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「第２次県立特別支援学校整備計画（案）」に対する意見と県の考え方 

 

１ パブリックコメント実施期間     平成２９年６月１５日(木)～７月１４日(金) 

２ 意見提出者数（件数）        ６２人（８４件） 

３ 提出された意見の概要と県の考え方 

※趣旨を損なわない範囲で要約させていただきました。また、同内容の意見についてはまとめさせていただきました。 

※複数の理由から意見が述べられている場合は、意見の概要を分けて掲載しています。 

意 見 の 概 要 県 の 考 え 方 

（１）八千代・千葉特別支援学校への対応についての意見 

新設校は幕張エリア、稲毛海岸エリアの子どもたちが通いやすい美浜区、高浜地区を希望

します。高浜地区は児童相談所、療育センターなど障害児・者に関係する施設が集中してお

り、千葉市の福祉、療育の中心地になると思います。また、療育センターや児童相談所とも

連携し専門的な作業療法、言語療法などの訓練や勉強会、情報の共有などでも連携して行け

ると理想的だと思います。 

高浜エリアやその近辺ならば、バスの送迎時間短縮により体力的な負担も軽減されます。

学校からの急な呼び出しにも対応しやすく、放課後デイサービスの送迎も距離が近くなり 

安心です。やはり、子どもは、地域で育てて行くのが理想です。 

学区内の小・中学校等の使用しなくなる校舎等の活用

について、関係市と協議しながら検討してまいります。 

千葉特別支援学校の分校または新設校を千葉市美浜区で開校していただくことを要望致

します。千葉特別支援学校は現在人数が増えており、教室が足りない、バスが満席などの話

を聞いています。多少の入れ替えは毎年あるにせよ、著しく変わるとは想像できません。  

また、美浜区から千葉特別支援学校は距離があり、急病・怪我・災害時などの対応が困難で

す。近くに学校を作って頂ければ、自力通学の機会も持てるかもしれません。『地域』という

言葉をよく耳にしますが、地域に学校がないというのは如何なものかと思います。 

学区内の小・中学校等の使用しなくなる校舎等の活用

について、関係市と協議しながら検討してまいります。 

千葉市美浜区地域に、複合福祉施設を兼ね備えた特別支援学校を新設してほしいです。高

齢化社会が進むことにより介護が必要な人が増加することから、地理的に平坦で道路が広く

交通インフラが整備された地域の統廃合された学校の跡地に新設し、障害者が障害者や高齢

者を相互に支える仕組みを備えた施設を持ち合わせた学校が必要であると考えます。医学や

社会の理解が進み、以前なら普通学級で過ごしていた学生も特別支援学級で学ぶことから今

後も対象学生は増えていくのでしょう。一方、人口減社会で人手不足が予測されており、  

教育課程の中で、社会の一員として障害者も自分のできる範囲で活躍する環境を行政は整備

する必要もあるのでしょう。幸い、特別支援学校の教員は障害者教育に理解ある方が多いよ

うで心強いのですが、閉鎖的な印象を与えがちな面もありますので、地域で介護やデイサー

ビスに携わっている方が教育に係り、教育課程後、社会で支えている方々の経験を生かす場

も積極的に模索してほしいです。 

学区内の小・中学校等の使用しなくなる校舎等の活用

について、関係市と協議しながら検討してまいります。 

なお、第２次千葉県特別支援教育推進基本計画におい

ては、福祉や医療労働関係機関と連携し、地域資源を活

用した支援の充実を図ることとしています。 

学区の特別支援学校は現在、大幅に人数が増え、教室も足りず、通学バスも補助席まで使

っているとのこと。どうして障害のある子どもたちに負担を強いるのでしょうか。面積が広

く、人数も多い千葉市に特別支援学校が足りないのは明らかで、早急に千葉市美浜区～新習

志野辺りに中等部・高等部を作ってください。 

学区内の小・中学校等の使用しなくなる校舎等の活用

について、関係市と協議しながら検討してまいります。 

学区の特別支援学校は、生徒数の増加で、施設も手狭になり、送迎にも苦慮されている状

態だと聞きます。是非とも、美浜区・新習志野近辺に、特別支援学校を設置してください。   

できれば小・中・高と一貫教育の学校を設置していただきたいと思います。特別支援学級で

すと先生方の指導も大変難しく、子どもたちへの熱意だけでは解決できないところが多  々

あり、先生方の精神的なストレスも心配になります。何卒、今後の支援教育計画に支援学校

早期増設を入れていただきますようお願いします。 

 学区内の小・中学校等の使用しなくなる校舎等の活用

について、関係市と協議しながら検討してまいります。 

八千代特別支援学校の生徒数の増加により、教室不足の問題、通学時間の問題等、先生方・

生徒たちへの負担を減らすために、習志野特別支援学校中学部・高等部の開校を希望いたし

ます。開校３年目を迎え、子どもたちが少しずつ地域になじみ、理解していただけている  

現状を、小学部のみの期間だけでなく、中・高等部の時期も継続させたいです。 

 学区内の小・中学校等の使用しなくなる校舎等の活用

について、関係市と協議しながら検討してまいります。 

八千代特別支援学校の学区内に新設校を作るということであれば、学区内にあたる習志野

市に新設することを検討してみてください。「千葉県特別支援教育推進基本計画案」の中に 

ある「地域で共に学び育つ教育の推進」でも言われていますように、子どもが地域の方々に

見守られながら育っていくことを望んでおります。中・高ができることで小学部のみの学校

ではできないような規模の交流も持てるようになっていくと思います。また、現在習志野市

内には高等部卒業後の進路先となる施設等が少ないと聞きます。高等部が市内にできること

で様々な繋がりができたり、各所の対応も進んだりして、少しずつ問題が改善されていく 

ことが期待できるかもしれません。 

 学区内の小・中学校等の使用しなくなる校舎等の活用

について、関係市と協議しながら検討してまいります。 

習志野市に特別支援学校の中学部、高等部がほしいです。現在ある中学校や高校の校舎の

一部を特別支援学校として使用したり等でも良いです。 

 学区内の小・中学校等の使用しなくなる校舎等の活用

について、関係市と協議しながら検討してまいります。 
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八千代特別支援学校の過密化対策として、早急に習志野市に特別支援学校の中学部高等部

