
令和４年度兵庫県立いなみ野特別支援学校高等部生徒募集要項 

兵庫県立いなみ野特別支援学校 

 

１ 教育方針 

一人一人の教育的ニーズに基づき、兵庫県が目指す「こころ豊かで自立する人づくり」及び校訓「明朗・協力・自

立」に則り、自分の人生を主体的にたくましく生き抜く力を獲得するために、個々の能力を最大限に引き出し、自立

と社会参加できる調和のとれた人づくりを目指す。 

 

２ 高等部教育目標 

(1) 本校 

① 社会参加に必要な基礎的な知識や技能の向上を図るとともに、多様な人々と共生する態度を育成し、自立に

必要な諸能力の伸長を図る。 

② 豊かな活動を通して生活意欲を高め、働く喜びを感じ、働く意味がわかることで、自らの生き方を考える力、

創り出す力、楽しむ力を育む。 

(2) あおの訪問学級 

① 一人一人の障害の状態・特性に応じた学習により、健康を増進するとともに、情緒の安定を図る。 

② 様々な体験を通して興味関心の幅を広げ、知的好奇心を高める。 

③ 仲間と関わり集団で学ぶ喜びを味わい、人と関わる力を育む。 

 

３ 教育課程上の特色 

(1) 本校 

生徒の実態に基づき、類型別、学年別、学級別、グループ別、又は個別での指導を行い､一人一人に対応した

教育を行う。 

(2) あおの訪問学級 

自立活動を主とした教育課程を編成し、一人一人の状態・特性に応じた学習を行う。 

 

４ 募集定員  本科 普通科 ８５名 

 

５ 出願資格 

  入学を志願することのできる者(以下「志願者」という。)は、次の各号すべてに該当する者とする。 

(1) 本校 

① 令和４年３月末日までに特別支援学校中学部等を卒業する見込みの者又は学校教育法第82条において準用す

る同法第57条及び学校教育法施行規則第135条の第５項において準用する同施行規則第95条に規定する者。 

② 学校教育法施行令（昭和28年政令第340号）第22条の３に規定する者のうち知的障害に該当する者及び教

育上特別な取り扱いを要する者。 

③ 明石市、加古川市(志方中学校･神吉中学校･氷丘中学校･陵南中学校･両荘中学校･山手中学校校区)、稲美町に住

所を有する者。ただし、県外から志願する者等特別の事情がある場合は、本要項13による。 

(2) あおの訪問学級 

① 出願資格(1)①に該当する者。 

② 学校教育法施行令（昭和28年政令第340号）第22条の３に規定する者のうち知的障害に該当する者。 

③ 兵庫県に住所を有する者。ただし県外から志願する者等特別の事情がある場合は、本要項13による。 

④ 就学可能であるが障害の状態により通学して教育を受けることが困難な者で、出身学校長が推薦する者。 

 

