
「沖縄県特別支援教育推進計画（案）」に対するご意見及びご意見に対する考え方

該当箇所 ご意見 理由等 ご意見に対する考え方

1 ４頁・21行

他

「第5次沖縄県障害者基本計画」「沖縄県教育振興基本計画」括弧の間に読点を付すべきではない

か。

その前の括弧間には読点が付されており、表

記を統一させるため。

【挿入】

・「、」に７を挿入します。

2 ５頁・26行 かかわらず　　他の部分では「関わらず」との表記もあり、いずれかに統一すべきではないか。 表記を統一させるため。 【修正】

・表記を「関わらず」に統一いたします。

3 ６頁・１行 当たって　　他の部分では「あたって」との表記もあり、いずれかに統一すべきではないか。 表記を統一させるため。 【修正】

・表記を「当たって」に統一いたします。

4 ６頁・５行

他

すべて　　他の部分では「全て」との表記もあり、いずれかに統一すべきではないか。 表記を統一させるため。 【修正】

・表記を「全て」に統一いたします。

5 ８頁・12行 下　　他の部分では「もと」との表記もあり、いずれかに統一すべきではないか。 表記を統一させるため。 【修正】

・表記を「もと」に統一いたします。

6 19頁・

（６）課題

とおして　　他の部分では「通して」との表記もあり、いずれかに統一すべきではないか。 表記を統一させるため。 【修正】

・表記を「通して」に統一いたします。

7 22頁・表題 教員　　文字が小さくなっており、大きくするべきではないか。 文字の大きさを統一させるため。 【修正】

・フォントを大きくし統一いたします。

8 33頁・

（３）課題

引継ぎ（名詞）

他の部分では「引き継ぎ」との表記もあり、いずれかに統一すべきではないか。

表記を統一させるため。 【修正】

・表記を「引継ぎ」に統一いたします。

9 ２３頁・１

２行目

中学校の特別支援学級を担当する先生の現状と抱えている課題をお伝えします。

① 特別支援学級の担任や通級が、病休の先生や保護者とトラブル起こすなどの訳アリの先生が配置されることが多い。ま

た、せっかく特別支援で経験を積んだかたでも人事異動の際、教科に戻ることが多い。

(課題)一緒に特別支援でお仕事をする動ける先生方の負担が大きいです。精神的にもキツイです。特別支援の業務が引き

継がれないこともよくあります。生徒の学びの場が、特別支援学級なのか交流学級なのか、適切に設定されず、インク

ルーシブ教育の実践が難しい場面がたくさんあります。

(対策案)人事異動の際、教科と同じように、特別支援枠でも人事異動をして、特別支援のリーダーシップがとれる教員を

配置してほしいです。また、管理職の先生方へ、委員会からの校務分掌における人事配置についての研修などを行ってい

ただき、特別支援担当だけが、問題のある先生方の負担を背負わないように環境を整備して欲しいです。また、問題のあ

る先生方が働きやすい業務内容や勤務場所を設定してほしいです。病休明けの教員復帰システムによる、実習助手のよう

な配置など、他の先生方の負担が大きすぎないような職場環境を作っていただけると、このような分掌配置も減るかもし

れません。問題がある先生方への委員会からの指導や研修を充実してほしいです。

② 特別支援学級の生徒のことにおいて、他の教員との連携のやりづらさ、を感じます。特に、主任クラスの先生方が特別

支援の経験がないと、連携が難しいです。

(課題)特別支援の教員が、他の教員とインクルーシブなやり方を提案しても実践されなかったりする。保護者とトラブル

が起きたりする。交流学級で特別支援の生徒を受け持つ先生と、主に５教科のように知的の生徒は受け持たない先生と

で、成績についての基準が違っていたり、特別支援学級の生徒の学習が交流なのか特別支援なのかで、違ってきます。

(対策)教員は、全員、特支担当を一度は経験したほうがいいと思います。例えば、５年目研修の次の年は特別支援配置を

するなど、何かしらの上の方からの方針があると、インクルーシブももっと進むと思います。

③ 特別支援のリーダーシップをとれる先生が、極端に少ないです。他県からも教員を要請するなどして、全体的な教員を

増やしてほしいです。

実際に中学校の現場で教員として働いてて、ひしひしと感じてい

ます。

正直、特別支援のこどもたちが、大人の事情の犠牲になっている

と感じるからです。

こうして、意見を出してもよいものなのが、すごく迷いました

が、沖縄県のこどもたちの特別支援教育が充実すると、通常学級

のこどもたちの教育が充実すると考え、意見を送ります。

機会があれば、私も現場でこどもたちのために頑張りたいと思い

ます。

①特定の先生方だけが苦労するのではなく、全教職員が

特別支援教育の理念や知識をもって教育にあたることが

重要であると考えます。特別支援学級在籍の生徒のみで

はなく通常の学級にも存在する生徒も網羅した形で全教

員に特別支援の考え方を浸透させていきたいと考えま

す。

ご指摘の通り、特別支援教育推進に関して、特に管理職

のリーダーシップは欠かせません。

P12 に記載ありますように、特別支援教育管理職研修の

充実を図って参ります。

②全教職員の特別支援教育に関する専門性の向上を図る

必要があります。

P22、6行目において経年研を含む各種研修の充実を図り

ます。

③P22、11行目にもありますように、特別支援教育免許状

を有している等、専門性の高い教員の採用に努めます。
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10

