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○本資料のデータは、学校基本統計及び特別支援教育課業務調査等を用いた。

○特に断りのない限り、本資料のデータは各年度５月１日現在のものである。

（最新のデータは令和２年５月１日現在 ）。

○平成１８年度以前のデータ等については、特殊教育、盲学校・聾学校・養護学校、

特殊学級等の旧名称で表記しているところがある。

○本文で使用している略称は以下のとおりである。

【障害種別】 視…視覚障害 聴…聴覚障害 知…知的障害

肢…肢体不自由 病…病弱・身体虚弱

【学 部】 幼…幼稚部 小…小学部

中…中学部 高…高等部

【設 置 者】 国…国立 公…公立 私…私立

○「－」はデータなしを示す。

○割合については、値を四捨五入しているため、各区分の割合の合計が100%にならない

場合がある。
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