高知県立特別支援学校再編振興計画【第二次】
～病弱特別支援学校の更なる充実をめざして～
県教育委員会では、近年の病弱特別支援学校児童生徒の実態の変化に伴う教育的
ニーズの多様化に対応し、教育内容や教育課程、施設設備の充実、教職員の専門性
の向上等を図るため、教育・医療・労働・福祉等の関係者や保護者、県民の皆様か
ら頂いた貴重なご意見を踏まえ、
「高知県立特別支援学校再編振興計画【第二次】
」
高知県立高知江の口養護学校

を策定いたしました。

特別支援学校再編振興計画の概要 ～病弱特別支援学校が目指す学校像～
児童生徒の多様な教育的ニーズに応じた教育及び施設設備を備えた学校







社会性を育成するため、ソーシャルスキルトレーニングを主とした自立活動を充実
運動規制がない児童生徒に運動面の学習を保障するため、体育館、運動場を整備
慢性疾患の児童生徒の病状の理解や感染症予防のため、セーフティールームを整備
心理的な安定の必要な児童生徒のため、クールダウン室、カウンセリング室を整備
学習意欲の向上や訪問教育の指導の充実のため、ICT 環境を整備
共生社会を推進するため、副籍制度※１を導入した交流及び共同学習を推進
（※１：副籍制度・・・特別支援学校の児童生徒が小中学校等にも籍を置き、小中学校等で授業を受けることができるようにする制度）

 責任感や社会性を育むため、グループホーム的な機能を有する寄宿舎を整備

高等部における柔軟な教育課程の編成とキャリア教育の充実
 病状に応じた単位取得を可能にするため、単位制や通信による指導を導入
 就労希望者の進路を保障するため、職業コースの設置と職業実習室を整備
 キャリア教育の充実のため、事業所見学やインターンシップを導入

医療・福祉・労働等関係機関や専門家と連携した教育の充実





不登校の児童生徒に組織的に対応するため、SC や SSW との連携を強化
自立活動の指導の充実のため、臨床心理士や作業療法士等との連携を強化
児童生徒へ円滑な教育的対応を行うため、相談機関との連携を強化
就労支援の充実のため、障害者職業センター、就職アドバイザーとの連携を強化

南海トラフ地震への対応や医療面の配慮等安全・安心な環境整備






南海トラフ地震から命を守るため、学校安全プログラムに沿った指導の徹底
津波浸水（2m 未満）
、長期浸水(約 1 カ月以上)に対応するため、適地へ移転
医療機関との連携を強化するため、新たな医療機関との連絡・協力体制を構築
学校の健康安全体制の向上のため、児童生徒の実態に応じて看護師を配置
医療を常時必要とする児童生徒のため、国立高知病院分校に通学生を受け入れ

センター的機能の充実
 小中学校の特別支援学級（病弱、自閉・情緒）の指導の充実のため、相談支援機能を強化
 小中学校等の特別な教育的ニーズのある児童生徒の指導・支援の充実のため、支援籍制度※２を導入した通級による
指導を実施
（※ ２：支援籍制度・・・特別な教育的ニーズのある子どもが在籍する学校以外に籍を置き、必要な学習を受けることを可能にする制度）

県教育委員会では、この計画を基に、病弱特別支援学校の再編振興を図るとともに、高知県全体の病弱教育
の充実に取り組んでまいります。皆さまも、高知県立病弱特別支援学校の再編振興にご理解と、ご協力をよろ
しくお願いいたします。

特別支援教育課 088-821-4741
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/311001/

