 

 私立大学時代（学校法人）と，公立化後（公立大学法人）の財務諸表を（単純な比較はできな

いが）比較すると，公立化前は赤字だった単年度の収支が，公立化後に一気に改善されたこと，

一部の法人以外は，教育研究の充実が図れているわけではないこと，収入面における経営上の安



定性が増した一方，必ずしも多面的な収入確保には至っていないこと，どの法人も管理経費の面

では効率的な経営が達成できていることが明らかになった。 

   事例研究の対象となった公設民営大学は，公立化により学生納付金が低下することで，特に地

方の女子にとって重要な進学先となり，国立大学による提供が少ない専門分野では確かな存在感

を発揮するなど，伝統的な国立と私立の二元構造が生じさせる様々な問題を是正しうる，公立大

学セクターの重要な役割を果たし始めていると評価できる。 

 



「次世代の学校」における教員等の養成・研修，マネジメント機能強化に関する総合的研究
（研究代表者：猿田祐嗣初等中等教育研究部長，研究期間：平成29年度～平成30年度）

①教員等の養成・研修に関する研究班
（班長：松尾知明フェロー）
【研究目的】諸外国の教員養成における教
員の資質・能力スタンダードの活用の現状
に関する調査を行うことを通じて，教育公
務員特例法改正により導入された「教員育
成指標」の活用方策に資する知見を提供す
る。

【研究成果】イギリス，ドイツ，フランス，
フィンランド，アメリカ，オーストラリア，
ニュージーランド，シンガポール，韓国，
日本の10か国を対象に比較研究を実施した。
「（ア）目標としてのスタンダード」，
「（イ）規準（基準）としてのスタンダー
ド」，「（ウ）教育システムの基点として
のスタンダード」といった三つの視点を導
入することによって，日本の教員育成指標
の特徴を明らかにした。
日本においては，目標
としての内容スタン
ダードの機能に焦点が
当てられているが，今
後，スタンダードに基
づく教育システムへと
展開されていくのかと
いう課題を提起した。

【研究目的】これからの時代に必要な資質・能力を子供たちに確実に育み，多様な子供たちが持つ能力を最大限に伸長させるととも
に，学校と地域の連携・協働によって社会総がかりで実現を目指す「次世代の学校」における教員等の資質・能力，マネジメント機
能を高めるための方策検討に資する知見を提供することである。「次世代の学校」を実現する上で検討すべき柱が三つある。第一は，
教員等の養成・研修である。第二は，マネジメント機能強化である。第三は，教職員の指導体制の充実である。これらについて以下
の３班に分かれ，教育政策形成に資するべく，総合的な研究を行う。

②マネジメント機能強化に関する研究班
（班長：藤原文雄副部長・総括研究官）
【研究目的】「次世代の学校」の実現を先
導し，マネジメント機能強化を支援するこ
とが期待される教育長・指導主事のリー
ダーシップ及びコンピテンシー向上のため
の方策検討に資する知見を提供する

【研究成果】⑴教育長のリーダーシップモ
デル，教育長のリーダーシップによる学力
への影響過程，リーダーシップ総量と学力
変動との関係（下図），⑵教育センター指
導主事のコンピテンシーモデル，教育セン
ターが人材育成を図る上で直面している課
題，教育センター指導主事の資質・能力及
び意欲を高め得る要因，⑶諸外国における
学校支援を担当する機関及び担当するス
タッフの専門性を担保する仕組み等につい
て明らかにした。

③教職員の指導体制の充実に関する研究班
（班長：山森光陽総括研究官）
【研究目的】児童生徒－教師比の縮小に
よって実現可能な新たな学習指導形態の開
発とその効果の実証的検討を行うことを通
じて，教職員の指導体制充実に関連する知
見を提供する。

【研究成果】⑴学級規模及び学年・学校規
模による教員間相互交渉（形成的評価の準
備のための同教科教員間の協同）の状況の
違い，⑵学級規模と児童の学習目標志向性
（自己の有能さを伸ばし，新しいことの習
得を目指す志向性）との関係，⑶小規模学
級の特性を生かした指導形態，小規模学級
の一斉指導，通常規模学級の一斉指導の３
群間による授業中における教師の指導の状
況と児童の学習行動の違い（下図）につい
て明らかにした。

