
様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

395

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
３人
研究大会等派
遣数

2回
協議会の開催
数

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

200 200 県単等

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

順調

　H28年４月に開校する県立球陽中学校、県立開邦中学校の中高一貫教育を推進するた
め、県外先進校へ職員を計画どおり3名派遣し、取組は順調である。
　京都府や東京都の先進校訪問を通して得た情報を、４月からスタートする中高一貫教育
の参考とした。

研究大会等派遣数 ３人（27年） ３人（27年）

事業名 活動内容

中高一貫教
育推進事業

　中高一貫教育推進に係る県外先進校訪問のた
め職員を３人派遣した。

活動指標名 計画値 実績値

取組内容

  魅力ある学校づくりを推進するための一つの方策と
して、中高一貫教育の推進、充実を図る必要がある。
   中高連携教育活動の質の向上に向けた研究会等での指導助言や全国研究大会等へ
の職員の派遣支援を行う。

年度別計画

担当部課 教育庁県立学校教育課

平成27年度実績

(施策の小項目) ○小中・中高一貫校等の充実

主な取組 中高一貫教育等の推進

対応する
主な課題

○多様化する教育ニーズに対応し、子どもたちの個性や創造性の伸長を図っていくため
には、一貫した教育指導体制の構築、様々な専門教育の充実、特色ある取組を行う私立
学校への支援など様々なニーズを踏まえた取組を推進する必要がある。

「主な取組」検証票
施策展開 5-(3)-ウ 時代に対応する魅力ある学校づくりの推進

施策 ①特色ある学校づくりの推進

中高連携教育活動の質の向上に向けた全国研究大会等へ

の職員の派遣

研究協議
会の実施

高大接続改

革のため研

修会等の実



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

2,095 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

83.9％
（23年）

87.9％
（27年3月卒）

91.00% 4ﾎﾟｲﾝﾄ 95.6％
（27年３月卒）

傾向 全国の現状

38.2％
（25年３月卒）

37.7％
（26年３月卒）

39.8％
（27年３月卒）

→ 54.5％
（27年３月卒）

状
況
説
明

　高等学校卒業生の進路決定率は、前年より2.4ポイント上昇し87.9％となっているが、全国の
95.6％より7.7ポイント下回っている。また、大学等進学率は、前年より2.1ポイント増加して39.8％
となっており、40％の大台が目前に迫っている。なお、高等学校卒業生の進路決定率について
は、基準値と現状値を比較した改善幅が４ポイントとなっており、H28目標達成は難しい状況であ
る。
　目標の達成に向けて、キャリア教育の充実や教員の指導力向上をはかりながら、進路決定率
の向上を図っていきたい。

成果指標

高等学校卒業生の進路決定率

参考データ 沖縄県の現状・推移

大学等進学率

進路指導充
実事業

中高一貫教育研究協議会を年２回開催する。また、県外先進校
視察や中高一貫教育全国大会等へ２～３人派遣する予定であ
る。高大接続システム改革に係る、高大接続部会学習会や各
種研修会を実施し教員に周知を図る。

平成27年度の取組改善案 反映状況

①平成２６年度に初めて開催した中高一貫教育校
の連絡協議会の定時開催を図る。
②課内入試検討委員会における中高一貫教育に
係る入学者選抜についての議論を通して、中高一
貫教育制度の支援の充実を検討する。
③沖縄県教育委員会が定める県立高等学校入学
者選抜実施要項に則って、久米島町教育委員会が
進める島外中学校出身者生徒受入促進のための
里親制度が矛盾なく実施できるよう、久米島町教育
委員会との携を密に行う。
④県外先進校や全国大会等への職員派遣。
⑤平成２８年度に向けて中高一貫教育推進事業の
予算化を図る。

①併設型中学校の教頭、教務主任を集めて、協議
会を開催した。
②本部町教育委員会が実施したアンケートの結果
を踏まえ、町教委、県教委担当者を交えての話し
合いを持った。
③県立高等学校入学者選抜実施要項に定められ
ている「県外からの入学志願の為の許可願」の取
扱について、久米島町教委と連絡を密に取り、入
試事務に臨んだ。
④球陽中、開邦中の教員を県外先進校視察へ派
遣した。
⑤平成28年度に向けて、中高一貫教育及び高大
接続システム改革を推進するために「進路指導充
実事業」を新たに設けた。

平成28年度計画

事業名 活動内容
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３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

○内部要因
・平成28年４月県立球陽中学校、県立開邦中学校開校を踏まえ、中高一貫教育の更なる充実が求めら
れる。
・中高一貫教育の推進を強化する必要がある。
・大学等進学率全国最下位の状況を改善すべく進路指導充実事業（新規）、進学力グレードアップ推進
事業（継続）、キャリア教育支援事業（継続）等と連携して取組を推進する。

○外部環境
・平成28年４月に開校する県立球陽中学校、県立開邦中学校の入試志願状況は１０倍を超え、県民の
ニーズの高さを裏付けた。
・平成26年12月の中央教育審議会答申を受け、高大接続改革が急速に進展している。
平成27末には最終まとめが発表される予定であり、全国的な高等学校教育改革の流れに遅れないよう
体制を整える必要がある。中高一貫教育においても、高等学校教育改革を受けスムーズに中学校、高
等学校の接続が図れるよう取り組む必要がある。

・中高一貫教育を実施する学校間のネットワークづくりの更なる推進を図る必要がある。
・中高の垣根を越えた併設型中高一貫教育校のフィールドワークの育成を図っていく必要がある。

・中高一貫教育を実施する学校間のネットワークづくりの更なる推進のために、研究協議会を年２回開
催する。具体的には、連携型中高一貫教育校の職員２名、併設型中高一貫教育校の職員２名を招集
する。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

395

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

108人
配置数

→
県

市町村

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

― ― ―

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

― ―

①　特色ある学校づくりの推進

小中連携教諭の配置

大幅遅れ

推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

108人 0人

小中連携教
諭の配置

　県内における小中連携に係る取組の調査を継続する。
　小中連携教諭の配置については、校務分掌に位置づけるよ
う推進する。

事業名 活動内容

施策

主な取組

　小中連携教諭の配置数は、計画値108人に対し、実績値0人である。各学校においては校務分掌
上に小中連携担当教諭を位置付け対応している。
　限られた県の加配定数の中で小中連携教諭を配置することは困難であることから、大幅遅れと
なっている。
　小中一貫教育の制度化に伴う導入意向調査を全市町村を対象に実施し、県内における義務教
育学校、小中一貫教育、小中連携教育に関する取組状況を確認した。

推進状況

(施策の小項目) ○小中・中高一貫校等の充実

○多様化する教育ニーズに対応し、子どもたちの個性や創造性の伸長を図っていくため
には、一貫した教育指導体制の構築、様々な専門教育の充実、特色ある取組を行う私
立学校への支援など様々なニーズを踏まえた取組を推進する必要がある。

対応する
主な課題

平成28年度計画

活動指標名

小中連携教諭の配置数

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

小中連携教諭
の配置

県内における小中連携教育及び小中一貫教育に
係る取組を把握するため、全市町村を対象に実態
調査を行った。

取組内容

実績値

「主な取組」検証票

平成27年度実績

　小学校から中学校にかけての学習や生活等の変化になじめず、学業不振や学校不適
応に陥いった児童生徒の支援のため、小中連携教諭を配置し、不登校やいじめ等の問
題行動の未然防止や早期発見、早期解決に努める。

担当部課 教育庁義務教育課

5-(3)-ウ 時代に対応する魅力ある学校づくりの推進施策展開

調査・研究 校区ごとに小中連携教諭を配置
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（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

2校
(24年度）

１9校
(28年度）

20校 17校
211市町村
(26年度)

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

反映状況

①県の加配定数の中から配置を検討する。
　　　（担当課：学校人事課）

―

参考データ 沖縄県の現状・推移

・限られた県の教員定数の中での配置が困難なことから、各学校において、校務分掌上に小中連携担
当を配置し、校種間の接続を円滑に行うとともに、魅力ある学校（児童生徒理解の促進、わかる授業
の構築）の視点を持たせ、全校体制で具体的な取組を実施する。

・学校支援訪問、各種研修会で、授業における基本事項の周知・徹底により小中で統一した取組の実
施を推進する。（学習規律、めあて・振り返り、発問、説明、指示、思考・判断・表現、板書、ノート、授業
マネジメント）

　平成28年4月1日までに、小中一貫教育校数が19校となることからH28目標値をほぼ達成できる。
  小中一貫教育校は、名護市の緑風学園（名護市Ｈ24ｽﾀｰﾄ）・ひるぎ学園（H28）、那覇市小中一貫教育研
究モデル校は、那覇市の神原中学校（Ｈ24）・小禄中学校（Ｈ26）・鏡原中学校（Ｈ26）・金城中学校（Ｈ26）・
石田中学校（H27）・寄宮中学校(H27）・古蔵中学校(H27）・那覇中学校（H27）・仲井真中(H27）・上山中
（H27）・真和志中（H28）・松島中（H28）・松城中（H28）・首里中（H28）・城北中（H28）・石嶺中（H28）となっ
ている。
小中一貫教育校の導入については、各市町村の実態に応じて推進していく。
　H29宮古島市導入計画（伊良部小・伊良部中・佐良浜小・佐良浜中）
　H30沖縄市導入計画（越来小・中）

○内部要因
・限られた加配定数の中で小中連携教諭を配置することは困難である。

○外部環境の変化

小中一貫教育導入校数

成果指標

①限られた県の加配定数の中で小中連携教諭を
配置することは困難であることから、各学校におい
て、校務分掌上に小中連携担当教諭を位置付け
るよう周知した。

平成27年度の取組改善案



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

395

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

７校
指定校数

　→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

4,800 4,616 県単等

施策 ①特色ある学校づくりの推進

「主な取組」検証票
施策展開 5-(3)-ウ 時代に対応する魅力ある学校づくりの推進

平成27年度実績

(施策の小項目) ○学校改善支援

主な取組 特色ある学校づくり支援

対応する
主な課題

○多様化する教育ニーズに対応し、子どもたちの個性や創造性の伸長を図っていくため
には、一貫した教育指導体制の構築、様々な専門教育の充実、特色ある取組を行う私
立学校への支援など様々なニーズを踏まえた取組を推進する必要がある。

取組内容
　多様な生徒の個性や創造性の伸長に向けた指導体制の構築を図る。
　地域や学校の実態等に応じて各学校が主体的に企画・運営する特色ある学校づくりを
支援する。

年度別計画

担当部課 県教育庁県立学校教育課

事業名 活動内容

魅力ある学
校づくり推進
事業

　＜指定校による調査研究内容＞
①先進校視察による教職員の実践力・意識の改
革
②生徒の目標達成への意識改革に向けて各分野
で活躍している講師を招聘して全生徒対象に講話
を年１～２回実施。
③生徒の主体的参加を目指した授業実践の研
究。
その他、学校独自で学校活性化・生徒の進路実
現に向けた各種取組を実施した。（学校行事等）

活動指標名 計画値 実績値

指定校数
7校

(平成27年度)
6校

(平成27年度)

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

順調

　 ジグソー法をはじめとして生徒の自主性や主体性を育む授業改善、教育課程研究や
行事の工夫等、各研究指定校が主体的で創造性あふれた活性化事業を企画、展開する
ことで、多様な生徒の個性や創造性の伸長に向けた指導体制の構築を図ることができ、
生徒の変容も見られた。生徒が諸活動に積極的に取り組むようになり、勤怠状況の改
善、積極的に授業参加する生徒の増加、家庭学習時間の増加、進路意識の高揚など、
各校において取組に応じた課題改善が見られた。
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（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

4,800 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

83.9％
（23年）

87.9％
（27年3月卒 ）

91.0% 4ﾎﾟｲﾝﾄ 95.6％
（27年3月卒）

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

事業名 活動内容

平成28年度計画

魅力ある学
校づくり推進
事業

　＜指定校による調査研究内容＞
①教職員の実践力・意識の改革に向けた先進校視察。
②生徒の目標達成への意識改革に向けて各分野で活躍して
いる講師を招聘して全生徒対象に講話を年１～２回実施。
③アクティブラーニングなど、生徒が主体となる授業の研究。
その他、学校独自で学校活性化・生徒の進路実現に向けた各
種取組。

平成27年度の取組改善案 反映状況

①研究応募校の研究内容を精査し、研究指定校を
決定する。４月に「研究計画書」を提出させるととも
に、早期に研究費を令達し、研究に取り組めるよう
支援する。９月には「進捗状況」を提出させ、研究
の充実化を図る。
②先進校訪問を有効活用し、研究に取り組む。研
究成果は他校へ還元することも念頭に、有意義で
充実した研究にする。また、研究成果報告会への
積極的な参加を呼びかけ、研究の共有化を図る。
③学校目標の実現や、課題解決に向けて職員間
に温度差のないよう組織的に研究に取り組む。

①各指定校の進捗状況を把握でき、12月中には、
各校が研究成果をまとめ上げることができた。
②各指定校において、先進校視察報告が職員研
修等でなされ、職員の意識改革、実践力向上につ
ながった。訪問した先進校から講師を招聘し、講
演会等を実施した学校もあった。12月中に、全県
立高校へ報告会の案内を周知できた。
③各指定校とも、本事業に関する職員研修が積
極的に実施された。

成果指標

高等学校卒業生の進路決定率

参考データ 沖縄県の現状・推移

―

　学校活性化に向けた取組の結果、研究指定全６校から生徒の変容が見られたという報告がな
された。進路決定率では、昨年度の実績を上回っている学校が6校中3校となっている。
　基本的生活習慣の確立に向けた生徒指導の強化によって生活リズムの改善が見られ、それ
が基礎学力の向上に繋がっている。また、講演会等の実施をはじめとした取組が、生徒の進路
意識高揚に繋がっている。
　ここ３年間で進路決定率は上昇してはいるが、目標値まで約３ポイントあり、平成28年度の目
標値達成に向けては、研究指定校の取り組みの支援と、その成果を他校へどう広めていくかが
課題である。引き続き関係校と連携し、早期の進路決定の取組の支援・推進を図っていく。



様式１（主な取組）

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

○内部要因
・進路指導、生徒指導、学校の活性化等、積極的に課題解決に取り組もうとしている意欲的な学校７校
を指定する。

・指定校の研究成果が、他校の実践に還元できるような取組にする。

○外部環境の変化
・平成10年度より本事業を実施しており、多くの高校の学校活性化を推進してきた。今後とも各校の課
題解決に向け、特に未実施校の研究指定を推進する。

・沖縄本島、離島などの地域、普通科、専門学科などのバランスを鑑み、研究校を指定する。

・研究指定校と同様の課題を有する学校への研究成果の更なる周知を図る必要がある。

・より実りある研究を促進するために、研究内容、研究計画に対する早期からの指導助言を実施する
必要がある 。

・生徒の変容、成果、課題等を数値で示せるような調査研究の指導助言を実施する必要がある。

・全高校へ研究報告会案内文書を発送する際に、日程、発表テーマとともに研究校の具体的発表内容
も添えるなどよびかけを強化し、より多くの高校が参加することによって、取組が波及するよう努める。

・平成27年度指定校の研究成果を平成28年度実施校へ周知し、研究の方向性を確認させる。早期の
先進校視察の実施など、研究の深化を図れるような取組を促す。
　
・研究の取組において、生徒の変容を確認するための事前事後アンケート調査を実施するよう指導す
る。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

395

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

76校
導入校数

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

3,895 3,836 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

3,895 県単等
学校評議員
促進事業

　全県立学校において自己評価・学校関係者評価を実施し、県
に報告するとともに学校ＨＰへ掲載する。また、学校評議員会
を年３回程度実施し、３月には、学校評議員運営状況を報告す
る。

事業名 活動内容

導入校数 76校 77校

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

順調

　平成26年度開設の美咲特別支援学校はなさき分校を加え、全県立学校77校において
自己評価結果及び学校関係者評価結果の報告がなされ、また結果を公表している。学
校評価を活用することによって、生徒がよりよい教育活動等を享受できるよう学校の教育
活動の改善・充実に活用することができた。

平成28年度計画

事業名 活動内容

学校評議員
促進事業

　生徒、保護者、学校職員、学校評議員等を対象に、自
己評価･学校関係者評価を実施し、学校ＨＰへ掲載し
た。
　全県立学校において、年３回程度、学校評議員会を
実施し、学校評価実施状況等調査表を県教育委員会
へ提出した。

活動指標名 計画値 実績値

平成27年度実績

(施策の小項目) ○学校改善支援

主な取組 開かれた学校づくり支援

対応する
主な課題

○多様化する教育ニーズに対応し、子どもたちの個性や創造性の伸長を図っていくため
には、一貫した教育指導体制の構築、様々な専門教育への充実、特色ある取組を行う
学校への支援など様々なニーズを踏まえた取組を推進する必要がある。

取組内容

　学校運営の改善と発展を目指し、目標を設定し、達成状況や取組の適切さ等について
学校評価を実施・公表する。
　地域に開かれた学校づくりを推進する観点から、各県立学校へ学校評議員を委嘱し、
運営状況調査を実施する。

年度別計画

担当部課 教育庁県立学校教育課

施策 ①特色ある学校づくりの推進

「主な取組」検証票
施策展開 5-(3)-ウ 時代に対応する魅力ある学校づくりの推進

学校評価、学校評議員等の地域住民の参加



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

83.9％
（23年）

87.9％
（27年3月卒）

91.00% 4ﾎﾟｲﾝﾄ 95.6％
（27年3月卒）

傾向 全国の現状

100％
（25年度）

100％
（26年度）

100％
（27年度）

→
83.9％

（23年度）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

①全県立学校（77校）が、自己評価、学校関係者評価を実施している。
②全県立学校（77校）が３～５名の学校評議員を配置し、年３回の学校評議員会を開催。
③学校評価を通して、学校目標を達成し、結果として生徒の進路実現に結びつくと考える。
④ここ３年間で進路決定率は上昇してはいるが、目標値まで約３ポイントあり、平成28年度 の
目標値達成に向けては、各校が学校評価をもとに、さらに改善策を講じる必要がある。引き続き
各校と連携を図りながら、早期の進路決定の取組の支援・推進を図っていく。

○内部要因
・生徒、保護者、学校評議員等の意見、要望を全職員が共通理解し、組織的に取り組むことによって学
校経営に反映させる。
　
・学校評価を通じて、生徒や地域の十分な実態把握に努め、課題改善に向けて次年度の学校目標を
設定する。

○外部環境の変化
・平成27年12月21日付け中央教育審議会「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」
の中で、「教職員に加え，多様な背景を有する人材が各々の専門性に応じて，学校運営に参画するこ
とにより，学校の教育力・組織力を，より効果的に高めていくことがこれからの時代には不可欠であ
る。」と答申があった。

・保護者や地域住民等、学校外の多様な意見・意向に対して、全職員で共通理解を図るとともに、学校
としての説明責任を果たすことができるよう組織的に取り組む。

・学校評価についての校内研修を通して、学校評価に基づいた課題改善に努める。

・学校運営、教育活動、地域等との連携についての学校評価の結果を年度当初から積極的に公表し、
開かれた学校づくりに努める。
　
・いじめ対策等、全校共通評価項目を設定し、説明責任を果たせるようにする。

平成27年度の取組改善案 反映状況

①学校評価の取組を通じて、改善点、課題、次年
度への向けての目標等を設定し、学校として組織
的に重点的に取り組むべきことを明確にする。
②生徒、保護者、地域住民、有識者等の意見をア
ンケートなど様々な方法で聴取し、学校経営に生
かしながら、校長のリーダーシップのもと、全職員
参画による学校運営体制を確立し、教師の専門性
や施設・設備を生かした開かれた学校づくりを推進
する。
③学校や地域の実情に応じて、学校経営に関し、
保護者や地域住民等、学校外から多様な意見を幅
広く求め、その意向を把握・反映しながら協力を得
るとともに、学校評価を早期にHP等で公開し、学校
としての説明責任を果たす。

①校長研修会、教頭研修会等で、学校評価につ
いての方法等を説明。各校、職員研修等により、
全職員の共通理解をはかり、学校評価を踏まえた
課題改善に取り組んだ。
②全県立学校において学校関係者評価を実施
し、各校ともそれを踏まえて課題改善に取り組ん
だ。
③全県立学校において学校評価結果を公表し、
説明責任に努めている。１学期中に全校が学校Ｈ
Ｐにも掲載した。

成果指標

高等学校卒業生の進路決定率

参考データ 沖縄県の現状・推移

学校関係者評価の実施率



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）
・学校評価の取組を通じて、改善点、課題、次年度への向けての目標等を設定し、学校として組織的に
重点的に取り組むべきことを明確にする。

・生徒、保護者、地域住民、有識者等の意見をアンケートなど様々な方法で聴取し、学校経営に生かし
ながら、校長のリーダーシップのもと、全職員参画による学校運営体制を確立し、教師の専門性や施
設・設備を生かした開かれた学校づくりを推進する。

