
報告２ 小中学校との円滑な転出入（入学） 

 

 

 

 

 

昨年度の年度当初に小中学校から転入した児童生徒数

小学部 中学部

視覚障害教育部門 19 10
% (65.5) (34.5)
聴覚障害教育部門 12 14
% (46.2) (53.8)
肢体不自由教育部門 42 53
% (44.2) (55.8)
病弱教育部門 136 114
% (54.4) (45.6)
知的障害教育部門 558 490
% (53.2) (46.8)
合計 767 681
％ (53.0) (47.0)

※上記表は各校複数の障害種別を選択しており、障害種別毎に選択された項目を集計しております。

昨年度の年度末に小中学校へ転出した児童生徒数

小学部 中学部

視覚障害教育部門 9 0
% (100.0) (0.0)
聴覚障害教育部門 37 2
% (94.9) (5.1)
肢体不自由教育部門 51 10
% (83.6) (16.4)
病弱教育部門 243 179
% (57.6) (42.4)
知的障害教育部門 115 19
% (85.8) (14.2)
合計 455 210
％ (68.4) (31.6)

※上記表は各校複数の障害種別を選択しており、障害種別毎に選択された項目を集計しております。



 

 

 

 

 

昨年度の年度中に小中学校から転入した児童生徒数

小学部 中学部

視覚障害教育部門 3 2
% (60.0) (40.0)
聴覚障害教育部門 8 4
% (66.7) (33.3)
肢体不自由教育部門 274 155
% (63.9) (36.1)
病弱教育部門 1494 1298
% (53.5) (46.5)
知的障害教育部門 146 96
% (60.3) (39.7)
合計 1925 1555
％ (55.3) (44.7)

※上記表は各校複数の障害種別を選択しており、障害種別毎に選択された項目を集計しております。



 

 

 

 

昨年度の年度中に小中学校へ転出した児童生徒数

小学部 中学部

視覚障害教育部門 1 0
% (100.0) (0.0)
聴覚障害教育部門 4 0
% (100.0) (0.0)
肢体不自由教育部門 243 126
% (65.9) (34.1)
病弱教育部門 1346 1177
% (53.3) (46.7)
知的障害教育部門 72 33
% (68.6) (31.4)
合計 1666 1336
％ (55.5) (44.5)

※上記表は各校複数の障害種別を選択しており、障害種別毎に選択された項目を集計しております。

中学部へ外部の学校（地域の小学校）から入学してくる生徒の割合（％）

２０％未満
２０以上５
０％未満

５０％以上８
０％未満

８０％以上

合計 513 294 169 48
％ (50.1) (28.7) (16.5) (4.7)

※上記表は各校が選択した項目数を集計しております。

視覚障害教育部門 44 12 7 3
% (66.7) (18.2) (10.6) (4.5)
聴覚障害教育部門 70 18 3 0
% (76.9) (19.8) (3.3) (0.0)
肢体不自由教育部門 216 22 10 6
% (85.0) (8.7) (3.9) (2.4)
病弱教育部門 81 9 9 21
% (67.5) (7.5) (7.5) (17.5)
知的障害教育部門 185 244 142 20
% (31.3) (41.3) (24.0) (3.4)
合計 596 305 171 50
％ (53.1) (27.2) (15.2) (4.5)

※上記表は各校複数の障害種別を選択しており、障害種別毎に選択された項目を集計しております。



 

 

 

 

 

高等部へ外部の学校（地域の中学校）から入学してくる生徒の割合（％）

２０％未満
２０以上５
０％未満

５０％以上８
０％未満

８０％以上

合計 349 302 234 189
％ (32.5) (28.1) (21.8) (17.6)

※上記表は各校が選択した項目数を集計しております。

視覚障害教育部門 42 9 6 4
% (68.9) (14.8) (9.8) (6.6)
聴覚障害教育部門 46 13 6 3
% (67.6) (19.1) (8.8) (4.4)
肢体不自由教育部門 198 21 8 7
% (84.6) (9.0) (3.4) (3.0)
病弱教育部門 45 11 17 17
% (50.0) (12.2) (18.9) (18.9)
知的障害教育部門 66 253 201 162
% (9.7) (37.1) (29.5) (23.8)
合計 397 307 238 193
％ (35.0) (27.0) (21.0) (17.0)

※上記表は各校複数の障害種別を選択しており、障害種別毎に選択された項目を集計しております。


