施策目標7-1 科学技術関係人材の育成及び科学技術に関する
国民意識の醸成
●施策期間
目標達成年度：平成22年度（基準年度：平成18年度）

●主管課（課長名）
科学技術・学術政策局基盤政策課（板倉

周一郎）

●関係局課（課長名）
生涯学習政策局社会教育課（塩見 みづ枝）、初等中等教育局教育課程課（平林
同高校教育改革PT（袖山 禎之）、研究振興局振興企画課（永山 賀久）

正吉）、

●施策の概要
我が国が科学技術の力で世界をリードしていくためには、多様多才な個々人が意欲と能力を発揮できる環境の整
備をはじめとした初等中等教育段階から研究者等の育成まで一貫した総合的な人材育成施策を講じ、科学技術関係
人材の質と量を確保する。また、科学技術の社会的信頼を獲得するために、成人の科学技術に関する基礎的素養（科
学技術リテラシー）を高める活動を推進するとともに、幼少期から高齢者まで広く国民を対象として、科学技術に
触れ、体験・学習できる機会の拡充を図る。

●評価
理数に興味・関心の高い生徒・学生の能力を伸ばすための取組、理科好きな子どもの裾野を拡大する取組及び若
手などの活躍を促進するための取組が着実に実施されるとともに、科学技術に関する高度な専門的応用能力を持っ
て計画、設計等の業務を行う技術士の登録者数が着実に増加しており、科学技術関係人材の質と量が順調に確保さ
れている。専門高校においては、地域社会等と連携した取組が着実に実施されており、産業社会のニーズに対応し
た人材育成が図られている。また、科学技術を国民に分かりやすく伝え、国民の科学技術に対する興味・関心と基
礎的な知識・能力を高める取組も着実に実施されており、科学技術関係人材の育成及び科学技術に関する国民意識
の醸成については、順調に進捗した。

●達成目標
○達成目標7-1-1 A（イS、ロA、ハA、ニA）
次世代を担う科学技術関係人材の育成に向け、子どもが科学技術に親しみ学ぶことができる環境を充実すると
ともに、理数に興味関心の高い子どもの能力を伸長することができる効果的な環境を提供するため、理数教育の
充実を図る。この目標の達成度については、スーパーサイエンスハイスクール（SSH）における科学技術コンテス
トの応募・表彰件数やSSH指定校生徒の専攻分野選択に影響した割合、理数分野に優れた学生の能力を伸ばす大学
の取組状況、及びサイエンス・パートナーシップ・プロジェクトの調査結果で計ることができるため、以下の指
標を用いて判断することとする。

判断基準イ

判断基準ロ

科学技術分野のコンテストでの表彰件数の SSH 指定前との比較
S＝5 倍（500%）以上
A＝3 倍（300%）以上 5 倍（500%）未満
B＝1 倍（100%）以上 3 倍（300％）未満
C＝減少
理系学部専攻の SSH 卒業生が「SSH 参加が現在の専攻分野選択に影響した」と回答した割合
S＝90%以上 100%以下
A＝50%以上 90%未満
B＝10%以上 50%未満
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C＝10%未満

判断基準ハ

判断基準ニ

理数分野に強い学習意欲を持つ学生の意欲・能力を更に伸ばす取組を行う大学の取組進捗状
況
S＝大幅に進展した
A＝着実に進展した
B＝十分には進展しなかった
C＝進展しなかった
サイエンス・パートナーシップ・プロジェクトに関するアンケート調査で、科学技術や理科
・数学に対する興味関心が増加した又はどちらかといえば増加したと答えた児童・生徒
S＝90%以上 100％以下
A＝50%以上 90％未満
B＝10%以上 50％未満
C＝10％未満

