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徳島県教育委員会

ま え が き

時代や社会の変化に即した柔軟な教育施策を実施する上で，当面する教育的
課題を解決するためには，教育に関するさまざまな事象やその推移を数量的に
とらえた統計資料が必要とされております。
そこで，徳島県教育委員会はこれまでに，
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を発行してきました。
本報告書は，それに続いて平成26年から30年までの５か年の調査結果をまと
めた統計資料となっています。また，より多くの方に活用していただく観点か
ら，前回より冊子の発行からホームページによる公開に変更しております。本
報告書が，本県教育の基礎資料として，多くの方々に御活用いただければ幸い
です。
最後になりましたが，各調査の実施にあたっては，市町村教育委員会，学校
関係者をはじめ多くの方々の御協力をいただきました。厚くお礼申し上げます
とともに，今後一層の御協力を賜りますようお願いいたします。

平成３１年３月
徳島県教育委員会教育長
美

馬

持
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