
神奈川県立秦野養護学校における学校運営協議会開催結果 

本校の学校運営協議会を下記のとおり開催した。 

審 議 会 等名 称 神奈川県立秦野養護学校における令和３年度第３回学校運営協議会 

開 催 日 時 令和３年 10月 29日（金） 9：30～11：30 

開 催 場 所 神奈川県立秦野養護学校 会議室 

出 席 者 神奈川県立秦野養護学校 学校運営協議会委員８名 

次回開催予定日 令和４年２月 18日 

問 合 せ 先 副校長 水上 正樹   電話 0463-81-1429  ファクス 0463-83-4118 

下 欄 に 掲 載 議事録 

審議 (会議 )経過 第３回学校運営協議会 

１ 学校長あいさつ 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 授業場面の視聴（知的障害教育部門施設訪問教育Ｄ弘済） 

 

４ 学校評価部会協議（中間評価報告） 

 

（１）学校目標１・２について 

 委 員：達成度 70％ということだが、よくぞ頑張っているという印象。個

別教育計画とは、子ども一人ひとりの教育を作っていくこと。や

ってみて反省して、次にどんな授業にすれば良いかを作っていく

という繰り返しは、文部科学省の言っているカリキュラムマネジ

メント（教育課程をいかに改善していくか）につながる。個別教

育計画をきちんと作り、それを使っていこうということはとても

大事なことである。 

事務局：今年度、個別教育計画の書式をより使いやすいように改訂してみ

て、それがどうだったかということを検証していく段階にある。

今回の達成度が 50％というのは、そのようなところも含めての数

字である。  

委 員：中間評価のまとめ（各部門課程・グループ）についての説明だと

思うが、文字の資料だけではわかりにくいので、大変わかりやす

かった。  

委 員：説明を聞いていて心配になったことは、実態が様々な児童生徒の

目標を設定してどういう形で評価していくのか、評価した時に目

標が達成できていないことが繰り返されるジレンマなどで、先生

方のストレスにならないかということである。  

事務局：課題でも挙げたが、授業の全てで取り組むことは、授業毎に組む

チームの教員も違うため大変だが、顔を合わせなくても簡易的な

メモのようなもので共有できる工夫をするなど、少しでも負担感

のない方法を考えているところである。 

 委 員：先生方にとっての負担について、より考えていかなければいけな

いと思う。 

事務局：そのような課題があることも含めて達成度 50％としている。  

委 員：教育という仕事には、「満点がない」ところで、「満点を目指す」

教員の姿勢との間をどこで折り合いをつけるか、どこまで業務改

善としての工夫ができるか等いろいろな要素がある。自分が担任

をしていた時に授業の振り返りを◎〇△等の記号をパソコン入

力することで行なっていたこともある。それは極端な例ではある



が、方法については考えていく必要がある。  

事務局：地域を第２の教育の場として教育活動を展開する目標について

は、少しずつ進んできた。先ほど地域の方からのビデオレターを

紹介したが、今後は直接触れ合える活動になっていくと、更に学

習の効果が得られるので、今のうちに下地づくりとしていろいろ

なところとつながりを持って、地域の資源をより多く用意してい

く時期なのではないかと考えている。  

 

