
議案第８号 

  令和４年度川崎市立特別支援学校高等部及び 

聾学校幼稚部の入学者選抜要綱について 
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令和４年度川崎市立特別支援学校高等部（知的障害教育部門）の 

入学者の募集及び選抜要綱 

 令和４年度川崎市立特別支援学校高等部（知的障害教育部門）の入学者の募集及び

選抜は、この要綱の定めるところによる。川崎市立中央支援学校高等部分教室につい

ては、別に定める。 

１ 志願資格 

  前期選抜の志願資格を有する者は、次の（１）のアからオまでのすべてに該当す

る者とし、後期選抜の志願資格を有する者は、次の（２）のアからウまでのすべて

に該当する者とする。 

（１）前期選抜 

ア 本人及び保護者（親権者又は後見人をいう。以下同じ。）が市内に居住する者 

イ 中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程若しくは特別支援学校中学部を

卒業若しくは修了した者（令和４年３月 31 日までに卒業又は修了する見込みの

者を含む。）又はこれと同等以上の学力があると認められた者 

ウ 知的発達の遅滞の程度が、次の①又は②のいずれかに該当する者 

① 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁

に援助を必要とする程度の者（他に障害を併せ有する場合には、その障害の

程度が軽度である者に限る。） 

② 知的発達の遅滞の程度が①に掲げる程度に達しない者のうち、社会生活への

適応が著しく困難な者（他に障害を併せ有する場合には、その障害の程度が

軽度である者に限る。） 

エ 志願しようとする特別支援学校の指定地域又は調整地域に居住している者。

（各特別支援学校の指定地域及び調整地域は、別表のとおりとする。） 

オ 志願しようとする特別支援学校が実施する前期選抜に係る「特別支援学校への

志願資格を確認するための相談（志願相談）」を済ませた者 

（２）後期選抜 

ア （１）のアからウまでのすべてに該当する者 

イ 県内の特別支援学校高等部（知的障害教育部門）の令和４年度前期選抜を受検

した者のうち、入学が決まらなかった者 

ウ 志願しようとする特別支援学校が実施する後期選抜に係る「特別支援学校への

志願資格を確認するための相談（志願相談）」を済ませた者 

２ 募集人数 

前期選抜及び後期選抜の募集人数は、教育長が別に定める。なお、後期選抜の募

集人数については、前期選抜終了後に定めるものとする。 
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３ 志願日程 

（１）志願相談受付期間 

区分 志願相談受付期間 受付時間 

前期 令和３年 ９月 ２日（木）から 

令和３年 10 月 22 日（金）まで 

の学校課業日 

午前９時から午後４時まで 

後期 令和３年 12 月 21 日（火）から 

令和３年 12 月 23 日（木）まで 

の学校課業日 

午前９時から午後４時まで 

＊志願相談は、在籍校を通して申し込む。

（２）志願相談期間 

区分 志願相談期間 受付時間 

前期 令和３年 ９月 ９日（木）から 

令和３年 10 月 29 日（金）まで 

の学校課業日 

午前９時から午後４時まで 

後期 令和３年 12 月 22 日（水）から 

令和４年 １月 ７日（金）まで 

の学校課業日 

午前９時から午後４時まで 

＊療育手帳を取得している者は志願相談時に確認する。 

（３）願書配付期間 

区分 願書配付期間 受付時間 

前期 令和３年 11 月 ９日（火）から 

令和３年 11 月 12 日（金）まで 
午前９時から午後４時まで 

後期 志願相談終了後に、その場で配布する。 

（４）募集期間(願書受付期間) 

