
令和２年度学校運営連絡協議会実施報告 

                             

                                 

１ 組織 東京都立多摩桜の丘学園学校運営連絡協議会 

事務局の構成 

事務局長：教務主任 

内部委員の構成 

校長、副校長 3名、経営企画室長、教務主任、生活指導主任、支援部担当主任、 

進路指導主任 計 9名 

協議委員の構成 

有識者 3名、地域関係機関代表 3名、地域関係機関代表 2名、保護者代表 1名、地域の

施設代表 1名、 

地域住民代表 2名 計 10名 

 

２ 令和 2年度学校運営連絡協議会の概要 

学校運営連絡協議会の開催日時、出席者、内容、その他 

   第１回 令和 2年 6月 23日  

    ・新型コロナウィルス感染拡大防止の観点により書面開催 

   第 2回 令和 2年 9月 24日 内部委員 9名、協議委員 9名 

・令和２年度学校経営計画説明、１学期学校経営報告 

・意見交換 

   第 3回  令和 3年 2月 25日 内部委員 9名、協議委員 8名 

・令和２年度学校経営報告、学校評価集約結果の検討 

・意見交換 

 

評価委員会の開催日時、会場、出席者、内容、その他 

   第１回 令和 2年 6月 23日  

        ・新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から書面開催 

   第 2回 令和 2年 9月 24日 内部委員 2名、協議委員 2名 

       ・学校評価内容検討 

   第 3回 令和 3年 2月 25日 内部委員 2名、協議委員 2名 

・学校評価集約結果考察 

 

３ 学校運営連絡協議会による学校評価（学校評価報告） 

学校評価の観点 

・学校経営計画及び学校運営についての評価。児童・生徒による評価実施。協議委員、全校保



護者による外部評価実施。本校全教職員による内部評価実施。 

・学校評価の実施時期・対象・規模 

1月全校保護者 333名、教職員 190名、協議委員 10名、児童・生徒 54 名。 

 

保護者の評価項目 

①「本校の教育活動に満足している。」 

②「学校だより、学年・学級だより等を通して、保護者に対して必要な情報発信に努めている。」 

   ③「教職員は、保護者や来校者に対してマナーを守った対応をしている。」 

   ④「学級担任教員は、保護者の願いや相談などにていねいに対応している。」 

   ⑤「保護者会や個別面談の実施回数や内容、実施方法はおおむね適当である。」 

   ⑥「学校は、校舎内外の美化に努め、整理・整頓された教育環境を整備している。」 

   ⑦「教職員は、児童・生徒の学習意欲や主体性を引き出す『楽しい授業づくり』を工夫してい

る。」 

   ⑧「教職員は、児童・生徒の自信や自己肯定感などをはぐくむ『ほめて育てる指導』に努めて

いる。」 

   ⑨「学級担任教員は、お子様への指導の内容や方法について『個別指導計画』に基づく十分な

説明と評価を行い、互いに共通理解ができている。」 

   ⑩「教職員は、指導内容・方法の工夫や教材・教具の開発など、児童・生徒一人一人の教育的

ニーズに応じた授業改善に努めている。」 

   ⑪「学校は、地域に貢献する教育活動や、地域の社会資源を活用した教育活動を積極的に進め、

『地域とのつながり』を深めることに努めている。」 

   ⑫「学校は、学校間交流や副籍制度を利用した交流の推進など、本校児童・生徒と障害がない

子供との交流及び共同学習を積極的に推進している。」 

   ⑬「学校は、いじめの防止や早期発見に向けた取組を行っている。」 

   ⑭「教職員は、体罰や不適切な指導の根絶に努め、児童・生徒の人権を尊重した教育を推進し

ている。」 

   ⑮「学校は、あいさつ運動や読書活動の充実、ＳＮＳ学校ルールの策定などの取組を通して、

児童・生徒の健全育成に努めている。」 

   ⑯「学校は、避難訓練や総合防災訓練、一泊二日の宿泊防災訓練等の充実を図り、安全・安心

な学校づくりに努めている。」 

   ⑰「学校は、児童・生徒一人一人に応じた、適切な進路指導を行っている。」 

   ⑱「学級担任教員は、児童・生徒の進路指導に当たり、保護者の願いや相談などにていねいに

対応している。」 

   ⑲「学校は、お便りや研修会、事業所見学会などを通して、進路に関する情報を適時・適切に

伝えている。」 

 



