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はじめに

県立高等学校将来構想懇話会は、平成 13年７月６日に滋賀県教育委員会教育長から「今
後の県立高等学校の在り方について」諮問を受けました。

本県における高等学校の在り方については、平成６年８月に、「滋賀県高等学校教育改

善推進協議会」から、「本県における高等学校教育改革について」報告が行われ、改革の

基本的な考え方として、①学校の個性化と選択幅の拡大、②生涯学習社会への対応、③変

化への対応の３つの視点が示されました。県教育委員会では、この報告を受け、総合学科

や専門学科の設置など、特色ある学校づくりや入学試験制度の改善に取り組まれ、生徒一

人ひとりの個性や能力を一層重視した学習条件の整備が進展しつつあります。

一方、今日の社会は、情報化、グローバル化、科学技術が一層進展するとともに、今後

とも大きな変化が予想される中で、21 世紀の教育には、豊かな人間性を備え、個性的で
創造性に富んだ人材や変化に主体的に対応できる人材の育成が求められています。

また、複雑・多様化した今日の社会は、生徒一人ひとりの持つ考え方や生き方を一層多

様なものとしており、また、現在進みつつある高等学校の大幅な生徒減少は、学校規模の

縮小をもたらし、学校活力の低下が懸念されるなど、新たな課題を投げかけています。

こうしたことから、今後の一層の社会の変化や生徒の多様化、生徒減少に対応して、県

立高等学校はどうあるべきか、中学校卒業予定者が最も少なくなると推計される平成 21
年を見通しつつ、その枠組みを探るとともに、一層の魅力ある学校づくりを進める観点か

ら、その方策について、諮問を受けたものです。

具体的な諮問事項として、次の４点が挙げられています。

①改革の基本的な考え方

②今後の基本的な枠組み

③特色（魅力）ある学校づくり

④柔軟な高等学校システム

本懇話会では、それぞれの項目について、慎重に審議を重ね、「中間まとめ」として取

りまとめた後、県民の皆さんからもご意見を求め、さらに審議を重ねた結果、ここに懇話

会として取りまとめるに至ったので、報告を行うものです。
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第１ 県立高等学校の現状と課題

１ 生徒の多様化

（高等学校等への進学率）

○中学校卒業者の高等学校等への進学率は昭和 30 年代に 40 ～ 60 ％台で推移してい
たものが、昭和 40 年代の後半には 90 ％台まで上昇し、以後微増を続けながら、平
成 13 年には 97.6 ％となり、高等学校は中学校卒業者のほとんどが進学する国民皆
教育機関とも言うべきものとなっています。

（生徒の多様化）

○生徒の実態をみると、今日の複雑・多様化した社会を背景に、生徒一人ひとりの持

つ考え方や生き方が一層多様化し、時代の変化に主体的に対応して、自らの進路に

向かって積極的に学校生活を送ろうとする者がいる一方で、せめて高校まではとい

う社会の一般的な風潮の中で、目的意識が明確でない生徒、学習意欲に欠ける生徒、

人間関係づくりが苦手で学校生活になじめない生徒なども少なからず見受けられ、

まさに、多様な生徒が高等学校に入学してきています。

（中途退学者）

○また、中途退学者数はここ十数年 500～ 600人台で推移しており、理由別にみると、
進路変更や学校生活・学業不適応等を理由とするものが多くを占めるなど、今日

の大きな教育課題の１つとなっています。

（進路の多様化）

○さらに、卒業後の進路状況を見ると、大学等への進学率は 50 ％を超え、高等学校
卒業者の２人に１人が大学や短大などへ進学する時代を迎えており、職業学科にお

いても昨今の厳しい就職状況や職業内容の高度化等を背景に、進学する者の割合が

高まるなど、生徒の進路が多様化しています。また、進学も就職もしなかった者の

割合が高まってきています。

（学習条件の整備等）

○このような状況の中で、多様な個性や能力、進路希望に応えられる学習条件を一層

整えるとともに、高等学校の目的等をも踏まえつつ、生徒の実態に即した学習条件

や、やり直しのきく柔軟な学校システムの整備が求められています。また、望まし

い勤労観や職業観を育成する取組を一層充実していくことも必要となっています。

２ 中学校卒業予定者数の今後の見通しとその影響

（中学校卒業者数と学校規模）

○中学校卒業者数は平成２年３月の 20,747 人を（昭和 39 年に次ぐ戦後第２期の）ピ
ークとして減少傾向にあり、平成 13 年３月には 16,361 人とピーク時に比べて約
4,400人の減少となっています。
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○今後においてもこの減少傾向は変わらず、現在の小学校２年生が高校へ入学する平

成 21年度（現行の推計上のボトム）には、平成 13年度と比較して、さらに約 2,500
人の減少が見込まれており、県立全日制高校の第１学年の平均学級数は平成 13 年
度の 6.9クラスから 5.9クラスに減少すると推計されます。

（通学区域別中学校卒業者数）

○中学校卒業予定者数を通学区域別に見ると、平成 21 年の時点で最も減少率が高い
のが、甲賀通学区域の 20％で、最も低いのが湖南通学区域の９％となっています。
また、県立全日制高等学校第１学年の平均学級規模を見ると、最も小さくなるのが

甲賀通学区域の 4.8 クラス、最も大きいのが大津通学区域の 7.8 クラスとなってい
ます。

（学校活力の低下）

○学校規模の縮小は、ゆとりある教育条件や生徒一人ひとりに対するきめ細かい生徒

指導を可能にするなどのメリットもある一方で、生徒の切磋琢磨の機会を減少させ

るとともに、学校行事や部活動などの実施や多様で柔軟な教育課程を編成する上で

の制約となるなど、学校活力の低下を招くことも懸念されます。

（学科別募集定員）

○また、学科別募集定員をみると、平成 13 年度現在の普通系学科、総合学科、職業
学科のそれぞれの割合は、概ね 74:7:19 となっており、県全体としては、ほぼ進路
志望の状況に見合った割合となっています。

○ここ数年の生徒減少に伴う定員削減については、比較的増減が容易な普通科を中心

に実施されてきましたが、今後も同様の対応で定員減を実施した場合、普通科志向

の生徒の進路志望と募集定員との間に乖離が生じることが懸念されます。

○一方、職業学科においては、これまでその時々の時代に対応して学科再編等が行わ

れてきましたが、この結果、現在では１学科１学級のところが多く、学級減はその

まま学科の廃止につながることから、今後の生徒減少に対応した募集定員の削減が

困難な状況にあり、生徒の志望との調整を如何に図るかが課題となっています。

（公私割合）

○また、平成 13 年度の本県高等学校の募集定員における公立と私立の割合は、85:15
で、募集定員の９割以上を占める全日制課程について見てみると、その割合は 87:13
となっており、全国で３番目に公立の割合が高い県となっています。

