
平成29年４月、大臣メッセージ『特別支援教育の生涯学習化に向けて』
を発出するとともに、総合教育政策局（当時の生涯学習政策局）に、障害者の生涯学習

政策を総合的に推進する「障害者学習支援推進室」を新設。

都道府県、市区町村に「障害者学習支援担当」窓口の設置を依頼。

「障害者の生涯学習の推進方策について（通知）」令和元年7月発出。

国

地方公
共団体

障害者は学校（特別支援学校等）を卒業した後の学びの場が少ない

各障害種の課題や対応、各主体の施策方針を明確化

障害者の生涯を通じた多様な学習活動の充実について

「学校卒業後の学びや交流の場がなくなるのではないか」 当時の文部科学大臣（松野大臣）が特別支援学校訪問時に保護者から聞いた不安の声

『障害者の生涯学習の推進方策について（報告）』（平成31年3月）

学校卒業後における障害者の学びの推進に関する有識者会議

地域コンソーシアムによる障害者の生涯学習支援体制の構築 都道府県を中心とした地域コンソーシアムを形成して体制整備 ※令和３年度は計４団体に委託

地域連携による障害者の生涯学習機会の拡大促進 市区町村が民間団体等と連携して障害者の生涯学習機会を拡充 ※令和３年度は計１８団体に委託

共に学び、生きる共生社会コンファレンス 学びの場の担い手の育成や学びの場の拡充等を目指して開催 ※令和３年度は全国８カ所で開催

「超福祉の学校」フォーラム 障害者本人等が参画する普及啓発フォーラムを開催 ※令和３年度は９月に「超福祉の学校」として開催

文部科学大臣表彰 障害者の生涯学習支援活動を行う個人・団体を表彰 ※令和２年度までに累計２６５件を表彰

人材育成の在り方検討会 社会教育、特別支援教育、障害者福祉等の分野で障害者の生涯学習を推進する人材育成等について検討

読書バリアフリー法に基づく取組の推進 令和２年度に基本計画を策定し、視覚障害者等の読書環境の整備を推進

主な取組（令和３年度）

〔学校卒業後の状況〕

特別支援学校卒業生の多くは就職
又は障害福祉サービス（就労移行
支援・就労継続支援）などに進む。

特別支援学
校卒業生
約２万人

高等教育機関への進学率は約４％

＜進路先データ＞
障害者雇用等
による就職 30.1%
障害福祉サービス

60.3%

〔地方公共団体の状況〕

学校卒業後の障害者の生涯学習に関する組織がある地方公共団体の状況

なし94.3％ なし95.9％都道府県 市区町村

組織を有する都道府県は5.7％ 市区町村は4.1％

〔障害当事者の声（アンケート調査）〕

「生涯学習の機会があると思う」 34.3%

「仲間と学び合う場やプログラムが身近にあると思う」 28.3%

平成26年 「障害者権利条約」批准

→障害者の生涯学習機会の確保が明記

平成28年 「障害者差別解消法」施行

→国・地方公共団体の
合理的配慮の義務化

平成30年 障害者基本計画（第４次） 及び
第３期教育振興基本計画 策定

→基本的施策として「学校卒業後の
障害者の生涯を通じた多様な学習
活動の充実」を位置付け

社会情勢の変化

目指す社会のあり方

○誰もが、障害の有無にかかわらず共に学び、生きる共生社会の実現

○障害者の主体的な学びの重視、個性や得意分野を生かした社会参加の実現



(1)都道府県レベルのネットワーク構築 (2)(3)地域レベルの学習機会拡充

１．地域における持続可能な学びの支援に関する実践研究〔130百万円〕委託事業

３.  障害者の生涯学習に関する連絡会議の開催、普
及・啓発や人材育成に向けた取組〔24百万円〕

２．生涯学習を通じた共生社会の実現に関する
調査研究〔3百万円〕委託事業

◆障害者の生涯学習のノウハウが乏しい市区町村が、実績のある民間団体
等と組織的に連携し、主に公民館等の社会教育施設における、障害当事者
のニーズや地域資源等を踏まえた、ICT等の活用や多様な体験活動を含む
包摂的な生涯学習プログラムを開発・実施し、その横展開を目指す。