第２期教育振興基本計画の推進②「厳しい環境にある子どもたちへの支援の充実」
専門人材、専門機関との連携強化の取組について
ワンストップ＆トータルな教育支援体制の充実「心の教育センター教育相談事業」
心の教育センターでは、本年度から「すべての子どもの夢と希望の実現をめざして」という基本理念の
もと、
「子どもを取り巻くすべての教育相談の中心機関として、課題が解決に至るまで相談者に寄り添い、
学校及び関係機関との密接な連携を図りながら望ましい支援（ワンストップ＆トータルな支援）を行うと
ともに、予防的・開発的生徒指導の観点から、温かい学校・学級づくりを推進するための予防と支援の一
体化をめざした取組を進める」ことで、不登校やいじめ等、生徒指導上の諸課題の解消に努めています。
事業としては、
「教育相談体制の充実」や「学校支援の充実」
、
「関係機関との連携強化」
、
「教職員研修の充
実」
、
「生徒指導や教育相談に関する調査・研究」などに取り組んでいます。
特に本年度は、臨床心理や社会福祉の高度な専門性を有する「スクールカウンセラースーパーバイザ
ー」や「スクールソーシャルワーカー」がセンターに常駐することで、多様な相談に対してより効果的
な支援が行えるよう相談体制の強化を図りました。
また、４月１日から「２４時間子どもＳＯＳダイヤル」がスタートし、１年中２４時間無料で電話相談
に対応できることとなりました。さらに、平日に心の教育センターに来所することが困難な事例に対応す
るため、８月を除く第２土曜日にセンターを開所するとともに、要請に応じて学校や家庭を訪問する出張
教育相談も行っています。

関係機関

高知県心の教育センター

◆福祉・医療・警察・司法関係

◆相談の受理 （来所・電話・メール）
○内容を整理
◆所内会（ケースカンファレンス）

情報

◆事象の状況に応じた専門的支援

共有

◆関係機関連絡会の開催
◆事案に対する診断・支援

○情報共有・分析
◆相談事象のアセスメント

情報共有

○ＳＣ・ＳＳＷ等の「見立て」
◆支援方針及び担当者の決定

学 校

○当該関係機関との連携
◆アセスメント等の実施
◆個人面談の実施 等
校内支援体制
◆支援の開始
○カウンセリングの継続

訪問

校内支援委員会

支援

チーム支援
◆ＳＣ・ＳＳＷ 等

○プレイセラピー・発達検査
○関係機関への同行
○学校等との連携（校内支援会）

相談事象の解決

高知県心の教育センター 088-833-2932

高知県教育の日「志・とさ学びの日」ポスター図案募集中！
11 月１日は高知県教育の日「志・とさ学びの日」です。
この日をきっかけに、広く県民の皆さまに教育について理解と関心を深めていただき、県民全体で本県教育
を盛り上げていく気運を高めていくため、本年度も標語入り啓発ポスターの作成に向けた取組を進めています。
標語については、県内の児童生徒をはじめとする 486 名の方から 1,112 作品ものご応募をいただき、選考
の結果、下記の作品を最優秀作、優秀作として決定しました。たくさんのご応募ありがとうございました！

平成 28 年度 高知県教育の日「志・とさ学びの日」標語 受賞作
最優秀作(1点)

学ぶこと

地域まるごと

教科書だ

矢野

元也

さん

日高村 立日 高中 学校 ・2 年

【小学生の部】

学ぶこと

未来をつくる

第一歩

岡﨑

海依

さん

土佐市 立蓮 池小 学校 ・6 年

【高校生の部】

広げよう

土佐っ子たちの

片山

聡

さん

丸 の 内 高 等 学 校・3年

【一般の部】

高知家で

耕せ

美帆

さん

教

優秀作(3点)

肥やせ

志

学びの庭（ば）

東

員

※最優秀作、優秀作を含む予備選考通過７８作品（学校名、氏名含む。
）を教育委員会ホームページに掲載しています。
⇒ http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310101/manabinohi.html

現在、引き続きこの標語を表現する「ポスター図案」を県内の児童生徒を対象に募集
しておりますので、部活動として取り組んでいただくなど、ぜひ積極的な応募を促して
くださいますようお願いします。

平成 28 年度 ポスター図案の募集について
募集要項：各学校にメールで送付（平成 2８年 6 月３０日付け 2８高教政第２６２号）したほか、
教育委員会ホームページにも掲載しています。
⇒ http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310101/manabinohi.html
募集期間：平成 2８年 6 月 30 日（木）～９月６日（火）
標