○このような状況の中で、県立高等学校の募集定員については、公私協議会などを通

じて、私立高等学校の募集定員に配慮しながら策定が行われており、生徒減少に伴

う定員削減は、県立高等学校で調整しています。

○しかしながら、一方で、学校活力の維持や県立高等学校を志望する生徒や保護者の

期待に応える観点から、今後の公私の在り方についても考えていく必要がありま

す。
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３ これからの時代や社会の変化への対応

○今日の社会は、情報化、グローバル化、科学技術が進展するとともに、長期にわた

って経済活動が低迷するなど、大きな時代の転換期を迎え、今後とも大きな変化が

予想されています。

○こうした中で、これまでどちらかと言えば、形式的な平等が重視されがちでしたが、

今後とも我が国が活力ある国家として発展していくためには、時代や社会の変化に

主体的に対応し、創造性に富んだ人材の育成が求められており、本県の高等学校に

おいても、いつの時代にあっても変わらぬ豊かな人間を育むという不易の部分を大

切にしながら、例えば、特定分野に卓越した能力の一層の伸長を図るなど、一人ひ

とりの生徒の力を最大限に発揮することができるシステムが必要となっています。
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第２ 改革の基本的な考え方

時代や社会の変化、本県の高等学校を取り巻く状況や生徒の実態、国の示す高校教育改

革の基本方向等を踏まえ、県立高等学校を改革する基本的な考え方として、特に次の視点

が大切であると考えます。

１ 基礎・基本の徹底と自己責任の確立

道徳観や倫理観、学力など基礎・基本をしっかりと身につけさせるとともに、自ら

学び考える力や豊かな人間性、健康や体力などの「生きる力」を育むこと。

また、学習や学校の選択幅が拡大する中で、自己実現を図るためには、自ら選択し

た道を全うする努力が必要なことや、結果の責任が問われることについて、自覚を促

すこと。

２ 生徒一人ひとりの個性や能力の伸長

教育の機会均等の理念を踏まえつつ、地域バランスや学科バランスを考慮しながら、

たとえば、基礎・基本を徹底して学習する学校や特定分野に卓越した能力などすぐれ

た能力の一層の伸長を目指す学校など、特色ある学校づくりを進め、県全体として高

校教育の多様性を確保し、多様な生徒の興味・関心、進路希望等にも応えながら、主

体的な学習を促し、生徒一人ひとりの個性や能力の一層の伸長を図ること。

３ 時代や社会の変化への対応

情報化、グローバル化、科学技術が進展するなど、変化の激しい時代にあって、生

徒の個性を大切にする一方で、情報処理能力や国際的なコミュニケーション能力を身

に付けるなど、常に時代や社会が必要とする人材を育成するという視点にも立って、

教育システムや教育内容の改善を図ること。

４ 柔軟な高等学校システムの確立

生徒の実態に対応した教育システムや教育内容を提供するとともに、高等学校への

アクセスや進路変更、学校外の学習機会の活用など、生涯学習社会の観点をも踏まえ、

高等学校を一層柔軟なシステムにすること。
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第３ 今後の県立高等学校の枠組み

１ 学級定員の考え方

○公立の高等学校の１学級の生徒の数は、「公立高等学校の設置、適正配置及び教職

員定数の標準等に関する法律」（以下「高校標準法」という。）により、やむを得

ない事情がある場合や生徒の実態を考慮して教育委員会が特に必要があると認める

場合を除き、40人を標準（全日制課程・定時制課程）とすることとされています。
○本県ではこれに基づき、１学級の定員は 40 人となっていますが、学習の展開に当
たっては、少人数授業など 40人を下回る集団での指導も行われています。

○一方、学級の在り方については、文部（科学）省の教職員配置の在り方等に関する

調査研究協力者会議の報告「今後の学級編制及び教職員配置について」（平成 12 年
５月 19 日）の中で、「今後、学級は生徒指導や学校生活の場である生活集団として
の機能を主としたものとして位置づけ、これまで一体のものとして含まれていた学

習集団としての機能については、学級という概念にとらわれずにより柔軟に考える

ことが効果的と考えられる」とされています。

○このため、学級定員については、こうした考え方をも踏まえ、生活集団としては一

定規模を確保しつつ、学習集団としては教科等の特性や習熟度などに応じて少人数

授業を行うなど、個に応じたきめ細かな指導に一層努める必要があると考えます。

２ 学校規模の考え方

○公立の高等学校の学校規模については、高校標準法により、本校にあっては、生徒

の定員が 240 人を下回らないものとされています。これは１学級 40 人で換算する
と、１学年の学校規模は２クラスということなります。

※なお、夜間において授業を行う定時制の課程のみを置く高等学校については、この考え

方は適用されません。

○平成 15 年度から学年進行で実施される新学習指導要領では、生徒の特性、進路等
に応じて適切な教育を行うため、多様な教科・科目を設け、生徒が自由に選択する

ことができるように配慮することとし、これからの高等学校は、生徒の個性を伸ば

すため、学校の特色を生かした様々な科目の中から、生徒が主体的に科目を選択し

て学習を進めるという方向が示されています。

○このように多様な科目の開設など幅広い教育課程の編成を行うためには、効率的な

学校運営の観点からも、それぞれの開設科目において一定以上の生徒数を確保して

いく必要があります。

○また、生徒が切磋琢磨する機会の確保や学校行事・部活動など集団活動の円滑な実

施、生徒と教師とのコミュニケーションの確保、さらには教育環境の改善を図ると

いう観点をも踏まえる必要があります。

○これらのことから、学校規模は、一般的には、１学年当たり４から８クラス程度が

妥当であると考えられますが、個々の学校の規模については、地理的条件による地

域性、教育内容等に応じた規模の妥当性、生徒の志望状況、学校の実情なども考慮

する必要があります。
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３ 公私の考え方

○本県の私立高等学校は、その建学の精神や独自の校風などに基づき、特色ある教育

が展開され、高等学校進学志望者の学校選択の幅を広げています。また、入学者選

抜の時期が県立高等学校と異なることから、受験機会が複数化し、高校教育へのア

クセスを多様にするなど、私立高等学校は重要な役割を果たしています。こうした

ことから、今後とも公私がともに切磋琢磨しながら、お互いに発展していくことが

望まれます。

○一方、生徒減少に対応して本県高等学校に占める私立高校の割合が小さい中で、そ

の定員の削減を図ることについては、経営基盤に与える影響ということについても

考慮する必要があります。

○このため、私立学校が公教育の一翼を担っているとの認識のもと、これまでどおり

私立高等学校の募集定員に配慮し、県立高等学校の募集定員を策定することを基本

としつつ、県立高等学校の学校活力の維持や県立高等学校を志望する生徒や保護者

の期待に応える観点にも留意する必要があると考えます。

４ 学校の統廃合の考え方

○本県の県立全日制高校の学校規模は、平成 13 年度現在、１学級 40 人で、第１学年
の平均学級数は、6.9クラスとなっています。

○今後における学校規模の推移を見ると、最も高等学校への入学者が減少すると予想

される平成 21 年度（現在の小学校２年生が高校へ入学する時期）において、県立
全日制高校第１学年の平均学級数は 5.9 クラス（平成 13 年度第１学年の総学級数
に中学校卒業者の減少割合を乗じて算出）と予想されます。また、最も平均学級数

