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Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　生徒数の状況（平成２６年４月１日現在）

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計

　 　 17

男 4 4 1 2 8 3 22

女 5 3 5 3 5 4 25

１年 ２年 ３年 合計

　 　 8

中学部

学級数

（注１）人件費には職員数に共済費及び退職手当の平均単価を乗じて算出した共済費相当額（事業主負
担分）及び退職手当相当額が含まれています。
（注２）差額の△(マイナス)には、県税や県債、国庫支出金等を充当しています。
（注３）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、各計欄は各項目を合計したものと一致しない
場合があります。

業務運営進行表

（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）
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所属のホームページ

座間養護学校

室・課（出先は所属）名

小学部

学級数

生徒数

第１号様式 

所属進行表 

 本校は昭和54年に肢体不自由養護学校として開校して35年目を迎える特

別支援学校です。                 

 本校は、座間市をはじめとして相模原市、海老名市、愛川町、藤沢市等

等々、通学区域が広く7市1町から児童生徒が通学しています。開校以来、

地域の皆様や保護者の皆様からの御理解と御支援を受けながら児童生徒の

自立と社会参加に向けて教育活動に取組んでいます。今後も授業改善やセ

ンター的機能の充実を図りつつ、子どもたちの笑顔があふれる、地域に開

かれた学校を目指したいと思います。 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 出納整理期間 累計

年間計画額

62 62

2,590 2,590

4 74 11 9 98

0 2,656 74 11 9 0 2,750

項目 (再)配当額

事業費 88,544 11,787 19,869 23,342 23,189 10,357 88,544

維持管理費 31,261 3,117 8,031 6,204 10,838 3,070 31,261

計 119,805 14,904 27,901 29,546 34,027 13,428 119,805

97,084 85,585 98,470 65,687 346,826

111,988 113,486 128,016 99,714 13,428 466,631

△ 109,332 △ 113,412 △ 128,005 △ 99,705 △ 13,428 △ 463,881

収
入

収入科目 収入済額

使用料及び手数料

財産収入

その他

収入計(A)

支出済額

　　　　　　 差額(A)-(B)　（注２）

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人件費　（注１）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 149 150 152 150

上記以外の職員 63 66 66 66

計（人） 212 216 218 216

配置職員数

mailto:zama-sh@pref.kanagawa.jp


男 3 8 3 14

女 3 2 4 9

１年 ２年 ３年 合計

　 　 40

男 42 31 42 115

女 25 22 20 67

２　年間行事予定

７月

８月

１１月

１２月

 遠足(小低)/交流の広場/開校記念日/宿泊学習(小5)/修学旅行(中3)

 学校へ行こう週間/分教室見学会(向.有)/学校見学会(高)

 終業式/冬季休業

１月

２月

３月

 始業式/小中1日体験入学/学校評議員会議

 公開授業研究会/遠足(西3)/遠足(有3・向3)

 入学説明会/卒業式/修了式

生徒数

高等部

学級数

生徒数

４月

５月

６月

 修学旅行(高西3年)/遠足(小高)/遠足(向)/遠足(中)/修学旅行(高北3年)

 入学式・始業式/修学旅行（分教室3年）

 宿泊学習(中2)/学校見学会(小･中・高)/分教室見学会(有・向)/学校評議員会議

 学校見学会(小･中)/遠足(西1)/宿泊学習(向1・北2)/終業式/夏季休業/学校説明会

 始業式/修学旅行(小6)/遠足(高北1)/宿泊学習(高西1･2)９月

１０月



３　進路の状況

平成25年度 平成24年度 平成23年度 平成22年度 平成21年度

57 72 59 48 39

就職 17 19 13 15 4

福祉施設・地域作業所 34 51 44 32 34

進学 4 0 0 0 0

その他 2 2 2 1 1

Ⅴ　業務運営に関する評価　　

１　平成26年度の学校目標

③研究授業や授業公開、
授業研究を計画的に行
い、授業評価をもとにした
授業改善を図る。

③授業研究の方法を工夫し、授業改善につな
がったか。
（研究授業や授業公開および授業研究会の開催
状況調査、研究会の内容や授業改善についての
アンケート等）

(1)①校内関係者によるケー
ス会、外部関係者と連携し
た策定会議を計画的に行
なうとともに、策定後の取り
組みについての評価を行
う。

(1)①実態に応じ児童生徒との面談を実施し指導
に生かせたか。分教室への校内支援体制を整備
したか。策定後の取り組みの評価システムが構築
されたか。
（面談実施状況アンケート、分教室支援体制アン
ケート、策定後の評価システム作成状況等)

