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【達成状況】設定目標 54項目のうち ◎：達成15、○：概ね達成(８割以上)26、×：未達成11、△：調査中2

達成水準（目標）
達成
状況

実績等

Ⅰ

「自分には良いところがある」と思う児童・生
徒の割合（全国学力・学習状況調査）
　小学校６年生：82％、中学校３年生：75％

○
小６：78.1％
中３：73.8％

将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合
（全国学力・学習状況調査）
　小学校６年生：90％、中学校３年生：77％

○
小６：85.5％
中３：72.8％

いじめの認知件数に占める、いじめが解消して
いるものの割合（公立小・中・県立高・特支）
：95％

○ 91.2％

体罰のない学校の割合（公立小・中・県立高・
特支）：100％

○ 98.3％

不登校児童生徒の割合（文部科学省「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」）：0.88％

△ H28.10月確定予定

学校のきまり（規則）を守っている児童生徒の
割合（全国学力・学習状況調査）
　小学校６年生：95％、中学校３年生：97％

○
小６：93.3％
中３：95.1％

３　生命の継承の大切さに
　関する教育の推進

次代の親としての意識を醸成するための教材の
作成：作成完了

◎
H28.3
教材作成完了

Ⅱ 豊かな心と健やかな体を育成する

家庭教育講座等を実施している市町村数
：35市町村

○ 32市町村

幼児共育関連事業（各市町村実施）への参加者
数：7,500人

◎ 7,869人

幼稚園・保育所等と教員同士の交流を実施する
小学校の割合：80％

○ 79.2％

５　豊かな心の育成
子ども読書活動推進計画を作成している市町村
数：27市町村

○ 25市町村

読書が好きな児童生徒の割合（全国学力・学習
状況調査）
：小・中学校それぞれ増加させる

◎

小６：78.7％
（76.7％）
中３：95.1％
（69.2％）

毎日朝食を摂っている児童生徒の割合（全国学
力・学習状況調査）
：小・中学校それぞれ増加させる

○

小６：89.9％
（91.0％）
中３：87.8％
（87.5％）

新体力テストで、「５０ｍ走」「ボール投げ」
を重点項目として、全国平均より劣る項目数：
27項目

× 29項目

運動をしない児童生徒の割合：小・中・高
10％以下

○ 11.3％

６　健やかな体の育成

４　教育の原点である
　家庭教育、幼児教育
　の推進

平成27年度教育委員会活動の自己点検・評価 達成状況一覧（平成28年3月末現在）

基本方針／主要施策

「いのち」を大切にし、生命をつなぐ教育を推進する

１　「いのちの教育」の推進

２　思いやりの心と規範
　意識の育成



達成水準（目標）
達成
状況

実績等基本方針／主要施策

Ⅲ 社会を生きぬく基盤となる確かな学力を育成する

全国学力・学習状況調査における正答率が、全
国平均以上の科目数
小学校６年生：全科目、中学校３年生：全科目

×
小：０／４科目
中：２／４科目

国語、算数・数学が「好き」な児童生徒の割合
（全国学力・学習状況調査）
：小・中学校それぞれ全国平均以上

× P8参照

国語、算数・算数の授業が「分かる」と答えた児童生
徒の割合（全国学力・学習状況調査）
：小・中学校それぞれ全国平均以上

× P8参照

高校生の全県生徒発表会の実施 ◎
科学や英語を中心と
した探究活動の取組
みを実施した

医学部医学科、難関大学の合格者数
：140人

× 107人

県内の大学への県内進学者の割合（文部科学省
「学校基本調査」）
：20％

◎ 速報値：20.2％
（H28.12月確定予定）

Ⅳ 変化に対応し、社会で自立できる力を育成する

英検３級以上程度の英語力のある中学生の割合
：40％

× 29.4％

英検準２級から２級程度以上の英語力のある高
校生の割合：40％

○ 38.1％

英検準1級以上の英語力のある英語担当教員の割
合
中学校：54％　　　　高等学校：54％

×
中学校　：19.6％
高等学校：47.2％

授業中にＩＣＴを活用して指導することができ
る教員の割合（文部科学省「学校における教育
の情報化の実態等に関する調査」）
：小・中・高・特支　78％

○ 速報値：75.3％
（H28.11月確定予定）

ICT環境の充実（教員の校務用ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ整備率）
（文部科学省「学校における教育の情報化の実
態等に関する調査」）
：小・中・高・特支　96％

