
局名 部名

教育局

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

部門 学級数 男子 女子 計

小学部 14 32 19 51

中学部 13 32 14 46

高等部 40 10 50

分教室 29 6 35

小学部 2 4 1 5

中学部 1 0 1 1

高等部 2 7 1 8

計 52 144 52 196

（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27年４月１日～平成28年３月31日）

所属 http://www.takeyama-sh.pen-
kanagawa.ed.jp/

所属のホームページ

武山養護学校
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１　生徒数の状況（平成27年４月１日現在）
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武山養護学校長の奥村美由です。 

 「支え合い、学び合いを実践する」ということを学校のミッション（使

命）として掲げています。そして、このミッションを具体化する手立てとし

て「特別支援学校における授業のユニバーサルデザイン化と合理的配慮の推

進」を据えて、学校組織をあげて取組んでいます。 

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 62

5 8 9

0

67 62 0 0 8 0 71

項目 (再)配当額

事業費 70,137 8,593 14,584 19,710 18,724 8,526 70,137

維持管理費 24,431 2,280 5,897 3,882 7,584 4,789 24,431

計 94,568 10,872 20,481 23,592 26,307 13,315 94,568

301,608 203,187 316,558 217,658 1,039,012

312,481 223,668 340,150 243,965 13,315 1,133,580

△ 312,419 △ 223,668 △ 340,150 △ 243,957 △ 13,315 △ 1,133,509
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収入科目 収入済額

使用料及び手数料
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収入計(A)

支出済額

　　　　　　 差額(A)-(B)　（注２）
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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 124 124 123 122

上記以外の職員 50 51 51 17

計（人） 174 175 174 139

配置職員数
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平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

45 41 32 22 26

15 4 6 4 4

28 33 24 16 22

1 2 1 1 0

1 2 1 1 0

１　平成27年度の学校目標

２　年間行事予定

４月６日(月)入学式：４月22日(水)～24日(金)分教室修学旅行：６月20日（土）運動会

７月８日(水)～10日(金)高等部修学旅行：７月31日(木)夏のお楽しみ会

10月14日(水)～16日(金)中学部修学旅行　

10月30日(金)～31日(土)小学部修学旅行：12月12日(土)交流フェスティバル

３月11日(金)高等部卒業式：３月18日(金)小・中学部卒業式

(2)   校内研究の成果を地域と共有化するために、地域への情報提供を進めると共に公開研修会や研究会
を行う。

３　進路の状況

卒業者数

就職

(1)   キャリア教育の視点から整理された「指導項目例一覧」の活用と、「指導モデル」の充実を行な
う。

(2)   肢体不自由教育部門の「指導項目例一覧」の策定推進を行なう。

(3)   保護者・教職員の進路研修等を、小学部の段階から充実させる。

〈地域のセンター的機能〉

(1)   相談担当教員及び専門職を中心に校内外の児童生徒の支援に取り組み、インクルーシブ教育を推進
する。

(4) 「武養教育宣言」を意識しつつ、支え合い学び合う教職員集団になるよう研修や職場づくりをすすめ
る。

福祉施設・地域作業所

進学

その他

Ⅴ　業務運営に関する評価

〈教育課程・学習指導・授業改善〉

(1)   授業のユニバーサルデザイン化と合理的配慮の研究を機軸に、授業改善を継続的に行なっていく。

(2)   武養スタンダードを活用して「わかる・できる」授業を目指すと共に、スタンダードの充実を行な
う。

(3)  ケース研究会を充実させ、合理的配慮について実践事例についての集積を行なう。

〈児童生徒指導・支援〉

(1)  個別教育計画の重点課題を常に意識し、授業実践の充実に取り組む。

(2)  児童生徒一人ひとりに応じたきめ細い指導ができるよう、アセスメント力を高め授業改善を繰り返
すなど、教職員の専門性と資質の向上を図る研究・研修を行なう。

(3)  保護者や地域の関係機関と連携し、ケース会や「個別の支援計画」に基づいた迅速・適切な支援を
行なう。

〈キャリア教育・進路指導〉

(3)  通学支援や余暇支援などに関連機関及び保護者と共に取組んでいく。

〈学校運営・学校管理〉

(1)  環境整備計画に基づき、学校環境整備事業をさらに推し進めていく。

(2)  防災対策や体制の整備を、保護者や地域と協力しながら進めて行く。

(3) 業務執行体制の確保を行い学校運営組織が円滑に運営できるよう、情報共有や連絡調整機能を高め
る。



２　平成27年度の学校目標の評価

〈教育課程・学習指導・授業改善〉
・授業のユニバーサルデザイン化と合理的配慮というE提案のこれまで２年間の研究と授業実践をもと
に、「わかる・できる」レベルを目指して各学部が取組み、教科の特性を生かした授業内容の充実と授
業改善を行うことができた。
　セカンドチャレンジの「ねらいの焦点化」、「展開の構造化」、「共有化」を進め、授業を充実させ
ることができた。
・ケース研究について、専門職の協力を得て、様々な角度から意見交換を行うことができ、研究会を充
実させることができた。
・合理的配慮について研究を進め、実践事例を校内研究のまとめとして発表することができた。
（改善方策等）
・武養スタンダードの実践において、他学部や他部門との情報共有を行い、児童生徒の実態に合った研
究を進め、授業改善につなげていく。
・教材教具の整備について、教育部で各学部、部門の改善状況を集約し、次年度の計画を立てて整備を
進め、使いやすくしていく。
・研究の成果と地域から集めた情報を基に、地域の学校を中心とする関係機関との研修会、研究会を企
画し、地域との情報共有に努めていく。

