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                                          学校教育部長  磯野  和美 

 

平成１９年度以降、特別支援教育は、発達障害も含め、特別な支援を必要とす

る児童生徒が在籍するすべての学校において実施されるようになりました。各学

校では、特別支援教育コーディネーターを学校校務として位置づけ、校内委員会

の機能を高めながら、特別な支援を必要とする児童生徒への支援体制の整備に努

めているところです。  

本市では、平成２０年３月に「千葉市における特別支援教育の在り方について」

の答申を受け、特別支援教育の推進に取り組んできました。この間、特別支援教

育を希望する児童生徒の増加に対応すべく、特別支援学級・通級指導教室の増設

を進めました。その設置率は平成１９年度３５．８％から平成２６年度６５．７％

となり、ＬＤ等通級指導教室も小学校は各区に１校、中学校は市内２校に設置と

なりました。ことばの教室きこえの教室も含め、通級による指導を受ける児童生

徒数は年々増加し、平成１９年度２２９名から平成２６年度４８９名となってい

ます。さらに、特別支援学校高等部段階の教育的ニーズに応じていくために、平

成２５年４月に市立高等特別支援学校（普通科職業コース）を開校し、特色ある

教育活動を進めているところです。  

わが国は、国連の「障害者の権利に関する条約」の批准に向けて障害者制度改

革に取り組んできました。その中で平成２３年８月に「障害者基本法」が改正さ

れ、平成２４年７月には、中央教育審議会初等中等教育分科会から「共生社会の

形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報

告）」が出されました。学校教育では、一人一人の教育的ニーズに応じた適切な

教育が行えるように特別支援教育の着実な推進と、障害のある児童生徒と障害の

ない児童生徒が共に学ぶための合理的配慮が一層求められているところです。  

このような特別支援教育に関わる動向の中、千葉市の特別支援教育の現状と課

題を把握し、今後の特別支援教育の推進に向けた取組を検討する時期であると考

え、校長先生や担任の先生の御協力をいただき、「千葉市特別支援教育推進プラ

ン」を作成いたしました。この推進プランを基に、各関係機関各学校との連携を

図りながら、特別支援教育の一層の充実を図っていきたいと考えます。  

 

                                                    平成２７年３月  
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Ⅰ 千葉市の特別支援教育推進の基本  

  本市の特別支援教育推進においては、次のような特別支援教育に関する法令や通知で

示されている内容を踏まえていきます。  

 

１  特別支援教育推進の経過  

（１）千葉市における特別支援教育の在り方について（答申）（平成２０年３月）  

  千葉市における特別支援教育の在り方に関する検討会議より答申を受け、教育委員会

では、特別支援教育推進会議を設置し、特別支援教育施策の着実な推進に関し、必要な

審議・検討を行ってきています。  

 

（２）千葉市学校教育推進計画（平成２１年３月）  

  ８つの施策展開の方向の一つに「多様な教育的支援を充実させるための教育環境整備

を一層進める」を掲げ、その中の基本施策に、「特別支援教育の推進」を組み込んでいま

す。具体施策は以下のとおりです。  

 ○特別支援教育サポート体制の整備  

・障害のある児童生徒（ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症等の発達障害を含めた）に対

する特別支援教育の支援体制の整備として、特別支援教育指導員の配置、学校訪問相

談員の派遣、特別支援に関する教育相談、特別支援教育研修の実施等を行っています。  

 ○体験活動を通した社会性の伸長  

・就労体験や宿泊体験活動（長柄げんきキャンプ・長柄ハッピーキャンプ等）を通じ

て、障害のある児童生徒の社会性を育み、コミュニケーション能力の向上を図ってい

ます。  

 ○特別支援学校の整備・充実としては、平成２５年４月に市立高等特別支援学校を真砂

第二小跡施設に開校します。  

 

２  国が示している特別支援教育の方向性    

（１）「特別支援教育の推進について（通知）」（平成１９年４月）  

 

  特別支援教育とは、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取  

組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、そ  

の持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必  

要な支援を行うものである。  

  また、特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的な遅れ  

のない発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学  

校において実施されるものである。  

 

  千葉市教育委員会が示している『千葉市学校教育の課題 ２１世紀を拓く』において  

特別な支援が必要な児童生徒への指導の目標を、「障害のある児童生徒の自立や社会参加  

に向け、児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習  

上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び支援を図る」としています。  
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（２）障害者基本法の改正（平成２３年８月）における教育の条文  

  

  第十六条  国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、そ  

の特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、可能な限り障害者である  

児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、  

教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。  

 ２ 国及び地方公共団体は、前項の目的を達成するために、障害者である児童及び生  

徒並びにその保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りその意向を  

尊重しなければならない。    以下省略  

 

  本市では、教育相談を行う中で、本人・保護者への情報提供を十分行い、その意向を  

尊重していきます。また、能力や特性に応じた教育が受けられるように、多様な教育の  

場を整備していくと共に、交流及び共同学習を推進します。  

   

（３）中央教育審議会初等中等教育分科会報告（平成２４年７月）  

「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進」 

で示された内容  

 

１ 共生社会の形成に向けて  

  ・共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築  

・インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進  

・共生社会の形成に向けた今後の進め方  

２ 就学相談・就学先決定の在り方について  

３ 障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮及びその基礎と  

  なる環境整備  

４ 多様な学びの場の整備と学校間連携等の推進  

５ 特別支援教育を充実させるための教職員の専門性向上等  

 

本市では、中央教育審議会初等中等教育分科会からの報告で示された内容を踏まえて  

特別支援教育を推進していくようにします。  

 

（４）学校教育法施行令の一部改正（平成２５年９月）   

  視覚障害者等について、特別支援学校への就学を原則とし、例外的に認定就学者と  

して小中学校へ就学することを可能としている現行規定を改め、個々の児童生徒等に  

ついて市町村の教育委員会がその障害の状態等を踏まえた総合的な観点から就学先を  

決定する。 （就学先決定の仕組みの改正）  

 

本市では、従前から、個々の障害のある児童生徒等の就学については、本人・保護者

の意向を尊重し、教育的ニーズ、専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえ

て就学先を決定してきましたが、今後も、改正の趣旨を踏まえて総合的な観点から就学

先を決定していきます。  
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（５）障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について（通知）  

（平成２５年１０月）の内容  

 

第１ 障害のある児童生徒等の就学先の決定  

 １ 障害のある児童生徒等の就学先の決定に当たっての基本的な考え方  

 ２ 特別支援学校への就学  

 ３ 小学校、中学校又は中等教育学校の前期課程への就学  

第２ 早期からの一貫した支援について  

 １ 教育相談体制の整備  

 ２ 個別の教育支援計画等の作成  

 ３ 就学先等の見直し  

 ４ 教育支援委員会（仮称）  

 

本市においても、早期からの一貫した支援については、幼稚園・保育所・学校・行政・ 

関係機関等の連携を図って取り組んでいくようにします。  

 

（６）障害者の権利に関する条約の批准（平成２６年１月）  

  第２４条  教育  

 ・締約国は、教育についての障害者の権利を認める。この権利を差別なしに、かつ、  

機会の均等を基礎として実現するため、あらゆる段階における障害者を包括する  

教育制度及び生涯学習を確保する。  

  

障害のある児童生徒が、障害のない児童生徒との平等を基礎として、自己の生活する

地域社会において、質の高い無償の初等教育及び中等教育を享受できるように教育環境

を整備します。また、個人に必要とされる合理的配慮を提供できるように努めます。  

 

３  本市特別支援教育推進の基本方針  

  平成１９年の学校教育法改正を受け、学校教育では、障害のある幼児児童生徒の自立  

や社会参加に向けた主体的な取組を支援することになり、幼児児童生徒一人一人の教育  

的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難の改善又は克服のために  

適切な指導及び必要な支援に努めてきています。これは、障害のある幼児児童生徒への  

教育にとどまらず、障害の有無やその他の個々の違いを認識しつつ、様々な人々が生き  

生きと活躍できる共生社会の形成の基礎となるものであり、現在及び将来の社会にとっ  

て重要な意味を持っています。加えて、近年の特別支援教育に関する状況の変化は著し  

く、その内容は多岐にわたっています。千葉市においても、早急に対応していかなけれ  

ばならない課題も多くあることから、現状を把握し、中・長期的な展望に立ち、特別支  

援教育の方向性を示す必要があります。   
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 そこで、推進の基本方針を以下のようにします。  

○「人間尊重の教育」を基調とし、一人一人を大切にした教育を行うこと。  

○障害のある子どもがその能力や可能性を伸ばし、自立し社会参加することができるよ

うに、通常の学級・特別支援学級・通級指導教室・特別支援学校等の学びの場を整備

すること。  

○一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導、必要な支援を行い、持てる能力を十分

に発達させる教育ができるようにすること。そのために、教職員の専門性の向上と教

育環境整備・人的支援の充実を図ること。  

○共生社会の形成に向けて、交流及び共同学習を一層推進するとともに、障害者理解に

向けた取組を実践すること。  

○本市特別支援教育のこれまでの取組や地域性を生かすこと。  

 

千葉市学校教育推進計画（第１次）との関連   

８つの施策展開の方向  特別支援教育の推進の視点  

Ⅰ わかる授業を推進し、自ら学

ぶ力を身に付けさせる  

・特別支援学級・通級指導教室等、多様な学びの場

において、児童生徒が「わかった」「できた」と実

感できる授業を創造する。  

・通常の学級においてユニバーサルデザインの視点

を取り入れた授業を推進する。  

Ⅱ  社会性を備えた豊かな心を

はぐくむ  

・自立活動の視点を取り入れ、人間関係の形成やコ

ミュニケ―ションの基礎的能力を育む。  

・交流及び共同学習や居住地校交流を推進する。  

Ⅲ 体力を高め、健康な体をはぐ

くむ  

・個々の障害の状態やニーズに沿った体力づくりを

推進する。 ・運動の日常化を図る。  

Ⅳ 家庭の教育力を高め、地域の

教育力を生かす  

・家庭との連携・協力体制づくり  

・地域との交流  

Ⅴ  子どもの学びを支える教育

環境を整える  

・多様な学びの場の施設・設備等の整備  

・幼・保・小・中・特別支援学校との連携  

Ⅵ  意欲と指導力のある教職員

を確保・育成するとともに、教

職員が職務に専念できる体制

を整備する  

・特別支援教育担当者の資質・専門性の向上に向け

た各種研修の充実  

・すべての教職員の特別支援教育に関する基本的な

知識・技能の習得  

Ⅶ  多様な教育的支援を充実さ

せるための教育環境整備を一

層進める  

・特別支援教育サポート体制の整備  

・体験活動を通した社会性の伸長  

・特別支援学校の整備  

Ⅷ 学校・家庭・地域・行政が一

体となって、子どもの成長をサ

ポートする  

・多様なニーズに応じた就学相談  

・特別支援教育の理解推進  

・学校・関係機関のネットワークづくり  

 



- 5 - 

 

Ⅱ 多様な学びの場  

１  通常の学級における特別支援教育について  

（１） 現状 

  平成２４年１２月の文部科学省の調査では、通常の学級に在籍する発達障害の可能性

のある児童生徒の割合が６．５％であると報告されています。本市も同様に、通常の学

級に、学習面または行動面で著しい困難を示す児童生徒が複数名在籍している現状です。

学習中、集中力が続かずに離席をしたり、ある一定の場面で理解できずに学習に意欲と

自信をなくしたり、さらには不登校になったりする場合もあります。学級担任が一人で、

困難を抱える児童生徒の指導にあたっていることが多くあります。また、休み時間や清

掃の時間などの授業以外の場面では、気持ちがうまく表現できず、友達とのトラブルを

起こしてしまいがちな児童生徒もいます。授業では、少人数指導教員が入り、チーム・

ティーチングなどで対応することができますが、休み時間の児童生徒の指導やトラブル

への対応などは担任一人では難しい時もあります。そのため、校内委員会を機能させ、

校内支援体制を確立して、学校全体で対応していくことが大事になります。  

 

（２）方向性と在り方  

①わかる授業の推進  

   障害のある無しにかかわらず、すべての児童生徒が充実感を味わうことができる学

校生活を目指していきます。その基本は、一人一人を大切にした学級経営・生徒指導

とわかる授業です。わかりやすい短い指示や視覚的情報の提示等を心がけて、どの児

童生徒にもわかる授業になるように実践していくことが大切です。こうした授業・学

級づくりは学級のすべての児童生徒に役立つものです。特別支援教育の観点に立って

通常の学級の学級づくり、授業づくりに取り組むことでわかる授業の推進につながり

ます。具体的には、以下の点に配慮します。  

ア 学習や行動のルールが明示されていて、児童生徒が落ち着いた気持ちで安心し  

て過ごせる学級をつくること。  

イ 児童生徒が見通しをもって参加できるような授業や活動を行うこと。  

ウ 児童生徒の多様性を考慮し、一人一人の学び方の違いに対応できるような授業  

の在り方を工夫すること。  

エ 個の違いを互いに認め合い、尊重し合えるような学級集団をつくること。 

②校内委員会、校内支援体制づくり  

   校長のリーダーシップのもと、校内の児童生徒の実態把握を行い、校内委員会を定

期的に開催します。校内委員会では、支援の必要な児童生徒についての情報交換・支

援体制の検討・個別の指導計画の作成検討を行い、それを全教職員で共通理解し、学

校全体で指導・支援にあたる学校体制づくりが大切です。  

③個別の指導計画  

児童生徒の障害等の状態に対応した教育を一層進めるために、個別の指導計画を作

成し、活用していくようにします。少人数指導や習熟度別指導など複数の教員による

支援を行う場合、個別の学習課題や、学習形態の工夫、座席位置の配慮などを共通理  
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 解する際にも有効です。基本的には学級担任が作成し、校内委員会で検討していきま

