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新しい幼稚園教育要領の趣旨に基づく、
特別支援教育の在り方

～個別の教育支援計画、個別の指導計画の作成について～

平成３０年１月１８日 千葉県総合教育センター 大ホール

千葉県教育庁教育振興部特別支援教育課

平成２９年度第２回千葉県幼稚園教育課程研究協議会
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【本日の流れ】

１ 千葉県の特別支援教育の現状

２ 新幼稚園教育要領について

３ 個別の教育支援計画と

個別の指導計画の作成について
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１ 千葉県の特別支援教育の現状

3

特別支援教育対象者及び
発達障害のある児童生徒の割合

特別支援学校 0.71%   (0.69)

小・中学校

特別支援学級 2.18%(2.00)          

通常の学級

通級による指導 0.98% 

発達障害 6.5%

4

義務教育段階の
全児童生徒数 999万人
(H27：1009万人)に対する
割合

＊平成２８年５月１日現在文部科学省調査
＊発達障害は、平成2４年文部科学省調査

３．８８％
（3.58%）

※( )は
Ｈ27年5月1日調査

可能性のある者を含む

約３４万人

平成２８年５月１日現在

(0.89)
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幼児児童生徒数

県内公立特別支援学校の幼児児童生徒数

4,082

5,836

学級数

4,817

3,618 1,019人増

735人増
464人増

公立校

県立３５校
市立 ５校

幼稚部
小学部
中学部
高等部本科
高等部専攻科

学校数(H28)

学部

（年度）

992 1,086
1,218 1,368

6,321

1,476

6

小学校児童数

中学校生徒数

小：学級数

中：学級数

特別支援学級の児童生徒数

県内公立小・中学校

小・中合計

5,760

4,1573,505

652人増

1,603人増

2,110人増

7,870 9,423
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（教室数）

通級を行っている教室数

対象児童生徒数
（小学校＋中学校）

平成１８年からＬＤとＡＤＨＤが対象に追加

通級による指導の対象児童生徒数

297人
27教室

県内公立小・中学校

1375人

2148人
2201人増

773人増

498教室

5153人

28

4349人

特別支援学校、特別支援学級、通級指導教室の
児童生徒数の推移（10年間）
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年度 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

特別
支援
学校

4,587 4,817 5,063 5,337 5,507 5,783 5,836 5,993 6,117 6,321

100% 105% 110% 116% 120% 126% 127% 131% 133% 138%

特別
支援
学級

5,355 5,760 6,187 6,573 7,003 7,379 7,870 8,378 8,825 9,423

100% 108% 116% 123% 131% 138% 147% 156% 165% 176%

通級
指導
教室

1,878 2,148 2,369 2,641 2,821 2,997 3,382 3,838 4,349 5,153

100% 114% 126% 141% 150% 160% 180% 204% 232% 274%
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県内の特別支援教育体制整備状況調査結果（除千葉市）

項 目
幼稚園
こども園

小学校 中学校 高等学校
特別支
援学校

特別支援教育
コーディネーターの指名

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

校（園）内委員会の設置
100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

個別の指導計画が
必要な学校・園での作成率

85.3%
65.7%

99.2%
94.6%

98.6%
92.4%

55.6%
37.8%

100%
100%

個別の教育支援計画が
必要な学校・園での作成率

72.3%
44.2%

96.0%
85.1%

95.1%
84.9%

76.6%
28.1%

100%
100%

個別の指導計画を作成していない
が作成が必要な子が在籍している
としている学校・園の割合

20.8%
29.1%

0.7%
5.3%

1.2%
7.4%

8.7%
16.0%

9

※上段(黒)はH28.5.1調査（個別の指導計画、個別の教育支援計画についてはH28.9.1調査）、

下段(緑)はH27.5.1による調査
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千葉県の条例
○「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」

（平成１９年７月）
【差別の定義】・不利益取扱い ・合理的配慮の欠如
【差別を解消するための仕組み】
・個別事案解決の仕組み
・誰もが暮らしやすい社会づくりを議論する仕組み
・障害のある人に優しい取組みを応援する仕組み

【相談体制】
・地域相談員（身近な相談役）
・広域専門指導員（地域相談員と相談活動を総括）
・千葉県障害のある人の相談に関する調整委員会

【相談の実績（相談分野別取扱い件数：教育の分野）】
・平成26年度 13件（9.2％）
・平成27年度 12件（8.7％）
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○「千葉県手話言語等の普及の促進に関する条例」
（平成２８年６月）

