
意見の概要 県の考え方

　早期からの教育相談と支援体制の充実に反対。早期からの教育相談によって、
我が子のできないこと、遅れているところに目を向けられ、障害を否定的に捉え
る医学モデルの考えが親に植え付けられている。親は不安になり、我が子は特別
な療育が必要な特別な子供で、将来、支援学級か支援学校に行くものと思ってし
まう例が多発している。相談・支援の中で我が子（障害者）の権利を教えても
らったという例を知らない。権利を基盤としない相談・支援はするべきではな
い。早期からの相談・支援で早期からの分離が進んでいる。今年、保育所の保育
指針が改訂され、保育所も教育施設と位置付けられた。今千葉県では、ハンディ
のある子どもの親は、フルタイムで働いていても保育標準時間ではなく短時間し
か認定されなかったり、入所できる園が限られていたり、重度の子供は入所でき
なかったりという差別がある市町村が多数存在している。保育所の入所申し込み
用紙さえもらえずに申請を断念した例もある。また、幼稚園はハンディのある子
どもの入園を拒否される例が後を絶たず、厳しい状況にある。保育所、幼稚園で
の入所差別が放置された状況では乳幼児期に行けるところが療育施設しかないと
いうこともある。乳幼児期の支援としては、保育所・幼稚園の入所・入園差別を
なくすべきである。特に保育所については、親の就労等で親が保育できない子供
のみを対象にするのではなく、親の状況とは関係なく全児童対象にして保育を受
ける権利をすべての子どもにゼロ歳から無償で保障することが何よりの充実した
支援となる。さらに幼稚園に受諾義務を課すことで断られる子供がいなくなるこ
とも充実した支援となる。特別支援教育の充実ではなく一般の統合された乳幼児
保育・教育施設の充実を図るべき。

　障害のある幼児児童生徒の一人一人の教育的ニーズ
に応えられるように、関係機関と連携しながら、早期
からの相談支援体制や「多様な学びの場」を整備して
まいります。
　また、差別の解消に向け、保育所等に障害者差別解
消法や障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉
県づくり条例の周知啓発を進めながら、引き続き保育
所における障害児入所環境の整備に努めてまいりま
す。

　本県の特別支援学校は、児童生徒の多様化・重度重複化、特別支援学校のセン
ター的役割に伴う人員配置、初任者研修をはじめとする課業中の悉皆研修の多
さ、非正規雇用の増加等の原因から、慢性的な人手不足に陥っています。
　特に知的障害を対象とする特別支援学校では、日々、通常の教育活動を行うた
めに教員の配置に苦心しています。インクルーシブ教育の実現には、基礎的な環
境整備と一人一人のニーズに応じたオーダーメイドの支援を支えるために、余裕
のある人員配置が必要です。
　「第２次千葉県特別支援教育推進基本計画（案）」は、人的物的条件整備に触
れられてはいません。条件整備なしに特別支援学校の「総合化」や「通級による
指導」を推し進めれば、必ず現場の教職員を疲弊させ、成果が上がらないばかり
か、児童生徒の教育内容にしわ寄せが来ることは必然です。そのようなことが起
こらないように、前提としての条件整備を含め、保護者、学校関係者にこの計画
（案）の丁寧な説明を行っていただきたいと考えます。

　第２次千葉県特別支援教育推進基本計画の実施にあ
たっては必要な体制整備に努めるとともに、関係者へ
適切な説明を行ってまいります。

・個別の指導計画について、活用できるよう、先生方への「アセスメントの仕
方」や「アプローチの仕方」の個別のアドバイスが受けられるシステムを作って
ください。現在、形骸化していて紙（計画）を作って終わりです。夏休みから９
月頃に個別の指導計画ができあがりますが、毎年度、交流学級のクラス替え、特
別支援学級の担任も毎年変わるなどの不安定な中、指導計画がなくても、４月か
ら、予告と本人の意志を聴くなどの必要な支援は、はじめからしていただきたい
です。
・特別支援教育コーディネーターの存在が学校の中だけで、保護者にアナウンス
されていません。学校だよりなどでお知らせをお願いします。

　「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」の内
容が生かされるよう、また特別支援教育コーディネー
ターの活動等が保護者にも周知されるよう、引き続
き、各市町村教育委員会や学校等に働きかけてまいり
ます。

　通常学級での対応の充実を図ることは特別支援教育の充実の問題ではなく、一
般の教育制度の問題として語られるべきである。「合理的配慮」は非差別の概念
であり、特別支援教育とは全く別の概念である。通常学級で差別なく平等に過ご
せるようにすることであり、平等のための権利であり特別な支援ではない。

　県教育委員会は、障害のある子供と障害のない子供
とがお互いに理解し合い、共生社会の形成の基礎とな
るものとして特別支援教育を推進していく必要がある
と認識しております。
　なお、中央教育審議会「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）」では、「共生社会の形成に向けて、
障害者の権利条約に基づくインクルーシブ教育システ
ムの理念が重要であり、その構築のため、特別支援教
育を着実に進めていく必要がある。」とされていま
す。

早期からの教育相談と支援機能の充実

連続性のある「多様な学びの場」と支援の充実

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　　　　　　　　　２９人（５１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。
　※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。

