
１ 本県特殊教育及び特別支援教育の歩み

年度 盲 学 校 教 育 聾 学 校 教 育 養 護学校 教育 特 殊学級 教育 そ の 他
ろう

明42 右記特別学級を廃止 県師範学校附属小内
し９月から聾唖学級 に特別学級（知的）
設置 設置（４月～８月）

大４ 紀伊教育会盲唖学校設置
大５ 同校へ盲生５名入学 計44名
大７ 同校県立移管 開校式
大12 盲学校及び聾唖学校令公布

公立紀南盲唖学校開校
大14 和歌山市真砂町２丁目に校舎完成
昭９ 全国盲唖教育研究大会開催
昭20 空襲により全焼
昭21 海草郡西脇野公会堂、磯の浦海洋道場仮校

舎とする
県立盲唖学校改め、県立和歌山盲学校県立
和歌山ろう学校に分離（県告示第211号）
盲聾教育義務制、小学部１年から実施

昭23 初等部、中等部を廃止、小学部、中学部設
置
和歌山市湊通り丁１丁目に校舎新設
高等部設置

昭24 高等部設置 田辺第三小 １学級 六星寮発足
朝来小 ２学級

昭25 現在地に校舎新設 ろうあ児24名を分離
法に基づき､はり師､ 西和中 １学級 和歌山県特殊教育研

昭26 きゅう師、あん摩師 明和中 １学級 究会発足
養成学校として許可 西向中 １学級
される

高等部専攻科設置 同会部制を敷く
昭27 第１部 盲

第２部 ろう
第３部 精神薄弱

昭28 第１回特殊教育研究
発表大会（田辺市）

昭29 寄宿舎落成 寄宿舎落成 有功ヶ丘学園開園
昭30 理療科専攻科第２部 理容科設置

設置
昭31 和歌山県手をつなぐ

親の会発足
昭33 理容所開設
昭34 創立４０周年記念式典挙行

有功ヶ丘学園内特殊 第１回夏期研修会
昭36 学級（有功小・紀伊 （白浜）

中）設置 愛徳整肢園開園
昭37 全国盲学校点字珠算 幼稚部設置（５歳児 愛徳分校開校

大会開催 学級） （雑賀小・西浜中）
昭38 虎伏学園内に特殊学

級（宮小）設置
昭39 虎伏学園内に特殊学

級（日進中）設置
昭40 現在地へ移転 南紀療育園開園

高等部に普通科設置 学校規則改正高等部 南紀療育園内特殊学
昭41 専攻科 級（岩田小、上富田

中）設置
昭42 全国盲学校体育大会 南紀養護学校開校

開催
昭43 創立50周年記念式典 岩出療育園開園

挙行



年度 盲 学 校 教 育 聾 学 校 教 育 養 護学校 教育 特 殊学級 教育 そ の 他
ろう

昭44 ４歳児学級設置
昭45 南紀養護学校高等部 和歌山県精神薄弱者

設置 育成会結成
昭46 幼稚部（５歳児）設 創立50周年記念式典 田辺第一小に言語障

置 挙行 害学級 設置
昭47 家庭訪問指導制度開

設
昭48 高等部保健理療科設 紀北養護学校開校

置
昭49 ３歳児学級設置 紀北養護学校高等部 小学校２校、中学校

設置 ４校に情緒障害学級
昭50 紀北養護学校有功ヶ 虎伏分校発足

丘学園分校発足
昭51 和大教育学部附属養 和歌山県心身障害児

護学校開校 就学指導協議会発足
昭52 はまゆう養護学校開

校
南紀養護学校創立10
周年

昭53 創立６０周年記念式典 和歌山県特殊教育振
興大会

昭54 第54回全日本盲学校 みはま養護学校開校 養護学校教育義務制
教育研究大会 実施

家庭訪問指導制度廃
止

昭56 はまゆう養護学校東 国際障害者年
牟婁分教室開設 和歌山県障害児教育

振興会発足
和歌山県障害児教育
振興大会開催

昭57 紀北養護学校創立10 障害者にかかる和歌
周年記念式典 山県長期行動計画
岩出療育園教室竣工

昭58 有功ヶ丘学園分校全 重度重複障害児ハン
面改築 ドリング教本 発行

昭59 竹材工芸科を産業工 みはま養護学校日高 教育課程検討委員会 養護学校整備計画策
芸科に変更 総合病院内学級設置 発足 定

特殊教育推進会設置
昭60 はまゆう養護学校東

牟婁分教室中学部設
置
有功ヶ丘学園分校が