【「理数に興味関心の高い子どもの能力を伸長する」−理数に興味・関心の高い生徒・学生の個性・能力の伸長】
SSH において、科学技術分野のコンテストの表彰件数が SSH 指定前に比べ 3 倍以上に増加している。さらに、
理系学部専攻の SSH 卒業生が「SSH 参加が現在の専攻分野選択に影響した」と回答した割合が 50％以上となっ
ており、生徒の科学技術に関する能力を高める取組が着実に実施されている。
また、理数学生応援プロジェクトにおいて、平成 21 年度には平成 19 年度から平成 21 年度に採択された 20
大学に対して支援を行うとともに、平成 20 年度採択大学に対する中間評価において、全ての大学が「一定の成
果が期待できる取組であり、計画を推進すべき」または「一定の成果が期待できる取組であり、中間評価の所
見に留意し計画を推進すべき」との評価を受けており、大学において、理数分野に関して強い学習意欲を持つ
学生の意欲・能力を伸ばす取組が着実に推進されているところである。
以上を勘案し、「理数に興味関心の高い子どもの能力を伸長する」という達成目標は、概ね順調に進捗して
おり、理数に興味・関心の高い生徒・学生の個性・能力の伸長に寄与していると判断。
【「子どもが科学技術に親しみ学ぶことができる環境を充実する」−理数好きな子どもの裾野の拡大】
サイエンス・パートナーシップ・プロジェクトに関するアンケート調査で、科学技術や理科・数学に対する
興味関心が増加した又はどちらかといえば増加したと答えた生徒は 50%以上となっている。したがって、サイエ
ンス・パートナーシップ・プロジェクトについて、「子どもが科学技術に親しみ学ぶことができる環境を充実
する」という達成目標は、概ね順調に進捗しており、理数好きな子どもの裾野の拡大に寄与していると判断し
た。
（指標・参考指標）
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1.科学技術分野のコンテスト表彰件数の SSH 指
定前と比べた比率
2.理系学部専攻の卒業生が「SSH 参加が現在の
専攻分野選択に影響した」と回答した割合
3.理数学生応援
プロジェクト

中間評価において「優れ 大
た成果が期待できると 学
取組であり、計画通り推 数
進すべき」または「一定
の成果が期待できる取
組であり、中間評価の所 割
見に留意し計画を推進 合
すべき」との評価を受け
た大学数及び割合
4.サイエンス・パートナーシップ・プロジェク
トに関するアンケート調査で、科学技術や理科
・数学に対する興味関心が増加した又はどちら
かといえば増加したと答えた児童・生徒の割合

※ H21 年度に質問内容が変更された為、単純な比較は困難。
（指標に用いたデータ・資料等）
1.科学技術分野のコンテスト表彰件数のSSH指定前と比べた比率
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「平成21年度スーパーサイエンスハイスクール活動実績調査報告書」
（作成：株式会社システム情報センター）（作成又は公表時期：平成22年7月(予定)）
（基準時点又は対象期間：平成21年度）（所在：独立行政法人科学技術振興機構）
2.理系学部専攻の卒業生が「SSH参加が現在の専攻分野選択に影響した」と回答した割合
「平成21年度スーパーサイエンスハイスクール意識調査報告書」
（作成：株式会社情報基盤開発）（作成又は公表時期：平成22年3月）
（基準時点又は対象期間：平成21年度）（所在：独立行政法人科学技術振興機構）
3.理数学生応援プロジェクト
「理数学生応援プロジェクト（平成 20 年度採択大学）中間評価について」
（作成：文部科学省）（作成又は公表時期：平成22年2月）（基準時点又は対象期間：平成21年度）
（所在：文部科学省ホームページ（http://www.mext.go.jp/a̲menu/jinzai/koubo/1292069.htm））
4.サイエンス・パートナーシップ・プロジェクトに関するアンケート調査で、科学技術や理科・数学に対する興味
関心が増加した又はどちらかといえば増加したと答えた児童・生徒の割合
平成21年度SPP受講者等のアンケート調査結果
（作成：独立行政法人科学技術振興機構）（作成又は公表時期：平成22年6月）
（基準時点又は対象期間：平成21年度）
（所在：独立行政法人科学技術振興機構ホームページ（http://spp.jst.go.jp/result/graph.html））
○達成目標7-1-2 S（イS、ロA）
専門高校において、地域社会との連携強化等により、産業社会のニーズに対応した人材養成を行う。この目標
が達成されたかについては、モデル事業において生徒の実践力の習得や就労観・職業観の醸成が図られたか、学
校が地域社会との連携をどれほど強化したかによってその効果を計ることができるため、以下の指標を用いて判
断することとする。

判断基準イ

判断基準ロ

生徒の実践力の向上や勤労観・職業観の醸成が図られたとする学校の割合
S＝80％以上
A＝60％以上 80％未満
B＝40％以上〜20％未満
C＝20％未満
1 学校あたりの企業などの連携機関数の対前年度比
S＝115％以上
A＝105％以上 115％未満
B＝95％以上 105％未満
C＝95％未満

