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２ 令和３年度学校運営連絡協議会の開催日時及び概要 

 第１回 

  令和３年６月１６日（水）書面開催  

（１）令和２年度 学校経営報告についての御意見 

（２）令和３年度 学校経営計画についての御意見 

（３）令和３年度 学校評価についての御意見  

第２回 

  令和３年１１月１８日（木） 午後１時１５分から午後３時１５分まで 

（１）授業見学 

（２）令和３年度学校経営計画進捗状況の報告 

（３）学校評価の中間報告及び回収率等 



※第２回は会議の後に３０分間評価委員会を開催。 

 第３回 

  令和４年２月３日（木） 

 （１）学校評価報告についての御意見 

（２）今年度の学校運営についての御意見 

※第３回は会議の前に３０分間評価委員会を開催。 

 

３ 学校運営連絡協議会による学校評価 

（１）アンケート項目と肯定的評価 

アンケート項目に対して、回答者が設問ごとに下表の評語に沿って回答していただいたもののうち、

「４」「３」を肯定的評価とし、その割合を％で示した。 

評語 ４ ３ ２ １ 

説明 はい そう思います はい どちらかといえば 

そう思います 

いいえ どちらかといえば 

そう思いません 

いいえ そう思いません 

 

カテ

ゴリ 

番

号 
設問内容 

保護者 教員 

肯定的評価 肯定的評価 

２０２０ ２０２１ ２０２０ ２０２１ 

学習

指導 

 

