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1.開かれた学校づくり
� 学校評価と情報提供の推進

学校が，保護者や地域住民に対する説明責

任を果たしていくため，小学校設置基準等に

基づき，学校が自己評価を行い，その結果を公

表するよう努めることとし，また，保護者等に

積極的に情報提供をすることを義務づけた

（平成14年４月）。14年度においては，約９割の

公立学校が自己評価を実施し，約４割がその

結果の公表を行っている。

� 学校裁量の拡大

学校が，地域や子どもたちの実情に応じて

特色ある教育活動に主体的に取り組めるよ

う，日常の学校運営への教育委員会の関与の

縮減や，教育課程・学校予算についての学校の

裁量を拡大する取組を行っている。

� 保護者や地域住民の学校運営への参加

教育委員会に任命された保護者等が，校長

の求めに応じて学校運営の意見を述べる学校

評議員制度について，平成15年７月現在で，公

立学校の６割以上が設置している。

2.多様な教育活動と選択制の推進
� 学校の外部資源の活用

学校が，多様な要請に応えつつ特色ある教

育を推進していくためには，教育の様々な分

野において，学校の外部にある資源の活用を

積極的に進めることが有効である。

現在でも，授業や進路指導，部活動などに，

地域の住民やNPO団体等の支援・協力を得て

いる例が見られるが，こうした取組を通じて，

学校と学校外の社会の連携・協力が強化され，

開かれた学校づくりの促進も期待される。

� 特色ある教育課程の編成・実施

平成14年４月より順次実施されている新学

習指導要領においては，「総合的な学習の時間」

の創設や選択学習の幅の拡大など，各学校が

地域や学校，子どもたちの実態等に応じて特

色ある教育活動を展開できるよう，一層の大

綱化・弾力化を進めた。

また，平成15年12月に学習指導要領の一部

改正を行い，学校において特に必要がある場

合には，学習指導要領に示していない内容を

加えて指導することができること等を明確化

したほか，教育課程を適切に実施するために

必要な指導時間を確保することが必要である

ことを周知しており，これらを踏まえ，各学校

及び各教育委員会において，より一層創意工

夫を生かした特色ある教育・学校づくりが行

われることが期待される。

� 高等学校の教育改革の推進

ア　改革の基本的方向

今日，高等学校への進学率は約97％に達

し，生徒の能力・適性，興味・関心，進路等は

極めて多様化している。このような多様な

生徒の実態に対応し，各学校が生徒それぞ

れの個性を最大限に伸長させるため，生徒

の学習の選択幅をできるかぎり拡大し，多

様な特色ある学校づくりを行うことが大切

である。

このため，文部科学省においては，総合学

科や単位制高等学校など，新しいタイプの

高等学校の設置をはじめとする特色ある学

校，学科・コースの設置を推進している。ま

た，多様な科目の開設などにより，生徒の選

択を中心としたカリキュラムづくりを進め

ている。

イ　特色ある高等学校づくりの推進

①　総合学科

総合学科は，普通科及び専門学科と並

ぶ新しい学科として，平成６年度から開

設されており，15年度までに47都道府県

第2節 魅力的な学校づくり



第
1
部

第
2
部

資
料
編

127

第4章 支援のための環境整備施策

３市に220校が設置されている。

総合学科の教育の特色としては，普通

教科と専門教科にわたる幅広い選択科目

の中から自分で科目を選択し学ぶことに

より，生徒の個性を生かした主体的な学

習が可能となること，将来の職業選択を

視野に入れた自己の進路への自覚を深め

させる学習を重視すること等が挙げられ

る。

総合学科には高等学校教育改革の中心

的な役割が期待されており，文部科学省

では，「通学範囲（全国で500程度）に少な

くとも１校が整備されることを目標」と

して，総合学科における産業教育施設・設

備の整備に対する助成など，総合学科の

設置促進のための取組を行っている。

②　単位制高等学校

単位制高等学校は，学年による教育課

程の区分を設けず，かつ学年ごとに進級

認定は行わないで，卒業までに決められ

た単位を修得すれば卒業を認めるもので

ある。また，生徒の幅広いニーズにこたえ

る多様な履修形態を可能にするため，学

期ごとの入学・卒業，転・編入学の受入れ，

過去に在学した高等学校において修得し

た単位の累積加算などが認められてお

り，平成15年度までに，516校（うち全日制

課程は294校）が設置されている。

③　その他の特色ある学校，学科・コース等

以上のほか，生徒の多様なニーズや社

会の変化に柔軟に対応することを目的と

して，多種類の学科・コース等を設置し，

それらの枠を超えた選択履修を可能とす

る学校や，情報に関する科目を多数開設

するとともに情報関連の資格取得を目指

すなど学校全体で情報化に対応する学

校，国際理解と外国語能力の育成を目的

とした教育を実施する学校など様々な新

しいタイプの高等学校が設置されてい

る。

� 中高一貫教育の推進

ア　中高一貫教育について

中高一貫教育は，従来からの中学校・高等

学校の制度に加えて，生徒や保護者が６年

間の一貫した教育課程や学習環境の下で学

ぶ機会を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，生徒

