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大阪府立西浦支援学校 平成 28年度 第３回学校協議会（記録） 

 

日 時：平成２９年２月２０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) 

    協議会委員：辻本 榮一 （西浦町会 総括区長） 

          智原 正行 （社会福祉法人向陽学園 理事） 

          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） 

          山中 聖子 （西浦支援学校 PTA会長） 

    校   長：西村 誠三 

    事 務 局：教頭（齋藤 沖間）首席（河井 江頭 和田） 

部主事（小：塚本 中：戸田 高：神坂） 

    報 告 者：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）配付資料の確認 

（３）校長挨拶 

11 月に生起しました事案について、決してあってはならないことであると改めてお詫び申

しあげます。保護者の皆さまには、教員研修や校内巡視、保護者との連携、学校からの情報

発信を更に行っていくということ等、本校がどのように改革を進めていくのかをご説明させ

ていただきました。また、大阪府から出ている「体罰防止チェックリスト」を教員全員が実

施し、8割以下の達成率の項目について、各学部でどういった対応をするかという話し合いを

し、再度、人権研修を実施した後にチェックをし、集計した数値を比較したうえで具体的な

取り組みを進めていこうとしているところです。地域の皆さまよりお叱りの言葉もいただい

ておりますが、地域にも誇れる学校作りをしていきたいと思います。ぜひ、ご協力いただき、

支えていただけますようお願いいたします。 

 

２ 報告 

（１）学校教育自己診断について  (江頭首席より) 

◇実施期間について  

・平成 28年 10月 27日（木）から 11月 10日（木）にかけて実施。 

・回収率に関しては 68％で前年度に比べて３％減少。 

・来年度回収率が増加するように提出の呼びかけのタイミング等を工夫する。 



 2 / 12 

 

