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ᐔᚑ 18 ᐕ 9 

ᐔᚑ  ᐕᐲદ⾐ၞ㜞╬ቇᩞౣ✬ᵴᕈൻផㅴᄢද⼏ળ

ද⼏ߩ߹ߣ

╙㧝 ⚻✲
㧝㧚ᐔᚑ  ᐕᐲද⼏ળ⸳⟎߹ߢߩ⚻✲
㧔㧝㧕ޟᐔᚑ  ᐕᐲද⼏ળߩޠႎ๔ᦠឭ㧔ᐔᚑ  ᐕ  㧕
ࠕ㧚ℂᗐߩቇ߮ દ⾐ၞߩ㜞╬ቇᩞࠍ৻ߟߩቇ߮ߩ႐ߣᝒ߃ޔᄙ᭽ߥቇ߮ߩ㜞╬
ቇᩞࠍࡃࡦࠬࠃߊ㈩⟎ޕᨵエߦቇߴࠆᢎ⢒ࠪࠬ࠹ࡓ߿᧪⊛ߦ
ߪ৻ߣߥࠆߎߣ߽ᬌ⸛ޕ
ࠗ㧚ㄘᎿ  ᩞߩ⛔ว ᐔᚑ  ᐕᐲࠍ⋡ㅜߦᣂ✚วኾ㐷㜞ᩞࠍ⸳⟎
㧔㧞㧕દ⾐ၞߦ߅ߌࠆ㜞╬ቇᩞߩࠅᣇᬌ⸛㑐ଥ⠪ળ⼏㧔ᐔᚑ  ᐕ    ᣣ㧕
ࠕ㧚⋡⊛㧦દ⾐ၞㆬ⋵⼏ߩ߮߆ߌߦࠃࠆ⼏ຬߣද⼏ળᆔຬ੍ቯ⠪ߩᗧ឵
ࠗ㧚Ꮸ⠪㧦દ⾐ၞㆬ⋵⼏ળ⼏ຬ  ੱޔද⼏ળᆔຬ੍ቯ⠪  ੱ
⸘  ੱ
࠙㧚ද⼏㗄㧦દ⾐ၞߦ߅ߌࠆ㜞ᩞߩࠅᣇߣᓟߩౕ⊛ߥㅴᣇߦߟߡ
ࠛ㧚ឭߐࠇߚ⺖㗴╬
㨻 ႎ๔ᦠߢឭ⸒ߐࠇߡࠆޟદ⾐ၞߩ㜞╬ቇᩞߩ᧪ߩࠆߴ߈ᆫౕޔߪޠ
ᕈߦ߆ߌߦߎߘޔࠆ߹ߢߩ╭߇␜ߐࠇߡߥޕ
㨼 ㄘᎿߛߌࠍౣ✬ߔࠆߩߢߪߥߊޔ᥉ㅢ⑼߽หᤨߦᬌ⸛ߔߴ߈ߢࠆޕ
㨽 ᣢሽߩᣉ⸳ࠍ↪ߒߚ⛔วߢߪᗧ⼂ߪᄌࠊࠄߕޔℂᗐߩ⛔วߩߚߦߪᣂߒ
ᩞ⥢ߩᑪ⸳߽ᬌ⸛ߔߴ߈ߢࠆޕ
㨾 ㄘᎿߩ㧟ᩞ⛔วࠅ߈ߢ⋵ᢎᆔਥዉߩ⼏⺰߇ㅴࠄࠇߚߩߢߪߥ߆ޕ
㨿 ၞࠍᏎ߈ㄟࠎߛ⼏⺰߇ਇචಽߢࠅޔ㗴ᗧ⼂߇ߐࠇߡߥޕ
Ј ౣ✬ᵴᕈൻߪ⋵ᢎᆔ߇࠻࠶ࡊ࠳࠙ࡦߢㅴࠆߩߢߪߥߊޔၞߩჿࠍᐢߊ⡞ߊߣ
ߣ߽ߦᤨޔ㑆ࠍ߆ߌߡ⼏⺰ߔߴ߈ߢࠆޕ
㧞㧚ᐔᚑ  ᐕᐲද⼏ળߦ߅ߌࠆද⼏⚻✲
㧔㧝㧕ᐔᚑ  ᐕ    ᣣߩદ⾐ၞߦ߅ߌࠆ㜞╬ቇᩞߩࠅᣇᬌ⸛㑐ଥ⠪ળ⼏ߢឭߐ
ࠇߚ⺖㗴╬ࠍ〯߹߃ޔᐔᚑ  ᐕ    ᣣߦၞߩ⼂⠪߿ 26# ઍޔᏒᢎ⢒㐳ޔ
ዊਛ⋵┙ቇᩞ㐳ઍޔᢎຬઍߩ⸘  ฬ߆ࠄߥࠆ╙  ࿁ද⼏ળࠍ㐿ߒޔᐳ㐳ߣߒ
ߡ྾ᣣᏒᄢቇ✚ว╷ቇㇱᢎጤፒᕶౖ᳁ࠍㆬߒߚޔߡߒߘޕᓟޔ㊁ߣ
ฬᒛߩಽ⑼ળߢદ⾐ోࠍⷞ㊁ߦࠇߟߟၞ࿕ߩ⺖㗴ߦߟߡ߽ද⼏ࠍⴕ
ޔද⼏ળߢߘߩᗧࠍ߹ߣࠆߎߣߣߒߚޕ
㧔㧞㧕ද⼏ળߣߪߦޔਛቇᩞߣ㜞╬ቇᩞߩᗧᕁ⇹ㅢ╬ࠍ࿑ࠆߚޔદ⾐ၞߩోਛቇ
ᩞ㐳ߣ㜞╬ቇᩞ㐳ߩᗧ឵ળ߇  ߣ  ߦ  ࿁㐿ߐࠇޔ㜞ᩞౣ✬ᵴᕈൻߦߟ
ߡߩᗧ឵߇ߥߐࠇߚޕ
㧔㧟㧕㊁ߣฬᒛߩಽ⑼ળߪ ޔ㨪 ߦ߆ߌߡߘࠇߙࠇ  ࿁ߕߟ㐿ߐࠇޔ
ޟℂᗐߩ
ቇ߮ߒ߹ᦸޔ߿ࠫࡔࠗߩޠቇᩞቇ⑼㈩⟎ߦߟߡᗧ឵ߒߚᓟߦߎߘޔ
ࠆࡊࡠࠬߣߒߡޔ᥉ㅢ⑼㜞ᩞ߿ኾ㐷㜞ᩞߩౣ✬ߩ߷ߌޔቇ㜞ᩞޔᤤ㑆ㇱ૬⟎
ߩቯᤨߩࠅᣇߥߤߦߟߡද⼏ࠍⴕߞߚߩߘޕද⼏⚿ᨐࠍᓟ㐿ߩද⼏ળߦ
ႎ๔ߒ⺖⻉ޔ㗴ߦߟߡߐࠄߦᬌ⸛ࠍട߃ࠆߎߣߣߒߚޕ
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㧔㧠㧕╙  ࿁ද⼏ળߪᐔᚑ  ᐕ    ᣣߦ㐿ߐࠇޔਔಽ⑼ળ߆ࠄද⼏ⷐߩႎ๔߇
