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 愛知県教育委員会では、特別支援学校の過大化による教室不足や長時間通学の問題、発達

障害の可能性のある子どもの適切な支援・指導の在り方など、特別支援教育全般にわたるさ

まざまな課題の解決をめざして「愛知県特別支援教育推進計画（愛知・つながりプラン）」を

とりまとめました。 

課題の中には、教育委員会や学校だけの努力では解決が難しいものが多くあり、医療・福

祉・労働の各分野との連携とともに、地域の方々や企業、関係諸機関などのご理解とご協力

が必要となります。また、今まで以上に、幼稚園・保育所、小中学校、高等学校、特別支援

学校などの校種を超えた連携により、課題解決に向けて取り組んでいくことが大切と考えて

います。 

この推進計画は、障害のあるなしに関わらず、すべての子どもへの適切な支援・指導の充

実をめざすものであり、何よりも子どもたちにとって身近で有益な計画でありたいと考えて

います。子どもたちを中心にまわりの人々や学校、関係機関がしっかりとつながって、将来、

子どもたちが活躍できる共生社会をめざしていきたいと思います。 

今後は多くの方々との連携のもと、「愛知県特別支援教育推進計画（愛知・つながりプラン）」

に基づいて、特別支援教育の充実に向けて全力を尽くしてまいります。 

最後になりますが、本計画の策定に当たり、愛知県特別支援教育推進計画検討会議の委員

をはじめ、障害のある方やその関係者、教育関係者、多くの県民の皆様からの貴重なご意見、

ご提言をいただきましたことに対しまして、深く感謝申し上げます。 
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