◇調査項目について 

 ・昨年度と同様、肯定的意見（Aよくあてはまる Bややあてはまる）、否定的意見（Cあまり

あてはまらない D まったくあてはまらない）、「分からない」という意見に分け、肯定的意

見の割合が 70％を越えた項目の数が 25で前年度に比べ７項目増加。 

・否定的意見の割合が 30％を越えた項目の数が１項目で前年度と同じ。 

・「分からない」という意見の割合が 30％を越えた項目が 13で前年度に比べ２項目減少。 

・全体について「分からない」という意見が減少し、肯定的な意見が増加。 

◇「Ⅰ 教育活動に関すること」について 

・「７ 学習の内容・学校生活の様子を懇談や学級（学年・部）通信、連絡帳などによって、

知ることができる。」が 93％と高い肯定率。 

・「３ 学校は特色のある教育活動に取り組んでいる。」は肯定的意見が 13％増加。水耕栽培

システムの稼動による、高等部の教育活動に対しての評価や教育実践マトリクスを用いた

システムなど本校の独自の教育活動が評価を受けたものと考えられる。 

・「18 学校は、発達段階に応じて子どもに人権を尊重する意識を育てようとしている。」は

否定的な意見が 11％増加。様々な児童生徒に対しどのように人権を尊重する意識を育てる

のか、教員自身の人権意識を高める事も含めて改善を図る必要があり、最重要課題の一つ

と考えている。 

・「Ⅰ 教育活動に関すること」の項目全体を見ると「分からない」という意見は減少してい

るが、項目によっては「分からない」という回答が多く、学級通信や学年通信ではお伝え

しきれていない部分を補えるよう、学校便り等でお伝えする。 

◇「Ⅱ 学校経営に関すること」について 

・「個別の指導計画」「個別の教育支援計画」に関する項目は昨年度に続き肯定的意見が高く、

多くの項目で増加傾向。 

◇「Ⅲ その他お聞きしたい事」について 

・多くの項目で肯定的意見が増えているものの、本校の特色としてうち出している『教育実

践マトリクス』等について「分からない」という回答が多くある。丁寧な説明を繰り返し

行っていく。 

◇記述回答について 

学校教育に対する意見 

・児童生徒、保護者への対応について「児童生徒一人ひとりの障がい特性を理解したうえで、

保護者や児童生徒の思いに寄り添い、より丁寧な対応をしてほしい」等が出ていた。支援

学校として基本的とも言える部分への指摘があることを真摯に受け止め、今後なお一層教

員の専門性の向上に努める。 

教育課程に対する意見 

・定期的な防災訓練など既に実施しているものもあるが、今後とも授業改善に努めていく。 

懇談・参観に対する意見 

・「もっと機会を増やして密に担任と話がしたい」という意見が出ている。学校として設定

しているもので足りない場合は、個別に行う事も可能であるということをお伝えしていく。 
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警備、校内駐車に対する意見 

・校内駐車に関しては昨年度からご要望があり、歩行が困難な方などご事情のある場合には

許可証を発行している。また PTA 役員の方々には役員活動に限り許可証を発行しており

PTA活動にご理解とご協力をお願いしていく。課外クラブのお迎えに関しては校内への乗

り入れは可能である。 

バスに関する意見 

・お褒めの言葉をいただいている部分もある。「全体に時間を早めてほしい」というのはお

仕事の都合もあると考えるが、今後も生徒増が見込まれており、来年度もバスルート変更

や時刻変更がある場合もある。今後も安全なバス運行にご理解とご協力をお願いしていき

たい。 

PTAに対する意見 

・学校教育に対する意見ということではないかもしれないが、ぜひとも今後も PTAの活動

にご理解とご協力をお願いしたい。 

その他の意見 

・「専任で教育支援コーディネーターの先生を設置してほしい」という意見があった。本校

ではリーディングスタッフという校内支援と地域支援を兼ねた教員がいるが、この意見

は教員の専門性を高めて欲しいという意見と受け止めている。今後の研修計画や校内支

援体制の構築について検討を重ねていく。 

・図書が少ないという意見やクラブの開始が遅いという指摘について、図書は昨年度と同

様、寄附を募るなどして冊数は増加しているが、今年度は図書購入の予算がついたので、

現在購入に向けて調整を行っている。クラブに関する意見も学校に対する期待の高さと

考えている。 

学校教育自己診断票に対する意見 

・参考資料として添付していた教育実践マトリクスについて小さくて字が見えないという

意見が多数ある。あくまでも参考として A4サイズで添付したが、来年度も添付する際は

A3で印刷するなど見やすい資料として添付したい。 

・保護者の意見を細かく書けるような学校教育自己診断票を作ってほしいという意見につ

いて、各項目に対するご意見なども自由記述欄にお書きいただければと考えている。設

定項目に関しては今後精選していく予定である。 

 

（加藤会長）「Ⅲ その他お聞きしたい事」というのは学校独自の項目ですか。 

（江頭首席）Ⅰ、Ⅱは教育庁が出している例をもとに作っているもので、Ⅲは学校独自の項

目を設定しております。 

（加藤会長）参考までに、教職員も行っているのですか。 

（江頭首席）項目はもっと細かく、項目数も多いものを実施しています。そちらの結果は、

27年度と本年度の結果を並べる形で本校ホームページにも公開しております。 

（加藤会長）教員の評価と保護者の評価で極端に離れているものはありますか。 

（江頭首席）「18 学校は、子どもの発達段階や実態に応じて子どもに人権を尊重する意識を
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育てようとしている。」という項目については、教員の肯定率の方が高く出ていましたが、

