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平成３０年度 第２回 千葉県特別支援教育研究推進会議 議事録（要旨） 

 

１ 日  時  平成３１年１月２８日（月） １３：３０～１６：３０ 

２ 場  所  千葉県教育会館本館３０４会議室 

３ 議  題  第２次千葉県特別支援教育推進基本計画について 

４ 配付資料  資料１～８ 

５ 出 席 者  委員８名、事務局：６名 

６ 傍 聴 者    ０名 

 

＜議事＞ 

[取組Ⅰについて] **************************************************************** 

○委員：子どもと親のサポートセンターの相談件数、特別支援アドバイザーの派遣、幼稚園の

派遣など、これは公立の幼稚園に限ってのことか。それとも私立の幼稚園も含めての派遣

件数なのか。 

○事務局：今年度については、公立のみであるが、過去には私立も入っているときもあった。 

○委員：今後の展開はどう考えているか。 

○事務局：事業の要綱からみると公立が主であるが、私立や第１回の会議で話題になった保育

園などは、決して行かないと言っているわけではない。特別支援アドバイザーの派遣につ

ては、各教育事務所の事情に応じて対応ということになるかと思う。 

○委員：私の認識ですと子供の数は圧倒的に私立の方が多いと思う。私立の幼稚園で２年ない

し３年を過ごして、公立の小学校へ上がるコースが一般的であると思うが、潜在的に私立

のいわゆる民間の幼稚園に発達障害の子だとか、軽度知的障害の子がすごく多い、パーセ

ンテージを考えても多いと思う。そこの園長先生なり先生が、この相談機関や派遣のこと

を周知しているのということはキーポイントだと思う。公立の小学校に上がった後にしか

るべきその子の進路、ほんとは上がる前が一番良いが、圧倒的に人数のパーセンテージに

私立の幼稚園、保育園に多いことを考えると、周知、教員、先生方の研修、家庭へ向けて、

何らかのアドバイスを公的機関からということも必要でないかと感じた。データが揃った

ら別添でいいので、公立幼稚園にどのくらい、私立の幼稚園にどのくらいの件数の割合が

あるのかをいただければ、子供の分布状況が分かるのではないかと思う。 

○事務局：先ほど述べたとおり、事業が公立を対象としているので、各教育事務所で余力があ

ればという程度になるので、確かに子供の数は私立が多いかもしれないが、派遣件数の割

合となると、出すことは難しいと思う。 

○委員：教育相談は中学校、高等学校は入っているか。 

○事務局：入っている。子どもと親のサポートセンターの相談については、いろいろな学年の

方がいる。 

○委員：今年度特徴的だったのは、当センターで３件の相談がきたケースである。中学校を卒

業したケースで、特別支援学級の生徒もいれば、特別支援学級の生活に馴染まなくて一般

のクラスに行った知的障害のある生徒であった。なぜその３ケースが来たかとういと、う

ち２ケースは兄弟が当センターにいて、兄弟がセンターから就職したからであった。当セ

ンターから近隣の特別支援学校に連絡して、結果的には特別支援教育コーディネーターの

先生に間に入ってもらい進路相談して、一人は進学して、もう一人は、まだの状況である。
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それまで、中学校を出た後どういう選択肢があるかわからなかったと言う。おそらく助言

