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はじめに

北海道教育委員会では、平成18年８月に策定した「新たな高校教育

に関する指針」（以下「旧指針」という。）に基づき、「公立高等学校

配置計画」（以下「配置計画」という。）を毎年度策定し、募集定員の

調整や学校の再編などを行うとともに、総合学科や単位制、中高一貫

教育などの多様なタイプの高校を多くの通学区域に設置・導入するな

ど、特色ある高校づくりを進めてきました。

また、地理的状況等から再編が困難であり、かつ地元からの進学率

の高い高校である地域キャンパス校に対して、遠隔システム*1 を導

入するなどして、その教育環境の充実を図ってきました。

こうした中、広域分散型の本道において、人口減少社会への対応や ・ 地方創生の基本は効率的な「経済財政運営」で、小

地方創生の観点から地域の教育機能を確保することは重要であるこ 中学校はもちろんのこと、高校も経費削減、可能な限

と、時代の進展や生徒の幅広い学習ニーズに対応した多様なタイプの り再編整備することが奨励されているのであり、捉え

高校の在り方について検討が必要であることなどから、地域キャンパ 方が甘い。こうした動きを乗り越えて指針を作ること

ス校の在り方をはじめ、旧指針の検証を行った結果、多様なタイプの が求められている。

高校などに関して「活力と魅力のある高校づくり」、職業学科の在り

方などに関して「経済社会の発展に寄与する人材を育む高校づくり」、

地域キャンパス校の在り方などに関して「地域とつながる高校づくり」

の３つの視点に基づき、新しい指針「これからの高校づくりに関する

指針」を策定することとしました。

第１章 基本的な考え方

１ 指針の趣旨等

(1) 指針の趣旨

本指針は、近年のグローバル化や情報化の進展などの社会の急速な

変化や、生徒の興味・関心、進路希望等の多様化、中学校卒業者数の

減少など高校を取り巻く環境の変化に対応し、未来を担う人材を育む

教育環境の維持向上を図るため、これからの高校づくりに当たっての

基本的な考え方と具体的な施策を示すものです。

なお、「新しい教育計画」を踏まえて策定するものです。



*2 地域連携特例校についてはP4及びP17参照
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(2) 指針の適用等

平成33年度以降の配置計画から適用することとしますが、地域連携

特例校*2 の取扱いなど、実施可能な施策については平成30年度から

実施します。

また、新しい教育計画の実施期間の最終年に、成果と課題の検証を

行うとともに、教育環境の変化や地域の教育課題等に的確に対応する

ため、国の施策の動向や時代の要請等を踏まえ、必要に応じて見直し

を図ります。

２ 公立高校の配置

(1) 現状と課題

ア 取組の現状

本道における公立高校の配置について、道教委では、これまで旧

指針に基づき、毎年度、配置計画を策定して、適切な高校配置に努

めてきたところであり、高校進学希望者数に見合った定員を確保す

ることを基本として、募集定員の調整や学校の再編などを行うとと

もに、総合学科の設置、単位制、普通科フィールド制、中高一貫教

育の導入など多様なタイプの高校づくりに取り組むほか、地域の教

育環境の維持・充実のため、地域キャンパス校の導入などを進めて

きました。

＜平成29年度の公立高校設置状況＞

イ 中学校卒業者数の状況

本道の中学校卒業者が続き、平成29年にはピーク時の半数を割り

込む45,689人となっています。

【公立高校数】 【多様なタイプの高校数（全日制）】

全日制課程 224校 合計 (うち道立) (うち市町村立)

定時制課程 42校 総合学科 16校 15校 1校

通信制課程 1校 単位制 29校 27校 2校

普通科フィールド制 7校 6校 1校

中高一貫(連携型) 8地域 6地域 2地域

中高一貫(一体型) 2校 1校 1校

【地域キャンパス校の導入校数】

地域キャンパス校 19校 　※全て道立高校

※全日制課程の高校数には

　中等教育学校を含む
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今後においても、中学校卒業者数は減少を続け、平成37年には平

成29年よりも約6,000人少ない約39,700人まで減少する見込みです。

＜北海道における中学校卒業者数の推移＞

ウ 課題

高校教育においては、幅広い知識や教養を身に付け、豊かな人間

性や社会性を培うことが大切であり、各高校において、社会で生き

ていくために必要となる力を共通して身に付ける観点と、一人一人 ・ 「資質・能力」を一定の観点に従って明らかにして

の生徒の進路に応じた多様な可能性を伸ばす観点を軸としつつ、育 それを規定し、決められた「資質・能力」の育成に向

成を目指す資質・能力を明確にし、それらを教育課程を通じて育ん けて教育課程が編成されるという前提に疑問。教育は

でいくことが重要とされています。 「人格の完成」を目指して行われるべきであり、「資質

こうしたことから、今後も中学校卒業者数の減少が見込まれ、高 ・能力」の定着は予め決められるものではなく、生徒

校の募集定員の削減が避けられない状況の中、一定規模の生徒及び の個々の発達の段階に応じて行うべき。

教職員の集団による活力ある教育活動の展開や生徒の学習ニーズに

応える多様で柔軟な教育課程の編成が可能となるよう、引き続き、

学校の再編などにより、望ましい学校規模の維持に努める必要があ

ります。

一方、広域分散型の本道において、近隣の高校との再編が困難な

地域にあって、望ましい学校規模を下回る高校が多数あることから、

今後とも、こうした高校の教育環境の充実に向けた取組を進める必

要があります。

さらに、人口減少社会への対応や地方創生の観点からも、地域に

おける教育機会の確保や教育機能の維持向上が重要であり、ＩＣＴ

の実践的な活用が拡大しているといった教育環境の変化も踏まえ、 ・ 「高校の配置が地域に与える影響、高校に対する地

高校の配置が地域に与える影響、高校に対する地域の期待や取組な 域の期待や取組なども十分勘案」と、地域に高校が存

ども十分勘案しながら、適切な高校配置に努める必要があります。 在することの意義について言及したことは評価したい。

※平成30年以降は推計値
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(2) 配置の基本的な考え方 ・ 隣町に行かなくては高校に行けないのは公平・平等ではな ・ 「広域分散型の本道において、人口減少社会への対

(1)のウに記載の課題を踏まえ、高校進学希望者数に見合った定員 い。町では医療機関が無くなっている中、学校までもが無くな 応や地方創生の観点から地域の教育機能を確保するこ

を確保するとともに、教育水準の維持向上と教育の機会均等を図る観 ると寂しくてたまらない。明るい学校づくりをしてもらいたい。 とは重要である」ならば、少人数でも有効な高校のあ

点から、地域の実情等を考慮しながら、適切な高校配置を進めます。 ・ 素案はある意味高く評価したいと思うが、再編整備に当たっ り方を考えるべき。望ましい学校規模の維持の必要性

ア 全日制課程 ては、一方的な通告のやり方ではなく、地元の意向を十分聞い は分かるが、地域から高校がなくなれば、地元を大切

全日制課程については、一定規模の生徒及び教職員の集団を維持 た上で行っていただきたい。 にする若者が少なくなり、都会への集中が加速する。

し、活力ある教育活動を展開する観点から、可能な限り１学年４～ ・ 小規模校には、大規模校になじめない生徒の居場所という意 ・ 高校の統廃合の結果、生徒の通学が困難となるなど、

８学級の望ましい学校規模を維持できるよう、再編整備などを進め 義もある。規模や人数ではなく、新たな考えで指針を策定して 教育の機会均等が図られているとは言えない状況とな

ます。 ほしい。 っており、また、町づくりにも大きな打撃。素案がこ

・ 高校は地域のまちづくりにも大きく影響する。子どもの選択 の実態を踏まえたものなのか疑問。

＜望ましい学校規模の利点＞ 肢はなるべく広く確保していてもらいたい。 ・ 郡部の高校では定員割れが常態化し、入学が容易と

・多様な個性を持つ生徒と出会うことにより、お互いに切磋琢磨する機会が得られる ・ 自宅から通える高校があることは非常に重要。 なっているため、中学校で生徒たちが学習に力を入れ

・生徒の学習ニーズに応える多様で柔軟な教育課程が編成できる ・ 都市部と同じ基準での機械的な間口減や合理化は自宅から通 なくなるという状況も見られる。また、北海道全体が

・より多くの教職員の指導により、多様な見方や考え方が学べる 学可能な高校が消滅する事態を招き、過疎地に住む人間にとっ 財政的に健全とは言えず、現状維持はいずれ不可能と