区分 募集期間 受付時間 

前期 令和３年 11 月 19 日（金）から 

令和３年 11 月 24 日（水）まで 
午前９時から午後４時まで 

後期 令和４年 １月 12 日（水） 

令和４年 １月 13 日（木） 
午前９時から午後４時まで 

＊前期選抜で合格者数が募集人数に満たない場合のみ、後期選抜の募集を実施

する。 
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４ 志願手続 

志願者は、志願しようとする特別支援学校の校長（以下「校長」という。）に、

次に掲げる書類を募集期間内に提出しなければならない。 

（１）入学願書 

（２）調査書 

（３）その他校長が指定する書類 

（４）切手を貼った返信用封筒 

＊療育手帳を取得している者は出願時に提示する。 

５ 併願の禁止 

他の川崎市立特別支援学校、県立特別支援学校及び県内の他の公立特別支援学校

との併願は、認めない。 

６ 志願変更 

志願者は、志願調整期間内に、募集人数より志願者が少ない学校に限り、志願変

更をすることができる。 

志願変更をする場合には、指定された書類を新しい志願先に提出する。また、願

書提出時に簡易な教育相談を受ける。 

志願調整期間及び受付時間は、次のとおりとする。 

７ 選抜の日時及び場所 

前期選抜予備日 令和３年 12 月３日（金）から令和３年 12 月 16 日（木）までの

うちから各学校の校長が指定する。 

後期選抜予備日 令和４年１月 21 日（金）から令和４年２月４日（金）までのう

ちから各学校の校長が指定する。 

区分 志願調整期間 受付時間 

前期 
令和３年 11 月 25 日（木） 

令和３年 11 月 26 日（金） 
午前９時から午後４時まで 

後期 

令和４年 １月 14 日（金） 

令和４年 １月 17 日（月） 

 の学校課業日 

午前９時から午後４時まで 

区分 選抜の日時 選抜の場所 

前期 
令和３年 12 月 ２日（木） 

午前９時から午後４時まで 
志願した川崎市立特別支援学校

後期 
令和４年 １月 20 日（木） 

午前９時から午後４時まで 
志願した川崎市立特別支援学校
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８ 抽選の実施 

受検者数が募集人数を上回った場合には、抽選を実施する。 

＊５ページの「受検者が募集人数を上回った場合の対応について」参照 

９ 選抜の内容 

前期選抜は、以下の内容を実施する。 

（１）学力検査 

（２）体力・運動能力検査 

（３）面接（本人及び保護者） 

（４）その他校長が指定する内容 

＊後期選抜の内容は、校長が指定する内容とする。 

10 選抜結果の通知

選抜結果は、合格通知書により通知する。通知書の発送日は、次のとおりとする。 

11 入学の許可 

  入学の許可は、合格者に対し、校長が合格通知書を交付して行う。 

12 入学手続 

    合格通知書の交付を受けた者は、指定された期日までに、所定の手続きを行わな

ければならない。 

13 その他

  ＊この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。 

＊中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程若しくは特別支援学校中学部を

既に卒業又は修了した方で、川崎市立特別支援学校の受検を希望する方は、教

育委員会事務局学校教育部指導課支援学校担当（044-200-3066）へ、令和３年

８月 10 日までに、必ず事前相談をしてください。状況により希望に添えない

場合があります。 

区分 通知書の発送日 

前期  令和３年 12 月９日（木）～12 月 20 日（月） 

後期 令和４年 １月 27 日（木）～ 2 月 7 日（月） 

【特例規定】

 別表の「指定地域」に居住する者のうち、療育手帳 A1、A2 及び療育手帳 B1 の取得者（療

育手帳 B1 の取得者については、療育手帳 A1、A2 及び B1 の取得者の総数が募集人数に満たな

い場合に限る。）は、原則として抽選の対象とならないものとする。
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別表 川崎市立特別支援学校高等部（知的障害教育部門）前期選抜の指定地域及び 

