（令和４年度版）
抜粋版

共生社会政策シンボルマーク（内閣府）

Ⅰ

高知県における特別支援教育の推進体制
～インクルーシブ教育システムの構築をめざして～

インクルーシブ教育システムの構築にむけて
【国の動き】

インクルーシブ教育システムとは
◆障害のある子どもと障害のない子どもが、可能な限り同
じ場で共に学ぶことを指向する。
◆個別の教育的ニーズに的確に応える指導を提供できる
多様な学びの場（通常の学級、通級による指導、特別支
援学級、特別支援学校）の実現を図る 。

・平成18年2月 「障害者の権利に関する条約」国連総会で採択署名
（Ｈ１９．９）、発効（Ｈ２０．５）
・平成26年1月 同条約を批准
・平成25年6月 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」
（障害者差別解消法）の制定
・平成28年 4月 同法の施行

【教育の動き】
・平成24年 7月 中央教育審議会初等中等教育分科会報告
・平成25年 9月 就学先決定の仕組みに関する学校教育法施行令の改正
・平成25年10月 早期から一貫した支援に係る文科省初等中等教育局長
通知
・平成28年11月 学校教育法施行規則・告示改正（高等学校における通級
による指導の制度化）
・平成29年 3月～ 新学習指導要領告示（すべての校種において特別支援
教育に関する記述を充実）

【特別支援学校】
基 礎 的 環 境 整 備 ・合 理 的 配 慮

共 に学 ぶ 機 会 の追 求

特別支援学校

◆居住地にある学校等において、障害のない子どもと同じ場で学習
する機会の保障
◆特別支援学校のセンター的機能により、保幼・小・中・高等学校の
障害のある幼児児童生徒の指導及び支援について支援

特別支援学級

【特別支援学級・通級による指導】（小・中・義務教育・高等学校※）

小・中・義務教育・高等学校
【合理的配慮】
◆障害のある子どもが、他の子ど
もと平等に「教育を受ける権利」
を享有・行使することを確保する
ために、学校の設置者及び学校
が、必要かつ適当な変更・調整
を行うこと。
◆障害のある子どもに対し、その
状況に応じて、学校教育を受け
る場合に個別に必要とされるも
の。
◆学校の設置者及び学校に対し
て、体制面、財政面において、均
衡を失した又は過度の負担を課
さないもの。
◆合意形成が重要。

◆担任及び担当教員の専門性の向上
※高等学校は通級による指導のみ
◆障害に応じた特別の指導（自立活動）の充実
◆引き継ぎシート等を活用し、保幼・小・中・高へ切れ目のない支援
◆通常の学級において学習する機会をできる限り保障

通級による指導
【通常の学級】（小・中・義務教育・高等学校）

通 常の 学 級

◆すべての子どもが分かる、できるユニバーサルデザインによる授
業実践の推進
◆引き継ぎシート等を活用し、保幼・小・中・高の切れ目のない支援
◆特別支援教育支援員の配置
◆エレベーター、障害者用トイレの設置など、基礎的環境整備

特別支援教育の対象の概念図（高知県）
〔義務教育段階〕（Ｒ３．５．１）

義務教育段階の全児童生徒数

４８，８２０人

特別支援学校
（※県立１３校、高知市立１校、私立１校、国立１校）

視覚障害
聴覚障害
知的障害

肢体不自由
病弱・身体虚弱

0.85％
（４１３人）

小学校・中学校・義務教育学校
特別支援学級
視覚障害
聴覚障害
知的障害
肢体不自由

病弱・身体虚弱
言語障害
自閉症・情緒障害

4.１６％

5.43％
（2,653 人）

（2,031 人）

通常の学級
通級による指導
言語障害
学習障害（ＬＤ）※１
注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）※２
病弱・身体虚弱 ※３

0.４３％
（２０９人）

通常の学級及び特別支援学級（公立小中義務教育学校）

ＬＤ・ＡＤＨＤ・自閉スペクトラム症等
〔小学校 10.3％、中学校 7.1％〕※４

9.3％
（4,382 人）

※１

LD(Learning Disabilities)

※２

ADHD(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder)

※３

病弱特別支援学校への他校通級

※４

この数値は、平成１４年度に文部科学省が行った調査に準じて、平成２９年９月１日現在に実施した本県調査にお
いて、学級担任を含む複数の教員により判断された回答（医師の診断を含む）に基づくものである。

Ⅱ

令和４年度特別支援教育の施策等

令和４年度 特別支援教育に関する取組の重点項目
令和４年４月１日／特別支援教育課

特別支援学校に関する重点項目
１ 学習指導要領の理念に基づいた教育の実践力向上事業
２ 特別支援学校等の専門性・教育内容充実事業
３ 特別支援学校の幼児児童生徒の居住地校交流実践充実事業
４ キャリア教育・就労支援推進事業
（特別支援学校キャリア・プロジェクト）
５ 医療的ケア児に対する支援の充実

保育所・幼稚園、小中学校、高等学校に関する重点項目
１ 小・中学校における切れ目ない支援体制の構築推進

２ 小・中学校における特別支援学級の教育の質の向上強化

３ 高等学校における特別支援教育の推進

特別支援教育課

【コ】ICTを活用した教育の実践力向上事業（学習指導要領の理念に基づいた教育の実践力向上事業）
事業概要

期待される効果

デジタル社会の到来やコロナ禍の感染症対策等、大きく変化する時代にあっても障害のある子どもた
ち一人一人の自立と社会参加を実現する。このため、ICTを日常的に子どもたち自身が活用することで
「できる」をふやす。さらに、ICTによる間接体験と地域に出かけての直接体験をベストミックスさせた探究
活動や文化芸術・スポーツ活動を通じ、人と「つながる」協働的な学びを新たに創造していく。

ICTをツールとして日常的に児童生徒が活用することで自分で
「できる」活動の幅を広げ、地域社会と「つながる」ことで主
体的に自立し社会参加するための資質・能力を育む。