ߞߚᓟౕޔ⊛ߥද⼏ࠍⴕߞߚ߽ᦨޔߦ․ޕᔒ㗿⠪ᢙߩᷫዋ߇ᄢ߈㊁ㄘᬺ㜞
ᩞߩౣ✬ߦߟߡޔㄘᎿߩ⛔วߛߌߢߥߊޔ㊁㜞ᩞߩಽᩞ᩺ޔㄘᬺ⑼᩺߿᥉ㅢ
⑼✚วቇ⑼ࠍ૬⸳ߔࠆ᩺ߦߟߡ߽ද⼏߇ߥߐࠇߚߩ߷ߌޕቇ㜞ᩞߦߟߡ
ߪޔඨᢙߩ↢ᓤ߇ฬᒛၞ߆ࠄㅢቇࠍߒߡࠆ⁁ᴫ߽ࠅޔߚ߹ޔหߓ✚วቇ⑼ߣ
߁ߎߣ߆ࠄޔฬᒛ㜞ᩞߣߩ⛔ว߽ⷞ㊁ߦࠇߡᬌ⸛ߒߚޕ
㧔㧡㧕╙  ࿁ද⼏ળߪᐔᚑ  ᐕ    ᣣߦ㐿ߐࠇ߇ุ⾥ޔಽ߆ࠇߡ৻⥌ߒߥὐ߽
ߞߚ߇߽ߢ߹ߊޔᬌ⸛ਛߩౣ✬᩺ߣߒߡޔᰴߩౝኈߢᐢߊ⼔⠪╬ߦᗧ
ࠍ⡬ߊߎߣߣߒޔᰴ࿁ౕߩߘޔ⊛ߥᣇᴺ╬ࠍᬌ⸛ߔࠆߎߣߦߥߞߚޕ
Ԙ㊁ㄘᬺ㜞ᩞߪᎿߣ⛔วߒޔᣂ✚วኾ㐷㜞ᩞߣߒߡࠬࠤ࡞ࡔ࠶࠻ࠍ↢߆ߖ
ࠆᒻߦౣ✬ߔࠆޕ
ԙߌ߷ߩቇ㜞ᩞߪฬᒛ㜞ᩞߣߩ⛔ว߽ⷞ㊁ߦࠇߡᬌ⸛ߒߡߊޕ
Ԛ㊁ၞߦᣂ᥉ㅢ⑼㜞ᩞࠍ⸳⟎ߒߡ᥉ㅢ⑼ᔒะߦኻᔕߒޔᒰ㕙ޔ㧟ᩞߣߔࠆޕ
ԛฬᒛၞߩ㧟ᩞߪᒰ㕙⛽ᜬߔࠆߣߣ߽ߦޔ᥉ㅢ⑼ߩታ❣ࠍߍࠆߚߩቇ⑼ᡷ✬
߿ቇᩞߩ㝯ജൻࠍᬌ⸛ߔࠆޕ
㧔㧢㧕╙  ࿁ද⼏ળߪᐔᚑ  ᐕ    ᣣߦ㐿ߐࠇޔ
ޟᐢߊᗧࠍ⡬ߊળ⺑ߢޠߔࠆ
ද⼏ળߢߩᬌ⸛᩺ߦߟߡද⼏ࠍⴕߞߚߦ․ޕᣂ᥉ㅢ⑼㜞ᩞ⸳⟎ߩนุ߿ޔᐔᚑ 
ᐕᐲࠍ⋡ㅜߣߒߚቇᩞᢙߦߟߡᵴᕈൻߩⷰὐ߆ࠄ⼏⺰߇ߥߐࠇߚޔߚ߹ޕฬᒛ
ၞ߆ࠄઁၞ߳ߩᵹࠍ㒐ߋߚߩᚻ┙ߡߣߒߡޔቇ⑼ᡷ✬߿․⦡ൻߦߟߡ߽ද
⼏ߒߚ߶߆ޟޔᐢߊᗧࠍ⡬ߊળߩޠ㐿ߦߚߞߡߩ⾗ᢱ߿⍮ᣇᴺ╬ߩౕ⊛ߥ
ᬌ⸛ࠍⴕߞߚޕ
㧔㧣㧕ᐔᚑ  ᐕ    ᣣ ޔᣣ ޔᣣߩ  ࿁ߦࠊߚࠅޔદ⾐ၞߩఽ┬↢ᓤߩ⼔
⠪╬ࠍኻ⽎ߣߒߡޟᐢߊᗧࠍ⡬ߊળࠍޠ㐿ߒޔ㜞ᩞࠍขࠅᏎߊ⁁ᴫߩℂ⸃ࠍᷓ
ߡ߽ࠄ߁ߣߣ߽ߦޔද⼏ળߢᬌ⸛ߒߡࠆౣ✬᩺ߦߟߡᐢߊᗧࠍ⡬ขߒߚޕ
ෳട⠪ߪᑧߴ  ੱߢߞߚ߇ޔᣂ᥉ㅢ⑼㜞ᩞߩ⸳⟎ߦኻߔࠆ⇼߿ෂᗋߔࠆᗧ
ޔᣂ✚วኾ㐷㜞ᩞߦᦼᓙߔࠆᗧߩ߷ߌޔቇ㜞ᩞߩሽ⛯ࠍ᳞ࠆᗧޔฬᒛ
ၞߩ㜞ᩞߩ․⦡ൻࠍ᳞ࠆᗧߥߤ߽࠻ࠤࡦࠕޔߡᄙߊߩᗧ߇ߐࠇߚޕ
㧔㧤㧕╙  ࿁ද⼏ળߪᐔᚑ  ᐕ    ᣣߦ㐿ߐࠇޟޔᐢߊᗧࠍ⡬ߊળ⚿ߩޠᨐࠍ〯
߹߃ߡޟᐔᚑ  ᐕᐲද⼏ળߩ߹ߣߡߟߦޠᬌ⸛ࠍⴕޔ࿁ࠍ߽ߞߡᐔᚑ 
ᐕᐲද⼏ળߣߒߡߩද⼏ࠍ⚳ੌߔࠆߎߣߣߒߚޕ
╙㧞 ਥߥ⺰ὐ
㧝㧚ℂᗐߩቇ߮ߦߟߡ
ᐔᚑ  ᐕᐲද⼏ળߩႎ๔ᦠߦ߅ߡឭ⸒ߐࠇߡࠆℂᗐߩቇ߮ߦ߅ߌࠆߩߟ৻ޟቇᩞޠ
ߣ߁⠨߃ᣇߦߟߡޔද⼏ળಽ⑼ળߩᣇߢᬌ⸛ࠍⴕߞߚ⚿ᨐߩߘޔ᳞ࠆߴ߈ℂᔨ
ߪߐࠇߚ߇ޔቇᩞㆇ༡ߥߤߦ߅ߡ⺖㗴߇ᄙߊᤨޔ㑆ࠍ߆ߌߥ߇ࠄౕൻߦะߌߡߩ
ദജ߇ᔅⷐߢࠆߣ߁ᗧ߇ᄢࠍභߚޕ
ߒߚ߇ߞߡޔ᧪ߩℂᗐߩᆫߦߟߡߩℂᔨߩ⍮ߣߣ߽ߦ↢ޔᓤ⼔ޔ⠪ޔၞ᳃
ߩᗧะ߽〯߹߃ߥ߇ࠄޔᓟ߽ᬌ⸛ࠍ⛯ߌߡߊߎߣ߇ᔅⷐߢࠈ߁ޕ
㧞㧚᥉ㅢ⑼㜞ᩞߩౣ✬ߦߟߡ
ᣥ㒙ጊߥߤ߆ࠄ㐳ᤨ㑆ࠍ߆ߌߡฬᒛߩ᥉ㅢ⑼㜞ᩞ߳ㅢቇߔࠆ⺖㗴ࠍ⸃ᶖߔࠆߣߣ߽ߦޔ
ਛቇ↢߿⼔⠪ߩ᥉ㅢ⑼ᔒะ߿㊁ᬺ㜞ᩞ᥉ㅢ⑼ࠍ⊒ዷߐߖߚ߽ߩߣߒߡ㊁ၞߦᣂ