調整地域 

学校 指定地域 調整地域 

川崎市立田島支援学校 川崎区、幸区 中原区 

川崎市立中央支援学校 中原区、高津区、宮前区、

多摩区 

麻生区 

□抽選実施時の対応について 

＜前期選抜＞ 

●前期選抜においては、次のように抽選を実施する。 

a 指定地域内の居住者で療育手帳 A1・A2 取得者 

b 指定地域内の居住者で療育手帳 B1 の取得者 

ｃ 指定地域内の居住者で療育手帳 B2 の取得者 

ｄ 指定地域内の居住者で a、ｂ、c に該当しない者及

び調整地域の居住者 

① a、ｂ、c、ｄの受検者の合計が募集人数以下の場

合は、抽選は実施しない。 

② a、ｂの受検者の合計が募集人数を上回った場合

は、ｂの受検者で抽選を実施する。 

③ a、ｂの受検者の合計が募集人数以下でも、c の受

検者を加えたときに募集人数を上回った場合は、c

の受検者で抽選を実施する。 

④ a、ｂ、c の受検者の合計が募集人数以下でも、ｄ

の受検者を加えたときに募集人数を上回った場合

は、ｄの受検者で抽選を実施する。 

募集人数

     抽選なし

          抽選

           抽選

抽選

a b 

a b c 

a b c d 

a b c d ①

②

③

④
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＜後期選抜＞ 

・前期選抜で募集人数に満たないときのみ、後期募集、後期選抜を実施する。 

・実施校は前期選抜の合格発表日(最終日)「令和３年 12 月 20 日（月）」に公表す

る。 

・募集人数については、実施校の公表に合わせて発表する。 

・志願資格は、前期選抜を受検した者のうち、入学が決まらなかった者 

・志願できる学校は、県立特別支援学校及び県内の公立特別支援学校を含め 1 校 

・志願先の学校に入学願書を提出する。志願調整期間内に、募集人数より志願者が

少ない学校に志願変更をすることができる。 

・後期選抜に特例規定はない。 

 ・後期選抜の志願者数が募集人数を上回った場合には、次のように抽選を実施する。 

① 

 ② 

 ③ 

抽選 

募集人数

     抽選なし

       抽選

         抽選

ア イ

ア 川崎市内の居住者で療育手帳の取得者 

イ 川崎市内の居住者でアに該当しない者 

① ア、イの受検者の合計が募集人数以下の場合は、

抽選は実施しない。 

② アの受検者が募集人数を上回った場合は、アの受

検者で抽選を実施する。 

③ ア、イの受検者の合計が、募集人数を上回った場

合はイの受検者で抽選を実施する。 

ア イ

ア
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令和４年度川崎市立中央支援学校高等部分教室の 

入学者の募集及び選抜要綱 

 令和４年度川崎市立中央支援学校高等部分教室の入学者の募集及び選抜は、この要

綱の定めるところによる。 

１ 志願資格 

前期選抜の志願資格を有する者は、次の（１）のアからカまでのすべてに該当す

る者とし、後期選抜の志願資格を有する者は、次の（２）のアからウまでのすべて

に該当する者とする。 

（１）前期選抜 

ア 本人及び保護者（親権者又は後見人をいう。以下同じ。）が市内に居住する者 