3.4

3.6

3.8

4

1.低位維持群 2.下降傾向群 3.全国平均群 4.上昇傾向群 5.高位維持群

一年間の変動（平成29から平成30年） 二年間の変動（平成28から平成３０年）

リーダーシップ総量と学力変動



国立教育政策研究所 平成 29-30 年度プロジェクト研究 
「次世代の学校」における教員等の養成・研修，マネジメント機能強化に関する総合的研究 

 
「「次世代の学校」実現に向けた教育長・指導主事の資質・能力向上に

関する調査研究報告書」の概要 
 

「次世代の学校」の実現を主体的に先導し，マネジメント機能強化を支援することが期待され

る教育長・指導主事のリーダーシップ及びコンピテンシー向上のための方策検討に資する知見を

提供することを目的とし，調査研究を実施した。主な研究課題は，以下のとおりである。 

 
 1．調査研究の目的・概要  
 
（1）調査研究の目的 

本研究の目的は，学校と地域の連携・協働によって社会総がかりで，これからの時代に必要な

資質・能力を子供たちに確実に育み，多様な子供たちが持つ能力を最大限に伸長させることを目

指す「次世代の学校」の実現を主体的に先導し，マネジメント機能強化を支援することが期待さ

れる教育長・指導主事のリーダーシップ及びコンピテンシー向上のための方策検討に資する知見

を提供することである。 
本研究における「次世代の学校」とは，平成 28 年 1 月 25 日に策定された「次世代の学校・地

域」創生プランのことを指す。この「次世代の学校・地域」創生プランは，1 億総活躍社会の実

現と地方創生の推進のため，学校と地域が一体となって地域創生に取り組めるよう，中央教育審

議会が平成 27 年 12 月 21 日にとりまとめた三つの答申で提言された内容の具体化を強力に推進

するべく策定されたものである。 
これらの答申において，研修の充実や配置促進，指導体制の充実などを通じ，資質・能力の向

上，専門性の発揮が期待されているのが教育長・指導主事である。例えば，「チームとしての学校

の在り方と今後の改善方策について（答申）」では，「国は，教育長を対象とする研修会の充実を

図る」ことを提言し，「都道府県教育委員会，教育センター，教育事務所，市町村教育委員会それ

①（教育長のリーダーシップに関する調査研究）教育長のリーダーシップモデル，教育

長のリーダーシップによる学力への影響過程，リーダーシップ（影響力）総量と学力

変動・子供の幸福感との関係，学校事務職員・スクールカウンセラー・スクールソー

シャルワーカーのリーダーシップ（影響力）発揮と学力変動・子供の幸福感との関係

など「教育長のリーダーシップ効果」に関する研究課題 

②（教育センター指導主事の資質・能力に関する調査研究）次期学習指導要領の実施に

向け，教職員の資質・能力向上を支援する機能を担う教育センター指導主事のコンピ

テンシーモデル及びコンピテンシーを高め得る要因など教育センター指導主事の「コ

ンピテンシー」に関する研究課題 

③（教育行政組織・職員の比較研究）諸外国における学校支援を担当する機関及び担当

するスタッフの専門性を担保する仕組みなど「諸外国の学校支援体制」に関する研究

課題 



ぞれに配置されている指導主事が，しっかりと連携しつつ，役割分担をして，学校に対する指導・

助言を行っていくことが重要である」と指導体制の充実を提唱している。 
ところが，①教育長のリーダーシップが学力・子供の幸福感にどのような効果を生み出すのか，

②次期学習指導要領の実施に向け教職員の資質・能力向上を支援する機能を担う教育センター指

導主事のコンピテンシーをどう高めれば良いのか，③諸外国における学校支援体制の類型の中で

我が国の学校支援体制はどのような特徴を有しているのか，といった観点に係る教育政策研究の

知見は十分に蓄積されていない。 
そこで，本研究では，「次世代の学校」実現に向けた教育長・指導主事のリーダーシップ及びコ

ンピテンシー向上のための方策検討に資するべく，「教育長のリーダーシップ効果」，教育センタ

ー指導主事の「コンピテンシー」，「諸外国の学校支援体制」について，教育行政（経営）学的研

究を行った。 
 
（2）調査研究の概要 

以上の目的を達成するため，次の五つの調査を実施した。これらの調査研究から得た知見を以

下に示す。 
 

【表 1 「次世代の学校」実現に向けた教育長・指導主事の資質・能力向上に関する調査研究】 
（1）教育長のリーダーシップに関する調査研究 
【調査研究概要】教育長のリーダーシップモデルの探索及び教育長のリーダーシップ効果について明ら

かにするため，平成30（2018）年7月5日から9月20日にかけて，郵送法の質問紙調査を実施し，当

該データを用いて分析を行った。調査対象は，地域的バランスを考慮して全国から抽出した95市区町村

のうち，教育長の承諾を得た市区町村の教育長及び公立小中学校長である。校長調査については，原則と

して各市区町村の全ての公立小中学校長に依頼した。ただし，1市では無作為抽出，2市では有意抽出を

行うことを条件に調査協力を得たため，一部の校長に依頼した。市区長村教育委員会承諾率は 60.2%
（56/93）（調査依頼時に教育長が不在であった市区町村は分母から除く）であった。また，校長調査の回

収率は，47.1%（1,157/2,459）であった。 
（2）教育センター指導主事の資質・能力に関する調査研究 
【調査研究概要】教育センター指導主事のコンピテンシーモデルの探索及びコンピテンシーを

高め得る要因について明らかにするため，平成 30（2018）年 11 月から 12 月にかけて，郵送

法の質問紙調査を実施し，当該データを用いて分析を行った。調査対象は，全国の 67 都道府

県・政令指定都市の教育センターのうち，所長の承諾を得た 64 教育センターの所長及び教育

センター指導主事である。所長承諾率・回収率は 95.5%（64/67）であった。また，教育センタ

ー指導主事の回収率は，68.4%（1,533/2,459）であった。 
（3）教育行政組織・職員の比較研究 
【調査研究概要】諸外国における学校支援機能を中心とした教育行政機能を担う機関及び学校

支援を行う教育行政専門スタッフの採用条件等を明らかにするため，平成 30（2018）年 6 月

から平成 31（2019）年 2 月にかけて，文献研究による比較研究を実施し，当該データを用い

て考察を行った。調査対象国として，比較的日本と類似する教育行政制度を持つ韓国，日本と

同様に学校の裁量権拡大に伴う学校支援の在り方が模索されているフランス，日本における政

策立案に際し，しばしば参照されるアメリカ，自律的学校経営システムが一定程度定着してお

り，それに付随する支援体制も整備されているイギリス，オランダ，ニュージーランドの 6 か

国を選択した。 



（4）教育長の資質・能力に関する質的調査研究 
【調査研究概要】学力向上の傾向にある自治体の教育長に共通するリーダーシップ行動及びリ

ーダーシップ観等を明らかにするため，平成 30（2018）年 1 月から 3 月にかけてインタビュ

ー調査を実施し，当該データを用いて考察を行った。調査対象者として，学力上昇傾向が見ら

れた市町村群（上昇幅が大きかった上位 4 分の 1）に勤務する教育長経験年数がおおむね 3 年

以上の教育長の中から地域的バランスを考慮して 16 名を選択した。承諾率は 95.5%（14/16）
であった。 
（5）指導主事の職務・人材育成の現状に関する調査研究 
【調査研究概要】事務局・教育事務所・教育センターの役割分担，配属先における指導主事の