〈児童生徒指導・支援〉
・個別教育計画の目標を授業略案、研究授業の指導案に記載するなどの方法で、重点課題を意識して指
導が進んだ。重点課題を意識した指導面での工夫は今後も継続する。
・個別教育計画について、目標の設定と評価の作成時だけでなく、授業に生かす取組みを行うことがで
きた。
　また、活用がさらに進むよう記載事項の精選等、書式の簡素化を行うことができた。
・若手教員主導の自主的な研修については、目標どおり実施できた。
・専門職の協力を得て、アセスメントに基づいて実態把握を進め、指導に役立てることができた。
・相談手順の理解が進み、校内支援はおおむね円滑に機能した。
・認定講習参加による特別支援学校の免許取得希望者が多く21名が参加して単位を修得した。免許の取
得者は1名、領域の追加者は1名だった。
・地域の関係機関との連携による児童生徒の支援について、必要に応じて児童相談所や市の福祉課等と
連絡を取りケースカンファを行い、課題解決に向けて取組むことができた。
・障害者支援に関わる地域の状況と資源について、学部ごとに工夫して学習する機会を設け、保護者の
理解を促進することができた。
（改善方策等）
・個別教育計画の目標を意識した指導で、業務の効率化により授業記録をとる時間を確保したり、学年
や学部の状況に合わせて他の方法を工夫したりして、個に応じた目標が達成できるようにする。
・児童生徒への必要機関との連携について、支援計画の策定、実施後に結果の検証を情報共有し、さら
に有効な支援を模索していく。

〈キャリア教育・進路指導〉
・知的障害教育部門、肢体不自由教育部門の両部門での指導項目例一覧の整備により、学校全体として
キャリア教育を進める体制が整った。
　また、指導内容例として、全学部で「調理学習」と「防災学習」のモデルをつくり活用することがで
きた。
・キャリア教育について、各学部でつながりのある指導モデルを活用した指導を行い、集積が進んだ。
・知的障害教育部門の中学部、高等部では、キャリア教育の視点で教育課程の見直しを行うことができ
た。
・高等部卒業後の生活を見据えた保護者向けの進路学習会は、各学部部門が計画通り実施し、保護者の
理解を促進することができた。
・長期休業中の施設、事業所訪問について、各学部から延べ160名の教員が参加して研修を行った。
（改善方策等）
・両部門の各学部で整備された指導項目例一覧を活用できるよう年間指導計画作成時に検討するととも
に、指導内容について、すべての学部、部門でモデルを作って実施し、高等部卒業後を見通したキャリ
ア教育を行っていく。
・各学部長や部門長を中心に情報交換と調整を行い、小中高一貫したキャリア教育を進められるように
する。
・教職員向けの進路学習会について、事業所訪問の報告を含めた情報共有の場を各学部で設定し、高等
部卒業後を見据えた指導に役立てられるようにしていく。

〈地域のセンター的機能〉
・センター的機能に関して、地域のニーズに応じて相談業務や余暇支援業務を行いながら、グループ業
務の見直しを行い、校内体制の整備を進めることができた。
・昨年の校内研究の成果はホームページを通じて地域と情報共有できたが、今年度の研究は、公開授業
や公開研究会の場を通じて行うだけとなった。
・地域に開かれた研修会では、昨年度の反省を活かし、地域のニーズに応じた公開研修会を実施でき、
100名近くの参加者を得て、アンケート結果も好評だった。
・自立に向けた通学支援では、学部ごとの教育活動にねらいを設定して取組むことができた。
・余暇支援活動に関しては、地域からの情報を迅速に児童生徒や保護者に伝えることで地域の活動への
参加促進を図るとともに、教職員の支援体制の調整を行うことができた。
（改善方策等）
・相談機能については、相談班の業務見直しに伴い、専門職と相談担当教員との連携、協力をさらに強
化していく。
・地域の余暇支援活動への支援体制を職員全員で行うよう変更し、平成28年度から実施して結果を検証
する。
・ホームページでの地域との研究成果の情報共有について、内容を整理し、公開準備を進めていく。



〈学校運営・学校管理〉
・体育館の耐震工事に伴う各学部での教育活動については、工事予定や危険箇所を周知し、各学部で調
整を行うことで、安全を確保した活動を行うことができた。
・環境整備事業については、PTA班が中心となり、計画通り実施することができた。
・本校では武山中学校で開催された地域防災訓練に参加し、特に肢体不自由教育部門の児童生徒の様子
を知ってもらうことができ、分教室では津久井浜高校の避難訓練に参加したり、NTT通信研究所の訓練を
見学したりして、地域の理解を得ることができた。
　また、愛光園と大規模自然災害時の共助に関する覚書書を交換することができた。
・避難訓練や災害時児童生徒引渡し訓練を通じて、保護者や職員の意識を高め、体制の整備を進めるこ
とができた。
・業務の見直しとグループの再編を行ったが、業務整理による仕事量の軽減までには至らなかった。
・会計処理については、出入金に使う書類の書式の適正使用を進め、記載内容のチェックを行うこと
で、適切に行うことができた。
・アレルギーへの対応は、確認の徹底を行うことで適切に行うことができた。また、医療ケアについて
は、ヒヤリハット事例と改善策の提示により事故を防ぐことができた。
（改善方策等）
・地域防災訓練で、本校ができる協力について検討し、訓練時に実施していく。
・新たな業務グループで、業務を遂行しながら、業務の効率化と簡素化の観点から業務整理の提案を行
い、業務改善を進める。
・武養教育宣言について、学部会での確認、授業の振り返りで実践できたかの評価を行い、授業改善に
役立てていく。
・支えあいの工夫では、グループリーダーやチームリーダーが中心となってメンバーの業務の進行状況
を把握し、日常的な協力と連携体制を整えていく。

連絡先（電話番号） 046－856-5800