がなかったわけではないが、ご家族の理解がなかっただとか、考えていたことではなかっ

たとかであったと思う。更にいうと進学はこの選択肢であると説明があったが、その後の

就職活動につながるとかまでは情報がなかったのでないかと考える。また、中学校を卒業

したのですが、そちらに通わせてもいいのかと問合せもあり、うちは、そういったケース

はない、今は高校無償化の時代なのでしっかり学生生活をした方が良いと話をした。良く

やり取りをする社会福祉法人は、中学校を出てから自立訓練にくる方が非常に多い、高校

に行くと就職させられちゃうから、自立訓練でトレーニングしたいということを聞いたこ

とがある。中学校を出るときにもう少し手を突っ込んで進路相談を受けなければ、厳しい

のではないかと思う。これだけ選択肢がある中で親、本人に場合によっては届いてない方

がいるのではないか、その辺りを今後の施策に生かしていくにはどうしたら良いか気にな

った。 

事務局：相談件数は先ほど述べたとおり、早期のところなので、幼稚園など就学前の数字を書

いているが、当課のセンター的機能の調査にも子どもと親のサポートセンターの相談件数

において全ての年代を取っている。委員の言われたように派遣要請や相談要請があって派

遣したり、相談したりする状況であるが、今後の課題となるところでもある。 

○委員：公立幼稚園特別支援コーディネーター研修は、悉皆研修であると理解したが、例えば、

先ほどあった私立の幼稚園、保育園も自由に参加できるようにする文言を入れると、おそ

らく私立の園でも特別支援教育に関する研修は必要であると思う園で自由に参加できる、

私立は関係ありませんというような切り方よりは、私立も参加できるように用意すること

は、特別支援教育課としては無理なのか。 

○事務局：県内の公立幼稚園、全部に参加を呼びかけて、悉皆研修になるようにしている。園

数は、少ないがそれでも１００人以上になるため、それを私立まで呼びかけるようにする

には、会場等の関係も含めて検討していかなければならない点である。 

○委員：１００人以上の参加があったことはすごいと思う。やればそれだけの地域に広がって

いくのかと思う。私立への働きかけがあるとつながっていくと考える。 

○委員：前回の会議で、早期ということで幼稚園児について、明記してもらっていることに感

謝する。公立であろうと私立であろうと公立の小学校に上がってくるのは一緒である。市

町村の教育委員会では、就学相談は公立、私立について行っているところだと思う。市に

よってであるが、私は浦安市なので、私立の保育園、こども園、幼稚園、合わせて研修会

のお誘いはできるが、悉皆にはできない。だから今言われたように門を開いてどうぞとい

う形で行っているが、県レベルでは難しいと思う。県の方も各市町村の方に会議があると

出向いて助言をいただいている中であるが、同じ就学前の子供たちだということで、幼稚

園、こども園、保育園、私立、公立も広くこれからも助言していただければ少しずつ広が

っていくと思う。よろしくお願いしたい。 

○委員：市町村で活用しているライフサポートファイルについて、幼稚園等と小学校の連携で

活用する可能性を検討すると課題に入れていることはありがたいと思う。個別の教育支援

計画を学校でつくり始めているが、乳幼児期の市町村のライフサポートファイルが本来つ

ながっていかなくてはならない。各市町村でどうつなげていくのか課題になっていると思

う。検討するとあるが、もう少し具体的に、どこが何をするのか、県が市町村に連携しな

さいとするのか、具体的な課題の設定にした方が動き出すと思う。 
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○委員：今後どうするのかは、右側の欄で具体的に表現していくことになると思う。 

○委員：ライフサポートファイルは、市町村によって形式が全部まちまちである。船橋市の物

を以前見た時に、大変分厚くて大きく、これを一生持っていくのかと思った。母子手帳の

ようにある程度統一した形で、引っ越ししても使える形になっていかなければならないと

思う。市町村は作って満足しているように思うので、小・中学校のつながりを強めていく

ように特別支援教育課がやっていくには、点検から始めていかなければならないと思う。 

○委員：市町村に県が食い込んでいくことはすごく難しいことである。切り込んでいくことは

難しいが、どうつながっていくかを市町村で考えていくように県が働きかける時期にきて

いるのかと思う。 

○委員：市町村によって、ばらばらでは特別支援学校は困らないのか。不都合はないのか。考

えてもらうのはどうか。 

○事務局：ライフサポートファイルは、教育の分野より先に福祉の方の厚生労働省の事業で取

組んでいる。そこで旭市、銚子市、流山市、茂原市、富里市など先行しているところがあ

って、他の市町村に広がっている。計画の１８ページにも書いてあるが５４市町村のうち

計画作成段階では、３４市町村で作成している。その後、更に進んでいて、特別支援教育

課でも調査しているが、約５０の市町村で作っている。この状況で個別の教育支援計画に

作り替えていくことは難しいが、ファイリング等で対応したり、保護者が学校に持ってい

くようにしたりして、つなげている市町村もある。これらを研修会等で呼びかけて、市町

村との連絡協議会の中でもアナウンスし、確実に小学校につなげていくようにしていきた

いと考えている。 

○委員：公立の幼稚園に対して、特別支援アドバイザーが派遣されていると思うが、明らかに

障害のある子は、公立の幼稚園に行かずに、別の機関に行く。公立に行っているというこ

とは、障害があることを認めたくない保護者である。そこに相談、助言をするということ

は、具体的に何をしているのか。特別支援学校や特別支援学級についての判定が目的にな

っているのでないか。 

○事務局：基本的に特別支援アドバイザーやセンター的機能では、就学先を相談するものでは

ない。園生活で支援に困っていることについて、要請に対応して助言している。 

○委員：ちょっと間違えると、レッテルを貼られたと保護者に思われる。保護者からの要請が

あってアドバイザーが来るのか、幼稚園の先生からの要請があって来るのか。 

○事務局：いろいろなケースがあるので両方あると思う。ただし、保護者が望まない場合は、

勝手にアドバイザーを呼ぶことはしていないはずである。学校、園体制のアドバイスのた

めに要請する形である。 

○委員：特別支援アドバイザーは小・中学校の派遣について、特に保護者の同意を求めていな

い。学校として、その先生方の指導の状況が良いのかなど、学校体制について支援しても

らっている。保護者との面接等も一切していない。おそらく幼稚園でもそういった形であ

ると思う。 

○委員：１についてよろしいか。目標値について、公立幼稚園等とあるが、等は何にあたるか

説明がつくようにしていく必要があると思う。 

 

［取組Ⅱについて］**************************************************************** 

○委員：障害者スポーツで交流を盛んにしていく考え方はとてもいいが、文化活動などスポー
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ツ以外の交流も成果はあると思うので、その成果などを方向性に書き加えるといい。特