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᥉ㅢ⑼㜞ᩞࠍߟߊࠆߎߣ߇ⶄᢙߩᆔຬ߆ࠄឭ᩺ߐࠇߚ߽ߩߩߣ࠻ࡊࡦࠦߩߘޔቇ⠌ౝኈ
ࠍߤ߁ߔࠆ߆ߣ߁⺖㗴߇ᱷߐࠇߡࠆޕ
৻ᣇޔᆔຬߩਛߦߪᣂ᥉ㅢ⑼㜞ᩞߩᣂ⸳ࠍෂᗋߔࠆᗧ߽ࠆߩߘޕਥߥℂ↱ߣߒߡߪޔ
ሶߤ߽ߩᷫዋ߆ࠄߺߡޔㄭ᧪ߦήߊߥࠆቇᩞߣߥࠆߎߣ߇੍ᗐߐࠇࠆߎߣߞ߇ߚߒޔ
ߡ↢ᓤ߇㓸߹ࠄߥน⢻ᕈ߿ޔቇᩞ㑐ଥ⠪߽ജ߇ࠅߦߊߎߣ߇࠻ࡊࡦࠦߩ⟎⸳ޔਇ
⏕ߢࠆߎߣߥߤߢࠆޕ
߹ߚޔሶߤ߽ߚߜߪ㊁ߣฬᒛߩਔၞߢⴕ߈᧪ߒߡ߅ࠅߩߘޔേ߈߇ᄌࠊࠄߥ㒢ࠅޔ
↢ᓤ߇㓸߹ࠄߥน⢻ᕈ߇ࠆߎߣ߿ޔ㊁㜞ᩞߣߩᣂߚߥᩰᏅ߇⊒↢ߒߚࠅޔદ⾐ၞ
ోߩ㜞ᩞ߇ዊⷙᮨൻߒߡᵴജ߇ᄬࠊࠇࠆน⢻ᕈߥߤ߽ᜰ៰ߐࠇߡࠆޕ
ߎ߁ߒߚᣂ᥉ㅢ⑼㜞ᩞࠍෂᗋߔࠆห᭽ߩᗧߪޔ
ޟᐢߊᗧࠍ⡬ߊળ߽ߡ߅ߦޠᄙߊ
ߐࠇߚޕ
ߥ߅ޔ᧪ߩሶߤ߽ߩᢙ߿ቇ⚖ᢙߩ੍᷹ߦ߅ߡޔદ⾐ၞ߆ࠄઁၞ߳ߩᵹߩ⁁ᴫ
ߪ␠ળ⚻ᷣ⁁ᴫ╬ߦࠃࠅᄌേߔࠆⷐ⚛ࠍᜬߞߡ߅ࠅޔߚ߹ޔદ⾐Ꮢߦ߅ߌࠆᄖ࿖ੱ↢ᓤߩ
Ⴧടߣߞߚߎߣ߽ൊ᩺ߔࠇ߫ޔᣂ᥉ㅢ⑼㜞ᩞ߇ήߊߥࠆߣߪ㒢ࠄߥߣߩ⠨߃ᣇ߽ࠆޕ
㧟㧚ኾ㐷㜞ᩞߩౣ✬ߦߟߡ
ㄘᬺޔᎿᬺޔᬺ 3 ᩞߩ⛔วߦߟߡߪޔᐔᚑ 16 ᐕᐲද⼏ળߩႎ๔ᦠߢឭ⸒ߐࠇࠇߘޔ
ࠍฃߌࠆᒻߢ⋵ߩ㜞ᩞౣ✬ᵴᕈൻ╙ੑᰴታᣉ⸘↹ߦ߽ᤋߐࠇߡࠆ߇ޔฦኾ㐷㜞ᩞߢߪ
ቯຬഀࠇߦࠃࠆᵴജૐਅ߿ቇ⚖ᢙᷫߦࠃࠆቇᩞㆇ༡ߩ࿎㔍ߐ߇ᰴ╙ߦჇߒߡ߈ߡ߅ࠅޔቇ
ᩞ႐߆ࠄߪᣧᕆߦౣ✬ߒߡᵴᕈൻࠍᦸᗧ߇ߐࠇߡࠆޕ
ޟᐢߊᗧࠍ⡬ߊળ߅ߦޠ
ߡ߽ౣ✬ࠍㅴࠆߎߣߦ⾥หߔࠆᗧ߇ᄙ߆ߞߚޕ
ㄘᎿࠍ⛔วߔࠆߎߣߢࠬࠤ࡞ࡔ࠶࠻ࠍ↢߆ߒߡቇᩞߩᵴᕈൻࠍ࿑ࠅޔሶߤ߽ߚߜ
ߩᄙ᭽ߥ࠾࠭ߦኻᔕߒߚᢎ⢒ࠍឭଏߔࠆᣂ✚วኾ㐷㜞ᩞࠍߟߊࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߡߒߘޕ
ߘࠇߪદ⾐ߩ․⦡ࠆ↥ᬺߩ⊒ዷߣߘߩੱ᧚⢒ᚑߦ߽ነਈߔࠆߎߣ߇ᦼᓙߢ߈ࠆޕ
ߘߩߚޔᣂ✚วኾ㐷㜞ᩞߩቇ⚖ⷙᮨߣቇ⑼✬ᚑࠆ⦡․ޔᢎ⢒⺖⒟ߩ✬ᚑޔᣉ⸳⸳
ߩᢛޔㄘᬺታ⠌ߩ▤ℂߣ↢ᓤߩ⒖േߥߤ߇⺖㗴ߣߐࠇߡ߅ࠅޔᣧᕆߦౕ⊛ߥᬌ⸛ࠍ
ⴕ߁ᔅⷐ߇ࠆޕ
߹ߚޔᢎ⢒ౝኈ߿ᢎ⢒ࠪࠬ࠹ࡓࠍᬌ⸛ߔࠆ㓙ޔદ⾐ၞ⁛⥄ߩ․⦡ߩࠆቇᩞߠߊࠅ߿ޔ
Ⓧᭂ⊛ߥᄖㇱ⻠Ꮷߩ⡜ߦߟߡ߽ᬌ⸛ࠍട߃ࠆߴ߈ߢࠆޕ
㧠㧚ߌ߷ߩቇ㜞ᩞߩౣ✬ߦߟߡ
ߌ߷ߩቇ㜞ᩞߪޔฬᒛၞ߆ࠄ↢ᓤߩඨᢙ߇ㅢቇߒߡࠆ⁁ᴫߦࠅޔߚ߹ޔቇᐕ
㧞ቇ⚖ⷙᮨߩዊⷙᮨߥቇᩞߢቯຬࠍḩߚߖߥߣ߈߽ࠆߎߣ߆ࠄޔหߓ✚วቇ⑼ߩฬᒛ
㜞ᩞߣߩ⛔วࠍⷞ㊁ߦࠇߡᬌ⸛ߔࠆߎߣ߇⠨߃ࠄࠇࠆޕ
ߒ߆ߒޔหߓ✚วቇ⑼ߣ߁ߛߌߢޔਔᩞߩ♽߿ࠦࡦࡊ࠻ࠍ⛔วߢ߈ࠆ߆ߤ߁߆ޔ
ߌ߷ߩቇ㜞ᩞ߇ᨐߚߒߡࠆᓎഀࠍߤߩࠃ߁ߦᒁ߈⛮ߢߊߩ߆ࠆޔᣉ⸳⸳
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8校

