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「県立学校改革推進プランの一部改訂（案）」 

に対する意見と県の考え方 

 

千葉県教育庁企画管理部県立学校改革推進課高校改革プラン推進室 

 

１ バブリックコメント実施期間  平成 29年 11月 16日(木)～平成 30年１月４日（木） 

２ 意見提出者数（意見の延べ件数）８人（24件） 

３ 提出された意見の概要と県の考え方 

 ※提出された意見について、趣旨を損なわない範囲で要約させていただきました。 

また、同内容の意見についてはまとめさせていただきました。 

 ※複数の理由から意見が述べられている場合は、意見の概要を分けて掲載しています。 

意見の概要 県の考え方 

（１）基本的な考え方 

これまでの再編と今後の再編の具体計画

を千葉県地図上に示した「配置図」が大変

見やすくまとめられており、感心した。 

御意見を参考に、引き続き魅力ある高等

学校づくりに取り組み、内容の周知を図っ

てまいります。 

「現場生産」の建設業の教育も論じられ

る対象としては如何か。下線部の追加をお

願いしたい。 

「企業（工業団地、建設業者）・大学・研

究機関・現代産業科学館・地域・行政機関

等との連携を一層推進する組織（コンソー

シアム）を設置します。」 

今回のプランの改訂では、工業教育の質

を高め、ものづくりの実践力を育成するた

め、産業界との連携の推進に取り組んでい

くこととしました。 

県民が理解できるよう、もっと丁寧な説

明会を再度開くべきである。３月に決めて

しまうなど、絶対反対。 

プログラム案の策定にあたっては、地域

協議会でいただいた御意見を参考にしたほ

か、必要に応じ保護者や地元町会、中学校関

係者、地元教育委員会等から御意見を伺い

ながら、検討を進めてきたところです。 

また、中卒者数の減少や学校の小規模化

の進行、定員割れの状況などを踏まえ、活力

ある教育活動が展開でき、地域の生徒にと

って魅力ある高等学校を、早期につくる必

要があると考えております。 

県民説明会やパブリックコメント、関係

機関等からの意見聴取を通して、様々な御

意見をいただいたところであり、引き続き、

再編の趣旨について御理解が得られるよう

努めてまいります。 

直接現場におもむき意見を集約したり、

説明会を複数回重ねて開催することが県教

委の求められる姿勢であり、一方的な動き

が誤解や反発を招いてしまう。 

生徒を各産業界のための「材料」として

利用するという発想が問題である。 

生徒が、高い志を持って夢や希望の実現

に向け、自己の資質を高めつつ、課題や困難

を克服して、たくましく生きていく力を身

に付けられるよう魅力ある高等学校づくり
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に取り組んでまいります。 

