
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特別支援教育の

 
 

適 切 な 指 導 と 

必要な支援により  

高知県教育委員会 

平成２３年９月 

特別支援教育の理念のいっそうの広がりをめざして

自分の長所や強みに気づくことができる子どもに

自分を肯定的に感じることができる子どもに

自分の特性を活かした社会的・職業的自立ができる子どもに

発達障害等のある子どもたちが 

理念のいっそうの広がりをめざして 

子どもに 

自分を肯定的に感じることができる子どもに 

自分の特性を活かした社会的・職業的自立ができる子どもに 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この「指針」では、発達障害等通常の学級に在籍する特別な教育

的ニーズのある子どもについて、「発達障害等のある子ども」と表

記しています。 

この「等」は、LD、ADHD、高機能自閉症等の診断のある子ど

ものみを対象としているのではなく、診断のない子どもも対象にし

ているという意味で使っています。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

学校教育法の一部改正により、平成１９年度から特別支援教育が新たな制度

としてスタートしました。特別支援教育は、発達障害も含めて特別な支援を

必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学校において実施されるものであ

り、本県の小中学校の通常の学級に在籍する児童生徒の約５

が特別な支援を必要としていると把握されています。
 

高知県においては、

のネットワークの構築や、各学校におけ

いるところです。こうした取組

別支援教育の質的な向上を図ることが大切です。

 

さらに、高知県では

において、“ともに支え合い

一環として、乳幼児期から卒業後の就労までを見通した、発達障害児・者のラ

イフステージに応じた支援体制づくりが進められています。
 

高知県教育委員会では、こうした県全体の取組と有機的に連携し、発達障害

等のあるすべての子どもたちが、生き生きとかがやきながら学校生活を送るこ

とができるよう、指導や支援の在り方について検討を進めてまいりました。
 

この指針は、今後、高知県が発達障害も含めて、特別な支援を必要とする

幼児児童生徒への指導と支援に関して、教育が取り組むべき方向性とその際の

骨格を示すものとして策定

 

現在、高知県には学力問題をはじめとして、いじめ、不登校、中途退学など

の解決すべき多くの課題があります

及・定着することは、

られ、積極的な意義を有するものであると言えます。
 

この指針に基づき、早期からの支援体制をいっそう整備し、特別支援教育のさ

らなる充実を図るとともに、子どもたちの将来の自立と社会参加に向けて、一

人一人の教育的ニーズに対応した適切な指導及び必要な支援を推進してまいり

ます。 

 

平成23 年９月

                             

 

 

 

 

は じ め に

学校教育法の一部改正により、平成１９年度から特別支援教育が新たな制度
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り、本県の小中学校の通常の学級に在籍する児童生徒の約５.８％（Ｈ２２年度）
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こうした取組は今後も更に充実・発展させる必要があり、特

別支援教育の質的な向上を図ることが大切です。 

高知県では平成２３年２月の「日本一の健康長寿県構想」

、“ともに支え合いながら生き生きと暮らす「高知型福祉

一環として、乳幼児期から卒業後の就労までを見通した、発達障害児・者のラ

イフステージに応じた支援体制づくりが進められています。 

高知県教育委員会では、こうした県全体の取組と有機的に連携し、発達障害

のあるすべての子どもたちが、生き生きとかがやきながら学校生活を送るこ

指導や支援の在り方について検討を進めてまいりました。
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幼児児童生徒への指導と支援に関して、教育が取り組むべき方向性とその際の

骨格を示すものとして策定いたしました。 
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多くの課題があります。特別支援教育の理念と基本的考え方が普

及・定着することは、こうした様々な課題の解決や改革に大いに資すると考え

られ、積極的な意義を有するものであると言えます。 

この指針に基づき、早期からの支援体制をいっそう整備し、特別支援教育のさ

らなる充実を図るとともに、子どもたちの将来の自立と社会参加に向けて、一

人一人の教育的ニーズに対応した適切な指導及び必要な支援を推進してまいり
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学校教育法の一部改正により、平成１９年度から特別支援教育が新たな制度
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る特別支援教育の体制整備を推進して

は今後も更に充実・発展させる必要があり、特

長寿県構想」（改訂版）
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一環として、乳幼児期から卒業後の就労までを見通した、発達障害児・者のラ

 

高知県教育委員会では、こうした県全体の取組と有機的に連携し、発達障害

のあるすべての子どもたちが、生き生きとかがやきながら学校生活を送るこ

指導や支援の在り方について検討を進めてまいりました。 
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この指針に基づき、早期からの支援体制をいっそう整備し、特別支援教育のさ

らなる充実を図るとともに、子どもたちの将来の自立と社会参加に向けて、一

人一人の教育的ニーズに対応した適切な指導及び必要な支援を推進してまいり

高知県教育長  中澤 卓史 



 
 

「日本一の健康長寿県構想」との関連  
            県民が健やかで心豊かに、支え合いながら生き生きと暮らすために 

 

高知県では、平成２３年２月の「日本一の健康長寿県構想」（改訂版）において、“ともに支え合いなが

ら生き生きと暮らす「高知型福祉の実現」”の一環として、乳幼児期から卒業後の就労までを見通した、発

達障害児・者のライフステージに応じた支援体制づくりが進められています。 

高知県教育委員会では、こうした県全体の取組と有機的に連携し、発達障害等のあるすべての子どもた

ちが、生き生きとかがやきながら学校生活を送ることができるよう、「発達障害等のある幼児児童生徒の指

導及び支援の充実に関する指針」（以下「指針」とします。）を策定しました。 
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障害保健福祉課
高知県における発達障害者支援の取り組み

～ ライフステージに応じた支援体制 ～
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・個別支援計画の普及
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（Ｈ24年度）
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農福連携に
よる就労支
援事業

◎「ペアレントメンター」とは・・・
発達障害者の子育て経験のある親が、その経験
を活かし、子どもが発達障害の診断を受けて間も
ない親などに対して相談や助言を行うもの

                               （平成23 年2 月16 日 改訂版） 

 
 
  高知県教育委員会では、高知県が推進する「日本一の健康長寿県構想」の中の発達障害者支援における教育

が果たすべき役割を踏まえ、「指針」を策定いたしました。 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高知県教育委員会 

「指針」では･･･ 

保育所・幼稚園等、小学校・中学校、高等学校における発達障害等のある幼児児童生徒に対して、適切な

指導や必要な支援を充実するための具体的な施策や取組の方向性を示しました。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 保育所・幼稚園等【幼保支援課】

現 

状 

○支援の内容や方法を小学校に引継ぐための取組

を充実させる必要がある。 

○発達障害等のある幼児へのかかわり方や支援方

法について、さらに理解を深める必要がある

○発達障害等の特性の理解を深めることや保護者

の悩みや不安などを理解し、支えていくことが大

切である。 

【基本方針１】発達障害等のある子どもの特性に応じた支援や分かりやすい授業実践力の向上を図ります。

 

具
体
的
な
取
組 

○一人一人の発達の特性に応じた園内

研修の実施 

○管理職を含めた保育士・幼稚園 

 教諭の専門性の向上 

【基本方針２】発達障害等のある子どもの支援を校種間でつなぐ仕組みを構築します。

 

具
体
的
な
取
組 

 ○小学校へ適切な指導や 

    必要な支援を引き継ぐ 

 

【基本方針３】発達障害等のある子どもの特性

します。 

 

