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特別支援教育班 個人研究テーマ 

地域の学校における特別支援教育の現状と課題 
―障害児就学相談事業の分析を通して― 

指導主事 有 銘 靖 雄  

 

Ⅰ テーマ設定の理由 

 平成 19年度に特殊教育から特別支援教育への転換が図られ、今年度は 10年目となる。この間に障害者

の権利に関する条約の批准や、障害者差別解消法の施行など障害者を取り巻く環境は大きく変化した。教

育においても、インクルーシブ教育システムを構築することが提唱され、合理的配慮の提供と基礎的環境

整備の充実が求められるようになった。 

 本総合教育センター特別支援教育班（以下、本班と略す）では、保護者及び学校関係者を対象に子供の

発達や障害に関する相談事業を行っている。本班の相談事業には三つの事業があり、市町村教育委員会と

連携して就学前幼児とその保護者を主な対象として県内各地で行う「障害児巡回就学相談事業」、本総合教

育センターに来所または電話で相談を行う「障害児来所教育相談事業」、特別支援学校の教員を障害児就学

相談員として委嘱し、各地域で相談を行う「障害児就学相談事業」となっている。その中でも特に障害児

就学相談事業は、年々相談件数が増加しており、平成 27年度は 7021件の相談に対応している。このこと

は、特別支援学校が地域の特別支援教育におけるセンター的機能を担っており、各地域の幼稚園・小学校・

中学校・高等学校、保護者、関係機関に対して、その周知が図られているためと考えられる。 

また、相談件数の増加は、各地域において特別な支援が必要と思われる子供の存在に気付く視点が保護

者や教師に養われてきているためと捉えることもでき、特別な支援を必要とする子供に適切な支援を行う

上では、良い傾向であると考える。 

 しかし、支援を必要とする子供に対する具体的な支援についての手立てを学校が十分に立案することが

できないことから相談に至る状況もある。そのため、インクルーシブ教育システムの構築に向けて、各地

域の幼稚園・小学校・中学校・高等学校における特別な支援を必要とする子供への対応力の向上は、喫緊

の課題である。 

そこで、各特別支援学校における教育相談の現状等から課題を把握し、地域の学校を支える教育相談の

在り方を検討することで特別支援教育の更なる体制整備を図ることを目的とし、本テーマを設定した。 

 

Ⅱ 研究の目標 

 本総合教育センター及び各特別支援学校における教育相談で挙がってくる各学校の課題を把握し、地域

の学校を支える教育相談の在り方や各学校への支援体制の整備を図り、インクルーシブ教育システムの構

築の一助とする。 

 

Ⅲ 研究の方針 

 １ 各特別支援学校の教育相談に挙がってくる相談主訴や年齢別の相談件数について経年比較を行い、

近年の特別支援教育に関する教育相談の動向について把握する。 

 ２ 教職５年・10年経験者の教員を対象に、特別支援教育に関するアンケート調査を実施し、地域の学

校における特別支援教育の現状を把握する。 

 ３ 上記１、２の分析結果を基に、地域の学校における特別支援教育の課題を明らかにし、教育相談事

業や研修事業を通して、地域の学校における特別な支援を必要とする子供への対応力の向上を図る。 

 

Ⅳ 研究計画 

 研究計画は、表１に示すとおりである。 
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図２ 校外からの相談の主訴別の割合 

 

月 取組内容 備考 

５ テーマ検討  

６～７ 教育相談の主訴の分析  

７～９ 経年研修でのアンケートの実施と分析 各教育事務所へアンケート実施の

協力を依頼 

10 中間検討会  

10～12 地域の学校の対応力向上ための方策の検討  

１ 研究のまとめ  

２ 研究報告会  

 