・学校や地域の実情に応じて、学校経営に関し、保護者や地域住民等、学校外から多様な意見を幅広
く求め、その意向を把握・反映しながら協力を得るとともに、学校評価を早期にHP等で公開し、学校と
しての説明責任を果たす。
　
・いじめ防止対策推進法にそった対応が求められているので、全校が「いじめ防止対策」など共通の学
校評価項目を設定するよう指導する。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

395

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

11校
整備校数

18校 18校 15校 14校

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

495,484 484,874
一括交付
金

（ハード）

装置数 ― 19装置

整備校数 15校 11校

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

順調

整備校数は、平成27年度の計画値15校に対し、実績値は11校（八重山農林高校ほか10
校）19装置の整備であり、計画値に及んでいないが、前年度の学校からの要望を踏まえ
新規２校４装置、更新９校15装置の必要な整備を行うことができた。工業、商業、農林、
水産等の専門高等学校における実習を行ううえで必須とされる備品の整備を行うことで、
円滑かつ高度な実習に繋がっており、順調である。

事業名 活動内容

産業教育施
設整備事業
費（特別装
置）

高等学校における産業教育のための実験実習に
必要な装置のうち、実験実習施設と一体として使
用される装置（学校ごとの事業費の合計が10,000
千円以上の装置）を整備した。
計画値15校に対し実績値11校の整備を実施した。

活動指標名 計画値 実績値

取組内容
高等学校における産業教育のための実験実習に必要な装置等の整備を行うことで、産
業教育の振興を図る。

担当部課 教育庁教育支援課

平成27年度実績

年度別計画

(施策の小項目) ◯専門教育の充実

主な取組 産業教育施設整備事業費（特別装置）

対応する
主な課題

◯多様化する教育ニーズに対応し、子どもたちの個性や創造性の伸長を図っていくため
には、一貫した教育指導体制の構築、様々な専門教育の充実、特色ある取組を行う私
立学校への支援など様々なニーズを踏まえた取組を推進する必要がある。

「主な取組」検証票
施策展開 5-(3)-ウ 時代に対応する魅力ある学校づくりの推進

施策 ①特色ある学校づくりの推進

産業教育の実験実習に必要な設備の整備



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

508,063
一括交付
金

（ハード）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

83.9％
（23年）

87.9％
（27年3月卒）

91.00% 4.0ポイント 95.6％
（27年3月卒）

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

　工業、商業、農林、水産等の専門高等学校における実習を行ううえで必須とされる備品の整
備を行うことで、円滑かつ高度な実習に繋がっており、高等学校卒業生の進路決定率は改善傾
向にある。

○内部要因
・工業、商業、農林、水産等の様々な分野に対応できるよう、一定の分野に偏った事業計画の策定に
ならないよう留意し事業を実施する必要がある。

○外部環境の変化
・備品の整備を実施する事業であるため、物価変動の影響を受けやすい事業である。

・工作機器等の大型装置を更新する際に、構造計算上の問題で、実習室の大規模な改修が必要とな
る状況が生じるため、整備計画策定時に施設改修等の状況もふまえ、施設（改築改修等）の担当部署
との連携をとる必要がある。

・引き続き中長期計画の見直しを実施し、整備時期の調整を行うとともに、特に大型の工作機器につ
いては、関係部署と情報交換を行いながら、効率的・効果的な整備に務める。

成果指標

高等学校卒業生の進路決定率

参考データ 沖縄県の現状・推移

―

産業教育施
設整備事業
費（特別装
置）

高等学校における産業教育のための実験実習に必要な装置
のうち、実験実習施設と一体として使用される装置（学校ごとの
事業費の合計が10,000千円以上の装置）を整備する。（整備校
数：12校）

平成27年度の取組改善案 反映状況

①施設（改築改修等）の担当部署との連携をさらに密に
し、校舎の新増改築や改修の長期計画を情報共有し、
施設整備計画もふまえた装置整備計画を策定すること
で効率的にPC関連装置の更新を行っていく予定であ
る。
②上記の対応でも、施設改修等が不要のため装置の更
新ができない場合には当該補助事業とは別の単独事業
でPC関連装置の更新を検討していく。

①施設（改築改修等）の担当部署と連携を図り事
業を実施したことで、PC関連装置も含めて計画ど
おりの整備が達成された。（整備装置のうちPC関
連装置数：8装置）
②単独事業において、当該補助事業では更新が
困難である装置の更新を行った。（2校2装置）

平成28年度計画

事業名 活動内容



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

395

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
２校
情報教育
中心校数 → 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

― ― ―

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

― ―

「主な取組」検証票

平成27年度実績

  進歩の著しい情報通信産業を担う人材を育成するため、情報技術を体系的・専門的に
学ぶことができる専門教科「情報」において情報技術の進展に的確に対応した教育活動
を展開する。

担当部課 教育庁　県立学校教育課

5-(3)-ウ 時代に対応する魅力ある学校づくりの推進施策展開

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

実績値

(施策の小項目) ○専門教育の充実

○多様化する教育ニーズに対応し、子どもたちの個性や創造性の伸長を図っていくため
には、一貫した教育指導体制の構築、様々な専門教育への充実、特色ある取組を行う
学校への支援など様々なニーズを踏まえた取組を推進する必要がある。

対応する
主な課題

平成28年度計画

―

　平成１７年度（美来工科高校）、１９年度（名護商
工）に学科を新設以来、情報に関する基礎的・基
本的な知識及び技術の修得を目標に、システム
の設計・管理分野、マルチメディア分野、ネット
ワーク分野で活躍できる情報技術者の育成を行っ
た。また、沖縄県産業教育フェアへの出展、ＩＴ津
梁まつりへ参加した。

活動指標名

情報教育中心校数

事業名 活動内容

２校
(27年）

２校
(27年）

―
　情報に関する基礎的・基本的な知識及び技術の修得を目標
に、システムの設計・管理分野、マルチメディア分野、ネット
ワーク分野で活躍できる情報技術者の育成を行う。

①特色ある学校づくりの推進

情報教育の充実

順調

推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

・活動指標の情報教育中心校数は、平成27年度の計画値２校に対し、実績値２校とな
り、順調である。
・専門教科情報科目において、資格取得や作品制作等の学習活動を行ったことにより、
情報技術者の育成を図ることができた。

推進状況

情報教育に関する専門学科を設置し、情報教育の充実を図る



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

312人
（25年度）

387人
（26年度）

436人
（27年度）

↗ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

①担当主事が協議会へ参加し、資料等を教科情
報教員へ伝達講習し、情報の共有を行った。
②産業支援事業（民間活力導入）により、外部講
師による講話・講習等を実施し、生徒達の専門知
識及び技術の向上につながった。
③総合教育センター、関連企業、大学及び専門学
校等と連携を図り、教員の研修会を実施し、教員
の指導力向上に努めた結果、文部科学省が実施
する教員のICT指導力調査が前年と比べ数値が
伸びた。

・情報教育担当者連絡協議会に参加し、全国の動向を踏まえ情報交換を深めるとともに、効果的な指
導について、引き続き協議する。

・専門のエンジニアや、専門学校等からの外部講師の積極的活用を、教育課程の中に位置づけ、引き
続き継続的に取り組む。

・総合教育センター、関連企業、大学及び専門学校等と連携を図り、教員の研修会を開催し、引き続き
教員の指導力向上に努める。

　専門教科「情報」に関する科目を通して、基礎的・基本的な知識、技能を修得させ「将来のスペ
シャリスト」の育成を図っている。平成27年度のICT関連資格の取得者数は436人で、増加傾向
であり、資格取得対策講座等の成果が現れている。

○内部要因
・進展の速い情報社会において、専門教科を学ぶ生徒に対する専門知識や技術を保証することが必
要である。
・情報産業を担う人材育成を目指した教育実践を図るため、先進的なＩＣＴ機器の整備及び教員研修の
充実が必要である。

○外部環境の変化

―

平成27年度の取組改善案 反映状況

①情報教育担当者連絡協議会に参加し、全国の
動向を踏まえ情報交換を深めるとともに、効果的な
指導について協議する。
②専門のエンジニアや、専門学校等からの外部講
師の積極的活用を、教育課程の中に位置づけ継
続的に取り組む。
③総合教育センター（IT教育班や産業教育班）、関
連企業、大学及び専門学校等と連携を図り、教員
の研修機会が設けられるよう促し、教員の指導力
向上に努める。

ＩＣＴ関連資格の取得者数

・情報産業が学校現場に求めるニーズ等を把握し、実践的な教育活動の充実を図る必要がある。

・教科指導におけるICTの活用促進を図るため、ICT支援員等の活用が望まれる。

成果指標

参考データ 沖縄県の現状・推移



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

395

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
PR企画参加者数100
名

県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

36,954
（36,954）

34,965
（34,965）

各省
計上

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

― ―

「主な取組」検証票

平成27年度実績

農林水産業の６次産業化など、地域産業の発展・創出を目的に、専門高校における地域
特性を活かした、生産・加工・新商品開発等の研究を行う。
その成果を、地域社会、地域企業へ発信するとともに、専門高校の生徒交流を実施する
ことにより、地域産業の高付加価値化を支える人材を育成し産業教育の振興を図る。

担当部課 教育庁　教育支援課

5-(3)-ｳ

取組内容

(施策の小項目)

時代に対応する魅力ある学校づくりの推進施策展開

― 3校4設備

ＰＲ企画参加者数

―

100名 400名

○専門教育の充実

◯多様化する教育ニーズに対応し、子どもたちの個性や創造性の伸長を図っていくため
には、一貫した教育指導体制の構築、様々な専門教育の充実、特色ある取組を行う私
立学校への支援など様々なニーズを踏まえた取組を推進する必要がある。

対応する
主な課題

平成28年度計画

県立学校産
業教育研究
活動設備整
備事業費

生産・加工・新商品開発等の研究活動に要する設備整備を３
校（４設備）と併せて研究活動支援委託業務も実施した。
こうした研究活動成果を地域社会、地域企業に発信するＰＲ
イベントを１回開催し、計画値100名参加に対し400名が参加
した。

①特色ある学校づくりの推進

県立学校産業教育研究活動設備整備事業費

順調

推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

平成27年度の計画値（ＰＲ企画参加者数100名）に対し実績値は参加者数400名、設備整
備３校４設備であり、順調に活動を実施した。
また研究活動支援委託業務においては、事業対象校３校の実習に県内民間企業のノウ
ハウを取り入れたことで、地域産業の高付加価値化を支える人材育成に繋がった。

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

―

事業名 活動内容

活動に要する設備整備

推進状況

実績値活動指標名

活動内容に要す

る実習設備整備

専門高校の活動



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

①ＰＲイベント内のパネルディスカッションにおい
て、生徒が積極的に発言できるよう生徒と進行担
当の専門講師による事前調整ミーティングを実施
した。

②PRイベントと同時に実施した研究活動成果品の
展示では活動内容をより深く理解してもらうため試
作品の配布等を実施した。

・専門講師を招いた研究活動支援業務委託において、各校における講義回数をさらに増やし、生徒達
が、専門的な技術等により多く触れることができるような活動計画を策定する必要がある。
・「食」だけでなく総合的な産業の視点で研究活動に取組む必要がある。

成果指標

平成27年度の取組改善案 反映状況

○内部要因
・研究活動成果の発表会においては、成果を地域社会や地域企業に発信するのみでなく、事業対象
校の生徒同士によるパネルディスカッションを発表会内で実施するなど生徒間の交流について重きを
置き各校の研究内容を深く共有できるようにする必要がある。

○外部環境の変化
・平成27年度の事業においては、事業対象校に農林、水産分野の専門高校を選定し事業を実施した
ため、研究活動の内容は「食」が中心であった。
・発表会のアンケートには、「食」以外の工業、商業といった分野にも視点をおき研究活動を進めて欲し
いとの意見もあり、「食」だけでなく総合的な産業の視点で研究活動に取組む必要がある。

参考データ 沖縄県の現状・推移

―

―

―

平成２７年度の事業の内容等をまとめた報告書を専門高校に配布し、今後、地域特性を生かした生
産・加工・新商品開発等の研究実践に取り組む際の参考として活用を促す。

　本事業は、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金を活用した単年度の事業であった
が、実ビジネスに則し、マーケティングから試作品開発までの一連の流れを経験させるととも
に、PRイベントではプレゼンテーションや試作品配布を行うことにより、地域産業の高付加価値
化を支える人材の育成につながった。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

396

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
ＩＣＴ支援員配
置数(20校)

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

107,893
（107,893）

97,777
（97,777）

各省
計上

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

71,447
各省
計上

①特色ある学校づくりの推進

普通教室ネットワーク構築事業

順調

推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

　県立専門高校20校に無線ＬＡＮ環境を構築し、ＩＣＴ支援員を配置することでより実践的
な専門知識の習得や技術力の向上につながるよう取組を進めた。また、専門技術の映
像化・教材化・ライブラリ化を行った。（作成した動画教材約250本）
　これらにより、タブレット端末を活用した授業の環境を整備でき、また、教員が動画教材
を作成することが可能となった。

推進状況

実績値

２０校

事業名 活動内容

普通教室
ネットワーク
構築事業

　県立専門高校５校程度に無線ＬＡＮに対応する教室を増や
し、作成した動画教材等を活用した授業実践を行う。また、各
県立専門高校20校にＩＣＴ支援員を配置し、動画教材の拡充を
図る。タブレット活用授業を広げ、地域産業の魅力を授業の中
でより多く伝えられるようにする。

対応する
主な課題

平成28年度計画

普通教室
ネットワーク
構築事業

県立専門高校20校に無線ＬＡＮ環境を構築し、タブレット等を
配備した。また、ＩＣＴ支援員を配置することで、より実践的な
専門知識の習得や技術力の向上につながるよう取組を進
め、また、専門技術の映像化・教材化・ライブラリ化を行った。

活動指標名

ＩＣＴ支援員の配置 ２０校

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

(施策の小項目) ◯専門教育の充実

◯多様化する教育ニーズに対応し、子どもたちの個性や創造性の伸長を図っていくため
には、一貫した教育指導体制の構築、様々な専門教育の充実、特色ある取組を行う私
立学校への支援など様々なニーズを踏まえた取組を推進する必要がある。

「主な取組」検証票

平成27年度実績

実践的な専門知識の習得や技術力の向上につながるよう、県立専門高校に可動式コン
ピュータ及び無線ＬＡＮ環境を整備し、またＩＣＴ支援員を配置する。また、専門技術の映
像化・教材化・ライブラリ化を進める。

担当部課 教育庁教育支援課

5-(3)-ウ 時代に対応する魅力ある学校づくりの推進施策展開

授業実践・専門技術の映

ICT支援員の配置



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

参考データ 沖縄県の現状・推移

―

タブレット端末等の機器の整備方針や年次計画、無線LANの整備・管理方針などを整理する必要があ
る。また、タブレット端末を活用した授業を広げ、地域産業の魅力を授業の中でより多く伝えられるよう
にする必要がある。

タブレット端末等の導入に伴う課題や効果を踏まえつつ、段階的な整備を計画的に行う方向で関係機
関と調整を行う。また、ICT支援員の配置により、ICT機器の活用をさらに進めるため、継続的な助言を
行う。

　時代の進展、地域、児童生徒のニーズに対応した教育活動を行うため、情報通信技術環境の
整備が求められるなか、タブレット端末や無線LAN環境の整備、教員の動画教材作成能力の向
上が図られ、多様化した教育ニーズに対応した専門教育の充実が見込まれる。

○内部要因

○外部環境の変化
・情報通信技術を活用することがきわめて一般的な現代社会にあって、子どもたちに、必要な情報を主
体的に正しく扱える能力など、社会で最低限必要な情報活用能力を確実に身につけさせて社会に送り
出すことは、学校教育の責務となっている。

―

成果指標

平成27年度の取組改善案 反映状況

－

①ＩＣＴ支援員を活用し、教員が必要なとき動画教材を
作成出来るようマニュアル等を作成し配付した。
②委託事業がスムーズに進むよう定期的な連絡会議を
実施し、また、関係機関（４部署）及び委託事業者との
事業進捗会議をもったことにより関係機関の連携が図
られた。
③機器導入後の学校の状況を勘案し、必要機器の追
加納品が出来た。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

396

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

80%
教育支援計画
の作成率

80% 90% 90% 100%

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

7,848 6,795
各省
計上

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

7,346
各省
計上

施策展開

取組内容

対応する
主な課題

②特別支援教育の充実

(施策の小項目) ―

「主な取組」検証票

平成27年度実績

幼少中高校の特別支援教育に係る校内支援体制の構築を図るために、障害理解やそ
の指導支援に関する具体的情報(個別の教育支援計画、個別の指導計画等）を共有し、
教職員の指導力・支援力および専門性の向上を図る。

担当部課 教育庁県立学校教育課

施策

計画値

5-(3)-ウ 時代に対応する魅力ある学校づくりの推進

年度別計画

事業名 活動内容

90% 83.40%

特別支援学校や小中学校の特別支援学級に在籍している児童生徒が増加傾向にある
ことから、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援す
るため、多様なニーズに対応したきめ細かな特別支援教育体制を整備する必要がある。

インクルー
シブ教育シ
ステム整備
事業

全ての公立学校（幼小中高）を対象に、管理職研
修・コーディネーター養成研修等により教員の資
質向上を、巡回アドバイザー・専門家派遣等によ
り学校支援を進め、インクルーシブ教育システム
の整備を図った。

平成28年度計画

活動指標名

個別の教育支援計画の作成率

事業名 活動内容

インクルー
シブ教育シ
ステム整備
事業

全ての公立学校（幼小中高）を対象に、管理職研修・コーディ
ネーター養成研修等により教員の資質向上を、巡回アドバイ
ザー・専門家派遣等により学校支援を進め、インクルーシブ教
育システムの整備を図る。

インクルーシブ教育システム整備事業

順調

推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

全ての公立学校（幼小中高）を対象に、管理職研修・コーディネーター養成研修等により
教員の資質向上を、巡回アドバイザー・専門家派遣等により学校支援を進め、具体的支
援方法等の情報共有を図り、個別の教育支援計画の作成率が改善された。平成27年度
文部科学省特別支援教育体制整備状況調査の「個別の教育支援計画」作成率は全国
平均が81.9％に対し、本県は83.4％となっている。

推進状況

実績値

主な取組

「個別の教育支援計画」の作成等障害のある幼児児童生徒へ
の支援のための総合的な体制整備



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

93.4%
（平成23
年）

92.3%
（平成27年度）

95% △1.1ポイント ―

傾向 全国の現状

111回
（平成25年
度）

126回
（平成26年
度）

137回
（平成27年
度）

↗ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

①コーディネーター養成研修や特別支援学級・通
級指導教室担当者研修において、「個別の教育支
援計画」の作成の意義、作成方法や活用について
の研修を行った。

②管理職悉皆研修において、県外の大学教授を
講師として招き、特別支援教育の視点を活かした
学校経営について研修を行った。

成果指標

平成27年度の取組改善案 反映状況

沖縄県の現状・推移

特別支援学校卒業生の進路決定率

①本事業における諸研修を通して、インクルーシブ
教育システム推進における「個別の教育支援計
画」作成の意義、作成方法や活用の実際について
継続的な周知理解を図り、作成率向上を目指す。

②校内支援体制の整備は管理職のリーダーシップ
に負うところが大きく、管理職研修において、自校
の取り組み状況と課題の把握、学校経営方針への
位置付けを明確にし、実践に結び付ける工夫を行
う。

参考データ

巡回アドバイザー専門家チーム派遣
回数

・毎年１１月に実施される文部科学省による特別支援教育体制整備状況調査の結果及び各種研修受
講者からのアンケート回答を参考にしながら、重点項目の検討、研修の内容・方法の精査等、改善を
図る。

・インクルーシブ教育システム体制整備の重要な観点として引き続き「個別の教育支援計画」及び「個
別の指導計画」の作成率の向上を進める。「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」の作成率
の向上に向けた課題として新任管理職への周知と当該校の校内支援体制の構築が挙げられる。そこ
で、H28年度は新任管理職研修を開催し、重点的にインクルーシブ教育システム構築について周知と
理解を促す。

・特別支援学校卒業生の進路は福祉就労が多くを占め、企業への一般就労の向上を図る必要
がある。特別支援学校において入学時から卒業までの途切れない一貫した支援を行うために、
コーディネーター養成研修等を通して個別の教育支援計画の効果的な活用と支援の充実に努
めることで、進路決定率は目標値の９５％を達成する見込である。
・巡回アドバイザーの派遣回数は微増しており、特別支援学校のセンター的機能の充実が図ら
れている。そのため、地域の小中高校における特別支援教育力は向上していると言える。引き
続き、事例に応じて派遣を行うが、軽微な事例は自校で対応できる支援力の向上を研修等を通
して推進するとともに、アドバイザーの専門性の向上を、成果指標の達成及び維持に活かして
いく必要がある。

