
資料５－２

 　徳島県教育委員会では，第２回通学区域制に関する有識者会議を開催するにあたり，県内の市町村立中学校及び国立中学校のＰＴＡ会長の意見を把握するため，

次の項目についてアンケート調査を実施いたしました。
 　ここでは，各ＰＴＡ会長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

１

２

３

４

県内における人口比率の高い市町（最大都市の徳島市や
人口増加中の北島町や藍住町）にとって，不満がない制度
であると思われる。現行制度により，生徒が地元高校に入
学しやすくなっている点は評価できる。

「徳島市ファースト」で通学区域が設定されており，それ以外
の地域では，高校の選択肢が限られている。実質的に「徳
島市とそれ以外」で学区を分けているように感じる。また，第
２学区は広すぎる。鳴門市と三好市が同じ学区というのはナ
ンセンスである。
徳島市内の普通科を受検する場合，学区外の生徒は，同じ
学校を受検しているにもかかわらず，学区内の生徒と同じ
基準で合否判定がなされていない。また，不合格者が出る
高校に偏りがあると感じている。

「通学区域をただなくしてしまう」という考え方には賛成しな
い。自分の意思に反し，通学できない遠い高校にしか合格
できない受検生が多く出る可能性がある。
従来の，○○市や△△町という｢市町村単位の学区」を改
め，「学校別の校区」の設定を提言する。すなわち，各高校
ごとに「受検可能中学校＝校区」，または各中学校ごとに
「受検可能高校＝校区」をあらかじめ定め，その高校（中学
校）の「校区」にすむ受検生は，校区から自由に志望校を受
検する制度である。｢校区｣は，恣意的ではなく，「通学が可
能か否か」という基準で定める。これに加え，各中学校で何
パーセントかは，校区外受検を認めるようにしてはどうかと
思う。受検可能高校が少なければ少ないほど，その中学校
では上記のパーセントを高くして，受検ができる高校の選択
肢を増やすことを提案する。

学区外の受検が厳しいため，地元の高校に通う生徒が多
く，その結果，学区外への流出が少なくなり，地元高校の生
徒数確保と地域の活性化につながっている。

徳島市内の普通科では，学区内と学区外の生徒で合格でき
るであろう得点のボーダーラインが極端に違うため，不公平
な受検になり，自由に進みたい高校を選択できない。そのた
め，毎年少なからず，高校受検のために選択肢が広い第３
学区へ転出する生徒がいると聞いており，地元自治体の人
口減につながっている。

地域間での不公平性をなくし，徳島県下の中学３年生が行
きたい高校を受検できるよう，学区制の廃止を要望する。
一方で，鳴門市から徳島市への通学には交通費もかかる。
そこで，まずは，鳴門高校に特進クラス等を新設するなどし
て意欲ある生徒を受け入れ，学区外へと出て行こうとする生
徒をつなぎ止める努力をすることが，地元の育成につながる
と考えている。

なし。
同学力であっても，通学区域制があるため，希望する高校
に入れない生徒がいる。徳島市内の子供たちのみ優遇され
る制度はおかしい。

学力による平等な制度とすることを望む。

通学区域制に関するアンケート調査結果（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

県内の全日制普通科高校に，地元の中学生が優先的に進
学できるような制度である。

県内の全日制普通科高校に地元の中学生が進学しやすい
ため，全国に比べ学力面での競争力の低下を招いている。
また，希望する高校がありながら，住所により進学を制限さ
れるのは不平等である。

少子高齢化が進む昨今，何かしらの政策（学区制の廃止
等）により，これからの徳島県の発展に寄与できる人材を育
てる必要があり，進路選択の自由化を進め，競争力を強化
しなければならない。



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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ある程度の学力を持っていれば，近くの高校へ進学できる
可能性が高く，遠距離通学を抑制していると思う。

高校によって学力の差が大きく，国公立大学への進学を考
えると徳島市内の高校へ進みたいが，通学区域の壁があり
不平等である。徳島市に隣接する地域では，地理的に近く
ても，合格には高い得点が求められる。そこで入試のため
に，徳島市内に一時的に住所を移す家庭も存在する。

学区制は廃止して，全県一区にすることが望ましいと考えて
いる。ただし，県下各地に国公立大学へ多数の合格者が出
るレベルの高校を分散させることが必要である。

県南部が１つの学区であり，選択できる高校も限られること
から，中学時代の同級生が高校になっても多い。また，地元
の学校に進学しやすい制度である。

小松島市は徳島市と隣接する市でありながら，第３学区へ
の流入率８％という制限があるため，地元中学に通わず，
校区外申請して徳島市内の中学校に通学し，徳島市へ進
学希望している実態もある。勝浦からも同様の実態があると
も聞く。公平性の観点から，これはおかしいと思われる。
また，小松島・勝浦からの交通アクセスは徳島市へはＪＲ・
バスと乗り換えがなく充実しているが，阿南方面は勝浦同様
に乗り換えが必要になりたいへん不便である。明らかに徳
島方面への通学環境が良い。

基本的には，地元の子供は地元の学校に通うのが一番良
いと考えている。しかしながら，この自由競争の時代に，ま
た少子化が著しく進んでいる中では，学区制は廃止すべき
であると思う。
それぞれの学校にそれぞれの魅力があり，学校単位の頑
張りも必要であると思う。この学校でこれがやりたいとか，こ
の学校から次のステージに向かっていくといった選択肢を子
供に示せるよう，今の時代に合った形に制度を改善する必
要がある。

生徒が，居住地に近い普通科に進学しやすい制度である。

進路選択の幅を狭めており，第３学区について，学区内と学
区外で不公平感を覚える。そのため，徳島市周辺の自治体
では，人口流出につながっている。また，城ノ内高校の募集
停止に伴う対策が必要であると考える。

将来的には，通学区域制は廃止すべきであると思う。その
廃止に向けて，段階的な流入率の拡大を提案する。
理系は，理数科や応用数理科など，多くの特色ある学科が
あるが，文系は少ない。文系に特化した学科の開設を提案
する。また，高校卒業後の大学進学実績を見ると，徳島市
内の普通科に人気が出るのは必然である。徳島市周辺の
普通科高校の育成及び魅力アップを図るべきである。

距離的に通学可能な範囲に普通科高校が位置しており，毎
年中学３年生の生徒数から算出される高校の募集定員に
も，ある程度整合性があることから，地元の普通科高校志
望の生徒は，比較的入学しやすい状況にあると思う。

通学区域の境界にある鳴門市大麻中学校は，行政区として
は鳴門市であり，現行制度では，隣接する北島町から受検
可能な徳島北高校普通科について，大麻中学校からの受
検には制限がある。今切川を挟み，川向かいの大麻町から
自転車で十数分から数十分で通学可能な区域の生徒が，
徳島北高校に通学できない矛盾が生じている。

少子化により県下の総人口が減少しており，高校も統廃合
や学科再編等で合理化を図りながら保護者・生徒のニーズ
に応えようとしていると受け止めている。しかし，制度再考の
結果，従前は進学を希望し入学していた地元中学の生徒
が，さらに遠距離の普通科高校へ通学を余儀なくされるよう
な状況になることだけは避けていただきたい。

徳島市への一極集中を緩和し,地元高校の育成が図られる｡
生徒にとっては，遠距離通学をできる限り抑制している。

学区内と学区外の生徒では合格に必要な点数が異なり，生
徒たちの進路の選択肢が限られてしまう。生徒たちが切磋
琢磨する機会が十分に保証されていない。

各中学校のＰＴＡ会長だけがアンケートに回答するのではな
く，各中学校の保護者や生徒にアンケートを実施したり，こ
れから中学校へ入学する小学校の保護者たちにアンケート
を実施して，多数の意見を聞く必要があると思う。