が小さくなる通学区域においても平均５クラス程度の学校規模が確保できると考え

られます。

○今後の社会や高等学校を取り巻く状況の変化にも十分留意する必要があると考えま

すが、このように、全体的に１学年４クラス以上の学校規模が確保される見通しで

あること、平成 21 年度以降、生徒数が増加に転じると推計されること、高校は地
域の教育・文化活動の拠点的施設でもあることを考慮すると、当面、高等学校の配

置については、現状を維持することが適当と考えます。

５ 通学区域の考え方

○通学区域は、高等学校教育の機会均等と普及を図る趣旨から設けられたもので、昭

和 27 年の通学区域に関する規則の制定当初は、湖南、湖東、湖北、湖西の４つの
通学区域からなっていました。

○その後、湖南通学区域については、急激な人口増加に伴い、県内の普通科高校の半

数を占める 17 校が集中し、ゆきすぎた受験準備や地域間・学校間の学力差が生じ
るなどの教育上の諸課題が深刻化してきたため、ゆきすぎた受験準備や極端な学校

間の学力差を緩和縮小し、中学校・高等学校教育の正常化を図ること、地域に根ざ

した高校の育成を図ること、遠距離通学やすれ違い通学をできるだけ解消し、ゆと
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りある充実した高校生活を過ごすことができるようにすることなどをねらいとして

昭和 60 年に大津、湖南、甲賀の各通学区域に３分割され、現在の６つの通学区域
となって今日に至っています。

○この通学区域は、地域振興局管内の行政区域を基本に構成されており、他の県民生

活の分野の地域区分と基本的には整合しています。

○通学区域の拡大や廃止は、学校の選択幅の拡大に寄与するものである一方、旧湖南

通学区域が３分割された経緯にあるように、過度の受験競争などの弊害をもたらす

ことも懸念されます。また、特定の地域の志願者にとっては、地元の県立高等学校

への進学機会が狭まることも懸念されます。

○このように、通学区域は県民生活に深く関わる問題であることや、通学区域制度の

廃止や変更は、メリットもある一方で、デメリットがあること、地域によってその

現れ方に違いがあること、さらには、県民の中にも様々な意見があると考えられる

ことなどに十分留意した慎重な対応が望まれます。

○なお、学校選択幅の拡大に関しては、通学区域内での教育の多様性の確保や全県一

区を通学区域とする特色ある学科等の設置などを進めていくことが必要と考えま

す。

６ 学科構成の考え方

○平成 13 年度県立全日制高等学校第１学年における「普通科および理数学科や体育
学科などの普通系専門学科」：「総合学科」：「農業学科や工業学科などの職業系専

門学科」の募集定員割合は、概ね 74:7:19となっています。
○前年の 10 月１日現在における中学校等卒業予定者の進路志望状況を見ると、上記
の割合は、概ね 75:8:17 となっており、上記の区分における県立全日制高校におけ
る募集定員割合は、ほぼ進路志望の状況に見合った割合となっています。

○一方、通学区域別に見ると、普通科の定員割合に差が生じており、普通科への進学

機会において地域間不均衡が生じているという問題がしばしば提起されてきまし

た。これは全県一区を通学区域とする職業学科等が大津や湖東地域を中心に配置さ

れてきた事情によるものです。

○また、通学区域間には学区間交流制度や調整通学区域制度があることや、普通教育

と専門教育を選択履修できる総合学科の存在、公教育が公立と私立で成り立ってい

ることなどをも考慮する必要があります。

○しかしながら、今後の生徒減少を踏まえ、生徒の志望により柔軟に対応できるよう、

社会のニーズに応じた学科の再編や、募集方法の工夫に努める必要があります。
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第４ 特色（魅力）ある学校づくり

１ 基本的な考え方

特色ある学校づくりを進めるに当たっては、改革の基本的な考え方を踏まえるとと

もに、特に次の視点に立って検討を行うことが重要と考えます。

○生徒の視点

生徒にとって魅力あるものかどうかということを常に基本に据えること。

○多様な生徒の学習意欲等を育む視点

今日の多様な生徒の実態を踏まえ、全日制単位制高校やその他の専門学科、定時

制・通信制高校等の制度を有効に活用するとともに、普通科高校においても習熟度

別の教育課程を編成するなど、将来の進路への動機づけを図りつつ、一層、生徒の

学習意欲の向上や有意義な学校生活を提供することのできる学校づくりを進めるこ

と。

○生徒のすぐれた能力を一層伸長する視点

特色ある教育課程が編成しやすい中高一貫教育校、全日制単位制高校、その他の

専門学科等の制度を有効に活用するとともに、普通科高校においても発展的な内容

を積極的に取り入れた教育課程を編成するなど、特定分野で卓越した能力など生徒

のすぐれた能力を一層伸長する学校づくりを進めること。

２ 具体的方策

(1) 新しいタイプの学校の設置

ア 中高一貫教育校

○中高一貫教育については、平成 12 年 11 月に「中高一貫教育研究会議」から
「滋賀県における中高一貫教育の在り方について」報告が行われました。

○この報告では、中高一貫教育の利点は、「６年間の計画的・継続的な指導を行

うことにより、生徒一人ひとりの個性や創造性をより一層伸ばすことができる

ことや、中等教育の多様化や複線化を進める中で、児童生徒や保護者が、一般

の中学校や高等学校と中高一貫教育校を比較検討して選択できること、高校入

試の影響を受けずにゆとりのある安定した学校生活を送れることなどにある」

としています。

○また、「新しい制度である本制度の導入については、その特徴を十分生かして、

人として生きていくうえで必要な基礎・基本を身につけた、人間性豊かな生徒

を育成するという観点で検討することが必要である」とし、「県内のすべての

児童・生徒に選択の機会が確保されるよう配慮することが重要」としています。

○中高一貫教育校の具体像については、「併設型」で、「普通科タイプ」を軸に、

「平成 15 年度を目途」に、「複数校」を開設することが望ましいとし、併設中
学校の「学級規模を１学年２～３クラス程度」に設定することを提言していま

す。
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○この報告を踏まえ、現在、湖南、甲賀、湖東の３地域でそれぞれ併設型の中高

