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１ 計画の策定にあたって
（１）計画策定の目的

平成１９年４月、学校教育法の一部を改正する法律により、従来の特殊
教育から特別支援教育へ転換が図られました。また、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」により、障害を理由とす
る不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供についての規定が定めら
れ、行政機関等である公立学校において、この規定が法的義務となりまし
た。
さらに、平成２９年４月 「新学習指導要領」が告示され、インクルーシ、

ブ教育システム の理念の実現に向けた改訂が行われ、全ての学校におい※１

て特別支援教育の推進を図ることが示されました。
そこで、本市では、特別支援教育を一層推進していくために 「八代市特、

別支援教育推進計画」を策定することといたしました。
（２）計画の期間

八代市特別支援教育推進計画は、令和２年度から令和６年度までの５か
年計画とします。

２ 八代市における特別支援教育に関する現状と課題
（１）特別支援教育に関する現状

①特別な支援を必要とする児童生徒数、割合
令和元年５月１日現在、八代市

の小中学校には、９，２７７人の
児童生徒が在籍しています。
在籍している児童生徒の中の６

％（５５４人）の児童生徒が特別
な支援を必要としており、特別支
援学級に在籍しています。
また、全体の８％（７１２人）

の児童生徒が通常の学級に在籍し
ながらも、特別な支援を必要とし
ています。
本市では、特別な支援を必要と

する児童生徒に対して、特別支援
学級 及び通級指導教室 の設※２ ※３

置、特別支援教育支援員 を配置※４

した通常学級において、児童生徒
一人一人の教育的ニーズに応じた
適切な指導及び必要な支援を行っております。

（用語解説）
インクルーシブ教育システム：障がい者がもてる力を可能な限り発揮させ、社会参加を可能とす※１

る目的の下、障がいのある者と障がいのない者が共に学ぶ仕組み。

特別支援学級：障がいのある子供たちのために小中学級に設置された学級。１学級の定員は８人※２

で、障がい種ごとに設置。

障がいによる学※３ 通級指導教室：通常の学級に在籍して教科等の授業を受けながら、週１～２回程度

学習を個別で行う。習や生活の困難を改善し、通常の学級での学習をより効果的に行うために必要な

特別支援教育支援員：様々な教育的配慮が必要な児童生徒に対して、移動・食事・排泄・衣服着※４

脱等の学校生活上の支援や学習指導上の支援等を行うため、学校に配置された市費職員。
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②特別支援学級在籍の児童生徒数及び特別支援学級数の推移

八代市の小中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒数は、平成１８

年度から令和元年度までの１３年間で、小学校で約７倍に、中学校では

約４倍に増えています。小学校に比べて中学校において増加率が緩やか

なのは、中学校進学時に特別支援学級から通常学級に転級したり、八代

支援学校中学部に入学したりすることが要因として考えられます。

特別支援学級に在籍する児童生徒数の増加に伴って、特別支援学級数

もかなり増加しています。平成１８年度から令和元年度までの１３年間

で、小学校で約３倍に、中学校では約２倍に増えています。
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③学級種別児童生徒数の推移

八代市の特別支援学級を学級種別に見ると、自閉症・情緒障がい学級 の※１

在籍児童生徒数が、著しく増加しており、平成２４年度から令和元年度まで

の７年間で自閉症・情緒障がい学級に在籍している小学校の児童数は、およ

そ２．５倍、中学校の生徒数は、７．５倍にもなります。

また、同７年間で知的障がい学級 に在籍している小学校の児童数は、※２

２．７倍に増えていますが、中学校の生徒数は、１．１倍と横ばいです。

本市では、就学指導委員会 の専門的な意見を聴取するとともに、保護者※３

。の意見や学校での様子を聞きながら特別支援学級の環境整備に努めています

（用語解説）

自閉症・情緒障がい学級：自閉症又はそれに類するもので、他人との意思疎通及び対人関係の形※１

成困難である等の児童生徒を対象とした、小・中学校に必要に応じて設けられる特別に編成された学

級。

知的障がい学級：知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通に軽度の困難があり日常生活を営む※２

のに一部介助が必要で社会生活への適応が困難である児童生徒を対象とした、小・中学校に必要に応

じて設けられる特別に編成された学級。

就学指導委員会：正式名称は、八代市心身障害児童生徒就学指導委員会。小・中学校及び特別支※３

援学校に在籍する児童生徒及び就学児童のうち、心身に障がいを有する児童生徒の適切な就学につい

て協議し、かつ、適切な就学指導を行う。
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④通級指導教室で指導を受ける児童生徒数の推移