○内部要因
・幼、小、中、高校、特別支援学校全ての校種において、インクルーシブ教育システムの理念や在り方
を正しく理解し、児童生徒一人一人の教育的ニーズに対応する教育課程や教育実践力の向上が求め
られる。

・特別支援教育に携わる職員の情報の共有化と連携、障害についての知識や専門性の向上、進学や
就労しても途切れない支援のため、「個別の教育支援計画」の作成率の向上が必須である。

○外部環境の変化
・障害者権利条約の批准、障害者差別解消法の施行、沖縄県共生社会条例の施行等を受け、インク
ルーシブ教育システムの一環として、教育の場における基礎的環境整備や合理的配慮が求められる
とともに、従来の特別支援教育をなお一層充実させる必要がある。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

396

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

13人
配置数

22人 28人

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

46,121 39,173 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

49,050 県単等

年度別計画

事業名

活動指標名

事業名 活動内容

１　県教育委員会が希望校を募集、選定委員会に
おいて総合的に判断し対象校を28校決定し、特別
支援教育支援員を33人配置した。
２　特別支援教育支援員を対象に、教育センター
で３回の研修会を行った。
３　特別支援教育コーディネーターは、支援を要す
る生徒への学習支援、生活支援、特別支援教育に
関する実践活動について特別支援教育支援員の
活用を図り、校内支援体制整備を推進した。

②特別支援教育の充実

―

高等学校特別支援教育支援員配置

○特別支援学校や小中学校の特別支援学級に在籍している児童生徒が増加傾向にあるこ
とから、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するた
め、多様なニーズに対応したきめ細かな特別支援教育体制を整備する必要がある。

計画値

１　発達障害等の障害のある生徒が在籍する高等学校に特別支援教育支援員を配置し、支援を要す
る生徒への支援を行う。
２　特別支援教育支援員の資質向上のための研修を行う。
３　特別支援教育コーディネーターの活用を通した校内支援体制を構築する。

教育庁県立学校教育課

県立高等学
校特別支援
教育支援員
配置事業

活動内容

「主な取組」検証票

平成27年度実績

担当部課

施策展開

施策

主な取組

平成28年度計画

１　県教育委員会が希望校を募集、選定委員会において総合的に判
断し対象校を決定し、特別支援教育支援員を３０人配置する。
２　特別支援教育支援員に対する特別支援教育コーディネーターによ
る指導助言を充実させ、支援を要する生徒の学習支援、生活支援、特
別支援教育に関する実践活動を行う。
３　配置校は、校内支援体制整備を推進する。

２８人
（２７年）

順調

　計画人数28名より多い支援員33名を配置することができた。
　特別支援教育支援員を配置することにより、障害のある生徒の支援が計画的、継続的に行われ、
生徒が安心安全な学校生活を送ることができた。
　特別支援教育コーディネーターの活用が図られ、校内支援体制が構築された。

３３人
（２７年）

県立高等学
校特別支援
教育支援員
配置事業

推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果推進状況

実績値

5-(3)-ウ 時代に対応する魅力ある学校づくりの推進

取組内容

(施策の小項目)

対応する
主な課題

配置数

高等学校へ特別支援教育支援員の配置



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

83.9％
（23年3月）

87.9％
（27年3月卒）

91% 4.0ポイント 95.6％
（27年3月卒）

傾向 全国の現状

４０３人
(25年度)

４４９人
（26年度）

５１５人
（27年度）

↗ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

①特別支援教育支援員のさらなる資質の向上のた
め教育センター特別支援教育班と連携した支援員研
修を実施した。

②日常的に特別支援教育コーディネーターと連携す
ることで、具体的な支援方法や支援内容について具
体的なアドバイスを受けることができた。

　県立高等学校に在籍する障害のある生徒は、Ｈ２２年度１９６人、Ｈ２３年度２６３人、Ｈ２４年度３１
８人、Ｈ２５年度４０３人、平成２６年度４４９人、平成２７年度５１５人（県立学校教育課調査）と増加
傾向にある。そのような状況を背景に、本事業において特別支援教育支援員の配置により、対象と
なる生徒の学習意欲の向上、学力の向上、不登校の改善、大学進学者の増加など卒業後の進路
状況に改善が見られた。
　また、高等学校卒業生の進路決定率は、改善幅が徐々に増加している。平成28年度に91.0％を
達成するのは厳しい状況であるが、かなり近づくと予想される。

○内部要因
　支援員の配置は、重度肢体不自由のある生徒を最優先にしているが、肢体不自由や聴覚障害、発達障
害など障害種が多様化し、障害のある生徒数は増加の傾向にある。そのため、予算の確保はもちろんの
こと、支援の質を向上させていくために特別支援教育コーディネーターの指導・助言の充実を図る必要が
ある。

○外部環境の変化
　Ｈ27年度の本課調査によると、県立高等学校に在籍する障害のある生徒は515人であることが明らかに
なった。これは障害に対する社会の認識が高まり、診断を受けることで高等学校での支援を要望する保護
者が増えたことが考えられる。このような背景から、平成27年度には63名の生徒が支援員を要望し、33名
の支援員が配置された。支援が必要な生徒が増加傾向にあることから、今後、さらに増員する必要があ
る。

成果指標

高等学校卒業生の進路決定率

参考データ 沖縄県の現状・推移

平成27年度の取組改善案 反映状況

①対象となる生徒は毎年異なるため、特別支援教
育支援員研修会を継続して実施し、肢体不自由生
徒の心理面のケアや発達障害のある生徒の理解と
支援方法について、研修を行う。

高等学校に在籍する障害のある生徒数

・特別支援教育支援員の雇用要件に「教員免許状有する」としていたため、地域、学校、生徒の実情に合
わせた支援員を採用できなかった学校があった。雇用要件を見直し、よりよい支援員の確保に努める必
要がある。
・特別支援教育支援員への指導・助言を行う特別支援教育コーディネーターの関わりが重要であるため、
その資質向上を目指す。

・特別支援教育支援員の質を向上させるため、平成２８年度から雇用要件を「教育、医療、福祉分野で就
業経験のある者。または、障害児者の対応についての知識、技能のある者。」と変更し、地域、学校、生徒
の実情に合わせた支援員を採用できるように改善する。
・特別支援教育支援員への指導・助言を行う特別支援教育コーディネーターの関わりが重要であるため、
毎年行っている特別支援教育コーディネーター研修会において、支援員の役割や活用についての研修を
実施する。



様式１（主な取組）

―

実施計画
記載頁

396

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

551 551 県単等

市町村就学支援担当者連絡会参加者数 －
１５７人

（平成27年度）

－

②特別支援教育の充実

就学支援事業

実績値

県立学校指
導事業費

【研修事業】
対象・・・41市町村教育委員会、小中学校等対象
①市町村就学支援担当者連絡会６地区（国頭・中
頭・那覇・島尻・宮古・八重山）・・・５～６月実施
②就学支援地方研究協議会３地区（本島・宮古・
八重山）・・・8月実施
【就学支援】
①小中学校、特別支援学校間の転学等相談と手
続き
②沖縄県就学支援委員会（5日間）・・・1月実施

活動指標名

就学支援・相談担当者地方研究協議会の参加者数
２６７人

（平成27年度）

「主な取組」検証票

平成27年度実績

・県内41市町村教育委員会（就学支援指導主事・事務担当）、小中学校及び特別支援学
校就学支援・相談担当者に対する就学支援の理解促進と連携強化、保護者等への相談
業務の専門力の向上、事務手続きの周知等を図るために、研修会等を実施
・小中学校、特別支援学校在籍児童生徒の転入学等の相談及び支援、手続きの実施
・次年度県立特別支援学校へ就学及び進学、転出入する児童生徒の就学先決定に対し
て、沖縄県就学支援委員会を開催し、指導助言をうけ、学校指定等へ繋げる。
・就学先決定後も、関係者との教育相談を実施し、追支援を実施

担当部課 教育庁県立学校教育課

(施策の小項目)

○特別支援学校や小中学校の特別支援学級に在籍している児童生徒が増加傾向にあ
ることから、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた適主体的な取組を支
援するため、多様なニーズに対応したきめ細かな特別支援教育体制を整備する必要が
ある。

対応する
主な課題

主な取組

5－(3)－ウ 時代に対応する魅力ある学校づくりの推進施策展開

施策

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

障害のある児童生徒に対する就学支援



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

1,055 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

93.4％
（23年）

92.3％
（27年度）

95％
（28年）

△１.１ポイント ―

傾向 全国の現状

206件
（25年度）

188件
（26年度）

189件
（27年度）

→
－

状
況
説
明

参考データ 沖縄県の現状・推移

平成27年度の取組改善案 反映状況

①文部科学省の就学支援施策動向を把握し、就
学支援リーフレットの再編成し、情報の周知を図
る。
②就学支援の「早期支援」「保護者との合意形成」
等の課題を明確にし、市町村教育委員会と体制づ
くりを行う。
③沖縄県就学支援委員会による通知後、市町村
教育委員会と連携を図り、追支援を実施し、学校
教育法一部改正の趣旨である「柔軟な学びの場の
提供と就学支援」の充実を図る。

特別支援学校卒業生の進路決定率

順調

推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

　研修事業において、学校教育法施行令の一部改正内容「就学支援の在り方や事務等」につい
て、研修を実施。41市町村教育委員会指導主事及び各学校における相談担当者の参加数におい
て、市町村就学支援担当者連絡会参加者数５１人増（平成26年度比）、就学支援・相談担当者地
方研究協議会の参加者数６１人増（平成26年度比）となり、理解推進と改正内容の周知を図ること
により、就学支援業務が円滑に行うことができた。
　通年の関係学校間の転学等の手続きに関しても市町村教育委員会と連携し、遅滞なく進めるこ
とができた。
  新年度特別支援学校への就学及び転学に関しても、各関係機関等が、障害のある幼児児童生
徒の多様なニーズを把握しきめ細かな就学支援に努めたため、沖縄県就学支援委員会の審議件
数１８９件（平成26年１８８件）となり、地域における就学等の意識を高めることができた。

推進状況

沖縄県就学支援委員会における
審議件数

　 学校教育法施行令の一部改正の内容「障害のある幼児児童生徒の就学支援の仕組みや手
続き等」に関して、研修会等の実施により、市町村教育委員会及び各関係学校等へ周知、就学
支援に関する連携体制強化、対応力の向上が図られた。
　平成28年度は、就学支援・相談力の向上のための研修充実と専門力向上、市町村教育委員
会や関係学校間の連携体制がより強化されることが見込まれ、特別支援学校卒業生の進路決
定率はH28目標値に近づくと思われる。

事業名 活動内容

県立学校指
導事業費

【研修事業】
対象・・・41市町村教育委員会、小中学校等対象
①市町村就学支援担当者連絡会６地区（国頭・中頭・那覇・島
尻・宮古・八重山）・・・５～６月実施
②就学支援地方研究協議会３地区（本島・宮古・八重山）・・・県
外講師を招聘し、8月実施
【就学支援】
①小中学校、特別支援学校間の転学等相談と手続き
②沖縄県就学支援委員会（5日間）・・・1月実施
③就学支援の追支援・相談

成果指標

①就学支援リーフレットを配布することで、市町村
教育委員会の連携を図ることができ、遅滞なく相
談や就学事務を行うことができた。
②就学支援にかかる課題「早期支援」「保護者と
の合意形成」等に対して研修会を実施し、市町村
教育委員会等の就学支援への対応力の向上と体
制整備ができた。
③市町村教育委員会及び関係学校間の連携体
制構築に努めた結果、就学先通知後も、１４市町
村の29人に対して、遅滞なく追支援、就学手続き
ができた。

平成28年度計画



様式１（主な取組）

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・引き続き多様化する教育ニーズに対応し、子どもたちの個性や想像性の伸長を図っていくためには、
市町村教育委員会と連携し、一貫した就学支援体制の構築と強化が必要である。
 
・県内４１市町村、関係各学校における更なる特別支援教育の理解や推進、就学支援・相談体制の充
実のためには、先進県の取組状況や課題対応の情報収集と分析の上、リーフレット等の作成や配布、
専門性向上のための研修事業の充実等が必要である。

・法令や国の施策の動向、他府県教育委員会、各市町村教育委員会における近年の障害のある幼児
児童生徒に対する就学支援等に関する状況や課題（困難事例・保護者との合意形成等）を踏まえた研
修会を実施することによって、県内市町村教育委員会及び各学校就学支援担当者の専門性や対応力
向上を図る。

・他府県等の本事業の取組について情報収集に努め、「就学支援・相談リーフレット、事例集」を作成、
配布することで、県及び市町村教育委員会、各関係学校の一貫した就学支援・相談の取組となり、体
制整備や連携強化する。

○内部要因
・幼、小、中、高校、特別支援学校全ての校種において、インクルーシブ教育システムの理念や在り方
を正しく理解し、児童生徒一人一人の教育的ニーズに対応する教育課程や教育実践力の向上が求め
られる。
・特別支援教育に携わる職員の情報の共有化と連携、障害についての知識や専門性の向上、就学や
進学、就労しても途切れない支援のため、特別支援教育の支援及び指導のための専門性の向上が必
○外部環境の変化
・障害者権利条約の批准、障害者差別解消法の施行、沖縄県共生社会条例の施行等を受け、インク
ルーシブ教育システムの一環として、教育の場における基礎的環境整備や合理的配慮が求められる
とともに、従来の特別支援教育をなお一層充実させる必要がある。
・特別支援教育及びインクルーシブ教育システムの構築の推進が進むことで、多様な教育的ニーズ及
び合理的配慮に基づいた、より専門的な知識を有する職員の養成、育成が必要となる。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

396

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

16校
整備校数
（分校含む）

17校

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

37,600 37,600
一括交付
金

（ソフト）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

37,600
一括交付
金

（ソフト）

自立を目指
す特別支援
教育環境整
備事業

　特別支援学校20校（分校２校、分室２校含む）に対し障害に
応じた自立活動学習に必要な備品を整備する。

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

順調
計画を上回る特別支援学校22校に自立活動支援備品を整備した。これにより障害の種
類・程度に応じたきめ細やかな特別支援教育を実施するための教育環境の改善を図る
ことができた。

平成28年度計画

事業名 活動内容

特別支援教育用備品、職業用備品の整備校数 17校 22校

事業名 活動内容

自立を目指
す特別支援
教育環境整
備事業

　特別支援学校22校（分校2校・分教室5校含む）
に対し障害に応じた自立活動学習に必要な備品
を整備した。

活動指標名 計画値 実績値

取組内容
　個々の障害の種類や程度に応じたきめ細かな教育の実現のため、特別支援学校へ自
立支援活動につながる備品を整備し、幼児児童生徒の自立及び社会参加を図る。

年度別計画

担当部課 教育庁　教育支援課

平成27年度実績

(施策の小項目) ―

主な取組 自立を目指す特別支援教育環境整備事業

対応する
主な課題

○特別支援学校や小中学校の特別支援学級に在籍している児童生徒が増加傾向にあ
ることから、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援
するため、多様なニーズに対応したきめ細かな特別支援教育体制を整備する必要があ
る。

「主な取組」検証票
施策展開 5-(3)-ウ 時代に対応する魅力ある学校づくりの推進

施策 ②特別支援教育の充実

特別支援教育用備品・職業用備品の購入



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

93.4％
（２３年）

92.3％
（27年度）

95% △1.1ポイント ―

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

　多様なニーズに対応した教育環境を整備することで、就労に必要な自己管理能力（体力・感
覚・健康を保持する力）やコミュニケーション能力及び専門的な職業知識・技術力の向上を図っ
ている。
　これまで備品（道具）がないために実施できなかった実習科目が、職業実習（農業、介護、トー
タルクリーニング　等）用備品を整備することにより新たに実施され、多様な作業種目を経験す
ることで生徒の専門知識・技術力の向上に繋がっている。
　進路決定率については、現状値はH28目標値を下回ったが、25年度及び26年度はH28目標値
を上回った。特別支援学校では、卒業年度の生徒の状態（疾患等のための入院）により大きく
進路決定率が変動するためそれが取り組み推進上の懸念事項となっているが、引き続き実習
を重ね生徒が技術等を習得することにより平成28年度においては目標値を達成できる見込みと
考える。

○内部要因
・県立特別支援学校の生徒数は毎年増加傾向が続いており、県教育委員会では学校及び分教室、ク
ラスを増やして対応している。（特別支援学校は定員枠なし、基本的に入学希望者は受入れる。）
　Ｈ２６年度　１分校、１分教室の設置
　Ｈ２７年度　１分教室の設置
　Ｈ２８年度　１校の設置

○外部環境の変化
・沖縄県特別支援学校ＰＴＡ協議会等から新たに那覇市内に特別支援学校を設置することについて要
請があり、県において検討を重ねた結果平成33年度開校に向けて取り組みを開始したところである。

・特別支援学校生徒数が増加する中、限られた予算の範囲で事業効果をあげるため、各学校規模（今
後の生徒数の増減等）を踏まえた配分を行うことが必要である。

・本事業により教育環境の改善がすべての学校で図られているところだが、これまで整備した備品の
事業効果を具体化し、学校において教育環境が改善されたとされる事例をまとめ全校に情報提供す
る。また、各学校に、事業効果を継続させるため、他校での取り組み状況を参考に今後の備品整備計
画を検討することを促す。
・また、学校において今後の生徒数の増減を見込んだ計画的な備品整備を行う。

成果指標

特別支援学校卒業生の進路決定率

参考データ 沖縄県の現状・推移

―

平成27年度の取組改善案 反映状況

①効率的な備品の活用及び事業効果の検証を行
うため、使用実績簿の未整備又は工夫が必要な学
校について使用実績簿等の整備を進める。

②各学校の検討委員会において、整備（更新）計
画の見直し等、実態に応じた整備計画を策定して
いく。

①平成26年度は使用実績簿等の未整備校は４校
であった。平成27年度は全校(22校)において使用
実績簿等の整備を進めたことにより実態が把握で
きようになった。

②備品の使用実績等を踏まえた課題や今後の整
備計画を、各学校の検討委員会で決定していく体
制づくりができた。（学校全体の情報共有）



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

396

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

１冊
作成資料
数

５冊
（累計）

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

1,241 1,241 県単等

専門家活用研修の開催 ― 10校（22回）

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

順調

　特別支援教育指導に関する資料集の作成、特別支援教育研修会を特別支援学校の
教諭のみではなく、6地区の小中学校からも参加があり、障害者差別解消法の施行にむ
けた対応やインクルーシブ教育システムの理解を促すことができた。
　また、各学校において外部の専門家を活用した研修が開催されたことにより、専門性の
向上が図られた。
　平成27年度は計画通り特別支援教育指導資料集として『特別支援学級及び通級指導
教室実践事例集第2集』を作成・配布し、順調である。

障害児職業
自立推進

①特別支援教育研修会の開催（沖縄本島、宮古、
八重山各1回／年）、特別支援学校教員等約450
名が参加。障害者差別解消法の施行にかかる研
修）
②特別支援学級及び通級指導教室実践事例集
第2集を作成（500部）し、各学校等へ配布。

活動指標名 計画値 実績値

作成資料数（累計） 4冊 4冊

年度別計画

担当部課 教育庁県立学校教育課

平成27年度実績

事業名 活動内容

主な取組 特別支援教育指導資料集作成

対応する
主な課題

○特別支援学校や小中学校の特別支援学級に在籍している児童生徒が増加傾向にあ
ることから、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援
するため、多様なニーズに対応したきめ細かな特別支援教育体制を整備する必要があ
る。

取組内容

①特別支援教育研修会を本島、宮古地区、八重山地区において開催（特別支援学校教
員及び、特別支援学級等担当者を対象に障害特性を考慮した教育課程の編成について
の理解を深める）
②特別支援教育指導資料集の作成（教育実践の参考となる資料を各学校等へ配布）
③専門家活用研修の開催（より専門的な知見に基づく指導・支援のために専門家を活用
し研修の充実に資する）

「主な取組」検証票
施策展開 5-(3)-ウ 時代に対応する魅力ある学校づくりの推進

施策 ②特別支援教育の充実

(施策の小項目) ―

特別支援教育指導に関する資料集を毎年テーマ毎に作成



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

1,241 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

93.4％
（23年）

92.3％
（27年度）

95% △1.1ﾎﾟｲﾝﾄ ―

傾向 全国の現状

20.8％
（25年度）

26.6％
（26年度）

26.0％
(27年度)

→
28.8％

（26年度）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

　教師の専門性向上や授業実践力の向上、キャリア教育の充実等を図っているが、調査時の
就職未定者が増加したため進路決定率は92.3％となった。今後、各校の進路指導部を中心に
追指導を行う。
　また、平成26年度卒業生の一般就労については、特別支援学校就業支援キャンペーンで雇
用の拡大を図る取り組みを継続して実施したことにより、26.0％となった。引き続き、労働局等の
関係機関と連携を図りながら各企業等への理解啓発活動を継続していく必要がある。
　特別支援教育研修会や特別支援教育指導資料集の作成及び各学校における外部専門家の
活用等により、早期の進路決定を推進することで平成28年度の目標値の達成が見込まれる。