す。また、適切な個別の指導計画作成のために、特別支援教育コーディネーターを中

心に企画した校内研修の充実を図っていきます。  

さらに支援を充実させるためには、本人の家庭環境や地域、生活全般をトータルに

捉えて考えていく必要があります。進学や就労など、生涯にわたる効果的な支援が引

き継げるような、個別の教育支援計画の作成が望ましいと考えます。  

④学校における相談機能 

 何か困った時に、児童生徒、保護者が気軽に１番に相談できるのは学校職員です。

担任だけでなく、養護教諭、特別支援教育コーディネーター、管理職が話を聞き、相

談できる体制を整えていくようにします。学校で十分話を聞き相談にのった上で、必

要に応じて関係機関につないでいきます。  

⑤外部との連携  

 ＬＤ等の発達障害や言語障害等がある児童生徒は、個別的な指導を行う通級指導教

室に通級する場合があります。自校の児童生徒が通級する場合、担任や特別支援教育

コーディネーターは通級教室担当者と連携を図っていきます。より専門的な指導・支

援が必要な児童生徒が在籍する学級には、特別支援教育指導員が配置される場合があ

ります。加えて家庭内での悩みがあり、学校だけでは対応が難しいときには、スクー

ルカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの派遣を依頼することもあります。ま

た、医療面でのケアが必要になることもあります。いずれにしても、学校が中心とな

り、必要に応じて外部の様々な人的支援や教育資源を活用して、関係者・関係機関等

と連携を図っていくようにします。  

⑥引継ぎ 

 入学前の幼稚園、保育所、関係機関から小学校、小学校から中学校、中学校から進

路先等、移行時期には双方の情報交換を行い個別の指導計画や個別の教育支援計画を

もとに有効な手立てを引き継いでいくようにします。その際、管理職、特別支援教育

コーディネーター、担任等、関係者同士で引継ぎを行うようにします。  

⑦特別支援教育コーディネーターの役割  

 主な役割として、校内委員会の運営や、校内支援体制づくりを学校の中心となって

行います。支援を必要とする児童生徒の見立てや、個別の指導計画の作成、校内での

支援体制づくり、外部との連携などを行います。また、校内委員会の計画的な運営が

できるようにします。特別支援教育コーディネーターの位置づけや役割を保護者へ周

知して、相談の窓口になっていきます。そのためには、特別支援教育コーディネータ

ーとしての研修を積み、専門性を高め、管理職と共に特別支援教育の中心となれるよ

うに努めます。具体的な活動として、  

ア 校内委員会や研修の年間計画の作成  イ 各学級担任へスクリーニングの依頼  

ウ 支援の必要な児童生徒の共通理解   エ 個別の指導計画の作成の仕方の提案  

オ ケース会議の運営   

などがあります。支援を必要とする児童の実態把握をし、学級担任と共に保護者との

連携を図り、管理職と共に外部機関との連携を行います。  
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２  特別支援学級について   

（１）障害種に応じた特別支援学級の現状     

  本市では、障害種に応じて、以下のような特別支援学級を設置しています。  

      【表１ 平成２６年度４月現在の特別支援学級等設置状況】  

障害種  小学校  中学校  

知的障害  ◯（７１校）  ◯（２８校）  

自閉症・情緒障害  ◯（４１校）  ◯（１５校）  

虚弱  ◯（  １校）  －  

病弱  ◯（  ２校）  －  

言語障害  ◯（  ４校）  

＊通級（８校） 

－  

難聴  ◯（  ２校）  

＊通級（１校） 

－  

肢体不自由  －  －  

視覚障害  －  －  

          注：○は、設置を意味します。  

＊言語障害と難聴については、通級指導教室の形態もあります。  

◯知的障害  

小・中学校に特別支援学級が設置されています。  

◯自閉症・情緒障害  

小・中学校に特別支援学級が設置されています。中学校の自閉症・情緒障害特別支

援学級には、知的な遅れを伴わない生徒を対象とした学級、不登校生徒を対象とした

学級、さらに、千葉市立青葉病院で入院治療を行っている児童生徒のための学級があ

ります。  

◯虚弱  

虚弱特別支援学級では、児童の能力や体調、症状等に合わせ、知的障害特別支援学

級や通常の学級での共同学習を実施する等、個々のニーズに応じた学習の場を用意し、

指導を行っています。  

 ◯病弱  

  入院中の児童に対しては、千葉医療センターと千葉市立海浜病院に院内学級を設置

し、学習指導行っています。市内にあるいくつかの総合病院に長期入院した児童生徒

は、県立仁戸名特別支援学校と県立袖ケ浦特別支援学校の職員による病院内での訪問

教育を受けることができます。  

◯言語障害（３ 通級指導教室 参照）  

  小学校にことばの教室が設置されています。  

◯難聴  （３ 通級指導教室 参照）  

  小学校にきこえの教室が設置されています。中学生においては、県立千葉聾学校の

通級による指導を受けることができます。現在、県立千葉聾学校のサテライト教室が

市立中学校１校に設置されています。  
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◯肢体不自由  

   小・中学校ともに肢体不自由を対象とした特別支援学級は、現在設置されていませ

ん。肢体不自由に対する支援を必要とする児童生徒は、市内にある県立桜が丘特別支

援学校や県立袖ケ浦特別支援学校と連携した指導や、通級による指導を受けることが

できます。  

◯視覚障害  

小・中学校ともに弱視を対象とした特別支援学級は、現在設置されていません。視

覚障害に対する支援を必要とする児童生徒は、千葉県立千葉盲学校において、通級に

よる指導を受けることができます。  

 ◯ＬＤ等発達障害（３ 通級指導教室  参照）  

   ＬＤ等発達障害のある児童生徒は、通常の学級に在籍し、通級による指導を受ける

ことができます。  

 

（２）教育課程編成の工夫   

  特別支援学級では、日常生活に結び付いた具体的な内容や校外学習を含む体験的な活  

動を通して、将来の自立に向けて、「生活に必要な基礎・基本の習得」「学力の維持・向  

上」「自立心」「社会性」を育むことを目指しています。  

教育課程の編成に当たっては、特別支援学校学習指導要領と小・中学校学習指導要領

を参考にして、柔軟に教育課程を編成し、障害種や児童生徒の実態に応じた指導内容の

充実を図っています。また、自立活動を柱に、児童生徒自らが障害による学習上又は生

活上の困難を主体的に改善・克服することに取り組めるようにしています。  

在籍する児童生徒の障害の特性や状態及び発達段階等への配慮に加え、地域、学校の

実態を考慮しながら、生きる力を育む特色ある教育活動を各校特別支援学級で展開でき

るようにします。   

 

（３）指導の充実   

①課題の設定  

児童生徒の障害や発達の実態を的確に把握し、妥当性の高い目標や一人一人の教育

的ニーズに応じた課題を設定し、学習に取り組んでいます。個に応じた課題を設定す

るために心理検査等を実施し、検査結果のアセスメントを指導や指導計画の作成に生

かすようにします。個別の指導計画や教育支援計画は、本人・保護者の願いや将来像

を考慮しながら作成していきます。  

「わかる・できる」経験の積み重ねによる自信を、自立し社会参加するために必要

な力に結びつけることを目指しています。 

②学習活動  

日頃の学習活動においては、児童生徒の興味関心を考慮しながら、日常生活に結び

付けた具体的な学習内容や体験的活動を選択・構成し、目的意識と見通しを持たせる

工夫をしています。個に応じた課題や取り組む内容によりグループ編成など指導形態

を工夫し、共に学ぶ楽しさを経験し、児童生徒が将来的に必要な基礎的・基本的な知

識・技能を確実に習得できるようにします。習得した知識・技能を活用して生活上の
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様々な課題を解決できる力を育んでいきます。  

③自立にむけて  

地域・学校の特色を生かしながら、学校生活全体の中で児童生徒同士の関わり合い

を重視し、コミュニケーション能力や集団の一員としての意識を高め、家庭、学校及

び地域全体で豊かな社会性を養っていきます。 

 

（４）指導力向上のための取組  

  近隣校の特別支援学級の担任同士が相談し合えるネットワークづくりや研修の場づく

りに取り組んでいます。  

 ①各種研修会の参加  

千葉市教育センターや千葉市養護教育センター主催の様々な専門研修を受講した

り、月毎に行われる教育研究会で、他校の授業を参観したり、教材・教具を紹介し合

ったりしています。市内特別支援学級等担任者全員が参加する研修会では、教育課程

や個別の指導計画、日々の授業づくりなどについて情報交換や検討をしています。  

②千葉市養護教育センター事業の活用 

教員対象の相談や学校訪問相談を利用します。また、発行されているハンドブック

を活用して、指導上の疑問や不安を解消したり課題解決のための手立てや指導方法を

見い出したりしています。  

 ③校内体制による指導の充実  

   小・中学校ともに、通常の学級の教員が特別支援学級担任とともにチームティーチ

ングで授業を実施したり、専科教員が授業を行ったりするなど、各学校の状況に応じ

て、指導の一層の充実を図っています。  

 ④若年層研修  

近隣の特別支援学級設置校同士でグループを編成し、情報交換や交流を通して学校

間の協力・相談体制を整えています。また、「ＮＰＯちば特別支援教育」の事業の一つ

として、若年層向けの研修会が設けられ、先輩教員による指導・助言や情報交換の場

となっています。  

  

（５）交流及び共同学習     ※Ｐ34 を参照  

  小学校（中学校）学習指導要領総則には、交流及び共同学習について、以下のように

記述されています。  

  

 学校がその目的を達成するため、地域や学校の実態等に応じ、家庭や地域の人々の協

力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めること。また、小学校間、幼稚園や保育所、

中学校及び特別支援学校などとの間の連携や交流を図るとともに、障害のある幼児児童

生徒との交流及び共同学習や高齢者などとの交流の機会を設けること。  

 

本市では、児童生徒や学校の実態に応じて、交流及び共同学習を年間計画に位置づけ、

相互理解を進め、双方の社会性や豊かな人間性を育成するものとなることを目指してい

ます。学校・学級の特色や児童生徒の発達段階に応じて、多様な集団や形態での交流及
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び共同学習を工夫し、体験的活動の充実を図るとともに、自尊感情や自己有用感を高め

る機会としています。  

 

 【多様な交流の場】  

通常の学級との交流の他、他校の特別支援学級との交流及び共同学習、特別支援学  

  校との居住地校交流、中学校での産業現場等における実習などが実施されています。

地域社会との交流についても、人材活用等により充実した学習になるように積極的に

取り組んでいます。  

①通常の学級との交流及び共同学習   

小・中学校ともに給食交流や教科交流、行事交流など、主体的な参加を念頭に置き

ながら、個々の実態やニーズに合わせて進められ、学級単位、学年単位、あるいは個

別などの形態で交流及び共同学習に取り組んでいます。  

小学校では、特別支援学級の生活単元学習や通常の学級の生活科や総合的な学習の

時間の学習を共同で取り組み、交流を深めています。また、学習のまとめとしての発

表の場に相互に招待することで、学習の成果を認め合っています。少人数の特別支援

学級の児童にとっては、多くの人と関わりを持つことにより、社会性を育むための良

い機会となっています。  

また、中学校では、通常の学級の生徒が、特別支援学級での作業作品製作に参加す

るなどの交流も行っており、部活動に参加している特別支援学級生徒もいます。  

 ②特別支援学級同士の交流  

  小・中学校ともに、地域ごとに特別支援学級間の交流活動を計画しています。また、

げんき交流会や長柄げんきキャンプでは、児童生徒が意欲的に主体的に取り組めるよ

うな内容を取り入れて、教職員・児童生徒間の交流を深めています。  

  げんきキャンプは、市内全ての小・中学校特別支援学級がグループを作って活動を

計画し、千葉市少年自然の家を利用して毎年実施しています。豊かな自然環境の中で

様々な体験活動を行うことにより、児童生徒の生きる力を養うとともに、他校の児童

生徒との交流や触れ合いを通して社会性を育む貴重な機会となっています。  

③中学生の産業現場等における実習では、地域や市内の企業や福祉施設の協力により、

実際の仕事や作業を体験し、本人・保護者が将来について見通しを持ち、目標を立て

ることのできる貴重な学習の場になっています。学校以外の方との交流ができます。  

④特別支援学校との居住地校交流 

特別支援学校に就学した児童生徒が地域の学校の当該学年の授業や行事に参加す

る居住地校交流にも、積極的に取り組んでいきます。  

 

（６）保護者・外部機関・学校間の連携  

 ①幼児期～小学校への移行期  

障害があると思われる子供に早期からの支援を行うためには、就学前施設等での気

付きや保護者の理解が欠かせません。幼稚園・保育所・小学校が連携し、就学移行支

援ができるようにしていきます。  

②小学校から中学校への移行期  
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各中学校特別支援学級では、小学校６年生の児童・保護者を対象にした学校参観を

実施しています。入学予定者の体験入学や保護者面談を行い、安心して新しい生活が

始められるようにしています。小・中学校間では、個別の指導計画を活用しながら引

継ぎを行い、指導の継続が図れるようにしています。  

③中学校から特別支援学校高等部への移行期  

中学校入学時と同様に、保護者の同意に基づいて個別の指導計画を用いた引継ぎを

実施することで、生徒理解や継続した指導支援ができるようにします。  

 

小学校入学時は、身辺処理や日常生活の基本的な生活習慣を身に付け、集団生活に慣  

れていくために、保護者との協力体制が重要です。特別支援学級では、毎日の連絡帳や

学級通信を通じて、家庭との連携を大切にし、共感し合いながら目指す将来像に向かっ

て、児童生徒の成長を見守っています。様々な学級・学校行事への保護者の参加を促し、

家庭外の児童生徒の様子を知ってもらうことで、学校での学習が家庭生活・社会生活に

生かせるようにします。 

また、外部機関や特別支援学校のセンター的機能を活用したり、生徒指導主事やスク  

ールカウンセラーと協力したりして、指導上の様々な問題の解決にあたります。  

知的に遅れがなく療育手帳を所有しない発達障害のある生徒の中には、中学校卒業後、 

 公立、私立の高等学校やサポート校へ進学を希望する生徒が増加しています。これらの

生徒の進路開拓や継続された支援が行われること等が、今後の大きな課題です。  

障害によるものだけではなく、様々な要因で生活上の困難が大きくなっている児童生 

徒に対しては、医療や福祉、外部関係機関等と学校が連携した支援が行えるようにして

いきます。  

 

（７）校内体制  

  特別な支援を必要とする児童生徒や特別支援学級への理解や支援を進めるために、各

校で様々な取組や工夫が進められています。  

管理職は、特別支援学級の行事に参加したり、特別支援学級について話題にしたりす

るよう努め、学校長のリーダーシップのもと、学校全体で特別支援学級在籍児童生徒を

理解し支援していくことを目指しています。  

  特別支援学級担任と通常の学級担任との交換授業、特別支援学級における研究授業、

校内の教職員を対象とした特別支援学級一日参観日など、相互理解のための様々な取組

を行っています。  

集会や行事では、特別支援学級の発表を行ったり、特別支援学級児童生徒が当該学年

での発表に参加したりすることで、校内や地域に特別支援学級への理解を推進すること

を目指しています。  

また、特別支援学級担任は、その専門性を生かし、通常の学級で支援を必要とする児

童生徒とその保護者及び学級担任への相談活動を行っています。  
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３  通級指導教室について  

