本県における中高一貫教育について

高 校 教 育 課

１ 中高一貫教育の制度化
○ 平成９年６月 16期中央教育審議会第２次答申において、地方公共団体の主体的な
判断による選択的導入を提言
○ 平成10年６月 学校教育法等の一部改正により、平成11年度から自治体の裁量によ
り設置可能となる。

２ 全国の設置状況
○ 公立中高一貫設置都道府県数 44（未設置：富山、鳥取、長野）

３ 本県の中高一貫教育校設置に関する現況
○ 平成 16 年度設置 長野日本大学中学校・高等学校（併設型）
○ 平成 19 年度設置 佐久長聖中学校・高等学校
（併設型）
（佐久長聖中学校は、学校教育法改正以前の平成７年度に設置されたが、中高一貫
教育校に位置付けられたのは、平成 19 年度の学則の改正以降）
○ 平成 21 年度設置 長野清泉女学院中学校・高等学校（併設型）
○ 平成 22 年４月設置予定 松本秀峰中等教育学校（中等教育学校）

４ 本県における検討経過
(1) 「中高一貫教育研究会議」
（平成 10 年 10 月設置）
○ 学識経験者、市町村教委、ＰＴＡ等 25 名で構成。
○ 平成 12 年３月「長野県における中高一貫教育について（報告）
」を提出。
○ 「公立学校への導入計画について、できるだけ早期に検討する必要がある」とし
た。

(2) 「実践研究協力校」における実践研究の実施（平成 11 年４月）
○ 県内３地域において、実践研究協力校を指定。
・犀峡高校と信州新町中学校
・軽井沢高校と軽井沢中学校
・大町高校と仁科台中学校
○ １年間実践研究の後、報告書の提出。
（平成 12 年１月）

(3) 「中高一貫教育検討委員会」
（平成 12 年４月設置）
○ 教育委員会事務局において検討され、
「中高一貫教育の導入について（まとめ）
」
を公表。
（平成 13 年３月）
○ 「連携型については、平成 15 年度以降複数の設置を目指す」とした。
○ 「併設型については、平成 16 年度以降の設置を目指す」とした。

(4) 「高等学校改革プラン検討委員会」
（平成 16 年１月設置）
○ 中高一貫教育の検討の必要性を示す最終報告書の提出。
（平成 17 年３月）
○ 「中学校と高等学校の６年間を接続することで、
『ゆとり、まじわり、つながり』
のある学校生活を送ることができ、計画的・継続的な教育指導を展開することで、
生徒の個性の伸張や優れた才能の発見がより期待できる。また、異なる学年の生徒
同士の共通の活動を通して、社会性豊かな人間性の育成も期待できる」とした。
○ 新しいタイプの学校として、
「全国で多くの事例が見られる中、本県においても、
近隣の市町村立中学校などと教育課程の編成や教員・生徒間交流等で連携を深めて
いくなどの中高一貫教育校の設置が考えられる」とした。

(5) 「長野県高等学校再編計画の骨子」
（平成 20 年９月）
「全国状況や本県におけるこれまでの経緯を踏まえ、改めて中高一貫教育の導入に
ついて検討を行うこととする」とした。

(6) 平成 20 年度教育委員会における論点整理（平成 20 年 11 月臨時会）
「平成 13 年の中高一貫教育検討委員会報告書などを基本に据えて、配置、形態、
地域のニーズを考慮し、新しいタイプの学校のひとつとして、導入の方向で検討する」
とした。

(7) 「第 1 期長野県高等学校再編計画」
（平成 21 年６月）
併設型については、本県におけるモデルケースとして位置づけ、東北信、中
南信に１校ずつ設置することとした。連携型については、地域や学校からの要
望に配慮しながら検討していくこととした。

【第 1 期長野県高等学校再編計画】
(3) 中高一貫教育
ア 基本的な考え方
平成 13 年の中高一貫教育検討委員会報告書を基本に据えて、配置、形態、
地域のニーズ等を考慮し、新しいタイプの高校のひとつとして、中高一貫
教育を導入する。
イ 併設型中高一貫校の設置方針
弾力的・系統的な教育課程の編成が可能で、個性の伸張、学力の向上が
期待できる併設型を導入する。導入にあたっては、本県におけるモデルケ
ースとして位置づけ、東北信、中南信に 1 校ずつ設置する。
設置にあたっては、地域のニーズや高校の魅力づくりとの関連を考慮し、
できるだけ広域から通学できることが望ましい。
ウ 連携型中高一貫校の設置方針
中高間の連携には、より高い教育効果や学校の活性化などを期待する声
もあることから、設置にあたっては、地域や学校からの要望に配慮しなが
ら検討していく。

中高一貫教育検討委員会の「中高一貫教育の導入について（まとめ）
」から
（平成 13 年３月）

「ゆとり」の中で、自然や様々 な人々 とのはじわり」を通じ、計画的・継続的な「つながり」を
もった中高一貫教育を導入していく。

導入方針

併設型
弾力的・系統的な教育課程
編成が可能なことから、特
に個性の伸長、学力の向上
などの観点で期待できる。

連携型
郷土学習や選択の拡大、コ
ース制など、教育課程の工
夫を通して、個性の伸長・
学力の向上とともに、地域
の活性化などが期待でき
る。

中等教育学校
全県的な生徒数の動向、
高校の配置状況等も考
慮しながら、研究を続け
ていく。

共通
・地元市町村及び教育委員会、地域住民の要望がそれぞれ合致するとともに、地元の
理解があり、学校教育を支え、課題を共有する地域コミュニティづくりが可能であ
ること
・特色学科等の「個性ある高校づくり」の諸施策との整合性に配慮する
・併設中学校を設置するこ ・一貫教育としての魅力的
とで、地元中学校の運営
な教育理念や学校像が、
導入の条
に支障を与えないこと
中高連携して確立できる
件等
・併設中学校を敷地内、ま
こと
たは隣接地に設置できる ・高校全体の生徒数に占め
こと
る地元中学生の比率が高
・中学生が広い範囲から通
いこと
いやすい立地条件にある ・高校へ入学する生徒数の
こと
確保とともに、生徒の多
様な進路の保障が可能な
こと
・生活や文化・歴史等の面
で、地域としてのまとま
りがあること
共通
県民に広く制度や趣旨の周知を図るとともに、導入に当たっての基本的な条件を提示
し、市町村教育委員会や地域住民等の要望を聞きながら、連携して導入する。
導入の時期等
生徒にとって魅力的な選択
教育理念、候補校、適切 肢として、教育理念や学校
導入計画 な設置校数・時期等の検討 像が明確であるなど、条件
をさらに継続し、平成 16 年 の整った地域で、平成 15 年
度以降の設置を目指す。
度以降、複数の設置を目指
新たに中学校の通学区を す。なお、候補校について
定める必要があり、高校の は、開設する年の前年２月
通学区との関連を図ること を目処に、市町村教育委員
会と合意のうえで決定す
る。
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