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「県立学校改革推進プラン・第４次実施プログラム（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）68人（131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 

地域や学校サイドにとって唐突な印象が

否めないコースや合併案がある。 

もっと地域と中学生のニーズや要望を生

かした学校作りをしてほしい。 

コースより学科の方がより専門的なこと

がじっくり学べる。 

特に商業科の設置を期待している。 

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んでまいります。 

具体計画の一つ一つが各学校の状況や地

域のニーズにきめ細かく配慮している。 

進学を重視した総合学科の設置が都市部

の２校に留まったのが残念。郡部の伝統の

ある進学校への設置があってもよかった。 

再編のスケジュールについて、平成 34年

度には新学習指導要領への移行が控えてい

る。「県立学校改革推進プラン」の対象年度

は平成 33年度までだが、これにとらわれる

ことなく、再編実施の年度については、対

象校の過剰な負担にならないよう、是非柔

軟な対応を御検討ください。 

定時制高校の配置（統合・学科改編）及び

定時制高校の配置（三部制定時制高校の配

置）の実施年度を平成 34 年度(2022 年度)

とします。 

千葉県の公立進学校の高校全て、専門学

校指導課と就職指導課を必ず設置し、普通

科の就職・公務員コースを新しく設置して、

多くの進学校に通う生徒が専門学校や就職

の魅力を感じて、専門学校進学と就職をも

っと増やして欲しい。 

また、民間企業の就職の求人票の数を 50

件から 200 件を目標として増やして欲し

い。 

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んでまいります。 
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発表(11/15)が遅い・パブコメ時期(年末

年始)が悪い・正式決定(３月)早すぎる。 

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。 

再度説明会開催を求める。その際に地元

関係者の全てに案内を発送して参加を呼び

かけて、自治体、市議会、教育委員会、現場

の小学校・中学校・高校、商工会議所、町

会、観光協会など、学校に係る全ての組織

に呼びかけるべきである。 

人格の完成や個性を伸ばして、人間らし

い人生をいかに送ることができるかを考え

るのが教育の本旨である。 

また、道徳的な価値を身につけ、柔軟な

人格があっての道徳教育である。 

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んでまいります。 

少人数教育推進の好機である。全日制や

定時制の廃校減少、学科の縮小減少など教

育条件の悪化を引き起こす。 

君津木更津地区においては、上総高校の

廃校、木更津東高校商業科の廃止、天羽高

校コース設置で普通科減少など半数近くの

高校に関係し影響が大きすぎる。 

多くの友人・教師との触れ合いやお互い

の切磋琢磨の機会を確保し、教育課程の柔

軟な編成や活力ある教育活動が展開できる

よう、学校の規模・配置の適正化に努めてま

いります。 

県の教育委員会として優先すべきは、私

学事業者の利益か、経費削減か、それとも

生徒の教育環境改善ですか。 

様々な条件を総合的に判断しながら、魅

力ある高等学校づくりに取り組んでまいり

ます。 

様々なコースの設置案が出ているが教員

を十分に配置すること 

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。 

西暦も併記し、関係する中学生・保護者

等が混乱しないよう配慮されたい。 

西暦を併記することとします。 

統合により、通学が困難又は断念するの

ではないか危惧する。教育の権利を奪われ

てしまい、未来に希望が持てない生徒がで

てきてしまうのではないかと危惧する。 

統合校は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。 

佐倉東高校のホームページでは、昨年 11

月の時点で、定時制の募集停止についての

連絡が記載されていたと伺った。決定事項

ということか。 

 

 

11 月に公表した県立学校改革推進プラ

ン・第４次実施プログラム（案）はあくまで

も案であり、県民説明会やパブリックコメ

ントなどを通していただいた御意見等を参

考に決定します。 
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千葉県は、教育に関しての政策が酷すぎ

ると思います。正規雇用の教員の不足、退

職した先生の再雇用、加熱する部活動での

競争、公立高校入試の前期、後期制、校舎や

設備の老朽化の放置等、子育てをしていて、

日々疑問を感じている。 

少数の声も大切にして、すべての子ども

に公平に学ぶ喜びや、教師や行政との温か

い信頼関係を構築するやさしい千葉県の教

育政策を希望する。教育にこそ予算を費や

してください。 

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んでまいります。 

全日制高校の統合については５～６組程

度だったのが、３組に留まったが、対象校

が７校であり、県立高校がない地域を作ら

ないためには妥当だと思う。 

しかし、「郡部で１学年４～８学級」とし

ているのを３～８学級と修正した上で、更

に、柔軟な対応を考えていった方が良いと

思う。 

（２）ものづくりコース、工業基礎コース 

ものづくり、工業系のコースの設定は、

今までになかったコースの設定で具体的に

どんな学びが展開されるのか、非常に楽し

みである。 

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んでまいります。 

ものづくりコース（姉崎高校）と工業基

礎コース（天羽高校）は、共通する内容も多

く、第３次実施プログラムにおいて「中学

生や保護者、中学校関係者等にわかりやす

い」名称とするため、農業・工業・商業の

「学科の再構成」をしたことに逆行する。 

名称と中身をどちらかに統一し、中学生

にわかりやすい進路選択を用意した方がよ

い。 

ものづくりコース、工業基礎コースは、

普通科の中のコースであり、教諭や実習助

手の加配や実習施設を伴う工業科の設置で

はないのが残念。 

教育内容を充実させるためにも、「連携企

業における実習（ものづくりコース）」や「地

元企業との連携によりインターンシップ等

（工業基礎コース）」のみではなく、校内で

の事前指導と事後指導ができるような実習

施設の設置とそれを指導できる工業専門の

教員の配置が不可欠であり、そのためにも

「コース」ではなく、「学科」の設置が望ま

「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。 

中学校生徒、保護者には丁寧に説明して

まいります。 

普通科に設置されたコースではあります

が、工業に関する基礎的な科目を学ぶのに

必要な施設の整備とあわせて、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。 
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しい。 