Ⅴ 研究内容 

 １ 障害児就学相談事業における相談内容の分析 

   障害児就学相談事業は、本班で行っている相談事業の一つである。乳幼児から高校生までの保護者

や担任及びその関係者を対象に特別支援学校の職員が相談活動を行っている。本事業は平成５年から

開始され、平成 27 年度の統計では、特別支援学校 16 校で 7021 件の相談に対応した実績がある。こ

の障害児就学相談事業の実績について、統計の詳細なデータがある平成 25年度から平成 27年度の３

年間のデータの検証を行った。 

  (1) 相談件数の校内と校外の内訳について 

    表２は、年間の相談件数を特別支援学校に在籍している幼児児童生徒に関する相談と地域の学校

に在籍している幼児児童生徒に関する相談件

数をまとめたものである。この表から、相談件

数は校内・校外ともに年々増加していることが

わかる。また、年間の相談件数のうち半数以上

は、校外からの相談となっている。これらのこ

とから、各特別支援学校が地域の相談機関とし

て機能していることがうかがえる。 

特別支援学校への相談件数の増加は、各地域

での特別支援教育へのニーズが高まっている

ことの裏付けであり、今後も増加していくことが考えられる。 

  (2) 校外からの相談の相談主訴の内訳について 

    図２は、校外からの相談について、主訴別の割合をグラフにしたものである。特徴としては、就

園・就学・転校に関する相談が、この３年

間では毎年最も多い相談主訴となってい

ることが挙げられる。このことは、障害児

就学相談員からの聞き取りによると、一人

一人の子供に目が行き届きやすい特別支

援学校の教育環境に関心を示し、就園・就

学・転校を希望する保護者が多くいると報

告があり、割合が多くなっている要因の一

つとも考えられる。 

    平成 27年度については、障害・発達の状

態についての相談も多くなっている。その

要因は、子供の状態を適切に把握すること

が個に応じた指導・支援につながるため、

特別支援学校の専門的な立場からの助言

を得たいという保護者や学校が増えてい

ると考えられる。 

表２ 障害児就学相談事業における相談件数 

表１ 研究計画 

H25 H26 H27

校内 2,218 2,494 3,293

校外 3,011 3,238 3,728

合計 5,229 5,734 7,021
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図３ 校外からの相談の年齢別の割合 

図４ 質問１の回答結果 

図５ 質問２の回答結果 
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  (3) 校外からの相談の年齢別の内訳について＾ 