通常の学級での学習におおむね参加できますが、一部特別な指導を必

要とする児童生徒に対して、通級指導教室において効果的な指導を行っ

ています。

令和元年度、八代市において、通級指導教室を設置している学校は、

小学校で４校あり、内訳として、言語障がい通級指導教室が２教室、情

緒障がい通級指導教室が１教室、ＬＤ ・ＡＤＨＤ 等通級指導教室が※１ ※２

２教室となっています。また、中学校では、２校に設置しており、情緒

障がい通級指導教室が１教室、ＬＤ・ＡＤＨＤ等通級指導教室が１教室

となっています。

通級指導教室で指導を受ける児童生徒数は増加しており、特にＬＤ・

ＡＤＨＤ等の発達障がいのある児童生徒の在籍者数は、小学校では、平

成２４年度からの７年間で４倍に増えています。中学校では、ＬＤ・Ａ

ＤＨＤ等通級指導教室に加え、平成３０年度に情緒障がい通級指導教室

を新設し、情緒障がいを抱えた生徒が通級指導教室を利用することがで

きるようになりました。

通級指導を希望する児童生徒に対応するために、本市では利用希望者

数や設置校の地理的バランス等を考慮しながら熊本県と協議し、教室の

増設に取り組んでいます。

（用語解説）

：学習障がい。全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計※１ LD

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。

：注意欠陥多動性障がい。年齢又は発達に不釣り合いな注意力、又は衝動性※２ ADHD

・多動性を特徴とする障がいであり、社会的な活動や学校生活を営む上で著しい困難を

示す状態。

学級種 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1

LD･ADHD等 9 13 16 16 18 21 30 36

情緒障がい 3 2 4 6 7 7 11 10

言語障がい 14 9 13 14 13 12 11 13

小学校計 26 24 33 36 38 40 52 59

LD･ADHD等 5 6 5 6 8 5 4 6

情緒がい ― ― ― ― ― ― 14 11

中学校計 5 6 5 6 8 5 18 17

小

中
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⑤特別支援教育支援員

通常の学級には、特別な教

育的支援を必要としている児

童生徒が在籍しています。

令和元年度、通常学級に在

籍する児童生徒のうち特別な

教育的支援を必要とする児童

生徒数は児童生徒全体の８％

（７１２人）にのぼります。

本市では、様々な教育的配

慮が必要な児童生徒に対して

学校生活上の支援、学習指導

上の支援を行うために、特別

支援教育支援員を各学校に配置しています。

各学校からの特別支援教育支援員の配置要望は、毎年９０人近く上が

ってきている状況があります。そのような中で、八代市としては要望に

応えるために支援員の増員に努めてきました。

特別支援教育支援員には、教育活動において、児童生徒に対しての適

切な支援が求められます。そのため本市では、年に３回の特別支援教育

支援員研修会を開催し、支援員の専門性の向上を図る取組も併せて行っ

ています。

⑥個別の教育支援計画及び個別の指導計画の作成状況

個別の教育支援計画は、障がいのある児童生徒一人一人に必要とされ

る教育的ニーズを正確に把握し、幼児期から学校卒業後までの長期的な

視点で、一貫した的確な支援を行うことを目的に作成します。また、個

、 、別の指導計画は 各学校において提供される教育的支援の内容について

個々の児童生徒等の障がいの状態や特性及び心身の発達の段階等に応じ

て、指導内容や指導方法の工夫を検討する際の情報とすることを目的に

作成します。

これらの計画は、特別支援学級に在籍している児童生徒については勿

論のこと、通常学級に在籍し、特別な教育的配慮が必要である児童生徒

についても作成し、切れ目のない支援体制構築を目指しています。

現在、特別支援学級に在籍する児童生徒についての個別の教育支援計

画及び個別の指導計画については、１００％の割合で作成がなされてい

ます。通常学級に在籍する特別な教育的配慮を必要とする児童生徒につ

いての作成率は、平成２７年度は３６％であったのに対し、令和元年度

は、６４％となり、作成状況も進んできています。切れ目のない支援体

制を目指して、今後もさらに計画の作成を推進していきます。
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⑦個別の教育支援計画及び個別の指導計画の引継ぎ状況

