
平 成 １ ８ 年 度  基 本 施 策 進 行 管 理 票 

課名 （教）教育振興部特別支援教育課 課長名 加藤 哲 

１ 課の使命・役割（最終目的／上位目的） 

障害のある幼児児童生徒の能力や可能性を最大限に伸ばすとともに、自立や社会参加に向け、一人ひとりの教育的

ニーズに応じた支援を行います。 

２ 施策の概要 

施策名 幼児児童生徒一人一人に応じた特別支援教育の推進 
施策 
コード

４ － ２ ０ ０ ３

アクションプラン 
における位置付け 

１１ 個性が輝く教育の推進 
１２ 心と体の教育と健やかな青少年をはぐくむ環境づくり 

上位政策 
計画等 

あすのちばを拓く１０のちから 
千葉県教育長期ビジョン｢千葉の教育夢･未来2025｣

関係
課名

 

（最終成果指標／上位成果指標） ※「課の使命・役割」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

特別支援教育推進計画（仮称）の策定 － 

基本計画（ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ） 

（１８年度） 

実施計画 

（１９年度） 

基本計画（ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ）

の策定 

（１８年度） 

Ａ

特別支援教育コーディネーターを置く、

小・中・盲・聾・養護学校の割合 

50.6％ 

（１６年度） 

100％ 

（１８年度） 

１００％ 

（１８年度） 
Ａ

目標の達成状況に 

影響を及ぼす施策 

以外の要因と程度 

特別支援教育については、今後、国において法律改正や具体的な方針等が示されることが予

想され、目標達成年の変更を余儀なくされることもあります。 

目標の 

達成状況総括 

 「千葉県特別支援教育推進基本計画」の策定については、当初の計画通り策定作業を進める

ことができ、目標を達成しました。 

・外部の学識経験者等による基本計画策定協議会や基本計画の具体的プラン等を練るための障

害児教育研究推進会議をとおして、基本計画の骨子から素案、原案と段階を追って計画案の精

度を高めていくことができました。 

・県内５会場におけるタウンミーティングや基本計画（素案）についてパブリックコメントを

実施して、広く県民の意見を踏まえて策定作業を進めることができました。 

・平成１９年４月１日からの改正学校教育法等の施行を想定するなど、国の動向を踏まえて、

基本計画の策定作業を進めることができました。 

 小中学校において、特別支援教育コーディネーターの指名は１００％を達成し、県下全小中

学校に対する特別支援教育コーディネーター研修を終了しました。平成１６年度から１８年度

までの３年間で、管理職を含む小中学校教員に研修を実施できたことは大きな成果と考えます。

 今後は、特別支援教育コーディネーターが機能し、校内体制整備の促進が期待されます。 

３ 施策展開                                    （単位：千円、人） 

１７年度当初予算 １８年度当初予算 
施策展開の柱（中位目的） 

１７年度決算 １８年度決算 

45,857 50,957 
金額

41,916 47,456 

8.0 10.0 
Ⅰ 

（障害のある児童生徒への支援の推進） 

障害のある児童生徒への教育の充実を図るため、体制整備、

指導者養成や福祉・医療・労働部門や市町村との連携など支

援の在り方を検討し、方策の策定及び実現を目指します。 人員
8.0 10.0 

 



（中間成果指標） ※「施策展開の柱」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

特別支援教育推進計画（仮称）の

策定 

 

－ 

 

基本計画（ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ） 

（１８年度） 

実施計画 

（１９年度） 

千葉県特別支援教育

推進基本計画の策定 

（１８年度） 

Ａ

県立盲・聾・養護学校への就学 

児童生徒にとって最

もふさわしい教育を

行うという視点に立

ち就学指導を行って

います。 

（１７年度） 

引き続き、児童生徒に

とって最もふさわし

い教育を行うという

視点に立った就学指

導を進めます。 

（１８年度） 

市町村教委に対し、就

学指導に関し的確な

説明及び情報提供を

概ね行うことができ

ました。 

（１８年度） 

Ａ

巡回相談活動の実施会場数 
１０会場

（１７年度） 

引き続き、ＬＤ，ＡＤ

ＨＤ，高機能自閉症の

幼児児童生徒への望

ましい教育的対応に

ついて専門的な意見

の提示や助言を行い

ます。 

１０会場 

（１８年度） 

ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機

能自閉症や情緒・行動

面についての相談が

全体の８０％を超え、

専門的な意見の提示

や助言を行うことが

できました。 

１１会場 

（１８年度） 

Ａ

特別支援教育コーディネーター研

修及び特別支援教育指導者研修の

終了者数 

コーディネーター研

修修了者数３５２名 

      （累計）

指導者研修修了者数 

   ７０名（累計）

        

