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第５回鹿児島県公立高校再編整備等検討委員会 議事録

平成21年12月17日(木) 9:30～12:00

社会福祉センター ７階 第２会議室

○＝委員 ●＝事務局

○ 本日は第５回となる。適正配置についての考え方ということで事務局から試案が出

ている。

今回の協議内容は 「各学科の配置の考え方の整理及び地域（学区）ごとの学校・，

学科の配置の考え方について 定時制・通信制 中高一貫教育校等について 新」，「 ， 」，「

計画における再編整備の進め方について」である。

１つ１つ大変重要な中身となる。

まず，前回協議の確認について，事務局に説明をお願いする。

● 前回，提案のあった議事録の取り扱いについての申し入れをしたところ，取り扱い

には十分気をつけたい旨の回答があったので，お手元に配布してある。

○ 11月13日付けの会長名での申し入れに対して，12月14日付けで 「高校再編関係市，

町村長かごしま県連絡会」から回答がきている。これについて，皆様から意見はない

か。

回答を見ると 「①未定稿議事録を掲載した点については当方の配慮が足りず，ご，

迷惑をかけた，以後の取り扱いには十分気をつけたい」とある。こちらの意向を汲ん

でくれたと思うが 「②発言者名の事前了解については，公開が建前の県議会同様に，

不要と思う 」とある。②については，私としては多少議論の余地は残っているよう。

に思うが，しかし，今回の申し入れについては，こちらの趣旨を理解していただいた

ということなので，このことについては，これで決着したということにさせていただ

きたい。

次に，前回議事録の確認をしたい。

① 第４回議事録の承認

・第４回議事録について，原案通り承認。

② 前回要望のあった資料についての説明

・私学の募集定員を併記した平成29年度の学科別学級数について，資料を用いて説明

・中退者について，資料を用いて説明

○ これらについて意見質問はないか。では，本日の協議内容について，事務局の方か

ら説明をお願いしたい。
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● 各学科の配置の考え方の整理及び地域（学区）ごとの学校・学科の配置の考え方に

ついては，皆様方のこれまでの意見を取りまとめる形で示している。

普通科について出された主な意見として 「地方に核となる高校をつくり，鹿児島，

市への一極集中を避けるべきである 「生徒数が大幅に減少する中，学校を整理す。」，

る必要がある 「少子化が進む中，どの学校も小さくなると県全体の力が落ちる。。」，

。」 。ある程度の規模の学校を拠点として位置づけるべきである などのご意見があった

いただいた御意見をもとに事務局案として 普通科の適正な配置の考え方につい，
ては 「①一定規模の学級を有し，大学進学等に向けた生徒の多様なニーズに対応で，

きる高校を各学区に配置する 進学や就職など生徒の進路希望が多岐にわたる高校。②

，今後，充足については，普通科単独又は他の学科と併置する形で配置する。ただし

率が低迷した場合は，募集定員の削減，廃科を検討する 」としている。。

農業科について，検討委員会では 「農業高校として専門性の非常に高い高校を県，

下にいくつか配置してほしい 「農業高校は，地域にノウハウを還元できる先端的。」，

な技術をもつべきであり，学級数にしても４から８という適正規模は度外視して考え

なければならない 」などのご意見があった。。

農業科の適正な配置の考え方について，事務局案としては 「①農産物の生産，加，

工，流通など様々な分野を学習できる複数の学科を設置する拠点的な役割を担う高校

を，地域のバランスを考慮して県内に３校程度配置する。なお，拠点的な役割を担う

高校の適正規模については弾力的に取り扱う。②拠点的な役割を担う高校以外の農業

科については，他の学科と併置する形で配置する。ただし，今後，充足率が低迷した

」としている。場合は，募集定員削減，廃科を検討する。

工業科，商業科についても，農業科と同様，検討委員会での 「複数の学科を設置，

する拠点的な役割を担う高校を配置することが望ましい 」というご意見をもとに，。

工業科については 「①機械系，電気系，建築系など様々な分野を学習できる複数の，

学科を設置する拠点的な役割を担う高校を，地域のバランスを考慮して県内に５校程

度配置する。②拠点的な役割を担う高校以外の工業科については，機械，電気を基本

とする工業科単独又は他の学科と併置する形で配置する。ただし，今後，充足率が低

」としている。迷した場合は，募集定員削減，廃科を検討する。

商業科については 「①マーケティング，ビジネス経済，会計及びビジネス情報な，

ど様々な分野について，重点的に学べるよう複数の学級をもつ拠点的な役割を担う高

校を，地域のバランスを考慮して県内に５～７校程度配置する。②拠点的な役割を担

う高校以外の商業科については，商業科単独又は他の学科と併置する形で配置する。

」としてただし，今後，充足率が低迷した場合は，募集定員削減，廃科を検討する。

いる。

水産科については，本県には水産高校は，鹿児島水産高の１校のみである。検討委

県内唯一の高校として，その特色を発揮し，次代を担う人材を育成すると員会でも「

， 。」 ，いう本来の役割を果たしており 今後も存続させるべきである という意見が多く

事務局案として 「船舶，海洋生物，食品加工，海洋通信技術など様々な分野を学習，
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できる複数の学科と専攻科を設置する高校を，引き続き配置するが，今後，充足率が

