【様式２】

平成２４年度

教育委員会の重点目標達成状況報告書

＜総括説明＞
７項目の重点目標を定め、教育委員会一体となり目標達成に向け努め
てきた結果、一部達成も含めて６項目について達成することができた。
目標が達成できなかった項目についても、一定の効果は実現できている
と考えているが、次年度以降は、学校の実態にあった弾力的な運用を図
るなど、より一層実効ある取組を行っていきたい。
この達成状況を踏まえつつ、今後も引き続き、長崎県教育方針及び長
崎県教育振興基本計画に則り、市町教育委員会や関係機関等との連携・
協力のもと、自らの人生と郷土や国家の未来を切り拓き、変化の激しい
国際社会で活躍できる人材を育成するための各種施策に取り組んでい
く。
番号

1

2

項

目

具体的な目標（達成水準）

○信頼される学校づくりの推進

○不祥事防止対策の推進
・服務規律月間において、自主的な取組
を行った学校の割合
１００．０％
○県内公立小・中学校における学校関係
者評価（外部評価）の実施率９８．０％

達成状況の区分： 達成した
＜達成状況＞
○不祥事防止対策の推進
・服務規律月間において、自主的な
取組を行った学校の割合
１００．０％
○県内公立小・中学校における学校
関係者評価（外部評価）の実施率
９８．４％

＜今後の課題＞
○不祥事対策の推進については、今後も
引き続き取り組んでいく。
○学校関係者評価については、評価結果
を学校運営の改善に生かす取組を引き続
きおこなっていく。

○学力向上対策の推進

○ 公立小・中学校の
・ 「基礎・基本チャレンジ」の活用率
１００．０％
・ 「活用に関する教材事例」の活用率
９５．０％

達成状況の区分： 一部達成した
＜達成状況＞
活用率は、年々上昇してきている
ものの今年度は５校が未実施。
この５校については、同趣旨の問題
を学校独自で作成し課題等の改善等
を行っている。

＜今後の課題＞
・「基礎・基本チャレンジ」は平成２４
年度で終了事業となるが、平成２５年度
からは「県学力調査」を実施予定。
・「県学力調査」では、各教科の平均正
答率の６割を超える児童生徒の割合を
５０％を目指していく。
・「活用教材」についても、提供する教
材の一層の充実を図り、各校における有
効活用を促進する。

基礎・基本チャレンジ：９９．１％
活用に関する教材事例：９５．０％

1

【様式２】

番号

項

目

具体的な目標（達成水準）

○職業教育の推進

○新規公立高等学校卒業者の県内就職率
（県内就職希望者に対する県内就職者の
割合）が、総合計画における最終目標値
（９３％）を上回る

達成状況の区分： 達成した
＜達成状況＞
新規公立高等学校卒業者の平成
２５年３月末現在の県内就職率
９８．６％

＜今後の課題＞
・就職支援対策を強化し、郷土を担う高
校生の就職活動を引き続き支援してい
く。

○国際化に対応した教育の推進

○「ジュニア・イングリッシュ・チャレ
ンジ」への参加率
公立小学校
７０．０％
公立中学校
８０．０％
○語学を活かした進学又は就職を希望す
る生徒の割合 （「長崎発」グローバル
人材育成支援事業」参加生徒における割
合）
４０．０％

2

達成状況の区分： 達成できなかった
＜達成状況＞
中学校は、１回目で目標としてい
た級を取得した生徒が多かったた
め、２回目を実施しなかった学校も
あり参加率が下がったこと、小規模
校においては教室・監督者の確保が
困難であること、７段階の問題があ
り参加校の教員が選択して実施する
場合と児童生徒が自ら問題を選ぶ場
合の２つがあり問題の準備が困難な
状況があることから、参加率が下
がったと考えられる。
参加率（実数）
・小学校…６６．６％
・中学校…５４．４％
「長崎発」グローバル人材育成支援
事業については、語学を活かした進
学又は就職を希望する生徒の割合は
９２．３％であり、目標を達成する
ことができた。

2

＜今後の課題＞
・本事業は、実施のあり方や運営の方法
に課題があったもの、改善を施しなが
ら、年々参加率は上がってきていた。
・本事業を平成２４年度で終了し、今後
は過去５回の問題等をダウンロードでき
るようにすることで、級認定ができるよ
うにする。
・今後、同様の事業を実施する際には、
現場の負担感等にも配慮した事業を実施
していきたい。
・「長崎発」グローバル人材育成支援事
業については、研修内容の見直しや改善
を行い、新たな活動を盛り込むことに
よって、事業を更に充実したものにして
いく。
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番号

2

3

項

目

具体的な目標（達成水準）

○特別支援教育の推進

○県内公立幼・小・中・高等学校におけ
る「個別の教育支援計画」の作成率
６８．０％

達成状況の区分： 達成した
＜達成状況＞
平成２４年度特別支援教育体制整備
状況調査（平成２４年９月１日現
在）
○県内公立幼・小・中・高等学校に
おける個別の教育支援計画作成状況
・幼稚園の作成率
７８．６％
・小学校の作成率
７５．３％
・中学校の作成率
６４．１％
・高等学校の作成率 ４３．９％
・全体の作成率
６９．７％

＜今後の課題＞
・幼稚園等から小学校への円滑な就学
や、小学校から中学校、中学校から高等
学校への継続した指導・支援の充実を図
るため、個別の教育支援計画の作成・活
用を通して、学校間の適切な引継ぎや連
携を推進する。
・高等学校における特別支援教育を推進
するため、個別の教育支援計画を作成・
活用した校内支援体制の構築を図る。