の開設をしていただけますようお願いします。特別支援学校の担う役割は非常に大きく、 

どの地域に住んでいようとも、通学が負担少なくできることはとても大切です。習志野特別

支援学校では毎年児童が増えており、教室が不足する事態も近い将来に予測できます。  

プールなどの設備がなく、夏のプール学習はバスで市川まで通っています。袖ケ浦東小学校

とは交流ができ、定型発達の子どもたちと触れ合えることはよいと思います。第一希望は、

習志野特別支援学校が、現在の場所で中高も備えた学校となることです。中学部高等部が身

近な存在となることで、子どもの将来をイメージしやすくなり、成長後の子どもについての

不安の解消にもつながります。子ども自身も継続的な学びができ、年上の先輩たちを見なが

ら成長できます。学区内の小・中学校等の使用しなくなる校舎等を活用した新設校の設置は

たいへん良い案だと思います。新しく建設するよりもスピーディに現状が改善できるのはよ

いです。ただし、その際には体育館、校庭を常に利用できるようになること、図書室などの

特別教室の確保、プール設備の充実も重要な課題です。同一敷地内にプールがあることで、

移動の時間がなくなり、授業時間も確保でき、温水プール、深度が可動のプールなどの設備

が充実すると、子どもたちの訓練のためにもたいへん有効です。習志野市では袖ケ浦東小と

袖ケ浦西小が合併する、第三中と第七中が合併するという案があるようですが、市との連携

を図って計画を具体化し進めてください。しかし、現在袖ケ浦東小とは交流がなされており、

障害のある子どもと定型発達の子どもとの交流が日常的にある環境はたいへんよいものだ

と感じています。将来的に地域で生きていく子どもにとって、子ども自身を知る人が地域に

数多く存在していることは心強いです。 

学区内の小・中学校等の使用しなくなる校舎等の活用

について、関係市と協議しながら検討してまいります。 

具体的な整備内容等については、今後、検討してまい

ります。 

新設にあたりぜひプールの設置を希望します。子どもたちのほとんどは水遊びが大好きで

す。誰にも気兼ねせずにのびのびと使える場所をぜひご検討ください。 

具体的な整備内容等については、今後、検討してまい

ります。 

学校の新設の時期は、できるだけ早くが好ましいのでしょうが、新設となると年単位だと

思われます。３年以内をめどに進めて頂けるとありがたいです。２０２０年の東京オリン 

ピックを新しい学校で迎えられたら最高です。 

 学区内の小・中学校等の使用しなくなる校舎等の活用

について、関係市と協議しながら検討してまいります。 

（２）市川特別支援学校への対応についての意見 

浦安市から最寄りの肢体不自由特別支援学校の船橋夏見特別支援学校までバスで１時間

以上かかります。地域で安心して通わせることができる浦安市内に特別支援学校を作ってい

ただきたいです。今回の整備計画を見ても、市川特別支援学校の増築や市川に新設とありま

す。今回の案でなぜ葛南地域は市川に特化するのか理由を教えていただきたいです。そして

浦安に設置が計画されない理由も教えていただけると助かります。今後、市外の特別支援学

校に行かせる子のためにもぜひ整備案について再考をよろしくお願いいたします。 

学区内の小・中学校等の使用しなくなる校舎等の活用

については、関係市と協議しながら検討してまいります。 

なお、市川特別支援学校の通学区域である、浦安市も

対象としています。 

以前より、都市部に特別支援学校が少ないと思っていました。浦安を中心とした地域に 

特別支援学校をぜひ作っていただきたいと思います。小学校の特別支援学級に通っていて

も、もう少し近くに特別支援学校があったら「障がいの特性に応じた適切な環境が整って 

いる」なら、特別支援学校を選びたい保護者も少なくないと思われます。受け入れ態勢を  

整えていただけることは、とてもありがたいです。今後、特別支援学校に勤務する教職員の

増員計画も拝見できればと思います。 

学区内の小・中学校等の使用しなくなる校舎等の活用

について、関係市と協議しながら検討してまいります。 

計画では市川特別支援学校の増設や新規が見受けられますが、肢体は船橋特別支援学校し

か選択肢がないのでしょうか。船橋特別支援学校に通わせるのはかなりの負担になります。

市川特別支援学校も船橋特別支援学校も施設の老朽化や送迎バスの不足が目立ちます。税金

を使うのですから、慣例に則ったような計画ではなく、関係者に寄り添ったやり方があると

思います。浦安には子どもが減って利用できそうな箱ものはあります。老人介護施設と併設

でもよいのではないでしょうか。もっともっと膝を突き合わせて話し合い、検討する余地が

あると思います。 

 学区内の小・中学校等の使用しなくなる校舎等の活用

について、関係市と協議しながら検討してまいります。 

浦安市への分校の設置を検討していただきたいです。肢体不自由児にとって通学は想像以

上に負担がかかっていると思います。子どもたちの通学時間も減り、地域との交流もしやす

くなります。是非浦安市にも特別支援学校設置を検討していただきたいです。 

 学区内の小・中学校等の使用しなくなる校舎等の活用

について、関係市と協議しながら検討してまいります。 

浦安市に設置が一番の希望ですが、計画の中に市川特別支援学校の増設、新設がありまし

た。その一角に肢体不自由児専用の仕組みを作っていただくことができたら、今より改善さ

れるかと思います。 

学区内の小・中学校等の使用しなくなる校舎等の活用

について、関係市と協議しながら検討してまいります。 

（３）柏特別支援学校への対応についての意見 

柏特別支援学校高等部が流山に分離するのは賛成です。学校が近くなることで自力登校が

しやすくなります。ただし、流山でも場所が遠くなり不便を感じる方もいると思います。 

 ご指摘の点につきましては、今後、整備を進める際の

参考にさせていただきます。 

柏特別支援学校高等部は、基本、スクールバスや保護者の車での送迎、バス停から校舎  

まで狭い道路を２００名近い生徒たちが登下校しています。とても危ないと思います。それ

に、今まで運動をしていた場所がなくなります。他にも色々な問題が出てくるのではないで

しょうか。絶対、反対します。 

 通学路の安全や運動する場所の確保については、丁寧

に検討してまいります。 

流山高等学園第２キャンパス運動場に設置される場合、柏特別支援学校の小・中学部から

あまりにも距離が離れていることに不安を感じます。知的障碍者は環境の激変にとても弱い

ので、進学という環境の変化に、通い慣れた校舎から全く別の校舎に通うことは、かなりの

ストレスではないかと思われます。 

 児童生徒の転校・進学にあたっては、丁寧に対応して

まいります。 
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高等部が分離することのメリットは、「流山高等学園の生徒との交流が図れる」「高等部の

