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「佐賀県特別支援教育第三次推進プラン（仮称）（案）」の 

パブリック・コメントの実施結果について 

 

１ 実施期間    平成２７年９月１５日(火)～１０月７日(水) 

 

２ 意見提出件数 ４２件 

 

３ 実施結果 

番号 
反映

区分 
ご意見の内容 ご意見への対応 

Ⅱ 佐賀県の特別支援教育の基本方針 

１ Ａ 今後取り組むべき主な課題の

中に、「専門職員（特別支援教育

コーディネーター、特別支援学

級担任）の養成」を加えてほし

い。 

特別支援教育コーディネーター、特別

支援学級担任及び通級指導教室担当者

の養成と専門性の向上については課題

と考えており、今後取り組むべき主な課

題として掲げている「教職員の専門性向

上等による特別支援教育の充実」の中

で、市町教育委員会や教育事務所（支所）

と連携しながら進めていきます。 

１ 特別支援学校における特別支援教育の充実 

(1) 教育環境の整備 

２ Ｃ 九州では佐賀県だけ巡回型の

スクールバスが走っていない。

通学支援の在り方に関する検討

について、数校で巡回型スクー

ルバスを走らせるとともに、計

画的に導入するための会議をス

タートさせるとか、計画を立て

るなどの表現を入れてほしい。

また、医療的ケアの必要な児

童生徒等障害の重い方々の通学

支援について、どのように考え

ているか。 

九州各県では、通学時間、寄宿舎の設

置等、状況が各々違っており、一概に比

較はできませんが、課題の一つ一つを整

理・検討していく必要があることから、

検討に当たって必要となる他県の状況

などについて、具体的な情報収集を行っ

ていきたいと考えています。 

医療的ケアを必要とする児童生徒も

含めた重度・重複障害のある児童生徒の

通学支援についても、同様に考えていま

す。 
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３ Ｅ 一人ひとりの個性に合わせ

て、母親の通学支援の負担を解

消してほしい。分校設置では根

本的な解決にはならないのでは

ないか。 

また、分校にもスクールバス

が必要になるのではないか。 

平成２０年に策定した「佐賀県特別支

援教育推進プラン」に基づき、中原特別

支援学校及び伊万里特別支援学校の整

備、中原特別支援学校鳥栖田代分校の設

置等に取り組んだ結果、より身近な特別

支援学校に通学することができるよう

になり、一定の効果が上がっていると考

えています。 

このため、分校を設置し、地域の身近

な場所に特別支援学校を整備すること

を最優先に、通学負担の軽減を図りたい

と考えています。 

４ Ｅ 障害者差別解消法が28.4.1施

行される。一人ひとりの個性に

合わせ、「合理的配慮」を実施す

ることが行政機関にとっては

「義務」となる。スクールバス

を実施し、「合理的に配慮する」

ことが法律上妥当だと思うが、

どのように考えるか。 

文部科学省に確認したところ、「障害

者差別解消法にいう合理的配慮は、障害

のある子供が、学校教育を受ける場合に

個別に必要とされるものという概念で

ある。このため、スクールバスによる通

学支援は合理的配慮には該当せず、実施

しないからといって、法に抵触するもの

ではない。」とのことでした。 

５ Ｅ 個別の教育支援プランを検討

するにあたり、移動教育を含め

た、スクールバスに関する保護

者の意見も聞いてほしい。 

また、現在、どういう方法で

通学しているのか調べ、その方

たちがどのように思われている

のか、調査を実施し、公表して

ほしい。 

個別の教育支援計画の検討に当たっ

ては、各特別支援学校において、教育・

医療・福祉・労働等の関係機関、保護者

等の意見を聴きながら作成しています。

また、特別支援学校の児童生徒の通学

状況については、毎年度、学校を通じて

状況を把握しています。 

なお、今回の第三次推進プランの策定

に当たっては、全ての県立特別支援学校

に出向き、保護者や教職員の意見を聴取

しました。 

６ Ｅ 文部科学省は通学支援の財政

支出には、全て交付税措置がな

されていると説明している。財

政支援も準備されていると聞く

が、具体的にどのような支援が

準備されているのか。 

文部科学省の通学に係る財政支援と

しては、特別支援教育就学奨励費の中

で、通学に要する交通費が本人及び付添

人に対して支出されています。 
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７ Ｅ 寄宿舎が設置されているが、