地元の高校へ通いやすい制度であり，友人も多く進学する
ので，中学生から高校生への移行が容易である。

学区外から旧総合選抜校への進学は，学区内と比べ求めら
れる学力の差が大きすぎる。

スポーツ，音楽など明確な目標がある場合を除いては，通
学区域内への進学が望ましいと考えるが，学力の差だけで
夢や目標に近づくことが困難なことは平等でないと思う。

（記載事項なし）
通学区域の見直しが必要であると考えている。通学に適し
た場所にある高校が，通学区域外であり続けることは，望ま
しい状況ではないと思う。

大麻中学校の生徒にとって最も近く，通学しやすい徳島北
高校を，学区内の高校として認めていただけるよう配慮をお
願いする。



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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流入率が設定されていることから，学区外から流入できる人
数の最大数がはっきりしているので，それぞれの学区内で
地元の普通科を希望する生徒の受入れ人数が確保される。

学区外の高校の特色ある取組に魅力を感じて進学を希望し
ても，普通科であれば人数の制限があり，希望者数によっ
ては学区外からの受検が難しい。そのため，同じ高校を受
検しても，学区の内外によって求められる成績にかなりの差
が生じてしまう。

生徒が希望する高校，通学に無理のない高校に進学できる
ことが望ましいと思う。現在，最も近い高校でも通学が困難
な地域で生活しているため，高校進学がすなわち一人暮ら
しや寮での生活をはじめることになり，生徒・保護者にとって
精神的にも経済的にも大きな負担となっている。平地の学
校でも片道１時間を超えて通学している話も聞く。へき地の
学校に限らず，通学区域や流入率の見直しによって生徒や
保護者の負担が大きくならないように配慮してほしい。

現在の本県の公共交通機関の利便性を考えると，自宅から
遠い学校へ通うのは難しい問題が多いと思うが，現行制度
は，この問題をあらかじめ，ある程度，排除している。

国公立大学や有名私立大学等いわゆる難関大学への進学
率を考えると，徳島市内普通科への進学を望む保護者も多
いと思う。その場合，学区外から合格するために必要とされ
る点数が高く，不公平感を覚える保護者は多い。

自宅がＪＲ沿線以外に位置する場合，将来的なバスの減便
や路線の廃止等に不安を覚える。寮など，自宅外から通学
するための施設についても考える余地があると思う。

近年，人口減少，少子化が進む中，地元高校の存続という
点においては有効であったと思う。

学区外に希望する普通科がある生徒にとっては，進路選択
の幅が狭められることとなっている。

特に今の制度に対し満足しているわけではないが，大きな
改善をすれば，地元高校の存続や意欲ある生徒の流出が
心配される。

通学区域内において，地元生徒が入学できる定員確保が維
持されている。

県内全域において，生徒一人一人の自主性や意欲を積極
的に尊重していただき，学区外への志望校への受検につい
ても柔軟な対応を希望する。

少子化が進む現状だからこそ，生徒が行きたいと思う学校
があるのなら，通学区域の枠にとらわれず，自由に選択でき
る制度が望ましいと考える。

近隣に比較的低い点数でも入学しやすい高校があるため，
高校入学のセーフティーネットの役割を果たしている。また，
近隣の高校への通学は，事件・事故等に巻き込まれるリス
クが低く，安全性が高い次元で確保されている。
長年，通学区域制が変わらなかったことにより，中学校にお
ける進路・受検指導が安定的に行われていると思われる。

第１学区には海部高校が含まれるが，通学は困難であり，
入学実績もほとんどなく，実質的には進路の選択肢とはなら
ない。一方，距離的に近く，通学の便も良い，そして生活圏
としても近い城南高校が学区外の位置付けである。
生徒にとって，学業だけでなく部活動の面でも，レベルに応
じて高校を選択できる余地がない。高校選択の幅を狭める
ことにより,子供たちの未来の選択幅までも狭められている｡
公共交通機関の不便さ（乗り継ぎの必要性）が，保護者の
経済的負担を大きくし，送迎の負担もある。現状は，こうした
負担を地方に住む者だけに強要している。不公平な「地域
差別」を強いられていると感じている。
通学が便利で魅力を感じる高校があるのに，学区外だから
相当な高得点を必要とするため諦めている生徒がいる。住
む地域さえ違っていれば入学できると考えている。志望する
高校への入学に不利な学区とされているため，入学に有利
な学区内への引っ越しが話題に上る家庭も多く，実際に転
出した中学生や世帯も知るところで数件以上実在している。
こうした事実は，あってはならない大きな問題である。

最寄りの高校をセーフティネット的な位置付けとし，その他
の徳島県内の高校であれば，希望する高校へ挑戦する権
利を認める。「地域」による格差をなくし，学力で公平・公正
に競争できる制度が望ましいと考える。
本校保護者の意見は，ほぼ「通学区域制の撤廃」を求めて
いる。通学区域制の撤廃により，各高校が独自の魅力づくり
に積極的になると考えられる。それにより，今以上に多くの
中学生が，より具体的な目的意識を持って志望する高校を
選択できるようになると考える。



評価できる点 課題である点 望ましい改善策の在り方

１７

１８

１９

２０

２１

２２

徳島市内の高校に進学者が集中しないように配慮されてい
る。徳島市から学区外へ進学する者の数を少なくすること
で，子供の時間的・身体的負担と，保護者の経済的負担を
増やさない制度となっている。

時間的・身体的・経済的負担が増えないよう配慮されている
一方，学区外からの流入率が設定されていることから，一部
の生徒は，学区外への進学を余儀なくされている。

学校選択の自由の保障という考え方は理解できるが，負担
が増える子供や保護者を増やさないよう，現状の学区制を
維持すること，及び徳島市内普通科の学区外からの流入率
８％の現状維持は必要であると考える。

公立高校への進学率が９割に上る本県では，その内の約６
割を普通科進学者が占めている。通学区域制があることに
よって，一般選抜において著しい定員超過や定員割れが生
じにくい。そのため，ほとんどの生徒が一般選抜で進路が決
定しており，第２次募集の実施は小規模なものですみ，新年
度に備えることがスムースにできる。
普通科高校において，一定水準以上の地元生徒占有率が
維持できることにより，各地域に当該地域の生徒がとどまる
ことで，地元高校と地域が連携・協働でき，地域の活性化に
つながっている。

学区外からの流入率の設定や，県内全域を通学区域とする
普通科高校や理数科など専門学科の設置により，他学区か
ら第３学区内の高校に進学することが可能となり，そのた
め，徳島市内の普通科高校進学希望生徒の約１割が，希望
に反して他学区の普通科に進学せざるを得なくなっている。
この結果,遠距離通学や不本意入学により，生徒は時間的･
身体的に，また保護者は経済的に負担を強いられている。

第３学区にある普通科高校の通学区域を県内全域にした
り，流入率を引き上げることにより，徳島市内の普通科に進
学することができたはずの市内の生徒が合格できなくなると
いう事態は認められない。その場合は，流入する生徒数分
にあわせ，第３学区の普通科定員を増やす措置を併せて
行っていただきたい。
各地域の普通科高校の特色化や魅力化を図るなど，徳島
市内への集中緩和策を併せて実施する必要がある。

遠距離通学が抑制され，様々な負担が軽減されている。ま
た，各地域の活性化にもつながっている。

特になし。

少子化が進むのなら，なおさら，地域の高校を維持をするた
めにも，現行の通学区域制が望ましいと思う。現行制度の
見直しや変更の検討は決定事項なのかもしれないが，急ぎ
すぎる感は否めない。何か急ぐ理由はあるのだろうか。

自宅から比較的近い普通科高校に進学することができ，子
供たちのためにも，保護者の経済的な負担軽減のために
も，現行の学区制は評価できる制度である。

受検希望者を増やすために，県内の各普通科高校がそれ
ぞれの特色を発揮し，魅力を高める努力が必要となる。

第３学区内から入学できる定員は維持した上で，第３学区
外からの流入率の見直しを行い，学区外からの合格者を増
やす。ただし，流入率が高すぎると，周辺に位置する高校の
衰退につながるため，適度な流入率の設定が必要になる。

徳島市外への不本意な遠距離通学による，精神的・身体
的・時間的・経済的負担の増大を抑止している。
現在の通学区域制は，時代の趨勢による人口減少に歯止
めをかけ，地方創生に向けての「徳島ならでは」の制度の一
つであると評価できる。これにより高校と地域が連携し協力
し合うことが可能となり，地域の学校として，地域づくりが推
進され，地域の活性化につながっている。生徒が日々慣れ
親しんだ街並みを通学することで，地元を愛する心がさらに
育まれるため，地方創生にもつながる人づくりの土台となっ
ている。また，幼い頃より親交の深い近所の先輩・後輩・同
級生と共に通学できる可能性が高く，精神的安定に寄与す
る効果が期待できる。