○内部要因
・各学校における研修等のニーズを把握し、外部専門家の活用を促す必要がある。

・特別支援教育研修会の実施にあたり、喫緊の課題をテーマとするため、講師の選定やテーマ設定に
ついては、文部科学省等関係機関の情報を得ることが重要である。

○外部環境の変化
・平成28年4月に障害者差別解消法の施行があることから、国及び市町村等での対応を注視する必要
がある。

・学習指導要領の改訂にむけ、文部科学省の中央教育審議会の答申が平成28年度中に出されること
が見込まれる。

成果指標

特別支援学校卒業生の進路決定率

参考データ 沖縄県の現状・推移

一般就労
(一般企業に就職する）

平成28年度計画

事業名 活動内容

県立学校指
導事業費

①特別支援教育研修会の開催（沖縄本島、宮古、八重山各1
回）
②専門家活用研修の開催（20回程度／年）
③教育課程編成要領の作成、指導要録記入の手引き作成(高
等部）（1冊／年）

平成27年度の取組改善案 反映状況

①学習指導要領の改訂、特別支援教育の推進及
びインクルーシブ教育システム構築に向けた取組
を推進するには、教職員個々の資質の向上が不
可欠である。
②外部専門家の活用を充実や、教育課程研修会
等の内容を充実させることが重要である。
③特別支援学校における自立活動の指導力向上
を図るため、各学校において指導内容・指導方法
等の研究及び実践を行う。

①特別支援教育研修会の実施により、各特別支
援学校、地域の小中高等学校を含めた資質向上
を図ることができた。
②外部専門家の活用で、充実した校内研修等の
実施を支援することができた。
③特別支援学級、通級指導教室における実践事
例を参考にすることで、各学校における指導の充
実を図ることができた。



様式１（主な取組）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・特別支援教育をめぐる状況は、障害者差別解消法の施行による合理的配慮の不提供の禁止など、
文部科学省のみならず、社会的な大きな変化も続いていおり、それらの状況に対応していく必要があ
る。

・各学校における教師の資質向上等に資する特別支援教育研修会の実施や特別支援教育指導資料
集の作成を推進する必要がある。

・文部科学省や厚生労働省等関係機関や社会的な動きも含めた的確な情報収集と状況把握を行う。

・各学校における状況や幼児児童生徒の実態をふまえた教育的ニーズや教員の研修ニーズに応える
特別支援教育指導資料 流集の作成のため、編集員会によるテーマ設定、編集作業、各学校等への配
布、活用に関する指導･助言等に取り組む。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

396

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

6社
訪問企業数

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

7,500 5,977
各省
計上

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

7,363
各省
計上

「主な取組」検証票

平成27年度実績

　就業支援キャンペーンの実施（県内企業を６企業訪問し、特別支援学校が実施する就
業体験の受け入れと就業機会の拡大など、就労支援及び職場開拓等に寄与する）

担当部課 教育庁県立学校教育課

5-(3)-ウ 時代に対応する魅力ある学校づくりの推進施策展開

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

実績値

(施策の小項目) ―

○特別支援学校や小中学校の特別支援学級に在籍している児童生徒が増加傾向にあ
ることから、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援
するため、多様なニーズに対応したきめ細かな特別支援教育体制を整備する必要があ
る。

対応する
主な課題

平成28年度計画

障害児職業
自立推進

　就業支援キャンペーンの実施（県内企業を６企
業訪問し、就労支援及び職場開拓等に寄与する）

活動指標名

訪問企業数

事業名 活動内容

６社 ６社

障害者職業
自立推進

就業支援キャンペーンの実施（県内企業を６企業訪問し、就労
支援及び職場開拓等に寄与する）

②特別支援教育の充実

障害児職業自立推進

順調

推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

・関係機関等と連携し、特別支援学校就業支援キャンペーンを実施し、平成27年度計画
どおり6企業を訪問し、職場実習等の協力や障害者雇用の拡大に係る理解啓発を図るこ
とができた。
・訪問した企業での採用内定者が2名出るなど、特別支援学校高等部卒業生の就業機
会の拡大につながった。

推進状況

障害のある児童生徒に対する職業教育・進路指導の実施就業
支援キャンペーンのための企業訪問



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

93.4％
（23年）

92.3％
（27年度）

95％
（28年）

△1.1ﾎﾟｲﾝﾄ ―

傾向 全国の現状

20.8％
（25年度）

26.6％
（26年度）

26.0％
（27年度）

→
28.8％
（26年度）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

①就職支援コーディネーターの配置人数を1名か
ら2名に拡充した。
②企業団体等との連携により、特別支援学校就
業支援キャンペーンで計画通り６社を訪問するこ
とができた。
③平成28年度からの「特別支援が高技能検定」本
格実施に向けたプレ検定を実施した。

　特別支援学校高等部卒業生の進路決定率は、就職希望者のうち調査時点で未定となってい
た割合が増加したため、基準値を下回った。
　一般就労については、特別支援学校就業支援キャンペーンで雇用の拡大を図る取り組みを継
続して実施したことにより、平成26年度卒業生で26.6％となり、14年ぶりに25%を超え、平成27年
度も26.0％とた。引き続き、労働局等の関係機関と連携を図りながら、早期の進路決定の取り
組みの推進を図って行くことでH28目標値達成が見込まれる。

○内部要因
・労働関係機関や企業との連携をさらに強化するため、就職支援コーディネーターを外部に委託すると
ともに、モデル研究校(2校)･モデル協力校(6校)の職場開拓や定着支援を行っていく必要がある。

○外部環境の変化
・沖縄県における特別支援学校高等部卒業者のうち就職者は約20％程度で推移していたが、平成26
年度は14年ぶりに就職者２５％を超えた。要因としては、就職支援コーディネーターの配置に加え、県
内の求人倍率との関係もあると思われる。引き続き、障害のある生徒へのキャリア教育・職業教育を
推進し、関係機関と連携しながら、障害のある生徒の自立と社会参加を推進する必要がある。

特別支援学校卒業生の進路決定率

平成27年度の取組改善案 反映状況

①就職支援コーディネーターを外部に委託し、モデ
ル研究校の職場開拓や定着支援を行うことで、障
害のある生徒のキャリア教育・就職支援を推進し、
ノウハウをモデル協力校で就職を希望する生徒向
けのキャリア教育・就職支援に活用することで、県
立特別支援学校高等部100名就職、一般就労率
35％を目指す。
②就業支援キャンペーンの訪問企業数を計画通り
とするため、企業団体等との連携を強化するととも
に、十分な事前調整を行う。
③一般就労につながる就労意欲や基本的な技能・
態度の育成を図るため、「技能検定プログラム」の
開発を行う。

一般就労
(一般企業に就職する）

・特別支援学校の生徒の就労に関する能力や特性を一般企業等に理解してもらうとともに、必要な支
援を提供することでスムーズな就労に移行することが可能であること等について、理解啓発を図る取り
組みを推進する必要がある。

成果指標

参考データ 沖縄県の現状・推移



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・文部科学省委託事業「高等学校段階における特別支援教育充実事業」により、平成28年度から「特
別支援学校技能検定」を実施するため、運営会議（6回）開催するとともに、広報活動にも力を入れ、生
徒の就労に関する能力や特性を一般企業等にアピールする。

・沖縄県特別支援学校進路指導研究会と連携し、「キャリア教育･就労支援発表会」を実施することに
より、特別支援学校におけるキャリア教育の取り組みについて情報発信するとともに、就労機会の拡
大にむけた理解啓発を図る取り組みを推進する。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

396

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

15人
配置数

17人 20人 23人 25人

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

65,053 51,488 県単等

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

順調

　特別支援学校に医ケア申請児童生徒が１１名増に対し、嘱託看護師を３名増員し２５名の配置ができた事
で、申請児童生徒に対し質の高い適切な対応ができた。
　更に保護者の不安の解消、付き添い看護の負担軽減にもつながりより連携が深まった。また、医療的ケア
に必要な備品を整備する為に配置校より医療的ケア実施計画書等の作成、提出を行った結果、安心できる
医療的環境整備を整えることができた。事業実施を行うことで適切な状況把握が出来、安心・安全な学習環
境保障につながる運営ができた。
　医療的ケアの必要な児童生徒個々の実態の重篤化、多様化に対応するため諸実施要綱、要領、規則等を
踏まえ、嘱託看護師を配置している特別支援学校は、校内の医ケアが適正な体制で行われ且つ、学習活動
が円滑に進められるよう校長、教頭、学校医、主治医、養護教諭、学部主事・主任、栄養士、保護者代表等を
構成委員とし校内医療的ケア実施委員会のもと有機的な計画実施、効果的な運営ができ校内体制整備の充
実が図られた。
　配置校独自の医ケア校内研修６～９回実施、嘱託看護師研修会３回、医療的ケア運営委員会４回を開催し
各配置校へ要綱等を踏まえた確認事項の周知を図ることで質の高い医療的ケア体制を整えることができた。

嘱託看護師配置数 23人（27年） 25人（27年）

校内医療的ケア実施委員会の設置 ― 8校（27年）

事業名 活動内容

特別支援学
校における
医療的体制
整備事業

･看護師25人を特別支援学校８校に配置。
・嘱託看護師の配置及び嘱託看護師研修会の開催
・沖縄県医療的ケア運営委員会の開催及び学校へ
　確認事項の周知
・医療的ケア実施学校の備品等の整備

活動指標名 計画値 実績値

取組内容

県立特別支援学校における医療的ケアを必要とする児童生徒の安心安全な学びの環境を整備す
るため、以下の取組を推進する。
①嘱託看護師の配置及び嘱託看護師研修会の開催
②医療的ケア運営委員会の開催及び学校へ確認事項の周知
③医療的ケア実施学校の備品等の整備

年度別計画

担当部課 教育庁県立学校教育課

平成27年度実績

(施策の小項目) ―

主な取組 医療的ケア体制整備

対応する
主な課題

○特別支援学校や小中学校の特別支援学級に在籍している児童生徒が増加傾向にあ
ることから、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援
するため、多様なニーズに対応したきめ細かな特別支援教育体制を整備する必要があ
る。

「主な取組」検証票
施策展開 5-(3)-ウ 時代に対応する魅力ある学校づくりの推進

施策 ②特別支援教育の充実

特別支援学校への看護師の配置特別支援学校への看護師の配置



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

70,300 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

77.7％
（24年度）

77.7％
（25年度）

80％
（26年度）

↗
1566名
（27年度）

68名
（25年度）

68名
（26年度）

82名
（27年度）

↗
8143名
（27年度）

状
況
説
明

・嘱託看護師を配置した学校においては、安心安全な医療的ケアが実施でき、登校できる日数
が増加し、教育保障の成果が上げられ、保護者の負担も軽減されている。
・医療的ケアを必要とする児童生徒の増加傾向に伴い、嘱託看護師の配置数増加も求められ
ている。
・嘱託看護師を配置されていない学校（未要請）への対応が求められている。

平成27年度の取組改善案 反映状況
・医療的ケアの必要な児童生徒の重度化、増加が
見込まれることから、特別支援学校の教員が医療
的ケアを実施する為の体制整備の確認を実施校と
連携し、毎年継続して取り進める。

・各校の計画書、実績簿を検証し医療的ケア運営
委員会、校長会と協議し適切な実施につなげてい
く。

・県教育委員会が登録研修機関となり教員に対す
る研修の実施や修得審査、帳簿（月別報告書・学
期反省・年度末報告書）を継続して管理を行う。

・安心安全な教育課程の保障の実現に向けて、医
療的ケアを行う各学校において対応マニュアルや
手引きの作成、その活用、職員研修の重要性等の
周知徹底を教育委員会と各学校が連携していく。

・医療的ケア体制整備の実施校は、医療的ケアに
係る実施計画書を提出し、県と連携しながら事業
を進めた。

・医療的ケア運営員会を年間４回実施し安心安全
な校内体制を構築し医療的ケアを実施した。

・県教育委員会が登録研修機関として、教員に対
し、認定研修を実施し5名を認定。医療的ケアの実
施を可能としてより教育の保障を強化した。各校
の帳簿（月別報告書・学期反省・年度末報告書）
の報告が適切に行われた。

・嘱託看護師配置校8校の手引き書等の内容等を
精査し、適切に且つ安全に医療的ケアが実施出
来る体制、教育委員会の連携が適切に行われ
た。今後も継続していく。

・安心安全な医療的ケアを実施するために主治医
や学校医等と連携し、医療行為を適切かつ、計画
的に実施され保護者との連携も強化された。

　

成果指標

―

参考データ 沖縄県の現状・推移

医療的ケアを必要とする児童生徒の
いる学校への看護師配置

特別支援学校に在籍する医療的ケア
申請児童生徒数

平成28年度計画

事業名 活動内容

特別支援学
校における
医療的体制
整備事業

・嘱託看護師２７名（特別支援学校９校）を配置。
・嘱託看護師のスキルアップにかかる研修会の実施
・特別支援学校の教員による医療的ケアを実施する為の体制構築
（指導看護師４名の配置）



様式１（主な取組）

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

○内部要因
・医療的ケアの必要な児童生徒は、増加傾向、重度化の状態に有り継続して、看護師の増員、質の向上が必要
である。
（嘱託看護師の配置基準など必要に応じて見直しを図り、機能的且つ有機的な看護師配置が望まれる）

・医療的ケアの必要な児童生徒のケアの内容が複雑化しており養護教諭、看護師の多忙化が問題となっている。

・平成２４年の社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴い、特別支援学校の教員についても特定研修を受
け認定されることで医療的ケアを実施することが可能となったが、学校運営に応じた体制整備等の充実を図る必
要がある。

○外部要因
・障害者差別解消法の施行や障害者権利条約の批准、共生社会条例の施行等を受け、文部科学省、厚生労働
省の通知文を踏まえ、インクルーシブ教育システムの推進の事業として、取り進める必要がある。今後、特別支援
学校における基礎的環境整備や合理的配慮がより求められ、関係機関、保護者との合意形成の元、適切に取り
進める必要がある。

・医療的ケア対象児の安全性をより効果的なものにするために、適切な看護師の配置、指導医師の派遣を円滑
に実施できる体制整備を検証していく。

・特別支援学校の教員が医療的ケアを実施するための体制構築が必要であり、巡回看護師は必要だが実施に向
けた内容等の見直し、指導看護師の配置等とともに、体制を検証する。

・医療的ケアの必要な児童生徒の重度化、増加が見込まれることから、調査等を実施し、主治医の指示書をもと
に、看護師の質の向上、専門性の向上を図りつつ、個々の状態に応じた医療的ケアの実施ができるように校内研
修、臨床研修等を計画的に進めていく。

・医療的ケアに係る課題を校内検討委員会で検討し、より安全且つ効率性の高い業務の精選を図っていく。さらに
教育委員会としても各校の計画書、実績簿を検証し、沖縄県医療的ケア運営委員会で検討し学校現場への指導
助言を進めていく。

・個々の実態の重篤化、多様化への対応が困難な事例に対し、指導医（巡回医師）の計画的学校訪問、指導看護
師の養成を実施していく。また、関係機関（病院、主治医、機能訓練士、保護者、福祉機関）の指導助言を受け、
困難な事例に対応できる研修会を実施していく。

・教員による医療的ケア実施（第3号研修）については、各特別支援学校長と協議しながら、学校の状況に応じた
対応を進めていく。医ケアを必要とする生徒等の状態、程度等の調査をかけ、的確に把握し、体制整備の構築を
進めていく。

・インクルーシブ教育システムを推進いていくためにも、安心安全な教育課程の保障、実現が必要であり、具体的
な取り組みとして、医療的ケアを行う各学校において対応マニュアルや手引き書の作成、有機的に活用できる計
画的な職員研修の実施、安心安全な教育の保障実現に向けた医療的ケアに必要な備品等の環境整備を進めて
いく。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

397

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

100％
実施率

→
県

市町村

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

― ― ―

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

― ―

「主な取組」検証票

平成27年度実績

　小中学校において子どもたちの将来のビジョン形成を図るため、職場見学・職場体験
や各教科等の授業等において、地域・関係団体との連携の下、社会で働く人々と社会・
仕事について話し合う機会等をつくり、子どもたちの将来や仕事について考えるきっかけ
づくりを補助する。

担当部課 教育庁義務教育課

5-(3)-ウ 時代に対応する魅力ある学校づくりの推進施策展開

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

実績値

(施策の小項目) ○職場見学や体験学習等の実施

○フリーターやニートといわれる若者が全国的に増加し、本県においても若年者の失業
率が非常に高いことから、児童生徒の発達段階に応じた早期からの職業観・勤労観の醸
成を図る取組を強化する必要がある。

対応する
主な課題

平成28年度計画

―
関係各課及び市町村と連携して、小学校では職
場見学を６学年を中心に１日程度、中学校では職
場体験を２学年を中心に３日程度実施している。

活動指標名

職場体験等実施率

事業名 活動内容

100%
（27年度）

94.2％
（27年）

―
　小学生を対象とした職場見学及び中学生を対象とした職場体
験の実施

③職業観・勤労観の育成等（キャリア教育の推進）

職場見学や職場体験の実施

順調

推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

　小学校における職場見学実施率が91.9％、中学校における職場体験実施率が98.6％
で、小中学校全体では94.2％の実施率であった。平成26年度に比べると実施率は若干
低下したが、小中ともに90％以上の学校で実施されており、児童生徒の職業観や勤労観
を育む取組に効果を上げている。

推進状況

小学生を対象とした職場見学や中学生を対象とした職場体験

の実施



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

①生涯学習振興課の「学校・家庭・地域協力推進
事業」の学校支援地域本部事業の実践事例の紹
介及び学校と市町村教育委員会の連携について
助言等を行った。

・県教委主催のキャリア教育等推進講座で、各学校のキャリア教育担当者に市町村及び産業界の
キャリア教育推進の取組について周知を図り、連携を推進する。
・小中学校において商工労働部作成のＤＶＤ「グッジョブお仕事探検隊」等の活用の促進を図る。

　県内のほとんどの小中学校において職場見学及び職場体験が実施されている。離島・へき地
の小規模校においては、実施学年に在籍が無い場合などがあり実施していない学校もある。平
成27年度の実施率は小中合わせて94.2％で、昨年度を若干下回ったが、県内の９割以上の小
中学校で、職場見学及び職場体験が実施されている。

○内部要因

○外部環境の変化
・小中学校のキャリア教育担当者や学年職員等を中心とする職場体験等の受入事業所や地域人材の
確保は、負担が大きい。

・職場体験を受け入れる事業所にとっては、職場体験等の依頼が多く受入日数等の面で負担がある。

―

平成27年度の取組改善案 反映状況

①学校と市町村教育委員会等の連携強化に向け
て、先進地域の取組事例の紹介や助言等の充実
を図るなどの支援を行う。

―

・関係各課と連携し、学校と産業界及び市町村が連携してキャリア教育を推進していけるよう助言等を
行う。

成果指標

参考データ 沖縄県の現状・推移



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

397

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
4,900社
訪問企業数

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

12,000 11,990 県単等

③職業観・勤労観の育成等（キャリア教育の推進）

就職活動支援事業(高等学校）

順調

推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

　活動指標の訪問企業数は、平成２７年度の計画値4,900社に対し、実績値4,240社と
なった。実績は計画値に対して86.5％となっているが、全日制高校でのインターンシップ
実施率は100％であり、実施に必要な企業数を確保できている。
　就職内定率の改善は景気回復によるところも大きいが、インターンシップを通して、望ま
しい職業観・勤労観が育成され、早期に就職活動を始める生徒が増えたことも要因とし
あげられる。
　また、各学校が事前･事後学習の充実に努めることでインターンシップの改善が進みつ
つある。

4,900社

教育庁県立学校教育課

インターン
シップ推進
事業

　全日制県立高等学校の就業体験受入先企業等
との交渉を委託し、27年度は高校生14,687名を事
業所へ派遣した。受入先の企業等の協力もあっ
て、生徒の選択肢を広げ、進路意識の啓発や職
業生活に必要な知識の習得、職業意識の育成を
図った。

活動指標名

訪問企業数

推進状況

「主な取組」検証票

　就業体験受入事業所に、全日制全高等学校生徒の連続３日以上の受入を委託し、生
徒が就業体験により将来の選択肢を広められるよう、充実したインターンシップ事業を実
施する。
　また、事前・事後学習に重点を置き、豊かな人間性や社会性、望ましい勤労観・職業観
を育み、基本的なマナーや異世代とのコミュニケーション能力の育成を図る。

5-(3)-ウ 時代に対応する魅力ある学校づくりの推進施策展開

実績値計画値

施策

主な取組

年度別計画

取組内容

(施策の小項目) ○職場見学や体験学習等の実施

○フリーターやニートといわれる若者が全国的に増加し、本県においても若年者の失業
率が非常に高いことから、児童生徒の発達段階に応じた早期からの職業観・勤労観の醸
成を図る取組を強化する必要がある。