医療的ケアの必要な児童生徒等

は利用できない。児童生徒の半

数以上が、主に母親の時間と車

を利用しないと教育が受けられ

ず、母親が正社員をあきらめな

いですむようにスクールバスを

運行してほしい。 

スクールバスを要望されている保護

者の声があることは承知しています。ス

クールバスについては、課題の一つ一つ

を整理・検討していく必要があると考え

ています。 

 

８ Ｅ 寄宿舎は、遠距離通学解消な

どのニーズがある以上残すこと

が必要だと考えている。一人ひ

とりのニーズに寄り添った、行

政をというのが、保護者の想い

である。 

寄宿舎は、通学支援及び入舎した児童

生徒の自立と社会参加を目指した生活

教育の場として重要なものと捉えてい

ます。 

９ Ｅ 寄宿舎を整備して、選抜では

なく希望すれば誰もが入れるよ

うにしてほしい。 

スクールバスの有効性は障害

種によりニーズが異なると思

う。 

寄宿舎における集団生活を維持して

いく必要があることから、入舎基準に照

らし合わせ、学校において入舎の可否が

決定されます。 

１０ Ｃ 地域の小・中学校の余裕教室

等を活用した特別支援学校の分

校化は、教育行政が主導して内

容を決めるのではなく、「受け入

れる側、分校化される側双方の

学校の意見を十分に取り入れた

満足のいく進め方」ができるコ

ーディネート的な関わり方で推

進してほしい。 

本プラン「Ⅲ－１－（１）」において、

分校設置については、児童生徒の通学状

況、児童生徒数の推移及び教室の使用状

況等を踏まえて検討することとしてい

ます。 

検討に当たっては、保護者アンケート

の実施や市町教育委員会への訪問等に

より、分校設置へのニーズ及び地域の

小・中学校の余裕教室等の状況を把握し

た上で進めています。 

１１ Ｃ 分校の設置について、佐賀県

でしっかり作ってくれるのなら

賛成、鳥栖の田代分校のような

形なら反対である。 

中原特別支援学校鳥栖田代分校では、

通学負担の軽減や交流及び共同学習の

推進等の効果が見られますが、新たな分

校設置に当たっては、鳥栖田代分校の課

題等も十分に踏まえながら進めていき

ます。 
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１２ Ｃ 大和特別支援学校は分校より

も本校の教室をとにかく増やし

てほしい。教室不足の深刻さに

加えて、駐車場不足の問題もあ

る。出入り口が一か所しかなく、

しかも狭いため、危険である。

本プラン「Ⅲ－１－（１）－イ」にお

いて、現在、プレハブ校舎で対応してい

る大和特別支援学校については、教育環

境の整備の必要性が最も高いことから、

最優先に取り組むこととしています。 

なお、駐車場については、限られた敷

地の中で、新たに場所を確保できるの

か、学校と協議を行っていく必要がある

と考えています。 

(2) 一人ひとりの自立と社会参加を目指した指導の充実 

１３ Ｅ ＩＣＴ機器の操作を「一定の

水準」まで行える教師を「全員

必修」の研修として実施してほ

しい。また、身体に障害がある

児童生徒の「身体の機能に合わ

せた機器や独自アプリケーショ

ンを開発」できるように、パー

トナー企業を発掘し提携してほ

しい。 

ＩＣＴ機器の操作については、これま

で、公立学校に勤務する全教職員対象の

研修を実施しており、文部科学省が実施

する教職員対象の意識調査でも、ほとん

どの教員が使える状況にありますが、今

後とも、更なるスキルアップに向けて、

研修内容の強化に努めます。 

また、機器やアプリケーションについ

ては、これまでも関係企業等とも連携し

て必要な対応をとっておりますが、今後

とも継続して取り組んでいくこととし

ています。 

１４ Ｅ 高等部に専門性のある職員を

配置してほしい。 

本プラン「Ⅲ－１－（２）」及び「Ⅲ

－１－（３）」において、高等部に専門

性のある教員を配置できるよう、研修の

充実等に取り組んでいきます。 

１５ Ａ 知的障害特別支援学校で教育

課程を増やし、教養的な理科、

社会的内容や、文化としての外

国語に触れる機会を増やしてほ

しい。 

 教育課程の編成に当たっては、学習上

又は生活上の困難を改善・克服し自立を

図るために必要な知識、技能、態度及び

習慣を養うため、児童生徒の障害の状態

や発達段階等を踏まえて行っていると

認識しています。ご指摘いただいた内容

についても、参考にさせていただきま

す。 
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(3) 企業等と連携した職業教育の推進及び進路支援体制の整備 

