
藤支発 第１２０号 

平成２７年３月４日 

保護者様 
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平成２６年度 第３回学校協議会について（報告） 

 

 平成２７年２月１３日（金）に開催致しました学校協議会の要旨を報告致します。 

 

協議会会長：智原 正行（社会福祉法人 向陽学園 理事） 

協議会委員：石谷 淳二（藤井寺市立藤井寺小学校 校長） 

      小畑 宜寛（社会医療法人医真会 介護老人保健施設あおぞら 事業部  副部長） 

      竹澤 住江（卒業生保護者 しゅらの郷福祉会理事 支援センターしゅらの郷管理者）  

      梶ケ山 叶（藤井寺市民生委員児童委員協議会） 

      梅原 佐保子（ＰＴＡ会長） 

学 校 長：橋本 輝幸 

事 務 局：齋藤 誠二（教頭）、藤原 博之（教頭）、小池 紀子（首席）、上野 克仁（首席）、 

織田 晃嘉（首席）、津根鹿 満（指導教諭、欠席）、深江 容子（小学部主事） 

大西 光晴（中学部主事）、佐伯 安隆（高等部主事） 

 

１ 開会 

・配布資料の確認 

・挨拶 校長 橋本輝幸 

 

２ 報告 

（１）平成 26年度 進路状況について（進路指導部長） 

・受検予定等を除き、ほぼ全員が進路先を確定、進路先は生活介護が約７５パーセントと例年通り。 

・就労継続支援 B型についても本年度は問題なく決定。ここ数年就労移行支援から就労継続支援 B型へ

のアセスメントが課題となっているが南河内地域ではまだすすんでいない。 

 

（２）平成 26年度 学校教育自己診断アンケートより（校長） 

・保護者向けアンケートは例年通りの３０項目で実施。10 月 20 日より 10 月 31 日に実施。回収率は

58.1 パーセント。昨年の 62.5 パーセントよりやや回収率は下がった。関係施設に関しては施設ごとに

アンケート回答が１つにまとめられていたことが回収率低下の原因と考えられる。 

・25 項目で 90 パーセント以上の肯定的評価。特に給食・健康管理では 100 パーセントの肯定的評価、

本年度の重点課題である人権の取り組みについては 95パーセントの肯定的評価。 

・学校ホームページに関する設問は昨年までは「よくみている」との設問で、80パーセントの回答が「み

ていない」であったため、本年は「みたことがある」に設問を変更、60パーセントの保護者より「みた

ことがある」との回答をいただいた。学校ホームページはなかなか見てもらっていないのが現状。PTA



とも連携しながら随時更新して発信していきたい。 

・進路に関する情報提供の周知は 84 パーセントの肯定的評価。小学部からのキャリア教育、進路指導

の充実を図っていきたい。 

・施設設備については創立 35 周年をむかえ老朽化が進んでいる。修繕が必要な箇所については府教委

へも要望を挙げていく。 

・教職員向けアンケートは PCによる集計システムを使用し、ほぼ 100パーセントの回収率。30項目中

7項目が 90%未満の肯定的評価。老朽化と情報化への未対応が原因と思われる施設設備面、休憩室の不

整備等が原因と思われる労働衛生についての設問が 60 パーセント台の肯定的評価。教育目標の説明に

ついての設問が 84パーセントと肯定的評価が若干低いので再度教職員に周知の必要がある。 

 