「経済財政改革の基本方針2009」、「経済成長戦略大綱」、「キャリア教育等推進プラン」等に基づき、専門高校
において、地域社会との連携強化等により、特色ある産業教育を支援するための事業を実施しているところである。
大学・研究機関等と連携した特色ある取組を行う専門高校へ支援をする「目指せスペシャリスト」では、継続分を
含めて平成21年度は32校で実施している。指定校の報告書によると、生徒の実践力の向上や勤労観・職業観の醸成が
図られたと回答した学校は32校（100.0％）という状況である。
平成19年度から経済産業省と共同で実施している、工業高校等の専門高校と地域産業界が連携して、地域のもの
づくり産業を担う人材を育成するための事業「ものづくり人材育成のための専門高校・地域産業連携事業」において
は、平成20年度からは「地域産業の担い手育成プロジェクト」として、56地域159校で実施している。
指定地域の報告書によると、企業実習や企業技術者等による学校での実践的指導等を通して生徒の実践力の向上や
勤労観・職業観の醸成が図られたとしている学校は、159校（100.0％）という状況である。なお、受入企業数は8,386
社であり、１学校当たりでは52.7社、対前年度比で107.8％となっている。
両事業とも判断基準イ、ロにおいてS又はAとなっており、概ね順調に進捗したと判断。
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※

合
計
−
45
74
130
191
地域産業の担い手育成プロジェク
ト（旧、ものづくり人材育成のため
―
−
24．4
48．9
52.7
の専門高校・地域産業連携事業）
「地域産業の担い手育成プロジェクト」は、平成 20 年度から 4 分野（ものづくり・建設・農業・水産）に増加
したため、学校数、指定地域数、連携協力機関数ともに増加している。

（指標に用いたデータ・資料等）
1.目指せスペシャリスト「スーパー専門高校」
（作成：文部科学省）（作成又は公表時期：平成22年6月）（基準時点又は対象期間：平成21年度）
（所在：文部科学省）
2. 地域産業の担い手育成プロジェクト（旧、ものづくり人材育成のための専門高校・地域産業連携事業）
（作成：文部科学省）（作成又は公表時期：平成22年6月）（基準時点又は対象期間：平成21年度）
（所在：文部科学省）
3.モデル事業において生徒の実践力の習得や勤労観・職業観の醸成が図られたとする学校数
（作成：文部科学省）（作成又は公表時期：平成22年6月）（基準時点又は対象期間：平成21年度）
（所在：文部科学省）
○達成目標7-1-3 A（イA、ロS 、ハA、ニS）
研究活動を活性化させるため、若手研究者など多様な人材が能力を最大限発揮できる環境を整備する。若手研
究者の活躍促進については、博士号取得者等が社会で活躍しているかによって、技術士制度については、高度な
専門的応用能力を有する技術者として公共的事業や製造の現場等での活躍が見込まれる技術士の増加状況によっ
て、その効果を計ることができるため、以下の指標を用いて判断することとする。

判断基準イ

判断基準ロ

判断基準ハ

判断基準ニ

「科学技術関係人材のキャリアパス多様化促進事業」１機関あたりの博士課程修了者及びポ
ストドクターの就職者数
S＝前年度比で 2.08 倍（前年度の伸率）以上に増加
A＝前年度比で 2.07 倍以下の増加
B＝前年度比で変化無しあるいは 1.08 倍以下の減少
C＝前年度比で 1.09 倍以上の減少
企業等における研究者のうち、博士号を取得した研究者数の割合
S＝前年度比で 1.02 倍以上に増加
A＝前年度比で 1.01 倍（過去 5 年の平均伸率）以下の増加
B 前年度比で変化無しあるいは 0.01 倍以下の減少
C＝前年度比で 0.02 倍以上の減少
博士課程修了者の就職率
S＝前年度比で 1.04 倍以上に増加
A＝前年度比で 1.03 倍（過去 5 年の平均伸率）以下の増加
B＝前年度比で変化無しあるいは 0.03 倍以下の減少
C＝前年度比で 0.04 倍以上の減少
技術士の登録数
S＝前年度比 1.05 倍以上に増加
A＝前年度比で登録数が 1.04 倍（過去 5 年の平均伸率）以下の増加
B＝前年度比で変化無しまたは 0.04 倍以下の減少
C＝前年度比で 0.05 倍以上の減少