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

総合学科

名張高校 5cl

普通科

名張桔梗丘高校 6cl

(5)

普通、英語、情報

名張西高校 7cl

総合学科

あけぼの学園 2cl

(2)

普通、商業、家庭、福祉

上野商業高校 5cl

工業科

上野工業高校 4cl

農業科

上野農業高校 2cl

普通科

上野高校 8cl

平成 18 年度 39 学級

現在

・学級数の多い新総合専門高校の学校運営

・新総合専門高校の教室の増設

【課題】

（新総合専門高校の設置）

・専門教育の多様化に対応

（あけぼの学園高校の存置）

・多様な生徒に対するきめ細かい対応

・切磋琢磨できる学習環境

【（B）の考え方】

★農工商三校の統合と
新総合専門高校の設置

★新普通科高校の設置
★農工商三校の統合と
新総合専門高校の設置
★総合学科高校の再編

・新普通科高校のコンセプトとその存続

活性化が図れない。

・１校あたりの学級数が少なくなり、学校の

【課題】

（新総合専門高校の設置）

・専門教育の多様化に対応

・普通科志向への対応（新普通科高校の設置）

【（A）の考え方】

名張高校 5cl 程度

名張桔梗丘高校 6cl 程度

名張西高校 6cl 程度

あけぼの学園高校 2cl

新総合専門高校 7cl 程度

上野高校 8cl 程度

（B）

名張高校 5cl 程度

名張桔梗丘高校 5cl 程度

名張西高校 6cl 程度

新普通科高校 6cl 程度

新総合専門高校 6cl 程度

上野高校 6cl 程度

（A）

・企業や地域等との連携

を越えた多様な学びも可

・単位制、総合選択制により学科枠

・系統的な専門教育の展開

再編活性化（例）

★総合学科高校の再編

★普通科高校の再編

★普通科高校の再編

・スポーツ、文化活動にも重点

・基礎基本の徹底とキャリア教育

・進学、就職の出口を保障

再編活性化（例）

・企業や地域等との連携

枠を越えた多様な学びも可

・単位制、総合選択制により学科

・系統的な専門教育の展開

再編活性化（例）

33 学級程度

平成 26 年度

平成 23 年度 34 学級程度

H24～H26
平成 24 年度 33 学級程度

6校

再編活性化イメージ

平成 21 年度 36 学級程度

H21～H23

伊賀地域高等学校
4校

平成 33 年度 28 学級程度

平成 27 年度 30 学級程度

い多様な科目の提供

・多様な系列による興味・関心の高

導と進路指導

・個性を伸ばすきめの細かい学習指

再編活性化（例）

6cl 程度

総合学科高校

（単位互換・連携）

8cl 程度

普通科高校 B

6cl 程度

総合専門高校

（単位互換・連携）

8cl 程度

普通科高校 A

・特別支援教育のあり方

・単位制

・中学校や大学との連携

・文理特進コースの設置

・きめの細かい進路指導

再編活性化（例）

・企業や地域等との連携

科枠を越えた多様な学びも可

・単位制、総合選択制により学

・系統的な専門教育の展開

再編活性化（例）

・単位制

・教科を通した人づくり

・きめの細かい進路指導

再編活性化（例）

・単位互換、連携における子どもたちの移動

【課題】

・単位互換、連携による一体的な学びと学校間格差の解消

・切磋琢磨できる学習環境

・子どもたちの一人ひとりを尊重した教育

【4 校の考え方】

Ｈ27～Ｈ33
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参考資料２
平成２２・２３年度伊賀地域高等学校再編活性化推進協議会（協議のまとめ）
平成２４年３月
１

これまでの経緯
伊賀地域では中学校卒業者数の減少に対応するため、平成１６年度から協議会を設置
し、平成３３年頃までの県立高等学校のあり方について検討を進めてきました。平成
１８年度までの協議では、公聴会を通して広く意見を聞きながら、伊賀市内の専門高校
３校を統合して、新総合専門高校を設置することをまとめるとともに、少子化が進む平
成２７～３３年頃には伊賀地域の高校は４校程度となることもイメージ化しました。
平成２２年度に、平成１８年３月にまとめられた「協議のまとめ」(別添参照)とその
後の県教育行政における当地域のこれまでの再編活性化について検証するとともに、中
学校卒業者が大きく減少する平成２７年度以降の高等学校のあり方について検討するた
め、協議を開始しました。

２

現状と課題
伊賀地域の中学校卒業者数は平成２３年３月には１,６７３人でしたが、平成２７年３
月には１,４４３人程度となり、約２３０人減少する見込みです。地域全体の学級数も、
平成２３年度は３３学級でしたが、平成２７年度には２７～２８学級となることが予想
され、このままでは４学級以下の小規模となる学校もできるため、学校としての活力の
低下が懸念されます。
また、平成２３年４月に近畿大学工業高等専門学校が熊野市から名張市に移転し、平
成２３年度入学者選抜では伊賀地域から前年比４０人増の４８人が入学するなど、新た
な状況も生まれています。

３

これまでの再編活性化の検証
本協議会では、平成２１年度に設置した伊賀白鳳高校の生徒対象アンケートの集計結
果や、伊賀市・名張市両市の小中学校長会やＰＴＡ連合会等への聞き取り調査の結果を
資料として協議を行いました。主な内容は次のとおりです。
（１）伊賀白鳳高校については、７学級規模の学校になり、活性化がはかられた。アン
ケートでは、７割の生徒が伊賀白鳳高校に入学して満足していることがわかった
が、所属する学科・コースを入学後にすべての学科・コースの学習内容を体験した
うえで決定するシステムについてはさまざまな意見があり、引き続き検証していく
必要がある。
（２）平成１８年３月の「協議のまとめ」と平成２０年３月の「三重県立高等学校再編
活性化第三次実施計画」では、あけぼの学園高校は２学級を設置のコンセプトとし
ており、多様な生徒にきめ細かな指導をして成果をあげていることから、当面は存
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続を求める声が多い。
（３）平成２０・２１年度に名張分科会を開催して、名張地域３校の活性化方針がまと
められたが、生徒や保護者に、これまで以上の特色化・魅力化が伝わっていない。
（４）「再編活性化基本計画」で適正規模としている１学年３～８学級は県全体の基準
であり、伊賀地域においては学校運営の観点から、６学級を大きく上回ったり下回
ったりしない規模が適当と考えられる。３～４学級では活性化は難しい。
４