（１）言語障害・難聴通級指導教室の在り方  

①設置の状況  

本市では「ことばの教室」を１２校の小学校に設置しています。設置の形態は、言

語障害通級指導教室と言語障害特別支援学級と異なっていますが、指導内容や通級に

よる指導の仕組みは同じです。  

「きこえの教室」を３校の小学校に設置しており、難聴通級指導教室と難聴特別支援

学級があります。中学生については、県立千葉聾学校通級指導教室や市立中学校の県立

千葉聾学校サテライト教室において、指導が受けられるようにしています。  

今後は、特別支援学級を通級指導教室に移行して手続きや設置の仕方を統一していく

予定です。  

②指導方針  

ア ことばやきこえに関する相談や指導を個別に行い、生活や学習上の困難を改善又

は克服し、生き生きと学校生活が送れるように支援を行います。  

イ 子どもたちが、「自分らしく生きる力」をつけるための支援や指導を行います。  

③実際の指導  

ア 指導開始と終了  

・保護者との相談や子どもの検査後、ことばの教室やきこえの教室に入級希望があれ

ば、学級担任と連絡をとり情報交換し、就学指導委員会に上程します。就学指導委

員会の審議・承認後、指導を開始します。  

・終了は、個々の問題が改善されたと保護者や通級する子どもが認識し、就学指導委

員会で承認を得られた場合です。問題が改善するとは、指導開始時よりも保護者や

子どもの困り感が軽減し、自分らしく生きる力が身についたということになります。 

イ 形態 

・児童生徒は、個々に決まった曜日、時刻に教室に通います。  

・通級については、安全のために保護者の付き添いが必要です。  

・１対１の個別の学習が中心ですが、グループによる学習も行います。  

・対象児のいる通常の学級を訪問して、授業の様子を参観したり、「障害理解授業」を

行ったりします。  

ウ 指導内容  

・くちびるや舌の動きを高める練習や、音を聞き分ける力を身につけながら正しい発

音ができるようにします。  

・聞く・話す・読む・書く等の活動を通して、ことばを豊かにし、表現力を育てます。  

・ことばを聞き取る力や、態度を育てます。  

・コミュニケーションの力を高めます。   

・自分と向き合い、自分らしく生きる子どもに導いていきます。  

④専門性の向上  

千葉市教育研究会特別支援教育部会では、実際の授業やケースについて互いに見合

ったり話し合ったりしながら講師の助言をもとに、よりよい指導の在り方を追究して

います。また、子どもたちの個々の課題を明確にするために、実態の把握や教育的ニ
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ーズについて検討会を行っています。他には、千葉市教育委員会や千葉県教育委員会、

更に各団体が行っている研修会等に参加したり、県外で行われている研修会や研究大

会などに参加したりしながら専門性の向上に努めています。  

⑤情報共有と連携 

ア 保護者 

就学前の子どもについては、市内各学校の就学時健康診断でことばの検査や聴力

検査を行い、子どもの健康上の課題を把握しています。また、ことばの教室やきこ

えの教室の案内文を全保護者に配布し、必要に応じて早期の相談につながるように

しています。  

指導を希望する場合は、就学予定あるいは在籍している学校の管理職より教育委  

  員会へ相談・調査の依頼をする流れになっています。  

教育委員会から依頼を受けたことばやきこえの教室担当者が保護者と相談を行

います。そこで、保護者の悩みや児童の困り感を共有し、解決への糸口を見い出せ

るようにしています。  

指導開始後は、児童の実態を把握し保護者と情報交換するために、毎回の授業後

に面談を行っています。自校通級の場合は、保護者の送迎がないため、学習ノート

や電話を通じて連絡を取り合っています。また、年に３回「保護者教室」を行い、

子育てをテーマにした話し合いや情報交換などを行っています。  

イ 通常の学級担任  

    通級開始の前に、通常の学級の中での学習面や運動面、学校生活についての様子

を聞き取ります。ことばの教室やきこえの教室での学習の内容などを伝え、担任に

理解してもらった上で、指導を開始できるようにしています。通級を開始した後は、

学習ノートのやりとりや電話連絡などで、毎回の学習内容を伝えたり、通常の学級

担任から学級での様子を聞いたりしています。連携を図ることで、児童の実態の捉

え方や関わり方を共通理解し、指導に生かせるようにしています。通常の学級の担

任が、通級している児童の頑張りを認め賞賛していくことで、児童の意欲も高まり

ます。 

また、「担任連絡会」を行い、担任の先生方に、ことばの教室やきこえの教室の

指導内容や運営、通級している児童について理解を深めてもらい、協力を得られる

ようにしています。  

    きこえの教室担当者は、子どもが在籍する通常の学級で「難聴理解授業」を行っ

ています。難聴がある児童が、日々生活する場で困難を軽減し生き生きと過ごせる

ことを目指して、周囲の児童の理解や協力が得られるような取組をしています。  

  ウ 養護教諭  

    就学時健康診断から子どもたちと関わり、ことばの教室やきこえの教室に通って

いる子どもたちが在籍している学校の養護教諭を中心に、「養護教諭連絡会」を行

っています。就学時健康診断でのことばの検査や聴力検査の仕方を伝えたり、通級

している児童との接し方について知らせたりしています。また、児童の状態や保護

者からの相談に応じて、すみやかにことばの教室やきこえの教室につないでいく窓

口の役割を担ってもらいます。  
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エ 関係機関等の職員  

    小学校入学前から保護者が相談している幼稚園、保育所、大宮学園、療育センタ

ー、養護教育センター、保健福祉センターなどの方々に、ことばの教室やきこえの

教室について理解していただき、就学後の支援・指導にすみやかに引き継がれるよ

うにしていきます。  

  オ 特別支援学校  

市教育委員会では、きこえの教室担当者と県立千葉聾学校通級指導教室担当者と

の「きこえの教室担当者等連絡会」を年２回開催しています。それぞれの教室の状

況を把握したり、共通の課題について協議したりしています。また、小学校のきこ

えの教室で指導を受けた児童が、中学校で県立千葉聾学校やサテライト教室で継続

して指導を受けるケースが多いため、通級の手続きや引継ぎについて確認する機会

としています。  

 

（２）ＬＤ等通級指導教室の在り方  

①設置の状況  

千葉市のＬＤ等通級指導教室は、平成２６年度現在、小学校６校、中学校２校の計８  

校に設置されており、小学校では各区に１校ずつの設置となっています。設置校は、  

花見川第三小（花見川区）、あやめ台小（稲毛区）、高浜海浜小（美浜区）、小倉小（若  

葉区）、誉田東小（緑区）、鶴沢小（中央区）です。中学校は、花見川第二中（花見川  

区）、末広中（中央区）です。  

②教員の配置  

千葉市全体の傾向として、ＬＤ、ＡＤＨＤ、広汎性発達障害等の発達障害がある児童  

生徒が増加しています。それに伴い、通級指導教室を利用する児童生徒も年々増加し、

担当者一人の設置校では対応が困難な状況になってきています。（グラフ参照）  
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ようにしました。２６年度は、６校中４校が２人担当です。２人担当の良さは、集団

活動で児童への指導がよりきめ細かなものになり、指導の充実につながることです。  

また、通級指導教室設置校での校内支援を行う際にも、一人が子どもの側に寄り添

い、通常の学級担任とＴＴ体制で授業ができるという利点もあります。１人担当の学

校でも、小集団指導の際は必要に応じて校内職員やボランティアの学生が指導を手伝

う等、複数の目で児童に対応できるよう工夫をしています。中学校は２校とも１人の

担当ですが、通級生徒数が増加しているため、指導時間を隔週にする等の工夫をしな

がら指導に当たっています。  

③指導の充実  

ア 通級指導教室の役割  

ＬＤ等通級指導教室は、通常の学級に在籍するＬＤ、ＡＤＨＤ、広汎性発達障害等  

 の発達障害がある児童生徒の指導を行う教室で、以下のような役割を担っています。  

  ・個々の障害の克服・改善と、毎日生活をしている環境への適応の促進。  

  ・個々の児童生徒の能力や特性の的確な把握、情緒の安定や社会性の発達の促進。  

  ・通常の学級担任や保護者と連携を図り、児童生徒に対し、より効果的な支援ができ  

るような環境の整備。  

 イ 指導内容の工夫  

様々な児童生徒が通級しているため、個々のニーズに応じた指導内容となります。 

小学校では個別指導でソーシャルスキルトレーニングを行い、人と話すこと・聞くこ

と・行動の仕方等のコミュニケーションの仕方を学びます。また文字の読み書きや数

の基本的な力を伸ばします。小集団指導では、数名のグループ活動で、友達とのかか

わり方や状況に合わせた行動の仕方を学びます。  

具体的には、情緒・行動の問題を軽減したいときは、認知学習・コミュニケーショ  

ン・運動や動作・学習態勢作り等を行います。そうして、行動や感情のコントロール  

ができるようにしていきます。  

学校生活への適応を目指し社会性や対人関係の力を伸ばしたいときは、集団遊びや  

話し合い活動・共同制作活動・状況の読み取りや対応を考える活動等を行います。  

学習の仕方を習得させたいときは、学習のルール・文字や作文指導・数量や数概念  

の学習を行います。特にＬＤ傾向がある場合は、文字の読み書きの力を向上させるた  

めに、児童生徒に有効なパソコンソフトや電子機器の利用を工夫したり、視知覚認知

に関するトレーニングを取り入れたりと、本人がわかりやすく取り組みやすい授業を

目指していきます。  

中学校では、日常の生活を教師と一緒に振り返りながら、その振る舞い方や一般常  

識などのソーシャルスキルを学びます。さらに、自己理解についての授業を進めると  

ともに、自分の将来像をえがかせたり、進路指導を行ったりし、将来を見据えて生き  

る力につながるよう、指導を工夫しています。  

 ウ 指導の充実を図るための取組  

   通級児童生徒について、その障害や発達の実態を的確に把握し具体的な目標や手だ

てを示した、通級の「個別の指導計画」を、通常の学級担任と共通理解をしながら作

成しています。それにより一人ひとりの教育的ニーズに基づいた指導を行えるものと



- 16 - 

 

なります。  

   また通級担当者の力量を高めるため、研修の場を多く設けています。初任の担当者

は年度初めに実際に他校の通級指導教室の授業を参観し、教室運営について学びます。

また千葉市養護教育センターの特別支援教育新担当者研修を受け、特別支援教育につ

いての専門的な知識や、発達障害がある子どもへの理解や対応の仕方を学びます。  

経験を積んだ担当者も同様に、市教育委員会の悉皆研修や千葉市養護教育センター

主催のＬＤ等通級指導教室担当者会議、千葉市教育研究会等で授業を参観したり事例

研究をしたりし、児童生徒の実態把握の仕方や見方、指導の組み立て方等を学びます。

また、ＬＤ等通級指導教室就学指導委員会に参加し様々な対応の仕方を学びます。  

通級指導教室の担当者は人数が少なく、校内では専門的な見地からの意見交換をし

にくいため、このように担当者が集まる様々な場で、互いの意見や情報を交換したり、

専門の講師から指導を受けたりすることで、力量を高めるよう努めています。そして、

児童生徒や保護者・在籍校の教員と向き合い、共に同じ目標をもって児童生徒を育て

ることを目指していきます。  

④連携の工夫  

ア 在籍校との連携  

   通級児童生徒を理解し、個々の課題を改善していくためには、通常の学級との連携

が大変重要です。在籍校（担任）と、日常的に連絡ノートや電話等で指導状況や児童

生徒の様子について連絡を取り合ったり、教室通信等で担任の理解を促したりしてい

ます。また、年に一度担任連絡会議を開催し、通級指導教室での取組状況や担任から

通常の学級での状況を互いに報告し合い、今後の指導の方向性を共有します。さらに

必要に応じて学級訪問し、児童生徒の通常の学級での様子を参観したり、学級担任や

管理職と情報交換したりして、校内支援体制等について相談しています。時には、在

籍校の認識が通級担当者や保護者と異なる場合があります。その際は学校間の話し合

いや養護教育センターも含めた関係者会議を開催します。どのような方向性で指導を

していくのか、役割分担をしてどこで誰が何の指導をするのかを、十分共通理解する

ように心がけています。  

 イ 保護者との連携  

児童生徒が心身ともに健全に発達していく上で、保護者の子ども理解は欠かせませ  

ん。保護者は子どもの障害の理解や子育てに悩むことが多く、保護者に対する支援が

重要になります。担当者は保護者としばしば面談を実施し、児童生徒の成長や今後の

課題について確認し、気持ちを共有します。そして、通級指導の成果の説明をしたり、

児童への理解を深めたりしています。担当者は、保護者の願いに応えられるように児

童生徒の将来までを見通せる情報や知識が必要となります。そのために、各自が高い

専門性をめざし研修に励むようにしています。  

また、通級指導教室ごとの保護者会やＬＤ等通級指導教室８校合同保護者学習会を

開催し、保護者同士のネットワークづくりを行い、互いの情報交換や悩みを話し合う

場としていくよう努めています。  

 ウ 関係機関等との連携  

   発達障害がある児童生徒は、服薬をしていたり、保護者が医師にわが子の発達につ
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いて相談をしていたりと、医療機関に関わっている場合が多いです。学校は医療機関

とも可能な範囲で連絡を取り合い、その情報を活かして、本人が円滑に生活できるよ

うに配慮をしていくことが望ましいです。保護者の了解のもと、学校の様子を主治医

に知らせ、学校での対応についての助言を受けることがあります。時には、ＬＤ等通

級担当者が担任と一緒に医療機関を訪ね、主治医の話を直接聞くこともあります。医

師だけではなく、言語聴覚士、臨床心理士、作業療法士等と、児童生徒の見方や対応

方法について連携を図ることで、より的確な通級による指導が実施でき、成果につな

がります。  

また千葉市養護教育センターとの連携も欠かせません。通級児童生徒の担当指導主  

事と、指導の方向性について話し合ったり、時には一緒に在籍校訪問をしたりします。  

児童生徒は、一日の一部の時間に通級指導教室に来るため、担当者は生活全体の様子

をつかむことは難しいです。毎年秋季休業中に千葉市養護教育センターがハッピーキ

ャンプ（千葉市少年自然の家、２泊３日）を実施しています。参加をするのは３，４

年生の通級児童の希望者ですが、通級担当者は一日を通した児童の行動の様子を把握

することができ、指導主事とともに児童を理解する貴重な機会となっています。  

   設置校間の連携も大切であり、通級校や担当者が共通理解や情報共有するために、  

  ハッピーキャンプ打ち合わせ・合同保護者学習会の他に、設置校校長連絡会議を年１  

回開催しています。通級指導教室の役割や指導内容、校内での位置づけを話し合い、  

通級指導教室が適切に運営できるように、校長間で共通理解をしています。また、平  

成２５年度は「千葉市ＬＤ等通級指導教室の手引き」を作成しました。目的は、千葉  

市内の小・中学校の教員にＬＤ等通級指導教室の内容や通級手続をＱ＆Ａ方式で知ら  

せることでしたが、各校の通級担当者が作成する上で改めて通級について共通理解す  

ることが多く、手引き作成自体が良い連携の機会となりました。  

   更に近隣の小・中学校との連携も今後深めていきたいところです。近隣校が、発達  

  障害がある児童生徒について、受け止め方や理解の仕方、対応の仕方等についてどの  

  ようにすればよいのかわからない場合に、その相談窓口の役割を担っていけるよう努  

  めます。そのためには、近隣の学校に対して、通級担当者から情報発信し、通級指導  

  教室の役割やその効果を知らせるようにする必要があります。通級担当者と近隣校の  

  特別支援教育コーディネーター等を中心とした、地域のネットワークづくりを進めて  

いきます。  

 

