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ットワークが設置され，対前年同時期に比べ，

18.0％の増加となっている。

ウ　相談機関の連携

内閣府では，国や地方公共団体が設置して

いる相談機関の担当者，学校教育関係者の参

加を得て，「青少年相談機関連絡会議」をブ

ロック別（全国6ブロック）に開催し，関係機

関等との連携体制の在り方や相談機能の充実

強化のための方策について，情報交換等を行

い，青少年相談機関活動の充実を図っている。

また，近年，青少年をめぐっては，就労の

不安定化や親への依存の長期化など社会的自

立の遅れへの対策が重要な課題となっている

ことから，内閣府では，若者の包括的な自立

支援方策について有識者からなる検討会を開

催して検討を行い，平成17年6月に報告をま

とめた。同報告では，教育・保健・福祉・雇

用等各分野の相談・支援機関が連携し，自立

に困難を抱える若者等を対象に，支援体制を

構築すべきことが提言されており，内閣府では，

この提言を受け，平成18年度に，関係各分野

の知識を備えた専門的な相談員（ユースアドバ

イザー（仮称。以下同じ。））を養成することを

念頭に，ユースアドバイザーの研修・養成プ

ログラムの開発に向けた調査研究を行った。

�（158ページ，第5節1参照）

さらに，厚生労働省においては，平成18

年度から「地域若者サポートステーション」

事業を開始したところである。

（3）包括的な一次相談・支援窓口の整備・充実

内閣府では，少年補導センターの職員等に対

して，各種の問題・悩みについて青少年やその

家族の相談に応じ，多種多様な専門機関・相談

機関の中の適切な機関による支援につなげるた

めの知識や技能を向上させるため，心理学やカ

ウンセリングの基礎知識等を内容とする研修事

業を平成16年度から実施し，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。

（4）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・交流等ができる「地域の子育て支援

拠点」を平成19年度までに6,000か所開設する

ことを目標とし，取組を推進している。

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
（1）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。

（2）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18年8月現在で，公立

学校の82％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

月より施行されており，平成19年2月現在，

142校に導入されている。

（3）学校評価と情報提供の推進

学校の裁量拡大や，学校運営の質に対する保

護者等の関心が高まる中，学校・家庭・地域の
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連携協力を推進するため，学校が自ら改善を図

り，保護者等に対して説明責任を果たすことが

期待される。このことから，小学校設置基準等

において，自己評価と情報提供について規定さ

れているところである。

平成17年度においては，97.9％の公立学校が

自己評価を実施し，保護者等を対象とした外部

評価やアンケート等を行っている公立学校は，

全体の83.7％である。また，保護者等の学校関

係者による評価を行った公立学校は51.5％であ

る。

文部科学省としては，自己評価及び外部評価

の定着・充実のため，平成18年度に引き続き

平成19年度においては，学校評価ガイドライ

ンに基づく学校評価の改善のための実践研究を

各都道府県等に委託して実施している。

さらに，学校評価及び保護者等への情報公開

について，新たに規定した学校教育法改正案を

第166回国会に提出したところである。

2．多様な教育活動と選択制の推進
（1）学校の外部資源の活用

学校が，多様な要請にこたえつつ，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。

（2）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いかした

特色ある教育・学校づくりが行われることが期

待される。

（3）高等学校の教育改革の推進と中高一貫教育

高等学校進学率は，平成18年度には97％を

超え，生徒の多様化に対応した生徒一人一人の

個性を伸ばす高等学校教育が求められている。

その一方で，高等学校の生徒数減少に伴う高

等学校の適正配置・適正規模の在り方が課題と

なっている。このため，各都道府県では，高等学

校の適正配置・適正規模に留意しつつ，生徒一人

一人の個性を伸ばし，知・徳・体の調和のとれ

た充実した高等学校教育を実現するため，各学

校においてそれぞれの特色をいかし創意工夫に

富んだ魅力ある学校づくりが進められている。

文部科学省でも，生徒一人一人の個性を伸ば

す特色ある高等学校づくりが可能となるよう，

中高一貫教育，総合学科や単位制高等学校を始

めとする新しいタイプの高等学校や特色ある学

科・コースの設置などを推進するとともに，自

校以外での学修成果の単位認定の幅の拡大など

を通じて，多様なカリキュラムづくりが可能と

なる制度を整備している（第2-4-1表）。

①　中高一貫教育

中高一貫教育は，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

た教育を実現するため，平成11年度から制

度化されており，平成18年度までに197校が

設置されている。中高一貫教育校には，修業

年限6年の学校として，一体的に中高一貫教

育を行う中等教育学校，高等学校入学者選抜

を行わず，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中高一貫教育校，既存

の市町村立中学校と都道府県立高等学校な

ど，異なる設置者などによる中学校と高等学

校が，教育課程の編成や教員・生徒間交流な

どの面で連携を深める形で，中高一貫教育を
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実施する連携型中高一貫教育校の3つの形態