伊賀地域の高等学校の今後のあり方
平成１８年度の「協議のまとめ」には、平成２７年度以降で伊賀地域の高等学校が４
校程度になるイメージが記されており、この「４校案」をベースに、伊賀地域高等学校
の今後のあり方について協議を行いました。主な内容は次のとおりです。
（１）１学年の学級数が４学級以下になると、教職員の人数が減り、設置できる選択科
目の数が減るなど教育課程への影響があるほか、部活動や学校行事が沈滞し、学校
の活力が失われる。このことを資料をもとに検証した。
（２）名張市内の普通科２校については、これまで違いが出せるように特色化の議論を
進めてきたが、普通科であるという共通点に加え、進路状況もよく似ており、特色
や独自性が出せているとはいえない。これら２校は、３～４学級規模だと同じよう
なレベルになり、中学生の進路選択幅の拡大には結びつかない。
（３）名張地域から津方面への進学が多く見られることから、名張の子どもたちが名張
の高校で学ぶことのできる学校づくりが必要である。このことから、名張市の普通
科２校については、それぞれの特色を併せ持つ７学級程度の規模の１校に統合し
て、進学に特化したクラスをつくるなど、名張市の子どもたちの幅広い進学ニーズ
に対応できる、活力ある高校を作った方がよい。
（４）伊賀市内には、名張市の高校に通学するために保護者の送迎が必要な地域があり、
統合する学校については、交通の便がよく、通学しやすい場所に位置づけるべきで
ある。
（５）平成２８年度に生徒数が一時的に増加することを考えると、統合には慎重である
べきである。また、普通科として１校に統合したとしても、もう１校を地域の学習
ニーズにあったちがった形の高校とすることも考えられる。
これらのことから、統合についてはやむを得ないが、統合後の学校像を明確にするた
めの時間が必要であるなどの意見はありましたが、
学習内容や進路状況等に共通点が多い名張桔梗丘高校と名張西高校について
は、平成２７年度を目途に７学級程度の１校に統合し、それぞれの特色を併せ
持つ、生徒・保護者にとって魅力ある、活力ある学校づくりを行う
ことで協議がまとめられました。
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႐ᚲߦߟߡߪᒁ߈⛯߈ၞ╬߆ࠄߩᗧࠍ⡬߈ߥ߇ࠄᬌ⸛ߒߡޔᐔᚑ㧞㧠ᐕᐲ
ᧃࠍ⋡ㅜߦࠄ߆ߦߔࠆޔߒߛߚޕᐔᚑ㧞㧣ᐕᐲߦ⛔วࠍⴕ߁߆ߤ߁߆ߦߟߡ
ߪޔਛቇᩞ㧟ᐕ↢ߩㅴ〝ㆬᛯ߇Ṗ߆ߟㆡಾߦⴕ߃ࠆࠃ߁ߦޔቇᩞ߿⸳⟎႐
ᚲߩᬌ⸛⁁ᴫࠍ〯߹߃ߡޔᐔᚑ㧞㧠ᐕ㧤ᧃ߹ߢߦ␜ߔޕ

㧔㧞㧕╙㧞࿁ද⼏ળ 㧤㧞㧞ᣣ
દ⾐ၞోߩ㜞╬ቇᩞߩࠅᣇࠍ〯߹߃ޔᣂߒቇᩞߩቇᩞߦߟߡޔോዪ
߆ࠄߩ⚛ޟ᩺ߦߣ߽ࠍޠᬌ⸛ࠍⴕ߹ߒߚޕᆔຬ߆ࠄߪޟක≮♽߳ߩㅴቇߥߤޔᢾᣂ
ߥ߇⦡․ࠆߥߣޢ₹⋡ޡᔅⷐޟޔޠᐢ࠾࠭ߦ㧝ᩞߢኻᔕߔࠆߎߣߪ㔍ߒߩߢޔ
߽߁㧝ᩞ⸳⟎߇ᔅⷐߩߤߥޠᗧ߇ߐࠇ߹ߒߚޕ
ᰴߦޔᣂߒቇᩞߩቇᩞߩᬌ⸛⁁ᴫࠍ〯߹߃ޔ㧞ᩞߩ⛔วࠍᐔᚑ㧞㧣ᐕᐲߦⴕ߁
߆ߤ߁߆ߦߟߡߩᗧ឵ࠍⴕޔᰴߩࠃ߁ߦ⾥ุਔ⺰ߩᗧ߇ߐࠇ߹ߒߚޕ


ᣂᩞߩࡆ࡚ࠫࡦ߇ߐࠇߚߩߢ↢ޔᓤߩቇ⠌ⅣႺࠍᢛ߃ࠆߚߦ߽ᐔᚑ㧞㧣ᐕ
ᐲߦ⛔วߔߴ߈ߢࠆޕ



ᣂᩞߩ⸳⟎႐ᚲ߇␜ߐࠇߥ߹߹ߢޔᐔᚑ㧞㧣ᐕᐲ⛔วߪ⚊ᓧߢ߈ߥޕ
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㧔㧟㧕╙㧟࿁ද⼏ળ㧔㧤㧞㧤ᣣ㧕
㧞ᩞߩ⛔วࠍᐔᚑ㧞㧣ᐕᐲߦⴕ߁߆ߤ߁߆ߦߟߡޔ㧡ߩ⺑ળߢߩᗧ߿╙㧞
࿁ද⼏ળߢߩᗧࠍෳ⠨ߦ⋵ޔᢎ⢒ᆔຬળ߇ቯߒߚౝኈ߇ႎ๔ߐࠇ߹ߒߚޕ
Ԙ

ਛቇᩞ㧟ᐕ↢߇ᔃߒߡㅴ〝ㆬᛯߢ߈ࠆߎߣࠍ㊀ⷞߒߡޔฬᒛ᪃᪪ਐ㜞╬ቇ
ᩞߣฬᒛ㜞╬ቇᩞߩ⛔วߦߟߡߪޔᐔᚑ㧞㧣ᐕᐲߪⴕࠊߥޕ

ԙ

ਛቇᩞතᬺ⠪ᢙߩᷫዋߦቇᩞ߇ዊⷙᮨߦߥࠆߣޔቇᩞߩᵴജ߇ᄬࠊࠇࠆߚ
ࠆ߈ߢޔ㒢ࠅᣧߊ⛔วߔࠆߎߣ߇ᔅⷐߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ

