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ࠓ➨㸰ᮇ༓ⴥ┴ᩍ⫱⯆ᇶᮏィ⏬ࠔ

ᲫᲪ ɟʴɟʴƷᏋႎȋȸǺƴࣖơƨཎКૅੲᏋƷਖ਼ᡶ

  ཎКૅੲܖఄƷૢͳƱೞᏡƷΪܱ

≉ูᨭᏛᰯ㏻Ꮫࢆᕼᮃࡍࡿඣ❺⏕ᚐࡢᛴቑࡼࡾࠊ≉ูᨭᏛᰯࡢ㐣ᐦ≧

ἣࡢᑐᛂࡀႚ⥭ࡢㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㧗➼Ꮫᰯࡸࠊᑠ࣭୰Ꮫᰯ➼ࡢᰯ⯋ࡢά

⏝ࡶ᳨ウࡋ࡞ࡀࡽࠊ≉ูᨭᏛᰯࡢ᪂タࡸᰯ⯋ࡢቑ⠏࡞ࡼࡾ㐣ᐦ≧ἣࡢᑐ

ᛂࢆᅗࡗ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ                  ɼƳӕኵᲫ᳸Ჭ 


ཎКૅੲܖఄƷૢͳƴƭƍƯƸŴžჄᇌཎКૅੲܖఄૢͳᚘဒſƴؕƮƖŴૼᚨఄ
ᲲఄŴЎఄᲬఄǛᚨƠŴᲫఄưفሰǛᘍƍŴᢅ݅ཞඞƴࣖݣƠƯƖǇƠƨŵࡽƖዓ
ƖŴࣖݣǛᙲƢǔ؏עƴƭƍƯŴᚘဒႎƴૢͳǛᡶǊƯƍƖǇƢŵ
ཎКૅੲܖఄƷೞᏡƷΪܱƴƭƍƯƸŴӲఄƴƓƍƯཎКૅੲܖఄƷǻȳǿȸႎೞ
ᏡǛႆੱƠŴᲬᲲ࠰ࡇƷႻᛩࣖݣૠƸŴӳǘƤƯᲫɢˑǛឬƑƯƍǇƢŵ
Ტžǳȩ
ȠᲫᲯſӋༀᲣ
 ǇƨŴᲫᲭ࠰ࡇƔǒᩊᎮƷδᇜဃࢻǛݣᝋƱƠƯڼǇƬƨཎКૅੲܖఄƷžᡫ
ኢƴǑǔਦݰſƸŴᲬᲲ࠰ࡇƴƸŴࢊᙻŴᩊᎮŴᏃ˳ɧᐯဌŴ၏ࢊȷᖎࢊƷᲮᨦ
ܹᆔƴݣƠƯᲫᲭఄƕޒƠŴٶಮƳᏋႎȋȸǺƴࣖݣƠƯƍǇƢŵ
ᲢžǳȩȠᲫᲮſ
ӋༀᲣ
 ƞǒƴŴཎКૅੲܖఄưƸŴᨦܹƷཞ७ƴࣖݣƠƨಮŷƳᏋǛޒƠƯƍǇƢŵ
ᨦܹƴǑǓܖఄǁƷᡫܖƕᩊƳδᇜဃࢻƴݣƠƯƸŴܼࡊǍ၏ᨈŴᚨǁƷᚧբ
ᏋǛܱƠƯƖǇƠƨŵᲬᲲ࠰ᲯஉᲫଐྵנŴჄᇌཎКૅੲܖఄᲬᲱఄưᲳᲭʴ
ƕᚧբᏋǛӖƚƯƍǇƢŵ၏ᨈሁƴλᨈƠƯƍǔδᇜဃࢻǛݣᝋƴŴ᳃ᲽǛဇ
ƠƨᢒᨠᏋƷᄂᆮƴǋӕǓኵǜưƍǇƢŵᲢžǳȩȠᲱſӋༀᲣ
ǇƨŴᲬᲲ࠰ࡇƴŴδᇜ࣎ྸၲᚨƕᚨƞǕƨƜƱǛڎೞƴŴ࢘ᛆᚨϋ
ƴ၏ࢊƷδᇜဃࢻǛݣᝋƱƢǔཎКૅੲܖఄƷЎܴǛፗƖŴҔၲȷᅦᅍƱᡲઃƠƨ
ਦݰǋᘍƬƯƍǇƢŵ
 ʻࢸƸŴཎКૅੲܖఄƷૢͳƱೞᏡƷΪܱƴƭƍƯŴˌɦƷᲭƭƷӕኵǛਖ਼ᡶƠƯ
ƍƖǇƢŵ
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ࠝ㔜ⅬϪ ྲྀ⤌㸯㸫ձࠞ
  ʻࢸǋŴᢅ݅ཞඞǁƷࣖݣǛ࣏ᙲƱƢǔ؏עƕƋǓŴჄᇌཎКૅੲܖఄૢͳᚘဒ
ƴǑǔʻࢸƷૢͳƷ૾ӼࣱǛ౨᚛ƠŴᢅ݅ཞඞǁƷࣖݣǛᡶǊǇƢŵ
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《第３章》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と具体的な取組

