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Ⅰ　緒　言

　我が国においては，学校教育法の改正に伴
い，2007年度からは幼稚園から高等学校，そ
して，特別支援学校において，特別支援教育
が本実施となる。このことに関わって文部科
学省（2006）(1)は緊急に取り組む課題として，
「地域・学校における支援体制の整備～LD，
ADHD，高機能自閉症の児童生徒等への支
援～」「障害の重度・重複化への対応」「交流
活動の充実」「就学支援」の４点を挙げている。
　これらの課題の中でも「地域・学校におけ

る支援体制の整備～LD，ADHD，高機能自
閉症の児童生徒等への支援～」に関しては，
『小・中学校におけるLD（学習障害），ADHD
（注意欠陥／多動性障害），高機能自閉症の児
童生徒への教育支援体制の整備のためのガイ
ドライン（試案）』（文部科学省，2004）(2)が
示されている。このガイドラインにおいては，
小・中学校の校内体制の構築とともに，「保
護者への理解の推進を図るとともに，保護者
と協力して支援する体制をつくること」や「広
い視野をもって，専門家や医療，福祉等の関
係諸機関との連携を推進してくこと」も求め
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られている。
　このような状況を踏まえ，本研究では，小・
中学校における特別支援教育推進の基礎調査
として，岐阜県の全小・中学校を対象とした
特別支援教育に関する「保護者との連携」と
「関係諸機関との連携」に関する調査を行い，
その状況を明らかにする。なお，岐阜県を調
査対象としたのは他県に先駆けで2005年度よ
り全県体制で特別支援教育を実施しているた
めである。

Ⅱ　方　法

１．資料

　岐阜県教育委員会　平成17年度特別支援教
育全体計画
　この計画は，岐阜県下の全公立小学校392
校，全公立中学校194校が，年度当初にその
年度の特別支援教育に関する「特別支援教育
の目標」「特別支援教育推進の重点」「通常学
級の重点目標・具現の場と方法」「特殊学級
の重点目標・具現の場と方法」「交流学級の
重点目標・具現の場と方法」「校内委員会の
設置」「校内体制」「家庭，盲・聾・養護学校，
関係機関，地域社会との連携」について所定
書式（Ａ４版１枚）に立案し，５月１日付け
で岐阜県教育委員会に提出する文書である。

２．手続き

　2005年12月に，岐阜県教育委員会の情報開
示制度にそって，「平成17年度特別支援教育
全体計画」の開示を求め，その許可のもとに
複写を行った。なお，複写を行った時点で小
学校48校，中学校19校からは未提出であった
た め， 実 際 の 分 析 対 象 は 小 学 校344校
（88.0%），中学校175校（90.7%）である。

３　分析方法

　各学校から提出された「平成17年度特別支
援教育全体計画」の項目「家庭，盲・聾・養
護学校，関係諸機関，地域社会等との連携」
に立案・記入された内容を分析する。なお，
平成19年度より，盲・聾・養護学校は特別支
援学級に，特殊学級は特別支援学級と改正さ
れたため，これ以降においては，特別支援学
校，特別支援学級として記す。

Ⅲ　結果と考察

１．保護者との連携

　小 学 校326校（94.8 ％）， 中 学 校157校
（89.7％）が「保護者との連携」を記載して
いた。主な連携方法は，Table１のように，
小学校では「連絡帳」が189校（54.9％）と
半数を超え，以下「学校・学級通信」164校
（47.7％），「懇談・面談」124校（36.0％），「家
庭訪問」76校（22.1％），「授業参観・公開授業」
64校（18.6％），「電話」31校（9.0％），「学
校評議委員会」14校（4.1％），「親子行事」
９校（2.6％）であった。中学校では「連絡帳」
77校（44.0 ％），「学 校・ 学 級 通 信」70校
（40.0％），「懇談・面談」59校（33.7％），「家
庭訪問」45校（25.7％），「授業参観・公開授業」
30校（17.1％），「電話」24校（13.7％），「学
校評議委員会」６校（3.4％），「親子行事」
１校（0.6％）であった。
　さらに，これらの連携方法の運用をみたと
ころ，小学校56パターン，中学校41パターン
であった。その上位は，小学校はTable２の
ように「連絡帳＋通信」45校（13.1％），「連
絡帳」単独30校（8.7％），「連絡帳＋通信＋
懇談・面談」20校（5.8％），「懇談・面談」
単独10校（2.9％），「通信」単独８校（2.3％），

