






指標名 現状値 目標値（H29）
「1/2 成人式」や「立志式」を行っている公
立学校の割合

小 63.2％
中 14.6％

小 100％
中 100％

体験的なキャリア教育（職場見学、職場体験
活動、インターンシップ、大学、企業訪問等）
を実施した公立学校の割合

小 100％
中 100％
高 90.7％

小 100％
中 100％
高 100％

小・中・高の 3校種で合同研修を行う「授
業づくり研修会」に参加した教員数（公立） 195人 500人

英検 2級・準 2級を受験した高校生の数 2,555 人 3,000 人以上

英検 2級・準 2級に合格した高校生の数 905人 1,000 人以上

専門的資格を取得した生徒（職業教育技術顕
彰受賞生徒）の割合（専門科・総合学科） 19.6％ 25％

全国学力・学習状況調査平均正答率（公立小・
中学校）

　小　　（山口県）　（全国）
国語A　64.3%　62.7％
国語B　50.2%　49.4%
算数A　77.9%　77.2%
算数B　59.9%　58.4%
　中
国語A　77.3%　76.4％
国語B　68.3%　67.4%
数学A　65.5%　63.7%
数学B　44.2%　41.5%

小・中学校の
全区分で全国
平均を上回る

勉強が「好き」「どちらかといえば好き」で
ある児童生徒の割合（公立小・中学校）

小 62.2％
中 59.0％ 増加させる

ジャンボリーを活用した国際教育の取組を実
施した学校の割合 － 100％

読書が好きと感じている児童生徒の割合（公
立小・中学校）

小 72.3％
中 73.2％ 増加させる

学校以外で月に 1冊も本を読まない児童生
徒の割合（公立小・中学校）

小 23.8％
中 10.1％ 減少させる

人権教育に関するサテライト研修等への県教
委からの講師派遣回数 27回 50回

体育の授業以外に運動や外遊びをほとんど毎
日（週 3日以上）行っている児童生徒の割
合（公立小・中学校）

小 5男 64.1％
小 5女 38.7％
中 2男 89.9％
中 2女 65.1％

小 5男 69％
小 5女 45％
中 2男 92％
中 2女 67％

全国体力・運動能力、運動習慣等調査の体力
合計点（体力 8項目の結果をそれぞれ 10点
満点で得点化した合計点）の県平均点（公立
小・中学校）

小 5男 53.6 点
小 5女 54.4 点
中 2男 41.5 点
中 2女 48.5 点

小 5男 54.6 点
小 5女 55.4 点
中 2男 42.5 点
中 2女 49.5 点

朝食を毎日摂っている児童生徒の割合（公立
小・中学校）

小 90.1％
中 87.8％ 増加させる

朝食を毎日摂り、排便が毎日ある児童生徒の
割合（公立小・中学校）

小男　72.8％
小女　67.4％
中男　76.9％
中女　58.4％

増加させる

総合支援学校高等部の就職希望生徒の就職率 98.4％ 向上させる

発達障害等のある幼児児童生徒が在籍してい
る公立学校の個別の指導計画の作成率（幼・
小・中・高）

96.0％ 100％

発達障害等のある幼児児童生徒が在籍してい
る公立学校の個別の教育支援計画の作成率
（幼・小・中・高）

95.7％ 100％

幼稚園・保育所等と連携した取組を実施して
いる公立小学校の割合 77.2％ 100％

1,000 人当たりの不登校児童生徒数（公立
小・中・高校）

小・中 9.7 人
高校　5.1 人 減少させる

「いじめはどんな理由があってもいけないこ
とだ」と思っている児童生徒の割合（公立小・
中学校）

小 81.1％
中 77.4％ 増加させる

指標名 現状値 目標値（H29）
いじめの解消率（公立小・中・高校・総合支
援学校） 88.4％ 向上させる

1,000 人当たりの暴力行為の発生件数（公
立小・中・高校） 4.2 件 減少させる

高校生の就職決定率 97.7％ 向上させる

中学校・高校卒業者のうち進路決定者の割合 中 98.9％
高 97.8％ 増加させる

AFPYアドバイザーの登録者数 H25からの取組 100人

博物館の出前授業、館内授業の年間利用者数 18,384 人 20,000 人

県立学校の耐震化率 93.6％ 完了
（H27）

市町立小・中学校の耐震化率 74.8％ 完了
（H27）

市町立幼稚園の耐震化率 47.3％ 完了
（H27）

携帯メールによる情報配信システムを整備し
ている公立学校の割合（幼・小・中・高・特支） 81.2％ 100%

児童生徒の登下校における交通事故件数
小　15件
中　28件
高　75件

減少させる

やまぐち総合教育支援センター研修（サテラ
イト研修等を含む）の受講者数 12,701 人 15,000 人

コミュニティ・スクール（学校運営協議会設
置校）指定校の割合（公立小・中学校） 67.3％ 80％

保護者や地域住民等を評価者とした学校関係
者評価を実施している公立学校の割合（幼・
小・中・高）

95.5％ 100％

異校種間の授業参観や情報交換会を実施した
公立学校の割合

小　100％
中　100％
高　100％

小　100％
中　100％
高　100％

各高校で開催される体験入学や学校説明会に
参加した中学生の延べ人数 17,645 人 20,000 人

子育て支援を行っている私立幼稚園の割合 93.6％ 100％

私立学校（幼・中・高）の耐震化率 中・高 58.1％
幼 77.3％

中・高 100％
幼 100％

家庭教育出前講座の受講者数（累計） 3,927 人 8,300 人

「地域協育ネット」コーディネーター養成講
座受講者数（累計） 250人 875人

生涯学習情報提供システム「かがやきネット
やまぐち」閲覧件数（HPアクセス数 /年） 126,708 件 165,000 件

地域社会における人権教育の指導者養成に係
る県教委主催の研修会の受講者数 230人 300人

国及び県の主催事業である学校芸術文化ふれ
あい事業を活用して文化芸術の鑑賞を行った
児童生徒の割合（公立小・中学校）

34.7％ 現状値の
維持・向上

文化財出前講座、文化財愛護教室、発掘現場
公開説明会への受講又は参加人数（累計） 1,015 人 7,000 人

県文化財ウェブサイト閲覧件数（HPアクセ
ス数 /年） 228,000 件 278,000 件

県民のスポーツ実施率 62.3％ 全国トップ
レベル（H34）

国民体育大会総合成績 15位 10位台の
維持・定着

「我がまちスポーツ」の取組への参加者数 65,000 人 100,000 人
（H34）
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