「第２次千葉県特別支援教育推進基本計画（案）」に対する意見と県の考え方



  院内学級の制度の事務手続きで、転校という形をとることについて
患者となった生徒の皆さんは、自身に非のない原因でやむを得ず入院となった子
供たちばかりだと思います。その現実だけでも保護者共々受け入れ難いものなの
に、「転校する」という言葉は「転校させられる」「転校しなければならない」
という、さらに思わぬ事態を受け止めなければならない“精神的な負担”になる
と思います。
　初めての病気、初めての病院、初めての重病、初めての長期入院、という精神
的不安の中で、学校のこと将来のこと色々考えなければなりません。学校に１日
も早く戻って、と考えている矢先に「転校」という言葉はきつすぎると思いま
す。「今の学校にはいられない。」「戻ろうとしていた学校から出て行かなけれ
ばならない」と解釈してしまうかもしれません。
　「転校」という形を変えてもらうわけにはいかないでしょうか。生徒の所属は
生徒の希望を聞いて籍をどの学校に置くかを決めてもらい、教員の扱いは「出
張」扱いで、院内学級で授業をするという形で、成績は各学校へ送り、出席も認
められるということではダメでしょうか？
　また、長期入院に関しては、本人のせいではないので、まじめに院内学級で取
り組んでいれば長期欠席にはならないという処置をとることはできないでしょう
か。今でも欠席にはなりませんが、「転校」という形をとらずに、高校に送る願
書で長期欠席を印象づけないような処置をとっていただけると助かります。

　平成２５年度から、病気入院の場合であっても、特
別支援学校に転校せずに「短期入院による巡回指導」
を受けることもできるようにしています。



　特別支援学校小学部２年生の肢体不自由児で、身体的には自立歩行はできませ
んが、勉強では鉛筆を持って漢字を書いたり、計算したりしています。食事では
スプーンや箸も使うことができます。脳性麻痺ですが、知的障害はなく対人的に
は明朗にコミュニケーションをとることができます。
　小学校に入学するに際して、千葉県内でも住んでいる自治体（市区町村）に
よって公立小学校への入学をはばかられる状況にある場合もあり、はばかられる
状況というのは、住んでいる自治体が財政再建団体一歩手前と言われるくらい市
の状況が厳しいとのことで、補助員をつけられないと通達されたことによりま
す。肢体不自由児でも知的障害がないため、勉強は通常どおりできます。しか
し、普通の学校では自立歩行ができないため勉強以外の活動には補助員が必要で
す。そのため、居住地の自治体の状況により公立学校への入学は断念しました。
　一方、県立の特別支援学校へ入学させていただき、専門の先生が生徒一人一人
について、手厚い教育を受けている状況ですが、同じ一人の教員を割いていただ
ているのに変わりないのであれば、県立の特別支援学校内ではなく、市区町村の
管轄する公立学校への派遣などという形などで補ってもよいのではないかという
単純な希望です。

　障害のある幼児児童生徒の教育的ニーズに応えられ
るように、市町村教育委員会や各学校に合理的配慮の
考え方を周知し、教育環境の整備等について、市町村
教育委員会等との連携に努めてまいります。
　

　このような考えに至った経緯としては、我が子が通常の勉強はできるのだが、
日々、先生と一対一での指導では常に緊張を強いられるため逆に負担ではないか
と思ったことからであります。勉強だけでも市区町村立の公立学校で、複数の同
級生と一緒に授業を受けることで他の人の意見を聞き、その中で得られる事とい
うのは何事にも代えがたい経験ではないかと思っております。そういう状況を必
要とする生徒が一人でもいるという現状を酌んで対応していただきたいです。
　小学校2年生になり、居住地交流というプログラムにより近所の市立小学校へ不
定期に訪問するという形で対応はしていただいておりますが、私共としては恒常
的に授業に参加できる状況を期待しております。
　第2次千葉県特別支援教育推進基本計画（案）」16ページの資料　表２によると
肢体不自由児の学級は県内でも3つしかなく、肢体不自由児というのが非常に少数
派であるというのを認識しました。この現状は恐らく私共のように本来は市区町
村立の公立学校で授業を受けさせたいと思っていても、そうできない制度上の問
題も一因でないかと思います。
　予算上の問題ともおっしゃられる方もいるかのかもしれませんが、今回私共が
意見した内容は、「一人の教員を派遣するかしないか」で解決できる問題でもあ
り、制度として設けてあれば解決できる事を提案したつもりのため大幅な予算増
額は必要ないと思っております。

「学校を支える外部人材や…特別支援アドバイザーに臨床心理士等の専門性が高
い」のついて
①20ページのコラム２にある「特別支援アドバイザー」と、「外部人材」の違い
が明確ではない。この二つを別のものとする部分もあれば、57頁のように外部人
材はアドバイザーと同義と思わせるところもあり、違いが明確ではない。同じで
あるのなら、名称は統一すべきと考える。
②特別支援アドバイザーが外部専門家とほぼ同義とし、併せ24ページの記載から
判断するとアドバイザーは理学療法士、作業療法士、臨床心理士等、言語聴覚
士、歯科医師等、視能訓練士、その他となる。しかし、57頁の記載では「臨床心
理士等」だけになっている。他の職も加えることが筋である。
③国のインクルーシブ教育システムの推進事業の外部専門家とは「理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士等」と例示されおり、「臨床心理士」は含まれていな
い。これは「臨床心理士」が特定の団体の任意資格で、国家資格ではないからと
思料される。ならば、本計画では「心理職」とすべきであろう。

　「特別支援アドバイザー」は県教育委員会の事業で
配置しているところであり、外部の専門家との違いが
わかりやすいように、表記を修正しました。
　また、「臨床心理士」を「心理職」と表記を修正し
ました。