博士号取得者等の社会の多様な場での活躍促進を図るため、平成 20 年度に引き続き「科学技術関係人材のキ
ャリアパス多様化促進事業」を実施した。平成 21 年度には、19 年度に採択した 4 機関への支援を実施し、各機
関において博士号取得者等のキャリア選択に対する組織的な支援が進められた。その結果、博士号取得者等の
キャリアパスの多様化は着実に促進され、１機関あたりの博士課程修了者及びポストドクターの就職者数は、
28.8 人と対前年度比 1.45 倍に増加した。また、企業等における研究者のうち、博士号を取得した研究者数の割
合は、3.88％と対前年度比 1.02％増加、博士課程修了者の就職率も、64.3%と対前年度比 1.02 倍に増加した。
技術士制度は、科学技術に関する高度な専門的応用能力を持って計画、設計等の業務を行う者に対し、「技
術士」の資格を付与することで優秀な技術者の養成・確保を図っている。技術士の登録者数は、平成 21 年度末
現在では、68,546 名（対前年度比 1.05 倍）となり、着実に増加している。
これらを総合的に判断し、達成目標は想定どおり順調に進捗していると判断した。
（指標・参考指標）
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1.「科学技術関係人材のキャリア
パス多様化促進事業」1 機関あた
りの博士課程修了者及びポスト
ドクターの就職者数
2.企業等における研究者のうち、
博士号を取得した研究者数の割
合
3.博士課程修了者の就職率

4.技術士登録者数の推移

9.5 人
−

−

19.8 人
28.8 人
（2.08 倍） （1.45 倍）

−

3.75%
3.89%
3.78%
4.30%
3.80％
（1.00 倍） （1.04 倍） （0.97 倍） （1.14 倍） （0.88 倍）
(18,685
(19,074
(19,628
(22,658
(20,333
人)
人)
人)
人)
人)
56.4%
57.2%
57.4%
58.8%
63.2％
（1.04 倍） （1.01 倍） （1.00 倍） （1.03 倍） （1.07 倍）
(8,557 人) (8,746 人) (9,167 人) (9,885 人)
(10,579
人)
55,875 人
58,314 人
60,534 人
61,794 人
65,483 人
（1.02 倍） （1.04 倍） （1.04 倍） （1.02 倍） (1.06 倍)

3.88％
（1.02 倍）
(20,933
人)
64.3％
（1.02 倍）
(10,288
人)
68,546 人
（1.05 倍）

（指標に用いたデータ・資料等）
1.「科学技術関係人材のキャリアパス多様化促進事業」1機関あたりの博士課程修了者及びポストドクターの就職
者数
（作成：文部科学省）（作成又は公表時期：平成22年6月）（基準時点又は対象期間：平成22年5月31日）
（所在：文部科学省）
2.企業等における研究者のうち、博士号を取得した研究者数の割合
（名称：平成21年科学技術研究調査）（作成：総務省）（作成又は公表時期：21年12月）
（基準時点又は対象期間：平成21年3月31日）
（所在：総務省統計局ホームページ（http://www.stat.go.jp/data/guide/download/kagaku/index.htm））
3.博士課程修了者の就職率
（名称：平成21年度学校基本調査）（作成：文部科学省）（作成又は公表時期：平成21年12月）
（基準時点又は対象期間：平成21年5月1日）
（所在：文部科学省ホームページ（http://www.mext.go.jp/b̲menu/toukei/chousa01/kihon/1267995.htm））
4.技術士登録者数の推移
（作成：文部科学省）（作成又は公表時期：平成22年4月）（基準時点又は対象期間：平成22年3月31日）
（所在：文部科学省）
○達成目標7-1-4 A（イB、ロA 、ハS）
わかりやすく親しみやすい形で国民に科学技術を伝え、国民との対話を通じて説明責任と情報発信を強化する
活動及び科学技術に関する基礎的な知識・能力の向上に資する取組を推進する。この目標が達成されたかについ
ては、サイエンスチャンネルのモニター調査結果及び日本科学未来館・国立科学博物館の入館者数、及び科学技
術週間標語の応募件数で計ることができるため、以下の指標を用いて判断することとする。

