教育データ集
章

目

リンク先ＵＲＬ

1 教育財政

1

国と地方の歳出総額と教育
費の推移（決算額）

2

歳出総額と教育費（３か年の
http://www.soumu.go.jp/iken/kessan_jokyo_1.html
決算額） ‐都道府県別‐

3

義務教育費国庫負担金（予
算額）の推移

http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/005/14060
96.htm

4

平成２８年度文部科学省予
算政府案

http://www.mext.go.jp/a_menu/yosan/h30/1394803.ht
H30 平成30年度予算案主要事項
m

5

平成２８年度文部科学省予
算政府案の構成

http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/index05.ht
m

年齢別，教職経験別，在職
1 期間別の教育委員数 ‐都
道府県別‐

2

リンク先

H29 教育行政調査

H28

3

学校数及び
在学者数

第5表 目的別歳出内訳
5-2都道府県別内訳

地方教育費調査

P3 財源別の学校教育費の推
移

http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/index05.ht
m

教育行政調査

職業の種類（中分類）別教育
委員数 ‐年齢別‐

エクセル第１４表

エクセル第１５表

http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon
H30 学校基本調査結果の概要
/1267995.htm

2 中高一貫教育校の推移

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kaikaku/detail/
高等学校教育の改革に関する
H28
1384268.htm
推進状況について

学校数（学校種別（幼・小・
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/002/002b/koum
3 中・高・中等教育・特支）） ‐
H30 文部科学統計要覧
oku.html
都道府県別‐

学校数（学校種別（小・中・
4 高、国公私立別）） ‐都道府
県別‐

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kaikaku/detail/
高等学校教育の改革に関する
H28
1384268.htm
推進状況について

在学者数の推移(学校種別
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon
6 (幼･小・中・高･中等教育･特
H30 学校基本調査結果の概要
/1267995.htm
支、設置者別・男女別)

在学者数(学校種別(幼･小・
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/002/002b/koum
7 中・高･中等教育･特支) ‐都
oku.html
道府県別‐

在学者数(学校種別(小・中・
8 高）・国公私立） ‐都道府県
別‐

エクセル第１１表

エクセル第１２表

職種別の事務局本務職員数
‐都道府県別‐

中高一貫教育校数（設置形
態別） ‐都道府県別‐

P2

エクセルが貼り付けてあるサ
ＯＥＣＤ 図表で見る教育 Ｂ２
イトに飛ぶので探しにくい。B
H29 国内総生産（GDP)に対する教
章の２をクリックする必要あ
育支出の割合
り。表記は英語

1 学校数の推移

5

国の歳出総額なし

総務省 都道府県決算状況調
べ

直前歴別，職務経験別，在
3 職期間別の教育長数 ‐年
齢別‐

4

備考

P2

国内総生産（ＧＤＰ）に対する http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/002/index00.ht
6
学校教育費比率の国際比較 m

2 教育委員会

年度

文部科学統計要覧
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リンク先ＵＲＬ

年度

リンク先

備考

通級による指導を受けてい
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/mate
9 る児童生徒数及び担当教員
H29 通級による指導実施状況調査 1.資料編
rial/1406456.htm
数 ‐都道府県別‐

4 学力

1 学力の国際比較

http://www.nier.go.jp/kokusai/pisa/#PISA2015

H27

ＰＩＳＡ 2015 年調査～国際結
果の要約～

H21

ＰＩＳＡ2009年デジタル読解力
調査～国際結果の概要～

ＯＥＣＤ生徒の学習到達度調
2 査（ＰＩＳＡ）による15歳児の
学力（2012年）

OECD 生徒の学習到達度調
査（PISA）による読解力の習
3
熟度結果の国際比較（2012
年）

OECD生徒の学習到達度調
4 査（PISA）デジタル読解力調 http://www.nier.go.jp/kokusai/pisa/#digital
査（2012年）

OECD生徒の学習到達度調
査（PISA）によるデジタル読
5
解力における習熟度レベル
別の生徒の割合（2012年）

デジタル読解力はH21が最新

OECD生徒の学習到達度調
6 査（PISA）デジタル数学的リ http://www.nier.go.jp/kokusai/pisa/#PISA2015
テラシー調査（2012年）

