
1．産業教育の課題整理

　まず用語である。実業教育は戦前の実業教育費国庫補
助法や実業学校令で規定され、終戦前後まで使われた。
職業教育はVOCATIONAL EDUCAITIONの訳であり、
昭和24年に文部省に職業教育課が設置され時から使わ
れる。また産業教育は昭和26年制定の産業教育振興法第
2条で定義され、この3用語は一般的には同義的に用い
られる。一方、専門教育は普通教育ないし一般教育と対
比し用いられ、学校教育法第50条で示されている。
　ここでは産業教育史を俯瞰しその課題を整理する。

（1）終戦直後
 　千葉県内務部教学課による『知事事務引継書』（昭和
22年10月）は終戦直後の教育状況を次のように伝えて
いる。公立中学校75校、うち中学校15、高等女学校21、
農学校24、水産学校2、工業学校6、商業学校5校、盲聾唖
学校2校。私立中学校24校、うち中学校3、高等女学校6、
実業学校15校。国民学校437校、青年学校249校（併設

133校）である。公立では実業学校が51％を占め、更に実
業補習学校を統一した青年学校も数多く存在していた。
　『房総教育』（昭和24年9月12日）（注2）は「地域社会を重
視する新教育の、最も原動力になる県の教育予算が千葉
県の郷土に立ったものでなければ・・水産業をどうする、
農業をどうする・・」など、速やかに県の方針を確立し、「千
葉県100年の計にもとずく教育予算が欲しい」と指摘し
ていて、千葉県の教育施策や予算配分等が確立せず混乱
してる様子が窺える。また千葉県調査課の調査（昭和24
年6月）による「千葉県教育についての県下小中高等学
校長の意見」（注3）では、優秀な人材を教育界に誘致する
方策をとられたい25％、現場教員の再教育を望む25％、
高校、中学の整理統合につき積極的政策を望む52％、校
地校舎設備の不充分43％、同教室不足22％が目を引き、
ことに「経営上困難を感じている点」では、優良教員が
乏しい23％、職員不足20％、未経験教員が多い14％と学
校経営の中心である「教員」に関しての意見が上位を占
めた。
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（2）産業教育振興法成立期
　産業教育振興法はその振興を図るための国の任務、振
興方策の諮問に応ずる審議会の設置、学校に対する財政
的援助を想定したものである。国による産業教育振興の
ための補助金交付は、従来の実業教育費国庫補助法と異
なり、単なる補助法でなく教育基本法・学校教育法・社
会教育法の補足法として位置づけられ、産業教育に関す
る重要事項を規定している。この法律の中核をなすもの
は、職業教育を蘇生させるための財政的援助であり、こ
とに高等学校と中学校の職業教育のための施設や設備
は、「不完全で学校によっては名ばかりの職業課程をお
く」という実態があったからである。「高等学校の職業教
育は中学校の職業教育の基礎の上になされる」ものであ
るにも拘わらず、「中学校においては未だ一般的にいっ
て職業教育の目標がはっきりとわかっていない」状態で
もあった。（注4）

　『千葉新聞』（昭和27年12月6日）は、産業教育振興が
新たな要請として脚光を浴びているさなかでさえ「県の
教育予算の増額が財政のわくからしても頭打ち・・高校
再々編成は極めて困難な情勢をはらんできている・・こ
とに実業教育にあっては何といっても実験、実習の施設
が必要であるから、本県のごとく不整備の甚だしいとこ
ろにあっては急速に拡充を行わなねばならない・・この
ためには実業教育の適性配置が考えられねばならない。
偏在の甚だしい農業科、その設置数の少ない工業科など
この際当然考えられねばならない」と現在抱える問題点
を「社説」で明らかにしている。

（3）昭和30年代
　昭和37（1962）年3月、県教育委員会は「千葉県長期教
育計画」を作成し、翌年には県総務部審議室が「千葉県
経済の発展と展望」を発表した。「経済発展の担い手は結
局『人』に帰する」として「学校教育も経済政策との関連
において考えられねばならず、教育費も教育投資という
観念を導入しなければならない」としたのである。（注5）

　一方、「農業基本法」公布（昭和36年）は離農者の促進
と労働者創出を促し、30年代後半には、京葉臨海工業地
帯及び内陸工業地帯の造成と農業近代化の施策が本格
的に推進される。しかし、現実の産業教育及び科学技術
教育の振興面に限っても基準年次における施設の充実度
は、農業高校54％、工業高校60％、商業高校66％、水産
高校71％、家庭課程78％となっていて、概して不満足な
段階にあった。
　昭和36年7月、千葉県産業教育審議会は「本県におけ
る産業教育の体質改善について」の建議を行い、その結
果、産業関係の新設学科の多様化が進み、工業・商業の

生徒数も著しく増加した。昭和37年と同43年の生徒数
を比較すると、工業が2,758人が6,273人と2.27倍と急増
し、次いで商業が6,262人が9,251人と1.48倍に達した。
農業は1.31倍、水産と家庭は1.00倍であった。第2次・第
3次産業への人材確保としての職業高校の存在が大きく
見て取れる。
　経済が安定期に入った昭和39年頃には、学習指導要領
は改訂され「能力主義」（昭和38年）が、またその行き詰
まりから「基礎基本の重視」（昭和53年）が打ち出された
が、職業高校には目的意識の不明確な生徒や基礎学力が
身に付いていない生徒の入学が続くこととなる。

