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大阪府立西浦支援学校 平成 30年度 第２回学校運営協議会（記録） 

 

日 時：平成 30年 10月 22日（月）10:00～12:00 

出席者：協議会会長：加藤 美朗 （関西福祉科学大学） 

協議会副会長：今西 智奈美（大阪市職業指導センター 所長） 

    協議会委員：松原 博  （西浦町会 委員） 

           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委員） 

    校 長：川副 博史 

    准 校 長：川村 修弘 

    事 務 局：教頭（齋藤 沖間） 事務長（小池） 首席（江頭 河井 渡邉※三宅は

欠席） 部主事（小学部 縄田※中学部 戸田、高等部 神坂は欠席） 

    報 告 者：支援進路部長（倉木） 

 

１ 開会 

（１）定足数確認 

    （午前 10時 00分現在） 

     学校運営協議会委員総数：６名 

     出 席：５名※１名遅刻 

     よって、本学校運営協議会が成立した。 

（２）校長挨拶 

まず冒頭に、第一回の学校運営協議会の議事録の HPへの掲載が遅れたことをお詫び申し

上げたい。本来であれば開会の一ヶ月前程度には掲載すべき内容であったところが、非常

に遅くなり、本当にご迷惑をおかけしたと思っている。これについては学校側での様々な

事情があったとしても、学校側のミスと思っているので、以後はこういうことのないよう

に、掲示の期限をしっかり確認していきたいと思う。府教育庁にも確認をとったところ、

期限は設けられていないが、常識的に考え、一ヶ月前程度に出すのが妥当であろうという

ことであった。改めてきっちりとさせていきたいと思う。本当にご迷惑をおかけしまして

申し訳ない。なおその件に関しましては一つの意見書が来ているので、冒頭で説明させて

いただきたい。学校は７月に第１回の学校運営協議会の開催、そして夏季休業の後、９月

から２学期が始まっている。子どもたちも夏休み中にいろいろとあったが、皆さん元気に

２学期の学校生活を送っている。特に 10月に入り、小学部と中学部の修学旅行があり、両

方とも私が引率したが、子どもたちは色々な経験をできたのではと喜んでいる。なお来月

に入った早々、西浦フェスティバルの開催が予定されている。また地域の住民の皆様には

色々とご協力いただき、たくさんの方に来ていただけると楽しみに思っている。今回平成

30年度の学校経営計画の進捗についてということで現在の状況、今年度の学校教育自己診

断につきましてもご意見いただき、また学校運営をしっかりとしていきたいと思う。忌憚

のないご意見をお願いしたい。 

 

２ ・保護者からの意見について 

＊H30 年 10 月 21 日付意見書（１）【要旨】 

前回の学校運営協議会の議事録について、再三にわたり掲載をお願いしたが、議事録の公開

が遅く、第２回の学校運営協議会までに保護者の意見を十分に反映する時間が無いため、今回

の学校運営協議会は議事録作成の期間のみを話し合い、協議については延期すべきである。 

＊H30 年 10 月 21 日付意見書（２）【要旨】 

第２回学校運営協議会の再開催の際に以下の協議をお願いしたい。 

 次頁へ続く 
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（加藤会長）このように意見書が出ているが。 

