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北海道 ２８５ ４ 総合学科をもつ高等学校などの整備を進める方針(指標 総合学科設置校５校(H
10～14年度))［ 第三次北海道教育長期総合計画」(H10.3)北海道教育委員会］「

青森県 ８１ ２ 各学区にそれぞれ１校ずつ整備し、設置後の状況等を踏まえ、その後の整備計
画を策定する方針 ２１世紀を展望した本県高等学校教育の在り方について(報［「
告)」(H11.2)青森県高等学校教育改革推進検討会議］

岩手県 ８０ １ 平成１６年度までに５校設置する計画 必要に応じ、ブロック単位で設置する
方針［ 県立高等学校新整備計画(案)」(H11.5)岩手県教育委員会］「

宮城県 ８８ ５ 平成２０年度までに原則として各圏域に１校以上設置する方針［ 県立高校将「
来構想検討素案」(H11.10)宮城県教育委員会］

秋田県 ６５ ３ ＜通学範囲に少なくとも１校の設置を達成＞
山形県 ５３ ３ 平成１７年度までに全県的に設置する方針［ 第４次山形県教育振興計画」(H7.「

3)山形県教育委員会］
福島県 ８８ ４ 平成１０年までに４校設置 Ｈ１１以降は５地区で設置を計画［ 県立高等学「

校改革計画 第一次まとめ」(H9.6)福島県教育委員会］
茨城県 １１１ １ 今後の社会情勢等を勘案し、決定することが望ましいという茨城県高等学校審

議会の答申(H7.2)に基づき検討中
栃木県 ６９ ３ 平成１２年度を目標年次とし、全県的な適正配置に配慮し、総合学科等を導入

する方針［ とちぎ新時代創造計画三期計画」(H8.1)栃木県］「
群馬県 ７４ ３ 県内に４校程度設置する方針［ 新しい時代に対応する本県高等学校教育の改「

革について(報告)」(H7.3)群馬県後期中等教育審議委員会］
埼玉県 １６４ ４ 単位制高校や総合学科を各通学区に配置する方針［ 県立高校の将来構想につ「

いて(報告)」(H11.3)県立高校将来構想懇話会］
千葉県 １５０ ２ 千葉県高等学校将来計画協議会において、総合学科の設置等、県立高校の将来

計画について協議中
東京都 ２１５ ２ 各学区に１校程度設置する計画 平成２３年度までに１５校設置を計画［ 都「

立高校改革推進計画第二次実施計画」(11.10)東京都教育委員会］
神奈川県 １８４ １ 平成１６年度までに６校、平成２２年度までにあと８校程度設置する計画［ 県「

立高校改革推進計画」(H11.11)神奈川県教育委員会］
新潟県 １０５ ４ 生徒が通学できる範囲に１校は設置する方向で整備する方針「今後の本県高校

整備の方向について」(H11.11)新潟県教育委員会
富山県 ４６ ２ 生徒が通学しやすい立地条件等を勘案のうえ、各地区に計画的に配置する方針

［ これからの本県高校教育の在り方について(報告)」(H11.3)富山県高等学校「
教育課題研究協議会］

石川県 ５４ ４ 通学可能な範囲に少なくとも１校の設置を検討する方針［ 高等学校の再編整「
備に関する基本指針」(H11.5)石川県教育委員会］
平成16 年度までに計７校に設置する計画［ 全日制高等学校の再編整備案」(H「
11.5)石川県教育委員会］

福井県 ３０ １ 生徒が通学可能な範囲に１校程度設置する方針［ ２１世紀を展望した本県の「
望ましい高等学校教育の在り方について(答申)」(H10.3)福井県高等学校教育問
題協議会］に基づき検討中

山梨県 ３６ １ 通学の利便性に配慮したブロックを考慮しながら順次設置を進める方針［ 山「
梨県高等学校整備新構想」(H8.3)山梨県教育委員会］

長野県 ９０ １ 地理的条件等を勘案しつつ他地区についても検討するという長野県高校教育改
革検討委員会の報告(H10.6)を受け、検討中

岐阜県 ７７ ４ 総合学科などの特色ある学校を拡充してはどうかというﾌﾛﾝﾃｨｱﾌﾟﾗﾝ"教育21"研
究委員会の当該部分の提言(H10.3)を受け、検討中

静岡県 １０５ １ 「平成２２年度までに、各学区に１校程度を目途に改組・整備を進めることを
検討することが望まれる との静岡県高等学校長期計画検討委員会の最終報告(H」
11.11)を受け、検討中

愛知県 １７１ １ 県立高等学校適正規模等検討会議において、魅力ある学校づくりについて協議
する中で、全県的な視野に立って検討中(最終まとめは、平成１２年度末)

三重県 ６５ ５ 平成１３年度までに総合学科等の新しいタイプの高校を12校設置する方針［ 三「
重県教育振興ビジョン－２１世紀を拓く三重の教育改革プログラム－」(H11.3)
三重県教育委員会］
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滋賀県 ４９ ４ ＜通学範囲に少なくとも１校の設置を達成＞
京都府 ４８ １ 現在の府立高校における教育を充実させるために、総合学科の設置が必要とい