改めて人権研修を行っているところであります。 

（辻本委員）回収率が３％減ったという事で、提出の呼びかけのタイミング等を工夫したい

ということでしたが、具体的にこれからなさろうとしていることは何ですか。 

（江頭首席）担任が連絡帳を通じて、保護者の方に提出を呼びかけております。昨年度は頻

繁に呼びかけを行ったところ、呼びかけが頻繁すぎるとのご指摘をいただき、今年度は

控えめに呼びかけを行ったところ、減ってしまう結果になりました。来年度はもう少し

タイミングや回数を考えて呼びかけるなどしたいと考えております。 

（西村校長）このようなアンケート調査が多く、保護者の方々にとってはご負担をおかけし

ている部分があると思います。 

（山中委員）兄弟がいると他の学校からもアンケートがあり、時期的にも同じような時に来

るので、どれがどれか分からなくなることがある。 

（西村校長）年間にこれだけのものが、どの時期にとお知らせした上で、見通しをもってい

ただけるようにと考えております。例えば安全安心のアンケートであれば、あればお出

しいただく、教員の授業に対するもの、学校教育自己診断など、できれば皆さまにお出

しいただきたいというものも含めてお知らせをしていかなければいけないと思っている

ところです。 

（加藤会長）「Ⅲ その他お聞きしたいところ」で、私自身は他の学校でいくつか関わらせて

いただく機会がありますが、これだけきちっと具体的に項目を挙げている学校は少ない

と思うので、すごくこの学校の課題を詳しく挙げられて検討されていると思います。一

見肯定が多くないように見えますが、昨年度より確実に上がっていますし、全体的に 7

つの項目の肯定的ご意見が増えたということですが、その反面、「分からない」が結構多

いので、お便りだとか、ホームページに掲載などすると、保護者の方にご理解していた

だくヒントになるのかなと思います。 

（江頭首席）学校経営計画にも関わる部分でもあります、「分からない」というご意見がまだ

あるという点では今後も情報発信という点に力を入れていかないといけないと考えてお

ります。 

（鈴木委員）市町村立の小中学校と比較して項目が多いと思います。うちの学校のアンケー

トでも 10 数項目です。例えば「子どもは学校へ行くのを楽しみにしている。」というよ

うな、多ければ多いほど良いという項目、これは 100 パーセントを目標にしたいとみん

なが思っていると思いますが、この分析であれば 7 割を超える意見で肯定的と捉えてい

ますが、例えば校長のリーダーシップが 9 割を超えている学校があるとして、その評価

をどうとらえるか等、それぞれの項目ごとに設定の目安があると思いますが、例えば学

校のホームページをよく見るかという質問も、毎日見ないといけない情報があるのなら

ば見るだろうし、そういう連絡も連絡帳やお手紙でできるのであれば見ないだろうし、

項目設定の精選を考えてやっていただければよいのではないでしょうか。 
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（２）今年度の進路指導について  (倉木進路部長より) 