H27

ＰＩＳＡ 2015 年調査～国際結
果の要約～

OECD生徒の学習到達度調
査（PISA）によるデジタル数
7 学的リテラシーにおける習熟
度レベル別の生徒の割合
（2012年）

5 体力・体格

デジタル数学的リテラシーは
H27では数学的リテラシーとし
て実施

デジタル数学的リテラシーは
H27では数学的リテラシーとし
て実施

8

全国学力・学習状況調査（公 http://www.nier.go.jp/17chousakekkahoukoku/factshe
立小学校） ‐都道府県別‐ et/17prefecture-City/

9

全国学力・学習状況調査（公
立中学校） ‐都道府県別‐

1 50ｍ走の年次推移

デジタル読解力はH21が最新

http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/toukei/chousa0
4/tairyoku/kekka/1368159.htm

H29

全国学力・学習状況調査実施
概況

スポーツ庁 体力・運動能力調
年次推移の傾向（青少年）
査結果の概要

2 ボール投げの年次推移

年次推移の傾向（青少年）

3 立ち幅跳びの年次推移

年次推移の傾向（青少年）

4 握力の年次推移

年次推移の傾向（青少年）

実技に関する調査（公立学
5 校・小学５年生・男女別） ‐
都道府県別‐

http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/toukei/kodomo
/zencyo/1368222.htm

スポーツ庁 全国体力・運動能 3章基礎集計 都道府県別集
力、運動習慣等調査結果
計

実技に関する調査（公立学
6 校・中学２年生・男女別） ‐
都道府県別‐

7 年齢別平均身長の推移

3章基礎集計 都道府県別集
計

http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/hoke
n/kekka/k_detail/1399280.htm

学校保健統計調査結果の概要

http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/toukei/kodomo
/zencyo/1368222.htm

スポーツ庁 全国体力・運動能 3章基礎集計 都道府県別集
力、運動習慣等調査結果
計

8 年齢別平均体重の推移

体格と肥満度に関する調査
9 （公立学校・小学５年生・男
女別） ‐都道府県別‐
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リンク先ＵＲＬ

年度

リンク先

体格と肥満度に関する調査
10 （公立学校・中学２年生・男
女別） ‐都道府県別‐

6

卒業者の進
路別状況

備考

3章基礎集計 都道府県別集
計

11

運動部活動の在り方に関す http://www.mext.go.jp/sports/b_menu/shingi/013_inde
る総合的なガイドライン
x/toushin/1402678.htm

1

高等学校等への進学率の推 http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon
H30 学校基本調査結果の概要
移
/1267995.htm

2

高等学校卒業者の進路別の
状況

文部科学省ホームページ

中学校卒業後の状況調査
3 （進路別卒業者数） ‐都道
府県別‐

卒業後の状況調査 特別支援
学校（中学部） 状況別調査 Ｈ
30速報では都道府県別デー
タなし

特別支援学校（中学部）卒業
4 後の状況調査（進路別卒業
者数） ‐都道府県別‐

高等学校（全日制・定時制）
5 卒業後の状況調査（進路別
卒業者数） ‐都道府県別‐

高等学校（通信制）卒業後の
6 状況調査（進路別卒業者数）
‐都道府県別‐

卒業後の状況調査 高等学校
通信制 状況別調査

中等教育学校卒業後の状況
7 調査（進路別卒業者数） ‐
都道府県別‐

卒業後の状況調査 中等教育
学校

特別支援学校（高等部）卒業
8 後の状況調査（進路別卒業
者数） ‐都道府県別‐

卒業後の状況調査 特別支援
学校（高等部） 状況別調査 Ｈ
30速報では都道府県別デー
タなし

高等学校卒業者の就職状況 http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kous
9
（国公私立全体）
otsu/kekka/k_detail/1399267.htm

