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報告・協議１ 今後の県立高等学校の在り方に係る基本計画（仮称）について

大野委員長： 続いて，報告・協議１，今後の県立高等学校の在り方に係る基本計画（仮称）につい

て，事務当局から説明してください。

福島教育改革推進課長： 今後の県立高等学校の在り方に係る基本計画について，素案ですが，私から御説明を

させていただきます。

素案のほうは多様にわたりますので，概要のほうを御覧いただきたいと思っておりま

す。現在の再編整備計画が今年度まででございますので，本年３月，今後の高等学校の

在り方を検討する協議会の最終報告を参考に素案について検討し，作成いたしましたの

で，説明をさせていただきます。

まず，概要版の１ページを御覧いただきたいと思います。

計画の趣旨等として箱囲みでお示しをしておりますけれども，計画期間は10年間，計

画の推進につきましてはおおむね５年間で，必要に応じて見直しを検討としてございま

す。

それから，その下のほうに社会の変化や高等学校を取り巻く状況，あるいはそれを踏

まえた在り方等についてお示しをしてございます。

続きまして，２ページを御覧いただきたいと思います。課程・学科等の在り方として

おります。まず，ここのポイントでございますけれども，普通科につきましては，普通

教科の内容の高度化・深化を図ることを目指す探究科の新設の検討，あるいは地域の医

療を支える医師，あるいは学校教育を支える質の高い教員となり得る人材に基盤となる

ような素養を身に付けさせるための類型の設置の検討としております。

それから，専門学科でございますけれども，こちらにつきましては，国の事業でござ

いますスーパー・プロフェッショナル・ハイスクールの仕組みを活用した取組の推進，

あるいは複数の専門学科を持つ専門高校の設置の検討というようにしております。

それから，総合学科につきましては，そこにありますとおり系列あるいは設置科目の

見直しを，定時制課程・通信制課程につきましては，フレキシブルスクールの設置の検

討というようにしております。

それから，中高一貫教育校でございますけれども，黒丸が３つございますが，まず１

つ目は，グローバルリーダーの育成を目指した学校の在り方を検討，それから２つ目で

ございますが，広島中・高の取組を一層推進していくこと，あわせて広島中・高の成果

を県内に広げていくという観点から，既存高校に県立中学校を設置するということを前

提として併設型中高一貫教育校への改編を検討，最後の黒丸でございますけれども，連

携型中高教育一貫校の新たな指定について検討というようにしてございます。

続きまして，３ページを御覧いただきたいと思います。

３ページは，県立高等学校の配置及び規模の在り方でございます。最終報告では，中

山間地域とその他の地域を分けて検討するというようにされておりましたので，それも

踏まえまして，まず，基本的な考え方のところでございますが，全日制高等学校の具体

の学級の規模につきましては，活力ある教育活動を展開する上で，最もバランスが良い

と考えられる１学年６学級を標準とした上で，中山間地域に所在する学校は，２学級か

ら６学級の範囲以内，それから，その他の地域に所在する学校は，４学級から８学級の

範囲以内を基本とするというようにしております。

方向性といたしましては，まず配置の基本的原則でございますが，生徒の興味・関心

や進路希望等によりまして，学校を選択することができるよう，生徒の通学時間等を考

慮いたしまして，県内の各地域に全日制課程の普通科，専門学科，定時制課程，それか

ら併設型の中高一貫教育校の４つのタイプの学校を配置するよう努めていきたいと考え

ております。

１学級から３学級規模の学校につきましては，より活力ある教育を展開できるように，

授業交流等による学校間の連携や地域と連携した特色づくり等の活性化を図っていくと

しております。

それから，３つ目の丸でございます。１学年１学級規模の学校についてでございます

けれども，まずは，学校活性化地域協議会，仮称でございますが，これを設置していた

だき，活性化策を検討し，取り組んでいただく。３年間，この活性化策を実施していた

だいて，在籍80人以上の維持を目指すというようにしております。１学年１学級でござ

いますので，合計120人でございますので，在籍者数で申しますと３分の２ということに
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なります。活性化策に３年間取り組んでいただきまして，２年連続して在籍80人未満が