例えば、普通科と工業科を併置した上で

「くくり募集」にし、１年次で全員に工業

基礎科目を学ばせた上で２年次から学科を

選択させ、工業科の２年次以降に連携企業

での実習・インターンシップ等を経験させ

るのはどうか。 

天羽高校は富津市にある普通科の学校で

すが、今回の案では「工業基礎コース」を新

設するとなっている。 

この地区に「工業高校」を置くことが果

たしてどうなのかという懸念はある。 

また、進学校以外の学校は、受験者（＝生

徒）を集めることにかなり苦戦を強いられ

ている。「工業」に特化することよりも、土

木、建築なども含めた『大きな意味での技

術者』を育成する考え方もあるのではない

か。このことは他の学校（工業高校や定時

制）の案件でも散見する。「オール千葉県」

としてのスタンスが問われている部分では

ないかと感じる。 

天羽高校が所在する富津市には臨海部の

工業団地を中心に工場が立地し、かねてか

ら新卒者を地元から採用したいとの要望が

ありました。 

工業基礎コースでは、近隣に立地する工

業系の企業と幅広く連携し、地域の実情に

即したものとなることを想定しています。 

地元の富津市からも天羽高校に設置する

ことを求める要望が出されており、同校に

対する支援が期待できます。 

（３）全日制高校の設置（統合） 

君津高校は進学校を目標としているの

に、上総高校は中学の内容を学習している。 

あまりにも学力に差がある。 

君津地区において、適正規模の下限であ

る１学年４学級規模以下の県立高校が８校

中４校あり、今後、中学校卒業者数が更に減

少すると見込まれます。 

上総高校は、適正規模を下回る３学級募

集となっており、さらに定員未充足の状況

が続いていることから、規模の適正化を図

り、活力ある教育活動ができる魅力ある高

等学校にするため、通学圏の重なる君津高

校と統合する案を公表したところです。 

高等学校は、社会人としての素養を磨く、

職業観を醸成する場でもあり、異なる学科

が併置されることで、学校生活に深みと幅

が生まれるなど、相乗効果も期待できます。 

県内には、すでに今回の統合案と同じ普

通科と園芸科を併置する薬園台高校があり

ます。 

他県においても同様の学校があり、学科

を超えて生徒が交流するなど充実した高校

生活を送っています。今後これらを参考に

準備を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

君津高校を卒業したことに誇りを持って

いる。卒業生、在校生はみんな統合も名前

の再編も望んでいないと思う。白紙に戻し

て下さい。 

統合後の在籍生徒達は授業や部活動その

他の学校生活全般において相互に真に融和

できるのか。 

上総高校が君津高校に合わせるのか。 

君津高校が上総高校に合わせるのか。 

そもそもなぜ統合するのか。 

校舎をそのまま使うなら統合しなくて良

いのではないか。 

統合したら学力が下がり人気も落ちる。

自分の高校にプライドを持っている。 

貴県の案に対する「代替案」を示す。 

1. 統合・再編のかたち 

現「上総高校」を発展的に解消（廃校）と

し、当該校の「普通科」に入学しようとする

生徒達は、「君津青葉高校」あるいは「天羽
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高校」のいずれかへの進学をなすこととし、

「君津青葉高校」の「農業」科目に、現「上

総高校」の「園芸科」における課程及び取組

等を加え、当該科目をさらに強化したカリ

キュラムを設定して、現「上総高校」の「園

芸科」に入学しようとしていた生徒達及び

地域社会のニーズ・期待にも応えられる。 

現「君津高校」には「英語コース」や「教

員基礎コース」設置に鑑み、当該校は、ＴＯ

ＥＩＣ高得点等、大学教育学部合格を目的

としたカリキュラムを設定し、“特色”を持

った「進学校」として、君津地区内の大学等

進学希望生徒らの第一学区あるいは私立高

校への「流出」を防止。 

2. 通学利便 

君津市街地区から「君津青葉高校」最寄

駅の「久留里駅」までは、朝・夕方とも路線

バスとＪＲ久留里線を利用すれば通学は可

能である。貴県案中の「君津高校⇔旧上総

高校農場」間バスを「スクールバス」として

「路線化」して利用する方法もある。 

なお、統合は財政的な理由によるもので

はありません。 

統合するメリット、デメリット、及び細

かい調査内容が示されてなく、これでは納

得いきません。なぜ統合するのか説明もな

く理解出来ません。  

学校の距離も凄く離れているのに、実習

棟として使う度に生徒はこの距離を移動す

るのか。 

少人数で教師の負担も減らし、生徒一人

一人に目が届く教育現場でなければならな

いと思う。 

園芸科の生徒の教育を受ける権利が阻害

される恐れがあること。園芸科の生徒が実

習地として利用する予定の現・上総高校の

実習施設が、往復約 1 時間以上をかけてま

で利用するだけの充実した施設かどうかが

大変に疑わしい。 

園芸科だけの上総高校存続という選択肢

もある。 

上総高校廃校に反対。 

地域の全日制高校は、生徒たちの豊かな

成長のためになくてはならないものであ

る。ここにこそ税金を使ってください。性

格が全く異なる高校を統合して、どのよう

な高校にしたいのか。 
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千葉県は、統廃合で年間いくらの財政削