（３）施設設備  

  ことばの教室は、設置後計画的に改装工事が行われてきた学校が設置校の半数程度あ  

ります。そこでは、マジックミラー・防音壁・冷暖房の空調設備・ビデオカメラの設置・ 

水道・プレイルーム・保護者控え室等、充実した指導が行われるよう整備されています。  

部屋は一つの教室がいくつかに区切られており、同時間に複数の児童を個別指導できる  

ようになっている学校があります。また、ことばの教室の担当者の研修室は、指導室と  

隣接しており、担当者間での情報のやりとりが素早くでき、効率的です。充実した設備  

を活用し、担当者間で協力し、よりよい指導につなげていきます。  

  きこえの教室は、ことばの教室同様に、防音壁の部屋、音を遮断するような二重窓、  
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個別指導をしやすい区切られた部屋や水道等の他に、聴力測定室を設け、精度の高い  

オージオメーター（聴力測定器）を備えています。  

ＬＤ等通級指導教室設置校のうち１校は、ことばの教室をモデルに改装を行い、マ  

 ジックミラーと空調設備があります。その他の７校は普通教室をそのまま使用していま

すが、指導に支障がないように環境整備や教室運営等で様々な工夫をしています。参観

者や保護者が指導をマジックミラー越しに参観できるような設備や、個別学習で集中で

きるように小さく区切った学習室、数名での小集団活動ができるようなプレイルーム等

があることで、より指導が充実したものになります。今後、徐々に必要な整備を検討し

ていきます。  

 

４  市立特別支援学校について  

（１）市立特別支援学校の現状  

①特別支援学校の設置状況  

千葉市には、知的障害・肢体不自由・病弱・視覚障害・聴覚障害に対応した県立の

特別支援学校が市内および近隣地域に設置されており、各障害の専門的な教育を受け

られる環境にあります。市立第二養護学校（小学部）、市立養護学校（中学部・高等部）、

市立高等特別支援学校（高等部）の３校は、知的障害に特化した「特化・地域型」に

位置づけられます。  

②市立特別支援学校の在籍生徒数  
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（人） 市立特別支援学校児童生徒数の推移

   第二養護学校の児童数については、１４年度まで増加し、それ以降は６２～７０人  

 でほぼ横ばいで推移しています。市立養護学校中学部の多くの生徒は、第二養護学校  

の卒業生です。近年は、生徒数が４０人台で推移しています。高等部の生徒数は、軽 

度の知的障害の生徒の増加や特別支援学校に対する生徒や保護者の理解の進展により  

増加傾向にあり、２４年度は、１２年度の約２倍となっています。特に中学校特別支

援学級や通常の学級からの入学者が増えています。２５年度に高等特別支援学校の開
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校と分校設置により、生徒数は若干減少したものの、教室や作業室などの学習場所の

不足や過密化の状況があります。２５年度に開校した千葉市立高等特別支援学校では、

高等部単独の特別支援学校として、１学年３２名定員となっており、２７年度に全学

年が揃います。  

③市立特別支援学校の教育課程  

第二養護学校では、小学部のみの特別支援学校で、学校教育目標を「生きぬく力の

育成」としています。日常生活の指導や遊びの学習、生活単元学習、教科別の指導、

言語および読書活動の充実、食育の推進等を通して、望ましい生活習慣の確立と個性

に応じた能力の伸長を目指しています。 

市立養護学校では、学校教育目標を「自立を促し、地域社会の一員として力強く生

き抜く力を育成する」としています。中学部では、日常生活の指導や生活単元学習、

教科学習（音楽・美術・体育）、課題学習を通して、一人一人のニーズに応じて個性や

能力の伸長を図っています。高等部では、平成１４年度よりコース制を導入し、重複・

重中度・軽度の各コースで、作業学習や身体づくり（自立活動）、進路学習、選択教科

等を通して、卒業後の社会参加に向けた取組を行っています。  

千葉市立高等特別支援学校では、軽度の知的障害生徒の教育的ニーズに対応した教

育課程を進めています。「社会自立、職業自立を目指し誠実で心豊かな社会人として生

きる力を育成する」を学校教育目標として、職業人としての基礎を身につけ、勤労意

欲や職業観を育み、社会に参画していくための教育を実施しています。  

④進路指導  

市立養護学校では、就労に向けて一人一人の興味や特性等を踏まえ、コースごとに

作業学習や職場実習を実施し、卒業後の就労フォローアップ等で、定着が図られてい

ます。２２年度から３年間は、２０名以上の企業就労でしたが、２５年度は減少しま

した。障害者自立支援法の施行で就労支援サービスが充実したことにより、中度・重

度の生徒の就労希望が減少傾向にあることが影響していると思われます。各特別支援

学校の就労支援コーディネーター配置により、軽度の知的障害生徒の就労支援は成果

を上げてきていますが、市立養護学校高等部が伝統的に進めてきた中度・重度の生徒

の就労について、再度、取組を見直していく必要があります。  

高等特別支援学校では、産業現場等における実習として、２６年度は、１年生でグ

ループ実習を１回、職場見学を２回行い、２年生で一人一人に応じた実習を２回、校

外の進路学習を１回、実施しています。また、「千葉市特別支援学校応援企業登録制

度実施要綱」（学校教育部指導課）に沿って、平成２７年２月１９日現在で、６９社

の応援企業の登録を行っています。産業現場等における実習の受け入れや作業学習で

の講師・材料提供、学校評議員の委嘱など、幅広く教育活動への協力や支援をいただ

いています。校内で、企業向けの説明会を年２回行い、教育課程の説明や授業参観を

通して、自校の教育実践について理解を深めていただく機会としています。  

⑤特別支援学校のセンター的機能    

幼児期から青年期までの一貫した相談・支援体制が課題となっていますが、養護教

育センターや発達障害者支援センターによる相談・支援に加えて、市立養護学校や第

二養護学校もセンター的機能として相談や支援を行っています。また、市立養護学校
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では、学区の高等学校から要請を受け、特別支援教育コーディネーターを中心に生徒

の指導についての相談や校内研修等の講師を受けています。第二養護学校では、就学

児の相談を受けたり、幼・保・小・特別支援学校・療育機関等との合同研修会を開催

したりしています。  

⑥交流及び共同学習  

近隣の小・中・高等学校との異校種間交流は、市立養護学校及び第二養護学校とも

長年継続して行っています。また、第二養護学校では、居住地の小学校で共に活動す

る「居住地校交流」が徐々に増えています。両校ともに、交流及び共同学習を計画的

に実践しています。  

⑦教員配置の状況  

本務者の特別支援学校免許保有率は、第二養護学校・市立養護学校・高等特別支援

学校ともに、全国平均 (２５年度７１．５％)と比べて高いです。本務者の特別支援教

育経験年数については、市内に設置されている県立千葉特別支援学校（１２年）と比

べ、第二養護学校（７年）と市立養護学校（９年）の平均経験年数が、少ない傾向に

あります。  

 

（２）市立特別支援学校の目指す方向  

①施設設備の充実  

高等部生徒数が増加した市立養護学校においては、生徒の安全を確保し、落ち着い

た状況で学習に取り組めるように、教室や作業室等の不足解消が望まれます。これま

で、プレハブ棟の建て替え等で対応してきましたが、教室不足が続いており、増築や

改修等を検討する必要があります。  

また、築３６年となる第二養護学校では、施設の老朽化が進んでいます。特に日常

生活の指導で欠かせないトイレについては、男女が同じトイレを使用せざるを得ない

現状や多機能トイレがないため車椅子の対応ができないなど、改修が必要です。  

高等特別支援学校では、小学校の跡施設を使用しています。小学生仕様のトイレや

手洗い場が残され高等部の生徒には使いにくい面があります。全学年が揃う平成２７

年度以降は、作業室・作業場の拡充等、施設設備の活用に工夫が必要です。  

また、特別支援学校児童生徒の中には、疾病や障害等により体温調節が苦手であっ  

たり、気温により発作等が誘発されたり、衣服の調整が難しかったりする児童生徒が

多いことから、普通教室等の冷房化を進めることを検討しています。  

②特別支援学校のセンター的機能の充実    

２６年度より、市内近隣にある特別支援学校（市立、県立、千葉大学附属）、市教

育委員会指導課、養護教育センターで、教育相談連携会議を実施しています。地域で

共通の特別支援学校広報リーフレットを作成したり、各特別支援学校で専門的な相談

を受けたりすることができるように連携を図っています。各学校での就学相談、要請

に応じた学校訪問や学校への助言、教材・教具の貸し出し等、各校の特色を生かしな

がら、センター的機能を充実させるとともに、市立と県立の特別支援学校の連携やネ

ットワークを密にしていきたいと考えます。  
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③専門性の高い教員の配置  

特別支援学校においては、在籍児童生徒の教育的ニーズに応じたきめ細かな教育を

行うほか、要請に応じて小・中学校等に在籍する障害のある児童生徒の教育について、

助言又は支援に努めなければなりません。そのため、市立の特別支援学校の教員の新

規採用、定期異動にあたっては、特別支援教育に関する一定の知識・技能や経験を持

つ教員の確保にあたるなど、県教委と連携し、適切な配置を目指していきます。また、

市内の特別支援学校間でも、特別支援学校免許保有率や特別支援教育経験年数等を考

慮して、バランスのよい教員配置を心がけ、大きな差異が生じないように配慮してい

きます。  

また、各学校では、ニーズに応じた校内研究・校内研修を充実させることや、行政

機関の研修講座や公開研究会への積極的な参加を奨励し、個々の教員の資質の向上を

図っていきます。  

④高等部卒業後の進路指導  

市立養護学校では、特に中度・重度の生徒の職場開拓、実習計画、支援などを、継

続的・計画的に進めるための進路指導計画の策定をしていきます。また、高等特別支

援学校と連携して、応援企業（実習受け入れ企業）の開拓や登録を進めていきます。  

高等特別支援学校では、就労定着を図るために、卒業生について一定期間（３年間程  

度）のフォローアップを実施していきます。また、千葉障害者キャリアセンター等の

就労支援機関と連携を図っていきます。 

 

５  特別支援学級・通級指導教室の設置について  

（１）本市における特別支援学級及び通級指導教室の設置タイプ  

  現在、特別支援学級については、知的障害、自閉症・情緒障害、病弱、虚弱、言語障

害、難聴の学級が設置されています。このうち、言語障害と難聴の特別支援学級につい

ては、計画的に通級指導教室に移行していきます。  

  また、通級指導教室については、言語障害と難聴と LD 等の教室が設置されています。  

 

【今後の特別支援学級及び通級指導教室の設置タイプ】  

名 称  区 分  名 称  区 分  

特別支援学級  

知的障害  

通級指導教室  

言語障害  

自閉症・情緒障害  難聴  

虚弱  LD 等  

病弱（病院内）   

言語障害⇒通級へ   

難聴  ⇒通級へ   

   

○肢体不自由や弱視がある児童生徒の指導の場としては、市内あるいは近隣の県立特

別支援学校や県立千葉盲学校の通級による指導の活用を進めていきます。  
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（２）設置の方針  

  特別支援教育を公平に受けられるように、特別支援学級及び通級指導教室の設置につ  

いては、保護者や学校の要望を受けて、できるだけ児童生徒の居住地またはその近隣で、  

必要な教育が受けられるようにしていくことを基本として考えています。具体的方針は  

以下のとおりです。  

    

  ○児童生徒の通学負担をできるだけ少なくしていきます。  

○小学校から中学校への連携を図り、地域の学校で共に過ごすことができるようにし

ていきます。  

  ○就学指導委員会で自閉症・情緒障害学級が望ましいと判断される児童生徒が増えて  

いることから、知的障害学級と自閉症・情緒障害学級の併設を進めます。  

 ○通級指導教室（言語障害・難聴・ＬＤ等）については、市全体あるいは区単位で通  

級距離や対象児童生徒数に応じて設置を検討していきます。  

  ○児童生徒が、諸事情により通級指導教室に通級することが困難な場合等、巡回によ  

る訪問指導体制について、今後検討していきます。  

     

（３）新設置の配慮事項  

  基本的に、できるだけ児童生徒の居住地の近隣に設置する方針ですが、在籍児童生徒  

数の推移を把握して在籍数の維持・増加が見込まれることが望ましいと考えます。  

また、個々の障害の特性に応じた教育環境を整えるとともに、集団で学ぶ良さを考慮  

した学級規模になるよう設置を検討していきます。  

 

６  特別支援教育に関する人的配置について  

  多様な子どものニーズに的確に応えていくためには、校長のリーダーシップのもと、

校内支援体制を整え、学校全体で対応していく必要があります。その上で、特別支援教

育指導員の充実、さらには、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなど

専門家の活用や、医療的ケアの観点からの看護師等の確保も必要になってくるものと考

えます。  

  千葉市では、以下のような人的配置がなされており、ニーズに応じてさらに充実させ

ていく必要があります。  

（１）特別支援教育指導員の配置 

平成１６年度より、通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある児童生徒のうち著  

 しく適応困難で緊急に対応が必要な児童生徒のいる学校に対して、一定期間特別支援教

育指導員を配置して校内支援体制づくりを支援しています。  

指導員による子どもへの支援、養護教育センターでの保護者との教育相談、学校訪問

による校内支援体制づくりと、多面的に対象児童生徒の通常の学級での適応を支援しま

す。今後も特別支援教育指導員の増員を図ります。 

 

 

 



- 23 - 

 

＜配置した児童生徒数＞  ( )書きは継続を除いた配置校数  

年度 指導員数  小・低学年 小・中学年 小・高学年 中学生 合計 

１６   ８ ８（ ７） ７（ ５） ４（ ３） １（１） ２０（１６） 

１７ １６ １４（１４） ８（ ８） ８（ ６） ２（２） ３２（３０） 

１８ １６ １３（１３） ９（ ８） ８（ ６） ２（１） ３２（２８） 

１９ １６ １８（１７） ２（ ２） １０（ ８） ２（２） ３２（２９） 

２０ ２０ ２１（１９） １２（１０） ６（ ５） １（１） ４０（３５） 

２１ ２０ １８（１６） １４（１２） ７（ ６） １（１） ４０（３５） 

２２ ２０ １６（１４） １４（１３） ６（ ６） ４（２） ４０（３５） 

２３ ２５ １４（１２） ２８（２６） ６（ ５） ３（３） ５１（４６） 

２４ ２５ １８（１６） ２０（１８） １１（１１） １（１） ５０（４６） 

２５ ３０ ３１（３１） １９（１７） ７（ ７） ４（４） ６１（６０） 

２６ ３５ ３９（３７） ２０（１７） ９（ ９） ２（２） ７０（６５） 

＊平成１６年度初年度は同一校複数配置有。  

＊平成２３年度、２６年度は、転校による配置換えを含む。 

 