    図３は、校外からの相談について、年齢

別の割合をグラフにしたものである。この

グラフから、３～６歳に関する相談と中学

生に関する相談が多いことがわかる。その

要因は、相談主訴として、就園・就学に関

する相談が最も多くなっていることから、

３～６歳に関しては、幼稚園生および小学

生になるにあたって、学びの場の選択に悩

む時期であることが考えられる。 

中学生に関しては、高校生になるにあた

っての進路選択に悩む時期であるとともに、

学級担任制から教科担任制への移行等の学

習環境や支援体制の変化から支援がうまく

いかず相談が増えていると考えられる。 

２ 経年研におけるアンケート結果の分析 

   障害児就学相談事業の分析で、近年の特別支援教育に関する教育相談の動向は把握できたと考える

が、地域の学校における特別支援教育の現状について、相談を依頼する側である小・中・高等学校の

教員にも調査を行う必要があると考え、今年度、教職５年研修および 10 年研修の対象者である教員

に対して特別支援教育に関するアンケート調査を実施した。調査方法は、小学校と中学校の教員につ

いては、各教育事務所（宮古・八重山を除く）および那覇市立教育研究所で行われた研修、高等学校

の教員については、本総合教育センターで行われた研修の際にアンケート用紙を配布して実施した。

その結果、小学校 169名、中学校 77名、高等学校 166名の教員から回答を得ることができた。 

  (1) 質問１「担任をしている（授業を担当している）学級に、特別な支援を必要とする子供がいます

か」について（図４） 

    図４は、質問１の回答をグラフにしたもの

である。この質問に対して、小学校は９割、

中学校は８割の教員が「いる」と回答してい

る。このことから、小・中学校では、大多数

の教員が支援を必要とする子供に関わって

いると考えられる。  

その一方で高等学校は、「いる」と回答した

教員は半数以下になっている。その要因は、

高等学校は支援を必要とする子供の在籍人

数が学校によって偏りがあることが予想さ

れるため、勤務校によって、回答に差が生じ

たと考えられる。 

(2) 質問２「特別な支援を必要としている子供

への支援の手立ては、主にどなたが考えてい

ますか」について（図５） 

この質問では、小学校は担任もしくは担任

とコーディネーターで考えているという回答

が９割以上を占めている。このことは、小学

校では学級担任が授業のほとんどを受け持っ

ているためであると考えられる。 

中・高に関しては、担任やコーディネータ

ーだけでなく、授業に関わる教師で協議をし 

て支援方法を考えているという回答も多く

なっている。授業を各教科担当者が行ってい

る中・高においては、支援の方法について担
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図７ 質問４の回答結果 
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支援の手立てを考えるにあたり困っていること 

(複数回答可） 

障害特性の理解 実態把握の仕方 

周りの教師との連携 家庭との連携 

他の子供への理解 その他 

当者間で共通理解を図り、統一した支援を行うことはとても重要であり、良い傾向であると考える。

その一方で、担任が主に考えている場合や各教科担当者が個々で考えている場合は、どのように支

援の方法を共有するのかが課題である。 

(3) 質問３「特別な支援を必要としている子供への手立てを考えるにあたり、困っていることは何で

すか」について（図６） 

この質問では、複数回答を可として調査を

行った。 

小学校については、家庭との連携が最も多

くなっている。その要因は、小学校は保護者

とのかかわりが中・高よりも密接であること

や、小学校の時期の保護者は、子供の障害受

容が十分にできていない場合があり、子供へ

の支援内容を検討する際に合意が得られにく

いことがあるため、保護者への対応に苦慮し

ていることが考えられる。 

中学校では、障害特性の理解が最も多くな

っている。その要因は、学習について行けな

い、問題行動を起こすといった子供の様子が

障害特性によるものなのか、他の要因による

ものなのか見極めが難しく、子供への支援方法を考えるにあたり、苦慮していることがあると考え

られる。また、発達障害のある子供が、二次障害として不登校等になることがあり、その対応にも

苦慮していることが考えられる。 

高等学校では、他の子供への理解が最も多くなっている。特に発達障害のある子供についての理

解について課題があると思われる。発達障害のある子供は、見た目には障害のない子供と変わらな

いため、その障害特性による特異な行動について、周りの子供の理解を得られにくいことがある。

発達障害のある子供の特性理解について、本人や保護者の了解を得ながら、他の子供への理解を図

っていくことが、課題となっていると考えられる。 

他の子供への理解については、小学校と中学校も多くなっており、校種を問わず課題となってい

ると考えられる。 

 (4) 質問４「特別な支援を必要としている子供の支援について、校内で主に相談する人は誰ですか」

について（図７） 

この質問に対しては、各校種ともに特別支

援教育コーディネーターという回答が多くな

っており、特別支援教育コーディネーターが

各学校で果たしている役割が大きいことがわ

かる。また、小学校と中学校に関しては、特

別支援学級が設置されているため、特別支援

学級の担任に相談するという割合も多くなっ

ている。 

高等学校に関しては、その他という回答も

多い。その内容を見ると、教育相談係という

回答が最も多くなっている。高等学校では、

教育相談係が特別支援教育コーディネーター

を兼任していることが多いため、このような 

結果が出ているものと考えられる。 

 (5) 質問５「特別な支援を必要としている子供の支援について、次の外部機関（総合教育センター、

特別支援学校、民間の障害者支援団体、その他）の中で相談したこのある機関を教えてください」

について（図８） 

この質問では、小学校 68％、中学校 62％、高等学校 75％の教員が相談したことはないと回答した。

特別な支援を必要としている子供の支援については、基本としてまず特別支援教育コーディネータ
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図８ 質問５の回答結果 
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特別支援学校にどのようなことを希望しますか 