     ◇１学期（第２回学校協議会において報告済み） 

◇２学期 

【全学部保護者対象の施設作業所見学会】 

・小学部と中学部の保護者は５か所、のべ 39人の参加。 

・高等部は６か所で 56人の保護者の参加。 

・昨年と今年に年２回ずつ行い、見学できる作業所も変えている。来年度もいろい

ろな作業所を見ていただけるように計画していく。 

【高等部 2年生徒の後期企業実習】 

・22人の参加。 

・10月中旬から２週に分けてそれぞれ５日間実施。 

【校内作業実習】 

・10月 17日から 5日間実施。 

・作業所から頂いた物品での作業や校内清掃、除草作業など。 

【職業訓練校見学】 

・10月 18日に高等部保護者対象に実施。 

・大阪市職業リハビリテーションセンター見学に 10人の参加。 

【府立高等支援学校見学会等】 

・11月に中学部 3年生の生徒保護者の希望者対象に実施。 

・オープンスクールは誰が参加してもよいものであるが、学校見学会は中学３年生

が対象（たまがわ高等支援学校は中学２年も可）。 

・見学会の参加はたまがわ高等支援学校のみで、生徒 5 人、保護者 6 人、教員も２

人、計 13人参加。 

【職業訓練校見学会】 

・12 月に職業コース（キャリアフロンティアコース）生徒対象に大阪市職業指導セ

ンターでの見学を実施。 

・30人程度の参加。 

◇３学期 

【進路講演会】 

・１月 16日に高等部保護者対象に実施。 

・「大阪手をつなぐ育成会」相談支援室長をされている迫
さこ

様による、高等部卒業後の

生活を豊かにするため、福祉サービスや計画相談などを多く活用することを通じ

て、支援者を多く作っていきましょう、という内容で講演。 

【企業実習（高等部１年生）】 

・11人が３日間の日程で実施。 

【中学部見学（小 6）、高等部見学（中 3）】 

・2月に卒業学年の児童生徒を対象に実施。 
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【進路説明会（小学部、中 1，中 2の保護者向け）】 

・２月に行い、20数人の参加があった。 

【その他】 

・中学部３年生の生徒４人が高等支援学校と自立支援コース、長吉高校（エンパワ

メントスクール）を受験予定。 

・高３生徒の進路決定に向けて実習を実施。 

◇進路希望状況（２月 20日現在） 

①小学部６年生（14人） 

・全員が本校中学部への進学を希望。 

②中学部３年生（32人） 

・32人中 28人が本校高等部への進学希望。 

・４人は他校を受験。たまがわ高等支援学校希望が２人、松原高校（自立支援コース）

希望が１人、長吉高校（エンパワメントスクール）希望が１人。 

③高等部３年生（27人） 

・生活介護にすすむ生徒たちは 11人が決定。 

・３人が未定。就労移行支援の事業所を希望している生徒（１人）とともに向陽学

園と連携しながら、進路決定をすすめていく。 

・自立訓練に３人、就労移行支援に３人、就労継続支援 B型に３人が決定。 

・未定の 1 人は、羽曳野市とのケース会議などで情報を共有して福祉とつながって

いる状況。 

・今年度は職業訓練校の希望無し。 

・就職は２人が決定。1人がスーパー、もう 1人が農業関係の仕事。 

・この２人について「支援センター はる」への登録を済ませているので、来年４

月から連携してアフターケアを行う。 

 

（石本委員）高等部の進路先が生活介護であれば、複数事業所契約の件数はどれくらいか。 

（倉木進路部長）今のところは２か所以上と契約した生徒は聞いていない。他の市町村では、

そういったケースがあると聞いている。今後本校においても可能性としてあり得る。 

（石本委員）私の知っている支援学校は（生活介護で）100％そうした複数契約をしているケ

ースを聞いたことがある。私たちも高校を卒業してすぐに「ここ」と決めるよりも２年

または３年かけて、いろいろな事業所を体験しながら絞り込んでもらうほうがいいかと

思う。親の気持ちが勝ってしまって、本人は不本意ながら３つ以上も事業所掛け持ちす

ると、本人にも負担がかかってしまうので、２年後または３年後のあり方をしっかり見

すえて、体験を増やしていく必要があると思う。 

（倉木進路部長）生活介護の方は、今年はなかなか決まらず、保護者にもずいぶんと心配を

おかけした。 

（山中委員）２か所以上行くとなると、やはり子どもにとってハードルが高いように感じる。 

（石本委員）本人が混乱するのではないか。「ここ」と決めてしまったほうがわかりやすいと
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いう面もある。 