評価結果の概要 

・保護者アンケートから 

回収率 全体    333名中 310名 93.1％    （ 昨年度は 93.1％） 

      肢体不自由教育部門 小学部  21名   

        肢体不自由教育部門 中学部  10名   

      肢体不自由教育部門 高等部  13名  訪問 1名 

      知的障害教育部門  小学部  118名  

      知的障害教育部門  中学部  55名 

      知的障害教育部門  高等部  87名   

      島田分教室            5名    

・教職員回収率 100％ 

 

 評価結果の分析・考察・改善策 

  保護者評価から 

①  「本校の教育活動に満足している。」  

・回答があったものについては、「まあそう思う」「そう思う」が合わせて 96.3％で、多くが肯

定的な評価であった。 

・ コロナ対策の中でもできることを工夫して行った教育活動に満足する意見が多く寄せ

られた。 

・ 専門性を発揮した指導の充実がより一層望まれ、学校としての検討課題と考えられる。 

 

②  「学校だより、学年・学級だより等を通して、保護者に対して必要な情報発信に努めてい

る。」 

・回答があったものについては、「まあそう思う」「そう思う」が合わせて 98.7％で、多く

が肯定的な評価であった。 

・ＨＰのより一層の充実や写真の掲載増加、家庭配布を望む意見がみられた。 

 

③  「教職員は、保護者や来校者に対してマナーを守った対応をしている。」 

・回答があったものについては、「まあそう思う」「そう思う」が合わせて 98.4％で、教職員

のマナーを守った対応はおおむね評価されている。 

・多くの保護者が教職員の対応にほぼ満足しているが、一部の保護者からあいさつの徹底を

望む意見が出された。 

 

④ 「学級担任教員は、保護者の願いや相談などにていねいに対応している。」 

 ・回答があったものについては、「まあそう思う」「そう思う」の肯定的な評価が 98.4％であ

った。 



 ・学級担任教員のていねいな対応に感謝する意見が複数みられた。 

 

⑤  「保護者会や個別面談の実施回数や内容、実施方法はおおむね適当である。」 

・回答があったものについては、「まあそう思う」「そう思う」が合わせて 97.8％で、多くの

方が肯定的な評価であった。 

・個別面談の時間増加を望む意見が複数みられた。 

 

⑥  「学校は、校舎内外の美化に努め、整理・整頓された教育環境を整備している。」 

・回答があったものについては、「まあそう思う」「そう思う」が合わせて 98.4％で高い評

価であった。 

・「花と緑の取組み」「美術作品・文学作品の展示」などを評価する意見が多くみられた。 

 

⑦ 「教職員は、児童・生徒の学習意欲や主体性を引き出す『楽しい授業づくり』を工夫して

いる。」  

・回答があったものについては、「まあそう思う」「そう思う」が合わせて 96.9％であった。 

・一部の保護者から学習プリントや授業内容の改善を望む意見がみられた。 

 

⑧ 「教職員は、児童・生徒の自信や自己肯定感などをはぐくむ『ほめて育てる指導』に努め

ている。」 

・回答があったものについては、「まあそう思う」「そう思う」が合わせて 95.3％であった。 

・「学校＝楽しい場所」と児童が思っていることが周りの家族に伝わり、満足している旨の

意見がみられた。 

 

 

   ⑨「学級担任教員は、お子様への指導の内容や方法について『個別指導計画』に基づく十分な

説明と評価を行い、互いに共通理解ができている。」 

・回答があったものについては「まあそう思う」「そう思う」の肯定的な評価が 97.5％であ

った。 

 

   ⑩ 「教職員は、指導内容・方法の工夫や教材・教具の開発など、児童・生徒一人一人の教育

的ニーズに応じた授業改善に努めている。」 

・回答があったものについては、「まあそう思う」「そう思う」が合わせて 94.4％であった。 

・学級担任が変わっても指導方法や内容の継続を望む意見がみられた。 

 