一貫教育校の設置に向けて検討が行われているところです。

○今後、これら中高一貫教育校の具体化を進めるとともに、他の地域においても

研究を進めていくことが望ましいと考えます。

イ 総合学科高校

○総合学科は普通科目と専門科目の選択履修システムを通じて、生徒一人ひとり

の能力・適性や多様な進路希望に応えることのできる選択幅の広い教育を提供

できる学科として平成６年度に制度が創設されました。

○本県では、すでに地域バランスに配慮しながら４校で開設されており、概ね県

内のどの地域からも通学することができるようになっています。

○今後の高等学校教育は、学習の選択幅を拡大し、生徒の興味・関心・進路希望

等に応じ、より広く学んだり、それぞれの分野についてより深く学んだりする

ことができるよう、選択重視のカリキュラムに転換することが求められており、

総合学科はそのパイオニア的役割を果たしています。

○総合学科卒業生のアンケート調査によると、多くの生徒が総合学科のシステム

を生かして生き生きとした学校生活を送り、自ら選択した科目の学習に意欲的

に取り組んでいることがうかがえ、自己の進路への自覚を深めさせ、生徒の個

性を生かした主体的な学習を通して、学ぶことの楽しさや成就感を体験させる

などの総合学科創設のねらいが概ね達成されていると評価できます。

○また、毎年の中学校卒業予定者に対する進路志望調査でも人気が高い状況にあ

ります。

○その一方で、総合学科のシステムは、自由な科目選択が可能であることから、

生徒が安易な科目選択に流れやすいといった課題もあります。

○このため、こうした課題を克服しつつ、総合学科のシステムをより多くの生徒

に提供できるようにする観点や、地域性の強い学校等における学習の選択幅を

拡大する観点などから、新たな設置に向けた検討が望まれます。

○その際、総合学科が円滑に導入できるよう、既存の教育資源や学校以外の教育

資源の有効活用を図ったり、また、生徒の興味・関心等の変化にも柔軟に対応

可能な施設整備が軽易な職業系や普通系の学習を中心とした、小回りの利く軽

装備の総合学科についても検討を進めることが望ましいと考えます。

ウ 全日制単位制高校

○単位制高校は、学年による教育課程の区分がなく、修得した単位を累積加算し

て、決められた単位数に達すれば卒業が認められる学校です。

○また、クラス単位での学習の展開と異なり、選択履修が基本となるため、自分

の学習スタイルに合わせて自分のペースで学習を進めることも可能で、例えば、

基礎・基本を中心にじっくり学習することができたり、あるいは自分の進路希

望に応じた学習を集中的に行うことができます。また、学年制よりも集団が固

定されないため、集団に溶け込むのが苦手な生徒も比較的学校生活を送りやす

いといった特徴もあります。

○さらに、学年ごとの進級判定がないため、留年という概念がなく、それに起因
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する中途退学を回避できることや、以前に高等学校に在学して単位を修得して

いる場合には、卒業に必要な残りの単位だけを選択して修得すればよいため、

転・編入学者の受入れにもより柔軟に対応することが可能です。

○今日の高等学校には中学校卒業者のほとんどが入学しており、中学校での学習

が十分身に付いていない生徒や得意分野の学習を一層深めたい生徒など、多様

な生徒の学習ペースやスタイルに応えることのできるシステムや、高等学校を

中途退学した者や進路変更を希望する者に対し、生涯学習社会の観点をも踏ま

え、再度、高等学校教育の場を提供することができるやり直しのきく柔軟なシ

ステムが求められています。

○このため、前述の単位制の意義・役割を踏まえ、今日の教育課題に対処し、生

徒の自己教育力の向上や進路希望の実現を図る観点から、総合学科以外の全日

制高校への単位制の導入についても検討することが望まれます。

○その際、単位制は、多様な授業展開に伴う教員配置や選択教室の確保が課題に

なるとともに、選択履修制によるホームルーム意識の希薄化とそれに伴う生徒

指導の困難さ、授業間の空き時間対策等の課題があることにも留意し、本格実

施の前に十分な研究と準備を行うことが必要です。

また、確実に基礎・基本を身につけることができるよう、また、安易な科目

選択に流れないようにするために、学校のガイダンス機能を高めておくことが

必要不可欠です。

○また、通学区域については、同じ単位制を採用している総合学科が全県一区と

なっていることや、その学習スタイル等に大きな特色があるということを考慮

して、全県を通学区域とすることが望ましいと考えます。

○配置については、当面モデル校的に設置し、その後の設置については、単位制

が生徒の主体性・自己責任を前提にしたシステムであることを踏まえ、実際に

単位制がどのように機能するか十分検証した上で、次の設置に向けて検討する

ことが望ましいと考えます。

エ その他

○平成 12 年 12 月に、教育改革国民会議から、地域独自のニーズに基づき、地域
が運営に参画する新しいタイプの公立学校「コミュニティ・スクール」を市町

村が設置することの可能性について検討するとの提案が行われました。

○この学校は、市町村が校長を募集するとともに、有志による提案を審査して設

置するもので、校長はマネジメント・チームを任命し、教員採用権を持って学

校経営を行うこととされており、学校経営とその成果のチェックは、市町村が

学校ごとに設置する地域学校協議会が定期的に行うものとされています。

○こうしたタイプの学校は、我が国においてこれまで全く経験したことのない

学校であることから、例えば、教育の機会均等や教育水準、教育の中立性な

ど、今後検討されるべき課題が多くあると考えられ、文部科学省では、こう

した学校も念頭において、新しいタイプの学校運営の在り方に関して調査研

究を行うこととしています。

○この学校は、市町村が設置するとされていることから、基本的には小・中学校

を念頭に置いたものと考えられますが、こうした公設民営型の新しいタイプの

学校を高等学校に適用することについては、今後の国における調査研究を待っ

11



て対応することが望ましいと考えます。

(2) 普通科高校の特色化

○普通科は、普通教育を主とする学科で、高校全体の約７割の生徒が学んでいます。

○この中には、一般的な学習に飽き足らず、興味・関心のある分野やより発展的な

内容を重点的に学習したいと考えている生徒や、特定の職業や専門分野と結びつ

いていない普通科であるがゆえに、学習することの意味が十分に感じられず、継

続的な興味を持って学習に取り組んでいくことが難しい生徒など多様な生徒が在

学しています。

○一方、普通科高校では、特定の教科の学習を重点化して学ぶ課程として、体育コ

ースや音楽コース、英語コースなどの「コース」や理系や文系、あるいは看護系

などの「類型」が設けられています。

○また、他府県においては、環境・人間、福祉教養といったコース等も設けられて

います。

○これらは、生徒に一定のまとまった専門的教育を施すことで、その分野に興味・

関心を持つ生徒の学習を深め、より有意義な学校生活を送ることを可能にすると

ともに、将来の進路への動機付けにも役立つものと考えられます。

○このため、普通科高校における学校の特色や魅力ある学校づくりに向けた取組の

一環として、コースや類型の設置等を推進することが望まれます。

その際、スーパーイングリッシュランゲージハイスクールやスーパーサイエン

スハイスクールなど国の研究指定制度なども積極的に活用するなど、一層生徒の

すぐれた能力を伸長する観点からの取組も望まれます。

また、県の研究指定制度について、各学校の特色化を一層支援する観点からそ

の充実を図ることが必要と考えます。

○なお、コースの設置については、教育委員会の承認事項となっており、その設置

に向けた学校の取組を一層支援する観点から、その設置基準の在り方について検

討することが望ましいと考えます。

(3) 職業学科の改善・充実

○職業学科の今後の方向については、この３月に、第 21 期県産業教育審議会（以
下「産業教育審議会」という。）から、「ゆとりの中で生きる力をはぐくむ職業

教育の在り方」について、第２次答申が行われ、「基礎・基本をしっかりと身に

つけさせ、生徒の興味・関心や多様な進路希望に対応する必要があること」、

「科学技術の進歩にともなって、専門分野で求められる知識や技術も高度化して

おり、高等学校における職業教育も、社会や大学等で継続して身につけることを

考慮して組み立てていく必要があること」などの方向性が示されました。

○また、学科の改編の方向については、近年の技術革新の進展に対応できる専門的

な分野に堪能な人材とともに、総合的な観点から広範な分野に対応できる人材の

育成が要請されていることから、「入学時点では職業学科の科名を細分化せず、

関連のある学科を一括りにすること」や、「基礎となる科目をしっかりと身につ

けさせ、その上で、教科・科目の多様な選択が可能になるよう配慮して、幅広い

分野への適応性についても考えていく必要があること」、中学生や保護者のニー
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ズに対応するため、「学科の内容や名称をわかりやすく工夫する必要があるこ

