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地方教育委員会調査・学校調査（令和３年５月１日）  

 

（ 概   要 ） 

図１－１ 幼稚園・小・中・高等学校 幼児・児童・生徒数の推移 ---------------------------------------------------- 2 

図１－２ 特別支援学校 幼児・児童・生徒数の推移 --------------------------------------------------------------------- 3 

図２   年度別入学者・入園者数の推移 ----------------------------------------------------------------------------------- 3 

図３   中学校卒業者の進路状況 -----------------------------------------------------------------------------------------  4 

図４   中学校卒業者の進学率・就職率の推移 -------------------------------------------------------------------------- 4 

図５   高等学校卒業後の進路状況 ----------------------------------------------------------------------------------- 5 

図６   高等学校卒業者の大学等進学率・就職率の推移 --------------------------------------------------------- 5 

図７   高等学校卒業者の専修学校・公共職業能力開発施設 

                               入学者（合計数）及び入学率の推移 ---------------------------------  5 

図８   特別支援学級の児童・生徒数の推移 ------------------------------------------------------------------------ 6 

図９   特別支援学級の児童・生徒数の障がい別内訳 ------------------------------------------------------------ 6 

 

  （ 統 計 表 ） 

表１   年度別学校数（国・公・私立） --------------------------------------------------------------------------------- 7 

表２   年度別幼児・児童・生徒数（国・公・私立） --------------------------------------------------------------- 8 

表３   年度別入学者数（国・公・私立） ------------------------------------------------------------------------------ 9 

表４   年度別学年別児童・生徒数（国・公・私立） ---------------------------------------------------------------- 10 

表５   中学校卒業者の進路状況の推移（国・公・私立） ------------------------------------------------------------- 11 

表６   中学校卒業者の高等学校等進学率・就職率の推移（国・公・私立） --------------------------------- 11 

表７   高等学校卒業者の進路状況の推移（公・私立）（全日・定時制） -------------------------------------- 12 

表８   高等学校卒業者の学科別進路状況（公・私立）（全日・定時制） ----------------------------------- 12 

表９   高等学校卒業者の進学率・就職率の推移（国・公・私立）（全日・定時制） -------------------- 12 

表１０  特別支援学校の学校数・学級数・幼児・児童・生徒数の推移（公立） ----------------------------- 13 

表１１  特別支援学級の障がい別学級数及び児童・生徒数（公立） ------------------------------------------ 14 

表１２  特別支援学級の障がい別学級数及び児童・生徒数の推移（公立） --------------------------------- 15 

 

 

人事給与統計調査（令和３年４月１日） 

 

（ 概  要 ） 

図１     教職員数の推移 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

図２   教職員の男女別人員構成 ----------------------------------------------------------------------------------------- 17 



図３   教職員の学歴別人員構成 ----------------------------------------------------------------------------------------- 18 

図４   年齢別人員構成の推移（総計） -------------------------------------------------------------------------------- 18 

図５   年齢別人員構成の推移 -------------------------------------------------------------------------------------------- 19 

図６   学校種別人員構成 ------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 21 

図７   教職員の市郡別・年代別・男女別構成 ----------------------------------------------------------------------- 24 

 

（ 統 計 表 ） 

表１   教職員数の推移 --------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 26 

表２   教職員の級別・学歴別人員 --------------------------------------------------------------------------------------- 26 

表３   教職員の学歴別・男女別人員 ------------------------------------------------------------------------------------ 26 

表４   教職員の学歴別・年齢別平均給料 ------------------------------------------------------------------------------ 27 

表５   教職員の学歴別・経験年数別平均給料 ------------------------------------------------------------------------ 29 

表６   教職員の市郡別・年代別・男女別構成表（小・中学校別） ----------------------------------------------- 31 

 

 

教育行政調査（地方教育委員会調査・学校調査）（令和３年５月１日） 

 

 （ 概  要 ） 

表１   人口規模別・組織別教育委員会数 ------------------------------------------------------------------------------ 32 

図１   教育委員の報酬金額別構成 -------------------------------------------------------------------------------------- 33 

図２   教育長の直前歴別構成 -------------------------------------------------------------------------------------------- 33 

図３   教育長の給与月額別構成 ----------------------------------------------------------------------------------------- 33 

表２   事務局職員数（本務者） ----------------------------------------------------------------------------------------- 34 

表３   １教育委員会当たり職員数 -------------------------------------------------------------------------------------- 34 

表４   社会教育主事の配置状況 ----------------------------------------------------------------------------------------- 34 

 

（ 統 計 表 ） 

表１   教育委員報酬（日額）別委員会数 ----------------------------------------------------------------------------- 35 

表２   教育委員報酬（月額）別委員会数 ----------------------------------------------------------------------------- 35 

表３   教育委員報酬（年額）別委員会数 ----------------------------------------------------------------------------- 35 

表４   教育長の直前歴別人数 --------------------------------------------------------------------------------------- ----- 36 

表５   教育長の給与（月額）別人数 ----------------------------------------------------------------------------------- 36 

表６  事務局職員数の推移 --------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 37 

表７  事務局職員構成比の推移 -------------------------------------------------------------------------------------------- 37 

 

 

 

 



教育費調査（地方教育費調査）（令和２会計年度） 

 

 （ 概  要 ） 

図１   教育費総額の推移（教育分野別） -------------------------------------------------------------------------- 41 

