
基本方向１：豊かな人間性と社会性の育成
現況値 目標値

H22 H23 H24 H25 H26 H27 （測定年・年度） （平成32年度）

　小学６年生 86.5 - 86.5 86.4 86.6 87.5 87.5% 90.0% 義務教育課
（平成27年度）

　中学３年生 72.6 - 73.8 73.7 72.5 72.4 72.4% 75.0% 義務教育課
（平成27年度）

　小学６年生 92.5 - 94.7 91.7 92.3 91.4 91.4% 95.0% 義務教育課
（平成27年度）

　中学３年生 91.5 - 93.7 92.6 92.8 92.6 92.6% 95.0% 義務教育課
（平成27年度）

- - 81.7 84.3 84.2 86.3 86.3% 90.0% 義務教育課
（平成27年度）

　小学校 0.32 0.34 0.37 0.40 0.41 - 0.41% 0.30% 義務教育課
（平成26年度）

　中学校 3.02 2.92 3.14 3.17 3.37 - 3.37% 3.00% 義務教育課
（平成26年度）

　高等学校 1.89 2.01 2.33 2.19 2,07 - 2.07% 1.30% 高校教育課
（平成26年度）

32.5 34.8 32.1 33.6 31.0 - 31.0% 40.0%
（平成26年度）

　小学校 - - - - - - （調査中） 義務教育課

　中学校 - - - - - - （調査中） 義務教育課

※目標値を達成した実績値については，網掛けをしています。

基本方向２：健やかな体の育成
現況値 目標値

H22 H23 H24 H25 H26 H27 （測定年・年度） （平成32年度）

　小学５年生（男） - - -1.15 -0.76 -0.87 -1.05 -1.05ﾎﾟｲﾝﾄ 0.1ﾎﾟｲﾝﾄ スポーツ健康課

（平成27年度）

　小学５年生（女） - - -0.61 -0.60 -0.44 -0.78 -0.78ﾎﾟｲﾝﾄ 0.1ﾎﾟｲﾝﾄ スポーツ健康課

（平成27年度）

　中学２年生（男） - - -0.19 0.35 0.31 -0.23 -0.23ﾎﾟｲﾝﾄ 0.1ﾎﾟｲﾝﾄ スポーツ健康課

（平成27年度）

　中学２年生（女） - - -0.56 -0.53 -0.56 -0.84 -0.84ﾎﾟｲﾝﾄ 0.1ﾎﾟｲﾝﾄ スポーツ健康課

（平成27年度）

- - 24.4 24.1 28.0 26.8 26.8% 40.0%
（平成27年度）

※目標値を達成した実績値については，網掛けをしています。

基本方向３：確かな学力の育成
現況値 目標値

H22 H23 H24 H25 H26 H27 （測定年・年度） （平成32年度）

　小学６年生：３０分以上の児童の割合 88.7 - 89.1 90.1 90.6 91.1 91.1% 93.0% 義務教育課
（平成27年度）

　中学３年生：１時間以上の生徒の割合 63.7 - 65.8 66.4 66.1 67.0 67.0% 69.0% 義務教育課
（平成27年度）

　高校２年生：２時間以上の生徒の割合 13.0 14.4 12.8 12.4 13.4 12.8 12.8% 20.0% 高校教育課
（平成27年度）

　小学６年生 80.2 - 81.6 78.5 78.5 80.9 80.9% 83.0% 義務教育課
（平成27年度）

　中学３年生 68.2 - 69.4 72.4 73.0 73.5 73.5% 76.0% 義務教育課
（平成27年度）

　高校２年生 43.3 45.0 44.3 46.6 47.5 48.9 48.9% 50.0% 高校教育課
（平成27年度）

　小学６年生 -1.9 - -1.0 -6.5 -2.1 -5.3 -5.3ﾎﾟｲﾝﾄ 0.4ﾎﾟｲﾝﾄ 義務教育課
（平成27年度）

　中学３年生 3.0 - 3.2 -0.9 -0.3 -1.5 -1.5ﾎﾟｲﾝﾄ 0.4ﾎﾟｲﾝﾄ 義務教育課
（平成27年度）

　中学３年生（３級程度） - - - 24.3 26.0 32.0 32.0% 60.0% 義務教育課
（平成27年度）

　高校３年生（準２級～２級程度） - - - 25.3 28.2 30.4 30.4% 60.0% 高校教育課
（平成27年度）

- - - - - 11 11校 50校
（平成27年度）

※目標値を達成した実績値については，網掛けをしています。

基本方向４：幼児教育の充実
現況値 目標値

H22 H23 H24 H25 H26 H27 （測定年・年度） （平成32年度）

- - 86.5 - - 87.2 88.8% 90%以上
（平成28年度）

- - - 8.5 6.1 6.5 13.0% 55.0%
（平成28年度）

- - - - 939 1,051 1,051人 1,800人
（平成27年度）

第２期宮城県教育振興基本計画　「目標指標」一覧表

県教育委員会が主催する幼稚園教諭，保育
士等を対象とした研修会の参加者数（悉皆研
修を除く）（人）

新規
教育企画室
教職員課
義務教育課

備考

平日，子どもと触れ合う時間（食事と入浴を除
く）について，１時間以上と答えた保護者の割
合（％）

新規 教育企画室

小学校との連携内容で「就学前又は就学後の
カリキュラム作成」と答えた幼稚園，保育所等
の割合（％）

新規
教育企画室
義務教育課

県立学校での一斉学習における「MIYAGI
Style（みやぎスタイル）」の実施校数（校）

新規 教育企画室

目　標　指　標 区分
実績値の推移

担当課室

全国平均正答率とのかい離（ポイント）