と」、さらに、今後の産業教育の振興を図るため、「少子化による今後の生徒数

の減少や、学科の全県的なバランス、入試における生徒の志願状況等にも配慮し、

学科の再編整備を含めて検討すること」や「募集定員が充足されない状況が続い

ている定時制職業学科については、県全体を見通した中での定時制の在り方につ

いて検討すること」が必要であるとされています。

○また、高度情報化への対応として、「職業学科では特に情報活用能力を産業社会

のあらゆる分野で必要とされる基礎的な知識・技能としてとらえ、全ての学科に

おいて専門科目と関連させながら、しっかりと実践力を身につけさせることが必

要」であるとし、新学習指導要領で、専門教科「情報」が設置されることへの対

応については、商業や工業学科には既に情報関連学科が設置されていることをも

踏まえ、「今後の経緯を見ながら検討することが望まれる」とされています。

○こうしたことから、職業学科の改善・充実については、この答申を踏まえ対応し

ていくことが望ましいと考えます。

(4) その他の専門学科の設置等

○その他の専門学科としては、理数、国際、体育、芸術などの分野があり、本県で

は、理数学科、国際学科、体育学科、音楽学科、美術学科の各学科が設置され、

それぞれの学科で、その専門性を生かした特色ある教育が行われています。

また、総合学科においても、例えば、環境科学系列や健康福祉系列などにおい

て、専門的な教育が行われています。

○一方、他府県では、自然環境科や演劇科、人間探求科などユニークな学科も設置

されています。

○こうした学科を含め、新たに学科を設置するに当たっては、生徒の志望、社会的

な要請や時代の潮流、卒業後の進路、高等学校で設置すべき必然性など、様々な

角度からの検討が必要です。

○一方、今日の高等学校へは、学習意欲に欠ける生徒など、様々な生徒が入学して

おり、学習意欲の喚起や、学科の専門性を通した人間性の育成といった面にも着

目しながら検討することも必要と考えます。

○また、これまでどちらかと言えば、形式的平等という考え方にとらわれ、一人ひ

とりのすぐれた能力を一層伸長するという観点からの対応に弱い面があったこと

も否めません。

○こうしたことから、スーパーイングリッシュランゲージハイスクールやスーパー

サイエンスハイスクールなど国の研究指定制度なども積極的に活用しながら、一

層生徒のすぐれた能力を伸長することのできる学科の設置等について検討を進め

ることが望ましいと考えます。

(5) 定時制・通信制高校の改善・充実

○定時制高校の定員充足状況を見ると、南部地域にある定時制高校が定員の８割を

超す状況にあるのに対し、北部地域では 50 ％を切る状況が続いており、２極分
化が進んでいます。

○特に、昼間部のいわゆる「新卒枠（高校の単位を持っていない者を対象とした募
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集枠）」においては志願倍率が２倍を超える年があるなど人気を集め、新卒者の

ほか、不登校であった生徒や中途退学者など多様な生徒の学ぶ場として重要な役

割を担っていますが、施設面からこれ以上の定員増は困難な状況にあります。

○南部の定員充足率が高い要因は、大津清陵高校にあり、この学校が定時制・通信

制併設の独立校であることや、単位制・昼間定時制という柔軟な履修システムを

採用していることが今日の多様な生徒に受け入れられているものと考えることが

できます。

○入学者を地域別に見ると、湖東や湖北地域からの入学者も多く、定時制昼間部で

は４分の１、通信制では３分の１程度を占めるなど、県内全域から生徒が集まっ

ています。

○こうしたことを念頭に置くと、今後の定時制は、より多様な学習スタイルに応え

られる①昼間部が設置されていること、②単位制が採用されていること、生徒の

全日制に対する間借り意識の払拭や円滑な学校運営のために、③独立校化してい

ることが望ましいと考えます。

○このため、現在の県北部地域の定時制高校を再編し、こうしたタイプの定時制高

校の設置の具体化に向けて検討することが望ましいと考えます。

○一方、通信制においても志願者の増加に対応して、平成 12 年度から定員が 20 名
増加し、320 名となりましたが、施設の収容定員の関係からこれ以上の定員増は
困難な状況にあります。

○このため、北部定時制の再編整備にあわせ通信制を併置することについて検討す

ることが望ましいと考えます。

○なお、滋賀県立高等学校入学者選抜方法等改善協議会の報告の中で、平成 15 年
度入試を目途に全日制課程と定時制課程の学力検査を同日程で実施することや通

信制課程の募集日程についても定時制課程とほぼ同時期とすることが望ましいと

する提言が行われていることから、定時制・通信制高校の改革を進めるに当たっ

ては、こうした入試制度の改善が実施された場合の影響をも見極めつつ検討を進

めることが必要です。
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第５ 柔軟な高等学校システムの確立

