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大阪府立西浦支援学校 平成 29 年度 第３回学校協議会（記録） 

 

日 時：平成３０年２月２０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 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：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（江頭 河井 三宅 和田） 

部主事（小学部：縄田 中学部：戸田 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００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）校長挨拶 

 おかげさまで、まもなく卒業式を迎える時期でございます。こうして今年度の取り組みを

ご紹介させていただくことができ、たいへんありがたく思っております。来年度も児童生徒

増により、府内で最も規模の大きな支援学校となることが見込まれます。ぜひ、委員の皆様

の忌憚のない、ご意見をお伺いできますよう、よろしくお願いいたします。 

 

２ 報告 

（１）学校教育自己診断について （河井首席より） 

  【実施】：平成 29 年 11 月６日（月）から平成 29 年 11 月 17 日（金） 

【回収率】： 74％（昨年度と比較して６％増加） 

今年度は回答項目数を精選整理し、約 37％の削減をおこなった。 

より一層、項目内容を回答しやすいものに改善していくことや、教育活動の分かりやすい発信

につとめる。 

【調査項目について】 

① 昨年度に比べて肯定的意見の割合が上昇した項目の数が 21 項目（全 29 項目中）あり、そのう

ち肯定評価が 70％を越えた項目数が 16 項目で 55％であった。 

※前年度は 25 項目（全 46 項目中）で 54％ 
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② 昨年に比べて否定的意見の割合が上昇した項目の数が２項目（全 29 項目中）あった。 

※Ⅰの「子どもたちは、積極的に部活動に参加している」が３ポイント減少の 81％ 

※Ⅲの「小学部、中学部、高等部を通して一貫性のあるキャリア教育が行われている」も 

３ポイント減少し 37％ 

③ 否定的意見の割合が 30％を越えた項目はなかった。（全 29 項目中） 

④ 最も否定的意見の割合（23％）が高かった項目は２項目（全 29 項目中）あった。 

Ⅰ 教育活動に関すること 

「６ 学校はホームページなどの活用を含め、教育情報について、提供の努力をしている。」

Ⅱ 学校経営に関すること 

「７ 学校は、子どもが他の学校の子どもたちと交流する機会を設けている。」 

⑤ 分からないという意見の割合が 30％を越えた項目は８項目（全 29 項目中）（27％）あった。 

※前年度の７項目（15％）より 12 ポイント上昇。 

  【項目ごとの分析】 

「Ⅰ 教育活動に関すること」 

①「７ 学習の内容・学校生活の様子を懇談や学級（学年・部）通信、連絡帳、家庭への連絡な

どによって、知ることができる。」が 93％（昨年度 93％）の高い肯定評価を維持している。 

②「６ 学校はホームページなどの活用も含め、教育情報について、提供の努力をしている。」は、

肯定評価 58％（前年度 41％）、否定評価 23％（前年度 47％） 

③「12 児童会・生徒会活動は活発である。」は「分からない」という回答が 53％ 

以上より、各クラス担任等から保護者への情報提供は高い評価を得られているが、学校全体

の様子は保護者に分かりにくい様子がうかがえる。学校ウェブページのより一層の活用や、『学

校だより』（今年度は５回発行）の発行を通じて、お知らせする機会を増やしていく。 

④ 新規項目の「10 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。」は 51％の肯定評価と、「分からない」という回答が 42％であった。 

本校では、日々の学校生活の様子だけでなく『安全で安心な学校生活を過ごすために』や『い

じめに関するアンケート』などを通じて、いじめの兆候の把握に努め、『学校いじめ基本方針』に

もとづき、担任だけでなく、学校全体の問題として対応する。 

   「Ⅱ 学校経営に関すること」 

   ① 『個別の指導計画』『個別の教育支援計画』に関する項目の肯定評価が依然高かった（94％）。 

※昨年度と比較して１～２ポイント増加。 

   ② 「１ 学校運営に、校長・准校長のリーダーシップが発揮されている。」は昨年より７ポイン

ト増加の 40％で、「分からない」という回答が 51％であった。 

「６ 学校は、保護者や地域の人たちから意見を聞く機会を持っている。」は 54％で 1 ポイン

トの微増、「分からない」が 33％。 

   ③ 「７ 学校は、子どもが他の学校の子どもたちと交流する機会を設けている。」についての肯

定評価は８ポイント増加で 44％であったが、否定評価については 23％と、最も高く出ており、

本校の地域交流に関わる情報発信の弱さがうかがえる。 

今年度の学校間交流は 7 回、居住地校交流は 26 回の実施回数であったが、子どもたちの交流



 3 / 9 

 