教員配置が現在よりも手厚くなる」「学校が変わることにより、刺激を受けることができる」

デメリットは、「小・中・高で一貫した教育が行いづらい」「小・中学部の１学年の人数が   

増え、小学部低学年では２回に分けて校外学習に行かなければならなくなるので、引率する

主事の負担が大きい」「出張旅費も増える」「小・中学部の１学年が増えると、大きな教室が

少ないので、学年全員での授業が行いづらい」「高等部での自力通学を目指して、中学部  

から練習することができなくなり、自力登校が難しい生徒が増える可能性がある」「小学部・

中学部の教員配置が現在よりも手薄になる」「新設される高等部単独の特別支援学校には 

スクールバスが十分配車されるかわからない」「柏特別支援学校は現在創立３８年であり、 

整備計画に基づく、新設校が完成した頃には築４０年を超え大規模改修か、建て替えが検討

されるはずである。新設校が高等部の場合、建て替え、または大規模改修のとき、柏特別支

援学校の小・中学部は間借りしづらい。新設校が小・中・高等部全学部あれば、間借りしや

すく、建て替え、または大規模改修がしやすいのではないか」 

柏は現在も大きい市ですが、流山も高層住宅の建設等が進み、今後益々大きな市になって

いくと思われます。市によって福祉政策やサービスが異なり、二つの市にまたがるより一つ

の市に一つの特別支援学校の方が就学指導や卒業後の手続き等でもやりやすさがあると思

われます。上記の結果も踏まえ、小・中・高等部全学部がある新設校の建設を要望します。

現在、新設校のことしか取り上げられていませんが、老朽化した柏特別支援学校の大規模改

修、または建て替えのことも念頭に入れ、新設校の建設を進めていただきたいと思います。 

 新設校等の形態について、様々な面から検討しました

が、高等部を単独設置することとしています。 

 なお、第２次千葉県特別支援教育推進基本計画におい

ては、施設設備の老朽化の改善・充実に努めることとし

ています。 

流山に特別支援学校がないため、柏特別支援学校はそのまま小・中・高と通い、流山に小・

中・高の特別支援学校を作り、過密化をおさえてください。 

新設校等の形態について、様々な面から検討しました

が、高等部を単独設置することとしています。 

柏特別支援学校の小・中には、流山市内から通っているお子さんが多いと感じます。柏  

特別支援学校から高等部分離とのことですが、そうではなく、流山市に特別支援学校の小・

中を新設し、流山市在住の児童・生徒の移籍を模索することが適当と考えます。場所は、  

第２キャンパス運動場でも可ですが、住宅開発を進める流山市に対し、併せて学校等用地の

確保を求めることが適当ではないでしょうか。小・中・高の連続性を確保する観点からも、

高等部分離ではなく、流山市に小・中新設をご検討ください。 

新設校等の形態について、様々な面から検討しました

が、流山高等学園第２キャンパスへ高等部を単独設置す

ることとしています。 

現在、流山市の人口は増えており、それに伴い特別支援学校の児童生徒も増えていくこと

が予想されますので、今回は高等部が分離という形になっていますが、将来的には流山市に

１つの特別支援学校を設立したほうが良いと思うのですが、どう考えていますか。 

 流山・柏の児童生徒数増加に対応して、高等部の新設

校等を計画しました。今後も、児童生徒数の推移につい

て注視し、必要な対応に努めてまいります。 

流山高等学園第２キャンパスの運動場に校舎を新設するとなれば、児童生徒の外遊びや 

体育に悪影響が出るのではないかと心配です。まずは流山市域（若しくは柏市域）に別途、

学校敷地を得る努力をすべきと考えます。 