現状・課題

事業目標

○日常的に児童生徒がICTを活用する授業スタイルへの転換が必要
・全ての教員がICTを活用している教員の割合 R3：3日に１回以上 74.7％（特支：ICT 活用状況調査）
・小・中学部の児童生徒が1日1回以上ICTを活用した割合 R3：36.4％ （特支：ICT活用状況調査）
○児童生徒がICTを活用する授業が全ての特別支援学校で始まっているが、特に実践事例が少ない
知的障害特別支援学校や重度・重複障害児童生徒に対する支援情報が不足している
○新型コロナウイルス感染症の影響で、地域と協働した探究活動や文化芸術・スポーツ活動の多くが
中止又は延期されており、学習発表の場が制限されている

実施内容
「できる」がふえる

○ 教員がICTを使える・できる

児童生徒がICTを使える・できる

・個別の実態に応じたデジタル教材を導入し個別にカスタマイズ
（R３：小・中学部 ⇒ R４：小・中・高等部）
・日常的に児童生徒がICTを活用し、自分で「できる」をふやす
（R３：小・中学部 ⇒ R４：小・中・高等部）
・ICTを活用した地域の小・中学校等への支援方法の開発（国費）

人と人が「つながる」

○

地域とつながる探究活動、文化芸術・スポーツ活動

・校舎外での学習（グラウンド、作業棟、畑など）や校外学習、訪問教育先（病室や児童
生徒自宅）からインターネットにつなげるモバイルルータの活用推進
・バーチャルリアリティ（VR）等の先端技術を活用した間接体験と直接体験を効果的に
組み合わせた、地域と協働した探究活動の充実や文化芸術・スポーツ活動の推進

○

社会とつながる職業教育

・現場実習に必要な作業内容を事前にデータや動画等で 繰り返し学べるオンデマンド
教材の開発（高等部）
・テレワークによる現場実習など、リモートで新たな職域の企業とつながる（高等部）

令和４年度末までに、特別な支援が必要な児童生徒がICTを
ツールとして日常的に活用する新たな学びに転換
□児童生徒の個別の指導計画へのICT活用の明記・・・R４:１００％
□全ての教員がICTを活用・・・R４：毎日活用１００％
□児童生徒が1日1回以上ICTを活用・・・小・中学部：１００％、高等部８０％
□ICTの効果的な活用モデルを収集した実践事例集（R３）をICT実践研修会
のテキストとして活用（県内特別支援学校）

目指す姿

・全ての教員がICTを授業で活用できるように学校が課題に応じた研修会を企画し、リモートで
公開（R２：基礎理論⇒R３：実践活用⇒R４：実践的な研修）
・GIGAスクールサポーターによる巡回支援
・ICTを活用した地域支援研究報告書を作成し、県内特別支援学校及び市町村に配付・周知

○

R４ 当初： 6,073千円（一）3,583千円（国）2,490千円
R３ 当初： 6,527千円（国）6,527千円

【視覚障害】

【聴覚障害】
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見えにくさを拡大、白黒反転で軽減
音声機能で文字の読み上げ
遠隔での間接体験とスポーツ大会参
加による直接体験で協働的な学びへ

生活の充実
進路先の広がり

【知的障害】

VR 動画による施設見学等、コロナ禍における新しい学びの創造
文化芸術・スポーツ大会参加による直接体験で地域とつながる学びへ
卒業後の働く姿をイメージできるオンデマンド教材の開発

【病弱】

変化の激しい
社会においても

主体的な
自立と
社会参加

聞こえにくさを情報ボードで代替
会話の音声を文字に変換
見えないものを可視化して論理的に
思考する、ICTを使った新たな学びへ

学校と病室等をつないだ
遠隔授業の充実へ

【肢体不自由】

視線等を使ってICT機器を自分で操作し、
活動に参加する
中山間地域の小・中学校への遠隔支援

【デ】 県立特別支援学校寄宿舎のWi-Fi環境整備（一人一台端末の寄宿舎での日常的な活用へ）
現状

課題

■県立特別支援学校に児童生徒用一人一台
端末を整備
令和２年度 小学部、中学部の整備完了
令和３年度 高等部の整備完了

具体的な取組

特別支援教育課
R４ 当初：6,501千円（一）6,501千円

対策

■寄宿舎への持ち帰りによる児童生徒用一人一台端末の活用に
必要なWi-Fi環境が整っていない（未整備：７校中３校）
■ChromebookはWi-Fi環境がない場所では、使えるアプリケー
ションがほとんどなく、児童生徒が寄宿舎生活の中で使う機能が限
定される

■すべての県立特別支援学校寄宿舎に、
児童生徒が日常的に使用できるWi-Fi環
境を整備する

すべての県立特別支援学校寄宿舎の学習室等に、児童生徒用一人一台端末でインターネットに接続できるWi-Fi環境を整備する

■活用例
（１）宿題（Google classroomの活用等）
（２）授業等の予習・復習（板書写真、動画教材の視聴、デジタルドリルの活用等）
（３）寄宿舎での役員活動
（４）日常的なコミュニケーションツール