継続

（将来ﾋﾞｼﾞｮﾝ）
（ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ）

英検相当級を取得している生徒の割合（％） 新規

児童生徒の家庭等での学習時間（％）
継続

（将来ﾋﾞｼﾞｮﾝ）
（ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ）

「授業が分かる」と答える児童生徒の割合（％）
継続

（将来ﾋﾞｼﾞｮﾝ）
（ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ）

農産園芸環境課

目　標　指　標 区分
実績値の推移

担当課室 備考

学校給食の地場産野菜などの利用品目数の
割合（％）

継続
（将来ﾋﾞｼﾞｮﾝ）

目　標　指　標 区分
実績値の推移

担当課室 備考

児童生徒の体力・運動能力調査における体力
合計点の全国平均値とのかい離（ポイント）

継続
（将来ﾋﾞｼﾞｮﾝ）
（ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ）

不登校児童生徒の再登校率（％）
継続

（将来ﾋﾞｼﾞｮﾝ）
（ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ）

義務教育課

「不登校児童生徒の個票等を活用した引継を
行っている」と答えた小・中学校の割合（％）

新規

体験学習（農林漁業）に取り組む小学校の割
合（％）

継続
（将来ﾋﾞｼﾞｮﾝ）
（ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ）

不登校児童生徒の在籍者比率（％）
継続

（将来ﾋﾞｼﾞｮﾝ）
（ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ）

備考

「将来の夢や目標を持っている」と答えた児童
生徒の割合（％）

継続
（ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ）

「人の役に立つ人間になりたいと思う」と答えた
児童生徒の割合（％）

新規

目　標　指　標 区分
実績値の推移

担当課室

新規 

新規 

新規 

新規 

新規 

新規 

新規 

参考資料２ 



基本方向５：多様なニーズに対応したきめ細かな教育の推進
現況値 目標値

H22 H23 H24 H25 H26 H27 （測定年・年度） （平成32年度）

- - - - - - （調査中）

361 361人 470人
（平成27年度）

27.0 25.1 30.7 30.9 29.4 30.5 30.5% 36.0%
（平成27年度）

基本方向６：郷土を愛する心と社会に貢献する力の育成
現況値 目標値

H22 H23 H24 H25 H26 H27 （測定年・年度） （平成32年度）

　小学６年生 74.4 - 73.2 73.1 76.0 75.8 75.8% 78.0% 義務教育課
（平成27年度）

　中学３年生 39.5 - 37.9 41.3 44.2 46.4 46.4% 48.0% 義務教育課
（平成27年度）

0.7 -0.5 0.0 1.2 0.9 1.1 1.1ﾎﾟｲﾝﾄ
（平成27年度）

-5.6 2.3 2.7 2.0 1.4 1.3 1.3ﾎﾟｲﾝﾄ
（平成27年度）

- - - 84.1 85.4 81.9 81.9% 84.0%
（平成28年度）

- - 95.2 95.7 96.5 97.8 97.8% 99.0% 義務教育課
（平成27年度）

61.4 53.7 62.2 68.3 69.1 66.7 66.7% 80.0%
（平成27年度）

※目標値を達成した実績値については，網掛けをしています。

基本方向７：命を守る力と共に支え合う心の育成
現況値 目標値

H22 H23 H24 H25 H26 H27 （測定年・年度） （平成32年度）

- - - 28.3 38.4 49.3 49.3% 100%
（平成27年度）

- - - - - 70.0 70.0% 100%
（平成27年度）

基本方向８：安心して学べる教育環境づくり
現況値 目標値

H22 H23 H24 H25 H26 H27 （測定年・年度） （平成32年度）

　小学校 - 57.1 75.4 78.9 82.3 77.7 77.7% 83.0% 義務教育課
（平成27年度）

　中学校 - 38.9 42.5 50.0 48.9 50.4 50.4% 60.0% 義務教育課
（平成27年度）

63.0 62.5 64.6 56.8 68.0 - 68.0% 90.0%
（平成26年度）

59.0 54.3 60.5 63.4 92.5 87.2 87.2% 100%
（平成27年度）

※目標値を達成した実績値については，網掛けをしています。

基本方向９：家庭・地域・学校が連携・協働して子どもを育てる環境づくり
現況値 目標値

H22 H23 H24 H25 H26 H27 （測定年・年度） （平成32年度）

2.6 - 3.4 3.3 3.3 3.7 3.8% 3.0%
（平成28年度）

49.6 - 53.5 53.1 - - 55.2% 60.0%
（平成28年度）

39.8 - 43.3 46.2 - - 46.2% 60.0%
（平成25年度）

- - - - - 17 17市町村 34市町村
（平成27年度）

- - - - - 0 0市町村 28市町村
（平成27年度）