（川副校長）この件について、第１回の学校運営協議会の議事録について連絡をいただい

ていたが、掲載が 10月 16日になってしまった。特に第１回の学校運営協議

会にご意見を出された方のお考えは、出された意見書に関する委員の皆様か

らの様々なご意見などを見たうえで、その対応なりを考え、第２回の学校運

営協議会へ意見書を出したいということだと思うが、その期間が短いという

ことでご指摘をいただいているのだと思う。その点に関しては教育庁から

も、同様に指導を受けている。このように議事録の掲載から学校運営協議会

の期間が短いのであれば、学校運営協議会の日程を変更し、議事録を見た保

護者が対応できる期間に日程を組むべきであるというご意見もいただいた。

ただ申し訳ないことに２学期は行事も多い中、また各委員の方々の予定もあ

り、学校としてはしっかり対応するので、２回目の学校運営協議会は予定通

りさせていただくと、ご本人には伝えている。委員の先生方にはご迷惑をお

かけするが、第２回の学校運営協議会を予定通り行わせていただくというこ

とで、ご確認をお願いしたい。さらに２通目は今回の学校運営協議会を延期

して再開催して欲しいというご意見である。この件に関しては違った日程で

学校と教育庁、堺市の方とお話を聞く機会を設けているので、そちらでしっ

かり対応したいと思っている。 

（加藤会長）次第の報告、協議と前後するが、この件について確認させていただきた

い。まず 1点目であるが意見書には日程に関する要望も書かれているが、校

長から話があったが、今回このような形で行うということでよろしいか。こ

れについて何かご意見がおればお願いしたい。 

（委員一同 異議なし） 

（加藤会長）では進めたいと思う。前回の第１回目の学校運営協議会への意見書の内容

と議事録をもう一度読んでいたが、前回、私もうまく理解できていなかった

ところがあり、委員の方々には申し訳ないと思っている。第１回学校運営協

議会の質疑に書かれている内容を見ると、意見としての要点は「協議会で事

実確認をお願いします」という最後の一文だと捉えることができる。この一

文が、何を意味しているのかというのは、前校長先生と、准校長先生と話を

聞かせていただいた経過から申し上げると、昨年度に、堺市へ西浦支援学校

とこの保護者の方が、堺市の当時の担当者へ堺市の対応を訴えたと記憶して

いる。そのとき、堺市が大阪府に対して、文言がどうかというのは別にし

て、通学地域割りの学校の要望のようなものを提出しているというような報

昨年度、堺市役所にて、前校長、現准校長、現教頭、当時の堺市教育委員会支援課担当者、当

時の堺市北区地域福祉課課長と私で懇談会を持った。その中で、堺市は大阪府に対し通学地域

割の変更の要望を提出していると報告していたが、大阪府に問い合わせると提出されていなか

った。学校運営協議会で事実確認をお願いしたい。 

１、堺市での懇談会は堺市が西浦支援学校の件で説明したいと開催した。 

２、その懇談会では堺市は福祉など遠方の学校に通う子どもに対し、何も堺市の決まりごとを

変更できないという回答ばかりであった。 

３、堺市は遠方の学校へ通うことに関して困っている子どもに何もしないのかと聞くと、「通

学地域割の変更を要請している。」と回答した。堺市の職員以外からの通学地域割という専

門用語は出ていない。 

４、同上の内容を受け、解散。 

５、同上の内容を受け、教頭と大阪府教育庁職員へ確認、通学地域割の要望及び要望書につい

て調べていただいた。結果、大阪府及び西浦支援学校に通学地域割の要望及び要望書が堺市

からは届いていないと回答を受けた。 

上記の第１回学校運営協議会の議事録の訂正を協議していただきたい。 



3 

 

告があったが、その後どうなっているのかということを尋ねているのかと思

うが、意見書の文言を見ると、そこをもう一度確認してほしいという具体的

な文言はないが、堺市から大阪府に対して要望書のようなものを出したかど

うかの確認ではなく、出したと堺市の方がおっしゃったかどうかというのを

確認してほしいということなのだと分かった。参加されていた校長は転勤さ

れたが、准校長と教頭などにこの件についてどうであったのか説明をいただ

ければと思う。 

（川村准校長）昨年度８月 31日 16時に堺市役所へ前任の西村校長、私、沖間教頭の３

名で行った。その３名が堺市の市役所の方へ出向くということは、前校長が

すべて窓口として対応していたので、どのようないきさつで行くことになっ

たのかに関しては、詳しい事情は聞いていない。ただその日時で堺市に行っ

た。そのときにこの保護者の方もお越しいただいている。私が議事録の上

で、その会議の席上で話に挙がっていなかったような文言まで話をしている

ように書かれていることに対して議事録としては不適切ではないか、とのご

指摘であると思っている。確かに先般の学校運営協議会ではそのときの私の

思いも含めて話をさせていただいたところもあった。「堺市」から通学区域

割の要望をあげているということについては、私も沖間教頭も記憶にはござ

いません。ただ担当の方から「要望はしています」というようなお話はその

場で出たことは記憶しており、その文言の事実確認ということであれば、確

かにその場で担当の方から、そのような話があったのは事実である。東門の

開閉についても要望はあげているというような話は確かにあったように記憶

している。 

（加藤会長）もし補足があれば 

（沖間教頭）この保護者が言っているのは、結局、堺市が堺市として要望をしている

というように言われたが、実際に確認すると、それはしていないではないか

と、堺市が要望したというのは事実じゃないということを言いたいのだと思

う。 

（加藤会長）今回の意見書の趣旨はおそらく堺市が実際どんな要望を出しているかで

なく、あの席上で何らかのご要望を出しているというか、働きかけをしたと

いう、その結果がどうであれ、その後どうしているであれ、それがあったか

どうかが聞かれているのではないか。 

（沖間教頭）要望しているというようには言っていたと記憶している。 

（加藤会長）堺市としてはその時点でその担当者が何らかの要望を府教育庁にしたこ

とがあると言ったということなのか 

（沖間教頭）はい。 

（加藤会長）その内容だとかその後どうこうということはその場では出ていないが、

要望を出したという事実があったのかどうかが、ご意見を出された方にとっ

ては非常に重要だったようである。私はそこの認識があいまいであった部分

があり、非常に先生方にも委員の方にも申し訳なかったが、まずご意見を出

された方にそのような思いがあるのではと思う。なので、この議事録にはそ

のような事実があったと書いていただければよいと思う。 

委員の皆様には分からない部分があったと思うが、事実確認をきちんとでき

ていなかったということと、今回きちんとし直せたと思えたがその点につい

て何かご意見があれば。 

（石本委員）校区割りというか、堺市の子どもがバスに乗ってくる時間と地域性から

すると親御さんの言っていることは的を射ていると思う。そこはしっかりこ

の学校運営協議会で確認しておくのがよいということと、子どものことを考

えた場合、学校としても、府教育庁へ堺市は堺市で学校を作るなりで対応を

要望してもいいのではないかと思う。自力通学の子どもは本当に大変であ

る。そういうのも含め、子どもたちのことを考えた上で校区というものはし
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っかり意見として上げられるといいと思う。たぶん親御さんはそれを一番求