H27 ポスター図案最優秀作
坂本 陽菜さん（鏡野中学校 3 年）
※学校・学年は H2７時のもの

語：
「学ぶこと 地域まるごと 教科書だ」

教育政策課 教育企画担当 088-821-4731

平成２８年度 学校安全教室推進講習会について
登下校中の交通事故や学校内外での不審者による事件等、子どもたちの安全を脅かす出来事が依然とし
て発生しているなか、各学校において、実践的な安全教育・安全管理等を推進していくためには、事件・
事故発生時における初期対応を身に付けるなど、教職員等の資質向上を図ることは学校現場における必須
課題です。
本年度も下記の日程で、素晴らしい講師をお迎えし、本講習会を開催します。参加につきましては、高
知県教育委員会事務局 学校安全対策課までお問い合わせ下さい。
「平成２８年度 学校安全教室推進講習会」
１ 期日・会場 ： 平成 28 年８月 26 日（金）9:50～16:45 高知城ホール ４階 多目的ホール
２ 内
容 ：○「児童生徒の発達段階に応じた交通安全教育の進め方と効果的な学習方法について」
東北工業大学 教授 小川 和久 氏
○「
『子供たちの命を守るために』～ASUKA モデルへの想い～」
埼玉大学 教授 桐淵 博 氏
さいたま市ＡＳＵＫＡモデル関係ご遺族 桐田 寿子 氏
○実践発表 「高知県安全教育推進事業の取組について」
交通安全：宿毛市立宿毛中学校
生活安全：宿毛市立山奈小学校
３ 参加対象者 ： 幼・保、小、中、高、特別支援学校の管理職・教職員等、教育委員会の学校安全担当、
地域の安全活動に関わっている方
学校安全対策課 088-821-4533

保幼小接続期カリキュラム研修会について
幼児期は、遊びや生活のなかで具体的な体験を通してさまざまなことを総合的に学んでいます。それに
対して小学校では、各教科等の目標・ねらいに沿って学びが展開されます。発達段階の違いによって学び
方が違っていますが、その違いにうまく適応できず、
「小 1 プロブレム」といった問題などが起こること
もあります。子どもが安心して小学校に通い、新しい生活に適応していくためには、保育者と教員がお互
いの学びの違いをしっかり理解したうえで、
幼児期の育ちと学びを小学校につないでいくことが必要です。
そこで、子どもの発達や学びをつなげるための保幼小接続期カリキュラムに
ついて、作成する重要性と方法等を理解していただくため、草加市教育委員会
子ども教育連携推進室長の嶋田 弘之氏を講師としてお迎えし、8 月に 2 会場
で「保幼小接続期カリキュラム研修会」を開催します。
草加市教育委員会では、5 歳児後半のアプローチカリキュラムと小学校 1 年
生 1 学期のスタートカリキュラムを各園や学校で作成し、実施できるよう支援
しており、参考になる具体的なお話がうかがえます。
参加対象は、小学校の校長・教員、保育所・幼稚園・認定こども園の所長・
園長、保育士・教員等となっています。ぜひ積極的にご参加ください。

◆開催日・会場
8 月 24 日（水）宿毛市立宿毛文教
センター
8 月 25 日（木）高知県立高知青少
年の家
◆時間 13:30～16:00
◆内容
講話「保幼小接続期カリキュラム
の作成～幼児期の教育と小学校教
育の円滑な接続に向けた取組と期
待される効果～」
幼保支援課 088-821-4881