続いた場合につきましては，学校活性化地域協議会の意見を聞いた上で，次の１から３

までのいずれかを決定することとしております。まず，１つ目でございますけれども，

近隣の県立高等学校のキャンパス校，２つ目でございますが，特定の市町立中学校との

一体的な学校運営，そこには例示として中高の教員が兼務といったことを書いておりま

す。それから３つ目，①，②でもない場合につきましては，統廃合と。ただし，この場

合につきましては，市町のほうで望まれた場合ということになりますけれども，市町立

学校としての存続もあり得るというようにしております。原則，この３つでございます

が，そこの下に黒ぽつで１つ書いておりますとおり，ただし，教育活動等において全国

トップレベルの実績を上げ，将来も同様の成果が見込まれる学校については，別途検討

というようにしております。

最後の黒丸でございますが，中山間地域以外につきましては，生徒急増期と学校数が

ほとんど変わっていないということを踏まえまして，学級規模にかかわらず発展的な統

合の実施を検討というようにしております。

以上が案の概要でございます。この案につきまして，本日御了解いただけた場合につ

きましては，12月以降，文教委員会で御審議をいただく予定としております。

その後，来年になると思いますけれども，県民からも意見をお伺いして，その上で，

年度内を目途に，計画の最終案をお諮りしたいと考えております。

以上でございます。

大野委員長： ただ今の説明に対して，御質問又は御意見等はございませんか。

二 宮 委 員： 18ページの25行目辺りから35行目の辺りまでのところで，２点ありますが，１つは，

２年連続して収容定員の３分の２未満となったらという考え方で，３年目になると以下

の措置をとりますということですけれども，これが明確になると，強制的に中学生をそ

の当該高校に行かせるという，地域の人が，家族や本人の意向や希望を無視して，学校

を潰す気かみたいな，そういう地域圧力が高まるので，こういう表現は考慮しないと，

個人の自由な学校選択というものよりも，地域の圧力で，学校を守ろうという大義名分

のほうが強くなります。市内まで出ていこうと思っていた中学生が，あと１人だといっ

たようなことが起こり得るので，そういうリスキーなことはしないほうがいいという感

じがします。自然に２年連続と言っているけれど，２年目の進路指導において計算をす

ればすぐ分かります。今までは15％とか地元率を使ってやってきたことですけれども，

これはパーセントで，ぼやっとしていたから前後がありましたよね。ところが，今度は，

２年連続で80人と明確になりますし，この中に中途退学を入れるのか入れないのかとい

う問題もあって，５月１日ですので，中途退学をしてしまっていると，更に，２人，３

人は多く入ってこないと困る。中学校の規模も小さくなるしということで，少し心配が

残ります。日本の特性だと，地域というものが，子供や親の希望をどこまで理解できる

か。非常に住みづらいということを起こしてしまうのではないかということが心配です

ね。だから，ある程度の弾力性があるほうが，計算しなくて済むという感じがいたしま

す。行政としては，非常に難しい選択をこれで迫るという恐れがあるのではないかとい

うことで，もう少し慎重にして，そういうことがないということが分かればそれでいい

ですし，進路指導が適正に行われ，結果として１名足りなかったから，以下の措置がと

られることは仕方ないと言えるかどうか。

しかも，地域協議会というものがありますので，地域がということになりますと，高

等学校の校長先生方や中学校の進路指導の先生方ではなく，協議会という組織ができ上

がってきますので，これはよく注意しないといけないと思いますね。

それからもう１点は，③の統廃合の下のただし書きですけれども，こういう曖昧なも

のは設けないほうがいいと思います。つまりこれは何をいっているのか分からないです

ね。個人の水泳選手が，大変すばらしい成果を出されたとすると，その人がいる限りは

その学校は残るのか，あるいはその人が卒業した後も残るのか，個人に依存したものな

のか，その辺りが非常に重要になりますし，それから，集団のスポーツを意味している

のか，あるいは文化・芸術は入らないのかとか，様々なことが入ってきて，特に個人に

依存したものということであれば，個人が高等学校を救うというような感じになってし

まう。だから，地元から見れば，おかげで学校が存続できたと。つまり，これは存続か

統合かですから，すごい問題になるので，このただし書きのところは，議員の先生方が

どうお考えになるかは別にしても，結局これはすごいじゃないかと，誰かが大きな声を

上げれば，その学校は80人未満でもずっとすごいという声が強いということで，県がそ
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れをすごいと教育賞のような判定するのか。個別判定は，ほぼ不可能だと思います。ス