（山中委員）先週金曜日の小中学部向けの進路説明会に関して、小学部の保護者の出席率が

低いと聞いた。懇談日や、来校する機会に設定するなど小学部の保護者が参加しやすい

日程の工夫をしていただきたい。作業所見学なども小学部の参加率が少ないと聞いてい

るので、小学部のうちから将来のことを意識できるようなアナウンスの仕方の工夫など

をしていただきたい。子どもの進路は、親の持っている情報の量で大きく左右されると

思う。 

（倉木進路部長）昨年は特に小学部 1 年生の参加が多かったが、保護者の方が「去年と同じ

かな？」と思われたかもしれない。小学部から進路を意識した取り組みは大事である。 

（山中委員）ＰＴＡでも進路座談会などでも小学部の保護者の方から「わからない」という

意見をきく。確かに小学部の方からすれば進路の話よりも中学部、高等部のほうが気に

はなると思うのですけれども、先がわかっているのと、わかっていないのとでは違うと

思いますので、よろしくお願いします。 

（智原委員）学校教育自己診断の中の「キャリア教育」についても「分からない」というご

意見が多かったが、保護者の方にキャリア教育というものの重要性を伝えていくという

ことが大事である。私も現場にいた時に小さなこどもたちに身の回りのことを重点的に

教えていたが、数十年後に、その保護者に出会うと、「キャリア教育って始まってるんや

ね、どういうこと？」と聞かれる。「昔教えていた身の回りのことや排泄のこと、あれが

キャリア教育なんだよ」と伝えると、「それが大事だったんですね、ちゃんと教えてもら

ったことは今もしっかり覚えているよ」と答えてもらえる。新しい言葉でキャリア教育

ということが始まっているが、進路の話と抱き合わせてしっかり伝えていくことで、小

学部の保護者の方にも大事さが伝わるのではないか。 

（加藤会長）福祉制度がここ 10 年、15 年間でどんどん変わり、いろいろな福祉サービスの

利用体系があり、今年も西浦で生活介護にすすむ生徒たちが 11人と、自立訓練にすすむ

３人がいる（２月 20 日現在）が、今後５年または 10 年先にこうした制度の利用が難し

くなるのか、柔軟に対応できそうなのか。 

（石本委員）この先は読めないが、生活介護などの事業所はどんどんできているので、選ぶ

ことはできると思われる。そのなかで的確な情報があって、どう選んでいくか、自分の

子どもさんに合ったものを選択していくかが課題になってきている。事業所が増えてい

き、先生方も情報を収集する中で、どこがいいかなと悩みどころにもなってきている。

地域の支援センター等と相談し、情報を集めてもらうのがよい。 

（加藤会長）小学部から事業所を見学するなど、情報収集をしている方が安心である。 

 

（11時まで５分間の休憩・倉木進路部長退出） 
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３ 協議 