・生徒会活動や部活動が活性化し充実する て重大な問題であり、配慮いただきたい。 なるので、積極的に再編整備を進めるべき。

・ 高校の削減により、子どもたちが地元で学べる環境

再編整備などに当たっては、今後の中学校卒業者数の状況を踏ま でなくなった地域がある。これ以上高校を削減しない

えた上で、広域な本道における都市部と郡部の違い、地域の実情や ほか、通学手段を考慮いただき、子どもたちが地元で

学校・学科の特性などを考慮しながら進めます。 学べる、近隣の地域で学べる環境の維持を最優先し、

地域に根ざした豊かな教育が保障されていくことを強

く希望する。

・ 望ましい学校規模については様々な意見があると思うが、基 ・ 「望ましい学校規模を４～８学級として再編整備を

準は安易に変えるべきでないと思っている。 すすめる」方針では地方に高校が無くなり、今以上に

・ 望ましい学校規模の４～８学級は都市部のブレーキであり、 都市部と地方の教育格差が拡大する。子どもたちが地

実際の教育活動としては必要な規模。実際、高校教育に携わる 元で学べる環境の維持を最優先し、地域に根差したゆ

と、１学年４～８学級ぐらいの生徒がいれば、切磋琢磨して競 たかな教育を少子化の今の時代だからこそ進めてほし

争しながら人材が育っていくと思う。 い。

・ 適正間口を４～８とするのは、都市部の論理である。地域 ・ 「望ましい学校規模を４～８学級として再編整備を

にあった指針を示してほしい。 進める」とした「指針」を根本的に見直すべき。

・ 望ましい学校規模は４～８学級ではなく、３学級以下であ ・ 望ましい学級規模は「３～６学級」とすべき。

っても望ましい学校を作っていくという視点で指針を作って ・ 「４～８学級規模の高校だけが活力ある望ましい高

もらいたい。 校」とする考えをやめ、「３学級以下でも活力ある望ま

しい教育活動を展開する」ために、「３学級以下の学校

について、再編整備を原則」とせず、「教員の学校間連
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携を地方でも大規模に展開する」ことを軸に、今後の

北海道の高校教育を進めるべき。

・ 学校規模と教育的効果については相関関係がないと

いうのが教育学の通説で、「望ましい学校規模」にどの

ような科学的根拠があるのか。標準法を変えていく努

力を不断に行うのが、道教委の責務。

・ 素案にある望ましい学校規模の利点は、小規模校で

も工夫次第で充分に対応できるし、小規模校には生徒

一人ひとりに目の行き届いた教育を行える利点もある。

・ 素案は「生徒の興味・関心、進路の多様化、中卒者

数の減少」を口実として、一方的に「適正規模」を定

め、財政論に依拠した機械的な学科再編、統廃合を進

めるもので、過疎地域に住む者としては認められない。

・ 地元の高校の存続が教育の基本であり、どこに住ん

でいても等しく高校教育が受けられることを強く望む。

・ 指針どおりに再編整備が実施されると、より一層の

地域の過疎化、地方の疲弊が懸念される。指針（素案）

については、関係者と建設的な議論を積み重ね、その

地域に暮らし、将来的にその地域の活性化を任される

こどもたちのためにも、自治体等との連携を図りなが

らより良い方向性を模索し、納得のいくよう再考をお

願いしたい。

(ｱ) 小規模校（第１学年３学級以下の高校）の取扱い

小規模校においては、限られた教員数の中で生徒一人一人に対 ・ アンケート結果では自宅から通いたいという回答も多く、１ ・ 小規模校の再編理由に「切磋琢磨する機会に乏しい」

するきめ細かな指導を行うなど、小規模校の特性に応じた特色あ 学年３学級の高校を再編するという方針は廃止すべき。１学年 とあるが、切磋琢磨し合う人間関係を構築できない生

る教育活動を展開していますが、一方で、教育課程の編成におい ３学級を下回った時点から再編すべき。 徒も多い。ＩＣＴの活用等により、都市部の大規模校

て制約があることや生徒同士が切磋琢磨する機会に乏しいことな ・ 都市近郊の小規模校も一定の基準が必要であり、一自治体一 のやる気のある生徒との切磋琢磨を図ることも可能で

どの課題もあります。 高校のところは存続を図るなど、地域に根ざした新しい指針に あり、地域の小規模校を残し、学習意欲のある生徒が

こうしたことから、第１学年３学級以下の高校については、原 してもらいたい。 少しでも通いやすい環境を維持していく方が得策。

則として、再編整備の対象とし、次のとおり取扱います。 ・ 素案で、「望ましい学校規模」に満たない小規模校は、

原則、統廃合の対象にするとしているが、既にこの10

年間で多くの高校を再編統合していることから、更に

多くの高校を再編対象とするのは現実的なものとは思

えない。
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・ 郡部の小規模校には、市町村と連携しながら大きな

教育成果を挙げている学校が多数ある。統廃合を一律

に入学者数で決めず、学校の地域での役割や挙げてい

る成果などを踏まえこれからの高校づくりを進めてい

ただきたい。

・ 郡部の小規模校については、子どもたちが地元で学

べる環境を最優先に自治体と協議を重ね再構築し、近

隣自治体の協力のもと、広域分散型問題の解消に向け、

公共交通機関などとの連携も模索しながら、地域合同

総合高校など高校間連携を基本とした地域に根ざした

豊かな教育を保障すべき。

・ 地方創生の観点から北海道らしい地域振興の推進に

は、若者の発想力と行動力は欠かせず、子ども達の可

能性を引き出すためにも、地域に根ざした特色ある多

様性ある高等学校の存続が求められる。数合わせにと

らわれない地域のニーズに応えた配置計画の再考をお

願いしたい。

ａ 第１学年３学級の高校

第１学年３学級の高校については、可能な限り望ましい学校規

模となるよう近隣の高校との再編を進めます。

ｂ 第１学年２学級以下の高校

第１学年２学級以下の高校については、原則として、

・通学区域における中学校卒業者数の状況

・学校規模

・募集定員に対する欠員の状況

・地元からの進学率

・通学区域における同一学科の配置状況

などを総合的に勘案し、順次、再編整備を進めます。

(a) 離島にある高校の取扱い

離島にある高校については、５月１日現在の第１学年の在籍 ・ 「有人国境離島法」や「まち・人・しごと創生法」の理念や

者数が10人未満となり、その後も生徒数の増が見込まれない場 目的も認識した上で、指針での再編整備に係る人数要件を「10

合は、再編整備を進めます。 人未満」から「７、８人未満」、適用時期を平成38年度の配置



*3 地域連携特例校についてはP17参照
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計画からとすることも検討いただきたい。

(b) 地域連携特例校の取扱い

第１学年１学級の高校のうち、地理的状況等から再編が困難 ・ 地域キャンパス校連携会議、町村教委連や道町村会が要請を ・ 地域キャンパス校は、教育の機会均等の意義を有し

であり、かつ地元からの進学率が高い高校は地域連携特例校*3 続けてきたが、地方創生の観点から、経済社会の発展に寄与す ていると考えている。地域連携特例校と名称を変更す

として、存続を図ります。 る人材を育む高校づくりとして求められる人材育成に寄与する ることは、あくまでも「望ましい規模を１学年４～８

なお、５月１日現在の第１学年の在籍者数が20人未満となり、 内容であり、感謝する。 学級」とした上での例外的な学校であることを表明し

その後も生徒数の増が見込まれない場合は、再編整備を進めま ・ 本文に「地域キャンパス校」を「地域連携特例校」に名称変 たものに過ぎず、評価できない。

す。 更する旨、記載が必要ではないか。 ・ 「地域キャンパス校」の名称には「分校」というイ

・ 特例校は、道で自動的に指定したり、指定がわからないよう メージがつきまとい、地域から誤解を受けることもあ

にするなどできないのか。指定が公表されることで、住民に対 ると考えていた。「地域連携特例校」でもまだ否定的な

する負のイメージを与えることが懸念される。 印象を受けるという声も聞くので、「地域創造拠点校」

・ 地域とつながる高校づくりは重要であり、地域や小中学校と （「地域創造推進校」「地域連携推進校」）という名称を

の連携の推進にふさわしい名称の変更であると感じている。 提案する。地域にとって高校は最高学府で、地域文化

・ 「特例校」には、特別な学校のイメージを抱き、否定的であ の中心であることが求められており、この名称であれ

る。遠隔が支援の柱なら、そういったイメージを取り入れた名 ば、高校は地域を作りあげる拠点だという宣言になる

称としてはどうか。 し、一層地域と結びつき地域創造に力を尽くしていく

・ 地域連携特例校の取扱いにある「地元進学率」について、地 という意志が伝わるのではないか。

元に高校がない地域からの進学率も勘案するなど、より柔軟に ・ 通学区域を拡大して高校の地域性を希薄にしながら、

取り扱っていただきたい。 素案で「地域とつながる高校づくり」とうたい、地域

・ 「地元」については、市町村のない近隣市町村も入れて地域 連携特例校の要件に「地元からの進学率」を掲げるの

として捉えてほしい。 は欺瞞。

・ 地域連携特例校の存続要件については、「（ｂ）地域

連携特例校の取扱い」に「５月１日現在の第１学年の

在籍者数が２年連続して10人未満となった場合には、

再編整備」と記載すべき。

(c) 農業、水産、看護又は福祉に関する学科を置く高校の取扱い

農業、水産、看護又は福祉に関する学科を置く高校について

は、５月１日現在の第１学年の在籍者数が20人未満となり、そ

の後も生徒数の増が見込まれない場合は、再編整備を進めます。
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(d) 地域の取組を勘案した特例的取扱い