10

職場体験・インターンシップ
実施の状況

11 新規学卒者の離職状況

7 生徒指導

平成３０年３月新規高等学校
卒業者の就職状況（平成３０年
H29
３月末現在）に関する調査につ
いて

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/detail/
1340402.htm

H28

職場体験・インターンシップ実
施状況等調査結果

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/00
00137940.html

H29 厚生労働省ＨＰ

平成28 年度「児童生徒の問
児童生徒の問題行動・不登校
学校内における暴力行為発 http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/29/10/139764
題行動・不登校等生徒指導上
1
H28 等生徒指導上の諸課題に関す
生件数の推移
6.htm
の諸課題に関する調査」（速
る調査
報値）1
https://www.e-stat.go.jp/stat暴力行為の発生件数（国公
search/files?page=1&toukei=00400304&kikan=00400&t
2 私立小・中・高等学校） ‐都
stat=000001112655&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3
道府県別‐
Acycle&second=1&second2=1

いじめの認知（発生）件数の http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/29/10/139764
3
推移
6.htm

いじめの認知件数（国公私
4
立） ‐都道府県別‐

https://www.e-stat.go.jp/statsearch/files?page=1&toukei=00400304&kikan=00400&t
stat=000001112655&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3
Acycle&second=1&second2=1

5 不登校児童生徒数の推移

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/29/10/139764
6.htm

https://www.e-stat.go.jp/stat小中学校の不登校児童生徒
search/files?page=1&toukei=00400304&kikan=00400&t
6 数（国・公・私立） ‐都道府
stat=000001112655&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3
県別‐
Acycle&second=1&second2=1

平成28 年度「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」（速
報値）1

平成28 年度「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」（速
報値）2
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リンク先ＵＲＬ

年度

リンク先

備考

高等学校の不登校生徒数
7 （国・公・私立） ‐都道府県
別‐

平成28 年度「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」（速
報値）2

高等学校における中途退学 http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/29/10/139764
8
者数の推移
6.htm

https://www.e-stat.go.jp/stat高等学校における中途退学
search/files?page=1&toukei=00400304&kikan=00400&t
9 者数及び中途退学率（国・
stat=000001112655&cycle_facet=tclass1%3Atclass2%3
公・私立） ‐都道府県別‐
Acycle&second=1&second2=1

10

青少年のインターネット利用 http://www8.cao.go.jp/youth/youth環境
harm/chousa/net-jittai_list.html

11 ひとり親家庭等の現状

8

外国人児童
生徒

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ko
domo/kodomo_kosodate/boshi-katei/index.html

12

小学生のための放射線副読 http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/attac
本
h/1344729.htm

13

中学生・高校生のための放
射線副読本

1

母語別児童生徒数の内訳
‐都道府県別‐

H29

平成29年度 青少年のインター
ネット利用環境実態調査

H27 厚生労働省ＨＰ

H25 文部科学省ホームページ

https://www.e-stat.go.jp/statsearch/files?page=1&layout=datalist&toukei=00400305
日本語指導が必要な児童生徒
H28
参考3-2
&tstat=000001016761&cycle=0&tclass1=000001102915
の受入状況等に関する調査
&second2=1

日本語指導が必要な外国人
2 児童生徒の学校種別在籍状
況 ‐都道府県別‐

9 教職員

1 本務教員数の推移

参考1-2

http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon
H30 学校基本調査結果の概要
/1267995.htm

教員数（学校種別（小・中・
2 高・中等教育・特支）） ‐都
道府県別‐

3 本務教員の平均年齢の推移

http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kyoui
H28 学校教員統計調査結果の概要
n/1268573.htm

4

公立学校種別教員平均年齢
‐都道府県別‐

5

公立学校の年齢別本務教員
数

6

公立学校教員採用者数及び http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/senkou/138177
競争率（倍率）の推移
0.htm

学校教員統計調査

公立学校教員採用選考試験の 第1～8表
実施状況
実施状況についてPDF

公立学校教員採用選考試験
7 の受験者数及び採用者数の
推移

第1～8表
実施状況についてPDF

公立学校教員採用選考試験
8 の受験者数、採用者数、競
争率 ‐都道府県別‐

第1～8表
実施状況についてPDF

校長等人数及び登用者数
9 （全学校種計） ‐都道府県
別‐

10

校長等人数及び登用者数
（小学校） ‐都道府県別‐

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinji/1399577.h
tm

H29

5-2． 県市別の校長等人数
公立学校教職員の人事行政状
及び登用者数（平成２９年４月
況調査
１日現在）

5-2． 県市別の校長等人数
及び登用者数（平成２９年４月
１日現在）
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11