Table１　小・中学校が保護者との連携に利用している手段

連絡帳 通　信 懇談・面談 家庭訪問 授業参観 電　話 評議委員会 親子行事
小学校 189(54.9) 164(47.7) 124(36.0) 76(22.1) 64(18.6) 31( 9.0) 14(4.1) 9(2.6)
中学校 77(44.0) 70(40.0) 59(33.7) 45(25.7) 30(17.1) 24(13.7) 6(3.4) 1(0.6)

実数は校数，（　）内は％
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「連絡帳＋通信＋懇談・面談＋授業参観」８
校（2.3％）であった。中学校はいずれも
10％以下であったが，Table３に示したよう
に「連絡帳＋通信」13校（7.4％），「連絡帳」
単独12校（6.9％），「連絡帳＋通信＋懇談・
面談＋家庭訪問＋授業参観・公開授業」６校
（3.4％），「懇談・面談」単独５校（2.9％），「連
絡帳＋通信＋懇談・面談」５校（2.9％），「連
絡帳＋通信」５校（2.9％），「連絡帳＋通信
＋懇談・面談＋家庭訪問＋電話」５校（2.9％）
であった。
　小学校，中学校ともに上位の手段では「通
信」や「連絡帳」がその主たるものであり，「通
信」を含んだパターンは小学校31件（55％），
中学校22件（53.7％），「連絡帳」は小学校26
件（46.4％），中学校22件（53.7％）と，そ
の多くの学校で活用が意図されていた。坂本・
松本・小石（2003）(3)は障害のある幼児の保
護者で特別支援学校や特別支援学級を就学先
として希望する者は「学校からの生活の様子
の連絡」を学校・学級に期待することのひと
つとしている。また，西・緒方・坂本（2002）(4)

は特別支援学級在籍児童の保護者がその学級
運営に満足している要因のひとつとして，「保

護者への学校での様子の伝達」があるとして
いる。このようなことからも「通信」や「連
絡帳」を活用した保護者との連携が肝要とな
ろう。ただし，坂本・西・緒方（2002）(5)が
小学校特別支援学級の学級担任は「通信」や
「連絡帳」ともに有効な連携手段と捉えてい
るのに対して，保護者は学級担任ほどには有
効と捉えていないとしている。つまり，「連
絡帳」は個人との連携手段のために双方の情
報交換が前提であるが，「通信」は全体との
連携手段となり，発信側が学校側に限られが
ちである。そうした違いを意図した上での使
用が大切になってくると思われる。

２．関係諸機関との連携

　小 学 校309校（89.8 ％）， 中 学 校143校
（81.7％）が「特別支援学校」「医療機関」「相
談機関（更正相談所並びに児童相談所）」「児
童福祉施設」「福祉施設（身体障害者更生援
護施設並びに知的障害者援護施設）」や「ス
クールカウンセラー」「巡回専門相談員（大
学教員等から県教育委員会が指名した特別支
援教育に関する相談員）」「教育相談員（スクー
ルカウンセラーを補助する者）」等の14種を

Table２　小学校の保護者との連携手段の組み合わせ（上位６パ
ターン）

連絡帳 通　信 懇談・面談 授業参観 校数(％)
○ ○ 45(13.1)
○ 30( 8.7)
○ ○ ○ 20( 5.8)

○ 10( 2.9)
○ 8( 2.3)

○ ○ ○ ○ 8( 2.3)

Table３　中学校の保護者との連携手段の組み合わせ（上位７パターン）

連絡帳 通　信 懇談・面談 家庭訪問 授業参観 電　話 校数(％)
○ ○ 13(7.4)
○ 12(6.9)
○ ○ ○ ○ ○  6(3.4)

○  5(2.9)
○ ○ ○  5(2.9)
○ ○ ○  5(2.9)
○ ○ ○ ○ ○  5(2.9)
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記載しており，そのうち5.0％以上の学校で
記載されていた機関等をTable４，５に示し
た。
　それらの実際の運用としては小学校は121
パターン，中学校は59パターンがあった。小
学校はTable６のように「特別支援学校」単
独26校（7.6％），「医療機関」単独20校（5.8％）
「特別支援学校＋医療機関」19校（5.5％），「特
別支援学校＋相談機関」11校（3.2％），「特
別支援学校＋医療機関＋相談機関」11校
（3.2％），「児童福祉施設」９校（2.6％），「特
別支援学校＋児童福祉施設」８校（2.3％），「特
別支援学校＋相談機関＋スクールカウンセ
ラー」８校（2.3％）が主であった。中学校
はTable７のように「特別支援学校」単独22
校（12.6％），「特別支援学校＋医療機関」８

