
1

山形県教育庁高校改革推進室山形県教育庁高校改革推進室山形県教育庁高校改革推進室山形県教育庁高校改革推進室

最上地区の県立高校再編整備最上地区の県立高校再編整備最上地区の県立高校再編整備最上地区の県立高校再編整備

地域説明会地域説明会地域説明会地域説明会

最上地区の県立高校再編整備最上地区の県立高校再編整備最上地区の県立高校再編整備最上地区の県立高校再編整備

地域説明会地域説明会地域説明会地域説明会

本日のアウトライン

ⅠⅠⅠⅠ 最上地区の県立高校の現状と課題最上地区の県立高校の現状と課題最上地区の県立高校の現状と課題最上地区の県立高校の現状と課題

ⅡⅡⅡⅡ 最上地区再編最上地区再編最上地区再編最上地区再編整備整備整備整備計画計画計画計画（（（（H24.3策定）策定）策定）策定）のののの概要概要概要概要

ⅢⅢⅢⅢ 具体的な再編整備を進める上での課題具体的な再編整備を進める上での課題具体的な再編整備を進める上での課題具体的な再編整備を進める上での課題

①①①① 新庄市内の高校配置新庄市内の高校配置新庄市内の高校配置新庄市内の高校配置

②②②② ３分校３分校３分校３分校のののの在り方在り方在り方在り方

③③③③ 定時制の在り方定時制の在り方定時制の在り方定時制の在り方

ⅣⅣⅣⅣ 今後の今後の今後の今後の予定予定予定予定
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最上地区の中学校最上地区の中学校最上地区の中学校最上地区の中学校卒業者・見込者数の推移卒業者・見込者数の推移卒業者・見込者数の推移卒業者・見込者数の推移

ⅠⅠⅠⅠ 最上地区の県立高校の現状と課題最上地区の県立高校の現状と課題最上地区の県立高校の現状と課題最上地区の県立高校の現状と課題
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15

（20才）（30才） （15才） （10才） （1才）

H17 新庄南（家）新庄南（家）新庄南（家）新庄南（家）

募集停止募集停止募集停止募集停止

H21 新庄神室新庄神室新庄神室新庄神室産業（工）産業（工）産業（工）産業（工）

１学級減１学級減１学級減１学級減

H24 金山（金山（金山（金山（普）普）普）普）

１学級減１学級減１学級減１学級減

H25 真室川（普）真室川（普）真室川（普）真室川（普）

１学級減１学級減１学級減１学級減

H26 新庄神室産業（工）新庄神室産業（工）新庄神室産業（工）新庄神室産業（工）

１学級減１学級減１学級減１学級減

H29 新庄南新庄南新庄南新庄南（普）（普）（普）（普）

１学級減１学級減１学級減１学級減

さらに４学級程度減さらに４学級程度減さらに４学級程度減さらに４学級程度減

10101010年間年間年間年間でででで414414414414名名名名減少減少減少減少

10101010年間年間年間年間でででで219219219219名名名名減少減少減少減少

9999年間で年間で年間で年間で169169169169名減少名減少名減少名減少

30303030年間で１年間で１年間で１年間で１////３に３に３に３に

（約（約（約（約800800800800名の減少）名の減少）名の減少）名の減少）
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設置学科・入学定員・入学志願倍率設置学科・入学定員・入学志願倍率設置学科・入学定員・入学志願倍率設置学科・入学定員・入学志願倍率

高校名高校名高校名高校名 学科学科学科学科 定員定員定員定員 平平平平27272727 平平平平28282828 平平平平29292929 平平平平30303030 令元令元令元令元