判断基準イ

判断基準ロ

判断基準ハ

科学技術週間標語の応募件数
S＝前年度比で大幅に増加
A＝前年度比で増加
B＝前年度比で変化無しあるいは減少
C＝前年度比で大幅に減少
日本科学未来館及び独立行政法人国立科学博物館の両者の入館者数の対前年度比
S＝前年度比で 1.09 倍（過去 5 年間の平均伸率）以上に増加
A＝前年度比で増加
B＝前年度比で変化無しあるいは減少
C＝前年度比で大幅に減少
サイエンスチャンネル（科学技術番組）のモニター調査において、「知識・教養」を高める
上での有用性に関する評価と「実用性」、「平明性」に関する評価の平均値
S＝4 以上
A＝3 以上 4 未満
B＝2 以上 3 未満
C＝2 未満

科学技術週間標語の応募件数は僅かではあるが前年度から減少したものの、前年度と同程度の応募件数を維持
している。また、日本科学未来館及び国立科学博物館の入館者数はともに増加している（両館合計では前年度比
1.07倍）。サイエンスチャンネル（科学技術番組）のモニター調査においては、「知識・教養」を高める上での
有用性に関する評価が4.5、「実用性」に関する評価は3.7、「平明性」に関する評価が4.0で、平均値は5段階中
4.1であり、尺度基準の3より高い評価が得られた。これらを総合的に判断すると、国民の科学技術に対する関心
や理解は概ね向上していると考えられる。したがって、達成目標は、概ね順調に進捗していると判断した。
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（指標・参考指標）
16
1.科学技術週間標語の応募件数
2.日本科学未来館の入館者数
（人）
3.国立科学博物館の入館者数
（人）
4.サイエンスチャンネル

628,184

17
3,396
712,426

18
5,442
778,629

19
6,709
795,497

20
10,160
907,921

21
9,821
913,759

1,196,364

1,618,886

1,761,257

1,907,826

1,610,348

1,774,179

3.8

3.7

3.7

3.7

4.1

4.1

−

−

61.1

−

−

5.国民の科学技術への関心（％） 52.6

（指標に用いたデータ・資料等）
1.科学技術週間標語の応募件数
（作成：文部科学省）（作成又は公表時期：平成21年1月）
（基準時点又は対象期間：平成20年9月12日〜平成20年10月31日）
（所在：文部科学省ホームページ（http://www.mext.go.jp/b̲menu/houdou/21/01/1217841.htm））
2.日本科学未来館の入館者数
（名称：平成 21 年度日本科学未来館年報）（作成：独立行政法人科学技術振興機構）
（作成又は公表時期：平成 22 年 6 月）（基準時点又は対象期間：平成 21 年 3 月）
（所在：日本科学未来館ホームページ（http://www.miraikan.jst.go.jp/aboutus/info/））
3.国立科学博物館の入館者数
（作成：国立科学博物館）（作成又は公表時期：平成22年6月）（基準時点又は対象期間：平成22年3月31日）
（所在：国立科学博物館）
4.サイエンスチャンネル
（名称：平成20年度サイエンスチャンネル事業に関する調査報告書）（作成：独立行政法人科学技術振興機構）
（作成又は公表時期：平成21年10月）（基準時点又は対象期間：平成21年3月）
（所在：独立行政法人科学技術振興機構）