別支援学校や特別支援学級、通級指導教室や通常の学級でも、交流及び共同学習などに

伴って、障害者理解の事業なども行っているので、そのような事業を書き加えるとスポ

ーツだけでない交流及び共同学習が進んでいることを表せるといい。 

○委員：確かにスポーツが目立つ記載になっている。時節柄、その記載も理解できるが、地域

の交流やスポーツ以外の交流の充実も重要な課題である。今後の取組の方向性として示

していく必要がある。 

○委員：２９年の体育施設の開放状況が集計中となっているが、いかがか。 

○事務局：体育課からすでにデータの提供を受けているので、修正する。 

○委員：実績の内容はどうか。 

○事務局：具体的数値は、持ち合わせていないが、28年度に比較して若干の伸びがあると思う。 

○委員：文化活動の実績を追加してもらって良かった。オリパラ教育をイメージした取組は、

この中にあるか。最終年度は 33年度であり、オリパラは大イベントなので、県がオリパ

ラ教育を色濃く出している中で、特別支援教育推進計画の取組に付け加えて中心にして

いく必要があると感じる。 

○事務局：現在、特別支援学校では、オリパラ教育推進校に３校を指定して取組を進めている。

その取組に合わせて、当課において本年度から障害者スポーツ振興事業を開始した。指

摘のとおり、このような取組を実績として、示していくことは大切であると実感した。

交流については、スポーツだけでなく文化的活動を含めて様々な交流が行われている。

学習的な活動が出ていないが、高校や小・中学校との授業交流を行っているなど、多様

な交流の実績があるので、目に見える形で示していく必要があると感じた。これから検

討させていただきたい。 

○委員：今の事務局の回答は、３０年度の実績として示していくといい。 

○委員：新規の交流について、中学校や高校に比べて特別支援学校数は少ない、特定の学校、

例えば聾学校では平山小学校や近隣の学校と長く続く交流があると思うが、その隣の学

校とはつながりがないといったことは、各地であると思う。交流自体はいいことだが、

どう広げていくかという観点では、ただ単に回数や人数だけで表すのではなく、面とし

て捉えた場合には、広げていく取組は、今後の課題となると思われる。移動手段の問題

など、いろいろあると思うが配慮していただけるといい。 

○委員：交流の活動も特定の学校だけの取組ではなく、広がりも意識していくことも大切との

意見であった。 

○委員：特別支援学級の多い学校では、特別支援学級との交流は少ないが、特別支援学級のな

い学校では、特別支援学校との交流は多い印象を持っている。 

○委員：学校の特性もあるとの意見であった。 

○委員：数は少ないが、取組が集中する学校は、年中、行事が行われている。特別支援学校で

は、子どもたちが学校生活を楽しめるように行事がとても多い。その中で、交流や教員

の研修などを引き受けるための業務の煩雑さは結構な負担となる。その点から数が増え

ればいいというものでもないと思う。児童生徒の教育活動が充実した上での交流であっ

てほしいと願う。 

○委員：次に「２ 合理的配慮の充実」について意見を伺いたい。 

○委員：研修会について、対象は教員か。 
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○事務局：今年は、作業療法士や図書館などいろいろな団体から研修要請を引き受けたことも