すべての対象児童生徒に対して個別の指導計画の作成が行われ、特別支援教育指導員、 

学校訪問相談員などと連携した指導・支援を通して、学習面や対人・社会性などで改善

が見られます。また、特別支援教育指導員の増員により、小学校低学年に多く配置する

ことができるようになり、あわせて、半期での配置では改善が見られない困難ケースに

は、継続して配置ができるようになりました。 

 

（２）学校訪問相談員の派遣 

学校訪問相談員は、ＬＤ，ＡＤＨＤ等発達障害の可能性のある児童生徒への指導内容  

 の助言、また、特別支援教育指導員配置校への指導助言など、発達障害の可能性のある

子どもたちへの対応を通して、主に管理職に校内支援体制づくりの助言を行っています。 

また、特別支援学級担任への指導助言や、校内研修会・事例検討会・校内委員会での

講師など、広く特別支援教育に関する指導助言を行っています。平成２６年度は、１名

増員し４名の学校訪問相談員が、学校を訪問して支援をしています。  

 

＜学校訪問相談員学校派遣回数＞  

年度 
人

数 

学校派遣回数 派遣校数 

幼稚園 

保育所 
小学校 中学校  他 合計 

幼稚園 

保育所 
小学校 中学校 他 合計 

２３ ３  ７ １１１ １２ １ １３１ ７ ５８ ５ ０ ７０ 

２４ ３ １１ １８６ １１ ０ ２０８ １２ ５０ ９ ０ ７１ 

２５ ３  ８ ２３７ １６ ０ ２６１ ８ ６２ ７ ０ ７７ 

２６ ４ ９ ２６９ １４ ０ ２９２ ７ ６６ ８ ０ ８１ 

＊平成２６年度は、１月末現在 
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一人一人の教育的ニーズに応じた指導・支援の充実を図り校内支援体制を整備してい

くためには、経過を見て次年度につなげていけるように継続して訪問できるような体制

づくりが必要です。就学前施設（幼稚園・保育所等）や中学校への訪問が少ないので、

早期の教育相談や就学相談を進めたり、中学校での特別支援教育を充実したりするため

に、学校訪問相談員派遣事業をさらに周知していきたいと思います。  

 

（３）特別支援教育介助員の配置  

平成２５年度、学校教育法施行令の一部改正により、本人・保護者の意向を最大限尊

重し、総合的な観点から就学先を決定する仕組みへと改められました。このことから、

一つの教室に様々な教育的ニーズを持つ子どもたちが増えていき、多様な価値観を認め

合う教育が進められることになります。今後一層、一人一人の教育的ニーズに応じた適

切な指導や個別の支援が必要になってくると考えます。  

平成２７年度から、特別支援学級及び通常の学級に在籍する行動面や安全面、日常生  

活面に常時介助の必要な児童に特別支援教育介助員の配置を計画しています。   

  

（４）障害のある子どもの学校生活サポート事業によるボランティア派遣  

学校からの要望に応えてボランティアを派遣し、難聴児のノートテイクなど学校生活

を送るための支援をしています。ボランティアの確保は、基本的には学校が対応してい

ますが、養護教育センターでは、各大学やボランティアセンターなどに働きかけて人員

の確保に努めるとともに、ボランティアの増員を目指します。  

 

＜該当児童生徒数、ボランティア派遣状況＞  

年度 
児童生徒数 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

派遣回数 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

人数 肢体不自由 難 聴 合 計 

２０ ４ １１ １５ １５０ ３２ 

２１ ３ ７ １０ １８３ １７ 

２２ ５ ８ １３ ２８７ ２９ 

２３ ２ １４ １６ ４５０ ３０ 

２４ ３ １０ １３ ５３０ ２５ 

２５ ０ １２ １２ ５７３ ２３ 

２６ ０ １０ １０ ３４２ １７ 

   ＊平成２６年度は、１月末現在 

 

平成２６年度ボランティアの派遣回数が減っているのは、対象児童の卒業等で入れ

替わりがあったことなどが原因と考えられます。ボランティアの活動実績は、週あた

り１～２回、２～３時間が多い状況です。 
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Ⅲ 就学相談について  

１  これまでの本市の就学指導について  

千葉市では、これまで就学指導委員会において判断された内容と保護者の希望が異なる

場合、教育委員会と保護者が合意形成を図りつつ、就学先を決定、措置してきています。

また、判断と措置が異なった児童生徒については、学校と連絡を取りながら経過観察をし、

必要に応じて就学相談を継続しています。  

文部科学省では、早期から就学後を見通した一貫した支援について助言を行うという観

点から、「就学指導委員会」を「教育支援委員会」にすることを提案しています。しかし、

図１より「知的、自閉症・情緒部門」「言語・難聴部門」についてのこれまでの就学指導委

員会での審議件数は、近年３００を超えるようになってきています。そのため、個々の教

育支援について時間をかけて検討することは難しい現状があります。審議件数の少ない「病

虚弱部門」、「肢体不自由部門」、「LD 等部門」においては、これまでも措置後の指導・支

援の内容にまで踏み込んだ審議を行ってきています。  

【図１ 就学指導委員会での審議件数】  

 

２  就学指導委員会について  

 平成２６年１月、我が国は国連の「障害者の権利に関する条約」を批准しました。署名 

から批准までの６年間に、障害者の制度改革を進めてきたところです。教育に関する内容  

についても、以下のように、報告や通知で周知してきています。  

 

（１） 中央教育審議会初等中等教育分科会「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育

システム構築のための特別支援教育の推進」（報告）より   （Ｈ２４．７．２３） 

 

 

 

 

 

「就学指導委員会」については、早期からの教育相談・支援や就学先決定時のみならず、

その後の一貫した支援についても助言を行うという観点から、「教育支援委員会」（仮

称）といった名称にすることが適当である。  

 

 

198 
177 

216 
236 

269 289 277 268 

318 319 318 

239 229 
256 

299 
317 325 

356 
327 

396 388 382 

74 
44 

37 
47 42 36 33 39 35 

33 

21 
46 42 46 77 

74 
65 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

知的・情緒 

言語・難聴 

病弱・肢体・視覚 

LD等 



- 26 - 

 

 

 

（２）「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について」（通知）  

（Ｈ２５．１０．４）  

「就学指導委員会」については、早期からの教育相談・支援や就学先決定時のみならず、

その後の一貫した支援についても助言を行うという観点から機能の拡充を図るとともに、

「教育支援委員会」（仮称）といった名称とすることが適当であること。  

 

 

（３）「教育支援資料～障害のある子供の就学手続と早期からの一貫した支援の充実～」  

配布（Ｈ２５．１０）    

○平成１４年発行「就学指導資料」に替わるものとなる。  

  専門家からの意見聴取  

  就学先の検討に当たっては、教育学、医学、心理学等の専門家の意見を聴取すること  

が必要であり、「教育支援委員会 (仮称 )」等にそれぞれの専門家が参加して総合的な判断  

のための検討を行うことなどが考えられる。なお、専門家の意見聴取は、市町村教育委  

員会が就学先の決定を行うに際して、その判断に資するよう実施されるものであり、就  

学先を決定するのは、「教育支援委員会（仮称）」等ではなく、あくまでも市町村教育委  

員会であることに留意することが必要である。  

 

障害のある子供一人一人のニーズを把握し、適切な指導及び必要な支援を図る特別支

援教育の理念を実現させていくためには、早期からの教育相談・支援、就学支援、就学

後の適切な教育及び必要な教育的支援全体を一貫した「教育支援」と捉え直し、個別の

教育支援計画の作成・活用の推進等を通じて、一人一人のニーズに応じた教育支援の充

実を図ることが、今後の特別支援教育の更なる推進に向けた基本的な考え方として重要

である。  

 

（４）「就学指導委員会」の名称等の変更を検討  

文部科学省からの通知等を受け、現在実施している就学指導委員会において、以下の

内容を意識して取り組んでいくこととします。  

・就学指導委員会において、就学後（通級後）の指導支援についての助言を受ける。  

 ・判断と措置が異なるケースの経過報告を１年間ではなく、２年間とする。  

 ・就学後の適応状況がおもわしくないケースについて、担任から情報収集し、保護者と

の相談後、場合によっては再度審議する。  

上記を意識して行いながら、就学指導委員会の名称・所掌事務・開催回数・運営等に

ついて委員より意見聴取していきます。また、名称変更を実施した県・市等からも意見

聴取し、本市としての方向性を検討していきます。  

 

３  就学相談  

養護教育センター、市立特別支援学校と県立特別支援学校を窓口に、就学相談を実施し

ています。表１をみると、養護教育センターにおける就学相談の件数は２００件を超えて

いることから、委嘱している就学指導委員会調査員に必要に応じて就学相談を依頼してい
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ます。  

相談手順をマニュアル化し、誰に対しても

同様の内容が伝えられるようにするとともに、

保護者の気持ちにしっかりと寄り添った相談

ができるように研修を行い、調査員の資質の

向上を図っていきます。  

「教育支援資料」に就学手続等に携わる関

係者の心構えが以下のように示されています

ので、それを参考に保護者との丁寧な対応が

できるようにしていきます。  

（１）保護者の置かれた状態や考え・心情を  

  理解する。  

（２）保護者の伴走者として対応し、すべきことの優先順位を共有する。  

（３）保護者の意向を最大限尊重しつつ、本人の教育を第一に考える姿勢を保つ。  

 

就学前の医療相談機関である「療育センター療育相談所」や「大宮学園」とも連携を図

り、医療診断や検査の結果、療育の内容等の情報共有ができるようにしていきます。現在

は、養護教育センター等から文書による情報提供依頼、または保護者が資料を持参してい

ます。その後、就学相談経過や就学先の決定について、養護教育センターから療育センタ

ーに情報提供しています。この連携を拡大した「特別支援連携会議」（主に小学校就学まで

の連携に重点を置いた会議）を、平成２７年度より実施します。詳しくは、「Ⅵ 特別支援

教育のネットワークづくり」に記載しています。  

また、就学相談が円滑に行われるように、療育センターや大宮学園に教育委員会が出向

き、就学ガイダンスを実施し、就学の手続きや多様な学びの場について保護者に説明して

います。就学ガイダンスについては、更に拡大していくようにします。  

 

４  就学先の決定  

 「就学指導委員会」での判断をもとに、保護者、本人の意向、更に学校や地域の状況を

踏まえて、就学先を決定していきます。保護者の中には、判断が出た後でも、気持ちが揺

れ動いたり悩んだりする方もいます。じっくりと時間をかけて相談し、保護者が納得した

上で、就学先を決定するようにします。また、教育委員会との相談だけでなく、就学相談

に携わった者や学校が継続的に相談にのり、合意形成を図るようにしていきます。就学後

も経過観察を行い、教育支援を行っていけるようにします。  

 

５  フォローアップと移行支援  

（１）就学後のフォローアップ  

表２は、平成２６年度就学指導委員会（知的、自閉症・情緒部門）における判断と措

置の状況です。概ね判断と措置は一致していますが、判断と措置が異なる場合がありま

す。その場合には、就学後の経過観察にとどまらずに、学校は保護者との相談を継続し

つつ必要に応じて養護教育センターとの連携を図ります。教育委員会は就学先の学校で

表１  

【養護教育センター就学相談数と割合】  

年度  
来所相談  

件数  

就学相談  

件数  

割合  

（％）  

２０  ８３０  ２０６  ２４．３  

２１  ８４６  １９２  ２３．４  

２２  ９３６  ２３８  ２３．９  

２３  ９８０  １８７  ２０．１  

２４  １，１２７  ２２１  １９．７  

２５  １，１６０  ２２３  １９．２  
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の適切な支援について、相談を受けながら助言していくようにします。  

※ 就学指導委員会の判断と措置が異なるケース   

 

  就学指導委員会には、「肢体不自由・視覚障害部門」、「病虚弱部門」もありますが、判

断と措置が異なるケースは、２６年度はありません。  

  「言語・難聴部門」、「LD 等通級部門」では、通級（通級的）指導についての審議を行

っています。通常の学級における指導・支援についても就学指導委員会委員より助言を

受けています。  

 

（２）移行期の支援  

  小学校入学、中学校入学の移行期には、保護者からの意見聴取の機会を大切にしてい

くこと、正確な就学に関する情報を示すことが特に重要です。また、幼稚園や保育所か

ら小学校へ、小学校から中学校へと支援がつながっていくように「教育支援計画」を活

用し、連続性のある学びの場を保障していくようにします。更に、就学後の状況につい

ても必要に応じて把握し、児童生徒にとってよりよい学びの場となっていることを確認

していきます。  

 

（３）通常の学級から特別支援学級・特別支援学校へ、特別支援学級・特別支援学校から

通常の学級へ  

  児童生徒の障害の状態等の変化や保護者の意向等により、学校や養護教育センター等

の相談を通して、必要であれば「就学指導委員会」に上程し、学びの場を変更していき

ます。その相談の中で、児童生徒にとって最大限力を伸ばしていける学びの場であるか

をどうか、十分検討するようにします。  

 

＜就学事務・通級事務＞  

○県立特別支援学校への就学や進学については、保護者の意向を踏まえ、市教育委員会の

判断の上、県教育委員会の手続きに沿って行います。  

  県教育委員会の手続きが必要となる学校（障害種等）は以下のとおりです。  

（市教委を通して依頼する）  

表２  平成２６年度就学指導委員会（知的、自閉症・情緒部門）  判断と措置  

判 断  措 置  ５月  ７月  ９月  １１月  １２月  ２月  合計  

通常  通常  ０  １  ２  ０  １  ０  ４  

特別支援学級  通常  ０  ０  ０  ０  １  ０  ※１  

特別支援学級  １６  ６９  ５２  ４３  ３３  ４１  ２５４  

特別支援学校  ０  ２  ０  ０  １  ０  ３  

特別支援学校  特別支援学級  １  ０  １  ０  １  ６  ※９  

特別支援学校  ０  １４  ６  ４  １５  ０  ３９  

その他    ０  ５  ２  ０  １  ０  ８  

審議件数合計    １７  ９１  ６３  ４７  ５３  ４７  ３１８  
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 ・県立仁戸名特別支援学校、県立四街道特別支援学校（病弱）  

