
資料５－２

 　徳島県教育委員会では，通学区域制に関する有識者会議を開催するにあたり，通学区域制に関する県内２４市町村教育委員会の意見を把握するため，　
平成３０年７月下旬から８月上旬にかけて，次の項目について聞き取り調査を実施いたしました。
 　ここでは，各市町村教育委員会から頂いた御意見を紹介いたします。

○ 現行の通学区域制について，評価できると考える点
○ 現行の通学区域制について，課題であると考える点
○ これからの通学区域制について，流入率の変更や，県内全域を通学区域とする学校・学科の設定，通学区域の見直しなど，望ましいと考える改善策の在り方
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　理数科や外国語科など，県内全域を通学区域とする普通
科系専門学科を徳島市内普通科高校に設置することによ
り，特色ある学校づくりを推進しつつ，第３学区以外の生徒
が徳島市内の高校を受検しやすい仕組みの整備に努めて
いることは評価できる。

　徳島市周辺に位置するが，重複区域でないために，中学
生の進路選択の幅が狭められている。このことは，子育て
世代の人口流入や定住促進の阻害要因の一つであると捉
えている。
　県内全域を通学区域としていた城ノ内高校が募集停止と
なり，それに伴う手当がない場合，徳島市周辺の市町の中
学生は，ますます進路選択の幅が狭められることになる。
　進路希望調査の結果等からは，中学生やその保護者の
意識の中に，高校に対する序列化が進行していることが読
み取れる。中学生が進路先として地元高校を積極的に選択
するよう，魅力化を図る必要がある。

　通学区域制は撤廃すべきである。ただし，短期間で撤廃へ
と移行することは困難と思われるので，今回の有識者会議
では，全廃に至る道筋は示すべきと考えている。
　また，短期的には，城ノ内高校の募集停止にあわせて，県
下の中学生が挑戦しようと考える，県内全域を通学区域と
する新たな学校の設定を望んでいる。
　特色選抜に，学習活動で受検できる仕組みの創設を期待
する。地域の中学生が地元高校を進路先と考える契機にな
り得ると認識している。

通学区域制に関する聞き取り調査結果（詳細版）

評価できる点 課題である点 望ましい改善策の在り方

　評価できる点は思い浮かばない。

　中学生の進路の選択肢が極めて狭められていることや，
通学区域間で，選択できる高校の数や特色に大きな差異が
あるなど，制度上，入試の条件が自治体によって有利，不
利の不公平感がある。
　さらに，県内全域を通学区域とする城ノ内高校の募集停止
は，第３学区周辺の中学生にとって，進路の選択肢をますま
す狭めるものである。
　また，子育て世代が，高校受検のために進路の選択肢が
広い他の自治体へ転出するなど，若年人口を中心とした流
出が少なからず見受けられ，中長期的なまちづくりの観点
からも非常に危惧される問題である。
　通学区域制は，子供たちの学力向上を阻害している。(通
学区域制の撤廃は，切磋琢磨する機会をもたらし，子供た
ちの学力向上につながるものと考えている。)

　地域間での不公平感の解消を図り，中学生の進路選択の
機会を保障するため，現行の通学区域制の廃止に向けた
入学者選抜の在り方の見直しについて，早急に検討すべき
と考える。
　あわせて，地域のまちづくり，教育の核となる地元高校
が，これまで培われてきた優れた伝統や校風を生かしなが
ら，生徒や保護者が望んで選択できる学校となるようよう，
普通科高校の特色化・魅力化のさらなる推進を要望する。



評価できる点 課題である点 望ましい改善策の在り方
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　普通科高校に進学したい生徒にとっては，一部の生徒を
除き，ほぼ確実に地元高校に進学することができるため，生
徒にとっても，保護者にとっても，高校入学者選抜に対する
負担は小さく，安心感のある制度といえる。

　学区内に生徒の進路希望に沿う学校が限られるなど，選
択肢が少なく，進路選択の幅を狭めていると強く感じる。通
学区域制は，自由競争の原理に反しており，全国的に見て
も，都道府県の過半数がこれを撤廃している。
  人口の流入や定着の阻害要因となっている。また，同一郡
内に，重複区域とそうでない自治体があり，不公平感が住
民感情としてある。
　県内全域を通学区域とする城ノ内高校の募集停止に伴う
対応は検討する必要がある。
　徳島市内の普通科高校と，郡部の高校とでは格差がある
と感じる。地域の中学生が地元高校に進学しようとするため
には，高校に生徒を引きつける魅力が不可欠である。