イ 中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程若しくは特別支援学校中学部を

卒業若しくは修了した者（令和４年３月 31 日までに卒業又は修了する見込みの

者を含む。）又はこれと同等以上の学力があると認められた者 

ウ 軽度の知的障害等がある者（療育手帳Ｂ２を取得できる程度の者） 

エ 集団学習が可能であり、将来、企業等への就労を希望する者 

オ 自力で通学ができる者 

カ 川崎市立中央支援学校が実施する前期選抜に係る「特別支援学校への志願資格

を確認するための相談（志願相談）」を済ませた者 

（２）後期選抜 

ア （１）のアからオまでのすべてに該当する者 

イ 県内の特別支援学校高等部（知的障害教育部門）の令和４年度前期選抜を受検

した者のうち、入学が決まらなかった者 

ウ 川崎市立中央支援学校が実施する後期選抜に係る「特別支援学校への志願資格

を確認するための相談（志願相談）」を済ませた者 

２ 募集地域及び募集人数 

募集地域 川崎市全域 

募集人数 教育長が別に定める 
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３ 志願日程 

（１）志願相談受付期間 

区分 志願相談受付期間 受付時間・場所 

前期 令和３年 ９月 ２日（木）から 

令和３年 10 月 22 日（金）まで 

の学校課業日 

午前９時から午後４時まで 

川崎市立聾学校内 

川崎市立中央支援学校分教室 

後期 令和３年 12 月 21 日（火）から 

令和３年 12 月 23 日（木）まで 

の学校課業日 

午前９時から午後４時まで 

川崎市立聾学校内 

川崎市立中央支援学校分教室 

＊志願相談は、在籍校を通して申し込む。 

（２）志願相談期間 

区分 志願相談期間 受付時間・場所 

前期 令和３年 ９月 ９日（木）から 

令和３年 10 月 29 日（金）まで 

 の学校課業日

午前９時から午後４時まで 

川崎市立聾学校内 

川崎市立中央支援学校分教室 

後期 令和３年 12 月 22 日（水）から 

令和４年 １月 ７日（金）まで

 の学校課業日

午前９時から午後５時まで 

川崎市立聾学校内 

川崎市立中央支援学校分教室 

（３）願書配付期間 

区分 願書配付期間 受付時間・場所 

前期 令和３年 11 月 ９日（火）から 

令和３年 11 月 12 日（金）まで

午前９時から午後４時まで 

川崎市立聾学校内 

川崎市立中央支援学校分教室 

後期 志願相談終了後に、その場で配布する。 

（４）募集期間（願書受付期間） 

区分 募集期間 受付時間・場所 

前期 令和３年 11 月 19 日（金）から 

令和３年 11 月 24 日（水）まで

午前９時から午後４時まで 

川崎市立中央支援学校本校 

後期 令和４年 １月 12 日（水） 

令和４年 １月 13 日（木）

午前９時から午後４時まで 

川崎市立中央支援学校本校 

＊前期選抜で合格者数が募集人数に満たない場合のみ、後期選抜の募集を実施 

する。 

４ 志願手続 

志願者は、川崎市立中央支援学校の校長（以下「校長」という。）に、次に掲げ

る書類を募集期間内に提出しなければならない。 
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（１） 入学願書 