（１６年度） 

コーディネーター研

修修了者数 1,059名 

      （累計） 

指導者研修修了者数 

   ２０７名（累計） 

（１８年度） 

コーディネーター研

修修了者数  1,144名

（累計）

指導者研修修了者数 

210名（累計）

（１８年度） 

Ａ

Ⅰ 

非常通報装置保守点検数 
２９校３７カ所

（１７年度） 

引き続き、非常通報装

置の保守を行います。 

県立盲聾養護学校 

２９校３７カ所 

（１８年度） 

非常通報装置の保守

を行いました。 

県立盲聾養護学校 

２９校３７カ所 

（１８年度） 

Ａ

４ 施策展開の説明（事前評価） 

残された 

課題 

障害のある児童生徒への支援については、「千葉県の特別支援教育の在り方（提言）」最終報告を受

け、平成18年度から特別支援教育推進計画（仮称）策定しますが、策定に当たっては、教育、福祉、

医療、労働などの各分野が連携した、部局横断型の庁内ワーキンググループを組織する必要がありま

す。 

  したがって、早い時期から関係部局と連携しながら計画の企画・立案・作業の全体的な企画調整を

積極的に進めて行くことが重要な課題です。 

 また、国においては、中央教育審議会からの「特別支援教育を推進するための制度の在り方につい

て（答申）」を受けて制度の改正が予定されており、特別支援教育推進計画（仮称）への位置付けや反

映が必要となります。 

今後の 

施策展開 

 特別支援教育推進計画（仮称）策定については、まず、平成18年度に基本計画（マスタープラン）

を策定し、ライフステージに応じた支援の在り方についての視点を定めます。 

その後、各分野が連携した「早期からの教育相談支援」、「学齢期における特別支援教育の推進」、「卒

業後の自立支援」、「生涯学習への支援」について、システムを構築するための具体的な目標及びその

達成期間を定めた実施計画を策定いたします。 

昨年度との 

主な変更点・ 

改善点 

平成18年度から特別支援教育推進計画（仮称）策定を開始します。 

 