ポーツか文化か，多種多様な競技がある中で，広島県はどの競技ができているというこ

とで，公認競技というようなことになってきて，クラブなのか個人なのかということで

も，スポ少から出ている人たちは，地域の中でたまたま高等学校に在籍しているけれど

も，高等学校のクラブでやっているわけではなくて，地域の指導者の下でオリンピック

まで出る可能性があるような優れた人たちはと，そういったようなイメージで捉えると，

非常に想定問答ばかりで恐縮ですけれども，やり出せば切りがないぐらい曖昧なことで，

その都度その都度判断することは，ほぼ不可能になるということで，結果，この政策は

何も実施できないということがでてきてしまう。本当に実施しないのなら，初めからも

うとことんぎりぎりまで維持しますというほうが，すっきりしていいですけれどね。そ

の理由は，中山間地域の地域振興ということで，高等学校はお金がかかっても維持しま

すと。こういう何か真綿で絞めながら，本当はどっちを向いて行政をしようとしている

のかが，ぴんとこないようなやり方は，今までの考え方と少しずれているみたいだなと

いう意見だけは述べておきたいと思います。

今日は非公開ですが，意見は記録に残ると思います。それで賛成とか反対とかという

つもりはありませんけれども，やはり教育委員会ですから，そういう意見はあったとい

うことは，重く受け止めていただきたいと思います。

福島教育改革推進課長： まず，１点目の80人のほうでございますけれども，地域で取り組むに当たって，80人

という基準の数字で，はっきりとした目標がありますので，取り組みやすいというメリ

ットがあるというように考えています。ただ，一方で委員がおっしゃいましたように地

域の圧力とか，そういった懸念もあるということも確かにあろうかと思います。そこに

つきましては，これから市町教育委員会の御意見もお聞きをしますので，そういったこ

とがないかどうかということも含めて，よくお聞きをしていきたいと思っています。

それから，２点目のただし書きの部分でございますけれども，上のほうで，80人で切

っているということと併せて，少し救うような形でのただし書きとなっておりますので，

セットで見ていく必要があるかなと思っておりますけれども，委員から先ほどありまし

たように，個人として何か成果を上げたから学校を救うというのは，なかなか難しいと

思いますので，学校の体制としてそういう成果が上げられるような学校であるというよ

うなことが，やはり必要だろうと思います。ここにつきましても，議員などから，いろ

いろな御意見もあろうかと思いますので，伺っていきたいなと考えております。

平 谷 委 員： ３点意見を述べたいと思います。

１点目は，二宮委員が言われたことにも重なりますが，同じ18ページのただし書きの

ところです。学校をどのようにしていくかということは，究極的にはそこに通う生徒さ

んのためで，先ほど福島課長がおっしゃったように，残すべきということの基準は，や

はり学校としての取組がどうかだと思いますね。実績というところを見るとしても，そ

れはその生徒さんがどうかではなくて，そういう指導ができる体制があるというところ

が評価されるべきだと思います。ですが，一方で，それだけの成果を上げられる体制が

あるにもかかわらず，生徒さんから評価をされないので，生徒さんが集まらないという

実情があるということになるわけで，生徒さんが集まらない中で，個別の成果をもって

学校として立派な指導ができる体制が整っていると言えるのかというところについては，

非常に疑問があります。学校外のいろいろな指導を受けているというようなことで，部

活が非常に大きな成果を上げ，そのことをもって別途検討ということは，本末転倒かな

と思います。やはりただし書きが，誰のために実績を上げたら学校を残すのかというこ

とは，根本的に疑問を持っているということを一つ挙げたいと思います。

２点目ですが，概要の２ページ，定時制課程・通信制課程のところです。フレキシブ

ルスクールの設置を検討するということですけれども，繰り返し私の個人的な意見とし

て申し上げているところではありますが，定時制は定時制の，通信制は通信制の課題を

持っているところで，課程の枠組みに捉われないフレキシブルスクールができれば，今，

定時制や通信制が抱えている，普通科に通わない子供たちのいろいろな課題が解決でき

るというわけでは，決してないと思います。その課題の整理を，このフレキシブルスク

ールの中でどのようにしていくのかということと両輪でない限り，この設置はうまくい

かないと思いますので，その辺りも準備されていると思いますが，改めて整理いただき

たいというところが２点目です。

３点目は，２ページの中高一貫教育校のうちの２つ目の黒丸の下のところで，広島

中・高の成果を広めるために，既存高校の併設型中高一貫教育校への改編を検討という
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ところですが，これをやっていく意味というところについて，私もある程度はあると思

