
事 務 連 絡

平成２３年４月２８日

岩手県，宮城県，福島県，仙台市を除く

各都道府県・指定都市 教育委員会総務担当課長 殿

文部科学省初等中等教育局

参事官（学校運営支援担当）

文部科学省が行う調査の実施等について

平成２３年度に文部科学省が公立学校を対象として実施する調査の東日本大

震災の影響等に配慮した対応について，被災地（岩手県・宮城県・福島県・仙

台市）に関しては別添の通りの対応をとることといたしました。また、これに

あわせ，全国的にも別紙の通りの対応をとることといたしましたので、お知ら

せいたします。各調査における対応の詳細につきましては，別添の調査担当課

へお問い合わせください。

各県教育委員会におかれては，このことについて，域内の市町村教育委員会

に対しても周知いただくようお願いします。

〔本件連絡先〕

文部科学省 初等中等教育局

参事官付 企画・学校評価係

（電 話） 03-5253-4111（内線 3705）
（ファックス） 03-6734-3727
（メールアドレス) hyo-ka@mext.go.jp



別紙

東日本大震災の影響等を考慮した調査の見直しについて

平成23年度に文部科学省が公立学校を対象として実施する調査について、

東日本大震災の影響を考慮し，以下の通り全国的に見直すこととした。

①４月27日時点で既に依頼済みの調査について（既報）

◇回答が困難な場合は回答を求めない

・学校における教育の情報化の実態等に関する調査

②今後実施予定の調査について

◇今年度は調査を実施しない

・高等学校等における国際交流等の状況調査

◇回答期限の延長

・学校給食実施状況等調査

※延期時期の詳細は後日連絡予定



事 務 連 絡

平成２３年４月２８日

関係各都道府県・指定都市教育委員会

総務担当課長 殿

文部科学省初等中等教育局

参事官（学校運営支援担当）

文部科学省が行う調査の実施等について

４月７日付け事務連絡（別添参照）にて別途連絡することとしておりました，

平成 23 年度に文部科学省が公立学校を対象として実施する調査の東日本大震

災の影響等に配慮した対応について，別紙の通りお知らせいたします。各調査

における対応の詳細につきましては，別添の調査担当課へお問い合わせくださ

い。

各県教育委員会におかれては，このことについて，域内の市町村教育委員会

に対しても周知いただくようお願いします。

〔本件連絡先〕

文部科学省 初等中等教育局

参事官付 企画・学校評価係

（電 話） 03-5253-4111（内線 3705）
（ファックス） 03-6734-3727
（メールアドレス) hyo-ka@mext.go.jp

toru-w
タイプライターテキスト
別添



別紙

東日本大震災の影響等を考慮した調査の見直しについて

平成23年度に文部科学省が公立学校を対象として実施する調査（19件）に

ついて，東日本大震災の影響を考慮し，以下の通り見直すこととした。

①４月27日時点で既に依頼済みの調査について（一部既報）

◇回答期限の延長(５件)

・学校基本調査

※今後の調査の実施方法については、７月頃を目途に県と相談の上、

検討することとする。

・学校保健統計調査

※今後の調査の実施方法については、７月頃を目途に県と相談の上、

検討することとする。

・児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査

※提出期限を秋頃に延期予定

・公立義務教育諸学校の教職員定数等に関する資料の提出

※ヒアリング時期を例年より一週間程度延期

・公立高等学校の教職員定数等に関する資料の提出

※ヒアリング時期を例年より一週間程度延期

◇回答が困難な場合は回答を求めない(１件)

・学校における教育の情報化の実態等に関する調査

※被災により回答不能となった教育委員会又は学校については，

回答を求めないこととする。

②今後実施予定の調査について（一部既報）

◇今年度は被災地への調査を実施しない(６件)

・高等学校等における国際交流等の状況調査

・学校給食栄養報告

・学校給食実施状況等調査

・子ども農山漁村交流プロジェクト実施人数等調査

・公立小・中学校における教育課程の編成・実施状況調査

・中学校夜間学級に関する実態調査



◇回答期限の延長(２件)

・地方教育費調査

※詳細は６月目処に連絡予定

・認定こども園件数等調査(第二弾)

※詳細は後日連絡予定

◇調査項目を限定して実施(１件)