学校

寄宿舎

例 授業板書をノート代わりに画像撮影し、寄宿舎での復習に活用
学習支援プラットフォームの授業動画等を視聴し理解を深める

自立と社会参加に向けて

すべての県立特別支援学校寄宿舎へのWi-Fi環境整備を通して、一人一台端末の寄宿舎での日常的な活用を支援

整備後の姿 すべての県立特別支援学校寄宿舎で、児童生徒の日常的な一人一台端末活用を実現
寄宿舎における児童生徒用Wi-Fi環境の整備割合
R３
9月末

整備完了（４校：57％）

学校

未整備（３校：43％）

整備完了（７校：100％）

R４

ICTを主体的に
活用し、自立と
社会参加へ

令和２年度

令和３年度

令和４年度

●小学部、中学部児童生
徒用一人一台端末の整
備完了
●校舎内Wi-Fi整備完了

●高等部生徒用一人一台
端末の整備完了
●一人一台端末の家庭等
への持ち帰り試行

●寄宿舎内Wi-Fi整備完了
●一人一台端末の家庭等
への持ち帰り実施
●一人一台端末の寄宿舎
での日常的な活用

寄宿舎

日
常
的
な
活
用

情
報
活
用
能
力

・音声会話を文字化するア
プリを使うことで、円滑なコ
ミュニケーションへ

・学習支援プラットフォーム
等のデジタルドリルを活用
・クラウドへの宿題提出

特別支援教育課

特別支援学校等の専門性・教育内容充実事業
（学習指導要領の実施に向けた事業・外部専門家活用事業・校内研修事業）
現状と課題

目指す方向性

○学習指導要領の趣旨や内容等を全職員に周知し、児童生徒や
地域等の実態に応じた、自立と社会参加を見据えた教育活動と
なるようカリキュラム・マネジメントの視点で教育課程の編成を進
める必要がある。
○障害特性や個々に応じてICTを有効活用する新たな授業スタイ
ルの転換が求められており、実践を積み上げていく必要がある。
○障害種別の専門性の向上や、専門性の高い地域支援が求めら
れている。
⇒外部専門家（ＰＴ、ＯＴ、ＳＴ、ＯＲＴ等）を特別支援学校１２校が
活用するようになっている。併せて特別支援学級等サポート事
業においても外部専門家の活用を進める必要がある。

○学習指導要領の趣旨、内容の周知徹底を図り、
カリキュラム・マネジメントや「主体的・対話的で
深い学び」等を各特別支援学校において具体化
し、教育課程の編成、授業改善等の取組を活
性化する。
○一人一人に応じた指導や合理的配慮の充実な
ど専門性の高い教育を実現するため、外部人
材の活用（医療的ケア等に対応する看護師含
む)、特別支援学校教諭免許状の保有率を一層
向 上させる。
○専門性の高い地域支援体制を実現し、インク
ルーシブ教育を推進する。

R４ 当初：62,251千円（一）43,804千円
R３ 当初：60,334千円（一）41,893千円

期待される効果
○カリキュラム・マネジメントにより、より効果的な教育課程が編成
され、学習指導の改善等、学校の教育力･対応力が向上する。
○教職員の専門性が向上し、指導、支援が充実することで、小中
学校へのセンター的機能が充実する。

事業目標
○教育課程研究集会は、５つの障害種別で７回実施（小中学校特
別支援学級担任の参加を含む。）
○外部専門家の活用 自立活動⇒90件
○新規採用・交流人事3年未満を除く全ての特別支援学校教員が
５領域の免許状を保有⇒80％（R５．３月末）

令和４年度の取組
学習指導要領を踏まえた教育課程充実事業
有
共

教務主任・
研究主任連絡会
（５月）

教育課程研究集会障
害種別開催
（7月～12月）

R４ 当初：1,082千円（一）1,082千円
R３ 当初：1,032千円（一）1,032千円

外部専門家活用事業

R４ 当初：61,169千円（一）42,722千円
R３ 当初：59,302千円（一）40,861千円

◆特別支援学校への看護師配置（10校）
検証

校内研修事業
（年間）

○教務主任・ 研究主任連絡会
・教育課程研究集会の趣旨や開催内容について確認
・各校の教育課程や校内研修計画等について情報共有し、授業研、学部研等の活性化について協議
○校内研修事業
・学習指導要領を踏まえ障害種別（知的障害は各学校）ごとに、「地域に開かれた教育課程」「主体的・対話的で深い
学び」「キャリア教育」「知的障害の教科指導」「ICTの活用」等の内容を柱とした研究テーマを設定し実施する
○教育課程研究集会
・校内研修事業の取組を踏まえて教育課程編成に関する課題について特別支援学級からも参加し、広く研究協議を
実施する。

特別支援学校教諭免許状保有率向上に向けた取組

※ 巡回看護師は除く

◆GIGAスクールサポーター（特別支援学校への巡回支援）
・教職員のICT活用力向上支援
・児童生徒のICT活用支援
・ネットワークの安定的な運用支援
・マニュアルの作成

◆自立活動充実事業
・特別支援学校等にＯＴ、ＰＴ、ＳＴ、ＯＲＴ等を派遣し、自立活動の
指導内容や方法の改善を図る。（小中学校への支援にも活用）
Ｒ１： 自立（ 77 ）件 Ｒ２： 自立（ 63 ）件
R３： 自立（ 57 ）件

【継続】

＜取組＞
県立＜現状＞Ｒ３．５．１現在
＜目標＞Ｒ５．３月末
該当校種保有率 ９３．０％ （Ｒ２ ８９．９％） → １００％
５領域保有率
６７．２％ （Ｒ２ ５９．８％） →
８０％
（※）新規採用・交流人事３年以内の教員は除く

○特別支援学校対象教員一人一人の取得及び取得申請に関する計画の作成
（４月に取得計画について調査、中間確認、３月に取得状況の調査を実施）
○県免許法認定講習、国立特別支援教育総合研究所の通信講座の受講促進
○小中学校の特別支援学級担当教員及び、県立特別支援学校への採用を目指
している期限付講師の特別支援学校教諭免許状取得促進

※Ｒ２年度に引き続き、新型
コロナウイルス感染症予防
のため、受講者の人数制限
を行ったため、計画通りの
取得が難しい。

特別支援学校の幼児児童生徒の居住地校交流実践充実事業

特別支援教育課

目指す方向性

現状と課題
○共生社会の形成にむけたインクルーシブ教育システム構築に向

目標

○特別支援学校在籍の児童生徒が、居住地の小中学校において、地域

けて、基盤となる障害に対する正しい理解と、障害のある児童生

で共に生活する児童生徒として、共に活動できる機会を持つことにより、

徒の社会参加に向けて地域の取組が推進される必要がある。

卒業後の居住地域での生活や活動等へのスムーズな移行につなげる。

○障害のある児童生徒の居住地校において、障害や取組につい

○個々の児童生徒に応じた交流の内容や方法の充実を図り、特別支援

ての理解は年々深まっているが、特別支援学校の児童生徒や保

学校の児童生徒の社会性の育成や学習意欲の向上を目指す。（直接

護者は、居住地校交流に不安をもっている場合がある。

交流や間接交流を組み合わせる）

○Ｈ２８から、小学部１年生は原則全員実施することにしたことで、

○地域社会の障害に対する理解が進み、共生社会の形成に向けた取

実施者数は増加している。

R４当初：729千円（一）729千円
R３当初：694千円（一）694千円

○保護者や各市町村教育委員会等に
対して、居住地校交流についての理解
を促し、小学部の実施率７５％以上、新
１年生の実施率１００％を目指す。
○副次的な籍（副籍）の仕組みの定着。
○啓発リーフレットや実践事例集の更新
とそれらを活用した理解啓発。