それぞれのコースについては最低限、十

分な人数の専門の教員を配置することが必

要である。 

各学校の教育課程に基づき、円滑な教育

活動が実施されるよう適切な教職員の配置

に努めてまいります。 

小･中･高等学校における暴力行為の発生

件数増加、小･中･高等学校･特別支援学校に

おけるいじめの認知件数増加、高等学校に

おける長期欠席生徒数増加、以上の諸事実

に対して、どのような「総括」を行ってい

るのか。そしてどのような教訓を導き出し

ているのか。また、「総括」と「教訓」の結

果として、今回の「一部改訂（案）」の提示

となったのか。 

県立学校改革推進プランでは、基本的な

コンセプトとして、「生徒が志を持って学

び、夢をはぐくむ学校」など３点を掲げてい

ます。このコンセプトは、すべての学校が目

指すべき高等学校像を示したものであり、

具体計画である実施プログラムで示した再

編対象校だけでなく、すべての県立高校が、

このコンセプトを目指して魅力ある高等学

校づくりを推進してまいります。 

改革推進そのものを検証する必要があ

る。平成 25 年度再編実施分、平成 26 年度

再編実施分の「評価報告書」について、 

①それ以前はどうだったか。 

②生徒の学力保障と進路選択が、「改革」の

方向と合致しているか。特に「倍率」の高

い高校と低い高校に即した改革となってい

る。 

③生徒の感想は「良かった」が大半だが、

この傾向は、当該校だからか。設問が誘導

的である。 

④この「改革」の推進にあたって、どのよ

うに中学生や、高校生、その保護者、中学

校関係や高校関係者、地域住民の「生の声」

を聴取したか。 

平成24年３月に県立学校改革推進プラン

が策定され、その実施状況及び成果や課題

を把握し、より一層魅力ある高等学校づく

りを推進するとともに、今後の県立学校改

革に係る計画の策定に資することを目的と

して評価を実施しております。 

再編実施年度から３年が経過し、初めて

の卒業生が輩出される年に合わせて再編実

施校の生徒及び保護者を対象にアンケート

調査を実施するとともに、外部からの意見

聴取を実施しながら取りまとめています。 

全国各地で、子どもの意見を地域づくり

に取り入れている自治体もある。 

学校を地域の重要な、まちづくりのセン

ターとして位置づければ、地域住民、高校

生の意見を踏まえた改革づくりとすること

になる。 

子どもの家庭や子どもの目線に即した対

応が求められている。 

千葉県地方創生「総合戦略」において、社

会の変化や産業の動向等に対応し、地域を

支える人材を育成するため、キャリア教育

を充実するとしており、全国の様子も参考

にしつつ、魅力ある高等学校づくりに取り

組んでまいります。 

高等学校における特別支援教育の充実

（Ｐ21 下から６行目）「障害による学習上

又は生活上の困難の改善・・・教科指導等

の充実に関する研究を行います。」の部分を

削除すべきである。 

特別支援教育は、障害を理由に、みんな

と同じ教室で同じカリキュラムで学ぶとい

う権利を奪う。このような研究に反対する。 

 

県教育委員会の指定を受けて、特色ある

教育活動や実践研究を行っており、これら

の成果を踏まえ、魅力ある高等学校づくり

に取り組んでいるところです。 



県立学校改革推進プランの一部改訂（案）に対する意見と県の考え方-3 

 

Ｐ19 枠囲かこみの中※２及び※５を削

除してください。行徳高校の定時制（夜間

部)及び佐倉東高校の定時制（夜間部)を減

らさないでほしい。 

夜間定時制高校に入学する生徒は、勤労

青年が減少する一方、様々な入学動機や学

習歴を持つ生徒が増加しています。そのた

め、生徒の多様なニーズへの適切な対応が

必要です。定時制高校で学ぶ生徒の多様な

ニーズに対応するとともに、配置バランス

や生徒の志願状況等などを踏まえ、魅力あ

る高等学校づくりに取り組んでまいりま

す。 

２県立学校の適正規模・適正配置（７ペ

ージ）(2)定時制高校の配置「配置の適正化

を図る」について以下のように変更する。  

「定時制高校を増やして配置の充実を図

る。」 

理由は、現定時制高校に加えて通学至便

な高校に夜間定時制高校を増やして配置の

充実を図ることが必要である。 

総合学科の設置についてＰ１下から５～

６行目「さらに、 大学卒業後の・・・普通

科の転換により進学を重視した総合学科を

設置した」とあるが、これは総合学科の趣

旨とは相容れない。 

①小金高校の総合学科、幕張総合高校の総

合学科への転換は見直すべきである。 

②「第４次実施プログラム(案)」には、県

立船橋高校定時制課程普通科の総合学科へ

の転換が提案されている。 これはどういう

経緯、趣旨なのか理解できない。反対であ

る。併せて、行徳高校定時制との統合案が

示されているが、これも反対である。 

総合学科は、普通科目と専門科目を幅広

く開設し、生徒自らが興味・関心や進路希望

に応じて、主体的に選択しながら学習でき

る単位制の学科であり、生徒の多様な進路

希望に対応するとともに、就業までを見通

した人材を育成するものです。 

今回の提案は、両校の定時制の課程を統

合するとともに総合学科へ改編すること

で、キャリア教育の充実を図り、生徒のニー

ズに応じた系列の設置を通じて学習内容を

充実させ、生徒が将来に向けて自立できる

よう支援することを目的としたものです。 

中教審高校教育部会「審議まとめ」 につ

いて、Ｐ２「審議のまとめ」の３行目「図

りつつ、生徒の卒業後の進路が多様になっ

ている・・・」下線部を「学習ニーズ」と

修正すべきである。 

理由は、「審識まとめ」のＰ18には「３.