【目 的】・手話を「言語」として明確に位置付け
・手話等の理解の一層の深化

【具体策】・手話等を学ぶ機会をつくる
・手話等を用いた情報発信等を進める
・手話通訳者・要約筆記者等の派遣体制を整備する
・必要な財政上の措置を行う
・学校における手話等の普及に努める

全ての公立幼稚園、小中学校、高等学校、特別支援学校等を
対象に、学校における手話言語等推進に係る研修を実施

平成２９年
１０月

策定！！

２ これからの本県の特別支援教育
第２次千葉県特別支援教育推進基本計画の策定を

踏まえて

12
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千葉県特別支援教育推進基本計画（第１次）

13

【基本計画のテーマ】

Ⅰ 早期の教育相談支援体制の整備

Ⅱ 小・中学校における特別支援教育の整備

充実

Ⅲ 今後の特別支援学校の新たな機能の構築

Ⅳ 後期中等教育の充実と卒業後の自立支援

Ⅴ 卒業後の豊かな生活や生涯学習の支援

Ⅵ 学校と教員の専門性の維持・向上

障害のある子一人一人のライフステージに応じた支援と

ネットワークの構築

平成19年度～28年度

14

第１次推進基本計画取組後の今後の課題

１ 早期からの教育相談と支援体制の整備
①関係機関の支援ネットワークの一層の強化
②個別の教育支援計画を活用した就学相談
２ 一人一人の教育的ニーズへの対応と連続性のある多様な学びの場の整備
①多様な教育的ニーズに対応する学びの場の充実
②交流及び共同学習の推進
③様々な困難を抱える幼児児童生徒への対応
④高等学校の特別支援教育の推進
⑤障害者スポーツ等の充実
３ 特別支援学校の教育環境の整備と新たな機能の構築
①過密状況への対応、適切な学習環境づくり
②支援機能の充実
４ 卒業後の自立支援や生涯学習の支援
①関係機関との一層の連携
②生涯学習・余暇活動の取組の充実
③就労支援、就労後の定着
５ 学校と教員の専門性の維持・向上
①特別支援学校教諭免許状の保有率の向上
②計画的な人事交流による全ての教職員の特別支援教育に関する専門性の向上
③各種研修の充実
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次世代への飛躍 輝け！ちば元気プラン（千葉県総合計画）

新 みんなで取り組む「教育立県ちば」プラン
（千葉県教育振興基本計画）

Ⅰ
夢・チャレンジ
プロジェクト

Ⅱ
元気プロジェクト

施策10 「一人一人の教育的ニーズに
応じた特別支援教育の推進」

Ⅲ
チームスピリット

プロジェクト

第２次県立特別支援学校整備計画 15

第２次千葉県特別支援教育推進基本計画 （Ｈ２９～３３）

特別支援教育に関する千葉県の計画

16

－共生社会の形成に向けた特別支援教育の推進－

○障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向け
て、その能力や可能性を最大限に伸ばす教育を目
指します。
○障害のある幼児児童生徒が、地域社会の一員とし
て積極的に活動し、豊かに生きることができる教
育を目指します。
○障害のない幼児児童生徒が、障害者理解を深め、
障害のある人とともに社会をつくるための基礎を
培う教育を目指します。

第２次千葉県特別支援教育推進基本計画の
基本的な考え方
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第２次推進基本計画 ５つの重点取組

Ⅰ 早期からの教育相談と支援体制の充実

Ⅱ連続性のある多様な学びの場と
支援の充実

Ⅱ連続性のある多様な学びの場と
支援の充実

Ⅲ特別支援学校の整備と機能の充実
※第2次県立特別支援学校整備計画

Ⅳ 卒業後の豊かな生活に向けた支援の充実

Ⅴ 特別支援教育に関する教員の専門性の向上
17

Ⅰ 早期からの教育相談と支援体制の充実
障害のある子供への一貫した教育相談と支援体制を充実させるた

め、関係者・関係機関の円滑な連携を確かなものとするネットワー
クの構築を図るとともに、その活用と支援体制の充実に努めます。

18

取組１ 早期からの教育相談・支援体制の一層の充実
取組２ 適切な就学の相談支援の充実

地域子育て支援センター
（保育所に位置付けた相談機能）

市町村保健センター
（障害のある乳幼児の健康相談）

特別支援学校
（相談・支援）

市町村教育委員会
（就学指導・相談）

千葉県教育委員会
（施策の推進）

早期の教育相談支援ネットワーク図

千葉県障害者福祉推進課
（ライフサポートファイル等の普及）
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Ⅱ 連続性のある多様な学びの場と支援の充実
障害のある子どもが、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し社