低迷した場合は，募集定員の削減，学科再編，他校との統合を検討する 」としてい。

る。

は人間生活に極めて重要な役割を果たす家庭科については 「家庭科で学ぶ衣食住，

領域である 」というご意見などから，配置については「被服，食物，リビングデザ。

イン，保育，家庭看護や介護など様々な分野を学べるよう，家庭科を設置する高校を

引き続き配置するが，今後，充足率が低迷した場合は，募集定員の削減，廃科を検討

する 」としている。。

看護科については，本県は，野田女子高と奄美高の２校に看護科を設置している。

専攻科を置き，５年一貫教育で看護師を養成する野田女子高の看検討委員会では 「，

護科については，今後も引き続き設置していくことが望ましい 「専攻科を置かな。」，

い准看護師のみを養成する奄美高の衛生看護科については，その必要性について，今

後検討する必要がある 」という意見などから，看護科の適正な配置の考え方につい。

て 「看護師養成校としての看護科を設置する高校を引き続き配置するが，准看護師，

養成学科については，設置されている地域の看護師等の確保の状況を踏まえ，その必

要性について検討していくが，今後，充足率が低迷した場合は，廃科を検討する 」。

としている。

福祉科については，県内では，開陽高，加世田常潤高，薩摩中央高の３校に福祉科

を設置している。福祉科については，介護福祉士の資格取得の条件や就職してからの

待遇面で厳しい現状があるものの 「高齢化が進む中，介護を必要とする人は多くな，

っており，それを支える人材の育成が必要である」というご意見などから，福祉科の

適正な配置の考え方については 「介護福祉士養成校としての福祉科を設置する高校，

を引き続き配置するが，今後，充足率が低迷した場合は，廃科を検討する 」として。

いる。

その他学科については，普通科系と専門学科系がある。特に，専門学科系のその他

学科は，専門学科に比べ，２年次から専門科目を本格的に学ぶ教育課程となっている

ため，専門性を深められないという課題などがあることから，その他学科の適正な配

置の考え方については 「その他学科を設置する高校を引き続き配置するが，専門学，

科系のその他学科については，成果と課題を踏まえ，専門学科への学科再編も検討す

る。今後，充足率が低迷した場合は，募集定員の削減，廃科を検討する 」としてい。

る。

最後に，総合学科について，県内には５校に総合学科を設置している。いずれも総

合学科の学級数は２～４学級規模である。検討委員会では「大規模校であればスケー

ルメリットを生かせるが，小規模校では科目選択の幅が狭くなり，総合学科本来の趣

旨が生かされないため，これ以上増やす必要はないのではないか 」などのご意見も。

あり，総合学科の適正な配置の考え方として 「総合学科を設置する高校を引き続き，

配置するが，設置校の状況や地域の要望，中学生の希望状況等によっては，普通科や

。 ， ， ，専門学科への学科再編も検討する 今後 充足率が低迷した場合は 募集定員の削減

廃科を検討する 」としている。。

各学科の配置の考え方については以上である。
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配置の考え方及び地域ごとの学校・学科の配置について，ご意見をいただければと

思う。

○ それでは，会順に基づいて協議を行う。

これまでの議論を踏まえて，学校・学科の適正な配置について事務局案という形で

出していただいた。一挙にやるというのも大変なので１つ１つやっていきたい。普通

科について，意見はないか。

○ ここに出されたものは，確かにこれまでの意見や，そして検討されてきたものであ

る。ただ，私は最初から申し上げているが，あと何回検討会を開くのか。そこから逆

算して考えていかないと，各学科の中身を検討するのも重要だが，むしろ，どこにど

ういう学校・学科を配置するのかということが，県民にとっても子どもたちにとって

も大事であり，この検討会の大きな課題である。このようなことをやり続けると，時

間が足りなくなるのではないか。それを危惧する。以前，作業部会という意見も出し

たが，その部会が可能なのか。必要性も含めて，検討の進め方について，会の入り口

的な問題になるが，検討してもらいたい。

○ 各学科の配置の考え方の整理及び地域（学区）ごとの学校・学科の配置の考え方に

ついては，検討委員会の意見を踏まえて，よくできている。異議はない。だから，地

域（学区）ごとの学校・学科の配置の考え方について，集中して議論すべきだと考え

る。

○ この検討委員会で，どこにどのような学校・学科の配置するのか，そこまで具体的

。 ， ，に検討するのか 検討委員会は考え方までを検討し 具体は事務局で進めていくのか

どちらか。

○ この委員会は，そのような具体的なことを決める会ではないと思う。考え方を検討

する会である。具体的に，どの学校をどうするのか，それは事務局の検討することで

ある。例えば，農業高校をどことどこを統合するなどということまで，この委員会に

課された検討事項なのか。それを整理していただきたい。

○ この件について，事務局の説明をお願いしたい。

● お願いしたいことは，大枠としての学校・学科の配置の在り方を検討していただく

ことである。つまり，考え方である。ただ，議論の過程において，全く具体的な話を

してはいけないということではない。委員の皆様は，それぞれ具体を思い描きながら

， ， 。意見を述べられるであろうから そのことが議論の中で出てくることは 当然である

ただ，こちらとしてお願いしたいことは，学区ごと学科ごとに，どのような姿にする

べきなのかという考え方について，御議論いただくことである。
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○ 各学科の配置ということと，各地域の配置の考え方ということでは，議論の中身が

異なってくる。各地域ということになると，どうしても具体的な名前が頭に浮かぶの

で，そのことについて，どこまで踏み込めるのかという問題が出てくる。各学科につ

いて，拠点という言葉が適切かどうかという議論はあったが，拠点校の配置をどうす

るかという議論を進めていくと，おのずと地域の配置についての基本的な姿が見えて

くる。

学科ごとのとらえ方，配置の在り方について議論を進めていきたい。

それから，今後の進め方について，当初の予定ではあと１回であったが，私として

は，今日は，各学科について議論を進めていただき，それから地域についても，高校

の有る無しは大きな意味があろうから，地域間のバランスをどのようにとるのかとい

うことを議論していただいて，さらに事務局の方に考え方の筋道をたてていただきた

い。そこで恐縮だが，あと１回増やしていただいて，７回目までには成案をみたいと

考えている。できるだけ今日煮詰まれば，あとの会も進みやすい。７回目は文言修正

になればいいと思う。そのような大きな流れではどうか。

○ 結構である。

○ 検討の仕方としてだが，事務局の方でまとめていただいたことにより，まとめ方の

枠がはっきりしてきた。１つ１つ決をとるのはどうかという問題があるとは思うが，

各科，このようなまとめ方でよいか。何か残された課題はないか。それから，地域ご

との配置ということを念頭においた時にこの科の在り方をどのように考えていったら

よいかということを念頭において検討していきたい。それでは，普通科について御意

見をお願いしたい。

○ 「一定規模の学級を有し」は「一定規模の学級数」ではないか。一定規模の学級と

いうと５クラス以上のことなのか。

● 鹿児島市内と他の地域でも状況が違う。学区の中で１番大きな学級数を持っている

という意味である。

○ 文言としては，学級数の方がいいということになる。

○ 基本的には，この配置の考え方でいい。中学校では，行きたい学校，希望する学校

に行かせようという形で進路指導をしている。鹿児島市内では，希望する学校が，競

争率が高くて，志望校を変えなければならない状況がある。そのような学校について

は，いくらか弾力的に学級数を増やすことも必要であると感じている。

○ これまで現行の１学年４～８学級の適正規模が議論になり，希望の多い学校など８

学級を超える学校を各学区に作っていくという気持ちの意見であった。そのことにつ

いても，この委員会としても方針を出すべきだと考える。
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○ 適正規模が決まった前回の会で，全国の流れもあり，４～８学級に決まった。私は