減になるのか。 

現状では、学力に差があり、両校の生徒

が将来の夢を育む教育の場としてふさわし

くない。将来的には学力がならされ、幅広

い生徒が集まるだろうが地域の学校ではな

くなる。 

高校は自分の将来像を探す場所なので、

似た目標を持った人たちが集まれば、きっ

と勉学もはかどる。君津高校は主に大学進

学、上総高校は主に就職に重きをおいて高

校三年間のカリキュラムを組んでいると思

う。 

これでは互いの目標のレベルが合わず、

勉強しにくい。生徒自身の将来像を見つけ

やすくするためにも、君津高校と上総高校

の統合はやめるべき。 

上総高校の生徒募集を統合する平成 33

年度にむけて廃止すべきだと考える。君津

高校も普通科と園芸科の生徒を毎年募集し

ていけば良い。よって君津高校で大学進学

を目指している生徒は普通科へ、園芸や農

学について学びたい生徒は園芸科へ進学さ

せることができる。今回の統合案につきま

しては上総高校の園芸科の名前のみを対象

とする形が、これから高校進学を考える生

徒たちにとって一番理想的だと考える。 

君津高校は大学への進学率が高く、上総

高校は就職する人の割合が高い。また、そ

れぞれの生徒の雰囲気も大きく異なってい

る。それぞれの高校が持つ特色を尊重すべ

きではないかと考える。 

地元に対する愛着が薄れたり、学校が減

って住みよい環境と言えなくなったりし

て、これからさらに人が離れていく原因と

もなりかねない。学校の規模の大小にはこ

だわる必要もないのではないか。 

学校運営の経費や効率よりも両校の伝統

や校風、生徒等の深く関わる人々のことを

第一に考慮、重視し、それぞれの高校をよ

りよく存続していく方向を検討していただ

く必要があるのではないか。 

天羽高校は統合しない選択をしたのに、

上総高校は統合という選択をしたのはなぜ

か。天羽高校を統合しない理由には国会議
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員の地元であることが関係しているのか。 

適正規模以下である天羽高校・上総高校・

木更津東高校・君津青葉高校の中で第４次

実施プログラムに君津青葉高校に対する施

策が無いのはなぜか。 

君津青葉高校の生徒の教育環境は改善し

なくていいということか。 

適正規模以下どうしである上総高校と君

津青葉高校の統合である方が２校の生徒の

教育環境改善になるはずですがいかがか。 

「通学の利便性」に重きを置いて考える

なら木更津高校と木更津東高校の統合を進

めるべきではないか。 

上総高校において、最先端農業を学べる

ような工夫をすれば志願者数も増えると思

うが見解は。 

統廃合には基本的に反対である。 

自分が入学した学校で卒業できないなど

ということはあってはならない。 

統廃合した場合、様々な問題が予想され

る。以下の問題、疑問を解決できないなら 

統廃合すべきではない。 

上総高校の生徒は「楽しい思い出がたく

さん詰まった学校をなくさないでほしい」

と考えている。 

上総高校の生徒が深く傷つく可能性があ

る。 

統廃合した場合、保護者負担のエアコン

代、部活動の合宿費、遠征費などを上総高

校の生徒たちの金銭的負担が増える。 

上総高校の廃校は、それでなくても若者

が少なくなってきているのに更に拍車をか

けることになってしまう。当該小糸地域の

衰退につながりかねない。 

地域のニーズに合わせる再編と言いなが

ら逆行するものである。 

統合後の使用校舎は君津高校とし、上総

高校は実習場として使用する予定です。両

校の伝統や学びは、統合校において継承す

ることとしております。 

君津地区の生徒数減少の状況と今後の見

通しからすると、同一市内の２校での統合

は残念だが、やむを得ないと思う。 

上総高校の良いところを君津高校に取り

入れていくことで、生徒の学びの場を広げ

るとともに、スケールメリットを生かすこ

とによって、 新しい君津高校の底上げを期

特したい。 

 

プログラム案の決定後は、統合校が、生徒

にとって魅力ある高等学校となるよう、学

校と協力しながら準備を進めていくととも

に、統合校の魅力を中学生や保護者に丁寧

に説明してまいります。 
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全日制高校の統合について、賛成です。 

地域の方々や卒業生が学校を思う気持ち

は理解できるが、感傷的な議論に流されず、

冷静に、こどもの減少や定員割れの状況等

を踏まえれば、こどもたちのために何がい

いのかという観点から、ぜひこの計画に基

づき統合を進めるべきだと考える。 

長い歴史のある上総高校の園芸科の学び

を地域に残すためには統合は避けられない

と考える。 

上総高校の普通科に入学して、平成 33、

34年度の２年間、君津高校で学ぶ生徒への

きめ細やかな対応が必要だと考える。 

卒業までは上総高校の校舎を使用した

り、学級編成に配慮をしたり、上総高校の

普通科を志願し入学した生徒のニーズに十

分に応えていく工夫をお願いしたい。 

合併には反対ですが、もし合併を余儀な

くされるのであれば、全く違う名前の学校

を新しく作り、校舎を借りるというような

イメージのスタンスでして欲しい。「合併や

統合」という言葉もやめて欲しい。 

「君津」ブランドはそのまま残して頂き

たい。 

お願いですから、名前に「君津」は使用し

ないでください。 

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んでまいります。 

プログラム案の７ページ 

[再編の内容]の部分で、「生徒の移動にはバ

スを使用します。」の部分について、地域活

性のため、県でバスを購入するのではなく、

既存のバスを活用してほしい。 

よって「生徒の移動には、地域公共交通

を活用してバスの整備を行う。」に、変更し

ていただきたいと考える。 

 生徒の移動に用いるバスについては、今

後検討してまいります。 

 廃校にされようとしている上総高校は、

第９学区にあり、公立高校（全日制）の入学

定員が県内で最も少ない地域である。 

地元の公立高校は、地元の文化と経済を

支える地域の宝。これ以上地元の公立高校

を減らしてはなりません。経済的困難を抱

える生徒が、遠距離通学のための負担を強

いられることにもなる。地元の子どもたち

が地元の公立高校に入れるようにすること

は行政の務めである。 

 2001 年、12 通学区を９学区にし、「隣接

学区の在り方については、「隣接する学区

間における生徒の過度な流出入を抑えてほ

しい」との御意見と、「学区を撤廃してほし

い」との御意見の双方があります。 

今後の学区の在り方については、子ども

たちにとって何が一番良いのかという観点

から、引き続き考えてまいります。 
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学区」も広げられた。この通学区の拡大は、