徳島市内の普通科高校へ進学を希望している徳島市内の
生徒にとって，他学区からの８％という高い流入率により不
本意な遠距離通学や入学を強いられている。

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,
通学区域を見直す。また，現行の３通学区域の維持及び第
３学区への高い流入率８％の引き下げをお願いする。
様々な立場からの意見を十分にくみ取っていただき，遠距
離通学者の増加等，生徒・保護者の精神的・身体的・時間
的・経済的負担の増大につながる見直しが行われることが
ないようお願いしたい。早急な変更は，生徒・保護者の混乱
を招く恐れがあるので，有識者会議では十分審議する時間
と回数が必要である。

遠距離通学を抑制している。基本的に，公立高校普通科は
同等の教育を提供しているものと考えると，通学時間が長く
なることによる学習時間の減少は望ましくないと考える。

居住地により課題と考えられる点は異なるが，徳島市の視
点から考えた場合，市外からの流入により市内の生徒は近
くの学校を選択できなくなり，市外へ流出せざるを得なくなる
生徒が一定数，出てしまうことが課題である。

城ノ内高校の募集停止が今回の見直しにつながっていると
思われるが，基本的に現行の学区制を維持していただきた
いと考える。今後の在り方を検討するにしても，遠距離通学
者の増加等，負担が大きくならないようにしてほしい。



評価できる点 課題である点 望ましい改善策の在り方

２３

２４

２５

２６

２７

各地域にある地元の普通科高校の育成及び地域の活性化
につながっている。

大麻中学校や石井中学校については，通学距離を考慮し
て，徳島市内普通科への適切な流入量を認めてはどうか。

通学区域制の見直しについては慎重に行うべきであり，現
在の学区外からの流入率（８％）は堅持してほしい。
板野高校や名西高校等，徳島市周辺に位置する高校を育
成してほしい。また，制度の検討に当たっては，城ノ内高校
が中等教育学校に移行することを加味する必要がある。

現行の学区制の下，生徒の多くは自宅から近い普通科に通
学している実態がある中，学区の拡大や廃止を行うと，今以
上に希望に反して，他学区への進学を余儀なくされる生徒
が増え，生徒･保護者にとって時間的･経済的な負担が増え
ると考えられる。そのため，現行の学区制を維持することを
お願いする。

他学区から第３学区への志願者が増えることにより，第３学
区から他学区へ進学せざるを得ない遠距離通学者が増え，
生徒・保護者にとって様々な負担の増大につながっている。
また，徳島市立高校は，徳島市の税金を投入している以
上，県立学校と同じ入試制度の運用は見直すべきだと思
う。

現行制度は，様々な意見や要望を勘案して，県議会や委員
会で審議を重ね，県教育委員会において決定し，平成１６年
度入試より導入した経緯があり，その決定を尊重すべきで
ある。今後，要望があるたびに見直しが繰り返されることも
予想され，保護者としては，この問題に真剣に向き合えなく
なる。一部の委員だけによる審議にも問題があると考える。
今後，徳島市への一極集中を招かないように，各地区の高
校の特色化，魅力化を図らないと人口減少・少子高齢化に
対応できない。その結果，第１･第２学区の高校に生徒がと
どまることができず，将来的に県外への高校進学者が増加
し，徳島県の生徒数が減少すると考える。

徳島市の場合，公立普通科に進学した生徒のうち，約９割
が希望した市内の普通科に進学しており，その多くは自宅
から近い高校に通学できている。また，多くの場合，一般選
抜をもって進路が決定しているため，生徒は余裕をもって新
年度に備えることができている。さらに，地元の生徒が各地
域にとどまることで，地域の活性化にもつながっている。

事前の進学希望調査では，徳島市内の普通科を希望してい
た生徒のうち，約１割が希望に反して市外の普通科に進学
している。そのため，生徒や保護者に負担がかかっている。
通学区域制が必要となった意見や要望をもう一度見つめ直
し，理念の継続を考えていくことが大切だと思う。

第３学区への流入率８％の継続と募集定員の増加を望む。
また，各地域の普通科の特色化や魅力化を図り，卒業後の
進路（大学進学や就職）を，より充実させる対策の早急な実
施を期待する。生徒や保護者の信頼を得ることとなり，進学
率は向上し，地域の活性化にもつながると思う。
通学区域をいきなり廃止すると，中学生が混乱することが予
想されるので，時間をかけて慎重に検討すべきである。

公立高校へ進学する生徒が９０％を超える本県の特殊な状
況の中，学区制による一定のコントロール下にあることは，
生徒の地元高校への進学のしやすさや，保護者の経済的
負担軽減につながっている。また，地域の子供が地元高校
に通うことで,将来的な地域の人材確保にもつながっている｡
不公平さを感じる地域や生徒・家庭があることは理解できる
が，手放しの自由化は，不本意な区域外通学による生徒・
家庭の負担の増大につながり，学校間格差を生む要因とな
り得るなど弊害が大きい。現行制度でも，県内全域を通学
区域とする学校・学科があり，かつ，一定の流入率を設ける
ことで，バランス良く区域外通学が可能となっている。

現行制度の維持が，それでもなおベターであるとは考える
が，事実として１００％自由で公平な状態とは言えない。ま
た，学区の線引きを行政区の区切りで行っているため，致し
方ないところではあるものの，わずかながら一部の地域に
とっては，在住する市町村の高校よりも，隣接する学区の高
校のほうが近い場合がある。

現状維持が望ましいと考える。
万一，制度の緩和に向かうのであれば，少なくとも一定年数
は募集定員を増加するなどして，学区内外双方の生徒・家
庭にとって負担増とならないための措置が同時に必要であ
ると考える。

通学における時間的負担が少ない。一生懸命，文武両道に
勤しんでいる生徒が多く，その生徒たちが，勉学と部活動
を，時間的･身体的な負担があまりかからず両立できる。
地元高校の育成・地域の活性化につながっている。高校も，
中学校と同様，教育は学校だけで行われるものではなく，家
庭や地域社会が教育の場として機能を発揮している。地域
の学校と地域住民や保護者が，力を合わせて子供たちの学
びや育ちを支援し，一体となった教育づくりが推進できる。

第３学区以外から徳島市内の高校へ進学する生徒により，
徳島市の公立中学校から公立の普通科に進学した生徒の
うち，約１割が希望に反して第３学区以外に位置する普通科
に進学している。そのため，生徒にとっては，通学におい
て，時間的・身体的な負担がかかっている。

現行の通学区域制の継続を希望する。高校の再編・統合が
進んでいる時代ではあるが，地元の子供たちが地元の高校
に進学したいと思えるよう，各地域の普通科高校が，より一
層，進学に力を入れ，特色化を図り，人とつながる活動を柱
とした魅力と活力のある学校づくりを推進してほしい。



評価できる点 課題である点 望ましい改善策の在り方

２８

２９

３０

３１

３２

通学区域制があるおかげで，子供たちは近くの学校へ通学
し学んでいる。そのため，時間に対するゆとりが生まれ，身
体的･経済的な負担が免れる。また，通学区域制が機能して
いることにより，徳島市内は市内，市外はそれぞれの地域
で，地元の人口が守られ，生徒の占有率が維持できてい
る。更には，子供たちだけではなく，地域の保護者の連携に
も結び付き，学校と地域が連携・協働する体制の構築が成
されやすく，地域の活性化につながっている。

現行の通学区域制では，学区外からの合格許容率が約１
割となっている。このことは学校の水準を上げているが，そ
の一方で，学区外に進学する生徒が生じてくる。結果的に，
生徒・保護者の負担につながっている。

各地域の未来と現状を守るためにも，現行の通学区域制の
理念を確認する必要がある。徳島市内の生徒数の水準の
維持とともに，学区外の生徒数の水準の維持，意欲のある
人材を地元に残すためにも，流入率はできるだけ下げる方
向で見直す必要がある。