分業体制及び指導主事の人材育成の現状等について明らかにするため，平成 30（2018）年 5 月

及び平成 30（2018）年 11 月から平成 31（2019）年 3 月にかけてインタビュー調査を実施し，

当該データを用いて考察を行った。調査対象として，地域的バランスを考慮し，16 都道府県教

育委員会及び 3 政令指定都市教育委員会を選択した。 
【研究期間：平成 29～30 年度，研究代表者：猿田祐嗣（初等中等教育研究部長）】 
 
 2．研究成果の概要  
 
（1）教育長のリーダーシップに関する調査研究 
 
①教育長のリーダーシップモデル 
教育長のリーダーシップモデルを構築することは，教育長のリーダーシップ機能強化の土台と

なり得る。そこで，米国における教育長のリーダーシップ研究についてのレビュー及び日本の教

育長に対するヒアリング調査 1を踏まえ，【表 2】に示す「変革」，「教育」，「社会正義」，「政治」

という 4 次元（4 因子）を理論的に想定し，教育長のリーダーシップについての校長による評価

（64 項目）の結果を基に最尤（さいゆう）法により因子分析を実施した。その結果，理論仮説ど

おり，4 因子が抽出された。リーダーシップの各因子間の相関係数と平均，標準偏差，クロンバ

ックのα係数を【表 3】に示す。 
 

【表 2 教育長のリーダーシップ次元】 
次元 リーダーシップの内容 

変革的リーダーシップ 現状維持志向の対置概念であり，教育政策の変革実践と効果的な実

践に焦点をあてたもの 
教育的リーダーシップ 児童生徒の学力向上や学力格差の抑制を目指すもの 
社会正義リーダーシップ 新たな価値の共同構築，物語の活性化，包括的変革の提唱，人種・

民族・社会階層・障がい・ジェンダー・性的志向についてのオープ

ンで率直な議論の持続によって，支配的な信念に挑戦する包括アプ

ローチの創造を志向する態度 
政治的リーダーシップ 教育長の説明責任の遂行，地域の利害関係調整・対立葛藤調整・資

源配分等の意思決定過程の公開性と透明性に焦点をあてたもの 

                             
1レビューは「1．教育長のリーダーシップに関する調査研究」「（2）米国における教育長のリーダーシップ実践－

教育・変革・政治・社会正義」として掲載。日本の教育長に対するヒアリング調査は「（資料）教育長に対する聞

き取り調査結果概要」に掲載。 



【表 3 教育長のリーダーシップの因子間相関と平均・標準偏差・α係数】 
  提案 目標実現 関係構築 事務遂行 平均 標準偏差 α係数 

変 革 的リーダーシップ － .730** .792** .689** 3.96 0.79 0.97 

教 育 的リーダーシップ   － .793** .705** 4.00 0.65 0.97 

社会正義リーダーシップ     － .761** 3.72 0.77 0.97 

政 治 的リーダーシップ       － 3.84 0.71 0.91 

**p＜.01 

②教育長のリーダーシップから学力への影響過程 
教育長のリーダーシップを構成する 4 次元である，「変革的」，「教育的」，「社会正義」，「政治

的」といった各リーダーシップ機能がどのような過程で学力に影響を及ぼすのかということに関

するモデルを構築することは，教育長のリーダーシップ機能の強化の土台となり得る。 
米国の先行研究では，教育長のリーダーシップと学力水準との直接効果を仮定した研究が報告

されている。米国の教育長には，強大な権限が付与され，同時にアカウンタビリティが明確に問

われるため，教育長のリーダーシップが学力水準に直接効果を及ぼしやすいと考えられるからで

ある。他方，日本においては，教育長の権限は限定的であることから，教育長のリーダーシップ

が学力水準に直接効果を及ぼすことは，米国の場合よりも想定しづらい。教育長のリーダーシッ

プと学力水準との間には，教育長と校長の関係，校長のリーダーシップ，学校組織文化／構造，

授業実践等，複数の間接的経路が存在すると考えられる。よって，【図 1】のように，日本におけ

る教育長のリーダーシップから学力への影響過程については，媒介変数を設定した間接効果に着

目したモデルによる検証が必要と考えられる。 
 

【図 1 教育長のリーダーシップが学力に影響する過程】 

 
 