②保護者、校内専門職の
参画による個別教育計画
作成を定着させる。

②保護者や校内専門職の参画についてのシステ
ムを作成マニュアルに盛り込み促進させたか。
（保護者アンケートによる調査、職員アンケート
等）

　

卒業者数

具　体　的　な　手　立　て 評　　価　　の　　観　　点

(1)①「系統的な指導内容の
ポイント」に基づき、個別教
育計画や指導内容を見直
す。肢体不自由教育部門
の小学部から高等部の各
教科について教育課程検
討会議や研修会で協議す
るとともに、知的障害教育
部門高等部では作成したグ
ランドデザインに基づいた
実践を行なう。

(1)①各部門で指標となるものを教職員で共
通理解し、授業実践と評価が行なわれた
か。
（「系統的な指導内容のポイント」の活用状
況アンケート、系統性に関する研修会の実
施回数、個別教育計画や指導計画の検証
結果、保護者アンケートによる充足度調査
等）

(2)①児童生徒一人ひとりの実態や発達段階
に応じた個別教育計画を作成し、具体的な
目標設定とそれに基づいた授業を展開した
か。
(システムおよび実態把握や目標設定など内
容に関する研修会実施回数、個別教育計画
目標達成に関する評価等)

学校目標

＜教育課程・学
習指導・授業改
善＞

(1)個別教育計
画に基づき、小
学部から高等部
のつながりを考
えた授業実践の
充実を図る。
(2)的確な実態
把握による個別
教育計画に基づ
く授業実践と授
業改善を行なう

＜（幼児）児
童・生徒指導・
支援＞

(1)支援計画の
策定を円滑に行
なうとともに、
支援の実現に向
けた環境整備を
図る
(2)研究・研修
を体系化し専門
性の向上と人材
育成を図る

2

1

(2)①各職員の研修ニーズ
や経験に応じた研修内容・
形態を工夫し、テーマや目
的を明確にした座間養護学
校の研修プログラムを作成
する。方法を工夫し授業研
究や研修を活性化させる。
外部講師を招聘し、視点を
明確にした研究に取り組
み、専門性の向上につなげ
る。

(2)①個別教育計画のＰＤＣ
Ａサイクルの研修を行うとと
もに、実態把握に関する情
報収集と分析、具体的な目
標設定に基づく実践を行な
う。

(2)①研修を体系化できたか。効果的な研究研修
方法を工夫し活性化が実現したか。校内研究の
視点が明確なものになったか。
（研修プログラム作成結果、協議会参加者充足度
アンケート、授業力自己チェック集計等)



(2)①見学会等への小中学部の教職員や保護者
の参加を促進し、理解が進んだか。
（見学会実施回数と参加者数、理解に関する職
アンケート、保護者アンケート等）

5

(1)①教育活動を支える医
療ケア等について全校で
の理解を深めるとともに、
安全安心な体制整備のも
とに実施する。

（1）①看護師ラウンドによるケア、校外学習時の
体制整備、新規検討の意見集約体制整備ができ
たか。事故防止に向けた体制強化を行なったか。
（医療ケア等や事故防止に関する職員アンケー
ト、保護者アンケート、ラウンド実施状況等）

(3)①評価の基準を適切に
設定して評価を行ない、達
成状況や課題を整理する。

（3）①年間計画に基づきＰＤＣＡサイクルが有効
に機能したか。学校目標に基づいた取り組みを
行い、達成状況や課題が明確になったか。

（年間計画作成、評価のための調査やアンケート
実施状況、学校評価に関する職員アンケート等）

②効果的な訓練実施、マ
ニュアル整備、防災教育、
物品整備、地域との連携強
化、研修会実施を保護者や
地域とともに取り組む。

(2)①学校の取り組みを地域
や保護者にわかりやすく発
信する。

②効果的な防災訓練、マニュアル整備、物品整
備が進んだか。地域や保護者との連携を具体的
に進め、連携強化につながったか。保護者や地
域とともに研修会等を実施したか。
（防災対策実施状況、地域との連携状況、研修
会等実施回数、防災に関する職員アンケート、保
護者アンケート等）

（2）①座間養レターの内容を工夫し、読者を考え
た情報発信を定期的に行ったか。ホームページ
を計画的に更新したか。
（保護者アンケート、地域発信状況調査、ホーム
ページ交信状況等）