生徒にとって学ぶ環境の確保につながるとともに，円滑な進
路決定に寄与している。また，地元高校の育成及び地域の
活性化につながっている。

希望に反して他学区の普通科に進学せざるを得ない生徒が
いる。その結果，遠距離通学や不本意入学により，時間的・
身体的・経済的負担を強いられている。

現行の学区制制定時の理念を継続することが重要である。
なお,第３学区の流入率を引き上げる場合は,その生徒数に
見合うよう，徳島市内普通科の募集定員を増やしてほしい。
また，徳島市立高校については，徳島市内の生徒が入学で
きるよう，募集定員を十分確保してほしい。

徳島市に住む子供たちが徳島市内の普通科高校を希望し，
進学している割合が９割という現状は評価できる。また，中
学校での成績で合格の目安もある程度予測でき，第２次募
集になる生徒も少なく，安定している制度であると思う。

第３学区への流入が，少子化とはいえ約１００名（５校各２０
名程度）を数え，数字で見るとかなり多く感じる。自宅から徒
歩，自転車等で通える普通科への進学を目指す徳島市内
の子供たちのことを思うと，もっと他学区からの流入を少なく
してほしいと思う。

徳島市の立場から見れば，この改善の着手は，他学区から
の一方的な要望によるものであり，徳島市の中学生にとっ
て何のメリットもなく，困惑でしかない。通学区域の廃止など
論外であり，何より，進路選択に関して子供たちの混乱が危
惧される。学区制見直しは，本当にやめていただきたい。
徳島は全体的に公共交通機関が脆弱である。運賃も高いう
え，便数や車両数も少なく，時間も限られ，大雨で運休や遅
延も多く，高校が大雨警報だけでは休校にならない点も相
まって，遠距離通学は，ぜひとも避ける必要がある。
なお，徳島市立高校については，徳島市在住の中学生にさ
らに広く門戸を広げるべきではないかと考える。

多くの生徒が，自宅から近い徳島市内の高校に進学できて
いる。学区制が廃止されると，自宅から遠方の高校へ行か
ざるを得ない生徒が増えるのは明らかであり，保護者も含
めて，時間的･経済的な負担等が増加すると考えられる。
また，私学が少ない本県の実情にあっても，現状の学区制
があることにより，定員超過や定員割れの少ない進路決定
ができている。この学区の拡大や廃止は，進路決定の混乱
を招くのではないか。県内の高校の実情では，希望進路を
大きく変更せざるを得なかったり，不合格によって２次募集
となった場合の影響が大きすぎると思う。

学区外から徳島市内の高校へ希望して進学してくる生徒が
一定程度存在する結果，徳島市内の生徒がやむなく遠方の
高校へ進学せざるを得ない状況になっており，時間的・経済
的な負担等を余儀なくされている。高校への通学は毎日の
ことであるので，その影響は想像以上に大きいことを理解し
てほしい。

まずは見直しありきではなく，少なくとも現状の学区制を維
持する意義をもう一度考えるべきであると思う。現行制度
は，徳島市内への集中緩和など相応の意義をもって成立し
ていると思われる。
学区外から徳島市内へ進学する生徒にとっても，時間や経
済的な負担が大きいのは同じことであり，生徒が進学したい
と思うような地元の高校を，各地域で育成していく観点から
改善策を考えるべきではないかと思う。

通学区域制は，円滑な進路決定に寄与するとともに，学ぶ
環境の確保につながっている。また，各地域にある地元高
校の育成及び地域の活性化にもつながっている。

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は，一部の生徒・保護者の負担増
大につながっている。

現行の学区制を制定した時の理念を継続することが重要で
ある。公立高校在籍率の高い都道府県の多くは学区制を採
用している現状がある。また，徳島市立高校には徳島市内
の生徒が入学できる定員を十分確保してもらいたい。制度
の検討に当たっては，徳島市への集中を緩和し，地元高校
の育成，地域の活性化につなげる観点が必要である。



評価できる点 課題である点 望ましい改善策の在り方

３３

３４

３５

３６

３７

３８

現行のシステム自体が古いため，現状との適合性に違和感
を覚える。大学等への進学を見据えて，通学区域を第１から
第３の３つの学区に仕分けることで，希望する進路の競合を
さけることができる点については評価できる。

学区外と学区内の学力検査の合格得点に差があり，学区
外の意欲ある生徒の進学を妨げる要因になっていると思わ
れる。可能性を持った子供は学区外であっても，希望する高
校に進学させるべきである。
現在の人口増減に対応していない通学区域制であること
は，県民もわかっている。全国でも通学区域を廃止している
都道府県もあるので，色々と考えてみれば良いと思う。

地域に残す高校（地域創生）と少子化を考え，徳島市一極で
はなく，各学区や地方の拠点になる高校を設けるべきであ
る。また，高校から進学・就職を考慮しての学科やコースを
設ける必要がある。地域に残ってもらえるようにしなけれ
ば，少子化が進行し，県全体に子供がいなくなる。

地元高校の育成につながっていると思われる。通学区域制
が撤廃された場合，県下各地から徳島市内及びその周辺
の普通科高校への進学割合が高くなり，県西部及び県南部
の普通科高校がなくなるのではないかと心配される。
徳島市内及びその周辺の生徒数が多いため，当該地域は
入試激戦区になっている。しかし，通学区域制があり，流入
率が決められているため，少しは軽減されていると思う。

通学区域制により，学区外と学区内の学力検査の合格得点
にかなりの差があると聞いている。
城ノ内高校の中等教育学校移行により，高校からの生徒募
集が停止され，徳島市周辺では高校入試がさらに激戦にな
るのではないかと危惧している。

通学区域制の廃止には反対する。
流入率については変更（１０％～１５％程度）してもよいと考
える。ただし，それに伴い徳島市内普通科の定員を増やし
てほしい。現行は，地区ごとの中３生徒数や，進学希望者数
により定員を決めていると聞くが，そのために各高校の生徒
数が減少し，魅力ある学校づくりができていないと考える。
徳島市内の高校の場合，学年３６０名程度（全校１，０００名
以上），郡部の高校であれば，学年２８０名程度（全校８００
名以上）が望ましいと考える。
城ノ内高校の中等教育学校移行に伴い，徳島市内の１校を
県内全域を通学区域とする普通科高校にするなどの配慮を
希望する。その場合，流入率は現状維持とし，徳島市内の
定員は増加してほしい。

各地域の地元高校の育成が図られている。また，遠距離通
学者の増加を抑制している。

現行の通学区域制を評価しており，特に課題はない。
現行制度の継続をお願いしたい。特色ある学校づくりに取り
組み，地元高校の育成をさらに進めてほしい。

自宅から近い方が通学しやすく，保護者の負担も少ない。ま
た地域の子供たちを地域で育てることができる。

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は，一部の生徒・保護者にとって
は負担増大につながっていると思う。

現行の通学区域制を制定した当時の理念の継続が重要で
ある。また，この問題について，短期間で結論を出すのは大
変無理があると思う。

徳島市周辺で，地元に高校の立地しない中学校にとって，
受検がしやすい制度である。

徳島市周辺で，地元に普通科高校が立地する自治体から
は，徳島市内普通科高校への受検が大変困難である。地元
に普通科高校があることが原因となり，学区内の生徒よりも
高得点が必要となるなど受検が制限されることは，勉強や
学校生活に対する生徒のやる気の低下につながるのでは
ないかと思われる。

県内全域を通学区域とし，また点数のみで区切るのではな
く，各学校が勉学以外でもより一層の魅力向上を図る（現在
も十分に尽力していると思うが）ことが大切だと思う。
中学校側だけでなく，高等学校やその教員自体も，公平性
等の意識改革が必要ではないかと思う。

なし。 行きたい学校に自由に行けるようにすることがよいと思う。
行きたい学校に自由に行けるようになるのはよいことと思う
が，一方で，第３学区の通学区域内であった山間地域で
は，徳島市内への人口流動がおきると思う。



評価できる点 課題である点 望ましい改善策の在り方

３９

４０

４１

４２

４３

現行の通学区域制により，他学区へ進学するハードルは上
がっているが，意欲ある人材が他学区へ多く流出してしまう
ということの抑止にはなっていると思う。地元の活性化という
側面において，ある一定の評価はできると考える。

