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佐々木委員

　県立高校改革について、何点か伺いたいと思います。今回の一般質問でも我が

会派より質問しましたが、高校の適正な学校規模の考え方について、話をお伺い

したいと思います。素案にも、報告資料にも様々出ておりますが、公立中学校の

卒業生徒数の減少について記載があります。まず最初に、この減少傾向にある今

後の見通しと、併せて現行の県立高校の標準的な規模について、お伺いします。

県立高校改革担当課長

　公立中学校の卒業生徒数の今後の減少につきまして、今年、平成 26 年は約７万

1,000 人で再ピークとなりましたが、平成 27 年度以降につきましては、再び６万

人台で推移していくことが予測されています。平成 33 年には約６万 4,000 人、ま

た平成 41 年には６万 2,000 人へと減少することが見込まれております。現在、県

立高校の標準的な学校規模につきましては、前回の県立高校改革の推進計画の中

で、１学年６学級から８学級を標準とするとなっております。

佐々木委員

　平成 26 年３月に公立中学校を卒業した生徒数は、久しぶりに７万人を超えたと

のことですが、今年度の全日制県立高校の１学年当たりの平均の学級数はどれぐ

らいなのか、お尋ねします。

県立高校改革担当課長

　今年、全日制の県立高校 139 校を対象に、１学年当たりの平均学級数は 7.3 学

級となっております。前回の県立高校改革が始まる前の平成 10 年度は、中学校卒

業者数が約７万 8,000 人に対して、平均学級数は７学級でした。

佐々木委員

　標準の６学級から８学級の学校規模を超えている高校は、幾つぐらいあるのか。

それから、標準を超えている学校の開校当初の学校規模は、どれくらいあったの

か、併せてお願いしたいと思います。

県立高校改革担当課長

　標準の学校規模を超えている高校につきましては、全日制普通科 139 校中で、

１学年９学級の学校は 26 校あり、10 学級のところは７校あります。これら標準学

級を超えている学校の開校当時の施設規模は、９学級 26 校中 21 校が 12 学級規模

で、その他４校が 10 学級規模、１校が９学級規模という状況です。また、10 学級

の７校については、全て開校当時の施設規模が 12 学級となっております。

佐々木委員

　逆に５学級以下という高校はあるのか、あればその理由を含めて伺います。

県立高校改革担当課長

　標準規模を下回る５学級以下の県立高校につきましては、全日制 139 校中で９

校ということです。９校の内訳は、普通科高校は２校、専門学科高校が６校、総



合学科高校が１校という状況です。５学級以下の理由としては、専門学科などの

学科内容の特性や生徒ニーズ、また地域の生徒数等に対応した学級の規模で、開

校時に建築されたという状況です。

佐々木委員

　今回の本会議の一般質問において、現行の６学級から８学級の標準規模によっ

て、県立高校において生徒の教育活動や教員の学校運営にも様々な課題が生じて

いるということを、教育長から答弁で紹介されましたが、改めて高校で起きてい

る状況についてお伺いします。

県立高校改革担当課長

　現行の６学級から８学級の標準規模にあって、課題が生じております。教育長

答弁でもありましたように、生徒の教育活動への影響としては、体育祭や文化祭

などの学校行事、部活動、生徒会活動や生徒による委員会活動、そうしたところ

にも一部の学校で活気がなくなったり、また、部活動の運動競技でメンバーが少

なくなって大会に出場できないといった状況が出ております。また、学級数の減

少に伴って教職員数も減り、教職員１人当たりの校務分担が増え、生徒と向き合

う時間の確保が難しいといった声も聞こえております。今年の夏に、県立学校の

副校長、教頭を対象に調査した結果、生徒数に応じて教員数も減り、その分教員

の校務分担等が増え、学校運営に支障が表れたと回答したものが 89％、約９割と

なっております。また、生徒数が減少し、生徒間の交流等の面で活気が乏しくな

り、学校行事が成立しなくなったと回答している副校長、教頭が 50％いるという

状況です。現行の標準規模の６学級から８学級の状況で、学校全体の活力に支障

があると感じていることが分かります。

佐々木委員

　すると、学校の適正規模の学級数を考えると、少し増やした方が良いのではな

いかということも言えるということでしょうか。

県立高校改革担当課長