対応する
主な課題

4,240社

事業名 活動内容

平成27年度実績

担当部課

インターンシップ受入企業開拓、インターンシップの実施



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

14,711 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

83.9％
（23年)

87.9％
（27年3月卒）

91.0％
(28年）

4.0ポイント 95.6％
（27年3月卒）

傾向 全国の現状

90.3％
(25年3月

卒)

92.6％
(26年3月

卒)

92.７％
(27年3月

卒)
↗

99.6％
(27年3月

卒)

状
況
説
明

参考データ 沖縄県の現状・推移

事業名 活動内容

インターン
シップ推進
事業

　全日制県立高等学校の就業体験受入先企業等との交渉を
委託し、高校生約15,000名を約4,900社の企業等へ派遣するこ
とで、生徒の選択肢を広げ、進路意識の啓発や職業生活に必
要な知識の習得、職業意識の育成を図る。また、さらに、効果
の見られた事前･事後学習を全学校で共有し、充実したイン
ターンシップを実施する。

成果指標

①日程調整を行い、ある程度は改善された。

②インターンシップ担当教諭連絡協議会におい
て、特に優れた学校の取組状況を発表させた。

③受入事業所に対して、インターンシップに関する
文書を送付し目的・留意事項を周知した。また、各
学校に対し、事業所との連携強化を一層図るよう
担当教諭連絡協議会において周知した。

④全ての学校に配付したことにより、他の学校の
取組状況が把握でき、各校のインターンシップ改
善の参考にすることができた。

平成27年度の取組改善案 反映状況

　　就職内定率は社会の雇用情勢と密接な関係があり、リーマンショック時の求人状況は厳しい
状況にあったが、その後リーマンショック以前の水準に戻りつつある。就職内定率は改善してお
り、インターンシップは就職活動はもとよりキャリア教育としても効果があると考えられる。
　全生徒が進路を決定して卒業できるよう、インターンシップをさらに充実させ、進路未決定者を
減少させていく必要がある。
　高等学校卒業生の進路決定率は、改善しているものの、現状値と目標値に4.0ポイントの開き
があり、平成28年度に91.0％を達成するのは厳しい状況である。

高等学校卒業生の進路決定率

①近隣の学校間でインターンシップ時期が重なる
と、企業等が足りなくなる恐れがあるので、その場
合は学校に日程等変更を促す。

②キャリア教育を踏まえ、インターンシップが形骸
化しないためにホームルームや集会等で目的を
しっかり周知をさせる。関連した取り組みの具体策
として、マナー講座の実施、前年度インターンシッ
プに参加した先輩方による報告会などをとおして充
実を図る。

③学校、地域、企業間で将来の職業人を育成して
いる意識を持たせるために、企業等にインターン
シップの目的やねらいを口頭及び文書で伝える。

④先生方がインターンシップのより良い指導ができ
るために、インターンシップ担当者会等で学校間の
情報交換や「就業体験実践事例集」を配付すること
で効果的な取り組みを全学校で共有できる。

新規学卒者の就職内定率（高校）
(沖縄労働局6月末データ）

平成28年度計画



様式１（主な取組）

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・学校と受入企業等が、就業体験の目的・留意事項等、個々の生徒の状況について共通認識を図る
必要がある。さらに、生徒の状況を踏まえた受け入れ条件等を企業等と確認する必要がある。

・各学校のインターンシップの改善に参考となるよう、インターンシップの取り組みが充実している学校
の事例を紹介し、すべての学校で共有する必要がある。

・インターンシップの目的を生徒に理解させる事前学習や、マナー講座、インターンシップ報告会の開
催を通してインターンシップの充実に努める。

・インターンシップの前後でアンケートを実施し、生徒の職業観・勤労観等の変容を検証する。

・希望外の企業等で就業体験を行う生徒のモチベーションを高めるため、担当教諭連絡協議会等を通
じて有効な指導方法を検討していく。

・受入企業等を対象に説明会を開催し、インターンシップの目的・留意事項等について共通認識を図る
とともに、企業等と直接意見交換を行い、インターンシップの充実に努める。

・インターンシップが円滑に行われるようるよう、個々の生徒の特性・状況について、受入企業等の理
解と協力を図るよう学校に対し周知を行う。

○内部要因
・目的意識を明確に持ってインターンシップに参加させるよう事前指導を適切に行う必要がある。
・インターンシップの前後で生徒へアンケート調査を実施し、職業観・就業観等がどのように変化したの
かを検証する必要がある。
・学校行事等により、インターンシップの日程が特定の時期に集中するので、できるだけ多くの業種の
企業等を確保し、生徒の選択肢が狭まらないようにする必要がある。
 

○外部環境の変化
・地域によっては業種等が限られており、希望する企業等でインターンシップができない生徒がいる。
・受入企業等から、職種や業務内容等に興味・関心のある生徒を送って欲しいという要望がある。
・インターンシップの目的・留意事項・生徒の状況等について、学校と受入企業等で認識が共有できて
いないことがある。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

397

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
59名
就職担当職員
の県外派遣

65名

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

14,112 13,412 県単等

③職業観・勤労観の育成等（キャリア教育の推進）

就職内定率90％達成事業

実績値

  県外延べ303社へ各学校の就職指導担当職員
を派遣し、沖縄県高校生への求人を要請した。県
出身就業者の就業状況等を確認し、激励および
情報収集を行った。派遣数は、計画値65名に対
し、実績値65名となった。面接スキルおよび社会
人接遇技術等の向上をねらいとし、外部講師を招
聘し３年生就職希望者対象にビジネスマナー講座
を24校で実施した。

活動指標名

就職担当職員の県外派遣
65名

（平成27年）
65名

（平成27年）

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

(施策の小項目) ○職場見学や体験学習の実施

○フリーターやニートといわれる若者が全国的に増加し、本県においても若年者の失業
率が非常に高いことから、児童生徒の発達段階に応じた早期からの職業観・勤労観の醸
成を図る取組を強化する必要がある。

対応する
主な課題

就職指導支
援事業

「主な取組」検証票

平成27年度実績

　県内外企業へ各学校の就職指導担当職員を派遣し、沖縄県高校生への求人を要請する。また、
県出身就業者の就業状況等を確認し、激励および情報収集を行う。
面接スキルおよび社会人接遇技術等の向上をねらいとし、外部講師を招聘し３年生就職希望者対
象にビジネスマナー講座等の就職関係講座を実施する。
必要に応じて就職指導担当者及び就職支援員を対象に研修を実施する。
外部講師を活用して就職未決定者への支援を行う。

担当部課 教育庁県立学校教育課

5-(3)-ウ 時代に対応する魅力ある学校づくりの推進施策展開

施策

主な取組

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

順調

求人開拓については、就職担当職員の県外派遣数が65人となり、推進状況は100％を達成し、指
定訪問先企業の選定を沖縄県県外事務所と共同で行うことにより、学校の実情、企業の求人状況
に応じた効果的な選定が行えた。
　また、４月に行っていた各学校の指定訪問計画を３月末に行い、日程を確定させることにより、４
月以降の自由訪問先の選定や日程計画案の自由度を向上させ、学校の状況に応じた企業選定を
行えるようにした。企業訪問後の情報については電子データ化し全県立学校に配布を行い、求人
への応募促進を図った。

求人開拓及び定着指導のための職員派遣及びビジネスマナー講座等の実施



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

12,402 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

８３．９％
（23年3月）

８７．９％
（27年3月）

91.00% 4.0ポイント
９５．６％

（27年3月）

傾向 全国の現状

９０．３％
（25年3月

卒）

９２．６％
（26年3月

卒）

９２．７％
（27年3月

卒）
↗

９９．６％
（27年3月

卒）

参考データ

成果指標

平成28年度計画

事業名 活動内容

就職指導支
援事業

 県外へ各学校の就職指導担当教諭を派遣し、沖縄県高校生
への求人を要請する。県出身就業者の就業状況等を確認し、
激励および情報収集を行う。また、県内企業へ就職指導担当
教諭及び就職支援員を派遣し、高校生への求人を要請する。
面接スキルおよび社会人接遇技術等の向上をねらいとし、外
部講師を招聘して３年生就職希望者対象にビジネスマナー講
座等を実施する。

平成27年度の取組改善案 反映状況

①求人開拓については訪問先企業の選定を沖縄
県県外事務所と共同で実施し、県外求人動向や沖
縄県への求人を予定している企業を具体的に選定
し、学校側の要望とマッチングさせる。

②職員研修実施による職員の指導スキル向上や
具体的な各学校の取組や実践事例等の共有化、
新規事業による就職支援員配置等、各学校におけ
る支援体制の強化を行う

③求人開拓における派遣人数を増やすことによ
り、新規開拓への取組を強化（実績６０名より増員）
を行う。また、前年度の県外就職の実績等を勘案
し、専門高校の派遣者の増員を行う。

④企業訪問後の情報については、継続して電子
データ化し全県立学校にて共有化を図る。

⑤生徒に明確な目的意識を持たせるために、全国
共通の試験を導入し、自分自身の学力レベルがど
の程度であるかを認識させ、中間目標を設定して
具体的に努力する手段を講じ、どのくらいのレベル
に到達すれば、どのような事業所に就職できるの
かを提示し、本人の具体的な目標設定を入学当初
から段階的に進めていく。

⑥ ビジネスマナー講座については、実施時期、実
施内容等を就職希望者対象の応募前講座、内定
後の定着率改善としての講座等として明確に分
け、目標を明確にした活用を促す。

①求人開拓については訪問先企業の選定を沖縄
県県外事務所と共同で実施したが、生徒の就職
先等の事前情報が不十分なため、企業選定が難
航した。

②4月及び夏期休業中に就職指導担当者及び就
職支援員の研修会、2月に就職支援員の研修会、
3月に就職指導担当者の協議会を実施した。就職
支援員を47校に50名を配置し、支援体制を強化し
た。

③県外求人開拓における派遣人数を65名に増員
した。

④企業訪問後の報告を各学校から受け、電子
データ化して全県立学校に配信して共有化を図っ
た。

⑤就職希望生徒20名以上の学校を対象に基礎力
診断テストの実施を計画したが、事業化されず実
施できなかった。

⑥就職だけでなく進路選択を早期から促すため、
1学年から取り組むキャリア教育の講座として活用
したいとする学校が多く、学校の状況に応じた就
職関係講座として位置付けた。

沖縄県の現状・推移

新規学卒者の就職内定率（高校）
（沖縄労働局6月末調査）

高等学校卒業生の進路決定率



様式１（主な取組）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・県内企業に対し、早期に求人票を提供し、採用通知は就職試験後、遅くとも2週間以内、できれば1週
間以内に通知するよう求めていく必要がある。

・学校がチームとして進路指導に当たり、個別相談を強化して就職未決定者を出さない取組が必要で
ある。

○内部要因
・生徒に具体的な目的意識を持たせる手立てを講じる必要がある。

・就職未決定者に対する支援が必要である。

・就職に必要な基礎学力定着の手立てが必要である。

・ビジネスマナー講座と求人開拓等への費用の支援を行う。

・早期の求人票提供、早期の結果通知（採用試験後、遅くとも2週間以内）を県内企業に対して要請す
る。

・就職担当職員研修会等において、各学校の取組及び実践事例等の共有化、進路指導スキルの向上
を図る。

・就職支援員の配置等により、各学校の就職指導の体制の強化を図る。

①継続したビジネスマナー講座および求人開拓等への費用支援等により、各学校における求
人の確保および生徒の職業観・就業観の育成が図られた。
②就職内定率は向上しており、平成19年度以降最高値を記録した。平成28年度の目標値であ
る92％を達成できる可能性がある。
③就職活動への各学校の支援体制は充実傾向にあり、就職内定率においては、生徒の活動
の早期化、求人増加や事業所の求人活動の早期化傾向も関係し向上しており、平成28年3月
卒の内定率は93.6％となった。今後も就職内定率は向上し、全国との差が狭まる見込みであ
る。
④高等学校卒業生の進路決定率は、改善しているものの、現状値と目標値に開きがあり、平成
28年度に91.0％を達成するのは厳しい状況である。

○外部環境の変化
・社会経済情勢による企業の求人計画の変動等がある。景気の改善により求人数が増加した。

・就職を希望する生徒の勤労観・職業観が不十分、安易な希望や選択がある。

・企業側の求人とのマッチングがうまくいっていない現状がある。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

397

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

生徒240名
職員120名
支援員50
名 → 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

165,496 156,213
一括交付
金

（ソフト）

③職業観・勤労観の育成等（キャリア教育の推進）

就職活動キックオフ事業

実績値

50人
（平成27年）

50人（47校）
(平成27年）

(施策の小項目) ○職場見学や体験学習の実施

○フリーターやニートといわれる若者が全国的に増加し、本県においても若年者の失業
率が非常に高いことから、児童生徒の発達段階に応じた早期からの職業観・勤労観の醸
成を図る取組を強化する必要がある。

対応する
主な課題

就職活動
キックオフ事

業

　県立高等学校47校へ50名の就職支援員を配置
した。就職希望生徒240名3泊4日の宿泊研修に対
し37校231名が参加した。全県立高校の就職指導
担当者への研修に対し担当教諭70名及び就職支
援員49名が参加した。

活動指標名

県立高等学校へ50名の就職支援員の配置

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

「主な取組」検証票

平成27年度実績

県立高校生に対し、確実な職業選択と確実な就職活動による内定獲得（ミスマッチの回
避）、早期離職の防止、内定獲得の早期化と確実性の向上を図るために、県立高等学校
に50名の就職支援員の配置、就職希望生徒および内定者への宿泊研修、全県立高校
の就職指導担当者への研修等を実施し、早期の就職活動への取組を促し、かつ、社会
人基礎力を身に付けさせて、就職内定率上昇及び定着率を高め早期離職率の低減を図
る。

担当部課 教育庁県立学校教育課

5-(3)-ウ 時代に対応する魅力ある学校づくりの推進施策展開

施策

就職指導担当者への研修
担当教諭70名
就職支援員50名

担当教諭70名
就職支援員49名

就職希望生徒に3泊4日の宿泊研修
240名

（平成27年）
231名（37校）
（平成27年）

就職希望者及び就職指導担当教諭を
対象として、宿泊研修の実施。県立高
等学校への就職支援員の配置



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

169,580
一括交付
金

（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

８３．９％
（23年3月）

８７．９％
（27年3月）

91.00% 4.0ポイント
９５．６％
（27年3月）

傾向 全国の現状

９２．６％
（26年3月
卒）

９２．７％
（27年3月
卒）

９３．６％
（28年3月
卒）

↗
９９．６％
（27年3月
卒）

状
況
説
明

参考データ 沖縄県の現状・推移

順調

推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

就職支援員の配置については、計画値50人に対し、実績値50人となり順調である。ま
た、就職希望生徒の宿泊研修については、計画値240名に対し、実績値は37校231名の
参加となり、ほぼ順調である。全県立高校の就職指導担当者への研修については、担当
教諭が計画値70名に対し実績値70名、及び就職支援員が計画値50名に対し実績値49
名が参加しており、順調である。
高校生に対しキックオフ宿泊研修を行う事で、早期からの勤労観・職業観の醸成を図り、
早期の就職活動への取組みができた。

推進状況

平成27年度の取組改善案 反映状況

①平成27年度は、前年度3回に分けて実施した
キックオフ研修を振り返り、効果の高かった取組や
アプローチを抽出し、全ての機会で同様に質の高
い研修内容にする。

②就職支援員の活用や職員の指導スキル向上
で、就職活動を早期化し、内定率を高める。

③就職内定率90％達成事業については、就職を
希望する生徒の勤労観・職業観が不十分、安易な
希望や選択があるため、生徒に具体的な目的意識
を持たせる手立てを講じる必要がある。

④本事業の　①生徒研修　②職員研修　③支援員
配置により内定率　93％（労働局6月末データ）を目
標に、就職活動への早期の取組、意識が低い生徒
への就職に対するモチベーションを高める取組を
実施する。

就職内定率（高校）
(沖縄労働局6月末調査)

①就職支援員の配置等により、就職活動の早期取組が推進され、就職内定が解禁になる9月
の内定状況が今年度18.5％と昨年度より3.0ポイント上回り順調に推移しているが、全国の
56.1％と大きな開きがある。
②沖縄労働局月６末調査で平成28年３月卒業生の就職内定率は93.6％となっている。就職内
定率改善の要因は、生徒の就職活動の早期化や求人数の増加によるものである。
③卒業者(15,966名)における就職希望者(2，065名)の割合は12.9％にすぎないため、就職内定
率は向上しているものの、高等学校卒業生の進路決定率は、現状値と目標値に開きがあり、平
成28年度に91.0％を達成するのは厳しい状況である。

高等学校卒業生の進路決定率

事業名 活動内容

就職活動
キックオフ事

業

　県立高等学校に50名の就職支援員の配置、就職希望生徒
240名に3泊4日の夏期宿泊研修及び内定者80名に1泊2日の
冬期宿泊研修、全県立高校の就職指導担当者及び就職支援
員への研修を実施する。

成果指標

平成28年度計画

①就職内定率100％を3年間維持している高校の
就職指導担当者及び就職支援員を講師に招聘
し、取組内容や手法を全学校で共有した。

②研修会でスキルを学び、事業所への履歴書等
の提出書類を受付解禁日の8月30日に期日指定
郵便で必着するよう共通認識を図った。

③キックオフ研修や各校におけるビジネスマナー
講習等を通して生徒の勤労観・職業観を醸成し、
生徒に具体的な目標を意識させた。

④本事業の　①生徒研修　②職員研修　③支援
員配置により就職活動開始の９月の就職内定率
は18.5％（労働局９月末データ）で、前年度を３ポ
イント上回り、就職活動への早期の取組が図られ
た。



様式１（主な取組）

３　取組の検証（Check）
（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・研修会や連絡協議会等において、各学校の取組や実践事例等の共有化を図るとともに、職員研修
実施による職員の指導スキル向上により、各学校における支援体制の強化を行う必要がある。

・早期離職の防止と社会人生活への円滑な移行のため、就職内定者に対して卒業前の研修を実施す
る必要がある。

・１、２年次に就職について関心を高め、就職活動の早期化を図る必要がある。

・先進的な学校の取組を、就職担当者連絡協議会を通して共有し、職員や就職支援員の指導スキル
の向上を図る研修会を実施する。

・1～2月に就職未決定者に対し、地区別サポート研修（仮称）の実施を試行する。

・新規学卒者の求人確保と早期求人の要請を経済団体へ行う。

・早期離職防止のため、就職内定者対象のフォローアップ研修を開催する。

・1、2年生の勤労観・職業観の育成と学習意欲の向上により、3年生における就職活動を早期化させる
ため、就職関係講座等を実施する。

○内部要因
・平成27年3月末の就職内定率は92.7％で全国よりも6.9ポイント低い状況であり、取り組みは引き続き
進めていく必要がある。

・1月時点において就職が決まらない生徒への支援が必要である。

○外部環境の変化
・県内企業の求人票登録時期の遅さや就職試験から採用結果通知までの期間が長いため、生徒の就
職活動に支障をきたしている。

・職種や応募先企業の業務内容等の理解が不十分なため、早期離職の一因になっている。

・単位保留等により、3年次に進路活動に十分取り組めない生徒がいる。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

397

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
４１市町村
配置
市町村数 →

県
市町村

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

― ― ―

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

― ―

③職業観・勤労観の育成等（キャリア教育の推進）

地域体験学習コーディネーター配置事業

未着手

推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

　キャリア教育の充実については地域・関係団体と連携した職場見学、職場体験がほと
んどの学校ですでに取り組まれており、児童生徒の発達段階に応じた早期からの職業
観・勤労観の醸成を図る上で一定の効果を上げている。以上のことから、当該事業は各
市町村で推進してもらう。

推進状況

実績値

４１市町村 0市町村

事業名 活動内容

― ―

(施策の小項目) ○就業意識向上に向けた体制づくり

○フリーターやニートといわれる若者が全国的に増加し、本県においても若年者の失業
率が非常に高いことから、児童生徒の発達段階に応じた早期からの職業観・勤労観の醸
成を図る取組を強化する必要がある。

対応する
主な課題

平成28年度計画

―

　教育庁生涯学習振興課が行っている学校支援
地域本部事業や市町村の取組にも、外部人材や
事業所を開拓し学校に情報提供する等の本取組
と重複する活動があるため、事業化されなかっ
た。

活動指標名

配置市町村数

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

「主な取組」検証票

平成27年度実績

　子どもたちの職業観・勤労観の醸成を図るため、様々な職種で働く仕事について職場
見学や体験学習等を実施するため、各市町村教育委員会に事業所開拓分野等を担当
する職員を配置し、各学校の体験学習環境づくりを補助する。

担当部課 教育庁　義務教育課

5-(3)-ウ 時代に対応する魅力ある学校づくりの推進施策展開

施策

各市町村教育委員会に事業所開拓分野等を担当する職員の配置



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

参考データ 沖縄県の現状・推移

平成27年度の取組改善案 反映状況

①職場見学や職場体験学習の事業所の開拓や、
学校と事業所のスケジュール調整等の支援につい
て、各市町村教育委員会や学校支援地域本部事
業等と連携して取り組んでいく。