（２） 調査書 

（３） 療育手帳（取得している者は志願時に提示する。） 

（４） その他校長が指定する書類 

（５） 切手を貼った返信用封筒 

５ 併願の禁止 

他の川崎市立特別支援学校、県立特別支援学校及び県内の他の公立特別支援学校

との併願は、認めない。 

６ 志願変更 

志願者は、志願調整期間内に、募集人数より志願者が少ない学校に限り、志願変

更をすることができる。 

志願変更をする場合には、指定された書類を新しい志願先に提出する。また、

願書提出時に簡易な教育相談を受ける。 

志願調整期間及び受付時間等は、次のとおりとする。 

７ 選抜の日時及び場所 

前期選抜予備日 令和３年 12 月３日（金）から令和３年 12 月 16 日（木）までの

うちから校長が指定する。 

後期選抜予備日 令和４年１月 21 日（金）から令和４年２月４日（金）までの 

うちから校長が指定する。 

８ 選抜の内容（前期選抜及び後期選抜共通） 

選抜は、以下の内容を実施する。 

（１）学力検査 

（２）運動能力検査 

区分 志願調整期間 受付時間・場所 

前期 
令和３年 11 月 25 日（木） 

令和３年 11 月 26 日（金）

午前９時から午後４時まで 

川崎市立中央支援学校本校 

後期 
令和４年１月 14 日（金） 

令和４年１月 17 日（月）

午前９時から午後４時まで 

川崎市立中央支援学校本校 

区分 選抜の日時 選抜の場所 

前期 

令和３年 12 月２日（木） 

午前９時から午後１６時まで 

２グループに分けて実施 

川崎市立聾学校内 

川崎市立中央支援学校分教室 

後期 
令和４年１月 20 日（木） 

午前９時から午後４時まで

川崎市立聾学校内 

川崎市立中央支援学校分教室 
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（３）作業能力検査 

（４）日常生活能力検査 

（５）面接（本人及び保護者） 

９ 選抜結果の通知

選抜結果は、合格通知書により通知する。通知書の発送日は、次のとおりとする。 

10 入学の許可 

入学の許可は、合格者に対し、校長が合格通知書を交付して行う。 

11 入学手続 

合格通知書の交付を受けた者は、指定された期日までに、所定の手続きを行わ

なければならない。 

12 その他

   ＊この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。 

＊中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程若しくは特別支援学校中学部

を既に卒業又は修了した方で、川崎市立特別支援学校の受検を希望する方は、

教育委員会事務局学校教育部指導課支援学校担当（044-200-3066）へ、令和

３年８月 10 日までに、必ず事前相談をしてください。状況により、希望に添

えない場合があります。 

区分 通知書の発送日 

前期 令和３年 12 月９日（木）～令和３年 12 月 20 日（月） 

後期 令和４年 １月 27 日（木）～令和４年 ２月 ７日（月） 
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令和４年度川崎市立田島支援学校高等部（肢体不自由教育部門）の 

入学者の募集及び選抜要綱 

 令和４年度川崎市立田島支援学校高等部（肢体不自由教育部門）の入学者の募集及

び選抜は、この要綱の定めるところによる。 

１ 志願資格 

  入学選抜の志願資格を有する者は、次の（１）から（４）までのすべてに該当す

る者とする。 

（１）本人及び保護者（親権者又は後見人をいう。以下同じ。）が市内（募集地域に

限る。）に居住する者 

（２）中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程若しくは特別支援学校中学部

を卒業若しくは修了した者（令和４年３月 31 日までに卒業又は修了する見込み

の者を含む。）又はこれと同等以上の学力があると認められた者 

（３）肢体不自由の状態の程度が、次のア又はイのいずれかに該当する者 

ア 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても、歩行、筆記等日常生活にお

ける基本的な動作が不可能又は困難な程度の者 

イ 肢体不自由の状態がアに掲げる程度に達しない者のうち、常時の医学的観

察指導を必要とする程度の者 

（４）川崎市立田島支援学校が実施する「特別支援学校への志願資格を確認するた

めの相談（志願相談）」を済ませた者 

２ 募集地域及び募集人数 

募集地域 川崎区、 

＊幸区の一部 

募集人数 教育長が別に定める 

  ＊ＪＲ横須賀線の線路を境に、多摩川側の地域とする。 

３ 志願日程 

（１）志願相談受付期間 

志願相談受付期間 受付時間 

令和３年 ９月 ２日（木）から 

令和３年 10 月 22 日（金）まで 

 の学校課業日 

午前９時から午後４時まで 

＊志願相談は、在籍校を通して申し込む。



12 

（２）志願相談期間 

志願相談期間 受付時間 

令和３年 ９月 ９日（木）から 

令和３年 10 月 29 日（金）まで 

 の学校課業日 

午前９時から午後４時まで 

（３）願書配付期間 

願書配付期間 受付時間 

令和３年 11 月 ９日（火）から 

令和３年 11 月 12 日（金）まで 
午前９時から午後４時まで 

（４）募集期間（願書受付期間） 

募集期間 受付時間 

令和３年 11 月 19 日（金）から 

令和３年 11 月 24 日（水）まで 
午前９時から午後４時まで 

４ 志願手続 

志願者は、川崎市立田島支援学校の校長（以下「校長」という。）に、次に掲

げる書類を募集期間中に提出しなければならない。 

（１）入学願書 

（２）調査書 

（３）その他校長が指定する書類 

（４）切手を貼った返信用封筒 

＊療育手帳を取得している者は志願時に提示する。 

５ 併願の禁止 

県立特別支援学校及び県内の他の公立特別支援学校との併願は認めない。 

６ 選抜の日時及び場所 

＊選抜予備日 令和３年 12 月３日（金）から令和３年 12 月 16 日（木）までの

うちから校長が指定する。 

選抜の日時 選抜の場所 

令和３年 12 月２日（木） 

午前９時から午後４時まで 
川崎市立田島支援学校 
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７ 選抜の内容 