 ・県立桜が丘特別支援学校、県立袖ケ浦特別支援学校（肢体不自由）  

 ・県立千葉盲学校（視覚障害）  

 ・県立千葉聾学校（聴覚障害）  

 ・県立千葉特別支援学校（知的障害）  

 

○通級による指導を行っている学校は以下のとおりです。  

県立仁戸名特別支援学校、県立四街道特別支援学校、県立千葉盲学校、  

県立千葉聾学校、県立桜が丘特別支援学校、県立袖ケ浦特別支援学校  

 

○県立特別支援学校への就学、進学、通級や転校等については、市教育委員会と学校・保

護者との事前協議を丁寧に行い、市教育委員会と県教育委員会との相談や連絡・調整を

図ることが必要です。  

 

※県立特別支援学校一覧をＰ４７に掲載してありますのでご参照ください。  
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Ⅳ 教職員の資質向上について  

１  特別支援教育に関する教職員の現状  

（１）特別支援学級及び通級指導教室担当者の現状  

平成２６年度の特別支援学級等の設置率は、小学校が７８校で６９．９％、中学校が

３３校で５８．９％、合わせて６５．６％となりました。平成１９年度の設置率が小学

校３７．５％、中学校３２．１％、合わせて３５．８％であったことと比べると、近年

の増加は著しいといえます。ベテラン教員の退職と経験の少ない若手教員の採用が行わ

れており、急増している特別支援学級数に対して、人材育成は喫緊の課題です。  

下記の表に見られますように、小・中学校共に担当者の年齢が１９年度と２６年度を

比較すると４０歳以下の割合が増えています。  

また、経験年数では、３年未満の担任の割合が小学校はほぼ横ばいであるのに対して、

中学校は大幅に増加しています。  

  ＜担当者  年齢構成＞  

種別  年度  設置率  
担当者の年齢  平均  

年齢  

経験年数  免許  

所有率  41 歳以上  40 歳以下  3 年未満  3～5 年  

中  
１９  32.1％  79.1％  20.9％  45.9 歳  9.3％  2.3％  46.5％  

２６  58.9％  54.2％  45.8％  38.9 歳  43.1％  7.3％  55.6％  

小  
１９  37.5％  52.4％  47.6％  39.4 歳  41.3％  3.9％  50.1％  

２６  69.9％  37.9％  62.1％  38.2 歳  41.2％  16.9％  45.8％  

 

（２）教職員への特別支援教育理解推進の現状  

①特別支援学級等担当者研修会（指導課主催事業）  

市内全ての特別支援学級担当者を対象に、年間２回実施しています。最新の情報伝  

達やテーマを設けたグループ協議のほか、情報交換等を行って担当者同士の連携も図

っています。  

②教員向け指導資料配布  （平成２０年度以降のもの）  

平成２０年度 特別支援教育ガイドブック「つなげよう特別支援教育」  

平成２１年度 特別支援教育指導資料「特別支援学級担任のためのハンドブック」  

平成２２年度   特別支援教育指導資料「特別支援学級担任のためのハンドブック  

                   ＝授業実践編」  

平成２３年度 特別支援教育指導資料「特別支援学級担任のためのハンドブック  

＝自立活動・交流及び協同学習・進路学習編～中間報告」  

平成２４年度 特別支援教育指導資料「特別支援学級担任のためのハンドブック  

＝自立活動・交流及び協同学習・進路学習編」  

平成２５年度  特別支援教育指導資料「特別支援学級担任の学習指導の在り方  

（指導案編）」  

平成２６年度 特別支援教育指導資料  「ふかめよう 特別支援教育～  

特別支援教育コーディネーターのための Q&A～」 
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２  教職員全体の資質向上にむけて  

（１）管理職への意識改革の促進と研修について  

千葉市全体として、特別支援教育への対応を組織的に行っていくことが必要です。管  

 理職の経験年数が少ない校長・教頭が増えている現状から、特別支援教育についての研

修会を行って、管理職全体に特別支援教育への理解を深めるとともに、具体的な事例を

通しての啓発を図ることが求められています。  

千葉市の教職員研修体系図 [校長・教頭 ]にあるマネジメント研修の一環として、校長・ 

教頭それぞれの立場において特別支援教育を念頭に置いた学校経営についての研修が必

要だと言えます。  

 

（２）教職員への意識改革の促進  

  千葉市の特別支援教育を推進していく上では、特別支援教育に意欲と専門性を持った  

教員の確保とともに資質の向上に向けた研修を行っていくことが大切です。また、通常

の学級の担任が、特別支援教育への理解を深めたり、意識を改革したりできる研修が必

要です。  

①教職員研修体系図をもとに、特別支援教育の持つ専門性を考慮した研修  

具体的には、初任層・初期層のステップアップ研修として、養護教育センターでの

特別支援教育講座受講プラン（３年程度）を準備し、どの教員も基礎的な講座を集中

的に、あるいは継続的に受講できるようにします。経験の浅い時期に、特別な支援を

要する児童生徒の特性を知り、個に合わせた適切な指導支援ができる力をつけていく

ことが、今後一層必要になると考えられます。  

個に応じた支援という視点から、特別支援教育の専門性を身に付けられる研修がま

すます重要となります。具体的な事例を用いた実践的な研修は、日頃から悩みを抱え

ている教職員の要望が多い研修内容の一つです。  

②どの子にもわかる授業づくり  

「わかる授業の推進」に向けた取組は、特別支援教育においても重要です。どの子

にもわかりやすい指示・掲示等に配慮し、ユニバーサルデザインの視点を取り入れた

授業づくりは、特別支援学級のみならず全ての学級の指針となると考えます。具体的

にどのように授業の中で実践していくのか、検討していく必要があります。  

また、ＬＤ等通級指導教室に通う発達障害のある児童生徒の指導の充実も図ってい

く必要があります。在籍校担任及び関係職員とＬＤ等通級指導教室担当教諭の連携を

十分に行い、児童生徒個々のニーズに応じた効果の挙がる指導支援を行うようにしま

す。さらに、その指導支援の方法を、他の特別な支援を要する児童生徒の指導に活か

していくようにします。  

 

（３）特別支援教育コーディネーターの養成  

特別支援教育コーディネーターを中心にした校内支援体制づくりのために、コーディ

ネーターの研修、養成が重要です。ここ数年は、毎年４５人以上（全体の１／４）が新

任コーディネーターとして指名されている状況があり、校内でのコーディネーターの位

置づけを明確にすることが大切です。  
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①新任特別支援コーディネーター研修講座の実施  

特別支援教育コーディネーターの１／４から１／３が、新しく担当者となっている

現状があります。毎年、新任のコーディネーターのために、基本研修（悉皆研修）を

年３回実施しています。特別支援の専門性の高い講師を招き、コーディネーターとし

ての基礎から、すぐに実践できる児童生徒や保護者との対応等について研修していま

す。校内での役割についても具体的な事例を基に研修を行っています。  

②特別支援教育コーディネーター養成講座の実施  

特別支援教育コーディネーター指導者養成講座を平成１６年度より開催して、指導

的立場となるコーディネーターを養成しています。年間４回の受講で、講義及び実践

事例研究等による研修を積み、研修終了後は、経験の浅い特別支援教育コーディネー

ターの指導・助言等を担えるようにしています。  

 

特別支援教育コーディネーター研修の成果としては、基本研修として年間３回の研修

で学んだことを生かし、各校の特別な支援を必要としている児童生徒について校内で特

別支援教育に関する話合いを実施したり、校内研修を通して全教職員で特別支援教育に

ついての共通理解をしたりするなどの取組が見られることです。  

さらに、特別支援教育指導員が配置された児童生徒への支援体制や特別支援教育の校

内委員会等で、コーディネーター研修の成果を生かした個別の指導計画作成や実態調査

シートの活用がされ、個に応じた支援方法の工夫につながっています。  

その一方で、特別支援教育に関わる助言や調整等、コーディネーターの経験の差が大

きいため、階層別の研修も効果があると考えます。今後、どのような講座を開設するか

を検討していくことが必要になります。  

 

３  特別支援教育担当者の専門性の向上にむけて  

（１）特別支援学級及び通級指導教室担当者の確保と資質の向上  

①人材確保について  

特別支援学校の免許を保有していること、正規採用教員であること、この二つを満

たしている教員の確保が必要です。免許保有率の向上と講師担当学級の削減に努め、

人事面で計画的に採用をしたり、特別支援学校との人事交流を進めたりしています。  

②人材の育成について  

特別支援学級やＬＤ等通級指導教室の担当者のための研修等では、指導者として特

別支援教育に携わった教員経験者や退職教員に講義等を依頼しています。特別支援教

育の担当者の養成には、数年間の研修が必要となります。したがって、初任者研修以

後の２、３年目の教職員を対象としたリレー研修を推奨研修として位置づけて取り組

んでいく等の、人材育成の研修が必要となってくると考えます。  

 

（２）特別支援教育の専門性向上のための研修プログラム  

①千葉市教職員研修体系に基づく特別支援教育研修の体系化  

ライフステージを見据えての研修体系として、初任層・初期層、中間層、指導層の

大まかな段階に分け、それぞれの段階でステップアップ研修、キャリアアップ研修、
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マネジメント研修を行います。特別支援教育担当者においても、経験や年齢等に合わ

せた児童生徒に対する指導法の研修、経験の浅い教職員に指導・助言ができる教職員

の育成のための研修プログラム等が必要であると考えます。  

②専門性の高い講座の開設  

養護教育センターの専門研修は、大きく４つに分かれています。その一つとして、

２６年度は、「学習等の指導の充実（特別支援学級・特別支援学校における学習指導）」

という特別支援教育担当者のための講座を１１講座開設しました。この中で、生活単

元学習（小学校編）や作業学習（中学校・特別支援学校）の目的と実践等、日常の指

導に役立つように内容を工夫して実施しています。  

また、特別支援教育に必要な諸検査等を実施するための検査法の講座を複数開設す

るとともに、新任担当者の研修に検査法の講座を組み込んでいます。  
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Ⅴ 特別支援教育の理解推進   

１  交流及び共同学習  

交流及び共同学習については、学習指導要領に位置付けられており、従前より、各学

校や地域で取り組まれています。中教審の報告において、交流及び共同学習は、児童生

徒等の「経験を広め、社会性を養い、豊かな人間性を育てる上で大きな意義を有すると

ともに多様性を尊重する心を育むことができる」としています。特別支援学級の児童生

徒にとっては、集団生活を通して社会性を育むことができ、通常の学級の児童生徒にと

っては、障害のある人に対する理解を深めることや思いやりの気持ちなどの豊かな心を

育みます。  

  交流及び共同学習は、共生社会の形成に向けて、障害のある子どもと障害のない子ど

もが可能な限り共に学ぶことを実現するための有効な手段であるという認識の下に取り

組むことが大切です。  

  

 ○交流及び共同学習については、以下のような形態があります。  

 ・特別支援学級と通常の学級との交流及び共同学習  

 ・小学校特別支援学級間の交流及び共同学習  

 ・中学校特別支援学級間の交流及び共同学習  

 ・地域における小学校特別支援学級と中学校特別支援学級間の交流及び共同学習  

 ・特別支援学校と小学校・中学校の学校間交流  

 ・特別支援学級や特別支援学校の地域との交流  

 

 ○交流及び共同学習は、以下の点に留意し計画的・組織的に実施します。  

 ・本人・保護者・教職員等の関係者が、互いにその必要性や意義について十分話し合い、

互いの教育的効果を明らかにし、個別の指導計画に位置付けます。  

 ・交流及び共同学習の計画を作成し、職員会議で提案するなど、共通理解を図ります。  

 ・交流及び共同学習の検討会議等（校内委員会・校内就学指導委員会等）で、指導計画・

指導内容・方法等を検討します。  

 ・実施にあたっては、児童生徒が主体的に取り組めるようにします。教科の共同学習に

ついては、教科のねらいを明確にして、達成するための具体的支援をします。  

交流及び共同学習においての、個々のニーズに応じた合理的配慮について検討します。 

 ・事後評価を行い、改善・修正を行います。  

  

２  居住地校交流  

  居住地校交流とは、特別支援学校に在籍する児童生徒が、自分の住んでいる地域の小・ 

中学校で行う交流及び共同学習の形態です。教育課程上に位置づけ、地域の学校で同学  

年の行事や教科学習等に参加します。特別支援学校在籍児童生徒や保護者の希望に応じ  

て実施するものですが、小・中学校から学校参観や交流及び共同学習を呼びかける等、  

積極的な取組を推進します。  
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 ○居住地校交流は、以下の点に留意して実施します。  

 ・児童生徒の実態把握を行い、双方の交流のねらいを明確にします。  

 ・該当学年・該当学級だけでなく、学校全体で共通理解を図ります。  

 ・安全に配慮し、具体的な支援を準備します。  

 ・事後評価を行い、継続していくために計画の修正をします。  

 

３  基礎的環境整備と合理的配慮  

平成２４年７月の中教審の報告において、「合理的配慮」とは、「障害のある子どもが、  

他の子どもと平等に教育を受ける権利を享有・行使することを確保するために、学校の  

設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うこと」であり、「障害のある子どもに  

対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるもの」であり、

「学校の設置者及び学校に対して、体制面、財政面において、均衡を失した又は過度の

負担を課さないもの」と定義してあります。なお、障害者の権利に関する条約において

「合理的配慮の否定は障害を理由とする差別に含まれる」と示されていることに留意す

る必要があります。  

 

 

 

① 基礎的環境整備  

「基礎的環境整備」は、「合理的配慮」と同様に体制面、財政面を勘案して、過度

の負担を課さないよう留意する必要があります。学校によっても基礎的環境整備は異

なります。中教審報告で「基礎的環境整備」として以下の内容が示されていますので、

この観点を踏まえて、障害のある児童生徒の学びを支える環境整備に努めていきます。 
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     ○ネットワークの形成・連続性のある多様な学びの場の活用  

     ○専門性のある指導体制の確保  

     ○個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成等による指導  

     ○教材の確保  

     ○施設・設備の整備  

     ○専門性のある教員、支援員等の人的配置  

○個に応じた指導や学びの場の設定等による特別な指導  

○交流及び共同学習の推進  

 

 ② 合理的配慮  

合理的配慮は、個々の障害のある児童生徒の状態等に応じて提供されるものであり、

多様で個別性が高いものとなります。さらに、障害の状態や病状が変化したり、時間

の経過によって必要な支援が異なったりすることにも配慮が必要になります。中教審

報告では、合理的配慮として以下の観点が示されていますので、この観点にそって、

本人・保護者・学校・行政が話し合って合意形成を図り、教育的ニーズに応じた整備

や指導支援ができるようにしていきます。  

 

