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大阪府立西浦支援学校 平成 29年度 第２回学校協議会（記録） 

 

日 時：平成２９年１０月１０日（火）１０：００～１２：００ 

出席者：協議会会長：加藤 美朗 （関西福祉科学大学) 

    協議会委員：今西 智奈美（大阪市職業指導センター 所長） 

          辻本 榮一 （西浦町会 会長） 

          鈴木 耕治 （羽曳野市立西浦小学校 校長） 

          石本 悦二 （支援センター はる センター長） 

          渡邉 亜弓 （西浦支援学校 PTA 会長） 

    校   長：西村 誠三 

    准 校 長：川村 修弘 

    事 務 局：教頭（齋藤 沖間）事務長（小池）首席（河井 三宅 和田） 

部主事（小学部：縄田 高等部：神坂） 

    報 告 者：支援進路部長（倉木） 

 

１ 開会 

（１）定足数確認 

    （午前１０時０５分現在） 

     学校協議会委員総数：６名 

     出 席：６名 

     よって、本協議会が成立した。 

（２）准校長挨拶 

 本校も開校より３年目を迎え、まだ様々に課題もありますが、年間を通してのＰＤＣＡサ

イクルに添って、学校運営を進めていっているところです。本日はいろいろと議案もござい

ますので、委員の皆様に忌憚のないご意見を伺いまして、本校の教育にご支援をいただけま

すよう、よろしくお願いいたします。 

 

２ 報告 

（１）進路状況について （倉木支援進路部長より) 

◇今年度の進路部の取り組み  

【１学期】 

・４月に各学年進路説明会を３日間実施。 

・５月に高３福祉懇談会を開催。堺市と堺市以外で別日に開催。主に福祉の方や地域の相談支

援事業所の方に来校していただいた。 

・高等部２・３年生の生徒の企業見学を実施。対象は６月の企業実習に参加する生徒全員で、

企業やＡ型事業所等３箇所で実施。 

・６月に高２・３年の企業実習と校内実習を実施。進路先として企業就労を希望している生徒

には１０日間の実習を勧め、１０日間の企業実習と５日間の企業実習を実施。３年生の参加
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者２４名中、１０日間の実習を選択したのは９名、５日間の実習は１５名。２年生は２１名