活動の推進に力を入れるとともに、更なる情報発信の努力をしていきたい。 

「Ⅲ その他お聞きしたいこと」 

① 本校の特色のひとつである「教育実践マトリクス」【児童生徒の実態、目標、成長を保護者と

共通認識するためのひとつのツール】について、昨年度より 10 ポイント増加の 50％の肯定評

価があった。 

  「教育実践マトリクス」プロジェクトチームを立ち上げ、より使いやすいツールをめざし、

改善に取組んでいる。 

② キャリア教育の充実について、肯定評価が 36％と昨年度より４％減少した。この項目について

は否定評価も減少（昨年度より３％減の 11％）し、多くの保護者の方が「分からない」（５ポイ

ント増加の 51％）と回答。 

参観日や行事などでの本校の教育実践を保護者にご覧いただく機会を活用しながら、キャリ

ア教育とはどういうものかを、分かりやすく伝えることができるよう、具体的な検討を進めて

いく。 

質問項目の文言の表現も含め、わかりやすく改善することも検討する。 

【記述回答について】 

①「引継ぎについて」 

年度初めに、旧担任から新担任への引継ぎには『個別の教育支援計画』に書かれた内容だけ

ではなく、学校生活の様子も含めて、すべての学部で行われている。今後も引き続き取り組ん

でいく。 

②「態度やマナーの学習について」 

学習活動だけでなく、学校生活全体で取組んでいるが、心因的なものや、その他の理由で、

注意したり、指導を行うだけで効果を期待することが難しい子どもも在籍している。日々の教

員との信頼関係を育む中で、個々に応じた対応を行っていく。 

③「学部間交流について」 

今年度は学部間交流活動が増え、高等部の生徒による小学部児童に絵本の読み聞かせや、児

童生徒会の取り組みとしての「姉妹クラス（他学部のクラス同士のペアリング）」による、特別

活動を通じて、交流を深め、お互いに良い効果が生まれた。 

④「進路の取り組みについて」 

作業所見学会や進路説明会等を実施したが、周知が不足しているのであれば、他の取り組み

と同様に、情報提供の機会を増やしていく。 

⑤「その他 ICT 機器の活用」 

今年度はタブレット型端末を４台追加し、計 27 台となり、計画的に拡充を行っている。教員

の研修も含めて活用をすすめる。 

【学校教育自己診断（教職員対象）について】 

（64 項目中） 

    ・肯定的意見が増えた項目：42 項目 

・否定的意見が増えた項目：19 項目  

・増減無し：3 項目 
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特に学校設備、教材面で肯定評価が低いことから、設備の充実に関して要望の高さがうかが