　前回の県立高校改革の推進計画においても、学校の教育活動や学校運営にとっ

て、一定の学校規模の確保が必要であるということが書かれております。そのと

きにも、生徒減少がますます進む中では、今後、一定規模の確保が必要であり、

学級数が当時は３学級、４学級など５学級以下になろうという状況が議論の中で

見えております。学校の活力を担保するために、それぞれの学校に応じた規模を

考えていかなければならないと考えているところです。

佐々木委員

　当初５学級以下でスタートしたところを除いて、今後生徒数の減少が進むと、

今の標準である６学級から８学級が確保できなくなるということが考えられます

し、そうなると先生方の生徒一人一人を見る目が行き届きやすいこともあるでし

ょうが、逆に生徒たちの部活動や文化祭など集団的な活動が成立しなくなるとい

うこともあり得るということです。また生徒数が減少することで教員の数も減少

しますが、そうなると先生方の負担も増えるということになります。そこで、１



学年８学級の学校があったとして、１学年６学級になった場合は、先生はどの程

度減ってしまうのか、具体的にお願いします。

教職員人事課長

　県立高校の教員数につきましては、教職員定数に係る法律に基づいて算定する

ことになっております。この法律に基づき、委員から御質問がありました８学級

から６学級になった場合として試算すると、管理職も含めた高校全体としての教

員数は、10 名程度減少する試算になります。

佐々木委員

　そういうことも踏まえ気になることとして、素案には書いてないと思うのです

が、中長期的に見ると教員の年代別分布、統計などの資料も示す必要があるので

はないかと思うのですが、県立高校改革をしていく上では、今の県立高校の教員

の年代別の人口比率、ピラミッド、それを素案の中に入れる必要があるのではな

いかと思うのですが、その辺いかがでしょうか。

県立高校改革担当局長

　委員の御指摘でありますが、現在の教員の年代分布はＭ字カーブになっており

ます。これを改善していくためにはどうしたらよいかということですが、県立高

校改革で学校の活性化を図っていくということが、大事な関連したことになって

おります。委員が御指摘するように、県民の方に分かりやすいよう提示していく

ことが我々の仕事だと思いますので、資料として加えていきたいと考えます。

佐々木委員

　是非、生徒中心、生徒のための教育ということが基本なのですが、大事なのは

今いる教員の構成がどうなっているかということも、改革の中では必要だという

ことになりますので、そのことによって、様々な検討も変わってくると思うので、

是非それは資料の中に加えていくべきではないかと思います。また、高校改革に

より教員数も減らすことになるだろうが、定年前の先生に辞めてもらうわけでは

ないだろうが、教員の構成を考え、若い先生方、採用を少し減らすなどといった

ことも今後出てくるのではないかと思うので、今後の教員の採用計画がどうなっ

ているのか、また、何年くらいを見据えて進めているのかという点について、分

かれば教えてください。

教職員人事課長

　県立高校の今後の採用計画全般ということですが、現在は、先ほど御指摘があ

ったように 50 代の教員が非常に多いという状況で、大量退職の時代を迎えており

ます。また 30 代から 40 代の中堅教員が非常に少ないという構造を持っている関

係で、現在は大量退職の状況や再任用職員の状況等に見合う形で採用を行ってい

るが、この県立高校改革の前提となっております生徒数については、間もなく生

徒数のピークを過ぎ、減少局面に入ってくることから、長期的に考えた場合、退

職者に見合う教員を現時点で全て採用してしまうと将来的に教員が余るというこ

とも懸念されるので、将来の人事配置を考えながら採用計画を進めているところ

であり、例えば平成 26 年度実施の採用試験においては、県立高校では約 300 人程



度の規模の新規採用を予定しております。今後は、県立高校改革の中で、高校の

教職員数は学校の収容定員に応じて決まっていくものですので、この改革によっ

てどのように収容定員が変わっていくのか、そういったところも見据えながら考

えていく必要がありますので、お尋ねのあった詳細な採用計画が現在あるわけで

はありませんが、今後しばらく大量退職が続くという状況や、現在の欠員の状況、

今後更に欠員を学校現場に増やさないという考え方などから、先ほど申し上げた

程度の規模で採用する必要があるものと考えております。

佐々木委員

