
神奈川県立横浜ひなたやま支援学校 第２回学校運営協議会 開催報告 

 

本校の学校運営協議会を次のように開催した。 

名称 神奈川県立横浜ひなたやま支援学校 第２回学校運営協議会 

開催日時 令和３年 10月 29日（金） ９：30～11:00 

開催場所 神奈川県立横浜ひなたやま支援学校 ふれあいルーム 

出席者 学校運営協議会委員７名  学校事務局８名 

次回予定日 令和４年２月下旬 ９：30～11:00 

問合せ先 横浜ひなたやま支援学校  副校長  吉田浩司 

電話 045-300-5611   ＦＡＸ 045-303-2330 

議 題 令和３年度 学校運営協議会 

 第２回会議についての確認 

 ・学校の教育活動状況 

 ・地域防災部会より報告 

学校評価部会 

 ・令和３年度学校評価（中間評価）について 

 ・令和３年度不祥事ゼロプログラム（中間検証）について 

切れ目ない支援部会 

 ・共生社会の実現に向けた取組について 

 ・感染症対策を踏まえた地域との連携 

審議 (会議 )

経過 

【学校運営協議会】 

（１）会長挨拶 

  感染状況を心配していたが、開催できてよかった。 

 

（２）副会長挨拶 

   顔を見あって開催できてよかった。やはり顔を合わせると

安心感がある。学校は、少しずつ活動の幅を広げている。活動

については、県より慎重に行うように指示が出ている。子ども

の教育活動で、地域に向けたものは、機会がなくなる学年も出

てしまう。パン販売など地域に向けた活動等、これからは相手

先の了解を得ながら少しずつ拡大できたらと思う。地域活動

の際の子どもたちの顔つき表情がとても良い。 

 

（３）第２回会議についての確認  

■２学期以降の活動の状況について （副校長） 

 ＜９月＞バスの時間をずらした登校、始業式は放送で実施 

 ＜10月＞ 

・９月同様、バス時間をずらした登校を実施 

・防災避難訓練実施したが、１年の防災教育は延期した。 

  ・10月 24日までの段階的な緩和の期間を経て 11月 30日 

まで基本的対策徹底期間となった。 

・10月 27日、感染症対策徹底しながら部活動を再開した。 



・感染症対策は、今後も継続していく。 

 

（４）地域防災部会より報告  （総務管理ＧＬ） 

 ・地域防災部会は、地域防災拠点会議に合わせて開催している。

地域防災拠点会議は６月 22日に、開催した。11月７日に地域

防災拠点「冬季防災訓練」の開催を予定していたが、コロナの

状況により、中止となった。10月 26日会議では、地域防災拠

点の関係者が集まり、学校と地域の防災について話し合った。

また、11月 28日に、これまでよりは縮小した形で冬季防災訓

練を実施することになった。学校評価の所に記載あり。 

 

（５）学校評価部会 

 ■令和３年度 学校評価(中間報告)について （副校長） 

 ・５つの視点についてグループごとに検討し、企画会議を経てま

とめたもの 

 ①教育課程・学習指導 

 ②生徒指導・支援 

 ③進路指導・支援 

・就労準備性ピラミッド、評価表について 

 ④地域等との協働 

 ・パン販売の再開に向けて準備を進めている 

 ・近隣消防署と連携して、10月 26日避難訓練実施した。冬季防

災訓練 11月 28日に実施する予定。 

 ⑤学校管理・運営 

 ・コロナ対策も引き続き進めていく 

 ・業務アシスタント及び学校業務サポーターに、事務作業、消毒

作業、美化作業など行ってもらっている。 

 

会長 

・５つの視点に沿って進めてもらっているが、行き詰っているな

どの報告はなかった。 

 ・主体的対話的深い学び、SSEなどに沿っているもの。チェック

表とは具体的にどんなものか？ 

 

➡（学部Ｌ） 

・主体的な学びなどを具体的にピクトグラムで分かりやすくし

たもの。授業者が整理するために使うもの。当たり前にやって

いることではあるが、改めて何を狙っているかを理解すること

ができる。授業スキルも上がる。２学期はこれを使用する。 

 

委員  

・イレギュラーなことが続いているため、計画通りにはいかない



ことが多い。第６波が来ることを想定しておくことが大事。 

  

会長 

・研究の時間が設定されていなかったとのことだが？ 

 

➡（教頭） 

・行事予定に設定していなかったが、学年ごとに実施することに

なっていた。予定通りに進んでいない現状があったため、行事

予定に入れていくことにした。 

 