の参加。 

・全校保護者対象施設作業所見学会を実施。 

・今年度初めて施設作業所合同説明会を実施。４０事業所、のべ５４箇所に来校していただい

た。保護者は約１００名の参加。 

・夏休み中に今年高等部３年生で就労を希望する１３名のハローワーク懇談会を実施。ハロー

ワーク職員に来校していただき、保護者及び本人と面談。 

・高等部全学年で施設作業所実習を実施。１・２年生は基本的に１箇所、３年生は基本的に２

箇所の実習。 

・教員向けの研修として、全学部の教員の希望者による６つの事業所の見学会を実施。 

【２学期】 

・中学部生徒が８～９月に府立高等支援学校５校のオープンスクールへ参加。たまがわ高等支

援学校へ生徒５名及び保護者７名の計１２名。とりかい高等支援へ生徒１名及び保護者２名

の計３名。なにわ高等支援学校へ生徒３名及び保護者３名の計６名。すながわ高等支援学校

へ生徒１名及び保護者１名の計２名の参加。 

・９月～１０月にかけて、高等部３年生の企業就労をめざした実習を１３名が実施。 

・１０月に職業講話（大阪障害者職業センターの職員が来校）を実施。保護者１３名の参加。 

・高等部２年生の企業実習は、１９名の参加予定。 

・高等部１年生保護者向けの企業実習説明会を予定。企業実習について、及びそれまでに必要

な準備等の説明。 

・高等部保護者向けの訓練校の見学会を予定。（大阪市職業指導センター） 

・１１月に、保護者対象施設作業所見学会を予定。 

・高等部２年生の生徒の施設見学会を予定。 

・中学部３年生が高等支援学校の学校見学会に参加の予定。受験を検討している場合には必ず

参加する。たまがわ高等支援学校に 5 名、なにわ高等支援学校に 1 名、松原高校自立支援コ

ースに 1名、東朋高等専修学校に 1名が希望。（一部併願） 

・１２月に高等部１・２年生のキャリアフロンティコース生向けに、大阪市職業リハビリテー

ションセンター見学会を予定。 

【３学期】 

・高等部 1年生の企業実習を３日間予定。 

・「 障がい基礎年金」について講演を予定。 

◇９月現在の高等部３年生（６５名）の進路希望状況 

生活介護施設：２０名、自立訓練施設：４名、就労継続支援事業Ｂ型事業所：２１名、 

就労移行支援：１名、職業訓練校：２名受験予定、就労予定：１３名、その他 

◇高等部夏季作業所実習について（７月２０日現在） 

１年生：７１名中４７名（６６％）参加 

２年生：７６名中４４名（５８％）参加 

３年生：６５名中５０名（７７％）参加 
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高等部総計：２１２名中１４１名（６７％）参加。 

 

◇企業実習先について 

     今年度４月から実習先１５社増加。堺市方面を今後一層増やしていく。 

企業実習の参加生徒は、３年生の６月に参加したものが２４名（体験含む）。９月は１３名

（就労希望者のみ）。２年生は６月に２１名が参加。１０月は１９名の予定。 

（今西委員）大阪市職業指導センターでは、施設見学は高等部だけでなく小学部の保護者の方も

受け入れています。早くから見通しを持っていただくことが大事ですので、問い合わせがあ

れば見学可能です。 

（石本委員）就労移行支援事業Ｂ型利用の場合のアセスメント実習は、どのように実施されてい

ますか？ 

（倉木支援進路部長）本校では、なるべく夏休み中のアセスメント実習は行わず、希望する作業

所で体験してから、秋以降にアセスメント実習を行うようにしている。 

（委員一同 その他特段の質疑なし） 

 

※倉木支援進路部長退出 

 

（２）授業アンケートについて （河井首席より） 

アンケートは７月１３日配付、２０日回収 

回収率は全校で７６．６％（昨年度比－５．１ポイント） 

〈各学年の授業平均得点（４．００満点）〉 

小１ ３．３６ 小２ ３．５９ 小３ ３．７３ 

小４ ３．６２ 小５ ３．１９ 小６ ３．４９ 

中１ ３．５４ 中２ ３．７０ 中３ ３．３０ 

高１ ３．０６ 高２ ３．１６ 高３ ３．３３ 

各学年の平均得点は４点満点中３点を越えているが、今後も学習環境の整備と分かりやす

い指導方法の工夫、興味の持ちやすい授業の研究を重ねていく。 

数値については、各授業でいただいたアンケート数に差があり、あくまでも参考値として

ご覧いただきたい。 

また授業参観日に公開されていない授業などは、「わからない」と回答される傾向がある。

本校では保護者の方に設定された授業参観日だけでなく、年間を通じて参観いただけるので

担任に連絡のうえ、ぜひご活用いただきたい。同時に日々、児童生徒の授業での様子を連絡

帳や学級通信等で丁寧にお伝えし、保護者や関係者の皆様にお伝えする機会を増やしていく

ことも大切であると考えている。 

   （渡邉委員）子どもが授業の様子等を伝えることが難しい場合、帰宅した子どもの様子や表情を

見ながら、合わせて連絡帳を確認することで学校での様子等が分かる。学校へ楽しんでいっ

ていると言うのは分かるが、細かいところや授業についてなどは分かりにくい。 

ＰＴＡ役員会等で学校へ来る中で、本当に先生方が生徒をよく見て接していただいている
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と感じている。こういった授業アンケートでの質問でも実際は分からないので、分からない

のに回答するのが申し訳ない。本当にこれは一つの目安だと先生方に考えていただいて、今

のまま、子ども達一人ひとりに愛情を注いでいただけたらと思う。 

（鈴木委員）小学校では授業だけでなく、学級担任は児童の学校生活を丸ごと抱えているので「授

業アンケート」といいながら、回答には授業以外の要素も含まれているのではないか。そう

いった点では支援学校も同じ部分があるのではないか。小学校でも回答は児童が保護者と一

緒に行っている。 

   （西村校長）校長・准校長は「授業アンケート」の他、授業見学や面談等も行い、教員評価を行

っている。今後も保護者の皆様には、ひとつの参考としてご回答いただきたい。 

（辻本委員）以前は参観週間があったが、参観日にしたのはなぜか？ 

   （西村校長）参観日を設けると保護者同士が同日に集まり、会うことができるという保護者から

のご意見があり、参観日を設定した。本校では原則として参観日に限らず、ご連絡をいただ

いたうえで、いつでも保護者の方に参観にお越しいただいてよい、ということにしている。 

（委員一同 その他特段の質疑なし） 

  