12頁　 2行目

「・管理職のリーダーシップを発揮して･･･」

設置校校長悉皆研修を以前から行っているものの，特別支援教育の重要さをわかっていないと感じる

事が多々ある。

・特別支援教育に携わる先生方の配置が気になる。通常学級を持

たせられない先生方を配置していることが多い。先生方に学ぶ意

欲があるのであれば，新任であってもいいが，過去にやってきた

ことを学習指導要領の改定などの情報を得ず，継続するため子ど

もに不利益を被っている。（教育課程の適切な実施ができていな

い）

ご指摘も踏まえながら、P12 に記載ありますように、特

別支援教育管理職研修の充実を図って参ります。

11

12頁　７～８行目

・特別支援教育コーディネーター養成研修の充実･･･

① ブロック毎の研修は，県から下ろす質問だけでなく，先生方の困っていることに対して，互いで学

び，回答が得られるような研修にしてほしい。

② 中学校においては，教科で人事異動するため，学校によっては特別支援教育に精通している教諭が

おらず，特別支援教育が推進されていない。せっかく，校内体制を構築しても別のコーディネーター

に変われば，体制を継続することができなくなる。そこで，教科でなく，特別支援教育専門として人

事異動をできるようにしてほしい。ただ，長年特別支援教育に携わっているからや通常の学級を担当

できないという意味ではない。現在，中頭地区においては，特別支援教育専門の指導主事や学校運営

アドバイザーがいる。学校訪問で適任者を見極めることはできると思う。特別支援教育専門と認定さ

れた教諭は，自己研鑽に努め，後任の育成にも尽力してもらいたい。

③ 特別支援教育コーディネーターの授業時数の軽減

① ブロック毎の研修が毎年同じでマンネリ化している。

② 令和2年度に教職大学院の課題研究で調査した，中頭地区にお

ける中学校の特別支援教育コーディネーターの半数以上は1年目

だった。これだけ，毎年変わっていれば，望ましい特別支援教育

の校内体制の実現はできない。

③ 仕事内容が多岐に渡るが生徒指導主任や教育相談担当のよう

に時数の軽減がない。

・管理職の意識と適任の特別支援教育コーディネーター配置によ

り，推進案に記載されていることは，大抵実現できると思う。

①各地域の課題に応じて各地区ごとに研修が行われてお

ります。県としても各地区と連携とりながら研修のあり

方をより良い方向に推進して参ります。

②③どちらの課題も校長先生のリーダーシップは欠かせ

ません。

P12 に記載ありますように、特別支援教育管理職研修の

充実を図って参ります。

12

12頁　16行目

・特別支援学級における教育課程の編成や自立活動の実施のための研修･･･

① 悉皆研修の持ち方の工夫

指導案を持参し，グループで話し合う形式だったが，授業の内容よりも互いの困り感の共有をしたい

という感じだった。困り感を共有し，何かしら回答が得られる場の提供が必要。

② 通級指導教室担当の研修のさらなる充実

① これまでのような研修では特別支援学級の教育課程の編成や

実施は改善されない。

② 自閉症・情緒学級の在籍生徒の中には通級による指導で十分

に対応できる生徒も多々見られる。高い専門性を求められる通級

指導のスキルを身に付けていくためには，年1回の研修だけでは

不十分。

①研修の持ち方に関しては地区や主催者によって様々な

形式があります。どのような形の研修がよいのかを研究

し、研修のさらなる充実に向けて関係各所と連携して参

ります。

②県主催の研修は1回ですが、各地区、各市町村で様々な

研修が行われています。またオンライン含め県内外での

研修についても、市長村教育委員会を通じて周知してお

ります。

研修のさらなる充実に向けて関係各所と連携して参りま

す。

13

12頁　27行目

・通級指導の巡回

① 定数13名を守ってほしい。

② 管理職の理解及び他校務分掌の軽減。

① これから自立活動の個別の指導計画を作成していくにあた

り，13名以上の自校通級を行っている先生方には負担である。

② 上記同様，自立活動の個別の指導計画の作成の大変さについ

て理解してほしい。

①国としては、通級指導の基礎定数化は10年かけて段階

的に実施されることとなっており今年度は６年目になり

ます。また県教委も課題を把握した上でその改善に向け

取り組んでいるところであります。引き続き改善に向け

て一層努力して参ります。

②P12 に記載ありますように、特別支援教育管理職研修

の充実を図って参ります。
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14 13頁　3行目

～

・通常学級の先生方への特別支援教育に関する知識の充実

特別支援教育を専門として担当する教諭以外の先生方は，採用から4年目以降に一度特別支援学級な

どを経験させる。

特に中学校の自閉症・情緒学級においては，教科の先生方の協力

が必要で有るため，先生方の理解が不可欠。特別支援学級を担当

し，教育課程や生徒対応を学ぶことにより，通常の学級での特別

支援教育の推進が図られると考える。

全教職員の特別支援教育に関する専門性の向上を図る必

要があります。

P22、6行目において経年研を含む各種研修の充実を図り

ます。

15 14頁　13行

