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県立４校を３校に編成
「早期開校めざす」

県教委

山形県の人口は毎年１万人規模で減少を続けており、未来を託す子どもたちの数も年々減っ
ております。それに伴い、県教育委員会では県立高校の定員の見直しや、再編整備計画を進め
ております。これは、北村山地区の県立高校４校（北村山・村山農・楯岡・東根工）を３校とし、
学級６８０名を

学級５６０名（中学校２～３学級）に再編するものであります。

北村山高校のほかに、東根中高一貫校（仮称）と、村山産業高校（同）を新たに整備し、現在
の生徒数
新設の東根中高一貫校は現在の普通高である楯岡高校を母体とするものの校名は廃止し、現

村山産業高校

地域産業担う
人材の育成を

在の東根工現有地に移設、村山産業高校は村山農と東根工を統合し、村山農の現有地に設置す

の高等学校への入学者選

６年間継続的な教育活動

抜（入試など）がなく、

東根市への設置理由

す。

として期待されておりま

る方針を明らかにしました。

県内初に期待
中高一貫教育
東根中高一貫校

的に学ぶことができ、各
分野のスペシャリスト育

は、産・学・官連携など
産業の複合化・交流ネッ
トワークを構築するのも
目的で、今後の地場産業
の活性化にも期待されて
おります。
さらには、現在の産業
の複合化に対する授業カ
リキュラムを構築するこ
とで、最先端の現場を体
験、学びに活かしていき
ます。県内外で活躍する

総合高校で産業・農業・

説明しました。

委員会を各高校に設置す

工業を学び、様々な発想

舎はどうなるのか？」に

ま た、
「楯岡高校の校

ハード面と教育課程の編
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などを持った即戦力の学
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し合っている」と提案し

学校を支援していくか話

れ集まり、どのように新

げ「同窓会同士がそれぞ

ている４校統合を例に挙

ては現在、酒田で行われ

同窓会のあり方につい

舎が、生徒
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既存校の要素をしっか

でしょう。

問題も今後、危惧される

貫校への生徒の集中など

応じての学力格差や、一

できますが、家庭所得に

子化に伴う統廃合は理解

生を期待するものです。

門学科の枠を超え、衣食

科高校とし、普通科や専

示され、県教委は「全国

か」といった反対意見も

工業団地が衰退するので

山に新校ができることで

しているのは東根工。村
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名は公募で決めたい」と

受け継いでいきたい。校

北村山高校

再編整備について、少

を持った卒業生が今後も

の未来を豊

成を目指します。さらに
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成等を推し進めることに
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できるよう

るものであります。

ついては「現時点で利用
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根市の特色は農業もあり

て、地域説明会を各地で

徒数が今後も期待できる

す」としています。
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開催しました。その際、

工業もある地域、どちら

徒の知的好奇心を喚起す

質疑応答で住民の皆様よ

現在の村山農業高校現
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新スタイル総合科
有地に新たに設置される
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た。県教委は「すべての
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年のカルタ大会など伝統
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総合学科１６０名（４
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特色ある学習を

併設型中高一貫校は県内

卒業段階における進路選

工業・商業科を併置した

学級）でスタートするこ

高校の要素はしっかりと

確 保 で き、 北 学 区（ 最

のが東根」と説明しまし

行事を残して欲しい」な

在籍者が多い場所として

択肢の拡大。④幅広い年

複合型の産業高校です。

クルセンターで行われた

は、将来にわたり生徒が

り意見を収集し、今後の

た。

初であります。進学教育
候補地に挙がったようで

齢集団（部活動・文化祭

地域説明会＝写真＝では

今回新たに設置される

参考にするとしておりま
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す。

現有地に、中高一貫校は

住・保育・介護等の生活

的に東根工現有地の規模

す。

育のモデル校として、今

狭い」
、
「なぜ、県内初の

産業や情報産業の進展に

す。各高校卒業生の学籍

QR コードでアクセス

ブログにて、日頃の活動の報告を公開しております。
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小学校

は 」 な ど に 対 し、
「村山

〈学力検査なし〉
面接・適正検査・作文・抽選等

で十分学校が機能してい

入学者
決定

対応できる系列を配置す

簿などは新たに設置され

る学校に移すなどフォ

開校

少人数での授業など、

開校準備委員会

るようです。

ローも万全にしていくと

開校整備委員会

特色を活かし、将来の進

■併設型中高一貫教育校のしくみ

検索

もりや仙一郎

〒994-0103 天童市大字川原子 1640

ととなる北村山高校は、

〈東根工業高校現有地〉

FAX023-658-2356

☎023-658-2355

新しいスタイルの総合学

〈村山農業高校現有地〉

〈北村山高校現有地〉

こちらも県内初。生産・

再編整備後（学科・入学定員・設置場所）

加 工・ 流 通 ま で を 総 合

中学校
2〜3学級

高 校
普通科 200名
（5学級）

この欄のご意見・ご質問などは、上記の、発行所までお寄せ下さい。
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路へ自覚を深めることの

■今後のスケジュール

総合学科 160名
（4学級）
農業科80名
（2学級）
工業科80名
（2学級）
商業科40名
（1学級）

北村山高校
東根中高一貫校（仮称）
村山産業高校（仮称）

できるよう、選択学習を

こうして欲しい！ ココが問題！ 改善して欲しい…など

１４
家庭科
40名
（1学級）

他）による活動などを県

総合学科
200名
（5学級）

では発表しております。

北村山高校

普通科
200名
（5学級）

中高一貫教育の特徴とし

楯岡高校

工業科
120名
（3学級）

て、①併設型中学校から

東根工業高校

農業科
120名
（3学級）

後の山形県における教育

村山農業高校

の指針となる重要な学校

高校680名（17学級）
全体

実施、進学・就職に対応

○入学者選抜、校名、校歌
などの検討

校舎建設

○教育課程、制服、部活動
などの検討

基本設計
実施設計

します。また、地域貢献

〈入学者選抜〉

併設型中学校
1年生

活動を通した環境教育を

〈入学者選抜なし〉

2年生

高校560名（14学級）中学校2〜3学級
全体

通して、表現力やコミュ

教育基本計画策定
敷地利活用計画

６年

ご意見を募集しております。FAX・メール・ブログで
頂けると幸いです。

１７

状（学科・入学定員）
現

他の中学校
外進生

3年生

内進生
1年生

ニケーション能力の育成

2年生

併設型高等学校
3年生

を活発にし、地域に根ざ
した高校づくりを推進し
ます。

http://blog.goo.ne.jp/furusato-08

地域説明会で質問集中

再編に期待と不安

もりや仙一郎事務所

北村山高校再編

■北村山地区の県立高校再編整備計画の骨子
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