2．産業教育の確立

（1）戦後復興期
　昭和22年3月、教育基本法、学校教育法が定められ、
従来の中等実業学校、実業専門学校は消滅し、新制の中
学校、高等学校、大学が誕生した。中学校は義務教育と
して特にコースを分けずその一教科として職業科を設
け、高等学校は全日制と定時制（昼間・夜間）に分かれ、
その教育課程により普通高等学校（高等普通教育を主と
するもの）と実業高等学校（実業教育を主とするもの）、
総合高等学校（前両者を併置するもの）の3種となった。
同年12月の「新制高等学校実施の手引き」（文部省）では、
新制高等学校・新制中学校ともに「地域を基盤として成
立する地域学校でなければならない」とし、男女共学制、
総合制、学区制（地域性）という「高校三原則」の方針を
打ち出した。GHQの強い指導の結果である。実業教育
を主とする課程は「高等学校設置基準」（昭和23年、文部
省）により農業、工業、商業、水産、家庭、商船等の学科
に分けられた。旧制実業学校はその多くが高等学校職業
課程に昇格し、中学校修了後の3年制（定時制は4年以上）
の課程として発足する。しかし、総合制の実施に伴い独
立の実業高校は減少し、職業教育の施設・設備は敗戦当
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時の不充分のままの状態で、「民主社会の人間形成」にお
ける普通教育・一般教育の強調は、職業課程を希望する
生徒をグラフ1のようにスタート時点から減少させ増幅
させたのである。発足した新制度は、戦前の実業教育の
継承断絶を招き、民主教育の理念と現実とのギャップは

「専門高校不振」を当初から顕在化させたのである。こう
した事態を憂いた「産業教育関係者の努力と熱意」によっ
て、議員立法により「産業教育振興法」が制定（昭和26年）
された。
　千葉県では「高校の新発足の頃に高校再編成を行い旧
来の中等実業校等で規模小さく振るわないものを統合し
たのであるが、これらのうちでは独立を希望するもの少
なくなく」と『千葉新聞』（昭和27年12月6日）にある。
市原女子高校（旧市原実科高等女学校、現鶴舞桜ヶ丘高
校）が普通・家庭・農業課程を持つ市原第2高等学校とし
て独立した例。また、東金高校は定時制夜間普通課程を
新設し、町立東金商業高校（商業課程、東金田間校舎＝
現東金商業高校）と従来の全日制普通課程（八鶴校舎＝
現東金高校）・定時制課程（片貝校舎（旧女子農学校）＝
現九十九里高校）を合わせて4課程3校舎の総合制高校
として再発足し、70余名の教職員、1,500名の生徒を抱
える大規模校となった例などである。東金高校の商業課
程は男子186、女子167、計353名の男女共学となり、本
校通常課程（八鶴校舎）は900余名の生徒中、90余名の
男子生徒が1、2年に在籍するだけの変則的なかたちで
男女共学を始めなければならなかったのである。加えて、
昭和26年4月には定時制課程普通科白里校舎（現大網高
校）が増設され、東金高校は4校舎に分散拡大した。こう
した総合制高校は「名目的な1校数校舎制の域を出るこ
とは」なかったが、千葉県において公立66校の時でも、
1課程のみの学校は27校。39校（59％）が2課程以上を
設置し、昭和26年の再編成時での総合制実施率は78％
となっている。東海や北陸では軍政部の指導で完全な総
合制をとった地域もある中でである。

（2）普通科指向
　昭和23年よりスタートした新制高等学校では、希望者
を全部収容することを理想としていた。「高等学校」とい
うひとつの類型に統合され、「希望者を全部収容する」こ
とから、その後の「高校進学率の上昇をスムーズに達成
できる制度的な基盤を用意」したといい、高校への進学
者が直線的に増加して行く。そして昭和35年頃からは大
学進学率が高まり普通科指向が更に強まった。団塊世代
の動向もあり、昭和29年には「行うことができる」であっ
た学力検査が、39年には「行うこと」と文部省通達が出
された。こうした高校教育機会の拡大という流れは、高

校を出ることが世間並みの条件とされ、教育は「内容と
質」の問題に方向転換を迫られることになって行く。

表1　多古高校　国語・数学平均点（昭和29年）
『千葉教育』第9号、S26. 12、P4～ 6より作成

人数 総得点 国語平均点 数学平均点
農業科 76 3,549 46.69 29.65
普通科 122 6,914 56.67 43.16
定時制 16 605 37.87 24.96
総合 214 10,463 48.89 32.66

　多古高校（旧多古農学校）「国語・数学平均点」表1に
よると、「行うことができる」となった入学試験の結果か
ら、①生徒数は普通科・農業科・定時制の順で多く、普通
科が農業科の1.6倍の人数である。②「希望者を全部収容
する」前提からか成績はどの学科も低い。③国語・数学
の平均点はともに普通科が約10点ほど高い。ことが読み
とれる。純農村地域でさえ普通科を指向し職業科（農業）
を忌避する傾向が既に存在し、「学力の差」となって表れ
ている。
　昭和27（1952）年、第1回教研集会「高校における普通
科と職業科の課程選択をめぐって」の中で、教師は「中
学校の職業指導のところに私は問題があると思う。例え
ば高校の普通科を卒業しておいてそうして就職するに
もかかわらず、普通コースと就職コースとの間にやはり
我々自身の中にもあろうし、社会にも強く残っている差
別感がある」といい、高校における普通科と職業科の選
択において、生徒の普通科志向、さらには教師たちの普
通科を優先させる意識を指して、「差別感」という表現を
与えている。戦前から存在していた普通教育と職業教育
の間の序列と重なっているとみられており、それが学歴
差というかたちでの「社会の差別待遇の意識」につながっ
ていると語られる。また司会者は、「実は適性を見出すと
いうことになりますが、生徒がどうしても普通科にはい
る、職業科を選ぶ生徒は引け目を感じていおる。・・教え
る先生にとっては、普通科の生徒と職業科の生徒という
2重の圧力の下に非常にひがんでいます」とコメントし
ている。（注6）