地域連携特例校及び農業、水産、看護又は福祉に関する学科 ・ 地域キャンパス校の取扱いなどについて、地域の要望に添っ ・ 「地域連携特例校」については、条件付きで「再編

を置く高校については、地方創生に取り組む地域との連携のほ た見直しがされており、大変良い。 整備を留保」するのではなく、現状を考慮し一律に再

か、地域において、本道の基幹産業である一次産業や安心な暮 ・ 特例校の基準は15人等になると思っていたので、10人に踏み 編基準を10人にすべき。

らしを支える医療・福祉を担う人材を育成する観点から、所在 込んだことは評価している。商業や工業などの職業学科につい ・ 地域連携特例校の再編整備の取扱いに関し、小規模

市町村をはじめとした地域における、高校の教育機能の維持向 ても、是非加えていただきたい。 自治体では、年によって中卒者数の変動が大きいこと

上に向けた具体的取組とその効果を勘案した上で、再編整備を ・ 第一次産業、医療・福祉の学科を重視した特例的取扱いは、 もあるので、単に「２年連続」とせず、「その後の生徒

留保します。 今まで以上に踏み込んだものと高く評価している。 数増が見込まれない場合」といった文言を加えていた

ただし、この場合にあっても、５月１日現在の第１学年の在 ・ 地域連携特例校等の再編留保について、取組を勘案して特例 だきたい。

籍者数が２年連続して10人未満となった場合には、再編整備を 的にということではなく、一律に人数要件を10人にして欲しい。 ・ 地域連携特例校について存続要件を緩和したことを

行います。 ・ 「２年連続10人未満となった場合は再編」の記載については 高く評価するが、「特例的取扱い」は「特例の特例」と

削除してもらいたい。 いうことで、高校存続を求める地域の不安の解消には

・ 「２年連続」という文言を削除し、「今後も生徒数の増が見 ならない。

込まれない場合」などの柔軟な表現として欲しい。 ・ 道教委には、本道の全ての子どもたちに高校教育を

・ 特例的取扱いの２年連続10人未満の記載だけ、再編整備を 保障する責任があると考えるが、条件付で再編整備を

「行います。」となっており、強い表現となっているため、他 留保するとしたのは、道が市町村の高校存続に向けて

の記載内容と同様に「進めます。」に修正いただきたい。 の努力を高みから査定するような姿勢であり、評価で

・ 生徒が20人を下回った時には、「生徒間で切磋琢磨」できる きない。

環境について支援をお願いしたい。 ・ 地域連携特例校ではない小規模校においても学校を

・ 特例的取扱いについて、何らかの手続きが必要ならば出来 核としたまちづくりや地域とつながる高校づくりに具

るだけ簡素な形をお願いしたい。また、特例校においては、 体的に取り組んでいる場合には、地域連携特例校と同

地域と連携した取組など、現在、十分取り組んでおり、更な 様の再編基準を適用すべき。

る上積みが難しいことから、そういった点も配慮いただきた

い。

・ 再編基準の緩和に甘えることなく、引き続き、魅力ある高

校づくりを推進してまいりたい。

(ｲ) 複数学科設置校の取扱い ・ 複数学科設置校においては、各学科の役割を維持することが ・ 複数学科設置校の取扱いについて、素案記載のとお

複数の学科を設置している高校については、中学校卒業者数の 大切であり、この項目を削除するよう要望する。 りに再編整備を進めれば、生徒の学科の選択肢を大き

状況に応じて学科の再編整備などを進めるほか、５月１日現在の ・ 専門学科については、学級定員40人の枠にとらわれず、30人 く狭めることにつながる。特に、農業をはじめ北海道

第１学年全体で40人以上の欠員があり、その後も生徒数の増が見 や35人でも存続を図ることはできないか。 の産業を担う人材を育成するための職業学科の進路選

込まれない場合においても、学科の再編整備などを進めます。 択を狭めないよう、素案で新たに示された複数学科設

置校の再編整備の取扱いについては記載すべきでない。



*4 定時制課程における入学者数は、平成20年度で1,760人、平成23年度で1,571人、平成26年度で1,351人、平成29年度で1,086人となっている。

- 9 -

＜素案本文＞ ＜意見を聞く会＞ ＜パブリック・コメント＞

(ｳ) 都市部において複数の学校がある場合の取扱い ・ 「１学年３学級以下」の学校を再編統合の対象にす

複数の学校が配置されている都市部においては、第１学年４学 る一方で、都市部においては４学級以上でも再編統合

級以上の学校についても、地域の実情などを踏まえながら、再編 の対象にするのは、矛盾しており、見直すべき。

を進めます。

イ 定時制課程

定時制課程については、様々な入学動機を持つ生徒が学んでいま

すが、入学者数は減少傾向*4 にあります。こうしたことから、今

後の中学校卒業者数の状況などを勘案し、次のとおり取り扱います。

(ｱ) 第１学年１学級の取扱い

第１学年１学級の高校については、５月１日現在の第１学年の ・ 定時制課程の再編整備については柔軟な対応をお願いした ・ 夜間定時制高校には、様々な事情を抱える子どもた

在籍者数が10人未満となり、その後も生徒数の増が見込まれない い。 ちが多く在籍しており、子どもたちが公教育を受ける

場合は、再編整備を進めます。 ・ 定時制課程は学びのセーフティネットであり、基準の10人は 場として果たしている役割は大きいので、現存の夜間

仕方ないが、「その後も生徒数の増が見込まれない場合」につ 定時制高校については存続させてほしい。

いては見直しを検討すべき。

(ｲ) 複数学科設置校の取扱い

複数の学科を設置している高校については、いずれかの学科に

おいて５月１日現在の第１学年の在籍者数が10人未満となり、そ

の後も生徒数の増が見込まれない場合は、学科の再編整備を進め

ます。

ウ 学級定員

学級定員については、「公立高等学校の適正配置及び教職員定数 ・ １クラス40人は多い。文部科学省に対して、何とかこれを見 ・ 自治体にとっても、子どもたちの学力向上にとって

の標準等に関する法律」（昭和36年法律第188号）に基づき、40人と 直すように働きかけてほしい。 も、教職員の労働環境の改善にとっても、標準法の１

します。 ・ 高校存続を願う地域の思いを実現させていくためには、40人 学級40人の学級定員を下げることが必要。北海道の特

なお、引き続き、国からの加配を活用した少人数指導の充実に努 学級を30人以下の少人数学級にすること、定数改善を国に粘り 殊性を踏まえて、学級定員を削減するよう、国に強力
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めます。 強く要望し、実現させていくことが必要。 に働きかけることが必要。

・ 定員40人の見直しは、この10年間、地域別検討協議会で意見 ・ 学級定員について、独自に少人数学級を実現してい

が出ていた。財政状況が厳しいのはわかるが、この指針に、「国 る自治体もあるところ、北海道は国の基準通り40人と

へ要望したい」などの文言がないのは後退したように見えるが、 しているのは、不十分。生徒一人ひとりにゆきとどい

道として諦めたのか。 た教育を行うには学級定員の引き下げが不可欠で、「特

・ 40人学級は、先進国では日本と韓国くらい。国の基準といっ 色ある学校づくり」や「学校規模の確保」よりも優先

た観点に縛られるべきではない。 させるべき。段階的に、例えば、定時制や職業学科な

どから学級定員を少なくしていくことは、「経済社会の

発展に寄与する人材を育む」ことにもつながるのでは

ないか。

・ 旧態依然とした学級定数を高校づくりの基準とする

のは不適切であり、早急に１学級定数40名を改め、30

名以下学級に見直すこと。

エ 公立高校と私立高校の関係

私立高校は独自の建学精神と教育理念に基づき、特色ある教育活 ・ 公私比率に関し、現行の比率では実数が減っているので率の

動を展開し、公立高校とともに高校教育の充実に大きな役割を果た 調整では経営ができなくなる。比率だけでは大変厳しいので、

しています。 実数も勘案していただきたい。

こうしたことから、私立高校所在学区にあっては、公立高校にお ・ これまで私学が果たしてきた役割に十分配慮いただき、公私

いて、中学校卒業者数の増減に応じ、私立高校の配置状況に配慮し 比率を見直していただきたい。

た定員調整を行うこととし、調整に当たっては、公立高校と私立高 ・ 私立比率が極端に下がっている地域があるなど、学区などに

校の定員比率を勘案するとともに、北海道公私立高等学校協議会等 よって課題が異なっている。全体の指針としてはこれで構わな

において、私学関係者と協議を行います。 いが、地域別検討協議会の他に、協議する場を設けていただき

たい。

(3) 配置計画の策定

生徒の進路選択や将来を見据えた学校経営を考慮し、３年間の具体 ・ 配置計画について、その後の４年間をより具体的に示してい

的な配置計画とその後４年間の見通しを示した配置計画を毎年度策定 ただかないと、地域における協議は促進しない。
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します。 ・ 配置計画策定に当たっては、地域からの意見を尊重していた