園部分校に改称

昭61 全国理容科美容科教 きのかわ養護学校開 教育課程編成のてび 第25回全日本特殊教
育研究会 校 き(精神薄弱教育編) 育研究連盟全国大会

全国重心教育担当者 刊行
研究協議会
はまゆう養護学校特
殊教育実験学校指定
を受ける（３年）

昭62 南紀養護学校創立20 第33回和歌山県特殊
周年記念誌刊行 教育研究大会（日高

大会）開催
昭63 盲学校創立70周年 ろう学校創立70周年 みはま養護学校創立 第34回和歌山県特殊 身体障害者雇用促進

10周年 教育研究大会（西牟 法の一部改正（精神
岩出療育園教室を毎 婁大会）開催 薄弱者の取り扱いに
日の学習形態にし、 ついて）
岩出分教室と改称



年度 盲 学 校 教 育 聾 学 校 教 育 養 護学校 教育 特 殊学級 教育 そ の 他
ろう

平元 第24回全国精神薄弱 第35回和歌山県特殊
養護学校教頭研究大 教育研究大会（海草
会開催 大）会開催

第19回全国病弱養護
学校教頭会総会和歌
山大会開催

平２ 高等部専攻科に保健 みくまの養護学校開 第36回和歌山県特殊
理療科を設置 校 教育研究大会（和歌
近畿盲学校体育大会 山市大会）開催

平３ たちばな養護学校開 第37回和歌山県特殊
校 教育研究大会（有田

大会）開催
平４ みはま養護学校高等 第38回和歌山県特殊

部重複学級設置 教育研究大会（伊都
大会）開催

平５ 紀北養護学校肢体不 第39回和歌山県特殊 通級指導教室設置
自由重複障害学級 教育研究大会（東牟 （蓬莱小１教室）
（高等部）設置 婁大会）開催 重度重複障害児ハン
紀北養護学校創立20 ドリング教本 第２
周年記念式典挙行 版 発行

平６ 紀北養護学校肢体不 第40回和歌山県特殊 「紀の国障害者プラ
自由重複障害学級 教育研究大会（那賀 ン」策定
（小・中学部）設置 大会）開催

平７ 第32回近畿ブロック 就学指導の手引き
研究協議会（和歌山 発行
大会）開催
第41回和歌山県特殊
教育研究大会（和歌
山市大会）開催

平８ 相互通話式集団補聴 きのかわ養護学校創 第42回和歌山県特殊
システム導入 立10周年記念式典挙 教育研究大会（西牟

行 婁大会）開催
平９ 視覚障害児童生徒授 南紀養護学校創立30 第43回和歌山県特殊 行幸啓（たちばな養

業支援システム導入 周年記念式典挙行 教育研究大会（海南 護学校視察）
・海草大会）開催 高等部訪問教育試行

的実施
文部省委嘱事業平成
9・10年度 早期教育
相談等の在り方に関
する実践研究
第18回「辻村奨励賞」
をたちばな養護学校
性教育研究ｸﾞﾙｰﾌﾟが
受賞

平10 盲学校創立80周年記 ろう学校創立80周年 みはま養護学校高等 第44回和歌山県特殊 新設養護学校開校準
念式典 記念式典 部普通学級設置 教育研究大会（日高 備室設置

大会）開催 文部省委嘱事業平成
10・11年度福祉・医
療の連携に関する実
践研究
文部省委嘱事業平成
10年度ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱを活
用した補充指導につ
いての調査研究
第32回「高木奨励賞」
を南紀養護学校教諭
木下賢治氏が受賞
特殊教育百二十年祈
念教育功労者表彰
重度重複障害児ﾊﾝﾄﾞ
ﾘﾝｸﾞ教本第3版、就
学指導の手引き第2
版発行



年度 盲 学 校 教 育 聾 学 校 教 育 養護学校 教育 特 殊学 級教育 そ の 他
ろう

平11 紀伊コスモス養 第45回和歌山県特 精神薄弱を知的障害と用語の
護学校開校 殊教育研究大会 改正
第35回近畿・東 （有田大会） 全国初、中型・超低床式ノン
海・北陸地区病 開催 ステップバス３台を導入
弱虚弱教育研究 文部省委嘱事業平成11年度マ
連盟研究発表大 ルチメディアを活用した補充
会開催 指導についての調査研究