（３）平成 26年度 学校経営計画及び学校評価について（校長） 

・3月末に府教委に提出する。学校協議会で意見をいただいき、反映させたい。 

学校評価、自己評価について 

① 教職員の資質向上を図る 

・学校協議会でも意見をいただいた指導略案の提示は来年度より実施の運び。 

② 進路・キャリア教育の充実を図る 

・キャリア教育は社会参加に必要なスキルを育成するものである。進路便りは発行回数を増やしていく。

進路分野は学校教育自己診断でも 84 パーセントの肯定的評価と他の項目より低い。キャリア教育マト

リックスを使い、来年度から小中高の縦のつながりを持つための取り組みを関係分掌で考えている。 

③ 学校・家庭・地域の連携と安全で安心な学校づくり 

・ヒヤリハットについて、情報共有できていない現状を変える取り組みをしたい。報告を出しやすい環

境作りはまだ不十分である。 

・PTAは防災の自助意識を全面に出してくれている。備蓄食ついては栄養教諭・養護教諭とも再度検討

する。次年度の PTA総会で伝えられるように進めていく。 

・地域の方との連携も進めていきたい。 

 

補足説明 

（首席）教科連絡会は平成 22 年度より実施。教材や授業の紹介をしている。普段見ることのできない

他学部の授業の様子などを知り、授業で活用できるようになっている。 

 

（４）平成 27年度 学校経営計画及び学校評価について（校長） 

① 【教職員の資質向上を基とした、学校力の向上】 

・アセスメント力の向上や先輩教員から後輩教員へとつないでいく組織的な対応に取り組んでいきたい。 

② 【進路・キャリア教育の充実】 

・学校全体としてのつながりのあるキャリア教育を推進するためにもニーズのリサーチから関係職員と

話をすすめている。 

③ 【学校・家庭・地域の連携と安全で安心な学校づくり】 

・危機管理の基盤となるマニュアルは本年度に作成。PTAとも連携して進めている。 

・地域のセンター校としての相談支援については支援回数ではなく関係機関の組織力の向上を目指す。 

 



学校経営計画の取り組み内容 

① 教職員の資質向上を基とした学校力向上 

・自立活動分野において進めているスパイダーについては効果を検証するための数値を集計中、公開研

修も企画中である。 

・経験を豊かにするために鑑賞等の特別活動を豊富にすることも必要だが、教科学習等学習の到達度を

高める指導も必要。より個に応じた教育を展開していきたい。 

・小学部と中学部、中学部と高等部で 1学期に再度引き継ぎの確認と新入生徒の現状の確認を行う。学

部移行をスムーズに行うための組織的取り組みとして続けていく。 

② 進路・キャリア教育の充実 

・学校組織を縦につないだ取り組みとしてコミュニケーションスキルを伸ばす取り組みを行う。コミュ

ニケーションスキルを共通軸に進捗状況や結果報告で縦につなげる取り組みの一助にしたい。 

③ 学校・家庭・地域の連携と安全で安心な学校づくり 

・関係機関の教育力向上のためにそれぞれの機関に具体案を一つ以上出していく方向で既に進めている。

地域のリーディングスタッフの育成や能力向上へとつながる取り組みにする。 

・安全に係るマニュアルについては具体的なマニュアルを作成中。自己チェックできる体制づくりを行

う。 

・人権を守る取り組みの一環として教職員自身の人権意識を高めるためにマナー研修を計画中。 

・地域住民との連携については学校見学会で具体的に支援学校を知ってもらう機会を作りたい。 

 

３ 協議 平成 27年度経営計画を中心に 

（１）資質向上について 

（会長）  

施設でも職員が研修に参加するが全体に伝達する機会の設定が難しく、施設全体のものになりにくい。

全体でなくても、学年会など身近なところで時期を置かずに実施できたら良い。 

（教育） 

所管校でも伝達講習は課題となっている。生徒指導は共通した基盤で話せるが教科指導は見解が多岐に

わたるし、時間設定も難しい。伝達講習を行う研修の基準はどのようなものか。 

（校長） 

管外出張を中心に、特別支援教育や肢体不自由に関する報告を行っている。本年度は全肢研についてな

ど各 20 分程度で報告を行った。他の研修についてはレポートを作って掲示した。伝達するために資料

の整理や作成があり、報告者のさらなる学びとなることも目的としている。 

（会長） 

若手による自主勉強会は先輩の学びを後輩に伝える場が少ない中で苦労して設定されている。 

（校長） 

若手教員が自主的に前向きに取り組んでおり、義務的でない雰囲気が伝わってくる。朝に行うので家庭

を持つ教員や遠距離の教員は参加しにくい。 

 