児童

生徒

理解 

1 
授業は、一人一人の課題に即した指導を

実施している。 
93.3 98.6 96.1 99.4 

2 
個別指導計画の課題や手立てなどは、児

童・生徒一人一人に応じた内容にしてい

る。 
97.6 99.4 93.5 98.1 

3 
教員は、障害の特性などについて専門性

のある指導を行っている。 
92.6 97.1 96.1 96.9 

4 
児童・生徒の特性に応じた学習環境が整

備されている。 
92.3 94.7 90.3 87.5 

5 
高等部の類型化について、十分な説明が

ありましたか。 
87.9 94.4   

人

権・

体罰

防止 

6 
児童・生徒の人権に配慮した指導を行っ

ている。 
93.9 100 96.1 99.4 

7 
児童・生徒への体罰防止のための取り組

みを行っている。 
90.5 97.6 99.4 98.8 

8 
個人情報の取扱いについて、漏えい・紛

失防止のための取り組みを行っている。 
95.3 98.4 98.1 100 

生活

指導 

9 
教員は、児童・生徒の生活指導上の課題

について、保護者との共通理解を図って

いる。 
97.9 99.0 98.7 99.4 

10 
安全な学校生活のために、計画的な環境

整備、校内美化を実施している。 
97.6 98.9 99.4 98.8 

 
児童・生徒は安心して学校生活を送って

いる。 
  96.8 100 

11 本校の安全指導は十分である。 94.7 98.9 93.5 98.8 

12 
震災対応等の防災指導及び不審者対策

は、適切である。 
92.1 98.4 96.1 98.1 

進路

指導 

13 
キャリア教育を踏まえ、児童・生徒の発

達段階に応じた指導について、家庭へ十

分に説明をしている。 
83.5 97.1 91.0 96.9 

14 
卒業後の進路先や福祉について、適切な

情報提供をしている。 
83.3 92.7 94.8 96.9 

 
中学部・高等部の作業学習の内容につい

て知っている。 
  87.7 90.6 

15 
作業学習の目的・内容について、保護者

に十分説明をしている。 
89.1 94.8 87.9 98.1 

 
生徒の実態に合った作業学習が実施され

ている 
  85.0 96.2 

特別

活動 
16 学校行事の内容は、適切である。 92.8 96.2 90.3 96.3 

健康

教育 
17 

児童・生徒の健康に関する指導について、

家庭に十分説明している。 
90.2 98.1 94.8 97.5 



交流

教育 

18 
各学部で行っている交流活動（交流及び

共同学習）は充実している。 
79.1 87.3 85.2 94.4 

 
「副籍制度」による交流活動は充実して

いる。 
  81.9 95.6 

組織

運営 

19 学校経営計画の内容は適切である。 90.5 100 98.7 97.5 

20 適正に会計関係の取り扱いをしている。 91.6 97.6 98.1 100 

 
教職員一人一人のライフ・ワーク・バラ

ンスの実現を図っている。 
  81.3 86.9 

感染

症 
21 

新型コロナウイルス感染症に関する学校

の対策や運営について適切に行われてい

ますか。 

 95.9   

＊網掛けは、昨年度より評価が下がった・肯定的評価９０％未満のいずれか。 

 
（２）保護者アンケート回答数 （※回答率は、同学部内の兄弟姉妹在籍数や施設生の数を母数から差し引

いて計算している。） 

回答率＼学部 小学部 中学部 高等部 全校 

３年度   ７１．４％   ６７．０％   ３９．２％   ５６．６％ 
２年度 ８７．０％ ７４．０％ ６７．０％ ７５．０％ 

元年度 ８３．２％ ８９．４％ ７７．８％ ８１．８％ 

３０年度 ８４．０％ ９５．３％ ６８．８％ ７９．０％ 

２９年度 ７６．６％ １００％ ６４．８％ ７４．６％ 

 

（３） 評価結果の概要 

１ 児童・生徒理解 学習指導 

 ＜数値データによる見解＞ 

〇アンケートの結果数値において、おおむね９０％以上の肯定的な評価をいただいた。 

〇自由意見の多くが肯定的な意見で、昨年度よりさらに改善が見られたと評価している。 

 

  ＜自由意見に対する見解＞ 

●教室の狭さやパーテーション教室に対するご意見をいただいた。 

 学習環境については児童生徒数の状況に大きく影響しております。そうした中でもできる限りの環境 

にて学習できるように努めていく。 

●コロナ対策の上での授業参観の時間の縮小や運動会の見学が縮小したことに対するご意見をいただ

いた。感染拡大防止としてのガイドラインを守ることで児童生徒の安全を守ることから、保護者の方へ

の公開時間や機会を少なくさせてしまっている状況がある。今後も「公開」を原則としながら状況に応

じた対応をせざるを得ないこともある。 

●夏休みに学校での補習をご希望されるご意見があった。 

 今年度夏季休業中の取り組みとして、本校ホームページ上に家庭でできることのプリント配布や動画

配信などを行った。今後も継続的に行っていきたい。 

〇「一人一人のニーズにあった対応をしている。また通院先の主治医と面談など、ありがたい対応頂き

ました。」といったご意見をいただいた。個々の児童生徒の理解のために保護者の皆様にもご協力をい

ただいて今後もご家庭と一緒に取り組んでいく。 

 

２ 個人情報 人権 体罰防止 

 ＜数値データによる見解＞ 

〇個人情報の取扱いについて、今年度も意識的に重点化し、継続して取り組んだ結果、９８％以上の肯

定的な評価をいただいた。今後も継続して慎重かつ丁寧に対応するよう心掛ける。 

〇児童・生徒の人権を守る取り組みについて、教員の言動や態度が高圧的にならないよう丁寧な対応を

心掛けた結果、１００％の肯定的な評価をいただいた。 

 ＜自由意見に対する見解＞ 

●行事の写真の販売を求めるご意見をいただいた。すべての行事に写真業者の帯同は予算上等の理由か

ら困難だが、検討していく。 

〇教員の人権に配慮した対応については、一昨年度から２年間、人権尊重教育推進校の指定を受け、組



織的に対応してきた。児童・生徒への指導の基礎となる、教職員の人権感覚を今後も磨き、丁寧な対

応を心掛ける。 

〇もし体罰があった場合の教員間での通報体制を整備されるようにご意見をいただいた。 

 体罰や不適切な指導の防止については教職員への研修を毎年行い、万が一起きた場合の校内での通報

体制については、同僚間であっても必ず通報することが教職員に義務づけられている。 

 

３ 生活指導 

 ＜数値データによる見解＞ 

〇この項目に関して、外部評価・内部評価共にすべての項目において、９８％以上の肯定的な評価をい

ただいた。生活指導の充実が、児童・生徒の安心や安全につながっている。 

 