　高度経済成長政策が始まり2年を経た昭和37年の「全
日制学科別志願者数」は、普通科が58.8％、農業科7.9％、
商業科12.3％、家庭科8.6％、工業科5.4％、水産科2.3％
となっていて、前年度比で工業科を除いた全ての学科で
志願倍率が増えている。志願者が高倍率を予想して既
設工業高校を敬遠したと推察され、昭和38年度新設予
定（2校）の工業高校待望が垣間見られる。一般的に生徒
は「高校から大学へのコースを夢み、迷うものは融通の
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きく普通学科をえらぶ者が多く、また最近の青少年には
現場を嫌う傾向があって普通科をえらぶ者もある」よう
である。（注7）こうした現象を野口巐光（銚子市立第3中学
校）は「科学技術教育の振興が強く叫ばれる中、中学校
に至っては技術教育軽視普通教育重視という矛盾が生じ
ている。中学校技術教育の貧困である」と指摘する。（注8）

また昭和38年7月「中学校選択教科『職業』履修情況」に
よれば、（注9）県下全体の履修率が34.2％と低く、工業に限
ると全生徒数165,660人のたった1％（1,721人）しか履修
していない。また、栽培・製図・木材加工・機械・電気・
金属加工という設備の保有率は平均64.1％であり、昭和
44年に至っても中学校「特別教室不足教科別」で技術科
教室139がトップを占め、次いで家庭、職業、音楽の順と
なっている。（注10）一方で農林業に従事する保護者の子ど
もの高校進学率は、昭和43（1968）年に至っても千葉県
は72.2％（全国平均80.6％）と未だ低い状態にあった。
  高校進学率の高まりは「高等学校の質的な変化」をも
たらしていく。高校生数は昭和30年の86万人が昭和62
年に187万人と2.2倍になった。実に30年間に100万人が
増えたことになり、同時に「適格者」以外の生徒を「高校
生」として大量にかかえこむことになる。換言すると、
学力水準の低い生徒の高校入学が許容され、正規課程の
履修に耐え得ない大量の生徒が在籍する。高校入学志望
者を適正かつ公平に入学させる手段として開発された

「偏差値」が、その機能を発揮し、人気のない職業学科や
新設普通高校など下位に位置づけられた高校では、勉強
意欲と目的意識を欠いた不本意入学生を大量に抱え込
み、「不振要因」として定着していく。

（3）行政・産業界・教育界の連携
　昭和30年代の後半から、京葉臨海工業地帯及び内陸工
業地帯の造成と農業近代化の施策が本格的に実施され
た。経済企画庁が打ち出した「高度経済成長政策」や文
部省の「マン・パワー政策」「教育投資論」をストレート
に受け入れて策定したのが、昭和30年～ 40年代の千葉
県の教育に関する施策や理念、重点施策である。
　本県はグラフ2のように第一次産業就業者人口が昭和
30年まで飛び抜けて多く、戦前から農業・水産業が発達
し、商工業の発達が「遅れた県」というイメージが強く
つきまとっていた。昭和30年代前半から開始された東京
湾岸臨海部埋め立ては、こうした産業構造から脱却する
切り札であった。川崎製鉄の千葉進出決定（昭和25年）
を魁として30年代後半以降には、全国有数の重化学工
業・工場群を抱える県となる。進出企業からの労働者ニー
ズが急増し、県民が豊かになればなるほど、「高校教育」
を規定していくことになる。そして「産業構造の転換」

が進む中で千葉県は、昭和37年度に「再建整備団体」か
らやっと解除された。
　「産業教育振興法」制定を受けて千葉県産業教育審議
会が組織され、教育委員会又は知事の諮問に応じて調査、
審議し又は建議することになる。その委員は産業経済界
4名、教育界8名（農、工、商、水、家の各高等学校長代表、
私立高等学校代表各1名あて、中学校代表2名）、勤労界
4名、行政界2名の計18名で構成され、事務局は教育庁指
導課内に置かれた。「産業教育振興」推進機関としての同
振興協会は、施設・設備の充実、教員の研修、教科書の改
訂編集、産業教育手当の支給等を行い、戦後の沈滞低迷
した産業教育に起死回生の息吹を与えたとされる。
　しかし、現場における産業教育の実態を『千葉県産業
教育』（昭和35年11月25日）（注11）で見ると、「優秀教員の
確保、教育内容の改善、施設々備の充実更新、実験実習
費の確保、現職教育の強化等面目を一新するには今尚、
問題が山積している」状況であり、だからこそ「本県産
業教育の実態を把握し、問題点を究明し、情報を交換し、
会員相互の共通理解と信頼を深めて、全会員一致協力し
て教育の効率を高めるため」この機関誌が発刊された重
要性を説いている。昭和35年度の千葉県産業教育振興協
会事業計画の総予算額は668,992円（うち学校会費は生
徒割当約20万円、実業家会員会費約41万円、他）であり、
総予算額の61％の資金が実業界から提供される協会運
営であった。
　昭和35年7月、昭和35年度第1回産業教育審議会が開
催され、産業構造の変革と科学技術の進歩に呼応して産
業教育振興の総合計画を樹立する。そして「総合計画」
実現を強力に推進するための「千葉県産業教育振興研修
会開催要項」が作成された。10月11日（火）の研修会で
は、「県政全般について」千葉県宮沢副知事、「開発行政
について」を開発部長・企画課長が、11月8日（火）の研
修会では、「商工労働行政について」商工労働部長・中小
企業課長・労政課長、職業安定課長、12月2日（金）には

「農林水産行政について」農地農林部長・農林次長・水産

海老沼： 専門高校不振の歴史的要因

－ 16 －

グラフ2

0

20

40

60

80

100

第三次第二次第一次

S60S55S50S45S40S35S30S25

産業別就業者数の推移（％）
『千葉県議会史』第8巻p.219から作成

93547帝京教育_校了.indb   16 2010/04/03   22:26:39



次長・農政課長・漁政課長が講師を努める千葉県挙げて
の取組みである。その出席者は千葉県産業教育審議会委
員、千葉県産業教育振興協会会員、県下高等学校長、中
学校長、幹部教員、計80余名の参加であったという。ま
た、「産業教育に対する体質改善の急務」が要求される中
で吉川金一指導課長は、産業教育審議会へ「各職業学科
の課題」についての調査を依頼し、この結果に基づき「千
葉県の産業教育の内容や計画、施設設備、教員の再教育、
学校の編成、一般県民への普及等にわたる一連の計画に
ついて第一次的な試案（続けて2次的改訂：筆者加筆）を
作成し・・、36年度中にはこの計画に基づいて、予算請
求並びに施策の策定に当たりたい」と語っている。（注12）