がある。

また，中高一貫教育校として特色ある教育

課程を編成することができるよう，指導内容

の移行など，実施形態に応じて，教育課程の

基準に関する特例を設けている。

②　総合学科

総合学科は，普通科と専門学科に並ぶ新し

い学科として，平成6年度から設置されてお

り，平成18年度までに298校が設置されてい

る。

総合学科の教育の特色は，幅広い選択科目

の中から自分で科目を選択し学ぶ点にあり，

生徒がそれぞれの個性に応じて達成感を得る

ことができる学習や，将来の職業選択など自

己の進路への自覚を深めるための学習が重視

されている。

③　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，決められた単位を修得すれば

卒業が認められる学校である。平成18年度

までに738校が設置されている。単位制高等

学校の特色としては，自分の学習計画に基づ

き，興味，関心などに応じた科目を選択し，

学習できることや，学年の区分がなく，自分

のペースで学習に取り組むことができること

などが挙げられる。

④ 自校以外での学修成果や高等学校卒業程度

認定試験の合格科目の単位認定

生徒の多様な学習意欲にこたえて選択学習

の機会を拡大するため，他の高等学校や大学，

ボランティア活動などにおける学修の成果に

ついても，各学校長の判断によって，単位と

して認定することが可能となっている。

また，高等学校卒業程度認定試験の合格科

目に関する学修について，生徒が在学する学

校長の判断により，単位を与えることができ

る。

⑤　各都道府県における取組

各都道府県では，少子化の進行による長期

的で大幅な生徒数の減少に対応しつつ，生徒

や地域のニーズに応じた高等学校教育を提供

公立：131校 

私立：  62校 
 国立：　3校 

国立（中）･公立（高）：1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 

中等教育学校：10校，併設型：51校，連携型：1校 

中等教育学校：2校，併設型：1校 

連携型：1校　 
和歌山県 

■平成18年4月までに設置　197校 

公立：  35校 

私立：　5校 

国立：　1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。 

○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 

併設型5校 

中等教育学校 

■平成19年度以降設置予定  41校 

第2-4-1表　中高一貫教育校の設置年度別設置・検討状況
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するため，再編整備が進められている。

ア　普通科高等学校

生徒の多様化が一層進む中，普通科高等

学校の個性化・特色化を図るための取組が

進められている。

イ　専門高校

国際化や情報化の進展，科学技術の進歩，

産業構造の複雑化などの社会の変化に対応

したより高度な専門教育が求められてい

る。

ウ　定時制・通信制高等学校

近年，定時制・通信制高等学校は，従来

からの勤労青少年に加えて，全日制課程か

らの転・編入学者や不登校経験のある生徒

など多様な入学動機や学習歴を持つ生徒が

増えてきている。多様なニーズにこたえる

ため，定時制課程を置く高等学校では，い

わゆる「多部制の定時制課程」が増えてき

ている。

一方，夜間定時制高等学校を希望する生

徒が減少していることから，その適正配

置・適正規模の在り方が課題となってい

る。

エ　適正規模の確保

高等学校の生徒数はピーク時の約60％

になっているが，今後，更なる生徒数の減

少が見込まれる中，適正規模確保のための

学校数の調整が必要となっている。そのた

め，各都道府県では，地域の実情に応じた

高等学校の再編整備が進められている。

オ　その他

中高一貫教育校，総合学科及び単位制高

等学校の設置を進めるとともに，多様な学

科，コースなどを設置したり，学科やコー

スの枠を超えた選択履修を可能とする学校

など，様々な特色のある高等学校が設置さ

れている。

3．体制・機能の充実
（1）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，教員の採用選考及び現職教員の研

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

テムの厳格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。

また，効果的な実績評価を促進するために，

平成18年度から，教員の能力や実績等を適切に

処遇等に反映させるための調査研究を実施し，

都道府県教育委員会等の取組を支援している。

（2）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19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

助を行うとともに，子どもの不安や悩みを受け

止めるための相談体制を充実するため，都道府

県・指定都市教育委員会における電話相談を夜

間や休日でも対応できるよう必要な経費を措置

している。

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，学校安全の充実に総合的に取り組む

「子ども安心プロジェクト」を実施している。

�（126ページ，第3章第4節3（2）参照）
また，定期的に学校の安全管理の取組状況に

ついて，調査し結果を公表することにより，継

続的な安全管理の推進を促している。
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