選抜は、以下の内容を実施する。 

（１）学力検査 

（２）体力検査、体幹・上肢・下肢の運動能力の検査 

（３）面接（本人及び保護者） 

（４）その他校長が指定する内容 

８ 選抜結果の通知及び通知日

選抜結果は、合格通知書により通知する。通知書の発送日は、令和３年 12 月

９日（木）～12 月 20 日（月）とする。 

９ 入学の許可 

入学の許可は、合格者に対し、校長が合格通知書を交付して行う。 

10 入学手続 

 合格通知書の交付を受けた者は、指定された期日までに、所定の手続きを行わ

なければならない。 

11 その他

   ＊この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。 

＊中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程若しくは特別支援学校中学部

を既に卒業又は修了した方で、川崎市立特別支援学校の受検を希望する方

は、教育委員会事務局学校教育部指導課支援学校担当（044-200-3066）へ、

令和３年８月末日までに、必ず事前相談をしてください。状況により、希

望に添えない場合があります。 
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令和４年度川崎市立田島支援学校高等部（訪問教育部門）の 

入学者の募集及び選抜要綱 

 令和４年度川崎市立田島支援学校高等部（訪問教育部門）の入学者の募集及び選抜

は、この要綱の定めるところによる。 

１ 志願資格 

入学選抜の志願資格を有する者は、次の（１）から（４）までのすべてに該当す

る者とする。ただし、医療に専念する必要のある者については、この限りではない。 

（１）本人が市内（募集地域に限る。）に居住・入所・入院している者でかつ、保護

者（親権者又は後見人をいう。以下同じ）が市内に居住している者 

（２）中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程若しくは特別支援学校中学部

を卒業若しくは修了した者（令和４年３月 31 日までに卒業又は修了する見込み

の者を含む。）又はこれと同等以上の学力があると認められた者 

（３）重度の知的障害者、重度の肢体不自由者又は慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患、

神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続し、医療又は生活規制を必要

とする程度の者で、通学することが困難であると認められ、在宅等での教育を

受けることが可能な者 

（４）川崎市立田島支援学校が実施する前期選抜に係る「特別支援学校への志願資

格を確認するための相談（志願相談）」を済ませた者 

＊ここでいう「在宅等」には、日常的には在宅しているが、検査・体調不良等の理

由により一時的に入院及び入所している者も含む。なお、訪問教育の実施にあた

っては、当該医療機関・担当医等との綿密な連携と了解が必要である。 

２ 募集地域及び募集人数 

募集地域 
川崎区 

＊幸区の一部 

募集人数 教育長が別に定める 

＊ＪＲ横須賀線の線路を境に、多摩川側の地域とする。 

３ 志願日程 

（１）志願相談受付期間 

志願相談受付期間 受付時間 

令和３年 ９月 ２日（木）から 

令和３年 10 月 22 日（金）まで 

 の学校課業日 

午前９時から午後４時まで 

＊志願相談は、在籍校を通して申し込む。 
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（２）志願相談期間 