㧔㧠㧕╙㧠࿁ද⼏ળ㧔㧥㧞㧝ᣣ㧕
ᣂߒቇᩞߩቇᩞߦߟߡද⼏ࠍⴕޔਥߦᰴߩࠃ߁ߥᗧ߇ࠅ߹ߒߚޕ


ਛቇ↢ߩㅴ〝߇ߒߞ߆ࠅ㓚ߐࠇࠆቇᩞߢࠆߚߦޔㅴቇߦ․ൻߒߚࠢࠬ
㧝ࠢࠬߪᔅⷐߢࠆޕ



ㅴቇߦ․ൻߒߚࠢࠬߦߟߡߪࠍ⦡․ޔᜬߚߖࠆࠃࠅࠍ࡞ࡌޔߍࠆߎߣ
ࠍ⼔⠪ߪᦸߩߢߪߥ߆ޕ



ਛ㜞৻⽾ᢎ⢒߿ᩞ⥢ߩታᣉޔᱷߐࠇߚቇᩞߩ↪߽วࠊߖߡᬌ⸛ߔߴ߈ߢ
ࠆޕ

߹ߚ⛔ޔวߩᤨᦼߦߟߡߩද⼏߽ⴕޔਥߦᰴߩ㧞ߟߩᗧ߇ߐࠇ߹ߒߚޕ


ቇᩞ߇ዊⷙᮨߦߥࠆߣᵴᕈൻߔࠆߩ߇㔍ߒߎߣ߆ࠄߌߛࠆ߈ߢޔᣧᲑ㓏ߢ
ߩ⛔ว߇ᔅⷐߢࠆޕ



ਛቇᩞතᬺ⠪ᢙߪᐔᚑ㧞㧤ᐕᐲߦ৻ᐲჇടߔࠆߩߢޔᐔᚑ㧟㧟ᐕᐲߋࠄ߇ࠃ
ߩߢߪߥ߆ޕ

㧔㧡㧕╙㧡࿁ද⼏ળ㧔㧝㧜㧝㧣ᣣ㧕
ᦨೋߦޔᣂߒቇᩞߩቇᩞߩ⚛᩺ߦߟߡද⼏ࠍⴕޔᏒ᳃╬ࠍኻ⽎ߣߒߚ⺑
ળߢ⺑ߒߡߊ߽ߩߣߒߡޔᆔຬోຬ߇ߨੌ⸃ࠍߒ߹ߒߚޔߚ߹ޕ೨࿁ᗧ߇
ߐࠇߚਛ㜞৻⽾ᢎ⢒ߦߟߡߪ⁁ߩ⋵ઁޔᴫ╬ࠍ߽ߣߦᗧ឵ࠍⴕޔᣂ㜞ᩞ⸳⟎
ᓟߩᰴߩࠬ࠹࠶ࡊߣߒߡᒁ߈⛯߈ᬌ⸛ߒߡߊߎߣߣߒ߹ߒߚޕ
⛯ߡ⛔ޔวߩᤨᦼߦߟߡද⼏ࠍⴕޟޔቇᩞ߇ዊⷙᮨߦߥࠆߣᄙ᭽ߥㆬᛯ⑼⋡
ߩ㐿⸳߿ㇱᵴേߩ⸳⟎߇࿎㔍ߦߥࠅޔᵴᕈൻ߇࿑ࠇߥߎߣ߆ࠄߌߛࠆ߈ߢޔᣧᐔ
ᚑ㧞㧤ᐕᐲߣߔߴ߈߁ߣޠᗧ߇ᄙᢙࠍභ߹ߒߚ৻ޕᣇߢᤨޟޔ㑆ࠍ߆ߌߡ⼏⺰
ߔߴ߈߁ߣޠᗧ߽ዋᢙࠅ߹ߒߚ߇ޔද⼏ળߣߒߡߪޟᐔᚑ㧞㧤ᐕᐲߩ⛔วߢޠ
ᗧࠍ߹ߣ߹ߒߚޕ
ᦨᓟߦ⛔ޔวᓟߩቇᩞߩ⸳⟎႐ᚲߦߟߡᗧ឵ࠍⴕޟޔㅢߩଢߥቇᩞߦ
⸳⟎ߔߴ߈ޟޔޠᣂߒቇᩞߩቇᩞ߇ታߒ߿ߔ႐ᚲߦ⸳⟎ߔߴ߈ޔ߁ߣޠᄢ߈
ߊಽߌߡ㧞ߟߩᗧ߇ߐࠇ߹ߒߚޕ
㧔㧢㧕╙㧢࿁ද⼏ળ㧔㧝㧝㧝ᣣ㧕
ᣂߒቇᩞߩ⚛᩺߿⛔ޔวߩᤨᦼࠍᐔᚑ㧞㧤ᐕᐲߣ߹ߣߚߎߣ╬ߦߟߡޔ
⼔⠪߿ቇᩞ㑐ଥ⠪ޔၞ᳃╬ߦ⺑ࠍⴕ߁⺑ળࠍ㐿ߔࠆߎߣߣߒޔ㐿ⷐ㗄߿
⺑ౝኈ╬ߩᬌ⸛ࠍⴕ߹ߒߚޕ
㧔㧣㧕દ⾐ၞ㜞╬ቇᩞᵴᕈൻ⺑ળ㧔㧝㧝㧞㧜ᣣ㧙ฬᒛᏒޔ㧞㧠ᣣ㧙દ⾐Ꮢ㧕
ߎࠇ߹ߢߩද⼏ળߦ߅ߌࠆද⼏ࠍ〯߹߃⋵ޔᢎ⢒ᆔຬળਥߦࠃࠅ⼔⠪߿Ꮢ᳃╬
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ࠍኻ⽎ߦ⺑ޔળ߇㐿ߐࠇ߹ߒߚޕ౨㗡ߦද⼏ળળ㐳߆ࠄⷐࠍႎ๔ߒޔോዪߢ
ࠆ⋵ᢎ⢒ᆔຬળ߆ࠄᧄ߿✲⚻ߩߢ߹ࠇߎޔᐕᐲߩද⼏ળߦ߅ߌࠆද⼏ޔᣂߒቇᩞ
ߩቇᩞߩ⚛᩺ޔද⼏ળߦ߅ߡ⛔วߩᐕᐲࠍᐔᚑ㧞㧤ᐕᐲߣ߹ߣߚߎߣ╬ߦߟ
ߡౕ⊛ߥ⺑߇ⴕࠊࠇ߹ߒߚޕ
Ꮢ᳃╬߆ࠄߪ⛔ޔวߩᐕᐲࠍᐔᚑ㧞㧤ᐕᐲߣߔࠆߎߣߦߟߡዋᢙߩኻᗧߪ
ࠅ߹ߒߚ߇ߌߛࠆ߈ߢޔᣧᐔᚑ㧞㧤ᐕᐲߦ⛔วߔࠆߴ߈ߣ߁ᗧ߿ޔᐔᚑ㧞㧤ᐕ
ᐲߩ⛔วࠍ೨ឭߣߒߚᣂߒቇᩞߩቇᩞ߳ߩᗧ߇ᄢඨࠍභ߹ߒߚޕ
ᣂߒቇᩞߩቇᩞߩ⚛᩺ߦߟߡุ߽ޔቯ⊛ߥᗧߪ߶ߣࠎߤߥߊᦼޔᓙߔࠆᗧ
߿ޔᢎ⢒ᆔຬળߦኻߔࠆੱ᧚㕙߿ᣉ⸳㕙ߢߩⷐᦸ⊛ߥᗧ߇ᄙߊࠅ߹ߒߚޕ
߹ߚޔᣂߒቇᩞ߇⸳⟎ߐࠇߥᣇߩቇᩞߦቇߔࠆ↢ᓤߩㅴ〝㓚߿ቇᩞ↢ᵴߩ
లታߦߒߞ߆ࠅߣኻᔕߒߡ߶ߒߣ߁ᗧ߿ޔዋߒߢ߽ၞߦᵴജࠍਈ߃ࠆ〔ߩ
↪ࠍᦸߥߤߩᗧ߽ࠅ߹ߒߚޕ
㧔㧤㧕╙㧣࿁ද⼏ળ㧔㧝㧝㧣ᣣ㧕
ߎࠇ߹ߢߩ⼏⺰ࠍ〯߹߃ߡᚑߒߚᣂߒቇᩞߩో㧔ⷐၮᧄℂᔨߑߔ
ቇᩞ⢒ߡߚ↢ᓤቇ⑼ߩ᭴ᚑ․⦡ࠆᢎ⢒ౝኈ㧕ߩ᩺ߦߟߡද⼏ࠍⴕ
߹ߒߚ⺆⧷ޕㆇ↪⢻ജߩ⢒ᚑ߿ᄙ᭽ߥ↢ᓤߩᐢ࠾࠭ߦᔕ߃ࠆᣦࠍߒߞ߆ࠅߣ⸥
ㅀࠍߔࠆߴ߈ߥߤߩᗧ߇ߐࠇ߹ߒߚ߇ޔߨੌᛚߐࠇ߹ߒߚޕ
⛯ߡޔᣂߒቇᩞߩ⸳⟎႐ᚲߦߟߡߩᗧ឵ࠍⴕޔᒁ߈⛯߈ޟᣂߒቇᩞ
ࠍታߢ߈ࠆᢎ⢒ⅣႺ߇ᢛ߃ࠄࠇࠆ႐ᚲޟޠㅢቇᤨ㑆߿ㅢቇߦଥࠆㅢ⾌ߩ⽶ᜂ߇
ዋߥ႐ᚲߩޠ㧞ߟߩⷰὐ߆ࠄߩᗧ߇ߐࠇ߹ߒߚޕ
㧔㧥㧕╙㧤࿁ද⼏ળ㧔㧞㧞㧢ᣣ㧕
ᧄᐕᐲߩޟද⼏ߩ߹ߣߦޠଥࠆද⼏ࠍⴕ߹ߒߚޕ
㧠