高校間の競争を強め、遠距離通学をまねく

とともに、都市部への受験生の集中で、郡

部の高校統廃合につながりました。 

地域に根差す地元の高校を育てるには教

育行政の支援が必要である。そのために、

通学区を縮小し、生徒減少地域から 30人学

級を実施して、愛情豊かに地元の子どもた

ちを育てる姿勢を打ち出すことが必要であ

る。 

君津高校、普通科と園芸科を併置する上

総高校を統合するのは、地理的距離だけで

はなく、生徒の気質・校風の違いが大きく

無理がある。統合するにしても、上総高校

の園芸科は「上総分校」という形で残し、

「生徒の移動にはバスを使用」しなくても

済むようにすべきではないか。 

統合は、一定の規模を確保することによ

り、教育課程の柔軟な編成や活力ある教育

活動が展開できるよう、実施するものです。 

上総高校を分校として残した場合、生徒

が各校舎に分散することとなるため、教育

課程の柔軟な編成や学校行事の運営、部活

動等に課題が生じることとなります。 

上総高校は、現在必要とされており、  

これからも必要な学校である。現地に足を

運んできちんと見るべきだ。 

「適正規模が 40人×４学級～」という基

準自体が、郡部の実情に照らして非現実的

である。 

これまでの統廃合が、学区内の地域にど

のような貢献をしたというのか、また、実

際にどのような困難をもたらしたのか、足

を運んでよく見て総括し、当時の推進関係

者にきちんと反省させるべきだ。 

いまこそ、一クラス 20～30人の学級を実

施し、この統廃合を中止するべきであると

考える。 

引き続き魅力ある高等学校づくりに取り

組んでまいります。 

県教委は全日制高校の適正規模を 1 学年

４～８学級とし統廃合を進めている。しか

し、この動きは郡部の子どもの学校選択肢

減少・生活環境の不便化ひいては過疎化に

拍車をかけている。 

町作りや過疎化対策の観点から「３学級

以下でも存続を認めるケースがある」と明

言してもらいたい。 

今年度中の決定とはあまりにも「拙速」

「結論ありき」と言わざるを得ない。少な

くとも関係者の理解や安心を得るために

は、 来年度一杯の議論は必要である。本案

の決定時期の延期を求める。 

当該２校それぞれで、生徒・保護者・教職

県立学校改革推進プランでは、１校当た

りの適正規模を、原則都市部で１学年６～

８学級、郡部で１学年４～８学級としてい

ます。 

上総高校における、学校の小規模化、定員

割れなどの状況がこのまま続けば、活力あ

る教育活動ができなくなります。このため、

早期の対応が必要だと判断したところで

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。 
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員等関係者に対する丁寧な説明会の実施、 

案に対するアンケートの実施と結果の公開

も求める。 

説明会を聴いてまいりましたが、その際

に地元に説明して意見を聞いたと話してい

ました。 

学校の統合を伴う表記プログラムについ

ては、地元市だけでなく、全ての市議会で

の説明が行われていないものと、他市の議

員からも聴いている。従って住民の意見を

聞いたという表現は正しいものとは思われ

ませんので撤回をすべきである。通学距離

を理由に統合する事に正当性が見いだせま

せん。生徒や同窓会など、まだ多くの意見

を聞くべき事案だと思われるので、今年度

中に結論を出して平成 33 年より統合する

ような、拙速な行為が成されないことを要

望する。 

第４次実施プログラム（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、必要に応じて保護者や地

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、検討を進めてまい

りました。 

 なお、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るよう、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、今回の案としたと