新設校等の形態について、様々な面から検討しました

が、流山高等学園第２キャンパスへ高等部を単独設置す

ることとしています。 

柏の葉キャンパス、流山おおたかの森、セントラルパーク周辺の人口は増加傾向かと思い

ます。可能であれば新設校の高等部分離以外のプランの提示があっても良いと考えます。 

 新設校等の形態について、様々な面から検討しました

が、流山高等学園第２キャンパスへ高等部を単独設置す

ることとしています。 

柏特別支援学校の高等部分離が急務であることは間違いありませんが、その場合、距離的

にも近い場所が望ましいのではないでしょうか。例えば、東大柏キャンパス、柏の葉公園な

ど、付近に広い公有地が存在しております。また、柏の葉公園付近には、使用頻度があまり

高くない、国の研修施設などもあります。そういった施設の転用はできないものでしょうか。

第二に交通の便があまりよくないことも懸念材料です。学校前の道路は狭く、普通乗用車の

すれ違いがやっとという状況である上に、公共交通機関のバス停留所は、学校からかなり 

離れています。身体的に虚弱な方もいる柏特別支援学校の生徒さんが通学するには、かなり

不便であると思われます。 

新設校等の設置場所について、様々な面から検討しま

したが、流山高等学園第２キャンパスへ高等部を単独設

置することとしています。 

なお、通学方法等については、丁寧に検討してまいり

ます。 

兄弟が柏特別支援学校に通学している場合もあるため、全員分離異動ではなく、条件に 

よっては、１クラス分くらいは柏特別支援学校でもよいのではないかと思います。 

 柏特別支援学校の過密状況や今後の児童生徒数の増加

を考慮して、高等部を分離することとしています。 

分校設置を希望します。送迎バス、給食も希望します。  具体的な整備内容等については、今後、検討してまい

ります。 

柏特別支援学校は高等部まで給食がありますので、引き続き給食が出される環境をお願い

します。重度障害の子どもたちは給食指導が重要な教育であります。 

 具体的な整備内容等については、今後、検討してまい

ります。 

流山に柏特別支援学校高等部を移すのであれば、感覚統合としての落ちつける部屋作り、

水はけが悪い校庭を人工グラウンドにする、冷暖房の設置、保護者駐車場の設置、下駄箱前

をロータリーにする等を希望します。 

 具体的な整備内容等については、今後、検討してまい

ります。 

新設校の設備についてですが、新設校の敷地は校舎及びグラウンドとして使用されるので

しょうか。知的障害のある子どもたちにとって運動は、最も重要な教育の1つです。十分な

グラウンド面積の確保をお願いします。運動、登下校への影響を最小限にしていただく工事

を行ってください。 

重度障害の子どもたちが安心して登下校できるようにスクールバスの運行と送迎用駐車

場の確保を行ってください。流山高等学園と異なり自力登校が難しい子どもたちがたくさん

おります。スクールバス希望者全員の定員の確保及び保護者送迎や保護者の学校訪問時の 

駐車場を確保してください。近隣道路が狭く、保護者送迎車や放課後のレスパイト送迎車に

よる近隣道路の渋滞も懸念され、その点も気がかりです。プール学習ができるよう設備をお

願いします。柏特別支援学校での利用状況と同等の頻度での利用ができることを希望しま

す。流山高等学園と共用する設備がある場合も、お互いの制約が最小限になるように検討し

てください。 

 具体的な整備内容等については、今後、検討してまい

ります。 
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第２キャンパスの運動場に、建物とグラウンドの広さが確保されるのか懸念しています。