めているのではないか。 

（加藤会長）色々なご意見を受けながら、前回もそのあたりの意見を集約したと思

う。だが、まずそこの事実確認をしなければならないことを怠っていたこと

は申し訳なかった。学校運営協議会で、学校がどのようにしていくか、この

学校運営協議会で校区割りに関して変えるようなことはできないが、せっか

くいただいた意見書であるので、何かそのほかにお考えのことなどあればお

聞かせいただけたらと思う。 

（松原委員）実際はどうだったのか。堺市が提出していたのか。していなかったの

か。 

（川村准校長）意見書にも書かれてあるように、教育庁の担当と教頭で確認したとこ

ろ、最終的には「堺市」としての要望は出ていない。ただ堺市の担当者が堺

市の保護者の方から要望があがっているというような、メモ程度では担当に

はあがっているようであると聞いている。 

（松原委員）メモであれば保護者の方から府教育庁に問い合わせたら、当然それは対

応していないと答えるであろう。担当者に直接問い合わせができたら連絡さ

せていただきますというようなお答えはあるが、その担当者に電話がつなが

らないとどうかはわかないが、当然書類をチェックすると提出していないと

いうことになる。 

（加藤会長）メモではどこからどこまで伝わっているか分からない。他に意見はどう

か。 

（松原委員）初めに話に食い違いが生じると話がうまく伝わらない。 

（加藤会長）堺市も政令指定都市であり府との調整もあるなかで、様々なことが起こ

っているのではあるが、もっと支援学校の少ない時代は大阪市と大阪府を越

えて校区割の問題があり、重度の肢体不自由の子どもが一時間以上かけて学

校に通うということもあった。少しずつ解消はされているが、まだまだ事例

があり大事に考えていかないといけないと思う。この保護者だけでなくて堺

市から通っている生徒は何人いるのか。 

（川村准校長）だいたい 50数名である。 

（加藤会長）そんなにたくさんいるのか。引き続き丁寧なご対応と、どのようにすれ

ば改善できるかということも一緒に考えていければと思う。そのほかに意見

があれば。 

（松原委員）今回の議事の変更というのは議事録の変更の指摘か。議事の変更か。 

（川村准校長）今までのこの保護者からの要望の内容を我々の方で精査すると議事録

の変更ではないかと思う。 

（松原委員）５点挙がっているが、これは保護者のいう通りなのか。 

（川村准校長）私自身が聞いた内容、また、教頭が聞いた内容に関しては改めて報告

をさせていただいたことかと思う。 

（松原委員）ということは議事録を変更するということでよいか。保護者の方はそれ

を望んでいるということか。この場で議事録を変更していいか。 

（川村准校長）委員の皆様で判断いただけたらと思う。 

（松原委員）話を聞く限り、事実であれば、この通りということであれば、変えない

と仕方ないのではないか。私たちにはこれが事実かどうかは分からない。実

際に准校長がそうに判断したのであれば、我々はそれを認めざるを得ないの

ではないかと思うが。 

（川村准校長）1 の内容に関しては堺市から呼ばれたというようなことを、私自身把

握はできていないが、堺市役所に行ったことは事実である。 

（松原委員）行かれたのは何か、何もないのに行かない。何か文書があったのか。 

（川村准校長）文書はない。依頼文書はなく、この保護者の方が前校長などとやり取

りをして、その期日で行くことになったということは聞いている。堺市が実
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際に我々を呼んだのかとなると、逆に依頼書がないと、ということになる