あり、教員に限らず幅広い領域の職種に対して研修を行うことができた。 

○委員：働く場では、合理的配慮の申請は、自主申告のため、申し出に対して行われている。

その点を企業には、理解をお願いしているが、合意形成を図る必要があるため、丁寧に

進められなければならない。しかし、申請する側が、申請していいのか悩んでいる方も

結構いると思う。私のお願いは、わがままなのではないか、会社に迷惑をかけているの

ではないか、と悩まれている方がいると思われる。そのため、こういう配慮が受けられ

るという発信を保護者などにしていかなければならない。さらに、周囲が「この人には

配慮が必要である」と思っても本人の自覚や家庭に理解がなければ、場合によっては差

別となる恐れがある。始まったばかりであるが、円滑に進めるために研修などが大事で

あり、同時に「こういった合理的配慮を受けることができる」ということを受ける側に

伝えていくことがこの先は必要であり、アプローチをかけていただきたい。学校の研修

などの機会を利用して、情報を発信する場としてもいいと感じている。 

○委員：根本的に本委員会のメンバー構成に言及することになるが、合理的配慮の不備は、今

後の重点課題になっていくと思う。障害者本人が発信できるようになることを鑑みると、

ＰＴＡ連盟の枠でも、例えば八千代特別支援学校は知的だが、身体、盲、聾となると合

理的配慮のニーズが違ってくる。この委員会に知的の保護者がいたら、必ず身体、盲、

聾の保護者も出席できるようになると、意見があったように本人が発信できるようにな

る。知的の重度の子は言葉を有さない場合が多いので発信が難しいため、私が属する育

成会が頑張るという場合もある。今後、社会に出て仕事をして企業と本人がやり取りを

できるアビリティがある子を育てている盲、聾、身体であれば、その役割について発信

できる保護者が委員に入っているといい。７月の会議に初めて出たときに、そのことを

痛切に感じて育成会の本部に出したが、ニーズが違うことから、それは学童の頃から親

が自覚して子供に伝えていくことが必要になると思った。日本の社会自体が蓋をしてき

ていると思うので、本人がいかに発信できるか、知的の育成会の場合、親が声をあげて

いるが、それ以外の障害の方が低学年から自分はこうしてほしい、こういう支援をして

ほしいことを発信する力を育ててほしい。そのためには、保護者がこういう場に参加す

ることが必要であると思った。 

 事務局：本人からの発信について、他の課題を含めた検討だが、学習指導要領における自立

活動では、本人の把握があって自分で調整をしていく学習も加わったことから、自分が

どのようにしたら学習がしやすいか、社会に出た時にもどのようにしたら活動しやすい

かといったことを学び、発信できるように授業をする。その他に、そのことを保護者に

伝えたり、保護者との面談で伝えたりなど、どの形が望ましいかは、わからないが、発

信する力の育成は、今後さらに力を入れていくようになっている。その点を計画の課題

としてどのように落とし込むかを検討させていただく。 

○委員：障害が異なると他の生涯のニーズはわからない。 

○委員：八千代特別支援学校も身体障害との重複の方も増えているが、障害について、しっか

りとした目線で見ていただくことが必要である。 

○委員：保護者の負担などについては、今後、方向性として表していくことも検討する。他に

合理的配慮について、意見をお願いしたい。 

○委員：小・中学校の通級指導や特別支援学級が、計画に書かれていることから、取組の名称
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は「合理的配慮の充実と基礎的環境の整備の推進」となっているが、内容としては小・

中学校の通級指導や特別支援学級の指導の充実といったことが入ってくると思う。その

場合は、合理的配慮の情報や事例集のところでは、小・中学校の通級指導による指導と

の連携、通常学級との連携方法、特別支援学級の指導の充実も含めた合理的配慮、基礎

的環境整備の点に触れないと他に高校は高校で特別支援教育の充実と触れているが、

小・中学校の充実との文言がはっきり出てこない。特に高校のところでは、中学校の通

級指導による指導が入っているが、ここに小・中学校の通級指導と特別支援学級の指導

の充実の面で、合理的配慮の事例集の内容の充実も含んでいるという成果や取組にして

いただけるといい。今、特に小学校、中学校、自閉症・情緒特別支援学級とか通級指導

教室がすごく増えていて、担当者が追いつかない状況の中で、指導の充実を図らないと、

仕組みはできたが中身が伴わないといった状況になりかねない。これは市町村の管轄で

あり、県が踏み込みにくい面はあるが、事例集等で県が示していけることはできると思

うのでお願いしたい。 

○委員：取組の方向性に高等学校が出ているが、小学校は入りにくい。このところにそういう

文言を検討いただくことにしてはどうか。 

○委員：小・中学校の合理的配慮をどのように周知したか、といった調査があったように記憶

しているが。 

○事務局：毎年、調査している。 

○委員：その資料を見たが、集計があるからデータもある、ということでいいか。 

○事務局：データもある。事例集を作ってから３年になるが、毎年度、全校種を対象に調査を

かけている。 

○委員：県の周知に対して学校がどのように変化したかのデータを、成果と課題や個々の部分

に充てることは可能ということになる。その方がわかりやすいとも思う。周知について

は、最初に法律ができた時は市をあげて手紙を配ったり、広報誌に載せたりしたが、だ

んだんと気になる子供たちとの個別の面談の中で合理的配慮を説明する方法が主にな

ってきている。ここで、再度全体に周知してもいい。本当に周知されているかも疑問で

ある。だから、調査の時点で周知に取り組み、再度、市町村にも働きかけて、学校現場

や市町村が管轄する福祉分野からも周知するようにするといい。 

○委員：３０年度の実施状況の中で今の調査結果が出せるといい。次に、３の教育資源の活用

に移りたい。これも大事な切り口である。 

○委員：２８から３０年度の自立活動運営事業活用数が、この２年で３０校が３３校になって

いるが、具体的にどのような事業か教えてほしい。 

○事務局：県立特別支援学校３６校を対象にしている事業である。各学校で自立活動の指導等

について、外部の専門家等を招へいし、指導を受けるものである。学校によって、音楽

療法の専門家やＰＴ（理学療法士）、ＯＴ（作業療法士）を講師として、専門的な指導を

受けている。 

○委員：学校主体の取組ということか。 

○事務局：そうである。なお、予算が限られているので、予算内で活用していくこととなる。 

○委員：この取組が５のパソコンを利用した取組はつながることはないか。 

○事務局：ＩＣＴ支援員とは、少し違う。 

○委員：特別支援アドバイザーについて、２８年度は 1,044件の派遣要請に対し、29年度は 817
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件になっている、30年度は途中であるが 157件、この推移を見ると疑問を感じる。30年