ころです。 

「統合」という「名」の「上総高校普通科

の廃校」であり、ゴマカス手口と同じ。 

 統合後の使用校舎は君津高校とし、上総

高校は実習場として利用する予定です。両

校の伝統や学びは、統合校において継承す

ることから廃校ではないと考えています。 

地域からの意見聴取（平成 28年度～29年

度）について、内容が全く判りません。 

聴取先として「関係教育委員会」とあるが、

普通科の廃止については、何もなかった。 

平成 28 年度から平成 29 年度にかけて、

君津地区における魅力ある高等学校づくり

についての御意見を伺ってまいりました。 

君津地区校長会（高校、中学校）・中学校

進路指導部会・開かれた学校づくり委員会・

自治会長連絡協議会・関係市教育委員会と

ありますが、どのような「意見聴取」をい

つ、どのように実施したのか、案を決定す

る前に実施したのか。 

上総高校普通科が廃校になれば、上総高

校に入学してきた「レベル」の生徒は、どこ

へ行けば良いのでしょうか。 

第９学区には、基礎学力の充実等に取り

組む地域連携アクティブスクールや、総合

学科、理数科を設置した高校など特色ある

高等学校が設置されています。 

第４次実施プログラム（案）の公表前に君

津地区校長会等の意見聴取を行い、上総高

校の生徒募集については厳しい状況を認識

している意見や存続を望む意見、統合止む

無しの意見、統合するにしても、学校の形態

が残る形にしてほしいなどの意見がありま

した。 
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「主な意見」として「統合」を「是認」す

るものばかりで、上総高校が置かれている

実態の原因・対策・課題などについては、ど

のように意見が出されたのか。 

第４次実施プログラム（案）の公表前に君

津地区校長会等の意見聴取を行い、上総高

校の生徒募集については厳しい状況を認識

している意見や存続を望む意見、統合止む

無しの意見、統合するにしても、学校の形態

が残る形にしてほしいなどの意見がありま

した。 

 生徒が、将来、社会人としての自覚を持っ

て、人間関係を築きながら自立し、社会に貢

献できるよう、勤労観・職業観の育成を行い

ました。 

 君津地区においては、魅力ある高等学校

づくりついては、天羽高校に地域連携アク

ティブスクール、木更津高校に理数科を設

置し、君津高校に平成 30年度から教員基礎

コースを設置する予定です。 

 上総高校においては、生徒が地域とかか

わることにより、社会の一員として成長で

きるよう、生徒の社会参画を積極的に進め

てきました。 

平成 25 年度における地域協議会におけ

る３つの「今後の検討の方向性」は、どのよ

うに具体化されたのか、とりわけ上総高校

に対して「社会の変化に対応し、活力があ

り、生徒それぞれの豊かな学びを支え、地

域のニーズにこたえる、魅力ある県立学校

づくり」はどのようにして行われてきたか。 

君津地区協議会における「記録」の中で

出されている諸問題について、どのような

対策を講じて来たか、具体的に答えていた

だきたい。 

・この地区が千葉市に吸い取られている問

題。「学区」問題。 

・通学の利便性問題。 

・偏差値で高校を選んでいる問題。 

・地元を愛する心を育むための小学校・中

学校・高校づくりの問題。 

・不登校生徒・中途退学者を受け入れる問

題。 

・隠岐の島の「島留学」問題。 

・学校配置問題は、地元自治体や産業界も

巻き込んだ形で検討しなければならないと

いう問題。 

 教育課程の柔軟な編成や活力ある教育活

動が展開できるように、一定の学校規模が

必要であり、引き続き魅力ある高等学校づ

くりに取り組んでまいります。 

園芸科を君津高校に移動させ、実習は現

地で行うという場合カリキュラムはどうす

るのか。 

園芸科の施設の管理運営はどうするのか。 

カリキュラム等については、今後設置す

る準備組織で関係課とも相談しながら検討

してまいります。 

学力差の問題について、中学校との連携

や、高校における学力回復の取り組みなど

について、どのように取り組んできたのか。 

 

 

地域との多様な連携を進めながら、自立

した社会人の育成に向けた指導を実施して

まいりました。 
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「改革推進」の「コンセプト」を具体化す

るとならば、取り組みが紹介され、その際

の成果と教訓、問題点と課題が明らかにさ

れなければなりません。 

「地域の人が集い、地域に愛され、地域と

ともに歩む学校」は、プランの基本的コンセ

プトであり、今後の高校改革において重要

な視点だと考えています。 

また、両校は、これまでも地域との連携に

より、様々な取組を実施してきたというこ

とは、十分認識しています。 

統合校においても、各校のこれまでの取

組を継承し、今まで以上に地域に信頼され、

愛される高等学校づくりを進めてまいりま

す。 

異なる意見を公表することで、違いを明

らかにして、その際の判断は地元の判断に

委ねるという方法を採用していただきた

い。 

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んでまいります。 

（４）定時制高校の設置（統合・学科改編） 

行徳（定）が県立船橋（定）に「統合」さ

れると、市川市南部・浦安地区からの通学

に要する時間が増大し、生徒の労力の負担

が増す。特に、勤労生徒が、仕事と学業の両

立を図ることの困難が増す。 

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おり、その対応

が必要であります。 

 地域バランスや志願倍率等を考慮して、

交通のアクセスが比較的便利で通学への支

障が少ない両校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

実や生徒のニーズに応じた系列を設置し、

多様な選択科目による少人数指導を取り入

れることを検討するなど、学習内容の充実

が図られ、生徒が目標を見つけ、将来に向け

て自立できるよう支援します。 

 なお、現在の行徳高校定時制の在校生及

び平成 30年度入学生は、行徳高校で卒業す

ることとしています。 

 また、平成 31年度以降の行徳高校定時制

入学生には、プログラムの内容を丁寧に説

明してまいります。 

夜間定時制高校は、学び直し再出発する

大切な拠り所となっている。必要なのは通

いやすい場所である。 

26日夜船橋中央公民館での説明会に参加

しました。行徳定時制高校の生徒さんや、

先生たちのお話を聞き心が痛みました。 

少ない人数だからこそ、心を開ける生徒

たちがいると、人数が多くなることだけが

すべて良いということではないと、県教委

の皆さんも理解できたのではないか。 

通学に要する交通費が増大し、生徒・保

護者の金銭的負担が増す。 

両校はタイプに違う生徒が集まってお

り、行徳高校定時制の生徒がやっていける

か、疑問がある。 

今まであったクラスや担任との人間関係

を失う。 

生徒の声、職場からの声を丁寧に聞くべ

きである。 

環境の変化が心理的に大きな負担とな

る。 

県教委は、学業を学ぶ必要性、高校とい

う段階で納める学業の重要性をご理解さ
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れ、［管理面］、［効率］等々の行政としての

偏った運営は避けていただきたい。 

また、学業を学ばせる行政機関として、

教育現場への理解と改善、学生生徒の現状

への理解と解消を図るなど、次の社会を担

う後継者たちが深刻な社会的・経済的影響

を受けている現状を把握され、教育環境の

改悪そのものである［夜間高校の集約化］

を拒否、撤回してください。 

12/26の説明会に行き、行徳高校定時制

課程を船橋高校に統合案に、生徒と教員の

悲痛の声を聞きました。 

この高校では人前で大活躍しないけど真

面目でおとなしい生徒が自らの意思で学ぶ

喜びを掴みとり成長している。 

県教委には、生徒、教員、保護者、地域

の方、同窓生の願いを聞いてほしい。 

挫折や不登校等を乗り越え、安心して学

び、肯定感を取り戻してきている生徒たち

の居場所をなくすことは、教育に携わる人

間として、どうなんでしょうか。 

生徒が安心して学べ、教職員がその力を

十分に発揮できるよう、条件整備に力を注

いでください。 

君津地区の統合に当たっては「平成 25 

年度に、地域協議会を開催して地域関係者

から様々な御意見を伺う」とあるのに対

し、船橋と行徳の定時制課程の統合に当た

ってはそのような手順を踏んでいないのは

瑕疵があるのではないか。 

行徳高校の定時制課程のルーツは国府台

高校葛南分校であり、その設置に当たって

は旧葛南三町（浦安町、南行徳町、行徳

町）の財政上の支援・負担に負うところが

大だったはず。歴史的にも関係する市川市

と浦安市の市長・議会・教育委員会の意向

を確かめることなく、性急に統合すること

は許されません。 

行徳高定時制課程を船橋高校に統合は反

対。行徳高定時制課程を行徳高校で存続さ

せること。 

従来から培ってきた「小規模定時制高校」

の良き伝統「学びの場」を維持して頂きた

い。「三部制」が増えつつあるが、小規模校

だからこそ出来た教育がある。県内各地に
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ある定時制高校を「統合」するような考え

