
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２年度第３回学校運営協議会 

開 催 日 時 令和２年 10月 21日（水） 

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３年２月 17日（水） 

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 学校評価部会 協議 

（１） 学校目標１、２について 

委 員：達成度があるが、基準、指標はあるのか、教えていただきたい。 

事務局：明確なこれというものはないけれども、学校目標１の①について

は、まだ、課題があるということで 30％ということになってい

る。全校の達成具合、今後の課題点ということで考えている。 

事務局：明確な指標というのは、設定ができない。回数で言うならば、２

回計画していたのが、１回しか実施できなければ、50％で、何か

取り組みをやっていたのに、それに至るまでの道筋の中で、半分

までいったら 50％というような判断をした。 

委 員：ミニ研修会を 50回もやったら、200％ぐらいになってしまうので

はないか。 

事務局：よくできた部門もあるが、差があったと言うことでそのような数

値になっている。 

委 員：言葉について、専門職でＰＴ、ＳＴの説明があった。神奈川県立

の特別支援学校だけであるが、ここ秦野ではＰＴ、ＳＴ、看護師

を正規の教員として雇用している。他市では、総合教育センター

にいて、呼んでいただければ行きますよということだが、学校に

いてアドバイスをしてもらえるという体制があることは、とても

大きいと思う。個別教育計画というのは、子ども一人ひとりの計

画で、特別支援学校では作り、新しい学習指導要領では、小中学

校、高等学校でも特別支援学級、通級指導を受けている子どもに

ついては、作成するように変わった。 

委 員：今、自分のところで困っていることが、回線のギガ数の契約の限

界があって、ここでいろいろなところでズームを使ったりして飛

躍的に増えて、月末になると回線の状況が安定しない。こちらで

はどうなっているのか。 

委 員：まだまだ回線が細く、他の養護学校では、非常勤なので朝、ギリ

ギリに行って、パソコンの電源を入れても朝の打ち合わせが終わ

ったころに立ち上がる。今後、特別支援学校は改修するのではな

かろうか。 

事務局：授業に関するところでは、教育委員会ネットワークの回線ですべ

てやっている。つながっている校舎は良いが、委員会のネットワ

ークがない弘済学園ではオンラインの授業ができない状況であ

る。そういうところで使う Wi-Fiがある。本校には現在４台あり、

県から訪問の病院で使うように事業で配付されている。今年度の

契約は４台で 100ギガだったのが、１台あたりのギガ数となって



いる。県では今後 Wi-Fi の整備が進むかなと思う。こちらの校舎

の子どもたちは、校内に Wi-Fi があってタブレット端末が使え

る。教員はこの回線を使って、授業では密を避けるため教室を分

けている。メインとサブがいるので、メインが授業をやって、隣

の教室でもサブがいてオンラインで授業をやっている。これだと

まあまあ回線は安定している。教員の使う回線は、まだまだ厳し

い。みんなが一斉に使うと回線が不安定である。安定して使うに

はまだまだ、環境整備が必要である。 

委 員：こういう時に外へ積極的に出ていくことは大事かな。それなりに

工夫をして、こういう時期だからというのもあると思うので、逆

に工夫をしてということができたらよいと思う。 

 