（３）学校経営計画の進捗状況について （校長より） 

＊めざす学校像 

１「一人ひとりを大切にし、将来に向けたステップを作る学校」 

２「自ら前向きに変わっていこうとする力を持つ学校」 

３「関係機関と連携し、地域に根付く学校」 

＊中期的目標 

 １「教育実践マトリクス」（本校独自の教育実践指標）、「シラバス」（年間授業計画）の

充実とそれぞれの連関による児童・生徒の支援 

      「教育実践マトリクス」とは、保護者と教員がともに児童生徒の実態について考え、学

習目標を検討するためのツール。「シラバス」は、いわゆる年間計画といわれるもので、

各教科で作成。学習指導要領のねらいとそれに基づいた西浦支援学校での使用教材や教科

書、キャリア教育の視点も加え、学習内容が書かれている。 

       「教育実践マトリクス」は、大阪府教育センターと協力し、地域の小中学校でも活用で

きるように、校内のプロジェクトチームで改定を行っている。教科指導と自立活動の二つ

の分野にして整備していく予定。 

       指導計画と教材庫が連動するのを目指している。今後引き続き教材を充実させていく。 

       電子黒板が今年度２台追加で計３台。タブレットを４台追加して、現在２７台を各授業

で活用している。 

 ２キャリア教育の充実 

       『キャリア教育』＝『就職』というイメージがまだあるが、キャリア教育については小

学部から行う大切なものであり、外部講師による研修も行った。中学部の進路選択の幅も

広がっており、高等部のキャリアフロンティアコースへ進みたいという生徒も増えている。 

 ３安全安心な学校づくり 
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       児童生徒が校内を自分達で移動しやすくなり、来校された方にとっても分かりやすいよ

うに校内掲示の改善に取り組んでいる。 

       災害時対策では、メール等を活用して保護者との連携を図っていく。 

       小学部では七夕にちなんだ近隣住民との交流があったり、学部行事への招待状を出すな

どしている。また西浦小学校とも交流させていただいて、中学部は近隣の清掃をさせてい

ただいている。 

       人権学習についても積極的に実施している。 

 ４専門性の向上及び人材育成 

       「教育実践マトリクス」については、具体的に実態把握の会議や事例検討等を各学期に

行うなどしている。 

     地域支援室の活用としては現在、来校相談を２６ケースと訪問相談を８ケース実施。   

府内南河内担当のリーディングスタッフ２名と小中高各学部にコーディネーター１名ずつ

の合計 5名体制で取り組んでいる。 

 【高等部に関して】 （准校長より） 

   ＊めざす学校像 

      ※小学部・中学部に同じ 

＊中期的目標 

１「教育実践マトリクス」（本校独自の教育実践指標）、「シラバス」（年間授業計画）の充実

とそれぞれの連関による児童・生徒の支援 

     ＩＣＴ機器の活用については、タブレット型端末２７台を高等部の全ての教員が活用し

ていく。しかし、使用頻度が上がると通信速度が悪くなるなど課題もあり、環境の改善も

必要。 

２キャリア教育の充実 

     就労希望者が増加し、生徒たちの意識も高まっている。しかし、キャリア教育は就労だ

けでなく、卒業後の充実した生活も大切であり、小学部からの一貫したキャリア教育の構

築が必要。卒業生のアフターフォローは、担当教員が訪問し、卒業生の様子を見に行った

り、相談に対応したりしている。 

     水耕栽培システムの活用を含む職業の授業全般においてマニュアル化を図っていく。教

員の異動等があった場合に対応できるよう、作業工程をマニュアル化しておくことでスム

ーズに移行できると考えている。 

３安全安心な学校づくり 

     校内シンボルの設置について、キャリアフロンティアコース生徒たちを中心に職業の授

業時間に行っていく。 

     また、防災については、まず生徒たちが避難しながら、教員とともに無理なく手伝える

ことがないか、といった点にも着目していけたらと考えている。 

       地域の方々との交流については、高等部では水耕栽培や露地栽培で収穫できたものを地

域向けに販売できないかと考えている。校内での販売を行うことで、本校の教育活動を知

っていただける取り組みにしていきたい。また、様々な専門知識をお持ちの学校サポータ
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ーにも来ていただき、農業指導や音楽鑑賞会などを開催していただいている。 