（２）学校目標３・４について 

事務局：突然の訓練に参加してくださり感謝している。子どもたちも同じ

ように身を守っていると思う。毎月このような訓練を行うこと

で、地震の時にはこうするというようにスムーズに身についてい

くのではないかと考えている。  

委 員：進路指導について、本来であれば８月に開催予定だった福祉事業

所合同説明会が２年連続で中止となってしまった。前回のこの協

議会で開催について宣伝したにも関わらず中止となってしまい、

大変申し訳なく思っている。当日は 30 事業所の生活介護、Ｂ型

事業所等が参加する予定で、直前まで決断できずにいたが、やむ

を得ず中止とした。来年度は開催して情報提供を行っていきた

い。そこで情報を得た後に個々の見学に繋げられるようにしてい

きたい。  

委 員：８月の合同説明会は、一度に多くの事業所の情報が得られるので

楽しみにしていたので残念だった。秦野市全体の情報がそこに行

けば得られるので、保護者の関心も高い。ぜひ開催をお願いした

い。保護者の進路見学は、今までは年に数回１か所ずつ設定され

ていたが、それぞれ数名～十数名だけの参加だったので、今回 70

名という参加者数に驚いている。先生方が、保護者が何を望んで

いるかを考えて工夫してくださった結果だと思うので感謝して

いる。今回複数の選択肢があったことで、多くの保護者が参加し

たことにつながったと思うので、こうした取組を継続してもらえ

たらと思う。課題のところで、小中学部への進路情報の提供とあ

るが、小中学部の保護者の皆さんは、進路についてぼんやりと思

っていて、高等部に上がってみないと、具体的なイメージがつき

にくく、進路に対する要望も出しにくい現状がある。ただ、子ど

もが高等部に入ってからだと、仕事をしながらの施設等の見学

は、たくさん見切れないので、このような見学会に早めに参加し

て情報を知っておくだけで高等部になってから慌てずに済む。そ

のようなことを、小中学部の保護者の皆さんに先生方から情報提

供とともに、意識付けをしてもらえると良いと思う。  

委 員：本校（末広小学校）との交流について紹介していただいた。その

中で、（両校でできる交流について校内に自分が呼びかけたこと

について）お礼を言われたが、お礼を言われることはない。当た

り前のことをしただけである。もう少し他にできることがあった

のではないかとも思っている。明日は小学校の運動会だが、練習

風景を見に来てもらうなど、来年以降考えていきたい。小学校で

は、定期的に作品を展示したり、運動会などの行事もあったりす

るので、間接的な交流もできる。打ち合わせ（ともに進むサポー

ターズ部会）で時々集まって、その場でどうするかを話すより、

互いにできそうなことを集約して持ち寄って話した方が良いと

考え、自分が校内で動いた形となった。毎年、秋ごろから教務主

任を中心に次年度の計画を作っていので、ぜひその辺の調整も早

い時期から両校でしていけると良いと思っている。来年度に向け



て、行事予定の中に交流を位置付けていきたい。そうしていかな

いと突発的な交流になりかねない。もちろんやっている中で新た

なことも出てくるかもしれないが、今から準備していきたい。  

委 員：校長先生には感謝の言葉しかない。今「当たり前のこと」と言っ

てくださり、その当たり前が全県で見ると、小・中の各校で事情

があってなかなか進んでいない現状もある。その中で校長先生自

ら進めてくださっていることはとてもすごいことである。ポイン

トが３つあり、一つは年間計画に交流を位置付けて「イベント」

で終わらせないようにしようとしてくださっていることに大き

な意義がある。また、２つ目として、今まで連絡会のようなもの

があって、そこで何ができるか考えていたが、効率的に前に進め

るために、それぞれが考えてきたものを持ってきて検討しようと

ご提言くださった。また、３つ目として、秦野養護学校から「～

をお願いできないか」ということではなく、小学校から「～なら

できる」などと、いろいろな連絡を主体的にくださるようになっ

ている。この３つのことを校長先生が進めてくださっていること

に意義があり、大変感謝している。  

委 員：かもめ学級のリーフレットも大変良い。発信することがとても大

切なことなので、よく取り組んでいると思う。  

 