具
体
的
な
取
組 

○一人一人の生きる力の基礎を培う園内

研修の実施 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

適切な指導と必要な支援により

【基本方針１】発達障害等のある子どもの特性に応じた支援や分かりやすい授業実践力の向上

ます。 

【基本方針２】発達障害等のある子どもの支援を校種間でつなぐ仕組みを構築します。

【基本方針３】発達障害等のある子どもの特性を活かし、自分らしさを大切にした社会的自立や職業的

自立をめざす教育を推進します。

【生涯学習課】
○ＰＴＡ研修会や放課後子どもプランの

指導者研修会等での理解促進
○小・中学校からの支援を引き継ぐ

【教育政策課】 
○発達障害等についての専門性

を持った教員養成  

【教育センター】 
○管理職を含めた教員の専門性の 

向上 
○発達障害等のある幼児児童生徒

の指導や支援に関する情報提供 
◆教職員研修の充実 

「 指 針 」 の 概 要  

【幼保支援課】  小学校・中学校  【小中学校課】  高等学校

支援の内容や方法を小学校に引継ぐための取組

のある幼児へのかかわり方や支援方

る必要がある。 

を深めることや保護者

の悩みや不安などを理解し、支えていくことが大

○教員によっては、対応がわからず指導に苦慮し、学

級全体の雰囲気も落ち着かず、学級崩壊につながる

場合がある。 

○特別支援教育学校コーディネーターを中心として、各

学校の体制は整備されてきたが、地域や学校による

取組に温度差がある。 

○個別の教育支援計画、個別の指導計画の作成等、コ

ーディネーターや担任任せになっている学校もある。 

 

○教科指導及び学校生活での手立てが必要である。

 

 

○学校生活を組織的に支援する必要がある。

 

 

 

○特性に応じた進路指導の改善が必要である。

【基本方針１】発達障害等のある子どもの特性に応じた支援や分かりやすい授業実践力の向上を図ります。

○一人一人の発達の特性に応じた園内 

 

○個別の指導計画に基づく授業改善の実施 

○発達障害者等指導者養成研修の実施 

○管理職を含めた教員の専門性の向上 

 

○障害や特性に応じた教科指導の充実

○学校生活の組織的な支援体制の充実

○管理職を含めた教員の専門性の向上

 

【基本方針２】発達障害等のある子どもの支援を校種間でつなぐ仕組みを構築します。 

○保育所・幼稚園等からの支援を引き継ぐ 

○小学校から中学校へ支援を引き継ぐ 

○高等学校へ支援を引き継ぐ 

 
 
○中学校から支援を引

子どもの特性を活かし、自分らしさを大切にした社会的自立や職業的自立をめざす

一人一人の生きる力の基礎を培う園内 ○障害や特性に応じた進路指導の充実 

（キャリア教育カリキュラムの改善） 

 

 

 ○障害や特性に応じた

 （進路実現に向けキャリアプログラム

  の改善・インターンシッププログラム

  の改善）

自分の長所や強みに気づくことができる

自分を肯定的に感じることができる子どもに

自分の特性を活かした社会的・職業的自立ができる子どもに

適切な指導と必要な支援により 

発達障害等のある子どもたちが 

【基本方針１】発達障害等のある子どもの特性に応じた支援や分かりやすい授業実践力の向上

【基本方針２】発達障害等のある子どもの支援を校種間でつなぐ仕組みを構築します。

【基本方針３】発達障害等のある子どもの特性を活かし、自分らしさを大切にした社会的自立や職業的

自立をめざす教育を推進します。 

指導及び支援の３つの基本方針 

【生涯学習課】 
○ＰＴＡ研修会や放課後子どもプランの 

指導者研修会等での理解促進 
○小・中学校からの支援を引き継ぐ 等 

【スポーツ健康教育課】 
○運動指導、健康教育の取組

の推進 

 

【特別支援教育課】 
○ワーキンググループにおける進捗状況の管理  
○各課との連携・協働    
○各課の取組へのサポート 
○特別支援学校のセンター的機能の活用 

 ◆指針に基づく取組の推進 

高等学校  【高等学校課】 
○教科指導及び学校生活での手立てが必要である。 

○学校生活を組織的に支援する必要がある。 

特性に応じた進路指導の改善が必要である。 

【基本方針１】発達障害等のある子どもの特性に応じた支援や分かりやすい授業実践力の向上を図ります。 

○障害や特性に応じた教科指導の充実 

学校生活の組織的な支援体制の充実 

○管理職を含めた教員の専門性の向上 

○中学校から支援を引き継ぐ 

を活かし、自分らしさを大切にした社会的自立や職業的自立をめざす教育を推進 

○障害や特性に応じた進路指導の充実 

（進路実現に向けキャリアプログラム 

の改善・インターンシッププログラム 

の改善） 

自分の長所や強みに気づくことができる子どもに 

自分を肯定的に感じることができる子どもに 

自分の特性を活かした社会的・職業的自立ができる子どもに 

【基本方針１】発達障害等のある子どもの特性に応じた支援や分かりやすい授業実践力の向上を図り 

【基本方針２】発達障害等のある子どもの支援を校種間でつなぐ仕組みを構築します。 

【基本方針３】発達障害等のある子どもの特性を活かし、自分らしさを大切にした社会的自立や職業的 

【人権教育課】 
○人権教育指導資料集の発行 
○学級づくり、学習環境を整える取組

の推進 等 ［心の教育センター］ 

【東部教育事務所・中部教育事

務所・西部教育事務所】 
○発達障害等のある児童生徒

が在籍する学校や学級への

支援 

◆学校や学級への支援の充実 
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（１）特別な教育的ニーズのある幼児児童生徒の状況 

 
 

 

                         

 

                                  

                   

 

 

 

 

（２）特別支援教育体制整備の状況 
学校 幼稚園（公立）  小学校 中学校 高等学校 

年度 20 21 22 20 21 22 20 21 22 20 21 22 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 52.0 60.0 73.9 100.0 99.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

校内委員会 68.0 72.0 60.9 94.4 100.0 100.0 95.8 100.0  100.0 100.0 100.0 100.0 

実態把握 84.0 88.0 82.6 100.0  100.0 100.0 100.0 100.0 99.1 95.0 95.0 92.3 

 

 
 
 
 
 

 
 
（３）「個別の指導計画」の作成状況 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

特別な教育的ニーズのある児童生徒の在籍率（高知県） 
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発達障害等のある子どもの個別の指導計画作成状況（高知県） 

幼稚園 

中学校 

高等学校 

小学校 

文部科学省が毎年実施している体制整備状況調査結果では、平成２０年度には、「特別支援教育コ

ーディネーターの指名配置」「校内委員会の設置」「発達障害等の実態把握」について、ほとんどの

小学校、中学校、高等学校において体制が整備されている状況です。また、幼稚園（公立）におい

ても、体制が整備されつつあります。 

しかしながら、「個別の指導計画」の作成はまだ十分とは言えず、適切な指導及び支援の充実に課

題があると考えられます。 

 

「個別の指導計画」は、障害のある幼児

児童生徒に適切な指導を行うための大切

な計画です。この計画を作成することで、

幼児児童生徒の課題を踏まえ、その手立て

を具体化し、変容をとらえることができま

す。 

 高知県では、発達障害等のある幼児児童

生徒に対する学校としての取組を検証す

る一つの指標として、「個別の指導計画」

の作成状況を調査しています。 

(%) 

高知県における発達障害等のある幼児児童生徒の現状 １ 
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発達障害等通常の学級に在籍する特別

な教育的ニーズのある児童生徒数は年々

増加する傾向にあります。 中学校 

※校種別作成状況 ＝ 
該当の校種のすべての公立学校数 

通常の学級で「個別の指導計画」を作成している学校数 
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高知県の保育所・幼稚園等、小

発達障害等のある幼児児童生徒に対する指導及び支援

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発達障害等のある子どもたちの

難しさを感じる行動などがあります。

害の特性に起因するものととらえることが大切です。そのため、指導

と子どもの実態把握に基づいた適切な

例えば、LＤの特性があり、聴くことが苦手で指示が

ったうえで、短い言葉で簡潔に指示を出すなど、集中して話を聞くことができる環境をつくる支援があり

ます。 

また、高機能自閉症の特性がある場合は、

があり、友だちとトラブルになることもあります。そのため、社会的ス

なりますが、好ましくない言動を叱責

絵や写真など視覚的な情報を取り入れ、場面や状況に応じた行動や

援が効果的です。 

このような発達障害の特性を踏まえた支援の方法

障害のない子どもたちにとっても

子どもたちの特性に応じた支援や分かりやすい指導方法の工夫、指示の仕方などについて、保育者の支援

や教職員の授業実践力のいっそうの向上が求められています。

そのためには、発達障害等のある子どもたちにとって、幼児期から

人の特性に応じた適切な指導や必要な支援を行うことが大切です。さらに学

校においては、子どもの「分かる」

人の特性を踏まえたユニバーサルデザインの視点に立った誰にとっても分か

りやすい授業づくりを行うことが大切です。

高知県では、こうした視点に立ち、保育所・幼稚園等、小学校・

る子どもたちに必要な支援や学習方法の工夫、活動に結び付く指示の仕方等、日々の子どもたちの生活環

境や学習環境を整えていくために保育者・教職員の専門性や授業実践力の向上を図ります。

 