が、依頼書は私も確認したことはない。すべては電話連絡での約束である。 

（松原委員）1についてはかなり曖昧である。 

（川村准校長）申し訳ないがこれは私の把握できていない部分である。 

（沖間教頭）まず意見書全体としてのご指摘が、この方の言い方になっているので少

し違う点もあるかなと思うが、大筋では合っている。たとえば 1 にしても説

明したいと開催したと書いてあるが、我々が行ったのは、府教育庁と堺市教

委がこの保護者への説明の機会を持つと伺い、前校長と我々は堺市に要望を

するという立場ではないので、こういう実態であると情報を提供するために

行った。１がその通りであるかというとそうでもない。我々が行ったのは学

校の現状を我々の方からきっちり説明したいということで行かせていただい

た。 

（加藤会長）堺市に対しての説明ということか。内容は。 

（沖間教頭）たとえば堺市から何人生徒が通っていて、電車で天王寺を回ってきてい

る生徒が何人いるのかなどである。 

（松原委員）それは保護者では説明できない。 

（沖間教頭）そういうことを資料も持って行き、説明した。 

（松原委員）これは大事なところである。堺市が説明をしたいというのと、保護者が

一緒に行ってほしいというのは全然違う。 

（川村准校長）書類のやり取り等で考えると、何か依頼書等があったのかとなると正

式な堺市からの依頼書、派遣依頼等はないので、書類のやり取りだけで言え

ば堺市に呼ばれて行ったというわけではないということになる。この保護者

の方と堺市、前校長のやり取りに関しては、電話でのやり取りであったと記

憶している。 

（松原委員）前校長先生に電話の相手というのは保護者か。 

（沖間教頭）保護者である。 

（松原委員）前校長は堺市とのやり取りはなく、保護者とのやり取りであるのか。 

（川村准校長）保護者とのやり取りである。 

（松原委員）ということは堺市からの依頼はなかったということか。普通に考えれ

ば、電話も文書もないと話自体がないということになる。 

（石本委員）親御さんの依頼で行かれたということか。 

（川村准校長）保護者の方がそのとき電話口でどのように話されたかは、私の方では

聞き取れないが、今記憶にあるのは前校長が「じゃあ我々が行きましょう

か」という話をしていたのは記憶にある。ただ、教頭からもあったが、保護

者の要望を後押しするために行くわけではないというのは何度も念を押され

ていた。 

（松原委員）そうすると１を議事録にそのまま載せるというのは後々問題になってく

る。 

（加藤会長）意見書を出された方と調整をすべきである。 

（松原委員）事実確認が必要である。 

（沖間教頭）１については正確な表現をしたいと考えている。 

（加藤会長）ではよろしくお願いする。２以降はいかがか。 

（川村准校長）この保護者の方の言い回し等があるかと思うが流れとしては、大筋の

流れはこの通りである。今その当時のメモを見ていたが、そのときもかなり

広範囲にわたってご意見を言っておられた。だいたいの流れとしてはこの５

項目と思っている。 

（加藤会長）できればこの内容に関して、妥当だろうということなのであれば、文言

のこともあるので、学校側で原案作っていただいて、また、保護者の方とす

り合わせしていただいた上で議事録に載せていただくということでよろしい

か。 
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（委員一同 その他特段の意見なし） 

（加藤会長）ではその方向でよろしくお願いしたい。 

（川村准校長）議事の語句の精選については御一任いただけるということでよろしい

か。 

（委員一同 その他特段の意見なし） 

（加藤会長）ではその方向でよろしくお願いしたい。先に取り上げてほしい意見書と

いう物についてはこれで終わりである。 

（委員一同  その他 特段の意見なし） 

 

 

報告 

（１）『学校経営計画及び学校評価』進捗状況（小中学部）（校長より） 

※めざす学校像 

１ 「一人ひとりを大切にし、将来向けたステップ作る学校」 

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」（本校独自の指標）、「シラバス」（年間授業計画） 、「教材

室」 等の整備 充実 

１－（１）月一回程度のプロジェクトチームの会議において、チェックリストの項目を精

選し、整備を行っている。年度末に向けてチェックリスト化を進めている。ま

た指導案、教材データの連動に向けても進めている。 

１－（２）「教材データベース」の充実に向けて教材展示会を行い、それぞれの教科から

３つ以上の教材が提供された。提供されたものはデータベースの方へ統合され

ている。開校 4年目ということでまだまだ少ない教材や指導案を増やすため

に、教材展示会で注目の高かったものについては研修で教材を作ったり、教員

が夏休みに行った研修の伝達研修を行うなどをした。 

１－（３）情報機器の貸し出しをコンピュータ上で行い、学部を超えた管理を行うことで

情報機器の使用の機会を増やしている。機器をなかなか増やせないが、大きな

テレビやタブレット型端末であったりを寄付していただいた。このような中で

タブレット型端末の使用頻度が非常に増えてきており各学部でこれらを用いた

授業が多く行われている。が、反面、情報機器が使われる授業が増えると情報

機器が足りなくなるというジレンマもある。色々な形で要望していって、タブ

レット型端末に限らず、情報機器を整備していく。 

２ 自立活動・キャリア教育の充実 

２－（１）学校教育自己診断で判断する。 

２－（２）現在進行中。年度末にまとめて報告する。現在個別の指導計画のチェックの方

が進んでいる。 

２－（３）学部間交流として姉妹クラスを設定、小中高と学部を超えた交流を、２学期、

３学期に予定。また、小学部は西浦小学校、中学部は峰塚中学校、高等部は松

原高校と学校間交流を実施。西浦小学校とは教員間の交流も行っており、とて

もよい体験をさせていただいている。西浦フェスティバルでは作品の展示も検

討しており、教員間の交流、児童生徒との交流、作品の交流なども増やし子ど

もの社会性や人間関係を広げる場を展開していきたい。 

３ 安全心な学校づくり 

３－（１）校内環境整備を進めている。高等部の授業で作成した校内の案内掲示物も増や

している。 

３－（２）今年度は地震や台風などの災害もあった。これからますます充実させたいと考

えている。保護者と連携した災害シミュレーションも考えており、３学期１月

20日の日曜参観時に保護者も参加した防災学習、地震非難訓練を実施する予
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定。その際、保護者への引渡しも考えており実施することで新たな課題の発見