度は、いつの数値か。 

○事務局：７月時点の数値である。 

○委員：派遣数は、28年度と 29年度で、990件から 767件に減少しているが、今年度も減少し

そうか。 

○事務局：28 年から 29 年にかけては派遣要請が多く、１日の要請でも派遣していた。このア

ドバイザー事業は、３日以上２週間までの期間に一定の学校に派遣して、相談等の支援

体制の状況を観察し、学校の体制づくりや支援方法などにコンサルテーションする事業

であることから、本来の趣旨に戻したこともあって、１日ではなく、２日、３日と続け

て派遣する形にした関係で、全体数が減ったこととなった。 

○委員：数字自体を比較することに意味がないということか。 

○事務局：そうである。注釈となるが、派遣日数は載せていないが、増えている。１件の日数

が３日や５日というようになるので日数は増えている。その点に触れないと誤解を受け

るため、派遣日数について掲載を検討したい。 

○委員：この部分に触れたのは、取組の効果に予算面の調整が難しくなったとあり、予算要望

にあたり数字の根拠が難しいと思ったからである。 

○事務局：予算面の調整が難しいとの記載は、特別非常勤講師と自立活動運営事業費のことで

あり、特別支援アドバイザーを指しているのではない。表現で混乱を招くのであれば、

記載の仕方を検討する。 

○委員：付け加えればいいかと思う。 

○委員：自立活動の派遣事業はとても効果がある。予算をたくさんとまで言わないが、ぜひ継

続をお願いしたい。 

○委員：３校は要請がなかったのか、28年から 30年まで同じ学校か。利用しない理由は何か。 

○事務局：要請がなく、同じ学校である。学校で本事業を利用しなくても、ボランティアが長

年、協力してくれる事例もあり、この事業を活用しない学校もある。 

○委員：その３校について、活用しないよりはした方がいいということか。 

○事務局：活用については、学校それぞれに事情がある。なお、毎年度幅広く次年度の希望は、

確認している。 

○委員：市立の学校はどうか。 

○事務局：この事業は、県立の学校が対象である。 

○委員：次の「高等学校における特別支援教育の充実」に移りたい。 

○委員：高校の通級指導について、学校数を出しているが、生徒数は、どれくらいか。 

○事務局：教育相談として利用している生徒もいるが、佐原高校で２人、幕張総合高校は４人

である。指導者が各校１名のため、急激な拡大は難しい。 

○委員：活用できるのは、その学校の生徒だけか。 

○事務局：現在は自校通級指導のため、その学校の生徒だけである。昨年度に開始したときに

パンフレットを配付して２校を広報した。今年度は、高校通級指導連絡協議会を開催し

て、保護者と教職員に対して１枚のパンフレットでは説明、周知内容が異なり、無理が

あるとの指摘を受け、今年度は保護者と教職員で別々にパンフレットを作成した。生徒、

保護者向けには、通級指導開始までの手続きや袖ケ浦高校が加わること、高校での特別

支援教育や合理的配慮、Ｑ＆Ａなどを載せている。教職員向けには、教育課程、教科の
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単位の取扱いなどを記載している。パンフレットは、これから高校、特別支援学校、小