っていますが，改めて一度整理をしていくべきではないかと思います。この既存高校の

併設型中高一貫教育校への改編というような形でやっていく場合に，やはり都市部と中

山間地とは，事情が違う部分もあるので，それぞれの事情をもって整理をするというこ

とが一つ必要かなと思っています。特に都市部においては，私立学校の中高一貫教育校

もあったりして，そことの生徒さんの取り合いみたいなことは，公教育の在り方として，

しっかり議論を尽くす必要があると思っています。それだけではなくて，中高一貫教育

校にしない公立高校，また公立中学校，この辺りに対する影響というのも少なからずあ

ると思います。この既存高校の併設型中高一貫教育校の必要性と許容性というところに

ついて整理をした上でなければ，保護者からすれば，選択の幅が広がることは，むしろ

いいことですけれど，設置する側としては，今のようなところをきちんと整理をし，県

民全てがなるほど，こういうことで県はこういうものを設置するのだということを理解

していただくということが，まずあるのかなと思っているところでして，その辺りをさ

らに詰めていただけたらということが私の意見になります。

福島教育改革推進課長： ３点ございましたけれども，まず１点目のただし書きの部分でございますけれども，

ここにつきましては，先ほど二宮委員からも御指摘いただいた部分でございますので，

よく市町，それから議員等の意見をお聞きしていきたいと考えております。

それから，２点目の定時制課程・通信制課程の部分ですけれども，定時制と通信制で

同じような子供が通っているわけではないということは，おっしゃったとおりかと思い

ますので，どのような子供が通っていて，そのような子供にどういう手だてが必要なの

かということを，これからよく広島市等関係市町とも話をした上で検討を進めていきた

いと思っております。

それから，最後の中高一貫教育校でございますけれども，これにつきましては，この

計画の段階では，改編を検討としておりますけれども，実際の地域の，特に市町立の中

学校については，影響が出るということが予想されますので，そこはよく市町教委とも

話をして，県立の中高一貫教育校だけがよければいいという話ではないと思いますので，

地元の市町の中学校，それから既存の高校の全体の底上げができるような形になるよう

に，中高一貫教育校の必要性と許容性ということでしたけれども，よく検討をしていき

たいと考えています。

大野委員長： ほかにございませんか。

では，私から，意見として申し上げたいと思います。

１つ目は，概要版の２ページの専門学科という項目で，スーパー・プロフェッショナ

ル・ハイスクールの仕組みを活用していきますということ，是非，取り組んでいきたい。

これをするに際して，我々広島県としては，この専門学科のネットワークを作って，ス

ーパー・プロフェッショナル・ハイスクールが最先端のことをやり，そういったものを

県内のそれぞれの商業，工業，農業，あるいは家政科，こういった学校がネットワーク

を組んで，そういう財産を共有できるような仕組みを，是非とも作っていきたいものだ

という。要するにトップがあれば，そういうものを共有する仕組みを作っていくという

ことが，県の仕事というように私は理解しておりますので，よろしくお願いしたいとい

うことを意見として申し上げておきます。

それから，中高一貫教育校について，もちろん広島中・高の成果を広げていくことも

大切なことですし，もっともっと広島中・高を高めていくことも大事なことです。しか

し，今回，広島市で取り組まれる安佐北の中等教育学校というものを広島県はやらない

ということではなくて，十分に研究をしながら，それが最適であるというように判断し

た場合には，そういった転換もしていかなければならない学校も出てくるかもしれない。

したがって，こう書き切ってしまうと，広島県は，中等教育学校はしませんというよう

に理解されてしまう。研究は続けて，必要とあればやりますよということは，是非とも

推進していただきたいと，これも意見として申し上げておきます。

それから最後に，先ほどからありますただし書きに関してですが，ただし書きを書か

れるのであれば，その地域でなければできない教育，取組であり，これを求められるか

ら残しますということになると思います。それから，そこの近隣も含めて，施設がどう

しても必要な取組ですよということになる。したがって，先ほど来ありましたような個

人のたまたまの業績に依存するということは，一切，このただし書きから排除できるよ

うな書き方にしていただきたいということをお願いしておきたいと思います。

ほかに御意見，御質問ございませんか。
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二 宮 委 員： 中高一貫教育校ということが意見交換の中に上がりましたが，14ページの最後のとこ