目 ・生徒の実態に応じた学び直しなど･･･

① 発達障害のある生徒を専門に受入れる学科の設置

① 知的障害を有する生徒の進学先は充実しつつあるのに，ADHD

などの発達障害を有する生徒の進学に保護者は悩んでいる。（高

校卒業後の不安）知的障害同様に発達障害を持つ子ども達や親が

望めば進学できる学校の設置が必要と考える。

P14にもありますように高等学校において学びの場の充実

が図られてきております。13行目にありますように、今

後より多様なコース制などを導入するなどの取組を推進

して参ります。

またP５において「特別支援教育に関する考え方」でも一

人一人の教育的ニーズや個の成長に応じて最も的確に応

える指導を提供できるよう多様で柔軟なしくみを整備で

きるよう推進して参ります。

16 22頁　11行

目

・特別支援学校教諭免許保持者の採用・・・

① 臨時的任用で特別支援学級を担当する教諭の中から特別支援教育に関する専門性を見極めてほし

い。

・採用試験合格の為に，免許取得する先生方は増加していると思

われる。しかし，免許保持者が特別支援教育に関する専門的な知

識や技術を身に付けているかというとそうではない。特別支援学

級担任は臨時が多いと言われている。是非，その先生方をみて頂

き，適切な評価をして頂きたい。

全教職員の特別支援教育に関する専門性の向上を図る必

要があります。

P24にありますように特別支援教育免許状取得を推奨し資

質向上に努めます。またP22にありますように専門性の高

い教員の採用に努めます。

17 表紙、全頁 表紙、裏表紙、目次や本文の余白部分などに、特別支援学校や特別支援学級に在籍する児童生徒の絵

画作品を掲載してほしい。

障害を抱える児童生徒に、美術教育の発表の場をつくってほし

い。

今後、刊行物を作る際に参考にさせていただきます。

18 ４頁・６～

21行目

11行目の後に15～19行目を続けて、その後、12～14行目及び20～21行目を持ってきてほしい。 国の動向と、県の動向は、それぞれまとめて記載した方がわかり

やすい。

国や県の動向など整理し修正いたします。

19 ４頁・第２

段落

発達障害者支援法の制定及び改正について言及してほしい。 発達障害は障害の現れ方が多種多様であることから、特に同法第

８条が発達障害児に係る教育支援体制の整備を明記していること

を重視すべきである。

挿入、修正いたします。

20 ４頁・20～

21行目

「「新たな振興計画」、…「第５次沖縄県障害者基本計画」」を削除。

20行目の冒頭に、「新・沖縄２１世紀ビジョン基本計画、第５次沖縄県障害者基本計画及び第３期沖

縄県発達障害者支援体制整備計画が策定され、また、」を追加。

新たな振興計画（新・沖縄２１世紀ビジョン基本計画）、第５次

沖縄県障害者基本計画は策定済み。第３期沖縄県発達障害者支援

体制整備計画は、発達障害児の特別支援教育支援体制整備におい

て、極めて重要な計画であるため、特別支援教育推進計画中にも

言及されるべきである。

挿入、修正いたします。

21 ５頁・18行

目以下

教職員の働き方改革、教育のＩＣＴ化及びＧＩＧＡスクール構想、新型コロナウイルス感染拡大（及

びそれに伴う休校措置等）によって明らかになった特別支援学校（学級）のセーフティーネットとし

ての役割など、近年の重要な動きを適切に把握し、「(３)これからの特別支援教育の方向性」につな

げてほしい。

教育のICT化等につきましては、P27からのICT活用等に

よる特別支援教育の質の向上にて記述してあります。

教職員の働き方改革等に関しては今後の施策、取組等の

参考にさせていただきます。
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22 ７頁・１～

11行目

本計画の対象、役割分担を明記してほしい（県（知事及び教育委員会）、市町村（首長及び教育委員

会）、学校法人、大学及びフリースクール運営者等のその他民間機関など）。

特別支援教育を必要とする児童生徒学生は、県立学校だけではな

く、市町村立学校、私立学校及び公立大学等にも在籍しているた

め。

県教委としては特別支援教育の理念や方向性を各方面に

伝えながら本計画を推進して参ります。P７において、連

携部分の総論を延べ、以下各章各項目にておいて連携に

ついては謳っております。

23 ７頁・３行

目

「…新たな視点…を示すものです。」とあるが、Ｐ８以降に新たな視点に係る記述がみられないよう

に思われるので、積極的に、「新たな視点」を明示してほしい。

R3年中教審答申「令和の日本型教育学校教育の構築を目

指して」、令和3年「新しい時代の特別支援教育の在り方

に関する有識者会議報告」を基に本計画は作成されてお

ります。

24 ７頁・18行

目以下

本計画に基づく教育施策の進捗状況及び成果指標の達成状況を毎年度評価、公表してほしい。また、

評価に際しては、関係者（及び関係機関）から意見聴取する枠組みを設けて適切に実施してほしい。

特に、障害を抱える児童生徒の保護者は、特別支援教育における重要な利害関係者です。障害者の親

の会等が施策の評価に関与しうる体制を強く要望します。

進捗状況等の年次評価及び公表がなければ、５年後の中間評価が

困難となるため。