◎ 速報値：96.7％
（H28.11月確定予定）

ICT環境の充実（無線LAN整備率）
：高等学校　15％

× 10.8％

ICT環境の充実（校務支援システム整備率）
：高・特支　78％

○ 77.6％

将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合
（全国学力・学習状況調査）【再掲】
　小学校６年生：90％、中学校３年生：77％

○
小６：85.5％
中３：72.8％

難しいことでも失敗をおそれないで挑戦する児
童生徒の割合（全国学力・学習状況調査）
：小・中学校それぞれ増加させる

○

小６：78.4％
（79.0％）
中３：72.8％
（71.1％）

県内就職を希望している高校生の県内就職内定
率：100％

○ 99.4％

高校生の県内就職率
（県内就職内定者数／全就職内定者数）：80％

○ 77.4％

９　社会的自立に向けた
　勤労観・職業観
　の育成

７　個々の能力を最大限に
　伸ばすための環境整備
　と確かな学力の育成

８　変化に対応する実践的
　な力の育成



達成水準（目標）
達成
状況

実績等基本方針／主要施策

Ⅴ 特別なニーズに対応した教育を推進する

特別支援学校における特別支援学校教諭免許状
保有率：79％

○ 78.8％

「一人ひとりに応じた授業を実施している」と
評価している保護者の割合（保護者アンケート
より）：95％

○ 92.8％

公立幼・小・中・高における「個別の指導計
画」の作成率：96％

◎ 98.7％

「山形県特別支援学校再編・整備計画」の推進 ○ P12参照

Ⅵ 魅力にあふれ、安心・元気な学校づくりを推進する

いじめの認知件数に占める、いじめが解消して
いるものの割合（公立小・中・県立高・特
支）：95％【再掲】

○ 91.2％

体罰のない学校の割合（公立小・中・県立高・
特支）：100％【再掲】

○ 98.3％

管理監督者向けメンタルヘルスセミナーの受講
済率：100％

◎ 100％

教職員の健康診断時における要精密検査該当者
の精密検査受診率：90％以上

◎ 92.2％

学校管理下における事故災害で負傷する児童生
徒の割合：小・中・高　減少させる

○ 7.2％（6.7％）

東桜学館中学校・高等学校の開校に向けた整
備・準備：平成28年4月開校に向けた準備完了

◎ 平成28年4月開校

再生可能エネルギー等導入促進事業等基金
（H24-27）を活用した太陽光発電設備の設置：
７校

◎ ７校

Ⅶ 郷土に誇りを持ち、地域とつながる心を育成する

「わたしたちの郷土・山形」を学ぶ地域教材の
作成：作成完了

◎
H28.3
作成完了

地域の行事に参加している児童生徒の割合（全
国学力・学習状況調査）
　小学校：87％　　　中学校：61％

○
小６：84.9％
中３：59.5％

「未来に伝える山形の宝」登録制度による新規
登録件数：５件

× ３件

「ふるさと塾」の活動に賛同して伝承活動をす
る団体数：287団体

◎ 289団体

14　郷土愛を育む教育の
　推進

10　特別支援教育の充実

11　信頼される学校づくり
　の推進

12　時代の進展に対応
　した学校づくりの
　推進

15　山形の宝の保存
　活用・継承



達成水準（目標）
達成
状況

実績等基本方針／主要施策

Ⅷ 学校と家庭・地域が協働し支え合う仕組みを構築する

学校支援地域本部事業実施済市町村数
：29市町村

○ 27市町村

「放課後子ども教室」開設市町村数
：35市町村

○ 33市町村

Ⅸ 活力あるコミュニティ形成に向け、地域の教育力を高める

高校生のうち、ボランティア活動に参加した生
徒の割合
：85％

○ 83.4％

ＹＹボランティア関連事業参加者数
：2,800人

◎ 3,152人

地域活動に取り組む青年グループ数
：35市町村68グループ

○
33市町村
82グループ

「山形県立図書館活性化基本計画」を策定 ◎ 平成28年3月策定

公民館等で開催されている各種事業・講座等へ
の参加人数(平成28年度社会教育事業等実施状況
調査）：増加させる

△ H28.11月確定予定

Ⅹ 県民に元気と活力を与えるスポーツを推進する

19　生涯スポーツの推進
総合型地域スポーツクラブの会員数
：増加させる（H26：22,415人）

× 21,834人

国民体育大会天皇杯順位
：20位台

× 36位

インターハイ入賞数
：夏季40以上（H27：35）
：冬季10以上 (H27：20)