新庄北新庄北新庄北新庄北
全日制全日制全日制全日制 普通 200 0.83 1.02 0.80 0.90 1.07

定時制定時制定時制定時制 普通 40 0.03 0.15 0.18 0.13 0.30

新庄北最上校新庄北最上校新庄北最上校新庄北最上校 普通 40 0.73 0.53 0.65 0.60 0.20

新庄南新庄南新庄南新庄南
普通 80 0.93 1.07 1.03 1.08 1.00

商業 40 1.08 0.75 1.03 0.83 1.00

新庄南金山校新庄南金山校新庄南金山校新庄南金山校 普通 40 0.98 0.55 0.73 0.65 0.38

新庄神室産業新庄神室産業新庄神室産業新庄神室産業
農業 80 0.63 0.84 0.65 0.79 0.61

工業 80 0.89 0.81 0.95 0.93 0.80

新庄神室産業真室川校新庄神室産業真室川校新庄神室産業真室川校新庄神室産業真室川校 普通 40 0.45 0.60 0.78 0.50 0.23

新庄東高校の入学定員 240名

ⅠⅠⅠⅠ 最上地区の県立高校の現状と課題最上地区の県立高校の現状と課題最上地区の県立高校の現状と課題最上地区の県立高校の現状と課題



社会の変化に対応し

山形の未来をひらく人づくり

○中学校卒業者数の減少

○高校入学定員の削減

○学校規模の縮小

○学校の活力・教育機能の低下

少子化への対応

◇挑戦する意欲を引き出す教育

◇学力の向上に向けた取組み

◇地域を支える人材育成

◇幅広い選択肢の確保

◇キャリア教育の充実

◇多様な生徒の学びの場の確保

高校再編整備の必要性高校再編整備の必要性高校再編整備の必要性高校再編整備の必要性
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ⅠⅠⅠⅠ 最上地区の県立高校の現状と課題最上地区の県立高校の現状と課題最上地区の県立高校の現状と課題最上地区の県立高校の現状と課題

高校の再編整備による望ましい教育環境の確保高校の再編整備による望ましい教育環境の確保高校の再編整備による望ましい教育環境の確保高校の再編整備による望ましい教育環境の確保
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H22.7H22.7H22.7H22.7～～～～H23.5H23.5H23.5H23.5

検討委員会 （有識者、8市町村からの教育・産業関係者など13名）

ⅡⅡⅡⅡ 最上地区の県立高校再編整備最上地区の県立高校再編整備最上地区の県立高校再編整備最上地区の県立高校再編整備計画（計画（計画（計画（H24.3H24.3H24.3H24.3策定）の概要策定）の概要策定）の概要策定）の概要

検討の経過検討の経過検討の経過検討の経過

検討の参考のために

◇アンケート調査 （中学生・保護者 計1561名）

◇意見聴取（教育・産業関係者 17名）

◇地域説明会（1市３町 計12回）

H24.3H24.3H24.3H24.3

「最上地区の県立高校再編整備計画」策定
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「短期的「短期的「短期的「短期的なななな計画」など計画」など計画」など計画」などによるこれまでの再編整備によるこれまでの再編整備によるこれまでの再編整備によるこれまでの再編整備

平２４

平２５ ・真室川高校１学級減

平２６

・金山高校分校化

・新庄北・最上校、新庄南・金山校にキャンパス制導入

・新庄神室高校（工）１学級減 ・新庄北高校に単位制導入

平２７ ・真室川高校分校化 ・新庄神室・真室川校にキャンパス制導入

平２９ 新庄南高校（普）１学級減

平３０ 新庄北高校（普）に、探究コース導入

令元

新庄新庄新庄新庄北北北北

((((全全全全))))普５普５普５普５

((((定定定定))))普１普１普１普１

最上校最上校最上校最上校

普１普１普１普１

新庄南新庄南新庄南新庄南

普３普３普３普３

商１商１商１商１

新庄神室新庄神室新庄神室新庄神室

農２農２農２農２

工３工３工３工３

真室川真室川真室川真室川

普２普２普２普２

金山金山金山金山

普１普１普１普１

キャンパス制キャンパス制キャンパス制キャンパス制

新庄北新庄北新庄北新庄北

((((全全全全))))普５普５普５普５

((((定定定定))))普１普１普１普１

最上校最上校最上校最上校

普１普１普１普１

キャンパス制キャンパス制キャンパス制キャンパス制 キャンパス制キャンパス制キャンパス制キャンパス制

新庄南新庄南新庄南新庄南

普２普２普２普２

商１商１商１商１

金山校金山校金山校金山校

普１普１普１普１

真室川校真室川校真室川校真室川校

普１普１普１普１

新庄神室新庄神室新庄神室新庄神室

農２農２農２農２

工２工２工２工２

入学定員１６入学定員１６入学定員１６入学定員１６学級学級学級学級 (640(640(640(640名名名名))))