６ 出願手続 

(1) 志願者は、１校１学科に限り出願することができる。兵庫県立特別支援学校の他の学校又は異なる学科を併願

することはできない。 

(2) 志願者は、提出書類を令和４年１月20 日（木）から１月26 日（水）まで（土曜・日曜を除く。）の間に、出



身学校長を経て本校学校長に提出しなければならない。受付時間は、９:00～16:30（１月26日（水）は９:00

～12:00。）とする(以下、年表示のない日付は令和４年を示す。)。なお、本校学校長へは郵送による提出も可と

し、その場合は、簡易書留にしなければならない（封筒表面に「願書在中」と朱書きすること。）。また、受検票

の送付用として344円分の切手（速達料金を含む。返送する受検票が多い場合は、その重量に応じた切手。）を

貼り、送付先を記入した返信用定型長３号封筒（12cm×23.5cm）を同封する。郵送による提出は、１月26日

（水）までに到着したものを受理する。また、願書受付期間中、志願者数を学校内に公示する。 

 (3) 提出書類は次のものとする。 

① 入学願書（様式第１号） 

② 受検票（様式第６号） 

③ 出身学校長の副申書（様式第２号） 

   なお、副申書の提出が困難な場合は、出身学校の卒業証明書及び本要項５出願資格(1)②又は(2)②に該当す

ることを証明するもの(療育手帳の写し)の提出を持って副申書に替えることができる。 

④ 調査書（様式第４号） 

⑤ 推薦書（様式第３号）（あおの訪問学級を志願する者に限り必要。） 

⑥ 施設（病院）副申書（様式第 13号）（あおの訪問学級を志願する者に限り必要。） 

⑦ 過年度卒業者が志願する場合は、住民票記載事項証明書（様式第５号） 

⑧ 過年度卒業者が志願する場合は、健康診断書 

⑨ 本校学校長が発行した入学志願承諾書（様式第12号）(本要項13に該当する者に限り必要。) 

※なお、本校受検者は出願までに、必ず本校での教育相談を受けておくこと。 

 

７ 志願変更 

(1) 志願者は志願変更の期間内に、志願校及び志願学科の変更をすることができる。 

(2) 志願変更の取扱期間は、１月27日（木）から２月1日（火）まで(土曜・日曜を除く。)とする。受付時間は、

９:00～16:30(２月１日(火)は９:00～12:00。)とする。この場合、書類の郵送は認めない。 

(3) 志願変更をする者は、志願変更願（甲）（様式第７号）・（乙）（様式第８号）を、出身学校長を経て、本校学校長

に提出し、所定の証明を受けた乙票及び先に提出した本要項「６出願手続」(3)の書類(ただし、入学願書はその

写し)の返還を受けて、志願変更先の特別支援学校長に提出する。なお、本校の受検票は、本校に返還しなければ

ならない。また、志願変更により新たに必要となる書類がある場合には、その書類を添付して提出すること。 

(4) 令和４年度兵庫県立特別支援学校高等部入学者選考要綱第7001項に該当する者は、本校学校長から証拠書類の

返還を受け、志願変更先の特別支援学校長に提出し、審査を受けなければならない。 

 

８ 選考方法 

 (1) 本校 

  面接及び調査書等により、総合的に判定し、選考する。 

 (2) あおの訪問学級 

  推薦書及び調査書等により、総合的に判定し、選考する。 

 

９ 本校の検査日時及び場所等 

(1) 日  時 ２月22日（火） Ａ・Ｂの２グループに分けて実施する。 

① Ａグループ  受付 ９:00～９:15 諸注意9:15～ 検査9:25～(順次) 

② Ｂグループ  受付10:00～10:15 諸注意10:15～ 検査10:25～(順次) 

なお、各グループは本校が割り振るものとする。 

(2) 場  所 兵庫県立いなみ野特別支援学校 本校 

(3) 実施する検査 面接 

(4) 持 ち 物 ①受検票  ②上履き  ③マスク 

(5) そ の 他 当日は、保護者面接も行うので、保護者同伴のこと。 

 



10 本校検査当日の緊急対応について 

(1) ７:30 時点で明石市、加古川市、稲美町のいずれかに、大雨、洪水、暴風、大雪、暴風雪、津波の特別警報又

は警報が発表されている場合は、次の①又は②とする。 

① 12:00時点で解除されている場合は、午後より入学者選考を実施する。 

    Ａグループ  受付14:00～14:15  諸注意14:15～  検査 14:25(順次)～ 

    Ｂグループ  受付15:00～15:15  諸注意15:15～  検査 15:25(順次)～ 

② 12:00時点で解除されていない場合は、翌日、2月23日(水)に実施する。 

   各グループ受付時間等は当初の予定と同じ。個々への連絡は行わない。(本校ホームページに掲載) 

(2) 公共交通機関の遅延が生じた場合は、時間を遅らせて実施する。 

(3) その他、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）交通途絶等による情報伝達等により通常の実施が難しい場合は、