（主な活動内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

特別支援教育推進基本計画（仮称）庁内ワー

キンググループの組織（4月～6月） 

特別支援教育推進基本計画（仮称） 

・庁内ワーキンググループの組織（4～5月） 
４月 ４月 

 ・第1回千葉県障害児教育研究推進会議(5月) 
～６月 ～６月

特別支援教育コーディネーター研修 特別支援教育コーディネーター研修 

（4･6月） （4～6月） 

特別支援教育推進基本計画（仮称）企画・立

案 

特別支援教育推進基本計画（仮称） 

・基本計画策定庁内連絡会議（4～5月） 
７月 ７月 

 ・第 2 回（7 月）、第 3 回（9 月）、千葉県障児教

育研究推進会議 
～９月 ～９月

特別支援教育コーディネーター研修 

              （8･9月） 特別支援教育コーディネーター研修（8・9月） 

特別支援教育推進基本計画（仮称）タウンミ

ーティングの開催 

特別支援教育推進基本計画（仮称） 

・タウンミーティングの開催（各教育事務所単

位：全５会場） 10月 10月  

～12月  ～12月 ・第1回基本計画策定協議会（12月） 

特別支援教育コーディネーター研修 特別支援教育コーディネーター研修 

           （10･11･12月） （10・11・12月） 

特別支援教育推進基本計画（仮称）策定 特別支援教育推進基本計画策定（3月末） 

 ・基本計画（素案）についてパブリックコメント

の実施（2月） 
１月 １月 

 
～３月 ～３月

特別支援教育コーディネーター研修 ・第2回基本計画策定協議会（3月） 

              （1･2月） 特別支援教育コーディネーター研修（１・2月）

５ 施策実施結果（事後評価） 

Ⅰ 障害のある児童生徒への支援の推進 

① 「千葉県特別支援教育推進基本計画」の策定 

・基本計画策定に係る庁内会議をはじめ、外部の学識経験者等による策定協議会や教育、保健、

福祉、労働等の関係機関の職員による障害児教育研究推進会議を構成し、基本計画の具体的プ

ランづくりに関する協力を得ることができました。 

・県内5会場におけるタウンミーティング開催にあたっては、各教育事務所毎に会場を確保し

開催する計画を立てたので、開催前に関係市町村教委に協力依頼を行うとともに、運営全般に

ついて千葉県盲聾養護学校ＰＴＡ連合会の全面協力を得ることができました。 

  このように、基本計画の策定に関しては、国の動向を踏まえるとともに、広く県民の意見を聴

主な成果    取し策定作業を進めることができ、目標を達成することができました。 

② 県立盲・聾・養護学校への適切な就学 

・県就学指導委員会を４回及び就学指導調査会議を４回開催し、適切な就学指導を行うことが

できました。 

・各市町村教育委員会の就学事務担当者を対象に、県内5会場において就学指導地方協議会を

開催し、事例研究等をとおして、事務担当者の資質向上を図ることができました。 

③ 特別支援教育コーディネーター研修 

    特別支援教育の推進のためには教育委員会や教職員に対する理解啓発が重要であり、特別支

援教育コーディネーター研修は、全小中学校を対象に必修研修として行ったものであり、大き

な成果をあげることができました。 

施 

策 

実 

施 

結 

果 

Ⅰ 障害のある児童生徒への支援の推進 

① 「千葉県特別支援教育推進基本計画」の策定 
特記事項 

  県内5会場におけるタウンミーティングの開催にあたっては、千葉県盲聾養護学校ＰＴＡ連合

 会の全面協力を得ることにより、策定作業で密接な連携を図ることができました。 



残された 

課題 

Ⅰ 障害のある児童生徒への支援の推進 

① 「千葉県特別支援教育推進基本計画」の実施と理解促進 

・基本計画の実施については、平成19年度から今後10年間を推進期間としており、具体施策 

 や重点事業の実施をとおして、特別支援教育の推進を図る必要があります。 

・広く一般県民に特別支援教育の理解促進を図るため、当面広報活動の充実に取り組む必要があ

ります。（理解促進） 

② 県立盲・聾・養護学校への適切な就学 

  就学指導事務は市町村教育委員会の所掌事務であることを踏まえ、適切な就学指導を推進する

ため、市町村教育委員会に対して指導・助言を行う必要があります。 

③ 特別支援教育コーディネーター研修 

  特別支援教育コーディネーターは教職員が分担する校務の一つであるため、毎年度担当者が変

わる可能性がある。そのため、18年度で終了した特別支援教育コーディネーター研修は、必要に

応じて継続していく必要があります。 

方向性 
Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅰ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

次

年

度 

度 

以 

降 

の 

対 

応 

課題への 

対応策 

Ⅰ 障害のある児童生徒への支援の推進 

① 「千葉県特別支援教育推進基本計画」の実施と理解促進 

・特別支援教育に関する具体施策や重点事業については、各年度毎のアクションプランに位置付

けるなど、重点的に取り組みます。 

・今後、教職員や広く一般県民に対し特別支援教育に関する理解促進を図るため、リーフレッ 

   トの作成やＤＶＤ（試作版）の作成を行います。 

② 県立盲・聾・養護学校への適切な就学 

  就学に関する必要な情報提供、保護者の要望等に応えた学校見学や体験入学の実施など、市町

 村教育委員会が就学に関する専門家からの意見を聴いた上で必要な説明を行い、本人・保護者の

意見を聴き、総合的な見地から就学指導が行えるよう、適切な支援を行います。 

③ 特別支援教育コーディネーター研修 

  特別支援教育コーディネーター研修については、総合教育センター特別支援教育部の希望研修

講座として、継続して実施します。 

（二次評価結果） 
Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

だれもがその人らしく学べる特別支援教育の推進に引き続き取り組むこと。 

・特に、学校や地域におけるライフステージに応じたネットワークの構築を進めるため、市町村や関係機関等の連携

に留意しながら、これからの特別支援教育を担うリーダーの育成等に取り組むこと。 

 