発達障害等のある子どもの支援を校種間で

発達障害等のある子どもの特性に応じた支援
の向上を図ります。

発達障害
社会的自立や職業的自立をめざす教育

発達障害等に係る指導及び支援の２ 

（１）基本方針１ 発達障害等のある子どもの特性に応じた
          の向上を図ります。

、小学校・中学校、高等学校においては、次の３つの基本方針に基づいて、

のある幼児児童生徒に対する指導及び支援をさらに充実させます。

のある子どもたちの学びや生活における適切な指導や必要な支援に際して、担任の先生方が

難しさを感じる行動などがあります。これは子どもたちの努力不足や保護者のしつけが原因ではなく、障

害の特性に起因するものととらえることが大切です。そのため、指導や支援に際しては、その障害の特性

と子どもの実態把握に基づいた適切な指導と必要な支援を検討する必要があります。

、聴くことが苦手で指示がなかなか理解できない場合は、

簡潔に指示を出すなど、集中して話を聞くことができる環境をつくる支援があり

がある場合は、社会性やコミュニケーションの取り方に課題がみられること

があり、友だちとトラブルになることもあります。そのため、社会的スキルを学ばせていくことが大切に

なりますが、好ましくない言動を叱責するのではなく、子どもの行動の背景をしっかりと把握したうえで、

絵や写真など視覚的な情報を取り入れ、場面や状況に応じた行動や話し方を具体的に教えていくなどの支

特性を踏まえた支援の方法は、発達障害のある子どもに効果的であるだけでなく、

障害のない子どもたちにとっても、とても有効な指導の要素をたくさん含んでいます。

子どもたちの特性に応じた支援や分かりやすい指導方法の工夫、指示の仕方などについて、保育者の支援

や教職員の授業実践力のいっそうの向上が求められています。 

発達障害等のある子どもたちにとって、幼児期から一人一

に応じた適切な指導や必要な支援を行うことが大切です。さらに学

校においては、子どもの「分かる」を追求する授業づくりや子どもの一人一

人の特性を踏まえたユニバーサルデザインの視点に立った誰にとっても分か

りやすい授業づくりを行うことが大切です。 

、こうした視点に立ち、保育所・幼稚園等、小学校・中学校、高等学校

必要な支援や学習方法の工夫、活動に結び付く指示の仕方等、日々の子どもたちの生活環

境や学習環境を整えていくために保育者・教職員の専門性や授業実践力の向上を図ります。

発達障害等のある子どもの支援を校種間でつなぐ仕組みを構築します。

発達障害等のある子どもの特性に応じた支援や分かりやすい
の向上を図ります。 

発達障害等のある子どもの特性を活かし、自分らしさを大切にした
社会的自立や職業的自立をめざす教育を推進します。

に係る指導及び支援の３つの基本方針

発達障害等のある子どもの特性に応じた支援や分かりやすい
向上を図ります。 

２ 

つの基本方針に基づいて、

をさらに充実させます。 

に際して、担任の先生方が

これは子どもたちの努力不足や保護者のしつけが原因ではなく、障

に際しては、その障害の特性

支援を検討する必要があります。 

なかなか理解できない場合は、まず注意喚起を行

簡潔に指示を出すなど、集中して話を聞くことができる環境をつくる支援があり

社会性やコミュニケーションの取り方に課題がみられること

キルを学ばせていくことが大切に

するのではなく、子どもの行動の背景をしっかりと把握したうえで、

話し方を具体的に教えていくなどの支

発達障害のある子どもに効果的であるだけでなく、

ん含んでいます。発達障害等のある

子どもたちの特性に応じた支援や分かりやすい指導方法の工夫、指示の仕方などについて、保育者の支援

中学校、高等学校で、発達障害等のあ

必要な支援や学習方法の工夫、活動に結び付く指示の仕方等、日々の子どもたちの生活環

境や学習環境を整えていくために保育者・教職員の専門性や授業実践力の向上を図ります。 

つなぐ仕組みを構築します。 

分かりやすい授業実践力

子どもの特性を活かし、自分らしさを大切にした 
を推進します。 

基本方針 

分かりやすい授業実践力



 
 
 

保育所・幼稚園等における、発達障害等のある幼児への支援

の特性や実態に基づいた適切な

 

このような保育所・幼稚園等で

い適切な指導や必要な支援につながり、その後の自立や学習に大きな効果があります。

 

しかし、こうした支援内容の引き継ぎは、他の校種間でも十分に行われていない現状があります。

障害等のある子どもに対する、就学前から高等学校卒業までの一貫した支援を行っていくために、校種間

 

 

 
 
 
 

発達障害等のある子どもたちの社会

他の子どもたちには真似できないその子ならではの強みを生かす方向で考えることが大切です。

 

発達障害等のある子どもたちは、対人関係や学習に際して様々な困難がありますが、一方で非常にユニ

ークな発想、人一倍の行動力、他の子どもには真似できないような根気強さ

さんの素晴らしい長所を持っていることがあります。

 

そのため、短所や困難な側面ばかりに注目し、

長所や強みを生かしながら、子どもの社会的自立や卒業後の職業的な自立を考えていく

ます。 

 

高知県では現在、「学ぶ力を育み心に寄りそ

生徒が自己の在り方生き方を考え、主体的に進路を選択することができるこ

とをめざし、発達段階に応じたキャリア教育の推進

 

特に幼児期は、安定した情緒の下で

に必要な経験を得ていくものであることを考慮して、幼児の主体的な

促し、幼児期にふさわしい生活が展開されるための保育・教育を推進します。

 