志願相談期間 受付時間 

令和３年 ９月 ９日（木）から 

令和３年 10 月 29 日（金）まで 

の学校課業日 

午前９時から午後４時まで 

（３）願書配付期間 

願書配布期間 受付時間 

令和３年 11 月 ９日（火）から 

令和３年 11 月 12 日（金）まで 
午前９時から午後４時まで 

（４）募集期間（願書受付期間） 

募集期間 受付時間 

令和３年 11 月 19 日（金）から 

令和３年 11 月 24 日（水）まで 
午前９時から午後４時まで 

４ 志願手続 

志願者は、川崎市立田島支援学校の校長（以下「校長」という。）に、次に掲げ

る書類を募集期間中に提出しなければならない。 

（１）入学願書 

（２）調査書 

（３）その他校長が指定する書類 

（４）返信用封筒 

５ 併願の禁止 

県立特別支援学校及び県内の他の公立特別支援学校との併願は、認めない。 

６ 志願変更 

訪問教育部門へ志願手続きをした者は、他校への志願変更をすることができない。 

７ 選抜の日時及び場所 

選抜の日時 選抜の場所 

令和３年 12 月２日（木）の校長が指定する時間。

ただし、体調等でやむを得ない事情が生じたとき

は、校長が別に指定する日時とする。 

校長が指定する場所 
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８ 選抜の内容 

選抜の内容は、書類審査、面接（本人及び保護者）とする。 

９ 選抜結果の通知 

選抜結果は、合格通知書により通知する。通知書の発送日は、令和３年 12 月９日

（木）～12 月 20 日（月）とする。 

10 入学の許可 

   入学の許可は、合格者に対し、校長が合格通知書を交付して行う。 

11 入学手続 

合格通知書の交付を受けた者は、指定された期日までに、所定の手続きを行わな

ければならない。 

12 その他 

  ＊この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。 

＊中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程若しくは特別支援学校中学部を

既に卒業又は修了した方で、川崎市立特別支援学校の受検を希望する方は、教

育委員会事務局学校教育部指導課支援学校担当（044-200-3066）へ、令和３年

８月末日までに必ず事前相談をしてください。状況により、希望に添えない場

合があります。 
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令和４年度川崎市立聾学校高等部の

入学者の募集及び選抜要綱 

令和４年度川崎市立聾学校高等部の入学者の募集及び選抜は、この要綱の定める

ところによる。 

１ 志願資格 

  入学選抜の志願資格を有する者は、次の（１）から（４）までのすべてに該当す

る者とする。 

（１）原則として本人及び保護者（親権者又は後見人をいう。以下同じ。）が市内に

居住する者 

（２）中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程若しくは特別支援学校中学部

を卒業若しくは修了した者（令和４年３月 31 日までに卒業又は修了する見込み

の者を含む。）又はこれと同等以上の学力があると認められた者 

（３）両耳の聴力レベルがおおむね 60 デシベル以上の者のうち、補聴器等の使用に

よっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度の者 

（４）川崎市立聾学校が実施する「特別支援学校への志願資格を確認するための相

談（志願相談）」を済ませた者 

 （５）原則として、自力で登下校が可能な者 

２ 募集地域 

原則として川崎市全域 

３ 募集人数 

募集人数は、以下の表のとおりとする。 

普通科 教育長が別に定める 

ライフクリエイト科 教育長が別に定める 

４ 志願日程 

（１）志願相談受付期間 

志願相談受付期間 受付時間 

令和３年 ９月 15 日（水）から 

令和３年 11 月 19 日（金）まで 

の学校課業日 

午前９時から午後４時まで 
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（２）志願相談期間 

志願相談期間 受付時間 

令和３年 ９月 22 日（水）から 

令和３年 11 月 26 日（金）まで 

 の学校課業日 

午前９時から午後４時まで 

（３）願書配付期間 

願書配付期間 受付時間 

令和３年 12 月１日（水）から 

令和３年 12 月８日（水）まで 

の学校課業日 

午前９時から午後４時まで 

（４）募集期間（願書受付期間） 

募集期間 受付時間 

令和４年１月 11 日（火）から 

令和４年１月 13 日（木）まで 
午前９時から午後４時まで 

５ 志願手続 

志願者は、川崎市立聾学校の校長（以下「校長」という。）に、次に掲げる書類

を募集期間内に提出しなければならない。 

（１）入学願書（川崎市立聾学校所定のもの） 

（２）面接用紙（川崎市立聾学校所定のもの） 

６ 併願の禁止 

他の川崎市立特別支援学校、県立特別支援学校及び県内の他の公立特別支援学校

との併願は、認めない。 

７ 選抜の日時及び場所 

選抜予備日  大雪その他非常事態の発生、またはインフルエンザの罹患等の

やむを得ない事情が生じた場合は、１月 21 日（金）以降、学

校長が選抜日を定める。 

選抜の日時 選抜の場所 

令和４年１月 20 日（木） 

午前８時 45 分から午後１時まで 
川崎市立聾学校 
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８ 選抜の内容 