八代市における幼稚園から小学校、小学校から中学校、中学校から進

学先への個別の教育支援計画等の引継ぎ状況は、特別支援学級に在籍す

る児童生徒については１００％となっています。しかし、通常学級に在

籍し、特別な教育的配慮を要する児童生徒についての引継ぎ状況は口頭

での引継ぎは１００％行われているものの、個別の教育支援計画等での

、 、引継ぎは幼稚園から小学校へは８３％ 小学校から中学校へは約６０％

中学校から進学先へは約３０％という現状にとどまっています。

個別の教育支援計画は、障がいのある児童生徒の生涯にわたる継続的

な支援体制を整え、それぞれの年代における望ましい成長を促すため作

成されるものです。また、個別の指導計画は個々の児童の実態に応じて

きめ細かに指導するために作成するものです。幼児児童生徒が進級、進

学と新しい環境に身を置いた際に、失敗やつまずきを防ぎ、これまでの

支援や指導で育んできた力を発揮できるように個別の教育支援計画等の

活用及び引継ぎを推進していきます。

⑧特別支援教育コーディネーター

各学校・園において、特別支援教育コーディネーターが指名されてい

ます。特別支援教育コーディネーターは特別支援教育の推進のリーダー

となり、一人一人の児童生徒のニーズに対応した指導方針の立案・実施

及び評価、合理的配慮の提供、関係機関との連携等、調整役を担ってい

ます。

⑨地区コーディネーター会議の開催

本市を８つのブロック（東陽中・泉中校区、鏡中・千丁中校区、二中

八中校区、四中・七中校区、一中校区、三中・六中校区、五中・坂本中

校区、日奈久中・二見中校区）に分けて、ブロックごとに地区コーディ

ネーター会議 を開催し、それぞれのブロックには、専門性の高い巡回※１

相談員 を配置し、地区コーディネーター会議における助言を行ってい※２

ます。

会議では、管内の高等学校からの参加もあり、校種の違う立場での意

見交換ができ、先を見通した支援の大切さについて考える機会となって

います。

（用語解説）

地区コーディネーター会議：各校・園の特別支援教育コーディネーターがブロックごとに集まっ※１

て行う、各ブロックの特別支援教育推進のための会議・研修等。

巡回相談員：域内の学校等の要請に応じて巡回し、障がいのある幼児児童生徒及び特別な教育的※２

支援を必要とする幼児児童生徒に対する指導内容・方法及び支援体制に関する指導や助言等を当該学

校・園の教員等に行う。また、特別支援教育に関する各種会議、研修会における助言等を行う。
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⑩八代市立八代支援学校との連携

昭和４８年に、県内初の市立の養護学校を開設しました。知的障がい

者に対する教育を行う八代養護学校は、平成２６年に、八代支援学校と

校名を変更しました。現在は、小学部、中学部、高等部にそれぞれ一般

学級と重複学級を設置しています。

本市において、特別支援教育を推進していく上で、八代支援学校は中

核的な役割を担っています。八代支援学校がセンター的機能を有効に発

揮し、学校・園における特別支援教育に関する課題解決を図ります。

（２）特別支援教育に関する課題

①教職員の指導力向上と指導体制の確立

現行制度では、幼・小・中・高等学校の教諭免許状を保有していれば

特別支援学級担任、通級指導担当教員になることが可能であり、その他

特別の免許状の所持は必要とされていません。加えて、新学習指導要領

を踏まえた教育課程の編成及び授業改善が必要となるため、教職員の指

導力向上が求められています。また、特別支援学級在籍の児童生徒の増

加に対応する指導体制についても、各学校の状況に応じて確立する必要

があります。
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②特別支援教育コーディネーターの専門性の向上を目指した研修の充実

特別支援教育コーディネーターについても、その他特別の免許状の所

持は必要とされていません。学校によっては特別支援学級担任等の経験

、の少ない教職員が特別支援教育コーディネーターを任される場合もあり

取組に対する戸惑いや１年間の活動の見通しをもつことの困難さなど課

題があります。特別支援教育を推進するためには、特別支援教育コーデ

ィネーターの専門性の向上を目指した研修の充実が必要です。

③校内委員会の更なる充実

各学校の校内委員会では、児童生徒の行動上の問題への対応策を検討

するケースが多くあります。校内委員会においては、児童生徒の深い理

解に基づいた指導・支援方針が立てられるよう、児童生徒の長所を伸ば

す視点を大切にするとともに、児童生徒の学習及び生活上の困難の背景

・要因を踏まえる視点が重要です。また、決定した基本方針を全教職員

で共有し、組織的、計画的に実施することが求められます。さらに、関

係機関や専門家と連携した組織体制を構築することが必要です。これら

を実現するためには、校内委員会の在り方について教職員に共通の認識

が求められます。

④特別支援学校教諭免許状の保有率の更なる向上

特別支援学校の教

員は、幼稚園、小学

校・中学校又は高等

学校幼稚園の教諭免

許状のほかに、特別

支援学校教諭免許状

を有していなければ

※１なりません。

八代市では、八代

支援学校に勤務する

教員に対して、特別支援学校教諭免許状取得を推進してきました。令和

元年度において、八代支援学校に勤務する教員の免許保有率は ５９％、

となっており、ここ数年横ばい状態が続いています。

（用語解説）

特別支援教育に係る教育職員免許状：特別支援学校の教員は、幼稚園、小学校、中学校又は高等※１

学校の教諭免許状のほか、特別支援学校教諭免許状を有していなければならない（教育職員免許法第

）。 、 、「 」３条第３項 法第３条の規定にかかわらず 幼・小・中・高の教諭免許状を有する者は 当分の間

特別支援学校の相当する部の教諭等となることができる（同法附則第１６項 。）
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定期の教職員異動により公立の小中学校に勤務している特別支援学校