このような「生きる力の基礎」を培う幼児期の保育・教育を踏まえ、

したキャリア教育のカリキュラム作成が必要です。そして、発達障害等のある児童生徒の障害の特性

まえたテキストを作成・活用し、児童生徒の特性に合った進路が実現できるよう体制の充実を推進します。

（２）基本方針２ 発達障害等のある子どもの支援を校種間でつなぐ仕組みを構築します

（３）基本方針３ 発達障害

自立や職

、発達障害等のある幼児への支援は、関係機関等の支援を受けながら、

の特性や実態に基づいた適切な指導や必要な支援を行っています。 

保育所・幼稚園等で行ってきた指導・支援内容を小学校につないでいくことは

い適切な指導や必要な支援につながり、その後の自立や学習に大きな効果があります。

支援内容の引き継ぎは、他の校種間でも十分に行われていない現状があります。

障害等のある子どもに対する、就学前から高等学校卒業までの一貫した支援を行っていくために、校種間

をつなぐ取組を充実させることが喫緊の課題です。

こうしたことから、保育所・幼稚園等、小学校・

校種間で、就学や進学に際して、それまでに積み上げた指導や支援を確

実に次の学校につなぐ体制を構築します。 

子どもたちの社会的自立や卒業後の職業自立を考える際には、子どもたちの長所や、

他の子どもたちには真似できないその子ならではの強みを生かす方向で考えることが大切です。

のある子どもたちは、対人関係や学習に際して様々な困難がありますが、一方で非常にユニ

人一倍の行動力、他の子どもには真似できないような根気強さや集中力、

さんの素晴らしい長所を持っていることがあります。 

や困難な側面ばかりに注目し、それを克服することにとらわれるのではなく、こうした

長所や強みを生かしながら、子どもの社会的自立や卒業後の職業的な自立を考えていく

「学ぶ力を育み心に寄りそう緊急プラン」において、児童

生徒が自己の在り方生き方を考え、主体的に進路を選択することができるこ

発達段階に応じたキャリア教育の推進に取り組んでいます。 

は、安定した情緒の下で自己を十分に発揮することにより発達

であることを考慮して、幼児の主体的な活動を

促し、幼児期にふさわしい生活が展開されるための保育・教育を推進します。 

「生きる力の基礎」を培う幼児期の保育・教育を踏まえ、小学校・

ラム作成が必要です。そして、発達障害等のある児童生徒の障害の特性

まえたテキストを作成・活用し、児童生徒の特性に合った進路が実現できるよう体制の充実を推進します。

発達障害等のある子どもの支援を校種間でつなぐ仕組みを構築します

発達障害等のある子どもの特性を活かし、自分らしさを大切にした社会的

自立や職業的自立をめざす教育を推進します。 

３ 

、関係機関等の支援を受けながら、障害

つないでいくことは、切れ目のな

い適切な指導や必要な支援につながり、その後の自立や学習に大きな効果があります。 

支援内容の引き継ぎは、他の校種間でも十分に行われていない現状があります。発達

障害等のある子どもに対する、就学前から高等学校卒業までの一貫した支援を行っていくために、校種間

をつなぐ取組を充実させることが喫緊の課題です。 

、小学校・中学校、高等学校の

際して、それまでに積み上げた指導や支援を確

自立や卒業後の職業自立を考える際には、子どもたちの長所や、

他の子どもたちには真似できないその子ならではの強みを生かす方向で考えることが大切です。 

のある子どもたちは、対人関係や学習に際して様々な困難がありますが、一方で非常にユニ

集中力、記憶力など、たく

克服することにとらわれるのではなく、こうした

長所や強みを生かしながら、子どもの社会的自立や卒業後の職業的な自立を考えていくことが大切になり

 

・中学校、高等学校を見通

ラム作成が必要です。そして、発達障害等のある児童生徒の障害の特性を踏

まえたテキストを作成・活用し、児童生徒の特性に合った進路が実現できるよう体制の充実を推進します。 

発達障害等のある子どもの支援を校種間でつなぐ仕組みを構築します 。 

子どもの特性を活かし、自分らしさを大切にした社会的 



 
 
 
 
 
 
 

① 現状と取組の方向性 

【現状】                                                                                   

○保育者の支援や指導力の向上 

発達障害等のある幼児の自立に向けた主体的な取組を支援するためには、幼児一人一人の教育的 

ニーズを把握し、そのもてる力を高め、生活上の困難を改善又は克服するよう、適切な指導や必要 

な支援を行うことが大切です。さらには幼児の言動から課題に早期に気づき、専門機関につなぎ、 

必要な支援が受けられるようにすることが大切なことから、今後ますます保育者の専門性の向上と 

スキルの向上を図ることが必要です。 

 

○関係機関と連携し、保護者を含めた支援の充実 

子どもの障害や発達上の課題が見られる場合には、専門機関と定期的に、また必要に応じて話し 

合う機会をもち、子どもへの理解を深め、保育の取組の方向性について確認することが大切です。 

また、保護者や家庭と子どもの生活状況を伝え合い、子どもの理解を深めることや、保護者の悩み 

や不安などを理解し、支えていくことが大切です。今後ますます関係機関と連携した支援を行うこ 

とができるように、発達障害にかかわる保育者の専門性の向上とスキルの向上を図ることが必要で 

す。 

 

○保育所・幼稚園等から小学校への円滑な就学に向けての支援の充実 

         保育所・幼稚園等では、発達障害等の障害がわかった場合、関係機関等の支援を受けながら、 

必要な支援や適切な指導を行っています。このように保育所・幼稚園等で行ってきた指導・支援 

内容を小学校等※２ につないでいくことで、切れ目のない適切な指導や必要な支援が可能となり、 

その後の自立や学習に大きな効果があります。今後より一層の校種間をつなぐ取組を推進してい 

くことが大切です。 

  しかし、保育所・幼稚園等で、関係機関等の支援を受けながら行ってきた支援を小学校等に円 

滑につなげることが、十分に行われていません。発達障害等のある子どもに対する、就学前から 

高等学校卒業までの一貫した支援を行うため、保育所、幼稚園等と小学校等をつなぐ取組を充実 

させることが喫緊の課題です。 

                      

【取組の方向性】                                                                            

   ◆発達障害の子どもが分かりやすい支援や授業実践力の向上に関すること 

幼児期における発達障害等のある幼児に適切な支援を行うためには、幼児の課題に対する適切 

な支援について、保育者が支援方法を研修し、実際の保育の場面で活用できるようになることが 

求められます。 

そのため、幼児の言動などを通して、早期に気づき、適切な支援が行えるよう、管理職を含め

た保育士・幼稚園教諭の専門性の向上をはかる研修に取り組みます。 

    

◆校種間で支援をつなぐ仕組みの構築に関すること 

発達障害のある幼児への対応は、できるだけ早い段階での気づきや適切な支援を行うことが重 

保育所・幼稚園等、小学校・中学校、高等学校における具体的 
な施策と目標 ３ 

（１）保育所・幼稚園等における具体的な施策と目標 （幼保支援課） 

※１ 

４ 



要です。気になる幼児への課題に気づき、適切な支援を考えていく個別の指導計画を作成し、日  々

の実践を充実することが大切です。この気づきが、発達障害等のある幼児への早期の支援につな 

がります。 

そして、保育所・幼稚園等での発達障害等のある幼児に対する指導や支援が小学校等へ円滑に 

引き継がれるよう切れ目のない支援や適切な指導の充実を図ります。 

 

◆社会的自立や職業的自立を実現する教育の推進に関すること 

幼児期は、自分の興味や欲求に基づいた直接的、具体的な体験を通して、人格形成の基礎となる

豊かな心情、物事に自分からかかわろうとする意欲や健全な生活を営むために必要な態度などを培

うことが重要です。このことを踏まえて、発達障害等のある幼児の自立に向けた主体的な取組を支

援するために、幼児一人一人が、自分らしく生き生きと生活や遊びに取り組むことを大切にした保

育・教育を充実します。 

 
※１「保育所・幼稚園等」の「等」は、認定こども園をさします。 

※２「小学校等」の「等」は、特別支援学校小学部をさします。 

 

② 保育所・幼稚園等における取組内容と達成目標 
 

取   組 H23 H24 H25 H26 達成目標（H27） 

 

○一人一人の発達の

特性に応じた園内

研修の実施 

 

 

  

  

○全保育所・幼稚園等

の60％で園内研修を

実施する。 
 

 

○個別の指導計画に

基づく保育・教育

の充実 

 

 

 

  

  

 

○全保育所・幼稚園等にお

いて個別の指導計画を

作成する。 
 

 

 

 

○小学校等へ支援を

引き継ぐ仕組みづ

くり 

 
 

  

  

○全保育所・幼稚園等の

70％で、引き継ぎのため

のシートを作成し、小学

校等との引き継ぎを実

施する。 

 

 

○管理職を含めた保

育士・幼稚園教諭

の専門性の向上 

  

 

 

 

 

 

 
 

  

○園長・所長等研修や年次

研修を通して、専門性の

向上を図る。 

 

 

 

個別の指導計画の周知と普及 

 

個別の指導計画の 
作成に関する研修 

引き継ぎシート
様式の作成 

・引き継ぎシート様式の周知と普及 

・シート作成と小学校等との引き継

ぎの実施 

・保育士、幼稚園教諭等の専門性 
の向上とスキルアップのための
研修の実施 

・園長・所長等研修や年次研修への体

系的位置づけ・充実 

一人一人の幼児の特性に応じた保
育の在り方 
 

５ 



 
 

① 現状と取組の方向性 

【現状】                                                                                

○通常の学級での特別支援教育 

特別支援教育では、発達障害等のある児童生徒のみならず、すべての児童生徒に対する教 

育の充実が求められています。 

しかし、教員によっては、発達障害のある児童生徒に対す

る具体的な対応が分からず、指導に苦慮し、学級全体の雰囲

気が落ち着かなくなり、学級崩壊につながる要因の一つとな

る場合があります。 

○特別支援教育学校コーディネーターの指導力、専門性の向上 

特別支援教育学校コーディネーターを中心として、各学校の体制は整備されてきましたが、 

地域や学校による取組に温度差があります。 

○校長のリーダーシップと対応力 

個別の教育支援計画、個別の指導計画の作成について、コーディネーターや学級担任任せ 

になっている学校もあります。児童生徒への適切な指導や必要な支援の在り方、評価、見直 

しが明確になった計画であるかを校長が点検・評価することで取組の質が高まってきます。 

   ○地域の活動と連携した支援の充実 

            小学校・中学校における発達障害等のある児童生徒に対する 

取組や情報が、放課後や週末等に児童生徒が過ごす放課後児童 

クラブや子ども教室などの地域の活動の場に引き継がれる仕組 

みができていません。 

地域ぐるみで子どもを育て、支える体制をつくることは、 

保護者の安心や児童生徒の成長につながります。 

 