そこで，教育長のリーダーシップについての校長による評価（64 項目，4 因子），自校の雰囲気

についての校長による評価（23 項目，3 因子），自校の教職員の授業を中心にした教育実践力に

ついての校長による評価（22 項目，3 因子），学力についての校長による報告（2 項目，1 因子）

2の順に因子を配置したモデルを作成した。このモデルに対して，有意でないパスを削除しながら

分析を繰り返した結果，おおむね適合していると判断できる値が得られた（CFI=0.97，
RMSEA=0.03）。その結果を【図 2】に示す。 
                             
2 学力は，調査票【質問 6】（15）貴校の「全国・学習状況調査」の「国語 A」の平均正答数（平成 30 年度実施），

（16）貴校の「全国・学習状況調査」の「国語 B」の平均正答数（平成 30 年度実施），（17）貴校の「全国・学習

状況調査」の「算数数学 A」の平均正答数（平成 30 年度実施），（18）貴校の「全国・学習状況調査」の「算数数

学 B」の平均正答数（平成 30 年度実施）のそれぞれについて報告された正答数を正答率に換算したものを用い

た。 

教育長の 

リーダーシップ 
学力 

米国先行研究の直接効果モデル 

教育長の 

リーダーシップ 

本研究が想定する間接効果モデル 

学校の雰囲気 
教師の 

教育実践力 
学力 



【図 2 教育長のリーダーシップから学力への間接効果モデル】 

 
注）数値は，標準化推定値。観測変数・誤差は省略。実線→は，パス。破線の←→は，誤差共分散。 

 
このモデルによる検証結果によれば，仮説どおり，教育長のリーダーシップから学力への直接

効果（リーダーシップから学力への直接的なパスがある状態）は見いだせなかったものの，教育

長のリーダーシップから学校の雰囲気，教職員の教育実践力を介して学力に影響を及ぼす間接効

果が確認できた。具体的には，変革的リーダーシップは，校長のリーダーシップの発揮を介して

教師の授業づくり，学級づくりに影響を与えている。教育的リーダーシップも同様に校長のリー

ダーシップの発揮を介して教師の授業づくり，学級づくりに影響を与えている。社会正義リーダ

ーシップは，教職員の意識の高まりを介して教師の授業づくり，学級づくりに影響を与えている

ことが分かった。 
 

③リーダーシップ総量と学校（学区）における学力変動 
近年，教育効果を高めるためには，組織のトップ個人のリーダーシップのみに依存するのでは

なく，多くのメンバーがリーダーシップを発揮することが重要であるという「分散型リーダーシ

ップ」アプローチ（総量モデル）を基盤とする研究が進展している。本研究では，市区町村レベ

ルにおいて学力向上に対して影響を与え得るリーダーシップ主体として，【表 4】に示す 5 グルー

プ，21 主体を想定した。その上で，校長に各リーダーシップ主体による学力向上に対する影響力

について「5.かなり発揮している」から「1.全く発揮してしない」までの五件法で評価を求めた。

21 主体の評価の平均点を「リーダーシップ総量スコア」と見なした。 
 
【表 4 市区町村レベルにおいて学力向上に対して影響を与え得るリーダーシップ主体】 

グループ リーダーシップ主体 
（1）市区町村政治・行政 市区町村長，市区町村議会，教育長，教育委員，教育委員会事務局（指導主事等） 
（2）学校管理職・教員 学校管理職，主幹教諭，指導教諭，主任層教員，学級担任・教科担当教員 
（3）チーム学校スタッフ 学校事務職員，スクールカウンセラー，スクールソーシャルワーカー，支援員 
（4）家庭 PTA，各家庭，学習塾 
（5）地域 学校運営協議会のメンバー，児童クラブ（学童）のスタッフ，放課後子供教室の

スタッフ，地域の学校教育・社会教育関係団体 

変革的
ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ

教育的
ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ
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【図 3 リーダーシップ総量スコアと学力変動】 

※「1 年間の変動」（F（4，1,068）=3.34＊＊），「2 年間の変動」（F（4，1,066）=4.1＊＊），＊＊p＜.01 
 
また，リーダーシップ総量スコアが学力変動との関係性が認められるかどうか検討するため,近

年の各校の学力変動について質問し,その結果により「低位維持群」,「下降傾向群」,「全国平均

群」,「上昇傾向群」,「高位維持群」といった五つの群に分類した。その上で，リーダーシップ総

量スコアが 5 つの群間において異なるかどうか一元配置分散分析によって検討した。その結果を

【図 3】に示す。リーダーシップの分散化は，学力変動と関連していることが分かった。学力の

低位維持群では，リーダーシップ総量スコアが低い。他方，学力の上昇傾向群では，リーダーシ

ップ総量スコアが高い。なお，本調査研究では，学力とともに子供の学校幸福度（学校において

安心・安全な環境で楽しく過ごし，学習に没頭している様子）という観点でも同様の分析を行っ

ているので報告書を参照されたい。 
 

④学力向上に影響を及ぼすリーダーシップ主体   
続いて，リーダーシップ主体のうち，具体的に，誰の影響力が学力向上と連動しているのかを

明らかにするため，各リーダーシップ主体のリーダーシップスコアが 5 つの群間において異なる

かどうか一元配置分散分析によって検討した。その結果を【図 4】に示す。 
分析結果における平均値の傾向は以下の 3 点である。すなわち，「（1）市区町村政治・行政」及

び「（2）学校管理職・教員」の影響力は，学力の状況に関わらず一貫して高く評価されている。

次に，「（4）家庭」の影響力は，高位維持群において高く評価されている。さらに，「（3）チーム

学校スタッフ」及び「（5）地域」の影響力は，上昇傾向群において相対的に高く評価されている。 
5 つの群間による各リーダーシップ主体の影響力スコアに有意差が認められたのは，学校事務

職員，スクールカウンセラー，スクールソーシャルワーカー，PTA，各家庭，学校運営協議会メ

ンバー，地域の学校教育・社会教育関係団体の 7 変数である。なお，「（1）市区町村政治・行政」

及び「（2）学校管理職・教員」においては，いずれのグループも高いスコアを示しているため，

グループ間の差が認められていない。 
これらのうち，各家庭においては，高位維持群において最も高いリーダーシップスコアが認め

られたが，そのほかの主体では，上昇傾向群において最も高いリーダーシップスコアが認められ

ている。上昇傾向群では，学校事務職員，スクールカウンセラー，スクールソーシャルワーカー

（【図 5】～【図 7】を参照）を始め，リーダーシップの分散化が進行していることが分かった。 
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【図 4 各リーダーシップ主体の影響力スコアと学力変動】 

 
 

 
※F（4，1,035）=3.17＊，＊p＜.05   ※F（4，1,002）=3.06＊，＊p＜.05   ※F（4，792）=4.21＊＊，＊

＊p＜.01 
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リーダーシップ発揮と学力変動】 
【図 5 学校事務職員の 

リーダーシップ発揮と学力変動】 

【図 6 スク－ルカウンセラーの 

リーダーシップ発揮と学力変動】 



（2）教育センター指導主事の資質・能力に関する調査研究 
 
①教育センター指導主事のコンピテンシーモデル 

配属場所や職務によって多様な仕事を担う指導主事に求められるコンピテンシーはさまざまで

ある。本研究において，16 都道府県・3 政令指定都市教育委員会に対して，聞き取り調査を行っ

たところ，訪問した教育委員会事務局においても，年間研修計画の中に指導主事を対象とする研

修が位置付けられている事例が見られたものの，事務局（本庁・教育事務所）においては依然と

して OJT を中心としたもの，あるいは散発的な研修が行われている状況がうかがえた。他方，教

育センターにおいては，指導主事を対象とする研修を計画的に実施している教育センターも多く

見受けられた。研修を計画的に実施している教育センターの中には教育センター指導主事のコン

ピテンシーモデルがあれば，研修を効果的に実施できる可能性があるとの指摘も寄せられた 3。 
そこで，次期学習指導要領の円滑な実施に向け，教職員の資質・能力向上を支援する教育セン

