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エ

各種資料等の配布(保健)

＜学校における感染症発生報告状況の年次推移 ＞
(3) 安全指導(平成 25 年度実績)
ア

安全教育、イ

安全に関する各種通知、ウ

安全管理

＜学校管理下における災害発生状況＞
２
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(1) 学校給食指導(平成 25 年度実績)
(2) 学校給食栄養管理

＜県内研修会

講習会＞

(栄養量基準、平均摂取量 )

(3) 学校給食実施状況
ア

学校給食形態別実施状況 (公立)(平成 25 年 5 月 1 日)

イ

米飯給食実施状況(公立)(平成 25 年 5 月 1 日)

(4) 学校給食物資の需給状況
ア
３

基本物資取扱量の推移、イ

基本物資価格(１食当り)の推移

学校体育･･･････････････････････････････････････････････････････101
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ア

中学校スポーツ大会

イ
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第６節

大会実績、全国大会の成績
大会実績、全国大会等の成績

学校施設設備 ････････････････････････････････････････････････104

(1) 公立学校校地等の状況 (学校種別)
(2) 公立学校校舎の状況(学校種別)
(3) 公立学校屋内運動場の状況 (学校種別)
(4) 公立学校寄宿舎の状況 (学校種別)

第７節

教育に関する調査研究等 ･･････････････････････････････････････108

(平成 25 年度富山県総合教育センター事業 実績)
(1) 調査研究事業
(2) 研修事業
(3) 普及事業
(4) 市町教育センター・教育団体との連携
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第１節

生涯学習

富山県民生涯学習カレッジ
１

講座(平成 25 年度)･･････････････････････････････････････････････113
(1) 主催講座
ア

夏季講座、イ

ふるさと発見講座、ウ

エ

高志の国文学入門講座 、オ

故郷文化探究講座、

高志の国文学専門講座、カ

自遊塾

(2) 委託講座等
ア
２

学習団体講座

生涯学習情報の提供･････････････････････････････････････････････125
(1) 生涯学習情報提供ネットワークシステム (とやま学遊ネット)
ア

登録データ件数(平成 26 年 3 月 31 日現在)、イ

月別利用件数

(2) 広報紙
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学習活動の奨励・援助 ･･･････････････････････････････････････････125
(1) 県民カレッジ叢書
(2) 県民カレッジ学遊祭
(3) 県民カレッジ地区センター・キャンパスフェスティバル

４

視聴覚教育(富山県映像センター )･････････････････････････････････127
(1) 優秀映像鑑賞推進事業 、(2) 研修事業(各種講座を含む)
(3) 郷土学習教材制作事業 、(4) とやま映像コンクール
(5) 16ミリ映写機定期点検、(6) 視聴覚教材の保有状況
(7) 視聴覚機器の保有状況 、(8) 視聴覚施設・教材・機器の利用状況
(9) 視聴覚に関する相談状況 、(10) その他映像利活用状況

(11) 運営・連携、(12) 県内視聴覚ライブラリー 一覧
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青少年教育

少年教育･･･････････････････････････････････････････････････････132
(1) 少年団体育成指導
(2) 子どもとやま県議会
(3) 子どもほっとライン
(4) 放課後子ども教室 (国補)

２

青年教育･･･････････････････････････････････････････････････････133
(1) 県青年団の現況

※団数、団員数

(2) 青年教育各種事業
(3) 青年学級(教室)等の開設状況(推移)
(4) 富山県高等学校生徒海外派遣事業
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＜公民講座・成人大学講座開設状況 (平成 25 年度実績)＞
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女性教育･･･････････････････････････････････････････････････････136
(1) 主な女性教育事業
(2) 女性学級等開設状況
(3) 女性団体
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婦人会、イ

女性関係団体一覧(平成 25 年 6 月現在)
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ＰＴＡ･････････････････････････････････････････････････････････139

４

家庭教育･･･････････････････････････････････････････････････････139
(1) 家庭教育かわら版事業
(2) とやま親学び推進事業
(3) 家庭教育総合相談事業
(4) 公民館親子ふるさと自然体験事業
(5) 家庭教育学級開設事業
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※市町村別開設数

高齢者教育･････････････････････････････････････････････････････142
＜高齢者学級(教室・セミナー)開設状況(平成 25 年度実績)＞
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社会教育施設

富山県立図書館･････････････････････････････････････････････････143
(1) 性格
(2) 基本方針
(3) 調査研究のためのサービス
ア

イ

利用実績(平成 25 年度実績)
(ア)

利用者数

(イ)

(エ)

複写利用状況

館外貸出人数
(オ)

(ウ)

館外貸出冊数

参考奉仕(レファレンスサービス )

刊行物(平成 25 年度)

(4) 市町村立図書館を通じてのサービス
ア
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イ

相互貸借(平成 25 年度実績)

ウ

集会・行事

(5) 資料収集保存館としてのサービス
ア

蔵書構成(平成 26 年 3 月末現在)

イ

逐次刊行物

＜受入れ中雑誌の内訳

(6) ３プラザ･コレクションルームの概要
ア

情報プラザ

イ

国際プラザ･コレクションルーム

ウ

サークルプラザ
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平成 25 年度末＞
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