 【取組の方向性】                                                                         

◆発達障害の子どもが分かりやすい支援や授業実践力の向上に関すること 

発達障害等のある児童生徒に分かる授業づくりを徹底することは、他の児童生徒にとっても 

分かりやすい授業につながります。ユニバーサルデザインの視点を大切にした授業を推進する 

ことは、小学校・中学校全体の学力向上にもつながります。さらに、発達障害等のある児童生 

徒の課題と手立てを「個別の指導計画」に具体化し、活用することで、指導と評価の一体化を 

図ります。 

◆校種間でつなぐ仕組みの構築に関すること 

高知県教育委員会が進める小学校・中学校を通じた連続性のある人間関係づくりや生徒指導

に関する「中１ギャップの解消」に向けた取組においても、発達障害等のある児童生徒の引き

継ぎの課題が検討されています。また、中学校と高等学校についても、中途退学防止検討委員

会の中で発達障害等のある生徒の支援の引き継ぎの課題もあがっています。このように発達障

害等のある児童生徒に対する適切な指導及び必要な支援の継続のために、中学校や高等学校に

引き継ぐための在り方を検討します。 

◆社会的自立や職業的自立を実現する教育の推進に関すること 

        高知県教育委員会では、児童生徒が自己の在り方生き方を考え、主体的に進路を選択する 

ことができることをめざしたキャリア教育を、小・中、高と系統的・体系的に学習できるよう 

に取組を進めていきます。それぞれの発達段階において、発達障害等のある児童生徒が自分の 

良さを活かし、自分の特性に合った進路実現をめざす教育を行います。 

（２）小学校・中学校における具体的な施策と目標 （小中学校課） 

６ 



② 小学校・中学校における取組内容と達成目標 
取   組 H23 H24 H25 H26 達成目標（H27） 

 

○個別の指導計画に

基づく授業改善の

実施 

 

 

 

 

 

 

 
 

        ○公立小・中学校において、ユ

ニバーサルデザインの視点

を大切にした研究授業を年

１回実施する。 

【実施率100％】 

 

 

 

○公立小・中学校において、TV

相談会、TV 校内研修会がで

きるように情報環境を整備

する。     【100％】 

 

○発達障害等指導者

養成研修の実施 
（発達障害者等指導者ス

テップアップセミナー） 
 

小中学校における通

常学級に在籍する発達

障害等の児童生徒の指

導や支援の充実を図

り、市町村教育委員会

からの推薦のあった教

員等を対象に専門研修

を実施する。 
 

    
○小・中学校の通常学級に在籍

する発達障害等の児童生徒

の指導や支援における、学校

や地域の核となる人材を養

成する。    【80名】 

○研修修了者は、在籍している

市町村や校内における発達

障害等の児童生徒に関する 

取組の推進役を担う。 

         【36名】 

○大学等に教員を派遣し、支援

体制の強化を図る。【5名】 

○管理職を含めた教

員の専門性の向上 
 

   ○すべての学校での支援体制

の確立を図る。 

 

○すべての学校で校内研修を

実施し、教員の指導力の向上

を図る。 

 

 

 

○保育所・幼稚園等

からの支援を引き

継ぐ仕組みづくり 
 

 

 

   

○保育所・幼稚園等と小学校と

の連携を実施する。 

 

○小学校から中学校

へ支援を引き継ぐ

仕組みづくり 

 

 

   ○指定校による実践を特別支

援教育学校コーディネータ

ー連絡協議会（東部、中部、

西部）で報告し、取組を発信

する。 

 

○高等学校へ支援を

引き継ぐための在

り方 

 

 

   ○指定校による実践を特別支

援教育学校コーディネータ

ー連絡協議会（東部、中部、

西部）で報告し、取組を発信

する。 

 

 

○障害や特性に応じ

た進路指導の充実 

 

 

 

 
 

 

  
 
○小中高等学校におけるキャ

リア教育のカリキュラムを 

 作成し、普及を図り、共有化

を図る。 

 

 

ユニバーサルデザイン    地区別研修会の実施 

の授業づくりの研究   ・ユニバーサルデザインの授業 

資料集の作成      づくり 

 

協議会の実施 

校長会等で周知 

※情報機器の整備（インターネットを活用したTV相談

会、      校内研修会実施） 

ステップアップセミナー 

【アドバンスコース】 

H23年度～H25年度 

（３年間：36名） 

ステップアップセミナー 
【基礎コース】 

H22年度～H24年度 

（３年間：80名） 

 

校内及び市町村の取組の推進役 

校内における取組の推進役 

引き継ぎシート 

様式の作成 
 

引き継ぎシート様式を活用して連絡

会の実施 

中学校区を指定 

指定校による実践研究 

 

コーディネータ

ー連絡協議会で

発表 

中学校と高等学校を指定 

指定校による実践研究 

 

コーディネータ

ー連絡協議会で

発表 

事例資料収集･作成 
キャリア教育カリキュラムの改善   協議会で周知する 

                       校長会、教頭会、      

                        担当者会で周知 

管理職研修や年次研修への体系的位置づ

け・充実 

校内での支援体制を確立するために、すべての 

校長に研修を実施 

 

７ 

校内研修の実施 

核となる人材の育成 



                                 
 

① 現状と取組の方向性 

【現状】                                         

○中学校からの支援を引き継ぐための在り方の検討 

中学校での支援を高等学校に引き継ぎ、高等学校での支援に活用することは、特別な支援を

必要とする生徒が円滑に高校生活をスタートするうえで必要なことです。そのためには、生徒、

保護者、中学校、高等学校との連携が大切です。個人情報の取扱いには十分配慮しつつ、中学

校からの支援を引き継ぐための在り方を検討することが求められます。 

○障害や特性に応じた教科指導の充実 

発達障害等のある生徒に対応した教科指導の方法や教材の工夫・改善がシステム化されてお

らず、個々の生徒に応じた対応は教員によっても差があります。 

分かりやすい授業づくりのために、ユニバーサルデザインの視点を大切にした授業実践につ

いての研究と共有化が求められます。 

○学校生活の組織的な支援体制の充実 

発達障害等のある生徒の学校生活を支援するためには、組織的に対応す

ることが必要です。そのためには、各校において生徒支援体制を確立する

ことが求められます。特に、各校における特別支援教育の推進者である特

別支援教育学校コーディネーターの力量を高めることや、特別支援教育の

取組の核となる教員の養成が求められます。 

○管理職を含めた教員の専門性の向上 

各教科に関する専門性はあるが、特別支援教育に関する共通認識が十分とは言えません。教

員の発達障害等に関する専門性やスキルを高めるためには、系統だてた研修とともに、校内研

修の実施が求められます。 

○障害や特性に応じた進路指導の充実 

発達障害等のある生徒の特性に応じた就職支援が十分とは言えません。特別支援学校や関係

機関と連携し、就職支援の在り方等情報共有を図り、進路指導を充実していくことが求められ

ます。 

 