本計画においては、17項目で数値による客観的な評価が

得られます。その他、数値達成度も含めた全体的な施策

の評価については、関係各所交えてどのような評価方法

が適切なのか研究して参ります。

25 12頁・２～

８行目

「学校全体で取り組むポジティブな行動支援」（いわゆる「スクールワイドＰＢＳ」）の各学校にお

ける導入について、支援・促進することを施策として盛り込んでほしい。

発達障害児はその特性から不適切な行動を取ることがあるため、

学校全体で望ましい行動を学ぶ取組が必要である。徳島県教育委

員会の例を参考に、特定の教員の努力に頼るのではなく、学校全

体でサポートできる体制を整えてほしい。

今後の施策や研修などでどのように取り込んでいけるか

研究して参ります。

26 12頁・７行

目

特別支援教育コーディネーターに当該学校の常勤教員をあてる取組を推進してほしい。 通級指導に当たる教諭で、常時当該学校にいるわけではない教員

が特別支援教育コーディネーターに選任されている例を把握して

いる。このような場合、保護者が相談のためにアクセスする機会

が限定される。

学校の特別支援コーディネーターは校長が指名し校内支

援体制の整備を行います。しっかりとした校内支援体制

構築のため、P12 に記載ありますように、特別支援教育

管理職研修の充実を図って参ります。

27 12頁・９～

17行目

県内における合理的配慮の好事例を公表してほしい（なお、小中学校だけでなく、全学校種において

必要な施策であると理解しています）。なお、県教育委員会から平成31年３月に「沖縄県ＩＣＴ活用

合理的配慮事例集２　高等学校編」が公表されているが、合理的配慮の内容は必ずしもＩＣＴを活用

する取組に限られないことに留意してほしい。

合理的配慮の好事例が公表されることで、①保護者は、学校側に

要望を出しやすくなり、②学校側も適切な学級経営が期待でき

る。

今後の取組の参考とさせていただきます。

28 12頁・15行

目

特別支援学校及び特別支援学級に在籍している児童生徒については、個別の教育支援計画及び個別の

指導計画の作成は当然の前提として、どのように活用すべきかに重点を置いた記述にしてほしい。ま

た、作成に際しては、保護者の意見を効果的に反映させるスキームをつくってほしい。

なお、学校教育法施行規則及び学習指導要領上、作成が義務付けられていない児童生徒については、

本人の状況や保護者の意向など諸般の事情にかんがみ、作成すべき場合がある。

特別支援学校及び特別支援学級に在籍している児童生徒について

は、個別の教育支援計画及び個別の指導計画の作成は学校教育法

施行規則及び学習指導要領上、義務づけられており、計画で作成

を推進するものではないと考えられる。

ご指摘の通り、特別支援学校、特別支援学級に在籍する

児童生徒に関しては作成いたします。今後もしっかり活

用できるよう推進してまいります。

また、通常の学級に在籍する障害のある（または発達障

害のある）児童生徒につきましては、学習指導要領に基

づき、個別の教育支援計画、個別の指導計画の作成を推

進して参ります。

障害の診断はないが、学習面で気になる児童生徒につい

ては関係者間で連携を行った上で必要であれば、学習指

導要領にも示されておりますように作成するものと考え

ます。

個別の教育支援計画作成に関しては、学校教育法施行規

則134条の2により「保護者の意見を踏まえつつ」との文

言ありますので、管理職研修など各種研修においてその

周知を図って参ります。
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29 12頁・19行

目

「…一員としても活動するような取組が…」を「…一員としても活動できるようになる取組が…」に

修正してほしい。

「…一員としても活動するような取組が…」だと、本人にとって

適切でないのに交流級への活動を強制するかのようなニュアンス

が生じかねない。

令和3年1月中教審答申『「令和の日本型学校教育」の構

築を目指して～（略）』でも示されていますように、強

制することでなく、将来の社会参加に向けて集団での役

割等の表現であると考えます。

30 12頁・13行

目

成果指標について、定量的な目標は「通級による指導のための教員の巡回を実施している市町村の割

合」以外にも設定できるはずなので（＊）、積極的に目標を立ててほしい。

＊　例として、①合理的配慮の好事例を公表している市町村教育委員会の数、②特別支援教育コー

ディネーターに常勤教諭をあてている学校の割合、③スクールワイドPBSを導入した学校の割合な

ど。

「(３)小中学校における障害のある児童生徒の学びの充実」につ

いては、課題も多く、１つの成果指標だけで取組や施策を評価し

えないのではないか。

通級指導に関してはまだまだ多くの課題がございます。

実施市町村を増やすことだけが重要ではありませんが、

実施し成功例を自治体自体がもつことも結果としてよい

方向に進むと考えます。様々な意見をいただきながら成

果指標項目についても研究して参ります。

31 20頁・22～

28行目

特別支援学校及び特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者と、そうでない児童生徒の保護者間の交