体育館は冷暖房が完備されるのか、エレベータは完備されるのか、家から遠く、自力登校が

困難な場合があるので希望者にはスクールバスを利用できるのか、プールが利用できるの

か、利用できない場合、どのプールを利用するのかなど、ご検討をお願いします。 

 具体的な整備内容等については、今後、検討してまい

ります。 

新設の学校は高校生の体力に見合うグラウンドの広さは確保できるのでしょうか。子ども

たちの体力向上のために充分な面積を確保していただきたいです。体育館は流山高等学園の

空き時間を借りるのでしょうか。もし共通だと，使える時間はものすごく少なくなると予想

できます。水捌けが悪いと聞いたので、グラウンドが使えない時に既存の体育館を利用する

場合に、両方の学生が問題なく利用することができるように場所の確保をしていただきたい

です。 

歩行困難な生徒もいるので、負担を軽減するためにスクールバスの乗降口に屋根の設置、

グラウンドのぬかるみの整備、エレベータの設置、多機能トイレの設置をお願いします。 

 具体的な整備内容等については、今後、検討してまい

ります。 

 高等部の新設案について賛成ですが、お願いもあります。完全バリアフリーはもちろんで

すが、肢体不自由児や車いすのことも考え、昇降口には車から乗降させやすいよう屋根の 

設置、障碍者用引き戸トイレの設置、エレベータの設置をお願いします。高等部を卒業して

も作業棟で就労できるようなシステムも同時に考えていただけるとありがたいです。 

車椅子の子どもさんのことを考え、エレベータを設置してほしいです。予算上間に合わな

かったら、プールは作らなくてよいです。子どもにやさしい学校、学園にしてほしいと思い

ます。 

陶芸その他の実習施設を新たに建設するのでしょうか。流山高等学園は職業に就くための

実習を主な活動としており、実習に要する施設は常に使用している状態で、共有は事実上 

不可能です。 

 具体的な整備内容等については、今後、検討してまい

ります。 

校内で物を買ったり、売ったりすることができるような店を作れば生徒にとっても勉強に

もなり、いい職業訓練にも繋がると思います。雨天時でも運動ができるように体育館の地下

にピロティーといった全天候型の施設を作ってほしいです。 

 具体的な整備内容等については、今後、検討してまい

ります。 

室内プールで安定した環境を維持してほしいです。現在の柏特別支援学校は屋外プールの

ため、鳥の糞や水質異常・故障なども頻繁に発生し入れない日が多いです。人混みが苦手だ

ったり身辺自立が難しい生徒の場合、市民プールなどの利用も難しく、学校プールでの利用

は貴重な機会となります。 

 具体的な整備内容等については、今後、検討してまい

ります。 

流山高等学園第２キャンパスについては、バス停からの通学路が狭隘かつ人目も少ないこ

とから、現状では通学路の安全面において、著しく適性を欠くと考えますので、通学路の拡

幅及び歩車分離、誘導員・安全管理員の配置をご検討ください。なお、スクールバスの確実

な確保という方向もあり得ると考えますが、この場合でも車道の拡幅が必要との認識です。 

 通学路の安全確保については、丁寧に検討してまいり

ます。 

新設校が高等部分離の場合、柏地区の方の負担を考えると、スクールバスなど自力以外の

登校手段が必要です。保護者送迎の安全確保のためにも、駐車場を確保してください。給食

は必須です。流山高等学園と隣接とのことなので、それに伴う対策が必要で、児童のために

は完全分離が安全面、精神面、生活面を考慮すると良いと考えます。以上のことがクリアに

なれば、新設校の高等部分離に賛成致します。 

 具体的な整備内容等については、今後、検討してまい

ります。 

門の高さ、教室の鍵、トイレの場所・広さ、手洗い場などの安全衛生の管理など、安全対

策の考えられた建物にしてほしいです。何よりも通いやすい交通の便・環境、給食、トイレ

など、障害者の自立生活の基礎への対応を強化してほしいです。高等部が分離され、小・中

学部で学んだ生徒がより成長していける、快適で安全な環境になることを何より望みます。 

デイサービスや保護者の送迎で学校周辺の狭い道の混雑が想定されます。近隣住民への 

配慮や近隣住民からの特別支援学校への理解が必要と思われます。 

 通学路の安全確保については、丁寧に検討してまいり

ます。 

柏特別支援学校から流山高等学園第２キャンパス運動場まではかなり距離が離れていま

す。公共交通機関を利用するには不便な場所にあり、通学路も狭い道が多く、柏特別支援学

校生徒は自力で通うには難しい生徒も多数おり、保護者が毎日学校まで送迎するにはかなり

厳しく感じられましたので、スクールバスの配置をお願いしたいです。子どもたちが毎日 

安全に楽しく通える環境作りをお願いします。 

 具体的な整備内容等については、今後、検討してまい

ります。 

全校生徒が利用できるスクールバス及び給食の準備の実現は、保護者の就労機会確保の 

ためにも不可欠です。一億総活躍社会という国のスローガンに嘘がないのなら、実現して 

頂きたいです。 

流山市内のおおたかの森駅や南流山駅などからスクールバスが出ていると、自力通学が 

難しい生徒の送迎補助を保護者がしやすいです。 

具体的な整備内容等については、今後、検討してまい

ります。 

少しでも自力通学しやすい環境へ、例えば南流山駅発免許センター行きの路線バスの延伸

など、路線バス会社等との協力をお願いします。 

流山高等学園の生徒の側からの懸念としては、校舎新設等に係る騒音があげられます。 

流山高等学園の生徒の多くは聴覚過敏であり、いくらご配慮いただいたとしても、相応の 

騒音は避けられず、学業に多大な影響が出ると思われます。柏特別支援学校の高等部建設と

いう話は、流山高等学園の保護者にほとんど知られていない状態なのにもかかわらず、新聞

などで先行した報道があり、誰もが不安に感じております。問題の緊急性は十分承知して 

おりますが、こういった懸念があり、せっかく新しい校舎を得た柏特別支援学校の生徒さん

が、別のストレスを抱え込む可能性があってはならないと心配しております。 

 工事実施にあたっては、流山高等学園の生徒等に十分

配慮したものになるよう留意してまいります。 
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柏特別支援学校は校舎がとても古くなり、過密化によって狭くなり、子どものトイレは 