○
夏季35
冬季20

20　競技スポーツの推進

18　地域の教育力を高め
　る生涯学習環境の充実

16　学校と家庭・地域との
　連携・協働の推進

17　青少年の地域力発揮



-25-

基本方針 事業番号・事業名

2 ２　信頼される学校づくり推進事業

３　児童生徒に対する相談体制の整備

3

Ⅱ 4 ５　家庭教育推進事業

６　幼児共育推進事業

７　地域人材による家庭教育支援推進事業

８　幼保小連携推進事業

5 ９　読育活動の推進

10　やまがた・ふくしま少年少女交流事業

11　青少年環境教育事業

6 12　いのち輝く食育推進事業

13　次代を担う子供の元気アップ推進事業

Ⅲ
7 14　少人数学級編制等推進事業

15　山形の未来をひらく教育推進事業（確かな学力関係）

16　全県共通の重点指導の実施

９【再掲】　読育活動の推進

Ⅳ 8 17　山形の未来をひらく教育推進事業（英語教育関係）

18　高校生海外留学支援事業

19　高校生への修学支援の充実

9 20　キャリア教育推進事業

21　スーパープロフェッショナルハイスクール事業

22　県立高等学校産振設備整備事業

Ⅴ
10 23　県立特別支援学校校舎整備等事業

24　特別支援教育推進事業

25　県立高等学校特別支援教育推進事業

26　特別支援学校就労拡大強化事業

Ⅵ 11 ２【再掲】　信頼される学校づくり推進事業

27　教職員健康管理事業

28　学校安全体制の整備の推進

12 29　東桜学館中学校・高等学校(仮称)の開校に向けた整備・準備

30　＜一部再掲＞県立高等学校校舎整備等事業

31　県立高等学校将来構想推進事業

32　活力あふれる学校づくりの推進

13

Ⅶ

15 34　「未来に伝える山形の宝」登録制度推進事業

35　文化財保護事業

36　伝統芸能育成事業

Ⅷ
16 37　学校支援地域本部事業

38　放課後子ども教室推進事業

39　学校・家庭・地域の連携協働推進事業

Ⅸ
17 40　地域青少年ボランティア活動推進事業

41　青年交流事業

Ⅹ
19 43　スポーツ県「やまがた」推進事業

44　広域スポーツセンター運営事業

20 45　スポーツ競技力向上対策事業

46　全国高等学校総合体育大会

 豊かな心と
健やかな体を
 育成する

 個々の能力を最大限に伸ばすための
 環境整備と確かな学力の育成

 特別支援教育の充実

 特別なニーズに
対応した教育を

推進する

 信頼される学校づくりの推進
 魅力にあふれ、
安心･元気な
学校づくりを
推進する

 健やかな体の育成

 教育の原点である家庭教育、
 幼児教育の推進

 豊かな心の育成

 変化に対応し、
社会で自立できる力を

育成する

４　生命を次代につなぐ意識啓発事業 生命の継承の大切さに関する　教育の推進

Ⅰ １　「いのちの教育」総合推進事業 「いのちの教育」 の推進

「いのち」を大切にし、
生命をつなぐ教育を

 推進する
 思いやりの心と規範意識の育成

 変化に対応する実践的な力の育成

 山形の宝の保存活用・継承

 地域の教育力を高める　生涯学習環境の充実

 青少年の地域力発揮

 私立学校の振興

 学校と家庭・地域との
 連携・協働の推進

 活力ある
ｺﾐｭﾆﾃｨ形成に向け､

地域の教育力を高める
18

33　郷土愛を育む教育の推進
 郷土に誇りを持ち、
地域とつながる心を

育成する

 県民に元気と
活力を与える

 スポーツを推進する

42　図書館機能向上事業

 生涯スポーツの推進

 社会を生きぬく
基盤となる

 確かな学力を
育成する

平成２７年度教育庁の主要施策体系（教育委員会の事務の点検・評価）

主要施策

 競技スポーツの推進

 時代の進展に対応した
 学校づくりの推進

 郷土愛を育む教育の推進

 社会的自立に向けた勤労観・職業観の育成
 ～体系的なキャリア教育の推進と
　　若者の県内定着・県内回帰の促進～

1

 学校と家庭・地域が
協働し支え合う
仕組みを構築する

14


	01【表紙】～教育委員会活動
	02再度
	03達成状況一覧
	６教振ベース

	04【主要事業との位置づけ】
	位置づけ