教諭免許状を有しない教員が、八代支援学校に異動してくることが一つ

の要因と考えられます。しかし、八代支援学校に勤務する教諭の特別支

援学校教諭免許保有率は年々着実に増加し、令和元年度は、６２％とな

っています。

また、特別支援学級、通級指導教室を担当する教員の専門性の向上も

これまで以上に求められています。

今後、八代市内の特別支援学級、通級指導教室を担当する教員の特別

支援学校教諭免許状保有率を上げるとともに、八代支援学校との相互の

異動によって専門性を高める取組を推進し、特別支援教育の充実に努め

る必要があります。

⑤特別支援教育支援員の適正配置

令和元年度の調査では 特別支援教育支援員の配置要望は ８８人 小、 、 （

学校６１人、中学校２３人、八代支援学校４人）にのぼる中、特別支援

教育支援員の配置数は５８人（小学校３８人、中学校１６人、特別支援

学校４人）と、要望に対して十分な配置ができている状況にまでは至っ

ていません。各学校の要望に少しでも応えるために、状況を十分に把握

し、特別支援教育支援員を適正に配置していく必要があります。
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３ 特別支援教育に関する動向

これまでの国、県及び本市の動向は次のとおりです。

平成１９年４月、学校教育法の一部改正により特別支援教育の本格的実

施や平成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を受

けて、本市では、特別支援教育推進やつしろガイドブックや特別支援教育実

践ガイドの作成に取り組みました。

（１）これまでの国・県の動向

年 次 動 き

平成 特別な場で教育を行う「特殊教育」か学校教育法の一部改

１９年 ら、一人一人のニーズに応じた適切な指正

「 」４月 導及び必要な支援を行う 特別支援教育特別支援教育の本格

に転換する。的実施

平成 インクルーシブ教育システムにおいて中央教育審議会報告

２４年 は、同じ場で共に学ぶことを追及すると

７月 ともに、個別の教育的ニーズのある幼児

児童生徒に対して、自立と社会参加を見

据えて、その時点で教育的ニーズに最も

的確に応える指導を提供できる、多様で

柔軟な仕組みを整備することが重要であ

る。

平成 障害を理由とする不当な差別的取扱い障害を理由とする差

２５年 の禁止と、合理的配慮の提供についての別の解消の推進に関

６月 規定が定められ、行政機関等である公立する法律

学校において、法的義務となる。

平成 就学相談や就学先の決定に関しては、学校教育法施行令の

２５年 本人・保護者の意見を最大限尊重し、本一部を改正する政令

８月 人・保護者と市区町村教育委員会、学校

等が教育的ニーズと必要な支援について

合意形成を行うことを原則とした。
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平成 「特別支援教育推進ガイドブック（平特別支援教育充実