　原則としては，通学区域制の撤廃を目指し，生徒も高校も
切磋琢磨する環境を整えるべきと考える。ただし，そこに至
るまでには，流入率の引上げといった方策を実施し，段階を
踏むことも検討すべきである。通学区域の撤廃は，一部の
生徒・保護者にとっては，意に反して負担が増加するなど，
弊害が生じることも予想される。
　特色選抜に，学習活動での入学枠導入を提案する。高校
側は入学者の確保のために魅力づくりに努め，そうして入学
した生徒は核となって高校の活性化にもつながる。そうなれ
ば，通学区域制を撤廃する必要はないかもしれない。既に，
定員割れを起こしている普通科高校にとっても有効な手段
であると思う。

　地元生徒の視点から見た場合，通学区域制により，他学
区から流入してくる生徒が制限されているため，普通科を希
望する地元生徒が地元高校に進学しやすくなっている。ま
た，地元高校の視点から見た場合，徳島市周辺に位置する
普通科高校の入学者数確保につながっている。
　通学圏内には，地元高校及び学区内の他郡市の高校，さ
らに，流入率は設定されているものの徳島市内の高校があ
り，普通科志望の生徒にとって複数の選択肢の中から進路
選択が可能となっている。

　第３学区周辺の生徒にとって，徳島市内に行きたい学校
がありながら，希望がかなわない場合が多く，自由競争の
原則にはそぐわない。
　一方，学区内の他郡市の普通科高校や，徳島市内普通科
高校へは８％の流入枠で，それぞれ地元生徒も進学可能で
あることから，地元高校育成につながらない側面もある。

　将来的には，通学区域制廃止の方向へ進むべきとの立場
であるが，当面は，流入率の緩和にとどめることが適切であ
ると考えている。
　現状で通学区域制を廃止した場合，普通科高校の序列化
が進行し，不本意入学者の増加，地元高校における地元中
学生の占有率低下，中学校における進路指導の混乱等，多
くの問題が表面化すると思われる。こうした事態を回避する
ため，通学区域制に関する検討と並行して，県内の普通科
高校について，少子化を見通した高校再編計画や魅力化等
の活性化策，私立高校の少ない本県の実情も踏まえた入学
者選抜制度の抜本的な見直し等を実施すべきである。

　徳島市周辺に位置する普通科高校では，地元の有為な人
材が一定の割合で地元高校に進学し，高校生活を送ること
により，将来的には，地元を支える人材として成長すること
が期待できる。

　中学生の進路選択の幅が狭められており，生徒が行きた
い学校を主体的に進路選択できる状況にはない。
　子育て世代の人口流入や定住促進の阻害要因である。
　第３学区への流入率は８％であるが，特色選抜(２月実施)
に２％が割り振られているため，一般選抜(３月実施)の流入
率は，実質６％程度の狭き門である。
　現行の特色選抜は，スポーツで実績を挙げることが高校
入学を容易にするという認識を広めている。保護者もその意
識が強く，運動部活動の在り方の適正化を難しくしている。

　原則としては，通学区域制の撤廃を要望する。学校選択
の自由が広がり，子供たちの間に切磋琢磨する厳しさも生
まれるのではないか。ただし，一足飛びにその実現は困難
であると思われるので，撤廃に向けた段階的な案として，県
東部地区広域市町村圏(13市町村)を一つの学区とするよ
う，通学区域を見直すことを提案する。
　また，城ノ内高校に代わる，県内全域を通学区域とする新
たな学校の設定も期待したい。



評価できる点 課題である点 望ましい改善策の在り方
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　自治体内には，他郡市の高校へ通学するにも困難な地域
があることから，地元の生徒が通学できる地元高校の存続
を第一義とする立場である。地元から高校がなくなった場合
を想定すると，家庭の経済格差が子供の進路選択に影響を
及ぼすことも考えられる。その点，現行の通学区域制が，他
郡市の高校と均衡を保ちながら，地元高校の存続に寄与し
てきたという認識はあり，評価できる制度と捉えている。

