
目 次 

（学校基本調査） 

調査の概要  ···························  １ 

利用上の注意  ··························  ２ 

調査結果の概要 

Ⅰ 学校調査 

 １  小学校  ·······················  ４ 

 ２  中学校  ·······················  ５ 

 ３ 義務教育学校  ···················６ 

 ４  高等学校 

  a 全日制課程・定時制課程  ······  ７ 

  b 通信制課程  ··················  ８ 

 ５  特別支援学校  ·················  ８ 

 ６  幼稚園  ·······················  ９ 

 ７ 幼保連携型認定こども園  ·········９ 

 ８  専修学校  ·····················  10 

 ９  各種学校  ·····················  10 

Ⅱ 卒業後の状況調査 

 １  中学校卒業者  ·················  11 

 ２ 義務教育学校卒業者 ···············12 

 ３  高等学校(全日制課程・定時制課程) 

卒業者  ·······················  13 

 ４  高等学校(通信制課程)卒業者  ···  16 

 ５  特別支援学校卒業者  ···········  16 

Ⅲ 不就学学齢児童生徒調査  ···········  17 

Ⅳ 学校施設調査  ·····················  17 

 

（統計表） 

Ⅰ  学校調査 

（１）総括表 

 第１表 学校調査総括表   ···········  21 

第２表 市町村別学校数(総括)   ·····  23 

（２）小学校 

 第３表 市町村別学校数   ···········  24 

 第４表 市町村別学級数   ···········  26 

  第５表 市町村別学年別児童数   ·····  28 

 第６表 学級編成別児童数   ·········  30 

第７表 市町村別職名別教員数(本務者) ···  32 

第８表 職名別教員数(兼務者)  ·····  32 

 第９表 市町村別職員数(本務者)  ···  34 

 第10表    本務教職員のうち教務主任等の 

数(再掲)  ··················  36 

（３）中学校 

 第11表    市町村別学校数  ···········  38 

第12表    市町村別学級数  ···········  40 

 第13表    市町村別学年別生徒数  ·····  42 

 第14表    学級編成別生徒数  ·········  44 

 第15表    市町村別職名別教員数(本務者) ···  46 

 第16表    職名別教員数(兼務者)  ······  46 

 第17表    市町村別職員数(本務者)  ···  48 

 第18表    本務教職員のうち教務主任等の 

数(再掲)  ··················  50 

（４）義務教育学校 

 第19表    市町村別学校数・学級数  ···  51 

第20表    学年別児童生徒数  ·········  51 

 第21表    教員数(本務者)・職員数(本務者)  51 

（５）高等学校 

  a 全日制課程・定時制課程 

 第22表    市町村別学校数  ···········  53 

 第23表    単独･総合別学校数  ········  54 

 第24表    生徒数別課程数  ···········  54 

第25表    単位制による課程数・入学者数 

及び生徒数(再掲)(全日制) ···  55 

 第26表    市町村別学科数  ···········  56 

 第27表    小学科数  ·················  58 

 第28表    市町村別学年別生徒数  ·····  60 

 第29表    学科別生徒数(本科)  ·······  62 

 第30表    昼夜別生徒数(定時制)  ······  64 

 第31表    分校の生徒数  ·············  64 

第32表    外国人生徒数  ·············  64 

 第33表    帰国生徒数  ···············  64 

 第34表    小学科別入学状況(本科) ·····  66 

第35表    市町村別職名別教員数(本務者) ···  68 

第36表    職名別教員数(兼務者) ·······  68 

第37表    市町村別職名別職員数(本務者) ···  70 

第38表    本務教職員のうち教務主任等の 



数(再掲)  ··················  72 

b 通信制課程  

第39表    学校数・学科数 ·············  74 

第40表    年齢別生徒数 ···············  74 

第41表     入学者数・生徒数・退学者数 ····  74 

第42表    実施科目数・履修者数・単位 

修得者数 ···················  74 

第43表    職名別教員数(本務者) ·······  75 

第44表    職名別教員数(兼務者) ·······  75 

第45表    職員数(本務者)  ············  75 

第46表    本務教員のうち教務主任等の数 

(再掲) ·····················  75 

（６）特別支援学校 

第47表    学校数・学級数  ···········  77 

第48表    学年別在学者数・入学者数 ···  77 

第49表    通学状況別在学者数  ·······  77 

 第50表    障害種別学級数・在学者数 ···  78 

 第51表    職名別教員数  ·············  79 

 第52表    職員数(本務者) ·············  79 

 第53表    本務教職員のうち教務主任等の 

数(再掲) ···················  79 

（７）幼稚園 

 第54表    市町村別学校数・学級数  ···  80 

 第55表    在園者数別学校数  ·········  81 

 第56表    収容人員別学級数  ·········  81 

 第57表    市町村別認可定員数・修了者数 

・在園者数・入園者数  ·····  82 

 第58表    市町村別職名別教員数(本務者) ···  84 

 第59表    職名別教員数(兼務者) ·······  84 