- 899 1,426 2,039 2,143 2,254 2,254件 2,760件
（平成27年度）

基本方向１０：生涯にわたる学習・文化・スポーツ活動の推進
現況値 目標値

H22 H23 H24 H25 H26 H27 （測定年・年度） （平成32年度）

93.2 68.6 60.8 73.9 71.1 66.8 66.8% 80.0%
（平成27年度）

- - - - - 666 666人 705人
（平成27年度）

　参加者数 953 983 1,030 858 1,046 1,016 1,016千人 1,080千人 消費生活・文化課

（平成27年度）

　うち出品者・出演者等の数 21.0 12.0 44.0 21.0 17.0 20.6 20.6千人 24.8千人 消費生活・文化課

（平成27年度）

45.7 45.7 60.0 60.0 62.9 62.9 62.9% 91.4%
（平成27年度）

※目標値を達成した実績値については，網掛けをしています。

みやぎ県民文化創造の祭典参加者数（千人）
継続

（将来ﾋﾞｼﾞｮﾝ）
（ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ）

総合型地域スポーツクラブの市町村における
育成率（％）

継続
（将来ﾋﾞｼﾞｮﾝ）
（ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ）

スポーツ健康課

備考

みやぎ県民大学講座における受講率（％）
継続

（将来ﾋﾞｼﾞｮﾝ）
（ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ）

生涯学習課

市町村社会教育講座の参加者数（人口千人
当たり）（人）

新規 生涯学習課

「みやぎ教育応援団」の活用件数（件） 新規 生涯学習課

目　標　指　標 区分
実績値の推移

担当課室

「市町村家庭教育支援チーム」を設置する市
町村数（市町村）

新規 生涯学習課

地域学校協働本部を設置する市町村数（市町
村）

新規 生涯学習課

平日，午後１０時より前に就寝する児童の割合
（小学６年生）（％）

継続
（将来ﾋﾞｼﾞｮﾝ）
（ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ）

教育企画室

平日，午前６時３０分より前に起床する児童の
割合（小学６年生）（％）

継続
（将来ﾋﾞｼﾞｮﾝ）
（ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ）

教育企画室

目　標　指　標 区分
実績値の推移

担当課室 備考

朝食を欠食する児童の割合（小学６年生）（％）
継続

（将来ﾋﾞｼﾞｮﾝ）
（ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ）

教育企画室

学校関係者評価を広く公表している高等学校
の割合（％）

新規 高校教育課

学校外の教育資源を活用している高等学校の
割合（％）

継続
（将来ﾋﾞｼﾞｮﾝ）
（ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ）

高校教育課

目　標　指　標 区分
実績値の推移

担当課室 備考

保護者及び地域住民等に対して授業公開を実
施している学校（小・中）の割合（％）

新規

備考

地域学校安全委員会等の連絡会議を設置し
ている学校の割合（％）

新規 スポーツ健康課

地域合同避難訓練等，具体的な取組が実施さ
れている学校の割合（％）

新規 スポーツ健康課

職場体験に取り組む中学校の割合（％）
継続

（将来ﾋﾞｼﾞｮﾝ）
（ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ）

県立高等学校生徒のインターンシップ実施校
率（％）

継続
（将来ﾋﾞｼﾞｮﾝ）
（ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ）

高校教育課

目　標　指　標 区分
実績値の推移

担当課室

新規高卒者の就職決定率の全国平均値との
かい離（ポイント）

継続
（将来ﾋﾞｼﾞｮﾝ）
（ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ）

0.5ﾎﾟｲﾝﾄ 高校教育課

県内の高等学校卒業生が県内に就職した割
合（％）

新規 高校教育課

「地域の行事に参加している」と答えた児童生
徒の割合（％）

新規

大学等への現役進学達成率の全国平均値と
のかい離（ポイント）

継続
（将来ﾋﾞｼﾞｮﾝ）
（ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ）

1.5ﾎﾟｲﾝﾄ 高校教育課

特別支援学校の児童生徒が居住地の小・中
学校の児童生徒と交流及び共同学習した割合
（％）

継続
（将来ﾋﾞｼﾞｮﾝ）
（ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ）

特別支援教育室

目　標　指　標 区分
実績値の推移

担当課室 備考

備考

小学校から中学校に，「個別の教育支援計画」
及び「個別の指導計画」を引き継いでいる割合
（％）

新規 特別支援教育室

特別支援学校が主催する研修会への中学
校，高等学校教員の受講者数（人）

新規 特別支援教育室

目　標　指　標 区分
実績値の推移

担当課室

新規 

新規 

新規 

新規 

新規 

新規 

新規 

新規 

新規 

新規 

新規 

新規 