ⅡⅡⅡⅡ 最上地区の県立高校再編整備最上地区の県立高校再編整備最上地区の県立高校再編整備最上地区の県立高校再編整備計画（計画（計画（計画（H24.3H24.3H24.3H24.3策定）の概要策定）の概要策定）の概要策定）の概要
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○ 令和６年度までに、地区全体で

４８０名程度（１２学級程度）の４８０名程度（１２学級程度）の４８０名程度（１２学級程度）の４８０名程度（１２学級程度）の入学入学入学入学定員定員定員定員となる。

○ 望ましい規模の学校設置のためには、

２校程度に再編２校程度に再編２校程度に再編２校程度に再編する必要がある。

○ 学校の配置、各学校の学科構成、昼間定時制の

設置等については、

６教振期間（平成２７～令和６）後半に検討６教振期間（平成２７～令和６）後半に検討６教振期間（平成２７～令和６）後半に検討６教振期間（平成２７～令和６）後半に検討を行う。

「中長期的「中長期的「中長期的「中長期的なななな計画」の要点計画」の要点計画」の要点計画」の要点

ⅡⅡⅡⅡ 最上地区の県立高校再編整備最上地区の県立高校再編整備最上地区の県立高校再編整備最上地区の県立高校再編整備計画（計画（計画（計画（H24.3H24.3H24.3H24.3策定）の概要策定）の概要策定）の概要策定）の概要
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課題①課題①課題①課題①
新庄市内の高校配置新庄市内の高校配置新庄市内の高校配置新庄市内の高校配置
（新庄北･新庄南･新庄神室産業をどうするか）

ⅢⅢⅢⅢ 具体的な再編整備を進める上での課題具体的な再編整備を進める上での課題具体的な再編整備を進める上での課題具体的な再編整備を進める上での課題

課題②課題②課題②課題②
３分校の在り方３分校の在り方３分校の在り方３分校の在り方
（最上校・金山校・真室川校をどうするか）

課題③課題③課題③課題③
定時制の在り方定時制の在り方定時制の在り方定時制の在り方
（夜間から昼間に移行するか）
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課題①課題①課題①課題① 新庄市内の高校配置新庄市内の高校配置新庄市内の高校配置新庄市内の高校配置

令和令和令和令和

元年度元年度元年度元年度

13131313学級学級学級学級

令和令和令和令和

６年度６年度６年度６年度

12121212学級学級学級学級

●●●●●●●●

高校高校高校高校

６６６６

■■■■■■■■

高校高校高校高校

５５５５

定時定時定時定時

１１１１

新庄神室新庄神室新庄神室新庄神室
４４４４

新庄南新庄南新庄南新庄南

３３３３
新庄北新庄北新庄北新庄北

全５、定１全５、定１全５、定１全５、定１

さらに小規模化するさらに小規模化するさらに小規模化するさらに小規模化する

ⅢⅢⅢⅢ 具体的な再編整備を進める上での具体的な再編整備を進める上での具体的な再編整備を進める上での具体的な再編整備を進める上での課題課題課題課題

●●●●●●●●
高校高校高校高校

４４４４

■■■■■■■■
高校高校高校高校

４４４４

定時定時定時定時

１１１１

新庄南新庄南新庄南新庄南

３３３３
新庄北新庄北新庄北新庄北

全５、定１全５、定１全５、定１全５、定１

▲▲▲▲▲▲▲▲

高校高校高校高校

３３３３

新庄神室新庄神室新庄神室新庄神室
４４４４

２校配置の場合２校配置の場合２校配置の場合２校配置の場合 ３３３３校配置の場合校配置の場合校配置の場合校配置の場合

◆２校配置、３校配置どちらが望ましいか◆２校配置、３校配置どちらが望ましいか◆２校配置、３校配置どちらが望ましいか◆２校配置、３校配置どちらが望ましいか

さらに小規模化するさらに小規模化するさらに小規模化するさらに小規模化する
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新庄北新庄北新庄北新庄北