図２   教育費総額の教育分野別構成 -------------------------------------------------------------------------------- 41 

図３   教育分野別教育費の推移 -------------------------------------------------------------------------------------- 41 

図４   財源別構成の推移 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 42 

図５   学校教育費の学校種別構成 ----------------------------------------------------------------------------------- 42 

図６   学校種別教育費の推移 --------------------------------------------------------------------------------------- -- 43 

図７   学校種別財源別教育費 ----------------------------------------------------------------------------------------- 43 

図８   学校教育費の支出項目別構成 -------------------------------------------------------------------------------- 44 

図９   学校種別支出項目別学校教育費 ----------------------------------------------------------------------------- 44 

図１０  社会教育費の分野別構成 -------------------------------------------------------------------------------------- 45 

図１１  分野別社会教育費の財源別・使途別構成 ----------------------------------------------------------------- 45 

図１２  教育行政費の財源別構成 -------------------------------------------------------------------------------------- 46 

図１３  教育行政費の使途別構成 -------------------------------------------------------------------------------------- 46 

図１４   県民一人当たり教育費 ----------------------------------------------------------------------------------------- 47 

図１５  児童生徒一人当たり学校教育費 ----------------------------------------------------------------------------- 47 

図１６  県民一人当たり社会教育費 ----------------------------------------------------------------------------------- 48 

 

（ 統 計 表 ） 

表１   教育費総額（教育分野別・財源別） ----------------------------------------------------------------------- 49 

表２   教育費総額（教育分野別・支出項目別） ----------------------------------------------------------------- 50 

表３   学校教育費（支出項目別・学校種別） -------------------------------------------------------------------- 51 

表４   学校教育費（支出項目別・財源別） ----------------------------------------------------------------------- 52 

表５   市町村立 幼稚園教育費（支出項目別・財源別） ----------------------------------------------------- 53 

表６   市町村立 小学校教育費（支出項目別・財源別） ----------------------------------------------------- 54 

表７   県立 中学校教育費（支出項目別・財源別） ----------------------------------------------------------- 55 

表８   市町村立 中学校教育費（支出項目別・財源別） ----------------------------------------------------- 56 

表９   県立 特別支援学校教育費（支出項目別・財源別） -------------------------------------------------- 57 

表１０  市町村立 特別支援学校教育費（支出項目別・財源別） -------------------------------------------- 58 

表１１  県立 全日制高等学校教育費（支出項目別・財源別） ----------------------------------------------- 59 

表１２  市町村立 全日制高等学校教育費（支出項目別・財源別） ----------------------------------------- 60 

表１３  県立 定時制高等学校教育費（支出項目別・財源別） ----------------------------------------------- 61 

表１４  市町村立 定時制高等学校教育費（支出項目別・財源別） ----------------------------------------- 62 

表１５  県立 通信制高等学校教育費（支出項目別・財源別） ----------------------------------------------- 63 

表１６  県立 中等教育学校教育費（支出項目別・財源別） -------------------------------------------------- 64 

表１７  市町村立 専修学校教育費（支出項目別・財源別） -------------------------------------------------- 65 



表１８  市町村立 各種学校教育費（支出項目別・財源別） -------------------------------------------------- 66 

表１９  市町村立 幼保連携型認定こども園教育費（支出項目別・財源別） ----------------------------- 67 

表２０  市町村立 義務教育学校費（支出項目別・財源別） -------------------------------------------------- 68 

表２１  社会教育費・教育行政費 県教育委員会（支出項目別・財源別） -------------------------------- 69 

表２２  社会教育費・教育行政費 市町村教育委員会（支出項目別・財源別） -------------------------- 70 

表２３  社会教育費（社会教育分野別・財源別） --------------------------------------------------------------  71 

表２４  社会教育費（社会教育分野別・支出項目別） ----------------------------------------------------------- 72 

表２５  教育行政費（財源別） ----------------------------------------------------------------------------------------- 72 

表２６  教育行政費（支出項目別） ----------------------------------------------------------------------------------- 72 

表２７  児童生徒（人口）一人当たり教育費（教育分野別・支出項目別） -------------------------------- 73 

表２８  児童生徒（人口）一人当たり教育費（教育分野別・財源別） ------------------------------------ 74 

表２９  教育費総額の推移（教育分野別） ----------------------------------------------------------------------- 75 

表３０  県民所得に対する教育費の比率  ------------------------------------------------------------------------ 75 

表３１  教育費総額の推移（財源別）  --------------------------------------------------------------------------- 76 

表３２  学校教育費の推移（学校種別） ------------------------------------------------------------------------------ 76 

表３３  児童生徒（人口）一人当たり教育費の推移 ------------------------------------------------------------ 77 

表３４  教育に係る収入調査 県教育委員会 ---------------------------------------------------------------------  78 

表３５  教育に係る収入調査 市町村教育委員会 --------------------------------------------------------------- 79 

表３６  教育費における基準財政需要額に対する実支出額の比率（県：含建築費) ---------------------- 80 

表３７    教育費における基準財政需要額に対する実支出額の比率（県：除建築費） ---------------------- 81 

表３８    教育費における基準財政需要額に対する実支出額の比率（市町村：含建築費） ---------------- 82 

表３９    教育費における基準財政需要額に対する実支出額の比率（市町村：除建築費） ---------------- 83 

 

（注）表中の数値で表示単位未満を四捨五入したものについては、 

                      その内訳と総計が一致しない場合がある。 