につながると考えている。災害時伝言ダイヤル、マチコミメールを活用した連

絡も考えている。備蓄備品の整理を行い、今後も備蓄備品の充実を考えてい

る。マチコミメールの参加率は 64％であり、地震が起きた際、また台風などの

災害時に参加を呼びかけ徐々に増えてきているが、さらに伸ばしていきたいと

考えている。 

３－（３）ホームページの充実や学校便り配付などを行い、充実をはかっている。 

４ 専門性の向上及び人材育成 

４－（１）研修のない月はないほど研修を充実させている。原則としては悉皆としてお

り、研修参加後には研修シートを行ったり、学年ごとでアンケートを行うなど

してフィードバックしながらよりよい研修にしている。人権研修は各学期に一

回ずつテーマを決めて行っている。テーマ研修では授業力や専門性の向上、障

がい理解などを年３回に分けて実施している。教員間での伝達講習や勉強会

を、希望者を募り、随時開催している。年度末にはフィードバックを受け来年

度の研修計画を立て、学校経営計画に盛り込みたいと考えている。 

４－（２）本校では初任者の研究授業、研究協議を必ず行っている。メンター、チュータ

ー制という形で２年目から３年目の教員と経験のある教員の二人をつけ、悩み

を聞く、具体的な指導案の作成、授業内容の相談などを受ける体制を整えてい

る。初任者が持つ悩みを、かつて初任者であった教員が聞くということで共感

できたり、経験のある教員からの的を射た助言も好評である。 

４－（３）1学期には全教員対象に教育実践マトリクスを用いた公開授業を行っている。

２学期以降は４年目から６年目の教員のフォローアップ研究授業を予定してい

る。この授業については外部から授業を評価していただく方をお呼びし、外部

の目から見た時の授業に対するご意見をいただけるように準備している。地域

支援室の積極的な活用については年 30回程度を予定しているが、年度末には

活動内容をまとめ報告したいと考えている。 

 

『学校経営計画及び学校評価』進捗状況（高等部）（准校長より） 

※めざす学校像 

  小、中学部と同じ 

※中期的目標 

２ 自立活動・キャリア教育の充実 

２－（４）職業での授業は紙加工、農園芸、縫製、木工、窯業などそれぞれ製品や作物を

作っている。それら製品や作物の外部への販売活動ということで西浦支援マル

シェを定期的に開催するために協議を進めていた。当初は７月、９月から 10

月、11月の西浦フェスティバル３学期と予定していたが、７月は大雨の影響で

学校が休業になり７月の開催は見送っている。９月 19日に西浦支援マルシェ

を開催、本校の事務室前入り口の向かいにある自転車置き場を屋根とし、晴雨

関係なく開催できるように行った。昨年度末にトライアルで行った際は倍近く

の方にお越しいただいたが、今回は外部の方が 20名前後しか来ていただけな

かった。ポスティングや地域の町会の方にお願いしてポスターを掲示するな

ど、広報活動が前回に比べて範囲が狭かったと反省している。次回はもう少し

広報活動の範囲を広げて開催したいと考えている。お越しいただいた地域の方

からも、「もう少し広い範囲で広報をされては」とありがたいご意見をいただ

いた。西浦町会をはじめ地域の方々にご協力のお願いをしてポスティング等の

範囲を広げていきたいと考えている。次回は 11月の西浦フェスティバルで高

等２年生を中心に販売することを計画している。３学期も計画しているので、

そのときはご協力をお願いしたい。 

３ 安全心な学校づくり 
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３－（４）課外クラブは毎週金曜日行っているが、参加人数が大幅に増加し、現在 72名の

生徒たちが参加している。運動クラブのみならず、文化系のクラブでも色々な

ところに出展できないかというところで、美術部が関西コラボアート 21へ出

展した。クラブとしてではないが授業で取り組んだ書道の作品を大阪府の高等

学校の書道展へ出展した。「子どもたちの賛歌」展へも作品を出展した。この

ように文化的な活動も広げていっている。成果等に関しては学校教育自己診断

等を見てご報告させていただきたいと考えている。 

３－（４）羽曳野市立の中学校特別支援学級の先生方 20数名にお越しいただき、本校の高

等部の教育内容について、また、よりよい進路指導に向けご協力をいただきた

いとお話をさせていただいた。 

（委員一同  その他 特段の質疑なし）  

 