リンク先ＵＲＬ

年度

リンク先

５－２． 県市別の校長等人
数及び登用者数（平成２９年４
月１日現在）

校長等人数及び登用者数
（中学校） ‐都道府県別‐

校長等人数及び登用者数
12 （高等学校・中等教育学校）
‐都道府県別‐

５－２． 県市別の校長等人
数及び登用者数（平成２９年４
月１日現在）

校長等人数及び登用者数
13 （特別支援学校） ‐都道府
県別‐

５－２． 県市別の校長等人
数及び登用者数（平成２９年４
月１日現在）

公立学校における教員出身
14 でない者の校長数 ‐都道府
県別‐

６－１． 都道府県市別の教
員出身でない者の校長数（平
成２９年４月１日現在）

15

初任者研修における校内・
校外研修の実施内容

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kenshu/139675
H28 研修実施状況調査
6.htm

16

１０年経験者研修における校 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kenshu/index.h
内研修の実施内容
tm

18

公立学校における懲戒処分 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinji/1399577.h
等の状況 ‐都道府県別‐
tm

公立学校教職員の人事行政状 ２－１．懲戒処分等の状況一
況調査
覧（教育職員）（平成２８年度）

http://www.nier.go.jp/kenkyukikaku/talis/

H26

ＯＥＣＤ 国際教員指導環境調
査（TALIS） の概要

20 教職員団体への加入状況

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinji/1401383.h
tm

H29

教職員団体への加入状況につ
いて

教職員団体全体の加入率の
推移

H28 過去5年間の推移

24

教員勤務実態調査（平成28
年度）

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/29/04/138517
4.htm

25

学校における働き方改革に
関する緊急対策 【概要】

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/29/12/139994
H29
9.htm

1

一学級当たりの児童生徒数 http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon
H30 学校基本調査結果の概要
の推移（国公私立の合計）
/1267995.htm

2

一学級当たりの児童生徒数
(公立学校) ‐都道府県別‐

3

一学級当たりの児童生徒数 http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/002/index01.ht
の国際比較
m

6

表１１ Ｐ２３

日教組加入率・新採加入率推
移

精神疾患による病気休職者
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinji/1399577.h
23 の推移（教育職員）（過去５
tm
年間）

5 主要国の学級編制基準

資料２

H28

19 教員の仕事時間

21

初任者研修実施状況（平成28
年度）調査結果【確定値】

１０年経験者研修実施状況調
査結果

教員養成課程認定申請大学
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/1399256.
17 等数（通常の課程認定を行っ
H29 再課程認定申請について
htm
た大学）

10 学級編制

備考

文部科学省ホームページ

児童数と学級数が出ているの
で割り返せば算出可能

http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/data/syogaikok
u/1404260.htm

本務教員一人当たりの児童 http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon
生徒数の推移
/kekka/k_detail/1407849.htm

ＯＥＣＤ 図表で見る教育 Ｄ２
Table D2.1
H29 学校規模と教員一人当たりの 生徒数とクラス数に基づく計
生徒数
算とある

H30 諸外国の教育統計

学校基本調査結果の概要

2.1学級編制基準

章

目

リンク先ＵＲＬ

年度

リンク先

教員一人当たりの児童生徒
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon
7 数（公立学校） ‐都道府県
/1267995.htm
別‐

8

教員一人当たりの児童生徒 http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/002/index01.ht
数の国際比較
m

学級編制及び教職員定数改
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/hensei/005/12
9 善計画の変遷（義務教育諸
95041.htm
学校）

11 学校施設

児童数と本務教員数が出て
いるので割り返せば算出可能

ＯＥＣＤ 図表で見る教育 Ｄ２
Table D2.2 フルタイム教員に
H29 学校規模と教員一人当たりの
対する学生の比率とある
生徒数

H22

少人数教育の実現
基礎資料集

公立学校施設の耐震改修状
公立学校施設の耐震改修状況
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/30/08/attach/
1 況調査による耐震化の状況
H30 フォローアップ調査
1408458.htm
（小中学校）
【調査結果】