２． 新たに始まる「通級による指導」への懸念
　これまで行われてきた視覚障害・聴覚障害・肢体不自由・病弱の「通級による
指導」が、さらに拡大され、全県で実施されることについて
　「各障害に対する支援機能を県全域に展開する」ことと「拠点となる特別支援
学校が多様な障害種に対応する総合的な機能を有する」の具体的な内容がよくわ
かりません。
　「必要な支援を地域の中で受けたい」ということは、保護者の切実な願いでも
あり大切にされるべきですが、特別支援学校の「新たな機能の構築」が、最初に
述べた人的物的条件整備が不十分なまま実施されれば、これまで蓄積された障害
児教育の専門性が、低下するのではないかと危惧しています。「通級による指
導」の実施で、それぞれの学校に在籍する児童生徒の教育条件に影響が出ること
はあってはなりません。具体的には、「通級指導教室」の運営や携わる教員の養
成を現場に丸投げにせず、県が責任をもって取り組んでいただきたい。
　特に来年度から始まる高等学校における「通級による指導」については、本文
にあるように実施体制等について、十分に検討し、その際、特に本人、保護者、
関係する教職員の意向を十分反映させるよう、要望します。

○「総合的な教育機能を有する特別支援学校」につい
ては、各校が現在有している教育機能や支援機能を更
に多様化し、複数の障害種に対応できるようにした
り、「通級による指導」の展開を増やしたりすること
を指し、新たにコラムで解説しました。様々な障害の
ある幼児児童生徒が、できるだけ居住地に近い学校で
教育や支援を受けられるようにしてまいります。
○教員の資質向上については、引き続き、研修の充実
等を図ってまいります。
　また、高等学校における「通級による指導」につい
て、円滑な実施を目指します。



　発達障害児（知的障害なし）の高等学校における支援教育について
　高機能自閉症などの発達障害児は、小中学校では普通学級・特別支援学級で支
援を受けて学んでいますが高等学校での支援が急に薄くなり、どこの学校へ進学
できるのか大きな悩みを抱えています。学習面では、学年でも上位で十分、普通
高校へ入学する力はあるが、社会性等の面で普通高校で過ごすには困難が大きい
のです。
　また特別支援学校では、専門学科において知的障害のみしか受け入れておら
ず、就労に向けての学びの場も制限されているのが現状です。支援学校の普通科
では精神の手帳取得で入学できる話も聞きましたが、中学レベルの学習をしてい
た子が小学校レベルの学習しか出来ないことや、なぜ専門学科には入学できない
のか疑問を感じます。
　大学では、発達障害への支援が始まっていますが、そこに行きつけない現状を
感じます。進学、就労どちらを選ぶにしても高等学校の早急な支援体制が必要で
す。能力や可能性を発揮して社会参加できる人に成長できる体制を願っていま
す。提案としては、①３０年度から実施される「通級」をより多くの学校で実施
していただきたい。また、通級以外にも支援学級、支援員など実施体制を整えて
いただきたいです。②支援学校において、専門学科にも知的障害の枠にとらわれ
ず発達障害児の入学も認めていただきたい。進路に向けてしっかり考えていきた
いので具体的な体制・学校名など早めに公表いただきたいです。

○高等学校における特別支援教育の充実については、
本計画でも重点的に取り組むものとして位置付けてい
ます。県教育委員会では、これまでも、教育的ニーズ
に応じた特別支援教育支援員の配置や特別支援教育
コーディネーターの研修等を進めてきたところです。
高等学校における「通級による指導」については、来
年度からの円滑な実施を目指してまいります。
○なお、特別支援学校が対象とする障害種について
は、法令に定められており、現在のところ、発達障害
は対象となっておりません。千葉県で専門学科を置く
特別支援学校は、千葉盲学校、千葉聾学校のほか、知
的障害特別支援学校４校となっております。

　高校における通級制度に反対する。通級は分離であり、普通教育からの排除で
ある。

　学校教育法の改正により、平成３０年４月から、高
等学校における「通級による指導」が実施できるよう
になります。
　本計画では、障害のある児童生徒等の一人一人の教
育的ニーズに応えられるように、「多様な学びの場」
を整備することに努めてまいります。

　千葉県では障がいのある生徒が、普通の県立高校で分け隔てなく学んでいる。
そのことの教育効果は障害のあるなしに関わらずすべての生徒にとって絶大であ
る。千葉県では教員の配置による分けない教育の実現を目指すべきで、通級によ
る指導は廃止すべき。

　学校教育法の改正により、平成３０年４月から、高
等学校における「通級による指導」が実施できるよう
になります。
　本計画では、障害のある児童生徒等の一人一人の教
育的ニーズに応えられるように、「多様な学びの場」
を整備することに努めてまいります。

第２章（４１頁）２　今後の課題　(２)－④高等学校の特別支援教育の推進
　教員定数加配等の人的措置が必要です。という内容を追加してほしい。
　「特別支援教育」開始以前より千葉県の公立高等学校には障害のある生徒が入
学しており、各校で学年・全校の教職員の協力体制により支援を行ってきた。し
かし、高等学校には他の学校種と異なり教職員加配がない中、高校現場の工夫で
対応せざるを得ない実態がある。対応にあたる教員の負担軽減として臨時的任用
講師や非常勤講師の配置はあるが、高校教員定数の拡充や加配が必要である。