普５普５普５普５

定（定（定（定（夜夜夜夜））））

普１普１普１普１

新庄南新庄南新庄南新庄南

普２、商１普２、商１普２、商１普２、商１

新庄神室新庄神室新庄神室新庄神室

農２、工２農２、工２農２、工２農２、工２

新庄Ｂ新庄Ｂ新庄Ｂ新庄Ｂ 新庄神室新庄神室新庄神室新庄神室

例２例２例２例２

※※※※「新庄Ｂ」は「新庄Ｂ」は「新庄Ｂ」は「新庄Ｂ」は 普・商を併設した普・商を併設した普・商を併設した普・商を併設した

多様な進路に対応する高校多様な進路に対応する高校多様な進路に対応する高校多様な進路に対応する高校

新庄北新庄北新庄北新庄北

普５普５普５普５

定（定（定（定（夜夜夜夜））））

普１普１普１普１

新庄南新庄南新庄南新庄南

普２、商１普２、商１普２、商１普２、商１

新庄神室新庄神室新庄神室新庄神室

農２、工２農２、工２農２、工２農２、工２

新庄北新庄北新庄北新庄北 新庄Ａ新庄Ａ新庄Ａ新庄Ａ

（（（（2校配置）校配置）校配置）校配置）例１例１例１例１

※※※※「新庄Ａ」は、農・工・商・普を「新庄Ａ」は、農・工・商・普を「新庄Ａ」は、農・工・商・普を「新庄Ａ」は、農・工・商・普を

併設した総合的な高校併設した総合的な高校併設した総合的な高校併設した総合的な高校

ⅢⅢⅢⅢ 具体的な再編整備を進める上での具体的な再編整備を進める上での具体的な再編整備を進める上での具体的な再編整備を進める上での課題課題課題課題

◆どのような高校配置が望ましいのか◆どのような高校配置が望ましいのか◆どのような高校配置が望ましいのか◆どのような高校配置が望ましいのか

課題①課題①課題①課題① 新庄市内の高校配置新庄市内の高校配置新庄市内の高校配置新庄市内の高校配置

（（（（2校配置）校配置）校配置）校配置）

ＲＲＲＲ

６６６６

ＲＲＲＲ

１１１１
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新庄北新庄北新庄北新庄北

普５普５普５普５

定（定（定（定（夜夜夜夜））））

普１普１普１普１

新庄南新庄南新庄南新庄南

普２、商１普２、商１普２、商１普２、商１

新庄神室新庄神室新庄神室新庄神室

農２、工２農２、工２農２、工２農２、工２

新庄Ｃ新庄Ｃ新庄Ｃ新庄Ｃ 新庄Ｄ新庄Ｄ新庄Ｄ新庄Ｄ

例３例３例３例３

※※※※普通科の「新庄Ｃ」、専門学科の普通科の「新庄Ｃ」、専門学科の普通科の「新庄Ｃ」、専門学科の普通科の「新庄Ｃ」、専門学科の

「新庄Ｄ」と高校の特色が明確「新庄Ｄ」と高校の特色が明確「新庄Ｄ」と高校の特色が明確「新庄Ｄ」と高校の特色が明確

※※※※新庄北高校の進学指導への影響新庄北高校の進学指導への影響新庄北高校の進学指導への影響新庄北高校の進学指導への影響

※※※※さらなる高校の小規模化さらなる高校の小規模化さらなる高校の小規模化さらなる高校の小規模化

※※※※昼間定時制への移行が困難昼間定時制への移行が困難昼間定時制への移行が困難昼間定時制への移行が困難

新庄北新庄北新庄北新庄北

普５普５普５普５

定（定（定（定（夜夜夜夜））））

普１普１普１普１

新庄南新庄南新庄南新庄南

普２、商１普２、商１普２、商１普２、商１

新庄神室新庄神室新庄神室新庄神室

農２、工２農２、工２農２、工２農２、工２

例４例４例４例４

新庄北新庄北新庄北新庄北 新庄南新庄南新庄南新庄南 新庄神室新庄神室新庄神室新庄神室

ⅢⅢⅢⅢ 具体的な再編整備を進める上での具体的な再編整備を進める上での具体的な再編整備を進める上での具体的な再編整備を進める上での課題課題課題課題

