
  神奈川県立保土ケ谷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 令和元年度 神奈川県立保土ケ谷養護学校 第１回 ほどよう協議会 

開 催 日 時 令和元年５月 24日（金）午前 9時 30分～11時 30分 

開 催 場 所 保土ケ谷養護学校 保護者控室 

（ 役 職 名 ） 

出 席 者 

会長：渡部 匡隆、副会長：浅野 和則 

委員：栗原 敏郎、大上 和成、小島 淳子、田中 久、岩井 敦子 

片岡 充彦 

事務局：向井 博幸、井上 浩子、村山 知美、石塚 いづみ、渡部 正彦

柏原 旭、中谷 元、川口 圭子、石瀬 有治、平澤 東子 

オブザーバー：茂内 俊郎（特別支援教育課）、蘓武 和成(光陵高等学校) 

次回開催予定日 令和元年９月 26日(木) 午前 9時 30分～11時 30分 

問い合わせ先 

神奈川県立保土ケ谷養護学校 副校長 向井 博幸 

TEL 045-714-0581 

FAX 045-742-9716  

 

下 欄 に 掲 載 

す る も の 
・ 議事録 

議事概要とした

理由 
 

審議(会議)経過 

〇開 会 

１ 会長挨拶 

・過半数の出席による本会成立を確認。 

・配付資料確認。 

・本会の公開原則とホームページによる事前告知確認。 

２ 校長挨拶 

・出席御礼。２年目となり、協議会の持ち方については模索中であるが、委員の

皆様から意見をたくさんいただき、本校・地域にとって意義のあるものになるよう、

ご協力いただきたい。 

３ 参加職員自己紹介 

 ・名簿の事務局員氏名の順に自己紹介。 

４ 協議会委員自己紹介 

 ・名簿の氏名順に自己紹介。 

５ 今年度の学校運営について 

(1) 学校の教育計画に関すること 

（校長） ※資料参照。 

・教育委員会からのミッションに沿って学校目標を設定している。資料の太字の 

部分が基本的なポイントである。 

・「学びの連続性」本校に 12 年間在籍する子どももいる。学部が上がってもつ

ながりのある教育を提供したい。今後、地域の小・中学校から入学する子どもた



ちの連続性も考えていくことになる。 

・「わかる授業」授業改善。子どもたちが積極的に参加できる授業にしたい。 

・「地域との連携」その地域にある特色を持った学校として、地域に貢献してい

きたい。 

・「安全な学校」であることが一番大切。常に安全な教育活動を展開できるよう

にしていきたい。 

・どのような子どもを育てたいかを「めざす子ども像」、どのような学校でありたい

かを「めざす学校像」に示した。 

・職員にこの学校目標を話す際に、①子どもの安全を最優先にする、②子ども

の人権を尊重する支援、③障害特性に応じた支援をする、④自分の発言や行

動が子どもたちや保護者にどう影響するのか、想像して活動してほしいと４点を

伝えている。併せて組織対応、組織としての責任についても伝えている。 

(2) 教育課程の編成に関すること 

（教育企画グループリーダー） ※資料参照 

教育課程の中心的な特色として、次のことが挙げられた。 

・小学部：「遊び」の授業を毎日設定している。 

・中学部：高等部に向けて、体力作りと「作業」の時間を設定している。 

・高等部：働くことに向けて「作業」の時間を２日間にわたって設定している。 

・分教室：設置高校の空き教室の状況等も踏まえながら時間割編成の工夫をし

ている。 

●今後の課題として、図工や美術の授業設定の仕方、分教室での特別支援学

級からのつながりが挙げられた。 

(3) 学校組織の編成に関すること 

（副校長） ※資料参照 

・学部の教育活動を下支えする校務グループの構成。 

・企画会議と、それを支える学校運営協議会。 

・本年度のＰＴＡは代表はいるものの、組織として成立しにくい状況がある。 

(4) 学校予算・学校施設および設備等の管理及び整備に関すること 

（事務長） ※資料参照 

・表中に、人件費は入っていない。 

・昨年度２期に分けて配当された予算が今年度１期にまとめて配当されてい

る。 

・トイレの洋式化工事、エアコンの新設・更新があった。暖房に使っていたボイ

ラーが昨年危険と判断され、エアコンに切り替えた。 

・今年度の工事はトイレ洋式化の残りの部分。前庭駐車場のライン引きの計画

あり。 

(5) 不祥事ゼロプログラム説明 

（副校長） ※資料参照 

・昨年度と違う点は、小さい単位（グループワーク）で学びあう提案が総括教諭

からあり、今年度はそれらの提案を入れて研修を行う予定である。 

・毎月、県から発行の啓発資料による研修も行う。 



・不祥事ゼロプログラムの内容はホームページでも公開している。 

(6) 学校設置部会について 

（教頭） ※資料なし 

・「切れ目ない支援部会」…昨年度は横のつながりの中で部会を持った。パラ