令和4年度要求額 158百万円
（前年度予算額 116百万円）

（１）地域コンソーシアムによる障害者の生涯学習支援体制の構築〔70百万円〕

（２）地域連携による障害者の生涯学習機会の拡大促進〔52.5百万円〕

趣 旨

◆施策の推進に向けて、各事業の計画等に助言を行う有識
者を含めた連絡会議を設置し、ネットワーク化を図る。

◆実践研究事業等による「生涯学習プログラム」等の研究
成果の普及や実践交流等を行うため、全国をブロックに
分けてコンファレンス（実
践研究集会）を実施する。

◆障害の理解促進や共生社会
実現に向けて障害当事者等
の参画も得て障害理解啓発
フォーラムを実施する。

※写真：「令和元年度共生社会コンファレンス東海・北陸ブロック」

◆障害者が生涯学習活動に参加する際の阻害要因・促進要
因を発達段階や障害種に応じて把握する調査を実施する。

◆ロジックモデルに基づき、事業成果のアウトカムを適切
に捕捉する調査として実施する。 （１箇所）

成果や課題を共有

都道府県と大学等との連携による体制整備・人材育成 （10箇所）

◆大学入学者選抜等によって進学が困難な障害者（特に知的障害者）が、特別支援学校高等部等
を卒業後も学び続けることができる生涯学習プログラムを大学・専門学校等が開発・実施する。

事業内容

◎各地域で障害者の社会参加と活躍を推進
◎地域における支援人材の増加と障害への理解を増進

◎学校卒業後の障害者が生涯を通じて学べる社会
◎障害の有無に関わらず、共に学び、生きる共生社会

（３）大学・専門学校等における生涯学習機会創出・運営体制のモデル構築〔7.5百万円〕

期待される成果 目指す社会

学校卒業後における障害者の学びの支援に関する実践研究事業

◆都道府県（指定都市）が中心となり、大学や特別支援学校、社会福祉法人、地元企業等が参画
する障害者の生涯学習のための「地域コンソーシアム」を形成し、支援体制を構築する。

◆学びの場の拡大に向けて市区町村職員等向けの人材育成研修モデル等を開発・実証する。

市区町村による障害者を包摂する学習プログラムの開発（35箇所）

社会への移行期における知的障害者等を対象とした学びのモデル構築（３箇所）

平成26年の障害者権利条約の批准や平成28年の障害者差別解消法の施行等も踏まえ、学校卒業後の障害者が生涯を
通じて学び、社会参加できる社会や、共に学び、生きる共生社会の実現に向けた取組を推進することが急務である。また、平成
30年度の学校卒業後の学習活動に関する障害者本人へのアンケート調査では、生涯学習の機会が不足している現状等が示
されており、特に地域における障害者の生涯学習機会の整備が求められている。
こうした現状を踏まえ、地方公共団体が民間団体等と連携し、発達段階や障害種に応じた生涯学習プログラムや持続可能
な事業実施体制等のモデル開発を行い、成果を全国に普及していくことで、障害者の生涯学習機会の整備・充実を図る。

公民館等が障害者の学習活
動支援に関わった経験の有無

生涯学習の
機会について

※平成30年度学校卒業後の学習活動に
関する障害者本人等へのアンケート調査

ある：
34.3%

ない：
65.7%

※現状・課題：現在の本取組の中心は民間団体が中心である。平成30年度「障害者の生涯を通じた学習活動
支援に係る実態に関するアンケート調査」では、障害者の学びの支援経験のない公民館等は85%を超える。