   ⑪ 「学校は、地域に貢献する教育活動や、地域の社会資源を活用した教育活動を積極的に進

め、『地域とのつながり』を深めることに努めている。」 



・回答があったものについては、「まあそう思う」「そう思う」が合わせて 95.3%と肯定的な

評価が高かった。 

・コロナ禍の中、本校の「マスクプロジェクト」「さくら運送」や「花と緑のデリバリー」

などの地域に貢献する活動を高く評価する意見が多くみられた。 

 

   ⑫「学校は、学校間交流や副籍制度を利用した交流の推進など、本校児童・生徒と障害がない

子供との交流及び共同学習を積極的に推進している。」 

・回答があったものについては、「まあそう思う」「そう思う」が合わせて 91.5%であった。 

・副籍制度の直接交流の充実や、同年代との交流機会の増加を望む意見がみられた。 

 

   ⑬「学校は、いじめの防止や早期発見に向けた取組を行っている。」 

    ・回答があったものについては、「まあそう思う」「そう思う」が合わせて 93.4％であった。 

    ・いじめ防止に向けて、学校と保護者が生徒の様子に日常的に気を付けていく必要性がある

との意見がみられた。 

 

   ⑭「教職員は、体罰や不適切な指導の根絶に努め、児童・生徒の人権を尊重した教育を推進し

ている。」 

    ・回答があったものについては、「まあそう思う」「そう思う」が合わせて 93.4％であった。 

     

   ⑮「学校は、あいさつ運動や読書活動の充実、ＳＮＳ学校ルールの策定などの取組を通して、

児童・生徒の健全育成に努めている。」 

    ・回答があったものについては、「まあそう思う」「そう思う」が合わせて 94.0％で前年度と

同じく高い評価がみられた。 

 

   ⑯「学校は、避難訓練や総合防災訓練、一泊二日の宿泊防災訓練等の充実を図り、安全・安心

な学校づくりに努めている。」 

    ・回答があったものについては、「まあそう思う」「そう思う」が合わせて 95.6％で高い評価

がみられた。  

    ・登下校時の車の誘導に感謝する意見がみられた。 

   ⑰「学校は、児童・生徒一人一人に応じた、適切な進路指導を行っている。」 

    ・回答があったものについては、「まあそう思う」「そう思う」が合わせて 92.2％であった。

昨年度から高等部のみの質問項目としたことで、高い評価がみられた。 

 

   ⑱「学級担任教員は、児童・生徒の進路指導に当たり、保護者の願いや相談などにていねいに

対応している。」 

    ・回答があったものについては、「まあそう思う」「そう思う」が合わせて 90.2％であった。 



 

   ⑲「学校は、お便りや研修会、事業所見学会などを通して、進路に関する情報を適時・適切に

伝えている。」 

    ・回答があったものについては、「まあそう思う」「そう思う」が合わせて 92.1％であった。 

     

 

その他 

・今年度も評価実施時期を遅くし、保護者が評価しやすい時期を考慮した。 

・教職員のアンケートについては 100％回収した。この意見については、学部・分掌等の学校

評価と合わせて改善に生かしたい。 

・ 情報管理については職員の意識をさらに高め、個人情報の紛失防止を学校として取り組ん

でいく必要がある。 

 

児童・生徒面接から 

   問：学校は何が楽しいか。 

答：先生たちとのおしゃべりが楽しい。みんなと勉強すること、昼休みに友達や先生と遊ぶこ

とが楽しい。給食や部活、移動教室、漢字検定、音楽、美術の授業が楽しい。 

問：授業は何がわかりやすいか。 

答：わかりやすい授業が多い。 

聞いて分からないところは先生が個別にていねいに教えてくれる。 

問：好きな授業は何か。 

答：国語、算数、理科、体育、音楽、英語、作業、家庭科、美術等 

問：学校の設備について。 

答：トイレの紙が去年より取りやすくなった。断水があるので困った。 

教室が乾燥しているので、加湿器が欲しい。 

問：学校生活で困っていることは何か。 

答：休み時間が短いのでもう少し長くしてほしい。 

問：先生たちや校長先生に聞いてほしいことはあるか。 

答：先生は優しいしよくしてくれる。相談にもよくのってくれる。 

問：友達について困っていることはあるか。 

答：友達がうるさい時があり困っている。皆で仲良くしている。 

  時にはケンカもするけど仲良しです。 

その他：宿泊や部活がないのが悲しかった。多摩桜祭が楽しかった等の意見があった。 

 