私学の代表であるが，私学も鹿児島に一極集中している。行きたい学校の学級数を増

やすべきという方向であるが，その考えも理解できるが，29年に向けて，それが果た

して妥当な話なのか疑問がある。行きたい学校の学級数を増やすことは，私学も含め

て他の学校に影響が多い。適正規模は守っていくべきだと考える。

○ この委員会の趣旨も，生徒の減少の中で，高校をどのようにしていくかということ

である。これからいくつかの高校が廃校になっていく時代である。行きたい高校に行

かせたいという気持ちもわかるが，そこに一定の枠をはめていかなければ，ある高校

の学級数を増やすということは，他の学校を減らすことにつながる。

○ 地域（学区）ごとの学校・学科の配置の考え方についてが重要である。例えば，曽

於地区など，私立の募定と公立の募定を合わせると，中卒者数が足りない。各学科の

配置の考え方については，事務局が，我々の議論を踏まえてしっかりとまとめていた

だいた。これについて，皆が異議が無ければ，地域（学区）ごとの学校・学科の配置

の考え方について，議論を深めなければ，この委員会は何のためにあったのかという

ことになる。

○ このまとめの全ての学科について「今後，充足率が低迷した場合は，廃科を検討す

る 」とある。鹿児島の人口減少の傾向は全国的にも如実である。曽於学区の数字を。

見ても，それが顕著である。当然，このまま行けば，募集定員の削減や廃科は出てく

る。そこで，例えば農業科や工業科については，１学級あたり40人以下でもいいので

はないかと考える。１学級あたりの人数は，学科によって違えるということは検討で

きないのか。

○ 普通科の問題というよりは，やはり，地域ごとの学校・学科の配置の考え方という

ところに議論が入ってしまう。確かに４～８学級の適正規模について，これで良いの

かという議論があった。特に，下限の方については，議論もされてきたが，上限を超

える８学級以上について，どのように考えればよいのかということについて，４～８

学級は当面守った方がいいのかという意見のようだが，このあたりについて，もう少

し議論していきたい。８学級が適正規模かどうかも学科によって違いがあるかもしれ

ないが。

○ これまでも，子どもたちが行きたい学校，行かせたい学校ということで意見を述べ

てきた。前回は，学級数を増やす方向でという考え方の方で意見を述べさせていただ

いた。親としては，行きたい学校に行かせたいというのが願いである。現実に中卒者

数が減少するのは間違いないことである。今の中学校２年生は３年生に比べ，1,300

人ほど減る。子どもたちにとって小規模校化は，教員数が減るなど，専門の授業を選

択出来ない問題が指摘されてきた。中学校においても，小規模化の中で，専門の先生
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。 ， ，から習えないなど学習的な不自由をしている現状がある なぜ 高校に入ってまでも

選択教科の幅が狭まるなどの思いをせざるをえないのか。地域に学校を残したいとい

う気持ちは，皆同じなのだが，子どもたちが行きたい学校は，果たして近くの小さな

学校なのかということを，この際，考えるべきだ。

行きたいが，行ける人数が限られすぎている現状は，中学生にとって可哀想だ。拠

点を作り，遠くからでも同じような教育内容の教育が受けられる高校を作っていくべ

きだ。

○ このような議論をしても，根幹の部分で，行ったり来たりして議論が進まない。お

願いであるが，この資料にある普通科から総合学科までは，前回議論をした。定時制

・通信制，単位制，中高一貫校の方を一通り通ってから，今後どうするかということ

を検討してはどうか。

， ， ，○ 進め方のところで とりまとめ案が出されたので 皆様から意見が出てきているが

これまでやってきた議論をもう１度やるのはどうかという進行上の問題もある。進め

方について，もう１度，お聞きしたい。

○ 今の意見について，定時制・通信制に新卒で行くのはどのくらいなのか。私の知る

限り，ほとんどいないと思う。少ないから議論の必要がないというわけではないが，

そこも踏まえて検討してはどうか。

○ まず最初に確認したように協議題に沿って，原案を１度通ってからやった方がいい

のではないか。意見集約をして，総括論は，また皆でやったらどうか。

○ では，基本的な考え方について，もう少し議論をして，その後に定時制・通信制に

移りたい。

○ 前の委員会では，８学級を超えているところは８学級以内に，４学級以下のところ

は，地域の中で統廃合しようとした。全体の学校のレベルを合わせようということで

あった。今回は，それを超えて，拠点となる体制のとれた学校をつくるという考え方

であり，前回とは違う。そうした場合に２番目の議論として地域とのからみが出てく

る。ある程度の学校間の差，普通科やその他の学科との違いも出てくる方向でいいの

ではないか。

○ 少子化が進む中で，各学科，拠点という形でまとまる形でつくる，それが前回の再

編の仕方とは違うということである。再編の仕方として拠点という考え方を出しては

どうかということが，これまでの議論の中で出てきた。

○ 学区ごとの配置の考え方について，普通科は数字の表記がないので，各学区に１校

以上置こうということである。農業については，３校程度となる。３校程度となると
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頭の中でイメージしやすい。大隅，南薩，北薩，市来，４校ぐらいがいい。イメージ

できる。ただ具体的に，どこをどうするということまで，この場で整理していくこと

はいかがなものか。イメージづくりはできる。どの学区に拠点校を置くというところ

まではできない。

○ 拠点化ということについてもう少し議論した方がいいということか。

○ 農業高校で言うと，北薩に薩摩中央高や鶴翔高，北薩の拠点校というイメージでい

くと２クラス程度をどこかに残しても，拠点にはならない。むしろ農業高校をある程

度集約して，４～５クラスを持つ農業高校をつくる。そうなると，本当に農業高校に

行きたい子は，自分の家を離れてでも，農業高校に行くようになるのではないか。拠

， ，点校というと職員数も含めて ある程度体制の整ったものでないと２クラス程度では

拠点校にはならない。

○ 農業科の中でもさらに複数の学科を持っている学校のみが拠点校である。農業科以

外に生活科学科などの複数の学科を持っている学校を拠点校としているわけではな

い。だから，各学科の適正な配置の考え方で，どの学校や学科を廃止するということ

は，ここで決めなくても，拠点化を図る中で，自ずから「今後充足率が低迷した場合

は，募集定員の削減，廃科を検討する 」というただし書きによって，当然出てくる。

ということだ。だから，この案に賛成した。そうでなければ，10年先，高校は１学級

でも残せということになる。学校は地域の拠点だという主張をされる。しかし，社会

の流れは統合の流れだ。人口の変化のためである。このただし書きがあれば，自然と

高校の10年先の姿が見えてくる。

○ 同じような議論をいつまでやっても仕方がない。普通科については各学区にある。

農業や工業は拠点的な役割を担う高校の数も入っているので，そこを議論すれば，各

学区の配置の考え方も，皆さんの考え方も出てくる。それを受けて事務局も案を考え

やすくなる。先に進んで欲しい。

○ すでに，農業科について意見が出ているので，事実上先に進んでいる。適正な配置

の考え方について，さらに意見を出して欲しい。普通科については，他と違い内容的

にはっきりしているし，各学区適正規模の学校を配置できる。だが，学級数について

は若干検討の余地があるという意見があったということは，押さえておきたい。

ただ，私としては，普通科の在り方で，大学進学に向けたというところがあるが，

あまり大学進学にだけ結びつけるというよりは，この普通科というものが，どのよう

な役割を果たすのかということで，他に何かないのかということも考えている。例え

ば，知識の習得と探究心の育成についてであるが 「各教科・科目の意義について理，

解を深め，さらに主体的に探究する態度や能力を育てる 」とあるが，後半のところ。

はよろしいが，前半の「各教科・科目の意義について理解を深め」は先生方が研究す

るのはいいが，果たして高校生にとっての目標になるのかと思っている。何を学ぶの
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， ， 。か 何が青年期の教育に必要なのかということも大事だし 議論の余地はあると思う