　教員の分布と行おうとしている改革の学校規模と学級数がマッチしていくこと

が理想でしょうが、そう簡単には進まないと思うので、そういったことも踏まえ、

ＳＳＨ、ＳＧＨというものも夢はあると思うのですが、学校や生徒の将来性が一

番大事だと思いますので、教員の配置についてもしっかり行っていかなければな

らないと考えて、一言付け加えさせていただきました。かつて１学年 10 学級規模

で建設した県立高校が、１学年４学級以下に小規模化すると、どのような事態に

なるのか、予見していることがあればお聞かせください。

県立高校改革担当局長

　平成 12 年度から 10 年間にわたって行われた前回の県立高校改革の計画書の中

で、学校の小規模化がもたらす影響ということで、４項目の予見が示されており

ます。一つ目は、教員配置数の減少により、多様な教科、科目の展開が困難とな

ること。二つ目は、生徒数が少なくなって、学校行事等の活気が乏しくなること。

三つ目は、部活動では、部員や顧問が不足し、活力ある活動ができなくなるとい

うこと。四つ目は、教員１人当たりの校務分掌が多くなり、学校運営に支障が生

じることといった、以上が当時予見されております。今回の県立高校改革に当た

って、一定の学校規模の確保ということ。これは学校の活力を維持しながら、学

校運営も円滑に行うためです。現在の学校に表れている状況と照らして課題を整

理しながら、適正な学校規模について検討していきたいと考えております。

佐々木委員

　適正な学校規模の在り方というのは、県民も非常に注目度が高いというように

私は思います。今回の我が会派の一般質問でも、現行の標準規模以上という答弁

がありましたが、改めて考え方を県立高校改革担当局長にお伺いします。

県立高校改革担当局長

　学校規模につきましては、様々な視点から検討する必要があると認識しており

ます。前回の改革での公立中学校卒業生徒数は 12 万 2,000 人から７万 7,000 人に

減少したということで、学校の活力を維持するということが一番大事ということ

で、６学級から８学級規模を標準としたところです。今回、更に生徒数につきま

しては減少していく傾向があるという中では、やはり学校の活力をしっかりと確

保していく必要がある。そういう意味では、教育長から答弁申し上げましたとお

り、現行の標準規模以上とすることが望ましいと考えております。この考え方を

基本として、繰り返しになるかと思いますが、学び直しを必要とする生徒、定時



制や各学科の特性、そういったもろもろの特別な教育的な事情を十分考慮しなが

ら、現行の１学年６学級の規模を維持することも含め、それぞれの学校や生徒の

実態に応じた学校規模となるよう対応することを検討してまいりたいと考えてお

ります。

佐々木委員

　少子化、人口減少社会でありますので、是非、生徒のために活力ある学校を運

営できるような適正な規模の改善を図っていただいて、先ほどの答弁の中から、

少し標準学級数を増やした方が良いということも感じました。そういうことも含

めて、教育活動の確保と教員の負担の軽減を含めて、しっかりと取り組んで良い

改革ができるように要望します。

　次に、特別支援学校の教育環境について質問させていただきますが、これも本

会議の代表質問でうちの会派から知的障害教育部門高等部の生徒のスクールバス

の乗車と、特別支援学校のタブレット型端末についてお伺いしたところです。こ

れについて幾つか質問して終わりたいと思います。まず、知的障害教育部門高等

部の生徒のスクールバス乗車に関する現在の考え方について、確認の意味でお伺

いします。

特別支援教育課長

　現在、スクールバスの乗車対象は、原則として小、中学部の児童・生徒及び視

覚障害、肢体不自由教育部門の高等部の生徒を対象としております。知的障害教

育部門高等部の生徒については、教育の一環として卒業後の就労など、将来の自

立と社会参加に向け、公共交通機関を利用した自力通学を原則に取り組んでいま

す。また、知的障害教育部門高等部の生徒の中には、障害の程度や地域の公共交

通機関の状況により、自力で通学することが困難な生徒もおります。こうした場

合には、市町村やＮＰＯの移動支援事業の利用をお願いしているという状況です。

佐々木委員

　今、自力通学ができない方は、市町村やＮＰＯの移動支援事業の利用をお願い

するとのことですが、具体的にどのような事業なのか、利用状況を含めて具体例

を幾つか教えてください。

特別支援教育課長

　移動支援事業は、障害者総合福祉法に基づくもので、特別支援学校の通学に利

