
高松市総合教育センター

高松市総合教育センターでは、来年４月に小学校に

入学する児童の保護者を対象に、お子様にとって適切

な支援が受けられる学びの場について一緒に考える機

会として、就学説明会、就学等教育相談を行います。

・琴電 片原町駅 徒歩 ５分
・琴電 今橋駅 徒歩 １０分
（地図上の矢印が経路です。）

国道１１号線、フェリー通り等
からお越しください。建物北側
に駐車場があります。

・まちなかループバス「高松市コミュニティーバス」
「１１末広町」か「１６塩屋町」停留所下車 徒歩 ５分

・ことでんバス「片原町」停留所下車 徒歩１０分

お問い合わせ先 高松市教育委員会 高松市総合教育センター 支援係・幼児教育係
〒760-0060 高松市末広町5番地 代表:087-811-2161    FAX:087-811-2170

支援係(直通):087-811-2163 幼児教育係(直通):087-811-2162

周 辺 地 図

令和４年度小学校入学予定
年長児の保護者対象

高松市総合教育センターへのアクセス方法

市総合教育センターＨＰ
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育児や就学等について特別支援教育の経験豊かな教職員による教
育相談を当センターで行います。親子で来ていただき、３５分程度の
面談で、適切な学びの場や支援について、一緒に考えます。
母子手帳、療育手帳、身障者手帳、検査結果、診断書、かけはし等、お

子様の状況がわかる資料がある方は、お持ち下さい。

就学説明会

学校見学・相談の開始

就学等教育相談 受付開始

就学先の決定（最終は年内）

入学周知会等

幼稚園、保育所、こども園等に通っている場合には、園（所）長
先生から見学したい学校に電話をしておいてもらうとスムーズです。

就学判定とは、お子様の様子から、医師、大学教授等の専門家が、
「どこで学ぶのがふさわしいか」を客観的に判定して、選択肢を広
げます。結果は、書面（郵送）でお知らせします。県立の特別支援
学校を希望される場合は、県教育委員会の就学判定へつなぎます。

就学先の決定は、本人・保護者の意向が
最大限尊重されます。
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高松市の就学判定

就学に向けてのスケジュール

（保護者等が対象：全体説明形式：予約不要）

申込み
不要

就学説明会について

（親子が対象：個別相談形式：要予約）

【相談時間】
・ 9:30～10:05      ・13:00～13:35
・10:20～10:55      ・13:50～14:25
・11:10～11:45      ・14:40～15:15

・15:30～16:05

・ＷＥＢ上の申込みフォーム
・申込書を就学説明会時に持参
・申込書をＦＡＸ 087-811-2170
・電話 087-811-2163

就学等教育相談会の日時 申込み
必要

就学等教育相談会
①②③④

就学等教育相談会
⑤⑥⑦⑧⑨

通常の学級では、１人の先生が３５人ま
で受け持ちます。電子黒板等を使って、視
覚的な支援をするなど、授業のユニバーサ
ルデザイン化や、個別の声かけ等を通して、
わかりやすい授業を心がけています。

通常の学級

特別支援学級では、１人の先生が８人ま
で受け持ちます。週に９時間以上、別室の
支援学級にて少人数で授業を行います。学
習面だけではなく、生活面、行動面、社会
面、健康面等、きめ細かな支援を行います。

特別支援学校では、１人の先生が、３人
～６人を受け持ちます。環境が整った学校
で、専門性の高い教員が、支援を行います。
児童の実態に応じ、将来の自立を見据えた
教育内容が充実しています。

特別支援学校

通級による指導は、市内に４校ある拠点
校の担当が行っています。苦手としている
ことの改善・克服が目的で、学習内容の補
充の時間ではありません。詳しくは、入学
後、学校にお尋ねください。

通級による指導

特別支援学級
地元の
学校内

県内に
９校

市内に
４拠点校

※学びの場を年度途中で変えることはできません。
次年度から学びの場を変更する希望がある場合は、
遅くとも１学期末までに、まず、学級担任に相談
してください。

いろいろな学びの場

学校見学・相談の開始

就学先の
決定

【相談日】
① 7月16日（金）⑥ 8月23日（月）
② 7月20日（火）⑦ 8月26日（木）
③ 7月27日（火）⑧ 8月30日（月）
④ 7月30日（金）⑨ 9月 2日（木）
⑤ 8月 4日（水）⑩10月26日（火）

申込み方法 ６月１日より

申込みフォームやＦＡＸで申し込まれた方は、相談日確定のため、こちら
から電話させていただきます。また、当日、台風等の影響で、市内に気象警
報が発表されている場合は中止し、後日、振替日を調整させていただきます。

※新１年生の入学と同時に通級を利用することは
できません。入学後、学校と相談してください。

【スマホから】
←ＱＲコードより
【パソコンから】
高松市総合教育
センターホーム
ページより申込
みできます。

お子様の特別支援学校への入学や特別支援学級への入級を検討
されている保護者、その支援者の方々を対象に、特別支援教育の現
状や入学までの流れ等について説明します。

【当センターに来ていただく場合】

①６月９日（水） 10:00～11:00

②６月21日（月） 13:00～14:00

※お子様のお預かりはできません。

【動画配信】

説明会の内容を

いつでもご覧い

ただけます。

オンデマンド

高松市の就学判定
９月～１２月

就学時健康診断１０月～11月

就学等教育
相談会⑪

就学等教育
相談会⑩

入学後の支援等について
各学校と確認

香川県
の就学
判定

各学校で学びの場や時間
割等について説明を受け、
在籍について考える

どちらの回も、動画配信の
内容と同じです。



○小学校（ＬＤ・ＡＤＨＤ等） ○県立聾学校（言語・難聴等）
高松第一小学校 川島小学校
屋島西小学校 一宮小学校

○中学校（ＬＤ・ＡＤＨＤ等）
高松第一中学校 龍雲中学校
サテライト教室（高松市総合教育センター内）
サテライト教室（教育支援センター「みなみ」内）

障害種別 学校名 所在地 電話番号

視覚障害 盲学校 高松市扇町2丁目9番12号 087-851-3217

聴覚障害 聾学校 高松市太田上町513番地1 087-865-4492

肢体不自由 高松養護学校 高松市田村町1098番地1 087-865-4500

病弱
善通寺
養護学校 善通寺市仙遊町2丁目1番2号 0877-62-7631

知的障害

香川東部
養護学校 さぬき市長尾西475番地 0879-52-2581

香川中部
養護学校 高松市田村町784番地 087-867-3522

香川丸亀
養護学校 丸亀市飯野町東分592番地1 0877-24-1215

香川西部
養護学校 観音寺市出作町字池下712番地 0875-25-1775

香川大学
教育学部附属
特別支援学校

坂出市府中町綾坂889番地 0877-48-2694

①知的障害 ②肢体不自由 ③病弱・身体虚弱

④弱視 ⑤難聴 ⑥自閉症・情緒障害

通級指導教室とは？
保護者向けガイド

（香川県教育委員会作成）

検索キーワード お問い合わせ先 電話番号

サポートファイル「かけはし」 香川県教育委員会 087-832-3756

高松市立小・中学校区一覧
高松市教育委員会
学校教育課学務係

087-839-2616

高松市 放課後児童クラブ 高松市子育て支援課 087-839-2354

高松市 放課後等デイサービス
高松市障がい福祉課 087-839-2333

高松市 手帳の交付（療育/身障/精神）

高松市の通級指導教室

高松市の特別支援学級の種別

香川県立特別支援学校等

お役立ちリンク集（キーワードで検索）

香川県では、１名でも
学級を設置します。