（２） 学校目標３、４について 

委 員：内容が盛りだくさんの話だった。このなかで遠隔教育とは、学校

と別の場所で勉強をしている人たちを結んで授業をしていくこ

と。オンラインは、同時双方向で、その時間その場所で授業を行

なうことである。オンデマンドは、どこかにのせてあって、それ

を好きな時間に見て勉強をすることである。 

委 員：本来なら、一緒に授業をやっていくところだが、オンラインに馴

染めなかった子どもはいなかったのか。そういう場合は、どうし

たのか。どうケアをしたのか。 

事務局：馴染めなかった子どもはいなかったと思う。恥ずかしがってしま

う子はいた。分身ロボット「OriHime」では、顔が見えなくても

OriHimeを使って交流ができる方法もある。個人情報で顔を写し

たくないという子どもにもこのような方法がとれる。 

委 員：通常、触れあいながら教育をされていたが、今は、触れ合わない

でという事で抵抗はなかったのか。学習の中、昼休みなどの場面

で、触れあうことが大切な現場なのかなと思っていた。触れ合う

ことができないなかで苦労はあったのか。 

事務局：コロナに対する対策と言うことで、距離をとらないといけない。

高等部では映像を交えて、どのようにしたらよいのか、どうして

距離をとることが必要なのかを学校が再開するタイミングで授

業をして対応した。 

委 員：直接、触れ合うところの良いところとソーシャルディスタンスを

補うものとして、良いところどりというか、どっちがどっちとい

うことがない。校長会もスカイプでやってきた。そうすると、触

れあっているから言える本音、表情を読んで空気を読んで、これ

はやりたくないのかと察知するところだが、それがオンラインで

は本音が言えない。自分の発言がオフィシャルな発言になってし

まう。これがデメリットである。だから、双方がお互い補完しあ

うところである。今の会議のやり方でいうと、何グループかに分

けて、直接的な協議もできつつ、お互いが遠隔でできるとか、小

グループが遠隔につながることをやっている。 

委 員：（中間報告の資料を提示され）これをまとめてもらって、この説明

になっているのですね。字を見ているだけできつかったけど、こ

の方式にしていただきありがたい。 

委 員：通学ボランティアも再開ということもあった。社会福祉協議会の

仕事は、リモートでできないことが多い。３密を作ることが仕事

みたいなところがある。五十嵐商店の作品展もそうだし、地域と

つなげていくこと、ボランティアさんを介して、学校のことや子

どもたちのことを知らせていくことが役割なのかなと思う。私た

ちがＩＣＴを活用して何ができるのか。今日、話を聞きながら課



題だなと思う。会って伝わるとか、共有することで理解してもら

うことがすごく多いので、そこをどうやってオンラインにのせ

て、伝えられるのかと今、悩んでいる。少しずつ、感染予防をし

て、ボランティア活動を再開してもらっているボランティアさん

が増えてきている。正しく怖がって、予防をしながらできること

を増やしていきたい。 

委 員：農業が９月からスタートできたことはいいことである。農業でい

くことはすごく良いことと思う。 

堀川様：去年からスタートしてもう一年になろうとしている。夏野菜を作

っていた頃は、ひどい状態で子どもたちがいなくて、先生達を引

っ張り出してやっていた。少しずつ成果が出てきている。先生達

と相談をしないといけないが、秦野市の都市支援センターから、

支援するから学校でピーナッツをやらないかと話をいただいた。

資材も提供してくれる。場所、時間の取り方と課題があり、農業

ばかり引っ張り込んでもダメかなと思うが、後ほど相談させてい

ただきたい。 

委 員：ブランド名を付けられるのか。 

委 員：学校の考えでできると思う。販売するのか、配付するのか、いろ

いろと勝手にできると思う。資材はいただけるので、あとはわれ

われのやる気次第である。 

委 員：私と農業指導講師さんとで盛り上がってもいけないことだが、こ

れは注目されることかなと思う。９月から始まって、いろいろと

進んできて、提案もいただいて、協力もいただいて、これからや

りがいがある。 

委 員：各部門、課程にあわせた進路学習ということで、12 月に職場体験

を計画されているが、体験先を見つけることや子どもたちを参加

させることへの迷いとか、苦労があったと思うが教えてほしい。 

事務局：高等部の実習先についても受け入れ先を探すのが大変であった。

夏に３年生は一度、実習をして、11月には２、３年生の実習を計

画している。その進路担当が、ノウハウを使って、職場体験先を

探すということで、部門、課程にいる教員では、どこにどう当た

ってよいかもわからず、対策についてもよくわからないというこ

とで、進路担当が当たりをつけて訪問して依頼する。また、どう

いう対策が必要か聞いてきて、学校でできるのか検討したり、弘

済学園の生徒なので学園では出てもよいのか確認したり、様々な