ター指導主事に注目し，彼らのコンピテンシーモデルについて検討することにした。 
 

【表 5 コンピテンシー（実行度）の因子間相関と平均・標準偏差・信頼性】  
研修 研究 学校訪問

支援 教育相談 行政事務 資質 平均 標準偏差 信頼性 
α係数 

研 修 － .715** .670** .440** .648** .648** 2.68 0.50 0.91 

研 究 
 

－ .639** .445** .626** .591** 2.55 0.56 0.92 

学校訪問支援 
  

－ .543** .660** .608** 2.64 0.55 0.92 

教 育 相 談 
   

－ .447** .441** 2.60 0.73 0.96 

行 政 事 務 
    

－ .753** 2.94 0.51 0.93 

資 質 
     

－ 3.00 0.54 0.92 
 

先行研究及び都道府県・政令指定都市教育センターの所長・指導主事に対する事前調査を踏ま

え，「研修」，「研究」，「学校訪問支援」，「教育相談」，「行政事務」，「資質」という 6 次元（6 因子）

を想定し，教育センター指導主事のコンピテンシー（実行度）についての自己評価（64 項目）の

結果を基に因子分析を実施した。各次元 10 項目を用いてそれぞれ最尤（さいゆう）法により因子

抽出を行った。 
いずれにおいても固有値が 1 以上の因子は 1 つしかなかった。すなわちコンピテンシー実行度

の各分野はそれぞれ 1 因子構造になっていることが確認された。実行度の各因子間の相関係数と

平均，標準偏差，クロンバックのα係数を【表 5】に示す。 
 
②教育センター指導主事の年齢別のコンピテンシー（実行度） 
「研修」，「研究」，「学校訪問支援」，「教育相談」，「行政事務」，「資質」の 6 次元における教育

センター指導主事のコンピテンシー（実行度）についての自己評価が，年齢により区分した 3 群

間において異なるかどうか一元配置分散分析によって検討した。その結果を【図 8】に示す。 
分散分析を行った結果，全ての分野において有意差が認められ，年齢が高くなるほど実行度の

自己評価が高くなることが明らかになった。その後ボンフェローニの多重比較を行ったが，他の

年代と比べて 50 歳代の教育センター指導主事のコンピテンシー（実行度）が有意に高いことが

分かり，若手の教育センター指導主事の育成のための工夫が必要であることが示唆された。  

                             
3ヒアリング調査は「4．指導主事の職務・人材育成の現状に関する調査研究」に掲載。 



【図 8 教育センター指導主事の年齢別のコンピテンシー（実行度）得点】 

 
※「研修」（F（2，1,394）=14.38＊＊），「研究」（F（2，1,069）=8.83＊＊），「学校訪問支援」（F（2，1,161）

=11.34＊＊），「教育相談」（F（2，653）=3.98＊），「行政事務」（F（2，1,303）=11.44＊＊），「資質」（F（2，
1,438）=10.424＊＊），＊＊p＜.01, ＊p＜.05 

 
③教育センター指導主事の資質・能力及び意欲を高める上での課題 
所長による教育センター指導主事の資質・能力及び意欲を高める上での課題認識を質問した結

果を「当てはまる」と回答した割合が高い順に降順に並べたものを【表 6】に示す。 
値が高い上位 5 項目に着目すると「（17）センターの予算を確保すること」，「（16）センターの

人員を確保すること」，「（11）指導主事の専門性の向上を図ること」，「（1）一般的に優秀な指導主

事を確保すること」，「（7）指導主事の研究の時間を確保すること」といった項目が挙げられてい

る。  
このように，指導主事の資質・能力及び意欲を高める上での課題について，まずは指導主事そ

のものの人員の確保，そして，時間や予算の確保など，育成の基盤を支える部分で大きな課題を

抱えていることが分かる。「指導主事の事務処理に従事する時間の長さ」，「指導主事の勤務時間の

長さ」も 6 割以上の所長が課題として感じており，働き方改革の中で，業務を効率化しつつ，育

成の基盤を整えていくという困難を抱えていることが改めて浮き彫りになった。 
 

【表 6 教育センター指導主事の資質・能力及び意欲を高める上での課題】 

機会の提供 
選択肢 

平均値 標準偏差 
当てはまる 少し 

当てはまる 
余り当て 

はまらない 
全く当て 

はまらない 
(17)センターの予算を確保すること 63.5% 23.8% 11.1%  1.6% 3.49 0.76 
(16)センターの人員を確保すること 54.0% 25.4% 17.5%  3.2% 3.30 0.87 
(11)指導主事の専門性の向上を図ること 39.7% 46.0% 12.7%  1.6% 3.24 0.73 
(1)一般的に優秀な指導主事を確保すること 36.5% 52.4%  6.3%  4.8% 3.21 0.77 
(7)指導主事の研究の時間を確保すること 36.5% 46.0% 14.3%  3.2% 3.16 0.79 
(2)特別な分野・領域において優秀な指導主事

を確保すること 36.5% 42.9% 17.5%  3.2% 3.13 0.81 

(12)本庁の指導主事とセンターの指導主事の

連携を図ること 35.9% 40.6% 23.4%    0% 3.13 0.77 

(4)指導主事の勤務時間の長さ 34.9% 28.6% 25.4% 11.1% 2.87 1.02 
(8)部署や分掌を超えた指導主事の間のコミュ

ニケーションを促すこと 31.7% 46.0% 17.5%  4.8% 3.05 0.83 

(6)指導主事の事務処理に従事する時間の長さ 31.7% 34.9% 25.4%  7.9% 2.90 0.95 
(5)指導主事のモチベーションを高めること 31.7% 28.6% 36.5%  3.2% 2.89 0.90 
(18)教職大学院との連携 27.0% 36.5% 31.7%  4.8% 2.86 0.88 
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(3)指導主事の役割や資質・能力を明確にする