     ○学習上又は生活上の困難を改善・克服するための配慮  

     ○学習内容の変更・調整  

     ○情報・コミュニケーション及び教材の配慮  

     ○学習機会や体験の確保  

     ○心理面・健康面の配慮  

     ○専門性のある指導体制の整備  

     ○児童生徒、教職員、保護者、地域の理解啓発を図るための配慮  

     ○災害時等の支援体制の整備  

     ○校内環境のバリアフリー化  

     ○発達、障害の状態及び特性等に応じた指導ができる施設・設備の配慮  

     ○災害時等への対応に必要な施設・設備の配慮  
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Ⅵ 特別支援教育のネットワークづくり  

１  「特別支援連携協議会」について  

（１）これまでの経緯  

  本市においては、「特別支援連携協議会」の設置に向けて、以下のような経緯がありま

す。  

 

○「千葉市における特別支援教育の在り方について」（Ｈ２０．３答申）より 

   ・「特別支援連携協議会」の設置と運営  

     生涯を見通した支援体制はライフステージごとにきめ細かな内容で支援する必

要があり、そのためには、関係機関が連携して支援を進める必要がある。そうし

た支援組織が「特別支援連携協議会」であり、今後、「特別支援連携協議会」の

設置を検討する必要がある。  

○「千葉市における特別支援教育の在り方について」の見直しにかかわるＷＧ報告よ  

り（Ｈ２５） 

・特別支援連携協議会の設置については市長部局との話し合いが必要になる。障害

のある人の生涯を見通した支援体制を、ライフステージごとにきめ細かな内容で

支援していけるように、将来的には設置していきたい。  

 

（２）他部局における関連する協議会等の状況  

  本市において、他の部局等においても協議会が設置されている状況にあります。以下

が、各協議会とその構成や内容です。  

 

①  千葉市発達障害者支援連絡協議会  

関連法：Ｈ１７ 発達障害者支援法  

事務局  千葉市発達障害者支援センター  

目 的  
発達障害者に対する総合的なサービスの在り方、関係機関の連携体制の早

期確立、関係機関が抱える諸問題への対応を、専門的に協議・検討する。  

構 成  

教育・雇用機関関係者  市立養護学校、千葉障害者職業センター、民間保育園

協議会、障害者相談センター、心の健康センター、養

護教育センター、保育運営課  

保健・医療機関関係者  千葉大教育学部医師  

障害児等療育支援事

業実施施設関係者  

 

障害者団体関係者  千葉市自閉症協会、コスモ、手をつなぐ育成会  

行政関係者  美浜区高齢障害支援課、児童相談所相談措置係、健康

支援課母子保健係、障害者自立支援課精神保健福祉係  

その他市長が必要と

認めた者  
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②  千葉市地域自立支援協議会  

関連法：Ｈ１８ 障害者自立支援法  

事務局  保健福祉局高齢障害部障害企画課  

目 的  

障害者の地域生活を支援するため、相談支援事業をはじめとするシステム

作りに関し、中核的な役割を果たし、関係機関のネットワークの構築に向け

た定期的な協議の場とする。  

構 成  

相談支援事業者  中野学園、まるめろ、ふらる、畑町ガーデン、はなみ

がわ、若葉泉の里、ディアフレンズ美浜  

障害福祉サービス  

事業者  

セントケアちば、Hana、トータル介護サービスアイ  

障害者団体関係者  千葉市身体障害者連合会、手をつなぐ育成会、千家連、

千葉市自閉症協会  

保健・医療機関関係  千葉市医師会  

教育関係  千葉市立養護学校  

雇用関係  千葉障害者キャリアセンター  

地域関係  民生委員・児童委員・知的障害者相談員  

行政関係  保健福祉センター、障害者相談センター、児童相談所、

こころの健康センター、千葉市発達障害者支援センタ

ー、障害企画課、障害者自立支援課  

 

③  千葉市子ども・若者支援協議会  

関連法：Ｈ２１ 子ども・若者育成支援推進法  

事務局  こども未来局こども未来部健全育成課  

目 的  

登校やニート、ひきこもり等、社会生活を円滑に営む上での困難を有する

子ども・若者とその家族等に対し、教育・福祉・保健・医療・矯正・更生保

護・雇用等の関係機関・団体が行う支援を適切に組み合わせることにより、

より効果的な支援を行えるようにする。  

構 成  

教育  教育委員会学校教育部指導課、教育センター、養護教育セ

ンター、小学校長会、中学校長会、青少年育成委員会会長

会、青少年相談員連絡協議会  

福祉  児童相談所、保健福祉センターこども家庭課、発達障害者

支援センター、民生委員児童委員協議会、保健福祉局保護

課、生活自立・仕事相談センター、こども未来局こども未

来部健全育成課  

保健・医療  保健福祉局健康部健康支援課、こころの健康センター  

矯正・更生保護  千葉県警察千葉市警察部、高校等補導連絡会、保護司会連

絡協議会、青少年補導員連絡協議会、青少年サポートセン

ター  

雇用  経済農政局経済部経済企画課雇用推進室、千葉公共職業安
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定所、ちば地域若者サポートステーション  

その他  NPO 法人、KHJ 千葉県なの花会、千葉県環境生活部県民

生活・文化課子ども・若者育成支援室、会長が指定する者

（学識経験者）  

 

（３）千葉市教育委員会が行っている特別支援の連携に関する会議  

  教育委員会としては、これまで以下の連携会議を実施しています。  

①  療育相談所との連携会議（年２回）  

目 的  
就学に向けての相談、療育の現状確認や情報の共有を通

して、円滑な就学相談を図るため。  

構 成  千葉市療育センター療育相談所、養護教育センター  

 

②  教育相談連携会議（年３回）  

目 的  

千葉市近隣特別支援学校地域支援コーディネーターと

養護教育センター、指導課との情報交換を通して、互いの

取組について理解を深め、地域の障害のある児童生徒の支

援に関する連携を図る。  

構 成  

千葉市近隣特別支援学校（千葉盲、千葉聾、千葉、桜が丘、

袖ケ浦、仁戸名、四街道、千葉大附属、市立養護、市立第

二養護、市立高等特別支援）、  

養護教育センター、指導課  

 

③  就労支援連携会議（年２回）  

目 的  

養護学校高等部、高等特別支援学校との情報交換を通し

て、各校の進路指導や卒業後の就労につながるような支援

の在り方を探る。  

構 成  
養護学校高等部、高等特別支援学校、障害者自立支援課、

指導課、養護教育センター  

 

④  きこえの教室担当者等連絡会（年２回）  

目 的  
市内の聴覚障害教育の現状を把握し、県立千葉聾学校と

の連携を図る。  

構 成  

きこえの教室（院内小、幸町第二小、誉田東小）、  

県立千葉聾学校、県立千葉聾学校サテライト教室、  

指導課、養護教育センター  

 

 県下では千葉県視覚・聴覚障害教育ネットワーク推進連絡協議会（視覚障害教育部会：

eye あいねっと、聴覚障害教育部会：うさぎネット）が年３回開催されています。千葉市

からは養護教育センターと指導課担当、きこえの教室担当者が参加しています。  
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２  今後の方向性  

○平成２７年度特別支援連携会議の実施について  

上述したように、「特別支援連携協議会」の設置については、数年来の課題となってい

ました。また、他部局での協議会等の状況、現在実施している教育委員会主催の連携会

議等の状況から、平成２７年度は、現在実施している会議を拡大する形で、以下のよう

な目的、方針等で「特別支援連携会議」を開催します。  

 

特別支援連携会議  

目 的  

○今後の早期発見・早期支援・適正な就学支援等に向けた

取組の在り方について検討する。  

○本市における保育所・幼稚園等から小学校への就学移行

期における課題を整理し、連携の在り方を検討する。  

運営方針  

・今ある連携会議を拡大する形で実施する。  

・就学に向けた幼・保・小の連携を基本に、早期の適正な

就学支援の在り方を情報交換し、検討する会議とする。  

内 容  

・現在実施している連携をもとに、今後の連携の在り方に

ついての検討  

・早期からの支援や保護者への情報提供の在り方の検討  

・就学相談等の在り方等についての検討  

・幼・保・小への特別支援教育の啓発の仕方等についての

検討  

・特別支援を必要とする子供の小学校への就学における課

題の共通理解  等  

構 成  

療育センター療育相談所、大宮学園、  

保健福祉局高齢障害部障害企画課、障害者自立支援課、  

発達障害者支援センター、健康部健康支援課、  

こども未来局こども未来部こども企画課（幼稚園）、  

保育運営課（保育所）、  

第二養護学校、教育委員会保健体育課、教育センター、  

【事務局】養護教育センター、指導課  

   

特別支援連携会議を開催する中で、ライフステージごとに対応した支援ができるよう

に、必要に応じて「特別支援連携協議会」の在り方についても検討していきます。  
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Ⅶ 養護教育センターの役割  

  特別支援教育の進展に伴い、「特別な配慮を必要とする子ども」への「特別な支援」は、

どの子どもにもわかりやすい、すべての子どもに適応されるべき支援であるとの考え方

が広まってきています。 

  養護教育センターは平成８年の開所以来、千葉市の特別支援教育の中心的役割を担っ

てきました。主要事業は、教育相談事業や研修事業のほか、特別支援教育指導員・学校

訪問相談員派遣事業、研究事業、教育情報事業や新設特別支援学級の備品整備事業、障

害のある子どもの学校生活サポート事業などです。  

  これからの養護教育センターの役割としては、「特別な子どもたちへの特別な支援」に

取り組むことではなく、共に学ぶことを目指す学校が、すべての子どもたちのための支

援に取り組むこと、より学校主体の特別支援教育へと進むためのサポートが求められて

います。  

  

１  多様な学びの場の整備と就学相談、継続した教育相談  

  共生社会の形成に向けて、教育的ニーズに応える多様で柔軟な仕組みを整備するため

に、通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった連続性のある

「多様な学びの場」を用意する必要があります。個別の教育的ニーズのある幼児・児童・

生徒に対して、どのような学びの場を選択していくのか、市関係部局課、専門機関など

と連携して、早期からの一貫した教育相談の仕組みを作ることに努めていきます。 

  さらに、ＬＤ等通級指導教室または中心的な特別支援学級と連携した学校支援として、

居住地近くで教育相談ができるようにしていきたいと考えます。特別支援学級担任やＬ

Ｄ等通級指導教室担当者として培われた発達障害児等への指導方法、対応の仕方などを、

地域の学校支援に生かせるように、養護教育センターを中心にしたネットワークづくり

を目指して行きたいと考えます。  

また、就学時に決定した「学びの場」は固定したものではなく、児童生徒の発達の状

態・適応の状況等を勘案しながら、継続した相談を行い、柔軟に転級・転校ができるよ

うにしていきます。  

 

２  教職員の研修の充実と専門性の向上に向けた取組  

  これからは、すべての教職員が特別支援教育に関する一定の知識・技能を有している

ことが求められています。特に発達障害に関する知識・技能については、研修を積み身

につけなければならないものと考えます。  

  発達障害などに関する教職員の認知度は、ここ数年で広まってきていますが、養護教

育センターの専門研修には、ニーズや理解度に応じた研修内容の更なる充実が求められ

ています。また、教職員が現場で活用できる研究報告や手引等の作成も必要です。  

 加えて、教職員への相談機能の充実を目指していきます。夕方からのトワイライト相

談など、研修だけではなく、教職員の個別の相談にも対応できるよう努めていきます。  
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３  特別支援学校との連携と指導の充実  

平成２３年度から、市内の知的障害特別支援学校３校、指導課、養護教育センターと

の教育相談連携会議を開始しました。平成２６年度から拡大して、市内近隣１１校の盲・

聾・特別支援学校との教育相談連携会議を年３回ほど開催しています。  

特別支援学校のセンター的機能を効果的に発揮できるように、各特別支援学校の役割

分担を行政区ごとに定め、特別支援学校入学希望者には直接学校で就学相談を進める体

制が整ってきました。また、県立千葉聾学校や県立千葉盲学校での通級による指導に加

え、平成２５年度から病弱特別支援学校、平成２６年度から肢体不自由特別支援学校の

通級による指導も開始されました。今後も特別支援学校との連携を密にし、就学前から

高校まで幅広い支援が行えるようにしていきます。  
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参考となる用語、法律 
 

用 語 解  説 

ADHD 

注意欠陥／多動性

障害 

Attention-Deficit 

/Hyperactivity 

Disorder 

 ADHD とは、年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、及び／又は衝動性、多

動性を特徴とする行動の障害で、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすもの

である。また、7 歳以前に現れ、その状態が継続し、中枢神経系に何らかの要因

による機能不全があると推定される。 

（平成 15 年 3 月の「今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）」参考資

料より抜粋） 

LD 

学習障害 

Learning 

 Disabilities 

 学習障害とは、基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読

む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困

難を示す様々な状態を指すものである。その原因として、中枢神経系に何らかの

機能障害があると推定されるが、視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害など

の障害や、環境的な要因が直接の原因となるものではない。（平成 11 年 7 月の「学

習障害児に対する指導について（報告）」より抜粋） 

ASD 

自閉症スペクトラム 

 

自閉症、特定不能の広汎性発達障害などの各疾患を広汎性発達障害の連続体の 1

要素として捉えたもののことである。 

Autistic Spectrum Disorder(s) 

 

・高機能自閉症  高機能自閉症とは、３歳位までに現れ、他人との社会的関係の形成の困難さ、

言葉の発達の遅れ、興味や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行

動の障害である自閉症のうち、知的発達の遅れを伴わないものをいう。また、中

枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。（平成 15 年 3 月の

「今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）」参考資料より抜粋） 

 

・アスペルガー症

候群 

知的発達の遅れを伴わず、かつ、自閉症の特徴のうち言葉の発達の遅れを伴わ

ないものである。なお、高機能自閉症やアスペルガー症候群は、広汎性発達障害

に分類されるものである。 

 

・自閉症 自閉症とは、３歳位までに現れ、①他人との社会的関係の形成の困難さ、②言

葉の発達の遅れ、③興味や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行

動の障害であり、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。

（平成 15 年 3 月の「今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）」参考資

料より作成） 

発達障害 発達障害者支援法には、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、

学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状

が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と定義されている。 

医療的ケア 医師の指導の下に、保護者や看護師が日常的･応急的に行っている経管栄養、た

んの吸引等の医行為である。看護師資格を有しない教員が医療的ケアを行うこと

は、基本的にはできない。 

特別支援学校における医療的ケアの実施に当たっては、保護者からの依頼に基

づき、校長がそれぞれの幼児児童生徒の主治医へ指示書を依頼し、主治医から校

長に対して指示書を出されることで、手続きが開始される。それに基づいて、指

導医と相談しながら、校内における「医療的ケア委員会（安全委員会）」で、該当
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幼児児童生徒の医療的ケアが可能かどうかを検討し、可能な場合は医療的ケアが