１６ Ａ 一人ひとりの能力を尊重し、

専門教科における校内実習や企

業内実習を効果的に進めていけ

るように、県からも地元企業な

どへ働きかけをし、就学相談な

ど促進してほしい。 

 本プランの「Ⅲ－１－（３）」におい

て、前プランに引き続き、企業等と連携

した職業教育の推進及び進路支援体制

の整備に取り組んでいきます。 

１７ Ｃ 高等特別支援学校を作るべ

き。（軽度の子どもたちの行き場

が必要） 

 高等特別支援学校については、「Ⅲ－

１－（３）－ウ」において、設置につい

て検討をしていきます。 

１８ Ａ 高等特別支援学校について、

県中央部に設置し、職業訓練と

同時に、教科学習（教養）を実

施するなど、より柔軟な教育課

程で将来の自立に向けて支援し

てほしい。新しく建設するだけ

でなく、今ある資源の再構築、

再編成など、柔軟に考えてほし

い。 

専攻科設置など、修学年限の

延長を行い、専門性を高めてほ

しい。 

 高等特別支援学校については、知的障

害特別支援学校高等部の職業コースに

おける取組内容の検証結果等を踏まえ

て設置を検討していきます。その際、ご

指摘のあった、設置場所、今ある資源の

再構築、再編成等については、市町立及

び県立の施設設備の状況、生徒の通学に

係る利便性等を十分に踏まえて進めて

いきます。 

  

１９ Ｃ 就職率よりも離職率に着眼

し、就労継続に重きを置いてほ

しい。 

特別支援学校も普通の高校の

ように、３年生で卒業してから

就職するのが当たり前になって

ほしい。 

 特別支援学校では、生徒の適性に応じ

た就労を実現するとともに、離職率を極

力低くするために、就業体験に力を入れ

ています。ご指摘の意見も踏まえ、福祉

部局及び労働部局と連携を図りながら

特別支援学校の生徒の就労支援に取り

組んでいきます。 

２０ Ｅ 「行政関係機関の障害者雇用

枠を拡げ、仕事を短時間でもで

きるよう細分化」することで、

１人でも多くの障害者に働く喜

びを味わわせられるようにして

ほしい。また、「障害者が働く職

場の職員には、働く人の障害に

ついての知識を深め適切な関わ

り方で接することができるよう

な職員教育」を徹底してほしい。

 県教育委員会としても、多くの障害の

ある人に働く喜びを味わっていただく

ことは重要であると考えており、引き続

き、県の福祉部局及び労働部局などと連

携を図りながら取り組んでいきます。 
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２ 幼稚園、小・中学校、高等学校における特別支援教育の充実 