委員 

・実習生の受入している。学校で身につけさせているからか、指

示や話は素直に聞く生徒が多く感じる。しかし、あいさつ、返

事の声が小さい。体調悪い時、我慢できる時に、表出しない。

あいさつはできるが、返事ができない。例えば、短い指示への

返事は「はい」で返せるが、長い説明の時に、相槌しない生徒

が多い。先生役の人が途中で不安になってしまう。 

・就労意欲について、実習の前に生徒本人保護者、担任と面談す

る。何のために実習したいか質問すると、「就労したいから」

と答える。「何のために就労したいか」と聞くと、詰まってし

まう。移行する方は、自立した生活を送りたいためなど明確に

答えられる。土日以外の毎日を長い期間働き続けるにあたり、

動機づけがないと続かない(働くためのモチベーション)。中に

は、生徒に聞いているのに、母が答えてしまうような過干渉の

保護者がいる。生徒本人の自主性や考え方を聞く前に、保護者

が出てしまうケースがある。 

・今年の３月に、入社した方は、トライアル期間の６月末を迎え

ることなく退職してしまった。実習期間中は問題なく仕事で

き、入社した。仕事をなかなか覚えないので、原因を探ると、

自分の得意な分野はできるが、トイレの清掃が嫌いだった。先

輩の面倒見が良く、会社の雰囲気も良かったが、どうしてもト

イレの清掃が嫌だったため、仕事の段取りを覚えなかった。本

人は、乗り物に興味があったが、本来の仕事は清掃だったため、

そのことが合わないというケースではなかったか？周りから

の刺激を与えない形で採用にもっていきたい。 

 

会長 

・学校では、そのようなケースはあるか？ 

 

➡（連携支援ＧＬ） 

・入社して、学校はアフターフォローを行っているが、その中で

見られた課題を生徒の指導に活用している。何かが嫌い、苦手



で 1か月後に退社という例は多くないが、周囲の方とのコミュ

ニケーションがうまくいかなくてということで、退社は年に何

回かはある。 

 

委員 

・保護者が非常にショックを受けていた。間に、学校の教員が入

って、将来を考えると、と説明してくれた。 

 

副会長 

・何らかのきっかけで、退社してしまうケースはある。中学校の

特別支援学級の保護者に、早いうちから就労など進路について

伝えていく機会はあるか？ 

・地域交流の中で、将来的な話をすることは可能だが、保護者の

立場としてはどうか？ 

 

➡委員 

・小学校の時、先生が通常級のままで行きましょうと言っていた

が、自分は支援級に入れたいという考えだった。６年生でやっ

と支援級に入れた。相模原市はインクルーシブが進んでいるの

か、通常級に入れてほしいと言う保護者が多い。自分の子は、

1年間留年させている。進路に関しては、交流級に行きたくな

いと言う子どもなのに、保護者が交流級を望むケースが多い。

障害に関して保護者がどう感じているのか疑問。小学校の時か

ら保護者も将来を見ていくことは、課題だと思う。 

・障害の無い子も、高校に入ると自分のことでいっぱいいっぱい

になってしまう。個別級の子と関わることが負担に感じるな

ど、お互いに良くないのではないか。 

 

委員 

・生徒はみな自分の進路のことで大変な状況。 

 

副会長 

・県の基本的な考えとして、共生社会、インクルーシブ教育を打

ち出している。障害の有無は考えない。大人でも支援の必要で

ない状態はあり得ない、支援の質、内容を問わなければみんな

同じ、というのが根本であることを踏まえないといけない。た

だ、現実が追い付いていない。意識としてどう変換できるかが

課題。 

・インクルーシブ教育推進実践校、本校、分教室、の違いを保護

者が分かっていない面がある。特別支援学校が嫌だという子ど

も、保護者がいるのも事実。辞めてしまった方は、本当はこう

じゃなかったという思いがあったと思う。 



 

委員 

・特例子会社なので、高校生１年生、２年生、保護者向けに、採

用を前提とした説明会は、年２回くらい実施している。小学生

段階には、難しい。 

・インクルーシブ教育推進実践校について、とまどっている。２

年前にできた。特別支援学校と何が違うのか何を目指している

のか？夏休み、冬休みなどに実習を行った。高校は、２年生で

希望を聞いて、３年で実習レベルまで行かないので就労につな

がらないケースがある。本当に卒業して就労を考えるなら、も

っと早く行うべき。 

 

会長 

・手帳があれば障害者サービスが受けられて、その意味では保護

されるが、支援を受けたうえで自分たちの持っている力を発揮

して、人生を切り開かないといけない。学校は、その力をつけ

る支援をしているのではないか。 

 

委員 

・進路説明会では、成功例が多い。失敗例も伝えてほしい。実習

は、保護者側の希望で行けてしまうので、どんなものが向いて

いるか、教員からアドバイスをもらってから行けた方が良い。 

 

会長 

・地域との協働についてはどうか。 

 

委員 

・コロナでなにもできていないが、地域への販売が再開できれ

ば、少しずつ交流ができるか？ 

 

委員 

・最近、土曜日の夜などペットボトルのごみや、たばこの吸い殻

などが公園に散乱している。家庭の教育力が落ちているのか？

気になっている。 

・防災拠点としての活動は、11月 28日から 1年半ぶりに再開す

る。 

 

(総務管理ＧＬ) 

・学校目標の達成状況について、評価の欄を修正。10月 26日に

拠点会議を実施した。 

 