　高等学校における特別支援教育の充実については、
本計画でも重点的に取り組むものとして位置付けてお
ります。県教育委員会では、これまでも、教育的ニー
ズに応じて特別支援教育支援員の配置や特別支援教育
コーディネーターの研修等を進めてきたところです。

第３章　Ⅱ　【主な取組２】55頁
　内容が理解できないし内容が不適当である。
①「特別支援学級」「通級による指導の場」が、合理的配慮の充実と基礎的環境
整備の推進に当たって、大きな役割をはたしてきたという認識は疑問がある。実
際には通常学級の中で障害のある児童生徒には様々な支援が行われている。
②特別支援学級の児童生徒数の増加をもって、指導の「成果」とするのは疑問が
ある。関連性は多角的に検討すべきである。
③特別支援学級や「通級による指導」の役割が大きいと判断する根拠が見えな
い。
④特別支援学級や「通級による指導」の担当教員が、特別支援教育対象の児童生
徒を最も多く指導・支援してきた、と判断する根拠が見えない。通常学級で支援
に当たっている多くの教職員を無視、軽視している。
⑤特別支援学級や「通級による指導」で積み上げてきた合理的配慮や具体的な指
導方法が、高等学校で展開していく「通級による指導」の「モデル」、「提供」
という表現はいかがなものか。高等学校で行われてきた障害のある生徒への支援
のことを御存じないのか。小中学校の生徒の状況とは異なり、指導方法等がその
まま役立つわけではない。

　以上のことから、内容が不適切なので、削除するか根本的な見直しが必要であ
る。

　「特別支援学級」担任や「通級による指導」担当と
通常学級の担任とが連携しながら、児童生徒の支援を
してきたことが明確になるよう記載を修正しました。
　また、「合理的配慮と基礎的環境整備」について全
ての学校で進められるよう、段落を分けてわかりやす
く記述しました。

　肢体不自由の子供たちの理学療法的なケアは、現場の先生が研修を行って、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。
　県の事業として障害をもつ子どもを専門的に見ることが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を計画に盛り込むべきである。

　現在、特別非常勤講師として、理学療法士（PT)、
作業療法士（OT)、言語聴覚士（ST)等の専門家を特別
支援学校に配置しています。
　引き続き、特別支援教育に関する教員の専門性の向
上を図るとともに、外部の専門家を活用し、多様な教
育的ニーズに対応してまいります。

　知的と肢体不自由と重なり重複障害児として特別支援学校に我が子が通ってい
ますが、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聴いてほしいです。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。

　総合的な教育機能を有する特別支援学校を県内各地
域で展開することで、複数の障害に対応できるように
し、できるだけ居住地に近い場所で教育及び支援を受
けられるようにしてまいります。
　なお、「総合的な教育機能を有する特別支援学校」
について、新たにコラムで解説しました。

特別支援学校の整備と機能の充実



・我が校でも、近隣の特別支援教育コーディネーターに来校していただき、通常
学級や特別支援学級の課題を抱える生徒の相談・支援に対応していただいてお
り、大変助かっています。引き続き、特別支援学校のセンター的機能を小・中・
高等学校に還元していただくことを切にお願いしたい。（P68）
・総合的な機能を有する特別支援学校を、地域ごとに拠点となる特別支援学校と
して位置付けていただくことで、学校配置が点から面に広がり、特別支援学校に
通学する子どもたちやセンター的機能による支援を必要とする小・中・高等学校
にとって、大変ありがたいと思う。（P69～71）

　現在、特別支援学校のセンター的機能として、小・
中学校等への教育相談機能や「通級による指導」の充
実に努めているところです。
　今後とも、地域や各学校の要望に応えていけるよう
に、センター的機能や「通級による指導」の充実な
ど、特別支援学校の教育機能を強化してまいります。

　知的障害のある子供を、中学校から特別支援学校に通わせたいと思っています
が、学区の特別支援学校に通学させるには、自宅から遠すぎる。また、スクール
バスのバス停も遠すぎて、一人では行けない。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、スクール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供たちに負担を強いるのか？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あるので、早急に千葉市美浜区から
新習志野辺りに中等部・高等部を作っていただきたい。

　障害のある幼児児童生徒が、将来の自立や社会参加
に向けて、適切な環境で学習することができるよう、
障害特性に配慮した施設・設備、スクールバスも含
め、学習環境の計画的な整備に努めてまいります。

　特別支援学校を増やすことに反対する。知的障害、発達障害のある生徒が安心
して学べ、将来に展望を持てるような普通高校（職業高校も含む）での受け入れ
態勢の充実こそ急務とすべき。支援学校を作らなくても済むように普通高校の定
員枠を十分に広げ、定員が空いているなら定員内での不合格者をゼロにして点数
に関わらず全ての希望者を受け入れて十分な高校教育を保障する体制を作るべ
き。将来的に支援学校をなくすための計画を作るべき。

　本計画は、一人一人の教育的ニーズに応える特別支
援教育の理念をふまえて作成しております。障害のあ
る幼児児童生徒が主体的に生きていくという考え方を
進め、「多様な学びの場」を整備するなど、共生社会
の形成に向けた取組を進めてまいります。

「学校環境の質の向上策」の早期実行
１．肢体不自由校のスクールバスのリフト乗車定員の大幅増
　　スクールバスのリフト乗車定員が１台に３名分しかなく、全校200名弱の生徒
数に対しわずか６％の計１２名分のみである。リフト乗車者に漏れた多くの児童
生お母さんはやむなく、各バス停で、毎朝、毎夕、体重数十kgあるお子さんを肩
に担いでの乗降を強いられている。
２．トイレのプライバシー確保の強化
　　カーテンでの目隠しでなく、ドア等の設置を希望
３．体育館のスペース拡張