【取組の方向性】                                     

◆発達障害等のある生徒が分かりやすい支援や授業実践力の向上に関すること  

学習支援の手法に関する開発と共有化を図る取組を充実させるとともに、学校の組織的な対

応を推進する人材を育成し、サポート体制を充実させます。各学校で行われている発達障害の

ある生徒の特性に合った教材の工夫を、県内すべての学校で共有し活用します。 

◆校種間でつなぐ仕組みの構築に関すること 

 中途退学防止検討委員会においても、発達障害等のある生徒の支援の引き継ぎが課題として

あがっています。発達障害等のある生徒について、適切な指導及び必要な支援を引き継ぐため

の在り方を検討します。 

◆社会的自立や職業的自立を実現する教育の推進に関すること 

発達障害のある生徒が、将来、社会とどのようなかかわりをもって生きていくかということ

を主眼において、人間関係をつくる能力を高めることや自分を理解すること、働くことの意義

を理解すること等についての取組を充実させると同時に、自分の特性に合った進路実現をめざ

す教育を行います。 

（３）高等学校における具体的な施策と目標 （高等学校課） 

８ 



② 高等学校における取組内容と達成目標 
 

取   組 H23 H24 H25 H26 達成目標（H27） 

○障害や特性に応じ

た教科指導の充実 

 
   ○各学校がデータベース等

を活用した教科指導の充

実を図り、生徒の支援に

つなげる。 

【活用率100％】 

 

 

○巡回相談員派遣事業を積

極的に活用し、生徒の実

態に応じた支援や指導方

法を学び、生徒の支援に

つなげる。 

○学校生活の組織的

な支援体制の充実 

     

○校内の組織的な支援体制

を構築する。 

○校内支援会議を実施す

る。 

○特別支援教育学校コーデ

ィネーターのスキルを高

め、組織的な支援体制を

構築する。 

 

 

○支援体制や相談等に関す

るネットワークを構築す

る。【平成 27 年度までに

10名養成】 

○管理職を含めた教

員の専門性の向上 
 

   ○すべての学校での支援体

制の確立を図る。 

 

○すべての学校で校内研修

を実施し、教員の指導力

の向上を図る。 

 

 

○中学校から支援を

引き継ぐための在

り方の検討 

     

○支援を引き継ぐための在

り方を周知する。 

 

○障害や特性に応じ

た進路指導の充実 

     

○各学校が研究した内容に

ついて、報告・普及を図

り、共有化を図る。 

 

○各校への実践活動につな

げ、生徒支援につなげる。 

 

 

 

事例の開発・共有・活用 

・発達障害の特性に合った教材の提示

の仕方や生徒への対応方法を共有・活

用する。（データベース化） 

巡回相談員派遣事業の活用 

学校における発達障害のある生徒の支援体制の確立及び

運用の充実 

東部・中部・西部の地域ごとの

学校間連携の強化 

実践活動の

報告 

核となる人材の育成（大学に教員を派遣） 

※特別支援教育学校コーディネーターの養成 

コーディネーターとしてのスキルを高める研修会の実

施（高等学校課、特別支援教育課、心の教育センターが主催） 

９ 

研究指定校の指定 

・進路実現に向けたキャリア教育プログ

ラムの改善 

・インターンシッププログラムの改善 

実践活動の

報告・普及 

就職支援に関する関係機関とのネットワークの構築 

・支援を引き継ぐための在り方を検討 

・関係機関との調整 

・中高連携 

実践活動の

報告・普及 

管理職研修や年次研修への体系的位置づ

け・充実 

校内での支援体制を確立するために、すべての 

校長に研修を実施 

 

校内研修の実施 



 

 

 

 
 

 

 
○発達障害についての専門性をもった教員の養成

  地域や各学校において、発達障害

を派遣し、核となる人材を育成します。

支援体制や相談等に関するネットワークを構築します。

 

○特別支援学校のセンター的機能の活用のための環境整備

  テレビ会議システムを利用して、特別支援学

て支援のアドバイスを行えるような環境を整備し、

的機能を活用できるようにします。

 

【教育センター】 

○管理職を含めた教員の専門性の向上

  管理職研修や年次研修等への体系的位置付け・充実を進め、発達障害等のある幼児児童生徒への支援体

制の確立を図るとともに、学校等における教職員の適切な指導や必要な支援

をめざします。 

 

○学校等への情報提供 

  発達障害等のある幼児児童生徒の指導や

 
 

 ※小中学校課の中心となる取組は、

 

【東部教育事務所、中部教育事務所、西部教育事務所

○発達障害等のある児童生徒への支援の充実

  発達障害等のある児童生徒が在籍している学校や学級に対して、適切な指導や必要な支援が行き届くよ

うに支援訪問を充実させます。

  また、支援訪問と巡回相談員派遣事業を効果的に活用することで、小学校、中学校の発達障害等のある

児童生徒の継続的な指導や支援に結びつけていきます。

 
 
 
 

 

○PTA 研修会や放課後子どもプランの指導者研修会等での理解促進

発達障害等のある子どもに関する理解・啓発につながる研修を実施します。

 

○小学校・中学校の支援を引き継ぐ

             小学校・中学校における発達障害等のある児童生徒に対する取組や情報が、

放課後児童クラブや子ども教室などの地域の活動の場に引き継がれるように

支援をします。 

その他の各課の取組４ 

教育政策課 

生涯学習課 

小中学校課 

○発達障害についての専門性をもった教員の養成 

発達障害等のある子どもに対する指導や支援を充実させるために、大学に教員

を派遣し、核となる人材を育成します。 

支援体制や相談等に関するネットワークを構築します。 

○特別支援学校のセンター的機能の活用のための環境整備 

テレビ会議システムを利用して、特別支援学校と県内の小学校・中学校がテレビ会議システムを活用し

イスを行えるような環境を整備し、各地域の小学校・中学校が、特別支援学校のセンター

的機能を活用できるようにします。 

○管理職を含めた教員の専門性の向上 

管理職研修や年次研修等への体系的位置付け・充実を進め、発達障害等のある幼児児童生徒への支援体

学校等における教職員の適切な指導や必要な支援ができる教員の指導力の向上

発達障害等のある幼児児童生徒の指導や支援に活用できる情報の提供を行います。

※小中学校課の中心となる取組は、６～７ページを参照してください。 

東部教育事務所、中部教育事務所、西部教育事務所】 

○発達障害等のある児童生徒への支援の充実 

発達障害等のある児童生徒が在籍している学校や学級に対して、適切な指導や必要な支援が行き届くよ

うに支援訪問を充実させます。 

また、支援訪問と巡回相談員派遣事業を効果的に活用することで、小学校、中学校の発達障害等のある

児童生徒の継続的な指導や支援に結びつけていきます。 

研修会や放課後子どもプランの指導者研修会等での理解促進 

発達障害等のある子どもに関する理解・啓発につながる研修を実施します。 

の支援を引き継ぐ 

小学校・中学校における発達障害等のある児童生徒に対する取組や情報が、 

室などの地域の活動の場に引き継がれるように 

各課の取組 
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等のある子どもに対する指導や支援を充実させるために、大学に教員

校と県内の小学校・中学校がテレビ会議システムを活用し

各地域の小学校・中学校が、特別支援学校のセンター

管理職研修や年次研修等への体系的位置付け・充実を進め、発達障害等のある幼児児童生徒への支援体

ができる教員の指導力の向上

に活用できる情報の提供を行います。 

発達障害等のある児童生徒が在籍している学校や学級に対して、適切な指導や必要な支援が行き届くよ

また、支援訪問と巡回相談員派遣事業を効果的に活用することで、小学校、中学校の発達障害等のある

 

 



 
 
 

○保育所・幼稚園の体を使った遊びの支援及び小学校・中学校、高等学校の授業への支援 

   ユニバーサルデザインの視点を大切にした体育や健康教育について、すべての校種に提案・普及しま

す。  

  幼児期の体づくりや学校保健、健康教育等について、発達障害等のある子どもが、活用できる教材

づくりを支援します。 

 

 
 
 
○人権教育指導資料集の発行 

  人権教育指導資料集を作成します。【平成 24 年度】その指導資料の活用に際して、各校種のつながり

を強化する協議を設定し、人権教育主任の担当者会や年次研修等の場で周知を図っていきます。 

             さらに、各校種の人権教育主任や生徒指導担当者他の教職員が、発達障害等のある子どもの支援の引き 

継ぎの重要性に気付けるように周知し、校内における特別支援教育学校コーディネーターとの協力体制を 

強化します。 

 