学区外からの受検には不公平という課題はある。ただし，参
議院議員選挙の一票の格差のように，不公平感だけに特化
してしまうと別の問題が生じるのではないかと思われる。

通学区域制を変更すると，徳島市内の高校に入学希望者
が集中し，地方の高校が定員割れしてしまうことが懸念され
る。地方の高校にも，その地域の特性を生かしたような学科
や専門的な技術を学べる学科など，魅力ある学校づくりを検
討していただきたい。

基本的に学区内で高校を選択することとなるため，進路目
標を絞りやすい制度である。また，徳島市に生徒が集中して
過当競争となることを防ぐ一方，地域を担う人材の育成に寄
与している。

生徒の進路希望に添えない場合がある。

改善の検討に当たっては，生徒や家族の希望，地域社会の
維持等のバランスに配慮することが重要と考える。学区制を
変更した場合に及ぼす影響や効果がわからないため，数年
後の見通しを立て，一定の地域や学校・学科でモデル的に
変更を実施し,その影響･効果を十分に検証すべきである｡

現在，高校は通学区域である地元とのつながりを大切に学
習活動を展開している。地域おこしや地域との交流を通し
て，自分たちの住む地域の特色を知り，課題を見つけて解
決をさぐったり，地域と密着したボランティア参加がふるさと
を大切にする気持ちを育成し，地域創生をすすめていく大切
な土壌になっていると思う。
また，通学区域制があることで，地元の普通科高校へ進学
しやすくなり，自宅から通いやすく，交通費の負担が少な
い，受検競争過熱の緩和などが評価できると考える。

地域によっては，意欲のある子供が徳島市内の高校を希望
する時，学区外枠での選抜になり，狭き門になっていること
が問題といわれているが，そもそも，意欲のある子供にとっ
て進学したいと思える高校が学区内にない地域があること
が課題だと思う。また，地元の高校から卒業後の進路が確
保されることが課題だと感じる。
卒業後の進路がすべての学校において平等に確保されて
いると仮定した場合は，特色ある部活動や学校ごとの活動
を希望して行きたいと願う子供たちにとっては，通学区域制
は大きな妨げであるといえる。

有識者会議では，結論ありきの議論，調査をするのではな
く，子供たちが将来に希望を持って学業や体験活動に励め
ることを大切に考え，多角的な意見，自由闊達な意見が阻
害されることのない会議であることを期待する。通学区域を
撤廃したり変更した他県の調査は必ず実施してほしい。
通学区域を撤廃することで予測されるメリット，デメリットは
およそで尽くされていると思われるが，根底には徳島のふる
さとに，果たして若者が生き生きと就職できる環境が整って
いるのか，また現時点で働いている我々大人が満足して就
労しているのか，という問題があるのではないかと思う。
通学区域の撤廃によって，地元高校に通うことが，また徳島
市以外の高校に通うことが恥ずかしいことになってしまうこと
だけはなんとしても避けてほしい点である。
子供たちが将来グローバルな活躍をすることは我々保護者
の夢ではあるが，徳島から世界に飛び出すだけでなく，世界
規模の勝負を徳島で展開してほしいものである。徳島で働く
若者が自信と誇りを持てるよう，願っている。

地域別になることにより，それぞれの高校で，友達関係，ク
ラブ活動などが非常にまとまりやすく，保護者として安心感
がある。

学校の選択肢が減ることにより，個々の夢や希望に沿った
学校選択ができているのかという心配がある。
また，山間地域の高校では，試験の点はなくても受かると捉
えている人がたくさんいる。それが理由で，中学３年生に
なっても勉強しなくてもよいと考えている人もいるとのことで
あり，学力向上の面で問題があると思う。

もう少し，各学校に特色をつけた学科を取り入れてほしい。
特に，地域に根付いた産業に沿ったものを期待する。それ
は，少人数でのクラスにより可能であると思う。今後，ますま
す進行する少子化，過疎化を考慮し，今までのクラス人数
の在り方を根本から変えることを提案する。そうすることで，
小規模の学校，クラスでも，輝くものができると思う。時代を
先読みした学科を取り入れることにより，個々の能力が発揮
でき，これからの社会に必要な人材育成につながると思う。

通学区域制により，生徒の各地域への分散が期待できると
ともに，地域の活性化にもつながる。また，高校によっては，
学区外から進学してくる意欲のある生徒を一定数，確保す
ることができ，他の生徒との相乗効果も期待できる。

高校の数や生徒を取り巻く環境等，ハード面，ソフト面で地
域格差が生じている。また，生徒の学力のレベル差が大き
いと思われる。そもそも，生徒は単純に行きたい高校に行く
ことができず，進路の選択肢からも除外している。

通学区域制には，メリットもデメリットもあると考えられる。具
体的な改善策は今後の有識者会議に委ねるが，在り方とし
ては，①教育現場が混乱しない，②生徒集中による地域格
差・過疎化が進まない，③第１希望校に行けない場合の受
皿や第２次募集の充実，④高校の数が少ない地域における
選択肢の拡大が必要だと考える。



評価できる点 課題である点 望ましい改善策の在り方

４４

４５

４６

４７

４８

４９

５０

通学圏内には，地元自治体や学区内の他の自治体に高校
が多くあり，普通科志望の生徒は，現行の通学区域制にお
いても複数の選択肢の中から進路を選択できており，現段
階では評価できる。また，生徒や保護者にとっても，一部を
除き，ほぼ確実に地元高校へ進学できるため，受検や通学
に係る負担も少なく，安心できる制度である。

学区外の高校へ進学を希望する生徒にっては，地域間で多
少の不公平感はあるが，現行の通学区域制への課題は特
に感じていない。

将来的には通学区域制の撤廃へと進んでいくと思うが，現
状で撤廃することは混乱を招くと思われる。中途半端に一部
地域の通学区域を見直すことは，結局は新たな不公平感を
招くことにつながるため，やめた方がよい。
この問題は，教育分野だけでなく，地域，自治体などあらゆ
る方面に影響を与えるため，慎重に検討を進めるべきであ
る。県内の通学状況の不便さも改善し，地域間での格差を
なくし，皆が納得，また妥協できる施策をお願いしたい。

第１学区では，学区内の普通科高校や専門高校に進学する
のが一般的な進路状況であり，通学においても自転車やバ
ス･汽車等を利用し,比較的通学時間が短く抑えられている｡
また，中学校からの友人が同じ高校へ多く進学することか
ら，高校生活が始まっても友人関係等で困ることが少ないと
思われる。

第１学区における通学区域内の高校の選択肢はまだ多い
方だと思うが，勉強やスポーツにおいて更なるレベルアップ
を考えた時に，力を入れている高校が徳島市内に多くあり，
第１学区内の選択肢だけでは不十分である。現状でも，いく
らかの学区外枠や全県を通学区域とする学校・学科はある
が，流入率が低いため，学区外からの入学試験において，
より高得点が必要であり，不公平感がある。
徳島県においては私立高校の数も少なく，基本的に県立高
校への進学傾向が高いため，入試に失敗することを考慮す
ると，学区外からの進学にはリスクを伴う。

高校受検生の保護者としては，生徒が望む高校へ進学でき
る県内全域を１つの学区とすることが理想である。しかし，
全県一区となれば，進路希望が徳島市内へ偏り，海部地域
や三好地域の生徒流出と少子化により，周辺部において高
校の統廃合が進むことも考えられ，県の地形や交通網等の
現状と高校の維持，生徒の確保を考えれば，現状の通学区
域制は維持すべきと考える。
一方，生徒の学力や能力を伸ばすため，学区外からの流入
率を現状よりも高くし，第１学区から徳島市内の高校への進
学者数を増やすことは検討してほしい。加えて，各学区内の
それぞれの高校の魅力や特色を増し，どの学区でも同じよ
うな学力やスポーツ競技力等が得られるような体制づくりを
行い，各学区内で進学しようと思える取組も必要だと思う。