流も、保護者会やPTAなどの場を設けて、推進してほしい。

児童生徒が多様性を育むためには、家庭での取組も必要である。

特に、児童生徒にとって、親の影響は大きい。

P２０にて、児童生徒の様々な交流学習の推進を行って参

ります。またそれらの交流の機会において保護者間の交

流も各学校、様々工夫を行い実施しております。PTA等に

ついては、生涯学習振興課と連携しながら今後の取組を

研究して参ります。

32 22頁・３～

12行目

障害者団体（親の会を含む。）の教員研修における活用を推進してほしい。なお、計画案のP37の21

行目以下に記述があるのは承知しています。障害者団体の研修での活用は重要なので、P22において

も明記してほしい。

児童生徒の教育ニーズの把握には、当事者である障害者団体や親

の会の考え方から教員が得られるものは大きいと思われるため。

文言を追加いたします。【下線部挿入】

P22、8行目「必要な支援について、専門機関等を活用す

るなど研修の充実を図ります」

33 27頁・【現

状】

ICTの活用は、障害の有無にかかわらず、学習効果を高めうることを明記してほしい。 当たり前にICTが活用される環境を整えることで、障害を抱える

児童生徒だけに必要なものではないという意識を浸透させてほし

い。

新学習指導要領においてICTの活用が謳われております。

また沖縄情報化推進計画、沖縄教育DX推進プロジェクト

においても、教育全体におけるICT活用を推進しておりま

す。本計画において特別支援教育に関してもICT活用を推

進して参ります。

34 27頁・【課

題】

障害を抱える児童生徒にとってICTの活用が望まれる場合でも、学校側から特別扱いに当たる（ある

いはほかの児童生徒に説明できない）などとして活用を控えるよう断られるのではないか、保護者が

懸念を抱いていることについて、課題として明記してほしい。

ICT活用能力育成も含めて、また合理的配慮の観点から

も、P27 、28でも示している通り、ICT活用を推進して参

ります。

35 31頁・【課

題】

「保護者は、学校側においてどのような合理的配慮が取りうるのか把握しづらく情報が不足している

こと、学校側に合理的配慮を申し出ることに躊躇する場合があることなどから、個別の教育支援計画

や個別の指導計画作成時に、保護者の要望等の反映がスムーズにいかない場合があります。」と追記

してほしい。

保護者と学校側では、情報の非対称性があることを理解してほし

い。

小学校中学校でどのような合理的配慮を行っていたの

か、また進学先の高校でどのような方法をとれるのか、

事前に相談し合意形成することは大切です。P31、9行目

にありますように個別の教育支援計画を活用しながら関

係各所連携した取組を推進いたします。

36 33頁・全体 卒業後の連携が就労支援に偏りすぎている。障害を抱える生徒が大学や専門学校に進学することを見

据えて、①障害へのサポートに好事例のある大学等に関する情報を収集し公表したり、高校で紹介す

るなどの取組、②県教育委員会が持っている特別支援教育に関するノウハウの大学への提供などを実

施してほしい。なお、P36以下に大学との連携について明記されているので、当該箇所においても再

掲してほしい。

進学に関しての文言を追加いたします。
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37 37頁・10～