会参加するとともに、地域社会の中で積極的に活動し、その一員として
豊かに生きることができるよう、通常の学級、「通級による指導」、特
別支援学級、特別支援学校など連続性のある「多様な学びの場」の整備
と、一人一人の子供がその力を発揮できる取組の充実を図ります。また、
医療的ケアの必要な児童生徒が増加していることを踏まえ、特別支援学
校の多様な教育機能を提供します。

19

取組１ 地域で共に学び育つ教育の推進
取組２ 合理的配慮の充実と基礎的環境整備の推進
取組３ 学校を支える外部人材や地域の教育資源の活用と

充実
取組４ 高等学校における特別支援教育の充実
取組５ ＩＣＴを活用した教育の推進
取組６ 特別支援学校が有する多様な教育機能の活用
取組７ 様々な困難を抱える子供への支援の充実

Ⅱ連続性のある多様な学びの場と支援の充実

【イメージ図】

「いつでも」 「どこでも」 「だれにでも」

特別支援教育支援員

特別支援アドバイザー

特別支援教育専門家チーム

（文部科学省資料より） ２０
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２ 新幼稚園教育要領について

21

３ 新学習指導要領 （１）実施スケジュール

22
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新幼稚園教育要領のポイント

＜第１章 総則の改訂のポイント＞

○「環境をとおして行う教育」を基本とすることは変わらない。

○幼稚園教育において育みたい資質・能力の明確化

○５歳児修了時までに育ってほしい具体的な姿を「幼児期の終わりまでに
育ってほしい姿」として明確化するとともに,小学校と共有することにより幼少
接続を推進。

○幼児一人一人のよさや可能性を把握するなど幼児理解に基づいた評価
を実施。

○言語活動などの充実を図るとともに,障害のある幼児や海外からの帰国し
た幼児など特別な配慮を必要とする幼児への指導を充実。

23

新幼稚園教育要領等における特別支援教育の充実

幼稚園教育要領（平成29年3月）において、以下のとおり、特別支援教育に関する記述を充実。

● 障害のある幼児などへの指導に当たっては,集団の中で生活することを通して全体的な発達を促

していくことに配慮し,特別支援学校などの助言又は援助を活用しつつ,個々の幼児の障害の状態など

に応じた指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ継続的に行う。

● 家庭，地域及び医療や福祉，保健，労働等の業務を行う関係機関との連携を図り，長期的な視点

での幼児への教育的支援を行うために，個別の教育支援計画を作成し活用することに努めるととも

に，個々の児童生徒の実態を的確に把握し，個別の指導計画を作成し活用することに努める。

● 地域や幼稚園の実態等により,幼稚園間に加え,保育所,幼保連携型認定こども園,小学校,中学校,高

等学校及び特別支援学校などとの間の連携や交流を図るものとする。

● 幼稚園教育と小学校教育の円滑な接続のため,幼稚園の幼児と小学校の児童との交流の機会を積

極的に設けるようにするものとする。また,障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習の機会を

設け,共に尊重しながら協働していく生活していく態度をはぐくむように努める。

２４
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新幼稚園教育要領総則における特別支援教育に関する記述

新（平成29年3月31日告示） 現行（平成20年3月28日告示）
第１章 総則
第５ 特別な配慮を必要とする幼児の指導
１ 障害のある幼児への指導
障害のある幼児などへの指導に当たっては,
集団の中で生活することを通して全体的な発達
を促していくことに配慮し,特別支援学校などの
言または援助を活用しつつ,個々の幼児の障害
の状態などに応じた指導内容や指導方法の工
夫を組織的かつ計画的に行うものとする。また,
家庭,地域及び医療や福祉,保健等の業務を行う
関係機関との連携を図り,長期的な視点で幼児
への教育的支援を行うために,個別の教育支援
計画を作成し活用することに努めるとともに,
個々の幼児の実態を的確に把握し,個別の指導
計画を作成し活用することに努めるものとする。

第１章 総則
第２ 教育課程の編成
【第３章より移行】
（２） 障害のある幼児の指導に当たっては，集団の
中で生活することを通して全体的な発達を促してい
く特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ，
例えば指導についての計画又は家庭や医療，福祉
などの業務を行う関係機関と連携した支援のため
の計画を個別に作成することなどにより,個々の幼
児の障害の状態などに応じた指導内容や指導状態
の工夫を計画的,組織的に行うこと。

３ 個別の教育支援計画と
個別の指導計画の作成について

26



14

個別の教育支援計画、
個別の指導計画とは

＊新幼稚園教育要領では、障害のある幼児な
どについて、個別の教育支援計画及び個別
の指導計画を作成し、活用することに努める。

＊発達障害等の診断をされていない幼児児童
生徒も特別な教育的支援を必要とすると思わ
れる幼児児童生徒も対象である。

27

個別の教育支援計画
障害のある幼児に、関係機関が連携して効果的な支援を行
うとともに、乳幼児期から学校卒業後までを通じて一貫した
的確な教育的支援を行うための計画