・特別支援教育に関する調査

※通級指導以外の調査項目については、被災地への調査は実施しない。

◇回答が困難な場合は回答を求めない(１件)

・高等学校卒業(予定)者の就職(内定)状況に関する調査

※調査が困難な高等学校については教育委員会の判断により調査から除外し，

調査が可能な高等学校のみを対象とする。

◇個別に対応(３件)

・公立義務教育諸学校の研修等定数等の計画に係る資料の提出

・公立高等学校の研修等定数等の計画に係る資料の提出

・公立高等学校における生徒に関する調査



事 務 連 絡

平成２３年４月７日

岩手県，宮城県，福島県，仙台市を除く

各都道府県・指定都市教育委員会総務担当課長 殿

文部科学省初等中等教育局

参事官（学校運営支援担当）

文部科学省が行う調査の実施等について

文部科学省では，学校を対象として実施する調査等に関する事務負担の軽減

に取り組んでおり，その一環として，平成２３年度における調査について，別

紙のとおり，年間調査計画をとりまとめました。

この度の東日本大震災の影響等を考慮し，被災地については，調査事項の精

選や回答期限の延長又は回答が困難な場合は回答を求めないこととするなど，

可能な限り弾力的な対応をとることとし、具体的な検討を行っているところで

す。

そのため，今後の推移により，別紙の調査実施時期等に変更が生じる可能性

がありますので，ご承知おき願います。

今後の取扱いについては，あらかじめ十分な時間的余裕をもって，改めてお

知らせいたします。

なお，各教育委員会において独自に行われている調査については，学校現場

の事務負担等の軽減のため，積極的に見直し等に取り組んでおられると承知し

ていますが，引き続き取組をお願いします。

また，都道府県教育委員会におかれては，このことについて，域内の市町村

教育委員会に対しても十分周知いただくようお願いします。

〔本件連絡先〕

文部科学省 初等中等教育局

参事官付 企画・学校評価係

（電 話） 03-5253-4111（内線 3705）
（ファックス） 03-6734-3727
（メールアドレス) hyo-ka@mext.go.jp

toru-w
タイプライターテキスト
別添

toru-w
タイプライターテキスト



１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

1
高等学校卒業（予定）者
の就職（内定）状況に関す
る調査

悉皆 毎年３回
国公私立高等学校（全日
制・定時制）及び中等教育
学校

第三回 第一回 第二回 第三回

初等中等教育局
児童生徒課

2 学校基本調査 悉皆 毎年１回 国公私立学校
生涯学習政策局

調査企画課

3 学校保健統計調査 抽出 毎年１回
国公私立学校（特別支援学
校、大学及び高等専門学
校を除く。）

生涯学習政策局
調査企画課

4
学校における教育の情報
化の実態等に関する調査

悉皆 毎年１回
公立学校（幼稚園、大学及
び高等専門学校を除く。）

生涯学習政策局
参事官付

5
児童生徒の問題行動等
生徒指導上の諸問題に関
する調査

悉皆 毎年１回
国公私立学校（幼稚園、大
学及び高等専門学校を除
く。）

一部 一部

初等中等教育局
児童生徒課

6 地方教育費調査 悉皆 毎年１回
都道府県立学校（大学を除
く。）

生涯学習政策局
調査企画課

7
公立義務教育諸学校の
教職員定数等に関する資
料の提出

悉皆 毎年１回
公立小学校、中学校、中等
教育学校前期課程及び特
別支援学校小・中学部

初等中等教育局
財務課

8
公立義務教育諸学校の
研修等定数等の計画に係
る資料の提出

悉皆 毎年１回
公立小学校、中学校、中等
教育学校前期課程及び特
別支援学校小・中学部

初等中等教育局
財務課

9
公立高等学校の教職員
定数等に関する資料の提
出

悉皆 毎年１回
公立高等学校、中等教育
学校後期課程及び特別支
援学校高等部

初等中等教育局
財務課

10
公立高等学校の研修等
定数等の計画に係る資料
の提出

悉皆 毎年１回
公立高等学校、中等教育
学校後期課程及び特別支
援学校高等部

初等中等教育局
財務課

11 学校給食栄養報告 抽出 毎年２回
公立学校（幼稚園、特別支
援学校、大学及び高等専
門学校を除く。）

第一回 第二回

スポーツ・青少年局