દ⾐ၞߩ⋵┙㜞╬ቇᩞߩࠅᣇ

㧔㧝㧕ㅴቇᏗᦸࠍታߔࠆቇᩞߠߊࠅ
ฬᒛၞߩਛቇᩞතᬺ⠪ ᐔᚑ㧞㧟ᐕᐲත ߩㅴ〝⁁ᴫࠍߺࠆߣޔᵤᏒౝߩ᥉ㅢ⑼㜞
ᩞ߳ߩㅴቇ⠪߇㧢㧜ੱࠍ߃ߡ߅ࠅ⋵ޔᄖߩ⑳┙㜞ᩞ߳ߩㅴቇ⠪߽㧠㧜ੱㄭߊߦߥߞ
ߡ߹ߔޕฬᒛၞߩ↢ᓤ߇ฬᒛၞߩ㜞ᩞߢቇ߱ߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߔࠆߚߦߪޔ
࿖┙ᄢቇ╬߳ߩㅴቇ࠾࠭ߦኻᔕߒޔㅴቇᏗᦸࠍࠃࠅᄙߊታߢ߈ࠆቇᩞߠߊࠅࠍ
ⴕ߁ߎߣ߇ᔅⷐߢߔޕ
㧔㧞㧕દ⾐ၞߦ߅ߌࠆቇ⑼ߩ㓸ቯຬߩഀว
ᐔᚑ㧞㧠ᐕᐲߩદ⾐ၞߩ⋵┙㜞╬ቇᩞቇቯຬߦ߅ߌࠆ᥉ㅢ⑼ߩഀวߪ㧡㧟㧚㧝
㧑ߢߔߪߦࠇߎޕℂᢙ⑼߿⧷⺆⑼ߥߤߩޟ᥉ㅢ⑼♽ኾ㐷ቇ⑼߽ޠ߹ࠇߡ߹ߔޕ
⋵┙㜞╬ቇᩞߩ᥉ㅢ⑼ߩ↢ᓤߩතᬺᓟߩㅴ〝ߪᄙ᭽ߢࠅޔᄢቇ╬߳ߩㅴቇࠍਛᔃ
ߣߒߚ᥉ㅢ⑼߽ࠇ߫ޔኾ㐷ቇᩞ߳ߩㅴቇ߿ዞ⡯⠪ߩᄙ᥉ㅢ⑼߽ࠅ߹ߔޕદ⾐
ၞߩ᥉ㅢ⑼ߩ㜞╬ቇᩞߪ㧟ᩞߣ߽ᄢቇ߮⍴ᦼᄢቇ߳ߩㅴቇ⠪߇තᬺ⠪ߩ㧢㧜㧑ࠍ
߃ߡࠆߎߣ߆ࠄޟᄢቇㅴቇࠍਛᔃߣߒߚ᥉ㅢ⑼৻ޕߔ߹߈ߢ߇ߣߎ߁ߣޠᣇޔ
ޟኾ
㐷ቇᩞ߳ߩㅴቇ߿ዞ⡯⠪ߩᄙ᥉ㅢ⑼ઁޔߪޠၞߦߪࠅ߹ߔ߇ޔદ⾐ၞߦߪߥ
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ߎߣߦߥࠅ߹ߔޕ
✚วቇ⑼ߩ㜞╬ቇᩞߪޔᒰၞߦߪߩ߷ߌޔቇ㜞╬ቇᩞ 㧞ቇ⚖ ߣฬᒛ㜞╬ቇ
ᩞ 㧡ቇ⚖ ߩ㧞ᩞ߇ࠅߩઁޔၞࠃࠅ߽✚วቇ⑼ߩഀว߇㜞ߊߥߞߡ߹ߔ✚ޕว
ቇ⑼ߦᡷ✬ߐࠇࠆ೨ߪߩ߷ߌޔቇ㜞╬ቇᩞߪ᥉ㅢ⑼ߩ㜞╬ቇᩞ㧔દ⾐㜞╬ቇᩞ㧕
ޔ
ฬᒛ㜞╬ቇᩞߪ᥉ㅢ⑼ߦട߃ޔᬺߣኅᐸߦ㑐ߔࠆቇ⑼ߩࠆ㜞╬ቇᩞߢࠅࠇߎޔ
ࠄߩ᥉ㅢ⑼ߪޔㅴ〝⁁ᴫ߆ࠄޟኾ㐷ቇᩞ߳ߩㅴቇ߿ዞ⡯⠪ߩᄙ᥉ㅢ⑼ߣߚߞߢޠ
ࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߔޕ
દ⾐ၞߢߪޔᢙሼߪ᥉ㅢ⑼ߩഀว߇ૐߊ✚ޔวቇ⑼ߩഀว߇㜞ߊߥߞߡ߹ߔޕ
ߎࠇߪޟޔኾ㐷ቇᩞ߳ߩㅴቇ߿ዞ⡯⠪ߩᄙ᥉ㅢ⑼ޠㇱಽࠍ✚ޔวቇ⑼ߦᡷ✬ߒߡޔ
ߩฬᒛ㜞╬ቇᩞߩࠃ߁ߦᄢቇㅴቇ߆ࠄዞ⡯߹ߢᐢߊኻᔕߢ߈ࠆ♽ࠍ⸳ߌߚ
ࠅߩ߷ߌޔቇ㜞╬ቇᩞߩࠃ߁ߦኾ㐷ቇᩞㅴቇ߿ዞ⡯ߦኻᔕߢ߈ࠆࠃ߁ߦታ⠌⑼⋡
ߩᄙ♽ࠍ⸳ߌߚࠅߔࠆߎߣߦࠃߞߡޔቇ⠌ⅣႺߩలታࠍߪ߆ߞߡ߈ߚ⚿ᨐߣ⠨߃
ࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߔޕ
ᓟ߽ၞోߩቇ⑼ߩㆡᱜߥ㈩⟎ߦߟߡޔᬌ⸛ߒߡߊᔅⷐ߇ࠅ߹ߔޕ
㧔㧟㧕㓚߇ߩࠆ↢ᓤ╬ߐ߹ߑ߹ߥᡰេࠍᔅⷐߣߔࠆ↢ᓤ߇⋵┙㜞╬ቇᩞߢቇ߱ߎߣ߇
ߢ߈ࠆⅣႺߠߊࠅ
㓚߇ߩࠆ↢ᓤ╬ߐ߹ߑ߹ߥᡰេࠍᔅⷐߣߔࠆ↢ᓤ߽ޔၞߩ↢ᓤߚߜ߇
ၞߢቇߴࠆቇᩞߠߊࠅ߇ᔅⷐߣߩᗧ߇ࠅ߹ߔޕ㜞╬ቇᩞߦ․ᡰេቇ⚖ࠍ⸳⟎ߔ
ࠆߎߣߪᴺߪน⢻ߣߥߞߡ߹ߔ߇ޔ㜞╬ቇᩞߩቇ⠌ᜰዉⷐ㗔߇ㆡ↪ߐࠇࠆߎߣ
ߣߥߞߡ߅ࠅޔᒢജ⊛ߥᢎ⢒⺖⒟ߩ✬ᚑ߇ߢ߈ߥߥߤ᧦ޔઙᢛ߇චಽᢛߞߡࠆ
ߣߪ߃ߥ⁁ᴫߢߔޕ
ᓟߥ߁ࠃߩߤߡߟߦߣߎߩߎޔኻᔕࠍขࠅᓧࠆ߆ޔᒁ߈⛯߈⺞ᩏޔᬌ⸛ߒߡ
ߊᔅⷐ߇ࠅ߹ߔޕ
߹ߚޔᄖ࿖ੱ↢ᓤߦߟߡߪޔޔฬᒛ㜞╬ቇᩞޔฬᒛ᪃᪪ਐ㜞╬ቇᩞޔฬᒛ
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参考資料４
平成２５・２６年度の協議のまとめ
平成２７年３月
伊賀地域高等学校活性化推進協議会
１