20行目

「PTAの総会や市町村教育委員会が実施する就学説明会等、障害を抱える児童生徒の保護者が集う機

会をとらえて、市町村教育委員会が障害を抱える児童生徒の親の会を案内したり、当該親の会に取組

を発表する機会を設けるなど、保護者同士が交流できる場を積極的に周知することを推進します。」

資料の配布だけでは、保護者同士の交流の場の周知として不十分

であるため、アウトリーチ的な手法を取るなどして、積極的に周

知に取り組んでほしい。

P37、14行目「関係機関の相談窓口を整理し・・・」と

謳っております。関係機関の中に親の会なども含まれて

いる表現となっております。

38 30頁　1行 「本人、保護者の意向を可能な限り尊重し、」

就学先→個別指導

これらは、どちらも個別（ほぼ、全く同じ支援策は、ない）の特性にあわせた合理的配慮や環境整備

が、本人が、個性を発揮し、能力を伸ばし、人としての尊厳を土台に自立に向けた歩みと、切れ目の

ないサポートの上での、保証された人として最低限度の幸福？な人生を送るために、なされるため

に、考えていることを書きます。

①合理的配慮と環境整備のみたてのできるのは、誰か？

これは、かなりの経験値に基づく知識と、保護者の観察による事実をどのような具体策にコーディ

ネートできるか？だと考えてます。

そのためには、特別支援士、臨床心理士、カウンセラー、親子のみたては、重要でしょう。では、そ

の判断される委員会に個別指導計画するときに、それらの、方々が、関わっているのか？というと、

そうではない場合を相談しにきます。学校現場に、特別支援士と臨床心理士と、カウンセラーの不足

と、まず、親の言葉を重要な事実として、尊重する度合いの薄さの改善を求めます。

特に学校現場の特別支援士、臨床心理士、カウンセラーの数値を上げる改善を求めます。

（まず、この教育推進計画案を、作成するときに、親の意見や要望、アンケートなどとり、そこの

ニーズとの検証の、上での案がなりたっていかないと、ただ、こうあるべきの案になり、個々の支援

を必要とする方々の生活向上につながってるとは、考えられないです。）

障害のある幼児について、就学前からの連携は大変重要

です。障害の状態、特別な指導内容、教育上の合理的配

慮を含む必要な支援内容など、教育的ニーズを整理把握

する必要があります。各市町村の保育主管課と各市町村

教育委員会が保育所や保護者と連携し、様々な専門家の

意見も交え、本人保護者と合意形成し最終的に市町村教

育委員会によって就学先や学びの場が決定されます。

P８にもありますように関係各所と連携することを推進し

て参ります。

また入学後の支援に関しても、児童生徒の学びの充実に

向けて、職員の専門性向上など様々な取組を推進して参

ります。

39 ②これは、教育推進計画には、当てはまらないですが、とても、重大なことなので、書かせていただ

きます。

これらの方々が、就職が定着しないのは、ジョブコーチの不在です。障害者雇用と、ジョブコーチ

は、対であり、必要不可欠です。

P32において、就労支援コーディネーターによる企業への

働きかけ等、キャリア教育の推進、卒業後の自立と社会

参加のための取組を推進して参ります。
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40

（ 9 頁 ・ 12 行

目）

・サポートえいぶるは、活用するととても良いツールだが、項目が多すぎて書くことを断念して活用

に至っていないケースもある。ご家庭によっては、一緒に書く時間を設ける等の工夫が必要だと思

う。

・就学後の適切な支援のために、幼稚園等と小学校・特別支援学校小学部に加えて、デイサービスも

情報提供者として必要だと思う。

・幼稚園等は、保育園やこども園も含まれていると思うが、沖縄は幼稚園が減ってきていると感じて

いる為、表記が気になった。

・「新サポートノートえいぶる」に関しては、徐々に認

知が広がり多くの方に利用されています。今後も関係部

局と連携しながらその活用を推進して参ります。