（３）学校目標５について 

事務局：学校目標５については、業務改善が大きなテーマとなっている。

校長より追加の資料を配付させていただく。 

委 員：追加資料は、前回の職員会議で自分から出した資料である。職員

会議では、毎回何らかのメッセージを出すようにしている。この

度「働き方改革」について出させていただいた。働き方改革は、

「教員の健康」と「子どもと向き合う時間」ということもあるが、

「持続可能な業務体制」ということも考えていて、今お伝えした

ような取組を秦野養護学校ではしているが、今の教員のメンバー

でずっといくわけではなく、自分も来年いないかもしれない。毎

年人の入れ替わりがある。その中で子どもの教育は保障していか

なくてはならない面がある。要は仕事の進め方の問題である。 

８月ごろから、校長は教員一人ひとりと面接をしているが、その

中で先生方の声を聞くと、資料の「職場の声」にある５つのこと

に集約できた。その中で「引き継ぎがうまくいっていない」とい

う声が多数あった。なぜ自分がこの声を文書で出そうと思ったか

と言うと、「17時に退勤できない」という若者の声があったから

である。教員を目指して頑張ろうと思ってきた人たちが、17 時

に退勤できない。「17時に退勤できない」というのは、若者のス

トレートな表現だからそのまま伝えたが、実は「17 時以降の仕

事が、教員の自主性に基づく創造的な業務となっていない」とい

うのが正しい解釈である。教員の調整手当は出ているので、残業

するとしたら、教員が自分で主体的に子どもの授業のために使う

時間として、楽しみながら仕事をする時間でなければならない。

ただ、終わらないから 17 時以降もやらなければいけない仕事で

残らなければならない状態が起こっている。 

これまでの秦野養護学校の「業務改善」への対応は、学校目標に

位置付けて、毎回すべての会議で業務改善を議題にすることを指

示している。そのため、会議録を見ると少しずつ「～が課題だか

ら～しよう」等上がってくる。それを所掌部署で議論して職員会

議でどうなったかを返していくことを繰り返してきた。それか

ら、この会議でも、いぶき会や委員の方々にいろいろ相談させて

４ 



いただいている。 

    ストレスチェックが各校で行われているが、本校のストレスリス

ク値は平均より低い状態である。同僚の支援値や上司の支援値は

高く、人間関係が良く各リーダー等が若者たちをよく見ていると

いうことがわかった。その反面、業務量が多く業務のコントロー

ル値が低いことがわかり、仕事は多いのに自分の思う通りに進め

られないという結果が出ている。仕事が大変で、引き継ぎもうま

くいかず、なかなか思う通りに進められないが、仲間たちに支え

られて何とか仕事を保っているという図式が見えてくる。そこを

何とかしなければならないと思っている。 

裏面では、できることとして、ノー残業デーの確実な実施（18時

半退勤）、すべての会議を 17時に終了できるように、準備・運営

等を工夫するという２点を挙げた。例えばある日の企画会議で

は、16:15開始の会議の中に５種類の会議が入っていて、17時に

終わらないことが前提になってしまっていた。それは校長の責任

であると反省をして、このような投げかけをしたところである。  

事務局：この資料で校長の思いが伝わったのではないかと思うが、教員だ

けで考えていると、固定観念がありなかなか思い切った考えが浮

かんでこないため、ぜひこの場で取組や方策の提案などあれば挙

げていただきたい。  

委 員：失礼なことを申し上げるかもしれないが、一言で言うと「異常」

である。「ノー残業デー」があるということは、残業があることを

前提としているということ。（その他の日は残業しても良いとい

うこと。）会議が 16:15 開始で、５つの会議があるというのは異

常である。疲れている状態で会議をやっても時間が多くかかって

しまうと思う。（朝やれば 30分で終わることが、夜やると１時間

かかるなど）実態として何時間残業があるのか数字で知りたい。

それがわかれば、年間評価の時に何時間になっているかと比較で

きる。先生方の業務の棚卸はあるか。見える化する必要がある。

そのようにしていかないと実際に残業はなくならず、「頑張りま

しょう」で終わってしまう気がする。細かいことを言うと、前回

のこの会議で議事録を頂戴したが、この議事録の作成も業務負担

ではないか。議事録を勝手に作成してくれるソフトもあるので、

導入すれば作業が減ると思う。この会議の開催準備も業務負担な

のでは？「わかりやすい」と言いながら逆説的に業務負担が心配

になった。削れるところは削っていく発想が必要である。いろい

ろ申し上げたが失礼をお許しいただきたい。  

委 員：残業時間は、PCの立ち上げ等である程度把握されている。今年度

に限って言うと、１ヶ月 80 時間以上の人は、４月時点でいた。

５月以降はいない。40～60時間の人も複数いた。残業時間数につ

いてさらに確認していきたい。仕事のリスト化については、大き

な課題である。紙でするかデータでするかの課題もあり、データ

のありかを明確にすることも課題。誰が見てもその仕事に取り組

