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実施し，少年補導センター機能の整備・充実

を図っている。

また，内閣府の報告においては，自立に困

難を抱える若者やその親等を対象に，包括

的・継続的に支援を行うための相談・支援

窓口を明確化することも提言されている（�

ウを参照）。

� 相互支援活動の促進

厚生労働省では，子育て中の親子が気軽

に集い，相談・交流できる「つどいの広場」を，

平成21年度までに1,600か所設置することを

目標とし，取組を推進している（平成18年1月

現在：488か所）。

また，障害者が，同じ悩みや苦しみを抱え

る障害者からの相談に応じ，必要な助言等

を行うことにより，相互に支援し合う取組を

促進している。

1.開かれた学校づくり
� 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，承認・届出等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17年8月現

在で，公立学校の78％が設置している。

また，保護者や地域住民が学校運営に参

画する新たな仕組みとして，平成16年6月の

「地方教育行政の組織及び運営に関する法

律」（昭31法162）の改正により，学校運営協

議会制度（コミュニティ・スクール）が創設され，

同年9月から施行されており，平成18年2月現

在，41校に導入されている。

� 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

では，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付け

ている。平成16年度においては，96.5％の公

立学校が自己評価を実施し，そのうち42.8％

の学校がその結果の公表を行っている。

文部科学省としては，学校評価システムの

構築に向け，学校・地方公共団体の参考に

資するよう大綱的な学校評価ガイドラインの

策定を行った。

また，平成18年度から，ガイドラインに基づ

く評価の実践研究を全国に委嘱して行うほ

か，国が委嘱した専門家による学校の第三

者評価の試行等を実施している。

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月から順次実施されている現行

学習指導要領においては，「総合的な学習の

魅力的な学校づくり第2節
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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98％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限

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始めとする特色ある

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，平成17年度までに47都

道府県4市に286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17年度までに，684校（う

ち全日制課程は400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
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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月から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か

んがみ，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

等学校の通学範囲に，少なくとも1校程度

整備されることを目標としている。

平成17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。

3.体制・機能の充実
� 教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の適切な運用や学校に

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きた。平成18年度

においては，引き続き，スクールカウンセラー

活用事業補助（平成13年度開始）により，各

都道府県・政令指定都市の約1万校におい

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。

また，公立小学校に「子どもと親の相談員」

等を配置し，不登校などの未然防止や早期

発見・早期対応，学校運営の課題や児童虐

待への対応等に関する調査研究を実施して

いる。

4.安全管理の徹底
学校における事件等が大きな問題となっている

状況を踏まえ，文部科学省では，平成14年度から，

学校安全の充実にハード・ソフトの両面から取り

組む「子ども安心プロジェクト」を実施している

（詳しくは，134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 

公立：131校 ○中等教育学校：15校 
群馬県，東京都2，東京都（千代田区），新潟県4，兵庫県，山口県，愛媛県3，福岡県，宮崎県 

○併設型：42校 
宮城県，秋田県2，秋田県（秋田市），埼玉県，東京都2，新潟県，石川県，山梨県（北杜市），静岡県2， 
静岡県（沼津市），滋賀県3，京都府2，和歌山県3，岡山県，岡山県（岡山市），広島県，広島県（福山市），山口県，
徳島県2，香川県2，高知県3，福岡県2，佐賀県2，長崎県2，鹿児島県（鹿児島市）京都市，広島市 

○連携型：74校 
北海道7，北海道（えりも町），青森県2，岩手県2，宮城県，山形県2，福島県4，茨城県，群馬県3，埼玉県，千葉県，
東京都6，石川県2，福井県4，岐阜県2，静岡県，愛知県，三重県4，大阪府，奈良県，和歌山県2，島根県2， 
岡山県，広島県3，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3

私立：62校 中等教育学校：10校，併設型：51校，連携型：1校 

国立：3校 中等教育学校：2校，併設型：1校 

国立（中）・公立（高）：1校 連携型：1校　　和歌山県 

平成18年4月までに設置　197校 

平成19年度以降設置予定　41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：35校 ○中等教育学校：8校 
北海道，茨城県，東京都，神奈川県2，新潟県，沖縄県2 
○併設型：17校 
青森県，宮城県，福島県，茨城県，栃木県2，千葉県，兵庫県，岡山県，佐賀県2，大分県，宮崎県，沖縄県， 
さいたま市，千葉市，大阪市 
○連携型：3校 
北海道，静岡県2 
○設置形態未定：7校 
秋田県，東京都5，岐阜県 

私立：5校 併設型：5校 

国立：1校 中等教育学校 

1.地域社会意識の維持・再生・創出
文部科学省では，地域再生本部の設置等を踏

まえ，平成16年1月，「地域づくり支援室」を設置し，

地方公共団体等に対する地域支援にかかる教育

関係全体の一元的な窓口を担うとともに，文部科

学省の4部局1庁（生涯学習政策局，初等中等教

育局，高等教育局，スポーツ・青少年局，文化庁）

と外部専門家（大学教官，市町村職員，まちづくり

関係団体等）の連携協力体制のもと，

① 地域づくりのための新たな支援策の企

画・立案

② 地方公共団体等からの相談への対応や要

望等の把握

③ 各分野の専門家の派遣

④ 関係機関との仲介支援

⑤ 先進的な取組の全国への普及・広報

等を行ってきた。

「地域づくり支援室」設置以来，地方公共団体

や大学，NPO等から多くの相談を受け，地域支援

に係る相談総合窓口としての機能の強化を図っ

ている。

このような流れの中で，平成16年度は，個性と

魅力ある地域づくりを進めるため，「生涯学習まち

づくりモデル支援事業」において，地域住民の学

習成果を生かしたまちづくりを目指す地域の高等

教育機関，市町村，NPO等の民間団体等の連携

組織に対する支援を実施してきた。

平成17年度は，「人づくりを通じた地域づくり推

進事業」を実施し，地域づくりを行う地域へのアド

バイザリー機能の強化を図っている。

地域社会を支えるまちづくり・むらづくり第3節
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