配置計画を策定した後、急激な中学校卒業者数の増減や生徒の進路 だきたい。

動向に大きな変動などが生じた場合は、必要に応じて配置計画の一部

を変更します。

市町村立高校の配置等については、設置者である市町村と協議し、

配置計画に反映します。

また、配置計画の策定に当たっては、各通学区域ごとに「地域別検討

協議会」を開催し、これまで以上に幅広く丁寧に意見を伺うほか、再編

整備などの検討が必要な学校が所在する地域においては、関係市町村に

対して、できるだけ早期に必要な情報や検討すべき課題を示すなどして、

地域における協議を促進します。

なお、地元市町村から、高校を核とした地域振興や特色ある学校づ ・今後、道立からの移管により、市町村立高校が増加していく可

くりを進めるため、道立高校から市町村立高校への移管の要望がある 能性もあるが、そういった高校に対し、道教委としてどのよう

場合は、当該市町村と協議を進めます。移管に当たっては、魅力ある にサポートしていくのかを明確にすべき。

高校づくりに向けた市町村の取組に必要な協力を行います。

第２章 社会の変化や時代の要請に応える高校づくり

１ 活力と魅力のある高校づくり ・ 道教委は、高校再編の一方で、一貫して「特色ある

社会の変化や生徒の多様な学習ニーズなどに対応するためには、特色 学校づくり」を進め、「素案」でも総合学科など多様な

ある高校づくりを推進することは重要であり、学校や地域の実情に応じ タイプの学校づくりを進めようとしているが、誰が望

て、総合学科や単位制、中高一貫教育などの多様なタイプの高校づくり んでいるのか。道教委の意向調査結果も総合して考え

を進めるほか、各高校において、地域の人材や自然、産業などの教育資 ると、この道教委の方針は、生徒や保護者の希望に合

源を取り入れた教育活動を行うなど、地域の特性を生かした活力と魅力 致したものとは言えない。旧指針の抜本的な方向転換

のある高校づくりを進めることが大切です。 を行い、学校再編の流れを止め、「特色ある学校づくり」

をこれ以上推進しないことが、合理的かつ当然の結論

ではないか。

・ 現行の指針によって機械的に「新たなタイプの高校」

が次々と設置され、差別化が図られたが、教育課程が

複雑多岐になり、中学生・保護者にとって、その違い

が分かりにくくなっている。

・ 学校独自の特色は、学校が持っている教育課程の編

成権を存分に発揮し、生徒や地域の実態に合った教育

課程を編成すれば充分対応できる。それぞれの学校の

目標を定め、それを実現するための教育課程づくりは

学校に任されているのであって、「指針」で押しつける



*5 文型、理型等のように生徒が自己の特性、進路希望等に応じ、学習に計画性や継続性が持てるよう学校が独自に教科・科目を予め配列したもの

*6 学習指導要領に示す科目以外に、各学校が独自に名称、目標、内容、単位数等を定めた科目

*7 人口５万人以上の市（平成28年11月に実施した「高校教育に関する意向調査」と同様）

*8 全道の中学生、高校生、小学生・中学生・高校の保護者、インターネット教育モニター 合計38,340人を対象に実施

*9 全道の中学生、高校生、中学生・高校生の保護者、一般道民 合計65,956人を対象に実施

*10 中学生（前回調査54.9％、意向調査58.9％）、中学生の保護者（前回調査49.6％、意向調査55.2％)
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ものではない。

・ 中学生には、単位制、総合学科、フィールド制の違

いが分かりにくいのではないか。

(1) 全日制課程

ア 普通科

普通科においては、類型*5 の設定や学校設定科目*6 の開設など ・ 普通科とひとくくりにすることが本当に生徒の多様なニーズ ・ 「普通科」の名称が時代にあっているのか疑問。大

により、生徒の興味・関心、進路希望等に対応する教育活動を推進 に対応できるのか。本来は、フィールド制や単位制の高校がも 学でも様々な学部の名称があり、総合科にしてはどう

しています。 っと多くなっていくべき。 か。

現在、普通科を設置している高校は、道立が146校（中等教育学 ・ 普通科フィールド制は教員加配措置がないにもかか

校を含む。）、市町村立が14校となっています。 わらず開講科目が多いなど教員の負担が大きいことか

入学者選抜における最近５年間の当初出願倍率は、1.04倍から1. ら、「見直し」の方針を評価する。

06倍で推移しています。平成29年度は1.05倍となっており、特に都 ・ 普通科フィールド制で、教員の加配がないのに選択

市部の高校*7では1.16倍となっています。 教科を増やすのには無理がある。選択肢の多寡は、生

中・高校生やその保護者などを対象に平成28年11月に実施した 徒の将来に大きな影響を及ぼす。選択の自由度を高め

「高校教育に関する意向調査」*8（以下「意向調査」という。）の るためにも教員の加配を道教委が責任を持って行うべ

結果では、「希望する学科」について、中学生及びその保護者の半 き。

数以上が「普通科」と回答しており、平成17年12月に実施した調査*9

（以下「前回調査」という。）の結果と比較してその割合が増加*10

しています。

普通科については、こうした状況や地域の実情などを踏まえ、適

切な配置となるよう検討します。

また、旧指針においては、普通科の特色づくりの取組として、普

通科フィールド制を道立高校６校と市立高校１校に導入しました。

普通科フィールド制については、ガイダンスの機能の充実や学校

設定科目の開設など、教育課程の充実に努めているものの、学校に

よっては開設科目数が限られているといった課題もみられるため、

生徒の多様な学習ニーズに応える観点から、総合学科や単位制への



*11 中学生（前回調査6.8％、意向調査7.0％）、中学生の保護者（前回調査2.8％、意向調査4.1％)

*12 人口１万人未満の市町村（意向調査と同様）
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移行など、制度の見直しを含めてその在り方を検討します。

イ 専門学科（理数科、体育科及び外国語等に関する学科） ・ 理数科や体育科、外国語科等の専門学科はそもそも

専門学科のうち、理数科、体育科及び外国語等に関する学科にお 必要か。教育課程の編成の工夫によって充分対応でき

いては、数学、理科、体育、英語などについて深く学びたいという る。

興味・関心を持った生徒に対して、専門性を高める教育活動を推進

しています。

現在、理数に関する学科を５校、体育に関する学科を１校、外国

語に関する学科を２校に設置しています。また、市町村立には、理

数英に関する学科を設置している中等教育学校や工芸に関する学科

を設置している高校があります。

入学者選抜における最近５年間の当初出願倍率は、1.07倍から1.

51倍で推移しています。平成29年度は1.07倍となっており、概ね全

ての学科において定員を上回る出願があります。

意向調査の結果では、「希望する学科」について、「専門学科（理

数科、体育科、外国語科、工芸科などの学科）」と回答した中学生

及びその保護者の割合が、前回調査の結果と比較して同程度である

*11 ことや、スーパーサイエンスハイスクールや教育課程研究指定

校事業など、国の研究指定校として、先進的な教育活動に取り組み、

その成果を広く発信していることなどを踏まえながら、適切な配置

となるよう検討します。

ウ 総合学科

総合学科では、普通教科から専門教科にわたって幅広く科目を開 ・ 中学生の保護者は総合学科の内容をよくわかっていないの ・ 総合学科校では、学級減が進むと、系列の変更を余

設し、生徒の興味・関心、進路希望等に応じた教育活動を推進して で、総合学科のＰＲを行っていただきたい。また、進学から就 儀なくされ、進路に応じた多様な選択が難しくなり、

います。 職まで幅広く学べるはずの総合学科ですが、間口減により教員 特に小規模校では、教員の持ち時数が増し、負担が大

現在、総合学科を設置している高校は、道立が15校、市町村立が 数が少なくなり、進学対応が難しくなってきているとも聞くの きくなっていると思う。小規模総合学科でも、質の高

１校となっています。 で、指針で書かれているような教員加算や民間非常勤講師の活 い教育を行えるよう、教員の加配を道教委が責任を持

入学者選抜における最近５年間の当初出願倍率は、0.98倍から1. 用などは大変ありがたい。 って行うべき。

02倍で推移しており、平成29年度は0.98倍となっていますが、郡部 ・ 総合学科が小規模化すると、本来の総合学科の趣旨に反する ・ 高校教育に関する意向調査結果を見ると、「総合学科」