学校健康教育課

12
子ども農山漁村交流プロ
ジェクト実施人数等調査

悉皆 毎年１回 公立小学校
初等中等教育局

児童生徒課

13
高等学校等における国際
交流等の状況調査

悉皆 ２年に１回
公立学校（幼稚園、特別支
援学校、大学及び高等専
門学校を除く。）

初等中等教育局
国際教育課

14
学校給食実施状況等調
査

悉皆 毎年１回
国公私立学校（大学及び高
等専門学校を除く。）

スポーツ・青少年局
学校健康教育課

15 認定こども園件数等調査 悉皆 毎年１回
認定こども園の認定を受け
ている公私立幼稚園

初等中等教育局
幼児教育課

16
公立小・中学校における
教育課程の編成・実施状
況調査

悉皆 ２年に１回公立小学校及び中学校
初等中等教育局

教育課程課
教育課程企画室

17
中学校夜間学級に関する
実態調査

悉皆 ２年に１回
夜間学級を設置していてい
る公立中学校

初等中等教育局
初等中等教育企画課

教育制度改革室

18
公立高等学校における生
徒に関する調査

悉皆 毎年１回
公立高等学校、中等教育
学校後期課程及び特別支
援学校高等部

初等中等教育局
財務課

高校修学支援室

19
特別支援教育に関する調
査

悉皆 毎年１回
国公私立学校（大学及び高
等専門学校を除く）

初等中等教育局
特別支援教育課

実施頻度

(注)　本計画は平成２２年度末時点での予定であり、諸事情により、調査の実施時期等について変更する可能性があります。また、必要に応じて臨時の調査を行う場合もありますので、ご了承ください。

担当局課No.

平成２３年度　文部科学省　年間調査計画（予定）

調査対象

●調査依頼　◆提出期限
平成２３年 平成２４年平成２３年度

実施予定調査
実施対象



（参考）

No. 平成２３年度実施予定調査

1 高等学校卒業（予定）者の就職（内定）状況に関する調査

2 学校基本調査

3 学校保健統計調査

4 学校における教育の情報化の実態等に関する調査

5 児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査

6 地方教育費調査

7 公立義務教育諸学校の教職員定数等に関する資料の提出

8 公立義務教育諸学校の研修等定数等の計画に係る資料の提出

9 公立高等学校の教職員定数等に関する資料の提出

10 公立高等学校の研修等定数等の計画に係る資料の提出

11 学校給食栄養報告

12 子ども農山漁村交流プロジェクト実施人数等調査

13 高等学校等における国際交流等の状況調査

14 学校給食実施状況等調査

15 認定こども園件数等調査

16 公立小・中学校における教育課程の編成・実施状況調査

17 中学校夜間学級に関する実態調査

18 公立高等学校における生徒に関する調査

19 特別支援教育に関する調査

各調査の担当連絡先

初等中等教育局　幼児教育課
企画係　内線3136

初等中等教育局　教育課程課
教育課程企画室　審議・調整係　内線2369

初等中等教育局　初等中等教育企画課
教育制度改革室　義務教育改革係　内線2007

スポーツ・青少年局　学校健康教育課
学校給食係　内線2694

初等中等教育局　児童生徒課
生徒指導第二係　内線2905

初等中等教育局　国際教育課
国際理解教育係　内線3562

スポーツ・青少年局　学校健康教育課
学校給食係　内線2694

初等中等教育局　財務課
定数企画係　内線3078

初等中等教育局　財務課
定数企画係　内線3078

初等中等教育局　財務課
定数企画係　内線3078

初等中等教育局　特別支援教育課
振興係　内線3192

初等中等教育局　財務課
高校就学支援室　高校就学第一係　内線3577

生涯学習政策局　参事官付
ICT環境整備係　内線2382

初等中等教育局　児童生徒課
 調査分析係　内線3057

生涯学習政策局　調査企画課
統計情報分析係　内線2266

初等中等教育局　財務課
定数企画係　内線3078

担当連絡先（代表：０３－５２５３－４１１１）

初等中等教育局　児童生徒課
指導調査係　内線3291

生涯学習政策局　調査企画課
学校基本調査係　内線2264

生涯学習政策局　調査企画課
専門調査係　内線2262
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