１ 基本的な考え方

今日の高等学校における生徒の実態を考慮するとともに、生涯学習社会の観点をも

踏まえ、高等学校へのアクセスや入学後における学習の場面において、生徒の基礎・

基本の徹底と自己責任の確立を図りつつ、高等学校のシステムを一層柔軟なものにす

ることが望ましいと考えます。

２ 具体的方策

(1) 多様な教育システムや教育内容の提供

○今日の高等学校には、学習スタイルや意欲、個性、能力などの面において様々な

生徒が入学しています。

○このため、多様な生徒の実態に対応し、必要に応じ補充的な学習を行うことや、

習熟度別の学習集団を形成するなど授業の工夫を行うととともに、選択科目の拡

大や教育課程の多様化など各学校における学習の選択幅の拡大、中高一貫教育校、

単位制高校、総合学科などの新しいタイプの高校、特色ある学科、普通科へのコ

ースの設置、定時制・通信制高校の改善・充実等、特色ある学校づくりを進め、

生徒の興味や進路希望等に応じた学習条件を整えることが重要と考えます。

(2) 入学者選抜方法等の改善

○入学者選抜方法等の改善については、平成 13 年３月に「滋賀県立高等学校入学
者選抜方法等改善協議会」から「各高校の特色ある学校づくりを推進する入学者

選抜方法等の在り方について」報告が行われました。

○この報告では、中学校における生徒の主体的な進路選択をより一層推進するため、

「すべての全日制普通科への推薦入学の導入や、二次募集の実施など、受験機会

を複数化することについて検討することを条件に、志願登録制度を廃止すること

が望まれること」「定時制課程についても推薦入学を導入することが望まれるこ

と」「面接・作文、実技検査、傾斜配点等の実施方法についての改善を図ること

により、各高等学校における評価尺度の多元化などが推進できるよう、一層工夫

することが望まれること」「中学校段階では小学科ごとの違いなどを把握して志

望することは難しい面もあることから、複数の小学科におけるくくり募集や、入

学後の転科などについて検討する必要があること」「障害のある生徒への対応と

して、点字受検の実施についても検討するとともに、不登校生徒の受検について、

自己申告書の導入等の特別配慮を検討する必要があること」、さらに「帰国子女

や外国人子女等の受検について、特別定員枠を設けることについても検討する必

要があること」などについて、提言が行われたところです。

○今後、この報告を踏まえ、入学者選抜方法等の改善について、検討するとともに、

特色ある学校づくりを進める観点から一層学校の特色が反映される方策について
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も研究を進める必要があると考えます。

(3) 転・編入学の円滑化

○高等学校への転・編入学については、一家転住による転入学や海外帰国子女の編

入学はもとより、特別な事情により教育的配慮が必要な場合についても可能な限

り弾力的な対応がなされているところです。

○一方、入学してくる生徒の中には、本意の入学でなかったり、途中で進路変更を

希望する生徒も少なからず見受けられ、依然として中途退学者も多い状況にあり

ます。

○このため、学校選択等における自己責任の在り方について啓発しつつ、その学校

での学業が継続できるよう支援に努める一方で、進路変更等にも対応できるよう

転・編入学枠の確保と情報提供にも一層努める必要があると考えます。

○その際、転・編入学の資格要件など、その取扱いが、入学試験制度との公平性の

問題や教育課程の同一性の問題など、様々な課題があることに留意し、こうした

点がよりよく解消できる方法について検討する必要があると考えます。

○具体的には、過去に高校で修得した単位を卒業単位に生かしやすいことや、集団

に溶け込むのが不得手な生徒を含め、生徒の多様な学習スタイルによりよく応え

ることができることなどから、例えば、単位制高校（全日制、定時制）の設置を

推進し、公平性の理念にかなうよう、予め定員の一部に転・編入学枠を設けるな

ど、転・編入学の円滑化を図るための方策について検討する必要があると考えま

す。

○また、あわせて、各学校においてインターネットのホームぺージに転・編入学に

関する情報を掲載するなど、一層の情報提供に努める必要があると考えます。

(4) 学校間連携

○学校間連携は生徒が減少する中で、特色ある教育課程づくりに有効な手段と考え

られるとともに、普通科高校においては、専門高校等との連携により、職業観・

勤労観を育む教育の充実に役立てることもできます。

また、他の学校の教育資源を活用することで、軽装備の総合学科の設置促進に

も役立てることができると考えられます。

○一方、学校間連携は、学校間のカリキュラム調整や生徒指導上の問題等、解決す

べき様々な課題があり、また全国の実施校の例を見てみると、利用している生徒

数は、数名から十数名が中心となっています。

○このため、学校間連携を希望する学校や連携が可能な条件を備える学校群を指定

して、課題や効果について、十分研究を行うとともに、円滑な導入に役立てるた

め、例えば、教育委員会と関係校による推進検討協議会を設置するなど、学校間

調整や実施上の諸課題解決に向けて検討を行うことが望ましいと考えます。

○また、部活動における生徒のニーズや意欲にも応えるため、その実態や希望に応

じ、単独では実施が困難な部活動を複数校で実施するなど、部活動での学校間連

携の在り方について研究する必要があると考えます。
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(5) 学校外の学習機会の活用等

○現在、高等学校における学習の選択幅を拡大する手段として、大学や専修学校等

における学習成果や技能審査の成果の単位認定、ボランティア活動、インターン

シップ等学校外における体験的な活動の単位認定など学校外の学修の活用を図る

制度があります。

○この制度は、今日の高等学校の生徒の能力・適性、興味・関心等の多様化の実態

を踏まえ、学習の選択幅の拡大を図るとともに、自らの生き方や進路を見つめ努

力した結果を評価するもので、今後一層の活用が望まれます。

○このため、例えば、教育委員会が窓口となって大学や生涯学習機関等との調整や

連携を図り、講義を受講できる機会や情報の提供を行ったり、単位認定の手引き

を作成するなど、学校外における学修の単位認定を積極的に進めることが望まし

いと考えます。

○また、職業観や勤労観、社会性など、学校だけでは得られない学習成果を得るた

め、学校外における様々な学習の機会や教育資源を有効に活用するとともに、社

会人講師や部活動における外部指導者の活用など、地域社会や企業等の教育力を

一層活用することが望まれます。
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第６ 改革を進めるために

高等学校教育改革を実現していくためには、以下の点に配慮することが不可欠と考

えます。

１ 学校の自主性・自律性の確立

○特色（魅力）ある学校づくりを進めるためには、校長のリーダーシップのもと、学

校が自らの権限で、様々な工夫を凝らしながら、主体的に取り組むことのできる環

境づくりが大事であり、学校の裁量権限の拡大や学校の意向が一層反映できる方策

について検討するなど、できる限り学校の自主性を尊重することが重要であると考

えます。

○また、学校の教育目標等について自ら評価を行い、その結果を今後の取組に生かす

とともに、外部評価の在り方についても検討することが望ましいと考えます。

２ 教職員の意識改革等

○特色（魅力）ある学校づくりを進めるに当たっては、教職員の努力に負うところが

大きく、教育にかける教職員の情熱、意欲が学校のソフト面を支えています。

このため、一人ひとりの教職員が教育力の向上に努めるとともに、学校の教育目

標や経営目標をしっかりと共有し、改革に向けて、それぞれが参加意識を持ち、学

校が一体となって取り組んでいくことが重要であると考えます。

○また、教職員の資質の向上を図るため、一層の研修内容の充実に努めるとともに、

優秀な教員に対する表彰制度など人事評価の在り方について研究することも必要

であると考えます。

○さらに、改革に向けて意欲を持った人材を確保するため、校長等への民間人の登用

を含めた人事の在り方について研究を深めることも必要であると考えます。

３ 県民・保護者の理解と協力

○改革を進めるにあたっては、学校情報の提供を積極的に進めるなど、開かれた学校

づくりを進めるとともに、県民や保護者の理解と協力を得ながら進める必要があり

ます。

○このため、学校開放講座の開設など学校の教育資源の有効活用を図る一方、学校評

議員制度や社会人講師の一層の活用など、積極的に学校外の協力を得ていくことが

重要と考えます。

○また、形式的平等を求めるのではなく、一人ひとりの個性や能力を一層伸長すると

の改革の方向性について理解を得ていくことが重要であると考えます。

４ 財政上の支援等

○特色ある学校づくりを含め、様々な改革を進めていくためには、計画的、段階的に

進めるとともに、そのための教職員の配置や、施設・設備の整備等を重点的に措置

していくことが必要と考えます。
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○また、教職員が学校改革に向けて力を注げるよう、専門的知識を必要とする事項に