　地元に高校を擁する立場としては，現行制度に対する課
題は感じていない。
　一方で，何らかの理由により生徒の所属学区を変更する
場合，その手続等にわかりにくい部分があると認識してい
る。現行制度には，受検機会の公平性の観点で課題が残さ
れていると思われる。

　地元高校の存続を第一義とし，同校の魅力化推進を自治
体としても支援することにより，地元中学生も含めた生徒募
集につなげていきたいと考えている。
　以上を前提とした上ではあるが，県全体の視点から捉えた
場合，通学区域制は撤廃したほうが望ましいと思われる。子
供の進路希望があり，保護者もそれを認めているのであれ
ば，受検機会を保障し，それにより行きたい学校に向けて生
徒の努力を促す制度へと変更すべきであると考える。

　生徒にとって近隣の学校への進学が容易となる。そのた
め，生徒の多くは自宅から通学することができ，精神面，生
活面で，安定した高校生活を送ることが可能である。
　また，地域の生徒の多くが近隣の学校へ進学することは，
地元高校の育成にもつながるものである。ただし，保護者
は，高校の教育方針（特に，高校卒業後の進路に向けた生
徒の育成方針）を重視して生徒を進学させる傾向があるの
で，入学生の確保に向けた高校側の努力が欠かせない。

　学区内に位置し，かつ通学圏内にある学校数は限られて
おり，中学生の進路選択の幅が狭められていると感じる。一
方，学区外にある通学圏内の学校へ進学するためには，流
入率という高いハードルがあり，制度として公平性に欠けて
いると思われる。
　この状況は，学習活動に対する生徒の意欲向上を鈍ら
せ，ひいては中学校生活全般にも好ましい影響を与えるも
のではないと捉えている。

　通学区域制の撤廃を要望する。撤廃することにより，子供
の進路希望や学力，家庭の経済的状況にあわせて，幅広
い選択肢の中から自由に進路選択できる環境を整備するこ
とが望ましいのではないか。
  また，撤廃がかなわない場合には，流入率の緩和を希望
する。
  あわせて，専門高校のさらなる充実を期待したい。現在，
県内の専門高校から大学進学への道が切り拓かれていると
承知している。専門高校からの大学進学という新たなキャリ
アパスが確立し，その周知が進むと，中学生は普通科高校
進学にこだわらないようになると思われる。

　普通科高校の配置の観点から見た場合，通学区域制は，
徳島市内に高校が偏ることを防ぎ，郡部の高校配置にもつ
ながっている。
　また，生徒の観点から見た場合，他学区から流入してくる
生徒数が制限されているため，地元の生徒が地元高校に進
学しやすくなっている。通学区域制がない状態を想定する
と，地元高校への進学を希望する生徒の一部は，意に反し
て遠距離通学を強いられることが予想される。

　学区外から徳島市内の普通科高校を受検した場合，流入
率の枠が小さいため，学区内外の受検者間で難易度が相
違することになり，不公平感がある。
　学区内に位置し，かつ通学圏内にある学校数は少なく，そ
のため学力やスポーツの分野で生徒の進路希望に沿わな
い場合がある。一方，学区外ではあるが通学圏内に位置す
る学校もある。ただし，同校への進学を希望する場合には
流入率が壁となっている。
　また，通学圏内とする学校も，公共交通機関を利用しての
通学は不便であり，保護者の送迎等で対応していることか
ら，時間的・経済的負担は大きいものがある。
　これらの課題は，子育て世代が他の市町に流出する要因
ともなっている。

　住所のある地域に関係なく，生徒が行きたい学校を自由
に選択できる制度とすることが最も大切であると考えてい
る。その方策として，重複区域や流入率の拡大(50％程度)，
また，さらには，通学に係る交通手段の確保や，自宅から遠
距離の学校に進学する場合も，安心して高校生活を送るこ
とができるよう寮等の充実に努めてほしい。
　あわせて，生徒が将来を見据えて進路選択ができるよう，
各高校の特色化・魅力化を推進してほしい。



評価できる点 課題である点 望ましい改善策の在り方
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　重複区域扱いであることから，地元の中学生が通学環境
として便利な徳島市内の普通科高校を進路選択できる状況
にあり，評価できる。
  県内全体を見渡した場合でも，各地域の中学生が地元高
校に進学しやすい制度となっており，地元高校の育成につ
ながるものと考えている。