こと 27.0% 34.9% 34.9%  3.2% 2.86 0.86 

(9)教師を育てるプロ集団として励まし高め合

う雰囲気を作ること 25.0% 40.6% 31.3%  3.1% 2.87 0.83 

(10)センターの指導主事が学習指導要領の説

明会などに直接参加して情報を得ること 20.6% 31.7% 38.1%  9.5% 2.63 0.92 

(13)本庁とセンターとの業務分担を見直すこ

と 18.8% 51.6% 29.7%    0% 2.89 0.69 

(15)他の都道府県・政令指定都市の指導主事と

の交流を促すこと 11.1% 49.2% 33.3%  6.3% 2.65 0.77 

(14)新任指導主事のメンタルヘルスに対処し，

専門性を高めること  7.9% 52.4% 34.9%  4.8% 2.63 0.70 

 
③学びの機会の提供の有無別の教育センター指導主事のコンピテンシー（実行度） 
教育センター指導主事のコンピテンシー（実行度）が教育センターから提供される学びの機会

（23 項目）の有無によって違いがあるかどうか検討するため，t 検定を行った。その結果を【表

7】に示す。いずれの場合も，学びの機会の提供が「あった」方がコンピテンシー（実行度）は高

い。 
 

【表 7 教育センターからの機会の提供と能力・資質の実行度認識（t 検定結果）】 

機会の提供 
提供の

有無

（%） 

コンピテンシー（実行度） 

研修 研究 
学校 
訪問 
支援 

教育 
相談 

行政 
事務 資質 

(1)センターで主催した指導主事対象の研修会へ参加する機会 71.9  
 

** 
    

(2)本庁で主催した指導主事対象の研修会へ参加する機会 68.8  
 

* 
 

* 
 

* 
(3)出張・職専免による個人的な研修会等へ参加する機会 60.9  

 
** ** ** 

  

(4)出張・職専免による学会へ参加する機会  30.5  
  

* 
   

(5)出張による文部科学省が主催する説明会等へ参加する機会  53.6  
      

(6)出張による全教連，所長協が主催する研修会等へ参加する機会 41.7  
      

(7)出張による独立行政法人教職員支援機構が主催する研修会へ参

加する機会 52.7  

      

(8)出張による指導主事連絡協議会へ参加する機会  63.1  ** ** ** 
 

** ** 
(9)出張による他のセンターが主催する研究発表会へ参加する機会 36.3  

  
** 

   

(10)出張による他のセンターが主催する研究発表会で発表する機会 24.2  
  

* 
   

(11)出張・職専免による所外の研修会へ参加する機会 63.1  
     

* 
(12)出張・職専免による教職大学院が主催する研修会・シンポジウ

ム・研究会等へ参加する機会 33.7  

      

(13)出張による教職大学院が主催する研修会で講師を担当する機会 17.6  
  

** 
   

(14)センター職員としての身分を有したまま教職大学院で大学院生

として学ぶ機会 14.5  

      

(15)バディ・システム，メンター・システムなど複数で互いに助け合

いながら業務を実施する機会 37.6  

  
* 

   

(16)センター指導主事としての役割を伝達される機会 66.2  
  

* 
 

** ** 
(17)上司との定期的な面談を受ける機会 87.8  

     
* 

(18)指導主事用学習教材を配付される機会 33.5  
      

(19)調査研究へ参画する機会 63.3  ** ** ** * ** ** 
(20)調査研究で指導する機会 45.7  ** ** ** * ** ** 
(21)部・課を横断した組織や会議において指導を受ける機会 63.8  * * ** 

  
** 

(22)長期研修生に対して指導する機会 59.4  ** ** * 
 

* ** 
(23)研究倫理について学習する機会 35.4  ** ** ** 

 
** ** 

＊＊p＜.01, ＊p＜.05 
※6 分野のうち 3 分野以上において（5 パーセント水準以上の有意差）が見られた項目に網掛けした。 



「研修」，「研究」，「学校訪問支援」，「教育相談」，「行政事務」，「資質」の 6 分野のうち 3 分野

以上において（5 パーセント水準以上の有意差）が見られた項目は，「（2）本庁で主催した指導主

事対象の研修会へ参加する機会」,「（3）出張・職専免による個人的な研修会等へ参加する機会」，

「（8）出張による指導主事連絡協議会へ参加する機会」，「（16）センター指導主事としての役割を

伝達される機会」，「（19）調査研究へ参画する機会」，「（20）調査研究で指導する機会」，「（21）
部・課を横断した組織や会議において指導を受ける機会」，「（22）長期研修生に対して指導する機