―

・関係各課と連携し、学校と産業界及び市町村が連携してキャリア教育を推進していけるよう助言等を
行う。

・文部科学省のキャリア教育推進事業について市町村に周知を図り、「地域を担う人材育成のための
キャリアプランニング推進事業」を推進する。

　各学校独自の事業所開拓、市町村の学校支援地域本部事業等と連携した事業所開拓等によ
り、ほとんどの小学校においては職場見学、中学校においては職場体験が実施されており、平
成27年度の小中学校における職場体験等の実施率は94.2％で主体的に実施されている。ま
た、各市町村においては、就業意識向上支援事業やグッジョブ連携推進事業に主体的に取り
組んでいる。

○内部要因

○外部環境の変化
・文部科学省のキャリア教育推進事業の周知を図る。

―

成果指標

①中・高校対象の職場体験・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ実施状況
等調査（国研）実施時に、県独自に小学校を対象
にした職場見学実施状況調査も実施し、教育事務
所及び市町村教育委員会と連携した取組の充実
を図った。また、学校支援地域本部事業の事例等
の紹介等により市町村教育委員会による学校支
援の方法等について助言を行った。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

397

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

50％
実施率

70% 90% 100％

→
県

市町村

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

― ― ―

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

― ―

③　職業観・勤労観の育成等（キャリア教育の推進）

地域人材の活用（キャリア教育地域人材活用事業）

順調

推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

　小学校における職場見学実施率が91.9％、中学校における職場体験実施率が98.6％
で、小中学校全体では94.2％の実施率であった。平成26年度に比べると実施率は若干
低下したが、小中ともに90％以上の学校で実施されている。また、事前学習等における
職業人講話も多くの学校で実施されており、地域人材を活用したキャリア教育を実施し、
児童生徒の発達段階に応じた職業観・勤労観を育成することができた。

推進状況

実績値

94.2％
（27年）

事業名 活動内容

―
　小中学校において職場体験や見学、講師を招いての職業人
講話を通してキャリア教育を実施

対応する
主な課題

平成28年度計画

―
　小中学校において職場体験や見学、講師を招い
ての職業人講話を通してキャリア教育を実施

活動指標名

職場体験等実施率
100％
（27年）

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

(施策の小項目) ○就業意識向上に向けた体制づくり

○フリーターやニートといわれる若者が全国的に増加し、本県においても若年者の失業
率が非常に高いことから、児童生徒の発達段階に応じた早期からの職業観・勤労観の醸
成を図る取組を強化する必要がある。

「主な取組」検証票

平成27年度実績

　小中学校において子どもたちの将来のビジョン形成を図るため、職場体験や各教科等
の授業において、地域・関係団体との連携の下、社会で働く人々と社会・仕事について話
し合う機会等をつくり、子どもたちが将来や仕事について考えるきっかけづくりを支援す
る。

担当部課 教育庁義務教育課

5-(3)-ウ 時代に対応する魅力ある学校づくりの推進施策展開

小中学校において地域の人材を活用したキャリア教育を実践



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

参考データ 沖縄県の現状・推移

―

・関係各課と連携し、学校と産業界及び市町村が連携してキャリア教育を推進していけるよう助言等を
行う。

・県教委主催のキャリア教育等推進講座で、各学校のキャリア教育担当者に市町村及び産業界の
キャリア教育推進の取組について周知を図り、連携を推進する。
・小中学校において商工労働部作成のＤＶＤ「グッジョブお仕事探検隊」等の活用の促進を図る。

　県内のほとんどの小中学校において職場見学及び職場体験が実施されており、事前学習に
おける職業人講話や職業インタビューを含め、地域人材の活用が図られ、小中学校における発
達段階に応じた職業観・勤労観等の育成につながっている。

○内部要因

○外部環境の変化
・小中学校のキャリア教育担当者や学年職員等を中心とする職場体験等の受入事業所や地域人材の
確保は、負担が大きい。

・職場体験を受け入れる事業所にとっては、職場体験等の依頼が多く受入日数等の面で負担がある。

―

成果指標

平成27年度の取組改善案 反映状況

①関係機関（特に教育事務所、市町村教育委員会
等）との連携を強化し、学校の取組状況や事業所
の確保状況等を把握しながら、必要に応じて支援
を行う。
②学校支援地域本部事業等との連携による受入
事業所の開拓等について助言等を行う。

①中・高校対象の職場体験・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ実施状況
等調査（国研）実施時に、県独自に小学校を対象
にした職場見学実施状況調査も実施し、教育事務
所及び市町村教育委員会と連携した取組の充実
を図った。
②学校支援地域本部事業と連携した職業人講話
の実施等の充実を図った。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

398

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

７人
配置数

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

18,062 18,062
一括交付
金

（ソフト）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

18,069
一括交付
金

（ソフト）

「主な取組」検証票

平成27年度実績

　普通高校卒業時の進路未決定者の減少に向け、教員のキャリア教育実践力の向上を
図るため、キャリア教育コーディネーターの配置やキャリア教育研修会等を実施する。

担当部課 教育庁県立学校教育課

5-(3)-ウ 時代に対応する魅力ある学校づくりの推進施策展開

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

実績値

(施策の小項目) 就業意識向上に向けた体制づくり

○フリーターやニートといわれる若者が全国的に増加し、本県においても若年者の失業
率が非常に高いことから、児童生徒の発達段階に応じた早期からの職業観・勤労観の醸
成を図る取り組みを強化する必要がある。

平成28年度計画

キャリア教
育支援事業

　教科・科目におけるキャリア教育実践力向上の
ためにキャリア教育コーディネーターを普通高校
に配置し、キャリア教育推進のために、研修や
フォーラムを開催した。（配置校数５校）

活動指標名

キャリア教育研修受講者数

　本事業は、前事業（マネジメント事業）の後継事業として、平成27年度よりスタートしたのに伴い、
キャリア教育コーディネーターの配置数が７人から５人となったが、配置校５校の進路未定者の割
合は、本事業目標5.0％に対して2.8％と改善した。
　新たに外部人材を活用した対話型の研修会を開催するなど取組内容は充実し、また、配置校の
実践事例を近隣校へ情報提供した。
　さらに、全校対象とした管理者及び教諭向け研修会を実施し、キャリア教育実践力の向上が図ら
れた。

キャリア教
育支援事業

　教科・科目におけるキャリア教育実践力向上のためにキャリ
ア教育コーディネーターを普通高校に配置し、キャリア教育推
進のために、研修やフォーラムを開催する。（配置校数５校）

配置数
７人
(27年)

５人
(27年)

事業名 活動内容

推進状況

③職業観・勤労観の育成等（キャリア教育の推進）

キャリアコーディネーターの配置
（キャリア教育マネジメント事業）

順調

推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

－
研修受講者517人

(27年)

対応する
主な課題

キャリア教育コーディネーターを配置し、教員向け研修等を実

施



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

83.9％
（23年）

87.9％
（27年3月卒）

91.00% 4.0ポイント 95.6％
（27年3月卒）

傾向 全国の現状

90.3％
(25年3月
卒)

92.6％
(26年3月
卒)

92.7％
(27年3月
卒)

↗
99.6％
(27年3月
卒)

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

成果指標

①当初の配置計画から遅れ、５月からの配置と
なった。
②研修会の内容について、義務教育課担当と連
携を図り実施した。また、キャリア教育指導者養成
研修へ２名の教諭を派遣した。
③キャリア教育の効果を測定するため９月と２月
にアンケートを実施するとともに、アンケートの内
容を生徒の変容が多面的に捉えられるよう見直し
た。
④研修会において、文部科学省からのパンフレッ
ト「子供たちの『見取り』と教育活動の『点検』」を配
布し、内容を深めた。

平成27年度の取組改善案 反映状況

①キャリア教育支援事業については、キャリア教育
コーディネーターを５名配置し、４月当初のコーディ
ネーター配置を考慮する。
②義務教育課の担当指導主事と共にキャリア教育
担当者連絡協議会に参加し、全国の動向を踏まえ
情報交換を深めるとともに体系的な指導について
協議する。また、キャリア教育指導者養成研修へ
職員を派遣する。
③アンケートについて適切な回答が得られるよう、
内容について十分検討を重ねる必要がある。
④各学校におけるキャリア教育の目標、指導計
画、指導内容、方法等の確認によるPDCAサイクル
を踏まえたキャリア教育の評価の充実を図る。

新規学卒者（高校）の就職内定率
(沖縄労働局6月末調査）

・学校の学びと将来のつながりを生徒が実感し、学習意欲を高められるように、キャリア教育の視点を
踏まえた授業改善を図る必要がある。

高等学校卒業生の進路決定率

・配置校５校の実践事例やアンケートによる検証結果について、全ての県立高校で共有する。

・アクティブラーニングなどキャリア教育の視点を踏まえた授業改善の研修会を実施する。

・学校の学びと将来のつながりを生徒が実感し、学習意欲を高めることを目的とした研究授業を行う。

　配置校５校の進路未定者の割合は、本事業目標値5.0％に対して2.8％と改善が見られた。配
置校においてキャリア教育を充実させながら、その取組をモデルとして他校に普及推進してい
く。
　就職支援やキャリア教育の充実により、高校卒業時の進路決定率や就職内定率は改善傾向
にあるが、進路決定率の現状値とH28目標値との間で４ポイントの差があり目標達成はきびしい
状況である。

○内部要因
・県立高校全体のキャリア教育推進のため、配置校５校の取組を全ての学校で共有する必要がある。

○外部環境の変化
・中央教育審議会での次期学習指導要領改訂の議論において、アクティブラーニングなどキャリア教
育の視点を踏まえた授業改善が求められている。

参考データ 沖縄県の現状・推移



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

398

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
２市町村
研究実施
市町村数

４市町村 ７市町村 １０市町村 １５市町村
(累計）

→
県

市町村

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

― ― ―

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

― ―

「主な取組」検証票

平成27年度実績

   児童生徒一人一人に「学ぶ意義」や「働く意義」を実感させ、学ぶ意欲の向上を図るた
め、小中学校における各教科等において、地域で働く大人や文化施設などの「地域教育
資源」を活用した、実社会とのつながりが実感できる授業の研究を推進する。

担当部課 教育庁　義務教育課

5-(3)-ウ 時代に対応する魅力ある学校づくりの推進施策展開

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

(施策の小項目) ○就業意識向上に向けた体制づくり

○フリーターやニートといわれる若者が全国的に増加し、本県においても若年者の失業
率が非常に高いことから、児童生徒の発達段階に応じた早期からの職業観・勤労観の醸
成を図る取組を強化する必要がある。

対応する
主な課題

平成28年度計画

―

　市町村の学校支援地域本部事業等と連携し、職
場体験等の事前学習で職業人講話等を実施する
など、地域教育資源を活用して児童生徒に「学ぶ
意義」や「働く意義」を実感させる取組を実施した。

活動指標名

研究実施市町村数（累計） １０市町村 ５市町村

事業名 活動内容

― ―

③　職業観・勤労観の育成等（キャリア教育の推進）

「働く意義」や「学ぶ意義」を実感させる取組

大幅遅れ

推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

　実践研究は行わなかったが、市町村の学校支援地域本部事業や関係各課と連携して
職場見学・職場体験等を実施したほか、各教科においてキャリア教育で身に付けさせる
基礎的・汎用的能力を踏まえた授業実践の工夫を行い、「学ぶ意義」や「働く意義」を実
感させる取組の充実を図った。

推進状況

実績値

地域教育資源を活用した授業の実践研究の取組



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

①各学校において、キャリア教育で身に付けさせ
たい「基礎的・汎用的能力」を踏まえた各教科等
の年間指導計画を作成し、「働く意義」や「学ぶ意
義」を実感させる授業づくりの充実を図った。

―

成果指標

平成27年度の取組改善案 反映状況

①職場見学や職場体験に加え、各教科における
キャリア教育の視点を踏まえた授業づくりの充実に
より、「働く意義」や「学ぶ意義」を実感させる取組
の充実を図る。

―

・本事業の実施については、予算面、人員確保の面、効果など再考を要することから、当面地域教育
資源の活用が図られる他の類似事業を実施する市町村等への助言を通して支援していく。

・職場見学や職場体験に加え、各教科におけるキャリア教育の視点を踏まえた授業づくりの充実によ
り、「働く意義」や「学ぶ意義」を実感させる取組の充実を図る。

　平成25年度に当該事業は終了したことから、児童生徒の発達段階に応じた職業観・勤労観の
醸成を図るために、市町村や関係各課と連携して職場体験等の充実を図るほか、キャリア教育
の視点を踏まえた各教科の授業づくりの工夫等を支援している。

○内部要因
・授業の講師をしてくれる地域人材の確保が難しく事業を希望する市町村が少なかった。

○外部環境の変化
・市町村でも類似事業を実施しているなど、事業に魅力がなかったことも要因と考えられる。市町村に
おいては、学校支援地域本部事業等で授業や職場体験等の支援等を行っている。

参考データ 沖縄県の現状・推移



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

398

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

５人
派遣者数

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

39,512 39,512
一括交付

金
（ソフト）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

39,510
一括交付

金
（ソフト）

「主な取組」検証票

平成27年度実績

　教職員の指導力向上及び資質向上を目指して、海外へ派遣し、外国の教育システム
の視察や教授法等の研修を受講させる。英語立県沖縄関連事業を通じて、英語教員を
海外へ派遣する。

担当部課 教育庁県立学校教育課

5-(3)-ウ 時代に対応する魅力ある学校づくりの推進施策展開

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

(施策の小項目) ○教職員の資質向上・健康管理

○多様化する教育ニーズに対応し、子どもたちの個性や創造性の伸長を図っていくため
には、一貫した教育指導体制の構築、様々な専門教育の充実、特色ある取組を行う私
立学校への支援など様々なニーズを踏まえた取組を推進する必要がある。

対応する
主な課題

平成28年度計画

英語立県沖
縄推進戦略
事業

　高校生を国際性と個性を涵養し、グローバルに
活躍できる人材の育成を図る目的でアメリカへ派
遣する引率をかねて、現地でリーダーシップ研修
や英語科教授法の授業を受講する。

活動指標名

派遣者数 ５人 １０人

事業名 活動内容

英語立県沖
縄推進戦略
事業

　平成２７年度と同様に、英語教員１０名を派遣するが、昨年度
までの派遣先テキサス州を西海岸のカリフォルニア州に変更
する。

活動指標の派遣者数は、平成２７年度計画値５人に対し、実績値１０人となり、順調であ
る。
Teachers of English to Speakers of Other Languages（英語を母国語としない人が英語を
教える教授法)を学んだ英語教員の授業力向上につながり、学校現場で還元している。

推進状況

実績値

④教育指導体制の充実及び教育環境基盤の整備

教職員の海外派遣研修
（グローバル･リーダー育成海外短期研修事業・アメリカ高等教
育体験研修）

順調

推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

諸外国の教育システム、教授法等を学ぶ



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

83.9％
（23年）

87.9%
（27年3月卒）

91.00% 4.0ﾎﾟｲﾝﾄ 95.6%
（27年３月卒）

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

①研修報告書を作成し、次年度参加する生徒や
職員の参加前の資料として有効活用した。

②校内研修において報告会を開催するなど、他の
教員に還元できるように努めた。

高等学校卒業生の進路決定率

成果指標

平成27年度の取組改善案

①参加者自身の資質向上を図るとともに、効果的
に生徒や職員に還元できるように、前年度の研修
内容を参考にして、次年度の研修に生かしていく。

②各種研修会等において、米国派遣で学んだこと
について講話をしていただく。

-

・参加者自身が、研修に関する報告書を作成し、成果還元方法等の計画をする。計画書の具体例とし
て、校内または域内での公開授業や研修等において本事業内容の発表などがある。

・参加者自身の資質向上を図るとともに、効果的に生徒や職員に還元できるように、教科会や校内研
修会を開くように依頼する。また、公開授業を通して、域内の英語担当者教員へTeachers of English to
Speakers of Other Languages（英語を母国語としない人が英語を教える教授法)を実践する。各種研修
会等においても、米国派遣で学んだことについて講話をする。

　研修に参加した教職員が、各学校において観光・学術・文化・経済など様々な分野における国
際交流を教育活動に取り入れることで、幅広い進路選択が可能となり、進路決定率増に至っ
た。高等学校卒業生の進路決定率は、改善しているものの、現状値と目標値に4.0ポイントの開
きがあり、平成28年度に91.0％を達成するのは厳しい状況である
　今後も海外留学事業を周知し、派遣者数を増やしていき、H28の高等学校卒業生の進路決定
率目標値に繋がるように取り組んでいく。

○内部要因
・研修を受けたままにならないように、帰国後に計画的に還元ができるような環境づくりを行う。年度を
追うごとに進路決定率も上昇しており、この傾向を維持していく。

○外部環境の変化
・文部科学省は平成２８年度より、各都道府県毎の「英語教育改善プラン」を策定するように、各教育
委員会へ通知した。そのプランの中で、「英語教員の英語力、英検準１級相当以上の割合」を平成２９
年度までに７５％にするという数値目標を上げた。

参考データ 沖縄県の現状・推移

反映状況



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

398

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
1回
開催数

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

― ― ―

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

― ―

「主な取組」検証票
施策展開 5-(3)-ウ 時代に対応する魅力ある学校づくりの推進

施策 ④教育指導体制の充実及び教育環境基盤の整備

(施策の小項目) ○教職員の資質向上・健康管理

主な取組 教職員採用制度の充実

対応する
主な課題

○多様化・複雑化していく教育環境に対応するためには、優れた教職員の確保や資質
向上のほか、教師が子どもたちと向き合える時間を確保していくことが重要である。

取組内容
　優れた教職員の確保のため、教員候補者選考試験の受験資格や選考方法について
検討するための委員会を開催し、その結果を教員候補者選考試験に反映させる。

年度別計画

担当部課 教育庁学校人事課

平成27年度実績

事業名 活動内容

―

　教員候補者選考試験の受験資格や選考方法に
ついて検討するための委員会を計画値１回に対し
１回開催し、受験資格・選考方法等について検討
を行い、平成28年度実施の選考試験に反映させ
た。

活動指標名 計画値 実績値

選考委員会開催数
1回
（27年）

1回
（27年）

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

順調
　教員候補者選考試験の受験資格や選考方法について検討するための委員会を計画
値１回に対し１回開催し、受験資格・選考方法等について検討を行い、平成28年度実施
の選考試験に反映させた。

平成28年度計画

事業名 活動内容

―
　教員候補者選考試験の選考委員会を開催し、受験資格・選
考方法等について検討を行い、平成29年度実施の選考試験に
反映させる。

優れた教職員を確保するため、教員候補者選考試験の受験資
格、選考方法等の検討委員会を開催



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

11.5倍
（25年度)

10.4倍
（26年度）

9.8倍
（27年度）

→
5.4倍
（27年度）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

平成27年度の取組改善案 反映状況

①広報のあり方について、試験パンフレットの作成
等を検討し、受験者数の確保に努める。

②受験資格等について、検討委員会を開催し、大
学等からの推薦制度等の導入について検討を加
える。

①県内外で試験に関する説明会を開催し、受験
者数の確保に努めた。

②平成27年度に実施した試験から、一部試験免
除、加点等の制度を導入した。

　教員選考試験の志願者数は平成23年度実施試験から受験可能年齢を引き上げたことにより
増加し、その後漸減の状況にあるが、競争率は全国に比べて高い比率を保っている。
　今後も、試験の内容等に検討を加え、優れた教職員の確保に努める。

○内部要因
・本県教員の年齢構成及び児童生徒数の推移を勘案すると、公立学校教職員の採用数は今後も現状
と同程度が見込まれる。

○外部環境の変化
・本県は地理的状況及び私立学校数等の状況から、教員免許状取得者の多くが本県公立学校教職員
を目指す傾向にあり、試験倍率は全国的に見ても高い水準で推移している。
・一方、少子化及び大学での教職課程履修者の減少に伴い、試験への出願者が漸減する状況にあ
り、将来的に優れた教職員を確保する上で障害になる可能性がある。

・試験への出願者を増加させ、優れた教職員を確保するために、受験資格や試験の内容について絶
えず検討を加える必要がある。

・公正な試験の実施のため、試験情報の公開についてあり方を検討する。

・特に、受験可能年齢については平成23年実施試験から上限を45歳に引き上げたが、更なる引き上げ
が必要か、受験者数及び受験倍率の推移を注視する。

・広報のあり方について、試験パンフレットの作成等を検討し、受験者数の確保に努める。
・受験資格等について、検討委員会を開催し、大学等からの推薦制度等の導入について検討を加え
る。