開始される。（特別支援教育の実践の手引～一人一人の教育的ニーズに応じた適切

な支援～ 平成 26 年度版 千葉県総合教育センターより） 

 

インクルーシブ教

育システム 

障害者の権利に関する条約第２４条によれば、「インクルーシブ教育システム」

（inclusive education system、署名時仮訳：包容する教育制度）とは、人間の多

様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで

発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害

のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであり、障害のある者が「general 

education system」（署名時仮訳：教育制度一般）から排除されないこと、自己の

生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること、個人に必要な「合

理的配慮」が提供される等が必要とされている。 

（中央教育審議会初等中等教育分科会「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育シス

テム構築のための特別支援教育の推進（報告）」より） 

 

校内委員会 学校内におかれた委員会で、特別支援教育コーディネーターを中心に、対象と

なる児童生徒の様子を把握、校内支援体制の検討、専門機関との連携等について

協議する場。 

個別の 

移行支援計画 

職業教育や進路指導の充実を図るとともに、生徒一人一人の社会参加・自立を

支援するため、学校と労働機関、民間企業等が連携・協力して作成する支援プラ

ン。 

個別の 

教育支援計画 

障害のある児童生徒の一人一人のニーズを正確に把握し、教育の視点から適切

に対応するという考えのもと、長期的な視点で乳幼児期から学校卒業までを通じ

て一貫して的確な教育的支援を行うことを目的に作成される計画。教育、福祉、

医療、労働等の関係機関の連携・協力を図りながら作成するものである。 

個別の指導計画 学校・学級全体の教育課程と関連付けられた、個々の児童生徒の実態や教育的

ニーズに合わせて作成された支援プラン。 

授業のユニバーサ

ルデザイン 

すべての人が利用しやすく、暮らしやすいように、ものづくりやまちづくり、

環境づくりを行うというユニバーサルデザインの考え方を授業に取り入れること

である。クラスの中のすべての子どもにとってわかりやすい授業を行う、という

ことであり、特別な支援を要する子どもに配慮した授業づくりをすることが、学

級のすべての子どもにとってわかりやすい授業になるということである。 

 

大宮学園 

（社会福祉法人 千葉

市社会福祉事業団） 

知的障害、または肢体不自由の障害を持つ就学前の子供が療育を受ける通園施設

です。障害児の療育及びリハビリテーションを行っている。 

 

・ひまわりルーム 知的発達に遅れのある３歳から就学前までの児童に対し、心身の健やかな発達

と集団生活に適応できる基礎づくりを目的とし、個別的・集団的な療育を行って

いる。 

 

・たけのこルーム 上肢、下肢または体幹に機能障害のある就学前の児童が保護者と共に通園し、

心身の健やかな発達と集団生活に適応できる基礎づくりを目的とした療育を行

う。 
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療育センター 

（社会福祉法人 千葉

市社会福祉事業団） 

 

 

障害児の療育、リハビリテーションを実施しているほかに知的障害者の方の授

産施設、発達障害の方の相談支援施設・身体障害者福祉センターの機能をあわせ

持った複合施設。障害児・者の日常生活への適応と社会参加を図るため、早期発

見・早期療育を中心課題とした療育及びリハビリテーションの千葉市における総

合拠点。 

 

・療育相談所 発達に心配のある児童とその家族の方の相談に応じている。児童の診断・検査・

評価を行い、障害の早期発見と発達支援を実施している。 

 

・すぎのこルーム 上肢、下肢または体幹に機能障害のある就学前の児童に対し、心身の健やかな

発達と集団生活に適応できる基礎づくりを目的とした療育を行う。 

 

・やまびこルーム 聴覚障害をもつ就学前の児童が、保護者と共に通園する施設。ことばの発達と

聴覚活用を促すため、早期からの療育指導を行っている。 

 

・発達障害者支援

センター 

日常生活（コミュニケーション、行動上のこと、学校や職場でのこと等）のさ

まざまな相談に応じている。また、発達障害の正しい理解や支援の方法を広める

活動を行っている。千葉市発達障害者支援センターは、平成２０年１月に開設し

た。 

高等特別支援学校 軽度の知的障害生徒の教育的ニーズに対応した教育課程を進め、社会参加・職

業自立を目指す高等部単独の特別支援学校。 

 

千葉市立高等特別支援学校（普通科職業コース）は、学校教育目標を「社会自

立・職業自立を目指し、誠実で心豊かな社会人として生きる力を育成する」とし、

平成２５年４月に開校した。社会自立、職業自立を目指した教育課程を編成し、

教科学習、作業学習を中心に取り組んでいる。教科学習では、基礎的な学力や一

般教養をはじめ、社会のニーズに応えうる内容を中心に学習している。また、働

くために必要な知識や態度を身につけることを目標に、校内の作業学習や産業現

場等における実習に取り組んでいる。 

学校訪問相談員 LD 等の専門的知識・経験を有する者が、養護教育センターに所属おり、学校

からの要請に応じて訪問し、一人一人の教育的ニーズに対応した的確な指導が行

えるように、学校や担当教員へ指導助言を行っている。 

 

県教育委員会では「特別支援アドバイザー」、他市では「巡回相談員」等と呼ん

でいる場合もある。 

 

スクールソーシャ

ルワーカー 

教育と福祉の両面の専門的な知識や技術を用いて、児童生徒の置かれた環境に

対し、様々な方法で働きかけ、効果的な支援を行っていく者。 
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法律等 
 

「発達障害者支援法」（平成 16 年 12 月 10 日公布） 

 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥・多動性障害などの発

達障害を持つ者に対する援助等について定めた法律。 

 

 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）」 

（平成 24 年 6 月 27 日公布） 

「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて、障

害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健福

祉施策を講ずる」ことを趣旨として、障害者自立支援法を改正する形で創設された。よって、法律の

題名は障害者総合支援法に変更されたが、法律の基本的な構造は障害者自立支援法と同じである。 

 

 

「障害者基本法」（平成 23 年 8 月 5 日改正） 

すべての人が人権を持っているという考え方に基づいて、障害があってもなくても分けられず、一

人ひとりを大切にする社会（つぎからは「共生社会」といいます）をつくるために、自立や社会参加

を支援する法律や制度をよりよいものにしたり、つくったりすることを目指している法律。 

 

 

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」 

（平成 25 年 6 月 26 日公布） 

障害者基本法の基本的な理念にのっとり、障害者基本法第 4 条の「差別の禁止」の規定を具体化す

るものとして位置づけられており、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政

機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることによって、差

別の解消を推進し、それによりすべての国民が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会

の実現に資することを目的としている。 

 平成２８年４月１日から施行する。 

 

 

「障害者の権利に関する条約（障害者権利条約）」 

平成 18 年 12 月、国連において採択された。日本は平成 19 年 9 月に署名、平成 26 年 1 月 20 日に

批准した。 

障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的と

して、障害者の権利の実現のための措置等について定める条約。 
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千葉県立特別支援学校一覧 
学 校 名 郵便番号 住 所 電 話 ファクス 障害種別 学部 備考 

千葉盲学校 284-0001 四街道市大日 468-1 043-422-0231 043-424-4592 視覚障害 
幼・小・

中・高・専 
寄宿舎 

千葉聾学校 266-0011 千葉市緑区鎌取町 65-1 043-291-1371 043-291-5483 聴覚障害 
幼・小・
中・高・専 

寄宿舎 

桜が丘特別支援学校 264-0017 
千葉市若葉区 

加曽利町 1538 
043-231-1449 043-231-3069 肢体不自由 小・中・高 寄宿舎 

仁戸名特別支援学校 260-0801 
千葉市中央区 

仁戸名町 673 
043-264-5400 043-268-5082 病弱 小・中・高 

 

袖ケ浦特別支援学校 266-0005 
千葉市緑区 

誉田町 1-45-1 
043-291-6922 043-292-1706 

肢体不自由 

病弱 
小・中・高 寄宿舎 

千葉特別支援学校 262-0004 
千葉市花見川区 

大日町 1410-2 
043-257-3909 043-257-2226 知的障害 小・中・高 

 

八千代特別支援学校 276-0047 八千代市吉橋 3088-4 047-450-6321 047-450-1459 知的障害 小・中・高 
 

船橋特別支援学校 273-0046 船橋市上山町 3-507 047-439-5811 047-438-9948 肢体不自由 小・中・高 
 

市川特別支援学校 272-0004 市川市原木 1862 047-327-4155 047-327-6815 知的障害 小・中・高 
 

特別支援学校 

市川大野高等学園 
272-0805 市川市大野町 4-2274 047-303-8011 047-303-8191 知的障害 高 専門学科 

松戸特別支援学校 270-0022 松戸市栗ケ沢 784-17 047-388-2128 047-388-4781 肢体不自由 小・中・高 寄宿舎 

つくし特別支援学校 270-2251 松戸市金ケ作 292-2 047-385-1632 047-386-5646 知的障害 小・中・高 
 

柏特別支援学校 277-0872 柏市十余二 418-5 04-7133-5631 04-7133-3502 知的障害 小・中・高 
 

〃  流山分教室 270-0114 
流山市東初石 2-98 

流山高内 
04-7152-1671 04-7155-1627 知的障害 高 職業コース 

特別支援学校流山高等学園 270-0135 流山市野々下 2-496-1 04-7148-0200 04-7148-0066 知的障害 高 専門学科 

〃  第二キャンパス 270-0145 流山市名都借 140 04-7141-9900 04-7141-8020 知的障害 高 専門学科 

野田特別支援学校 278-0003 野田市鶴奉 147-1 04-7122-7270 04-7123-8474 知的障害 小・中・高 
 

我孫子特別支援学校 270-1112 
我孫子市新木字 

大山下 1685 
04-7187-0831 04-7188-2826 知的障害 小・中 

 

〃  清新分校 277-0941 
柏市高柳 995 

沼南高柳高内 
04-7193-6020 04-7193-6101 知的障害 高 職業コース 

湖北特別支援学校 270-1123 我孫子市日秀 70 04-7188-0596 04-7188-0598 知的障害 高 
 

四街道特別支援学校 284-0003 四街道市鹿渡 934-45 043-422-2609 043-424-4679 病弱 小・中・高 
 

印旛特別支援学校 270-1605 印西市平賀 1160-2 0476-98-2200 0476-98-0969 知的障害 小・中・高 
 

〃  さくら分校 285-0808 
佐倉市太田 1956 

佐倉南高内 
043-486-3781 043-486-3782 知的障害 高 職業コース 

富里特別支援学校 286-0221 富里市七栄 483-2 0476-92-2100 0476-92-1984 知的障害 小・中・高 
 

香取特別支援学校 289-0203 神崎町大貫 383-13 0478-72-2911 0478-72-4179 知的障害 小・中・高 
 

銚子特別支援学校 288-0815 銚子市三崎町 3-94-1 0479-22-0243 0479-25-0551 
知的障害 

肢体不自由 

幼・小・
中・高 

寄宿舎 

八日市場特別支援学校 289-2113 匝瑳市平木 930-1 0479-72-2777 0479-73-6008 知的障害 小・中・高 
 

東金特別支援学校 283-0061 東金市北之幸谷 502 0475-52-2542 0475-55-4448 知的障害 小・中・高 寄宿舎 

長生特別支援学校 299-4303 一宮町東浪見 6767-7 0475-42-2470 0475-42-7517 
知的障害 

肢体不自由 
小・中・高 

 

夷隅特別支援学校 298-0122 いすみ市楽町 30-1 0470-86-4111 0470-86-3341 知的障害 小・中・高 
 

安房特別支援学校 294-0231 館山市中里 284-1 0470-28-1866 0470-28-1917 
知的障害 

病弱 
小・中・高 

 

〃  館山聾分校 294-0055 館山市那古 1672-7 0470-27-2490 0470-27-4956 聴覚 
幼・小・

中・高 
職業コース 

〃  鴨川分教室 296-0001 鴨川市横渚500鴨川小内 04-7093-6960 04-7093-6970 
 

小・中 
 

君津特別支援学校 299-1161 君津市北子安 6-14-1 0439-55-4333 0439-55-7859 
知的障害 

病弱 
小・中・高 

 

槇の実特別支援学校 299-0243 袖ケ浦市蔵波3108-113 0438-62-1164 0438-63-8455 知的障害 小・中・高 
 

市原特別支援学校 290-0011 市原市能満 1519-5 0436-43-7621 0436-42-3718 知的障害 小・中・高 
 

〃つるまい風の丘分校 290-0512 
市原市鶴舞 1159-1 

鶴舞桜が丘高グリーンキャンパス内 
0436-92-5281 0436-92-0230 知的障害 高 専門学科 

習志野特別支援学校 275-0021 習志野市袖ケ浦 5-11-1 047-450-6321 047-450-1459 知的障害 小 
 

船橋夏見特別支援学校 273-0866 船橋市夏見台 5-6-1 047-439-5811 047-438-9948 肢体不自由 中・高 
 

矢切特別支援学校 271-0095 松戸市中矢切 54 047-385-1632 047-386-5646 知的障害 小・中・高 
 

飯高特別支援学校 289-2173 匝瑳市飯高 1692 0479-72-2777 0479-73-6008 知的障害 小・中・高 
 

大網白里特別支援学校 299-3211 大網白里市細草 1385-5 0475-52-2542 0475-55-4448 
知的障害 

肢体不自由 
小・中・高 職業コース 

 



 

千葉市特別支援教育推進プラン作成委員会委員名簿  

 

№  役職  所属・役職  名 前  

１  委員長  指導課・課長  山本 幸人  

２  副委員長  養護教育センター・所長  山本 雅司  

３  委員  轟町小学校・校長  庄司 佳子 （小学校長代表）  

４  委員  犢橋中学校・校長  佐々 一哉 （中学校長代表）   

５  委員  市立養護学校・校長  加瀬 直之 （特別支援学校長代表）  

６  委員  高洲小学校・教諭  山路 里美 （コーディネーター代表）  

７  委員  新宿小学校・教諭  水出 友子 （特別支援学級小学校代表） 

８  委員  花園中学校・教諭  尾﨑 佳代 （特別支援学級中学校代表） 

９  委員  院内小学校・教諭  渡邉 美穂 （言語障害・難聴学級代表） 

10 委員  あやめ台小学校・教諭  秦野 ますみ（ＬＤ等通級指導教室代表） 

11 事務局  指導課・教育支援担当課長  鳥海 数憲  

12 事務局  養護教育センター・副所長  吉岡 龍子  

13 事務局  養護教育センター・指導主事  三橋 一裕  

14 事務局  指導課・主任指導主事  黒川 章子  

15 事務局  指導課・指導主事  久保木 修  

 