※案件について 

当初予定の『案件２．その他』を報告事項とすることが確認された。 

・本校の『平成 28年度 学校経営計画及び学校評価』について 

（加藤会長）校長から『平成 28年度 学校経営計画及び学校評価』について、報告をお願いします。 

（西村校長） 

＊『教育実践マトリクス』の活用について【中期的目標１（１）】 

［注：マトリクス＝何かを生みだすための基盤、図表］ 

  学校教育自己診断におけるマトリクスに関する共通理解の評価で肯定率が昨年度 37％のとこ

ろ、今年度は 39％と、ほぼ横ばいであった。 

個別の指導計画と個別の教育支援計画に関する項目では、90％前後の肯定率となっており、

個別の指導計画と個別の教育支援計画との連携については進んでいる。 

マトリクスについては、保護者に提示しやすい 10 行×10 列のものができたので、その活用

を今後進めていく。また、大阪府教育センターに協力を願い、学習指導要領との関連について

精度を上げて行きつつ、地域への発信を行っていきたい。 

＊指導案や教材データの収集について【中期的目標１（２）】 

教育実践記録をデータ化して次年度以降に利用できるように進めている。また、教材庫を整

備して教育実践マトリクスの各課題を PC操作において、クリックすると授業の指導案や教材の

保管場所がわかるようにソフトの開発を進めて行きたい。 

＊教材や機材の充実について【中期的目標１（３）】 

図書室の書籍購入の予算がいただけるので、これから図書を充実させていく。 

組み立て式ブロック玩具について、大阪教育大学にご協力いただいて、児童生徒の成長発達

が図れそうであるとの見通しが立ったので、これからさらに活用を進めていく。 

天井設置型の多機能型プロジェクターの設置を進め、活用していく。 

＊地域のリソース（資源）を活用した授業展開と卒業後を見通した関係機関等と協働した事業に

ついて【中期的目標２（１）】 

近隣の商業施設との連携を今後も進めていく。大阪府立大学羽曳野キャンパスで清掃や草刈

などの実習、福祉施設内の喫茶店での接客実習にも取り組ませていただいている。 

＊放課後活動の充実と児童生徒会活動について【中期的目標２（２）】 

クラブ活動の開始がおくれたが、現在 40数人の生徒が活動している。松原高等学校の生徒約

50 人の授業参加や本校のクラブ活動に一緒に参加するということも始まっている。また、小学

部においても学校間交流（本校の授業へ参加）も実施されている。 

＊水耕栽培システムの活用について【中期的目標２（３）】 

10 回程度のサイクルで、年間のおよその生産量の把握ができ、今後については地域の皆さま

に向けての販売学習が実施できないか検討を進めていきたい。食とみどりの技術センターと連

携を行い、技術指導を受けながらビニールハウスでイチゴの栽培を行っている。 

＊危機管理マニュアルの見直しについて【中期的目標３（１）】 

防災訓練時にメーカーの提供を受けて、長期保存用ビスケットの試食を行った。また、災害
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時の保護者との連携についても準備をすすめている。 

＊地域との連携と学校サポーター制度について【中期的目標３（２）】 

近隣道路の美化活動に向けての協議を進めている。また、高等部の生徒で近隣の高齢者施設

へのプランター設置を行った。その他、災害時用トイレ（紙砂を活用した簡易トイレ）を高等

部の生徒が作業実習の授業で製作し、各家庭用のものは、持ち帰っていただいている。向陽学

園にもいくつか持ち帰っていただいているが、この取り組みを近隣地域にも拡げていき、地域

の方々と本校の児童生徒との関わりを進めていけないか、検討している。 

学校サポーターは、本協議会委員の皆さまにも協力いただき、地域でのチラシ掲示等をして

いただいて、現在５名の方に活動していただいている。今後も農業指導者や陸上や球技、美術、

音楽等でのクラブ活動の指導をしていただける方等を募集していき、本校の児童生徒への教育

活動の充実をめざす。 

＊メンター（指導者）制度のブラッシュアップについて【中期的目標４（１）】 

本校は２０代と３０代の若い教員が多く、経験年数１年めから２年めの教諭が全体約１７０

名に対して、４０数名という状況である。来年度は大阪府内の支援学校の中で非常に規模の大

きい学校のひとつとなる見込みであるが、教員の年齢及び経験年数構成比率は、ほぼ今年度と

同じようになることを予測している。 

人権に関すること 

障がいの理解 

ICT機器の利用を含む指導技法に関すること 

保護者、福祉施設、医療機関等との連携 

進路に関すること 

校内の事務処理に関すること 

授業に関すること 

等についての年間の研修実施計画を練り直し、教員集団の指導力の向上をしていく必要がある。

また、メンター（指導者）、チューター（相談役として在職２年めの教諭）と経験年数の少ない

教員との日々の対話を含めた OJT（日常業務を通じた職員教育）を活性化し、専門性の向上と

人材育成により一層取り組んでいくことが今後の課題である。 

＊公開授業や近隣の学校との相互研修について【中期的目標４（２）】 

地域の学校の教員とともに授業研究等をすすめていく取り組みでは、学校間での交流や公開

授業参観、公開研修は進んできているが、相互検討会の設置については今後の課題である。 

＊地域支援室の活用について【中期的目標４（３）】 

年間で９件の小中学校へ地域支援を行っている。今後も相談の件数は増加していくと思われ

るとともに、教科指導等について、小中学校、高等学校の先生方に本校の教員が、例えば「算

数」の指導のノウハウ等の教科指導について学んでいく必要がある部分もあり、お互いに研鑽

を積む取り組みを進めていきたい。 

（加藤会長）非常に幅広い点でいろいろな課題をとらえ、多様な取り組みをされていると思います。 

（智原委員）若い先生たちが授業研究と子どもたちに何を教えるかという教育課程づくりに時間を

かけて取り組むことが教員の資質向上によいと思う。授業の指導案を各先生が書いて、それを
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反省会に持ち寄って協議することがよいのだが、現在の先生たちに、その時間があるのか不安