毎回大行列、体育ものびのびできず、廊下や教室で賄っているのが現状で、校内での子ども

のケガも多いです。子どもへの教育が全て環境で決まるとは思いませんが、計画案が実現さ

れ高等部が分離されることになれば、小・中学部の子どもたちが過密化によってあきらめて

いたこともできるようになると思います。分離された後も、現在の校舎、新しく分離される

新校舎ともに困ることのないよう、きちんとしたものにしていただければ、本当にありがた

いです。 

 第２次千葉県特別支援教育推進基本計画においては、 

施設設備の老朽化の改善・充実に努めることとして  

います。 

柏特別支援学校の老朽化対策がおざなりにならないようにしていただきたいです。特に、

トイレについては洋式化、できる限りウォシュレットの導入および床の改修を進めていただ

きたいです。 

第２次千葉県特別支援教育推進基本計画においては、 

施設設備の老朽化の改善・充実に努めることとして  

います。 

柏特別支援学校老朽化に伴い、プールを室内に変えるなどの改善、学校まで遠いのに保護

者駐車場がないのは本当に困ります。 

（４）君津特別支援学校への対応についての意見 

君津特別支援学校に通う生徒の多数は木更津市に住んでいます。木更津市に特別支援学校

を建設していただければ，生徒の通学時間の短縮につながり，また，自宅近くに学校ができ

ることで，自力通学ができる生徒も多数出てくると思われます。ぜひ，木更津市に特別支援

学校を新設することもご検討いただければと思います。 

学区内の小・中学校等の使用しなくなる校舎等の活用

については、関係市と協議しながら検討してまいります。 

（５）肢体不自由特別支援学校への対応についての意見 

松戸特別支援学校は千葉県の肢体不自由特別支援学校で１８６人と児童生徒数が一番の

マンモス学校になり、運動会・体育祭、アレルギー対策、医療的ケア、食堂の狭さ等々、教

育実践の場面で支障をきたしています。今回の推進基本計画では、矢切特別支援学校にとあ

りますが、鎌ケ谷・白井・印西の児童生徒の増加を考えると、矢切特別支援学校だけでなく

白井高等学校内に松戸特別支援学校の分校を希望します。矢切特別支援学校と白井高等学校

の両面で、是非考えてほしいです。 

 松戸特別支援学校は、現在、過密状況にありますが、 

第２次県立特別支援学校整備計画では、通学区域の調整

により対応することとしています。 

（６）通学区域の調整による対応についての意見 

急増した児童生徒数に対応して、平成２４年度から２９年度までの短期間に１，２４０人

分もの特別支援学校の新設や増築をしてきたことは大変だったと思いますが、その努力に 

敬意を表したいと思います。 

使用しなくなった県立高校や市町村立小・中学校の校舎の利活用による整備は、地域活性

化の上からも有効だと思います。前の計画に引き続き、必要な対応をしていただけるとのこ

とであり、期待しています。 

前整備計画で新設した特別支援学校を有効活用して、通学区域の調整を行うことはとても

合理的だと思います。一方で、通学区域の調整の検討に当たっては、児童生徒や保護者の  

状況等に寄り添いながら、段階的に進めてほしいと思います。 

通学区域の調整については、個々の状況に配慮し、  

丁寧に対応してまいります。 

（７）その他の意見  

特別支援学校にヒーリングルームがあればと思いますが、現実問題、スペースに関しては

厳しいものがあるのだろうと感じていました。東海地方の特別支援学校には『ヒーリングル

ーム』は必ずありました。千葉県が他県に比べて特別支援教育に関して遅れを取っているこ

とに愕然とし、ショックを受けました。子どもたちのことを第一に考え、まずは環境が整わ

なければ実現不可能と考えます。 

 本計画には、関連の記載はありませんが、第２次千葉

県特別支援教育推進基本計画においては、個別指導用 

スペースの整備等を進めることとしています。 

学校自体が肢体不自由児を受け入れるにあたり完全ではないと入学時から不満に思って

おります。現場の声、保護者の声をもっと聞いてほしいと思いました。特別支援学校と名称

が変更になった意味を再度考え、○○特別支援学校は知的という考えはやめていただきたい

と思います。 

 肢体不自由等重複障害のある児童生徒の教育的ニーズ

にも対応できるよう、第２次千葉県特別支援教育推進 

基本計画においては、障害特性に応じた施設・環境の  

計画的な整備や教員の専門性の向上に努めることとして

います。 

「知的障害と肢体不自由の特別支援学校を選ぶ児童生徒は依然として増加傾向にあるが

その原因としては、特別支援教育に関する理解の浸透や特別支援学校の専門性への評価や 

期待の高まりなどによると考えています。」このことについてはどのようなデータに基づい

ているのでしょうか。特別支援教育理解の浸透などがそのまま生徒増加につながるという 

分析は、それが本当ならもっと根拠を示しながらさらなる分析が必要です。仮に特別支援 

教育が求められているとして、であれば分析結果によっては、特別支援学校生徒増に単純に

対応するのではなく、普通学校での特別支援学級の体制を強化すべきなのかもしれません。

この分析では方向性を出すに至らず、もう少し丁寧な分析を求めます。これなしでは計画の

前提が崩れてしまいます。 

この分析は、独立行政法人国立特別支援教育総合研究

所が実施したアンケート結果に基づいて行いました 

(本編７ページ)。 

なお、現在、特別支援教育にかかる学校選択について

は、保護者の意見を最大限に尊重しているところであり、

ニーズに合わせた整備が必要であると考えています。 
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「県立特別支援学校整備計画」による整備の結果、過密化の解消された地域もありますが、