めるようにすると、ストレスが軽減されると思う。 

委 員：先生方は休暇がきちんと取れているのか気になる。年休等取りや

すい雰囲気はあるか。  

委 員：土日は休めているが、部活動（現在は感染症対策のために実施で

きていない）や教材づくり等で休みに出勤している教員もいる。

年休については、１時間単位で取れ、一人ひとりの必要に応じて

取れている。夏季休暇は全て取れるようにしている。  

委 員：業務はたくさんあるので、業務アシスタントのような方等を増や

していくしかない。全国的な問題である。茅ケ崎市の教育委員を

５ 



しているので、茅ケ崎市でも言っているが、教員のしている仕事

があまりにも多すぎて、学級会計業務で事故が起こってしまって

いる。事故が起こると全市、全校で調査が入り、またそこでミス

が見えたりして管理職が呼ばれて注意を受ける等さらに業務が

増える。何が原因かと言うと、先生方がそのような業務までやっ

てしまっているからである。この前起こった事故は成績の入力ミ

スで、エクセル表計算でチェックを１つ忘れただけで何十人分の

成績にミスが出てしまった。そのようなことを見ると、その全部

が教員の仕事なのか？と感じる。校内でフリーの人を作って業務

改善に当たるなど、工夫していかないとこの問題は解決しない。 

資料の中に、「起案の差し戻しが多い」とあったが、これは多い

と言われても差し戻さなければならない。起案は、外に出る大事

な文書についてチェックをするものなので、それを大切にしない

と、その学校の信頼が失墜する。ある学校では、担任の名前を保

護者に誤って通知していた。これはとても恥ずかしいことであ

る。そのようなことをなくすためにも起案の差し戻しは大切だと

思う。  

委 員：会計とＩＣＴについては、教員が負担と感じている二大業務。企

業では、ＩＣＴは専門の方が担っていることが多い。業務アシス

タントは週 29 時間付いているので、銀行に行っていただくなど

一部の業務を依頼している。学校によって体制が違うと思うが、

特別支援学校では、子どもが学校にいる間はずっとそばで対応し

ている場合が多い。15 時半ごろに子どもが帰って退勤の 17 時ま

でしか時間がない。15 時半から 45 分の休憩を確保すると 45 分

しかなく、会議が入っていれば自分の業務に充てられる時間がな

い。例えば知的障害教育部門高等部では、授業時間の中で個々の

教員が事務作業できる時間を設けるようにしている。自分が高校

に勤めている時には、週 16～18 時間程度の授業（１日あたり６

時間中３～４コマ）があり、その他の時間は、教材研究や分掌の

仕事ができる．その代わり高校は部活動があるため遅く退勤する

ことになる。そのように学校によって違いがある。今の会長のご

助言をいただいて、「業務改善担当総括教諭」を置くことも考え

たい。今本校では、堀川様の応援をいただいて農業を推進するた

めに「農業指導推進コーディネーター」という専門の教員を設け

ている。それと同様に検討してきたい。  

委 員：先生でないとできないことだけを残してその他の業務は他の人に

振っていけると良い。そのために仕事の仕分けをしていく必要が

ある。  

委 員：いぶき会でも、行事の時など保護者がサポートできることを振っ

ていただいても良い。役員会でもご意見を募っていただければ一

緒に考えていきたい。  

委 員：保護者の皆様には、サポートをしてください、というところまで

は考えておらず、保護者目線で見ていただいてご意見やアドバイ

スをいただきたいという趣旨である。そのお気持ちが大変有難

い。  

委 員：今年度緊急事態宣言等のために保護者の役員会を中止にするな

ど、思うように活動できていないが、何かあれば相談してほしい。 

委 員：「働き方改革」については、自分の課題でもある。地域での活動（自

治会や末広ふれあいセンター等）について、関われる場面を大切

にしてきたい。 

委 員：昨年度、「有意義な雑談こそが研修である」という発想から、まと

まった時間集まって行うものだけが研修ではないという振り返

６ 



りをした。そのため、この５分間動画のような取組につながった

という経緯がある。  

委 員：５分間動画の研修だけでなく、素晴らしい取組がたくさんなされ

ている。地域に学校が開かれているし、末広小学校ともいろいろ

な活動ができつつある。あとは「働き方改革」か。  

事務局：絵カードを作成した後、そのカードをラミネート加工することを、

業務アシスタントに依頼することができ、その分の時間が他の業

務に充てることができ、その分早く帰ることができる。業務アシ

スタントの活用についてもそのように広がってきている。  

委 員：知っていることが当たり前ということにせず、それを丁寧にしか

も５分で説明しているというところに意味がある。 

事務局：このような５分間動画がいくつもあり、一人ひとりの教員が必要

なものを隙間時間で見られるようにしている。  

 

５ 事務連絡 

 ・次回開催確認 

 

会 議 資 料 ・第３回学校運営協議会次第 

・学校評価（中間評価）報告 

・かもめ学級のご案内 

・働き方改革について 

 

 