平成２４年度までの経緯
伊賀地域では、中学校卒業者数の減少に対応するため、平成１６年度から協議会を設
置し、県立高校のあり方について検討を進めてきました。平成１８年９月にそれまでの
協議を総括し、伊賀市内の専門高校３校を統合して新総合専門高校（伊賀白鳳高校）を
設置することをとりまとめるとともに、少子化が進む平成２７～３３年度頃には伊賀地
域の県立高校は４校程度となることをイメージ化しました。
その後も少子化が進行することから、平成２２年度に協議会を再開し、当地域の県立
高校のあり方について検討を行いました。検討にあたっては、地域の中学校卒業者の進
路状況や学習ニーズ等を踏まえるとともに、保護者や市民を対象とした説明会を開催し
て検討状況を報告し、そこで出された意見も参考としました。
平成２４年度までの検討の結果、平成２８年４月に 名張桔梗丘高校と名張西高校を
統合して普通科をべースとした新しい高校を設置し、両校の良さを継承・発展させる
とともに、広い視野とコミュニケーションスキルを身につけ、地域や世界で活躍でき
る人材を育成すること等を、協議のまとめ（平成２５年３月）としました。

２

平成２５・２６年度の協議の概要
これまでの協議を踏まえ 、「地域全体の学科の適正な配置 」「特別な支援を必要とす
る子どもたちの県立高校への受け入れと支援」
「伊賀地域における中高一貫教育の実施」
について、協議しました。
なお、平成２８年４月に名張市に開校する新しい高校については、教職員等で構成す
るワーキング会議における検討状況の報告を受けることとしました。

（１）地域全体の学科の適正な配置について
今後の中学校卒業者数の推移予測や中学生の進路状況など、当地域の県立高校をと
りまく状況を踏まえて協議を行いました。主な意見は次のとおりです。

○

平成３１～３３年度頃には地域全体の１学年の学級数が２８学級程度となり、
平成２５年度に比べて４学級程度減少することが共通認識されたと考える。地域
の小中学生や保護者等への周知に必要な期間を考慮しながら、協議する必要があ
る。
○ 平成１８年９月の「協議のまとめ」には、平成２７～３３年度頃に伊賀地域の
県立高校が４校になるというイメージが示されているが、本当に４校になってい
いのかをよく考えて、議論する必要がある。
○ 地域としては普通科への志向が強いという意見があるが、地域のニーズを分析
したうえで、普通科や総合学科等を今後どうしていけばよいか考えなければなら
ない。
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（２）特別な支援を必要とする子どもたちの県立高等学校への受け入れと支援について
当地域において、特別な支援を必要とする子どもたちを含め、すべての子どもたち
が当地域で学べる学校づくりが必要との意見があることから、特別支援教育の現状や
課題を踏まえて協議を行いました。主な意見は次のとおりです。
○

特別な支援を必要とする子どもは増加傾向にあり、地元の県立高校に受け入れ
る枠組みをつくってもらいたい。
○ 保護者の中には子どもに高校卒業資格を取らせたいという声があり、子ども
たちが私立通信制高校や県外にも進学している実態を踏まえると、当地域の県
立高校にその受け入れ体制をつくることが必要ではないか。
○ 少子化の一方で、特別な支援を必要とする子どもたちの増加に伴い、小中学校
の「特別支援学級」の数も増加している。そこで学ぶ子どもたちのほとんどが高
校への進学を希望しており、その希望を実現するために、国の動向も注視しつつ、
県でも制度のあり方を考えていく必要がある。
○ どの高校においても特別支援教育に関する校内委員会を設置するとともに、
特別支援教育コーディネータを中心に体制の整備を図り、中学校との情報交換
を充分に行いながら、 入学してきた生徒に対する最大限の支援をしていると考
えている。
○ 義務教育である小中学校には特別支援学級に関する人的配置の法的措置があ
るが、高校にはない。加えて、高校では、入学者選抜、履修及び 単位認定、通
学手段、施設や設備、卒業後の出口保障等に課題がある。
○ 県立高校の入学者選抜に特別な選抜枠を設けた場合は、その分、他の志願者
の定員枠が少なくなることや、他の志願者との間の公平性の確保に課題がある。
また、「地域全体の学科の適正な配置」の議論にも影響してくる。
○ 高校に入学者選抜の特別枠を設けるよりも、多様な教科・科目の選択ができる
ように教育課程を柔軟にすることにより、事実上、高校入学の門戸が広がるとい
う方向性がふさわしいのではないか。
○ 中学校は、特に「自閉症」「情緒障がい」の子どもたちが県立高校に多く受け
入れて欲しいと考えているのではないか。次年度の協議を具体的に進めるために、
地域全体の県立高校のあり方の中で、３部制の定時制高校を設置することも検討
してはどうか。また、その場合は、上野高校定時制と名張高校定時制のあり方を
議論する必要がある。

（３）伊賀地域における中高一貫教育の実施について
当地域の県立高校のあり方を考える中で、中高一貫教育の利点を活かして魅力ある
学習環境を整備できるのではないかという意見があったことから、当地域における中
高一貫教育の実施について、そのメリット・デメリットや全国の事例等を踏まえて協
議を行いました。
当地域の人口規模や交通事情等も含めて総合的に検討したところ、 中高一貫教育
には、 ６年間を通じて「ゆとり」をもって学ぶことができる等の大きな利点がある
という意見がある一方で、今後、少子化が進む中で、当地域の小中学校に与える影

- 18 -

響の大きさが心配される等の課題があるという意見が多く出されたことから、伊賀
地域に新たに中高一貫教育校を設置することは難しいと結論づけました。
（４）名張新高等学校（名張青峰高等学校）に係るワーキング会議の検討状況について
検討状況の報告を受けての主な意見は、次のとおりです。

進学に特化したコースを１学級程度設置して、国公立大学等の文系と理系へ
の進学に対応するということだが、少人数となっても文系と理系別の講座を開
設すること等を含めて、しっかりと対応してもらいたい。
○ 名張桔梗丘高校は、平成２８年度は２・３年生のみ、平成２９年度は３年生
のみになるが、専門教科を指導する教員配置や部活動・学校行事の合同実施等
を含めて、在校生の高校生活の充実に努めてもらいたい。
○ 当地域の子どもたちが他地域へ多く進学しているという課題に対して、新しく
開校する名張青峰高校が地域の子どもたちの進路希望に応えられる高校になるよ
う、地域とともに学校づくりを進めていくことが重要である。
○

３

おわりに
本地域協議会では、これからも伊賀地域全体の県立高校のあり方について、引き続き
協議を進めます。
協議にあたっては、多様な進路希望をもった地域の子どもたちが地域の学校で学べる
ような環境づくりに留意することが必要です。また、中学校卒業者数が平成３１年以降
に再び大きく減少することや、中学生の進路動向、学習ニーズ等を踏まえるとともに、
小中学生及び保護者の進路選択への影響を勘案して、具体的な方向性が出せるよう検討
を進める必要があります。
なお、「特別な支援を必要とする子どもたちの県立高等学校への受け入れと支援」に
ついても、地域全体の県立高校のあり方の中で、引き続き検討する必要があります。
＜参考＞協議会の開催日
平成２５年度

平成２６年度

第１回

平成２５年

９月

３日（火）

第１回

平成２６年

第２回

平成２５年１１月１３日（水）

第２回

平成２６年１０月２９日（水）

第３回

平成２６年

第３回

平成２６年１２月１６日（火）

第４回

平成２７年

１月２７日（月）
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８月２５日（月）

２月２５日（水）