関して学校を側面から支援していくことも大切と考えます。
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おわりに

教育は何のために営まれるのか。福沢諭吉は教育論の中で、「人類をして至大の幸福を

得せしめんがためなり」と言っています。

したがって、高等学校の改革を進めていく場合においても、常に生徒の視点に立って、

何が生徒にとって幸福であり、何が最善かということを常に基本に据えて進めていくこと

が重要であると考えます。

そのためにも、生徒のやる気を引き出し、基礎・基本を身につけさせ、自ら考える力を

育み、一人ひとりが個性や能力を輝かせながら、成長を遂げていくことができるよう不断

の努力が望まれるところです。

改革を進めるに当たっては、困難を伴うことが予想されますが、少しでも生徒が意欲を

持って学習に取り組んでくれるようにとの姿勢で臨むことが重要であると考えます。

県教育委員会におかれては、時代を超えても変わらない価値あるものを大切にしながら、

社会の変化に柔軟に対応した魅力ある学校づくりをめざし、常に見直し点検を加えながら

将来にわたる高校教育のあるべき姿を求めつつ、改革の具体化に向けた取組を着実に進め

られんことを期待します。
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資料１

検 討 経 過

回 開催日 場 所 会 議 内 容

第１回 平成 13年 県庁本館第４ ○会長、副会長の選出

７月６日(金) 委員会室 ○諮問および理由の説明

○会議の進め方について

○県立高等学校の現状と課題について

○改革の基本的な考え方について

第２回 平成 13年 大津合同庁舎 ○今後の基本的な枠組みについて

８月 17日(金) ７－Ａ会議室

第３回 平成 13年 大津合同庁舎 ○特色（魅力）ある学校づくりについて

９月 14日（金） ７－Ａ会議室

第４回 平成 13年 大津合同庁舎 ○柔軟な高等学校システムについて

１１月 19日(金) ７－Ａ会議室

第５回 平成 14年 大津合同庁舎 ○中間まとめについて

１月 18日（金） ７－Ａ会議室

第６回 平成 14年 大津合同庁舎 ○報告案について

３月 15日（金） ７－Ａ会議室
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資料２
「今後の県立高等学校の在り方について（中間まとめ）」に対する意見募集の結果について

１　募集期間 平成１４年２月５日（火）～３月４日（月）

２　応募者数等 　
応募者数 ６名
意見数 １５件

３　意見内容と懇話会の考え方
意見項目 意見内容 懇話会の考え方

現状と課
題

現状と課題 現状認識があまい。諸般に差し障りのない程度に留めら
れている。

客観的な数値や学校現場の意見など
を踏まえながら現状認識を行ってお
り、妥当なものと考えています。

改革の基
本的な考
え方

教育方針 既定路線を踏襲した形となっている。もう一歩具体的に
踏み込んだ見解が不足している。

改革に向けて様々な具体の提案を
行っています。

　 基礎学力 基礎学力の修得向上を目指すことが肝心だと説きなが
ら、その具体策が明示されていない。読み書きソロバン
関係の必須教科と自然社会科学関係の必須選択教科を厳
選し、全体的に修得科目を整理縮減し、修得の充実向上
を図るべき。

具体の指導方法等については、生徒
や学校の実態等に応じ、教育委員会
や学校において対応されるべきもの
と考えます。

　 基礎・基本 「特色」「多様化」を言う前に、高校生が一人前の主権
者になるために必要な基礎・基本はどうあるべきかとい
う点について、まず議論をすべき。

道徳観や倫理観、学力など基礎・基
本をしっかりと身に付けさせるとと
もに、多様な生徒の実態に対応し、
特色化や多様化を図ることが大切と
しています。

枠組み 学級定員 生徒の状況の変化の中で、クラス担任や教科担任は、こ
れまで以上に個々の生徒に目を向ける必要に迫られてい
る。現状の学級定員（４０人）ではあまりに多すぎる。

学級定員については、生活集団とし
ては一定規模を確保しつつ、学習集
団としては教科等の特性や習熟度な
どに応じて少人数授業を行うなど、
個に応じたきめ細かな指導に一層努
める必要があると考えています。

　 統廃合 魅力ある学校づくりを進めていけば、魅力のない学校は
応募がなく淘汰される場合、比較的交通不便地にある学
校で、敬遠されていく場合、学校の建て替え時における
合理的な改築など、質的な要因も考えられ、必ずしも現
状維持が適切とは言い切れないのではないか。

次のように修正します。「今後の社
会の変化や高等学校を取り巻く状況
の変化にも十分留意する必要がある
と考えますが、……当面、高等学校
の配置については、現状を維持する
ことが適当と考えます。」

　 通学区域 大津市内の高校に湖南や甲賀の生徒がたくさん受験して
くることから、大津市の生徒は地元の高校に行きにくく
なっている。県立高校へ行きたいが、やむなく京都の私
立高校などを選択しているという事情もあるので、通学
区域の見直しということについては、その辺の実情を十
分酌んでいただきたい。

次のように修正します。「通学区域
は県民生活に深く関わる問題である
ことや、通学区域制度の廃止や変更
は、メリットもある一方で、デメ
リットがあること、地域によってそ
の現れ方に違いがあること、さらに
は、県民の中にも様々な意見がある
と考えられることなどに十分留意し
た慎重な対応が望まれます。」

　 　 通学区域や交流枠ということで、受験の機会を制限され
ることは、逆に不公平に感じられないか。住民の生活圏
や交通事情も変わってきているので、この際、通学区域
制度を見直してはどうか。普通科といっても、学校によ
り教育目標や教育方針、校風が違うので、普通科ならど
こでも同じということにはならない。受験競争が激化す
ることを懸念されているが、今でも受験競争について一
定の競争がある。

同上
なお、受験において、一定の競争が
あることは不可避ですが、過度の競
争は弊害をもたらすことも念頭に置
くべきと考えます。

改革を進
めるため
に

学校運営 公立学校も経営体であるべき。合理的効率を掲げ学校の
独自創意性と健全性を自らに課した経営理念を導入した
学校事業形態であるべき。

校長のリーダーシップの下での特色
ある学校づくりや学校の教育目標等
についての自己評価など、学校の自
主性・自律性の確立に向けて、学校
運営の改善等を図ることついて言及
しています。

　 教職員の意
識改革

校長等への民間人の登用を必要とする教育現場の事態を
よく分析し、その必要性を精査し、社会人としての教職
員の在り方についてまでも鋭く言及するまとめの内容で
あるべき。