４専門性の向上及び人材育成 

本校高等部への進学を検討している中学校 3 年生を対象に高等部 1 年生での体験授業の

実施を検討する。 

松原高校との間で教員の相互交流を図り、支援の内容や教科指導の専門性の向上を図る。 

（委員一同 特段の質疑なし） 

 

３ 協議 

・今年度の『学校教育自己診断』の質問項目について 

（加藤会長）『学校教育自己診断』の質問項目について、ご説明をお願いする。 

（河井首席）開校年度より保護者、教職員に向けて学校教育自己診断を実施しているが、「回答項

目数が多い」とのご意見を毎年いただいている。診断項目の評価の推移を見ながら学校教育

の改善をはかっているが、今年度は類似項目を中心に整理を行った。 

精選整理の観点は、 

①大阪府教育庁より示された必須項目については引き続き記載する。 

②防災関係については散見されるものを集めて整理する。 

③個別の教育支援計画と個別の指導計画については、毎年肯定評価が高いことと各項目に類

似点が多いので、それぞれ 1項目に整理する。 

④新たに「いじめに関する項目」が府教育庁より示されており、開校年度より質問項目とし

ていた「いじめに関する項目」と置き換えた。 

以上により、保護者向けについては３６％程度、教職員向けについては２７％程度の削減を

行った。 

（加藤会長）今回追加された項目はあるか？ 

（河井首席）いじめに関して、前年度まであった「教職員は、いじめのない学習集団づくりに取

り組んでいる。」という項目を、大阪府から示されている「学校はいじめについて子どもが困

っていることがあれば真剣に対応してくれる。」に置き換えた項目のみ。 

（西村校長）削減というより統合したということで、以前聞いていた内容が全く無くなったとい

うことではない。 

（河井首席）例えば本年度版の「学校は個別の指導計画について保護者への説明を行い適切に取

り扱っている。」は昨年まで「学校は個別の指導計画の意義や内容等について、説明をしてい

る。」「個別の指導計画について、本人・保護者のニーズを踏まえ作成されている。」「個別の

指導計画について、内容を確認する機会が設定されている。」の３項目にわたって質問されて

いた。こうした類似項目を合わせて、文言を付け加えながら整理をしているので、不要と判

断し、除外したという項目はない。 

（加藤会長）基本的な項目というのは大阪府教育庁より例示されているのか、先ほど説明があっ

た項目以外は独自で作られているのか。 

（河井首席）本校の診断項目については大阪府教育庁と大阪教育大学が共同で作成したものに基

づいている。このモデル自体、項目数が多いものだが、本校はほとんど手を加えずに使用し
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ていた。 

（加藤会長）項目数が多いという意見は保護者や教職員からどのように聞かれたか。 

（河井首席）保護者用の「Ⅳご意見のコーナー」の自由記述欄に毎年複数書かれていた。 

今回項目数をまとめたが、これよりも少ない質問項目数で実施されている学校もある。 

（加藤会長）「Ⅲ その他お聞きしたいこと」については、どうか。 

（河井首席）本校独自の項目であり、マトリクスや、キャリアフロンティアコースなどについて、

質問を設定している。 

（加藤会長）質問項目の整理をされたということで、内容については変わらないということであ

る。事前に確認されていると思うが、委員の皆様よりご意見など特に無ければ承認させてい

ただく。 

（河井首席）保護者向け配付文書について、例年学校教育自己診断とともに配付している文書に

今回の整理について追記している。配付は１１月初旬、集計は１１月中旬からという流れで

ある。２月の学校協議会にて結果を報告する。 

（委員一同 その他特段の意見なし） 

 