２７年 成１９年７月 」と「個別の教育支援計ガイドブック（県） ）

３月 画等作成のためのガイドライン」の内容

を見直し 「特別支援教育充実ガイドブ、

ック」として刊行する。

巡回相談の流れや個別の教育支援計画

・個別の指導計画の様式が新しくなる。

平成 新学習指導要領では、インクルーシブ新学習指導要領告示

２９年 教育システムの理念の実現に向けた改訂

４月～ が行われ、全ての学校において特別支援

教育の推進を図ることが示された。

障害のある児童などについては【総則】

…（中略）…、個々の児童の障害の状態

等に応じた指導内容や指導方法の工夫を

組織的かつ計画的に行うものとする。

障害のある児童などについて【各教科】

は、学習活動を行う場合に生じる困難に

応じた指導内容や指導方法の工夫を計画

的、組織的に行うこと。
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（２）本市の取組

年 次 動 き

平成 自立と社会参加に向けた主体的な取組を八代市特別支援教

１９年 支援するため、教育行政関係者、学校・園育総合推進事業の

４月 関係者、福祉部局関係者等で構成する特別策定

支援連携協議会を設置し、本市特別支援教

育の総合的な支援体制の整備を目指す。

平成 本市における特別支援教育を推進するた特別支援教育推進

２５年 めにまとめたガイドブック。通常学級でのやつしろガイドブ

５月 特別支援教育の視点、特別支援教育の視点ックの作成

に立った生徒指導・学習指導・授業づくり

についてまとめた。

平成 本市における特別支援教育を推進するた特別支援教育推進

２９年 めにまとめたガイドブックを改訂する。合やつしろガイドブ

８月 理的配慮の具体的な事例や、通常学級でのックの改訂

特別支援教育の視点、特別支援教育の視点

に立った生徒指導・学習指導についてまと

めた。

平成 八代市教育サポートセンターの特別支援特別支援教育実践

３０年 教育研究部会によって作成。ガイドの作成

３月 特別支援教育・学級の理解、仲間づくり

の授業、教師自身の関わり方についてまと

めた。全ての子供が安心して学ぶための実

践を紹介した。

平成 「やつしろの絆でつむぐ心豊かな人づく八代市教育大綱改

３０年 り」を基本理念に、本市における教育等の訂

４月 振興に関する施策の大綱。

子供も大人もみんなが糸をつむいでいく

ようにうまく関係し合い、生涯刺激し合い

、 。ながら学習できる ふるさと八代を目指す

平成 「八代市教育大綱」を踏まえ、八代なら八代市教育振興基

３０年 ではの特色ある施策の重点的な推進など、本計画改訂

４月 今後４年間の施策の方向性を示した 『子。

どもたち一人一人の「生きる力」を育みま

す』など、５つの基本目標を掲げている。
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４ 計画の位置付け

八代市特別支援教育推進計画を策定するに当たり、国や県の動向及び八

代市教育大綱並びに八代市教育振興基本計画を踏まえ、次のように、八代市

の実態に応じた特別支援教育を推進していきます。

障害を理由とする差別の

解消の推進に関する法律

八代市特別支援教育推進計画

特別支援教育推進やつしろ

ガイドブック

新学習指導要領

八代市教育振興基本計画

八代市教育大綱

特別支援教育実践ガイド

反映

八代市の実態

整合

整合
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５ 計画の基本理念と施策の基本方針

八代市特別支援教育推進計画

基本理念

「子供一人一人の確かな学びと自立や社会参加の実現のために

特別支援教育を推進します」

基本方針１ 幼稚園及び小・中学校における特別支援教育の充実

施策（１）通常学級における指導の充実

施策（２）特別支援学級における指導の充実

施策（３）通級指導教室における指導の充実

基本方針２ 八代支援学校における特別支援教育の充実

施策（１）八代支援学校教員の専門性の向上

施策（２）医療的ケアの充実

施策（３）センター的機能の発揮

基本方針３ 特別支援教育を推進する体制の整備・充実

施策（１）八代市特別支援教育総合推進事業の推進

施策（２）八代市教育サポートセンターとの連携

施策（３）就学相談・教育相談体制の構築

施策（４）児童生徒の自立や社会参加を目指した支援の整備

基本方針４ 保護者、地域及び関係機関との連携

施策（１）保護者や地域等への特別支援教育の理解促進

施策（２）教育と福祉の連携推進
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６ 計画の主な取組

基本方針１ 幼稚園及び小・中学校における特別支援教育の充実

（１）通常学級における指導の充実

方向性

通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒

への指導や支援については、学校・園全体で特別支援教育に取り組む

体制の構築や 「個別の教育支援計画」等の作成・活用の推進、校内研、

修の充実、関係機関との情報共有や連携強化に取り組みます。

【具体的な方策】

○ 幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた指導や支援を組織的・

継続的に行うため 「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」の作成、

・活用を推進します。

○ 幼稚園等から小学校への就学を円滑に行うため、成育歴や支援内容等

をまとめた「移行支援シート」 の作成と活用を図ります。※１

、 、○ 全ての教職員が 特別支援教育に関する知識や理解を深めるとともに

実践的な指導や支援の工夫ができるよう 「特別支援教育推進やつしろガ、

イドブック （平成２９年８月発行 「特別支援教育実践ガイド （平成」 ）、 」

３０年３月発行）等の活用を推進します。

○ 幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを的確に把握するとともに、指

導や支援の充実に生かすことができるよう、保護者はもとより医療や福

祉の関係機関との情報共有や連携強化の取組を進めます。

○ 校内委員会の活性化や特別支援教育コーディネーターの複数指名など

校内体制の充実を図るとともに、学校全体で特別支援教育に取り組む体

制を構築します。

（用語解説）

移行支援シート：幼児児童生徒が充実した学校・園生活を送ることができるようにするため、就※１

学先へ必要と思われる支援や配慮について伝えるシート。在籍する学校・園の担任等が記入し、保護

者から就学先へ渡す。
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（２）特別支援学級における指導の充実