大学進学の通り道というところだけではまずい。だから，普通科についても，あまり

大規模にだけ集中させてしまうのは良いことなのか。やはり，普通科においても適正

規模があることによって，その方が目標達成もできるのではないかという私の個人的

な意見はある。

では，農業科以降について，皆さんの意見をお聞きしたい。農業科について，拠点

的な役割を担う高校を３校程度とあるが，地域のバランスも考えると４校という数字

もあるのではないかという意見もあったが，どうか。

○ 普通科のところでも，農業科のところでも，行きたい学校，行かせたい学校とある

が，それはなぜかということも考えてみなければいけない。人口を地方に流入させる

ことも，教育の場や文化の在り方と考えている。人員配置も含めて，拠点校を各学区

につくっていかなければ，地方は衰退し，鹿児島一極集中が進む。これは普通科につ

いては言えることである。

それから，拠点的な役割を担う高校数の入った農業科や商業科，工業科などの考え

方については，資料にある平成29年度の学科別学級数における３か年の平均希望状況

から見ると，農業科は，我々が主張している私学の定員も引いた学級数の割合から，

９学級でよくなる。農業関係は，実習など人員が必要であろうから，ある程度の規模

が必要ではないか。そう考えれば２校で十分ではないか。農業を学びたい生徒は，寮

を整備して，そのような規模の学校へ行かせる形をとった方が現実的である。

○ 今までの議論を振り返ると，学級数で論じることがいいのか。あるいは，１学級の

定員が40人でいいのか，専門学科によっては30人ぐらいが適正なのかという議論もあ

った。他に何かないか。

○ 資料の中の「中退者について」を御覧いただきたい。危惧をしているのが，今，検

討しているのは，今後の５年先，10年先の計画をしているわけであるが，今の少子化

がさらに進み，大学進学率がますます高くなる中で，本当は，普通科に行きたいのだ

が，あなたの学力ではこちらだよという形の選択の中で専門学科や総合学科に行かせ

られているのが，現在あるのではないかということだ。この表を見ると，本当は普通

科に行きたいのに専門学科に行かざるをえないことが中退につながっているような数

字の見え方がする。

さらに，今後，進学希望が高くなれば，そのような状況がますます生まれるような

ことも考えられる。農業を鹿児島県の基盤として支えたいという我々の強い気持ちは

大事にしないといけないが，それを，今の大学進学率が高い状況の中で，子どもたち

に希望と違う農業や工業を学びなさいと指定する状況，子どもたちが行きたいところ

に行けないという状況につながっているなら，今のうちから５年先，10年先を見据え

て是正をして，普通科を増やすということも考えるべきだ。ある程度，子どもたちが

希望するところに行って切磋琢磨する状況を作る。

また，農業政策は農業政策で別途考える，本当に農業を希望して入ってきた生徒に
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対し，今までの農業教育よりももっと専門的なこれからの農業につながるような教育

を行う体制を整えてあげるという形をとった方がいい。専門教育の充実と，子どもた

ちの希望に合致する体制を整えることが大事だ。後追いをしない。後追いになること

によって，そのひずみが子どもたちが行きたいのに行けないという挫折感を生みだし

中退等につながる。今の案で行くと，各科の在り方はあるが，どれもこれも大事とい

うだけではなく，こっちの方向へという方針が必要だ。

○ 同感である。全国でも普専の比率では，本県の普通科の比率は非常に低い。鹿児島

， 。は経済的基盤が弱く 就職に有利な専門学科が増えてきたという歴史的経緯もあった

だから専門高校というのは非常に多かった。したがって，大学進学率は，非常に抑え

。 ， 。 。られている ところが今は 子どもたちの進学希望は高い 普通科がもう少し必要だ

希望と現在の比率がアンバランスになっている。中学生の学科別希望状況からも普通

科を増やすということが必要だろう。

また，各学科の考え方は様々あるが，これから学科再編をする時には，普通科への

転科を考えていくのも１つの方法だ。それから，今までの再編の審議会は，どうして

も切り揃えていく形であった。だから４～８学級という枠組みが出てきた。

， ， 。今回は 思い切っていこうというのが 今回の委員会で検討してきたことだと思う

農業は農業，工業は工業としてある程度の規模の学校を残す。その分整理される学校

というものは当然出てくる。それが今回の議論の中で貫かれている考え方だ。地域的

な思惑や利害というものは，あるだろうが，細かいことは，事務局にお任せして，後

は大胆に行った方がいいのではないかと考える。

○ どうだろうか。各科について全て触れたわけではないが，関係することをこれまで

議論してきた。事務局案は一通りすんだと言うことで，よろしいか。

○ １つだけいいか。総合学科は，それぞれの学科ではない。普通科，専門科につぐ第

３の学科という形で生まれてきた。他の学科とは取り扱いが違うように思う 「中学。

生の希望状況によっては，普通科や専門学科への学科再編」も検討とあるが，今の総

合学科は本来の子どもたちが自分の時間割を作るという状況にない。職員の定数から

言っても無理だ。分母が小さい，学級数が少ない中での総合学科はメリットが少ない

ということも議論の中で出てきた。総合学科は，学校の実状その他も勘案しながら，

総合学科を普通科や専門学科に転科することも検討すべきだ。中学生の進路希望だけ

ではだめだ。学校の事情や意見をしっかり聞いて，やっていただきたい。

○ 看護科について，野田女子高について医師講師の確保に非常に苦労しているようだ

が，この機に鹿児島市内に衛生看護科を設けることは考えられないのか。鹿児島県の

看護師を，やはり野田女子高で育成しなければいけないのか。野田女子高の実習する

病院は熊本である。だからといって熊本の病院に就職しているわけでもない。伝統も

あるので難しいが，出水には私立の出水中央高もある。鳳凰高もある。大胆に見直し

をすることも可能ではないかという思いはある。充足率の低迷した場合とあるのは，
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奄美高のことなのだろう。