○子どもの読書活動の推進

○公立小・中・高等学校の児童生徒の１
か月の読書量
小学生
１１．９冊
中学生
６．４冊
高校生
３．８冊

達成状況の区分： 一部達成した
＜達成状況＞
１か月の読書量
小学生
１１．９冊
中学生
６．１冊
高校生
３．８冊
小学校、高校においては目標を達
成することができたが、中学校にお
いては、新学習指導要領の導入によ
り、学習や部活動等で多忙であるた
め、目標値を達成できなかったが、
全国平均の４．２冊を上回る数値と
なっている。

＜今後の課題＞
・司書教諭や学校司書等の研修等を充実
を図り、その資質向上を努める。
・学校図書館教育の全体計画や活用計画
の中で、学校図書館の活用する取り組み
を進める。
・市町に対する取り組みを促す。
・庁内関係各課との連携を強化する。

○豊かな心と志をもってたくましく
生きる力の育成

○夢やあこがれを実現するために努力し
ている中学生の割合
６０．０％

達成状況の区分： 達成できなかった ＜今後の課題＞
＜達成状況＞
５８．６％
各中学校での取組は十分なされて
おり、「夢やあこがれ、将来の進路
について自らの思いを語る生徒が増
えた」など生徒の意識は確実に変化
しているところであるが、本取組の
趣旨や内容、成果等についての周知
がまだ十分ではないため、目標が達
成できなかった。

3

・平成２１年度から実施してきた本事業
は平成２４年度で終了となったが、本事
業の取組の中で、生徒が自分の能力や適
正を客観的にみつめることができるよう
になり、生徒がさらに努力する姿が見ら
れるなど、目標値にわずかに達さなかっ
たものの一定の成果は上がった。
なお、今後は生徒が更に目的意識を高
めるような取組を検討していきたい。
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番号

3

項

目

具体的な目標（達成水準）

○学校体育・スポーツの推進

○全国体力・運動能力・運動習慣等調査
において、児童生徒が「体育の授業で運
動やスポーツが今までよりもできるよう
になった」と回答する割合 ９２．０％

達成状況の区分： 達成できなかった
＜達成状況＞
○全国体力・運動能力・運動習慣等
調査における回答
９０．３％

＜今後の課題＞
・体育担当者会、市町体育担当主事会、
指導力向上セミナーなどの研修等の充実
により、指導力の向上を図る。
・子どもたちが意欲的に運動に取り組む
よう、各学校における体力向上アクショ
ンプランの活用を促進する。

子どもの体力向上が盛り込まれた
学習指導要領の改訂が行われたが、
改訂の趣旨の浸透・定着が遅れてお
り、その内容の理解度が低いためと
考えられる。

4

5

6

○安全・安心で快適な学校づくりの
推進

○ 県立学校の耐震化率

達成状況の区分： 達成した
＜達成状況＞
耐震化率 １００．０％

＜今後の課題＞
・非構造部材（体育館・武道場の照明器
具落下防止対策）耐震化の１００％を目
指す。

○学校・家庭・地域の連携による子
どもの育成

○「学校支援会議」等における自らの取
組が、学校・家庭・地域の連携につな
がっていると評価している小・中学校区
の割合
９０．０％

達成状況の区分： 達成した
＜達成状況＞
「学校支援会議」等における自らの
取組が、学校・家庭・地域の連携に
つながっていると評価している小・
中学校区の割合
９２．８％

＜今後の課題＞
今後も学校・家庭・地域の更なる連携が
図られるよう研修会の実施やコーディ
ネーターの養成など、内容の充実を図
る。

○生涯学習環境の整備

○ ながさき県民大学の講座受講者数
５２５，０００人

達成状況の区分： 達成した
＜達成状況＞
講座受講者数 ５３０，５９９人

＜今後の課題＞
・平成２４年度「ながさき県民大学」登
録講座数は２，４９６講座で前年比
＋３４であるが、民間教育事業者による
講座数だけを見れば大幅に減少してい
る。今後、県や市町で実施している生涯
学習講座（イベント）との連携を推進し
ていく。

4

１００．０％

【様式２】

項

番号

7

目

具体的な目標（達成水準）

○文化芸術活動の推進

○「２０１３ 長崎しおかぜ総文祭プレ
大会」に参加した県民及び高校生の数
２１，０００人

達成状況の区分： 達成した
＜達成状況＞
県民及び高校生の参加者数
２３，７４６人

＜今後の課題＞
今後も広く県民の皆様に応援していただ
くため、広報イベント等をとおして、積
極的に周知していく。

○競技力向上対策の推進

○国体の天皇杯順位（総合順位）
１０位台前半

達成状況の区分： 達成できなかった
＜達成状況＞
個人種目の有望競技での得点が伸
び悩み、成年種別の団体有望競技が
接戦の末に惜敗したこと、また九州
ブロック大会で本国体入賞有望競技
が代表権を獲得できなかったことな
どが要因で目標を達成できなかっ
た。

＜今後の課題＞
・成年種別における｢全国トップレベル
選手の確保｣と全国トップレベルを意識
した強化練習、少年種別におけるター
ゲットエイジを中心とした国体拠点校で
のさらなる強化に取り組む。
・競技力向上対策を推進していく中で、
引き続き｢全競技種目の強化｣に取り組
む。
・「九州Ｎo１計画」のもと、九州ブ
ロック大会に全力で取り組み、１位を１
つでも多く獲得するとともに、本大会に
向けて目標設定を高くし、接戦に強い
チームづくりを行う。

順位２０位

5