*12の高校では入学者数の減少により小規模校化が進んでいます。 のではないか。 の内容がその魅力を含め、理解されていないと思う。

意向調査の結果では、「希望する学科」について、「総合学科」と 進学から進路まで多様な学習ニーズに対応でき、魅力



*13 中学生（前回調査9.5％、意向調査7.0％）、中学生の保護者（前回調査21.2％、意向調査18.5％)

*14 郡部の高校に在籍している高校生

*15 選択肢（２つまで選択可）

・将来の職業選択を視野に入れて普通科目から職業科目まで幅広く学習できる（郡部の中学生62.1％、郡部の高校生59.6％）

・自分の進路希望にあわせて、その分野を選択して学習できる（郡部の中学生56.7％、郡部の高校生58.2％）

・午前・午後・夜間などから好きな時間帯を選択して学習できる（郡部の中学生23.7％、郡部の高校生21.6％）

・コンピューターやインターネットなどを利用して、他の学校の先生や離れたところにいる先生の授業を受けながら学習できる（郡部の中学生17.3％、郡部の高校生14.9％）

・高校と中学校が一緒に設置されていて、中学校から６年間一貫して学習できる（郡部の中学生12.1％、郡部の高校生8.7％）

・特にない（郡部の中学生8.2％、郡部の高校生11.5％）

・学年の区分がなく、自分で３年間の時間割を設定して学習できる（郡部の中学生6.9％、郡部の高校生10.3％）

・わからない（郡部の中学生6.0％、郡部の高校生5.5％）

・その他（郡部の中学生2.6％、郡部の高校生2.3％）

*16 総合学科設置校などに勤務する特定の分野についての専門的な知識又は技術を有する民間人の非常勤講師

*17 職業学科についてはP13参照

*18 定時制課程に在学している生徒が、自校あるいは他校の通信制課程で一部の科目の単位を取得した場合、卒業に必要な単位に含めることができる制度

*19 教育課程編成の工夫により、全日制課程と同様、３年間で卒業が可能となる制度
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回答した中学生及びその保護者の割合が、前回調査の結果と比較し ある「総合学科」であることを、道教委が責任をもっ

て若干減少*13しています。 て中学生に理解させる努力をするべき。

また、「希望する学習のしくみ」について、郡部の中学生及び高 ・ 総合学科校の多くが小規模化し、一方で、中学生の

校生*14 は、９つの選択肢のうち「将来の職業選択を視野に入れて 普通科志向が高まっている状況においては、系列や開

普通科目から職業科目まで幅広く学習できる」を最も多く選択*15 設科目の見直しなど魅力ある総合学科のあり方、若し

しています。 くは総合学科そのものの抜本的な検討が必要。

総合学科は、幅広い選択科目から自分で科目を選択して学ぶこと

ができることから、小規模校となった場合でも、生徒の多様な学習

ニーズや進路希望等に対応できるよう、国による教員の加算や民間

非常勤講師*16 を活用するなどして、教育活動の充実を図るととも

に、地域の実情や学科の配置状況を踏まえながら、適切な配置とな

るよう検討します。

(2) 定時制課程・通信制課程

ア 定時制課程 ・ 定時制課程は「働きながら通える学校」としての意

現在、定時制課程は、道立高校として、Ⅰ部（午前）、Ⅱ部（午 義が大きいほか、不登校などによる全日制からの転入

後）、Ⅲ部（夜間）の３部制のもと、普通科と商業に関する学科を など、様々な入学動機を持つ生徒の入学も多く、定時

併設している北海道有朋高等学校のほか、夜間定時制の普通科を22 制の果たす役割の大きさを改めて認めるべき。

校、職業学科*17 を10校に設置しており、各学校においては、定通

併修制*18 や学校外における学修の単位認定などを活用した「３修

制*19」に取り組むなど、履修形態の多様化、弾力化に努めていま

す。



*20 入学者数の減少傾向については、P5の*4参照

*21 異なる設置者間でも実施可能で、中学校と高校が、教育課程の編成や教員・生徒間の交流等の連携を深める形態
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このほかにも、市町村立高校として、３部制が１校、昼間定時制

の普通科が１校、職業学科が５校、夜間定時制の普通科が２校に設

置されています。

定時制課程については、様々な入学動機を持つ生徒が学んでいま

すが、入学者数は減少傾向*20 にあります。こうしたことから、今

後の中学校卒業者数の状況などを勘案し、地域の実情や学校・学科

の配置状況を踏まえながら、適切な配置となるよう検討します。

イ 通信制課程

現在、通信制課程は、北海道有朋高等学校に設置しており、生徒

一人一人の多様な学習ニーズに対応した教育活動を行っています。

通信制課程については、現状の配置を基本としながら、生徒の生

活スタイル等に応じた学習機会の確保やＩＣＴの活用なども含めた

教育活動の充実に努めます。

(3) 特色ある学校

ア 中高一貫教育校

中高一貫教育校では、生徒や保護者が６年間の一貫教育も選択で

きるようにすることにより、中等教育の一層の多様化を推進してお

り、生徒一人一人の個性を重視した教育活動に取り組んでいます。

(ｱ) 連携型中高一貫教育校

現在、連携型中高一貫教育*21は、８つの地域で実施しており、

中学校と高校の教員による相互交流や乗り入れ授業、総合的な学

習の時間の合同実施、６年間を見通したキャリア教育の実施など、

中学校と高校が連携した様々な教育活動に取り組んでいます。

市町村において、道立高校と中学校（義務教育学校を含む。）

との間での連携型中高一貫教育の導入を新たに希望する場合、そ

の導入に向けた協議を行います ・ 連携型中高一貫校について、１学級になった場合は

なお、連携高校の第１学年の学級数が１学級となった場合は、 在り方を協議することとする理由が不明確。統廃合の

当該市町村と連携の継続も含め在り方を協議します。 準備としか受け取れないし、それは認められない。



*22 １つの学校として、６年間の教育を一体的に行う形態の学校

*23 同一の設置者による中学校と高校を接続する形態の学校

*24 普通科に導入した単位制及び専門学科に導入した単位制
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(ｲ) 一体型中高一貫教育校

現在、一体型中高一貫教育校*22は、道立として北海道登別明 ・ 一体型中高一貫校については、作文等での入学者選

日中等教育学校を設置しており、札幌市立として市立札幌開成中 考を行うことで受験の低年齢化を招いており、直ちに

等教育学校が設置されています 改めるべき。また、寮生活は心身ともに生徒に負担と

北海道登別明日中等教育学校では、６年間を３期に分けた弾力 なることから、通学区域や学校のあり方そのものを見

的な教育課程を編成するなど、特色ある教育活動を展開しており、 直すべき。また、年間を３期に分けた弾力的な教育課

生徒一人一人の個性や創造性を重視した教育に取り組んでいま 程がどのような成果をもたらしたのか、詳細な検証を

す。 行うべき。

今後とも、こうした成果の発信・普及に努めるとともに、道外

の設置状況等を情報収集し、高校を設置している市町村などに対

して必要な情報提供を行います

(ｳ) 併設型中高一貫教育校

現在、併設型中高一貫教育校*23は、道内の公立学校には設置

されていませんが、今後とも、道外の設置状況等を情報収集し、

高校を設置している市町村などに対して必要な情報提供を行いま

す。

イ 単位制高校

単位制*24高校では、生徒の興味・関心や進路希望等に応じて、

多様な選択科目を開設するとともに、少人数指導や習熟度別指導、

ティーム・ティーチングなどのきめ細かな学習指導が行われていま ・ 高校の特色化を図るため、小規模な高校においても、単位制

す。 などを導入できないか。

現在、全日制の道立高校27校の普通科に単位制を導入しており、 ・ 単位制は、学力だけではなく、多様な選択科目を設定し、生

市町村立高校でも２校に導入されています。専門学科については、 徒の様々な進路実現を図ることが必要。単位制は４間口がぎり

根室市内の再編により新設した根室高校の商業科に平成29年度、初 ぎりと思う。

めて導入しました。また、平成29年度に公表した配置計画において、

道立高校では、平成30年度に１校、平成31年度に１校、市町村立高

校では、平成32年度に１校導入することとしています。



*25 選択肢（２つまで選択可）

・理解が不十分な教科・科目の内容を基礎からわかりやすく学べる教育（高校生54.1％、保護者50.1％）
・大学などへの進学に対応するために、特に高い知識や技能を身に付けることができる教育（高校生50.4％、保護者47.2％）
・学んだことがそのまま就職や卒業後の生活に役立つような実践的な教育（高校生32.1％、保護者46.2％）
・普通教科の中から、特に興味・関心のある科目を自由に選んで学べる教育（高校生34.9％、保護者38.8％）
・わからない（高校生7.1％、保護者3.1％）
・その他（高校生3.7％、保護者2.9％）
・未回答（高校生1.8％、保護者0.4％）