● 野田女子高，奄美高ともに充足率が低い。奄美高に関しては，準看護師養成学科に

ついては，地域の状況や実習先の状況などを見極めていかなければいけない。準看護

師養成科が今後どうなっていくかということについては，不透明な部分がある。医師

講師の確保については，野田女子高は，かなり苦労している状況はある。

○ 普通科の定員の比率を高めることに配慮するという意見があった。総合学科やその

他学科を学科再編する時には，普通科にした方がいいのではという趣旨もあるので，

その点については押さえておきたい。

それから地方のバランスを考えて，地方における各学区の拠点をどのように充実さ

せるかということも考えていかなければいけない。鹿児島市の学校の充実も大事であ

る。

一応ここまでにして，この後，定時制・通信制の議論を行っていきたい。

（定時制・通信制について事務局説明）

○ 屋久島おおぞら高校は広域性の全国から集まってくる通信制である。鹿児島県の生

徒はほとんどいない。10名程度である。他の定時制・通信制は狭域性である。その地

域の子どもたちを対象にしている。

○ 昔の定時制・通信制の実状とは，状況がかなり変わってきている。今，説明があっ

たように，高校生の年齢で働いていて，昼間は通えないというところから定時制・通

信制が始まったと思うが，今や全日制に入れない子どもたちの受け皿になっている。

中途退学や，今通う高校が嫌になり，開陽高校に移ってくるという状況がある。今度

の再編整備で起こったことは，新設校が進学体制を敷いたために，その地域に入れな

い子どもたちが出てきた。地域で本来なら受け入れられなければならない子どもたち

が開陽高の方で受け皿になっている。難しいかもしれないが，もっと近くに定時制・

通信制を持てないか。スクーリングの話もあるが，それぞれの学校は，教職員が，も

のすごく忙しく，またこれまでは担当教諭も個人にお願いしていたが，それでは対応

できなく，学校単位にお願いする形をとっている。その結果，共同学習という自習が

増えてしまっている。したがって協力校も大変な思いをしているし，定時制・通信制

も大変な思いをしている。だから，子どもたちに近いところに無理をしてでも，協力

校ではなく，地域に定時制・通信制の高校をつくるべきだ。今の学校においては，再

編整備された高校も含めて，多くの高校において，学校不適応を起こした際に，通信

制を勧める傾向がある。子どもも安易に通信に行きたがる。近くなら通えるが，遠く

においては，通えない場合が出てくる。その子たちの受け皿が必要ではないか。

○ 今の議論は昭和58年に議論した際に，結論が出たことだ。昭和60年に８校ほどの市

町村の昼間定時を廃止している。結局は需要がなかった。今から，各地域につくった
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ところで，どれだけ需要があるかということについては，非常に疑問がある。

○ 全国では広域性の通信制が増えている。それは，そこの学校に行かなくてもいいか

らだ。スクーリングの話があったが，提携校という形もある。学校を増やすという考

え方より，統一した所に学校があり，今やパソコン通信で授業を受ける時代である。

こちらの方が子どもたちのニーズも高い。狭域性より広域性の方に動いていく方が時

代のニーズにあっている。新たに作るという時代ではない。

○ 通信制を必要としている生徒がいるので，これからも充実させていかなければなら

ない。これからも定時制や通信制は大きな役割を果たしていくことになるので，行政

の方でもしっかりとした目配りをお願いしたい。

● 先程，再編も含めて，子どもたちが通信制に行く傾向があるとあったが，調査の結

果，再編前と比較しても，再編に伴い近くに高校が無くなり，通学が不便になったか

ら，通信制に行ったという生徒は，ほとんどいないと認識している。

○ 中高一貫校とその他男女共学についての説明を事務局からお願いしたい。

（中高一貫校，男女共学化について事務局説明）

○ 男女共学化についてであるが，特に，東北方面が男女共学にしてきている。鹿児島

市に鹿児島女子高と鹿児島商業高がある。御存知のように，昔は同じだった。それが

。 ， ，分かれた 所管する側として見ていて 鹿児島商業高には鹿児島商業高の良さがあり

鹿児島女子高には女子校の良さがある。男子校，女子校にはそれぞれ良さがあり，共

学にする必要はないと考える。

○ 中高一貫校について，鹿児島市立玉龍中学について，国の方の議論でも言われてき

たことだが，留意すべき点で 「学力試験は行わない」ということになっている。玉，

龍中で実施されているのは，学力試験ではなく適性検査という説明であったが，私ど

もは学力試験だと考えている。受験競争の低年齢化につながる。県はどのように考え

るか。

● 鹿児島玉龍中学は市立であるので，県としては関知できない。

○ 鹿児島市教委として申し上げると適正検査であり，学力検査ではない。学力検査よ

りも難しい適正検査である。学力検査とは言えない。現に，１期生が鹿児島玉龍中学

から高校に入った１年目であるが，模試の結果から見ると学力的に高い層ばかりでは

決してない。やはり適正検査である。学力だけでなく部活動など，様々な要素も入れ

て行っている。
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○ 他の県や鹿児島大学附属中学では抽選による選抜も行っているので参考にしてはど