●必要性・有効性・効率性分析
【必要性の観点】
「知」をめぐる世界的な大競争時代を迎える中、我が国では少子高齢化・人口減少が急速に進んでおり、科
学技術関係人材の質と量の確保をめぐる懸念が高まっている。このような中、科学技術や学術活動の基盤とな
る人材の養成・確保や社会の多様な場における活躍の促進は極めて重要な課題であり、「第３期科学技術基本
計画」などをふまえつつ、科学技術関係人材の養成・確保、活躍の促進に向けた取組を総合的に推進する必要
がある。
この課題については、「第3期科学技術基本計画」において、政府全体で着実に実行すべき主要施策として、
若手・女性研究者などの多様多才な個々人が意欲と能力を発揮できる環境を形成するとともに、初等中等教育
段階から研究者育成まで一貫した総合的な人材育成施策を講じること、また、社会・国民に支持される科学技
術のために関係府省を含む様々な主体がそれぞれの役割を担い、適切に施策の推進を図ることとされており、
文部科学省としても大学や公的研究機関の自主的な取組の加速を積極的に支援する必要がある。
【有効性の観点】
若手・女性研究者など多様な人材が意欲・能力を発揮できる環境の整備及び地域社会のニーズに対応した人
材養成の推進、理数教育の充実、国民が科学技術に触れ、体験できる機会の充実により、若手研究者の活躍促
進や女性研究者割合の増加、子どもの科学技術に対する興味・関心、能力の向上といった効果が得られる見込
みがあり、この数年における施策の効果が認められる。このため、引き続き科学技術関係人材の育成及び科学
技術に関する国民意識の醸成の目指す効果の達成が見込まれる。
【効率性の観点】
（事業コスト）
具体的な達成手段である「理数学生応援プロジェクト」等の事業では、意欲があり、優れた事業計画を提案
した大学等を選定し重点的に資金を配分することにより、最小限のコストで求める効果を得ることができ、費
用対効果の高い手段で実施している。
（事業アウトプット）
本事業の実施により、若手研究者の活躍促進、子どもの科学技術に対する興味・関心、能力の向上、といっ
た効果が見込まれる。
（事業アウトカム）
科学技術関係人材の支援施策を確実に実施することにより、わが国全体の研究開発や国際競争力の維持・
向上等に大きく貢献することが期待される。
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●施策への反映（フォローアップ）
【予算要求への反映】
これまでの取組を引き続き推進
【機構定員要求への反映】
定員要求に反映
【具体的な反映内容について】
平成23年度においては、多種多才な個々人が意欲と能力を発揮して活躍できる環境の整備を促進するととも
に、次の世代の挑戦する人材を確保する観点から理数教育の充実を図るため、必要な施策を推進する。
平成23年度定員要求においては、次代を担う人材への理数教育の強化に伴い、理数学習支援係員1人を定員
要求する。
【事業仕分け、行政事業レビューの指摘について】
○行政事業レビューについて（平成22年7月）
＜廃止＞
・科学技術広報啓発
＜廃止の上整理統合＞
・優秀な科学技術関係人材の養成及び確保
＜縮減＞
・スーパーサイエンスハイスクール
・科学技術分野の文部科学大臣表彰
・技術士法施行
＜現状維持＞
・独立行政法人科学技術振興機構施設整備に必要な経費