（２）授業力向上 

（会長） 

前回の学校協議会で意見の出た統一形式による授業略案の掲示について具体化してもらえた。保護者の



立場からのご意見は。 

（PTA会長） 

授業略案の掲示があるとアンケートにも答えやすい。芸術鑑賞については鑑賞を優先するか、教科を優

先するか、児童生徒の幅が広いので様々。保護者での学部会でも話したが自立活動をもっと増やしてほ

しいという声もある。教科が必要な部分があるのはわかるが、からだのことを優先してみてほしいとい

う声もある。それが芸術鑑賞の問題につながっていくかはわからない。 

（校長） 

全校的な特別活動の回数がここ数年増えている。これまで全校で行っていたものをグループ別にするな

ど実態に合わせた対応を行う方向で検討していきたい。 

（教頭） 

評価について、中学部のみ二学期制で小学部・高等部は三学期制になっている。保護者としてはどのよ

うに思われるか。また評価の内容に中学部と小学部・高東部で違いはあるか。 

（PTA会長） 

高等部の方が二学期制がしっくりくるのではと思う。中学部の時、二学期制には多少違和感があった。

教員と保護者のコミュニケーションのとりかたもあり、通知票だけで学校の取り組みを評価できない。

学校に来る回数が少なく、通知票のみで判断する保護者の意見も聞いた方が良い。学校教育自己診断ア

ンケートの項目に入れたら良いのでは。 

（校長） 

連絡帳を中心に教員と保護者のコミュニケーションをとっている。中学部と小学部・高等部の学期制に

ついて校内で話し合いをしているが方向性が定まっていない。 

（教育） 

アンケートの項目に入れて聞くのも一つの目安になる。所管校では「通知票は適切か」という項目をア

ンケートに入れて参考にしている。 

 

（３）健康増進 

（教育） 

所管校では「19 時には帰宅するように」とは言っているが 22時頃までは誰かが残っている。良い状況

とは思っていない。藤井寺支援での状況はどのようなっているか。 

（校長） 

19時には 8割方帰宅している。早い日は 19時半には施錠している。行事のあるときには残る教員は多

くなる。残る教員はおおよそ限定されている。金曜日はノー残業デーとして啓発を進め、帰りやすい雰

囲気作りになっている。会議の時間設定も内容によっては休憩時間が確保できるように 16 時以降の開

催にするものが増えてきている。福利面では教職員の休養室が確保できていないのは課題である。 

 

（４）進路・キャリア 

（校長） 

福祉分野では移行支援計画の作成が義務づけられているが、学校で作成した書式を引き継いでいない現

状がある。学校側としても進路先での活用頻度などがリサーチできていない。 

（福祉） 

藤井寺市の委託事業で行っているので現在のところ、個別の支援計画の作成を義務づけられていないが、



自分たちで様式を作成している。必要な支援を考える上で学校の話を聞くこともある。やはり学校から

の資料はほしい。 

（校長） 

学校から直接個別の支援計画を渡すことはできない。保護者によって支援計画についての認識や扱いが

違う。 

（福祉） 

保護者に依頼して学校から保護者を通じて渡してもらったこともある。 

（PTA会長） 

学校に預かってもらっているものと認識している。支援計画は保護者と本人のものであるという認識を

高めた方が良い。デイサービスの支援計画は保護者と施設との質疑応答で作成することが多い。学校で

作成したものを渡しておけば学校での状況はわかるので家庭での状況などに話を広げやすい。学校から

も保護者に「コピーしたものを渡す」といったように具体的な提案をしていった方が良いのでは。学校

の評価は施設も確かな評価ととらえている。保護者側からすると施設でも学校でも同じ名称でそれぞれ

が作成しているのでわかりにくくなっている。学校も労力をさいて作成したものなのに保護者がよく理

解しておらず受け取るだけになっている例もあるのでは。 

（教頭） 

教員によっては保護者に十分な説明ができていないことがある。 

 