(1) 特別支援学級・通級指導教室における取組 

２１ Ｃ 専門性向上の研修の持ち方に

ついては、「養成」という視点か

ら研修の内容を理解できている

ことを択一式方式の問題により

確認し、すべての講座を合格し

なければならないようにしてほ

しい。 

研修の内容を理解するだけでなく、研

修によって得た知識と、蓄積された経験

とを関連付けることが大切であると考

えています。そのため、研修はあくまで

スタートで、その後も継続した研鑽が必

要であり、県教育委員会としては、その

ような研修を含むスキルアップの場を

提供していきたいと考えています。 

(2) 発達障害を含む障害のある幼児児童生徒の支援の取組 

２２ Ａ 普通科高校・専門高校は、現

在生徒数減少による余剰教室が

増加している。それに加え発達

障がいがあると思われる生徒も

増加している。県立厳木高校の

改編への対応には力を入れてほ

しい。 

 本プラン「Ⅲ－２－（２）－ウ」にお

いて、発達障害のある生徒への指導・支

援の在り方について情報提供を行うと

ともに、県立太良高等学校との連携によ

る教職員の専門性の向上を図るなど、十

分な準備ができるように対応していき

ます。 

２３ Ａ 障がいのある生徒と健常の生

徒が、日ごろからの交流や共同

学習を実施することで、教育内

容の質を高め、担当教員の専門

性などが向上することが今後の

課題だと考える。 

 本プラン「Ⅲ－３－（２）」において、

引き続き、交流及び共同学習を推進して

いきます。 

２４ Ｅ 保護者だけではなく、地域へ

の理解啓発も必要なのではない

のか。「地域での見守り」、「地域

で子どもを育てる」と地域福祉

計画などにも目標が掲げられて

いるので、地域の力や地域での

見守りを文言に入れてはどう

か。 

 ご指摘のとおり、地域全体での支援は

有効と考えており、学校や市町教育委員

会、県教育委員会による保護者への理解

啓発に加え、地域の方々への理解啓発に

ついて、福祉部局とも連携を図っていき

たいと考えています。 

２５ Ａ ユニバーサルデザイン（UD）・

バリアフリーなどの推進による

障がいのある幼児児童生徒への

配慮、ユニバーサルデザイン

（UD）教育の理念に基づいた学

校づくりの推進や障がいのある

幼児児童生徒に対する理解・啓

発の推進、こころのバリアフリ

ーの教育などを文言の中に取り

入れてほしい。 

本プラン「Ⅲ－３－（１）－イ」にお

けるインクルーシブ教育システム構築

や障害者差別解消法に基づく合理的配

慮及び基礎的環境整備の理解促進を図

ることによって、ユニバーサルデザイン

やこころのバリアフリーに関する理解

啓発も進んでいくと考えています。 
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２６ Ｅ 出生時より発達障害が認めら

れれば子育て支援の対象とし、

６歳までに療育を開始し専門の

医療・療育施設を利用した場合

は、利用料や保護者の相談料を

無料にして利用しやすくしてほ

しい。 

また、園・学校生活が円滑に

できるような支援体制を構築し

てほしい。 

 園・学校における支援体制の構築につ

いては、現在行っている「障害のある子

どもの学校生活支援事業」を推進してい

きます。 

なお、「子育て支援」に関するご意見

については、担当の福祉部局へご意見の

内容を伝えます。 

  

２７ Ｅ 教育センターには、特別支援

教育の関連書籍を数多く取り揃

えたり、市販されている教材教

具を展示したり、どのように活

用すれば効果が得られるのかと

いう解説を付し、現場での利用

を促進してほしい。 

 いただいたご意見も参考にさせてい

ただきながら、現場での利用が促進され

るよう、特別支援教育の関連書籍の充実

など、できることから取り組んでいきま

す。 

(3) 特別支援学校のセンター的機能の充実 

２８ Ａ 特別支援学校の職員研修は、

近郊の大学と連携し、より専門

性の高い内容で、一人ひとりに

合わせた研修を提供し、ステッ

プアップしやすい状況を作って

ほしい。 

現在、特別支援学校の職員研修につい

ては、各学校の教育的課題を踏まえ、大

学の専門家など、外部人材も活用しなが

ら取り組んでいるところです。引き続き

職員一人ひとりの専門性の向上に取り

組んでいきます。 

２９ Ａ 教育事務所との連携の在り方

などが検討課題である。 

本プラン「Ⅲ－２－（３）－イ」にお

いて、特別支援学校と教育事務所が情報

を共有しながら、それぞれの役割を効率

的に実施できるようにしていきます。 

３０ Ｅ 各関係機関の連携、対応など

の広報についても今後検討課題

であると考える。成果について

の情報発信、広報の課題を検討

してほしい。 

特別支援学校と関係機関との連携に

ついては、障害児支援に係る合同会議等

において、成果の報告を行っているとこ

ろですが、引き続き、情報発信や広報に

努めていきます。 
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３ インクルーシブ教育システムに対応した特別支援教育の充実 