調整をしたうえで、実施に向けて準備している。 

委 員：子どもたちには貴重な機会となることは間違いがないし、社会で

実施していく上では、いろいろと経験したり、勉強したりするチ

ャンスの確保は、とくに実体験をさせてあげることは大事だと思

う。つながりが大事だと思うので、進路担当は苦労されていると

思うが、関係性を保ちながら、実習の場所の確保や機会の確保に

努めてもらえたらと思う。かもめ学級から学校へ戻ってくる子た

ちの遠隔教育について、オンラインでつなぐなどと工夫してもら

いありがたい。今、やってもらっていると思うが、帰ってきたあ

と学校で対応するときに学校側も不安であり、どう対応したらよ

いのかなどの困り感が出てくると思うので、復学後の受け入れた

学校へのアフターフォローを定期的にとか、期間がたったら連絡

するとか、相談ができるしくみがあるとよい。オンライン化がで

きていれば、足を運ぶことがないので、電話でなく、顔が見える

中で相談ができるしくみがあるとすごくありがたいと思う。ご検

討いただければと思う。 

委 員：いつでもどうぞという姿勢であるが、これくらいの期間で１回こ



うしましょうと制度化しないと小中学校は頼みにくいのかなと

思った。そういうことは入れていったほうが良いかと思った。も

う一つ、オンラインで１回だけの実施ということが課題である。

静岡県の小学校がＯＫしてくれた。校長先生につながったことの

意味とお礼を言ったら、全職員にこの言葉を伝えると言ってくだ

さりうまくいった。１回しかできないというのは、コロナが後押

しをしてくれてつなぐことへの抵抗感はなくなったが、小中学校

に聞いてみると、校内の様子が外に出ることに怪訝がある、ＩＣ

Ｔの環境が整っていないとか、秦野から一人来て設定とかしてく

れればできるけどということだった。ＧＩＧＡスクール構想が浸

透していって、環境が整ってこないと厳しい面がある。情報発信、

構えなくてもやってみれば意外とうまくいくものだったとか、や

ることのメリットが理解できれば、前向きにやってもらえると思

う。ハード、ソフトの両面をやっていくことが課題である。 

委 員：オンラインで、授業の様子を定点カメラで、学校での端末でのや

りとりでもやるのも受け入れてくれないのが現状であるのか。 

委 員：そうである。病弱の他校でも 20 校お願いして、19 校断られると

聞いている。厳しいが、これが私たちの役割である。 

委 員：課題は、子どもが写りこむことなのか。 

委 員：そこがよくはわかないところである。校内の様子が、外に配信さ

れることがということが多い。あと、環境が整っていないことと

言われる。配信先といっても、学校と学校で授業の一部、本人だ

けになるが、セキュリティのことを心配されている。 

委 員：就労先は、この先厳しい。実習先も難しい。一般の企業だけでな

く、例えば、市役所など公的な場所で実習をさせてもらうことは

できないのか。学校の事務は難しいだろう。その実績はあるのか、

可能性はあるのか。 

委 員：県の教育委員会では受け入れて、しばらく、勉強して、訓練して、

出していくことを始めている。実習についても前は受け入れてく

れていた。教育委員会が気にすることは、私たちも目にしてはい

けないものを目にしてしまうことがあるので、どう切り分けてい

くのかを気にしていた。末広小の作品展、すごいと思う。全国的

にも、すごい実践をしているのだと思う。これからのあり方とし

て思うところである。 

委 員：作品展に展示してもらってよかったなと思うし、うちの子どもた

ちも見て感じるところがあったと思う。多目的室も活用していた

だきよかった。体育館も短い時間だけど、使っていただいている。

図工展がこの後あるので、一緒に行いたいと思う。まだまだ知ら

ない部分もあって、オンラインも盛んになってきているので、教

員同士の交流とかできればと思う。隣に建っているのに知らない

部分があり、まず、そちらに行くことがない状況である。まずは、

施設見学みたいなことから始めて、お互いが歩み寄れるように今

後できていけるとよい。同じ場所にいるけど、まだ、別の活動に

なっている。なかなか子ども同士は難しいので、教員の方が情報

共有して、お互いのメリットになるようなことがあれば良いと思

う。 

委 員：教員間の交流は良いと思う。障害の理解啓発事業で講師として呼

んでもらえれば、喜んでいく。通常級の先生に来てもらったこと

がある。理科の先生にゲストティーチャ―で来てもらって、色が

変わる手品のような実験をしてもらったら子どもたちは仰天し

ていた。工業高校の先生に来てもらってペン立て作りを行った。

わかりやすく、工程を分けてもらって教えてもらったこともあ



る。工業高校の先生が、事前に分かりやすくするにはどうしたら

よいか、聞いてきたので、工程をわかりやすく大きく３つにする

ようにお願いした。相互に交流したという記憶がある。逆に末広

小の先生方に教えてもらうという発想も必要に思う。 

 