２日
4～5 日

6～７日
7日
8日
15 日

15～16 日

17～１８日

18 日
20～21 日

21 日
22～23 日

薬物乱用防止教育研修会（高知城ホール 13:00～）
23 日
防災教育研修会
（4 日：中部地区 B 高知城ホール 9:50～）
24 日
（5 日：西部地区 黒潮町ふるさと総合センター 9:50～）
第５４回四国中学校総合体育大会
（県立春野総合運動公園 他 9:20～）
児童会・生徒会交流集会（東部地区）
（室戸市保健福祉センター 13:00～）
四国地区人権教育夏期講座
25 日
（高知市文化プラザかるぽーと 10:00～）
国際バカロレアを体験してみよう（小学５年生・保護者対象） 25～26 日
（高知会館 9:00～）
高知県小中学校ＰＴＡ連合会・高知県小中学校長会懇談会
26 日
（高知会館 13:00～）
27 日
国際バカロレア・ワークショップ in Kochi 2016
（教員対象）
（15 日：高知会館 9:00～、16 日：高知共済
会館 8:30～）
29 日
教育相談体制の充実(チーム学校）に向けた連絡協議会
（17 日：東部 田野町ふれあいセンター 13:00～）
（18 日：土長南国 南国市スポーツセンター 13:00～）
平成 28 年度カウンセリングマインド向上研修
（17 日：西部 四万十市立中央公民館 14：30～）
（18 日：東部 安芸総合庁舎 9:30～）
2日
（18 日：中部 高知県人権啓発センター 14:30～）
平成 28 年度｢探究的な授業づくりのための教育課程研究実
6日
践事業(学校図書館型）
」連絡協議会（高知会館 13:15～）
平成 29 年度高知県公立学校教員採用候補者選考審査第２
8日
次審査（筆記審査、実技審査/全校種・教科）
（高知工業高校、
教育センター（本館・分館）
、北高校、岡豊高校 8:30～）
9日
児童会・生徒会交流集会（中部地区②）
（須崎市立市民文化会館 13:00～）
13 日
教育相談体制の充実(チーム学校)に向けた連絡協議会
（高知①② 高知大学朝倉キャンパス 13:00～）
16 日
平成 29 年度高知県公立学校教員採用候補者選考審査第２
次審査（面接審査/全校種・教科）
（岡豊高校 8：00～）

平成 28 年度 特別支援学校教育課程研究集会（肢体不
自由部会）
（高知県立高知青少年の家 9:30～）
定例教育委員会
（高知市 県庁西庁舎教育委員室 13:30～）
平成２８年度｢探究的な授業づくりのための教育課程
研究実践事業」連絡協議会（高知会館 15:00～）
保幼小接続期カリキュラム研修会（宿毛市立宿毛文教
センター 13:30～）
保幼小接続期カリキュラム研修会（高知県立高知青少
年の家 13:30～）
教育相談体制の充実(チーム学校）に向けた連絡協議会
（25 日：高岡 須崎市立市民文化会館 13:00～）
（26 日：幡多 四万十市立中央公民館 13:00～）
学校安全教室推進講習会（高知城ホール 9:50～）
ＰＴＡ・教育行政研修会（土長南国地区：土佐町保健
福祉センター 13:15～、香美香南地区：高知県立青
少年センター 13:15～）
平成 28 年度 特別支援学校教育課程研究集会（知的障
害部会）
（教育センター本館 9:30～）

若者はばたけプログラム初級講座Ⅱ(西部）
（四万十市
立中央公民館 10:30～）
平成 28 年度全国学力・学習状況調査結果等説明会(校
長対象）
（高知県民文化ホール・グリーン 13:30～）
若者はばたけプログラム初級講座Ⅱ(中部）
（高知県立
大学永国寺キャンパス 10:30～）
若者はばたけプログラム初級講座Ⅱ(東部）
（田野町ふ
れあいセンター 10:30～）
定例教育委員会
（高知市 県庁西庁舎教育委員室 13:30～）
第２回県立学校長会議（高知共済会館 10:00～）

＜発行者＞
高知県教育委員会事務局教育政策課
(TEL)088-821-4731
FAX)088-821-4558
E-mail)310101@ken.pref.kochi.lg.jp
本広報紙への感想や、ご要望がございましたら、発行者までお寄せください。
教育委員会ホームページ：http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310000/