　徳島市内に位置する普通科高校は県立高校であるので
（除 徳島市立高校），通学区域を設けて，一部市町村の生
徒の受検機会が優先されている現状は問題である。
　農業や商業等の専門学科に通学区域はなく，現状でも，
市町村を超えて生徒の流入・流出がある。普通科だけ通学
区域を設けていることに，制度としての問題はないのか。
　また，地元高校に進学しやすいことの裏返しとして，生徒
の中に高校入試に対する緊迫感が見受けられない。

　普通科を目指している生徒が，住所のある地域に関係なく
徳島市内の高校に進学できるよう，城ノ内高校に代わる県
内全域を通学区域とする学校を，通学環境のよい地域に設
定することを期待する。
　何らかの手法により，徳島市内の普通科高校に学区外か
ら進学しやすい制度を導入した場合は，徳島市立高校は徳
島市が設置している高校であることから，受検に際し徳島市
内の中学生が優先される制度を考える必要がある。

　重複区域扱いである現行制度は，子供が距離的に近い徳
島市内の普通科高校に進学することを可能とする制度であ
り，自治体としてベストな状態であると捉えている。
　県全体の地勢的な状況，公共交通機関の整備状況を考
慮した場合でも，現行制度が望ましいと考えている。

　課題は見当たらない。

　自治体としては，地域の中学生を積極的に地元高校に進
学させるなど，地元高校の育成に力を注ぐべきであると考え
ている。現状でも徳島市から，意に反して他郡市の高校へ
進学している生徒が多くいる。仮に，現行制度を緩和して，
徳島市内の高校を学区外から受検しやすくすると，さらに徳
島市外への進学を余儀なくされる子供が増える。そのため，
制度を変更する場合でも，大きく変更するのではなく，流入
率を若干，引き上げることが望ましいと考える。
　また，徳島市内にあり，県内全域を通学区域とする普通科
系専門学科（理数科，外国語科）について，募集定員を増加
することも検討してはどうか。

　現行制度は，生徒が地元高校で学ぶ環境を確保し，不本
意な遠距離通学による，時間的･身体的･経済的負担の増
大を抑止している。
　また，通学区域を超えて特定の高校に進学希望が集中す
ることなく，学校間格差の拡大防止にもつながっている。
　入学者選抜では，著しい定員超過や定員割れが生じにくく
なっている。公立高校への進学者が圧倒的に多い本県にお
いて，生徒の円滑な進路決定に寄与している。
　さらに，県内各地域の高校で，一定水準以上の地元生徒
占有率が維持できている。地元高校に多くの地元生徒が在
学することで，高校と地域が連携・協働する体制の構築が
可能となり，高校を核とした地域づくりが推進され，地域の
活性化につながっている。

　現行の通学区域制において導入されている，学校選択に
幅を持たせるための諸制度(県内全域を通学区域とする普
通科系専門学科の設置等)は，一部の生徒・保護者にとって
は，遠距離通学や不本意入学を強いる結果となり，負担増
大につながっている。
　各地域の進学環境の変化(通学に係る公共交通機関等の
交通事情，地元高校の統廃合や学科再編等)により，学区
内の普通科高校に進学するよりも，他学区の普通科高校に
進学するほうが，生徒・保護者の負担が軽減される地域が
見受けられる。

　学区内の普通科高校よりも，他学区の普通科高校に進学
するほうが，生徒・保護者の負担が軽減される地域につい
ては，通学区域の見直しといった配慮が妥当である。
　第３学区で流入率の引上げや県内全域を通学区域とする
学校を新たに設定するといった手法を採る場合は，募集定
員の増加をあわせて行う必要がある。第３学区の高校につ
いては，生徒の進路希望と募集定員との間に乖離がある。
　徳島市立高校については，同校への進学を希望する徳島
市内の中学生に向けて，十分な募集定員が確保されること
が望ましい。
　何らかの制度変更に伴い，徳島市内への生徒集中が懸念
されることから，各地域の普通科高校の特色化・魅力化を図
り，地元高校の育成，ひいては地域の活性化につなげる施
策が必要となる。



評価できる点 課題である点 望ましい改善策の在り方

１２

１３

１４

　地元高校に進学しやすく，生徒・保護者の負担が大きい不
本意な遠距離通学を抑制している制度である。
  過疎化の進む地域では，子供を持つ家庭の都市部への流
出の抑制にもつながっていると思われる。
　高校の視点から考えた場合，徳島市内普通科高校への進
学希望の集中を緩和し，地元高校育成に大きな役割を果た
している。
　また，学校間格差の緩和にもつながっている。