方には反対である。 

少なくとも関係者の理解や安心を得るた

めには、来年度一杯の議論は必要である。 

本案の決定時期の延期を求める。 

行徳高校定時制課程は、行徳浦安地域の

発展を目指して、地域に自治体・住所・教

育関係者が協力して運営した伝統と歴史を

持つ学校であり、在校生たちが切々と発言

したように存在の必要がある。 

統合になれば、今年の行徳定時制受験生

は距離的に自転車通学できて定期代負担の

不要な都立葛西南高校定時制の受験を考え

る者も複数いると思う。都立葛西南高校定

時制の入試の条件、学校の様子なども受験

生に教えて頂きたい。 

また都立葛西高校定時制の方には、行徳

高校が船橋に統合、千葉からの受験生が見

込まれることも説明したのか。 

千葉からの受験生が不利益をこうむらな

いように説明されているのか。 

定時制の総合学科設置は前例がありませ

ん。実施するなら入念な準備ができるよう、

拙速を避け、十分な時間と人手をかけるべ

き。ましてや、「統合」と総合学科設置を同

時に行うなど、無謀。 

定時制高校の配置（統合・学科改編）の実

施年度を平成 34 年度（2022 年度）としま

す。 

夜間定時制高校の統合について、賛成で

す。 

地域の方々や卒業生が学校を思う気持ち

は理解できますが、感傷的な議論に流され

ず、冷静に、こどもの減少や定員割れの状

況等を踏まえれば、こどもたちのために何

がいいのかという観点から、ぜひこの計画

に基づき統合を進めるべきだ。 

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んでまいります。 

定時性高校の配置（統合・学科改編） 

行徳高校の定時制については、地域の学

びのセーフティネットとして、大きな役割

を果たしてきたことは十分に理解している

が、市川市内の中学校卒業者数が毎年 3,200

名を越える中、交通の便にも恵まれながら

も、各年次の生徒が 20人に満たない以上、

統合は仕方がないと考え。県民に説明がつ

きません。全日制は存続しますので、地域

への影響も少ないはず。 
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（５）定時制高校の設置（工業に関する学科の再構成） 

昨今の建築業界では、職人の不足が大変

深刻で職人たちが、高齢期に入り毎年大量

に引退する状況。喫緊の課題は、緊急の人

材の確保。そして次世代の人材の育成。 

工業高校から建築科が消えてしまうの

は、建築業界にとって自殺行為に近い危険

な行為。建築業界の底辺を支える人材を育

成する工業高校建築科は、無くしてはなら

ないことをここに強く訴える。 

 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おり、その対応

が必要です。 

学び直しをはじめ工業科の基礎の定着を

進め、あわせて、進路指導の充実を図ること

で、生徒は、入学後、時間をかけて自分の適

性を見極めながら、興味・関心に応じて、専

門分野の学びが選択できるようになりま

す。 

これにより、専門分野を決めきれていな

い中学生が志願しやすくなる効果も期待で

きます。 

 情報公開については、千葉県情報公開条

例及び千葉県個人情報保護条例に基づいて

対応してまいります。 

入学を志す子の中には具体的科目を目指

す子の方が多いはず。そのためにも、募集

人数が少なかったとしても、個別の学科を

掲げるべき。それぞれの専門分野があって

の基礎学習とすべきではないか。 

学ぶ子供の側に立った施策が大切なの

で、多様性を掲げているが、実際は集約し

て、経済合理性を目指していると思わざる

を得ません。 

「様々な入学動機や学習歴をもつ生徒の

多様なニーズに対応する」と言うのであれ

ば、高校の統合や工業科にまとめるなどは

あってはなりません。 

｢担い手の育て手｣の確保に力を注ぎ、｢担

い手育成｣教育の受け皿としての工業高校

の専門科の充実を図り、専門の学びを目指

す生徒に門戸を広げるべきではないかと考

える。 

今回示された、｢工業科｣への再編との整

合性をどのように考えるのか。 

｢県立学校改革推進プラン｣の理念と方向性

が違うように思われる。 

学校改革の理念に立ち返り、実効性のある

プランとなる事を切望する。 

県担当者は「定時制には勤労青年が少な

くなったから」と説明していた。だが正規

雇用は減ったが、むしろ非正規雇用の定時

制生徒は増えている。非正規でしか働けな

い若者こそ苦しい家庭状況にある者が多

く、そういう若者の視点にたって教育行政

を考えるべきでないか。 

千葉工業高校と市川工業高校の学科再構

成について、「工業科」では何をする学科

なのか、わかりづらく、再検討をお願いし

たい。機械、電機、建築などの方がわかり
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やすい名称です。若者が自分の興味にあっ

た学校を選べるよう、工夫してほしい。 

千葉工業定時制の機械科と電気科は、同

校全日制に電子機械科と電気科が設置され

ているのに対応しており、無理に「再構成」

する必要はない。 

市川工業定時制の機械電気科と建築科

も、同校全日制に機械科と電気科、建築科

が設置されているのに対応しており、無理

に「再構成」する必要はない。 

千葉工業と市川工業の２学科を工業科一

科に「再構成」することはやめてください。

現在の２学科を残してください。 

志願者は、工業というより、機械、電気、

建築という学科名に魅力を感じている。 

「工業科の基礎の定着」と「専門分野の

コース」は相反するものである。 

特に、本案作成メンバーと検討に際して

活用した資料の公表を望むと共に、地元産

業界からの意見聴取とその結果の開示が必

要だと思う。 

また、建築科に求める社会のニーズとし

て、国土交通省が提言している「地域産業

の人材確保・育成」の視点を取り入れた検

討も不可欠であると感じる。 

中央省庁の施策と融合した県政と、地域

産業の人材確保・育成を踏まえた教育支援

体制の整備のために更なる調査・検討を強

く望む。 

工業高校なのに取得できない工業の資格

が複数でてくる。科の統合によってどうい

う資格がとれなくなるか今年の入試前に説

明がほしい。生徒や保護者、受験生にも、

今までと違いどういう工業の資格がとれな

くなるのか説明してほしい。今後の生徒が

資格面で不利益をこうむるような科の統合

はやめてほしい。 

資格取得のための条件がなくなります。

特に、電気、建築の資格は各々の学科名で

ないと国から認可されなくなる。 

工業科への再構成が、資格取得要件の喪

失に直接つながるものではありません。 

資格の取得等、再構成の内容については、

今後、準備組織で、丁寧に検討してまいりま

す。 

教員が減らされ 教育内容が落ちること

が心配である。学科には定数の基準がある

がコースにはない。教員を減らさないよう

にするべきである。むしろ増やすことを求

める。 

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。 
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様々な資格取得の要件や、試験科目の要