ある：
14.5%

ない：
85.5%

R4開始

R2開始

R3開始

事業開始年度：平成30年度



障害者の学び実践紹介動画

共に学び ひろがる世界 ～障害者×生涯学習～

≪趣旨・目的≫
文部科学省が実施している「学校卒業後における障害者の学びの支援に関する実践研究

事業」の取組事例を動画として紹介し、各種実践モデルの広域普及・地方公共団体が主体
となり民間団体等と連携した障害者の学びの場拡充を目指す。

≪視聴ターゲット≫
地方公共団体の社会教育・生涯学習・特別支援教育・障害者福祉担当者など

≪どんな動画？≫
地域で障害者の生涯学習を実践する２つの事例にスポットを当て、取組の様子を紹介。

学びの場に参加する障害当事者へのインタビューから、”学び”によって広がる世界、障害
者の生涯学習実践のヒントを約13分の動画に凝縮。

≪動画メニュー≫
・金澤翔子さん (書家・文部科学省スペシャルサポート大使)のメッセージ
・オンラインを活用した学びの実践(一般社団法人みんなの大学校 )

・当事者からひろがる学び(NPO法人障がい児・者の学びを保障する会 )

・障害者の生涯学習を担う行政職員に向けて(文部科学省障害者学習支援推進室)

金澤翔子さんからのスペシャルメッセージ やっぱり学ぶことが好きなんです

動画の視聴は
こちらから→

https://youtu.be/5bXcg_sXFd0

学びで自分の世界がひろがりました

3



例１ 障害者の学びのニーズや学びの
成果としての社会参加機会の創出に
向けて、障害者本人による学びの成
果発表や思いの表現等の機会を設定

例２ 障害者の学びの場の担い手を育
成するための優れた実践事例の発表
や、ワークショップ等の実施

例３ 各テーマ（学びの場の類型、障害

種、実施主体等）ごとの分科会の開催、
関係者のネットワーク構築に資する
交流機会を設定

共に学び、生きる共生社会コンファレンス

平成２６年の障害者権利条約の批准や平成２８年の障害者差別解消法の施行等も踏まえ、学校卒業後の障害
者が生涯を通じて学び続けられる社会、共に学び生きる共生社会の実現に向けて、障害者の生涯学習の機会を
全国的に整備・充実することが急務である。

そこで、令和元年度より障害者の生涯学習活動の関係者が集う「共に学び、生きる共生社会コンファレン
ス」を全国ブロック別に開催し、障害者本人による学びの成果発表等や、学びの場づくりに関する好事例の共
有、障害者の生涯学習活動に関する研究協議等を行う。障害の社会モデルに基づく障害理解の促進や、支援者
同士の学び合いによる学びの場の担い手の育成、障害者の学びの場の充実を目指す。

会議、協議会
関係者間で共有する問題
について協議すること

コンファレンス
（Conference）

趣旨

コンファレンス実施内容 誰もが、障害の有無にかかわらず共に学び、生きる共生社会の実現

○150～300名程度を想定 ○障害者本人、学びの支援者・関係者、障害者の学びに関心のある人など

⇒都道府県・市町村職員（障害者学習支援担当、生涯学習、教育、スポーツ、文化・芸術、福祉、労働等）、社会教育主事、公民
館・図書館・博物館職員、特別支援学校等教職員、教職員経験者、障害者の学習支援実践者（NPO等）、大学関係者、福祉サー
ビス事業所職員、社会福祉協議会職員等。