個別の指導計画
障害のある幼児一人一人の教育的ニーズに応じた指導が
行えるよう、指導目標や指導内容・方法等を具体的に表した
指導計画

※「合理的配慮」の内容を、個別の教育支援計画に明記することが望ましい。また個別の
指導計画にも活用されることが望ましい。

28
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個別の教育支援計画 ①

主な記載内容 （保護者や関係機関と連携して作成、記載する）

○本人のプロフィール

○本人・保護者の思い・願い

○本人の特別な教育的ニーズ

○支援の目標

○連携して支援を行う者・機関と、その支援内容や支援の時期

○評価の実施時期、改訂や引継ぎ内容

○決定した合理的配慮の内容

本県で決まった様式があるわけではない。市町村等地域ごとに
様式を定めている現状である。

また、いつ作成するか決まった時期があるわけではない。

29

個別の教育支援計画 ②

作成のメリット
○園を含めた地域の関係機関（医療、保健、福祉、労働等）がそれ
ぞれの立場から提供できるサービスを整理、共通理解することで、
子どもを学校卒業後まで支えるネットワークを構築できる。

○進学や卒業、就労など、作成担当機関が変更となる場合、保護
者の了解を得た上で個別の教育支援計画を引き継ぐことで、ス
ムーズな支援の引継ぎが可能となる。

30
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一般的な個別の教育支援計画
作成の手順

①保護者や本人に個別の教育支援計画作成の趣

旨や手続きの説明、作成に対しての同意

②児童生徒の実態・ニーズの把握

③実態やニーズに即した支援目標の設定

④具体的な支援内容・支援方法等の明確化

⑤評価や改訂・引継内容及び時期等の明確化

31

＜参考 シート１＞

32

＜シートの使い方＞

＊幼児の実態・ニーズの把握

①シート１の項目に沿って話し合い、
子どもが困難に思っていることの背
景 を考えていきます。

c1
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＜参考 シート２＞

33

＊実態やニーズに即した
支援目標の設定

②シート２の項目を検討すること
で 校内での役割が明確になる。

＜参考 シート３＞

34

＊具体的な支援内容・
支援機関等の明確化

③ シート３は、関係機関と連携
した話し合い際に、活用します。

○シート３は、シート１・２をもとに
作成されるものです。
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個別の指導計画①

作成のメリット
○子どもの指導目標・内容について、教職員の共通理解が

進む。

○園内支援体制づくりに役立つ

○個別指導や集団活動での配慮や支援が充実する。

○適宜評価を行い、指導内容や方法等を改善することで、

効果的な指導につながる。

○引き継ぎの資料となり、一貫性や系統性のある指導を行うができる。

本県で決まった様式があるわけではない。市町村等地域ごとに様式を
定めている現状である。

また、いつ作成するか決まった時期があるわけではない。

35

個別の指導計画②作成手順

実態把握 全体像を把握。

目標設定 実態把握から長期目標を設定

指導計画の作成 長期目標を短期目標に分けて、具体的な計画

を練り、指導の手立て、評価基準を

指導の展開 指導計画に従って、指導を行う。指導の手立ては、

常に効果を見ながら修正することが必要

指導の評価 指導の結果を学期や年度ごとに評価

指導の見直し 指導の手立てや見直しをし、修正し次の学期や学

年へ

36
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個別の指導計画

※作成後の実施・評価が大切

PDCAサイクルの活用

決まった様式があるわけでありませんが、

県のホームページにも手引きとう掲載されて

いますのでご活用ください。

37

参考資料

38
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○各学校別の発達障害のある可能性のある子どもへの
支援に関するＱ＆Ａ集
＊中・高等学校向け（平成２５年３月）
＊幼稚園・保育所向け（平成２６年３月）

○外部人材活用事例集（平成２７年２月）

○特別支援教育指導資料
（平成２７年３月）

・２～３年に１度発行
・平成３０年３月改訂版発行予定

○保護者向け早期相談支援Ｑ＆Ａ
＊就学に関する情報

（平成２７年３月）
＊家庭での子育てに関する情報

（平成２８年３月）

○合理的配慮事例集
（平成２９年３月） 等

39

「すべては子どもたちのために！！」

ご清聴、ありがとうございました。
千葉県教育庁特別支援教育課のホームページ
https://www.pref.chiba.lg.jp/cate/kbs/kyouiku/gakkou/tokubetushien/index.html

40