　現行の通学区域制に，課題は感じられない。
  通学区域制が，子供たちの切磋琢磨する機会を阻害し，
学力向上につながらない一因であるとの意見を聞くが，子供
の学力の問題は，通学区域制とは本質的に異なる問題であ
る。

　47都道府県のうち通学区域制を廃止した自治体が半数以
上という全国的な傾向はあるにせよ，本県の地域的事情を
踏まえて，現行の通学区域制がある。現行制度がどのよう
な趣旨で構築されたのかを吟味し直し，改善が前提である
にせよ，慎重に検討すべきである。
　そもそも，通学区域制の在り方を検討する前に，安心して
地元高校に進学できる環境を整備することを優先すべきで
はないか。こうした取組を推進し，さらに問題がある場合に
は，次に通学区域制を見直すというのが妥当な順番である
と考える。

　地元自治体に高校はないが，隣接する自治体の通学圏内
に高校があり，地元の高校と捉えている。現行制度は，地元
高校に進学しやすく，遠距離通学の回避につながり，子供
の観点から見ても，保護者の経済的負担という観点から見
ても評価できる。

  制度そのものに課題は感じていない。

　制度の変更を前提としているとのことであるが，通学区域
制については現状維持が望ましいと考えている。
　仮に通学区域制を廃止した場合には，受検競争の過熱化
や学力偏重の傾向を招き，経済的に困難な生徒も含めて多
くの生徒が遠距離通学を強いられることにつながり，地元高
校育成という考え方にも逆行する。通学区域制の廃止は，
子供たちの自由競争を保障するという側面はあるものの，
私立高校が少なく，生徒の受皿となる学校が乏しい本県の
現状では，生徒の不安感が増すことが懸念される。

　生徒の視点から考えた場合，比較的近隣の普通科高校に
進学しやすい制度であり，生徒やその保護者の様々な負担
軽減につながっている。
  高校の視点から考えた場合，第３学区以外の高校にとって
も，地元の中学校から安定して生徒が確保できる制度であ
り，とりわけ徳島市周辺に位置する普通科高校の育成，存
続に貢献していると捉えている。

　県全体の中学・高校生の学力向上という視点から見れ
ば，通学区域制はマイナスに働いているのではないか。入
学者選抜という切磋琢磨する機会はあるが，現行制度の下
では生徒は合格しやすくなっている。これは高校入学後の
学力伸長とも関わる問題である。子供の将来を見据えた場
合，入学者選抜制度において，現状よりは厳しい学習環境
を整える必要があるのではないか。

　通学区域制の撤廃を求める意見は理解するが，現状から
の大きな制度変更は，様々な問題を伴うと思われる。差し当
たって，第３学区の流入率の緩和や募集定員の増大を検討
すべきではないか。また，現行の通学区域は市町村を単位
としているが，中学校区等，異なる単位による通学区域の見
直しも検討に値すると考える。
　一方で，自治体としては，地元高校の支援・育成を図ると
いう姿勢を表に出すべきである。これは，地元の学校に勤務
する教職員にも影響を与える問題である。
　通学区域制とあわせて，普通科高校の適正規模を検討す
べきではないか。小規模校は教員の配置数が限られ，各教
科・科目の専門性を持った教員による，生徒の興味・関心を
高める授業が困難になっていると思われる。普通科高校の
統廃合を検討すべき時ではないか。



評価できる点 課題である点 望ましい改善策の在り方

１５

１６

１７

１８

　地元及び学区内の他郡市に，それぞれの性格を有した高
校があり，通学区域制によりその均衡が保たれている。地
域の子供たちが，これらの地元高校に進学しやすいことのメ
リットは大きく，学習活動や部活動の充実につながるととも
に，保護者の経済的負担も軽減される。子供たちの中に地
元に対する愛着が芽生え，将来的に地域を担う人材になり
得ることは，地域社会にとっても有意義である。
　郡部に位置する高校にとっては，学習面で意欲ある生徒も
含め，入学生を確保することが可能となっている。
　また，日頃から，中学・高校の連携が進んでいることから，
中学校側としても，細やかな進路指導が可能となる。

