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前期実施計画における県立高等学校の再編と１学級本校化 

１ 再編する高等学校と再編の方向性（対象校２５校） 
学校名 2018年度（H30）の学科 実施予定年度 再編の方向性（学科・学級数） 

喜多方 普通 ４ 2021 年度 
(R3) 

普通 ５ 
喜多方東 普通 ２ 

小名浜 普通１・商業１ ２ 2021 年度 
(R3) 

普通１・商業１・水産３ ５ 
いわき海星 水産 ４ 

須賀川 普通４・商業１ ５ 2022 年度 
(R4) 

普通 ６ 
長沼 普通 ２ 

大沼 普通 ３ 2022 年度 
(R4) 

普通 ４ 
坂下 普通 ２ 

湯本 普通 ６ 2022 年度 
(R4) 

普通 ６ 
遠野 普通 ２ 

相馬東 総合 ４ 2022 年度 
(R4) 

総合 ５ 
新地 普通 ２ 

保原（定時制） 普通(定時制) １ 2022 年度 
(R4) 

普通（定時制）   １ 
福島中央 普通(定時制) １ 

梁川 普通 ２ 2023 年度 
(R5) 

普通 ６ 
保原 普通４・商業１ ５ 

二本松工業 工業 ３ 2023 年度 
(R5) 

工業３・家庭１ ４ 
安達東 総合 ２ 

白河実業 
農業１・工業４・
商業１ 

６ 

2023 年度 
(R5) 

統合及び工業科の集約 
工業５・商業１ 

６ 
塙工業 工業 ２ 

修明 
文理１・農業２・
商業１ 

４ 
農業科の集約 
文理１・農業３・商業１ 

５ 

耶麻農業 農業１・家庭１ ２ 2023 年度 
(R5) 

農業 ４ 
会津農林 農業 ３ 

田島 普通 ２ 2023 年度 
(R5) 

総合 ３ 
南会津 普通 ２ 

 

２ 分校の募集停止（対象校２校） 
学校名 2018年度（H30）の学科 実施予定年度 

安積・御舘校 普通 １ 2020 年度(R2) 

修明・鮫川校 普通 １ 2020 年度(R2) 
 

３ １学級本校化（対象校３校） 
学校名 2018年度（H30）の学科 実施予定年度 

川俣 普通１・工業１ ２ 2020 年度(R2) 

猪苗代 普通１・商業１ ２ 2020 年度(R2) 

只見 普通２ ２ 2020 年度(R2) 
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No. 地区 再編整備等の種別 高等学校改革懇談会 開催日 備考

1 会津 統合 第１回(喜多方・喜多方東） 平成31年4月23日

2 いわき 統合 第１回(小名浜・いわき海星） 平成31年4月26日

3 会津 １学級本校 第１回(只見） 令和元年5月21日

4 県北 １学級本校 第１回(川俣） 令和元年5月23日

5 相双 統合 第１回(相馬東・新地） 令和元年5月27日 相馬東関係者のみで開催

6 県南 統合 第１回(白河実業・塙工業・修明） 令和元年5月29日 塙工業関係者のみで開催

7 相双 統合 第１回(相馬東・新地） 令和元年5月31日 新地関係者のみで開催

8 県中 募集停止 第１回(安積高校御舘校） 令和元年6月4日

9 会津 統合 第１回(田島・南会津） 令和元年6月5日

10 会津 １学級本校 第１回(猪苗代） 令和元年6月6日

11 県南 募集停止 第１回(修明高校鮫川校） 令和元年6月7日

12 いわき 統合 第２回(小名浜・いわき海星） 令和元年6月13日 ２回目の開催

13 会津 統合 第２回(喜多方・喜多方東） 令和元年6月18日 ２回目の開催

14 県中 統合 第１回(須賀川・長沼） 令和元年7月8日

15 いわき 統合 第１回(湯本・遠野） 令和元年7月12日

16 県北 統合 第１回(梁川・保原） 令和元年7月17日

17 会津 統合 第１回(大沼・坂下） 令和元年7月18日

18 会津 統合 第１回(耶麻農業・会津農林） 令和元年7月24日

19 県北 統合 第１回(保原(定)・福島中央） 令和元年7月25日

20 県南 統合 第１回(白河実業・塙工業・修明） 令和元年7月26日 白河実業関係者のみで開催

21 県南 募集停止 第２回(修明高校鮫川校） 令和元年7月30日 ２回目の開催

22 県中 募集停止 第２回(安積高校御舘校） 令和元年7月31日 ２回目の開催

23 県北 統合 第１回(二本松工業・安達東） 令和元年8月6日

24 会津 １学級本校 第２回(只見） 令和元年8月28日 ２回目の開催

25 県北 １学級本校 第２回(川俣) 令和元年9月3日 ２回目の開催

26 会津 統合 第３回(喜多方・喜多方東） 令和元年10月21日 ３回目の開催

27 いわき 統合 第３回(小名浜・いわき海星） 令和元年11月5日 ３回目の開催

28 県南 統合 第２回(白実・修明・塙工業） 令和元年11月26日 ２回目の開催

29 相双 統合 第２回(相馬東・新地） 令和元年11月29日 ２回目の開催

30 いわき 統合 第２回(湯本・遠野） 令和元年12月2日 ２回目の開催

31 会津 統合 第２回(田島・南会津） 令和元年12月5日 ２回目の開催

32 会津 統合 第２回(耶麻農業・会津農林） 令和２年1月20日 ２回目の開催

33 会津 統合 第２回(大沼・坂下） 令和２年1月27日 ２回目の開催

34 県北 統合 第２回(梁川・保原） 令和２年1月28日 ２回目の開催

35 いわき 統合 第４回(小名浜・いわき海星） 令和２年1月30日 ４回目の開催

36 県北 統合 第２回(二本松工業・安達東） 令和２年2月4日 ２回目の開催

37 県中 統合 第２回(須賀川・長沼） 令和２年2月6日 ２回目の開催

38 県北 統合 第２回(保原・福島中央） 令和２年2月12日 ２回目の開催

39 県北 統合 第３回(梁川・保原） 令和２年7月13日 ３回目の開催

40 県北 統合 第３回(保原定時制・福島中央） 令和２年7月30日 ３回目の開催

41 会津 統合 第３回(耶麻農業・会津農林） 令和２年8月7日 ３回目の開催

42 県北 統合 第３回(二本松工業・安達東） 令和２年8月24日 ３回目の開催

43 県南 統合 第３回(白河実業・塙工業・修明） 令和２年8月27日 ３回目の開催

44 相双 統合 第３回(相馬東・新地) 令和２年8月28日 ３回目の開催

45 県中 統合 第３回(須賀川・長沼) 令和２年9月2日 ３回目の開催
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