調査結果を抜粋すると、教員養成に関しては「ことに工
業教員確保は深刻な問題である」こと、また、産業教育
を尊重させるには「普通科尊重の考え方を切替えること
が根本で、産業課程と普通課程の配置と編成を改めて全
般的に検討すべきだ」とある。
　杉本郁太郎千葉県産業教育振興協会長は「本県の開発
計画は予想外に急速度を以って進捗しているが、若き世
代に対する産業教育は、実に日暮れて道遠い思いがする。
これは県の予算不足が大きな原因であろう」と語ってい
る。（注13）

　昭和33年はスバル360、ホンダ・スーパーカブ、TVが
急速に普及した時代である。経済界の意向を受けて中教
審が出した「科学技術教育の振興策」（昭和32年）の中で
の「工業高校充実」の答申や池田勇人首相の「所得倍増
計画」（昭和35年）、経済審議会の「経済発展における人
的能力開発の課題と対策」の答申（昭和38年）、理科教育
及び産業教育審議会からの「高等学校における職業教育
の多様化について」の答申（昭和43年）などが1960年代
の教育の基本方針を決定させ、「産業教育」を伸張させた
といえる。経済成長期だからこそ可能であった「連携の
賜」である。千葉県高等学校工業研究会が県教育委員会
や産業界各方面から毎年100万円前後の支援を得て、「他
に比類のない」大きな予算で「充実した活動」を展開し
ていったこととも重なる。
　工業高校は新設と学科の大拡張が行われ、東京都では
11校の工業高校が新設された。千葉県でも市立銚子高校

（工業化学科、昭和33年）、京葉工業高校（機械・電子工
業・化学工業・土木科、昭和35年）、昭和38年には東総工
業高校（機械・電気科）、茂原工業高校（機械・化学工業
科）が相次いで創設され、工業高校を出れば「技術者」に
なれるという明るい見通しをふりまいた。事実、その当
時の工業高校卒業生の仕事内容は、生産管理部門に入る
者がほとんどであり、生徒の質も普通高校とほとんど差
がなかった時代である。

  そして、千葉県や千葉県産業教育振興協会等が目論ん
だ「第一次産業からの脱皮」は、急速・確実に進捗した。
千葉県業種別事業所従業員数を昭和36年と45年で比較
すると、石油・ゴム関連の従業員数が10倍を超え、次い
で金属製品・輸送機械も4倍に増えている。化学関連や
機械金属関連企業の求人ニーズ急増が見て取れ、工業高
校に化学工業科や機械科が設置された所以でもあろう。
しかし、産業の多様化に応じた「すぐ役立つ工業教育」は、

「すぐ役立たなくなる技術」につながり、また、推進して
きた「工業教育の高度化と細分化」とは無関係に卒業生
は、企業の現場に「技能工員」として送り込まれていった。
文部省学校基本調査によると、昭和42年を境に新規男子
学卒技能工、生産工程作業者に占める中卒と高卒の割合
が逆転する。

3．教育現場からの視点

（1）施設・設備
　戦争による職業教育施設の破壊、設備の老朽化、指導
者の不足などが原因となり、とかく職業教育を軽視する
風潮が高まった。特に中学校においては、専門の教師や
校舎施設の不足のため、職業教育は全く顧みられなかっ
たという。昭和22年10月末現在、県教学課調査によれば
新制中学校の借・仮教室は全体の4分の3もあり、独立教
室は501室に過ぎない状態である。また教員は1学級1.5
人として4,961人も不足している。小高善郎千葉県新学
制実施準備協議会議長は「何処の学校え行っても気づく
であらう、ガラスなき窓、破損した塀、雨漏りの屋根、崩
れ落ちた壁・・速やかに適正配給の措置を政府の責任に
於て講ずべきである」と現状を憂いている。（注14）昭和30
年頃の千葉工業高校（昭和11年創立）でさえ「粗末なも
のでも施設さえあれば現有となるので、それを整備する
費用が」もらえない状況であった。
　昭和28年、千葉県内で最も施設設備が整っていた茂
原農業高校（明治30年創立）は、産振設置基準に比して
70％に及ばず、総体的にみると19校舎の現有施設は基準
の35.1％、現有設備は20.8％の情況であった。「総教育費
総額」（昭和26年）表2は生徒一人当たりの支出総額上位
の学校である。公立高校49校（昭和28年）の中で、最も
支出が多いのは安房水産高校、次いで銚子水産高校（水
産課程がある夷隅高校は第6位）で実習船運用や実習施
設・設備等が大きな負担となっているようだ。（注15）また
第3位の天羽高校以下、船橋高校（農業科併置）、君津農
林高校、旭農業高校と農業科設置校が続き、市川工業高
校など実業系高等学校が「費用がかかる」上位に並ぶ。
一方消費的支出順位では水産科と工業高校が上位を占め
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る。学校教育費（全日制高校）は昭和30年の24,345円が
40年に1.8倍、50年4.1倍、56年7.8倍と経済の発展と共
に大きく変化するが、その傾向は昭和56年でも同様であ
り、グラフ3からも商業科・普通科への支出が少ないこ
とが判明する。
　産業教育振興法の制定は、実業高校の施設設備へ大幅
な国庫補助金をもたらし、「戦後の教育改革の上にきわ
めて重要な役割」を果たしたとされる。（注16）昭和27年か
ら33年の国費県費補助金総額は、施設63,524.1千円、設
備187,626千円であった。「国費県費補助金の推移」グラ
フ4から、当初は授業優先から「設備」充実に重点をおき、
昭和29年から初めて「施設」へ補助金を投下したことが
解る。この結果、施設、設備の現有率は文部省基準に比
して、施設は39％から56％に向上し、「徐々にではある
が目標の70％に近づきつつ」あった。視野を拡大して昭
和60年代までを俯瞰すると、施設関連の補助金は昭和41
年（約10万円）から49年にかけ4.6倍と急増する。学科増
設・新設等からである。設備関係の補助金は、前者より