　通学できる範囲に多くの学校が位置するとは言えず，子供
たちに高校の自由な選択を保障するという観点からは課題
が残ると捉えている。
　ただし，私立学校が少なく，少子化が進行しているといった
本県を取り巻く事情を考慮した場合，制度に課題があること
は認めるものの，通学区域制は各地域の高等学校が生き
残る道であると考えている。

　城ノ内高校の募集停止にあわせ，流入率を若干，引き上
げることが適切であると考えている。
　通学区域制を撤廃した場合，学校選択の幅は広がるが，
学校間格差が広がり，序列化が進行するとともに，受検競
争の激化も予想される。不本意入学の生徒も増加し，将来
的に地域を担うはずの人材が流出する。定員割れを起こす
学校も今より増加するであろう。社会全体の視点からこの問
題を捉えた場合，それでいいのか，という思いがある。

　学区内の通学圏内に複数の普通科高校があり，流入率
８％の枠内で徳島市内の普通科高校へも進学可能である。
同じく通学圏内には専門高校も位置し，生徒は複数の選択
肢から進路選択できる環境にある。自治体としては，こうし
た環境を歓迎するとともに，地元の子供には地元高校への
進学を勧めるという基本的な考え方の下，地元高校の育成
に努めている。

　県内全域を通学区域としていた城ノ内高校を募集停止と
することについては，何らかの対応が必要と考えている。
　また，現状に不公平感を抱いている地域もあることから，
その解消に向けた何らかの変更は必要である。

　城ノ内高校に代わる県内全域を通学区域とする学校の設
定を提案する。徳島市内普通科高校１校について，通学区
域の撤廃を検討してはどうか。あわせて，他の徳島市内普
通科高校の流入率を引上げることについても検討に値する
と考えている。
　地元高校の育成という観点からすると，平成15年度まで実
施されていた推薦入試が効果的であったと捉えている。

　学区内の通学圏内に，生徒の進路希望に応じた複数の学
校がある。特に，地元普通科高校は，長きにわたり地元を
支える人材を輩出しており，なくてはならない学校である。通
学区域制は，他学区から流入してくる生徒数を制限するた
め，地元の生徒が地元高校に進学しやすくなっている。地元
の子供は地元の高校へ進学すべきであると考えており，そ
れを保障する現行の通学区域制は評価できる。
　保護者も地元高校出身者が多く，地域が一体となって地
元の高校を盛り立てようとする雰囲気があり，好循環につな
がっている。

　現行制度に対する課題は感じていない。
  ただし，通学区域制が撤廃された場合は，地元普通科高
校に進学しようとする層が他の高校へ流出し，地元を支える
人材を輩出していた高校への進学者がいなくなるのではな
いかと危惧している。

  現行制度について不公平だと感じている地域があることか
ら，指摘されている課題について検討し，是正する必要はあ
ると思う。
　ただし，地元高校育成のためにも通学区域制は必要であ
るとの立場であるので，現行制度を基本として，流入率を緩
和するなどの方策が望ましいと考える。子供の意に反した
遠距離通学を助長する制度変更は避けるべきである。
　県南部・県西部の学校の募集定員増加を図るといった活
気をもたらす方策を導入し，郡部の高校が生徒にとって魅
力的な学校となるよう努めてほしい。

　地元及び学区内の他郡市に普通科高校があり，複数の専
門高校・学科も位置していることから，地域の生徒の多くは
これらの学校に進学している。現行制度は，通学区域が設
けられていない専門高校も含めて，地元高校の育成に大き
な効果があると捉えている。
　ただし，地元高校の育成は，通学区域という制度によって
のみもたらされるものではなく，市町村教育委員会及び地元
小・中・高等学校の日頃からの連携と，そうした土壌の上に
築かれる地元中学校の進路指導における地元高校への協
力体制が欠かせないものと考えている。

　通学区域の限定により，学校の序列化や学校間格差の発
生，通学できる学校が限られるなどの問題点も指摘されて
いるが，本自治体としては，現行制度の下，地域における各
学校の教育内容も多様化されており，保護者や受検生に
とって選択する機会も多く与えられているなど，課題は少な
いと考えている。