える。長期的な計画のなかで、設備面の拡充は行われている。学校経営計画に則った計画的な

拡充をしていることを説明していく。 

（西村校長）質問項目に答えることが難しい項目が散見されるので、よりわかりやすく、答えや

すい内容に改善していく。 

「教職員は、子どもの障がいについて理解している。」に対する肯定評価が 80％になった。

教員と保護者との連携が密になって、一人ひとりの子どもの特性について理解が進んできた

結果であると考えている。 

（渡邉委員）学校の評価が少しずつ上がっているという明るい情報を多くの保護者が知ることで、

「わからない」という回答の数を減らすことができると思う。情報発信に力を入れて欲しい。 

（鈴木校長）「子どもは学校へ行くのを楽しみにしている。」という項目についての肯定評価が高

く出ている（88％）ことがすばらしい。様々な子どもが在籍する中で、学校行事に対する評

価が高く出ていることも、丁寧な取り組みが行われていることの現われではないか。 

「生活、作業学習、職業コースなど教育に関する授業は充実している。」は文がおかしい。 

（河井首席）職業教育が正しいが、誤植なので、来年度訂正する。 

（渡邉委員）「学校では、ＰＴＡ活動が活発に行われている。」という質問項目について、活発に

行われていることが良いのか疑問に思う。保護者によっては活発であることが負担感に繋が

り、消極的になる面もある。「活発に」ではなく、「時代に応じた」や「保護者のニーズに応

じた」などと、文章の工夫ができないものか。 

（辻本委員）「防災に関する訓練や災害への備えは十分である」という項目について、何をもって

「十分」であるのか、この文言だけでは判断できず「わからない」と答えざるを得ないので

はないか。 

（加藤委員）『学校だより』で本校のウェブページの紹介や宣伝はしているか。 

（河井首席）アドレスは記載されているが、記事として紹介したことは無いので、今後検討する。 

（委員一同 その他特段の質疑なし） 

（２）今年度の進路指導について （倉木支援進路部長より) 

◇今年度の支援進路部の取り組み（２学期以降） 

【２学期】 

     ・高等部保護者を対象に大阪障害者職業センターによる職業講話を実施。（10 月） 

     企業就労に必要なことについて、30 名の参加があった。 

     ・高等部２年生企業実習・校内実習を実施。（10 月） 

     ・高等部１年生保護者を対象に企業実習説明会を実施。（10 月） 

     ・高等部保護者を対象に大阪市職業指導センター見学会を実施。（10 月） 

・全保護者を対象に第 2 回施設・作業所見学会を実施。(11 月) 

＊小学部及び中学部の保護者 19 名と高等部の保護者 32 名が参加 

       ・中学部３年生生徒・保護者対象の府立高等支援学校５校見学会を実施。（11 月） 

       ＊たまがわ高等支援学校見学会に 11 名の生徒・保護者と教員１名が参加 

・高等部１・２年生キャリアフロンティアコース生を対象に大阪市職業リハビリテーション
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センター見学会を実施。（12 月） 

    ・小学部６年生児童の中学部授業体験及び中学部３年生生徒の高等部授業見学を実施。 

（12 月） 

【３学期】 

・高等部１年生の企業実習を実施。 

 ＊69 名中 15 名の参加があった。（１月） 

    ・高等部１年生の校内作業実習（ヘアピン製品の袋詰め作業等）を実施。 

   ・全保護者を対象にＰＴＡ共催による進路講演会を実施。（２月） 

＊障害基礎年金等について。 

＊卒業生の保護者へも案内を行い、70 名の参加があった。 

・中学部３年生の志願者が、たまがわ高等支援学校受験及び松原高校自立支援コース受験。 

（２月） 

・小学部１～６年生と中学部１・２年生の保護者向け進路説明会を実施。（２月） 

・高等部３年生の進路決定に向けての実習を実施（希望者）。（２月） 

  ・高等部キャリアフロンティアコースの１・２年生を対象に高等部３年生の進路報告会を実

施。 

（２月） 

 ・高等部１年生を対象に施設・作業所見学会を実施予定。（３月） 

◇今年度の進路状況 

・２月現在の小学部６年生（11 名）の進路状況 

本校中学部へ進学予定：10 名、未定：１名 

     ・２月現在の中学部３年生（41 名）の進路状況 

本校高等部進学希望：35 名 

   たまがわ高等支援学校受験予定：５名、松原高校自立支援コース受験予定：1 名 

・２月現在の高等部３年生（65 名）の進路状況 

 生活介護施設：11 名（希望者残り８名）、自立訓練施設：４ 名（希望者残り１名） 

就労継続支援（Ａ型）事業所： 1 名 

就労継続支援（Ｂ型）事業所：17 名（希望者残り１名） 

就労移行支援事業所：３名 

      未定：６名（うち転居予定：１名） 

      職業訓練校：３名 

（大阪市職業リハビリテーションセンター：２名、大阪市職業指導センター：１名） 

      就職：８名（希望者残り２名） 

（委員一同 特段の質疑なし） 

（３）本校の生徒指導規程【本校中学部及び高等部生徒対象：平成 27 年９月 18 日施行】について 

 （和田首席より) 

    ◇生徒指導について 

     ・本校における生徒指導とは、生徒の自発的な成長を促す教師の関わり、指導、支援の総称
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であり、学習指導、学級指導はもとより、特別活動や総合的な学習の時間、休み時間や放