- 17 -

＜素案本文＞ ＜意見を聞く会＞ ＜パブリック・コメント＞

単位制については、生徒一人一人の興味・関心等に応じて、主体

的に学習に取り組むことが可能であることや、少人数によるきめ細

かな学習指導を充実させることができることなどから、普通科のほ

か、専門学科においても学科の特性等を考慮しながら導入を検討し

ます。

ウ 新たな特色ある高校

高校では、知識・技能の習得に加えて、思考力・判断力・表現力 ・ 義務教育段階の学び直しが必要な生徒は多くの高校にいると ・ 新たな特色ある学校として、しょうがいのあるなし

等の能力や、主体的に学習に取り組む態度を育成し、「生きる力」、 思うが、一部の高校を指定して、「新たな特色ある高校」とし にかかわらず、地元で学べる「地域合同総合高校」の

「確かな学力」を確実に育み、その後の進路につなげていくことが ての取組を行わせるのであれば、ある意味、レッテルを貼るよ 設置を期待する。

重要です。 うなことになり、好ましくないのではないか。 ・ 「新たな特色ある高校」の必要性に疑問。教育課程

そのためには、生徒の学習意欲を喚起するとともに、義務教育段 の編成権は学校にあり、たとえ例示であったとしても､

階の学習内容を含め、基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着を 時間割や教育課程を、素案で示すべきではない。また、

図ることが必要です。 学校の序列化を一層深刻にすることが懸念されるので、

各学校では、必要に応じて、義務教育段階の学習内容を確実に身 まずは、義務教育の学習内容や状況の検証や、少人数

に付けさせるため、必履修教科・科目について標準単位数を超えて 学級も含め、学習内容の定着のための施策を早急に行

配当したり、基礎的・基本的な内容を扱う学校設定科目等を履修さ うべき。

せた上で、必履修教科・科目を履修させたりするなど、生徒の実態 また、ただ単に「社会的・職業的自立」をその目標

等に応じた取組を行っています。 に据える「新たな特色ある学校」が、学校教育法に規

また、意向調査では、｢高校に望む教育｣について、高校生及びそ 定されている高等学校の目標を果たすと本当に言える

の保護者は６つの選択肢のうち「理解が不十分な教科・科目の内容 のか疑問であり、早急に見直すべき。

を基礎からわかりやすく学べる教育」を、最も多く選択*25 して ・ 「新たな特色ある高校」を検討する理由として、意

おり、充実した教育環境のもとで、生徒の多様な学習ニーズを的確 向調査での「高校に望む教育」の回答結果を挙げてい

に把握しながら、効果的な指導を行う必要があります。 るが、この項目は、「在籍している高校に望むこと」と

こうしたことから、生徒が自己の生き方を考えながら、「分かる いう前提条件があり、適当ではない。

喜び」や「学ぶ意欲」を高めるため、義務教育段階の学習内容を含 「理解が不十分な教科・科目の内容を基礎から分か

めた基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着を図るとともに、一 りやすく学べる高校の設置を求めるか否か」を明確に

人一人の社会的・職業的自立に向け必要な基盤となる能力や態度を 問わなければ正確なデータは得られず、道教委の分析



*26 義務教育段階の学習内容が十分に定着していない生徒などを対象に、基礎的・基本的な学力を身に付けさせるとともに、社会的・

職業的自立に必要な基盤となる能力や態度などを養うことに重点を置いた教育課程を編成・実施している高校として、東京都で「エ

ンカレッジスクール」、神奈川県で「クリエイティブスクール」、大阪府で「エンパワメントスクール」が設置されている。こうした

高校においては、２人担任制、30分授業、習熟度別授業などの取組が行われており、中途退学者数の減少、進路決定率の向上などの

成果が見られている。

*27 生徒が様々なキャリア教育に関わる活動について、学習の状況を記録したりワークシートとして用いたりするノート
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育む新たな特色ある高校づくりについて、他都府県の事例*26など はきわめて恣意的。

も参考にしながら検討します。

＜新たな特色ある高校の取組例＞

○ 基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着に向けた取組

・学習習慣の定着に向けた指導（朝の10分学習など）

・個に応じた指導（習熟度別の少人数授業、ティーム・ティーチングなど）

・わかる授業（基礎的な内容に重点を置いた学校設定科目の開設、30分授業など）

１年生のある学級の時間割の例

○ 社会的・職業的自立に向け必要な基盤となる能力や態度の育成に向けた取組

・社会性の育成（介護体験、ボランティア、手話等の多様な体験学習など）

・勤労観・職業観の育成（社会人による進路講話、インターンシップなど）

・主体的に進路を選択する力の育成（キャリアノート*27の活用など）

(4) 教育諸条件等の整備

ア 道外からの入学者の受入れ ・ 道外からの受入れ拡大のような取組により、卒業後に地域に ・ 道外からの出願の拡大検討については、保護者とし

本道の基幹産業である農業や水産業を支える人材を育成する観点 残ってくれる可能性も出てくると非常に将来の見通しが明るく て強く期待している。総合学科校にも道外からの出願

から、本道の自然環境等の特色を生かし、全国的に高水準の教育実 なる。もっとそういう観点から高校づくりをしていくべき。 ができるよう、検討をお願いしたい。

践を行っている高校の一部の学科について、推薦入学者選抜におい ・ 地域として努力して特色ある学校づくりを進めている学校の

前期（４月～７月） 中・後期（８月～３月）

金

0 10 朝の10分学習

1 30 30分授業（基礎国語）

30 30分授業（基礎数学）

2

校時 分 月 火 水 木

30 30分授業（基礎英語）

金

0 10 　朝の10分学習

1 30 　30分授業（国語総合）

30 　30分授業（数学Ⅰ）

2

校時 分 月 火 水 木

ＳＨＲ ＳＨＲ

※３校時以降は50分授業（記載省略）

30 　30分授業（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語基礎）

3 50503

学校設定科目
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て、道外からの生徒の出願が可能となるよう、これまで改善を図っ 場合は拡大するべき。

てきました。 ・ 早期実現がなされるようお願いする。

現在、道外からの推薦による入学者の受入れ数については、定員 ・ 学校毎など個々でＰＲするには限界があるので、道教委でし

の５％程度としていますが、今後は、これまでの出願状況や合格状 っかりやるよう要望する。

況等のほか、地域特性なども踏まえながら、道外からの推薦による ・ 道外からの生徒の受入れの拡大については、農業、水産に加

入学者の受入れの拡大について検討します。 え、普通科も対象にして欲しい。

・ 普通科で広く道外から募集というのは、私学の立場から少し

疑問に感じる。

・ 道内生徒を圧迫しない範囲というのはわかる。

・ 地域連携特例校においても、道外からの入学者を受け入れる

ことができるよう検討してほしい。

イ 通学区域

生徒の学校選択幅を拡大するため、平成17年度の入学者選抜から、 ・ 学区外からの出願の取扱いを柔軟にして欲しい。 ・ 地域の「１学区制」は、遠距離通学を助長し、高校

全日制課程の普通科への就学に係る通学区域を55学区から26学区と ・ 従来の学区を１学区にした結果、都市部に生徒が集中したた の序列化をすすめ、学校間格差 ・受験競争激化の原因

なるよう、さらに、平成21年度の入学者選抜から石狩管内を１学区 め、周辺の町村は多大な財源を投入して生徒の奪い合いをして となっており、撤回・再考すべき。

となるよう通学区域規則を改正したことにより、現在は19学区とな いる。

っています。 ・ 地方を支えていく施策を道ですべきであり、「学区」を見直

今後とも、生徒の興味・関心、進路希望等に応じた学校選択が可 さないと根本は変わらない。

能となるよう、継続して生徒の進路動向等の把握に努めます。

なお、全日制課程のうち普通科以外の学科、定時制課程及び通信

制課程への就学に係る通学区域は、引き続き、道内全域とします。

ウ 修学に対する支援

修学の意志がありながら、経済的理由により修学が困難な生徒に ・ 遠距離通学費補助制度について、５年の期限を撤廃するとと ・ 「遠距離通学費等補助制度」の年限を撤廃するとと