　障害のある幼児児童生徒が、将来の自立や社会参加
に向けて、適切な環境で学習することができるよう、
障害特性に配慮した施設・設備、学習環境の計画的な
整備に努めてまいります。

　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。
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ほしい。
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る。

　障害のある幼児児童生徒が、将来の自立や社会参加
に向けて、適切な環境で学習することができるよう、
障害特性に配慮した施設・設備、学習環境の計画的な
整備に努めてまいります。

○キャリア教育と職業教育の充実
　新学習指導要領改訂のポイントの中でも、自立と社会参加に向けた教育の充実
ということで、小学部、中学部段階からのキャリア教育の充実があげられていま
す。計画案では重点的にあげてはおられますが、やや書き込みが弱いように思わ
れます。職業教育・キャリア教育を具体的にもっともっと盛り込んでほしいで
す。

　「Ⅳ　卒業後の豊かな生活に向けた支援の充実」の
説明で、現在実施している内容を追記するとともに、
高等部専門学科等の今後のあり方についての検証を取
組に追加しました。

　中学部の保護者として卒業後の進路について、既存の施設の空き状況、支援の
内容等、不安が多くあります。現在、在校生・卒業生の保護者が協力し、就労等
の施設を作りたいと思っています。しかし、資格や事業実績の無い保護者が支援
事業を立ち上げることは困難が多く、試行錯誤の日々です。
　特別支援学校教諭免許状の取得の促進等、人材の専門性の向上への取り組みは
とてもありがたく、大きな期待をしています。そして同時に、学校内では、介助
員の方々の支援が、日々子供達の大きな力となっている姿を目にしています。今
回の計画案の中でも、NPO等の市民活動の活用が取り入れられています。
　学校を卒業後、障害があっても、日々笑顔で過ごし、スキルアップし、社会に
貢献できる生活が理想です。健常者が社会に出て仕事をしながら成長するよう
に、障害者(児)が社会に出てからも成長することを信じています。

　卒業後の豊かな生活ができるよう、関係機関と連携

し、「自立や社会参加のためのネットワークの構築」
や「障害者への学びの支援」の充実に努めてまいりま
す。

卒業後の豊かな生活に向けた支援の充実



卒業後の豊かな生活に向けての支援について
・就労先の確保ができるような支援が必要です。一般企業への就労も含め、障が
い者雇用を充実させてください。ジョブコーチが各企業に存在して安心して就業
できる環境が必要です。
・就職だけでない、進学先の多様化がほしいです。
　一般の人々に比べ発達がゆっくりである子どもたちが、１８歳で就職というこ
とには高いハードルを感じています。もっと学びの時間が必要です。就労移行支
援を充実させて、子どもたちの能力を高めよりよい就労ができるような支援があ
るといいです。
　具体的には、九州で発展している鞍手ゆたか福祉会が運営しているような、
「カレッジ」（福祉型大学）の開校を希望します。
　または県内大学内に、障がいのある人が通える学びの場ができてくるとうれし
いです。諸外国では障害のある人も大学で一般の学生とともに学ぶ環境が整いつ
つあるとのことです。千葉県が全国に先駆けて、そのような障がい者のための高
等教育を整備することを希望します。

　卒業後の豊かな生活ができるよう、「自立や社会参

加のためのネットワークの構築」や「障害者への学び
の支援」の充実に努めてまいります。
　卒業後については、国の進める生涯学習の考え方を
進め、県としても、今後、障害のある方の生涯学習に
力を入れていきたいと考えております。

　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の報
酬につながらない状況のようだった。これでは、学校の現場では、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ない。本来、労働
とは「自己の労働の対価が報酬と支払われる」という一番基本的な意味を伝える
すべがない。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
とだった。これでは、労働ロボットを作ることになってしまう。職業教育という
のであれば、この点は早急に改善して何等かの対策を計画に盛り込むべきであ
る。

　障害のある生徒の学校卒業後のくらしが豊かなもの
となるよう、キャリア教育・職業教育の充実に努めて
まいります。



教員の専門性の向上について
　特別支援学校教諭免許の取得率向上はよいと思います。
ただし、それだけでなく、PT,OT,STの配置が必要です。現在、PT,OT,STなどの専
門職は高齢者向けに偏っており、障がい児への対応は不十分です。特に就学後の
訓練は皆無に等しいです。
学校に通い始めると、学校内での訓練ができると時間的にも教育的にもよいと感
じます。教員の専門性を高めたうえで、教員と連携してPT,OT,STが専門的な視点
を持って指導できることが望ましいです。特別支援学校にそのような専門職が配
置されることによって、療育センターとの連携を図り、地域のセンター的役割を
担うこともできると思います。

　現在、特別非常勤講師として、理学療法士（PT)、
作業療法士（OT)、言語聴覚士（ST)等の専門家を特別
支援学校に配置しています。
　引き続き、特別支援教育に関する教員の専門性の向
上を図るとともに、外部の専門家を活用し、多様な教
育的ニーズに対応してまいります。