喫緊の課題と言われながらも、一方で１０年以上に渡り、過密化が放置されてきた学校も 

あります。ようやく「新設校」ができたものの、分割された自立活動室・特別教室・図書室

がないといった過密化の後遺症ともいうべき状況が残っています。また、高等部の分離独立

により、小・中学部だけになった学校でも慢性的な人手不足、さらなる児童生徒増により、

小学部が２回に分けて校外学習を行わざるをえないといった事態が進行しています。計画

（案）では、児童生徒数の増加に伴う教室不足について述べていますが、過密化による教育

環境の悪化は、教室不足だけではありません。職員室がなくなった学校では、児童生徒の  

情報共有がしづらくなり、学校運営に支障が出ています。また、運動会などの行事が全校で

できなくなり、教育活動にも影響が出ています。更に、保護者用の駐車場確保が難しくなり、

ＰＴＡ活動等の参加率が低下した学校など、その影響は枚挙に暇がありません。 

計画（案）には、「小・中学校の支援体制が整備され」とありますが、本当に整備されてい

たら、小・中学校で学ぶことのできる児童生徒は増えるはずです。特別支援学校における  

児童生徒の増加の原因を更に掘り下げる必要があります。 

小・中・高等部３学部そろった用地取得を伴う新設校の設置を要望する理由は、教育効果、

学校運営上のメリットが高いと考えるからです。しかし、保護者の要求も大きいのに県は 

この要望に背を向け、高校の空き校舎、高校・小・中学校の廃校舎を使った分校・分教室、

「新設校」作りに終始してきました。「県有財産の有効利用」が第一義的な目的であったので

しょうか。地域的なアンバランスも、その結果生じたものと思われます。引き続き、新設校

の設置を要望します。その上で、以下の点についてご検討ください。 

①小学部のみ、高等部のみの新設校については、小・中・高等部そろった小規模の特別支援

学校としてください。 

②通学区域の変更に伴って、適正規模の該当校が新たな過密化を引き起こさないように、 

通学区域の調整の際は、該当校の通学区域の市町村教委や教職員の意見を踏まえ、スクー

ルバスの増便など必要な予算措置を取るとともに、保護者に丁寧な説明をしてください。 

 新設校等の形態について、様々な面から検討しました

が、君津特別支援学校の対応については、小学部を単独

設置することとしています。また、柏特別支援学校の対

応については、流山高等学園第２キャンパスへ高等部を

単独設置することとしています。 

 なお、通学区域の変更にあたっては、転出先の学校が

過密しないよう配慮してまいります。 

高等部専門学科での教育はとても有用で効果的であります。 以下の施設設備の整備、人的

な整備があると、さらに効果的な教育ができるものと考えています。厳しい財政状況である

ことは十分承知しておりますが、御検討いただければ幸いです。  

①屋外作業が多い園芸技術科では、この時期砂埃にまみれ、汗だくになって実習を行ってい

ます。砂埃や汗を流すためのシャワー設備を充実していただくとありがたいです。 

②園芸技術科においては農業、流通サービス科においては商業の免許を持つ教員が配置され

ると、各科の専門教科の指導がより充実したものになります。 

本計画には、関連の記載はありませんが、第２次千葉

県特別支援教育推進基本計画においては、特別支援学校

の整備と機能の充実を目指すこととしています。 

複数の特別支援学校の学校公開に行ってきましたが、職業教育を行っている高等部の作業

において生徒の労働の対価が全く生徒への報酬につながらない状況のようでした。これで

は、学校の現場において、どんなに生徒が作業を頑張って生産量や質を上げても、何の達成

感も得られません。本来、労働とは「自己の労働の対価が報酬として支払われる」という  

一番基本的な意味を伝えるすべがありません。作業収入を作業設備整備・拡充に還元するこ

とすらできないとのことでしたので、これでは労働ロボットを作ることになってしまいま

す。職業教育というのであれば、この点は早急に改善して、何らかの対策を計画に盛り込む

べきです。 

 本計画には、関連の記載はありませんが、第２次千葉

県特別支援教育推進基本計画においては、卒業後の豊か

な生活に向けた支援の充実を図ることとしています。 

肢体不自由の子どもたちの理学療法的なケアは、現場の先生が研修を行って、時に保護者