地元高校へ進学しやすく，保護者の経済的負担，子供の通
学時間の負担が軽減される。

学区制の影響で選択肢が限られるため，希望通りの高校に
進学できないことがある。また，同じ高校でも学区内と学区
外の生徒では合格できる得点が極端に違っている。

各高校の特色づくりの一層の充実が必要だと思う。

地元の普通科高校が生徒の獲得に向けて，それぞれの特
色を生かそうと努力している。

第３学区の普通科は部活動等に特色があって，学区外から
の希望が多いのに対し，学区外からの流入率が低すぎると
感じる。

少子化に伴い，将来的には学区制は廃止したほうが良いと
思う。それにともなって寮の設置も必要だと思う。

地域で育ち，地域で学ぶことで郷土愛が生まれ，将来，地域
を盛り上げてくれる人材が生まれる。また，高校に進学した
いと望む生徒及びその保護者が，遠距離通学等の経済的
負担を理由として進学をあきらめてしまうことが少なくなる。

学校の少ない地域等では進路の選択肢が狭まり，地域間
の不公平性は少なからずあると思う。学区間の流入率が小
さいと捉えている方もいると思われる。

通学区域制の良い点，改善すべき点を考慮し，子供たちが
個々に有する能力を十分発揮できるよう，検討を進めてほし
い。

徳島市への一極集中を緩和し，地元高校の育成を図るため
に一定の効果をあげている。

様々な状況に配慮して特例が設けられていることで，逆に
不公平感を持たれてしまっている。

徳島市中心部の学校に一極集中とならないよう，現行のよ
うな通学区域制は必要であると思う。大幅な変更は困難で
あると思われるが，できるだけ多くの人にとって公平な改善
策となることを望んでいる。

通学区域外への生徒の流出を少なくすることによって，地元
を大切にする意識を高めるとともに，地域に貢献する人材
育成にもなっていると考える。

通学区域外の生徒は，学校の特色を踏まえて希望していて
も，競争率が高くてなかなか受検できない状況である。生徒
の個性を重視した教育を展開するという観点からは，進学
の選択範囲を狭めていると考える。

本県は私立高校が少ないため，進学の選択範囲が狭くなっ
ている。そのため，県内全域を通学区域とする公立高校を
増やしたり，通学区域の見直しをしたりする等，生徒の高校
選択の範囲を広げることが望ましいと考える。



評価できる点 課題である点 望ましい改善策の在り方

５１

５２

５３

５４

５５

通学区域内の地域社会が学校教育に関わりやすく，長い歴
史的経緯の中で，地域社会と学校との強い結びつきが培わ
れている。（いじめ等の問題が発生したときに活用できる。）

通学区域制により通学できる学校が１校しかない場合，学
校の選択ができないといった問題が生じる。子供たちは，学
校の選択等の手段を通じて自主性や個性を伸ばし，責任感
をもつようになるのではないか。
通学区域制のために，高校は特色を出さずとも生徒が入学
してくるので，個別の特色を出せていない。通学区域制を廃
止すると，高校も特色を出すよう努力すると思われる。

通学区域制を廃止することで，生徒の選択する範囲が広が
り，将来の夢へ近づくことが可能になると思われる。

特定の学校や地域に生徒が集中することを防止し，県立高
校の適度な競争，発展を促してきたと考えている。また，一
定の通学区域を指定することで，過度な流入超過を抑制し，
遠距離通学に伴う身体的・経済的負担の軽減や通学時にお
ける危険防止が図られてきたと思われる。

課題は特にないと思う。
第３学区について，徳島市周辺部の生徒が徳島市内に行き
たい高校があっても，行けない場合があることが問題視され
ているが，一定の学区外定員を有しており，入学機会が完
全に奪われているわけではない。その定員数がいくらが適
正かという議論はあるかも知れないが，後は本人の努力次
第であると思う。狭き門を目指して努力する生徒の意思も大
切にしなければならないと思う。
そもそも，徳島市周辺以外の生徒は交通上の問題もあり，
行きたい学校が徳島市内にあっても行けない場合がある。
どこまでが公平な制度であるのかという議論が必要である。
徳島市周辺部だけ優遇されるのは，どうかと思う人もいる。

学区制は廃止すべきではない。特定の学校に，学力やス
ポーツ分野で意欲的な生徒が集中することになり，学区に
よっては，当該分野のレベルが下がる可能性がある。特に
第３学区周辺の学校は，さらに生徒が集まらない悪循環を
招き,学校の衰退,ひいては地域の衰退を招く可能性もある。
現行制度の下でも，学区外から一定の入学枠があり，全県
を対象とした学校･学科も設けられており，十分であると思
う。少子化の進行により，生徒数はさらに減少するので，い
ずれは学区制も維持できないレベルになると思われるが，
学区制の廃止を訴える際には，自分たちの地域の高校の魅
力度の低下，ひいては廃校を早めることになるかもしれない
ことをよく考えるべきである。
人口減少の速度は地域によって異なるので，学区内での統
廃合や特色ある学校づくりを進めるべきである。

地元高校に進学することによって，あまり友達付き合いが上
手でない子供にとっても，小・中と学校生活の中で築いてき
た友達と一緒に高校生活を送ることができる。また，遠距離
通学を抑止するとともに，受検競争が緩和されている。

少子化の進行に伴い，切磋琢磨が失われ，受験競争があま
り行われていないように思われる。一方，学区外に位置する
学校を受検する場合には，少し競争率が高くなってしまう。

通学区域制を改善するに当たっては，徳島市内の学校に希
望者が集中しないよう配慮する必要がある。また，通学に不
便な学校は廃止もしくは統廃合を進める一方，専門職に特
化した学校・学科の設置を提案する。

評価できる点はない｡総合選抜制度からの負の遺産である｡
強いて言えば，各学区の中学校において，高校入試の出願
者ができるだけ各高校の募集定員の中に収まるよう調整を
行っているが，その調整範囲が少なくてすむということが挙
げられる。ただし，これが良いことだとは思っていない。

進学したいと思う高校が近くにあったとしても，学区内であ
れば合格できる学力でありながら，学区外という理由だけで
ハードルが上がり，やむを得ず他の遠い高校に行かざるを
得ない状況が出てくる。
高校が多い徳島市内は選択肢も多く，学区外からの流入は
競争率が上がるので否定的な意見があると思われるが，地
方では高校の選択肢も少なく，意欲向上につながらない。
徳島市が属する第３学区に一極集中するとの意見がある
が，現行の通学区域制は，単純に，徳島市の生徒を優遇し
ているとしか思えない。高校は義務教育ではないので，通学
区域があること自体が問題である。

通学区域制の廃止及び募集定員の見直しを提案する。通
学区域制の廃止により遠距離通学の増加が考えられるた
め，各学校ではなく一定地域毎（自転車通学圏内）に寮を設
け，どの学校に対しても進学しやすくする。徳島市内への一
極集中の懸念に対しては，募集定員の減少数を地方の高
校ではできるだけ少なくすることで対応する。
入学者選抜において前期後期入試を実施する。徳島県は
他県に比べて私立高校が少ないので，公立高校の一般入
試を前期入試，募集定員の１０％程度を後期入試による選
抜とし，子供たちの選択の幅を広げるとともに，各中学校の
進路調整の負担を軽減する。結果，前期試験では必然的に
競争倍率が上がるため，県全体の学力向上につながる。

通学距離が近く，生徒の時間的な負担が減る。また，地元
の高校に通学することで地域との結びつきが強くなり，地元
を大切にする生徒育成の手だての一つになっている。

学区外から受検する場合，入学可能な点数の違いにより不
公平感がある。また，第１・第２学区が広く，同じ学区内であ
りながら，通学することが困難な高校がある。

学区の見直しをして，通学可能な学区に再編すべきである。
第３学区の流入率を見直し，学区内外の点数差を小さくして
ほしい。また，第３学区に，県内全域を通学地域とする普通
科高校，もしくは普通科を設定していただきたい。



評価できる点 課題である点 望ましい改善策の在り方

５６

５７

５８

５９

第２学区に位置する本校の周辺地域では，現状について，
特に困った点はない。また，そういう話も耳にしていない。そ
ういった意味で，現行制度はバランスのとれた制度であり，
周知もできていると思われる。

