
【教育要覧 2011 目次（詳細）】1ページ 

【教育要覧（2011） 目 次】 

 

Ⅰ 教育行政 

 

 第１節 教育計画 

平成 23 年度県教育委員会重点施策･････････････････････････････ 1 

 

 第２節 教育行政一般 

  １ 富山県教育委員会････････････････････････････････････････35 

(1) 教育委員(平成 23 年 10 月 1 日現在) 

(2) 議決事項〈平成 23 年〉 

  ２ 県教育委員会行政機構････････････････････････････････････38 

(1) 組織機構図(平成 23 年 4 月現在) 

(2) 所管事項【本庁(６課)】【出先機関及び教育機関】 

  ３ 県教育事務所････････････････････････････････････････････40 

    ＜所管区域＞ 

  ４ 市町村教育委員会････････････････････････････････････････40 

＜委員定数別の教育委員会数＞ 

  

第３節 教育財政 

平成 23 年度当初予算の概況･･･････････････････････････････････42 
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(3) 富山県学校給食関係表彰 

 ア 学校給食優良学校等、イ 学校給食功労団体、ウ 学校給食功労者 
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〈学校教育〉 〈科学文化〉 〈スポーツ〉 
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(2) 教育者表彰(文部科学大臣表彰) 
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(7) 生涯スポーツ功労者及び生涯スポーツ優良団体表彰(文部科学大臣表彰) 

        〈生涯スポーツ功労者〉 〈生涯スポーツ優良団体〉 

(8) 体力つくり優秀組織表彰(文部科学大臣表彰) 

(9) 優良ＰＴＡ表彰(文部科学大臣表彰) 

(10) 第 63 回優良公民館表彰(文部科学大臣表彰) 

(11) 学校保健及び安全に関する表彰(文部科学大臣表彰) 

(12) 学校給食表彰(文部科学大臣表彰) 

(13) 地域文化功労者表彰(文部科学大臣表彰) 

(14) 子どもの読書活動に関する表彰(文部科学大臣表彰) 

       〈読書活動優秀実践校〉 〈子どもの読書活動優秀実践図書館〉 

       〈子どもの読書活動優秀実践団体〉 

 

 第５節 広報広聴活動･･････････････････････････････････････････47 
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(1) 富山県奨学資金 

ア  貸与月額(平成 22 年度)   

  イ  奨学生採用状況(平成 23 年 3 月 31 日現在) 

ウ  学年別貸与人員(平成 23 年 3 月 31 日現在) 

(2) 修学奨励費貸与事業 

ア 貸与月額(平成 23 年 3 月 31 日現在) 

イ 奨学生採用状況(平成 23 年 3 月 31 日現在) 

ウ 学年別貸与人員(平成 23 年 3 月 31 日現在) 

(3) その他（災害被災者への措置） 
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Ⅱ 学校教育 

 

 第１節 学校教育概況 
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   (1) 幼稚園教育の現況  ＜幼稚園数・学級数の推移＞ 

(2) 幼児教育相談員の委嘱、(3) 幼児教育振興研究協議会 

 

３ 小学校・中学校教育･･････････････････････････････････････51 

(1) 小・中学校数(平成 23 年５月１日現在)  

(2) 児童・生徒数(平成 23 年５月１日現在) 

 

  ４ 高等学校教育････････････････････････････････････････････52 

(1) 全日制の課程  

＜募集定員における普通・理数・国際科、職業科及び総合学科の比率の推移(県立)＞ 

(2) 定時制・通信制の課程  

(3) 県立高等学校授業料    

(4) 学校設置状況 

    ア 高等学校数推移 

イ 県立全日制学科別学校数(本校)(平成 23 年度) 

    ウ 県立定時制学科別学校数(本校)(平成 23 年度) 

エ 県立通信制学校数(平成 23 年度) 

(5) 平成 23 年度県立高等学校入学者の選抜(全日制の課程) 

    ア 志願の方法、イ 通学区域、ウ 学力検査、 エ 学科別志願・合格状況   

(6) 平成 23 年度県立高等学校推薦入学者の選抜(全日制の課程) 

 ア 対象学科及び人員、イ 志願の方法、ウ 検査、エ 学科別志願・合格状況 

(7) 平成 23 年度県立高等学校入学者の選抜(定時制の課程) 

 ア 志願の方法、イ 検査、ウ 合格状況(含 通信制の課程) 

(8) 全日制の課程志願・合格状況の推移(県立) 