方向性

特別支援学級に在籍する児童生徒への指導や支援については、担当

教員の専門性向上を図るほか、特別支援学級担任等の経験の少ない教

員へのサポート体制の整備、自立や社会参加に向けた知識・技能を育

む教育を推進します。

【具体的な方策】

○ 特別支援学級を担当する教員が、児童生徒の障がい等の状態に応じた

教育課程の編成・実施及び指導や支援を行うことができるよう、学校訪

問や研修を通じて専門性の向上を図ります。

○ 小・中学校において特別支援学級担任等の経験の少ない教員に対し、

八代支援学校や八代市教育サポートセンターが、指導や支援の在り方をサ

ポートする体制の整備を進めます。

○ 通常学級に在籍する児童生徒との「交流及び共同学習」の適切な実施

を通じ、豊かな心の育成や、自立や社会参加に向けた知識・技能を育む教

育を進めます。

（３）通級指導教室における指導の充実

方向性

通級による指導を受ける児童生徒への指導や支援については、担当

教員の自立活動の指導に関する専門性向上を図り 「個別の教育支援計、

画」等を活用した指導等の充実に向けた取組を進めます。

【具体的な方策】

○ 通級による指導を受ける児童生徒に対し、障がい等の状態や発達の段

階に応じた適切な指導を行うため、担当する教員が、研修等を通じて専

門的な知識・技能を習得できるよう努めるとともに、特に、自立活動の

指導に関する専門性の向上を図ります。

○ 通級指導教室における指導内容や、在籍学級における指導上の配慮事

項等について、校内委員会等を通じて全教職員が共通理解を図ることが

できる体制をつくるとともに 「個別の教育支援計画」や「個別の指導計、

画」を活用した支援内容等の検討に基づき、指導や支援の充実を図りま

す。
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基本方針２ 八代支援学校における特別支援教育の充実

（１）八代支援学校教員の専門性の向上

方向性

特別支援学校教諭免許状の所有率の向上を図るとともに、研修の機

会や質の充実を図ります。

【具体的な方策】

○ 八代支援学校に勤務する全ての教員が、特別支援学校教諭免許状を所

有することができるよう、未取得者に対し、教育職員免許法認定講習の受

講を促進します。

○ 特別な教育的支援を必要とする児童生徒の多様な教育的ニーズに対応

できるよう、校外研修の機会を確保します。

○ 障がいの重度・重複化や多様化に応じた指導や支援が行われるよう、

県立支援学校、外部の専門家等を活用し、実践的な研究や授業改善に関す

る校内研修の充実に努めます。

（２）医療的ケアの充実

方向性

看護師配置の在り方の検討を進める他、医療的ケア の実施体制の※１

整備や八代支援学校のノウハウを生かした小・中学校等への支援を進

めます。

【具体的な方策】

○ 安全に医療的ケアを実施することができるよう、八代支援学校等の実

状を十分把握しながら看護師を配置します。

○ 「医療的ケア実施要項」に基づき適切な医療的ケアが行われるよう、

実施体制の整備を進めます。

○ 短時間の医療的ケアを必要とする幼児児童生徒に対し、八代支援学校

のノウハウを生かした支援に努めるとともに、八代支援学校等に配置し

た看護師を幼稚園及び小・中学校へ派遣します。

（用語解説）

医療的ケア：痰の吸引や経管栄養の注入等、日常生活に必要とされる医療的な生活援助行為。※１
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（３）センター的機能の発揮

方向性

本市において特別支援教育を推進する体制を整備していく上で、特

に障がいのある児童生徒等の教育的ニーズに応じた適切な教育を提供

していくため、八代支援学校が教育上の高い専門性を生かしながら市

内の小・中学校等を積極的に支援し、センター的機能を発揮していき

ます。

【具体的な方策】

○ 市立幼稚園、小・中学校等に対し、支援内容等に関する情報発信に取

り組むとともに、八代支援学校の教員を派遣することにより、学校・園に

おける特別支援教育に関する課題解決を図ります。

○ 八代支援学校の教員の指導のノウハウや教材・教具の工夫及び教員の

支援体制について、市内の小・中学校教員等が学ぶ機会となる研修協力体

制を整えます。

○ 八代支援学校がセンター的機能を発揮するため、八代支援学校におけ

る校内研修等の一層の充実を図り、教員の一層の専門性向上に努めます。

○ 特別な支援を必要とする児童生徒等に一貫した適切な教育的支援が行

われるよう、八代支援学校のよりよい在り方について検討し、特色及び魅

力を発信していきます。
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基本方針３ 特別支援教育を推進する体制の整備・充実

（１）八代市特別支援教育総合推進事業の推進

方向性

発達障がいを含む障がいのある幼児児童生徒及び特別な教育的支援

を必要とする幼児児童生徒の能力や可能性を伸ばし、自立と社会参加

に向けた主体的な取組を支援するため、関係者で構成する特別支援連

携協議会を設置し、特別支援教育の総合的な支援体制の整備を目指し

ます。

また、共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築の

ための特別支援教育を専門家チームや巡回相談員と連携しながら推進

するとともに、保護者、地域における啓発を行います。

【 】具体的な方策

。事業の実施にあたり、次の機構で推進します

八代市教育委員会

八代市特別支援連携協議会

専門家チーム 巡回相談員 八代支援学校

学校・園

ア 八代市特別支援連携協議会の設置

【目的】

今後の地域支援の在り方について協議します。また、保健、福祉、労

働等の関係機関と緊密な連携を図り、地域支援のネットワークづくりのた

めの連絡調整に努めます。
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【八代市特別支援連携協議会の構成】

