
平 成 １ ８ 年 度  基 本 施 策 進 行 管 理 票 

課名 （教）企画管理部県立学校改革推進課 課長名 髙石 卓 

１ 課の使命・役割（最終目的／上位目的） 

中学校卒業者数の減少に伴う学級数・生徒数の減少による生徒の学習面・学校運営面での円滑な運営に大きな影響

を及ぼす懸念や平成１６年度の中学校卒業者の９７％を超える高校進学に伴う生徒の能力・適性、興味・関心、進路

希望の多様化等に対応することが必要です。 

こうした課題に対応するため、学校規模や配置の適正化、「やり直しのきくシステム」の構築、学校の再編・学科

の再構成、選択幅の拡大、開かれた学校づくり等を高等学校再編の方向性とした県立高等学校再編計画に基づき、魅

力ある高等学校づくりを推進します。 

２ 施策の概要 

施策名 県立高等学校再編計画の推進 
施策 
コード

４ － １ ９ ０ ４

アクションプラン 
における位置付け 

個性が輝く教育の推進 

上位政策 
計画等 

あすのちばを拓く１０のちから 
千葉県教育長期ビジョン 

関係
課名

教育政策課、財務施設課、指導課、 
教職員課 

（最終成果指標／上位成果指標） ※「課の使命・役割」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

県立高等学校再編計画に基づく魅力あ

る高等学校づくりの推進 

再編計画の目指す３

つの基本的コンセプ

ト、「生徒がその個性

を最大限に生かせ、

夢の実現に一役買っ

てくれる学校」、「生

徒や教職員が生き生

きと活動して、元気

ある学校」、「地域の

人が集い、地域に愛

される学校」の実現

を図っています。 

（１７年度） 

再編計画の目指す３

つの基本的コンセプ

ト、「生徒がその個性

を最大限に生かせ、

夢の実現に一役買っ

てくれる学校」、「生

徒や教職員が生き生

きと活動して、元気

ある学校」、「地域の

人が集い、地域に愛

される学校」の実現

を目指し、県立高等

学校の再編等を推進

します。 

（１８年度） 

再編計画の目指す３

つの基本的コンセプ

ト、「生徒がその個性

を最大限に生かせ、

夢の実現に一役買っ

てくれる学校」、「生

徒や教職員が生き生

きと活動して、元気

ある学校」、「地域の

人が集い、地域に愛

される学校」の実現

を目指し、県立高等

学校の再編等を推進

しました。 

（１８年度） 

A

目標の達成状況に 

影響を及ぼす施策 

以外の要因と程度 

 