　制度の変更は必要ないとの立場であるが，改善を前提と
するのであれば，流入率を変更し，現行の割合を，多少，引
き上げることが望ましいのではないか。
　通学区域の見直しを図り，徳島市内の普通科高校へ進学
しやすい環境を整えるという考え方ではなく，地元の高校へ
進学したいという子供を義務教育段階を通じて育てていくべ
きだと考えている。



評価できる点 課題である点 望ましい改善策の在り方

１９

２０

２１

　社会における地方創生という流れの中で，少子化や過疎
化の進行が顕著な市町村では，高校を町づくりの核の一つ
と捉え，高校の活性化を図り，ひいては地域の活性化につ
なげようと努力している。通学区域制は，地域の高校の存続
につながるものであり，課題はあると認識しているが，今の
ところやむを得ない制度であると考えている。

　自由競争の社会にあって，子供たちが行きたい学校へ進
学したいと願っても，地域によって制限があるのは課題であ
ると認識している。市町村により制限に対する考え方は様々
であると思うが，地元にある高校を育てていくためには，や
むを得ないとの立場である。

　制度に完全なものはなく，何らかの限界がある。この度，
通学区域制を改善するとのことであるが，その結果に対して
は，市町村教育委員会を含め，関係者全てが納得するとい
うことは考えられない。
　今，取り組むべきは，徳島市内普通科高校に負けないよ
う，他の普通科高校の魅力を作り上げ，特色化・活性化を図
ることである。その魅力は，学力面にこだわることなく，各高
校が置かれた実態に即した魅力であればよい。生徒やその
保護者，中学校，市町村教育委員会は，そうした高校の存
在を高く評価している。そして，自治体も一体となって，地元
高校を育てていくべきである。

　現行制度は，郡部に位置する地域の高校にとって，地元
中学生の進学が見込まれ，高校の存続につながっている。
少子化の進行する自治体では，高校の活性化が，連携する
幼小中の活性化や，町全体の活性化という相乗効果を生む
など，高校が町づくりの核となっており，その存続をもたらす
通学区域制は大いに評価できる。自治体としても，地元高
校を積極的に支援している。
　また，保護者にとっても，子供を地元高校に通学させること
により，教育費等の経済的負担が軽減されている。
　さらに，通学区域制がない状態を想定すると，学校間格差
の助長につながることが予想される。実際には，通学区域
制により格差拡大が抑制されていると考えられる。

　県全体の視点から考えた場合，生徒にとって選択肢の幅
が狭められているという課題はあると認識している。行きた
い学校が選択肢としてあれば，生徒は目的意識を持って努
力する。現状は，通学区域制により地元高校に進学しやすく
なっているため，学習に対する意識が高くない生徒が見受
けられる。
　また，通学区域内の学校数が限られるため，特色化など
の面で学校間の競争が行われにくいという課題もある。通
学区域が撤廃されれば，従来あった学区の枠を超えて学校
間の競争が行われるであろう。

　通学区域制の撤廃には反対する。撤廃した場合は，中学
生の進路希望が徳島市方面へと向かうことが予想され，郡
部に位置する学校は定員割れを起こすであろう。生徒数の
減少は教員数の減少を招き，地域の学校では子供に多様
の教育が保障できなくなってしまう。
　一方で，現在，募集定員の確保に苦慮している県南部や
県西部，さらに山間部に位置する学校について，現行の通
学区域制を適用しない新たな枠組みの学校とすることは検
討できないかという思いがある。

　地元に子供の育つ教育環境が整備されていることが最も
重要であるとの立場である。通学区域制は，各通学区域に
大きな学校間格差が生じることのないように高校を配置し，
子供に通学等で無理のない高校生活を送らせようとしてい
る点で評価できる。

　地元に普通科高校がありながら，通学区域の異なる高校
への進学を希望する生徒や，それを後押しする保護者がい
るという現実は，徳島市以外に位置する普通科高校が，進
学したいと思わせる高校とはなっていないことの現れであ
り，高校の魅力化が図られていないことが課題であると捉え
ている。
　仮に通学区域制を撤廃した場合は，特定の高校に志願者
が集中することが予想され，ひいては，学校間格差の助長
につながると思う。

　通学区域制の在り方を検討する前に，徳島市以外に位置
する普通科高校について，学校の魅力化を図ることが優先
事項であると考える。
　県内各地域に位置する全ての普通科高校が，学力，文化
芸術，スポーツの分野で，生徒を満足させる３拍子そろった
学校となる必要がある。現在の学校を，そのような学校にス
ピード感を持って育てるためには，高い意識を有した校長の
リーダーシップと，それに応えることができる教員の配置が
重要と考える。