学校、中学校に配付する予定である。来年度は、実践校が３校で、研究指定校が４校で

ある。県としては、地域のバランスやニーズ、中学校で通級指導を受けている生徒数を

考慮して、もう数校程度を増やしていきたい。形態は、自校通級指導から始めて、軌道

に乗ったら別の形態も考えていきたい、形態は、小・中学校で行っている３つの形態が

あるが、今後、自校通級指導以外の形態が実現できるか研究を進めていきたい。 

○委員：社会問題になっている引きこもり層の生徒、例えば、高校は受かって、初日は登校し

たが、以後は長欠している生徒などが増え問題となっている。引きこもりの生徒には、

発達障害が多いと思うが、その生徒に対してアウトリーチの結果、通級指導に結びつい

たといった成果や実績はないか。普通に登校している生徒が、問題に気付いて通級指導

を受けている場合が多いのか。２次障害を起こして引きこもりとなった生徒が、その後

社会に出やすいように高校とつながって、家庭以外にも自分の居場所があることを今後

重点的に抑えていく意味で通級指導は大事な役割を担っていくと思う。引きこもり層や

不登校の生徒に対しては、どのように考えているのか。 

○事務局：高校の通級指導は、今年度にスタートしたばかりで、引きこもりや不登校が通級指

導につながった事例はない。通級指導を受けている生徒は、障害からくる学習や生活上

の困難を少しでも解消できればとの思いがある。引きこもりや不登校については、児童

生徒課において、対策チームを立ち上げて対応している。その成果が、特別支援教育と

つながっていくかは、今後の施策の進め方によると思う。 

○委員：高校では、発達障害も含めた不登校の生徒が多く集まる学校と少ない学校がある。学

力検査の影響で、分かれている。学校によっては、あまりに多すぎて支援するための教

員を１人配置されてもすべてに対応することはできない。実際には、それぞれの教員が、

個別に教育相談で対応しているのが現状である。また、そういった生徒や保護者は、特

別支援に対してきわめて難しい感覚を持っている。個々の生徒にとって必要とする特別

な支援を受けたほうが良いのでは？と高校の教員は思いながら対応しているが、本人・

保護者は違うと否定から入るため、受け入れさせるのは難しい。発達障害も含めた不登

校の生徒をどのように学校生活、社会生活に適応させるかは大きな課題である。教育相

談の立場としてスクールカウンセラー、今年からスクールソーシャルワーカーが８校に

配置されたが、高校では、これが精一杯の対応である。これから通級指導が増え、良い

ところが周知されていくといい。 

○委員：できれば、中学校との連携が取れているといい。 

○委員：適応が難しい生徒を送り出した中学校は、高校に見学にくる。さらに、そういった生

徒を多く受け入れている高校側も合格した時点で調査して、４月には連携会議をもって

教員同士で共通理解を図ることに努めている。 

○委員：中学校の通級指導を充実させて、高校につなげていく取組が必要であることについて、

発達障害の子の対応の問題は大きい。不登校などは、小学校高学年から中学校にかけて

発生することが多いため、中学校段階での通級指導がもう少し増えて充実していけば、

高校につながっていけると思う。 

○委員：通級指導は、今年度始まったばかりだが、今後、通級指導が学校の強みとなって増え

ていく可能性がある。今後増やしていくためには、教員の育成が非常に重要である。通

級指導を作ったが、専門性のない教員が担当したら意味がない。配置されている教員が、
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通級指導の第１人者として活躍できるように研修を重ねてほしい。また、通級指導の担

当者の兼務はどうか。学校数を増やすことができなければ、兼務の対応もある。中学校

でも通級指導のために他校から生徒が来ることは難しいこともあり、中学校では、教員

が他校に行く兼務で対応している事例も多い。通級指導は専門性が大事であり、通級指

導を担当している教員に期待したい。 

○委員：教員に求められるのは、生徒の指導力でなく、親とのコミュニケイト能力であると思

う。自閉症などの発達障害を対象とした通級指導で知的障害を専門とする教員が担当し

たら親のクレームで心を病んでしまった。子供の対応に苦労するのではなく、親のクレ

ームや要望がひどく、メンタルとなって１年で知的障害に戻った事例が多い。親への教

育は難しいが、通級指導が増えていく中で、先生の相談窓口も必要である。県にはＣＡ

Ｓなどの機関もあり、先生を守るシステムがあるといい。 

○委員：特別支援学校では、船橋夏見特別支援学校など高校とも連携している学校がある。通

級指導ではないが、教育相談で肢体不自由や聴覚障害などの生徒について、特別支援学

校が関わっている事例もあって、Ⅱ取組④－２にあるように特別支援学校と連携した研

究及び実践において、高校の特別支援教育の実践成果もあると思うので、取組の成果や

方向性に記載するといい。 

○委員：次の「５ ＩＣＴを活用した教育の推進」に移ることとする。 

○委員：特に意見がないようであるが、気付いた時点で意見をお願いしたい、次の６と７の多

様化への対応に移ることとする。これからは、多様化の対応に様々な課題が出てくるこ

とが推測される。先ほどの意見でも出た精神疾患への対応などもその１つである。 

○委員：通級指導の拡大もあるが、県で特別支援教育に係る職員は増えているのか。増えてい

かないと、医療的ケアなど特別支援教育の様々な問題に対応できない。人が足りず、支

援が細くなってしまっては問題である。 

○委員：特別支援学校の教員数は、児童生徒数によって決まる。小学校や中学校においても児

童生徒数で特別支援学級数が決まる。現在、特別支援学校や特別支援学級の児童生徒は

増えているので、教員数も増えている。 

○委員：総合教育センターで行われている初任者研修で初任者は増えているのか。 

○委員：初任者数は、横ばいである。増やしていきたいが、今後の児童生徒数の見通しなどを

考慮して採用計画を考えているようである。 

○委員：初任者は、毎年度 100名くらいになるのか。 

○委員：毎年度 160名程度である。 

 

［取組Ⅲについて］**************************************************************** 

○委員：校長会で話したことだが、整備計画において、小学校の中に設置した、鴨川分教室と

習志野特別支援学校の成果や課題について、今後、整備室と連携しながら、まとめていけ

たらよいと考えている。 

○事務局：鴨川分教室については、過密状況への対応としての整備計画ではなく、別の手法で

行ったものなので、「第２次整備計画」の点検評価の中に入るかどうかという議論の余地は

あるが、今後の新たな展望として、その手法を見ていくことは大事だと思うので、参考に

させていただきたい。 

○委員：整備充実に向けて、着実に取り組んでいただいているところだと思う。 
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［取組Ⅳについて］**************************************************************** 