目標の 

達成状況総括 

魅力ある高等学校づくりの実現に向けた県立高等学校再編計画の推進及び学校自らが企画・

提案する特色ある教育に対する取組が着実に進んでいます。 

・ 県立高等学校の再編の推進は、再編計画に基づき段階的に整備を行うこととしており、そ 

の具体計画である第１期、第２期実施プログラムの着実な推進及び第３期実施プログラムを

決定するなど、魅力ある高等学校の設置等を計画どおり進めました。 

・ 画一的・形式的な教育から脱皮し、基礎・基本の確実な定着、学力向上への取組、創造力 

の伸長等へ対応するため、「先進的な高等学校づくり（パイロット・ハイスクール）推進事業」

６事業７校において実施しました。 

・ 魅力ある高等学校づくりへの支援のため、特色ある教育に対する取組に支援する「魅力あ 

る高等学校づくりチャレンジ支援事業」を４１校４２事業実施しました。 

  この事業への各校の取組における充実は、学校自らが改革の必要性について十分認識して

きたものであり、魅力ある高等学校づくりを一層推進できるものと考えます。 

・ その他の業務についても適切に執行しました。 



３ 施策展開                                    （単位：千円、人） 

１７年度当初予算 １８年度当初予算 
施策展開の柱（中位目的） 

１７年度決算 １８年度決算 

７，８０２ ７，２０２ 
金額

７，３９６ ５，７８９ 

１２．５ １１．６ 

（高等学校の再編の推進） 

再編計画の目指す３つの基本的コンセプト、「生徒がその

個性を最大限に生かせ、夢の実現に一役買ってくれる学校」、

「生徒や教職員が生き生きと活動して、元気ある学校」、「地

域の人が集い、地域に愛される学校」の実現に向けて、県立

高等学校の再編を推進します。 

人員
１２．５ １１．６ 

Ⅰ 

４０，０００ ２５，０００ 
金額

３９，４１８ ２４，８０７ 

０．９ ０．９ 
Ⅱ 

（魅力ある高等学校づくりの推進） 

 全ての高等学校が、再編計画の基本的コンセプトを実現す

るため、魅力ある高等学校づくりに向けた特色ある教育に取

組みます。 
人員

０．９ ０．９ 

（中間成果指標） ※「施策展開の柱」に対応する指標 

現状 目標 達成状況 区
検証指標・手段 

（基準年）  （目標年） （年度） 分

「県立高等学校再編計画」、「県立
高等学校再編計画第１期実施プロ
グラム・第２期実施プログラム」
の推進 

    

138校→135校 
１３８校 （１８年度） 138校→135校 

県立高等学校数 Ａ
（１７年度） １２７校程度 （１８年度） 

（２３年度） 

８校→１１校 
８校 （１８年度） ８校→１１校 

単位制高校の設置（全日制） Ａ
（１７年度） １６校程度設置 （１８年度） 

（２３年度） 

再編に向け準備 再編に向け準備しま
した ４校 （１８年度） 

総合学科の設置 Ａ
（１７年度） ９校程度設置 

（１８年度） 
（２３年度） 

再編に向け準備 再編に向け準備しま
した １校 （１８年度） 

中高一貫教育校の設置 
（１７年度） ４校程度設置 

（２３年度） 
（１８年度） 

ＡⅠ 

（仮称）総合技術高校の設置 
０校 
（１７年度） 

０校→１校 
（１８年度） 
２校程度設置 
（２３年度） 

０校→１校 
（１８年度） 

Ａ

 

０校→１校 
０校 （１８年度） ０校→１校 

三部制定時制高校の設置 Ａ
（１７年度） ３校程度設置 （１８年度） 

（２３年度） 

７校→９校 
７校 （１８年度） ７校→９校 

女子校の共学化 Ａ
（１７年度） 原則共学化 （１８年度） 

（２３年度） 

再編に向け準備 再編に向け準備しま
した ０校 （１８年度） 

通信制独立校の設置 Ａ
（１７年度） １校程度 

（１８年度） 
（２３年度） 

重点的な支援を実施 
魅力ある高等学校づくりチャレン
ジ支援事業の実施 

６２事業 重点的な支援を実施 
しました。 Ａ

（１７年度） （１８年度） 
（１８年度） 

Ⅱ 
先進的な高等学校づくり（パイロ
ット・ハイスクール）推進事業の
実施 

６事業 ６事業 ６事業（７校） 
Ａ

（１７年度） （１８年度） （１８年度） 

 