評価できる点 課題である点 望ましい改善策の在り方

２２

２３

２４
　地元高校に進学しやすく，生徒・保護者の進路に対する精
神的な負担や，通学等に要する経済的な負担等，様々な負
担が軽減されている。

　通学区域制の課題としては，学力やスポーツの分野で，学
区内に生徒の進路希望に沿う学校が限られるなど，選択肢
が少ないことが挙げられる。
　ただし，県全体を考えた場合には，通学区域制以上に，少
子化がもたらしている課題への対応を優先して検討すべき
と考える。徳島市から離れた地域の高校では，募集定員の
確保に苦慮し，その結果，高校内での学力格差が拡大して
いると聞く。そもそも，普通科高校の適正規模を考えた場
合，現在の学校数が必要なのか，検討すべき課題であると
思われる。

　通学区域制に関しては，交通事情など通学環境の変化
や，子供の要望をかなえたいとする保護者の意識の変化を
踏まえ，学力やスポーツの分野で，子供の進路の選択肢が
拡大するよう改善することが望ましいと考える。その際，通
学区域制の早期廃止に賛成するものではないが，廃止した
場合，入学生の確保に向けて高校側の一層の努力が期待
できるなど，一定の効果は見込まれる。
　現段階では，少子化に直面する地域の学校が募集定員を
確保しやすいよう，生徒や保護者に見える形で学校の特色
化・魅力化を推進したり(特に，高校卒業後の進路に結びつ
くような特色・魅力を期待する)，入学者選抜制度の改善を
検討することが優先されるべきと考える。

　現行制度は，学区間における学校間格差の調整機能を果
たしている。かつて本県では小学区制(１学区１校)の時代が
あり，近隣の高校からも有為な人材を輩出していたが，３学
区制となって以降，当該校は学校間格差に直面している。
現状で，通学区域制を廃止した場合，徳島市内(第３学区)
への生徒集中が進み，第１・第２学区で一定規模を有する
高校は学校間格差に直面することになる。
　また，保護者の費用負担軽減にもつながっている。通学区
域制の廃止は通学区域の拡大を意味し，通学に係る経済
的負担の増大が予想される。家庭の経済格差が子供の進
路選択に影響を及ぼすことが懸念される。

　通学区域制の下で重複区域を指定していることが，制度
に対する不公平感の原因であると考えている。

　現在の通学区域制は堅持すべきである。(撤廃は，学校間
格差を拡大し，生徒の地元高校離れを招くことになる｡)
　その上で，佐那河内村については，通学区域を見直して
第３学区とし，その他の重複区域は解消して，本来の第２学
区に位置付けるべきと考える。
　また，県内全域を通学区域としていた城ノ内高校の募集停
止については，従来，徳島市周辺の市町から同校に進学し
ていた生徒数を算出し，それに見合う人数が新たに合格で
きるよう第３学区への流入率を緩和することで，生徒の受皿
とすることを提案する。
　自治体は，地元高校の積極的支援に努めるべきである。

　生徒の視点から見た場合，通学区域制により他学区から
流入してくる生徒数が制限されているため，普通科を希望す
る地元生徒が地元高校に進学しやすくなっている。

　自治体としての課題は感じていない。
　県全体の視点から考えた場合，農工商等の専門学科には
通学区域がない一方，普通科には通学区域が設定されて
おり，子供たちの自由な学校選択が保障されていないこと
は課題であると認識している。
　なお，これからの通学区域制を検討するにあたっては，今
後の本県高校教育が目指す方向性を明確にする必要があ
ると思われる。

　現行の通学区域制に対して，変更を求める自治体の意
見，慎重な対応を求める自治体の意見，双方の意見とも理
解できることから，双方にとって望ましいと言える在り方につ
いては軽々に論じられない。
　一方で，現在の中学２年生対象の入学者選抜から制度を
変更するとのことであるが，その変更が郡部の高校に与え
る影響については十分に考慮してほしい。徳島市内の高校
に学区外から進学しやすい制度を導入するのにあわせて，
郡部の高校の募集定員を減少させるなど，地域の生徒に
とって地元高校への進学が制限される変更であってはなら
ない。