公立学校施設の耐震改修状
2 況（小中学校） ‐都道府県
別‐

公立学校施設の耐震改修状況
フォローアップ調査結果
【都道府県別】

公立学校施設の非構造部材
3 の耐震点検・耐震対策状況
（小中学校） ‐都道府県別‐

公立学校施設の耐震改修状
4 況調査による耐震化の状況
（高等学校）

公立学校施設の耐震改修状
5 況（高等学校） ‐都道府県
別‐

公立学校施設の非構造部材
6 の耐震点検・耐震対策状況
（高等学校） ‐都道府県別‐

公立学校施設の耐震改修状
7 況調査による耐震化の状況
（特別支援学校）

公立学校施設の耐震改修状
8 況（特別支援学校） ‐都道
府県別‐

公立学校施設の非構造部材
の耐震点検・耐震対策状況
9
（特別支援学校） ‐都道府
県別‐
https://www.e-stat.go.jp/stat「ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの設置状況」及び
search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00400306
学校における教育の情報化の
10 「インターネット接続状況」 ‐
H29
&tstat=000001045486&cycle=0&tclass1=000001118500
実態等に関する調査
都道府県別‐
&tclass2=000001120775&second2=1

11

12 学校給食

公立学校施設の空調（冷房） http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/29/06/138647
設備設置状況調査
5.htm

文部科学省ホームページ

https://www.e-stat.go.jp/stat学校給食実施状況（幼児・児 search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00400802
1
H28 学校給食実施状況調査
童・生徒数比）
&tstat=000001016540&cycle=0&tclass1=000001108015
&tclass2=000001108016&second2=1

2

学校給食実施状況（公立小
学校数） ‐都道府県別‐

学校給食実施状況（公立小
3 学校児童数） ‐都道府県別
‐

4

学校給食実施状況（公立中
学校数） ‐都道府県別‐

学校給食実施状況（公立中
5 学校生徒数） ‐都道府県別
‐

備考

資料1に変遷～Ｈ２２
Ｐ１７表

章

目

リンク先ＵＲＬ

6 学校給食費の徴収状況

13 学校運営

1

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/30/07/140755
1.htm

学校支援地域本部の設置状 http://manabi況 ‐都道府県別‐
mirai.mext.go.jp/kyodo/enforcement.html

コミュニティー・スクールの導
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/community/shi
2 入・推進状況 ‐都道府県別
tei/detail/1311426.htm
‐

3 就学援助の実施状況

14 社会教育

1

年度

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/050105
02/017.htm

図書館数（設置者別所管別） http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa02/shak
（公立） ‐都道府県別‐
ai/index.htm

リンク先

学校給食費の徴収状況に関す
る調査

H29 学校支援地域本部設置状況

H30

コミュニティスクールの導入設
置状況

H29 就学援助実施状況等調査結果

H27 社会教育調査

博物館数 （設置者別登録博
2 物館及び博物館相当施設
別） ‐都道府県別‐

青少年教育施設（設置者別
3 所管別）（公立） ‐都道府県
別‐

4

社会体育施設数（設置者別
所管別） ‐都道府県別‐

女性教育施設数（設置者別
5 所管別）（公立） ‐都道府県
別‐

6

15 文化財

公民館数（市区町村立別の
設置状況 ） ‐都道府県別‐

7 学校と地域の連携・協働

https://survey.gov-online.go.jp/h27/h27kyouiku/index.html

Ｈ27

1 文化財指定等の件数

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/shokai/shit
ei.html

H30 文化庁HP 文化財指定の件数

国宝・重要文化財等指定件
2 数一覧（国宝・重要文化財）
‐都道府県別‐

重要文化的景観・重要伝統
3 的建造物群保存地区 ‐都
道府県別‐

国宝・重要文化財等指定件
数一覧（重要無形文化財・民
4
俗文化財等） ‐都道府県別
‐

国宝・重要文化財等指定件
5 数一覧（史跡名勝天然記念
物） ‐都道府県別‐

国宝・重要文化財等指定件
6 数一覧（登録文化財） ‐都
道府県別‐

教育・生涯学習に関する世論
調査 補足説明資料

備考