（複数回答可） 

電話等による相談 校内研修での講義 

授業観察と助言 校内支援会議への参加 

その他 

ー等の校内の人材に相談することが多いため、

このような結果になったと考えられる。 

「相談したことがある」と回答があった小学

校 54名、中学校 29名、高等学校 41名が利用

したことがある相談機関は、図８のとおりで

ある。 

図８から、特別な支援を必要とする子供に

ついて相談したことのある外部機関として小

学校は、本総合教育センター、特別支援学校、

民間の障害者支援団体に大きな差はなく、そ

の他の機関が最も多くなっている。その他の

機関としては、市町村教育委員会という回答

が多くあった。 

中学校では、特別支援学校が最も多くなっており、「相談したことがある」と回答した半数以上が

特別支援学校に相談したことがあるという結果になった。 

高等学校では、民間の障害者支援団体が最も多くなっているが、他の機関との差は大きくない。

民間の障害者支援団体の相談利用が高等学校で多い要因は、近年増加傾向にある心身症や精神疾患

等の心の病気を抱える生徒への対応について、相談することが増えていると考えられる。 

(6) 質問６「特別支援学校は、地域の特別支援教育を支えるセンターとしての役割として、地域の学

校からの教育相談等に対応しています。そのことについて知っていますか」について（図 9） 

この質問に対しては、各校種共に約４割の

教員が知らないと回答した。 

特別支援学校は、特別支援教育に関するセ

ンターとして地域の学校や保護者に対する教

育相談等の取組を長年行ってきているが、地

域の小・中・高等学校の教員には、そのこと

が十分に周知されていないと考えられる。そ

の要因としては、地域の学校から特別支援学

校に依頼される教育相談等は、管理者や特別

支援教育コーディネーターを通して行われる

ことが多いためだと考えられる。そのため、

特別支援学校についての情報を十分に得てい

ないと考える。 

しかし、小・中・高の学習指導要領の総則には、障害のある児童生徒の指導における配慮事項と

して、「特別支援学校等の助言又は援助の活用しつつ、個々の児童生徒の障害の状態等に応じた指導

内容や指導方法の工夫を行うこと」が明記されている。そのため、特別支援学校のセンター的機能

について学校の教員一人一人が理解しておくことは、各地域の学校での特別支援教育を充実させる

ために重要であると考える。 

(7) 質問７「特別支援学校の特別支援教育を

支えるセンターとしての活用について、ど

のようなことを希望しますか」について（図

10） 

この質問に対しては、小学校と中学校に

関しては、「授業観察と助言」が最も割合が

多かった。その要因としては、特別な支援

を要する子供の実態は様々であり、支援の

手立ても一通りではないことから、子供の

様子を実際に見てもらい、その子供への具

体的な支援方法を助言してもらいたいとい

う思いがあると考えられる。 

図９ 質問６の回答結果 

(人) 
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図 11 コンサルテーション図式（特総研「学校コンサルテーション