うか。

， ， ， ，○ それでは定時制・通信制 中高一貫校 男子校・女子校については 現状を維持し

充実させていくということでよろしいか。

○ 異議なし。

○ それでは，かごしま活力ある高校づくり計画の結果について，検証をしながら，今

後の計画づくりをどのようにしたらよいかを考えていきたい。

， 。まず 事務局からかごしま活力ある高校づくりの結果について説明していただきたい

● これまでの再編整備の結果について，平成15年度に策定した「かごしま活力ある高

校づくり計画－基本計画－」の４本の柱「学校規模の適正化及び学校・学科の適正な

配置 「特色ある学校づくり 「通学区域の在り方 「再編整備の推進」にもとづ」， 」， 」，

き，説明する。まず 「学校規模の適正化及び学校・学科の適正な配置」について，，

基本計画では，適正規模を１学年４～８学級とし，３学級以下の小規模校及び９学級

の大規模校については適正化に努めることとしている。再編実施前の平成15年度と実

施後の平成22年度の学校規模の比較（全日制）をお示ししている。再編による小規模

校の解消や大規模校の適正規模化を推進したが，大幅な中卒者数の減に対応した募集

定員の削減により，新たに小規模校となった高校もあるため，結果として小規模校の

数は６校の減にとどまっている。

通学区域については，市町村合併により同一市内に異なる通学区域が生じているこ

となどから，現在の12学区を７学区に変更し，平成23年度入学生，現在の中学２年生

から適用することとした。また，一定枠については，昭和58年度から導入しており，

平成16年度に一定枠の上限を５％から10％に拡大した。なお 「通学区域」及び「一，

定枠」は，普通科を受検する生徒のみを対象としている。

次に，再編整備の推進については，概要をお示ししている。これまで，９地域で再

編整備を実施し，18校を募集停止又は廃止して８校を新設校として開校した。明桜館

高は22年４月開校予定である。

資料には，再編整備の前と後の学校規模の状況をお示ししている。学校数は，82校

から71校になる予定である。

新設校の状況については，再編整備により４～５学級となり，高校としての専門性

や教育水準の維持・向上や活性化が図られ，学習指導，生徒指導，部活動，進路指導

面で成果をあげている。充足率は，各校とも1.0未満となっているが，再編整備前と

比べて概ね改善されている。

本県の中卒者数と募集定員，入学者数及び公立高校数の推移をお示ししている。こ

れまで，県教委では，中卒者数の減少に対し，公立高校の再編を進めるとともに，募

集定員を削減することで対応してきた。

中卒者数の減少は今後も続き，平成29年度までに，約2,300人の減少が予想されて
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おり，この減少数は，１学級40人の５学級規模の高校に換算すると約１２校分に相当

する。 生徒減少が続く中で，どのようにして学校規模の適正化を図るか，また学校

・学科の適正な配置をしていくのかが，課題であると考えている。

新計画における再編整備の進め方であるが，事務局としては，再編することが望ま

しい近隣する小規模校の組み合わせがなくなり，また，これまでのような小規模校ど

うしの再編では，大幅な生徒減に対応できないと考えている。そこで，高校の配置に

ついては，地域の浮揚策や振興策に重点を置いて考えるのではなく，教育の原点に立

ち返り 「生徒同士が切磋琢磨しながら，一人一人がそれぞれに自己実現を果たし豊，

かな将来を築くことができる高校をつくる」という視点に立って考えたとき，どのよ

うな再編整備の進め方がいいのかご意見をいただきたいと考えている。

○ これまでの議論に関わることが，全て資料の中に出てくる。どのように再編整備を

進めていくかということについて方向性を出すために，皆様の意見を聞きたい。

○ 今の事務局の最後の部分だが，私たちに課せられた検討内容から一歩進んだ発言が

されたように感じた。特に，最後の部分「地域の浮揚策や振興策ではなく」というと

ころだ。そこも，議論をしていきたい。これから先の会の中身は，学校の再編，学科

の配置について議論することになる。これまでの再編整備について，事務局はどう考

えているのか。マイナスの部分はあるのかないのかも含めて聞かせていただきたい。

○ 再編の結果の検証について，これは，どの角度から再編を見るかによっても意見は

異なる。事務局から説明があったように充足率面でも従前よりは，改善している。も

しこのあたりが課題としてあるということを認識されているなら，説明していただき

たい。

● 会長が言われたように，どの角度から検証するかによって見えてくるものが違って

くるが，先程の説明でもあったように，これまでの生徒の大幅な減少に対応するため

に，１つは高校再編という形でいくつかの学校をまとめる。もう１つは，募集定員そ

のものを減らすという形で，対応してきた。その結果，学校数は減ったが，各高校の

募集定員の減により，小規模校を減らしてもなくならないという実態がある。これが

１番大きな課題である。

○ これまでの再編について，一つ目は，時間的に拙速であった。地域に対する説明，

子どもたちに対する説明，非常に不十分なまま進めてきた。二番目は内容と状況にも

問題があった。三番目は成果と課題面で，総合学科を設置したが総合学科の機能を果

たしていない。それから，子どもたちが，どうしてこのような思いをしないといけな

いのかと思ったことが，従前あった学校と新設校との間の差別的な教職員の発言であ

る。そういうことが子どもたちの間でもあったということをたくさん聞いた。そうい

うことは大人の見識として無くすようにしなければならない。

それから，新設校が新設された後，浮揚するためにとられた体制が受験体制であっ
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た。もちろんそういう部分もあっていいのだが，地域によっては必ずしもそういうこ

とを望む生徒ばかりでないこともあるので，その辺の配慮が足りなかった。

その他として，整理統合基準と再編整備指針のダブルスタンダード。２学級以下で

１～３年の総募集定員の３分の２を２年間下回ると募集停止，４～８の適正規模化の

ための再編整備指針。この２つのダブルスタンダードで小規模校は怯えていたという

ことである。今後の再編については，このようなことを踏まえつつ，新しい再編の作

業を進めていくべきだ。

○ 自分なりに試算して見ると学校数と学科数について22年から29年に向けて，それぞ

れの地域で集約されていくことにより，50校330学級程度になると予想した。その中

でも小規模校が８校，適正規模校は41校，大規模校が１校は残るように予想した。こ

れからの再編を考えていく時に心情的には残したい学校も出てくるとは思うが，思い

切ったことをしていかなければ対処できないと実感した。

○ 高校教育をどう位置づけるかということについて，議論をしないといけない。気に

なっているのは，行きたい学校や適正規模の話もあったが，今や高校を卒業しないと

。 ， ， ，社会の中で生活しづらい状況がある かつては 中卒で様々な資格がとれたが 今は

ほとんどが高卒以上になっている。そういったことを考えた時に，県内の全ての子ど

もたちに高校教育を保障する，その保障の在り方について議論する必要がある。それ

によって高校再編の在り方が，定時制にも関わることだが，鹿児島市に来ないといけ

ないではなく，地域に高校があるということは，子どもたちにとって大きなメリット

である。

， ， ，高校の教育 授業を全ての子どもたちに保障するということを ベースにおくのか

あるいは行きたい学校，行かせたい学校，大規模校ということで，自然淘汰的に小規

模校は，やがて無くなってもかまわないということでいくのか，そこが大きな分かれ

道になる。学校間格差という意識が，特に小規模校を疲弊させていった元凶だ。これ

を全て無くすことはできないが，高校の教育，授業を全ての子どもたちに保障すると

いうことを中心に置けば，地方の在り方，学校間格差を解消しつつ，地方に根ざした

高校，教育の場をつくっていく必要があるということになると思い，ここに参加して

いる。高校教育とは何かということを検討委員会として議論しないといけない。それ

によって学校配置の在り方が違ってくる。

○ 専門学科について，例えば農業科でいくと，29年度の学校が，希望からいくと９ク

ラスになる。そうなると，学校数が多ければ，クラス数が減り，拠点校としての農業

高校の在り方の理想が果たせないことになるのではないか。やはり，鹿児島市内に一

極集中ではなく，他の地域にも，多様なニーズに対応できるような専門校というもの

をつくっていかなければならない。大胆な高校教育の在り方を出していかなければ，

数からいくと，事務局案の理想の実現は難しいのではないか。地域を盛り立てていけ

るような学校を地方にもつくるべきだ。
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○ １番，考えないといけないのは子どもたちのことだ。地域が衰退すると，地域に学