総合的な教育機能を有する特別支援学校

複数の障害種に対応

通級による指導

通級指導教室

－ 69 －

関係資料

各特別支援学校で対応する障害種別は、県の規則で定めており、その障害種別に
応じた教育を行っています。また、千葉県の特別支援学校では、視覚障害や聴覚障
害、肢体不自由、病弱の障害種について、専門性の高い「通級による指導」を展開
しています。
（「コラム１４」参照）
総合的な教育機能を有する特別支援学校とは、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、総合的に担っていく学校のことです。これにより、各地
域の特別支援教育の拠点としての機能を充実・発展させていきます。
具体的には、学校の教育機能として、知的障害に対応する学校に肢体不自由や病
弱の障害種別を追加して複数の障害種に対応できるようにしたり、小・中学校等へ
の支援機能として、弱視、難聴、肢体不自由、病弱・身体虚弱教育について「通級
による指導」を展開する学校を増やしたりしていくものです。（P70～71 参照）
こうした学校を県全域に展開していくことにより、障害のある幼児児童生徒が、
居住地により近い所で教育・支援を受けられるようになります。

第４章
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第３章

ラム
コラ

第２章

〔重点Ⅲ 取組１－②〕
第１次計画において示された「特別支援学校の教育部門と支援機能」を発展的に
見直し、地域ごとに拠点となる特別支援学校について、現在の教育機能や支援機能
を更に多様化し、総合的な教育機能を有する特別支援学校として位置付けます。そ
して、県内どの地域においても、全ての学校に在籍する障害のある幼児児童生徒が、
各障害に応じた専門性の高い教育を受けられるよう、特別支援学校の機能を充実さ
せていきます。（「コラム１６」参照）（表１２・表１３ P７０、７１）

第１章

千葉・葛南地域、東葛飾地域、南房総地域の東京湾アクアライン着岸地域周辺の
過密状況の著しい知的障害特別支援学校と肢体不自由特別支援学校について、「第
２次県立特別支援学校整備計画」に基づき、特別支援学校の新設を含めた整備を行
い、計画的に対応を進めていきます。

 ỉዶỗዕỊዶỖฌ֕ᗳᇁ။ԗூ୯ᓈୖᥳܒಙផᄏἿܒಙᆋἻᒈἙἹӃϰᆋἻגᎲ




第１章

࠙⾲㸯㸰ࠚ ᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘ 」ᩘࡢ㞀ᐖᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ≉ูᨭᏛᰯ
             ᙻᲴᙻᙾᨦܹ  ᎮᲴᎮᙾᨦܹ  ᏃᲴᏃ˳ɧᐯဌ  ၏Ჴ၏ࢊȷᖎࢊ