 第60表    市町村別職名別職員数(本務者) ···  86 

（８）幼保連携型認定こども園 

 第61表    市町村別学校数・学級数  ···  87 

 第62表    在園者数別学校数  ·········  88 

 第63表    収容人員別学級数  ·········  88 

 第64表    市町村別認可定員数・修了者数 

・在園者数・入園者数  ·····  90 

 第65表    市町村別職名別教育・保育職員 

数(本務者) ·················  92 

 第66表    職名別教育・保育職員数(兼務者) ···92 

 第67表    市町村別職名別その他の職員 

数(本務者) ·················  94 

（９）専修学校  

 第68表    学校数  ···················  95 

  第69表    学科数  ···················  95 

 第70表    教員数及び職員数  ·········  95 

 第71表    専門課程入学者のうち大学等 

卒業者数(再掲) ·············  95 

 第72表    学科別入学状況・生徒数及び 

卒業者数  ·················  96 

（10）各種学校 

 第73表    学校数  ···················  97 

 第74表    課程数  ···················  97 

 第75表    課程別卒業者数・入学者数及び 

生徒数  ···················  98 

 第76表    教員数及び職員数  ·········  98 

 

Ⅱ  卒業後の状況調査 

 第77表    市町村別卒業者数の推移 

(中学校・義務教育学校・高等学校)  99 

（１）中学校 

 第78表    市町村別進路別卒業者数  ··  100 

 第79表    市町村別高等学校等への進学者数 ···  102 

 第80表    市町村別産業別就職者数  ···  104 

（２）義務教育学校 

第81表    市町村別進路別卒業者数  ···  106 

（３）高等学校 

  a 全日制課程・定時制課程 

第82表    学校所在地別卒業者数  ·····  108 

 第83表    出身地別卒業者数  ·········  110 

 第84表    学科別卒業者数  ···········  113 

 第85表    学校所在地別大学等への進学者数 ···  114 

 第86表    学科別大学等への進学者数 ···  116 

 第87表    学校所在地別産業別就職者総数 ···  117 

 第88表    学科別産業別就職者総数  ···  120 

 第89表    学科別職業別就職者総数  ···  122 

 第90表    就職先別県外就職者総数  ···  124 

 b 通信制課程 

第91表    進路別卒業者数 ·············  125 

（４）特別支援学校 

 第92表    進路別卒業者数(中学部) ·····  125 



 第93表    高等学校等への進学者数(中学部) ···  126 

 第94表    障害種別進路別卒業者数(高等部) ···  126 

 

Ⅲ  不就学学齢児童生徒調査 

 第95表  年齢別就学免除者数・猶予者数・ 

居所不明者数及び死亡者数 ···  127 

 

Ⅳ  学校施設調査 

 第96表  用途別学校土地面積  ·······  128 

 第97表     用途別構造別学校建物面積 ···  129 

 

（参考表 時系列データ） 

 第98表  年次別学校数・児童生徒数の推移 

(小学校･中学校･義務教育学校・高

等学校) ···················  134 

 第99表  年次別進路別卒業者の推移 

(中学校) ··················  136 

 第100表  年次別進路別卒業者の推移 

(義務教育学校) ············  137 

 第101表  年次別進路別卒業者の推移 

(高等学校) ················  138 

 第102表  年次別進学率・就職率の推移 

(中学校・義務教育学校・高等学校) 140 

 第103表  大学・短期大学の入学状況 

(高等教育機関) ············  142 

 

 

（学校保健統計調査） 

調査の概要    ·························   145 

利用上の注意  ························   146 

調査結果の概要 ························   149 

 

（調査結果） 

第１表  年齢別 身長・体重の平均値 

及び標準偏差  ··········   155 

  第 2-1 表  年齢別 疾病・異常被患率等(計) ··   156 

  第 2-2 表 年齢別 疾病・異常被患率等(男) ··   158 

第 2-3 表 年齢別 疾病・異常被患率等(女) ··   160 

  第３表  年齢別 肥満傾向児及び痩身 

       傾向児の出現率  ········   162 

 

（参考表Ⅰ 時系列データ） 

  第 4-1 表 年齢別 平均身長の推移(男) ·   164 

  第 4-2 表 年齢別 平均身長の推移(女) ·   165 

第 5-1 表 年齢別 平均体重の推移(男) ·   166 

  第 5-2 表 年齢別 平均体重の推移(女) ·   167 

第 6-1 表 疾病・異常被患率等の推移 

(幼稚園)   ··············   168 

第 6-2 表 疾病・異常被患率等の推移 

(小学校)   ··············   170 

第 6-3 表 疾病・異常被患率等の推移 

(中学校)   ··············   172 

  第 6-4 表 疾病・異常被患率等の推移 

       (高等学校)   ············   174 

  第７表   年齢別 肥満傾向児の出現率 

の推移   ················   176  

  第８表   年齢別 痩身傾向児の出現率 

の推移   ················   177 

 

（参考表Ⅱ 全国・都道府県順位） 

  第 9-1 表 年 齢 別  身 長 ・ 体 重 の 順 位 (男)   180 

  第 9-2 表 年齢別 身長・体重の順位(女)   184 

第 10-1 表 年齢別 肥満傾向児・痩身傾向児 

の出現率の順位(男) ········   188 

第 10-2 表 年齢別 肥満傾向児・痩身傾向児 

の出現率の順位(女) ········   192 

 