校が無くなると困るという議論が出ているが，将来に向けて，学校・学科数が減って

いかざるをえないのは確実なことだ。

子どもたちは，将来，地域を活性化させていかなければならない。その子どもたち

。 ，が地域を支える基盤づくりを高校教育でしっかりと養わないといけない だからこそ

行きたい学校であり，学びたい場で学ばせて，それを活かして地域に帰って地域を活

性化するというような大きなことを考えないと，この再編はうまくいかない。今すぐ

にではなく地域の活性化をするためには，人材づくりは，条件的にも整ったところで

行う。もちろん鹿児島市一極集中ではなく，専門高校もスペシャリストを育てるよう

な規模の学校を，いくつかつくるべきだ。

○ これまでの再編の在り方，これからの再編をどうやればいいか。そのメリット・デ

メリットは簡単には整理できないところがある。もう１つは鹿児島市とそれ以外の地

域は同じものさしでは議論できない。その点で４～８学級という適正規模は非常に大

事なものさしとして考えられている。

， ， 。 。地域の活性化は 本来 教育によって行うことではない 産業政策等の問題である

あるいは，それぞれの地域の政策で活性化していくべきだ。教育の果たす役割は少な

い。もちろん，それぞれの地域の子どもたちが，それぞれの地域に留まり，教育を受

けられるということは，非常に大事なことではある。その点では，地域，地方におけ

る再編の在り方，そこでは，どのようなことに配慮すべきかということは，全県を統

一して考える際にも重要である。このものさしで行けば，どこも同じようにいくとい

うようには，なかなかならないとは思う。

○ 拠点化というのは，ある程度の規模の学校を各学区に配置するということである。

問題は小規模校をどうするかということである。指摘されてきたことだが，ダブルス

タンダード，まさに，前回の高校活性化の中に，整理統合基準，これは平成８年に策

定したものが残る形であった。しかし，各地域の努力もあり，小規模校は残り続けて

いる。小規模校を現在の整理統合基準をさらに厳しくして無くしてというのも１つの

方法としてある。まとめていくというこれまでの再編のやり方，手法は非常に問題が

あった。２校３校あわせるというやり方はうまくいかなかった。整理統合基準をある

程度厳しくして小規模校を廃止の方向で考えていくというやり方が手法としてはい

い。

○ 先程から言っているように，今の基本計画や整理統合基準においても，離島におい

ては，一定の配慮がされている。自分たちが住んでいるところで高校教育が受けられ

るという高校教育の保障の考え方である。本土においても不便な子どもたちがいる。

寮や下宿もあるが，それすらできない経済的な問題を抱える家庭の子どもたちが，少

しは無理はするけれども高校教育は受けられるという機会を保障することを考えてい

， 。 。かないと 地方の中でもさらに地方の子どもたちは住めなくなる 親も住めなくなる

都会と地方においては，ある意味ダブルスタンダードの考え方を適用して，場合によ
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っては，この学校は，１学級でも残すという施策をしてくべきだ。

○ １学級でも残すということについて，高校教育とは何かということから考えたい。

私は，高校教育を広い教育，広校教育と書きたい。多人数と接触することによって勉

学面だけでなく，社会性も養っていく。そのような機会が15才から18才の時期には必

要だ。そのためには，ある程度のグループ，人数が必要だと考える。高校教育の目的

を達成するために，例えば１学級だけだったとして，40人のグループでは，接触でき

る人数は限られてくる。様々な他のグループと接触することによって人間性を育て，

社会に出て強い人間になっていく。そのための最小限の人数を考えると，少なくとも

４学級が必要だ。かつては，５学級，11学級あったものが，２クラスになり，作業も

出来ない場所が出てくる。しかし，清掃はしないといけない。体育祭や文化祭などの

学校行事での役割分担を考えると，４学級は必要だ。そうなると，これからの少子化

状況を考えると，今の学校数で充足させていくことは無理だ。だからこそ 「今後充，

足率が低迷した場合は，募集定員削減，廃科を検討する 」がいきてくる。これによ。

り，高校再編ができ，高校教育の理想が実現できる。地方の子どもで可哀想な場合も

あるだろうが，その子のためにも，多人数の生徒と交わらせることによって，金には

， ， ，換えがたい社会性 人間性を培うことができると考えるものだから やはり多人数が

広い範囲から，様々な地域から子どもが集まってくることによって，様々な子どもた

ちが交流することにより，また高校教育が充実する。

○ そのようなことを十分わかった上で申し上げている。地方の子どもたちが高校教育

。 。を受けられなくなった時にどうするか そこに配慮しようということを主張している

○ 行政の立場で言うと，そのようなこともわかるが，中学校においても，統廃合はど

うしても進めていかなければいけない。複式学級など，小・中学校においても，学校

運営が難しいところまできている現状がある。これから，たくましい社会人を育てて

いくためには，小・中学校だけでなく高校まで，そのような場にいつまでも子どもた

ちを置いておくのはいかがなものか。高校が，様々な人間と共生共同できる場である

ことは大事だ。その中で小規模校をどうしていくか。地域は抵抗はするだろうが，地

域に配慮するということについて，現実は限界がある。現実の中で高校再編は，やっ

ていかなければいけない。

○ 個人的なことだが，私は小学校は複式で，中学校は１クラスで，高校は７クラスの

。 ， 。中で成長してきた 自分の経験からも高校は ある程度の規模があるべきだと考える

それから，資料の「平成29年度の学科別学級数」については，誤解を生む。私学の

募定を現状の5,400のまま据え置いて，農業科は９～11クラスでいいということにな

ると，私立と公立のバランスから考えると，私立を固定した状態で公立だけ減らして

いくということは，公立の拠点校づくりにも影響する。このデータが一人歩きするこ

とは困る。私立の募定を固定化させるのではなく，公立私立のバランスも考えると，

幅が広がり，私は農業科も11～18学級の間で何校何学級にするかで落ち着くと思う。
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そのような中で，これまでの高校再編は，地域の中に農業科あり商業科ありと様々