第２章

ᖹ

第３章

ᡂ

ᖺ
ᗘ
⌧

Ꮫᰯྡ

ᑐᛂ㞀ᐖ✀

㏻⣭ࡼࡿᣦᑟ

ჄᇌᘨǱිཎКૅੲܖఄ

ᏃŴ၏

Ꮓ

ჄᇌᑔཎКૅੲܖఄ

Ꮓ

ᏃŴᎮŴᙻ

ჄᇌဋཎКૅੲܖఄ

ჷ

Ꮓ

Ⴤᇌ᥅܇ཎКૅੲܖఄ

ჷŴᏃ

Ꮓ

ჄᇌٻዡႉཎКૅੲܖఄ

ჷŴᏃ



ჄᇌᧈဃཎКૅੲܖఄ

ჷŴᏃ



ჷŴ၏ŴᎮ

ᏃŴᎮ

ჷŴ၏

၏

ᅾ ჄᇌܤཎКૅੲܖఄ

第４章

ჄᇌӽཎКૅੲܖఄ

関係資料





࠙⾲㸯㸱ࠚ ᖹᡂ㸱㸱ᖺᗘ ⥲ྜⓗ࡞ᩍ⫱ᶵ⬟ࢆ᭷ࡍࡿ≉ูᨭᏛᰯ㸦ணᐃ㸧


ᖹ
ᡂ

ᖺ
ᗘ
ண
ᐃ

Ꮫ ᰯ ྡ

ᑐᛂ㞀ᐖ✀

㏻⣭ࡼࡿᣦᑟ

ჄᇌᘨǱිཎКૅੲܖఄ

ᏃŴ၏

ᏃŴ၏

ჄᇌᑔཎКૅੲܖఄ

Ꮓ

ᏃŴᙻŴᎮ

ჄᇌᑔٰᙸཎКૅੲܖఄ

Ꮓ

ᏃŴ၏

ჄᇌჵЏཎКૅੲܖఄ

ჷŴᏃ



ჄᇌཎКૅੲܖఄ

ჷŴ၏

၏

ჄᇌဋཎКૅੲܖఄ

ჷŴᏃ

ᏃŴᙻŴᎮ

ჄᇌཎКૅੲܖఄ

ჷŴᏃ

ᏃŴ၏

Ⴤᇌ᥅܇ཎКૅੲܖఄ

ჷŴᏃ

ᏃŴᙻŴᎮŴ၏

ჄᇌٻዡႉཎКૅੲܖఄ

ჷŴᏃ

ᏃŴᙻŴᎮ

ჄᇌᧈဃཎКૅੲܖఄ

ჷŴᏃ



ჄᇌڄᨘཎКૅੲܖఄ

ჷ
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ࠝ㔜ⅬϪ ྲྀ⤌㸰㸫ձࠞ
   ᢅ݅ཞඞǁƷࣖݣƱƱǋƴŴཎКܴȷᨼ˟ܴŴ̾КਦݰဇǹȚȸǹŴᘘܴŴ

̬ܴͤŴዅᚨƷૢͳሁǛᡶǊŴᚨᚨͳƷᎊ҄ƷોծƴѐǊǇƢŵ
  ǹǯȸȫȐǹƴƭƍƯǋŴ᭗ሁᢿƷဃࢻƷƏƪᐯщᡫܖƕӧᏡƳဃࢻǍŴҔၲɥ 
 ࠝཎКƳᣐॾƕ࣏ᙲƳδᇜဃࢻሁǛᨊƖŴʈǛࠎஓƢǔδᇜဃࢻሁμՃƕМဇ
ưƖǔǑƏŴཎКૅੲܖఄƔǒƷفᙲஓǍǹǯȸȫȐǹʈƕ࣏ᙲƳδᇜဃࢻૠ
ƷفьƷཞඞŴᢃᘍ᧓ሁǛᎋॾƠƳƕǒŴǹǯȸȫȐǹƷૼǍفሁƷࣖݣǛ
ᘍƬƯƍƖǇƢŵ
   