選抜は、以下の内容を実施する。 

（１）学力検査     

（２）面接（本人及び保護者） 

（３）その他校長が指定する内容 

９ 選抜結果の通知 

令和４年１月 31 日（月）午前 10 時から午後４時まで、合否結果を事務室におい

て手渡しにより通知する。 

10 入学の許可

入学の許可は、合格者に対し、校長が合格通知書を交付して行う。 

11 入学手続 

  合格通知書の交付を受けた者は、指定された期日までに、所定の手続きを行わな

ければならない。 

12 その他

  ＊この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。 

＊中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程若しくは特別支援学校中学部を

既に卒業又は修了した方で、川崎市立特別支援学校の受検を希望する方は、教

育委員会事務局学校教育部指導課支援学校担当（044-200-3066）へ、令和３年

８月末日までに必ず、事前相談をしてください。状況により、希望に添えない

場合があります。 
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令和４年度川崎市立聾学校幼稚部の 

入学者の募集及び選抜要綱 

 令和４年度川崎市立聾学校幼稚部の入学者の募集及び選抜は、この要綱の定めると

ころによる。 

１ 志願資格 

入学選抜の志願資格を有する者は、次の（１）から（４）までのすべてに該当す

る者とする。 

（１）平成 30 年４月２日から令和元年４月１日までに生まれた者 

（２）原則として本人及び保護者（親権者又は後見人をいう。以下同じ。）が市内に

居住する者 

（３）両耳の聴力レベルがおおむね 60 デシベル以上の者のうち、補聴器等の使用に

よっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度の者 

（４）川崎市立聾学校が実施する「特別支援学校への志願資格を確認するための相談

（志願相談）」を済ませた者 

２ 募集地域 

原則として川崎市全域 

３ 募集人数 

教育長が別に定める。 

４ 志願日程 

（１）志願相談受付期間 

志願相談受付期間 受付時間 

令和３年 ９月 １日（水）から 

令和３年 11 月 22 日（月）まで 

 の学校課業日 

午前９時から午後４時まで 

（２）志願相談期間 

志願相談期間 受付時間 

令和３年 ９月 １日（水）から 

令和３年 11 月 30 日（火）まで 

 の学校課業日 

午前９時から午後４時まで 
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（３）願書配付期間 

願書配付期間 受付時間 

令和３年 12 月１日（水）から 

令和４年１月 19 日（水）まで 

の学校課業日 

午前９時から午後４時まで 

（４）募集期間（願書受付期間） 

募集期間 受付時間 

令和３年 12 月１日（水）から 

令和４年１月 20 日（木）まで 

の学校課業日 

午前９時から午後４時まで 

５ 志願手続 

志願者は、川崎市立聾学校の校長（以下「校長」という。）に、次に掲げる書類

を募集期間中に提出しなければならない。 

（１）入学願書（川崎市立聾学校所定のもの） 

（２）その他校長が指定する書類 

６ 併願の禁止 

県立特別支援学校及び県内の他の公立特別支援学校との併願は、認めない。 

７ 選抜の日時及び場所 

選抜の日時 選抜の場所 

令和４年２月 10 日（木） 

午前 10 時から 12 時まで 
川崎市立聾学校 

８ 選抜の内容 

選抜は、以下の内容を実施する。 

（１）健康診断 

（２）総合観察 

（３）面接（保護者） 

（４）その他校長が指定する内容 

９ 選抜結果の通知 

令和４年２月 16 日（水）午後２時より、合否結果を事務室において手渡しにより通

知する。 
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10 入学の許可

 入学の許可は、合格者に対し、校長が合格通知書を交付して行う。 

11 入学手続

合格通知書の交付を受けた者は、指定された期日までに、所定の手続きを行わな

ければならない。 

12 その他

  この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。 

 入学選抜日以降も希望があれば、随時選抜を実施し、入学者を決定することがあ

る。 