対し、安心して高校生活を送ることができるよう、「公立高等学校 もに、適用地域を拡大して欲しい。 もに、適用地域を拡大すべき。

等生徒奨学金」の周知等に努めています。 ・ 遠距離通学費補助については、補助期間５年で打ちきりでは ・ 寮を整備するなど、遠距離通学者に配慮した施策を

また、高校の再編整備への対応として、生徒の通学の利便性を図 なく、継続することや緩やかな補助逓減などお願いしたい。 実施していただきたい。

るため、公共交通機関に対し運行時間の調整等を要請するとともに、 ・ 修学に対する支援を充実する必要がある。国の施策

通学費及び下宿費の一部を補助する「高等学校生徒遠距離通学費等 を待つことなく、北海道独自の無償化制度を作られる

補助制度」を平成20年度から実施しています。 ことを強く望む。

当該補助制度については、実費負担からの控除額の引き下げや支 ・ 少しでも保護者の負担を軽減し、子どもが金銭面で

払方法の改善を図ってきており、今後とも、事業の実施状況等につ 安心して学校に通えることが、健やかな成長につなが

いて把握しながら、適切な運用に努めるとともに、社会情勢の変化 ると思うので、「高校生の遠距離通学費等補助制度の拡

や財政状況等を勘案し、必要に応じて見直しを図ります。 充」、「地域の高等学校の維持（間口の維持）」をしてい



*28 専門学科のうち、農業、工業、商業、水産、家庭、看護、福祉の職業に関する学科

*29 中学生（前回調査21.4％、意向調査15.9％）、中学生の保護者（前回調査21.1％、意向調査14.0％）
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くことが大切。

２ 経済社会の発展に寄与する人材を育む高校づくり

職業学科*28 を設置する高校においては、本道産業の発展に寄与す ・ 職業学科の高校が少なくなっており、職業学科を希望する生 ・ 職業学科の再編整備について、複数の学習内容に対

る有為な人材を育成するため、時代の変化に対応した専門的な教育を行 徒は都市部に出て行ってしまう。地元から通える環境をお願い 応した学科に転換しても、学級減以前の生徒の学習選

っており、地域産業の担い手の育成にも重要な役割を果たしています。 したい。 択の幅を確保できるような教員配置にはならないので、

こうしたことから、職業学科については、地域の関係機関、産業界等 ・ 職業高校については、生徒や保護者にとって、情報が少なく、 生徒の学習選択の幅を確保するのであれば、機械的な

と連携を深め、望ましい教育環境の下、実践的な教育活動を推進する必 専門性が担保されているかなど、不安になることが多い。ニー 学級減を行わないようにすることが大前提。また、こ

要があります。 ズにあった教育を受けられるようお願いしたい。 れまで学科転換によって小学科が細分化され、逆に生

現在、職業学科は、全日制、定時制合わせて70校に配置しており、公 徒募集に困難を来す事例も生まれており、学科の大く

立高校の生徒全体の約15％が職業学科で学んでいます。 くりによる選抜が可能な方法に改めることも必要。

一方、意向調査の結果では、「希望する学科」について、「職業学科」

と回答した中学生及びその保護者の割合は、前回調査の結果と比較して

減少*29 しており、入学者選抜においても職業学科全体の最近５年間の

当初出願倍率は、0.97倍から1.05倍で推移し、平成29年度は0.97倍とな

っています。

また、平成28年度卒業生（全日制課程）の進路状況は、大学・短大16.

3％、専門学校等23.9％、就職57.8％、その他2.0％で、そのうち、それ

ぞれの学科に関連する分野へ進学又は就職した生徒の割合は60.4％とな

っています。

職業学科については、学習指導要領に対応することはもとより、北海

道産業教育審議会からの答申等を踏まえるとともに、地域における学校

・学科の配置状況、それぞれの学科に関連する分野への進学及び就職の

状況のほか、中学校卒業者の進路動向等を総合的に勘案して、学科の配

置を検討する必要があります。

なお、農業や工業などに関する学科を配置する高校について、校舎間

の移動が比較的容易な近隣の高校を再編する場合は、当該専門高校の産

業教育施設や実習地などを有効に活用することを検討します。

(1) 北海道の基幹産業を担う農業科・水産科
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ア 農業に関する学科 ・ 農業・水産等、本道の基幹産業などであることは理解できる

農業に関する学科は、道立高校に、農業科、農業科学科、園芸科、 が、グローバル化への対応などに関して、もっと具体的な施策

園芸科学科、園芸デザイン科、畜産科学科、酪農科学科、酪農経営 で示すべきではないか。

科、食品科学科、農業土木工学科、環境造園科、森林科学科、生活

科学科、生産科学科、農業・生活科、生産環境科学科、地域資源応

用科の計17の小学科、また、市町村立高校の全日制に、アグリビジ

ネス科、生産技術科、地域農業科、フードシステム科、食品ビジネ

ス科の計５の小学科があり、市町村立高校も含めて18校に配置して

います。

農業は本道の基幹産業の一つであり、農業科配置校においては、

農業経営者はもとより、大学や試験研究機関、地域産業界等と連携

を深め、農業の６次産業化など農業を取り巻く産業構造の変化に対

応しながら、農業の各分野に関する基礎的・基本的な知識と技術を

習得させるとともに、農業と社会の発展を図る創造的な能力と実践

的な態度を育むなどして、本道の農業や関連産業を担う人材を育成

する必要があります。

こうしたことから、農業に関する学科については、全道的な学校

・学科の配置状などを踏まえながら適切な配置となるよう検討する

こととし、学級数を減ずる場合等は、複数の学習内容に対応した学

科に転換するなど、可能な限り生徒の学習選択幅を確保するよう配

慮します。

イ 水産に関する学科

水産に関する学科は、道立高校に海洋漁業科、海洋技術科、水産

食品科、品質管理流通科、栽培漁業科、機関工学科、情報通信科、

海洋資源科の計８の小学科があり、３校に配置しています。

水産業は本道の基幹産業の一つであり、水産科配置校においては、

水産業経営者はもとより、大学や試験研究機関、地域産業界等と連

携を深め、水産技術の高度化や海洋環境問題、海洋性レクリエーシ

ョンなど、海を取り巻く産業構造の変化に対応しながら、水産や海

洋の各分野に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させるとと

もに、水産業と社会の発展を図る創造的な能力と実践的な態度を育

むなどして、本道の水産業や関連産業を担う人材を育成する必要が

あります。

こうしたことから、水産に関する学科については、３校それぞれ
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の役割などを踏まえながら適切な配置となるよう検討することと

し、学級数を減ずる場合等は、複数の学習内容に対応した学科に転

換するなど、可能な限り生徒の学習選択幅を確保するよう配慮しま

す。

(2) 技術革新や経済構造の変化に対応する工業科・商業科

ア 工業に関する学科 ・ 北海道の持続的な産業を支えるためには「工業」が重要であ

工業に関する学科は、道立高校に、機械科、電子機械科、自動車 り、もっと、踏み込んだ形で、指針に盛り込んでいただきたい。

科、電気科、電気システム科、電気・建築科、情報技術科、建築科、 ・ 素案では、商業科・工業科の全道的な配置をどうするのかよ

建築システム科、土木科、建設科、環境土木科、工業化学科、環境 く分からない。

化学科、理数工学科の計15の小学科があり、16校に配置しています。

工業科配置校においては、企業経営者はもとより、大学や試験研

究機関、地域産業界等と連携を深め、技術革新や環境負荷軽減技術

など、工業を取り巻く環境の変化に対応しながら、工業の各分野に

関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させるとともに、工業と

社会の発展を図る創造的な能力と実践的な態度を育むなどして、本

道の工業を担う人材を育成する必要があります。

こうしたことから、工業に関する学科については、産業特性等の

地域の実情に応じて適切な配置となるよう検討することとし、学級

数を減ずる場合等は、複数の学科の学習内容に対応した学科に転換

するなど、可能な限り生徒の学習選択幅を確保するよう配慮します。

イ 商業に関する学科 ・ １次産業は記載されているが、観光業に関する学科の記載が

商業に関する学科は、道立高校では、商業科、総合ビジネス科、 あっていいのではないか。

グローバルビジネス科、流通経済科、流通ビジネス科、国際経済科、

国際流通科、国際ビジネス科、会計科、会計ビジネス科、情報処理

科、情報ビジネス科、事務情報科の計13の小学科、また、市町村立

高校の全日制では、商業科、会計ビジネス科、情報ビジネス科、情

報コミュニケーション科、未来商学科の計５の小学科があり、市町

村立高校も含めて31校に配置しています。

商業科配置校においては、企業経営者はもとより、大学や試験研

究機関、地域産業界等と連携を深め、経済のグローバル化や情報化、

サービス化など、ビジネスを取り巻く環境の変化に対応しながら、

商業の各分野に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させると

ともに、商業と社会の発展を図る創造的な能力と実践的な態度を育
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むなどして、本道の商業を担う人材を育成する必要があります。