八代教育事務所指導主事

教育行政関係 八代市教育委員会学校教育課長

八代市教育サポートセンター所長

八代校長会長

八代教育研究会小学校特別支援教育研究部会長

八代教育研究会中学校特別支援教育研究部会長

学校・園関係 八代支援学校長

公立幼稚園代表

公立保育園代表

県立高等学校代表

八代市社会福祉事業団施設長

関係機関 児童発達支援事業所代表

八代児童相談所長

発達障がい者支援センター代表

八代市健康福祉部こども未来課長

福祉部局関係 八代市健康福祉部障がい者支援課長

八代市健康福祉部健康推進課長

八代市教育委員会学校教育課指導主事

八代市教育サポートセンター特別支援教育アドバイザー

事務局 八代市健康福祉部障がい者支援課担当

八代支援学校教頭

八代支援学校特別支援教育コーディネーター

【八代市特別支援連携協議会の概要】

・連携協議会は、５月と２月の年２回開催

・特別支援教育体制の整備及び機能的なネットワークの在り方につい

て検討



- 21 -

イ 巡回相談員の役割

市内の学校等の要請に応じて巡回し、校内研修、ケース会議等で、障が

いのある幼児児童生徒及び特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒に

対する指導内容・方法及び支援体制に関する指導や助言等を当該学校・園

の教員等に行います。また、これらの幼児児童生徒については、個別の教

育支援計画及び個別の指導計画の作成に向けた助言等も行います。

また、特別支援教育に関する各種会議、研修会における助言等を行いま

す。

【巡回相談員の派遣】

（ア）八代市を８つのブロックに分け、それぞれのブロックに特別支援教育

に関する専門性の高い相談員を配置します。

（イ）巡回相談員の業務は、学校・園の研修における助言、ケース会議への

支援、個別の教育支援計画や個別の指導計画作成に関する支援、ブロッ

ク別研修会における助言などを行います。

（ウ）巡回相談員会を年２回行い、専門性の向上に努めます。

ウ 専門家チームの役割

望ましい教育的対応等についての適切な指導・助言を行うため、大学職

員、心理士、医師、教員等から構成する専門家チームを設置します。専門

家チームは、特別支援連携協議会及び本市教育委員会等と連携を図り、巡

回相談員に対して次のことについて指導・助言を行います。

（ア）学習面や生活面で困難な状況にある幼児児童生徒の望ましい教育的対

応等に関すること

（イ）学級経営及び教科指導等における適切な指導・支援に関すること

（ウ）就学前から就労に至る一貫した支援を充実させるための取組に関する

こと

（エ）就学相談、教育相談に対する助言

【専門家チームの構成】

学識経験者 熊本大学教育学部准教授

病院長

心理士

関係機関 八代市社会福祉事業団施設長

言語聴覚士

保健師

発達障がい者支援センター代表

八代支援学校特別支援教育コーディネーター学校関係

特別支援教育アドバイザー八代市教育サポートセンター
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【専門家チームの概要】