(1) 就学相談・就学先決定に係る市町教育委員会への支援 

３１ Ａ 障害者差別解消法に基づく合

理的配慮については、個別教育

支援プランを作成するときの基

本とし、ＰＤＣＡサイクルでの

取り組み（毎月見直しなど）が

必要と考える。 

 障害者差別解消法に基づく合理的配

慮は新しい概念ではなく、その内容につ

いては、これまでも、個別の教育支援計

画の基本的事項の一つとされてきたも

のです。 

ＰＤＣＡサイクルによる取組につい

ても、全ての学校で取り組まれおり、今

後も同様に取り扱っていく必要がある

と考えています。 

なお、県内の公立幼稚園、小・中学校、

高等学校では、必要な幼児児童生徒全て

について、保護者や巡回相談員等と連携

するなどして個別の教育支援計画を作

成しています。 

３２ Ｄ 保護者が子どもの就学先とし

て特別支援学校を希望すれば、

無条件で受け入れてほしい。特

別支援学校で障害の克服のため

に得られたスキルやノウハウが

確立されれば地域の学校に転校

させるなどしてインクルーシブ

教育を実現させてほしい。 

 学校教育法施行令第２２条の３にお

いて、特別支援学校に入学可能な障害の

程度が示されています。これを踏まえた

上で、障害のある児童生徒の就学先決定

については、本人・保護者の意見を可能

な限り尊重し、市町教育委員会が総合的

に判断して決定することになっていま

す。 

なお、本人の障害の状態や地域におけ

る教育の体制の整備の状況等によって、

地域の学校が適当と判断されれば、転校

することも可能です。 

(2) 特別支援学校と小・中学校等との交流及び共同学習の推進 

３３ Ａ 小・中学校のすべての教職員

に、特別支援学校との交流及び

共同学習を積極的に受け入れる

ようアピールしてほしい。 

共生社会の形成に向けた居住地校交

流の推進及び円滑な実施のため、その趣

旨や意義について、市町教育委員会を通

じて小・中学校に説明するとともに、一

層の理解啓発を図っていきます。 

３４ Ｃ 副次的な籍の制度導入につい

ては、ぜひ検討し導入を進めて

ほしい。「副籍制度」など、障が

いの有無にかかわらず、お互い

に認め合い支え合うことで、真

の教育理念へと近づくのではな

いのか。 

副次的な籍の導入については、「Ⅲ－

３－（２）－ア」において、特別支援学

校及び市町教育委員会等の意見や、他県

の先進的な取組について情報収集しな

がら検討していきます。 
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その他 

３５ Ｅ 佐賀県の PDS サイクルをもと

に本案が実行されることに期待

したい。行政評価自体が目的で

はなく、評価結果が十分活用さ

れるようにUD施策を推し進めて

ほしい。特別支援教育とUDやこ

ころのバリアフリーが結びつい

た教育環境の実現をと考える。

 ご意見のとおり、本プランに掲げてい

る取組については、成果等の検討を行

い、今後の施策に反映させる必要がある

と考えています。 

３６ Ｅ お役所ことばの使用で堅苦し

い表現となっている。気になる

表現、修正してほしい表現文字

の間違いは、校正してほしい。

 表記については文部科学省及び県の

用例に準じて行っています。内容をより

的確かつ簡潔に伝えられるような表現

を心掛けています。 

なお、難解な専門用語については、プ

ラン内に用語集を記載していますので、

参考にしてください。 

３７ Ｅ 概要版については、本案の言

葉遣い、表記の訂正も同様であ

るので修正してほしい。 

 概要版についても、本プランの表記を

基に作成し、的確かつ簡潔な表現を心掛

けています。 

３８ Ｅ 障がいのある生徒が、学校教

育を修了した後、地域社会で「社

会的自立」「職業的自立」へとス

ムーズに移行できるための、教

育環境の改善や整備を推し進め

てもらいたい。 

 前プランにおいて、全特別支援学校に

おいて「キャリア教育全体計画」を作成

し、小・中・高１２年間で一貫した教育

を推進する体制が整備されました。本プ

ランでは「Ⅲ－１－（３）」において、

更に充実を図ることとしています。 

３９ Ａ 教育関係だけではなく、福祉

機関などとの連携を密にするこ

とで、情報共有、ネットワーク

を強化してほしい。 

 障害のある幼児児童生徒の自立と社

会参加の一層の促進を目指し、福祉機関

等との連携に努めていきます。 

４０ Ｅ 障がいの有無にかかわらず、

共に学び合うことのできる環境

づくりが今後大きな課題であ

り、佐賀ユニバーサルデザイン

推進指針の改正（案）や地域活

動福祉計画などの案を参考にし

てほしい。 

ご指摘の内容については、インクルー

シブ教育システムの目指すところであ

り、いただいたご意見の内容についても

参考にしながら、関係部局とも連携して

取り組んでいきます。 
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４１ Ｅ 教育に地域格差があってはな

らず、たとえば、離島の子ども

たちの支援等については、離島

振興計画などともすり合わせた

本案作成を考えてほしい。 

障害のある児童生徒が不利益となら

ないよう、引き続き、地域格差のない特

別支援教育に取り組んでいきます。 

４２ Ｅ 知的障害特別支援学校におい

ては、早い下校時刻で、放課後

デイサービス等では物足りない

という声を聴く、運動部、文化

部などを作ってほしい。 

 部活動については、各学校の判断によ

り実施しています。既に取り組んでいる

学校もありますが、ご意見については各

特別支援学校へ伝えます。 

 

※ 反映区分 

「Ａ」 計画等と同趣旨のもの        … １２ 

「Ｂ」 計画等の修正を行ったもの      …  ０ 

「Ｃ」 計画等の推進の段階で検討するもの  …  ８ 

「Ｄ」 計画等の修正が困難なもの      …  １ 

「Ｅ」 計画等に関する感想や質問であるもの … ２１ 