（２）『授業アンケート総括』（江頭首席より） 

アンケートは７月 11日配付、20日回収 

回収率は全校で 75.2％（昨年度比-1.4ポイント） 

各学年の平均得点数（4.00満点） 

小１ 3.41 小２ 3.54 小３ 3.43 

小４ 3.40 小５ 3.45 小６ 3.42 

中１ 3.16 中２ 3.51 中３ 3.62 

高１ 3.46 高２ 3.38 高３ 3.34 

授業アンケートは本来児童生徒が記入するものとなっているが、支援学校に通う児童生

徒の中には意思の表出が難しい児童生徒も多く在籍するため保護者が聞き取ったり、保護

者が授業参観等で見られた、感じられた授業でのお子さんの様子でアンケートに答えるケ

ースがある。すべての授業を見ておられるわけではないので、「分からない」という回答

が多い。得点に関しては得点について A「そう思う」４点、B「だいたいそう思う」３点、

C「あまりそう思わない」２点、D「思わない」１点、E「わからない」０点として計算して

いる。総じて３％を越えており決して悪い状況ではない。 

小学部では自分の意思等の思考・表出」などの課題となる傾向を反映した反面、嫌がら

ずに学校へ行っている、もしくは元気に学習活動できている様子を児童本人から聞き取っ

たり、連絡帳から読み取れるなどの、学齢期における特徴を反映した結果と推察できる。 

中学部では「授業が分かればやる気につながるが、そうでなかった時の問題解決の手段

の獲得及び、問題解決に向かう主体性」の育成には課題があると見ることができる。 

高等部では知的発達の遅れの少ない生徒については生徒自身がアンケートを記入してい

るケースが多く、問１の「勉強はたのしいですか。楽しく参加できていますか。」の得点

が高く出るのと同時に、問５の「勉強でがんばったことをほめてもらったり、励ましても

らっていますか。」について低く出ているケースがあることから、生徒達の実感として

「授業はわかるが、頑張りへの評価が十分でない」と感じている傾向にあることが読み取

れる。教員の「ほめる」働きかけの不足やその技術不足によるものなのか、「もっと褒め

てほしい」という生徒の心理的特徴によるものかを検証し、授業のあり方や授業における

教員の指導方法などの見直しに役立て改善していく必要があると感じた。 

府立支援学校では、自身で評価を行うことが困難である児童生徒が在籍している。その

ため、児童生徒への支援として、教師への聞き取りだけなく、保護者への聞き取りをもっ

てより公平性を担保しているが、本校においては、各授業の回答数にばらつきがあった

り、高等部おいては教科ごとのグループ数が多いことから、アンケート回収率の低いグル

ープでは極端に評価が低く出てしまう傾向があったり、あわせて「E わからない」の回答

が多いと点数化できない。よって客観的に分析する事が難しい点がある。どの学部も各学

年の平均得点数は決して悪くないが、今後も平均得点数の向上に向け、努力を重ねるとと

もに、学習環境の整備、分かりやすい指導方法の向上、そして児童生徒に伝わりやすい評

価の方法や表現などの研究も重ねていきたい。また、日ごろの連絡帳や電話連絡などを通
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じて、児童生徒の授業での様子を丁寧にお伝えすると同時に、頑張りや意欲的態度に対す

る評価が子どもたちにしっかりと伝わるよう、取り組んでいくことが重要であると考え

る。 

（委員一同  その他 特段の質疑なし） 

 

（３）進路状況について（支援進路部長 倉木より） 

◇今年度の進路指導の取り組み 

 【１学期】 

４月 

○進路説明会（高等部保護者対象） 

５月 

○福祉懇談会（高等部３年生対象）   

・柏原市、羽曳野市、藤井寺市、松原市、堺市 

○企業見学（高等部２、３年生対象） 

・４箇所での実施、内２箇所は卒業生が実際就職した場所 

６月 

○企業実習（高２、３年生対象）  

・高２（５日間） 高３（５日間～10日間） 

○校内作業実習（高２、３年生対象） 

○第１回目施設作業所見学会（全学部保護者対象） 

・各事業所での見学会 

○第２回施設合同説明会（全学部保護者対象） 

・50法人 64事業所参加 

・本校体育館にて実施 

・今年度参加人数 保護者 87名参加（小３、中９、高 75） 

昨年度 100名程度参加 （小学部 20名程度） 

○進路説明会（中学部３年生保護者対象） 

・西浦支援以外（高等支援学校、専修学校等）の進路について 

 