(9) 高等学校専攻科(県立) 生徒数(平成 23 年４月 10 日現在) 

(10) 定時制の課程単位制後期入学者選抜(平成 22 年９月実施) 

 ア 志願資格、イ 志願の方法、ウ 検査、エ 合格状況 

 

５ 特別支援教育････････････････････････････････････････････57 

(1) 特別支援学校の学級数、児童生徒数(平成 23 年５月１日現在) 

(2) 特別支援学級・通級指導教室(市町村別の数) 

(3) 学級数及び在籍数統計(平成 23 年５月１日現在) 

(4) 通級指導教室数及び通級児童生徒数 

(5) 特別支援教育の振興充実(平成 22 年度実績) 

 ア 就学指導、イ 啓発資料等作成資料、ウ 研究会等 
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  ６ へき地教育･･････････････････････････････････････････････63 

(1) 学校数・学級数・生徒数の推移 

(2) へき地級地別学校数 

(3) 事業 

 

 第２節 学校教育指導 

  １ 指導組織・体制･･････････････････････････････････････････64 

(1) 指導組織(平成 23 年度) 

(2) 教科指導員の活動(平成 23 年度) 

 

  ２ 教育指導力の向上････････････････････････････････････････65 

(1) 現職教育 

＜小中学校課・県立学校課主管各講習会実施状況(平成 22 年度実績)＞ 

(2) 各種研修派遣 

    ＜県教委派遣内地留学(平成 22 年度実績)＞ 

(3) 研究指定校 研究委託校(平成 23 年度) 

     ア 文部科学省研究指定校 イ 文部科学省研究委託校等  

ウ 県教育委員会研究委託校(指定) 

(4) 海外研究派遣(平成 22 年度実績) 

 

  ３ 教科用図書の採択････････････････････････････････････････68 

(1) 教科書センターの設置並びに教科書展示会(平成 23 年度) 

(2) 教科書の採択 

     ア 小学校(使用期間 平成 23 年度～平成 26 年度) 

イ 中学校(使用期間 平成 22 年度～平成 23 年度) 

 ウ 高等学校 

 

 第３節 教育課程の展開 

  １ 教育課程････････････････････････････････････････････････70 

(1) 学習指導について 

(幼稚園)(小・中学校共通) 

(2) 道徳の指導について  (小学校)(中学校) 

(3) 特別活動の指導について(小・中学校共通) 

(4) 指導の重点(高等学校)(平成 23 年度) 

(5) 教育課程研究協議会の研修主題(平成 23 年度) 

     ア 幼稚園教育課程研究協議題の主題 

イ 小学校教育課程研究協議会研究主題(県主題) 

ウ 富山県中学校教育研究会各部会研究主題 

(6) 道徳(平成 22 年度実績) 

(7) 学校クラブ活動(平成 22 年度実績) 
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(8) 特別活動 －高等学校－(平成 22 年度実績) 

ア 大会等 

イ 修学旅行 

共同宿泊学習(県立全日制の課程) ※学級数、参加人数 

国内研修・修学旅行  ※学級数、参加人数 

 海外派遣・留学状況(平成 22 年度実績) ※参加人数 

 

  ２ 進路指導･生徒指導･交通安全指導･･････････････････････････76 

(1) 進路指導(平成 22 年度実績) 

(2) 生徒指導(平成 22 年度実績) 

(3) 交通安全指導(平成 22 年度実績) 

 

  ３ 学校図書館教育･･････････････････････････････････････････80 

 

 第４節 教職員 

  １ 教職員数････････････････････････････････････････････････81 

   ＜児童生徒数、教員数、職員数(学校種別)＞ ＜男女別年齢構成比＞ 

 

  ２ 学級編制基準････････････････････････････････････････････81 

  ア 小学校、イ 中学校、ウ 高等学校 

 

  ３ 職員団体････････････････････････････････････････････････82 

 