参加者

【概要映像】令和元年度
関東甲信越ブロックの様子

【記録映像】令和２年度
中国・四国ブロックの様子



〈令和３年度実施〉共に学び、生きる共生社会コンファレンス各ブロック開催概要

No. 実施団体等名 事業名 テーマ （予定） 開催日・開催方法

1
【北海道ブロック】
北海道教育委員会

「テーマ検討中」
日程：令和4年2月5日（土）
主会場：なし（オンライン開催）

2
【東北ブロック】
岩手県教育委員会
株式会社日経BP

SDGsと「障害者の障害学習」推進に向けた共生社会コンファレ
ンス～ノーマライゼーションという言葉のいらないまち・陸前高
田市からの発信～

日程：令和4年1月15日(土)
主会場：陸前高田市民文化会館
※オンライン併用予定

3
【関東甲信越ブロック】
一般社団法人みんなの大学校

障害者の生涯学習の未来を創造する―障害者青年学級の再
考と新たな流れ

日程：令和4年2月26日（土）
主会場：国分寺市本多公民館
※オンライン併用予定

4
【東海・北陸ブロック】
NPO法人春日井子どもサポート
KIDS COLOR

地域における障害者の生涯学習プログラムの開発・普及コン
ファレンスin東海・北陸

日程：令和4年1月22日（土）
主会場：文化フォーラム春日井
※オンライン併用予定

5
【近畿ブロックA】
社会福祉法人一麦会

学び合う そして 創り合う～障害者の生涯学習に向けて～

日程：令和3年10月12日（火）
令和4年1月30日（日）

主会場：紀の川市打田生涯学習
センターほか
※オンライン併用予定

6
【近畿ブロックB】
兵庫県教育委員会

ともに学べる共生社会をめざして
日程：令和3年11月5日（金）
主会場：近畿地方各地に

サテライト会場設置予定

7
【中国・四国ブロック】
国立大学法人愛媛大学

まるのつどい〜新しい日常時代における地域のつながりを考
えよう！障害者の生涯を通じた新しい学びの場づくり〜

日程：令和4年1月12日（水）〜
令和4年2月12日（土）

※コンテンツ動画視聴可能期間
主会場：なし（オンライン開催）

8
【九州・沖縄ブロック】
宮崎県

宮崎発！「いつでも、どこでも、誰でも学べる」持続可能な共生
社会を実現するために

日程：令和4年1月22日（土）
主会場：宮崎県教育研修センター
※オンライン併用予定



第１章 総則

第２節 教育課程の編成

第５款 生徒の調和的な発達の支援

１ 生徒の調和的な発達を支える指導の充実

（５）生徒が，学校教育を通じて身に付けた知

識及び技能を活用し，もてる能力を最大限

伸ばすことができるよう，生涯学習への意

欲を高めるとともに，社会教育その他様々

な学習機会に関する情報の提供に努めるこ

と。また，生涯を通じてスポーツや文化芸

術活動に親しみ，豊かな生活を営むことが

できるよう，地域のスポーツ団体，文化芸

術団体及び障害者福祉団体等と連携し，多

様なスポーツや文化芸術活動を体験するこ

とができるよう配慮すること。

特別支援学校高等部学習指導要領等に
おける生涯学習に関する主な記載事項

学習指導要領（平成31年２月公示）

学習指導要領解説

（５）生涯学習への意欲の向上（第１章第２節第５款の１の（５））

本項は，障害者のライフステージ全体を豊かなものとするためには，障害

のある生徒に対して学校教育段階から将来を見据えた教育活動の充実を図る

ことを示している。

人が豊かな人生を送っていこうとすれば，単に生活が保障され，仕事によ

り賃金を得て，社会における役割を果たしていくのみならず，学習，文化，

スポーツといった生涯にわたる学習や体験の中から生き甲斐を見つけ，人と

繋がっていくことが必要となってくる。

そのため学校教育においては，卒業後の生活において，進路に関する指導

だけではなく，スポーツ活動や文化活動などを含め，障害のある生徒が，自

己実現を図るための生涯にわたる学習活動全般を楽しむことができるよう，

第２章以下に示す各教科・科目等又は各教科等の指導や，第１章第２節第３

款の１の（６）及び第５款の１の（3），第６款の１の（3）に示されている

ことを踏まえ，在学中から地域における活動に参加し，楽しむ態度を養うと

ともに，そのために必要な行政や民間による支援について学ぶなど，卒業後

においても様々な活動に積極的に参加できるよう，生涯学習への意欲を高め

ることが重要である。

障害のある生徒が，学校卒業後も必要な支援を受けながら豊かな生活を送