（３） 学校目標５について 

委 員：すばらしいと思う。さすが 95％。 

委 員：あとの５％はどうしてなのか。 

事務局：後半に向けて、少しできればなということで、控えめにさせても

らった。  

委 員：謙虚な気持ちとあと、何のために業務改善をするのかをこれから

押さえていく。授業の改善、子どもと向き合う時間、教材準備の

時間を生み出すためにやっている。いろいろと改善し、すごいお

金を使って、ハード面を中心にやってきた。後半はソフト面で仕

事の進め方や分掌の組織はこれで良いのか、そういうことをやり

つつ、授業を見直そうと結びつけていくことが５％である。ここ

までの達成度は、あれだけあげても良いかなと思う。今、話した

ことが後半の課題である。このように捉えている。 

委 員：校長先生からわかりやすい説明があった。業務改善といって、実

際、何をしたのかというと環境整備をしたことで、業務改善が環

境整備をしたこと、それはどうしてですかと出てくるところだ

が、まずは環境整備をし、このあとに業務の改善を行うことであ

る。今後、業務の改善をすることが一番大事になるということで

ある。そういうなかで、本来業務なのか、本来業務ではないのか

と見極めることは力がいるところなので、見極めて、本来業務で

ないことは誰にお願いするのか、思い切ったことがあるのかなと

いう気がする。小学校などで会計の間違いが新聞に出ていること

がある。それを教員がやってミスをしたということで、全部の小

学校に点検するようにとなる。点検したらミスが見つかりまし

た。一つのミスからこんなにミスが見つかりましたと新聞に発表

している。それは教員が悪いというよりも、本来、それは教員の

仕事ですかと、他の人に任せられないのですかと話したら、他の

人に任せると、ある家庭の経済状況がわかってしまうなどいろい

ろなことがわかってしまうので、例えばボランティアさん等には

任せられない。そこを思い切って任せても良いと思う。そういう

ところも含めて業務改善となる。９５％の達成度ということで良

かったかなと思う。 

 

（４） 全体を通して 

委 員：先ほど、腹を割ってと言ったので、ここは全然ダメじゃないのか、

お叱りでもよいので、言っていただければと思う。自分たちだと

できたつもりでいたりするので、委員の皆様からすれば、全然じ

ゃないのか、まだ、こういうことができるのではないかなど、あ

ればお願いしたい。 

委 員：コロナにより、いままで経験されたことのないことを経験されて

いると思うが、コロナの取組みに対し、要領を掴めてきているの

か。このままの取組みをしていけば、もう心配はないという状況

なのか。 

委 員：日々の対応は慣れてきている。課題がすごくある。特に修学旅行、

校外行事などは大きな課題となっている。本当にこの時期、実施

してよいのか、学校判断になると、校長の考え方で別れてしまう。

行った先で発熱があったらどうするのか、だいたいの学校は、修



学旅行については、日帰りで、県内または近県で、東京を避ける

という方向に落ち着きつつある。学校裁量になったときの判断に

なると、時期的なことなど難しい。日々の対応は、県からマニュ

アルが出ていて、完璧に整備されている。例えば消毒作業につい

ても迅速に伝達されてくる。コロナの予算も議会が承認してくれ

て、机の上のパーテーションも県で統一して買いましょう。フェ

イスシールドを買いましょうとか、共通理解のもと進めている。 

委 員：ある程度見えてきたところで、手洗いとマスクとうがいだろうと

そこを押さえないといけない。文科省から通知が出て、すぐに厚

木の小学校で出てしまったが、学校は５％で少ないと文科省は言

っている。注意すればと思うことと、もう一つは、家庭からとい

うのもあるので、そこをどう注意していくかということがある。

修学旅行について、10月１日、この時期にだすかなと思った。文

科省から修学旅行を実施するように出されたが、特別支援学校は

どうするのか。 

委 員：校医の意見を聞くと、特別支援学校が実施するとなると、教員も

子どももシングルルームだよ、これだと事実上できない。子ども

がシングルというのはあり得ない。高校は学校によっては実施す

る。 

委 員：市教委として思うことは、ＰＴ、ＳＴが特別支援学校に配置され

ているのを市の特別支援学級の子どもたちにも協力してもらっ

ている。そもそも配置されている学校の中で情報共有とか、専門

性を発揮してもらう必要性はあるなと思うところであるが、こち

らの学校へ来てもらえないと寂しいなと思う。今も必要があると

きに相談をさせてもらっているので派遣していただいているが、

今後も派遣してもらいたいなと思う。末広校舎が立ち上がったと

きに、子どもたちがヘルメットを用意していた記憶があるが、さ

っきの写真は防災頭巾をかぶっていたので、使い分けをされてい

るのか。 

事務局：ヘルメットは先生方用のものである。私たちも、ヘルメットをど

うしようかと思っている。防災頭巾で頭を守れるのか。課題に思

っている。火災を考えると良いが、ヘルメットを考えないといけ

ないかと思っているところである。 

委 員：ヘルメットの周りについているものがあり、頭を守りつつ火の粉

を防ぐものがある。 

委 員：置く場所がなくて、子ども全員にと思うと難しいと思っている。 

委 員：気になることは、校長先生へ連絡をお願いしたい。 

 

３ 事務連絡 

 ・「いぶきちゃんのへや」の利用方法について 

 

４ 給食試食 

 

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 

・“いぶきちゃんのへや”ご利用方法 

 