＜自由意見に対する見解＞ 

●１２月の引き渡し訓練について、スクールバスに教員が同乗してスクールバス停にて児童・生徒を引

き渡す形式をご希望されるご意見があった。 

 震災等を想定した児童・生徒の引き渡し訓練は、より実際を想定した形式で実施することが求められ

ており、保護者のご負担は承知しつつも、できる限り実際を想定したところから離れない形で実施し

たいと考えている。本当に震災が生じた場合には緊急車両の通行優先が想定されスクールバスの運行

が現実的ではないことを考慮して実施の在り方を検討していく。 

 

〇安全管理に関しては、これまで同様、毎月の安全指導日を中心に、教職員が通学路の安全と、見守り

指導を実施し、継続して安全指導に努めていく。また、駐車場や校門については防犯上の観点から、

集中する時間帯以外は施錠の徹底を行っており、引き続き施錠の徹底に協力を求める。 

 

４ 進路指導 キャリア教育 

 ＜数値データによる見解＞ 

〇この項目に関して、９０％以上の肯定的な評価をいただいた。 

〇保護者対象の学習会や進路だより等をより一層充実させ、情報提供に努める。 

＜自由意見に対する見解＞ 

●高等部の現場実習において、実習中の給食提供の停止について対応ができていなかったとご指摘をい

ただいた。実習時の日程のご家庭へのご連絡と同時に給食提供の停止を徹底していく。 

〇昨年度から新設した進路学習会に多くの保護者の皆様にご参加いただいた。卒業後の進路や、地域の

福祉サービスについて知っていただく機会となった。今後も、様々なご意見を参考に、進路指導部と

して情報発信に努めていく。 

 

５ 特別活動等 

 ＜数値データによる見解＞ 

〇保護者、教員ともに９５％以上の肯定的な評価となった。 

＜自由意見に対する見解＞ 

●高等部３年生の修学旅行について、今年度は予定していた宿泊を伴う旅行としては実施することが叶

わず、代替の形式で日帰りでの旅行となったが、「１泊だけでも」というご意見をいただいた。高校

生の修学旅行として学生生活の大切な思い出づくりの場を提供できなかったことを教職員一同大変

心苦しく思っており、代替活動について理解を求めることとなった。た 

 

６ 食育 健康教育 

 ＜数値データによる見解＞ 

〇保護者、教員ともに９５％を超える肯定的な評価となった。 

＜自由意見に対する見解＞ 

〇摂食指導の外部専門員の導入により、適切な食形態の判断や、指導の充実に取り組んでいる。指導を

通じて、一定の成果が出てきている。 

 

 

 



７ 交流活動 

 ＜数値データによる見解＞ 

●保護者評価が９０％を下回る評価となった。 

 コロナによる影響から、十分に近隣の学校等との直接交流ができなかったことが理由として挙げられ

る。 

＜自由意見に対する見解＞ 

〇今年度もオンラインを活用した形式での交流や一部直接交流を行うことができた。今後の新型コロナ

ウイルス感染症の感染状況を見ながら、副籍事業の充実、交流活動の充実、地域の特別支援教育の充

実に向けて、今後も組織的に取り組んでいく。 

 

８ 組織運営 その他 

 ＜数値データによる見解＞ 

〇学校経営計画の内容に関して、教職員の９７．５％が適切であると回答し、保護者の皆様からも１０

０％肯定的な評価をいただいた。 

〇会計管理に関しては概ね９７％を超える肯定的評価をいただいた。経営企画室と連携し、適正な会計

処理が行われていると評価している。 

＜自由意見に対する見解＞ 

〇保護者会につきましては、今年度からオンラインでの参加も含めた形で実施した。感染拡大の状況や

お仕事を中断してオンラインであれば少しでも参加できる保護者の方を想定していく。 

●教員を増やしてほしいというご意見をいただいた。 

教員の配置につきましては、東京都の教員定数があり、定められた定数の中で最大限の効果が上がる

ように教員を配置している。 

〇面談期間の面談の形式について、高等部段階の生徒の場合に生徒と保護者同席ではなく保護者のみの

形式をお求めのご意見をいただいた。発達段階に応じて、生徒の状況に応じて面談の形式を変えるこ

とができるため、担任に今後もご相談いただけるようお願いした。 

●学部間の連続性をさらに高めてほしいというご意見をいただいた。 

 小学部から中学部そして高等部へ引き継ぎを十分に行い、それぞれの学びや学び方を大切にしていく。 

 

