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 指標候補 一覧 ※検討中であり、今後見直しの可能性があります資料４ 

【基本的方向性１】家庭・地域の教育力向上 

指 標 名 出 典 現状値（R 元） 目標値（R5） 

○「親の学び」講座の実

施率 

【調査名】「親の学び」講座

実施状況調査 

【実施主体】県 

【調査対象等】全就学前施

設、小中学校 

就学前 22.2％ 

小学校 89.4％ 

中学校 77.9％ 

就学前 30％ 

小学校 90％ 

中学校 80% 

 

【基本的方向性２】安全・安心に過ごせる学校づくり 

指 標 名 出 典 現状値（R 元） 目標値（R5） 

○不登校児童生徒の割合 

【調査名】児童生徒の問題

行動・不登校等生徒指導上

の諸課題に関する調査 

【実施主体】文部科学省 

【調査対象等】国公私立の

学校 

小学校 0.63％ 

中学校 3.55％ 

高等学校 1.79％ 

（H30） 

全国平均以下 

○「いじめられたことを

誰かに話した結果、いじ

めはなくなった」と回答

した割合 

【調査名】熊本県公立学校

心のアンケート調査 

【実施主体】県 

【調査対象等】県内公立学

校（熊本市を除く）の児童

生徒 

小学校 45.0％ 

中学校 47.3％ 

高等学校 39.8％ 

特別支援学校 

   47.4％ 

小学校 50.0％ 

中学校 52.3％ 

高等学校 

   44.8％ 

特別支援学校 

   52.4％ 

 

【基本的方向性３】確かな学力、豊かな心、健やかな体の育成 

指 標 名 出 典 現状値（R 元） 目標値（R5） 

○全国学力・学習状況調

査の平均正答率 

【調査名】全国学力・学習

状況調査 

【実施主体】文部科学省 

【調査対象等】全小学６年

生、中学３年生（国立、私

立、熊本市立の学校を除く） 

１/５項目で 

全国平均を 

上回る 

すべて 

全国平均を 

上回る 
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○県立高等学校における

大学等進学希望者の進学

率 

【調査名】 

①進路志望調査集計表 

②進路状況に関する調査回

答票 

【実施主体】県 

【調査対象等】 

県立学校新規卒業者（私立、

熊本市立は除く） 

84.2％ 89％※ 

○全国体力・運動能力調

査における各調査種目で

県の平均値が全国平均値

を上回る割合 

（小・中男女） 

【調査名】全国体力・運動

能力、運動習慣等調査 

【実施主体】スポーツ庁 

【調査対象等】全小学５年

生、中学２年生（国立、私

立、熊本市立を除く） 

70.6％ 

（24/34 種目） 

75％以上 

（26/34 種

目以上） 

 ※：大学等進学を希望する者のうち、約５％が大学等以外に進路変更している。進路変更を行う５％の者が、進路変

更を行わずに大学等に進学した場合の大学等進学率が８９％ 

【基本的方向性４】障がいや、多様な教育的ニーズに応える 

指 標 名 出 典 現状値（R 元） 目標値（R5） 

○個別の教育支援計画の

引継ぎ率（小・中・義務

教育学校・高の平均値） 

【調査名】個別の教育支援

計画の引継ぎについて 

【実施主体】県 

【調査対象等】小・中・義

務教育学校、高等学校 

54.4％ 80％ 

○特別支援学校における

就職希望者の就職率 

（就職率＝就職者数／就

職希望者数） 

【調査名】関係指導資料等

の調査 

【実施主体】県 

【調査対象等】県立特別支

援学校高等部（本科）新卒

生徒のうち就職を希望する

生徒 

78.4％ 向上 

【基本的方向性５】キャリア教育の充実とグローバル人材の育成 

指 標 名 出 典 現状値（R 元） 目標値（R5） 

○インターンシップを体

験した高校生（全日制）

の割合 

【調査名】インターンシッ

プ推進等推進事業各学校報

告書取りまとめ 

【実施主体】県 

【調査対象等】 

県立高校（全日制）3 年生 

70.2％ 80％ 
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○CEFRレベルに照らし

た生徒の英語力 

※中３：A1 レベル 

（英検３級相当）取得率 

 高３：A2 レベル 

（英検準２級相当）取得率 

【調査名】英語教育実施状

況調査 

【実施主体】文部科学省 

【調査対象等】 

全中学３年生（国立、私立、

熊本市立を除く） 

全高校３年生（私立を除く） 

中３ 

27.1％ 

高３ 

32.9％ 

中３ 

40.0％ 

高３ 

45.0％ 

【基本的方向性６】魅力ある学校づくり 

指 標 名 出 典 現状値（R２） 目標値（R5） 

○県立高等学校の入学者

数 

【調査名】新入生の出身中

学校等調査 

【実施主体】県 

【対象】全高校及び高等専

門学校１年生 

8,842 人 増加 

【基本的方向性７】子供たちの学びを支える 

指 標 名 出 典 現状値（R 元） 目標値（R5） 

○年の時間外在校等時間

が 360 時間以内の教職

員の割合 

熊本県立学校の教育職員の

業務量の適切な管理等に関

する規則 

45.6％ 
100％に向け

前年度より増加 

○学校情報化認定制度  

先進地域指定数 

日本教育工学協会の学校情

報化認定委員会が審査して

認定 

〔市町村立学校〕 

３地域 

〔県立学校〕 

０地域 

〔市町村立学校〕 

44 地域 

〔県立学校〕

１地域 

【基本的方向性８】文化・スポーツの振興と生涯学習の推進 

指 標 名 出 典 現状値（R２） 目標値（R5） 

○県内市町村における総

合型地域スポーツクラブ

設置率 

【調査名】総合型地域スポ

ーツクラブ概要調査 

【実施主体】県スポーツ協

会 

【調査対象等】全クラブ 

91.1％ 

（県内における

総合型ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

設置市町村

41/45 市町村） 

100％ 

【基本的方向性９】災害からの復旧・復興 

指 標 名 出 典 現状値（R２） 目標値（R5） 

○文化財（国・県指定）

の災害復旧事業の進捗率 

（令和２年７月豪雨） 

【調査名】実績取りまとめ 

【実施主体】 県 

【対象】 指定文化財 

0％ 85％ 

 