会」，「（23）研究倫理について学習する機会」であった。 
この結果から，以上の学びの機会を提供することが，教育センター指導主事のコンピテンシー

（実行度）を高めさせる可能性があることが示された。 
 
（3）教育行政組織・職員の比較研究  
 
①教育行政機能の分業度・研修の徹底度から見た類型化 
 「次世代の学校」を実現する上で教育委員会による学校支援機能の強化が模索されている。諸

外国においても，自律的学校経営が進められる中で，学校支援体制の在り方が問われ，日本とは

異なる学校支援体制が構築されてきた。 
そこで，今後の日本における教育委員会による学校支援の在り方の検討に資するべく，①諸外

国では学校支援を中心とする教育行政機能をどのような機関が担っているのか，②学校支援を行

う教育行政専門スタッフの採用条件など教育行政専門スタッフの質保証をどのように担保してい

るのかについて検討することとした。本研究では，調査対象国として，比較的日本と類似する教

育行政制度をもつ韓国，日本と同様に学校の裁量権拡大に伴う学校支援の在り方が模索されてい

るフランス，日本における政策立案に際してしばしば参照されるアメリカ，自律的学校経営シス

テムが一定程度定着しており，それに付随する支援体制も整備されているイギリス，オランダ，

ニュージーランドの 6 か国を選択した。また，比較する際には，比較の基準を日本に置き，日本

の教育委員会が有する機能を前提に，他国ではこれらの機能をどこの誰が担っているのか，ある

いは担っていないのかを検討することとした。 
 その結果，日本の教育委員会が有する機能は，各国では必ずしも特定機関に統合されているわ

けではなく，いわば「分業」されているケースが見られた。そして，そこに関わる専門スタッフ

は多様で，一定の登用基準や選抜，採用事前事後研修，トレーニング等を通じて質の担保が行わ

れていることが分かった。これらの知見を踏まえ，①教育行政機能（教育委員会が持つ機能）の

分業度，②教育行政専門スタッフ採用時のフォーマルな研修の有無という二つの比較軸によって

日本及び調査対象国を整理したのが【図 9】である。 
  



【図 9 教育行政機能の分業度・フォーマルな研修の徹底度から見た類型化】 

 
※教育行政機能の分業度とは，日本の教育委員会が有する機能を各国において特定機関に統合されているか分

業されているかという程度のこと。 
※フォーマルな研修の徹底度とは，日本の指導主事に相当すると考えられる職を想定し，採用時のフォーマル

な研修がどの程度実施されているかという程度のこと 4。 
 
教育行政機能が分業されつつ，そこに関わる専門スタッフは多様化傾向にあるが，一定のトレ

ーニングや免許，研修等が課されている「第 1 象限」（アメリカ，オランダ），分業度は低いもの

の，教育行政専門スタッフに一定程度の研修を受けさせたり，選抜する仕組みを設けたりするこ

とで，高度化を図っている「第 2 象限」（フランス，韓国），教育行政機能が特定機関に統合され

ており，専門スタッフも教員全体の人事の中で配置が行われる特徴を持つ「第 3 象限」（日本），

高度な分業体制がとられており，既に専門性を備えた人材を採用するという「第 4 象限」（ニュー

ジーランド，イギリスは公募制が敷かれているという点でどちらかというとこの象限に近い）に

分類することができた。 
諸外国の比較をとおして得られた，今後の日本における教育委員会による学校支援の在り方に

関する選択肢は，第 2 象限方面に進む，専門スタッフの高度化の方途を探る方向，あるいは第 4
象限方向に進む教育行政組織の分業化の方途を探る方向，その二つを検討する第 1 象限方向のベ

クトルの三つに現状維持を合わせた四つである。 
もちろんこれらの国々の教育行政に課題がないわけではない。各国の実情の下，諸課題に直面

                             
4 日本の教育委員会の指導主事と役割や位置付けが完全に同一とは言えないが，ここでは，韓国：奨学士，フラ

ンス：視学官，アメリカ：教育行政職員，イギリス：視学官，オランダ：監査官，ニュージーランド：支援スタ

ッフを想定した。ここでの分類が必ずしも全ての学校支援を行う教育行政専門スタッフに当てはまるわけではな

いことに留意されたい。 
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しつつ，またこれまでの複雑な経緯を経て現制度に至ったことがよく分かる。そして日本の教育

委員会や指導主事の在り方を一様に否定することも意図しない。しかし，支援の在り方は間違い

なく各国で検討されているし，そのことを参考に，選択肢を検討する余地は残されている。 
 

以上 
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学級規模と指導形態による授業中における
教師の指導の状況と児童の学習行動の違いに関する実験的研究

報告書の概要

本研究では，小学校 5 年生を対象とし，(1) 小規模学級の特性を生かした指導形態，(2)

小規模学級の一斉指導，(3)通常規模学級の一斉指導の 3群を設け，2時間の実験授業を実
施し，授業中の教師の指導の状況と，児童の学習行動の違いを検討した。その結果，授業中
の教師の指導の状況については，全体的には，教師の発話は「教科内容に関する事実，考え
方，概念など説明，示唆したり，例示，質問，指摘したりする」ことが多いが，(1)の方が
(2), (3)と比べて「児童の課題解決活動の手順や方法を援助する」発話が多いことが示唆さ
れた。児童の学習行動については，(1), (2)の方が (3)と比べて，各児童の授業時間に対す
る課題従事から逸脱していないと判断される時間の割合が高いことが示された。

1問題
1.1学級規模と学習指導・学習行動

• 学級が小規模であるほど，教師主導による一斉指導が少ないことや，授業中の実質的
な指導時間が多いことが先行研究で示されている。

• 学級が小規模であるほど，児童生徒の学習態度が良好であり，課題従事行動をとる時
間が多いことが先行研究で示されている。

1.2先行研究における方法論的問題
• 教師の学習指導の実施状況や児童生徒の学習行動の把握に質問紙法や観察法が用いら
れることが多い。しかし，質問紙法では，回答者によって項目の解釈が違ったり内省
の程度に差があったりすることから，同様の回答であっても内実が同じであるかは保
証されない。また，観察法では，対象となる抽出児は少数とならざるを得ず，さらに，
観察単位時間外の行動は記録されない。

• 学級規模が児童生徒や教師に与える影響を実験的に明らかにしようとしても，教師も

小規模 (15 人程度)

複線型指導

小規模 (15 人程度)

一斉指導

通常規模 (30 人程度)

一斉指導

小規模学級の特
性を生かした指
導形態及び一斉
指導の小規模学
級と通常規模学
級との比較

一斉指導の小規
模学級と通常規
模学級との比較
(同一指導案)

小規模学級の特
性を生かした指
導形態と小規模
学級の一斉指導
との比較

Figure 1 比較の枠組み

共通導入
共通
まとめ

直接指導 間接指導

間接指導 直接指導

わたり（教師）

Figure 2 複線型指導過程



児童生徒も自身が割り当てられた学級の規模を明白に認識できるため，教師の指導も
児童生徒の学習行動も何らかのバイアスがかかる。

1.3学級規模による学習指導・学習行動の違いの実験的検討 のための新たな
方法
• 教室内の児童全員の，授業時間全体にわたる授業参加や課題従事行動の状況を記録す
るために，比較的小型で違和感を過度に持たせずに着用可能なセンサを用いた生体情
報の取得による課題従事行動の把握。