●具体的な達成手段

【事業概要等】

【21 年度の実績】

スーパーサイエンスハイスクール（SSH）
（開始：平成 14 年度 終了：− 21 年度予算額：1,489 百万円 ※一部は独立行政法人科学技術振興機構運営費
交付金）
将来の国際的な科学技術系人材を育成するた
平成 21 年度は 106 のスーパーサイエンスハイスクール指定校に
め、先進的な理数教育を実践する高等学校等を
対して支援を行い、各校において特色ある理数教育が展開され、
SSH として指定し、理科･数学に重点を置くカ
生徒の科学技術に関する能力が向上した。
リキュラム開発等を実施。
理数学生応援プロジェクト（開始：平成 19 年度 終了：− 21 年度予算額：325 百万円 ）
理系学部を置く大学において、理数分野に関し 平成 21 年度においては、20 大学において事業が実施され、各大
て強い学習意欲を持つ学生の意欲・能力を更に 学において、新しい入試・選抜方法の開発・実践、教育カリキュ
伸ばすことに重点を置いた取組を支援する。
ラムの開発・実践、工夫した取組が行われた。
目指せスペシャリスト「スーパー専門高校」（開始：平成 15 年度 終了：平成 21 年度 21 年度予算額：106 百万
円 ）【平成 21 年度達成年度到来事業】
平成 21 年度においては、32 校において事業が実施され、特色あ
専門高校等を対象に、地域社会と連携した特色
る教育活動を行っている専門高校等に対する支援を行った。
ある取組を行う専門高校等への支援を行い、将
これまでの取組を通して、生徒の職業意識の啓発が見られ、専門
来の専門的職業人の育成の推進を図るため、
的職業人の育成を促進し、専門高校等の活性化を図ることができ
「目指せスペシャリスト」事業を実施。
た。
地域産業の担い手育成プロジェクト（旧、ものづくり人材育成のための専門高校・地域産業連携事業）
（開始：平成 19 年度 終了：平成 21 年度 21 年度予算額：335 百万円 ）
【平成 21 年度達成年度到来事業】
専門高校と地域産業界が連携（協働）して、生 平成 21 年度においては、合計 4 分野（ものづくり・建設・農業
徒の長期間の現場実習、企業技術者等による学 ・水産）の関係省庁と連携を図りつつ、56 地域において事業が実
校での実践的指導、教員の高度技術習得等を通 施された。
じ、地域の産業を担う人材を育成するための事 これまでの取組を通して、将来の地域の産業を担う人材が育成さ
業を実施。
れた。
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科学技術人材のキャリアパス多様化促進事業（開始：平成 18 年度 終了：平成 21 年度 平成 21 年度予算額：126
百万円）【平成 21 年度達成年度到来事業】
平成 21 年度においては、19 年度に採択した 4 機関への支援を実
大学、企業、学協会等がネットワークを形成し、 施し、各機関において博士号取得者等のキャリア選択に対する組
人材と企業の「出会いの場」の創出、キャリア 織的な支援が進められた。
・コンサルティング、派遣型研修などの能力開
これまでの様々な取組を通して、アカデミック以外のキャリア
発等を実施する。
パスに対するポストドクター等の意識改革が図られ、博士号取得
者のキャリアパスの多様化が着実に推進した。
科学技術振興調整費「若手研究者の自立的研究環境整備促進」（開始：平成 18 年度 終了：− 21 年度予算額：
8,340 百万円 ）
平成 21 年度においては、19 件の応募があり、6 機関を採択。
若手研究者の自立のための環境整備に組織的
平成 18 年度〜21 年度採択の 28 機関も含め、計 34 機関において、
に取り組んでいる研究機関がテニュア・トラッ
若手研究者に研究スペースやスタートアップ資金が与えられ、自
ク制を導入する取組を支援する。
立的な研究環境の整備が促進された。
科学技術振興調整費「イノベーション創出若手研究人材養成」（開始：平成 18 年度 終了：− 21 年度予算額：
1,480 百万円 ）
イノベーション創出の中核となる若手研究者
平成 21 年度においては、23 件の応募があり、7 件を採択。
等が、狭い学問分野の専門能力だけでなく、国
17 大学において、国内外の企業・研究機関等での長期間の「実践
内外の多様な場で創造的な成果を生み出す能
プログラム」を開始するなど、創造的な人材を養成するためのシ
力を身につける研究人材養成システムを構築
ステムが構築された。
する。
科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成」（開始：平成 18 年度 終了：− 21 年度予算額：1,750 百万
円 ）
平成 21 年度においては、22 件の応募があり、12 件を採択。
大学や公的機関が、女性研究者の研究と出産・
平成 18 年度〜20 年度採択の 33 件も含め、計 45 機関において、
育児等を両立するための支援等を行う仕組み
研究支援者の配置など、出産・育児と研究の両立のための支援体
を構築するモデルとなる優れた取組を支援す
制が構築され、優れた女性研究者を輩出するシステムを確立する
る。
ととともに、意識改革が図られた。
科学技術振興調整費「女性研究者養成システム改革加速」（開始：平成 21 年度 終了：− 21 年度予算額：500
百万円 ）
平成 22 年度においては、22 件の応募があり、5 件を採択。採択
多様な人材の育成・確保及び男女共同参画の推
機関において、システム改革に効果的に分野・規模で女性研究者
進の観点から、特に女性研究者の採用割合等が
の採用が行われることで、人材の多様化、男女共同参画意識の醸
低い分野である、理学系・工学系・農学系の研
成、柔軟な組織編成などが促進され、総合的なシステムが構築さ
究を行う優れた女性研究者の養成を加速する。
れた。
技術士制度（開始：昭和 32 年度 終了：− 21 年度予算額：− ）
技術士法に基づき、科学技術に関する高等の専
門的応用能力を必要とする事項についての計 平成 21 年度において技術士の登録者数は 68,546 人となった。
画、研究、設計等の業務を行う能力を有する者 技術士資格を付与することにより、優れた能力を有し、公益性を
を認定することによって、科学技術の向上と国 責務とする技術者が増加した。
民経済の発展に資することを目的とする。
科学技術分野の文部科学大臣表彰（開始：昭和 34 年度 終了：− 21 年度予算額：28 百万円 ）
科学技術に関する研究開発、理解増進等におい 平成 21 年度には、科学技術賞 118 件、若手科学者賞 81 人、創意
て顕著な成果を収めた者について、その功績を 工夫功労者賞 979 人及び創意工夫育成功労学校賞 20 校を表彰し
讃えることにより、科学技術に携わる者の意欲 た。
の向上を図り、もって我が国の科学技術水準の この表彰により、科学技術の最前線で活躍している研究者・技術
向上に寄与することを目的とする。
者等の意欲の向上が図られ、科学技術の振興発展に繋がった。
科学技術広報啓発（開始：− 終了：− 21 年度予算額：29 百万円 ）
広く国民一般の科学技術に対する関心と理解
平成 21 年度における科学技術普及啓発行事の登録数は 1,266 件
を深めるため、科学技術に関する広報啓発事業
であった。全国的に科学技術関係行事が開催され、広く国民一般
の実施、科学技術映像情報の提供、各種広報啓
参加することにより、科学技術に対する関心と理解が深まった。
発資料の作成・配布を行う。
（参考）関連する独立行政法人の事業（なお、当該事業の評価は文部科学省独立行政法人評価委員会において行われ
ている。評価結果については、独法評価書を参照のこと）
独法名