う京都府産業教育審議会の提言(H9.3)により１校設置 今後の総合学科の在り
方については、設置校での成果や課題を踏まえて検討予定

大阪府 １８７ ４ 平成２０年度までに９校設置する計画［ 教育改革プログラム」(H11.4)大阪府「
教育委員会］

兵庫県 １７８ ６ すべての生徒が進学可能となるよう原則として普通科の学区に各１校、生徒数
や学区の範囲において大規模な学区については複数校に設置することとし、平
成１３年度までに７地区に各１校を設置した後、平成１４年度からは毎年２校
程度を目途に設置する計画［ 県立高等学校教育改革実施計画《第１次》(案)」「
(H11.12)兵庫県教育委員会］

奈良県 ４５ １ 将来構想検討委員会で検討中
和歌山県 ４０ ２ きのくに教育協議会等において検討中
鳥取県 ２９ ３ ＜通学範囲に少なくとも１校の設置を達成＞

［「 ［ ］」平成１２年度までに３校設置する計画 高等学校教育改革実施計画 第１次
(H11.3)鳥取県教育委員会］

島根県 ３７ ３ 原則として通学範囲に１校は設置することとし、平成20年度までに、新たに５
地区５校への設置を検討する［ 県立学校再編成基本計画」(H11.11)島根県教「
育委員会］

岡山県 ８３ ２ 各地域の生徒が選択できるよう設置を進めていく方針［ 平成２０年度を目途「
とする県立高等学校教育体制の整備について(中間まとめ)」(H10.9)岡山県高等
学校教育研究協議会］

広島県 ９８ 13 ＜通学範囲に少なくとも１校の設置を達成＞
県立高等学校の適正な規模及び配置の具体化の検討に併せて、教育内容の充実
に努める方針［ 県立高等学校の規模及び配置の考え方について」(H11.8)広島「
県教育委員会］

山口県 ６７ ２ 総合学科などを、生徒が通学できる範囲に配置する方針［ 今後の県立高校の「
在り方について「報告 」(H11.3)県立高校の在り方検討協議会］」

徳島県 ４０ １ 平成２１年度までの目標として、地域性を考慮し、設置の推進を図る方針［ 徳「
島県教育振興基本構想について」(H11.3)徳島県教育振興審議会］

香川県 ３５ ２ 全県的視野に立ち、検討予定（県立高校の学校・学科の在り方検討会議を設置
し、検討中）

愛媛県 ５５ ３ ＜通学範囲に少なくとも１校の設置を達成＞
高知県 ３７ ２ 学校・学科の適正配置と併せ、早期に整備を図る方針［ 生徒減少期における「

」 ］学校・学科の在り方について(報告) (H6.10)県立高等学校教育問題検討委員会
福岡県 １２１ ２ 各地区単位に拡充を図る方針［ 社会の変化に対応した県立高等学校教育の総「

合的な振興方策について(答申)」(H11.7)福岡県県立学校教育振興計画審議会］
佐賀県 ３８ ２ 将来的には各学区に１校程度の設置を検討する方針［ 新しい時代に対応する「

県立学校の整備・振興計画について(中間答申)」(H5.7)佐賀県県立学校整備計
画審議会］

長崎県 ６３ ３ 長崎県高校改革推進会議で、可能な限り通学できる圏内に１校ずつの設置につ
いて検討

熊本県 ６１ １ 新たに導入する方向で検討する方針 設置場所については、地域バランスを考
慮し、再編整備との関連で検討する方針［ 県立高等学校の今後の在り方につ「
いて」(H11.12)熊本県県立高等学校教育整備推進協議会］

大分県 ５８ ３ 原則として各通学区に１校配置する方向で検討する方針［ 大分県立高等学校「
の学校規模の適正化及び学校・学科の適正配置等の在り方について(報告書) (H」
11.7)大分県公立高等学校適正配置等懇話会］

宮崎県 ４３ １ 高等学校教育の一層の個性化・多様化を推進するため、総合学科、全日制単位
制高等学校の導入についても検討する方針［ 県立高等学校教育整備計画(H8～「
12年度)についての報告書」(H7.6)宮崎県教育委員会］平成13～17年度の県立高
等学校教育整備計画については検討中

鹿児島県 ８３ １ モデル校(H10年度県立枕崎高校を設置)し、そのモデル校の成果を見ながら必要
に応じて年次的に設置を検討するという方針(H8.9)で検討中

沖縄県 ６２ ２ 「県立高等学校編成整備計画」(H14～23年度)の作成にあたり、県全体や各地域
における長期的な展望に立った高校配置の将来像について検討中

※「高等学校数（公立 」は、平成１２年度における公立の高等学校数（予定）である。また 「総合学科設置校数（公） 、
立 」は、平成１２年度における公立の総合学科設置校数（平成１２年度設置予定校を含む）である。）

【参考】国の整備目標： 当面、総合学科を設置する公立高等学校が高等学校の通学範囲（全国で５００程度）に少なくと「
も１校整備されること （ 教育改革プログラム （平成１１年９月改訂）及び「生活空間倍増戦略」 「 」
プラン （平成１１年１月閣議決定）」