（５）センター的役割 

（校長） 

小中学校の特別支援教育に関するスキルの組織的な向上にあたり、本校の支援活動が寄与していくには

どのような活動が候補としてあげられるか。 

（教育） 

小学校の現場では専門的知識やスキルは不足している。組織としての力量を上げる必要性はよくわかる

し、あるべき姿である。個々の子どもの支援を共有しながら関わっていくことで連携の在り方の方向性

を共有していきたい。市町村教育委員会によって差があるので学校から教育委員会に伝えていかないと

いけないが校長も含めてよくわかっていない部分もある。支援学校が地域をどうしていこうとしている

か啓発や情報発信をお願いしたい。 

（首席） 

巡回相談は松原市の件数が多い。松原市教委と相談し、年 2回支援学級の初任者対象の合同相談会を行

い方向性を探っていく。それを他の市町村にも広げていければと考えている。 

 

（６）福祉との連携 

（医療） 

医療機関ではケアの計画は必ず家族にもサインをもらって渡している。他の施設に行っても活用してい

る。医療と学校が連携できるといい。医療としてもどう貢献できるか考えていきたい。 

（校長） 

各市が設置している障がい者自立支援協議会等では協議の中心は知的障がい者・発達障がい者について

の内容が主であり、医療的ケアが必要な重度の障がい者については協議される機会が少ないように思っ

ている。 



（医療） 

地域の自治体からも問い合わせがあったことがあり、ニーズがあることはわかっている。医療機関とし

て未経験の分野に手を出すことにためらいがあるのは事実。 

 

（７）人権 

（福祉） 

人権を尊重した発言や扱いは当たり前のこととして徹底している。職員が研修にも参加しているが、研

修の伝達も難しい。ヒヤリハットは大きな事故につながらないようにあげていってほしい。日々流して

しまっている部分も改めて考えていく必要がある。 

（会長） 

小さなことにも気づく感性を育てていくことも大事。防げる事故もあり、全職員がヒヤリハットや事故

を繰り返さないための検証をしていくことが大事。 

（医療） 

医療の現場では 2000 年頃からヒヤリハットに取り組んでいる。集計して体系的に対策を立てられる部

分もあるがシステムの改善や施設設備の導入で対応できるものは少なく、職員のスキルを高めていくこ

とが対策につながる。病院でも本年にはタブレット端末を導入して記録を共有し、経験知を形式知にす

る取り組みを進めていきたい。ヒヤリハットについては医療現場でも頭打ちであるが危険な場面は体系

化されてきたので新人教育に活用されている。 

（地域） 

役所や学校でも防災計画の話は進んでいる。学校訪問については生徒がいる時間は邪魔になるかと遠慮

するが、いない時間帯では意味がないと話が立ち消えの方向になってしまっている。 

（校長） 

自治会の役員を中心に体育祭や文化祭など行事での子どもたちのがんばりを見てもらうこと等から学校

を知る取り組みとして進められるのではないかと考えている。学校も地域も双方がプラスになる連携を

行いたい。 

 

（８）全体についての意見 

（PTA会長） 

PTAの防災の取り組みをほめていただいてうれしい。小学部に入学した頃は自分の子どものことをみん

なが理解してくれると思っていたが、なかなか理解してもらえないのが現状。保護者は子どもの上手な

アピールの仕方を身につけないといけない。学校での普通は世の中の普通ではないことを理解し、親も

自己責任を自覚する。この学校から卒業するまではあっという間。もっともっと小学部の保護者にも伝

えていきたい。進路見学も参加者が増えてくるなど少しずつ変わってきてはいる。 

（校長） 

自分たちで考え、対策する積極的な状況をありがたく思っている。 

（会長） 

学校でできることは限られている。自分で考えることも学校に頼むこともそれぞれ大切である。 

 

（以上） 