【心の教育センター】 

○学級づくり、学習環境を整える取組の充実 

地域指定を受けてきた学校の実践を広めます。小・中連携による不登校いじめ等対策の推進の取組の柱

の一つである「学校不適応防止のための校種間の連携」の強化と実践の発信を人権教育課とともに行って

いきます。 

小1 プロブレム、中１ギャップ等、発達障害等のある子どもの課題を基に、各校種間の段差を埋める

取組を県内に広めていきます。   

 

 

 

    

○ワーキング・グループの進捗・管理 

保育所・幼稚園等、小中学校、高等学校における発達障害のある幼児児童生徒の指導及び支援について、

高知県教育委員会が一丸となって取り組むためにワーキング・グループにおいて検討を進めていきます。

特別支援教育課は、ワーキング・グループにおける各課の取組の進捗状況の進行管理をします。 

○各課との連携・協働 

平成23 年度から、高等学校の特別支援教育学校コーディネーターとしてのスキルを高めるための協議 

会を高等学校課、特別支援教育課、心の教育センターの３部署が主催で行っています。 

今後は、一つの課や部署が単独で事業を実施するだけでなく、発達障害等のある子どもに対する適切な 

指導及び必要な支援の充実に向けて、課と課が目的を一にして協働する取組が求められています。課や部

署をつなぐ取組のコーディネートをします。 

○特別支援学校のセンター的機能の活用促進 

特別支援学校のセンター的役割を活用した地域の学校支援を充実させていきます。例えば、TV 会議シ

ステムを使った学校支援の紹介や周知を行い、特別支援学校での指導や支援に関する専門性を、効果的・

効率的に地域の学校等につなげる仕組みを構築します。 

○各課への取組のサポート 

   特別支援教育課は、各課の取組と設定目標が達成できるように、各課の取組をサポートします。 

スポーツ健康教育課 

人権教育課 

特別支援教育課 
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「特別支援教育の推進について」平成１９年４月１日 文部科学省初等中等教育局長通知 

 
 
 
 
 

ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症等の状態を示す幼児児童生徒が、いじめの対象となったり不適応を起こ

したりする場合があり、それが不登校につながる場合があるなどとの指摘もあることから、学校全体で特

別支援教育を推進することにより、いじめや不登校を未然に防止する効果も期待される。 
 

さらに、これらの幼児児童生徒については、障害に関する医学的診断の確定にこだわらず、常に教育的

ニーズを把握しそれに対応した指導等を行う必要があるが、こうした考え方が学校全体に浸透することに

より、障害の有無にかかわらず、当該学校における幼児児童生徒の確かな学力の向上や豊かな心の育成に

も資するものと言える。 
 

こうしたことから、特別支援教育の理念と基本的な考え方が普及・定着することは、現在の学校教育が

抱えている様々な課題の解決や改革に大いに資すると考えられることなどから、積極的な意義を有するも

のである。 

 
「特別支援教育を推進するための制度の在り方について」平成17 年12 月 中央教育審議会答申 

 
 

資 料 ５ 

（１）特別支援教育の理念 

（２）様々な教育課題と特別支援教育のかかわり 

特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援す

るという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、

生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び適切な支援を行うものである。 

 

また、特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、知的な遅れのない発

達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学校において実施さ

れるものである。 

 

さらに、特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒への教育にとどまらず、障害の有無やそ

の他の個々の違いを認識しつつ様々な人々が生き生きと活躍できる共生社会の形成の基礎とな

るものであり、我が国の現在及び将来の社会にとって重要な意味を持っている。 
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ICD-10 精神および行動の障害 
－臨床記述と診断ガイドライン－ 

ICD-10(The ICD-10 Classification 

of Mental and Behavioral 
Disorders／WHO 

○F70－F79 精神遅滞 

 

○F80－F89 心理的発達の障害 

  F81 学習能力の特異的発達障害 

      F81.0 特異的読字障害 

     F81.1 特異的書字障害 

      F81.2 算数能力の特異的障害 

      F81.3 学習能力の混合性障害 

  F84 広汎性発達障害(Pervasive Developmental Disorders／PDD) 

   F84.0 小児自閉症[自閉症]  

   F84.2 レット症候群 

            F84.5 アスペルガー症候群 

F84.9 広汎性発達障害、特定不能なもの 

○F90－F98 小児〈児童〉期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害 

  F90 多動性障害(Hyperkinetic Disorders)  

  F90.0 活動性及び注意の障害 (Disturbance of activity and attention) 

 

 

 

 

 

 

 
精神疾患の分類と診断の手引 

第４版：改訂版／米国精神医学会 

DSM-Ⅳ-TR(Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental 

Disorders) 

通常，幼児期，小児期または青年期に初めて診断される障害 
  
○精神遅滞 
○学習障害(Learning Disorders／LD) 

   ・読字障害 
   ・算数障害 
   ・書字表出障害 
○広汎性発達障害(Pervasive Developmental Disorders／PDD) 

   ・自閉性障害 
   ・アスペルガー障害 
  ・特定不能の広汎性発達障害(PDD-Not Otherwise Specified／PDD-NOS) 
○注意欠陥および破壊的行動障害 

   ・注意欠陥／多動性障害(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder／ADHD) 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省 

【発達障害の定義】          平成17 年4 月1 日付け 17 文科初第16 号 厚生労働省発障第0401008 号 
文部科学事務次官・厚生労働事務次官通知 

 

○自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他こ

れに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定め

るもの 

○脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、言語の障害、協調運

動の障害その他厚生労働省令で定める障害 

○心理的発達の障害並びに行動及び情緒の障害（自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発

達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、言語の障害及び協調運動の障害を除く） 

 

 

脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、ICD-10（疾病及び  

関連保健問題の国際統計分類）における「心理的発達の障害（F80－F89）」及び「小児＜児童＞期及び

青年期に通常発症する行動及び情緒の障害（F90-F98）」に含まれる障害  （※合計すると６３の診断名） 

※ICD-10 及び DSM-Ⅳのカテゴリーの下位分類は、一般的でないものは省略して記載しています。 
 
 
 

ICD－10 

DSM－Ⅳ 

 つまり 

（３）発達障害に関する国際的な２つの診断基準と文部科学省による発達障害の定義 
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①学習障害（ＬＤ）  <Learning Disabilities> 

 
 
 

平成11 年7 月 「学習障害に対する指導について（報告）」 

 ②注意欠陥/多動性障害（ＡＤ/ＨＤ） <Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder> 

 

 
 
 ③高機能自閉症 <High-Functioning Autism> 

 
 
 

   
※アスペルガー症候群  < Aspergr  Syndrome> 

 

 

 
 

平成15 年3 月 「今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）」 

 
 
 
■ 自閉症スペクトラム（=自閉症スペクトラム障害） 

・医学的な定義はありません。ウィング(L.．Wing)によって提唱された概念です。 
     ・自閉症は､知的障害を伴う重度の自閉症から知的障害を伴わない高機能自閉症まで様々な状態 

ですが、それらは個別の疾患ではなく、境目のない連続体（スペクトラム）であるとの想定で 
命名された包括的概念です。 

・「広汎性発達障害」の概念とほぼ同じです。 
■ 高機能自閉症(Hi-Functioning Autism／HFA) 

 ・知的な遅れを伴わない自閉症のことを指す概念です。 
 ・医学的な定義はありませんが、文部科学省はDSM-Ⅳを参考にして定義を示しています。 
 ・「高機能」とは「知的に正常範囲である」という意味であり、知的に標準より高いということで 
     はありません。 

■ 高機能広汎性発達障害(Hi-Functioning PDD／HFPDD) 
 ・医学的な定義はありません。 
 ・広汎性発達障害のカテゴリーに分類される疾患のうち、知的な遅れを伴わないものを指す概念 

です。 
■ 軽度発達障害 

    ・国際的な診断基準や学会などで公的に規定した定義がないにもかかわらず、わが国で広く使われ 
ている不明確な用語です。 

 ・LD（学習障害）、ADHD（注意欠陥/多動性障害）や高機能自閉症などを総称する便宜的な呼称 
として使われています。 

 ・「軽度」という言葉から「障害が軽い」という誤解を生み、早期に適切な支援を行う妨げとなる 
ことが危惧されます。 

・文部科学省はこれまでも「軽度発達障害」という用語を使用したことはありませんが、平成19 
年3 月15 日付けで、「軽度発達障害」の表記は、その意味する範囲が必ずしも明確ではないこ 
と等の理由から、文部科学省として使用しないことを通知しました。 