  ４ 福利厚生････････････････････････････････････････････････83 

(1) 福祉事業 

     ア 保健福祉事業 

      ＜平成 22年度 保健福祉事業実績＞ ＜平成 22年度 教職員健康診断実施状況＞ 

＜平成 22 年度 人間ドック実施状況＞ 

     イ 公立学校共済組合福祉事業 

＜貸付事業(平成 22 年度貸付状況)＞ ＜宿泊事業(高志会館) 利用状況＞ 

＜保養所事業(立山高原ホテル) 利用状況＞ 

＜医療事業(公立学校共済組合北陸中央病院) 利用状況＞ 

ウ 富山県教職員厚生会福祉事業 

(2) 給付事業 

ア 公立学校共済組合の給付事業 

 ＜平成 22 年度短期給付実績＞ ＜年金新規決定状況＞ 

イ 恩給事業 

ウ 富山県教職員厚生会給付事業 

  ＜一般事業部給付事業(平成 22 年度実績)＞ 

  ＜退職厚生部給付事業(平成 22 年度実績)＞ 
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 第５節 保健･体育と学校給食 

  １ 学校保健･安全･･･････････････････････････････････････････94 

(1) 学校保健指導 

     ア 研修会・講習会(平成 22 年度実績)、イ 指導資料等の作成 

(2) 保健管理(平成 22 年度実績) 

   ア 学校保健対策、イ 健康診断及び諸調査 

   ウ 学校保健に関する各種通知 

(平成 22 年４月～平成 23 年３月、学校・市町村教委等に通知) 

   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 22 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 学校給食･･･････････････････････････････････････････････100 

(1) 学校給食指導(平成 22 年度実績) ＜県内研修会 講習会＞ 

(2) 学校給食栄養管理 (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 22 年 5 月 1 日) 

イ 米飯給食実施状況(公立)(平成 22 年 5 月 1 日) 

(4) 学校給食物資の需給状況 

ア 基本物資取扱量の推移、イ 基本物資価格(１食当り)の推移 

 

  ３ 学校体育････････････････････････････････････････････････103 

(1) 講習会・研修会(平成 22 年度実績) 

(2) スポーツ活動(平成 22 年度実績) 

    ア 中学校スポーツ大会 大会実績、全国大会の成績 

イ 高等学校スポーツ大会 大会実績、全国大会等の成績 

 

 第６節 学校施設設備･････････････････････････････････････････106 

(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･･････････････････････････････110 

    (平成 22 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) 実習船運営事業 

(5) 市町教育センター・教育団体との連携 
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Ⅲ 社会教育 

 

 第１節 生涯学習 

  富山県民生涯学習カレッジ 

  １ 講座･･･････････････････････････････････････････････････116 

(1) 主催講座 ア 夏季講座、イ 人間探究講座、ウ 自遊塾 

エ センター講座、オ 特別講座 

(2) 委託講座等 ア 学習団体講座、イ 学校開放講座 

 

 ２ 生涯学習情報の提供･････････････････････････････････････128 

(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 23 年 3 月 31 日現在)、イ 月別利用件数 

(2) 広報紙 

 

  ３ 学習活動の奨励・援助･･･････････････････････････････････129 

(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･････････････････････････････････････････････130 

(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 

    

 第２節 青少年教育 

  １ 少年教育･･･････････････････････････････････････････････137 

(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 

  ２ 青年教育･･･････････････････････････････････････････････138 

(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等海外派遣事業 

 

 第３節 成人教育 

  １ 公民講座及び成人大学講座･･･････････････････････････････140 

＜公民講座・成人大学講座開設状況(平成 22 年度実績)＞ 

 

  ２ 女性教育･･･････････････････････････････････････････････141 

(1) 主な女性教育事業、(2) 女性学級等開設状況 

(3) 女性団体   ア 婦人会、イ 女性関係団体一覧(平成 22 年 6 月現在) 
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  ３ ＰＴＡ･････････････････････････････････････････････････144 

  ４ 家庭教育･･･････････････････････････････････････････････144 

(1) 家庭教育かわら版事業 

(2) 親を学び伝える家庭教育推進事業 

(3) 家庭教育総合相談事業 

(4) とやま子育て自然体験事業 ※市町村別参加者数 

(5) 家庭教育学級開設事業   ※市町村別開設数 

  ５ 高齢者教育･････････････････････････････････････････････147 

＜高齢者学級(教室・セミナー)開設状況(平成 22 年度実績)＞ 

 

 第４節 社会教育施設 

  １ 富山県立図書館･････････････････････････････････････････148 

(1) 性格 (2) 基本方針 

(3) 調査研究のためのサービス 

    ア 館内奉仕(平成 22 年度実績) 

      (ア) 利用者数 (イ) 館外貸出人数 (ウ) 館外貸出冊数 

      (エ) 複写利用状況 (オ) 参考奉仕(レファレンスサービス) 

 イ 刊行物(平成 22 年度) 