組が各地域で行われるようになる。

○新型コロナウイルス感染症への対策が十分とれない場合、居住

○副次的な籍（副籍）の仕組みが定着し、市町村教育委員会と連携した

地校交流に対して不安になる保護者や教員がいる。

居住地校交流がスムーズに実施できている。

実施内容
実際の交流内容 （実践事例をホームページで公開）
◆居住地校交流について
居住地校交流とは、居住地域から離れて特別支援学
校で学習する子どもが将来、居住地域に帰って生活を
することを想定して行われる交流及び共同学習の一形
態です。
◆副籍制度
特別支援学級等や特別支援学校の特別な教育的ニー
ズのある子どもが在籍する学校以外に副次的な籍を置
き、必要な学習を受けることを可能にする制度。

居住地の中学校
特別支援学校

◆居住地校の通常の授業で共に学ぶ
（実施の多い授業：音楽、図工、家庭、体育、生活等）
◆学校行事、学年行事等に参加し共に活動する
（運動会、学習発表会、音楽祭、遠足、修学旅行等）
◆間接的な交流
（手紙やビデオレター、作品交換等）
◆ICT機器等を活用した交流
（Web会議システムを活用し、双方向での交流実施）

居住地の小学校
平成２９年度

平成３０年度

令和元年度

障害の実態に即した活動

啓発リーフレットを活用し、

内容の充実を図り、小学

更なる周知・啓発を図り、

校内において、更なる
周知・啓発を図り、小学

部の児童の実施率を５
０％以上にする。

小学部の児童の実施率
を６０％以上にする。

部の児童の実施率を７
０％以上にする。

１０校８９名実施※
小学部：４１．７％
小学部１年：５９．１％

１０校１０１名実施※
小学部５３．１％
小学部１年：６３．３％

１０校１０８名実施※
小学部５０．６％
小学部１年：６５.２％

※平成２９年～令和元年度は、実施希望数を実施数としています。

令和２年度
保護者用啓発リーフレットを
活用し、校内外にさらなる
周知・啓発を図り、小学部
の児童の実施率を７０％以
上にする。
１２校１２６名実施
小学部５２．９％
小学部１年：６３.２％

令和３年度
保護者用啓発リーフレットを
活用し、校内外にさらなる
周知・啓発を図り、小学部
の児童の実施率を７５％以
上にする。
１２校１４０名実施
小学部６３．６％
小学部１年：６２．５％

令和 ４ 年度
居住地校交流実践ガイドを
改訂し、新規実施、継続率
を向上をさせる。小学部の
児童の実施率を７５％以上
にする。
市町村教育委員会へのさらなる
周知啓発を図るとともに、実践交
流ガイドを活用し、継続率の向上
を図る。

キャリア教育･就労支援推進事業（特別支援学校キャリア・プロジェクト）
現状・課題
○進路指導担当や就職アドバ
イザーを中心に、就労支援、
進路指導が充実してきてお
り、県立知的障害特別支援
学校の一般就労率は全国平
均を上回る状況にある。一
般就労を希望者する生徒全
員が希望する進路に進める
よう、企業の障害について
の理解啓発や社会のニーズ
にあった現場実習の充実が
必要である。
○できるだけ早期から進路の
方向性を決定し、進路に関
する指導・支援の充実を図
る必要がある。

特別支援教育課

R４ 当初：8,270千円（一）8,256千円
R３ 当初：8,282千円（一）8,268千円

目指す方向性

目標

○学習指導要領の趣旨を踏まえ、児童生徒一人
一人の実態や進路希望に応じ、地域や関係機
関等と連携した早期からのキャリア教育,進
路指導の充実を図り、自立と社会参加を実現
する。
○主体的に希望する進路を実現することで卒業
後の豊かな生活や社会参加を実現する。
○障害のある児童生徒への理解とネットワーク
を構築し、一般就労の促進とともに職場定着
を図る。
○特別支援学校で学ぶ生徒の就労による社会
自立をめざし、学校・企業・関係機関、教育
委員会が一体となって職業教育・就労支援を
進める。

《県立知的障害特別支援学校就職率》

○職業教育・就労支援に協力してくれる登
録企業の拡大。
○教育･福祉･労働等の関係機関、企業等と
のネットワークの構築。
○一般就労を希望する高等部生徒の就職率
１００％。
○高知県特別支援学校技能検定の開催によ
り、生徒の働く意欲や自信を高め、企業
や地域の人々に障害のある生徒の力をア
ピールし、雇用を促進。
○保護者や児童生徒を対象とした早期か
らのキャリアガイダンスや就労等体験
学習の実施、外部専門家等を活用した
作業学習等の授業改善を行い、希望する
進路の実現。

事業内容等

社会的･職業的自立の基盤となる能力や態度の育成
＜卒業後の生活を見据えた一貫した組織的・系統的な支援＞

中学部

高等部

キャリア教育の充実

地域との連携やキャリア教育の視点を踏まえた授業改善
（キャリアスーパーバイザー：大学教員･企業等専門分野の人材等活用）

早期からのキャリアガイダンス
（進路指導･就労支援セミナー・地域相談会等の実施）

ｚ

就労体験･職場実習･施設体験等学習の実施

就労支援の強化

小学部

支援体制の構築

＜理解啓発・定着支援のネットワークづくり＞

就職アドバイザーの活用
（職場開拓･職業マッチング）

卒業後

職場定着支援

主体的な
自立と
社会参加
の実現

（アフターケア･就労状況調査等）

高知県特別支援学校技能検定（生徒の力を社会にアピール！意欲や主体性の育成！）
【高知大会 ８月開催予定】【幡多大会

キャリア教育戦略会議

７月開催予定】

（企業等が特別支援学校を見学後、情報交換･情報共有し、職業教育の充実、就労等支援のためのネットワークづくり）

特別支援学校就職サポート隊こうち（職場見学・職場体験・学校の授業・校内作業への助言等）

外部人材活用による「キャリア教育戦略会議」
期待される効果

目 的
○企業及び事業者と特別支援学校が意見交換を行うことで職業教育や就労支援について、
キャリア教育の視点を踏まえた職業に関する各教科・科目の内容の充実を図る。
○特別支援学校の生徒の就労支援について、現場実習先の調整や職場開拓等に関する
内容などを検討するなど、地域や産業界等との連携協力体制を強化するとともに、障害
者雇用への理解・促進を図る。