一人一人の個性をより重視した教育の実現

を目指すものであり，平成11年４月より導入

することが可能となった。

中高一貫教育については，生徒や保護者

のニーズ等に応じて，設置者が適切に対応

できるよう，一つの学校として6年間一体的

に中高一貫教育を行う中等教育学校，中等

教育学校よりも緩やかな設置形態であり，

高等学校入学者選抜を行わずに同一の設置

者による中学校と高等学校を接続する併設

型の中学校・高等学校，既存の市町村立中学

校と都道府県立の高等学校が，教育課程の

編成や教員・生徒間交流等の連携を深める

形で中高一貫教育を行う連携型の中学校・

高等学校の三つの実施形態がある。

また，中高一貫教育校としての特性に鑑

み，より一層特色ある教育課程の編成・実施

を可能とするため，教育課程の基準の特例

が設けられている。

イ　中高一貫教育校の整備と設置・検討状況　

文部科学省においては，中高一貫教育校

が地域の身近なところに数多く設置される

ことが必要であるとして，当面は，高等学校

の通学範囲（全国で500程度）に少なくとも

１校程度整備されることを目標とするとと

もに，制度化されて５ヵ年が経過したこと

から，平成16年度においては，これまでの研

究成果を踏まえ，各都道府県等において中

高一貫教育校の改善充実を図るための教育



第 2 部
青少年に関する
国の施策

第
1
部

第
2
部

資
料
編

128

課程編成の在り方や学習指導等の研究を行

う「中高一貫教育改善充実研究事業」を実施

することとしている。

平成16年４月現在の設置・検討状況は第

2－4－1表のとおりであり，各都道府県等

においては，中高一貫教育の導入に向けた

積極的な検討が行われている。

� 公立学校の管理運営の活性化

地域や保護者が運営に参画する新しいタイ

プの公立学校（「地域運営学校」）について，中

央教育審議会の答申「今後の学校の管理運営

の在り方について」等を踏まえて制度化に向

けた取組を行っている。

また，公立学校の民間への包括的な管理・運

営委託の在り方については，同答申において，

構造改革特区における特例として検討するこ

とが適当であること，当面幼稚園と高等学校

を対象とすべきであること，委託先は学校法

人など安定的経営基盤と学校教育に関する実

績を有する者が適当であることなどが提言さ

れた。

3.体制・機能の充実
� 教職員の資質向上と実績評価

優れた教員を確保するために，大学等にお

ける教員養成，教員の採用選考，現職教員の研

修の各段階を通じて教員の資質向上に努めて

いるほか，指導力不足教員に対する人事管理

システムづくりや学校における社会人活用な

どの取組を促している。特に，平成15年度から

は，教員の能力や実績等を適切に処遇等に反

映させるよう，教員評価の改善のための調査

研究をすべての都道府県・指定都市教育委員

会に委嘱して実施している。

� 学校における教育相談体制の充実

文部科学省では，平成７年度から，臨床心理

士などをスクールカウンセラーとして配置

し，逐次その拡大を図っている。16年度におい

ては，スクールカウンセラー活用事業補助（13

年度開始）により，各都道府県・政令指定都市

の8,500校においてスクールカウンセラーを

活用する際の諸課題についての調査研究事業

を行うための必要な経費の補助を行ってい

る。

4.安全管理の徹底
（118ページ　第３章第４節３�参照）
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第2-4-1表　中高一貫教育校の設置年度別設置・検討状況 

平成15年度までに設置　118校 

平成16年度設置　34校 

平成17年度以降設置予定　33校 

平成16年度までに設置　152校 

注）併設型及び連携型は、中学校・高等学校1組を1校として集計している。 

公立：79校 

中等教育学校：9校、併設型：26校 

中等教育学校：2校、併設校：1校 

連携型：1校　　和歌山県 

私立：35校 

併設型：6校、連携型：1校 私立：7校 

併設型：2校 私立：2校 

国立：3校 

国立（中）・公立（高）：1校 

○中等教育学校：4校 
　新潟県2、兵庫県、宮崎県 
○併設型：22校 
秋田県（秋田市）、埼玉県、新潟県、静岡県2、静岡県（沼津市）、滋賀県3、岡山県、岡山県
（岡山市）、山口県、香川県2、愛媛県3、高知県3、佐賀県、広島市 

○連携型：53校 
北海道4、青森県2、岩手県2、宮城県、山形県2、茨城県、群馬県3、埼玉県、東京都2、石川県2、
福井県、静岡県、三重県4、奈良県、和歌山県2、島根県3、岡山県、広島県2、山口県2、徳島県2、
高知県3、佐賀県、長崎県3、熊本県2、大分県、鹿児島県2、沖縄県2

公立：27校 ○中等教育学校：3校 
　群馬県、山口県、福岡県 
○併設型：13校 
秋田県、石川県、山梨県、京都府、和歌山県、広島県、広島県（福山市）、徳島県、福岡県2、
長崎県2、京都市 

○連携型：11校 
　北海道、千葉県、東京都4、岐阜県2、愛知県、大阪府、沖縄県 

公立：31校 ○中等教育学校：6校 
　北海道、群馬県（前橋市）、東京都2、東京都（千代田区）、岐阜県 
○併設型：14校 
宮城県、秋田県、山形県（山形市）、福島県、栃木県2、東京都、徳島県、佐賀県3、鹿児島県、
沖縄県、さいたま市 

○連携型：3校 
　福島県3 
○設置形態未定：8校 
　東京都7、新潟県 