を進めるためのガイドブック」より一部改編） 

表３ 沖縄県の特別支援学校に在籍する児童生徒の人数 

高等学校については、各項目とも割合に大きな差が見られない。その要因は、学校によって特別

な支援を必要とする在籍数に差があり、特別支援教育に関する困り具合にも違いがあることから、

結果として様々なことに回答が分散したのではないかと考えられる。また、高等学校では、校内支

援会議への参加の割合が小・中学校に比べて多くなっている。このことは、高等学校では、成績の

判定や単位の取得等、小・中学校にはない課題があることや、校内の支援体制が十分に整っていな

いことが要因となって、割合が多くなっていると考えられる。 

３ 地域の学校の対応力向上ための方策の検討 

 (1) 障害児就学相談事業の分析による課題の把握 

障害児就学相談事業の分析結果から、

相談主訴としては、就園・就学・転校に

関するものが最も多く、各地域における

特別支援学校や特別支援教育に関する

関心が高いことが分かった。 

表３は、沖縄県の近年における特別支

援学校に在籍する児童生徒数をまとめ

たものである。この表から特別支援学校

に在籍する児童生徒数は年々増加傾向

にあることが分かる。 

今後、インクルーシブ教育システムの 

更なる推進を目指し、地域の学校の特別な支援を必要とする子供への対応力向上を図るためには、

各特別支援学校で相談を受けている障害児就学相談員と連携を図り、学校コンサルテーションの充

実を図ることが必要であると考える。 

  (2) 学校コンサルテーションによる相談機能の充実 

    コンサルテーションとは、国立特別支援教育総合研究所（以下、特総研と略す）編著「学校コン

サルテーションを進めるためのガイドブック」では、「異なる専門性をもつ複数の者が、援助対象で

ある問題状況について検討し、よりよい支援のあり方について話し合うプロセス」され、自らの専

門性に基づき他の専門家を支援するものを「コンサルタント」、コンサルタントから支援を受ける専

門家を「コンサルティ」、支援対象者を「クライアント」としている。そして、コンサルテーション

とは「困難な問題に直面しているコンサルティに、その問題や課題を評価・整理し、解決に向けて

コンサルティの力量を引き出すための支援を行う相談」としている。このことを図式化したものが、

図 11である。 

    つまり、特別支援教育の専門

家である障害児就学相談員（コ

ンサルタント）が、教育の専門

家である幼小中高の教師（コン

サルティ）からの相談を受けて、

連携を図ることで、幼児児童生

徒（クライアント）への支援方

法等を検討する。そして、直接

支援・指導を行うのは、幼小中

高の教師であり、障害児就学相

談員は幼小中高の教師から相

談を受けることで間接的に支

援を行う形になる。 

    これまでに障害児就学相談員

が行った学校コンサルテーションとしては、授業に集中することができない児童に対しての効果的

な支援方法についての提案や他の子供への障害理解を図るための教材紹介などがある。このように、

特別支援学校が地域の特別支援教育を支えるセンターとして相談やコンサルテーションを行うこと

により、地域の学校での特別な支援を必要とする子供への対応力の向上を図ることができると考え

る。 

小学部 中学部 高等部 計

H23 614 429 893 1,936

H24 633 442 895 1,970

H25 646 477 911 2,034

H26 651 506 942 2,099

H27 672 506 966 2,144

H28 671 482 1,008 2,161

（学校基本調査より） 
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表４ 出前講座でのワークショップの流れ 