用できる市町村やＮＰＯの事業としては、保護者との契約によって登下校時の車

両での送迎や、ヘルパーの派遣などによる支援の形態があります。利用の状況で

すが、これらの支援を登下校だけで利用する場合もありますが、多くは、放課後

支援事業と組み合わせて、学校から事業所、事業所から家庭へ送るといった形態

で利用されております。例えば、相模原養護学校全体では、下校時に 113 名が週

３回から４回程度、こうしたサービスを利用しているという状況にあります。

佐々木委員

　教育長の答弁では、今後、地域の交通事情や生徒の障害の状況等を把握した上

で、対応を考えていくとのことですが、具体的にどのように取り組もうとしてい



るのか、お伺いします。

特別支援教育課長

　自力通学が困難な理由としては、生徒や地域の公共交通機関の状況など、様々

な理由が考えられます。そこで、今年度中に知的障害教育部門高等部の生徒の現

在の通学手段の状況について、学校ごとに把握したいと考えています。具体的に

は、一つ目として、市町村やＮＰＯが行っている移動支援事業等の状況、二つ目

として、スクールバスの空席の状況、三つ目として、地域の公共交通機関の状況、

四つ目として、保護者等の付き添いの状況、こうしたことについて把握してまい

ります。その上で、生徒の通学について、より効果的な方法を検討したいと考え

ております。

佐々木委員

　柔軟に対応してくださるような感じがしましたので、知的障害教育部門高等部

は自力通学という決めうちではなくて、是非、そういう対応をして個々に検討し、

より良い環境をつくってあげていただきたいと思います。

　最後にタブレット型端末について、児童・生徒 3.6 人に１台を目指すというこ

とですが、3.6 人に１台配備された場合、それを活用してどのような授業ができる

のか。各障害の教育部門ごとに、お伺いします。

特別支援教育課長

　教育部門ごとの具体的な授業での活用ですが、例えば視覚障害教育部門では、

教科書や教材を自由な倍率に拡大表示することで、見えにくいものを見えやすく

して、学習を深めることができると考えています。また、聴覚障害教育部門では、

手話のできない一般の方との筆談によるコミュニケーションが容易になると考え

ています。肢体不自由教育部門では、音の出る楽器として活用することにより、

障害の重い児童・生徒が直接画面にタッチするなど、自発的、主体的な形での学

習が可能になると考えております。また、知的障害教育部門では、将来、社会人

として仕事ができるようになるために、タブレット型端末に入力した作業の手順

や、機器や道具の使い方を確認しながら作業に取り組むことにより、１人で作業

を行うことが可能になるといった形での活用を想定しております。

佐々木委員

　この間、県立生田高校に行かせていただいて、タブレット型端末の導入の様子

を見させていただきました。特別支援学校におけるタブレット型端末の活用につ

いては、教員の皆様もしっかり研修をしなければいけないと思います。教員が使

いこなせるように、教員の研修については、どのように考えているのかお願いし

ます。

特別支援教育課長

　教員の研修につきましては、平成 25 年度から教育委員会と各学校の情報教育担

当教員から構成される会議を開催し、タブレット型端末の活用等について研究を

進めております。その研究内容を報告書としてまとめており、県立特別支援学校

全校に配布して、活用方法等の周知に努めているところです。また、今年度から



総合教育センターにおいて、初任者を対象にタブレット型端末を活用した授業の

工夫などについての研修を実施しております。今後は、3.6 人に１台のタブレット

型端末が配備されることを見通して、各学校におけるタブレット型端末を活用し

た実践例を更に収集して、研修を通して全校で情報を共有しながら、教員がタブ

レット型端末を効果的に活用できるよう努めてまいりたいと考えております。

佐々木委員

　是非、教員も生徒に負けないように研修をしていただければと思います。要望

ですが、知的障害教育部門高等部の生徒のスクールバス乗車については、将来を

考えて、公共交通機関を利用させて自立を促すという手があるのは分かりますが、

様々な家庭の環境もありますので、そのような保護者にも様々に配慮して柔軟な

対応をしていただければと思います。また、タブレット型端末については、教育

上非常に有効だと思いますので、教員の皆様も研修をしていただいて、計画的に

整備が行われるよう要望して、質問を終わります。