校長等への民間人の登用を含めた人
事の在り方についての研究や教職員
の資質向上を図るための研修内容の
充実等について言及しています。

22



その他 意見表明の
場

県下各地で懇話会の考え方を説明し、それに対して一般
県民が自由に言えるような場を提供すべき。

会議はすべて公開で開催し、会議概
要もその都度公表しています。ま
た、意見募集にあたっても、イン
ターネットや広報媒体などを活用し
て周知に努めているところです。

　 　 全県の各学校の教職員と父母に中間まとめを配布し、討
論を呼びかけていただきたい。

同上

　 　 「入試改善」や「中高一貫教育」の案を説明する公開の
場を持ち、そこで、県民の意見を広く聞くべきである。
このまま平成１５年度から「入試改革」や「中高一貫教
育」を行えば、深刻な事態が起こることが予想される。

参考意見
なお、入試改善や中高一貫教育につ
いては、別途、協議会等を設け専門
的に議論され、県民に対し意見聴取
も行われたところです。

　 クラス替え クラス替えをした方がよいとする学校のクラス編制に対
する既定概念・固定観念を根本的に問い直す必要があ
る。

参考意見

　 生徒指導 生徒指導に関する事項が取り上げられていない。生徒指
導の基本をもっと簡明にするべき。指導の在り方の基本
を整備し、社会に対してもこれが本県の指導の原理原則
（けじめ）であることを明確にするよう、まとめで提言
があってもよい。

自己実現を図るためには、「自ら選
択した道を全うする努力が必要なこ
と」や、「結果の責任が問われるこ
と」について言及しています。ま
た、目的意識が明確でない生徒な
ど、生徒の実態を踏まえ、教育の多
様化を進め、生徒の興味・関心や進
路希望等に応えながら教育の展開を
図り、有意義な学校生活を提供する
ことが、生徒指導上の課題の解決に
つながるものと考えます。
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資料３

県立高等学校将来構想懇話会設置要綱
（目的）

第１条 社会の変化や生徒の多様化、生徒減少等に対応し、将来を見通した今後の県立高

等学校の在り方を検討するため、県立高等学校将来構想懇話会（以下「懇話会」という。）

を設置する。

（所掌事務）

第２条 懇話会は、滋賀県教育委員会教育長（以下「教育長」という。）の諮問に応じて、

次の事項について協議検討し、その結果を教育長に報告する。

（１）改革の基本的な考え方

（２）今後の基本的な枠組み

（３）特色（魅力）ある学校づくり

（４）柔軟な高等学校システム

（５）その他教育長が必要と認める事項

（組織）

第３条 懇話会は、学識経験を有する者、産業・経済界の関係者、学校の関係者等のう

ちから、教育長が委嘱する１７名以内の委員で構成する。

２ 懇話会に会長および副会長をそれぞれ１名置く。

３ 会長および副会長は、委員の互選によって決定する。

４ 会長は、会務を総理し、懇話会を代表する。

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。

（任期）

第４条 委員の任期は、委嘱の日から平成１４年３月３１日までとする。

（会議）

第５条 懇話会は、会長が招集する。

２ 会議の議長は、会長をもって充てる。

３ 会長は、必要と認めるときは、関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。

（事務局）

第６条 懇話会の事務局は、教育委員会事務局総務課に置く。

（その他）

第７条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に必要な事項は会長が定める。

付 則

この要綱は、平成１３年５月１５日から施行し、平成１４年３月３１日限り、その効力

を失う。
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資料４

「県立高等学校将来構想懇話会」委員名簿

氏 名 現 職 備 考

一浦 由見子 公募委員
いちうら ゆ み こ

上松 健治 大津清陵高校校長
うえまつ け ん じ

片山 智成 中学校長会会長
かたやま ちじょう

能登川中学校校長

坂口 昌弘 （社）日本青年会議所近畿地区滋賀ブロック協議会会長
さかぐち まさひろ

坂口テレビサービス㈱取締役

杉田 英子 守山北高校「学校評議員」
すぎ た ひ で こ

杉野 澄子 虎姫高校教頭
すぎ の す み こ

竹谷 博 八幡商業高校校長
たけたに ひろし

竹中 真由美 県ＰＴＡ連絡協議会副会長
たけなか ま ゆ み

田附 弘子 町村教育長会幹事
たづ け ひ ろ こ

能登川町教育長

谷口 ・弘 立命館大学理工学部教授
たにぐち よしひろ

「県産業教育審議会」会長

廣田 良高 ㈱アイゼン 代表取締役
ひろ た よしたか

（社）滋賀工業会経営委員会副委員長

藤居 正博 県高等学校ＰＴＡ連合会会長
ふじ い まさひろ

彦根東高ＰＴＡ会長

藤田 弘之 滋賀大学教育学部教授 会長
ふじ た ひろゆき

増本 千佐子 公募委員
ますもと ち さ こ

森 美和子 学校法人滋賀学園理事長
もり み わ こ

私学審議会委員

矢田 徹 都市教育長会副会長
や だ とおる

彦根市教育長

山本 正史 高等学校長協会会長 副会長
やまもと まさふみ

大津高校校長

以上１７人 ５０音順 敬称略
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資料５

（諮問書）

平成１３年（２００１年）７月６日

県立高等学校将来構想懇話会 様

滋賀県教育委員会教育長 西堀 末治

次に掲げる事項について、別紙理由を添えて諮問します。

今後の県立高等学校の在り方について

１ 改革の基本的な考え方

２ 今後の基本的な枠組み

３ 特色（魅力）ある学校づくり

４ 柔軟な高等学校システム
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（理由）

今日、社会は科学技術や情報化、経済のグローバル化が進展し、今後とも大

きな変化が予想される中で、２１世紀の教育には、自己責任の観念や思いやり

の心など、豊かな人間性を備え、個性的で創造性に富んだ人材や変化に主体的

に対応できる人材を育成することが求められています。

一方、高等学校への進学率は９７％を超え、多様な能力・適性、意欲・関心

などを有する生徒が入学するとともに、複雑・多様化した今日の社会は、生徒

一人ひとりの持つ考え方や生き方を一層多様なものとしています。

また、本県は他の都道府県と比べ人口増加が見込まれる県ではありますが、

中学校卒業予定者については、全国と同様大幅な減少傾向にあります。

今後迎える高等学校の大幅な生徒減少は、学校規模の縮小をもたらし、学校

活力の低下が懸念されるなど、様々な課題を投げかけてくるものと予想されま

す。

このような状況の中で、これまで「一人ひとりの個性や能力等を重視した教

育」を進めるため、特色ある学科の設置など、学習の選択幅の拡大や履修シス

テムの工夫を通じて、個性等に応じた主体的な学習を促進するなど、生徒の多

様な進路希望や学習意欲に応えうる条件整備を行ってきたところであります

が、今後の一層の社会の変化や生徒の多様化、生徒減少に対応して、県立高等

学校はどうあるべきか、中学校卒業予定者が最も少なくなると推計される平成

21 年を見通しつつ、その枠組みを探るとともに、一層魅力ある学校づくりを
進める観点から、具体的改革方策を明らかにしていく必要があります。
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