　特別支援学校においては、卒業後の進路に向け、作業中心のキャリア教育を
行ってきましたが、この度の基本計画の中にある自立活動、教科指導の充実は喫
緊の課題であると思われます。
　さらに、自立活動の範疇に含まれるものかもしれませんが、ＳＳＴも現状では
まだまだ不十分です。就労後の離職（福祉的就労も含む）にも関わっていると思
われます。
　また教育は、教育者の長年の経験に基づいてのみ、行われるのではなく、エビ
デンスに基づく事も必要だと思います。５６ページにあるような配慮も必要です
が、視点を広げる為にも現場の教育者が、外部の研究機関等へかかわっていくこ
とも必要だと思われます。

　本計画では、「特別支援教育に関する教員の専門性
の向上」を重点的な取組の一つに挙げています。
　現在も、教員が大学や国の教育研究所などで研修を
受けられるように努めており、引き続き、外部の研究
機関への研修の機会をもったり、大学等の専門家の指
導を受けたりすることを計画的に進めてまいります。

　そもそも「障害」を医療モデルでとらえているが、今は社会モデルにすべき。
社会モデルを基にすべての計画を練り直してください。

　本計画は、一人一人の教育的ニーズに応える特別支
援教育の理念をふまえて作成してまいります。障害の
ある幼児児童生徒が主体的に生きていくという考え方
を進め、「多様な学びの場」を整備するなど、共生社
会の形成に向けた取組を進めてまいります。

～「いつでも」「どこでも」「だれにでも」 必要な支援を～
　本当に、今、まさに今この時から、必要な支援を実施してほしいと思いまし
た。特別支援学校の道だけでなく、普通学級で学び、高校進学の保証を入れるべ
きです。
　千葉県では、障害児の高校へ入学できていない、わずか少数の子どもを救うた
めの必要な支援が実施されていない。その支援内容を具体化して、内容にくみこ
む必要がある。子どもが苦しみ悲しんだままにしない千葉県を、100%子どもを幸
せにする千葉県を実現しなくてはいけない。
　特別支援学校を増設するには、お金も人手もかかる。地域で支えることで、費
用も人手も抑えられる。子供の、みんなと一緒にいたいという心の声を、決定す
る基準にしていくことを追加するべきである。
　一人一人障害の程度はちがっても、「いつでも、どこでも、だれにでも」同じ
対応する(抜けものにしない)という新しいルール作りが必要です。

　本計画は、一人一人の教育的ニーズに応える特別支
援教育の理念をふまえて作成しています。障害のある
幼児児童生徒が主体的に生きていくという考え方を進
め、「多様な学びの場」を整備するなど、共生社会の
形成に向けた取組を進めてまいります。

　特別支援教育の推進は共生社会の実現を妨げるものである。特別支援教育に反
対。この計画（案）は廃案にすべき。

　県教育委員会は、障害のある子供と障害のない子供
とがお互いに理解し合い、共生社会の形成の基礎とな
るものとして特別支援教育を推進していく必要がある
と認識しております。
　なお、中央教育審議会「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）」では、「共生社会の形成に向けて、
障害者の権利条約に基づくインクルーシブ教育システ
ムの理念が重要であり、その構築のため、特別支援教
育を着実に進めていく必要がある。」とされていま
す。

　老朽化の改善・充実について、老朽化による施設設備の故障・破損などで、児
童生徒の安全確保に支障が出るような箇所については、早急に改善・修理を行え
るような一言があるとよいのではないでしょうか。

 〔重点Ⅲ取組２－①〕において、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。

基本計画全般・その他

特別支援教育に関する教員の専門性の向上



　障害者権利条約第２４条教育は、ユニセフが発行し、世界の子供達に向けて配
布している「わたしたちのできること　障害者権利条約の話」では、「人は、学
校へ行く権利があります。皆さんに障害があっても、それを理由に教育が受けら
れないということはありません。また、皆さんは別な学校で教育を受けるべきで
はありません。皆さんには、ほかの子どもたちと同じカリキュラムで教育を受け
る権利があります。そして政府はこれを実施するために必要な支援をしなければ
なりません。」と書かれている。これが障害者の権利である。障害者を別な学校
で教育している日本において教育における差別の解消のために２４条の最も重視
しなければならないところは、「2　締約国は、１の権利の実現に当たり、次のこ
とを確保する。
(a)　障害者が障害に基づいて一般的な教育制度から排除されないこと及び障害の
ある児童が障害に基づいて無償のかつ義務的な初等教育から又は中等教育から排
除されないこと。
(b)　障害者が、他の者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、障害者を包容し、質が高く、かつ、無償の初等教育を享受することができる
こと及び中等教育を享受することができること。
(c)　個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。
(d)　障害者が、その効果的な教育を容易にするために必要な支援を一般的な教育
制度の下で受けること。
(e)　学問的及び社会的な発達を最大にする環境において、完全な包容という目標
に合致する効果的で個別化された支援措置がとられること。」である。つまりみ
んなと一緒の通常学級から排除されないことである。千葉県においても障害者が
別な学校で教育を受けさせられること、別なカリキュラムで学ばされること、を
なくすべきである。特別支援教育によって支援学級、支援学校に分けられている
現実は普通教育からの排除という差別であり、障害者権利条約を曲解して無理や
り当てはめている状況である。特別支援教育がまるで障害者権利条約に合致する
かのように引用し正当化することはすべきでない。

　障害者権利条約の批准に向けて、平成２４年に国の
「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」がまとめられま
した。本計画は、共生社会の形成に向けた我が国の特
別支援教育の理念を踏まえて作成したものです。