校（4.6％），「福祉施設」単独７校（4.0％），「医
療機関」単独６校（3.4％），「特別支援学校
＋福祉施設」５校（2.9％），「スクールカウ
ンセラー＋教育相談員」５校（2.9％）が主
であった。
　このように，小・中学校ともに，「特別支
援学校」や「医療機関」を主とした連携を指
向している様子がうかがえるが，特別支援学
級担当教員であっても，関係諸機関に関する
情報が少なく，勤務時間内の連携は難しい状
況にあるとの調査結果（坂本・西・緒方，
2003）(6)もあり，小・中学校の特別支援教育
コーディネーターの重要な役割のひとつであ
る関連諸機関との連絡調整機能が重要になっ
てくると考える。
　さらに，文部科学省が地域の特別支援教育

Table６　小学校が連携を指向していた関係諸機関の組み合わせ（上位８パターン）

特別支援学校 医療機関 相談機関 児童福祉施設 スクールカウンセラー 校数(％)
○ 26(7.6)

○ 20(5.8)
○ ○ 19(5.5)
○ ○ 11(3.2)
○ ○ ○ 11(3.2)

○ 9(2.6)
○ ○ 8(2.3)
○ ○ ○ 8(2.3)

Table７　中学校が連携を指向していた関係諸機関の組み合わせ（上位６パターン）

特別支援学校 医療機関 スクールカウンセラー 福祉施設 教育相談員 校数(％)
○ 22(12.6)
○ ○ 8( 4.6)

○ 7( 4.0)
○ 6( 3.4)

○ ○ 5( 2.9)
○ ○ 5( 2.9)

Table４　小学校が連携を指向していた関係諸機関

特別支援学校 医療機関 相談機関 児童福祉施設 スクールカウンセラー 巡回専門相談員 福祉施設 教育委員会 大学
176(51.2) 171(49.7) 74(21.5) 73(21.2) 56(16.3) 54(15.7) 46(13.4) 21(6.1) 18(5.2)

実数は校数，（　）内は％

Table５　中学校が連携を指向していた関係諸機関

特別支援学校 医療機関 スクールカウンセラー 福祉施設 相談機関 児童福祉施設 巡回専門相談員 民生委員 大 学 教育相談員
77(51.2) 52(29.7) 40(21.5) 30(17.1) 28(16.0) 15(8.6) 12(6.9) 11(6.3) 10(5.7) 10(5.7)

実数は校数，（　）内は％
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に関する教育センター的な役割を担うとして
いる「特別支援学校との連携」の有無と「特
別支援学級の設置」の有無のマトリックス
（Table８）について尤度比検定（篠原，
1989）(7)を行うと，有意差（尤度比=25.721，
df=3，p<.01）があり，残差分析より「特別
支援学校との連携」を行っている割合が小学
校特別支援学級設置校が高く，小学校特別支
援学級未設置校が低い状況にあった。加えて，
連携先として特定の特別支援学校名を挙げて
いたのは小学校91校（26.5％），中学校19校
（10.9％）しかなかった。こうしたことから，
小・中学校は小学校特別支援学級設置校を中
心に特別支援学校と連携を行おうとは指向し
ているものの，特定の特別支援学校を想定し
ての具体的な連携までには至っていない状況
にあると言えよう。また，先にも指摘したよ
うに，特別支援教育コーディネーター役を負
うことが多い特別支援学級担当教員であって
も関係諸機関との連携は困難な状況にあるた
め，特別支援学校からの特別支援学級担当教
員等への積極的な働き掛けも必要と思われ
る。
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Table８　小・中学校の特別支援学級設置と特別支援学校との連携の記載
状況

特別支援学級設置 特別支援学級未設置
記載あり 記載なし 記載あり 記載なし

小学校 150(58.6) 106(41.4) 26(29.5) 62(70.5)
中学校  68(47.2)  76(52.8)  9(29.0) 22(71.0)

実数は校数，（　）内は％