がある。こどもの理解と障がいの理解の上で授業研究を積み重ねていくと、日々こどもたちに

「わかる」「たのしい」授業という形で成果として出すことができるので、先生たちがゆとりを

もって日々の業務に取り組めることが大事だと思う。支援学校の良さはチームティーチングに

あり、チームで先生方どうしが学びあっていける教員集団が必要である。本当にたくさんのお

仕事があるなかで、どこを重点的にするか、ぜひ先生たちの健康面のことも考慮に入れ、先生

たちがゆとりを持って、子どもたちのことを語り合うことができるという学校づくりをめざし

てほしいと思います。 

（鈴木委員）小学校でも教師に余裕がないというのは、まったく同様である。校内での研究もあり、

市ごとの、あるいは南河内地域での研修に取り組む日が設けてあるので、年に数回しかないが、

その日に参加できる体制を作るようにしている。支援学校同士の研究や交流というのは行われ

ているか。 

（西村校長）各教科で行われているものはあるが、学校間で行われていることは少ない。 

（加藤会長）府立学校では移動時間の問題もあり、難しいところはあると思うが、先ほど校長から

の報告にあったような地域校支援と、その逆の地域の学校から授業のノウハウが吸収できない

かという取り組みを、近隣でできればよいと思う。 

（石本委員）アンケートが多数実施されており、その分教員の事務量も増え、指導に余裕がなくな

っているようにも思える。子どもの顔を見る時間が少なくなっている状態があると思う。 

（加藤会長）先ほど智原委員がおっしゃっていたように、ゆとりというものが必要で、実はそれが

安全にもつながってくるところがあると思う。研修だけでも人権に関することや障がいの理解

等、多くのテーマがあって、その中で年間にどのように研修を組むかということを考えていく

と、優先順位等いろいろと考えていかなければならない。 

その他、マトリクスに関しては、前回までにいろいろとご意見をいただいて、10行×10列の

新しいものができるなど、改善されてきている。 

（山中会長）マトリクスで自分の子どもがどの部分にあたるかを見て、教員と保護者で活用がすす

めばすごくよい懇談の材料にもなると思うので、ぜひお願いしたい。また、マトリクスやシラ

バス（授業の大まかな学習計画）などのカタカナのことばよりも、もう少し分かりやすい呼び

名があればよいと思う。 

（西村校長）「教育実践指標」という言い方しかなく、もう少し分かりやすい呼び名が検討できれば

良いと考えている。また、タブレット型端末等で懇談の際に保護者にマトリクスを提示して、

ひとつの箇所をクリックすると該当箇所の指導計画や教材を見ることができるなど、活用しや

すいものにしていけるような環境が整えば良いと考えている。 

（辻本委員）校長先生の「なんとか地域に溶け込んでいきたい」という熱意は本当によく分かる。

学校サポーター募集チラシを西浦地区の掲示板に貼るなどして協力しているが、これからどん

どん地域と連携した取り組みをやっていっていただければいいと思う。また、地域と関連する

年間の学校行事計画などを知らせてもらえると、地域としても協力しやすくなってくる。 

西浦支援学校の敷地内にある電柱に地域の交通標語等を掲示していたが、少しトラブルがあ

った。事前に相談していただけるとありがたかった。 
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（西村校長）使用の手順について必要な手続きをご相談するべきだった。地域の了解が必要であっ