【夏季休業】 

○ハローワーク懇談会（高等部３年生 企業就労希望者対象） 

・本校在籍生徒のハローワーク：藤井寺、堺 

○施設作業所実習（高等部生徒対象） 

・72事業所の受け入れ※校区以外有り 

※高等部１年生（１箇所） 75名中 40名参加 

高等部２年生（２箇所） 73名中 56名参加 

高等部３年生（２箇所） 75名中 56名参加 

○職員研修 

・福祉サービス事業所３、訓練校、リハビリステーションセンター等に参加 

 

 

【２学期】 

８月～９月 

○府立高等支援学校オープンスクール（中学部保護者対象 ※希望者のみ） 

・なにわ高等支援学校  生徒４名 保護者６名参加 

たまがわ高等支援学校 生徒７名 保護者 10名参加 

※今年度はとりかい高等支援学校、むらの高等支援学校、すながわ高等支援学校へ 

の見学者希望無 

９月～10月 

○企業実習 10日間（高等部３年生対象 ※企業就労希望者のみ） 
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10月 

○企業実習 ５日間（高等部２年生対象） 

・18名参加 

○企業実習説明会（高等部１年生保護者対象） 

○訓練校見学会（高等部穂保護者対象） 

・大阪市職業リハビリテーションセンター 

11月  

○第２回目施設作業所見学会予定 

○第１回進路講演会 ～企業について～（全学部保護者対象 ※PTA協賛） 

○高等支援学校見学会（中学部３年生対象） 

・たまがわ高等支援学校３名 松原高等学校１名 

12月 

○訓練校見学会（キャリアフロンティアコース高等部１、２年生対象）  

○進路説明会（小学部、中学部保護者対象）  

 

【３学期】  

○企業実習（高等部１年生対象） 

○校内作業実習（高等部１年生対象） 

○第２回進路講演会 ～福祉について～（全学部保護者対象 ※PTA協賛） 

・昨年度内容：基礎年金について 

○企業実習（高等部３年生対象 ※就労希望者のみ） 

○高等支援学校受験（中学部３年生対象） 

 

【その他】 

○進路希望状況  

○企業実習について 

・企業実習参加人数 ※10月時点 

３年 ６月 20名 10月 12名 

２年 ６月 15名 10月 18名 

（委員一同  その他 特段の質疑なし） 

 

 

３ 協議 

 ・平成30年度学校教育自己診断について（河井首席より） 

   教職員用質問項目の用紙、保護者向け文書及び質問項目の用紙を提示 

   概要を説明 

   今年度の項目の変更点について  

・Ⅰ必須項目９項目 府立学校条例の趣旨の基づき診断内容に入れるよう通知のある項

目を先頭にした。教職員用も同様に対応する項目を先頭に配置した。 

・Ⅱ～Ⅳについて、類似項目を整理し、項目数を減らした。 

・Ⅲ「学校ではPTA活動は活発に行われている」について、前年度の協議会で「学校教

育活動を中心に聞いている項目の中でPTA活動についての質問は違和感がある」とい

った意見をうけて削除する。 

・Ⅳ「学校は児童生徒にキャリア教育の観点を持って教育活動を行っている」としてい

たが、「キャリア教育」という文言が漠然として保護者には分かりづらいという指摘

があったので、「学校は社会の一員、役割を意識できる教育活動を行っている」と変

更した。 

・合わせて教職員用の項目数についても同様に削減している。 

Ⅲ「学校ではPTA活動は活発に行われている」について 

（渡邉委員）そもそもPTA活動は全保護者と全教職員で行われる活動なので、評価す
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る側、される側といった形がなじまないので削除していただきたい。活動上、

本部役員が中心になりがちだが、評価のうえで「わからない」「あてはまら

ない」と感じる方がいらっしゃるならば、ぜひ参加して、よりよいPTA活動の

あり方を一緒に考えてほしい。各家庭の事情も多様化しており、福祉が充実

する中でできた時間が家事であったり、仕事であったり、兄弟の世話や親の

介護などに充てられなかなかPTAへの参加とはならない。そんな中でPTA活動

もできるだけ参加しやすい内容を検討、整理している段階であるので、保護

者に参加していただきたい。まずは関わっていただきたいとおもう。 

 

Ⅳ「学校は社会の一員、役割を意識できる教育活動を行っている」 

（今西副会長）変えたほうがわかりやすくて良い。 

 

（委員一同  その他 特段の意見なし） 

河井首席より今後の予定を報告 

 

・その他今回の学校運営協議会で扱った報告や案件についてへのご意見 

○「学校経営計画及び学校評価」 

（鈴木委員）子ども同士のつながりの中で子どもたちが伸びるということがあるが、

これからも大切にしていきたい。教員の方も外の空気を吸うということも大

切な事だと思いますので、そのような機会を与えていただいて今後ともよろ

しくお願いします。 

（今西副会長）西浦支援マルシェや西浦フェスティバルで農産物等を売るという活動

をされているが、喫茶ルームも開けているのか。 

（川村准校長）今年度から喫茶ルームも開けている。 

（今西副会長）企業も喫茶の部門を立ち上げておられたりするので、続けていくと良

い。夏に研修で来ていただき、高等部の先生だけでなく、小学部、中学部の

先生方も参加されていたことが良かった。小学部の段階から将来を見据えて

指導されているのは良い。 

（川村准校長）進路状況についての報告にもあったが、小、中学部の段階から進路関

係の話をさせていただいたり、体育館で施設合同説明会をさせていただいた

り、非常に興味関心を持たれている保護者の方もおられる。それに対して教

員も応えられる知識を獲得しなければならない。またご協力をお願いした

い。 

 