県子ども保健福祉相談センタ
ー開所
近畿知的障害養護学校ＰＴＡ
連合協議会開催

平12 たちばな養護学 第46回和歌山県特 文部省委嘱事業平成12・13年
校創立10周年記 殊教育研究大会 度 学習障害児に対する指導方
念式典 （伊都大会） 法等に関する実践研究
みくまの養護学 開催 文部省委嘱事業平成12年度 福
校創立10年目記 祉・医療の連携に関する実践
念行事 研究

近畿知的障害養護学校ＰＴＡ
連合会協議会総会開催
文部省が文部科学省となり、
特殊教育課が特別支援教育課
となる。
21世紀の特殊教育の在り方に
ついて（最終報告）

平13 第47回和歌山県特 文部科学省委嘱事業 平成13・
殊教育研究大会 14年度 福祉・医療の連携に関
（東牟婁大会） する実践研究
開催 文部科学省委嘱事業 平成13・

14年度 障害のある子どものた
めの教育相談体系化推進事業

平14 全国盲学校長会 近畿知的障害養 第48回和歌山県特 肢体不自由養護学校への看護
護学校研究大会 殊教育研究大会 師派遣
紀伊コスモス養 （那賀大会） 文部科学省委嘱事業 平成14・
護学校創立５周 開催 15年度 盲・聾・養護学校の専
年記念式典 門性向上推進ﾓﾃﾞﾙ事業

文部科学省委託事業 平成14
年度豊かな体験活動推進事業

平15 近畿盲学校弁論大 全国聾学校理容科 紀北養護学校創 第49回和歌山県特 特別支援教育推進体制モデル
会 美容科研究大会 立３０周年記念 殊教育研究大会 事業

式典 （海草大会） 盲・聾・養護学校の専門性向
開催 上推進モデル事業

豊かな体験活動推進事業
養護学校における医療的ケア
に関するモデル事業
障害のある子どものための教
育相談体系化推進事業

平16 第50回全国肢体 第50回和歌山県特 特別支援教育推進体制モデル
不自由教育研究 殊教育研究大会 事業
協議会和歌山大 （田辺西牟婁大 養護学校における医療的ケア
会 開催 会）開催 に関するモデル事業

教育研修センター教育相談室
に特別支援教育に係る教育相
談部門の設置
第28回全国特殊教育センター
協議会総会・研究協議会和歌
山大会 開催

平17 第42回近畿ブロッ 特別支援教育体制推進事業
ク研究協議会（和 盲・聾・養護学校における医
歌山大会）開催 療的ケア実施体制整備事業
第51回和歌山県特 文部科学省特殊教育研究協力
殊教育研究大会 校指定（はまゆう養護学校）
（和歌山市大会） 特別支援教育を推進するため
開催 の制度の在り方について（答

申）



年度 盲 学 校 教 育 聾 学 校 教 育 養護学校 教育 特 殊学 級教育 そ の 他
ろう

平18 和歌山市立雑賀 第52回和歌山県特 第７期きのくに教育協議会
小学校及び西浜 別支援教育研究大 審議テーマ「特別支援教育の
中学校愛徳分校 会（日高大会）開 和歌山スタイルをつくる」
が県立移管、紀 催 特別支援教育体制推進事業
北養護学校愛徳 文部科学省特殊教育研究協力
分教室となる。 校指定（はまゆう養護学校）
全国肢体不自由
養護学校教頭研
究協議会開催



年度 視覚障害教育 聴覚障害教育 知的障害教育 特別支援学級教育 そ の 他
肢体不自由教育
病弱教育

平19 はまゆう養護学 第53回和歌山県特 特別支援教育（学校教育法一
校創立３０周年 別支援教育研究大 部改正）
記念式典 会（有田大会）開 特別支援教育体制推進事業
近畿知的障害養 催 文部科学省高等学校における
護学校研究大会 発達障害支援モデル事業（和

歌山東高等学校）
文部科学省職業自立を推進す
るための実践研究事業

平20 近畿盲学校弁論大 和歌山ろう学校 紀伊コスモス支 第54回和歌山県特 県立学校課に特別支援教育室
会 創立９０周年記念 援学校創立１０ 別支援教育研究大 設置
和歌山盲学校 式典 周年記念式典 会（伊都大会）開 発達障害等支援・特別支援教
創立９０周年記念 催 育総合推進事業
式典 養護学校を「支 文部科学省高等学校における