 ・保護者からの意見について 

＊Ｈ２９年９月２１日付意見書（1）【要旨】 

  ［前回町会長欠席のため再提出］ 

 東門より南側の道路が前年度に整備されたので、放課後等デイサービスの車両の東門よ

り南方向への乗り入れについて地区会の会長と意見交換をお願いします。 

 

（加藤会長）前回の学校協議会で鈴木委員から、もし東門からの車の通行があれば、近隣小学

校の子どもたちの通行の安全も心配になるという意見があった。学校の方でも遠方の事業

所の送迎車が、バスが出発する前に出発できるように工夫しているということであった。 

（辻本委員）前回の学校協議会記録を読んだが、同意見である。地域には２７の町会区長で構

成する区長会がある。この区長会では、支援学校開設にあたり、通用門からの車両の出入

りはしないという約束を支援学校との間で取り交わしている。その後今日に至るまで、こ

の約束は守られて来たし、今後もずっとこの約束は守っていただきたい。 

（石本委員）堺市北区からは遠方であり、堺市に支援学校があれば、この問題も解消されると

ころがあるのではないか。 

（渡邉委員）近隣の方々に西浦支援学校の開設を受け入れていただけたことについて、私たち

保護者にとって本当にありがたいことと思い、感謝している。学校開設に際しての地域の

方々のご不安も、とてもよく分かるのでこれからも近隣の方々と協力しあっていきたい。 

（西村校長）校区については、大阪府へも要望として伝えている。校内での工夫は継続してい

く。 

（加藤会長）引き続き学校から保護者の方に説明をしていただきたい。 

（委員一同 その他特段の意見なし） 
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＊Ｈ２９年９月２１日付意見書（２）【要旨】 

ＰＴＡ主催の夏まつりについて、スクールバスが出なかったが、遠方対策がなされていな

い。他の行事についても実施の見直しと対策をお願いします。 

 

（渡邉委員）ＰＴＡ夏まつりは、ＰＴＡ主催として、１学期の終業式の翌日に実施し、今年度

で２回目の開催となった。昨年度よりＰＴＡの運営委員をなさっている保護者の方々にご

意見をお伺いし、年々改善しながら実施している。学校からスクールバスを出せない、と

いうことであるし、ＰＴＡ会費でも予算はない。堺市北区の他、大阪市に近い松原市や奈

良県に近い柏原市も校区内であり、校区はたいへん広い。もうひとつの問題として、保護

者の皆様も、お仕事等があり、学年委員の決定については敬遠されがちである。その点に

ついても、どうにかして改善していきたい。委員の方の役割も多岐にわたるので、それら

も簡単にし、委員の皆様が参加しやすいＰＴＡ活動を検討していきたい。児童生徒数も多

く、行事の実施にあたってはＰＴＡの委員の皆様にも多くの負担がかかっている。遠方か

ら学校に来られる方のご苦労は、私自身の経験からもよく理解しているが、いろいろな点

を考えると、すべてに対応しきれるのかは難しい。ＰＴＡ夏まつりに参加された方々は、

みなさん「楽しい」と言っていただけているので、続けていきたいとは考えている。 

（加藤会長）ＰＴＡの運営に関しては、開校したばかりということもあり、たいへんな中で、

ＰＴＡの皆様が「なんとか子どもたちが参加できる楽しい行事を実施したい」という思い

で、努力をされておられる。これからもＰＴＡの中で協議をされながら、進めていってい

ただきたい。 

（西村校長）ＰＴＡの皆様には本当に手づくりで一緒に本校を作りあげていっていただいてお

り、たいへん感謝している。今後も実施できることについては実施していっていただける

と、ありがたく思うが、なかなか難しい点もあるとは思う。 

（齋藤教頭）学校の課業中に関してバスが運行されるのであり、ＰＴＡ行事に対してのバス運

行は難しい。 

（渡邉委員）今年度のＰＴＡ夏まつりは、児童生徒のみなさんと、そのご兄弟の方を合わせて

約１００名の参加があった。順番待ち等の状況が発生するなど規模的に難しい面もあった。 

（加藤会長）遠方対策が本校の課題である一方で、ＰＴＡ主催行事の運営規模の問題もあり、

いろいろと課題があるなかで行事等を実施されている。 

（委員一同 その他特段の意見なし） 

 