本校から各中学校に別途連絡する。 

(4) 受検者が検査当日に発熱している場合は、中学校を通じて本校に連絡し、保健所又は医療機関の指示に従うこ

と。 

 

11 合格者の発表 

(1) 本校 

① ３月２日（水）午前11:00～12:00に本校玄関前に掲示する。 

② 合格者には、合格通知書等入学手続きに必要な書類を手渡すので、必ず受検票を持参すること。 

③ 電話による合否の問い合わせには応じない。 

(2) あおの訪問学級 

① ３月２日（水）11:00～14:00に、訪問学級教室内に掲示する。 

② 合格者の保護者（あるいは成年後見人）に、合格通知書等入学手続きに必要な書類を郵送する。 

 

12 再募集 

  合格者が募集定員に満たない場合には、再募集を行う。 

 (1) 出願資格は本要項「５出願資格」に同じ。 

(2) 出願は、本要項「６出願手続」(1)に同じ。 

(3) 志願者の出願手続は「６出願手続」(2)に準ずるものとし、提出書類を３月３日（木）から３月 7日（月）まで

の間に、出身学校長を経て本校学校長に提出しなければならない。受付時間は、９:00～16：30（３月7日（月）

は９:00～12:00）とする。 

(4) 提出書類は本要項「６出願手続」(3)に同じ。 

(5) 本校の検査日時及び場所等 

① 日 時 ３月９日（水） 受付14:30～14:45 諸注意14:45～ 検査14:55～(順次) 

② 場所等は本要項「9 本校での検査日時及び場所等」(2)～(5)に同じ。 

(6) 本校検査当日の緊急対応について 

① 12：00 時点で明石市、加古川市、稲美町のいずれかに、大雨、洪水、暴風、大雪、暴風雪、津波の特別警

報又は警報が発表されている場合は、翌日３月 10日(木)に実施する。受付時間等は予定と同じ。個々への連

絡は行わない。(本校ホームページに掲載) 

② 他は本要項「10 本校検査当日の緊急対応について」(2)～(4)に同じ。 

(7) 選考方法 

本要項「8 選考方法」に同じ。 

(8) 合格者の発表 

  ① 本校 

(ｱ) ３月14日（月）11:00～12:00に本校玄関前に掲示する。 

(ｲ) 他は本要項「11 合格者の発表」(1)②③に同じ。 

   ② あおの訪問学級 

(ｱ) ３月14日（月）11:00～14:00に、訪問学級教室内に掲示する。 



(ｲ) 他は本要項「12合格者の発表」(2)②に同じ。 

 