たと考えている。電柱設置事業者と羽曳野市そして地域の皆さまとの連携が不十分であり、た

いへん申し訳なかったと思っている。 

（加藤会長）そういう部分も含めて地域との連携を進めていってもらえればと思う。 

（鈴木委員）災害時における羽曳野市等との連携等については、どのように進んでいるか。 

（西村校長）「指定避難所」及び「指定緊急避難場所」との指定を受けている。今後は羽曳野市と本

校の間で地域の方々と本校の児童生徒についての避難の詳細を検討していくことになっていく。 

（加藤会長）シラバスはどのような形で作成されているか。 

（河井首席）年間教育計画とともに学習内容を示している。本校では１教科につき学年ごとに最大

８通りのシラバスがある。各学習集団の発達段階や特性に応じた学習のねらいや年間計画に応

じたものを毎年更新しながら作成している。 

（辻本委員）大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター（平成 29年４月１日から地方独立行政法人

大阪府立病院機構大阪はびきの医療センターと名称変更予定）での生徒作品の展示などがある

と良いと思う。 

（西村校長）そういう取り組みができれば良いと思っている。 

 

４ 協議のまとめ 

（加藤会長）教員が非常に若いので、意欲的で期待できるところがある。支援学校の多様な生徒が

在籍する中で専門性をどのように向上していき、また、ゆとりをもって生徒に関わっていける

かが非常に難しい課題であると思う。 

マトリクス、シラバスをどの子どもにも合うような形で作っていこうと思えば思うほど、細

かいものになってくるが、そこを分かりやすくしていかなければならないという両面がある中

で、取り組んでいっていただかなければならない。 

冒頭に校長から、あってはいけない事象があったと報告があり、それに対してチェックリス

トを利用して、人権研修等にも取り組んでいっていただいている。何事もネガティブでなく、

少しでもポジティブにとらえていただいて、来年度の学校経営計画に反映していっていただき

たい。 

 

■その他（報告事項） 

 ・保護者からの意見書について 

 

 

 

 

（和田首席）視覚支援等も利用しながら、一人ひとりの児童生徒のみなさんに見通しの持てる

ような時間割を示させていただいております。また、教室移動がたいへん難しい場合には、

それぞれ個別対応を行い、授業を行う場所についても工夫を行っております。 

（加藤会長）意見書が提出されてすぐに私に送っていただいております。内容については既に

・平成 28年 12月 14日付意見書（１）【要旨】 

午前も午後も教室移動のある日がありますが、重度の子どもにとっては難しいので、見通しの持てる

わかりやすい工夫をしていただきたいと思います。 
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意見書を提出された保護者の方と教頭先生が懇談されて、ご了解されているということで

すので、さらに協議会で取り上げなくてよいと判断いたしました。 

※保護者の意見については、会長が必要に応じてその取り扱いを判断する。 

【『大阪府立西浦支援学校 学校協議会 実施要項』第七条の２】 

 

 

 

 

（和田首席）既に保護者の方に落ち着いて懇談していただけるように、教員が児童生徒ととも

に過ごすということを行っております。 

（加藤会長）この件についても先ほどの件と同じような形で了解しております。 

 

 

 

 

 

 

（和田首席）既に教員がバス車内の状況把握等のために複数回、添乗しております。また、保

護者の方とも懇談を重ね、日ごろの連絡帳のやりとりや電話での連絡も含め、共通理解を

すすめさせていただき、バス会社とも連携を取りながら安全なバス運行に取り組んでおり

ます。 

（加藤会長）これについても同じように了解しております。担任の教員も乗車して、非常に丁

寧にすすめられていると思います。この学校のことだけではなくて、より良いスクールバ

スのあり方について、問題意識はもっておかなければならない課題ではあると思います。 

 

・平成 28年 12月 14日付意見書（２）【要旨】 

午後にある懇談について、保護者が懇談を終わるまで、子どもをみていただけないでしょうか。 

・平成 28年 12月 14日付意見書（３）【要旨】 

通学バスについて、バスの中で対応の困難な行動を繰り返す生徒について、学校が先生を乗車させて

そのような行動の生じる原因を探り、バス会社と一緒に改善策を検討して、保護者も理解して対処す

べきものだと思います。 