援学校」に校名 発達障害支援モデル事業（和
変更 歌山東高等学校・２年次）

文部科学省職業自立を推進す
るための実践研究事業
（２年次）

平21 みはま支援学校 第55回和歌山県特 学校指導課に特別支援教育室
創立３０周年記 別支援教育研究大 設置
念式典 会（東牟婁大会） 発達障害等支援・特別支援教

開催 育総合推進事業
近畿地区肢体不 文部科学省高等学校における
自由教育研究協 発達障害支援モデル事業（和
議会 歌山東高等学校・新規１年

次）
平22 たちばな支援学 第56回和歌山県特 特別支援教育総合推進事業

校 創立２０周 別支援教育研究大 （特別支援教育の体制整備の
年記念式典 会（那賀地方大 推進、高等学校における発達

会）開催 障害のある生徒への支援）
みくまの支援学
校 創立２０周
年記念式典

平23 第52回全国病弱 第57回和歌山県特 特別支援教育総合推進事業
虚弱教育研究連 別支援教育研究大 （特別支援教育の体制整備の
盟研究協議会並 会（海南・海草地 推進、高等学校における発達
びに総会 方大会）開催 障害のある生徒への支援）
第47回近畿・東
海・北陸地区病
弱虚弱教育研究
連盟研究協議会
並びに総会
和歌山大会開催

平24 近畿盲学校弁論大 和歌山さくら支 第58回和歌山県特 近畿知的障害特別支援学校Ｐ
会 援学校開校 別支援教育研究大 ＴＡ連合会協議会総会開催

会（田辺・西牟婁
大会）開催

平25 紀伊コスモス支 全日本特別支援教 第56回全国肢体不自由特別支
援学校園部分校 育研究連盟第50回 援学校ＰＴＡ連合会総会及び
閉校 近畿特別支援教育 ＰＴＡ・校長会合同研究大会

連絡協議会和歌山 和歌山大会開催
大会・第59回和歌
山県特別支援教育 学校教育法施行令一部改正
研究大会開催



年度 視覚障害教育 聴覚障害教育 知的障害教育 特別支援学級教育 そ の 他
肢体不自由教育
病弱教育

平26 第60回和歌山県特 早期からの教育相談・支援体
別支援教育研究大 制構築事業
会（日高大会） 第39回近畿特別支援学校知的
開催 障害教育研究大会和歌山大会

開催
近畿特別支援学校知的障害教
育校長会研究大会（和歌山大
会）開催
肢体不自由教育ハンドブック
刊行

平27 きのかわ支援学 第61回和歌山県特 県立学校教育課に特別支援教
校創立３０周年 別支援教育研究大 育室設置
記念式典 会（有田大会）

開催 早期からの教育相談・支援体
制構築事業

近畿特別支援学校知的障害教
育校ＰＴＡ連合協議会開催

障害を理由とする差別の解消
を推進するための和歌山県立
学校職員対応要領策定

平28 近畿盲学校弁論 第59回全国聾学校 第62回和歌山県特 障害を理由とする差別の解消
大会 理容科・美容科研 別支援教育研究大 の推進に関する法律（障害者

究大会 会（伊都大会） 差別解消法）施行
開催 全国特別支援学級設置学校長

協会第３回全国理事研究・研
修協議会

平29 高等部に理容・美 南紀支援学校創 第63回和歌山県特 平成２９年度高等学校におけ
容科を設置 立５０周年記念 別支援教育研究大 る特別支援教育拠点校整備事

式典 会（東牟婁地方大 業（有田中央高等学校）
会）開催 平成２９年度特別支援教育の

推進に関する関係課長連絡会
議（近畿・中国・四国ブロッ
ク：文部科学省主催）
平成２９年度近畿各府県特別
支援教育担当指導主事会

平30 和歌山盲学校創立 和歌山ろう学校創 第64回和歌山県特 発達障害に関する通級による
１００周年記念式 立１００周年記念 別支援教育研究大 指導担当教員等専門性充実事
典 式典 会（那賀大会）開 業

催

令元 紀伊コスモス支 第65回和歌山県特 発達障害に関する通級による
援学校創立２０ 別支援教育研究大 指導担当教員等専門性充実事
周年記念式典 会（海南・海草大 業

会）開催

令２ みくまの支援学 ※たちばな支援学校創立３０
校創立３０周年 周年記念式典は、令和３年度
記念誌発行（新 に延期。
型コロナウイル
ス感染症により
式典は中止）