るためには，特別支援学校と，企業や障害者福祉施設等，高等教育機関とい

った卒業後の進路先とが，密接な連携を図ることが不可欠である。

引き続き，特別支援学校の場においても，学校教育のみならず，社会教育，

文化及びスポーツといった，就労や日常生活の時間とは異なる，生涯を通じ

て人々の心のつながりや相互に理解しあえる活動の機会が提供されるような

機能が総合的に発揮されるようにすることも大切である。



障害者の生涯学習啓発リーフレット「【わかりやすい版】だれでもいつでも学べる社会へ
～障害のある・なしに関係なく共に学べる生涯学習について～」

【本リーフレット掲載URL】
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00601.html

趣旨・ねらい

 障害のある・なしに関係なく、学校卒業後も学び続けること
ができる「生涯学習」について、特別支援学校等の生徒を主
な対象に想定したリーフレット。

 学校の授業や卒業生の同窓会等で、学校卒業後の学び場の紹
介や自分がチャレンジしたい生涯学習について考えるきっか
けとして活用・配布していただくことを期待。

構成内容

 全16ページ構成のリーフレットの主な内容は以下の通り。
 P３～6：学校卒業後の障害のある人を対象として実施されて

いる生涯学習の事例を掲載。公民館などの地域の社会教育施
設や大学で学べる活動を紹介。

 P7～10：ワークシートになっており、得意なこと、好きなこ
と、将来の夢を考えることを通じて、卒業してからやりたい
生涯学習を考えてみることを目的としている。

 P11,12：国、関係機関など社会全体が、障害のある人の生涯
学習を応援していることを伝える。

配布方法

 文部科学省ホームページからダウンロード可能➡

授業などで使用したい場合は、文部科学省障害者学習支援推進室まで
ご連絡ください。製本されたリーフレットをお送りさせていただきます。



ホームルーム活動

➣特別活動として
将来における自己実現に関わり，一人一人の主体的な意思決定が大切であ

ることを学ぶ。

➣具体的には
・高等部卒業後の社会生活においても，様々なことを学んだり，職業経
験を積んだりすることが大切であることを学ぶ。

・さらに，自分自身の在り方生き方や進むべき方向性とその具体的な選
択肢について探索・試行する必要があることを学ぶ。

・その上で，常に将来設計や目標を修正して，自己実現に向けて努力し
ていくことが大切であることを学ぶ。

＜根拠規定＞
特別支援学校高等部学習指導要領第５章で準ずるとしている高等学校学習指導要領第５章
【高等学校学習指導要領第５章第２〔ホームルーム活動〕の２の(3)のア】
ア 学校生活と社会的・職業的自立の意義の理解

現在及び将来の生活や学習と自己実現とのつながりを考えたり，社会的・職業的
自立の意義を意識したりしながら，学習の見通しを立て，振り返ること。

➣教科「職業」として
職場で働くことを中心とした生活をする上で求められる，休日の有効な生

かし方などについて学ぶ。

➣具体的には
・公共施設が提供しているサービスや，地域のサークル活動などを利用す
ることにより，休日を有効に生かすことができることを学ぶ。

・職場によっては，レクリエーションやサークル活動，福利厚生施設が整
備されていることを学ぶ。

・その上で，自分の生活やニーズに沿って，これらを組み合わせて利用す
るなど，休日の計画的な過ごし方を考える。

＜根拠規定＞
【特別支援学校高等部学習指導要領第２章第２節第１款〔職業〕の２の〔１段階〕
(2)のＡのイの(ｲ)の㋓】
イ 職業
(ｲ) 職業生活に必要な思考力，判断力，表現力等について，次のとおりとする。

㋓ 職業生活に必要な健康管理や余暇の過ごし方について考えること。

障害者の生涯学習啓発リーフレットの特別支援学校（知的障害）高等部での活用例

教科「職業」

将来，一人暮らしをしてみたいと思いますが，
一人で料理やお金の管理がきちんとできるか
不安でした。調べてみたら，住んでいる市に
も青年学級があるみたいだから，卒業したら
学びに行きたいと思いました。
（冊子３ページを学習したＡさんの感想）

部活動でダンス部に入っていて，卒業すると
きにダンスをやめないといけないと思ってい
ましたが，社会人が入れるサークルがたくさ
んあるんですね。仕事が休みの日は，ダンス
でリフレッシュできそうです。
（冊子10ページに書かれたＢさんの思い）