 

 



４ 学校運営連絡協議会の成果と課題 

（１）学校運営連絡協議会を実施して得られた成果 

   ・地域、保護者、生徒等幅広い視点からの意見を集約することができ、本校の課題が明確にな

った。 

（２）学校運営連絡協議会を実施して明らかとなった課題 

   ・評価の比較的低かった項目、記述や面接で直接受け取った意見等を参考に、結果分析と考察

を実施し、保護者とのコミュニケーションの充実、情報発信のより一層の充実、人権を尊重

した教育の推進等についての課題が明らかとなった。 

 

５ 学校運営連絡協議会及び学校評価を活用した教育活動の改善事項（学校経営計画へ反映）  

① 「多摩桜の丘学園」の特徴ある教育の推進について 

・地域とのつながりを大切にした教育活動の充実に関して、貢献、活用、共同、発信という４つの

キーワードを設定し、今後の方向性を明確にした。 

・地域貢献活動をキャリア教育の中核に位置付ける。 

・楽しい授業・分かる授業づくりをより一層の推進していく。 

 

⑨ 「施設・設備の状況と安全に対する取り組み」について 

 ・「学校防災教育推進委員会」を活用し、一人通学生徒に対する安全な登下校指導を充実させると

ともに、事故や迷子時のセーフティーネットの構築を地域の方とともに進める。また、毎月「安

全のテーマ」を全校周知し、明るく清潔な校内環境の整備に努め、校内の事故・けがの予防に努

める。 

   

 ③「児童・生徒の人権に配慮した指導や取り組み」について 

 ・学校全体で教職員の人権意識を高める取り組み（校内研修の実施など）を今後も進めるとともに、

児童生徒が部門・学部を超えて互いを尊重し育ち合えるように学校全体で取り組む。 

 ・事故報告やヒヤリ・ハット報告等を有効に活用した研修を実施し、再発防止を徹底する。 

 

 ④「地域との連携に関する取り組み」について 

 ・地域及び地域の学校との交流及び共同学習を今後もより積極的に進め、その取り組みが双方の児

童・生徒にとって有意義になるように、関係機関・関係校と十分に相談して実施する。高等部生

徒の作業学習での地域活動を継続する。 

 ・地域に対する情報発信の更なる強化を図る。（学校ホームページの充実） 

 

 ⑤「児童・生徒の自立と社会参加を目指した取り組み」について 

 ・今後も様々な福祉資源や企業・大学等と連携し、キャリア教育に関する取り組みを全校的に充実

させ、小学部段階から意識して取り組むとともに、保護者に対しても進路先見学や講演会などを



通して、意識を高めるような取り組みを引き続き行う。 

 

① 「研究・研修活動の充実など、教員の専門性を高める取り組み」について 

 ・併置校のメリットを生かし、教員が複数の障害種別について学び専門性を向上できるように、外

部専門員の活用を組織的に進め、研究・研修活動の充実に努める。 

 

 ⑦ 児童・生徒からの聞き取りについて 

 ・さらに授業の工夫と教材の充実を進めていく。高等部では高等学校との交流および共同学習も含

めて、自ら、地域や同世代との活動に参加していけるような支援も考えていく。 

 

６ 職員会議及び企画調整会議への協議委員の参加実績及び成果 

  【実績】令和 2年度は時間的な都合により参加の計画は困難であった。児童・生徒への聞き取り

は 48人の児童・生徒に対し、7名の協議委員に実施していただいた。 

  【成果】学校の課題や児童・生徒の学校における生活の状況をよく把握していただく機会となっ

た。また、学校行事にも積極的に参加していただき、現場実習や職場見学への協力など

理解充実にもつながった。 

 

７ その他 

・児童・生徒の安全な学校生活と、児童・生徒理解のため、外部への発信、啓発活動を行い、地域

や関係諸機関とより一層の連携を図る。 

・併置校の教育機能を生かした教育、制約のある状況下における教育活動を充実させるために、特

別支援学校の教員として必要な、基礎的・基本的な知識、技能及び態度の確実な習得を図る校内

研修を推進する。 

・本校独自の学校ホームページの作成による情報発信機能の一層の充実を図る。 

 

 

 

 

 