４ 施策展開の説明（事前評価） 

残された 

課題 

中学校卒業者数の減少に伴う学級数・生徒数の減少による生徒の学習面・学校運営面での円滑な運営

に大きな影響を及ぼす懸念や平成１６年度の中学校卒業者の９７％を超える高校進学に伴う生徒の能

力・適性、興味・関心、進路希望の多様化等に対応することが必要であることから、こうした課題に対

応するため、学校規模や配置の適正化、「やり直しのきくシステム」の構築、学校の再編・学科の再構成、

選択幅の拡大、開かれた学校づくり等に重点的に取り組むことが必要です。 

今後の 

施策展開 

県立高等学校の再編の推進については、平成１４年１１月に決定した「県立高等学校再編計画」及び

「県立高等学校再編計画第１期実施プログラム」と平成１６年５月に決定した「県立高等学校再編計画

第２期実施プログラム」により準備組織等を設置し再編を推進しているところです。 

この計画の目指す３つの基本的コンセプトの実現に向けて、県立高等学校の再編等を推進します。 

１生徒がその個性を最大限に生かせ、夢の実現に一役買ってくれる学校の実現 

・基礎基本の確実な定着、学力の向上、創造力の伸長等を目指し、多様な学習活動を行います 

・学校選択や教科・科目選択の幅の拡大を図り、生徒一人一人の能力・適正や進路希望等に対応でき

る高等学校づくりを行います 

・高い学力に裏付けられた思考力・実践力などを持ち、高い志をもって社会的責任を果たせる、次代

のリーダーの育成を行います 

・学習意欲のある生徒をいつでも高等学校に受入れられるよう、「やり直し」にきく柔軟な学校システ

ムを構築します 

２生徒や教職員が生き生きと活動して、元気のある学校の実現 

 ・生徒が自ら学び考え、わかるできる喜びを実感できるとともに、教職員も働きがいを感じ、自信と

誇りや意欲を持って教育活動に当たる学校づくりを行います 

 ・各学校が自らの創意工夫により切磋琢磨し、生徒が主体性をもって学校生活を送ることができる環

境づくりを行います 

３地域の人が集い、地域に愛される学校の実現 

 ・地域や家庭とともに教育を進めていくために、県民に信頼され、身近で愛されるような開かれた学

校づくりを進めます 

 ・県民の生涯学習ニーズに応えられる、「地域の学習センター」としての役割を果たす学校づくりを進

めます 

 ・学校の教育力を地域に提供します 

具体的には、「県立高等学校再編計画第１期実施プログラム・第２期実施プログラム」により、引き続

き再編を推進するとともに、「県立高等学校再編計画第３期実施プログラム」の作成に向けて検討を行う

こととしています。 

また、「魅力ある高等学校づくりチャレンジ支援事業」については、重点的な支援による内容の一層の

充実を図ります。また、生徒の多様化等に対応するため、新たな学校システムの構築に向けた検討・実

践を行う「先進的な高等学校づくり（パイロット・ハイスクール）推進事業」を継続実施することとし

ています。 

昨年度との 

主な変更点・ 

改善点 

生徒の能力・適性、興味・関心、進路希望が多様化している。こうした状況で、基礎基本の確実な

定着、学力向上への取組、創造力の伸長等へ対応するため、先進的な視点での実践的な研究開発が重

要な取組を、「先進的な高等学校づくり（パイロット・ハイスクール）推進事業」として平成１７年

度より実施し、昨年度は事業の検討を行っていましたが、１８年度から研究だけでなく試行もするこ

ととしています。 

（主な活動内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

・第１期、第２期実施プログラムの推進及び

第３期実施プログラムの作成に向けた検討 

・魅力ある高等学校づくりチャレンジ支援事

業の支援対象事業を決定 

・先進的な高等学校づくり（パイロット・ハ

イスクール）推進事業実施方法等の研究 

４月 

～６月

・第１期、第２期実施プログラムの推進及び第３

期実施プログラムの作成に向けた検討 

・魅力ある高等学校づくりチャレンジ支援事業の

支援対象事業を決定 

・先進的な高等学校づくり（パイロット・ハイス

クール）推進事業実施方法等の研究 

７月 

～９月 

・第１期、第２期実施プログラムの推進及び

第３期実施プログラムの作成に向けた検討 

・魅力ある高等学校づくりチャレンジ支援事

業の実施 

・先進的な高等学校づくり（パイロット・ハ

イスクール）推進事業実施方法等の研究 

７月 

～９月

・第１期、第２期実施プログラムの推進及び第３

期実施プログラムの作成に向けた検討 

