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■プログラム　「特別支援学校の進路状況について」
　　　　　　　北海道帯広養護学校　
	進路指導主事・進路支援コーディネーター　武田　圭史	様

１　全道の特別支援学校について
　北海道に国公立の特別支援学校が66校（H26.4.1現在）
あります。
　視覚障害　盲学校　５校　　　　　　　　　　　
　聴覚障害　聾学校　７校　　　　
　知的障害　　　　　42校　　　　
　肢体不自由　　　　10校
　病弱　　　　　　　２校　合計5,273人　H25.5.1現在
　全てを特別支援学校と言います。
　今回の説明は、知的障害である生徒に対する教育を行
う特別支援学校について行います。　
　スライドを見て頂ければ解る通り、知的障害である生
徒に対する教育を行う特別支援学校を大きく分けると普
通科（23校）と高等養護学校（高等部に職業学科を設置す
る特別支援学校19校・普通校の１校）に分けられます。
　十勝で例えると、帯広養護学校が普通科「障害の程度が
重い生徒を対象とする学科」を設置している特別支援学
校になります。
　中札内高等養護学校が職業学科「障害の程度が比較的
軽い生徒を対象とする学科」と「障害の程度が比較的重い
生徒を対象とする学科」を設置している特別支援学校に
なります。

２　特別支援学校の進路状況について
　次に特別支援学校の進路状況を説明致します。
　少子化の時代なのですが、全道的に障害児の生徒数が
ここ数年増えてきている状況があります。表を見て頂け
れば解るとおり、平成26年３月に卒業した生徒（社会人）
につきましては、907名　平成25年３月に卒業した生徒
が844名なので63名増えています。（平成20年３月卒業し
た生徒は687名。213名増になっています）
　例年就職者については約３割程度、福祉サービス利用
が約７割と、この割合についてはここ数年（12.13年）変わ
っていない現状です。

３　帯広養護学校の進路状況について
　始めに説明させて頂きましたが、本校につきましては
障害の程度が重い生徒が対象とした学校になります。平
成25年度（平成26年３月卒業）の進路状況につきまして
は、卒業者20名全員が福祉サービス利用となっています。

４　高等養護学校の就職状況と高等部の就職状況について
　始めに説明した通り、高等養護学校につきましては、設
置目的でもある職業学科を設置していることもあり、地
域によりますが各学校約３割以上が進路先として就職に
結びついています。特別支援学校については、ほとんどの
支援学校で就職者は０といった数になります。
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５　国の福祉政策について
　ここ数年、国の福祉政策が地域生活・就労支援のために
必要な法律を整備しています。その結果、平成23年度と
平成24年度の新規学卒者（障害者）の全国の就職率を比
べると下位が上がってきているのが解ると思います。
　北海道につきましては平成23年度38位から平成24年
度33位と就職率が上昇しています。
　国の対策として障害者の雇用の促進等に関する法律が
一部改正されたため、北海道労働局は、昨年（25年４月１
日）に障害者の法定雇用率（民間企業1.8％⇒2.0％）が引
き上げました。また、従業員数56人以上から変更し、50
人以上の事業主に障害者雇用状況（６月１日時点）をハロ
ーワークに報告する事を義務づけ、事業所名を公表して
います。
　十勝近郊の企業さんについても191社がハローワーク
に報告しましたが、雇用数が134人不足していることも
発表されました。また、全道のハローワーク（22地域）の
達成割合も公表され十勝が22地域中21番目となってい
ます。

６　本校の取り組みとして
　この現状を少しでも改善するために、十勝の地域の学
校として企業さんのお手伝いができるのではないかと考
えています。
　その方法として、本校では現場実習（体験）を年に２回
実施しています。実際に企業さんに生徒と教師が一緒に
訪問させて頂き、お仕事をさせて頂いています。
　①初めての企業さんでも、準備段階として教師と打合
せをして教師が仕事を理解した上で生徒と実習に入
ることが出来ます。（事前に教師が仕事を体験してか
ら実習を行うこともできます）

　②直ぐ企業さんにお任せすることはありません。企業
さんの担当者さんと生徒の関係を少しずつ築いてか
ら、徐々に教師が生徒から離れるので安心です。（必
ず企業さんと相談します）