少し早い昭和39年（約5万円）から47年にかけ4倍に増
加するが、一度設置された機器・器具類はその性格上更
新が進まない状況である。産業教育関連学科別での「施
設・設備整備状況」（昭和42年）では、施設面で工業の充
足率が60％を超え、農業・商業は40％を越えるに過ぎな
い。また設備では、家庭、商業、水産、工業の整備状況が
60％前後となっている。常に施設の新設や設備の更新が

表2　昭和26年度　総教育費総額（円）（全日制高等学校）
『千葉教育』第9号、S26. 12、P4～ 6、より作成

順位 学校名 生徒1人当総額（円）  消費的支出順位 設置学科
1 安房水産 48,592 2 水産
2 銚子水産 36,041 1 水産
3 天羽 31,956 4 農業、普通
4 船橋 29,112 7 普通、農業
5 君津農林 28,012 14 農業
6 夷隅 26,299 13 水産、家庭、普通
7 市川工業 23,995 3 工業
8 旭農業 20,573 5 農業、家庭
9 市原第2 20,111 16 家庭、農業
10 小見川農業 18,346 6 農業、普通
11 千葉工業 18,302 8 工業
12 成東 17,347 20 普通
13 多古 16,914 19 農業、普通
14 千葉第2 16,778 　 家庭、普通
15 安房農業 16,158 　 農業
16 安房第1 15,785 22 普通、農業
17 山武農業 15,583 　 農業
18 東葛飾 15,378 18 普通、農業
19 茂原農業 15,108 12 農業
20 国府台 15,104 9 普通
21 印旛 14,954 15 農業、普通
22 野田 14,353 11 農業、●応用化学、普通

＊県平均 14,078円／人
＊総教育費総額＝消費的支出＋資本的支出＋債務償還費
＊設置学科：左側学科が戦前から続く学科
●応用化学は創立60周年『記念誌』によれば工業化学科となっている
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求められる産業教育の推進には多大な資金が継続的に必
要なのである。
　『千葉県産業教育』（昭和36年5月20日）によれば、京
葉工業高校建設に際しての産業教育振興法による補助
金（昭和35年度）は、その施設に12,760,500円、同設備
に10,386,000円 と 全 補 助 金54,751,500円 の42.3 ％ を 占
め、3月末に電気工作実習工場他、6実習室が完成し
たとある。（注17）京葉工業高校以外の一般施設13,677,000
円、分校施設873,000円、産業科施設4,365,000円の合計で
34.5％、千葉工業高校増級分の設備・特別設備・設備更新・
分校設備・産業科設備合わせて23.2％となっている。新
設工業高校整備へは3年計画で総額3億円が投じられる
のが実態だ。
　昭和37年度産業教育振興費国庫負担金および補助金
は前年度より7億7千2百86万7千円の増額であり、高校
の設備更新費は2倍、特別設備費は2.3倍、新設課程の設
備および施設費は1.75倍、中学校産業教育設備費は2.1倍
となった。しかし、昭和39年4月に至っても清水高校（総
合制高校）は「施設設備の貧弱さが目について・・機械

科に実習工場がなく、食品化学科も化学実験室1つだけ、
商業科も事務機械らしき物は見あたらない・・（昭和23
年設置の伝統ある：筆者加筆）工業化学科は・・実験室
棟は古色蒼然として雨樋は腐り、下見板もつぎはぎだら
け・・中の設備は整然としていた」という。（創立60周年

『記念誌』、森四郎校長）　
　ここで千葉工業高校工業化学科の「産振法適用設備費」
グラフ5を追ってみる。昭和28年から38年までは各年約
1万円という状況が続き、文部省設置基準に対する割合
も70％強である。12年後の昭和39年に法令が改定され

「基準」が変わった。丁度1960年代の後半に入る時期か
ら設備費が年々増加し新基準での充足率も急増し、昭和
50年には90％近くとなる。翌年には、12年ぶりに「産振
新基準」（改訂）ができ、新たな設備の設置が求められた
ため、充足率は30％台に落ちた。産業界の成長に追従す
べく12年ごとの「改訂」であったが、実験実習を行う設
備の更新が産業界のニーズに追いつかず、他方で工業高
校へ入学してくる生徒の学力低下が始まり、双方から工
業高校の持つ「課題」が強調されていくのである。