スポーツを中心におき、本校の子どもを知ってもらう、地域の子どもにも役立つ

ことを考えた。今年度は、たとえば分教室は設置高校と一緒に模擬投票をする

などの案がある。 

（教頭） ※写真資料（時間の都合で紹介できず） 

・前年度の協議等をふまえ、学校として農園活用に向けた具体案をもとに、独

自部会立ち上げを検討していきたい。 

６ 第１回 学校評価部会 

(1) 今年度目標と具体的方策について 

（副校長） ※資料参照 

・学校評価の目標と手立ては、４月に校長から示された今年度の学校経営方

針を受けて１年間の目標が設定されている。 

(2) 関連グループ等プレゼンテーション 

（高等部リーダー） 

・特別支援学級からの入学者増加に合った教育課程編成の必要性。 

・わかる授業に向けた「ベーシック 11」の活用。 

・進路の手引き、実習の手引きの活用。 

・清掃技能検定、本校２名の参加から、昨年度は 70 名の参加をみた。現在神

奈川県で一番参加者が多い。 

・７月の選挙に向け、社会参加、模擬投票（政治参加教育）を進めたい。 

・今年も自治会館を利用させていただき、２年生の「外での仕事体験」を進めた

い。 

・近隣高校との交流、授業体験だけでなく、総合「サッカー」の交流の検討も進

んでいる。 

・作業班バザーに地域の方にたくさん来ていただきたいので、チラシのポスティ

ングを計画中。 

（横浜平沼分教室長） 

・消費者教育、政治参加教育を１～３年でどう学ぶかを検討している。 

・模擬投票を設置高校と一緒に学ぶ方向で話し合っている。 

・１年生の学校アセスメント活用開始。 

・今年度から木曜日の１日を作業とした。サービス班で喫茶サービス、高校の

職員を対象にサービスの実践を行っている。昨年度より回数を増やし、文化祭

(6/29)でも実施。サービスの実施にどのような技能が必要か、１年かけて検討し

ていく。 

（管理運営ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ） 

・避難訓練でがけ崩れ等を想定して実際的に考えていきたい。 

・アクションカードの活用。 

・災害図上訓練を児童・生徒も取り組めるようにしていきたい。 



（教育企画ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ） 

・アセスメントが定着するような取り組みの推進をしていきたい。 

（教育支援ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ） 

・個に応じた食事の指導研修の映像を紹介。 

・スクールバス、他県の事故を受け、本校でも見直しを始めた。 

（連携支援ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ） 

・パラスポーツ企画が本校の児童生徒と他校児童生徒との交流の場になるよう

にしたい。 

【質疑応答】 

（副会長） 

・不祥事ゼロプログラムについて、保土ケ谷養護学校ではいつから取り組んで

いるのか？ほかの県立学校も取り組んでいるのか？項目は他校も同じか。 

→平成 25 年度くらいから、県の指示で始めている。必須項目以外は、学校ご

とに異なる。 

（委員 A） 

・学びの連続性について、中には支援が多く必要な人がたくさんいるかもしれ

ない。希望者は全入なのか？希望者が殺到したらどうするのか。 

→一定の地域があり、義務教育段階は、市の就学指導委員会で就学指導が

なされる。就学する上で、保護者の意向は大きなウエイトをもつ。高等部は指

定地域の方がほとんどである。 

（委員 A） 

・高等部の体力づくりはどのようなメニューで構成されているか。企業からみる

と、体力がある人とない人がいて、ラジオ体操もできる人とできない人がいて、

学校でどのような取り組みをしているのか知りたい。 

→横浜平沼分教室では走る、体操、ストレッチなど。ラジオ体操も毎日取り組 

んでいる。 

（委員 B） 

・ヒヤリハットはどのくらいあるか。集約はどう行っているか。 

→共有したあと、翌朝の学部打ち合わせ等で口頭により周知している。 

（副会長） 

・全体の学校評価資料と、学部・グループの説明との関連性がわかりにくい。

同じ言葉を同じ意味で使っていない点がある。資料の構造がきちんとしていな

い。学部独自で行う部分があるのはよいが、その目標・手立てが学校全体の

目標のどこに位置づけられているかを分かるようにしてほしい。全体の５項目と

の対応関係がわかるマトリックスが必要。 

（会長） 

・誰にとっても伝わり易いように、資料の構造をわかりやすく、次回以降、提示

内容の精選をしていくことが必要といえる。 

【承認】 

・本年度の学校運営について承認。 

・本年度の学校設置部会について承認。 