　③実際に生徒の働いている様子を見てもらい、次の段
階を考えて行くことができます。

　④現場実習を行い、会社さんで働けると判断が出来た
ら６週間程度の前提実習（就職試験）を行い判断して
頂く流れになります。

　（なぜ６週間？　生徒の長所、短所を見てもらうことで
総合的に判断して頂くことを大切にしています。）
　ここで初めて雇用のお話になっていきます。雇用する
にあたって、ハローワークを必ず通します。障害者雇用の
扱いになりますのでご安心して下さい。　　
※本校の生徒につきましては、重度の生徒になるので、雇
用することにより
　短時間労働（20時間以上30時間未満）であれば
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　　　　　　　　　　　		30時間以上	 通常　1.0人
	 重度　2.0人
７　最後に
　障害者雇用だけではなく一般雇用についても、雇用側
（企業さん）と雇用される側（生徒）とのタイミングが大切
だと学校も考えています。現場実習を行ったから直ぐ雇
用とも考えがちになりますが、学校としては考えていま
せん。生徒の長所、短所を知って頂き戦力として働けるか
を判断して頂くことが長期間、働く事にも繋がると考え
ています。　　　
　また、本校の生徒は卒業後直ぐに働ける生徒が少ない
ため、タイミングが合わない場合があります。その時に
は、私達から中札内高等養護学校に連絡し一緒に相談し
ていくことも出来ます。是非、お話からでも良いので、今
回お招き頂いた縁を大切にして、今後も、地域との関わり
を強く持ちながら進路指導に取り組んでいきたいと考え
ています。今後も、よろしくお願い致します。
　本日はありがとうございました。

■ゲスト	 　（会　　長）
北海道養護学校
	進路指導主事・進路支援コーディネーター　武田　圭史	様
	 学　校　長　広瀬　紀行	様
	 ＰＴＡ会長　日光　真澄	様
	 進路指導　日光　俊介	様

■会長報告	 渡辺喜代美	会長
　例会場に向かってくる途中、春の日差しを浴
びて、新入社員風の若者たちがワイワイ・ガヤ
ガヤと、ランチにでかける様子が目に入りまし
た。帯広の街角にも、春がやってきたようです。

新入社員を迎え、社内が若返っている会社も多いことと
思います。私たち帯広RCも先週新入会員をお迎えして、
例会場も少し華やぎ、春がやって来たようですね。さて、
今年度開催予定の例会は、皆さまのご協力のお蔭で本例
会を含めて、残すところあと10回となりました。一つ一
つの例会が、皆さまのロータリーライフにとって実りあ
るものになりますよう運営させていただきたいと思って
います。例会が終了しましたら、今週土・日に開催される
2500地区PETS、地区研修・協議会の準備を皆さんと一緒
にさせていただきたいと思っています。2500地区新た
なリーダーが一同に会し、ロータリーについて勉強する
大切な研修会です。お忙しいとは思いますが、ご協力よろ
しくお願いします。
　本日は、北海道帯広養護学校から進藤仁教頭先生、進路

指導主事の武田圭史先生、日光俊介先生をお迎えして「特
別支援学校の進路状況について」お話しいただきます。障
がいをもった方達とともに暮らす社会をこの帯広市で実
現するため、帯広RCとして何ができるのか、会員として
どのような活動が可能なのか、短い時間ですが、皆さまと
一緒に学びたいと思います。

■会務報告	 小田　　剛	幹事
①帯　広RC、次年度第２回クラブ協議会開催のご案内
　日　時　4月23日(水)午後6時30分
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　会　費　2,100円
②帯　広RC、4月30日（水）の例会は、休会と致します。
③帯　広RC、花見夜間例会開催のご案内
　日　時　5月14日（水）午後６時
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　二次会　ウィンザー（会費：4,000円）
④帯広南RC、夜間例会（創立記念）開催のご案内
　日　時　4月21日（月）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
⑤帯広北RC・帯広東RC・音更RC、３RC合同夜間例会
　日　時　4月22日（火）午後6時
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　※尚、帯広北RCは、4月25日（金）の繰上げ例会と致します。
⑥帯広西RC、夜間例会開催のご案内
　日　時　4月24日（木）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
⑦帯広南RC、4月28日（月）の例会は、休会と致します。
　帯広東RC、4月29日（火）の例会は、祝日のため休会と致します。
　帯広西RC、5月		1日（木）の例会は、休会と致します。
　帯広北RC、5月		2日（金）の例会は、休会と致します。
　帯広南RC、5月		5日（月）の例会は、祝日のため休会と致します。
　帯広東RC、5月		6日（火）の例会は、休会と致します。

■委員会報告
・出席報告	 廣田　　誠	出席委員
4月16日
会員総数　90名内免除会員5名　出席数　63名内免除会員0名
3月29日例会（4月2日の繰り上げ例会）のメークアップを
含む出席者数及び出席率
Ａ．90名　　Ｂ．100％
・ニコニコ献金	 親睦活動委員会　　横尾　俊輔	会員
橋枝　篤志	会員
ありがとうございます。2週連続テーブル100％になり
ました。
猿川　陽介	会員
本日もよろしくお願いします。

■本人誕生日祝
木野村英明	会員

■結婚記念日祝
木野村英明	会員　　小林　一夫	会員　　伊藤　誠吾	会員

■配偶者様誕生日祝
伊藤　誠吾	会員　　高原　　淳	会員

■次週のプログラム予定
4月23日（水）　「ロータリー財団の現状」　（ロータリー
財団委員会）