徳島市周辺では，希望する学校への制限があり，受検が過
度な負担となっているという話を耳にする。
現在，少子化の影響もあり，各中学校の規模が縮小してい
る。小集団であることは，様々な活動ができないといったマ
イナス面に働く場合もある。高校も同様に規模が縮小するこ
とにより，本来の機能が果たせなかったり，存続が危ぶまれ
ていると聞く。地域における学校の減少は，進路選択の幅
が狭まることにつながり，遠方の学校への進学は，通学時
間の長さや，経済的負担等でマイナス面が考えられる。

行政には，通学区域制よりも，少子化や人口減少の根本的
な問題への解決策を考えてほしい。また，県内全域を通学
区域とすることは，郡部の学校にとっては存続の問題にな
り，人口減少の悪循環となる。まずは，遠隔地の学校を魅力
ある学校とし，都市部からでも若者が通いたいという学校に
改善してから通学区域制の問題に取り組んでほしい。流入
率を引き上げるにしても，手立て無く行えば，郡部から学校
はなくなってしまうと思う。

現行の通学区域制は，普通科高校に進学したい生徒にとっ
ては，ほぼ地元または近隣の高校に進学することができる
ので，本人・保護者とも入試に対する負担は小さい。また，
多くの生徒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できる。そして地元の中学
生が，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。
なお，学力やスポーツで特に優れた生徒や保護者はこの限
りではないと思うが，多くの保護者は，地元高校へ進学して
ほしいと考えていると思う。

近隣に特色ある普通科高校があるため，現制度については
それほど困難さを感じていない。しかし，現行の通学区域制
は，子供たちが行きたい高校へ進学したいと思っても，自分
の生まれ育った地域によって制限があり，課題であると捉え
ている。普通科に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明らかである。
しかしながら，通学区域制の廃止は通学区域の拡大を意味
し，進学にかかる経済的負担の増大が予想される。そのた
めに，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，それについても大きな課題であると思う。

通学区域制廃止について全国的な傾向はあるにせよ，本県
の地域的事情を踏まえた上で，今の制度があると考える。
時代も変わり，少子化は進んでいるが，現行制度がどのよう
な趣旨で構築されたのか，もう一度議論していただき，改善
が必要であるにせよ，慎重に検討すべき課題だと考える。
通学区域制の早期廃止に安易に賛成するものではないが，
改善するならば，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，進路の選択肢が拡大するようにす
ることが望ましいと考える。

 地元の生徒が，地元の高校に通いやすい制度である。
本当に行きたい学校が区域外にあった場合，通学区域制に
よる様々な制限があり，受検しにくい状況になっている。

能力，学力のある生徒が，通いたいと思っても流入率がある
ため，あきらめざるを得ない状況がある。しかし，学区制の
廃止または流入率を変更することで，人気のある学校に生
徒が集中し，郡部の学校は少子化の影響もあり，定員割れ
も予想される。そのため，郡部の学校には，魅力的で特色
ある学科を設置し，また，校舎改修等の改善に取り組むな
ど，子どもたちが進路，進学，未来へ，夢と希望がもてる教
育環境の改善を求める。

県西部はへき地も多いため，各中学校で地元高校への進
学を優先して考え，指導していただけることは，各家庭の経
済的負担の軽減につながっていると思う。

学区外への進学を希望した場合，学区内よりも高い学力等
が必要とされ，当該校への進学を断念している生徒の存在
が見受けられる。

県内全域を通学区域とすることは，子供たちの競い合う姿
勢を育てることにつながり，良いことであると思うが，徳島県
の通学手段は乏しく，通学区域の見直しを行うことと同時
に，そうした対応も考えていただきたいと願っている。
また，少子化が進行する現状をもう少し大きく取り上げ，公
共交通機関の整備など，住みやすい町づくりへ力を注いで
いただきたいと思う。



評価できる点 課題である点 望ましい改善策の在り方

６０

６１

６２

６３

６４

６５

学区制があることによって，普通科高校に進学する場合に，
ある程度，規制（しばり）を設けることができ，その区域内の
普通科の定員を確保しやすくなっている。

生徒の住所や学校の所在地が各区域の境界周辺にある場
合，進路決定時に不公平感が生じる可能性がある。

学区制の見直しも大切だが，毎年定員割れをする，郡部に
位置する高校をいかに育成するかを官民あげて議論し，経
済的に支援していくことを優先すべきと考える。その地域に
あった個性あふれる，地元の中学生が通いたくなるような魅
力的な高校を作ってほしい。

地域にとって将来の地元を担う人材が育成される。
地域によっては，子育て世代の定住促進の阻害要因となっ
ている。

県内全域を通学区域とした場合，地域にとって将来の地元
を担う人材が流出してしまう可能性が大きくなると思われ
る。しかしながら，現行制度の下では進路選択の幅が狭く，
希望する進路を選択できるのは一部の生徒であるため，通
学区域間の流入率を緩和することが，バランスを保ちつつも
進路選択の幅を広げることになると思われる。

通学距離が比較的短く，事故や事件に巻き込まれる可能性
は低い。また，地域との交流ができ，地域に根付いた教育
が推進される。

子供が自分の個性に合った学校で学ぶことができない。ま
た，部活動等の競技力アップがしにくいと思われる。

通学区域制の改善策については，いずれの場合にもメリット
とデメリットがある。各高校には魅力ある学校経営をしてい
ただき，子供たちがどの学校に行っても充実した学校生活
を送れるように尽力していただきたい。

へき地校では，どこの高校へ進学するにしても距離がある
ので，通学区域についてはあまり考えたことがないというの
が現状である。しかし，高校を自由に選べることになると，地
域の高校をある程度守り，育てられなくなるという意味では，
現行の通学区域制は評価できると思う。

同じ高校へ進学するのに，地域によって格差が生じる制度
であることには，子どもを持つ保護者として矛盾を感じる。

高校や地域それぞれが持つ良さや特徴を生かし，魅力ある
高校をつくることで，バランス良く進学できるのが理想であ
る。しかし，少子化の進む中，子どもが行きたい，保護者が
行かせたいと思う高校は偏ってくると思う。そのため，現行
の通学区域制を維持するか，流入率を少し下げる等の改善
が望ましいのではないかと思う。

県西部の生徒は，学力と通学距離を踏まえて，基本的には
県西部の高校に進学し，学区外に進学する生徒は一握りで
ある。そのため，現行の通学区域制に対しての評価点や課
題点をあまり意識したことがなく，一保護者としてもわかりか
ねる。そこで，本県の現行制度がどのような内容か，他県等
と比較してどのような特徴があるか，このタイミングで見直し
を検討するに至ったのは少子化の他に要因はなかったの
か，今回，そのような点についてお知らせいただければ，保
護者間で議論し，様々な意見を示すことができたのではな
いかと思う。

（記載事項なし）

現在，少子化の影響により，中学校での集団競技の部活動
が成立しなくなっていると同時に，高校においてもその影響
が現れているようである。今回の見直しにおいては，昨今，
問題視されるようになった部活動の在り方や地域的特色も
踏まえて，議論していただきたい。

少子高齢化が急速に進行する県西部から見た場合，徳島
市内の高校へ子供たちが集中することを避け、県西部の高
校にも一定数の生徒数が確保されているということにおいて
効果があると考えている。

徳島市内普通科高校へ進学を希望する生徒にとっては，学
区の関係で受検を断念せざるをえない状況になることが課
題であると考える。

学区を撤廃した場合，県西部のほとんどの学校は，生徒数
が激減するのではないかと危惧する。全県的な視野に立っ
て，今ある全ての公立高校を残すことを考えれば，学区を設
定することは必要であると思う。その上で，流入率の変更や
全県一区で受検できる学校・学科の増設を提案する。



評価できる点 課題である点 望ましい改善策の在り方

６６

６７

６８

６９

７０

７１

７２ 特になし。 特になし。

子供たちが行きたい高校に行けることが一番望ましい。ただ
し，県西部では，生徒が流出する可能性も高くなるように思
うが，交通事情もあり，影響は読み切れない。一方，徳島市
周辺の生徒の動きは大きく変化するようにも思う。生徒が一
極集中するようであれば，現行制度のままでよいと思う。