現状と課題

【学校】
○学校の実態や地域性を踏まえた作業や就業体験活動など、
職業に関する各教科・科目の内容の充実が図られる。
○社会のニーズや雇用形態や雇用の状況が把握できる。
【企業等】
○特別支援学校の生徒の障害の状態や、特性の把握ができる。
○支援方法や環境整備等を知ることができる。

目指す方向性

○特別支援学校では、社会や就労等に関するニーズの変化の
確認が必要。
○生徒が進路を主体的に選択することができるように、選択
肢を拡大する必要がある。
○企業等は、多様な働き方について、障害特性に応じた作業
内容や支援方法等を検討する必要がある。
○例年実施している進路支援推進会議では、企業側から特別
支援学校の生徒がどのような力があるのか、イメージをも
つことが難しく実際の姿を見てみたいという声が上がって
いる。

取 組

特別支援教育課

目 標

○生徒一人一人の実態や進路希望に応じ、地域や
関係機関等と連携した早期からのキャリア教育、
進路指導の充実を図り、自立と社会参加を実現
する。
○主体的に希望する進路を実現することで、卒業
後の豊かな生活や社会参加を実現する。
○障害のある生徒への理解とネットワークを構築
し、一般就労の促進とともに職場定着を図る。

○職業教育・就労支援に協力してく
れる企業及び関係機関の拡大
○一般就労を希望する高等部生徒の
就職率100％
○県立知的障害特別支援学校の一般
就労率、全国平均（34.7％）以上

○特別支援学校１０校に企業及び事業者が訪問し、学習等を見学した後、助言等を含めた意見交換を行う。

特別支援学校

企業及び事業者

キャリア教育戦略会議

生徒の就労先等の選択肢の拡大
地域社会のニーズに合った職業教育の視点
（地域や産業界、労働等の現状の把握）
※農福連携等

地域や産業界等との連携
協力体制の強化を図るた
めの計画及び場の設定

特別支援学校を訪問し、
作業学習等を見学

企業及び事業者等と職業教
育に関することや、就労支援
について意見交換

【参加者】 企業及び事業者、各関係機関等、学校管理職、進路担当者、就職アドバザー、授業担当者等

障害者雇用への理解・推進
（職場定着・多様な働き方等）

※必要に応じて特別支援教育課も参画

特別支援教育課

【新】医療的ケア児の学校における支援体制充実事業

R４当初：4,423千円（－） 3,314千円

事業概要

期待される効果

医療の進歩に伴い医療的ケア児が全国的に増加（全国に約2万人、県内に約90人）するとともに、人工
呼吸器による呼吸管理等を必要とする医療的ケア児が学校に通うなど、医療的ケア児を取り巻く環境が変
わりつつある。また、令和３年６月に成立した「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」
では、国及び地方公共団体等 は、医療的ケア児に対して教育を行う体制の拡充 等を図ることが求められ
ている。このため、小学校等を含めた学校における医療的ケア児に対する支援の充実を図る。

現状・課題
・県立特別支援学校における医療的ケアの実施体制は一定整備されているが、高
度な医療的ケアを含めた様々な医療的ケアに対応するため、医療的ケア看護職員
の看護の質の担保及び専門性の向上が求められている。医療的ケア看護職員の人
材確保や育成の視点からも研修体制や相談支援体制の確立が必要である。
・市町村では、医療的ケア児の受入れ体制のノウハウが蓄積されていない。また、
小学校等では、単独で医療的ケアに対応しており、相談する機会がもちにくい。
・県立特別支援学校では、ヒヤリハットの蓄積やケースの検討等、各学校で実施
しているが、県全体で医療的ケアの実施体制等に関する総括的な協議の場はない。

これまでの取組
○「県立特別支援学校における医
療的ケア実施体制ガイドライン」
の策定（R1.8）→今年度内に市
町村の参考となるように改定
・幼児児童生徒の教育的ニーズに
対応するため、主治医や指導医の
意見を聞き、学校に看護師を配置
するなどの体制を整え、現在は特
別支援学校10校に45名が在籍
プ
・各校が校内医療的ケア委員会を
設置し、要綱を定めて医療的ケア ラ
ス
を実施。
・研修は各校で実施
・保護者の負担軽減（基本的に学
校生活において保護者の付き添い
は求めていない）
・校外学習への看護師の同行
○県は、市町村に対して国の事業
や特別支援学校実施体制等の紹介、
就学時における助言等の支援

R4

医療的ケア児童生徒数

・医療的ケア看護職員の研修の実施により、看
護の質の担保及び専門性の向上により医療的ケ
ア児の教育の充実が図られる。
・小学校等における医療的ケア児の円滑な受け
入れが進む。

事業目標

R3.9月現在

県立特別支援学校

小中高等学校

児童生徒数（人）

児童生徒数（人）

通学

20

小学校

6

施設

17

中学校

2

訪問

8

高等学校

1

合計

45

合計

9

看護師
(実数)

18
(38)※

看護師

3

○医療的ケア看護職員に対する総括的
な研修の実施及びサポート体制の構築
〇市町村及び小学校等に対する相談体
制等の構築
○医療的ケア児の学校生活全般に関す
る総括的な協議の実施「医療的ケア運
営協議会」
○理解啓発リーフレットの作成・配布