・P31、12行目に、「放課後等児童デイサービス･･･（中

略）･･相談支援のための連絡会議等を推進します」とあ

りますので、連携を推進して参ります。

・幼稚園は教育機関でありますので、幼稚園から高校ま

での学校間の連携、さらに保育機能も併せ持つ保育所や

認定こども園などとの連携を進めて参ります。P８の現状

部分のありますように、幼稚園等に特別支援学校幼稚部

や保育所、認定子ども園などが含まれております。

41 （3）②

（12頁・9行

目）

通常の学級での指導方法の工夫って、何をどう工夫するのか知りたい。

日々、学級担任１人で児童約30名を指導しながら、個別な指導が学級で可能なのか？学校現場の意見

を聞いてみたいと思った。

通常の学級では、座席や板書方法など、より多くの子ど

もによって学びやすいユニバーサルデザインによる授業

の工夫、環境設定や合理的配慮など、先生方の様々な工

夫による指導がされております。今後も各種研修や情報

交換などで幅広く先生方への支援を推進して参ります。

P22 にありますように、全ての教員に特別支援教育に関

する専門性が求められます。

42 （35頁・13

行目）

障害のある外国人幼児児童生徒への対応について、この資料を読んで、外国人保護者向け多言語版パ

ンフレット・リーフレットがあると初めて知った。

今後も周知に取り組んで参ります。

43 ★５項「２

基本的な考

え方」

２行目他多

数

「教育的ニーズ」の把握の仕方と具体的な支援方法の提示の必要性➡「ガイドラインや手引書の作

成」

今回の推進案を読ませていただいた中で、第１章、第２章ともに

頻繁に出てくる「教育的ニーズ」という言葉を今回の推進計画の

キーワードの一つとして捉えました。そう考えた場合、「教育的

ニーズ」がどのように理解され、現場で用いられていくのかがす

ごく重要だと考えます。多忙極まりない教育現場で個別の教育的

ニーズをとらえ反映させていく事はすごく難しい現状にあるので

はないでしょうか。個々の子供たちの「教育的ニーズ」を把握す

るために必要な手立てと把握できたニーズに基づいた支援を教育

現場でどのように具体化できるのか等、今回の推進計画と合わせ

てガイドラインや手引書などを通して事例等で示していく事も必

要だと考えます。先進的な事例として、兵庫県教育委員会が発行

している「教育・家庭・福祉の連携マニュアル」などを参考に保

育・医療・保健なども加えた共通のマニュアル作成を勧めること

も効果だと考えます。

教育的ニーズの捉え方など、県教委としてどのような形

でできるか関係機関と連携しながら研究して参ります。
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44 ★５項「２

基本的な考

え方」

14行目他多

数

「関係機関との連携」方法について➡「ガイドラインや手引書の作成」 ２章施策の展開では「関係機関との連携」がカギを握ると考えます。

ただし、関係機関を集めて協議の場を設置するだけでは現場での活き

た連携には繋がりません。連携の在り方や工夫、注意点も含め①同様

にガイドラインや手引書、１）で示したマニュアル等でより具体的に

示すことが必要だと考えます。施策の中で保育所等訪問事業などの活

用も示されていますが、今現在、学校現場と福祉、家庭の連携の中で

の課題として、保育所等訪問事業所やそれに関わる相談員と学校現場

との軋轢により支援の展開が難しくなっている事例も少なくありませ

ん。連携を進める前に各分野の背景や状況の把握などお互いの分野を

理解して関わりを進めていく事が必要だと考えます。

特別支援教育の推進に、関係機関の連携は欠かせませ

ん。今後どのような方法で連携できるのか、スムーズな

支援方法や生きた支援方法につなぐ具体策など研究して

参ります。

45 ★２章「４

関係機関の連

携強化による

切れ目のない

支援の充実」

(６関係機関と

の連携強化に

よる支援体制

の整備と施策

の推進)