（2）教員不足
　昭和24年、千葉県の小学校教師は教員数の27％が無
資格者であり、51％が旧制中学校卒業者が占めた。また
中学校での旧制中学校卒業者は19％である。従って、「教
師の素質向上のためには、強力な対策が講じられなけれ
ばならない」情況にあった。昭和24年12月の教員俸給実
支給平均は、小学校5,219円、中学校5,881円であり、「政
令と中央の指示」に則つた極めて正確な俸給の切替に
よったものである。文部省が示した国庫負担金交付の概
算基準額は、小学校5,155円、中学校5,848円であるが、千
葉県はその差額600万円を純県費で負担して「条件」を
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良くして対処したのである。（注18）昭和35年度、職業家庭
科担当教員免許状所有状況を表3、表4から見ると、「職
業」普通免許状所有者は男446、女2、計448名、「家庭」
女353名である。「職業」の仮免許・臨時免許・許可は男
のみで各々 23、34、98で計155名存在し、実に25.8％を
占めている。専攻別教員数で見れば、農業320、工業33、
商業123、水産8、家庭381、その他201名と農業・家庭が
圧倒的に多く、工業を指導できる教員が極端に少ない。
最も多い「農業」を学歴別でみると、旧大8、4年教育学
部21、2年教育学部19、その他新大15、短大7、高師実教
養成11、師範27、青師91、旧専38、旧高大予3、新高旧中
62、その他18、計320名と多岐にわたっていて（注19）、中学
校における「職業教育の確立」や職業・家庭科、技術・家
庭科（昭和37年～）の「授業の質」向上にも大きな支障
となっていたといえる。高校の職業教育は「中学校の職
業教育の基礎の上になされるもの」が確立されないまま、
普通科の職業教育のみならず産業関連高校の不振が蓄積
される要因となったと推察できる。現在でも設備の老朽
化が進み、その稼働率からみて実技指導ができない教員
が多数存在している教育環境とも関連しているようだ。
昭和24年度の高等学校教職員年齢分布は、男性が1,348
名（80％）と圧倒的に多く、しかも20～ 29歳（26％）、30
～ 39歳（29％）歳、40～ 49歳（29％）とある程度の年齢
バランスを保持していた。高等学校は、昭和27年度及び
28年度における学級増の結果、29年度においては募集
定員上の正規の学級増は16学級であり、30人の教員増
となっている。外に結核の枠外として13人増といい、教
員獲得と結核教員の問題を抱えることになる。（注20）昭和
27年の野田高校清水校舎（現清水高校）工業化学科職員
7名の出身学校を見れば、横浜高等工業学校2、横浜工業
専門学校1、米沢高等工業学校2、日本大学工学部1、東
京薬学専門学校1（休職中）と専門学校・高等工業学校・
4大出の混成で、年齢構成は20代1、30代2、40代3、50
代1名である。そして、昭和31、32、33、34年の産業教
育関連「新規教員」（各年度）は、農業は1、2、5、3名、
工業が2、2建築、1建築、8名、商業は1、2、4、3名、
水産が1、1無線、0、0名、家庭は1被服、0、0、0名であっ
た。昭和34年における教諭採用は、新規47名が59.5％と
最も多く、次に他県から採用13名、県内小中から12、市
立から7名であった。他県からと小中学校・市立から、計
32名（40.5％）の教諭を補充していたのである。（注21）また、
昭和32年度高等学校「公立学校教員適性検査結果」によ
れば、受験者数、合格者数、合格率は、それぞれ農業24
名、3名、12％、工業4名、2名、50％、商業25名、4名、
16％、水産2名、1名、50％、家庭22名、3名、14％の状
況であった。（注22）後日、工業高校新設による採用がこれ

に加わることになる。
表3　職業家庭科担当教員の免許状所有状況

（昭和35年調査）
『千葉教育』NO.70、「技術家庭科における問題点」より作成

普通 仮 臨 許可
免許状 男 女 男 女 男 女 男 女
職　業  446 2 23 　 34 　 98 　
家　庭  　 353 　 20 　 20 　 55

職業実習 　 3 5 　 1 　 2 1

表4　県下中学校職業家庭科担当教員
出身専攻別教員数

　  男  女  計
農　業 319 1 320
工　業 33 　 33
商　業 122 1 123
水　産 8 8
家　庭 381 381
その他 130 71 201

計 612 454 1066

　座談会「産業構造の変貌と高校教育」（昭和36年9月29
日）（注23）において指導課岩田保雄は、「開発部の県内工業
関係就業人口を10万1千人としたその6割を県内で充足
するとすれば、工業高校を3～ 4校増設の必要」がある
とし、「問題は地域的に工業高校が北部にかたより過ぎ
ている」こと、「教員養成をどうする」か等が大きな隘路
となっている現状を指摘している。また、教育庁学務課
土井盛夫は「小中学校には専門の養成大学がある」が、
高校では「産業界の好況、東京に近い等々の条件」から
教員が得にくいという。千葉工業高校土橋平蔵も「普通
科はともかく、工業科の教員は貴重な存在になっている。
今おられる優秀な先生がやめられたらどうなるか」が心
配だ。「工業学校の教師は大学に、大学は産業界に、中学
校は高校に教員がひきぬかれて」いる。来年の3月には

「中学校の教師が相当ひきぬかれる」のではないか。これ
が「目下のところ一番大きな問題」と現場の雰囲気を伝
えている。大沢宝市市川工業高校長（千葉県高等学校工
業教育研究会会長）は『会誌』（昭和39年2月）（注24）の中で、
工業専門の教職員の「初任給と待遇が年を追って高給与
で買いあさりに出た産業界のそれと格差が拡大したこと
が、教職員の質のレベル・ダウン現象を招き・・一番の
悩みだ」と語っている。現在、この頃から研鑽を積み重
ね産業教育を担ってきた教員が定年で大量に退職して新
たな問題となっている。