＊Ｈ２９年９月２１日付意見書（３）【要旨】 

   ［再提出］意見書の提出がメールでできるようにお願いします。 

 

    （加藤会長）前回の学校協議会で、いたずらメールや不要な広告のメールなどが送られてくる

ということも聞いているが、他校の状況等も確認し、検討していくということでしたが、

いかがでしたか。 

（西村校長）私自身の経験と近隣の学校の状況から、学校宛に宣伝その他不要なメールが多数
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入ってくるということが心配されていた。また、本校にはウェブ上で提出できるフォーム

があり、その方が便利であると思うが、提出された方ご自身が送信した内容が確認しにく

いということもある。近隣の学校では、いたずらメール等の迷惑メールが入ってきていな

いところもある。今回、委員の皆様のご意見をお伺いしたうえで、メールでの提出ができ

るようにしてみて、やはり問題があれば、現状に戻すということで、次回の学校協議会へ

のご意見がいただけるまでにメールでの受け付けができるようにしようと、私自身は思っ

ている。 

（委員一同 特段の意見なし） 

 

＊Ｈ２９年９月２１日付意見書（４）【全文（一部字句変更箇所あり）】 

去年度１回目協議会事務局員の遅刻などの説明で、子供の面倒が見れないと行事をダブらせた

と回答されています。ＰＴＡの総会も含め、基本姿勢が前校長では間違っていたと思いますが、

間違った学校姿勢で校長が変わるまで進んでしまった結果でと思いますすぐに安全安心な学校

に方向修正は難しいですが、下記の件も子供の面倒は学校みる学校の不手際で保護者の皆様に

安全安心な学校経営を見直す宣言の場として考えていただき、基本は保護者の負担を少なく旦

那様にも聞いてもらえる、両親も一緒に学校の姿勢変更を聞いていただくのが普通の考えです

よね？ 

私ひとりの思いかもしれませんので再協議お願いします。 

 

28年度３回目の協議会意見書②より 

「午後のある懇談について保護者が懇談を終わるまで子供をみてうただけないでしょうか」回

答教員が児童生徒とともにすごすこと行っております。とあります。 

体罰の説明会のときこの様な対応ができないと朝の１０時に行いました。上記の内容であれば

学校側の不手際なので教員が生徒をみて夜にするのが学校の姿勢ですよね。 

昼間の説明会の参加人数ご存じですか？ 

２６人ですこのような人数で説明会としてなりたってますか？議論お願いします。 

大阪（市内支援学校）の体罰の保護者説明会は夜でした。 

保護者は仕事してる時間帯ですよね 

 

今後体罰等の保護者説明が必要な場合、子供の面倒は学校で見てもらい夕方に説明会を開くで

検討結果が出ましたか？ 

（全部記載御願いします） 

 

（西村校長）まず何よりも、体罰等のない学校にしなければならないが、もし万が一、そのよ

うな説明会を開く必要があったときには、ＰＴＡの役員の方々と時間帯等について、ご相

談をさせていただく。 

（渡邉委員）子どもが家庭にいない時間帯にしていただくのが、ありがたいという家庭もあり、

また夜に実施されれば、出席しにくい家庭もあると思う。体罰等があってはいけないが、
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もし、そのようなことが起きた場合に、学校がどのような信頼できる対応をしていくのか

ということが重要であると思う。前回の対応としては、誠実な対応をしていただいたと思

っている。 

    （加藤会長）前回の学校協議会でも、説明会の開催の時間帯については、ＰＴＡ会長や役員の

方々とご相談させていただいたうえで、検討していくということであった。体罰等がない

ようにすることが第一であるが、説明会についてはＰＴＡとも相談しながら、教員が児童

生徒とともに過ごすということも含めて、進めていっていただきたい。 

（委員一同 その他特段の意見なし） 

 

４ 協議のまとめ 

（加藤会長）まだまだ課題等もあるが、今後とも引き続き努力をお願いしたい。学校教育自己診断

の質問項目については、一度今回提示されたものをもとに実施していただくということで、よ

ろしくお願いする。 

 

５ 次回連絡 

第３回 平成３０年２月２０日（火）午前１０時から２時間を予定。 

 