21年度予算
額

事業概要
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独立行政法人科
学技術振興機構

10,013百万
円
※運営費交
付金中の推
計額

「国際科学技術コンテスト支援」
国際大会につながる国内での科学技術コンテストの開催、国際大会への生徒の
派遣、国際大会の日本開催等を支援する。
「サイエンス･パートナーシップ･プロジェクト」
第一線の研究者・技術者を講師とする学習活動など、大学や科学館等と学校現
場との連携した取組を支援する。
「IT活用型科学技術情報発信事業」
科学技術番組等のコンテンツを制作し、CS 放送やインターネットを通じて、
一般家庭に配信。
「日本科学未来館事業」
最先端の科学技術や科学コミュニケーション手法に関する情報発信と交流の
ための総合的な拠点として、日本科学未来館を整備・運営する。

独立行政法人日
本学術振興会

16,314百万
円
※運営費交
付金中の推
計額

「女子中高生の理系進路選択支援事業」
科学技術分野で活躍する女性研究者・技術者、大学生等と女子中高生の交流機
会の提供や実験教室、出前授業の実施等、女子中高生の理系進路選択を支援する
取組を実施する。
「特別研究員事業」
大学院博士課程（後期）学生や博士の学位を有する者等（ポストドクター）の
うち優れた若手研究者に、一定期間資金を支給し、自由な発想のもとに主体的に
研究課題等を選びながら生活の不安なく研究に専念できる環境を整備する。
「出産・育児による研究中断からの復帰支援（特別研究員事業における復帰支援
枠（RPD）の設定）」
優れた研究者が、出産・育児による研究中断後に、円滑に研究現場に復帰する
ことを支援する。

独立行政法人国
立科学博物館

3,120百万円
※運営費交
付金中の推
計額

「国立科学博物館事業」
自然史や科学技術史等に関する調査研究を行い、標本資料の収集・保管を進め
るとともに、それらの成果を広く国民に提供することにより、自然科学及び社会
教育の振興を図る。

○22 年度に開始された事業の概要、予定指標（※これらは 21 年度実績評価の結果に関係するものではない）

【事業概要等】
実践型研究リーダー養成事業（終了：−

博士人材による産業界におけるイノベ
ーションの創出力向上に資する大学院
教育の実質化を促進するため、博士課程
学生について、企業等の研究開発チーム
の力を最大限に引き出す「リーダー」と
して養成する。

【目標・設定予定の指標】
22 年度予算額：102 百万円）
【目標】
採択された大学等において、リーダーに求められる素養・能力を身に付
けた若手研究者を養成し、産業界等に輩出することにより、若手研究者
の一層の活躍と研究活動の活性化が図られること。
【設定予定の指標】
○産業界と協働したリーダー養成に取り組む大学等の数
○リーダーとしての素養・能力を身に付け、産業界で活躍する人材の人
数（本事業を経て産業界へ就職した学生の人数）
○採択機関の該当部局について、事業実施前後における博士課程学生の
産業界等への就職状況の変化 等
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