・魅力ある高等学校づくりチャレンジ支援事業の

実施 

・先進的な高等学校づくり（パイロット・ハイス

クール）推進事業実施方法等の研究 



・第１期、第２期実施プログラムの推進及び

第３期実施プログラムの作成に向けた検討 

・第１期、第２期実施プログラムの推進及び第３

期実施プログラムの決定 

10月 10月 ・魅力ある高等学校づくりチャレンジ支援事

業の実施 

・魅力ある高等学校づくりチャレンジ支援事業の

実施 ～12月 ～12月

・先進的な高等学校づくり（パイロット・ハ

イスクール）推進事業の試行 

・先進的な高等学校づくり（パイロット・ハイス

クール）推進事業の試行 

・第１期、第２期実施プログラムの推進及び

第３期実施プログラムの作成に向けた検討 

・第１期、第２期実施プログラムの推進及び第３

期実施プログラムの実施に向けた準備 

・魅力ある高等学校づくりチャレンジ支援事

業の実施及び決算 

・魅力ある高等学校づくりチャレンジ支援事業の

実施及び決算 
１月 １月 

～３月 ～３月
・先進的な高等学校づくり（パイロット・ハ

イスクール）推進事業の試行・評価と中間報

告及び19年度本格実施に向けた準備 

・先進的な高等学校づくり（パイロット・ハイス

クール）推進事業の試行・評価と中間報告及び19

年度本格実施に向けた準備 

５ 施策実施結果（事後評価） 

Ⅰ 県立高等学校の再編の推進 

  「県立高等学校再編計画」の最終プログラムとなる第３期実施プログラムを決定しました。 

  （概要） 

１ 統合 ４校（実施年度２３年度） 

２ 単位制高校の設置 ２校（実施年度２１年度） 

３ 情報科の設置 １校（実施年度２３年度） 

第１期、第２期実施プログラムを推進し、県立高等学校の再編を実施しました。 

（再編内容） 

  １ 統合 ３組６校 （市川工業高校：市川工業高校と葛南工業高校） 

主な成果 

（野田中央高校：野田北高校と野田高校） 

（茂原樟陽高校：茂原農業高校と茂原工業高校） 

  ２ 単位制高校の設置 ３校 （松戸国際高校、成田国際高校、市原八幡高校） 

  ３ （仮称）総合技術高校の設置 １校 （茂原樟陽高校） 

４ 三部制定時制高校の設置１校 （松戸南高校）  

  ５ 共学化 ２校 （野田中央高校、松尾高校） 

６ 通信制の課程の設置 １校 （千葉大宮高校） 

７ 英語コースの設置 １校 （君津高校） 

Ⅱ 魅力ある高等学校づくりの推進 

  １ 魅力ある高等学校づくりチャレンジ支援事業 ４１校４２事業 

  ２ 先進的な高等学校づくり（パイロット・ハイスクール）推進事業 ６事業７校 

  で実施しました。 

施 

策 

実 

施 

結 

果 

 

特記事項 

Ⅰ 県立高等学校の再編の推進 

魅力ある高等学校の実現に向け、県立高等学校再編計画の着実な推進を図る必要があります。

また、今後は、成果の検証等が必要と考えます。 残された 

Ⅱ 魅力ある高等学校づくりの推進 課題 

魅力ある高等学校づくりを推進するため、引き続き、各学校・地域の実情に応じた、学校自ら

が企画・提案する特色ある教育に対する取組みを支援する必要があると考えております。 

方向性 

Ａ 拡大 Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅰ：Ａ 拡大 Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅱ：Ａ 拡大 Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 

Ⅰ 県立高等学校の再編の推進 

今後の公立高校の果たす役割を踏まえ、生徒の学校選択の一層の拡大を考慮しながら、学校規

模や配置の適正化を含めて、引き続き適切な再編を進めるために、「（仮称）外部評価委員会」を

設置し、外部の意見や評価等を伺いながら、方向性を含めて今後検討します。 
課題への 

対応策 
Ⅱ 魅力ある高等学校づくりの推進 

この事業に、各高等学校が積極的に取り組むことにより、学校の活性化や地域との交流が図ら

れ、魅力ある高等学校づくりが、より一層推進されるものと考えます。 

 



（二次評価結果） 
Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

・ 事業の推進については、関係各課、部局、機関等の連携に留意すること。また、成果の検証時期の決定、検証方

法については、積極的に検討を行うこと。 

 