・巡回相談員との合同会議を５月と８月の年２回行い、指導・助言を行

います。

、 。・巡回相談員と連携しながら 望ましい教育的対応について協議します

エ 八代支援学校の役割

八代支援学校は、特別支援教育のセンター校として、以下の役割を担い

ます。

（ア）情報提供

（イ）各種相談

（ウ）施設の開放

（エ）研修機能

（オ）八代地域特別支援教育ネットワークの充実

【八代支援学校における主な取組】

八代支援学校は、特別支援教育のセンター校として以下の取組を実施し

ます。

・情報提供

（特別支援教育の現状、生活支援、進路、就労 等）

・各種相談

（就学相談、教育相談、生活相談、進路相談、就労相談 等）

・施設の開放

（自主研修会等への施設の開放 等）

・研修機能

（特別支援教育に関する研修会の開催・共催 等）

・八代地域特別支援教育ネットワークの充実

（学校、家庭、保健、医療、福祉 等）

オ 学校における主な取組

・校内委員会の設置と校内支援体制の整備充実

・特別支援教育コーディネーターの指名

・校内研修の充実

・個別の教育支援計画、個別の指導計画に基づく支援の充実

・関係機関との連携、保護者からの相談・対応

・ケース会議の開催

・保護者や地域への啓発（障害者差別解消法、合理的配慮、県条例等）

・ 特別支援教育推進やつしろガイドブック」及び「特別支援教育実践「

ガイド」の活用
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カ 教職員等の研修の実施

（ア）教育委員会主催による研修の実施

・市特別支援教育支援員研修会

・市特別支援教育コーディネーター研修会

・市特別支援教育アドバンス研修会

（イ）特別支援教育相談事業（特別支援教育アドバイザー）による支援

（ウ）八代地域特別支援連携協議会主催研修会等への参加

・特別支援教育担当者会

・特別支援教育基礎講座

・特別支援教育指導力向上研修

（エ）八代教育研究会主催による部会別（小学校特別支援教育研究部会・

中学校特別支援教育研究部会）研修への参加

（２）八代市教育サポートセンターとの連携

方向性

八代市教育サポートセンターでは 「特別支援教育相談事業」を実施、

しています。各学校・園からの要請又は依頼に応じて 「特別支援教育、

アドバイザー」が学校・園等を訪問します。

「特別支援教育アドバイザー」は、特別な支援を必要とする幼児児

童生徒一人一人のニーズに応じた支援・指導の在り方等について、教

、 。職員・特別支援教育支援員・保護者等に対し 助言や援助を行います

、 （ ）※令和２年度より 特別支援教育アドバイザーは２人体制 １人増

【具体的な方策】

〇 特別支援教育の視点を踏まえた学校経営に関する助言・援助

○ 実態把握や学習上、生活上の指導・支援の在り方に関する助言・援助

○ 個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成に関する助言・援助

○ 特別支援教育コーディネーターの業務に関する助言・援助

○ 特別支援教育推進のための校（園）内支援体制づくりに関する助言・

援助

○ 校内委員会やケース会議等への支援

○ 保護者や関係機関等との連絡調整に関する助言・援助

○ 特別支援教育に関する研修や講話

○ 特別支援学級の学級経営への支援

〇 「特別支援教育研究部会」による調査研究
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（３）就学相談・教育相談体制の構築

方向性

八代支援学校及び医療、保健、福祉等の関係機関との連携の下に、

早期から就学相談や教育相談を受けられる体制づくりを促進します。

【具体的な方策】

○ 八代支援学校はもとより、医療、保健、福祉等の関係機関との連携の

下に、本人・保護者に十分な情報を提供し、幼児児童生徒の障がい等の

状態を踏まえた就学を目指します。

○ 個別の教育支援計画の作成・活用を一層進め、本人・保護者と合意形

成を図りながら、切れ目のない一貫した指導や支援を実現するための就

学相談や教育相談の体制づくり進めます。

○ 就学先を決定した後の課題を解決するために、継続的な相談を行う体

制づくりを進めます。

○ 保護者や市民に対して分かりやすい相談窓口の周知に努めます。

（４）児童生徒の自立や社会参加を目指した支援の整備

方向性

通常学級と特別支援学級や八代支援学校との交流や共同学習を推進

します。また、幼児児童生徒一人一人のニーズに対応した特別支援教

育の充実を図る観点から、ＩＣＴ環境の整備を推進します。

具体的な方策】【

○ 交流及び共同学習に関する基本的な考え方を明確にするとともに、そ

の意義について教職員への周知を図ります。

○ 交流及び共同学習に関する実践について、特別支援教育コーディネー

ター研修会等を通して情報共有の機会を設定します。

○ 八代支援学校と地域（児童生徒の居住地）の学校が連携し、障がいの

ある児童生徒が地域社会の構成員であることを互いに学び合い、共に尊

重し合いながら生活していく態度を育む居住地校交流を促進します。

○ 特別支援教育におけるＩＣＴ環境及び指導について、先行事例を踏ま

え、国及び県の動向も見据えながらＩＣＴ環境の整備及び教科用図書デ

ジタルデータ等のソフトウェア導入等を進めます。
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基本方針４ 保護者、地域及び関係機関との連携

（１）保護者や地域等への特別支援教育の理解促進

方向性

保護者や地域等へ特別支援教育の理解を促進します。多くの保護者

や市民に、特別支援教育の理解促進につながる機会を設けます。

【具体的な方策】

○ 各小学校の新１年生保護者説明会や各中学校の学校説明会において、

就学相談や特別支援学級における指導について、学校が説明する機会を

設定します。

○ 八代市教育サポートセンター主催の「年頭研修会」や同教育サポート

センターホームページにおいて、保護者や地域等へ特別支援教育の理解

啓発を進めます。

○ 年間２回開催する「特別支援教育就学説明会」において、特別支援学

校、特別支援学級及び通級における指導について説明し、保護者へ特別

支援教育の理解を促進します。

○ 八代市ＰＴＡ連絡協議会との教育懇談会（年２回開催）において、特

別支援教育を理解してもらう資料を配付し、特別支援教育の理解啓発を

進めます。

（２）教育と福祉の連携推進

方向性

障がいのある児童生徒等や家族が、安心して過ごせる環境をつくり

ます。

【具体的な方策】

○ 教職員が福祉サービスの正しい知識を持ち、必要に応じて保護者に情

報を提供したり、障がい者支援課と連携した支援方針の共有を図ったりす

ることができるよう、障がい者支援課との連携を強化していきます。

〇「保育所等訪問支援」により、児童等の特性に応じた集団生活への適応

のための支援を行います。

〇個別の教育支援計画の活用促進により、適切な教育的支援の共有を図り

ます。