○委員：先ほど、委員が退出される際に、学校で全てを抱えるというよりは、地域にはいろい

ろな資源があるので、そういう地域のネットワークの活用につなげるようにしていただき

たいという御意見を残していかれた。 

○委員：「２ 障害のある生徒の自立、社会参加を支援するネットワークの構築」の中の消費者

教育等について、成人年齢の変更によって、消費者トラブルに対する教育は重要になって

いくと思う。障害のある方が社会に出て行くと悪い人がいて狙われてしまう。プログラム

の作成に当たっては、是非、具体的なものにつながっていくことを期待したい。掛け声だ

けで終わらないで、高等部でやれたことが、その後、地域の中で、彼らが悪質な業者から

守られるようになるとよい。学校ばかりでなく、ネットワークの中で具体的なイメージが

もう少しあると良い。 

○事務局：消費者教育関係の外部講師で、例えば「出前講座をします」というところが増えて

いて、そういう紹介をいただいたりしている。また、学習指導課からも高校生向けの情報

をいただいたりすることがある。特別支援教育課にそのような案内が来た時には、公立特

別支援学校に紹介しているので、それを積極的に活用してもらうのが一つ。また、各学校

の同窓会組織や市川大野高等学園での卒業後の学びに関する研究の中で、経済的自立を図

っていく、一人で生きていくための学びの一つとして、取り上げていただければと思って

いる。 

○委員：市川大野高等学園の卒業後の学びに関する研究について、具体的にどういう項目を重

点的に研究されるのか教えていただきたい。 

○事務局：まずは、卒業後どんな学びがあるとよいかということを調査研究しており、最終的

には学習プログラムを作りたいと思っている。卒業後に必要な学びについて、まず、同窓

会のメンバーや保護者にアンケートを取り、さらに、企業や就業・生活支援センターにも

アンケートを取って、集計をした。消費者教育など社会で自立するものも必要、余暇的な

スポーツ、学校でやってきた自立活動のような仕事の後のリラクゼーションのようなもの、

自立のための料理など、いろいろなものが出た。それを１回、生涯学習講座としてやって

みようということで、１０月の同窓会で、テニス、グランドゴルフ、紅茶の世界、デトック

スを実施した。準備期間が少なかったので、参加者は 40～50名だった。当初、市川大野高

等学園が主催して広域同窓会を考えていたので、市川市立須和田の丘支援学校や県立市川

特別支援学校にも声をかけた。だが、周知が直前だったので、参加がかなわなかった。来

年度も引き続き行っていく方向なので、早めに年間計画を立て、市川地域で広めていこう

と計画している。先ほど、地域のネットワークに入っていくことが大切という話があった

が、市川地域には公民館や地域の会などいろいろな資源があるので、そこに出て行けるよ

うに、卒業生に広めようと考えている。ただ、「自分で出て行きなさい」というと敷居が高

い。学校の授業で公民館の講座にどういうものがあるかを学んだり、学校で実際に公民館

の活動をやってみたり、参加の仕方がわからない子供たちのために、実際に往復はがきで

申し込む方法を学ぶなど、そのようなことを今後やっていく予定。今年度１年目の研究が

終わったので、来年度は年間計画を立てて、卒業生によってニーズが違うので、彼らが選

べる形でやっていきたい。学校はきっかけづくり、その後は地域に出て行くということを

考えている。 

○委員：その項目に男女に関することを絶対に入れてほしい。軽度障害の子にありがちだが、
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性的な情報はネットから一方的に入れたもので行動してしまうので、理性が働かない部分

も多い。女の子は性被害を受けてしまう。堕胎を経験しなければならないこともある。学

校の枠を離れてからも、女性は性被害に遭いやすいし、男性は加害者になりやすい。切実

な問題である。都内の通勤寮（福祉支援のある寮）でしばらく帰ってこなかった女の子が

歌舞伎町の風俗店で発見されたという事例もある。そこをアンタッチャブルにせず、男女

の関わり合いや結婚とは、異性との付き合いとは、など、教育の一つとして、卒業後の関

わりとして、専門家を呼んで講座をやってほしい。興味をもって行く子も多いかもしれな

い。必須の項目ではないかと思う。 

○事務局：それについては保護者のアンケートにもあった。来年度は数回計画しているので、

そういうことも入っていくと思う。就業・生活支援センターでもいくつか講座をやってい

るので、センターに登録して受講できることの橋渡しをすることも大切ではないかと思う。 

○委員：女の子には避妊の方法を教えるべきだと思うし、そういうことを発信していかなけれ

ばならない。軽度障害の子は増えているので、この点についても向き合っていかなければ

ならないと思うので、ぜひお願いしたい。 

○委員：先ほど委員が言っていたが、いろいろな問題に対応するために、地域のリソースを活

用していくことを促していく、そういう情報提供が求められるのではないかと思う。 

 