図 12 ワークショップにおけるワークシート（近藤直司「アセスメントフォーマット」一部改編） 

(3) 経年研におけるアンケート結果の分析による課題の把握 

教職５年・10年経験者の教員へのアンケート結果からは、小・中学校では、多くの教員が関わっ 

ている子供の中に特別な支援を必要とする子供がいると感じており、支援の手立てを考えるにあた

り保護者への対応や障害特性の理解に困りがあることが分かった。また、高等学校も含めて、周り

の子供にどう理解を得るかという問題があることが分かった。これらの問題に対応するには、障害

のある子供をもつ保護者の心情理解や、多様な個性をもつ子供の特性の理解等、特別支援教育に関

する理解や、特別な支援を必要とする子供への対応力の向上が必要であると考える。 

地域の学校の特別支援教育に関する理解や特別な支援を必要とする子供への対応力の向上を図

るには、特別支援教育に関する研修事業を担っている本班の取組が重要である。しかし、本班が行

った経年研修での講義や出前講座の内容を振り返ると、受講者に一方的に話す講義形式で行われる

ことが多く、実践的な内容でないものが多かったと思われる。このことから、本班の講義形式を改

善し、ワークショップ等を取り入れた実践的な講義を行うことが必要であると考える。 

(4) 出前講座におけるワークショップ 

経年研におけるアンケート結果の分析から把握した課題を踏まえて、10月に出前講座の依頼を受

けた学校でワークショップ型の講義を計画し、子供の状態の把握と支援の手立ての検討に重点を置

いた講義を行った。 

講義内容の構成は、90分の講義時間の内、 

前半の 45 分で発達障害ある子供の特性や

基本的な支援の手立て等についての講義を

行い、後半の 45分でワークショップと講義

のまとめを行った。ワークショップの流れ

は表４に示すとおりである。 

   まず、インターネット上で視聴できる発

達障害があると思われる子供のアニメ動画

を９分程度視聴し、その後、表４の手順に

従ってワークを進めていく。 

   また、ワークショップを行うにあたり、

図 12に示すワークシートを用意した。この

ワークシートは、大正大学教授の近藤直司氏が考案した「アセスメントのためのフォーマット」を

一部改編したものである。子供についての情報の整理と､その情報を基にした解釈は、あらかじめ記

載しておき、支援の必要なこととその方法について、まず一人一人考え、その後グループワークを

行い、各クループで支援方法を考えるようにした。 
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図 13 グループワーク後のワークシート 

       （一部抜粋） 

   図 13は、今回の講座における一つのグループのワーク

シートである。多くの付箋紙が貼られたり、書き込みが

あったり、活発に意見交換が行われた様子が見られる。

グループのメンバーでお互いが考えた支援の必要なこと

とそれに対する支援方法を発表し合うことによって、支

援の方法は一つではないこと、自分の考えだけではなく、

他の人の考えも参考にすることで、より良い支援の方法

を検討できること等、特別な支援を必要とする子供への

支援を考える上で大切なことを理解できたのではないか

と考える。 

また、講座実施後のアンケートには、「事例を基に支援

方法を考えることができたので良かった。」「事例からそ

れぞれの考えを確認することができた。」等の感想があり、

事例検討を行うことで、特別な支援を必要とする子供へ

の支援について、実感を持って考えることができたと思

われる。 

このように、自校内にいる特別な支援を必要としてい

る子供に対しても、情報の整理と解釈、支援方法の検討

を行うことで、子供への支援が充実し、各学校での特別な支援を必要する子供への対応力の向上へ

つながると考える。 

 

Ⅵ 研究のまとめ 

 １ 成果 

(1)  障害児就学相談事業の分析から、インクルーシブ教育システムの構築をさらに進める必要がある

ことが分かり、そのために特別支援学校と連携して学校コンサルテーションをより充実させること

が必要であるという課題を把握できた。 

(2) 教職５年・10年経験者の教員に実施したアンケートから、支援の手立てを考えるにあたり保護者

への対応、障害特性の理解、周りの子供への理解を得る手立て等に困りを感じている現状が分かり、

本班が実施する研修での講義内容と講義方法の改善について、班内で検討することができた。 

  (3) 地域の学校での特別な支援を必要とする子供への対応力の向上について、出前講座の内容を見直

し、ワークショップ型の講座を行うことができた。 

 ２ 課題 

  (1) 学校コンサルテーションを充実させるために、本班及び各特別支援学校が所有している幼小中高

向けの研修資料の共有化を図る。 

  (2) 初任者研修、教職５年・10年経験者研修等の悉皆研修における特別支援教育に関する研修につい

て経験年数に応じた系統的な研修を実施し、すべての教員に特別な支援を必要とする子供への対応

力向上を図る。 

  (3) 本班で行う出前講座の講義内容について班内で検討を行い、障害児就学相談事業の分析及び経年

研におけるアンケートで明らかになった課題に答える講義プログラムを作成する。 
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