※看護師予算枠18名に対して38名の会計年度任
用職員を雇用（パート勤務）

実施内容

①医療的ケア看護職員等に
対する研修の実施（集合研
修及び各校訪問研修）
②巡回看護師が各校を訪問
しヒヤリハットの情報収集
や困り感に対して対応（県
教委との情報共有）
③小学校等へ教育と看護の
両面からサポートする（特
別支援学級等サポート事業、
巡回看護師の訪問）
④高度な医療的ケアに対応
するために、指導的立場の
看護師（医療機関からの派
遣）による派遣支援
⑤医療的ケア児の学校生活
に関する総括的な協議を行
うため、保護者を含めた各
関係機関等による「医療的
ケア運営協議会」を実施
⑥指導医の訪問先の拡大
（高知若草本校、子鹿園分校）

ガイドラインの策定/修正
受入体制の整備（特支）
看護師の配置（特支）
研修の実施
理解啓発
医療的ケア運営協議会 ⑤

連携・支援

県
教育委員会

連携

ガイドラインの策定
受入体制の整備（小中）
看護師の配置（小中）

市町村
教育委員会

・国の予算周知
・就学に関するサポート

①

研修

①

連携

研修

特別支援学校
・校内の体制整備、医療的ケア委員会等

小中学校等

③

教育・看護の両面からサポート

・校内の体制整備
・校内安全委員会等

高知若草

②

・医療的ケア指導医
・巡回看護師の配置
②
②

②⑥

○高度な医療的ケアに対応す
るための支援（看護師の派遣）
○医師による学校支援

④
連携

④
連携

医療機関等
・医療的ケア児の診療
・学校への指導・助言

就学前・小・中学校等及び高等学校への支援事業等について

【学】

令和４年３月１日／特別支援教育課

○外部専門家を活用した支援体制充実事業（旧：巡回相談員派遣事業）
趣旨

対象

事業実施時期等※１

申込先

提出書類

Ⅰ期

保育所、
幼稚園、
認定子ども園、

実施時期

６月上旬～７月中旬

申込締切

５月上旬
Ⅱ期

実施時期

９月上旬～１２月中旬

申込締切

７月末
Ⅲ期

・保育所、幼稚園、認定子ども園、小学
校、中学校、義務教育学校、高等学
校における特別支援教育の組織的
な支援体制構築を推進する。
・通常の学級に在籍する発達障害等、
特別な支援を必要とする幼児児童生
徒について、外部専門家の知見に基
づく助言を学校等に提供することで、
幼児児童生徒の特性に応じた適切な
指導及び支援の充実を図る。

実施時期

１月上旬～３月中旬

申込締切

１１月末

室戸市、安芸市、安芸郡

山田特別支援学校田野分校

香南市、香美市
長岡郡、土佐郡、南国市、
吾川郡、土佐市、須崎市
高岡郡（四万十町以外）
高知市

高知若草特別支援学校

四万十町
四万十市、宿毛市、
土佐清水市、幡多郡

中村特別支援学校

【巡回相談員の派遣】
①申込書
②個別の指導計画
③チェックリスト

Ⅰ期
実施時期

６月上旬 ～７月中旬

【巡回相談員の派遣】

申込締切

５月上旬

①申込書
②個別の指導計画
③チェックリスト

Ⅱ期
小学校、
中学校

実施時期

９月上旬～１２月中旬

申込締切

７月末

各教育事務所

【校内支援会の実施に向けた
支援】

Ⅲ期

高等学校
私立・国立学校

実施時期

１月上旬～３月中旬

申込締切

１１月末

実施時期

６月上旬 ～

申込

①申込書

【巡回相談員の派遣】
特別支援教育課

通年受付

①申込書
②個別の指導計画
③チェックリスト

※１ 実施期間外及び申込締切後に事業の実施を要する状況が生じた場合は、各申込先の機関に相談

外部専門家を活用した PDCA サイクルによる校内支援会の活性化

校内支援会等で

外部専門家の学校訪問

実態・課題の整理

（校内支援会等での助言）

助言やアドバイスに基づく個別の指導・支援方針
の策定（個別の指導計画の作成、更新）

外部専門家の知見を活かした
個別の指導・支援の実施

○通級による指導担当教員等専門性充実事業
趣旨

通級による指導の充実を目指し、実施校の担当者間のネットワークの構築を図るとともに、専門家チ
ーム員等の派遣による助言により、担当教員等の専門性の向上を図る。

対象

通級による指導を実施し
ている小・中学校、高等
学校、特別支援学校

事業実施時期等

提出書類等
＜提出書類＞ 通級による指導担当教員等専門性充実

実施時期 通年
申込

事業申込書

通年受付
＜最終提出先＞ 特別支援教育課

○特別支援学級等サポート事業
趣旨

対象

事業実施時期等※２

５障害（知的、肢体不自由、

＜提出書類＞ サポート事業申込書

病弱、視覚、聴覚）特別支援

小・中学校の特別支援学級及び高等学校に在籍する特別な支援の必要な児童生徒に対する教育の指 学級の担任等
導方法、内容の工夫改善や課題の解決を図るため、県立特別支援学校教員や教育事務所指導主事 自閉症・情緒障害
が訪問し支援を行う。

提出書類等

＜提出先＞ 支援を受けようとする特別支援学校

実施時期
４月上旬 ～ ２月下旬

特別支援学級の担任

＜提出書類＞ サポート事業申込書
＜提出先＞ 各教育事務所

※２ 実施期間外及び申込締切後に事業の実施を要する状況が生じた場合は、申込書提出先の各機関に相談

○教育相談員派遣事業
趣旨

対象

事業実施時期等

提出書類等

特別な教育的支援を必
特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒やその保護者に対し、教育、福祉、医療等の専門機関 要とする就学前及び小・
が連携した早期からの教育相談を実施し、適切な就学やその後の学びの場の柔軟な見直し、進路選 中・高等学校に在籍する
択が円滑に行われるようにする。

幼児児童生徒及びその
保護者、関係者

実施時期
申込

通年

通年受付

＜提出書類＞教育相談申込票、申請書
＜提出先＞特別支援学校、特別支援教育課

外部専門家を活用した支援体制充実事業（旧：巡回相談員派遣事業）
特別支援教育課
発達障害等により特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒に対する組織的な指導・支援の充実へ向けて、
保育所、幼稚園、小・中・高等学校における校内支援会などの指導・支援を検討する場に教育事務所指導主
事や教育、医療、福祉等の外部専門家を派遣し支援。