［取組Ⅴについて］**************************************************************** 

○委員：「１ 特別支援学校教諭免許状取得の一層の推進」について、特別支援学校だと約９割

が免許を持っているが、特別支援学級だと半分以下しか持っていない。半分以上の先生は

免許なしでやられている。できれば目標を４２％といわず、増やしていただきたい。今後

もっと上げる方策がないのか。 

○委員：今までの実績を踏まえて推測していると思うが、事務局いかがか。 

○事務局：特別支援学級、通級指導の免許取得者を増やして、専門性をより高めるために、教

員採用を特別支援学校枠ではなく、特別支援教育枠に変えた制度を行っているところで、

来年度で３年目となる。特別支援教育枠で採用された方が、まず特別支援学校で３年間働

いて、３年経ったら特別支援学級や通級指導の指導者として出て行けるような制度をやっ

ている途中。このシステムが上手くいけば、３２年度には保有率が上がる予定。上げるた

めにやっている。あと２年位はかかってしまう。 

○委員：３０年度実績は上がる予定ですか。 

○事務局：３０年度実績はそんなには上がらない。このシステムが終わるのが来年度なので、

３２年度には上がる予定です。 

○委員：人事交流で特別支援学校から小・中学校に行っている先生もある程度の人数はいるが、

それ以上に、特別支援学級の数が増えているので、パーセントには、なかなか反映しにく

いという実情もある。小・中学校の特別支援学級の先生に対しては、教育事務所で、認定

講習により免許を取得するように働きかけをしているので、それにより、数値が上がって

いくようにしていきたいと考えている。 

○委員：質問だが、特別支援学級の本務者の保有率ということで良いか。講師は入っていないのか。 

○事務局：後ほど確認する。 

○委員：特別支援学級の場合、講師が多いということが、一度課題になったことがある。特別

支援学級を講師に任せたら１年で異動になってしまう。２～３年はいさせてほしいと要望
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するにしても、本来は、本務者を増やすことが目的なので、それを重視すべきではないか。

学級担任を決めるのは校長なので、校内の中で興味のある人を本務者として入れるが、認

定講習では３年はかかってしまう。これからどの先生も、特別支援教育について身につい

ていなければならない。一生、特別支援学級の担任をやる訳ではない。ある一定期間特別

支援学級の担任をやったら、通常の学級に戻っても、その良さというものは必ず出てくる。

それを校長が職員に対して語りながら、職員自身の生活設計を考える中で、やっていけれ

ばよいと思う。我々、現場も免許状取得の努力をしていく。行政と現場が一丸となって進

めていかなければならないと思う。前回お願いしたのは、認定講習をできるだけ増やして

いただいて、そのニーズに合わせてやっていただければと思う。自分の市においては、校

長たちが一丸となって、できるだけ、本務者を入れていくが、一方で、若い人を本務者に

していくと、その間に出産休暇をとったり、いろいろなことがあって、３年で取れるとは

限らず、結構、長い期間かかってしまったりする。だが、これからは、通級指導を担当でき

る先生を作っていかなければならないので、現場で一丸となって、一緒に進めていかなけ

ればならない。そう強く認識している。 

○委員：心強いお言葉で、校長会の御協力を何とぞよろしくお願いしたい。 

 

［全体を通じて］******************************************************************* 

○委員：ⅠからⅤまで検討してきたが、全体を通じて何かありますか。 

○委員：取組Ⅳのところでお伝えし忘れたのですが、「３ 障害のある人の雇用とキャリアアッ

プシステムの構築」で、高等部卒業生就労率が掲載されるが、離職率を必ず入れていただ

かないと。前回も発言したが、早い人だと半年以内、１年以内で離職、３年以内での離職

であるとかなりのパーセントになるということは、流山高等学園から出ている。離職した

人が、どういう風に、就労移行支援事業所にたどり着けているのか、それとも、在宅とな

って家でふらふらしているのか、非常に大きい問題である。過去をさかのぼると、事件に

なった痛ましい結果になる可能性も含んでいるので、就労率だけでなく、必ず離職率、定

着率を入れてほしい。市川大野高等学園もそろそろ６年目位となり、データも出ていると

思う。新卒で就職して２か月でやめた知り合いが、１０か月経つが、未だに再就職に結び

ついていないし、就労支援センターにも行っていない。親子ともに。そういうケースは県

内全体を見回してもあることだと思うので、就労率だけでなく、必ず定着率を入れてほし

い。市川大野高等学園では毎年１学年９０人が卒業しており、これまで延べで５００人以

上の軽度障害の子が社会に出ているが、なかなか定着が難しい。福祉事業所・就労移行支

援事業所を通じて就職した子は、総合支援法もあって、法律で守られていて、福祉事業所・

就労移行支援事業所の支援者が企業に見守りに行く。それは国から補助金が出るからでも

あるし、そこには本人と事業所に太い信頼関係が成り立っているからでもある。でも学校

の進路担当の先生は、次の生徒の就職で手一杯で、定着支援はおろそかになると思う。一

般就労、企業就労を考えた高等学園がまた増えるかもしれないが、今度は、定着支援の方

に心を砕ける進路担当教員が一人いてもいいと思う。定着に特化した教員を考えていかな

いと今後難しいと思う。お母さんの財布から千円をピックアップしてゲームセンターで１

日過ごしてしまう事例も出ている。就労率でなく、定着率こそ着目する部分であるので、

是非、御検討をよろしくお願いします。 

○委員：今後の課題としていきたいと思う。 