こうしたことから、商業に関する学科については、産業特性等の

地域の実情に応じて適切な配置となるよう検討することとし、学級

数を減ずる場合等は、複数の学科の学習内容に対応した学科に転換

するなど、可能な限り生徒の学習選択幅を確保するよう配慮します。

(3) 生活や健康に関する社会的ニーズに対応する家庭科・看護科・福祉科

ア 家庭に関する学科

家庭に関する学科は、道立高校に、家政科、生活文化科、生活デ

ザイン科の計３の小学科、また、市町村立高校の全日制に、食物調

理科があり、市町村立高校も含めて４校に配置しています。

家庭科配置校においては、本道の生活産業等を取り巻く諸課題に

対応し、多様な消費者のニーズに応えることのできる人材を育成す

る必要があり、産業社会の動向や地域・生徒の実態等を踏まえ、適

切な配置となるよう検討します。

イ 看護に関する学科

看護に関する学科は、道立高校２校に小学科として、衛生看護科

を配置しています。

看護に関する学科では、５年一貫教育のもと、衛生看護科を卒業

した生徒の大部分は、専攻科看護科に進学し、看護師国家試験の合

格を目指しています。

看護科配置校においては、健康の保持増進に寄与する能力と態度

を育み、地域社会の医療を支える人材を育成する必要があることか

ら、現状の配置を基本とします。

ウ 福祉に関する学科

福祉に関する学科は、道立高校１校に小学科として、福祉科を配 ・ 介護人材が足りないので、福祉のことを学べる学校を存続さ

置しています。 せるとともに、高校教育として踏み込むべき。

福祉に関する学科では、多くの生徒が介護福祉士の資格を取得し、

福祉関係の事業所等に就職するほか、福祉について学んだことを生

かし、社会福祉、看護、保育系などの上級学校に進学しています。

福祉科配置校においては、社会福祉の増進に寄与する能力と態度

を育み、地域の福祉を支える人材を育成する必要があることから、

現状の配置を基本とします。
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３ 地域とつながる高校づくり

広域分散型の本道において、人口減少が急激に進む中、地域の教育機 ・ 学校存続を願う多くの自治体では、「地域とともにあ

能の維持向上を図ることが求められており、高校においては、生徒が、 る学校」をめざし交通費の支援等の取組を行っており、

家庭・地域における多様な活動や企業等と連携した活動を通じて獲得し その努力は限界に達している。素案には「これまで以

た経験を学校における学習活動の中で生かしていくことで、より豊かな 上に、地域とつながる高校づくりに取り組む必要があ

学びにつながるよう、地域の教育資源を積極的に活用し、地域に根ざし る」とあるが、これは、地域の自助努力をより一層求

た教育活動を推進することが大切です。 めるような表現にも読み取れる。まず、学校設置者と

また、地域においては、次代の郷土をつくる人材の育成や、学校を核 しての責任、道教委がやるべきことを明確にするべき。

としたまちづくりを目指し、地域社会の活性化に取り組んでいます。学

校においては、地域の人々と目標やビジョンを共有し、地域と一体とな

って子どもたちを育む「地域とともにある学校に向けた取組を進めてお

り、こうした中、地域連携特例校をはじめ、道内のすべての高校におい

て、これまで以上に、地域とつながる高校づくりに取り組む必要があり

ます。

(1) 地域連携特例校

地域の教育機能の維持向上の観点や高校が地域で果たしている役割 ・ 遠隔システムは子供たちの学習の幅が広がるものである。小

等を踏まえ、第１学年１学級の高校のうち、地理的状況等から再編が 規模校では人数が少ないことをメリットとして、習熟度の学び

困難であり、かつ地元からの進学率が高い高校は、地域連携特例校（以 を展開するなど良い方向に向かっていくことが重要であり、ま

下「特例校」という。）に位置付け、地域連携協力校（以下「協力校」 た、高校と中学校の壁を取り除くことも必要であるため、プラ

という。）等との連携した教育活動などにより、教育環境の充実を図 スになる方向で考えたい。

ります。

また、少人数であっても、生徒の学習ニーズに対応した教育課程の

編成を工夫するとともに、他校との積極的な交流を通じて、可能な限

り切磋琢磨できる環境を整備します。

ア 地域連携協力校との連携 ・ 地域キャンパス校での出張授業が遠隔授業に代替さ

特例校と協力校は、協力校からの出張授業や遠隔授業など、授業 れれば、教育の機会均等に抵触する、遠隔授業では対

に関する連携のほか、合同の学校行事や部活動、生徒会交流などの 面授業の代替にならない。今後、地域連携特例校にお

授業以外の教育活動や教職員の研修などにも連携して取り組みま いて、教員定数を大幅に減らし、対面授業の代替とし

す。 て遠隔授業が広く行われることが危惧されるが、遠隔

なお、具体的な連携の在り方については、両校による連携委員会 システムは、教育活動の補助として認識すべき。

で協議します。 ・ 遠隔授業については対面式授業と比較した場合の教

員の割り当て等の現場の負担と教育効果を数値化して

明らかにするとともに、拡大は慎重にすべき。



*30 保護者や地域住民が一定の権限と責任を持って公立学校の運営に参画することを可能とする制度
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イ 地域連携協力校以外の高校との連携 ・ 特例校間や近隣の小規模校同士が連携できるような人員配置

特例校間で、遠隔授業を実施するほか、遠隔システムを活用した をお願いしたい。

生徒会交流や教職員の合同研修などに取り組むことを検討します。 ・ 遠隔授業などの連携について、地域連携特例校は都市部の大

なお、協力校以外の高校との間においても、様々な連携した教育 規模校、人的な余裕がある高校とやった方が教育効果が大きい

活動を推進するとともに、都市部の規模の大きな高校から遠隔シス のではないか。

テムによる進路希望に応じた授業等の実施について検討します。 ・ 都市部の高校とも遠隔授業の実施を検討するとのことだが、

遠隔授業のノウハウを知る教員がいない、少ないようなところ

で行うには、特別な人的措置も必要ではないか。

ウ 地域と連携した取組

特例校では、学校と地域の連携・協働をより一層推進するため、 ・ 地域と連携した取組の「協議会」について、教育局

市町村、小・中学校、地元企業、協力校、教育局などで構成する協 を構成員とすることを高く評価する。教育局には、地

議会の設置や、コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）*30 域と共に高校存続に向けて知恵を出し合っていただき

の活用を検討します。 ・ コミュニティスクールの導入が非常に重要になると思う。地 たい。

また、こうした組織の支援等のもと、地域の様々な教育資源を積 方だけでなく都市部の学校にも導入を検討していただきたい。

極的に活用して、生徒の社会に参画する意欲を育んだり、地域の担

い手としての自覚を高めたりするような教育活動を推進するなど、

学校と地域が連携した学校の魅力化や特色づくりなどを進めます。

(2) 地域と密接に結び付いた取組の推進

ア 他校種等との連携

地域連携特例校

・協力校からの出張授業や遠隔授業

・他の特例校からの遠隔授業

・近隣校と学校行事の合同実施

市町村

●生徒の就職先の確保

●高校への支援

●地域の産業人材の活用

等

●地域連携特例校間の遠隔
授業

●遠隔システムを活用した
交流

等

●教育課程や地域との連携
の充実に向けた指導助言

他の地域連携特例校等

これからの地域連携特例校の姿

小・中学校

●ふるさとキャリア教育の成

果を踏まえたキャリア教育の
推進

等

※ 将来、地域連携特例校

で学びたいと思う児童生

徒の育成

地域連携協力校

●出張授業や遠隔授業による授業支援

●生徒会交流や教職員の合同研修

関係教育局

地域
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市町村や地域の関係団体等のほか、小学校や中学校などの他校種

との連携による、地域の特性や教育資源を生かしたキャリア教育な

どの取組や、道立学校間で相互に教員を派遣して授業等を行い、教

育課程の充実を図る道立学校間連携の取組など、他校種等と連携し

た取組を推進します。

イ 学校運営の改善に向けた地域住民の参画

高校における社会に開かれた教育課程の実現に向け、地域住民や ・ 地域と連携した中で、どうすれば生徒が集まる魅力的な高校 ・ 「コミュニティ・スクール」は、学校の主体性をな

保護者等と教育理念や学校課題を共有し、学校運営への支援や教育 にしていけるのか、そういった協議をしていくことは非常に大 くし、地域に受けのよい教育に偏る可能性があり、ま

活動への参画・協力を目的とする既存の機会を拡充するとともに、 事。その意味で、コミュニティ・スクールの導入・検討は素晴 た、地域の人々に開かれた学校にするための業務が増

地域と連携・協働し、地域の実情を踏まえた特色ある学校づくりを らしい取組になると思う。 え、多忙化にもつながる。学校が主体性を持てるよう

行うことができるよう、コミュニティ・スクール（学校運営協議会 な制度にすべき。

制度）の導入を進めます。 ・ 教育委員会等による教育への不当な介入が懸念され

ることから、一方的な「コミュニティ・スクール」の

導入を行わないことを要望します。

・ 地域と学校の連携は自治体や学校の主体的な判断に

委ねるべきであり、一方的に押しつけるべきものでは

ない。「コミュニティ・スクール」の導入については自

治体や学校の判断を尊重し、慎重に行うべき。