 



委員 

・社会福祉協議会も絡んでいるので、計画したと思うと中止など

を繰り返してきた。人を集める活動は、平常なら何でもないこ

とが、大変。学校は、大変だと思う。 

 

■不祥事ゼロプログラム中間検証 （副校長） 

 ・県内の不祥事を受けて、７月 20日に県から発出された文書で

追加することになった。 

 ・職員会議前の研修は今後も継続 

 ・職場討議、研修会を実施した。継続して職員に注意喚起をして

いく。 

 ・実施済みの項目についても引き続き注意喚起をする。 

 ＜意見＞特になし 

 

 ■学びの補償について オンライン学習 （教育推進ＧＬ）  

・動画配信、オンデマンド、一方向での You Tube配信 

・アンケート実施昨年度、今年度 

・アカウント配付、マニュアルについては終了している 

・生徒向けの指導はこれから 

・教員向けの研修は終了している 

・個別の対応を想定している。通信環境整っていない家庭への

wi-fiの数が限られている 

・貸し出しの iPad、ルーター２台のみ 

台数が限られているため、全部貸出すと授業に支障が出てし 

まう。 

 

（６）切れ目ない支援部会 

 ■共生社会の実現に向けた取組について  （会長） 

 ・前回、共生社会の実現に向けては、障害のある人とない人が場

を共有していくことの大切さ、それと当事者意識を持って取

り組むことの大切さが話題になった。そうすると、障害のある

人の成人の入所施設はどんな役割を果たしているのか、あま

り実態が知られていないと思うので、少し報告したい。 

・ル・プリでは、金が谷の施設は、男性 30人、女性 20人。青葉

区にある青葉メゾンは、定員 60 名の施設を持っている。1960

～70 年代は「親が亡くなった後」を考えて入所施設利用が進

んだ。1981 年国際障害者年以降、大きい施設について問題と

なり、グループホーム等の方が望ましいのではないかという発

言が出て、今も有効な考えとなっている。ただ現在も、横浜市

で 500名を超える待機者があると聞いている。入所施設へのニ

ーズは依然ある。ただできるだけグループホームなど地域生活

を送ってほしいという基本姿勢を持っている。 



・入所している方には、４つのタイプがある。1 つ目は、「強度 

行動障害」(その度合いの重い方)で、どういう環境設定が有効

かなど探っている段階の方、２つ目は、虐待を受けるなどで、

人間関係が不安定で、他者からの強いかかわりを常になお求め

てしまうタイプ。３つ目は、今まで自宅やグループホームにい

たが高齢化（家族の高齢化なども含む）して、その生活が難し

くなったところで、入所施設を選ぶというタイプ。医療的な配

慮の必要の度合いが高い人も多い。４つ目は、かつてかなり以

前に親御さんなどが入所施設を選んで入所し、なお住んでおら

れるケース。当然できる人はグループホーム等の利用を考えて

いくが、この地が生活と人間関係の根拠となっていて親密な空

間になっている時、簡単に引き離せない感じの時もある。津久

井やまゆり園が定員を減らして再出発したが、本人等の意向と

して、帰る人、帰らない人があったことも思い起こす。この４

番目のパターンの人たちの人生として、厚いニーズを満たしな

がら、支援をしたい。重たい課題だが、それぞれの方が、自分

の拠点をどのような場所にしていくのかを考えていく必要が

ある。いずれにしても入所施設の基本の一つが通過施設である

ことは前提としてことにあたっていきたい。 

   共生社会というとき、こうした場所と機能も内に含みなが

ら回っていくのではないかと考える。 

 

 ■地域との連携の在り方について （連携支援ＧＬ）  

・作業学習は、バーチャルカンパニーとしてリアリティのある活

動を行っているが、コロナ禍で、難しいこともある。パンの袋

を作成し、スーパーに提供した。派遣作業の再開が課題。 

・公開講座、見学会 

夏季公開講座（You Tube配信で行った）多くの方に参加して

もらえた。 

・対面、オンラインを効果的に活用していきたい。 

 

委員 

・グラウンドでソフトボールやっている。自治会が年に３回草刈

りをやっているが、プール側の草刈りについて、学校の草刈り

もやってあげたいと思うが、現業の方の仕事がなくなってしま

うとのことで、以前断られた。責任持つので、草刈りをやらせ

てもらいたい。 

 

副会長 

・グラウンドまで行き届かない部分もあり申し訳ない。前向きに

考えていく。お気持ちうれしくいただく。 

 



 

委員より（書面） 

・大学の課外活動については、未だ外部団体との交流に関して厳

しい制限が設けられている状況で、次年度以降の対応について

も未定となっている。企業の運動部等についても同様の状況と

思われる。次年度以降については、コロナ前と同じように交流

することができなくなる可能性も含め、検討する必要があるか

もしれないと感じる。 

 

事務連絡 第３回は調整して連絡する。２月の終わりころとなる予定。早めに

連絡する。 

 