９ 新型コロナウイルス感染症対策 

 ＜数値データによる見解＞ 

〇この内容に関して、保護者評価が９５％以上の肯定的な評価をいただいた。 

〇感染しないこと、感染させないことを念頭におき、ご家庭や放課後デイサービス等関係機関のご協力

が今後も必要である。 

＜自由意見に対する見解＞ 

●児童・生徒に感染が判明した際のマチコミメール等の情報共有のスピードについてご意見を複数いた

だいた。濃厚接触候補者の洗い出しの後に候補者がいないという状況であったが、情報を適時に出す

ことの重要性を今一度共有し今後に活かしていく。 

 

●陽性が判明した児童・生徒が自分の子とどれくらい接点があるのかを、プライバシーの観点は承知の

上、知りたいというご意見をいただいた。感染症に関する情報提供について、対象の個人やご家庭へ

の配慮は当然のこと、保護者の皆様への状況提供の質の在り方を改善していく。 

 

●スクールバス内での児童・生徒のマスク着用についての徹底を求めるご意見をいただいた。 

引き続き、児童生徒への感染防止の取り組みを行っていくが、ご家庭においても、発達段階やその  

障害特性上マスクの使用が難しい児童生徒に対してのご理解をお願いした。 

 

今年度は、一部の用紙によるアンケートをご希望のご家庭を除き、保護者の方の利便性向上のために

マチコミメールからマイクロソフト Forms を活用してアンケートを実施した。結果５６．６％のアン

ケート回収率となった。利便性は向上したものの入力をお忘れになるケースもあった。また、アンケー

トの回答方法に「わからない」の項目の追加を求めるお声も複数いただいた。次年度はマチコミメール

と用紙によるアンケートの両方の形式にて実施する。 



４ 学校運営連絡協議会を実施して得られた成果 

  ・ 

 

５ 学校運営連絡協議会を実施して明らかとなった課題 

  ・教員体制の難しさ 

  ・学校評価アンケートの回収方法。電子化と紙のバランス。 

  ・ 

 

６ 課題解決に向けた方向性 

（１）学習指導について 

   今年度、学校評価アンケートからは保護者、教員共に概ね肯定的な評価をいただいた。人権尊重

教育研究会での取組みを通して、教員全体の意識が人権尊重への意識変化に繋がったことや、令和

３年度に向けた教育課程見直しのためのプロジェクトを通して、学習指導そのものについての見解

が深まったことが理由として考えられる。 

一方で、学習評価について平均値としては高い数値だったが、学部ごとでばらつきが見られた。

特に、高等部では、障害特性の理解や専門性の数値に低下が見られた。自由意見からもこの内容は

読み取ることができた。各学部で求められる【知的障害特別支援学校の専門性】を学部ごとで整理

し、研修等で教科、領域の学びの系統性を理解できるような仕組みづくりを目指す。その上で、丁

寧な引継ぎ、保護者から児童生徒の情報の聞き取り等の寄り添った指導に繋げていく。 

 

（２）生活指導について 

  新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、例年実施している児童生徒対象の不審者対応訓

練やセーフティ教室が中止、または規模縮小となった。数値でも低下が見られた部分となった。児

童生徒・及び教員の安心・安全のため、次年度は実施方法を工夫した上で実施し、安全指導、防災

指導等についての意識を高めていく。 

   児童・生徒の生活指導上の課題について、保護者との共通理解を図っているかという点において

は、高い肯定的評価を得た。コロナ禍の中で、感染症対策はもちろんのこと、マチコミメール等を

活用した情報提供もより丁寧に行っていく。 

 

（３）進路指導について 

   進路指導部を中心に、保護者向け、教員向けの学習会や研修を実施し、進路先や制度についての

情報を発信した。キャリア教育を踏まえた児童・生徒の課題整理と保護者との共有については、肯

定的評価が思うように伸びなかった。特に協議委員より指摘のあった、ライフキャリアの充実を小

学部段階から意識的に活動の中で図っていくことや、見学や学習の充実が必要であると考える。 

   今年度新設した進路学習会では、多くの保護者に参加いただいた。この学習会を学部ごとの内容   

  に整え、さらに進路学習の系統性を持たせることによって、学校全体のキャリア教育の意識が高ま

ると考える。 

 