（４）主な発達障害と文部科学省の定義 

（５）発達障害に関する様々な用語 

 学習障害とは、基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する

又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すものである。 

 ADHD とは、年齢あるいは発達に不釣合いな注意力、及び/又は衝動性、多動性を特徴とする行動

の障害で、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすものである。 

 高機能自閉症とは、３歳位までに現れ、①他人との社会的関係の形成の困難さ、②言葉の発達の遅

れ、③興味や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障害である自閉症のうち、知

的発達の遅れを伴わないものをいう。 

 アスペルガー症候群とは、知的発達の遅れを伴わず、かつ、自閉症の特徴のうち言葉の発達の遅れ 

を伴わないものである。なお、高機能自閉症やアスペルガー症候群は、広汎性発達障害に分類される 

ものである。 
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○個別の教育支援計画 

障害のある幼児児童生徒の一人一人のニーズを正確に把握し、教育の視点から適切に対応していくという

考え方のもと、福祉、医療、労働等の関係機関との連携を図りつつ、乳幼児期から学校卒業後までの長期的

な視点に立って、一貫して的確な教育的支援を行うために、障害のある幼児児童生徒一人一人について作成

した計画です。 

 

○個別の指導計画 

幼児児童生徒一人一人の障害の状態等に応じたきめ細かな指導が行えるよう、学校における教育課程や指

導計画等を踏まえて、より具体的に幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに対応して、指導目標や指導内容

や方法等を盛り込んだ計画です。幼児児童生徒一人一人の生活面や学習面の課題と手立てを明確にし、実践、

評価、改善します。 

 
○就学時引き継ぎシート 

就学前からの切れ目のない支援を小学校等へ確実に引き継ぐために、「就学時引き継ぎシート」の様式を

作成します。引き継ぎシートの特徴は、次の２点です。 

① 発達障害等のある幼児の入学式、その後2ヶ月間の学校生活の円滑なスタートを意識して作成します。 

② 「就学時引き継ぎシート」を作成する過程で、保育所・幼稚園等職員と小学校教員との間で支援会を

持ち、幼児の課題を共有して、シートを完成させることで、校種間のつながりが強くなります。 

  

  ○ユニバーサルデザインの視点を大切にした授業 

       「できるだけ多くの人が利用可能であるというデザインにすること」が基本コンセプトです。発達障害 

のある幼児児童生徒に分かかりやすい保育や授業づくりを徹底することは、他の幼児児童生徒にとっても、 

分かりやすい保育や授業につながります。これが、ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業づくり 

です。 

 

○小１プロブレム 

  小1 プロブレムとは、小学校に入学したばかりの小学校1 年生が、「集団行動がとれない」、「授 

 業中に座っていられない」、「話を聞かない」などの状態が数ヶ月継続する状態です。これまでは、1

ヶ月程度で落ち着くと言われていましたが、これが継続するようになり、ベテラン教員でも対応でき

ない場合もでてきている問題です。 

 

 

個別の教育支援計画  

（６）特別支援教育に関する様々な用語 

就学前 就学 

小学校 中学校 高等学校 保育所・幼稚園等 

学校卒業 

個別の指導計画 

 
個別の指導計画 

 
個別の指導計画 

 
個別の指導計画 

 

就 学 時 
引き継ぎ 
シート 
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○中1ギャップ 

    中1 ギャップとは、中学校での学習や生活に適応できず、中学1 年時に学力の低下や不登校が 

   顕著にあらわれる現象であり、小学校から中学校への円滑な接続が全国的な課題となっています。 

 

○キャリア教育 

  人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して、キャリア 

発達を促す教育です。 

 発達障害のある幼児児童生徒にとっては、発達状況の的確な把握と、きめ細かな支援が必要です。 

  

（参考）高等学校に在籍している発達障害のある生徒に対して、キャリア教育・職業教育を行うにあたっては、 

自己の抱える学習や社会生活上の困難について総合的に適切な理解を深め、職業適性や困難さを乗り越 

えるための対処方法を身に付けることができるよう、適切な指導や支援を行うことが必要である。 

（「高等学校における特別支援教育の推進について-高等学校ワーキング・グループ報告」平成21 年8 月） 

  

  ○特別支援教育学校コーディネーター 

    小学校・中学校、高等学校等において特別支援教育を推進するために、学校内の関係者や外部の 

   関係機関との連絡調整や、保護者に対する相談の窓口、担任への支援、校内委員会の運営や推進役 

   などの役割を担う教員として指名しています。 

 

  ○巡回相談員派遣事業 

    保育所・幼稚園、小学校・中学校、高等学校に在籍する特別な支援を必要とする幼児児童生徒の 

特性に応じた指導及び支援を行うために、学校支援チームとして、専門的知識や経験のある相談員を 

派遣しています。 

         学校支援チームは、学識経験者（大学准教授等）、関係機関（療育福祉センター、高知障害者職業 

センター等）、病院関係（言語聴覚士、作業療法士、心理判定員等）、学校関係（特別支援学校教員）、 

教育委員会関係（教育事務所、教育センター、心の教育センター、特別支援教育課指導主事）で構 

成しています。 

 

○発達障害等指導者養成研修（発達障害者等指導者ステップアップセミナー） 

   小中学校における通常の学級に在籍する発達障害等のある児童生徒の指導や支援の充実を図り、市 

町村教育委員会からの推薦のあった教員等を対象に専門研修を実施しています。基礎コースを終えた 

者を対象に、より専門的に学べるようにアドバンスコースを設けています。 

 基礎コースの主な内容は、子どもの実態把握、個別の指導計画の作成、発達障害等のある児童生徒

の学習面や行動面の指導方法等について研修します。 

 

○高知県教育ネットテレビ会議システム（VQSコラボシステム） 

  VQS コラボクライアントのソフトウェアはすでに高知県がライセンスを保持しており、Web カ

メラやヘッドセットなどの機器を準備すればすぐにテレビ会議システムを構築できます。現在接続申

請を済ませている県内の小・中学校は80 校程度あり、未申請であっても申請すればすぐにテレビ会

議システムが構築できる状況が整っています。また、ソフトウェアの導入についても、これまで専門

的な知識を必要としていましたが、県教育委員会のウェブサイトより、簡単にインストールできるよ

うになっています。 
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       国立特別支援教育総合研究所に「発達障害教育情報センター」のホームページがあります。発達 

障害のある子どもの教育の推進・充実に向けて、発達障害にかかわる教員及び保護者をはじめとす 

る関係者への支援を図り、さらに国民の理解を得るために、Web サイト等による情報提供や理解啓 

発、調査研究活動を行うことを目的に開設されています。 

 

 
 

 

 

国立特別支援教育総合研究所 発達障害教育情報センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立特別支援教育総合研究所 発達障害教育情報センター 

ホームページ 

【支援・指導】 

発達障害のある子どもの気づき、理解、対応の仕方等についての基本的な情報が紹介されています。具体的なつまずきに対す

る指導・支援について、Q＆A 形式で示されています。また、図書リストや支援に役立つガイドブックが紹介されています。 

【研修講義】 

発達障害のある子どもの教育にかかわる教員が、教室で見られる行動や特徴からの気づきと理解、対応等について、自己研修

や校内研修等で活用できるように、講義の動画が収録されています。 

【教材・支援機器】 

 教材・教具のデータベースが紹介されています。 

【研究紹介】 

  障害のある子どもの特性に応じた、教育的支援に関する研究や、文献、研究会等、発達障害に関する教育について、詳しい 

情報が紹介されています。 

【施策法令】 

 発達障害に関する最新の国の法令等が示されています。 

【教育相談】 

 発達障害のある子どもの支援に役立つQ&A が示されています。子育ての中で気になること、教育に関するシステム等、発達 

障害のある子どもとかかわる人に参考になりそうな情報が掲載されています。 

【発達障害って？】 

 発達障害の定義や発達障害教育情報センターについて説明されています。 

（７）発達障害等のある子どもの指導・支援に関するホームページ 

発達障害教育情報センター 検索 
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