課後登下校時や課外活動も含め、学校の教育活動のすべての場面において、特別な指導が

必要な事象の未然防止と生徒が適切な行動がとれるために、全教員が取り組むものである。 

     ・自立活動や人権教育、キャリア教育とも蜜に関連させながら、系統的かつ組織的に行う。 

    ◇学校生活の規則について 

     ・授業に関すること、所持品に関すること等の規則がある。（頭髪に関する規則なし） 

    （委員一同 特段の質疑なし） 

 

（４）『教員の授業その他の教育活動に関するご意見について』の改訂について （和田首席より) 

    ◇意見書の送付方法について 

     ・前回までの学校協議会での保護者からの意見及び学校協議会からの意見を受け、メールで

の意見書の提出ができるように改訂した。 

    （委員一同 特段の質疑なし） 

 

※神坂高等部主事入室 

 

３ 協議 

 ・校長より、本校の『平成 29 年度 学校経営計画及び学校評価』について 

＊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」について、簡易版を作成したが「できる・できない」のチェッ

クをするものにならないよう、自立活動と教科という大きな二つの分野で、小学校や中学

校でも、また今後支援が広まっていく高等学校においても、使いやすいように改訂作業中。 

「教育実践マトリクス」の共通理解について、保護者アンケートの昨年度結果が 39％で、

今年度は 50％であった。概ね良い評価につながっており、今後も続けていきたい。 

「シラバス」について、データーベースシステムとして、「シラバス」と指導案や指導計

画を連繋させていき、かつ「教育実践マトリクス」に対応した教材を検索できるように、

整備を始めている。来年度以降さらに整備を進めていきたい。 

教材の充実について、校長マネジメント経費により、教材を購入した。電子黒板機能付



 7 / 9 

 

きプロジェクターの増設と、タブレット型端末４台を増やした。 

 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る。肯定評価が上がりにくい点は反省しながら、「教育実践マ

トリクス」とは別の「キャリア教育マトリクス」について全校で見直しをしている。 

 ３安全安心な学校づくり 

ユニバーサルデザインによる校内掲示を進め、子どもたちが教室移動などの際に分かり

やすく、また、来校者にも分かりやすく、児童生徒が設置に協力するなどの活躍をしなが

ら、案内表示等の掲示物を増やしていく。 

大規模災害時の対応について、保護者との災害時の通信手段として、「まちコミメール」

「災害時伝言ダイヤル」などの活用を考えている。依然として「まちコミメール」の登録

者数が全体の３～４割と低く、懇談などの際に担任教員が保護者をサポートしながら、ご

登録いただくなど、登録者数を増やす方法を考えていく。 

地域との交流について、「にしうらしえん マルシェ」【「職業」の授業で生徒たちが製作

した物品を地域の人々へ販売することで、交流の幅を広げることをめざした取り組み】を

開催し、地域との交流や近隣の福祉施設との交流などを通じて、つながりが広がっている。

来年度も続けていきたい。 

 ４専門性の向上および人材育成 

大学の教員等を講師に、障がい理解の研修や人権研修、自主勉強会などを行いながら、

専門性の向上に努めた。保護者からも、障がい理解が進んでいるというご意見もいただい

ている。このまま続けていきたい。 

地域支援室について、地域のセンター的機能を発揮することをめざし、幼稚園・小学校・

中学校・高校の先生方と連携して、子どもたちの学びをサポートしていく。地域支援室に

は、リーディングスタッフといわれる大阪府から委託を受けている２名のスタッフとコー

ディネーター３名が専門スタッフとして所属し、合計５名で地域への支援を行っており、

今後も続けていく。概ね目標については達成している。 

 【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 

教材の充実について、ほぼすべての授業でＩＣＴ機器を活用しており、自主勉強会など

もしているので、全校でタブレット型端末や電子黒板などのＩＣＴ機器を活用した授業が

今後行われると考えている。ＩＣＴ機器の充実に関しては保護者の満足度も高い。 

２キャリア教育の充実 

企業への就労率について、概ね達成できている。就労率も重要ではあるが離職率の低減

も非常に重要で、就業・生活支援センターと連携しアフターフォローに関しても取り組ん
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でいく。 