トライアングルプロジェクト事業実践研究事業等の実施 関係機関の連携を進めていく上でトライアングルプロジェクトは

有効な取り組みと考えます。今後、連携の在り方を現場サイドに

任せるだけでなく、県の計画推進の為にはどのように連携を構築

していけばいいのかを示す必要があると考えます。

教育現場と福祉、家庭及び関係機関との連携に関して、モデルと

なる取り組み好事例を事業の実践研究として実施し提示する等、

ひと手間かけて県の方向性を具体的な事例を通して示すことで各

市町村の取り組みを後押しする事が出来ると考えます。

上記でも述べましたが、各関係機関との連携は非常に重

要であると考えます。モデルとなる好事例の提示も含め

て、県教委としてどのような形で計画の推進及び展開し

ていくことができるのか、研究して参ります。

46 就学前、在

学中、卒業

後の連携に

ついて

②取り組みの方向性と施策への「連携コーディネーターの配置」の追記 他分野の連携を進めるためには各々の分野について理解をしているこ

とが大前提になり、それぞれの価値観や目標、目的などの違いもあ

り、多分野にわたる連携構築は一筋縄ではいかない現状があります。

教育と関係機関の連携を進めるには、医療的コーディネーターの配置

同様に教育分野とその他各分野を横断的につなぎ合わせるコーディ

ネーター的な人員の配置などを検討する必要があり、連携や取り組み

の推進を目的にした人員を配置することで背景や専門性が異なる各関

係機関の連携を強化することが出来るのではないかと考えます。配置

する機関や部署に関しては、それぞれの市町村での実情に合わす形に

なるかと思いますが、県の取り組みとして各市町村への設置を進めて

いる障がい者基幹相談支援センターへ配置することで、基幹の担う包

括的な支援体制等や多職種連携のアプローチを軸としてライフステー

ジに沿った形で教育、医療、保健、福祉、就労、地域との連携強化が

進むのではないかと考えます。

医療や福祉などとの連携は大変重要な課題であります。

今後、ご意見含めてどのような連携ができるのか研究し

て参ります。

47 12 貢・27

行

「通級による指導の担当教員が近隣の小学校等を巡回して指導を推進する」ということで、通級を実

施している学校への付き添いが難しくて、利用を懸念しているという声も聞いたことがあるので、今

後自校で通級で学ぶ内容を学ぶ環境が整っていく事を期待したい。

P12にもありますように、巡回での通級を推進するなど、

今後も学校の実情に応じた児童生徒の柔軟な指導体制の

充実に取り組んで参ります。
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「沖縄県特別支援教育推進計画（案）」に対するご意見及びご意見に対する考え方

該当箇所 ご意見 理由等 ご意見に対する考え方

48 20 貢・22

行

・「地域の障害のある人と触れ合いなどにより、共生社会を形成する豊かな人間性を育むとともに、

お互いを尊重し合う大切さを学ぶ機会を作ることが重要」とあるが、お互いを尊重し合う大切さを学

ぶ機会としては、普通学校の児童が支援学校へ交流に行くという機会も追加であってはどうかと思っ

た。

P20の②学校間交流において、相互の児童生徒がお互いの

学校を行き来することも含んでいますので、場所の限定

がない表現となっております。

49 31 貢・12

行目

・「学校、関係機関、事業所等との情報共有、相談支援のための連携会議等を推進する」ということ

で、今後情報共有が密になり、よりよい支援に繋がることを期待したい。

コロナの状況で最近では難しいが、学校での授業の様子、デイでの様子を互いに観察できる時間を作

れたら、統一した支援により一層近づけられると思う

特別支援教育は各機関の連携が必要となります。今後も

連絡会議等を推進して参ります。

50 9頁、10行目 各種様式や作成手順、活用方法について明示する。 どういう書式で明示するのか知りたい。紙で見せるのか、など 様式が異なる場合もあると思いますが、現時点では、各

学校においては保護者に対して紙面での明示を行ってお

ります。作成手順としては、担当教員が保護者に説明、

確認しながら行っております。

51 11頁 就学相談担当者の専門性向上を図る研修の受講者数のグラフ 令和2年の受講数が極端に減っているのが気になったから コロナ渦のためオンライン設備が準備が整っていなかっ

た点、また、研修会場の密を避けるため受講数を絞って

の開催となったことが減少となりました。

説明文を挿入いたします。

52 18頁 外部専門家を活用した専門性向上のための研修。実施回数のグラフ（中間目標が50回） 平成31年、令和2年は60回以上の回数こなしていたので中間目標

の回数を増やしてもよいかなと思ったから。

目標数値を上方修正いたします。
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