ࠝ㔜ⅬϪ ྲྀ⤌㸰㸫ղࠞ
ᨦܹཎࣱƴᣐॾƠƨᚨȷᚨͳƷૢͳƴ࢘ƨƬƯƸŴဇƢǔᚨǛҗЎ౨᚛Ơ
ƨɥưŴܖ፼ؾƷᚘဒႎƳૢͳƴӕǓኵǈǇƢŵ
   
ࠝ㔜ⅬϪ ྲྀ⤌㸰㸫ճࠞ
Ꮓ˳ɧᐯဌƷཎКૅੲܖఄƴƓƍƯƸŴᨦܹƷࡇȷᙐ҄ƕᡶǈŴҔၲႎǱǢ
Ʒ࣏ᙲƳ࠷δδᇜဃࢻƷفьƕʻࢸǋʖेƞǕǇƢŵ
ǇƨŴٶƘƷᏃ˳ɧᐯဌƷཎКૅੲܖఄƴƓƍƯƸŴǹǯȸȫȐǹƷᧈ᧓ʈ
ǋᛢ᫆ƱƳƬƯƍǔƜƱƔǒŴᢅ݅ཞඞǁƷࣖݣӏƼᧈ᧓ᡫܖƷዼԧǛႸਦƠŴ
ཎƴᣃࠊᢿƴƋǔᏃ˳ɧᐯဌƷཎКૅੲܖఄƴƓƚǔᡫܖғ؏ƷᙸႺƠǛǓǇ
Ƣŵ
ƦƠƯŴӲ؏עƴዮӳႎƳᏋೞᏡǛஊƢǔཎКૅੲܖఄǛˮፗ˄ƚǔƜƱƴǑ
ǓŴᏃ˳ɧᐯဌƷƋǔ࠷δδᇜဃࢻƕŴע˰އƷǑǓᡈƘưܖǂǔؾǛૢƑƯƍ
ƖǇƢŵ  



 ᾭΏ ᾤΏ
ίΏ
ͪᄖἿὨᾷέᾯ̵ύᾚᓈύώᾊᾤΖ


 žᨦܹᎍƷೌМƴ᧙ƢǔவኖſǛϱƠƨŷƸŴǤȳǯȫȸǷȖᏋǷǹȆȠನሰ
ƱƍƏσᡫƷႸƴӼƚƨӕኵǛᡶǊƯƍǇƢŵƦƷሊƸƞǇƟǇưŴǤǿȪǢƷǑ

ƏƴȕȫǤȳǯȫȸǸȧȳǛႸਦƢǋƋǕƹŴᒍǍଐஜŴǢȡȪǫƷǑƏƳȋȸǺ

ƴࣖơƨžٶಮƳܖƼƷئſǛဇॖƢǔƳƲ

ƕƋǓǇƢŵ

ȉǤȄưƸཎКૅੲܖఄɶ࣎ƷǷǹȆȠƔǒ

ᡫࠝܖఄưᏋǛӖƚǔǷǹȆȠǁƷ᠃੭ƕᡶ

ᲢȎȫȈȩǤȳȷ
ǊǒǕƯƍǇƢŵϙჇƸŴ᳑
߸ƴƋǔǨȞؕᄽܖఄƷᅹ
ȴǧǹȈȕǡȸȬȳᲣ

 ܖ፼ Ʒ  ئ᩿ ư Ŵ ᚕ ᛖ ᨦ ܹ Ʒ Ƌ ǔ  ̓ ܇ƨ ƪ ƕ 
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ࠝ㔜ⅬϪ ྲྀ⤌㸱㸫ղࠞ
   ཎКૅੲܖఄƴǑǔŴ࠷ᆐטŴݱȷɶܖఄӏƼ᭗ሁܖఄሁǁƷ࠼إȷգႆѣƷ
ɟޖƷΪܱǛǓǇƢŵཎКૅੲܖఄƷᄂᆮ˟Ŵᄂ̲˟Ǜ؏עƴπƠƨǓŴཎК
ૅੲᏋਖ਼ᡶƴ̞ǔऴإǛ᳟᳜᳑ɥŴȪȸȕȬȃȈŴώ܇ሁƷᣐࠋǛᡫơƯႆ̮Ơ
ƨǓƠǇƢŵǇƨŴӲᆔᄂ̲˟ሁǛᡫơƯŴӳྸႎᣐॾƷ੩̓ǍŴؕᄽႎͳૢؾ
ƷᎋƑ૾ƴƭƍƯԗჷǛǓǇƢŵ
 