外部専門家も活用しつつ、PDCA サイクルにより
組織的な指導・支援を充実させるために
組織的な指導・支援方針の共有

成果の検証

①校内支援会等で
実態・課題を整理

②個別の指導・支援方針
の策定

Ⅰ 巡回相談員の派遣

（保育所・幼稚園・小学校・中学校・高等学校）
○校内支援会などの幼児児童生徒への指導・支援につい
て検討する場に教育、医療、福祉等各分野の外部専門
家※を派遣、各専門家が有する知見にもとづく助言を
提供し、効果的な指導・支援の方針策定へ向け支援
※教育、医療、福祉等各分野の外部専門家
特別支援学校教員、特別支援教育に関する専門性を
有する退職管理職、教員、医師、言語聴覚士、作業
療法士、福祉機関職員等

（個別の指導計画の作成）

組織的な指導・支援の継続

申し込みに必要な書類等
●申込用紙 ●個別の指導計画

等

（詳細は実施要項を確認ください）

③外部専門家による
学校訪問

Ⅱ 校内支援会の実施に向けた支援

（校内支援会等に参加し

（市町村等教育委員会）

助言）

○校内支援体制充実の要となる特別支援教育学校コー
ディネーターの専門性向上に向け市町村等が実施する
研修会等に教育事務所指導主事を派遣

④助言に基づく新たな
個別の指導・支援方針
の策定
（個別の指導計画の更新）

もとづく指導・支援

組織的な
指導・支援の実施

⑤個別の指導計画に

申し込みに必要な書類等
●申込用紙

事業の活用や申込み等に関して不明な
点等がありましたら、要項に記載され
た申込み先の教育事務所、特別支援学
校まで問い合わせください。

特別支援教育課

【拡】特別支援学級等サポート事業

R４当初：１２８２千円（一）１２８２千円
（Ｒ3当初：６５１千円（一）６３５千円（国）１６千円）
期待される効果

事業概要

・小中高等学校等と特別支援学校・教育事務所が連携し、障害のある児童生徒
特別支援学級担任等の専門性の向上により、教育内容が充
に対する指導方法・内容の工夫改善及び担当教員等の専門性向上を図る。
・特に、増加している自閉症・情緒障害特別支援学級において、地域の小中学校 実し、児童生徒は障害特性に応じた学び方を身に付けることが
できる。
の教員がともに学び合い、特別支援学級の教育の質の向上を図る。
・特別支援学校のセンター的機能により、特別支援学級へのサポートを強化する。
現状・課題

事業目標

小中学校の特別支援学級が増加傾向にあり、特に、自閉症情緒障害
特別支援学級が急増し、特別支援教育についての経験が浅い教員が
増加している。そのため、組織的な支援体制及び研修体制の構築が必
要である。

実施内容

〇小中学校等の特別支援学級の教育の質の向上を図る。
・自閉症・情緒障害特別支援学級では、拠点校を中心に地域の小中学校の特
別支援学級担任がともに学び合うことで、特別支援学級担任の専門性が向上
し、教育内容が充実するための体制が構築される。【拠点校4校】
・特別支援学校等と連携を図り、特別支援学級の教育内容の充実を図る。

自閉症・情緒障害特別支援学級の授業づくり支援事業【２年間】

（１）特別支援学級等サポート事業の充実
・特別支援学級へのサポートの充実強化（医療的ケア、知的障害）
・外部専門家の活用
（２）研修の充実
・自閉症・情緒障害特別支援学級研究協議会【悉皆】
・知的障害特別支援学級研究協議会【悉皆】
・まなびばこ教職員用ポータルサイトにおける研修動画の充実
・管理職への特別支援学級教育課程等についてのオンデマンド配信

（３）「自閉症・情緒障害特別支援学級の授業づくり支援事業」の
実施
・教育事務所特別支援教育地域コーディネーターによるサポート
・４ブロックごとの公開授業研究会による学び合い
・外部専門家の活用
人材育成
・知的障害特別支援学級と特別支援学校の人事交流
・特別支援学校教員免許状の取得の促進

県教委

市町村教委

拠点校
公開授業研究会

教育事務所特別支
援教育地域コーディ
ネーター

学校支援
拠点校：公募
回数：年間3～5回の支援（遠隔含む）
支援内容：実態把握、自立活動、学習指導案等
外部専門家の活用

特別支援教育課

【拡】高等学校における特別支援教育推進のための事業
期待される効果

事業概要

(国）６千円）

ガイドブック・実践事例集等を活用し、通級による指導の取組が周知
され、通級による指導の場を増やし、発達障害等のある特別な支援
を必要とする生徒一人一人の特性に応じた指導が充実する。

◆高等学校における通級による指導の場の拡大のため、巡回指導方式を検討、試行。
◆研究大会等を通し、通級による指導及び特別支援教育についての理解啓発を進める。
◆通級による指導担当教員の専門性向上に取り組む。

現状・課題

R４当初：５０９千円（一）５０９千円
（R３当初：５４３千円（一）５３７千円

事業目標

◆高等学校における通級による指導実施校がセンター校を中心に実践研究を進
め、情報共有等を行い、実践力の向上が図られてきた。
◆小中学校での特別支援学級在籍生徒の増加に比べ、高等学校で通級による指
導を受けることができる学校が少ないことが課題。

◆高等学校における通級による指導の巡回指導について、方法等の検討を行い、
他校への巡回指導を試行する。【巡回指導（2校程度）、後期より月に１～2回程
度の試行】
◆通級による指導研究大会等により、実践研究の成果を周知するとともに、特別
支援教育についての理解啓発を図る。