県西部や県南部の生徒数の減少に対し，地元高校の生徒
の減少幅の抑制が図られている。

生徒の競争力の低下や，高校の選択肢の減少が課題であ
る。

通学区域を全面的に廃止するのではなく，流入率を緩和す
ることが望ましい。また，現行の通学区域制のなかで，生徒
の選択肢が増えるよう，学科の新設を希望する。

住み慣れた地域の学校に進学することは，保護者として安
心感がある。

将来の夢や希望をかなえるための高校選びに，制限がある
ことは大きな課題である。

各高校において細分化したカリキュラムや専攻を設けること
により，生徒の選択肢を増やすことが望ましいと考える。

進路選択の際，地域が限定されていることから志望校を決
定しやすい。また，特定の高校に対し進学希望者が集中す
ることを防いでいる。

地元には高校が１校しかなく，家庭の経済的理由などから，
生徒が自由に希望の学校や学科を選択することが難しい。
県西部や県南部では，公共交通機関の利用が不便である
ため，通学区域内に学校数はあっても，現実的には通学が
困難であり，志望校選択の幅が狭まっている。

特に県南部や県西部，山間部に位置する学校では，その地
域に特化した学科を設置し，卒業後も地域産業等で活躍で
きる人材の育成をめざす。また，人口の少ない地域からの
生徒流失は防ぐ一方，人口が多い地域からの流入は可能
にする。（第１･第２学区から第３学区への入学は原則認め
ないが，第３学区から第１･第２学区への入学は認める等）
区域内での特別進学制度を設ける。部活働に特化した特色
選抜だけでなく，学業等における進学枠を設置する。
少子化に伴い，通学区域制を撤廃しても，部活動での進学
を除き，生徒の集中はおこらないのではないかと考える。

地域との連携がとりやすい。また，過疎地域においては，都
市部への生徒流出をある程度押さえる役割を果たしている
と考えられる。

学区が決められているので，徳島市周辺の生徒の中には，
近隣に位置する希望の学校へ進学できない場合がある。

非常に難しい問題であると思う。通学区域制を廃止すると学
校間格差が生まれる。その一方で，廃止した場合には，生
徒と保護者が真剣に進路のことについて話し合えると思う。
また，都市部と過疎地域によって抱える問題の違いもある。

生徒が居住する地域と高校とがタイアップして活動したりす
ることにより，地域への愛着を深めることができる。
生徒は，生活に過度な負担がかかることなく通学することが
できる。（通学時間は，片道１時間以内が望ましいと思う。）

生徒の選択肢が制限され，将来への可能性が狭められて
いると思われる。進学や就職を見据える際，生徒自身で考
え選ぶことは重要だと思う。学区制があることで，希望の進
路選択を断念しなければいけない状況は望ましくない。

大阪府で通学区域制を撤廃した際，通学経路の沿線（電車
やバスといった公共交通機関）の関係で，生徒の流れは，さ
ほど変わらなかったと聞いたことがある。（徳島県と大阪府
では，人口や公共交通機関の状況がまったく違うので，あま
り参考にならないとは思う。）全生徒が，夢を持って高校に
通うことができることを期待する。

少子化・過疎化の進む地域においては，子供の流出を抑制
し，地域の活性化（経済効果等）につながっていると思う。

学区外から受検する場合，学区内の子供に比べるとかなり
ハードルが高く，基礎学力テストで高得点が必要であるとさ
れている。学区内に引っ越しをして受検をするという話を聞
いたことがある。その場合は，家族への負担も大きくなる。

これからは少子化がさらに進み，どの高校でも生徒確保が
困難になることは明らかである。そのため，那賀高校森林ク
リエイト科のように，他には無く，その地域の特性を生かした
学科を設け，他府県から生徒を呼び込む必要があると思う。
例えば，2020年東京オリンピック新種目のサーフィンが注目
されていることから，海部高校にサーフィン部を設けるのも
一つの案だと思う。



評価できる点 課題である点 望ましい改善策の在り方

７３

７４

７５

７６

７７

７８

７９

特になし。
鳴門市をはじめ板野町や上板町など徳島市周辺の地域で
は，旧総合選抜校に進学する場合に学区外扱いになること
に不公平感をもっていると思われる。

学区制を取り除き，フリーにした場合，どのようなメリットとデ
メリットがあるのか，わかりやすい情報を知りたい。その上で
考えていくべき問題だと思う。また，各高校は，特色ある学
校づくりに励んでいただきたい。

少子化に伴い，高校の生徒数が減少する中，通学区域制
は，入学志願者数について想定でき，ある程度の生徒数を
確保できることから，高校運営の観点からは評価できると思
われる。また，生徒にとっては，通学圏内の高校への進学
は負担の軽減につながる。

生徒の視点からすると，進路についての選択肢が狭められ
と思われる。このことは，生徒の可能性を潰してしまうことに
なるのではないかと思われる。

保護者からすると，生徒自身が選んだ高校へ行かせたいと
思うのは当然のことと思う。県内全域を通学区域とし，自由
に高校を選ぶことができる制度が望ましいと考える。

県西部では，過疎化に伴う生徒数の減少により，徳島市内
の生徒との学力差が気になるところである。現行の通学区
域制については，学力格差の受皿的側面を持つ高校はある
と思われるが，反面，徳島市内に準ずる教育水準を求めよ
うとする生徒には，高校選択の余地がないという状況にある
と考えられる。

平等な教育水準が県内の生徒に与えられているのかという
不安を感じる。通学区域制があることにより，同じ学力でも，
徳島市内の学校を受検できない生徒がいるということは，平
等な教育だとは言えないのではないか。住む地域で受検校
が制限されるのは，意欲ある生徒の将来を損なう可能性が
あるのではないかと考える。

今後，少子化が進行していく中で，本県の教育水準を確保
し，人材を育てるためには，通学区域制の廃止を含め，各
高校の特色を生かした教育の下に，自由に選択できる権利
を生徒に与えるべきであると考える。進学志向の高い生徒
が多いと考えられるため，選択クラスを県内全ての高校に
配置しつつ，県内生徒の学力の分布を加味した募集定員の
設定や，学力別の普通科の設置などが考えられる。反面，
学校の序列化を生む可能性が懸念される。

特になし。
第１・第２学区の生徒が第３学区の高校を希望した場合，進
路選択の幅が狭められている。

生徒が行きたい高校に行けるような制度への改善を希望す
るとともに，各高校の資質向上を期待する。

県西部や県南部の高校にも生徒が集まりやすい。また，願
書を出す段階で，ある程度調整できると思われるため，不合
格となる者が少なくなる。

学区外から徳島市内の高校などの入学を希望する場合は，
流入率があり受け入れられる生徒数が限られているため，
入学するためのハードルが高くなる。

通学区域を撤廃した場合，生徒がより徳島県中央部に集中
し，県西部や県南部の高校の生徒が減少すると思われる。
そのため，通学区域を設ける必要はあると考えている。

徳島市内の旧総合選抜校への，学区外から８％と決められ
た流入率によって，志願者の一極集中を抑止している。しか
し，このことは徳島市内の志願者や保護者，中学校にとって
は評価できることだと考えるが，一方で周辺市町に住む者
にとっては課題となっている。

徳島県は他県に比べて私立高校が少なく，公立高校の競争
率も極端に低い。しかし，旧総合選抜校への学区外からの
志願者の競争率や合格点数は非常に高くなっており，地域
間の公平性が保障されていない。現行制度は，生徒の学校
選択の自由や，本当に進みたい進路を保障していない。

通学区域制に関して，流入率を高くしたり，県内全域を通学
区域とする学校を増やしたり，通学区域を見直したりしても，
すぐにまた行き詰まると予想され，不平等感は解消されない
と思う。誰もが平等にと考えるなら，学区制を廃止し，誰もが
どこからでも行きたい学校を受検できるようにすることが，県
民から求められている改革ではないか。
学区制の廃止により，学校間の格差は明確になるが，各高
校の努力により特色あるオンリーワンの高校づくりが進むと
考える。また，中学生が志望校を目指して勉強に励み，本
県の学力向上につながり，大学進学率もアップすると思う。

特になし。 特になし。
一部の子どもたちにとって不利にならないよう，制度の改善
をお願いしたい。