ࠝ㔜ⅬϪ ྲྀ⤌㸱㸫ճࠞ

第３章

ࣖơƨਦݰᎍƷࣱᧉݦƷӼɥǛǓǇƢŵ
ƞǒƴŴƜǕǇưʶৎӸཎКૅੲܖఄŴᘨǱිཎКૅੲܖఄŴׄᘑᢊཎКૅੲ   
ܖఄƷ၏ࢊཎКૅੲܖఄƕܱƠƯƖƨŴλᨈƠƯƍǔδᇜဃࢻǁƷܖ፼ਦݰƴ 
ƭƍƯƸŴʻࢸŴჄϋӲעƴƋǔɶఋƷ၏ᨈƴλᨈƠƯƍǔδᇜဃࢻƷܖ፼̬ᨦƴ
ᄩܱƴƭƳƕǔǑƏƴŴӲעƷ၏ᨈϋƷܖኢሁǛ +%6 ƴǑǔȍȃȈȯȸǯưኽƼŴ
ჄϋƲƜƴƍƯǋ࣏ᙲƳܖ፼ǛᡦЏǕǔƜƱƳƘŴӖƚǔƜƱƕưƖǔǑƏƳ  
ǷǹȆȠƷನሰǛᡶǊǇƢŵ

第２章


ࠝ㔜ⅬϪ ྲྀ⤌㸱㸫ձࠞ
   ཎКૅੲܖఄƕஊƢǔࣱᧉݦƱಮŷƳᏋೞᏡǛƞǒƴӼɥƞƤƯƍƘƜƱǛ
ႸਦƠǇƢŵ
   ƜǕǇưӕǓኵǜưƖƨཎКૅੲܖఄƷžᡫኢƴǑǔਦݰſǛƴΪܱƞƤǔƨ
 ǊƴŴࠊထᏋۀՃ˟ƱᡲઃƠŴ؏עƷݱȷɶܖఄǛਗໜƱƠƨǵȆȩǤȈܴ
ƷΪܱǛǓǇƢŵ́ƤƯŴʻࢸૼƨƴžᡫኢƴǑǔਦݰſǛڼƢǔܖఄƴƭƍ
ƯƸŴܴૢͳሁƴƭƍƯ౨᚛ƠяᚕƠƯƍƖǇƢŵ
ǇƨŴᙻᙾᨦܹᏋǛਃƏҘᓶႹܖఄŴᎮᙾᨦܹᏋǛਃƏҘᓶᎳܖఄŴ၏ࢊᨦ
 ܹᏋǛਃƏʶৎӸཎКૅੲܖఄŴᘨǱිཎКૅੲܖఄŴׄᘑᢊཎКૅੲܖఄƷ
ᎰՃƕŴӲ؏עƴƋǔཎКૅੲܖఄǁƷਦݰȷяᚕǛᘍƍŴ؏עƴƓƚǔӲᨦܹƴ
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࠙࡞ྲྀ⤌㸱ࠚ
≉ูᨭᏛᰯࡀ᭷ࡍࡿከᵝ࡞ᩍ⫱ᶵ⬟ࡢᐇ

≉ูᨭᏛᰯࡣࠊ≉ูᨭᩍ⫱㛵ࡍࡿᆅᇦࡢࢭࣥࢱ࣮ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࢆᯝࡓ

ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋᆅᇦࡽࡢ┦ㄯࡢᑐᛂࠊᨭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏ࠊ
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