4
(2)①交流および共同学習
について、個別教育計画に
基づいた内容や方法を相
手校と十分検討し、目的や
意義を共通理解して計画的
に取り組む。

(2)①交流および共同学習を年間計画に位置付
け促進したか。事前打ち合わせにより本校および
相手校のそれぞれの目的や意義を共通理解して
実施したか。
（実施に関するアンケート、目的の達成状況アン
ケート等）

②学校を開く機会の促進、
ボランティアやゲストティー
チャー等の計画的な人材
活用、児童生徒が地域と活
動を共にする教育活動の促
進等により、地域との相互
理解を深める。

②地域社会や家庭に対して学校を開く取り組み
の促進と、外部人材活用を積極的に行なったか。
地域とのつながりを考え、地域と活動を共にする
教育活動を実施したか。
（学校を開く取り組み状況調査、外部人材活用状
況調査、地域との活動実施調査、取り組みの評
価等）

②アフターフォローを学校として引き継いでいけ
る体制を作り実施につながったか。
（アフターフォロー体制の作成、アフターフォロー
実施に関する状況調査等）

(1)①適切な指導・助言・研
修会などにより地域の学校
の校内組織の活性化を行
い、学校コンサルテーション
の実施とその評価を行う。

(1)①学校コンサルテーションの実施が支援に結
び付いたかどうかを評価するシステムを構築し、
集計できたか。
（評価システムの作成、評価の集計結果等）

②地域センター的機能や
学校コンサルテーションに
ついての共通理解を図る。

②特別支援学校のセンター的機能について教職
員や保護者の理解が進んだか。
（研修会等の実施回数、理解に関する職員アン
ケート、保護者アンケート等）

(1)①座間養護学校のキャリア教育の考え方を周
知し、具体的な教育実践につなげられたか。
（キャリア教育に関する研修会実施回数、理解や
実践についての職員アンケート、保護者アンケー
ト等）

②命や人権に関する教育
を推進する。

②性教育、命を尊重する授業、いじめ防止、人権
教育の推進が図られたか。
（年間計画および実践についての職員アンケー
ト、保護者アンケート等）

＜学校運営・学
校管理＞

(1)安全体制の
整備と、防災意
識の向上を図る
(2)地域や保護
者への発信を充
実させ、学校へ
の理解を促進す
る
(3)学校評価シ
ステムにおける
評価基準を明確
にする

＜キャリア教
育・進路指導＞

(1)自立と社会
参加に向けた
キャリア教育の
視点に立った授
業実践を行なう
(2)卒業生の生
活や進路指導に
関する情報を共
有しキャリア教
育推進を図ると
共に、進路選択
の機会や卒業後
の定着率の向上
を図る

＜地域のセン
ター的機能＞

(1)外部からの
相談に組織的に
対応するシステ
ムを機能させ、
学校コンサル
テーションを推
進する

(2)交流および
共同学習と開か
れた学校づくり
の推進を図り、
地域との連携を
深める
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②アフターフォロー体制を
整備し、卒業生進路先か
らの情報を得やすいしく
みを構築する。

(2)①小中学部の教職員や
保護者に向けた企業・施設
見学会の参加を促進する。

(1)①座間養護学校のキャリ
ア教育の考え方について研
修会を行なう。指導案等の
工夫をし、キャリア教育の実
践につなげる。



２　平成26年度の学校目標の評価

連絡先（電話番号）　046-255-2251

個別教育計画については、「系統的な指導内容のポイント」に基づき小学部～高等部の発達段階に応
じた視点で策定を行った。また、策定時に校内専門職の参画を積極的に取り入れた。研究・研修におい
ては校内の全体テーマを「つたえあい学びあう授業改善」とし校内研究の視点を明確に位置付けた。各
学部で授業研究を進めることや研究授業後の反省会を授業者支援会議に発展させることで更なる授業改
善へとつなぐことができた。いじめ防止については、児童生徒へのアンケート調査や保護者への聞き取
り等でいじめにつながりやすい事象があった場合は速やかに対応することができた。交流学習について
は小学部での居住地交流の効果の検討や新規に中学部の職業体験受け入れなど交流の幅が広がった。医
療ケアに関しては授業中の看護師のラウンド、学年ごとに給食をとる体制（小学部）を実施し体制整備
をすることができた。PTA防災委員会を発足させ保護者研修会を実施した。また毎月のシェイクアウト
訓練ではその都度管理職等がアドバイスを行い、児童生徒・教職員の意識を高めることができた。