（４）体づくり・食育・健康教育について 

摂食指導においては、外部専門員に適切な食形態や指導方法についての指導・助言を受ける機会

を設けた。また、個別の健康指導が必要な児童・生徒については、保健室と連携した健康指導につ

いて保護者への情報提供や改善に向けた具体的方策の提案などを行い、個に応じた指導の充実を図

った。 

学校評価では、内部、外部ともに９割を越える肯定的評価を受けており、一定の成果があったも

のと考える。自由意見からは、給食を食べられない児童生徒についての対応について、意見があっ

た。盛り付けの順番、冷めない工夫など、保護者と情報共有を図りながら、個に応じた対応の充実

を図っていくことが必要であると考える。 

 

（５）特別活動・部活動及びスポーツ振興について 

   新型コロナ感染症のため、都立学校教育フェア西風（にし）の中止や、高校との連携事業や地域

貢献活動が、ほぼできない状況であった。部活動においても同様で、練習については主に夏季休業

から２学期にかけて取り組んだ。学校行事については、オリンピック・パラリンピック教育の一環



として、10月には演劇鑑賞・ワークショップを、１月にはパラリンピアンのビデオメッセージによ

る学習を行い、児童・生徒が東京オリンピック・パラリンピックに向けての 学習に取り組むこと

ができた。 

学校評価では、90％を超える高い肯定的評価を得たが、昨年より数字は減少した。自由意見から

は、コロナ禍の影響もあるが、行事が精選されたことにより、学校行事を見られる機会が少なくな

ったことから、より写真や動画の配信を個人情報の取り扱いのルールの中で、児童生徒の様子を公

開できるようにしていく必要がある。また、余暇への取組は、日ごろから教員が「余暇」の意識を

もちながら、部活動やスポーツ振興の活動を、自己選択の力と結びつけながら実施していくことが

大切であると考える。 

 

（６）特別支援教育のセンター的機能について 

地域におけるセンター校として、地域の関係機関に向けた相談、研修等を実施した。副籍交流に

ついては、新型コロナウイルス感染症の影響でほぼ実施できなかった。 

学校評価では、交流活動の項目が外部評価、内部評価共に下がっている。これは、実施できなか

った、または分からないということが肯定的評価の低下につながっていると考えられる。次年度は、

コロナ禍の状況も改善の可能性され、交流も徐々に可能になることも考え、特別支援教育のセンタ

ー的機能が発揮されていく必要がある。 

 

（７）学校経営・組織体制について 

１６９名の教職員という大きな学校であることを踏まえ、組織体制や文書管理等の業務改善、服

務事故防止に取り組んだ。服務研修は複数回実施し、個人情報保護、体罰禁止、服務の厳正等につ

いて徹底した。 

学校評価では、学校経営計画の内容、会計の取り扱いについて、それぞれ、外部から９割を越え

る肯定的評価を受け、数値も昨年度から維持された。内部評価で実施したライフ・ワーク・バラン

スについての肯定的評価８１．３％と、前年と比べ評価は大きく上昇した。新型コロナウイルス感

染症対策としての業務は増えたが、ライフ・ワーク・バランスを意識した管理職による教員への言

葉かけも多くあったことも一つの要因である。また、コロナ禍に対する柔軟な発信や情報の伝達及

び集約方法が不可欠となる。オンラインを用いた方法を、より保護者が扱いやすい形で提供してい

くことが必要であり、整備を進めていく。 

 

７ 「学校がよくなった」と考える協議委員の割合 

（１）協議委員人数 １２人 

（２）学校がよくなったと答えた協議委員の人数 

そう思う 多少そう思

う 

どちらとも

言えない 

あまりそう

思わない 

そう思わな

い 

分からない 無回答 

       

 

８ その他 

学校評価のアンケートの項目、提示の仕方等については、来年度の第１回学校運営連絡協議会で

協議を行い、スムーズに学校評価を進め学校経営に生かしていく。 