○平成 30年度学校教育自己診断について 

（鈴木委員）教員用の自己診断の対象者は何名ほどか。 

（河井首席）教員の数は約 180名、昨年度から校内ネットワークを活用して、全教員

にメールを送り、ネットから回答し、集計をしている。昨年度は約 170名に

配信し 100%の回収率であった。今年度も 100%の回収率をめざして進めてい

く。 

（鈴木委員）市町村立は数十名しかいないので、それは凄い。 

 

○学校よりお聞きしたいことについて 

（川副校長）地域との連携を進める上で何か積極的に、参加できるような地域の行事

とかがあれば教えていただきたい。 

（松原委員）なかなか具体的な形というのは難しいと思うが、掲示板とポスティング

をされているが、西浦地区で約 1500世帯あり羽曳野市では最大で地域の活動

に関しても回覧板に頼らざるを得ない。西浦支援学校で行事をされる場合で

も、より深めるというのであれば、回覧板を利用するといったことができ

る。ただ世帯数が多いので１ヵ月の期間が必要である。多いところで 15軒毎
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日回しても 2週間はかかる。ということは一月を見ておかないといけない。

こういった PRをされるのであれば 1ヵ月ぐらい前に回覧を用意していただけ

れば協力できるのではないか。西浦フェスティバルの日程はいつか。 

（川村准校長）11月 11日である。 

（松原委員）こういったこともある程度早くお知らせいただければ。役員会が奇数月

の第 1日曜の夜に開催される。回覧が難しければ、ある程度の資料をいただ

ければ、それぞれの地区から代表の方が来るのでお知らせすることはでき

る。資料も代表の方にお配りすることができる。 

（川村准校長）今回は 11月４日、どこで開催されるのか。 

（松原委員）私の方へいただければ、お配りする。届けるのが無理であればメールで

添付していただいたら結構である。 

（加藤会長）ちなみに回覧板数はいくらあるのか。 

（松原委員）だいたい 130ほどある。 

（川村准校長）将来的には京都の支援学校で大八車に京野菜を乗せて行商していると

聞く。許認可がどうなっているのか詳しくは調べていないが、回らせていた

だいた折に今から予想される反響というのはどうか。 

（松原委員）非常に世帯の高齢化が進んでいる、新しくできた住宅と旧村と二分され

ているが、旧村は回ってきていただいても見る人がいるかどうか。昼間は通

りを歩いていても人に会わないので、高齢の方が多く施設等に行かれている

方もいるので、空き家等も増えてきているので。 

（川村准校長）特別養護老人ホーム等に個別にということも。 

（松原委員）特別養護老人ホーム等であれば「みやび」がありますので私の方からご

紹介はさせていただけるかと思う。 

（川村准校長）その節はまたよろしくお願いしたい。 

（松原委員）新しい住宅の方は夫婦どちらも働きに出られて留守が多いので果たして

どれだけ効果があるか。人が昼間はいない。 

（加藤会長）進めていくには人がいないことには難しい。 

（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）協議自体は学校教育自己診断と意見書ということであったが、学校教育自己

診断は何度も精選してもらいながら、このような形になってきていると思いますので

このように進めていっていただければと思う。また意見書についても学校から堺市へ

働きかけることは難しいが、案件によれば個人個人の事情であるとかニーズもあると

思うので、こういう部署にだったらこういう話を持っていけるのではないかというこ

ともあるかと思う。保護者の方と連携をとられながら進めていっていただければと思

う。他にも報告していただいたが、特に進路指導については、人数が75人と多く、そ

れを３年間非常に丁寧に見ておられる。やっと形になってきたと支援進路部長の方も

言っておられたが本当にそうだと思う、また地域等のご協力もいただきながら進めて

いっていただければと思う。早くから教員がイメージを持って一緒にキャリア教育を

進めていくにしても、知らないことには進めていけないので、今後もそういった研修

を進めていっていただければと思う。ただあの一覧表を見るとあれを教員が共有しな

がら、毎年新しい教員も入ってくる中で、一年の流れだとかを頭に入れながら指導し

ていくのは本当に大変であると思ったので、十分されているとは思うがコミュニケー

ションをとっていただきながら、進めていっていただければと思う。本日はどうもあ

りがとうございました。 

 

５ 次回連絡 

平成31年２月の午前10時からの２時間を予定。 