• 学習内容，指導段階，教材教具を同一とした学習指導案を事前に準備し，実験授業の
対象学級が大規模・小規模で同様の授業を実施するとともに，小規模学級については
大規模学級と同様の授業と，小規模学級の特性が生かされた形態による授業を実施し
比較。

14 人* 複線型指導
B 教諭

15 人 複線型指導
A 教諭

16 人 一斉指導
A 教諭

16 人 一斉指導
B 教諭

1組 (31人)

15 人 複線型指導
A 教諭

15 人 複線型指導
B 教諭

15 人* 一斉指導
B 教諭

16 人 一斉指導
A 教諭

2組 (31人)

34 人 一斉指導
B 教諭

34 人 一斉指導
A 教諭

3組 (34人)

1日目 (第 1時) 2日目 (第 2時)

* 授業当日に 1名の欠席

Figure 3 実験計画

2目的
• 学級規模の大小による授業中におけ
る教師の指導の状況と，児童の学習
行動の違いを実験的に検討。
– 通常規模学級と同様の人数の
学習集団に対して一斉指導を
実施する群，通常規模の約半分
の人数の学習集団に対して一斉
指導を実施する群，通常規模の
約半分の人数の学習集団に対し
て小規模学級の特性を生かした
指導形態による授業を実施する
群を設ける計画による実験授業
(Figure 1)。

– 小規模学級の特性を生かした指
導形態は，複式学級における指
導形態の一つである複線型指導
過程 (Figure 2)。

• 授業中における教師の指導の状況の違いを検討するために，授業中の教師の発話デー
タを取得，分類し，その内容が 3 群間で異なるかを分析。

• 児童の学習行動の違いを検討するために，加速度計による計測結果から求めた身体の
揺れに伴う周波数によって判定する，児童の授業時間に対する課題従事から逸脱して
いないと判断される時間の割合が，3群間で異なるかを分析。



3方法
• 国立大学教育学部附属小学校 1校における第 5学年の 3学級を対象に 2時間の実験
授業を実施。対象教科は理科，単元は電磁石の働き。対象となった 3 学級を Figure

3のとおりに再編成。
• 教師の指導の状況の違いの検討のために，全授業の聞き取り可能な教師の発話を書き
起こし，発話単位ごとに Table 1に沿って分類。各カテゴリの発話数が学級規模，指
導形態及び共変量としての教師の違いが影響するモデルを仮定し，MCMC法で推定。

• 児童の学習行動の違いの検討のために，授業中に全対象児に加速度計内蔵のウエアラ
ブルセンサを着用させ，行動をとることで起こる身体の揺れの周波数を計測し，課題
従事行動をとっていると見なす周波数の範囲の下限を 0.33Hz，上限を 4.24Hzとし，
課題従事行動からの逸脱の有無を判定し，授業時間全体に対する課題従事から逸脱し
ていないと判断される時間の割合を求めた。この割合が学級規模及び指導形態で異な
るかを，ベータ二項分布を当てはめたモデルを仮定し，MCMC法で推定。

Table 1 教師発話のカテゴリ (Blatchford et

al., 2011)

カテゴリ 内容
指導 教科内容に関する事実，考え方，概念な

ど説明，示唆したり，例示，質問，指摘
したりすること。

課題解決援助 児童の課題解決活動の手順や方法を援助
すること。

規律維持 課題従事行動をとっていなかったり，不
適切な行動をとっていたりした児童に対
して注意などをすること。

4結果
4.1教師の指導の状況の違い

• 全体的に見ると，「指導」に関す
る発話は，課題解決援助，規律
維持，その他と比べて多い。こ
の傾向の，学習集団規模の大小
による違いは見られない。

• 複線型指導と一斉指導を比べる
と，課題解決援助の発話が一斉
指導の方が多い。

4.2児童の学習行動の違い
• 14-15人複線型指導，15-16人一斉指導，34人一斉指導それぞれの，児童ごとの課題
従事から逸脱していないと判断される基準を下回る時間 (Off-task (Lo))，課題従事か
ら逸脱していないと判断される時間 (On-task)，課題従事から逸脱していないと判断
される基準を上回る時間 (Off-task (Hi))の割合の分布を示すと Figure 4のとおり。

• 学習集団が大規模である場合と比較した学習集団が小規模である場合とで,児童の課
題従事から逸脱していないと判断される時間の割合に差がある。この事後分布を図示
すると Figure 5のとおり。

5考察
• 授業中の教師の発話は，全体的には，「教科内容に関する事実，考え方，概念など説
明，示唆したり，例示，質問，指摘したりする」指導に関する発話は，「児童の課題解
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Figure 4 児童ごとの課題従事から逸脱していないと判断される基準を下回る，基準に入
る，及び基準を上回る時間の割合の分布
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(a) 14-15人・複線型指導
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(b) 15-16人・一斉指導
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(c) 34人・一斉指導

Figure 5 児童の課題従事から逸脱していないと判断される時間の割合の平均の事後分布

決活動の手順や方法を援助する」課題解決援助に関する発話，「課題従事行動をとっ
ていなかったり，不適切な行動をとっていたりした児童に対して注意などをする」規
律維持に関する発話，及びその他の発話と比べて多い。この傾向の学習集団規模によ
る違いは見られない。しかし，小規模学級の特性を生かした指導形態である複線型指
導と比較して，一斉指導の方が，「児童の課題解決活動の手順や方法を援助する」課
題解決援助に関する発話が多いことが示唆。

• 児童の授業中の課題従事については，学習集団規模による違いが見られ，学習集団が
小規模である方が，児童の授業時間に対する課題従事から逸脱していないと判断され
る時間の割合が高い。学習集団規模が大きい方が，身体の揺れという点からすると，
何もしていないという形で課題に取り組んでいない時間の割合が比較的多い児童が出
現することを示唆。
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