　特別支援教育の推進によって共生社会は実現しない。インクルーシブ教育シス
テムは通級、支援学級、支援学校へ行かされる子供を増やし分離を進める分離シ
ステムである。共生社会は小さい子供の頃から分離されずに、教育で共生すると
ころから始まることはサラマンカ宣言にもあるように明白である。インクルーシ
ブ教育とインクルーシブ教育システムは全く逆のものであり、インクルーシブ教
育システムによって共生社会は実現しない。むしろ共生社会の実現を遠いものに
してきた。分けない社会は分けない教育から始まる。この図（４頁【図１】）は
明らかに間違っている。

　４頁【図１】は、国における「特別支援教育の理
念」や平成２４年７月の中央教育審議会からの報告で
ある「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」に基づいて
作成したものです。

　特別支援教育の理念は個人の能力に注目し、これまで障害者を苦しめてきた医
学モデルとなっている。
　障害があっても全く問題のない一人の尊重された人間であるなら、なぜ別な場
所に行かされるのか。一緒がいいならなぜ分けるのか。なぜ本人ができないこと
をあれこれ言われて努力を求められるのか。注目されるべきは教員の配置定数の
改善を含めた一般教育のありかたそのものであり、社会モデルによって障壁をな
くし差別をなくす努力を求められるのは学校教育（障害者の存在を想定しないで
きた普通教育）の方である。努力し変わるべきは学校であり、そもそもこの理念
は間違っている。障害により差別されることなく同じ場所で同じ内容で学べる教
育を求める。

　本計画は、一人一人の教育的ニーズに応える特別支
援教育の理念をふまえて作成しています。障害のある
幼児児童生徒が主体的に生きていくという考え方を進
め、「多様な学びの場」を整備するなど、共生社会の
形成に向けた取組を進めてまいります。

　特別支援教育の普及啓発により多くの児童生徒が必要な支援を受けることがで
きるようになった。と書かれているが、これは実態とかけ離れた分析である。今
千葉県では、通常学級から特別支援学級や特別支援学校への強力な追い出しが日
常的に行われている。その追い出しが通級や支援学校の高等部希望者が多い理由
ともなっている。
　以下に「特別支援教育の普及啓発」の実態の一部を述べる。実態は脅し、不安
にさせて支援学級・学校へ追い出す、普通学級の居心地を悪くするなどの普通学
級からの障害者排除であり、特別支援教育の普及啓発は差別、人権侵害と一体と
なっている。この真実から目をそらしてはいけない。

　本計画は、一人一人の教育的ニーズに応える特別支
援教育の理念をふまえて作成しています。障害のある
幼児児童生徒が主体的に生きていくという考え方を進
め、「多様な学びの場」を整備するなど、共生社会の
形成に向けた取組を進めてまいります。

　「共生社会の実現」は「分けない教育」の実現からであると考える。インク
ルーシブ教育システム→特別支援教育の発展→共生社会の実現は表（４頁【図
１】）そのものが支離滅裂。つくりかえていただきたい。

　４頁【図１】は、国における「特別支援教育の理
念」や平成２４年７月の中央教育審議会からの報告で
ある「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」に基づいて
作成したものです。

　障害者の権利条約24条の記載に関して「１」だけ記載するのではなく「２」以
降に「一般的な教育制度から排除されないこと」、「その効果的な教育を容易に
するために必要な支援を一般的な教育制度の下で受けること」「合理的配慮」な
ど大切な記載があり省くべきではない。

　１頁の「障害者の権利に関する条約」の抜粋部分
は、「第２４条　教育」の条文の「２」に合理的配慮
の提供について記載されているため、「２」まで掲載
しました。

　障害者権利条約の訳文についての文言修正、３点。
　※条約の条文は原文に沿って正確に訳すべき。

　１頁の「障害者の権利に関する条約」の抜粋部分の
訳文については、外務省のＨＰ（H28.10.4）にある訳
文に拠っています。

　文言を１点修正。尊重→保障
　※人権は尊重というより保障されるものである。

　障害者基本計画（第２次）の原文のまま掲載してい
ます。



　第２章第３節「４自立と社会参加」（３１頁）について
　高等学校進学者もいることにも触れていただきたい。

　３１頁「４　自立と社会参加」の中学校特別支援学
級の卒業生の進路について、特別支援学校だけでなく
高等学校への進学者がいることについて追記しまし
た。

　新設校、学部分離案について

　児童数の増加のための、今後の対策として新設校というのは止むを得ないと考
えています。

　新設校が高等部分離の場合
1.柏地区の方の負担を考えると、自力以外の登校手段が必要。（スクールバスな
ど）
2.保護者送迎の安全確保のためにも、駐車場スペース確保。
3.給食必須。
4.流山高等学園との隣接との事なので、それに伴う対策が必要。（共有スペース
の有無）完全分離が安全面、精神面、生活面を考慮すると、児童のためには良い
と考えます。

　以上のことがクリアになるようであれば、新設校の高等部分離に賛成致しま
す。ですが、今後も柏の葉キャンパス、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などの提示があっても良いと
考えます。

　第２次県立特別支援学校整備計画では、柏特別支援
学校の高等部を分離することとしています。
　なお、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。

　「第２次県立特別支援学校整備計画（案）」５ページ（図１）があり、新設校
や増築による対応を予定しているのであれば、教員の増員・確保についての対応
についても併記が必要ではないでしょうか。

　具体的な対応については、今後、検討してまいりま
す。

　特別支援学校における児童生徒の増加と過密化について
「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
がないなど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、更
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、運動会などの全校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。

　障害のある幼児児童生徒が、将来の自立や社会参加
に向けて、適切な環境で学習することができるよう、
県立特別支援学校整備計画に沿って整備を進め、過密
状況の緩和に向けて取り組んでまいります。