海老沼： 専門高校不振の歴史的要因
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（3）工業高校の隆盛
　企業から求められた技術者・技能者の養成を目標とし
た工業高校が、昭和35年、38年と延べ3校新設された頃
を「工業高校全盛期」と呼んでいいだろう。同時に工業
高校の学習内容が企業ニーズとの間で乖離が始まり、ま
た中途退学者の増加現象が現れてくるのもこの時期から
である。工業高校全盛期創出の際の「行政・産業界・教育
界の連携」の構造こそが、その後の「不振要因」となった
ことは否めない。
　高校進学率が50％を超え「工業人の養成が急務とな
り、工業高校の増設配置策が進められ」ていた頃、工業
高校の中心的存在となっていた千葉工業高校では、『研
究報告』（昭和32年11月2日）や『生徒会誌「きくた」』（昭
和33年11月3日）が相次いで創刊された。教員が率先し
て「高度な研究」を行い、生徒の「質の高い取り組み」を
導き出し、また一流企業に勤務する卒業生がその技能・
技術等を「還元」するという「構図」が両誌から読みとれ
る。産業界が求める技術・技能と工業高校で学ぶ内容が
接近していた時期である。「実力ある優秀な卒業生を業
界に送り込む」ためには、先ず教員自ら「自己研修に積
極的に乗り出さなければ」ならないと、昭和36年6月24
日「千葉県高等学校工業教育研究会」が工業学科を持つ
6校168名の教員で組織され、昭和39年2月1日には『会
誌』が創刊された。また、昭和37年2月24日には、第1回
生徒研究発表会が市川工業高校で開催され、同年3月17
日には職員研究助成金交付者が初めて決定され、各専門
部会2名計8名に各1万円が交付された。加えて先進企業
見学会が催されていく。昭和38年度から新たに「教科研
究会」（7月27日）、「実技講習会」（12月25日～ 27日）が、
翌年の9月18・19日には工業科長研修会が開催され、「工
業教育の基盤」を確立していった。新装なった市川工業
高校で行われた、第4回「生徒研究発表会」（昭和40年2
月20日、同時に生徒作品展示会も行われた）には、各校
より約1,000名が集まり、23テーマ60人の発表があった
という。その「工高生らしい眼で身近かな問題」を手が
けた内容の審査は、例えば機械部会では、川崎製鉄千葉
工場設計部井田課長、セイコウ精機生産技術課松木係長、
日立精機小笠原設計主任、日本建設生産技術課中山課長、
京葉精機技術部十川部長という、第一線で中軸となって
活躍する「技術・設計」畑の審査員によって行われ、市川
工高の「曲げ加工におけるスプリングバックについて」
が優秀トロフィを獲得した。（注25）工業高校が最も充実し
た時期である。当時、千葉工業高校卒業生の進路状況は、
昭和38年度で会社215、官公庁12、自営他15、進学26、
計268名と80.2％が会社への就職である。「千葉工業高校
進路先一覧」によれば、会社就職のピークは昭和36年の

90.7％である。昭和30年に27.8％あった自営業が同年に
は7.9％に、また11％前後が就職していた公官庁へはたっ
た1人となってしまった結果でもある。進学が目につき
始めるのは昭和45年頃からであり、相対的に会社関係が
減少していくのは「工業高校を取り巻く環境」が大きく
変化したからだといえる。昭和41年、「全国に誇り得る
最新設備を持った」京葉工業高校が新入生へ『工高生活
入門』（冊子）を配布した。その中で機械科の目標は、「機
械工業に関する知識と技術を習得させ、現場作業の指導・
監督・管理、企画・設計・研究、整備、営業などの業務に
従事する機械技術者を養成するところ」であるとするな
ど、この頃までは工業高校生への期待観や教職員の「意
気込み」が感じられる。
　茂原市にある東洋高圧千葉工業所（資本金77億8千万
円、社員数7千5百人余、三井系、肥料メーカー、平均年
齢26歳）の学歴構成・年齢構成（昭和36年）を見ると、
中卒が328名に対し高卒が229名であり、高卒技能工
が中卒のそれを逆転するのは昭和42年である。通勤が
92％、通勤者も市内49％、隣接の長生郡43％でほとんど
を占めた。工高卒は数ヶ月の教育を経て補助的な技術者
として仕事を受け持つという。（注26）技術革新の波に乗っ
た大企業では「長年の経験や微妙なカン」という「熟練
の意義」は薄れ、機械・設備や材料・工程などに関する「広
い科学的な知識」を基礎とした「新しいタイプの熟練」
が必要とされ、オートメーション化された機械や装置を
管理するまたは補助する人材が必要となってきた。（注27）

市川工業高校小倉格（理科）は、その工業高校が「工業上
の用語を憶えさせ、浅く広い一般的知識を出来るだけ多
く生徒に記憶させる事が工業教育と考える」ことや「授
業内容が重なった場合でも『別々なもの』として記憶し
ようとする習性」等の欠点を指摘し、理科（他教科）と有
機的に結びつけた知識の必要性を説いている。本来「機
械技術者であっても、機械のみの専門家では、本当の技
術者であり得ない。その基礎には電気的知識も必要であ
るし、建築の知識も必要になろう」と「工業の分科制」で
さえも「生き生きとした創造の力」を育むとはいえない
という。（注28）将来の必履修科目「工業基礎」誕生を予期
させる視点である。
 

4．むすびに変えて

　「経済振興」を国是としてきた国・文部省（現文部科学
省）は、中教審や臨教審、産業振興教育法に基づく産業
教育審議会（現理産振）への「諮問」という形から「産業
教育の将来像」を描いてきた。そして産業教育を支え発
展させてきた。しかし現在は、景気動向に敏感に対応し

帝京大学文学部教育学科紀要　第 35 号（2010 年 3 月）
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利益追求に走る産業界からは資金的援助が激減し、その
「構造」も崩壊状態に近い。また工業高校の人気も大きく
喪失している。少子高齢化の影響は「工業高校の活躍実
践」に反比例するかのように産業教育関連高校へも波及
し、統廃合が着実に進行している。（注29）終戦直後にGHQ
が強制した「総合制」の展開と学校統廃合、古くなって
しまった施設・設備、産業教育関連予算の不足、教員不
足（ことに今は、産業教育を担い技術・技能を持つ世代
の大量退職）などは、現在の直面する「課題」と酷似して
いる。
　平成15～ 17年度「目指せスペシャリスト」（文部科学
省指定）事業に取り組み、地域への「木造耐震診断ボラ
ンティア」活動や「ネパール技術ボランティア隊」（世界
文化遺産の実測調査）派遣、地域のプロから学ぶ「火造
りの下総鋏」や「行徳御輿」の製作などを実践し、生徒や
教員の目が輝いている様子が新聞やTVにたびたび紹介
された市川工業高校でさえ、「指定」終了後はその発展的
継続に指導者確保や予算面で大変苦慮しているのが現実
である。
　法律に則る理産振の建議や答申が今なお続き、文部科
学省が設置した「職業教育の活性化方策に関する調査研
究会議」の提言（平成6年）により「ものづくり基盤技術
振興基本法」（平成11年）や「スペシャリストへの道」（平
成15年）を生み出した。前者の基本計画では「小中高等
学校におけるものづくりに関する体験的な学習等の一層
の充実、専門高校におけるものづくりを担う技術者の必
要性」が示されているが、その実現には膨大な資金とエ
ネルギーが必要となろう。従来と「同一線上の改革」で
は限界である。現在は「企業に人を育てる余裕がなくな
るなか、専門高校の軽視は国の将来を危うくする」（毛利
全工協事務局長）状況なのである。（注30）