(4) 市町村立図書館を通じてのサービス 

    ア 県内図書館数(平成 22 年度末) 

イ 相互貸借(平成 22 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 23 年 3 月末現在) 

    イ 逐次刊行物 ＜受入れ中雑誌の内訳 平成 22 年度末＞ 

(6) ３プラザの概要  ア 情報プラザ、イ 国際プラザ、ウ サークルプラザ   

(7) 課題事項 

 

  ２ 富山県青少年自然の家･････････････････････････････････････153 

(1) 目的、(2) 運営の指針 

(3) 呉羽青少年自然の家 

    ア 沿革、イ 施設の概要、ウ 活動内容、エ 事業 

(4) 砺波青少年自然の家 

 ア 沿革、イ 施設の概要、ウ 活動内容、エ 事業 

(5) 利用料金(平成 19 年 4 月 1 日改定) 

(6) 利用状況 

  ＜平成 22 年度呉羽青少年自然の家利用状況＞           

＜平成 22 年度砺波青少年自然の家利用状況＞ 

          

  ３ 富山県[立山荘]･･･････････････････････････････････････････155 

(1) 性格、(2) 沿革、(3) 事業内容の概要、(4) 利用状況 
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  ４ 公民館･････････････････････････････････････････････････161 

(1) 性格、(2) 概況 

(3) 市町村別公民館施設(平成 22 年度) 

(4) 市町村別公民館職員(平成 22 年度) 

 

  ５ 富山県埋蔵文化財センター･･･････････････････････････････164 

(1) 性格、(2) 施設の概要、(3) 事業の概要 

 

 第５節 文化活動と文化財 

  １ 児童・生徒の文化活動･･･････････････････････････････････166 

  ２ 文化財保存事業･････････････････････････････････････････167 

＜銃砲刀剣類登録件数＞ ＜文化財保存事業＞ ＜埋蔵文化財調査＞ 

 

 第６節 生涯スポーツ 

  １ 指導者の養成と研修(平成 22 年度実績)････････････････････172 

  ２ スポーツ活動(平成 22 年度実績)･･････････････････････････173 

  ３ 社会体育施設･･･････････････････････････････････････････175 

(1) 公立社会体育施設 ※市町村別、種類別         

(2) 県営社会体育施設一覧  ※施設規模、利用状況 

  ４ 学校体育施設の開放･････････････････････････････････････178 

(1) 年次別開放校の推移、(2) 利用状況 

 

 

資 料 編 

 １ 教育委員会一覧･･･････････････････････････････････････････179 

 

 ２ 人名録･･･････････････････････････････････････････････････181 

  (1) 県教育委員会、(2) 県生涯学習審議会、(3) 県文化財保護審議会 

  (4) 県スポーツ振興審議会委員、(4) 県教職員健康審査会委員 

  (6) 県議会教育警務委員会、(7) 歴代教育委員長、教育委員、教育長、教育次長 

  (8) 関係団体等一覧 

 

 ３ 博物館・文化財関係････････････････････････････････････････192 

  (1) 博物館一覧、(2) 県内所在文化財指定件数一覧 

(3) 市町村別国・県指定文化財一覧 

 

 ４ 調査統計 

  (1) 学校基本調査付帯調査････････････････････････････････････207 
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 ア 設置者別学校数、在籍者数、教職員数一覧 

   イ 累年学校数、教員１人当たり児童・生徒数の全国比較(公立のみ) 

   ウ 設置者別累年学校数、児童・生徒数、教職員数 

エ 進学状況 

オ 高等学校県外就職状況(公・私・全・定計) 

カ 高等学校卒業者大学・短大進学先地区別状況(公・私・全・定計) 

 

  (2) 進路希望状況調査････････････････････････････････････････219 

ア 中学校進路希望状況(国・公立)(各年 5 月 1 日現在) 

イ 県立高等学校全日制課程進路希望状況(各年 5 月 1 日現在) 

  (3) 発育状況････････････････････････････････････････････････220 

＜富山県と全国の学年別の身長・体重・座高の平均値 ※ 小・中・高＞  

  (4) 新体力テスト集計結果････････････････････････････････････221 

    ※小・中・高  男女別・学年別 

  (5) 生徒指導上の諸問題の現状････････････････････････････････225 

（平成 20 年度、平成 22 年度調査結果） 

〔参考〕教育委員会事務局機構変遷図････････････････････････････226 


	(2) 所管事項【本庁(６課)】【出先機関及び教育機関】