遠隔
通信
の
活用

連絡協議会

＜成果物＞
高等学校における
通級による指導ガ
イドブック・実践事
例集

障害等の状態に応じた特別な指導（自校通級）に関する
先進的研究
遠隔通信の
活用

巡回指導による通級による指導、実施校の拡大の検討
○巡回指導の試行（他校のニーズのある学校）

→（拠点校２校、実施校２校）

指導助言
特別支援教育コース教授
「高等学校における通級による
指導アドバイザー」の活用

・特別な教育課程の検討
・巡回実施校や拠点校の拡大の検討

巡回指導

通級による指導を受けることができる学
校の増加
R４～５ 他校のニーズのある学校への
巡回指導の試行、実施、自校
方式実施校の新設検討
R６～７ 巡回指導、他校通級、自校方
式実施校の拡充により、県立高
等学校において 全てのニーズの
ある生徒に対応できる環境整備

実施校間で協働しながら各校における通級による指導
の更なる充実
全ての高等学校への周知 UDに基づく授業づくりの浸透

全ての発達障害等のある生徒への
指導支援の充実

通級による指導実施校４校

研究大会の実施
（ガイドブック・実践事例集の活用）

高等学校における通級による指導
センター校を中心とした実践研究

実施内容

＜専門性のある教員の育成＞OJT、高知大学教職大学院との連携（長期研究生の派遣）等

R２～３年度

R４年度

R５年度以降

Ⅲ

資

料

編

田野分
知
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本校（７校）
分校（７校）

中村特別支援
知

山田特別支援

肢
併

施設併設校

知

附属病分

併

病
しんほん
まち分

みかづき分 高知ろう
知

聴

知
盲
土佐希分

視

肢
併
日高特別支援

高知江の口特別支援

知

病
国立病分
病

肢
併

若草特別支援
肢

子鹿園分
肢
併

県内特別支援学校一覧 （令和４年度）
設置者

障害種別

県
視覚障害

県
聴覚障害

学校名

学校長名

盲 学 校

八木 千晶

高知ろう学校

松田 真一

山田特別支援学校
高橋 信司
田野分校

県

日高特別支援学校

所在地
(電話番号)
(FAX 番号)

設置学部
(学科)

知

〒780-0926
高知市大膳町6 番32 号
TEL 088-823-8721
FAX 088-873-9643
〒780-0972
高知市中万々78 番地
TEL 088-823-1640
FAX 088-823-1752
〒782-0016
香美市土佐山田町山田 1361 番地
TEL 0887-52-2195
FAX 0887-52-0031
〒781-6410
安芸郡田野町1203-4
TEL 0887-38-8850
FAX 0887-38-2603
〒781-2151
高岡郡日高村下分60 番地
TEL 0889-24-5306
FAX 0889-24-5308

関連福祉
施設等

幼、小、中
高(普通科、保健理療科)
高専(理療科)
幼、小、中
高(普通科、産業技術科)
高専(産業技術科)
小、中、高(普通科)

知的障害児
施設
南海学園

小、中、高(普通科)

小、中、高(普通科)

〒780-0972
高知市中万々88 番地
TEL 088-823-2021
FAX 088-823-2034

高(普通科)

〒780-0062
高知市新本町２丁目13 番 51 号
TEL 088-873-0088
FAX088-855-5156

中、高(普通科)

清水 隆人

〒780-0945
高知市本宮町125 番地
TEL 088-843-0579
FAX 088-840-9796

小、中、高(普通科)

国

高知大学教育学部
附属特別支援学校

小原 浄二

〒780-8072
高知市曙町2 丁目5 番3 号
TEL 088-844-8450
FAX 088-844-8458

小、中、高(普通科)

私

特別支援学校
光の村土佐自然学園

北野 光子

〒781-1154
土佐市新居2829
TEL 088-856-1069
FAX 088-828-6570

中、高(普通科)
専(普通科)

知的障害児
(者)施設
わかぎ寮
(たかぎ寮)

中村特別支援学校

原 由香

〒787-0010
四万十市古津賀 3091
TEL 0880-34-1511
FAX 0880-34-1625

小、中、高(普通科)

知的障害児
施設
わかふじ寮

〒781-0303
高知市春野町弘岡下2980-1
TEL 088-894-5335
FAX 088-894-2965

小、中、高(普通科)

〒780-8081
高知市若草町10 番 26 号
TEL 088-844-1837
FAX 088-844-6847

小、中、高（普通科）

療育福祉
センター

〒783-0022
南国市小籠105
TEL 088-863-3882
FAX 088-863-5454

小、中、高(普通科)

土佐希望の家
医療福祉
センター

〒780-8031
高知市大原町120 番地 5
TEL 088-802-5577
FAX 088-802-5588

小、中、高(普通科)

高知県
心の教育
センター

〒783-0043
南国市岡豊町小蓮
TEL 088-866-8624
FAX 088-866-8625

小、中

高知大学
医学部
附属病院

〒780-8077
高知市朝倉西町1 丁目2 番25 号
TEL 088-843-1819
FAX 088-844-6651

小、中、高(普通科)

重症心身
障害児施設
国立病院機構
高知病院

高知みかづき
的

分校

障

高知しんほんま

利岡 徳重

ち分校
市

害

高知市立
高知特別支援学校

県

知的障害

肢体不自由

肢
体

高知若草
特別支援学校
（本校）
県

不

子鹿園分校

平石 勝久

自
由

土佐希望の家
分校

県

病 弱

高知江の口
特別支援学校
（本校）
高知大学
医学部
附属病院分校

病弱

肢体不自由

県

国立高知
病院分校

窪内 真由美

備考

病院内
設置

県立特別支援学校（本校７校、分校７校／計１４校）

共生社会政策シンボルマークについて
このシンボルマークは、国民一人ひとりが豊かな人間性を育み生きる力を育てる力を身に付けてい
くとともに、国民皆で子どもや若者を育成・支援し、年齢や障害の有無等にかかわりなく安全に安心
して暮らせる「共生社会」を表しています。
四つ葉のクローバーは「幸福」のシンボルであり、それぞれの葉は「生命」
、
「愛」
、
「夢」
、
「コミュ
ニティー」を表しています。それを「人」をあらわす文字が四つ葉のクローバーを掌の中で大切に育
んでいる姿を表現しています。
さらに、人が創る温かいコミュニティーを表すオレンジと幸せ・やすらぎを表す明るいグリーンを
使用しました。
（内閣府政策統括官（共生社会政策担当）のホームページより引用）

