
【様式２】

番号 具体的な目標（達成水準）
○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％
・服務規律委員会に外部の意見を取り入
れている学校の割合　 　 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９５．０％

達成状況の区分： 達成した ＜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
・未実施校における取組の改善が図られ
るよう関係市町教育委員会に働きかけ、
実施率１００％を目指す。
・評価結果を学校運営の改善に生かす取
組の充実を図っていくことも課題であ
る。

○ 公立小・中学校の
・ 「基礎・基本チャレンジ」の活用率
　　　　　　　　　　　　　９０．０％
・ 「活用に関する教材事例」の活用率
　　　　　　　　　　　　　７５．０％

達成状況の区分： 達成した ＜今後の課題＞
・「基礎・基本チャレンジ」は、本県児
童生徒の学力定着状況の検証軸となるよ
う参加率１００％を目指す。
・「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。
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平成２３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。

項　目

○信頼される学校づくりの推進

＜達成状況＞
基礎・基本チャレンジ：９８．０％
活用に関する教材事例：９０．９％

○学力向上対策の推進

＜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％
・服務規律委員会に外部の意見を取
り入れている学校の割合　 １００％
○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
  　　　　　　　　　　９６．４％
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【様式２】

番号 具体的な目標（達成水準）項　目

○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 ＜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。

○「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％

達成状況の区分： 達成できなかった ＜今後の課題＞
参加率の向上をはかるため、

・参加形態の弾力化
・チャレンジ問題選択の弾力化
・教員の業務軽減
・調査書及び指導要録等への記載の奨励

などを実施予定

○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
　　　　　　　　　　　　６５．０％

達成状況の区分： 達成した ＜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。
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○職業教育の推進

＜達成状況＞
　新規公立高等学校卒業者の平成
２４年３月末現在の県内就職率
　　　　　　　　　　　９６．８％

○国際化に対応した教育の推進

＜達成状況＞
  小規模校における監督者や教室等
の確保の難しさ、平成２３年度から
チャレンジする問題を児童生徒の選
択制にしたことによる事務量の増大
などにより、参加率が伸びなかっ
た。

 参加率（実数）
　・小学校…６３．９％
　・中学校…５９．３％

○特別支援教育の推進

＜達成状況＞
平成２３年度特別支援教育体制整備
状況調査（Ｈ２３．９．１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　　７５．０％
　・小学校の作成率　　７１．４％
　・中学校の作成率　　５８．８％
　・高等学校の作成率　３６．２％
　・全体の作成率　　　６５．１％
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【様式２】

番号 具体的な目標（達成水準）項　目

○公立小・中・高等学校の児童生徒の１
か月の読書量
        小学生　　１１．７冊
        中学生　　　５．８冊
        高校生　　　３．８冊

達成状況の区分： 一部達成した ＜今後の課題＞
・小学生、中学生は目標を達成したが、
高校生は達成できなかった。高校生の読
書活動がより活性化するような働きかけ
を検討する。

○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＞
・事前の実態調査では４８．６％であ
り、事業効果は表れているが目標に僅か
に及ばなかったことから、本目標に対す
る全県的な認識を高め、各校における取
組の一層の推進を図る。

○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　９１．０％

達成状況の区分： 達成できなかった ＜今後の課題＞
小学校においては上回っていたが中学校
において目標が未達成であった。中学校
は平成２４年度より新学習指導要領によ
る授業が実施され、授業の充実が今後の
目標達成の鍵である。
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＜達成状況＞
５８．７％（平成２４年２月調査）
　各中学校での実践化を促すための
地区別教員研修会未実施の地域の学
校に対し、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。

○豊かな心と志をもってたくましく
生きる力の育成

○学校体育・スポーツの推進

＜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　 ８９．１％

　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、中学校では
小学校より１年遅れの平成２４年度
からの実施となっており、改訂の趣
旨の浸透・定着が遅れているため、
中学校において目標が達成できな
かったことが考えられる。

＜達成状況＞
　１か月の読書量
　　小学生　　１１．８冊
　　中学生　　　５．９冊
　　高校生　　　２．９冊
 　高校においては読書活動を推進す
るためのさまざまな取組が行われた
が、読書量としては目標値を達成で
きなかった。

○子どもの読書活動の推進
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【様式２】

番号 具体的な目標（達成水準）項　目

○ 県立学校の耐震化率　　９７．０％

達成状況の区分： 達成した ＜今後の課題＞
・平成２４年度末の耐震化完了を目指
す。

○「学校支援会議」等により学校・家
庭・地域が協働して地域の教育力向上に
つながる取組が行われている小・中学校
区の割合　　　　　　　　１００．０％

達成状況の区分： 達成した ＜今後の課題＞
「学校支援会議」等は、１００%の学校
区に設置されたが、今後、学校、家庭、
地域の更なる連携が図られるよう内容の
充実を図る。

○ 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 ＜今後の課題＞
・平成23年度「ながさき県民大学」登録
講座数は2,462講座で前年比+33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。

○「２０１３長崎しおかぜ総文祭」に向
けた高校生の文化活動に参加した県民及
び高校生の数　　　　　１６，０００人

達成状況の区分： 達成した ＜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。
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○学校・家庭・地域の連携による子
どもの育成

＜達成状況＞
　３６棟の耐震補強工事が完成
また、老朽化した施設の改築、解体
等により、県立学校施設の耐震化率
は９７．1％となり、目標を達成し
た。

○安全・安心で快適な学校づくりの
推進
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＜達成状況＞
講座受講者数　５２５，６０５人

○生涯学習環境の整備

＜達成状況＞
県内100％の学校区に「学校支援会
議」等が設置され、地域の教育力の
向上につながる取組が行われた。

＜達成状況＞
・県高等学校総合文化祭
・各部門大会
・サマーフェスタ
・５００日前イベント
　　　　　　計　２６，８７４人

○文化芸術活動の推進
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【様式２】

番号 具体的な目標（達成水準）項　目

○国体の天皇杯順位（総合順位）
　　　　　　　　　　　　　　２０位台

達成状況の区分： 達成した ＜今後の課題＞
平成26年長崎がんばらんば国体に向け、
第２次長崎県競技力向上総合計画に基づ
き、下記の項目について重点的な取組を
進める。
・指導者の養成と適正配置
・優秀選手の確保と強化
・選手強化事業の充実
・スポーツ医･科学支援体制の強化
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＜達成状況＞
・平成２３年山口国体では、団体・
　個人合わせて１９競技７３種目で
　入賞を果たし、総合順位では１５
　位という好成績を収めることがで
　きた。

○競技力向上対策の推進
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