13 特別の事情のある者の手続 

(1) 県外から志願する者等特別の事情がある者で令和４年度兵庫県立特別支援学校高等部入学者選考要綱 7001 項

(1)(2)及び本要項「５出願資格」に該当する者は、兵庫県立特別支援学校高等部入学志願承認申請書(様式第 10

号)を作成し、本人及び保護者の住民票記載事項証明書(様式第5号)及び事情を証明する書類(令和４年度兵庫県立

特別支援学校高等部入学者選考要綱7003項参照)を添えて、本校学校長に提出し、承認を得なければならない。 

(2) 県外から志願する者等特別の事情がある者で令和４年度兵庫県立特別支援学校高等部入学者選考要綱 7001 項

(3)及び本要項「５出願資格」に該当する者は、「入学志願依頼状」(様式第11号)を志願者の住所の存する都道府

県教育委員会(政令指定都市にあっては当該市教育委員会)を経由して兵庫県教育委員会に提出し、許可を得なけれ

ばならない。 

(3) 申請書等受付及び承認書等発行の事務は、当初入学者選考及び再募集共に１月６日(木)から開始し、当初入学者

選考に係る事務は１月19日(水)まで、再募集は3月2日（水）まで(土曜・日曜・祝日を除く。)とする。受付時

間は９:00～16:30(当初入学者選考に係る事務の１月19日(水)及び再募集に係る事務の3月2日（水）は９:00

～12:00。)とする。 

   なお、本校学校長へは郵送による申請も可とし、その場合は、当初入試は1月6日（木）から1月12日（水）、

再募集は2月22日（火）までに必着の簡易書留にしなければならない（封筒表面に「入学志願承認申請書在中」

と朱書きすること）。また、「入学志願承認書」（様式12号）の送付用として440円分の切手（簡易書留料金を含

む。返送する入学志願承認書が多い場合は、その重量に応じた切手）を貼り、送付先を記入した返信用定形外角

形2号封筒（24㎝×33.2㎝）を同封する。 

(4) (3)の手続により本校学校長（令和４年度兵庫県立特別支援学校高等部入学者選考要綱7001項(3)に該当する者

は兵庫県教育長）から交付された「入学志願承認書（許可書）」を入学願書に添えて、本校学校長に提出しなけれ

ばならない。 

(5) 令和４年度兵庫県立特別支援学校高等部入学者選考要綱第7001項の各号に該当しない者で、他に特別の事情の

ある者についての出願及びその手続については、兵庫県教育委員会と本校学校長が別途協議するものとする。 

 

14 追検査 

再募集に出願している者(あおの訪問学級の再募集に出願している者は除く｡)で、新型コロナウイルス感染症と診

断され治癒していない、もしくは保健所等から新型コロナウイルスの濃厚接触者として健康観察や外出自粛を要請

されていることにより、再募集に関する検査等を受検できなかった者は、再募集に関する追検査を受検することが

できる。 

(1) 受検資格 

本校に出願している者で、次の①又は②に該当し、追検査の受検を希望する者。 

① 新型コロナウイルス感染症と診断され、再募集に関する検査等を受検できなかった者。 

② 新型コロナウイルス感染症への感染の疑いにより、保健所もしくは健康福祉事務所から健康観察の要請があ

り、再募集に関する検査等を受検できなかった者。 

※ ただし、診断書又はそれに類する書面（以下「診断書等」という。）を提出すること。 

※ なお、次の場合は、追検査の対象としない。 

(ｱ) 診断書等が提出されなかった場合 

(ｲ) 新型コロナウイルス感染症以外の、けが等の理由により、再募集に関する検査等を受検できない場合 

(2) 追検査の受検手続 

① 志願者又は保護者 

(ｱ) 新型コロナウイルス感染症で、再募集に関する検査等を受検することができない場合、志願者又は保護者は、

３月９日(水)の８：30 までに、出身学校長へ、検査等を欠席し、追検査の受検を希望する旨の連絡をする。 

(ｲ) 志願者又は保護者は、医療機関等の診断を受け、出身学校長の指示に従い、追検査申請の受付に間に合うよ

うに追検査願（様式２）及び診断書等を出身学校長へ提出する。 

② 出身学校長 



(ｱ) 志願者又は保護者から欠席の連絡を受けた出身学校長は、３月９日(水)の 12：00 までに、本校学校長に

電話連絡の上、追検査出願者一覧（様式１）をＦＡＸにより送信する。 

(ｲ) 出身学校長は、３月10 日（木）から3月16 日（水）の９：00～16：30（３月16 日（水）は９：00

～12：00）の間に、本校学校長へ追検査願（様式２）及び診断書等を提出する。 

 (3) 選考の方法 

      別途指示により実施する。 

 (4) 追検査の日時及び場所等 

①追検査実施日  ３月17 日（木） 

②詳細については、別途指示をする。 

  (5) 合格者の発表 

① ３月18 日（金）12:30～12:50 

② 他は本要項「12合格者の発表」(1)②③に同じ。 

 

