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資料① 

平成 30年 8月 9日 

埼玉県教育局 教育総務部文教政策室 

 

http://www.pref.saitama.lg.jp/A20/B200/core.html


 2 

 



 3 

資料➁ 
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資料③ 

平成 30年９月 4日 

公私連絡協議会 

東京都と一般財団法人東京私立中学高等学校協会は、都内公立中学校卒業者の平成 31年度に

おける都立高校及び私立高校の受入分担数並びに入学者選抜に関連する事項について、「「第

四次中期計画」の合意について（平成 26年 9月 4日）」に基づき、下記のように合意した。 
記 

1 受入分担 
(1) 平成 31年度の就学計画を立てる上での進学率を 96．0％とし、都立高校及び私立
高校の按分比を 59.6：40.4 として、それぞれ下表のとおり生徒の受入れを分担する。 
                    （表） 

  都立高校 私立高校 

平成 31年度就学計画 41,600人 28,200人 

※ 詳細は別紙 1「平成 31年度高等学校就学計画 PDF [27.9KB]」のとおり 
(2) 前記 1(1)の受入分担を確実に履行するため、次のとおり申し合わせる。 

ア 公私立高校は、募集人員に対して適切な合格者数を定め、過不足が生じないよう一層
努力する。 

      なお、定員未充足の場合は、追加募集を行うようにする。 
イ 都立高校は、定員管理を適正に行うよう努める。 
ウ 都立高校は、募集定員の地域バランスを整えるよう努める。また、男女別定員制緩和

などの実施については、男女収容に不均衡が生じないよう一層努める。 
エ 私立高校は、支部別の都内公立中学校卒業者受入計画に沿って募集し、その実績を高

めるため協会内に特別の委員会を設置する。 
オ 実績進学率を向上させるため、実効ある対策を協議する。 

      平成 31年度についても、公立中学校等を対象とする都立高等学校入学者選抜実施要
綱説明会において、私立高校の授業料負担を軽減する制度等についての周知を行う。ま
た、周知する情報の充実に努める。 

 
2 入学者選抜に関連する事項 

(1)  公私立高校入学者選抜に関する公立中学校に対する説明会は、10月 1日以降を厳守
する。また、実施時期が集中しないよう配慮する。 

(2)  都立及び私立高等学校等の合同説明会の開催及び参加に当たっては、平成 25年 3月
7日（別紙 2PDF [63.1KB]）の取り決めを踏まえて実施する。 

(3)  公私立高校の入学者選抜は、平成 26年 9月 4日（別紙 3PDF [254.9KB]）の確認事項
を踏まえて実施する。 

(4)  私立高校が中学校との間で入試相談を行う場合は、12月 15日以降に実施することと

し、一般入試及び推薦入試について、合格の可能性を述べるにとどめ、確約、内定はしな
いものとする。 

(5)  一人でも多くの生徒が高校に進学できるよう、既に公私立高校に入学手続を終えて
いる生徒については、以後の募集への出願を遠慮するよう指導し、趣旨の徹底を図る。 

(6)  都立高校との併願者に係る私立高校の入学金等の納入期限については、保護者の経
済的負担に留意し、各校で十分配慮する。ただし、推薦入試による合格者については、こ
の限りでない。 

  

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/press_release/2018/files/release20180904_02/besshi01.pdf
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/press_release/2018/files/release20180904_02/besshi02.pdf
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/press_release/2018/files/release20180904_02/besshi03.pdf
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資料④ 

平成 30年 8月 29日 

千葉県教育庁企画管理部教育政策課 

平成 31年度千葉県公立高等学校第 1学年生徒募集定員等について、下記のとおりお知らせします。 

 

1.中学校卒業予定者 

   平成 31年 3月の千葉県における国公私立中学校卒業予定者は、約 53,900人であり、前年と比較し

て約 990人の減となる見込みです。 

 

2.進学予定者 

   平成 31年 3月の県内国公私立中学校卒業予定者の高等学校等への進学率は、98.9％程度になるも

のと推測され、進学予定者数は 53,307人になるものと見込まれます。 

 

3.募集定員 

（1）平成 31年度公立高等学校全日制の課程第 1学年の募集定員 

 

区分 人数 学級数 増減（昨年度比） 

県立 30,760人 769学級 600人減（15学級減）(注) 

市立 2,240人 56学級   40人減（1学級減） 

計 33,000人 825学級 640人減（16学級減） 

  

(注)13学級減及び統合に伴う 2学級減 

※市立の募集定員は、市立稲毛高等学校附属中学校の卒業生分を除く。  

  

（2）平成 31年度県立高等学校定時制の課程第 1学年の募集定員 

1,440人  36学級［平成 30年度と同数］ 

（3）平成 31年度県立高等学校通信制の課程第 1学年の募集定員 

500人［平成 30年度と同数］ 

（4）平成 31年度県立高等学校専攻科第 1学年の募集定員 

50人［平成 30年度と同数］ 

 

4.学級数増減の内訳 

（1）県立高等学校全日制の課程 

学級数に増減のあった学校 

学区 学校名 学科 募集学級数 増減 備考 

第 1 千葉東 普通 9→8 ▲1   

第 1 検見川 普通 9→8 ▲1   

第 1 千葉北 普通 9→8 ▲1   

第 1 幕張総合 普通 18→0 ▲18   

第 1 幕張総合 総合 0→17 +17 
普通科を改編し総合学科を設置 

他の学科は変更なし（学校全体 19→18学級） 
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第 1 柏井 普通 8→7 ▲1   

第 1 千葉西 普通 9→8 ▲1   

第 2 実籾 普通 9→8 ▲1   

第 2 船橋芝山 普通 9→8 ▲1   

第 2 松戸六実 普通 9→8 ▲1   

第 4 佐倉南 普通 5→4 ▲1   

第 5 佐原 普通 7→6 ▲1 他の学科は変更なし（学校全体 8→7学級） 

第 7 長生 普通 7→6 ▲1 他の学科は変更なし（学校全体 8→7学級） 

第 7 大原 総合 6→5 ▲1   

合計       ▲13   

                 ▲は減を表す 

統合により学級数に増減のあった学校 

学区 学校名 学科 募集学級数 増減 備考 

第 9 市原（新） 普通 0→3 ＋3 市原・鶴舞桜が丘の統合 

第 9 市原（新） 園芸 0→1 ＋1 市原・鶴舞桜が丘の統合 

第 9 市原（旧） 普通 3→0 ▲3 統合により募集停止 

第 9 鶴舞桜が丘 園芸 2→0 ▲2 統合により募集停止 

第 9 鶴舞桜が丘 総合ビジネス 1→0 ▲1 統合により募集停止 

合計       ▲2   

                       ▲は減を表す 

 