件等の条件もあり、簡単に統合できるもの

ではありません。 

校内で検討する時間があまりにもなさす

ぎます。 

当面、清水高校の機械科・電気科・環境

化学科の工業系３科等で行われている「く

くり募集」を行い、１年次では共通する工

業系の基礎科目を履修し、２年次になると

きに所属学科を決める方式にすればよいの

ではないか。 

平成 32年度（2020年度）からの学科再構

成に向けて、準備組織を設置し、丁寧に検討

してまいります。 

市川工業高校について 

「基礎の定着」、「適性の見極め」は、現

行の２学科で十分に行われている。 

(例)１年次の力リキュラムは、機械・電

気科、建築科共に共通である。 

１科日 (「情報」)２単位だけ異なって

いますが、他は全く共通の科目である。 

基礎学力の定着のため、０限(16:30～

17:15)授業を展開している。 

日本語を母語としない生徒のための科目

が次年度からスタートする。これも０限で

ある。 

これまでの市川工業高校定時制の取組を

尊重しつつ、生徒の学びのさらなる充実に

努めてまいります。 

（６）定時制高校の設置（商業に関する学科の再構成） 

普通科に商業コースを設置する案は現

在、普通科と商業科の 2 クラスが 1 クラス

になることを意味するだろう。その結果、

教員が減らされ、教育の質が落ちることが

心配される。教員を減らさないこと。むし

ろ増やすこと。 

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。 

（７）定時制高校の設置（三部制定時制高校の設置） 

 勤労青年が減少しているという実情や、

生徒への様々な指導を充実させるために、

午前部・午後部の二部制とし、夜間部はあ

えて設置しないでほしい。夜間部が必要な

らこれまでどおり佐倉東高校で継続実施し

てほしい。 

三部制定時制高校については、生徒の多

様な学びのニーズに応えるとともに、夜間

部を含めて他部履修により三年での卒業が

可能なことから、佐倉南高校に三部制定時

制を設置することとしました。 

また、全日制の課程と三部制定時制の課

程併置は、全日制・午前部・午後部・夜間部

の４つの課程の教育活動を同時展開するこ

とから、行事の実施、施設の利用等につい

て、一定の制約が生じる可能性があるため、

全日制を併置しないこととしました。 

三部制定時制は、職員会議や課外活動・

生徒個別指導などの時間が確保しづらい。 

学校の施設・設備の使用割り振りに著し

い制約があるなど、多くの課題がある。 

多部制定時制を開設するなら、三部制で

はなく、昼夜間の二部制とすべきである。 
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三部制定時制高校を新設するなら、佐倉

東高校の定時制、佐倉南高校の全日制はそ

のまま残して、佐倉南高校か佐倉東高校に

三部制定時制を加えるべきである。 

三部制定時制高校は既設校の転換による

のではなく、新設校で実施すべきである。 

長期的に中学校卒業者数が減少傾向にあ

るため、既設校の施設・設備の有効利用を図

りながら魅力ある高等学校づくりを進めて

まいります。 

募集停止となる行徳高校定時制を三部制

定時制に改編し、佐倉東高校の定時制と、

佐倉南高校の全日制は存続することとして

ほしい。 

既設の三部制定時制高校は松戸市と千葉

市にあるため、三部制定時制高校に通うこ

とができない地域がありました。 

そこで、地域バランスを考慮し、各方面か

らのアクセスが容易な佐倉駅を最寄り駅と

している佐倉南高校に三部制定時制高校を

設置することとしました。 

多様なニーズに応えるための三部制であ

るならば、交通の便利な場所にこそ設置さ

れるべきである。 

佐倉南高校は、佐倉東高校にくらべ、京

成佐倉駅からの通学には極めて不便な位置

にあり、佐倉東高校定時制の生徒が、佐倉

南高校の三部制定時制の夜間部へ転学する

ことになると、通学に要する時間や交通費

の負担が増大し、通学が困難となる生徒が

でる可能性があるので、佐倉東高校定時制

をなくなさないでほしい。 

三部制定時制高校を設置することで、夜

間のみの定時制と比べ、他部履修が可能と

なるなど、これまで以上に充実すると考え

ています。 

なお、平成 31年度以降の佐倉東高校定時

制の入学生にはプログラムの内容を丁寧に

説明してまいります。 

地域の学校としての夜間定時制高校の役

割は他に代えがたいものである。貴重な教

育資産を安易に奪うことは、未来への犯罪

である。 

佐倉東高校定時制は志願者が定員を超え

ており、佐倉東高校定時制の募集停止する

理由がない。 

佐倉東高校定時制の生徒が、佐倉南高校

の三部制定時制の夜間部へ転学することに

なると、環境の変化が心理的に大きな負担

となる。 

平成 31 年度以降の佐倉東高校定時制の

入学生にはプログラムの内容を丁寧に説明

してまいります。 

佐倉南高校から JR 佐倉駅までの間は人

家が少なく、三部制定時制の夜間部生徒の

下校に不安がある 

通学環境等について、今後準備組織で検

討してまいります。 

佐倉南高校の全日制は受検者が定員を下

回るどころかここ数年志願者が増えニーズ

がある。佐倉南高校の全日制を募集停止す

る理由はない。 

各学区の募集定員は、中学卒業者数の推

移や過去の実績等を踏まえ、毎年度適切に

設定しており、再編実施後も、志願者が興

味・関心・適性等に応じて学校を選択する

ことができると考えています。 

さらに、本県では自らが居住する学区だ

けでなく、その学区に隣接する学区の県立

高校も選択できることとしています。 

佐倉南高校全日制を募集停止にすると、

募集定員が 200 人減少するため、地域の中

学生の受験環境を激変させることなる。公

立高校へ志願しても入れない中学生がいる
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中、佐倉南高校の全日制を廃止する意図が