も伴い、年一回県の医療機関で診察・指導を受けるような形で、日常的には先生たちが見様 

見真似で必死に行っているとのことです。以前は県の事業で理学療法士の巡回派遣事業が 

あったが、廃止されて久しいようです。県内に理学療法士資格者は多いが、こと肢体不自由

など障害のある子どもを専門に見ることができる人は数少なく、現在では巡回に来てもらえ

そうな有資格者は数人のようです。これは危機的な状況ではないでしょうか。需要が増えて

いるのにもかかわらず、適任の専門性を持つ理学療法士の数は先細りである現状を変える 

べく、県の事業として障害をもつ子どもを専門的に見ることのできる理学療法士の養成や 

学校への巡回指導を行う機関を早急に設置することを計画に盛り込むべきです。 

本計画には、関連の記載はありませんが、第２次千葉

県特別支援教育推進基本計画においては、理学療法士等

の外部人材を配置し、多様な教育的ニーズへの対応を 

図ることとしています。 

施設整備、通学区域の調整だけでなく通学バスの増便、通学移動支援など、通学手段の  

整備も検討していただきたいです。 

スクールバスに乗車できることはとてもありがたいことです。また、スクールバスである

以上、自主登校よりも時間がかかるのは理解していますが、さらなる増便により現状では 

廻りきれない地域に広がることを望みます。また、乗車するバスについて、基本、あすなろ

シートという補助シートに座ることになっておりますが、このシートは座位がとれる児童で

ないと普通には座れません。また、成長期であるこの時期に体に合わないシートに長時間 

座らせることで変形などの進行が特に心配です。基準も明確ではなくその点については不満

でもあります。それらを考えた時に浮かぶのは「なぜ、肢体不自由児の学校で新しく増便さ

れたバスがこんなに不便なのだ」ということです。たとえ希望するカーシートが設置できた

としても、この子たちが高学年になった時にこの座席の幅や間隔は大丈夫なのかと心配も 

あります。今後は座席の幅や前後の間隔が問題で希望するカーシートが持ち込めないという

ことがないよう、肢体不自由児が乗車しやすい仕様での増便を検討していただきたいです。 

医療的ケアがありバスに乗れない、上記などの理由でバスに乗せたくないが車の運転をしな

いなどの理由で通学を諦めている家庭もあると思います。希望するが叶わない児童が減るこ

とを願います。 

 本計画には、関連の記載はありませんが、第２次千葉

県特別支援教育推進基本計画においては、肢体不自由の

特別支援学校におけるスクールバスの長時間通学の緩和

を目指すこととしています。 
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松戸特別支援学校は肢体不自由校ですので、大多数の児童・生徒は日常的に車椅子等を 

利用しておりますが、同校のスクールバスのリフト乗車者定員がわずか３名／台しかなく、

全校２００名弱の生徒数に対しわずか６％の計１２名分（計４台）のみです。このため、  

リフト乗車者の選に漏れた多くの児童・生徒の保護者はやむなく、各バス停で、毎朝、毎夕、

お子さんを肩に担いでの乗降を強いられており、保護者の身体への負担や雨天時にステップ

で足を滑らす等の事故発生リスクもあります。 

松戸特別支援学校のトイレはカーテンで目隠ししていますが、ドア等の設置を希望し  

ます。また、児童・生徒の急増に対し体育館のスペース拡張が追い付いておりません。 

 本計画には、関連の記載はありませんが、第２次千葉

県特別支援教育推進基本計画においては、特別支援学校

の整備と機能の充実を目指すこととしています。 

ホームページを拝見しましたが、長々と資料を掲載しているだけで、あまりよく解りま 

せん。長いと読むのに飽きてしまう方もいると思うので、もう少し簡単な概要を掲載しても 

いいと思います。 

第２次県立特別支援学校整備計画(案)に関する意見 

募集のページの３関連資料に「ダイジェスト版」を掲載

していますので、参考にしてください。 

説明会を開催して皆さんが納得できるような説明をしてほしいです。  計画実施の際は、丁寧に説明してまいります。 

就学相談がもっと早くからできる仕組みだといいのにと思います。 本計画には、関連の記載はありませんが、第２次千葉

県特別支援教育推進基本計画においては、適切な就学の

相談支援の充実を図ることとしています。 

  