ろの連携型中高一貫教育校という概念について，私は，庄原実業高校に行かせていただ

いて，随分いい教育をされているということを感じました。庄原中学校のことも，長い

年月の間に少し知識を持っていて，中学校の教育の質を高めるという観点からも，庄原

実業高校は，庄原中学校にすごく貢献できるということを学ぶことができましたので，

例えば，専門高校も，ある特定の部分になるかもしれませんけれど，つまり庄原中学校

の生徒全員が普通科に行ってしまえばあれですけれども，庄原実業高校にも結構行くと

思います。そういう意味では，庄原実業は一つの例ですけれども，そういう専門高校に

あっても中高一貫教育として教育課程の一部を連携しながら，その結果，中学校に非常

にいい影響を与え，高等学校は今までどおりそんなに変化はないと思いますけれども，

少しは期待できますし，中学校への教育刺激と言いますか，教育支援と言いますか。そ

れで庄原全体の高校進学者の意欲や質が高まっていくということもあるということを感

じましたので，専門高校も連携型中高一貫教育の在り方を検討することができるぐらい

の含みをどこかに入れることができれば，積極的に検討してもらいたい。

福島教育改革推進課長： 専門高校と中学校の連携の在り方ということで，それをどういう形で呼ぶかというこ

とはあるかと思いますけれども，やはり高校が地域にある学校として信頼されるために

は，地元の中学校との関係をどう作っていくかということも重要な視点だと思いますの

で，委員からは，庄原実業を上げていただきましたけれど，他の学校でもそういったよ

うなことができないかどうか，あるいはそういった取組というのは今後進めていく必要

があるのではないかと思います。

二 宮 委 員： お分かりのことと思いますが，普通科に限らないということで，専門高校をベースに

したということもあり得るということです。

平 谷 委 員： 中高一貫教育校の中でグローバルリーダーの育成など，非常に優秀な生徒さんを育て

ようという機運があると思います。その中には寄宿舎を使ってというようなことも想定

の中にはあるというように伺っています。現代は，もう総中流という時代ではなくなっ

ていて，やはり格差が広がっています。昔で言えば，非常に成績はいいけれど，家庭が

貧しいお家は，地域の名士の人がその人にお金を出して，学問をつけて，そういう形で

力をつけてもらって，もし可能なら地域へ帰ってもらう，あるいは社会に貢献してもら

うということで人材を育てていました。しかし，そういう制度，そういう風土は，今の

日本には残念ながらもうほとんどありませんし，それを補完するような状況もありませ

ん。その結果，先ほど申し上げたような中で格差は広がっています。ですので，できれ

ば，中学校ぐらいでポテンシャルはあるけれども，家庭的に進路選択が厳しいような子

供も，グローバルリーダーの育成を目指した学校などに行けるような，そういう制度設

計を少しでも入れていただけたらありがたいなと思います。

福島教育改革推進課長： 社会的，経済的な格差を是正していくということが，公立高校の役割の一つであると

いうことは，昔から変わらないことだろうと思います。そういう意味で，普通科のとこ

ろへ，例えば地域の医療を支えるような人材の類型といったようなことも書かせていた

だいているところでございます。グローバルリーダーのほうにつきましては，育成を目

指した学校の在り方を検討としておりますが，まだ内容については，これから検討して

いく部分が多いところがございますので，実際どういった形になるかというのは，また

今後検討させていただきたいと思います。

平 谷 委 員： それでいいのですけれど，小さくやるとすれば，広島中・高にということでもできる

かなと思いますので，どこかで検討いただけたらということです。

大野委員長： ほかに御意見，御質問ございませんか。

（  な  し  ）

大野委員長： それでは，以上で本件の審議を終わります。