多様な学習ニーズへのきめ細やかな対応」

とあり、内容も「幅広い学習ニーズ」と記

されている。 

これまでの改革の成果や課題について整

理しつつ、高校教育の質の確保・向上を図る

ための基本的考え方、具体的方策について

審議を行った「審議まとめ」のＰ１「はじめ

に」の「生徒の卒業後の進路」を参考にして

います。 

中教審同「審議まとめ」について、Ｐ３ 

(Ⅲプラン一部改訂の考え方)の 17～19 行

目「併せて、学校が産業界や地域・社会と

連携・協働を進めて人材を育てていくこと

が必要であるとしています。」の下線部は削

除すべきである。 

理由は、「審議まとめ」Ｐ12には、「地域

や産業界等との連携・交流を通じた実践的

な学習活動や就業体験を…」とはあるが、

下線部の記載はありません。 

 

これまでの改革の成果や課題について整

理しつつ、高校教育の質の確保・向上を図る

ための基本的考え方、具体的方策について

審議を行った「審議まとめ」のＰ28「２．学

校から社会・職業への円滑な移行推進」の

「協働を進め、次世代の我が国の地域・社会

を支える人材を育てることも重要であ

り・・・」を参考にしています。 



県立学校改革推進プランの一部改訂（案）に対する意見と県の考え方-4 

 

（２）Ⅳ プラン一部改訂 １工業科 

普通科への工業に関するコースの設置で

は専門的知識が身につかないだろうという

疑問が出ている。 

工業に関する学科の設置校がない第９学

区に工業を学べる環境を整備し、将来もの

づくり企業等への就職を目指すための知

識、技術等を備えた人材を育成したいと考

えております。 

「普通科への工業に関するコースの設置

等」と「工業教育の拠点校」「コンソーシア

ム」の違いと関連、そしてそれぞれに対し

てどのような施設設備、教育条件の整備を

行うのか。 

「工業教育の拠点校」「工業系高校人材育

成コンソーシアム千葉」は第１次実施プロ

グラムにより設置し、千葉工業高等学校に

事務局を置いたものです。普通科に設置す

る工業に関するコースでは、工業に関する

基礎的な科目を学ぶのに必要な施設設備の

整備を予定しております。また、あわせて連

携企業における実習を重視したカリキュラ

ムを検討してまいります。 

既存の工業高校に代わる施設設備は保障

されるのか。 

既存の工業高校の充実という方策では臨

海コンビナートの要望を満たせないという

ことなのか。 

工業に関する学科の設置校がない第９学

区に工業を学べる環境を整備し、将来もの

づくり企業等への就職を目指すための知

識、技術等を備えた人材を育成したいと考

えております。 

天羽高校と姉崎高校を、「企業等」「工業

系の企業」への「就職」のための専門学校

として位置付けるということなのか。 

「ものづくりコース」や「工業基礎コー

ス」では、将来ものづくり企業等への就職を

目指すための知識、技術等を備えた人材を

育成したいと考えております。 

その際のカリキュラム・教科書・授業と

計画などは、どのようにするのか。 

平成30年度にコース設置校に準備組織を

設置し、教育課程の編成、連携企業の開拓に

ついて検討することとしています。 

出願生徒が減少してきている天羽高校と

姉崎高校に対する新たな施策としては、あ

まりに短絡的な「コース」設定ではないか。 

京葉臨海コンビナートには製造業の工場

が多数立地し、かねてから新卒者を地元か

ら多く採用したいとの要望が企業からあり

ます。併せて市原市、富津市からもコース設

置に関する要望が出されており、コース設

置校に対する支援が期待できます。 

（３）Ⅳ プラン一部改訂 ２福祉科 

介護職員について更なる処遇改善が求め

られる中で、福祉コース設置に疑問を感じ

ている。 

地域や県全体の福祉教育の充実を図るた

めに、福祉コースを設置することは重要と

考えており、原案どおりとします。 

 

 

 

 