７ 授業視察 

・予定より時間展開が遅れ、実施できず。 

８ 協議 テーマ『子どもの人権を大切にし、安心・安全な学校づくりをめざす』ため

に各委員から意見を述べた。 

委員 E：この学校に子どもが 12 年間通っている。その間に、例えばトイレの鏡の

位置の関係で廊下から中が見えてしまうなどいろいろな出来事があった。その

たびに学校が対応してくれて、だんだんよくなっていると感じる。トイレも改修さ

れてよくなった。事故があったとき、なぜそういうことが起きたかを先生方が分

析、話し合ってくれ、改善に結びついたので、今は子どもにとって過ごしやすい

学校になってきたと感じている。 

委員 D：地域の自治会館を、高等部の実習で使ってもらったり、自治会館のクリ

スマスツリーの飾り付けを子どもたちが手伝いに来て、民生委員と一緒に飾って

くれたりしている。そういう活動の写真を社協の新聞に載せようとしたところ、顔が

映らないようにと言われ、後ろ姿を撮影した。そういう配慮も必要なのかと気づい

た。気づかないこともあるので、引率の先生にざっくばらんに教えてもらえれば

対応できる。一緒に活動している民生委員も、普段から人権問題を扱っている

ので、すぐに理解できた。 

委員 C：事故不祥事防止について、宮城県のバス事故の報道にふれ、県内で

スクールバス乗車の条件見直しがあったところで、このような事故が起きたかと

思っていた。校内で速やかに対応が始められているのがよい。交流について、

「心優しき社会のリーダー」という高校の目標、神奈川県の障害者雇用の課題、

わが校生徒が社会に出たときに、障害のある人と普通の感覚でともに暮らせるよ

う、交流を通じて育っていってほしい。わが校吹奏楽部が演奏に来ると、保土ケ

谷養護の児童生徒が体全体で喜んでくれるのがうれしいとの話がある。総括教

諭の提案で不祥事防止研修の方向性が決められたのは、職員が主体的、前向

きに取り組むことが事故防止にもつながるので、よいことだと思う。学校間交流の

中で、人権や注意すべきことを生徒に事前・事後指導している。 

委員 B：ヒヤリハットから得る気付きはとても重要だが、記載して残しておくことは

なかなか難しい。でも、記録を集計してみると、いつ起きるかなど、傾向がはっき

り見え、対応が見えてくる。学校は組織が大きいので難しさがあるかもしれない

が、負担にならない範囲で集約して対応していくことが必要。安全を大切にする

には、重要な視点である。 

「グレーな支援」について、施設でも迷いがあるので、学校でも「踏み込んだ指

導」なのか「不適切な指導・支援」なのか、難しいところだろう。答えはないかもし

れないが、職員に困った事例を出してもらい、ワークショップを行うなどは大切で

ある。 

副会長：校長が学校教育目標の前提としてあげた５点は、そのまま会社でも使

える観点。「安全と健康」が最優先。今は「損得より善悪」。企業でも品質や納期

が先にあり、コストは４番目。校長が伝えた順番も大切で、この順番がよい。「障

害」を個性と捉えて支援する。コンプライアンス（法令遵守）、倫理的な問題が大

切。相手の善意にすがってしまうのは間違っているという観点。 



校長：関係職員は 180 名近くいて、一斉に何かするのは難しい。講師を招いた

人権研修も全体研修で行うが、自分が発言（アウトプット）しながら自分の考えを

修正したりまとめたりするには、小さなグループでの話し合いは大切。副校長主

導で計画されている。小さなグループでの活動ができたら、今度は学部の枠を

超えた話し合いがもたれることも必要かと考えている。人権を説明せよといわれ

ると難しい。目の前にいる子どもも想像していかなければならないし、まだ見ぬ

人をどこまで想像できるかが人権につながると思っている。それができるような研

修・勉強会ができるとよいかと思う。人権を大切にする取り組みは、いまできてい

ないから取り組むのではなく、さらに高みを目指していく取り組みといえる。 

会長：「人権」というと、表記や呼称が代表的な対応になるかもしれないが、もとも

と前提となった議論は、「人」「かけがえのない存在」として大切にすることから。

ともすると低い存在、人として認められていないかのような扱いはないだろうか。

地域にとっても、「人」として存在していることを学校から発信していく契機になる

ように。本日出た委員の意見を、さらに高みを目指す材料にしてほしい。 

９ 事務連絡 

・委員の所属と氏名をホームページに掲載する。→承諾。 

・次回は、９月 26日(木)で調整を図る。 

10 校長挨拶 

 いただいたご意見を踏まえて取り組んでいきたい。 

11 副会長挨拶 

 よい議論がなされた。今後ともよろしく願う。 

                                    以     上 

会 議 資 料 ※添付なし 

 