成果指標

―

参考データ 沖縄県の現状・推移

教員候補者選考試験の倍率



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

398

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

4,624 3,637 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

4,624 県単等

「主な取組」検証票
施策展開 5-(3)-ウ 時代に対応する魅力ある学校づくりの推進

施策 ④教育指導体制の充実及び教育環境基盤の整備

(施策の小項目) ○教職員の資質向上・健康管理

主な取組 こころの健康づくり支援事業

対応する
主な課題

○多様化・複雑化していく教育環境に対応するためには、優れた教職員の確保や資質向
上のほか、教師が子どもたちと向き合える時間を確保していくことが重要である。

取組内容
　教職員等の精神性疾患による病気休職者が増加傾向にあることから、メンタル不調の
予防対策として、専門家（心療内科医、臨床心理士）等によるメンタルヘルス相談やメンタ
ルヘルス研修会の開催等、教職員の心の健康づくりを支援する。

年度別計画

担当部課 教育庁学校人事課

平成27年度実績

事業名 活動内容

こころの健
康づくり支援
事業

　心療内科医、臨床心理士及び保健スタッフ等による相
談事業を実施した。
　臨床心理士を直接県立学校に派遣し、メンタルヘルス
研修会及び相談（個別・グループ）を実施した。

活動指標名 計画値 実績値

メンタルヘルス相談件数 ― 444件（H27）

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

順調

　保健スタッフの働きかけ（学校訪問、保健だよりによる周知）及び県立学校への臨床心
理士の派遣により相談事業の周知・理解が図られ、相談件数が対前年度415件からH27
年度444件に増加した（29件増加）。その結果、従来以上に相談が必要な者へ対応するこ
とができた。

平成28年度計画

事業名 活動内容

こころの健
康づくり支援
事業

　心療内科医及び臨床心理士等による相談事業
　小中（7地区）・高校（25校）の教職員へのセルフケア研修、管
理職向けのラインケア研修及び相談事業（県立学校対象）の実
施

心療内科医、臨床心理士等によるメンタルヘルス相談の実施



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

170人
（24年度）

171人
（25年度）

174人
（26年度）

→ ―

262件
（25年度）

415件
（26年度）

444件
（27年度）

↗ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

メンタルヘルス相談件数
（教職員）

平成27年度の取組改善案 反映状況

①学校訪問、保健だより及びＰＲカード配布などで
引き続き相談事業の周知、理解及び利用促進を図
る。
②相談者が相談しやすい専用の相談室を確保す
る。
③前年度まで各学校単位で行ってきたメンタルヘル
ス研修会を、年代別に各教育事務所毎に開催する
ことにより職務内容のみならず家庭・職場・体調等
の年代で変わるメンタルヘルス不調の要因や課題
を中心に具体的な対策等を内容とした研修会を実

①学校訪問や保健だよりなどで引き続き相談事業
の周知及び利用促進を図ったことに加え、健康相
談ホットラインPRカードを作成、配布を行った。結
果、相談件数が369件（H27.2月末現在）から417件
（H28.2月末現在）に増加した（前年度同期比48件
増加）。
②専用の相談室を確保し、相談しやすい環境を整
えた。
③年代別に開催することにより、より具体的な対策
等を内容とした研修会を実施した。

　心療内科医及び臨床心理士は毎月１回の相談日を設定して教職員等の相談に応じており、相
談件数、人数は増加（相談件数153件、相談人数126人増加）している。相談事業について、教職
員への周知が図られ、相談件数、人数が増加し、精神疾患予防対策が強化されたことにより、病
気休職者数は横ばいとなっていると考えている。

○内部要因
・精神性疾患が原因は複合的な場合が多く、短期間で休職者を減少させることは困難である。
・精神性疾患についての認識不足等もあり、相談することに抵抗感がある場合がある。

○外部環境の変化
・精神性疾患による病休者の増加の要因は、社会の複雑化や多様化、人間関係の希薄化など学校を
取り巻く社会環境の急速な変化に加え、教職員の職務が多様な人間関係、数量化しにくい業務、高い
倫理観が求められる職業であるなど職務の特殊性も大きく影響している。

・前年度まで行ってきたメンタルヘルス研修会の対象、内容等を検討し、改善を図る。

・メンタル不調予防対策をより推進する必要がある。

・前年度年代別に各教育事務所単位で行ったメンタルヘルス研修会（セルフケア研修会:17回）を、県立学校単位
（25校）に開催することにより、より多くの教職員にセルフケアの知識を学ぶ機会を提供し、メンタル不調に対応で
きる実践力を培う。また、新たに管理職を対象に所属職員を支える支援のあり方を学ぶラインケア研修会を実施
する。

・教職員へ新たに実施するストレスチェックにより、ストレスへの気づきを促し、メンタルヘルス相談や医師面談等
へ繋ぐことにより、メンタル不調を未然に防ぐ。

成果指標

―

参考データ 沖縄県の現状・推移

精神性疾患による病気休職者
（教職員）



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

398

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

54.3％
導入率

57.0% 59.6% 62.3% 65.0%

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

11,674 11,674 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

25,780 県単等

「主な取組」検証票
施策展開 5-(3)-ウ 時代に対応する魅力ある学校づくりの推進

施策 ④教育指導体制の充実及び教育環境基盤の整備

(施策の小項目) ○校務の効率化

主な取組 校務支援システムの充実

対応する
主な課題

○多様化・複雑化していく教育環境に対応するためには、優れた教職員の確保や資質
向上のほか、教師が子どもたちと向き合える時間を確保していくことが重要である。

取組内容
　校務の情報化を図るため、「進路相談支援システム」、「中学校生徒情報管理システ
ム」の機能改善及びヘルプデスクの運営を行う。また、定時制・通信制版校務支援システ
ム、特別支援学校版校務支援システムの構築を行う。

年度別計画

担当部課 教育庁教育支援課

平成27年度実績

事業名 活動内容

校務支援シ
ステムの整
備事業

　県立高等学校60校中の59校で活用されている
進路相談支援システムに関する保守運用を行っ
た。また、次年度の学校サーバ更新に合わせ、26
年度に単位制･通信制の学校も利用できるよう、
大幅改修を行ったため、27年度は年間を通じ、５
校の県立高校において動作検証を実施した。

活動指標名 計画値 実績値

校務支援システム導入率
62.3％
（28年3月）

75.4%
(27年3月)

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

順調

　県立高校及び市町村立小中学校において、校務の情報化の推進を行ったことにより、
校務支援システム導入率は、計画値の62.3％に対し、すでにH26年度(27年3月)の実績
値は75.4％であり、全国平均（81.9％）に近づく導入状況を実現することができた。
　校務支援システムのサポートを行うことにより、進路指導の充実や教員の教材研究、
個別指導の充実が図られた。

平成28年度計画

事業名 活動内容

校務支援シ
ステムの整
備事業

　28年度に予定している校務支援サーバ更新事業に合わせ、
新進路相談支援システムの整備も行う。操作方法も新しくなる
ため、研修等を実施する。

校務支援システムの改修・開発及び導入推進等



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

71.3％
(25年3月)

76.0％
(26年3月)

75.4％
(27年3月)

→
81.9

（27年3月）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

平成27年度の取組改善案 反映状況

①平成26年度にシステムサーバOSのサポート終
了に伴い、別事業で校務支援システムを改修した
が、平成27年度は、改修後の同システムの操作性
等について検証を行う。

②小中の教員や自治体の情報教育担当者等に対
し、校務の情報化における情報の共有や公簿の電
子化によるメリット等を、研修会や講座で周知し推
進を図る。

③特別支援学校版校務支援システムについては、
関係機関による検討委員会を設置し、具体的なシ
ステムの機能等を検討していく。

①平成28年度の学校サーバ更新に向けて、26年
度に単位制･通信制の学校も利用できるよう大幅
改修を行い、27年度は年間を通じ５校の県立高校
において動作検証を実施し、184件の不具合を修
正することで、28年度の円滑な導入に備えること
ができた。

②市町村情報教育担当者連絡会議を開催し、主
に校務の情報化に関する講演を実施した。

③特別支援学校版校務支援システム導入に関す
る検討委員会を実施し、検討報告書を作成するこ
とができた。

　特別支援学校版校務支援システムの導入について検討を行い、導入する方向で今後詳細を
検討していくこととなっており、整備状況は改善していくと考える。

○内部要因
・全日制高等学校「進路相談支援システム」において、定時制課程及び通信制課程の機能を追加する
改修を平成26年度に行った。今年度は、課程の異なる５校で検証を実施し、28年度の本稼働へ備えて
いる。
・特別支援学校における校務支援システムとしての必要性を検討する委員会を実施した。その結果、
各生徒の健康状態や小中高を通した教育計画、地域の関係機関との連携などで活用できる、特別支
援学校の特性を踏まえた校務支援システムが必要であるとの報告書が作成され、28年度は予算化と
開発に向けての委員会開催が予定されている。
○外部環境の変化
・小学校版、中学校版の校務支援システムに関しては、設置者(市町村)が主体となって整備していくこ
とが原則であるため、今後、新たな開発・改修は行わない。しかし、県として教育の情報化を推進する
ために、市町村同士が互いに情報交換ができるような場を設定する必要がある。

・特別支援学校版校務支援システムについては、効果的なシステムの開発に向けて、関係機関と連携
を図ることが必要である。

・小中学校の校務支援システムの普及については、各市町村教育委員会の公簿の電子化への対応
が必要になるとともに、今後の全国的な動向について情報を提供する必要がある。

・特別支援学校版校務支援システムについては、関連部署担当者による意見を集約するため、検討委
員会を開催し、システムの具体的な機能等を検討していく。

・小中の教員や自治体の情報教育担当者等に対し、教育情報の共有や公簿の電子化によるメリット等
の情報交換の場を設定することで、校務の情報化における推進を図る。

・平成28年度に校務支援用サーバ更新に合わせ、改修した新進路相談支援システムの導入を行うとと
もに、その研修を行うことで、更なる校務の情報化を図る。

成果指標

―

参考データ 沖縄県の現状・推移

校務支援システムの整備状況



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

398

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

88.0%
整備率

89.3% 90.5% 91.8% 93.0%

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

56,826 52,521 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

86,220 県単等
教育情報化
推進事業

　県立学校77校に、1,027台のノートパソコンをリース契約（５
年）で整備を予定している。

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

順調

　当初、平成28年度までに93％の整備を目指していたが、平成27年で既に108.0％の整
備率を達成することができ、進捗状況に関しては順調である。
　県立学校にこれまで、5,057台の校務用コンピュータを整備することにより、教員の校務
の効率化による事務負担が軽減され、児童生徒に向き合う時間の確保につながり、教育
の質の改善が図られている。

平成28年度計画

事業名 活動内容

校務用コンピュータ整備率
91.8％
(27年)

108.0％
(27年)

事業名 活動内容

教育情報化
推進事業

　県立学校28校に、460台のノートパソコンをリー
ス契約（５年）で整備を行った。

活動指標名 計画値 実績値

取組内容
　校務の効率化、教材研究の充実を図るため、県立学校において教員１人１台の校務用
コンピュータが整備できるよう調整を行う。

年度別計画

担当部課 教育庁教育支援課

平成27年度実績

(施策の小項目) ○校務の効率化

主な取組 校務用コンピュータの整備

対応する
主な課題

○多様化・複雑化していく教育環境に対応するためには、優れた教職員の確保や資質
向上のほか、教師が子どもたちと向き合える時間を確保していくことが重要である。

「主な取組」検証票
施策展開 5-(3)-ウ 時代に対応する魅力ある学校づくりの推進

施策 ④教育指導体制の充実及び教育環境基盤の整備

校務用コンピュータの教員一人一台の整備



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

98.9％
(25年3月)

102.6％
(26年3月)

108.0％
(27年3月)

↗
113.9%
(27年3月)

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

　県立学校においては、平成24年度～26年度の３年間で、2,765台の校務用コンピュータを整備
することにより、教員１人１台の目標を達成した。また、平成21年度に整備したVista端末のサ
ポート終了に伴う1.472台の更新分として、27年度に460台の更新を済ませ、尚且つ28年度に、
1,027台(新規開校分15台含む)の整備を行うことで、教員１人１台の環境整備を維持することが
可能になる。

○内部要因
・平成21年度、県立学校へ校務用コンピュータとしてWindowsVista端末1,472台を整備しているが、
WindowsVista端末のサポート終了期間が平成29年４月に予定されており、そのコンピュータの更新整
備が必要である。
・県が校務用コンピュータを整備することにより、個人情報の安全管理、ウイルス対策等の情報セキュ
リティの確保につながる。

○外部環境の変化
・機器類の調達においては、為替変動も大きな外部要因となりうる。

・WindowsVista端末のサポート終了が平成29年４月に予定されており、平成28年度中に更新整備を済
ませることにより、情報セキュリティの確保が図られる。
・為替変動等の外部要因にも対応可能なものにするため、弾力的な予算確保が必要である。

・入札を行う前に、再度、予算範囲内での仕様・ボリュームであるかを確認し、入札不調とならないよう
に調整する必要がある。

・WindowsVista端末の校務用コンピュータの更新により、情報セキュリティを確保しつつ、教員１人１台
の整備を引き続き支援していく。

成果指標

―

参考データ 沖縄県の現状・推移

教員の校務用コンピュータ整備率

平成27年度の取組改善案 反映状況

①整備率100％を平成26年度で達成はしたが、平
成21年度に配布した校務用コンピュータ1,472台の
端末OSが29年４月にはサポート終了を迎えるた
め、半分の736台を平成27年度、残り半分の736台
を平成28年度に整備を行う。

②WindowsVista端末の校務用コンピュータの更新
により、情報セキュリティを確保しつつ、教員１人１
台の整備を引き続き支援していく。

①今年度、当初予定していた736台の調達には至
らず、460台は整備することができた。

②Vista端末の更新用端末として、平成27年度は
460台のWindows10端末を整備し、情報セキュリ
ティを確保した。28年度には、残り1,012台及び新
規開校３校分の15台を加えた、1,027台の整備を
行う。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

398

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

７６校
設置校数

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

― ― ―

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

― ―

施策 ④教育指導体制の充実及び教育環境基盤の整備

「主な取組」検証票
施策展開 5-(3)-ウ 時代に対応する魅力ある学校づくりの推進

平成27年度実績

(施策の小項目) ○校務の効率化

主な取組 校務の効率化に向けた学校運営体制の改善

対応する
主な課題

○多様化・複雑化していく教育環境に対応するためには、優れた教職員の確保や資質向
上のほか、教師が子どもたちと向き合える時間を確保していくことが重要である。

取組内容
　校務の効率化を図る負担軽減対策検討委員会を各県立学校に設置し、定時退校日、
ノー部活動日等の設定、会議の精選、校内組織のスリム化等、業務の簡素化に向けた
各学校の実情に応じた取組を推進する。

年度別計画

担当部課 教育庁学校人事課

事業名 活動内容

―

　各県立学校７５校において、負担軽減対策検討
委員会等を設置し、定時退校日、ノー部活動日等
の設定、会議の精選、校内組織のスリム化等を推
進し、各学校の実情に応じた取組を行った。

活動指標名 計画値 実績値

事業名 活動内容

設置校数
７６校
(27年）

７５校
(27年）

推進状況 進捗状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

順調

・活動指標の負担軽減対策検討委員会の設置は、平成２７年度の計画値７６校に対し、
実績値７５校である。県立学校７５校すべてに設置されているので推進状況は順調であ
る（計画値７６校のうち１校は分校）。
・各学校設置の負担軽減対策検討委員会等では、定時退校日、ノー部活動日等の設
定、会議の精選、校内組織のスリム化等、各学校の実情に応じた取組が行われた。
・これらの取組によって、業務量が多いと思う教職員の割合は、平成２０年度６９．５％の
調査開始から、平成２４年度５２．８％、平成２５年度５１．２％、平成２６年度５１．４％、平
成２７年度５１．６％と減少している。

平成28年度計画

―

　平成２７年度に引き続き、各県立学校において負担軽減対策
検討委員会等を設置し、定時退校日、ノー部活動日等の設定、
会議の精選、校内組織のスリム化等を更に推進し、各学校の
実情に応じた継続的な取組を行う。

負担軽減対策検討委員会を各学校に設置し、業務の簡素化に
向けた取り組みを推進



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

71.2%
(H25年度)

70.5%
(H26年度)

70.3%
(H27年度)

→ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

平成27年度の取組改善案 反映状況

①負担軽減対策検討委員会等を活性化し、各学校
の多忙化解消の取組内容の共有等をこれまで以
上に行い、実情に応じた校務の効率化を図り、教
職員の負担感を軽減していく。
②沖縄県公立小中学校校務改善検討委員会によ
る提言を周知させる。
③小中学校服務・健康管理担当者会議を定期的
に開催する（年６回程度）。
④勤務状況実態調査の実施と結果の検証を行う。
⑤研修会や面談等で教職員の勤務状況の実態や
多忙化解消に向けた取組について取り扱い、校務
の効率化に向けて周知を徹底していく。
⑥教育委員会においても、調査依頼や報告等の見
直し、文書の簡素化・様式化、電子メールの活用、
研修会の見直し等の取り組みを継続して行ってい
く。

①負担軽減対策検討委員会等を活性化し、定時
退校日、ノー部活動日等の設定、会議の精選、校
内組織のスリム化等、各学校の実情に応じた校務
の効率化を図り、教職員の負担軽減を推進した。
②沖縄県公立小中学校校務改善検討委員会によ
る提言を通知し周知させ、会議や学校行事の精選
等を行った。
③担当者会議を６回（6,7,9,10,11,11月）開催し、事
例等の情報交換を行い、服務管理の徹底と健康
管理を推進した。
④勤務状況実態調査を実施し、結果や概要を各
学校へ報告した。取組内容等の検証を行った。
⑤学校訪問や研修会、面談等で教職員の校務の
効率化に向けた取組を行うよう推進した。
⑥各学校に向けた調査依頼や報告等の見直し、
文書の簡素化・様式化、電子メールの活用、研修
会の見直し等の取組を継続して行った。教職員の
業務の効率化に向けて教育委員会内に沖縄県教
職員業務改善推進委員会を設置した。

成果指標

―

参考データ 沖縄県の現状・推移

「教職員の業務の効率化に関する実
態調査」勤務時間外業務時間(平日１
日平均１時間以上超勤したものの割
合)

　各学校において、学校の実情に応じた教職員の負担軽減の取組が行われており、教職員の
業務時間等は以前と比較して減少傾向にある。調査によると、一日平均の超勤時間が１時間以
上であった教職員の割合は平成２０年度７６．０％から比べると、平成２５年度７１．２％、平成２
６年度７０．５％、平成２７年度７０．３％と改善されてきている。業務の効率化については、各学
校に対して通知等により意識喚起を行い、取組を継続している。

○内部要因
・各学校の実情等相違があるため県全体としての統一的な取組が難しい状況である。
・各学校の実効性のある継続的な対応が求められる。

○外部環境の変化
・教職員自ら業務の見直しを行い協力体制や校務合理化に努めることが必要である。



様式１（主な取組）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）
　教員が子供と向き合える時間を確保し、教員一人一人が持っている力を高め、発揮できる環境を整
えていくため、教育委員会における学校現場の業務改善に向けた支援を検討するために設置した沖
縄県教職員業務改善推進委員会で、これまでの取組内容や課題等の共有を行い、これからの改善策
等を検討する。
　教職員の業務改善に向けた連携体制を教育委員会内に構築し、業務改善に向けた取組内容を各学
校と県教育委員会に対して提言等を行い、県立学校及び市町村立学校の業務の効率化や見直し等を
更に支援していく。

・各学校の負担軽減対策検討委員会や、他県での多忙化解消の取組内容の共有等をこれまで以上に
行い、業務の効率化を図るために、各学校に対する意識喚起を継続して行い、学校の実情等に合わ
せた実効性のある業務の効率化の取組を継続させるとともに教職員自らも業務の見直しを行い、協力
体制や校務合理化に努めることが必要である。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

399

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

44,849㎡
改築面積

52,000㎡

→
県

市町村

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

6,011,279
(繰越

1,246,464)

6,011,279
(繰越

1,246,464)

一括交付
金

（ハード）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

5,951,381
(繰越

1,886,579)

一括交付
金

（ハード）

施策 ④教育指導体制の充実及び教育環境基盤の整備

「主な取組」検証票
施策展開 5ｰ(3)-ウ 時代に対応する魅力ある学校づくりの推進

平成27年度実績

(施策の小項目) ○公立学校施設整備

主な取組 公立小中学校施設整備事業

対応する
主な課題

○本県は、復帰後集中的に学校施設を整備したことにより耐震基準を満たしていない教
育施設が多く、加えて、復帰当時の建築資材不足に伴い施設整備に塩分含有量の高い
海砂が使用された経緯や、沖縄特有の潮風による塩害や紫外線照射等により、経年劣
化の進行が著しいことから、早急に改築・改修等を推進する必要がある。