水耕栽培について、効率的に授業が展開できるようにマニュアル化を図った。他の教科

においてもマニュアル化が進んだものもあった。また西浦フェスティバルでの販売は大盛

況で、地域の方々にもお知らせした「にしうらしえん マルシェ」でも野菜の販売は盛況

であった。今後も計画的に定期的な開催を進めていきたい。 

３安全安心な学校づくり 

地域の小中学校との異年齢交流について、地域の小中学校の授業や行事に参加させてい

ただいたり、西浦フェスティバルに地域の小中学校の作品を展示させていただくなどした。

また、本校の小学部と中学部の児童生徒との姉妹クラスという形での交流を行った。高等

部の生徒が年下の子どもたちと触れ合うことで表情が柔らかくなった。異年齢の集団を経

験することで、自己有用感や自己肯定感につながっている。今後、居住地校との交流にも

発展させていきたい。 

 ４専門性の向上及び人材育成 

中学３年生対象の見学会について、堺方面の 1 校と本校の中学部がそれぞれ見学を実施

した。 

松原高校との交流について、松原高校生が来校し、一人ずつ別の授業に参加し本校の生

徒と一緒に授業を受け、交流を深めた。 

通学校区内の中学校における教育活動の研修について、堺方面の中学校の教育活動見学、

研修を合計４回実施した。 

（今西委員）企業就労された卒業生のアフターフォローについて、学校と居住地の就業・生活支

援センターの連携が一層進むと良い。 

（石本委員）就業・生活支援センターから地域の支援センターへつないでいくというようにして

いかなくてはならない。 

（鈴木委員）西浦小学校との交流も、年間の行事になっている。小学校でのイベントに参加して

もらったり、支援学級に在籍している児童の支援学校での授業体験など、開校当初からさせ

ていただき、ありがたい。今後ともよろしくお願いしたい。 

（辻本委員）地域としては、「にしうらしえん マルシェ」の際、チラシを地域にポスティングし、

自ら発信を行っているのが良かった。これからは、販売計画を立案し、頑張っていただけれ

ばよい。 

（西村校長）保護者との避難訓練同様、地域ともしなければならない。 

（川村准校長）要支援者避難所となったので、地域と合同で避難の手順などの計画を立てなけれ

ばいけない。現在生活指導部で計画しているので、来年度合同で実施させていただきたい。 

（辻本委員）必要であると考えている。 

（渡邉委員）校内の姉妹クラスでの交流について、私の息子は家庭では反抗期ですが、連絡帳で

小学部の子どもの手をやさしく引いていたということを知った。このように情緒面が育まれ

ていくといった点が、良いことだと思うので、機会を増やしていっていただければ、心の成

長につながると思う。 

（川村准校長）普段なかなか素直になれない生徒も児童と一緒になると笑顔になれる。「にしうら
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しえん マルシェ」のときにも、生徒の丁寧な人への接しかたに驚かされることがある。 

（加藤委員）役割があるということが励みになる。 

（加藤委員）肯定評価も増えており、自己評価も悪くないので概ね目標を達成されたのではと思

います。 

※縄田小学部主事退出 

  ・その他 

【保護者からの意見書の提出なし】 

（委員一同 特段の意見なし） 

 

４ 協議のまとめ及び委員長挨拶 

（加藤委員）開校から３年が経とうとするところで、取り組まれてきた成果が少しずつ出て来てい

る。「教育実践マトリクス」と「シラバス」及び教材との関連を進めていくことについて、今

後も引き続き、より良い実践を続けていっていただきたい。 

また、学校教育自己診断アンケートでの「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。」という新規項目に対して、51％の肯定評価と 43％の「わ

からない」という回答が集計結果であったが、学校では「いじめに関するアンケート」等を

通じて対応していることを、保護者に伝えていっていただきたい。 

教員の多忙化の解消は、先生方の使命感は大切だが、その健康に配慮しながら取り組んで

いただきたい。 

最後に、卒業後のアフターフォローに関して、今後も学校と地域の相談支援事業所との間

で連携を図りながら、効果的に移行支援に取り組んでいっていただきたい。 

 

閉会 