15 その他  

(1) 本校合格者の入学説明会(本人・保護者対象)を、３月18日（金）13:00より行う。 

(2) 新型コロナウイルス感染症対策にかかわる注意事項(別紙)を参照。 

(3) 入学者選考に関する問い合わせ先 

〒675-1114  兵庫県加古郡稲美町国安 1284-1 

   兵庫県立いなみ野特別支援学校               電話 (079)492-6161 

〒675-1327  兵庫県小野市市場町 926-453 兵庫あおの病院内 

   兵庫県立いなみ野特別支援学校 あおの訪問学級 電話 (079)462-2567 

 



令和４年１月 12日  

兵庫県立いなみ野特別支援学校  

 

令和４年度 兵庫県立いなみ野特別支援学校高等部入学者選考 

の実施に係る当日の緊急対応について 
 

緊急の事態の発生で入学者選考が予定通りに実施できない場合、下記の要領で実施します。 

 

記 

 

１ 緊急の事態とは 

(１) 気象に関する警報が発令(明石市、加古川市、稲美町のいずれか)されている場合 

(２) 公共交通機関の遅延が生じた場合 

(３) 正常な入学者選考の実施を妨げる事由が生じた場合 

 

２ 対応方法 

(１) 気象警報発表時 

①当初 

７:30 時点で明石市、加古川市、稲美町のいずれかに、大雨、洪水、暴風、大雪、

暴風雪、津波の特別警報又は警報が発表されている場合 

ア 12:00時点で解除されている場合 

   午後より入学者選考を実施します。 

    Ａグループ  受付 14:00～  説明 14:15～ 

    Ｂグループ  受付 15:00～  説明 15:15～ 

 

イ 12:00時点で解除されていない場合 

   翌日、2月 23日(水)に実施します。 

   各グループ受付時間等は当初の予定と同じ 

 

 ②再募集 

12:00時点で明石市、加古川市、稲美町のいずれかに、大雨、洪水、暴風、大雪、

暴風雪、津波の特別警報又は警報が発表されている場合は、翌日３月 10 日(木)に

実施する。受付時間等は予定と同じ。 

 

※①②ともに、個々への連絡は行いませんので、本校ホームページでご確認くださ

い。 

 

(２) 公共交通機関の遅延が生じた場合 

公共交通機関の遅延が生じた場合、時間を遅らせ実施します。 

 

(３) その他、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）交通途絶等による情報伝達等によ

り通常の実施が難しい場合本校から各中学校に別途連絡しますので、指示に従って

ください。 

 

(４) 受検者が検査当日に発熱している場合は、中学校を通じて本校に連絡して下さい。

新型コロナウイルス感染症についての注意事項(別紙)を参照して下さい。 



入学者選考日及び合格発表日の来校について 

兵庫県立いなみ野特別支援学校 

  

来校にあたっては、できるだけ公共交通機関をご利用ください。 

 

○ 公共交通機関を利用される場合 

本校への公共交通機関でのアクセスは便数が限られますので、事前に十分にご確認い

ただき、遅れることのないようご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

○ 自家用車を利用される場合 

両日とも、校内への自家用車の乗り入れはできません。 

両日とも、『いなみ文化の森 第２駐車場』をご利用いただける予定です。 

   （利用可能駐車場が変更の場合、前日までに本校ホームページでお知らせします。） 

上記以外の近隣駐車場（稲美中央病院やいなみ野体育センターなど）は、ご利用になれません。 

稲美中央病院 

愛宕交差点 

いなみ野体育センター 

稲美中央公園 

琴池（ため池） 

神姫バス 

 ・土山駅 8:22･･･稲美中央公園前 8:40 

・土山駅 9:13･･･稲美中央公園前 9:28 

 

 

詳しくは神姫バスホームページ等でご確認ください 

http://navi.shinkibus.jp/snk/ 

神姫バス 

稲美中央公園前 

･
･
･
 

いなみ野特別支援学校 

いなみ文化の

森第２駐車場 