取組内容
　公立小中学校施設の耐震化を推進するため、設置主体の市町村と連携して旧耐震基
準で建設された老朽校舎の解消及び施設環境の向上を図る。

年度別計画

担当部課

事業名 活動内容

公立学校施
設整備事業

　市町村が交付申請した文部科学省施設整備事
業に対し学校施設の改築・改修費等の交付を行っ
た。（改築等14校、9市町村）

活動指標名 計画値 実績値

事業名 活動内容

改築面積
52,000㎡
（27年度）

54,274㎡
（27年度）

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

順調
　改築面積は、計画値52,000㎡に対し、実績値54,274㎡となっており、順調である。老朽
校舎の改築により、施設の安全性の向上が図られた。

平成28年度計画

公立学校施
設整備事業

　市町村が交付申請した文部科学省施設整備事業に対し学校
施設の改築・改修費等の交付を行う。（改築等8校、7市町村）

老朽化した小中学校施設の改築促進

教育庁 施設課



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

－ － － － －

傾向 全国の現状

82.1％
（25年度）

85.8％
（26年度）

87.9％
（27年度）

↗
95.1％
（27年）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

平成27年度の取組改善案 反映状況

①引き続き、公立学校施設の設置者である市町村
教育委員会に施設整備にかかる事業の前倒しを
研修会や通知等により市町村へ働きかけ、公立学
校施設整備所要額をとりまとめ、市町村教育委員
会と連携して、必要な予算確保及び補助単価の引
き上げ等について、県関係部局及び国に働きかけ
て、老朽校舎の解消を図る。

②予算繰越について事業主体である市町村教育
委員会において、執行体制が厳しい状況にあるこ
とから、更なる早期執行と執行体制の強化を市町
村施設関係研修会を通して改築の円滑な進捗を
要請し働きかける。

①公立学校施設担当研修会を２回開催し、ヒアリ
ングや通知等により、耐震化の促進や、予算の早
期執行、及び体制強化について働きかけた。

②概算要求額に基づき、国に対し要請活動を行
い、市町村要望額の確保を行った。

成果指標

－

参考データ 沖縄県の現状・推移

公立学校耐震化率

　公立学校の耐震化率は基準値に比べ5.9%改善したものの依然として全国平均を下回って全
国４５位であった。成果指標の達成に向け、各市町村教育委員会の公立学校施設整備要望額
をとりまとめ、所要額の確保に向けて県関係部局及び国と調整を行っている。

○内部要因
・施設整備にかかる事業の前倒しを研修会や通知等により市町村へ働きかけているところだが、市町
村教育委員会の財政が厳しく、毎年度の市町村予算の確保が厳しい状況の中で、公立学校施設の改
築・改修をどれだけ効率良く事業を行うことができるか等の課題がある。

○外部環境の変化
・改築にかかる公立学校施設の建築年数（３５年以上と３５年未満）で沖縄振興公共投資交付金と学校
施設環境改善交付金に分かれるため、毎年の必要な事業量の仕分けによる変動に対して柔軟な予算
対応が厳しい状況にあり、関係部局を通して国と調整を行う必要がある。

・公立学校施設の老朽校舎の改築に加えて、耐震補強等の改修を図る等、今後の事業実施に際し
て、事業主体である市町村教育委員会と連携し、積極的に対応する必要がある。

・予算繰越について事業主体である市町村教育委員会において、執行体制が厳しい状況にあることか
ら、更なる執行体制の強化が重要となる。

①引き続き、市町村教育委員会に対し、施設整備事業の前倒しを研修会やヒアリング及び通知等によ
り働きかけ、学校施設整備に係る所要額をとりまとめ、必要な予算確保や補助単価の引き上げ等につ
いて、県関係部局及び国に働きかけ、老朽校舎の解消を図る。

②予算繰越について、事業主体である市町村教育委員会に対し、研修会やヒアリング等の中で、更な
る早期執行や、執行体制の強化を促進し、改築事業等の円滑な実施を働きかける。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

399

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

17,688㎡
改築面積

21,211㎡

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

5,565,974
(2,213,073)

3,062,406
(1,479,241)

一括交付
金

（ハード）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

4,671,757
(1,728,618)

一括交付
金

（ハード）

施策 ④教育指導体制の充実及び教育環境基盤の整備

「主な取組」検証票
施策展開 5-(3)-ウ 時代に対応する魅力ある学校づくりの推進

平成27年度実績

(施策の小項目) ○公立学校施設整備

主な取組 高等学校施設整備事業

対応する
主な課題

○本県は、復帰後集中的に学校施設を整備したことにより耐震基準を満たしていない教
育施設が多く、加えて、復帰当時の建築資材不足に伴い施設整備に塩分含有量の高い
海砂が使用された経緯や、沖縄特有の潮風による塩害や紫外線照射等により、経年劣
化の進行が著しいことから、早急に改築・改修等を推進する必要がある。

取組内容 　老朽化した高等学校施設の改築を推進し、安心して学習できる環境の整備に努める。

年度別計画

担当部課 教育庁施設課

事業名 活動内容

学校建設費
　老朽化した高等学校施設の改築について、計画
値21,211㎡に対し、実績値9,267㎡の改築を行っ
た。

活動指標名 計画値 実績値

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

大幅遅れ
　改築面積は、計画値21,211㎡に対し、事業実施年度を変更した箇所があったことや、繰
越等によって実績値は9,267㎡と大幅遅れとなったが、老朽校舎の改築により、施設の安
全性の向上が図られた。

平成28年度計画

改築面積
21,211㎡

（平成27年度）
9,267㎡

（平成27年度）

事業名 活動内容

学校建設費 　老朽化した高等学校施設(9,382㎡)の改築を行う。

老朽化した高等学校施設の改築促進



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

－ － － － －

傾向 全国の現状

91.4％
（25年度）

94.4％
（26年度）

96.2％
（27年度）

↗
93.7％
（27年度）

82.1％
（25年度）

85.8％
（26年度）

87.9％
（27年度）

↗
95.1％
（27年度）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

公立学校耐震化率

　公立学校耐震化率は、小中学校の耐震化の遅れにより全国平均を下回る耐震化率となって
いるが、公立高等学校の耐震化率は、全国平均93.7％に対し、96.2％となっている。

○内部要因
・学校関係者等の要望の整理や関係者との調整に時間を要する。

○外部環境の変化
・資材費や労務単価の高騰

・事業地区や事業規模による入札不調、不落の増

・関係機関との更なる連携の強化
・入札不調、不落の原因としては、技術者の数が少ないことや、県の予定価格と企業の積算価格との
間に乖離があると考えられる。

・関係機関と連携を密に取ることで、課題の早期対応を目指し、事業推進についてより一層の円滑化
を図る。
・入札不調、不落の対策としては、案件によっては、当初から一般競争入札での発注を行うなどで対応
する。

平成27年度の取組改善案 反映状況

①事前の意見集約はもちろん、意見集約後、設
計、工事においても、必要に応じて調整・連携を密
に取り、想定外の遅れを最小限にする。

①意見集約後においても、必要に応じて調整・連
携を密に取り、事業の進捗管理に努めた。

成果指標

－

参考データ 沖縄県の現状・推移

公立高等学校の耐震化率



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

399

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

8,899㎡
改築面積

2,518㎡

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

－ － ―

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

－ ―

施策 ④教育指導体制の充実及び教育環境基盤の整備

「主な取組」検証票
施策展開 5-(3)-ウ 時代に対応する魅力ある学校づくりの推進

平成27年度実績

(施策の小項目) ○公立学校施設整備

主な取組 特別支援学校施設整備事業

対応する
主な課題

○本県は、復帰後集中的に学校施設を整備したことにより耐震基準を満たしていない教
育施設が多く、加えて、復帰当時の建築資材不足に伴い施設整備に塩分含有量の高い
海砂が使用された経緯や、沖縄特有の潮風による塩害や紫外線照射等により、経年劣
化の進行が著しいことから、早急に改築・改修等を推進する必要がある。

取組内容
　老朽化した特別支援学校施設の改築を推進し、安心して学習できる環境の整備に努め
る。

年度別計画

担当部課 教育庁施設課

事業名 活動内容

－ －

活動指標名 計画値 実績値

事業名 活動内容

改築面積
2,518㎡
(27年度）

－

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

順調
　平成27年度の計画値は2,518㎡となっているが、特別支援学校の耐震化率はH26年度
に100％となっており、耐震化された老朽建物も含めて平成30年度までは改築を行わな
い予定。（改修建物について、改修後一定期間改築を行わないため。）

平成28年度計画

－ －

老朽化した特別支援学校施設の改築促進



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

－ － － － －

傾向 全国の現状

91.4％
（25年度）

94.4％
（26年度）

96.2％
（27年度）

↗
93.7％
（27年度）

91.7％
（25年度）

100％
（26年度）

100％
（27年度）

↗
98.1％
（27年度）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

　特別支援学校の耐震化率は、全国平均98.1％に対し、100％となっている。

○内部要因
・特別支援学校の耐震化率は、H26年度に100％となっている。

○外部環境の変化

・特別支援学校の耐震化率は、H26年度に100％となっている。

・特別支援学校の耐震化率は、H26年度に100％となっている。

平成27年度の取組改善案 反映状況

・平成31年度実施の改築について、遅れが生じな
いように平成29年度から学校側の意見集約を行
い、平成30年度に前年度設計を行う。

・今後改築の必要が生じる老朽建物について、平
成30年度以降に対応する予定。

成果指標

－

参考データ 沖縄県の現状・推移

公立高等学校の耐震化率

特別支援学校の耐震化率



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

399

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

32,800㎡
対策面積

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

524,701 524,357
一括交付
金

（ソフト）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

468,150
一括交付
金

（ソフト）

施策 ④教育指導体制の充実及び教育環境基盤の整備

「主な取組」検証票
施策展開 5-（3）-ウ 時代に対応する魅力ある学校づくりの推進

平成27年度実績

(施策の小項目) ○県立学校塩害防止・長寿命化事業

主な取組 高等学校施設塩害防止・長寿命化事業

対応する
主な課題

○本県は、復帰後集中的に学校施設を整備したことにより耐震基準を満たしていない教
育施設が多く、加えて、復帰当時の建築資材不足に伴い施設整備に塩分含有量の高い
海砂が使用された経緯や、沖縄特有の潮風による塩害や紫外線照射等により、経年劣
化の進行が著しいことから、早急に改築・改修等を推進する必要がある。

取組内容
安全で環境に配慮した教育基盤を整備するため、高等学校施設の塗装改修及び屋根防
水改修を計画的に実施することにより、安全な教育基盤の確保並びに施設の長寿命化
を図る。

年度別計画

担当部課 教育庁施設課

事業名 活動内容

高等学校施
設塩害防
止・長寿命
化事業

高等学校施設35,858㎡に外壁の塗装改修、屋根
の防水工事を実施した。

活動指標名 計画値 実績値

事業名 活動内容

対策面積
32,800㎡

（平成27年度）
35,858㎡

（平成27年度）

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

順調
平成27年度における活動指標の対策面積は、計画値32,800㎡に対し、実績値35,858㎡
となり、工事実施した施設に関しては、常に安全な学校施設等が維持されるとともに、耐
用年数を延ばすことができ、長期的なコスト縮減に寄与できた。

平成28年度計画

高等学校施
設塩害防
止・長寿命
化事業

高等学校施設32,800㎡に外壁の塗装改修、屋根の防水工事を
実施する。

高等学校施設の塗装改修・屋根防水改修の実施



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

平成27年度の取組改善案 反映状況

関係各課及び学校と調整し、工期が重ならないよ
うに対象施設を選定し、工事を円滑に実施できる
体制とする。

関係各課及び学校と調整し、工期が重ならないよ
うに対象施設を選定し、工事を円滑に実施でき
た。

成果指標

―

参考データ 沖縄県の現状・推移

―

塩害防止・長寿命化事業により、常に安全な学校施設等が維持されるとともに、耐用年数を延
ばすことができ、長期的なコスト縮減に寄与できたが、工事中の騒音や生徒の移動動線に影響
があるため、騒音の発生する工事や生徒の移動に支障が出る場所の工事作業等を考慮し、学
校の長期休暇中に工事を完了させるため、発注時期の調整を実施し学校運営に支障がないよ
う進めている。

○内部要因
・工事の中で施工数量調査を実施するが、建築時の施工不良箇所が見つかり、当初予定していなかっ
た躯体補修を実施することとなった。

・工事の発注時期が遅かったため、学校との調整が多くなり、工程が長くなった。　また、騒音が発生す
る工事や生徒の移動に支障がでる場所など、学校の長期休暇中でないと工事が実施出来ない箇所が
発生した。

○外部環境の変化
・人件費の増加により、当初予定していた予算を超えてしまったため、工事発注を延期する箇所が発
生した。

・発注前に現場確認を行い、目視にて可能な限り建物の状態を把握しておく必要がある。

・工事の発注時期が遅かったために、学校運営に支障が発生した。また、発注時期の遅れにより工事
の作業工程の調整や学校との調整が必要となったため、工事の発注時期を調整する必要がある。

・発注前に現場確認を行い、目視にて可能な限り建物の状態を把握しておくことで工事を円滑に進捗
出来る体制とする。

・学校運営に支障をきたさないように、前年度に次年度工事分の設計を実施し、各学校と日程調整を
行い、工事を発注できるような体制とする。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

399

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

3,300㎡
対策面積

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

55,994 52,031
一括交付
金

（ソフト）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

46,550
一括交付
金

（ソフト）

特別支援学
校塩害防
止・長寿命
化事業

特別支援学校施設3,300㎡に外壁の塗装改修、屋根の防水工
事を実施する。

事業名 活動内容

対策面積
3,300㎡

（平成27年度）
3,455㎡

（平成27年度）

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

順調
平成27年度における活動指標の対策面積は、計画値3,300㎡に対し、実績3,455㎡とな
り、工事実施した施設に関しては、常に安全な学校施設等が維持されるとともに、耐用年
数を延ばすことができ、長期的なコスト縮減に寄与できた。

平成28年度計画

事業名 活動内容

特別支援学
校塩害防
止・長寿命
化事業

特別支援学校施設3,455㎡に外壁の塗装改修、屋
根の防水工事を実施した。

活動指標名 計画値 実績値

平成27年度実績

(施策の小項目) ○県立学校施設塩害防止・長寿命化事業

主な取組 特別支援学校施設塩害防止･長寿命化事業

対応する
主な課題

○本県は、復帰後集中的に学校施設を整備したことにより耐震基準を満たしていない教
育施設が多く、加えて、復帰当時の建築資材不足に伴い施設整備に塩分含有量の高い
海砂が使用された経緯や、沖縄特有の潮風による塩害や紫外線照射等により、経年劣
化の進行が著しいことから、早急に改築・改修等を推進する必要がある

取組内容
　安全で環境に配慮した教育基盤を整備するため、特別支援学校施設の塗装改修及び
屋根防水改修を計画的に実施することにより、安全な教育基盤の確保並びに施設の長
寿命化を図る。

年度別計画

担当部課 教育庁施設課

施策 ④教育指導体制の充実及び教育環境基盤の整備

「主な取組」検証票
施策展開 5-（3）-ウ 時代に対応する魅力ある学校づくりの推進



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

塩害防止・長寿命化事業により、常に安全な学校施設等が維持されるとともに、耐用年数を延
ばすことができ、長期的なコスト縮減に寄与できたが、工事中の騒音や生徒の移動動線に影響
があるため、騒音の発生する工事や生徒の移動に支障が出る場所の工事作業等を考慮し、学
校の長期休暇中に工事を完了させるため、発注時期の調整を実施し学校運営に支障がないよ
う進めている。

○内部要因
・工事の中で施工数量調査を実施するが、建築時の施工不良箇所が見つかり、当初予定していなかっ
た躯体補修を実施することとなった。

・工事の発注時期が遅かったため、学校との調整が多くなり、工程が長くなった。　また、騒音が発生す
る工事や生徒の移動に支障がでる場所など、学校の長期休暇中でないと工事が実施出来ない箇所が
発生した。

○外部環境の変化
・人件費の増加により、当初予定していた予算を超えてしまったため、工事発注を延期する箇所が発
生した。

・発注前に現場確認を行い、目視にて可能な限り建物の状態を把握しておく必要がある。

・工事の発注時期が遅かったために、学校運営に支障が発生した。また、発注時期の遅れにより工事
の作業工程の調整や学校との調整が必要となったため、工事の発注時期を調整する必要がある。

・発注前に現場確認を行い、目視にて可能な限り建物の状態を把握しておくことで工事を円滑に進捗
出来る体制とする。

・学校運営に支障をきたさないように、前年度に次年度工事分の設計を実施し、各学校と日程調整を
行い、工事を発注できるような体制とする。

平成27年度の取組改善案 反映状況

関係各課及び学校と調整し、工期が重ならないよ
うに対象施設を選定し、工事を円滑に実施できる
体制とする。

―

関係各課及び学校と調整し、工期が重ならないよ
うに対象施設を選定し、工事を円滑に実施でき
た。

成果指標

―

参考データ 沖縄県の現状・推移



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

399

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
6校
太陽光整備
導入校数
8校
省エネ設備
導入校数

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

－ － ―

施策 ④教育指導体制の充実及び教育環境基盤の整備

「主な取組」検証票
施策展開 5-(3)-ウ 時代に対応する魅力ある学校づくりの推進

平成27年度実績

(施策の小項目) ○再生可能エネルギーの導入

主な取組 県立学校再生可能エネルギー導入事業

対応する
主な課題

　本県は、復帰後集中的に学校施設を整備したことにより耐震基準を満たしていない教
育施設が多く、加えて、復帰当時の建築資材不足に伴い施設整備に塩分含有量の高い
海砂が使用された経緯や、沖縄特有の潮風による塩害や紫外線照射等により、経年劣
化の進行が著しいことから、早急に改装・改修等を推進する必要がある。

取組内容
　県立学校に、比較的大規模な太陽光等再生可能エネルギーの導入、校舎等の高効率
化（ＬＥＤ）等を行い、地球温暖化対策の推進、環境教育の充実を図る。

年度別計画

担当部課 教育庁施設課

事業名 活動内容

県立学校再
生可能エネ
ルギー導入

事業

平成26年度に、電力会社の接続可能量限界超過
の恐れから、太陽光発電設備の接続申込につい
て回答が保留される事態が生じたことから、平成
27年度は事業を休止した。但し、省エネ設備につ
いては、他事業（屋内運動場等照明施設更新工
事）により整備している。

活動指標名 計画値 実績値

太陽光整備校数 6校 0校

省エネ設備整備校数 8校 28校

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

順調

　本事業を休止しているため、平成27年度は太陽光発電の整備は行っていない。但し、
省エネ設備については、他事業（屋内運動場等照明施設更新工事）により整備しており、
県立学校60校（高校50校、特支10校）が対象となっている。その内、県立学校28校につ
いては整備済であり、残りの32校についても平成28年度中に整備が完了する見込みと
なっている。

県立学校への太陽光パネル整備及び省エネ設備導入



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

－ ―

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

600 kW
[750kW]

（平成25年度）

600 kW
[750kW]

（平成26年度）

600 kW
[750kW]

（平成27年度）
→ ―

8校
[8校]

（平成25年度）

8校
[8校]

（平成26年度）

8校
[36校]

（平成27年度）
→ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

本事業による県立学校省エネ設備導入校
[他事業を含む県立学校省エネ設備導入

校]

事業名 活動内容

平成28年度計画

－

　平成26年度に、電力会社の接続可能量限界超過の恐れから、
太陽光発電設備の接続申込について回答が保留される事態が生
じたことから、平成27年度に引き続き、平成28年度も休止する。省
エネ設備については、32校に整備を完了する。

平成27年度の取組改善案 反映状況

①再生可能エネルギー固定価格買取制度の見直
しにより、無期限・無補償の出力抑制がかけられる
可能性があるため、実際の抑制状況を見極めた上
で計画を進める。

②省エネ設備については他事業により進める。

①省令改正等に伴う太陽光発電出力制御システ
ムの導入等、再生可能エネルギー固定価格制度
の見直しは依然不透明であり、引き続き当該事業
の効果を検討していくこととした。
②省エネ設備は、高等学校施設耐震対策事業及
び特別支援学校施設耐震対策事業で実施した。

成果指標

―

参考データ 沖縄県の現状・推移

本事業による県立学校太陽光導入量
[他事業を含む県立学校太陽光導入量]

　平成26年度から本事業を休止しているために、県立学校太陽光導入量については変動がな
い。
　省エネ設備については、他事業（屋内運動場等照明施設更新工事）により、県立学校28校に
おいて省エネ設備の導入が完了している。

○内部要因

○外部環境の変化
　電力会社の接続受入は再開しているが、無期限・無補償の出力抑制がなされる可能性があり、今後
の見通しが不明であるため、動向を注視していく。

　太陽光発電については、導入した場合に十分な効果が得られるか不透明な状況に変化は無いた
め、事業を進捗できない状態である。
　省エネ設備については他事業により進める。

　再生可能エネルギー固定価格買取制度の運用状況を引き続き注視していく。省エネ設備について
は、他事業により実施し、校舎等の効率化を図っていく。