　「第２次特別支援学校整備計画（案）」について
　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」づく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。ひき続き、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３学部そろった
小規模の特別支援学校とすること
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こと、また保護者に丁
寧な説明をすること。

　第２次県立特別支援学校整備計画では、特別支援学
校の過密状況に、新設校等・増築・通学区域の調整に
より対応することとしています。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。

　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うが、その
努力に敬意を表したいと思う。また、第２次県立特別支援学校整備計画により、
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。（P69）

　第２次県立特別支援学校整備計画に基づき、特別支
援学校の過密状況の緩和に向けて取り組んでまいりま
す。



　市では健常者も障害者も共に地域で暮らすために、ということで、学区内の親
が望む小学校での支援学級設置に近年力を入れてきました。
しかし支援学級増設に伴う弊害は、市内での各支援学級にて、多数出てきている
次第です。様々な特性を持つ障害児たちを一つの学校で教育することの難しさに
は、先生方をはじめ親からの意見でも多数寄せられてるのではないかと思われま
す。
　学区の特別支援学校は、生徒数の増加で、施設も手狭になっていたり、送迎に
も苦慮されているという状態だと聞きます。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いただきますようお願いいたします。できました
ら、小学校・中学校・高校と一貫教育の学校を設置していただきたいと思いま
す。
　私の子どもが通う小学校でも、重度から軽度の子どもや普通学級からの通級の
子どもが在 籍する支援学級になっています。そういった学級ですと先生方の指導
も大変難しく、子どもたちそれぞれへの配慮も行き届かない状態となっていま
す。先生方の熱意だけでは、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ってしまします。
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
いたします。

　特別支援学校に通学を希望する児童生徒の急増に伴
い、特別支援学校の過密状況の緩和に向けた対応が喫
緊の課題となっています。
　第２次県立特別支援学校整備計画では、八千代特別
支援学校・千葉特別支援学校の学区に新設校等を整備
することとしています。

　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児童生徒数が多く、マ
ンモス学校となり、運動会・体育祭、アレルギー対策、医ケア、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５ケ年計画では、矢切特支にとありますが、鎌ケ谷・白井・印西の児童
生徒の増加を考えると、矢切だけでなく白井高等学校内に特別支援学校の分校
（柏特支と流山高校。我孫子特支と沼南高柳高校のような）を希望します。矢切
と白井の両面で是非考えてほしいです。

　特別支援学校に通学を希望する児童生徒の急増に伴
い、特別支援学校の過密状況の緩和に向けた対応が喫
緊の課題となっております。
　第２次県立特別支援学校整備計画では、松戸特別支
援学校の通学区域を調整することとしております。

　給食室を設けてほしい 　具体的な学校や内容が確認できませんので、個別的
にお答えできませんが、「第２次県立特別支援学校整
備計画」に基づく具体的な整備については、今後検討
してまいります。

　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。子供
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。

　障害のある幼児児童生徒が、適切な環境で学習する
ことができるよう、障害特性に配慮した施設・設備、
学習環境の計画的な整備に努めてまいります。

 知的障害の子供の高校卒業後の進路がほとんどの場合就職や作業所のみというの
は、選択肢がなさ過ぎるように思う。学習意欲のある子供にはもう少し長い期間
学生でいられる学校をつくってほしい。入試制度を用いた特別支援学校の専門学
校や短期大学や四年制の大学などがあれば良いのに、と常に思う。くりかえしで
習得していく子供なので、社会にでる前にそれらの専門学校や大学で、しっかり
と時間をかけて学習や各種スキルを積み上げ、社会に出てからも仕事を長く続け
られる能力を習得したい。

　障害のある児童生徒が高等部卒業後も学び続けられ
るよう、関係機関との連携を図ってまいります。

特別支援教育を推進していくことに反対します。
みんなと一緒に学んで育っていき、とても良いと思っているからです。
特別支援学級みたいな別の教室へ隔離されていたら、クラスメイトと思ってくれ
ません。お互いに存在を解りあっていけないです。別々の教室で過ごすと、どち
らにとっても知らない存在になりがちです。それは、共に育つ教育ではなくなる
と思います。
特別支援教育を受けるのなら、放課後デイサービスで受けさせてくれればいいと
思います。
もちろん、特別支援教育を受けたいと思っている人だけで良いと思います。
学校の授業期間に別の場所に移動させることは、隔離だと思います。
インクルーシブ教育は、障害によって学ぶ場が割り振られるのではなく、
みんな一緒の場で学ぶ教育のことです。

　県教育委員会は、障害のある子供と障害のない子供
とがお互いに理解し合い、共生社会の形成の基礎とな
るものとして特別支援教育を推進していく必要がある
と認識しております。
　なお、中央教育審議会「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）」では、「共生社会の形成に向けて、
障害者の権利条約に基づくインクルーシブ教育システ
ムの理念が重要であり、その構築のため、特別支援教
育を着実に進めていく必要がある。」とされていま
す。

　県教育委員会での法令雇用率を達成していて、素晴らしいと思います。
　雇用人数の内訳に、継続して雇用されている方の人数も記載するとよいのでは
ないでしょうか。（３３頁　第２章第３節）

　第２章第３節では、第１次計画に基づく具体的な取
組の中の、障害者の自立と社会参加の一つの例として
県教育委員会の障害者雇用率を示したものです。継続
して雇用されている人数については公表されておりま
せん。