あったが，そのような再編でいいのか。専門性のある農業高校や工業高校を作ってい

かなければいけない。そうなると今まで再編された鶴翔高や薩摩中央高は１度再編さ

れたから手をつけないということでいいのか。そのような学校と既存の高校も含めて

。 ， ，再編や統合を考えないといけない 再編された高校に手をつけなければ 農業高校は

小規模のままである。拠点校は，鹿屋農業１校が拠点校となる。そうではなく，農業

科など，もっと広範囲に統合を進めていくべきだ。

○ 私学について，資料を見ると，公立の募定はずっと減り続けているが，要望という

， ， ，ことになっているが 5,400という私学の募定について 経営の問題もあるだろうが

このまま公立の募定を減らし続け，私学の募定を固定することは，県民の信頼を得ら

れるのか。その辺のところも考えるべきだ。

○ 私立のことについて，私は私学を代表して来ているわけだが，資料が誤解を生むと

いう話について，私が言いたかったことは，農業科について平成29年度は，希望者か

ら考えると９～18クラスになるのではないかということである。つまり，11～18クラ

スになるのではないという意味あいで申し上げた。生徒の希望者数から算出したわけ

であろうから，私学も入れて範囲の下限の幅を広げたかった。

それから私学の募定は，各学校法人として，各学校が，許認可として，これだけは

引き受けていいよと県知事からいただいている数字であって，それぞれの学校から集

まった数字がこの私学の募定の数字となっているだけであって，これについては各学

校法人の中で決めていかなければならない。生徒が少なくなれば，当然減らされてい

くと思っている。だから，私は私学を代表して来ているが，協会として，あなたの学

校は，学級数を減らせということは言えないということは御理解いただきたい。

もう１つ，さきほど小規模校が減らないということについて，議論になるかわから

ないが，小規模校で再編された学校が，もう１度対象校になる可能性がある。そうい

うことを財政の面から考えると，同じことを何回もやっていっていいのか。国民の一

人として，その辺を頭に入れていかなければいけない。再編を繰り返すことは財政的

にかかる。やはり，整理統合基準を厳しくしてきちんと廃校という形でやっていかな

ければ，財政的には厳しいということを一国民として考える。

○ 高等学校教育を保障するということについて，一定の規模を守るということも大事

だ。もちろん，先程のどのような地域の子どもも高校に通えるということも高校教育

の保障として大事だが，ほとんど98％の生徒が高校に行く中で，高校教育の質の部分

をどう守るかということが，この委員会の議論のまな板にのっていると思う。

○ この学校を廃校にするということを，この場で議論することはできない。だから，

」資料の ②ただし 今後 充足率が低迷した場合は 募集定員削減 廃科を検討する「 ， ， ， ， 。

がいきてくる。また，これによって，募集定員を確保しようとして，現場の校長が，

生徒募集のために頑張り出す。実際，たくさん生徒を集めてきた校長もいる。だから
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励みにもなるので，この②を活かすことによって，具体論は議論すべきでない。

○ 今までの高校活性化のための計画は，ある程度，一定規模の学級数を有しというと

ころをつくるということである。そこで，今の中学校２年生が高校入学時には，急激

に減少して，各学校１学級ずつ減らさなければいけなくなる。しかし，地域によって

は２学級を１学級にすることができないところもある。そうなると鹿児島学区は，ど

うなるのか。１学級ずつ減らして小規模化していくよりは，学校を閉校せざるを得な

ければいけないところもある。それから，これまでも希望の多い学校は，８クラスを

９クラスという意見があったが，他県の状況，その県を代表する学校は何クラスなの

かということも見ないといけない。熊本県では，熊本高校は10クラスである。他は減

らしても，10学級で保っている県はないか。他県の状況を目安にしないといけない。

かって一律平等に１学級減らした時に鶴丸高も９のままをお願いしたがだめだった。

今の中学校２年生の高校入学の時は，どうするのか。今さら学級数を増やすのは難し

いかもしれないが。他県はどうしているのか。鹿児島県は平等に減らしてきた。離島

は別だが，鹿児島学区をどう再編していくか。それが特に気になる。

○ 生徒数が増える年度，減る年度あるだろうが 「ただし，今後，充足率が低迷した，

場合は」と書いてある。しかも１年限りではなく，数年低迷した場合であろう。だか

ら，いい案である。

○ 今後，生徒減少が進む中で，今の中学２年生から，通学区域が変わる。生徒・保護

者にとっては未知の世界である。特に，鹿児島学区については，早くから塾に行かせ

るなど，生徒・保護者が対策に追われている。そこで，中学３年生について，行って

いる進路希望調査を，中学２年生や１年生に対しても，７学区ならどこに行きたいか

という希望調査を行ってはどうか。具体の状況が見えてくると，募集定員を決めるこ

とにつながる。

○ 農業科について３校程度にしたいということについて，３校つくって寮を整備して

いても，果たして集まるのかという思いもある。それから大隅は鹿屋農業高，鹿児島

は市来農芸高，薩摩半島はどうなるのか。薩摩中央高なのか。

○ 拠点ということを考えると，普通科や他の学科とくっつくのではなく，農業だけで

集約させたい。理想を言えば，農業を本当にやりたい生徒は寮に入ってでもがんばら

せる。そうなると，薩摩半島は，加世田常潤高と山川高を統合して加世田常潤高に，

などと考えると４校がいい。生徒数の減少を考えると４校は難しいかもしれない。拠

点ということを考えると４～８学級を擁する農業高校が欲しい。整理していった方が

いい。そうでなければ農業高校を他の学科とくっつけてしまっては，農業高校の機能

を果たさない。

○ 生徒数の激減を考える時に，その中で再編整備を考えていかなければいけない。そ
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の時に小規模校の場合，様々な問題が出てくる。そのために整理が必要になるという

ことで，意見が出てきている。

それから，再編だけでなく，再編整備であるので，中身を充実させていくことも考

える。なぜ，この基準でいくのかという時に，小さいところは効率が悪いという理由

だけでは，なかなか進まない。また，切磋琢磨の話があったが，何人以上なら切磋琢

磨できるのかということも難しい。教師の力量によっては，少人数では切磋琢磨でき

ることもあろうから，もちろん一定の学級数が必要であるということは，経験測とし

て言える。だが，この一定の学級数を集めることで，どのような教育ができるのかと

いうことについて，もう少しはっきりさせたい。２～３学級の規模を無理に残す必要

はないかもしれないが，高校教育の在り方や効果，成果というものをしっかり目に見

えるものにするためには，この位の規模が必要ではないかという中身からの議論でい

けば，こちらに残したいとか，こちらに必要だという所から出て，より高いレベルの

。 。議論ができると思う 県として再編整備の特色づくりをどのように保障していくのか

規模の問題だけでなく特色ある学校づくりを言っているわけだから，これができない

と，生徒集めも難しい。その観点で専門学科の在り方も検討していかなければいけな

いと思う。普通科のところでも議論が出てきたが，普通科教育の中身の問題も考えて

いくべきだ。

しかし，大筋として規模の在り方，一定の再編の必要性，小規模校の一定の整理，

これを今後の方向として考えていかなければいけないというこになった。そういうこ

とで今日の議論の整理をさせていただく。

まだ熟していないところもあるので，当初の回数より１回増やしたい。今日の議論

を基に事務局から出していただきたい。