◆どのような高校配置が望ましいのか◆どのような高校配置が望ましいのか◆どのような高校配置が望ましいのか◆どのような高校配置が望ましいのか

課題①課題①課題①課題① 新庄市内の高校配置新庄市内の高校配置新庄市内の高校配置新庄市内の高校配置

（（（（2校配置）校配置）校配置）校配置） （３校（３校（３校（３校配置）配置）配置）配置）

ＲＲＲＲ

１１１１

ＲＲＲＲ

６６６６
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今後の再編整備計画に反映します

◆小規模校の在り方の検討について◆小規模校の在り方の検討について◆小規模校の在り方の検討について◆小規模校の在り方の検討について

教育教育教育教育庁内での検討庁内での検討庁内での検討庁内での検討

Ｒ元.10月８日～21日

小規模校所在自治体から

の意見聴取

最上町､金山町､真室川町､河北町

大江町､小国町､白鷹町､遊佐町

Ｒ元.10月31日

小規模校の在り方に係る

懇談会

有識者、学校関係者、教育関係者

の代表者等で構成

ⅢⅢⅢⅢ 具体的な再編整備を進める上での具体的な再編整備を進める上での具体的な再編整備を進める上での具体的な再編整備を進める上での課題課題課題課題

課題②課題②課題②課題② ３分校の在り方３分校の在り方３分校の在り方３分校の在り方

14

・1日4時間授業 ・基本的に4年で卒業

・働きながら学ぶ生徒の減少、夜間入学者の減少

課題③定時制の在り方課題③定時制の在り方課題③定時制の在り方課題③定時制の在り方

ⅢⅢⅢⅢ 具体的な再編整備を進める上での具体的な再編整備を進める上での具体的な再編整備を進める上での具体的な再編整備を進める上での課題課題課題課題

・夜間の通学負担が軽減

・校外体験活動が可能 （企業見学やｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ）

・全日制と校舎を共用しない独立校舎の確保が必要

※ H30 酒田西高校 夜間定時制から昼間へ移行

R4 庄内総合高校 全日制に加え､昼間定時制・通信制新設

◆定時制とは◆定時制とは◆定時制とは◆定時制とは

◆夜間◆夜間◆夜間◆夜間から昼間へのから昼間へのから昼間へのから昼間への移行すると移行すると移行すると移行すると

15

ⅣⅣⅣⅣ 今後の今後の今後の今後の予定予定予定予定

令和３年３月 再編整備 第２次計画 策定予定

再編再編再編再編整備整備整備整備計画（第２次計画）策定に向けて計画（第２次計画）策定に向けて計画（第２次計画）策定に向けて計画（第２次計画）策定に向けて

Ｒ元.10～11月 １市３町での地域説明会（本日）

令和２年３月 再編整備 第２次計画（骨子案） 公表

教育教育教育教育庁内での検討庁内での検討庁内での検討庁内での検討

地域説明会・パブリックコメント・意見聴取

教育教育教育教育庁内での検討庁内での検討庁内での検討庁内での検討

16

山形県教育庁高校改革推進室山形県教育庁高校改革推進室山形県教育庁高校改革推進室山形県教育庁高校改革推進室

ご静聴ありがとうございました。ご静聴ありがとうございました。ご静聴ありがとうございました。ご静聴ありがとうございました。

最上地区の県立高校再編整備最上地区の県立高校再編整備最上地区の県立高校再編整備最上地区の県立高校再編整備

地域説明会地域説明会地域説明会地域説明会

最上地区の県立高校再編整備最上地区の県立高校再編整備最上地区の県立高校再編整備最上地区の県立高校再編整備

地域説明会地域説明会地域説明会地域説明会