　高校進学に際し普通科志向が強い中で、視点を変え「若
年労働市場の現状や専門高校の職業的意義」に着目した
本田由紀（2009）（注31）は、「地味ではあっても確かな『意義』
を専門高校は持ち得ている」とし、若年労働市場が抱え
る「きわめて不安定・劣悪化への取り組みの可能性」の
手掛かりとして専門高校を位置づけている点に私も共感
を覚える。同氏がいう「今こそ専門高校の『復権』を」－
柔軟な専門性を鍵として－（『産業と教育』「論説」平成
19年12月）が切り口かも知れない。
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計画」.『教育委員会報』3月1日号：p2．

注18 千葉県教育委員会（1950）．『千葉県教育要覧』昭
和24年度版：p83．

注19 千葉県教育センター（1961）．『千葉教育』NO.70．
「家庭」普通免許状所有者は女353名、仮・臨時・
許可はそれぞれ20、20 、55 名で24.6％である。
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注20 千葉県教育委員会（1954）．「昭和29年度 県当
初教育予算について」．『教育委員会報』第4号：
p10．高校の結核休職者は約80人である。

注21 千 葉 県 教 育 庁 庶 務 課 編（1960）．『 教 育 広 報 』
NO.62．

注22 千 葉 県 教 育 庁 庶 務 課 編（1957）．『 教 育 広 報 』
NO.31：p7．千葉県（1967）．「高校卒業後の進路」．

『千葉県統計書』によると、国立の工業教員養成
所に進学者は、進学者総数3,105名中男2名。昭和
42年（同書）では6,608名中女2名（養護教諭養成
所）のみであり、昭和35年1校、昭和38年2校の
工業高校新設があったにも拘わらずである。

注23 千葉県教育センター（1961）．座談会「産業構造の
変貌と高校教育」．『千葉教育』NO.70：p57, p61．

注24 千葉県高等学校工業研究会（1965.2）．「巻頭言」．
『会誌』第2号．千葉県産業教育振興協会（1963）．
「産業教育振興連絡会議」福岡大会．『千葉県産業
教育』第10号で文部省課長は「産業科担当教員が
甚だしく不足している。根本的には給与の改訂必
要で、現職教育、検定制度も配慮すべき」と見解
を述べている。また藤井理事長は挨拶の中で「産
業教員については今後3万人を養成確保の必要が
ある。特に工業教員は困難、根本は給与の問題で
要あり」と言い、一方で文部省は、教職員の資質
向上のため産業教育指導者養成講座（6日間6会
場）、高等学校産業教育実技講習（各6～ 11日、約
25会場）、高等学校職業教育研究集会（各都道府
県2日、全国4日）、産業教育内地留学生（1 年又
は6ケ月）等の事業を行った。

注25 千葉県高等学校工業研究会（1965）．『会誌』第2
号：p34. 電気部会でも5名、化学部会4名、建設部
会4名という同様の審査員であった。当時の『会
誌』には、丸山製作所稲毛工場真野進総務部長や
吉野工業所吉屋勲技術部課長代理の「生徒研究発
表会の講評」（第6号、昭和44年）が掲載されたり、
全国工業高等学校長協会長島泰明理事長の「工業
教育に於ける諸問題」（講演）（第7号、昭和45 年）
記録にページを割き、日本大学副総長理工学部長
木村秀政工学博士の「鈍才教育」（論説）（第9号、
昭和48年）も載るという「充実した『会誌』」であっ
た。

注26 千葉県教育センター（1961）．「技術革新下の新工
場をたずねて」.『千葉教育』NO.70：p31．女子労
働は大体中学校を卒業して2ヶ月の訓練で職場に
つく。男子は年々数10人の中学出と、工高出、大
学出（技術陣）が入社する。中学出は「3年間の技

能養成機関で基礎学力、専門理論及び実習の教育
を経て職場につく」といい、工高卒に期待する理
由がここにある。

注27 千葉県教育センター（1961）．座談会「技術革新と
教育」.『千葉教育』NO.70：p59．千葉工業高校鈴
木道三は、「工業の進展から技術者ブームになっ
て人が足りないほどである。工業高校の卒業生
は・・職長程度（下級技術者）である。就職率のい
いのは・・新しい機械を理解して、それを使って
いける・・革新にそっていける能力をもったもの、
これは引っ張りだこである」と発言している。一
方で、工業高校へ入って来た生徒の何人かは「ぼ
くは工業学校はむかないんです、これからいい
ので入れと親父の命令で・・」と熱もないし、「製
図などの細かい作業になると始めから投げてい
る」と「現実」を語っている。ちなみに文部省・学
校・求人側で協定した10月1日の求人開始は「少
しも守られず」、千葉工業高校は9月現在で、ほぼ
100％の就職内定である。

注28 千葉県教育センター（1961）．『千葉教育』NO.70：
p23-26．

注29 最近では職業学科の募集停止だけでなく次の高
校が統合された。平成16年度に若葉看護高校と幕
張総合高校＝幕張総合高校、平成17年度は勝浦
高校（水産科、商業科）と御宿高校（家政科）＝勝
浦若潮高校、鶴舞商業高校と市原園芸高校＝鶴舞
桜ヶ丘高校、平成18年度、茂原農業高校と茂原工
業高校＝茂原樟陽高校、平成20年度、山武農業高
校と白里高校＝大網高校、館山高校（普通科、商
業科、家庭科、工業科）と安房水産高校＝館山総
合高校、銚子商業高校と銚子水産高校＝銚子商業
高校。

注30 朝日新聞社．『朝日新聞』平成21年5月25日。
注31 本田由紀（2009）．「若年労働者の現状と高校教育

の課題」第4回．『工業教育資料』実況出版．第326
号：p6．
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