理解できない。佐倉南高校は全日制で存続

するべきである。 

第４学区（成田市・佐倉市等）の公立高校

の全日制は、他学区に比べ募集定員が極端

に少ない。佐倉南高校の全日制を募集停止

し、公立高校の全日制の募集定員をさらに

減らすことは、地元の公立高校に行けない

中学生を増やし、不公平を広げるとんでも

ないことである。この地域では、統廃合で

はなく高校増設が必要である。 

全日制高校には自分のクラス、自分の机

があるが、三部制定時制高校には自分のク

ラスも自分の机もない。次の授業を待つ場

所も無く、廊下には椅子が少しあるだけで

ある。佐倉南高校の全日制の募集停止には

反対する。 

既設の三部制定時制高校では、生徒の興

味・関心、能力・適性等に応じて授業を選択

できるよう、単位制高校としています。 

そのため、授業の待ち時間に生徒同士の

交流や休憩が出来る場所（スペース）を設置

しています。 

佐倉東高校の定時制の在校生を無理やり

離れた佐倉南高校の三部制定時制に強制移

動されるのは、入学時の契約違反、人権侵

害の何ものでもない。プログラム案の内容

の再考を強く求める。 

平成 31 年度以降の佐倉東高校定時制の

入学生には、第４次実施プログラムの内容

を丁寧に説明してまいります。 

なお、第４次実施プログラムの発表前に

佐倉東高校定時制に入学する、平成 30年度

入学生は佐倉東高校で卒業することとして

います。 

県民説明会において、佐倉南高校の三部

制定時制高校について「良い学校だから、

夜間部生徒の帰宅時の危険性や、佐倉東高

校より通学距離が増える生徒の経済的負担

を我慢しろ」という趣旨の説明があったが、

納得できるものではない。乱暴に、計画あ

りきで進めることなく、生徒、保護者の納

得できる対応をすべきである。 

再編校の環境等については、関係する市

町教育委員会・中学校等へ丁寧に説明して

まいります。 

三部定時制の現状についての検証は十分

行ったのか。 

「県立高等学校再編計画に係る評価(最

終報告) H27.3.20」で、平成 18、19年度に

設置した三部制定時制の松戸南高校、生浜

高校について、評価を実施しています。 

佐倉南高校には、特別支援学校の分校が

あるが、そこに三部制定時制を設置すると、

事実上４つの学校が１つになるものであ

り、学校の運営がきわめて厳しくなると思

われる。さらに佐倉南高校の全日制も一緒

になる時期がある。あまりに無理がある案

であるため、せめて二部制にするべきであ

る。 

 

佐倉南高校と印旛特別支援学校さくら分

校は、同じ校舎を使用していますが、別の学

校であるため、学校の運営が厳しくなるこ

とはありません。両校が円滑な学校運営が

できるよう、準備組織で検討してまいりま

す。 
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「三部制チャレンジスクール」と「ステ

ップスクール」について、チャレンジやス

テップは、下から、というイメージを感じ

る。普通の時間帯の高校に行けない子供は

「チャレンジ」していないわけではなく、

夜間の学校に通っている生徒は、学校が「ス

テップ」なわけではない。あくまでも「人生

における選択肢」なのであり、そこに優劣

はないはずである。 

この機会に、『千葉県のオリジナルな、千

葉県としてのポリシー、千葉県としての描

くイメージ』がわかる名称にしてほしい。 

全日制・定時制・三部制は並立な関係で

あること、それぞれ授業時間の選択により

区分けされているに過ぎないこと、三部制

はその選択の幅が広い学校であること、を

アピールできる表現にしてほしい。 

三部制定時制高校の名称については、教

育内容等にふさわしい内容になるよう、引

き続き、丁寧に検討してまいります。 

「夜間定時制」 というイメージを払拭す

べく今後は、「全日制課程」に対し「多部制

課程」(夜間定時制を含む)としてはどうか。 

また、「三部制チャレンジスクール」、

「ステップスクール」とすることは贊成で

ある。 

「三部制チャレンジスクール」や「ステ

ップスクール」と名称だけ変えて、肝心な

充実を図る中身がないのでは意味がない。 

二校以上の高校を続廃合するわけではな

いので校名を変更する必要までは無いと思

われるが、これまでの全日制課程の卒業生

との区別化を図るため、 校名変更を検討余

地として視野に入れてもよいと思われる。 

佐倉南高校は統合ではないため、校名の

変更は予定しておりません。 

中学校までに不登校等になってしまった

生徒が進学したい三部制定時制高校が印旛

地区に設置されることは大変ありがたい。

三部制が設置されれば、様々な理由で１日

４時間の昼間定時制に進学したいと希望す

る生従の進学先としてとても期待できる。 

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んでまいります。 

佐倉南高校を存続・発展させていくため、

全日制課程から多部制定時制課程へ移行

し、様々な事情を持つ生徒を幅広く募集し

ていく事に賛成である。 

佐倉南高校の持つ教育的資産の継承と活

用をお願いしたい。 

・情報コース 

・高大連携 
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・ユネスコスクール 

・印旛特別支援学校さくら分校、四街道

特別支援学校との連携 など 

県内オンリーワンの教育的機能の充実を

お願いしたい。 

外国に背景を持つ生徒への多言語による

教育支援、能力育成。（北総地域は、外国に

背景を持つ生徒が増加し、今後も同様の傾

向が続くと思われることから。） 

佐倉東高校の定時制について、佐倉南高

校の三部制定時制に併合するような形にな

っているが、佐倉南高校に三部制定時制を

設置するメリット（デメリット）を説明す

ることが大事である。両校のためにも、具

体的に「佐倉東高校の平成 33年度以降はこ

うなる」、「佐倉南高校の平成 33年度以降

はこんな学校になる」というビジョンを、

中学生にも理解が可能なレベルで説明して

欲しい。 

 


