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４                                         ２ ０ ８ １ 

令和２年度 自己評価及び学校関係者評価書 
                                      令和３年５月２０日 

                                  市立札幌豊明高等支援学校  
 

１ 本年度の重点目標 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

２ 本年度の経営方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 自己評価結果に対する学校関係者評価（評価人数） 

 ※達成状況について 

⇒A達成できている（90％以上） B 概ね達成できている（80～89％）  

C あまり達成できていない（60～79％） D 達成できていない（59％以下） 

分

野 
評 価 項 目 

自 己 評 価 学校関係者評価 

達成 

状況 
改善の方策 

自己評価

の適切さ 

改善策の

適切さ 

 

 

 

 

 

 

学

校

経

営

に

「２年度の学校経営方針」を

十分理解している 
Ａ 

A+B 97％ ほぼ理解していると考えてい

る。経営方針の重要な柱である「チーム

豊明」は浸透している。 

A6 A6 

「２年度の学校経営方針」を

強く意識した上で、教育活動

を行っている 

Ａ 
A+B 93％ 「チーム豊明」は常に教職員

が意識できていたと考えられる。 
A6 A6 

教員一人一人が積極的に学校

運営に参画している 
Ａ 

A+B 98％ 今後も教職員が積極的に参加

する体制を考える。 
A6 A6 

職員会議、校務部会などの諸

会議が効率的に運営されてい

る 

Ａ 

A+B 90％ 今後もペーパーレス化や提案

時間短縮の意識付けなど、会議の効率化

を進める。 

A6 A6 

（１）教職員全員で生徒を育成 

（２）ベテランの底力と若者の機動力の融合 

（３）生徒を支える保護者・教職員・地域・企業等との更なる連携 

（４）歴史と伝統を振り返り、豊明にしかできない取組を確実に実施 

（５）今の実践に自信と責任をもち、更なる信頼を得るために創意工夫 

（６）新教育課程の実践と検証 

（７）専門性の向上・授業力の向上 

（８）センター的機能の発揮 

（９）働き方改革への主体的な取組 

（10）他機関とのコラボレーションによる新たな価値の創造 

（１）生徒が楽しく学びあい、一人ひとりが主体的に学習に取り組み、力を発揮できる学校づくり 

（２）「個別の指導計画」に基づき、一人ひとりのニーズに対応した教育を推進する学校づくり 

（３）「個別の教育支援計画」を活用し、キャリア教育を推進することにより、生徒一人ひとりの

発達を支援し、卒業後の社会生活の充実を図る学校づくり 

（４）保護者や地域に開かれ、信頼される学校づくり 

（５）教職員が専門性の向上に努め、相互信頼のもとに協力・協働で校務を推進する学校づくり 

（６）関係機関と連携し、特別支援教育のセンター的な役割を推進する学校づくり 
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関

し

て 

学年の経営方針、目標が具体

的で共通理解が図られている 
Ａ 

A+B 95％←97％ 昨年度とほぼ数値の変

化なし。概ね共通理解されていると認識。 
A6 A6 

課題の設定が明確で、目的意

識を持った研修が行われてい

る 

Ａ 
A+B 98％ 昨年度と同値。今後も学校課

題にそった研修計画をたてる。 
A6 A6 

教職員間で、生徒理解につい

て研修・検討する機会が整っ

ている 

Ａ 

A+B 98％←93% 生徒理解研修の充実を図

り、スクールカウンセラー等と連携を進

める予定。 

A6 A6 

教職員間で、授業方法、評価

等について研修・検討する機

会が整っている 

Ｂ 
A+B 86％←78％ 引き続き授業公開・研

究授業を計画的に推進する。 
A6 A6 

学校関係者評価委員

による意見 

・コロナ禍にあって、教職員の皆さんが努力・工夫されていることが本当に素晴ら

しいと思います。 

・各種会議の効率的な運営は、教職員の多忙解消の観点からも極めて重要である。

引き続き授業方法などについて教職員間で模索しながらより良い学校運営に努

めて欲しい。 

・「チーム豊明」の取組み、意識化、共有、素晴らしいと思います。継続を。 

・研修など充実して実施されていると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教

育

活

動

に

関

し

て 

生徒の実態や社会の変化に

対応した教育課程の編成を

行っている 

Ｂ 

A+B 86％←93％ 教育課程の整理が一部

不十分であるため、次年度中に細部まで

調整が必要。 

A5 B1 A5 B1 

社会自立に向けて実践的な

教育内容が日々の教育活動

で行われ生きる力の育成に

つながっている 

Ａ 
A+B 93％←98％ 卒業後の社会自立に向

けて、よりキャリア教育の充実を図る。 
A6 A6 

個別の教育支援計画や個別

の指導計画（通知表）の目標

設定や評価は、生徒一人一人

の実態に合わせて適切に行

われている 

Ａ 

A+B 91％ 今後も一人一人の目標を明確

にし、目標達成のための教育活動と支援

の充実に努める。 

A6 A6 

個別の教育支援計画や個別

の指導計画（通知表）の評価

時期は適切である 

Ａ 

A+B 91％ 現時点では概ね適切と考えて

いるが、より書きやすくわかりやすい書

式や文章表現について検討を続ける。 

A6 A6 

通知表の形式は、生徒、保護

者、評価者にとって適切であ

る 

Ｃ 

A+B 66％←70％ 記載する量が多く、保

護者にも評価者にも負担だったが、通知

表の項目等を精選した書式を提案済み。 

A6 A5 B1 

総合的な学習の時間は、地域

の特徴や生徒の興味・関心を

生かした題材が設定されて

いる 

Ｃ 

A+B 77％←86％ コロナ禍で行事等の変

更や削減を余儀なくされたことが、数値

がやや低下した要因と考える。 

A5 B1 A4 B2 

問題行動が起きたとき、組織

的に迅速に対応することが

できる 

Ａ 

A+B 96％ M プロの実施も２年目となり、

生徒にも教職員にも考え方が浸透した結

果と思われる。 

A6 A6 

生徒指導に関して、保護者の

理解と協力が得られて連携

が取れている 

Ａ 

A+B 96％ ほぼ達成できているが、今後

も保護者の理解と協力を得られる教育活

動と保護者との密な連携を図る。 

A6 A6 
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生活の決まりについて、教職

員間で共通理解が図られて

いる 

Ｂ 

A+B 83％←91％ 生徒指導の目安を見直

し、改めて教職員の共通認識を図ってい

るところ。 

A6 A6 

精神的に不安定な生徒に指

導を行う体制が整っている 
Ａ 

A+B 91％ スクールカウンセラーやスク

ールソーシャルワーカーとの連携によ

り、概ね支援が充実できていると考える。 

A6 A6 

スクールカウンセラーは利

用しやすい環境にあります

か 

Ａ 

A+B 96％ 年間で、のべ 262 人の利用が

あった。今後も生徒に利用しやすい環

境を整える。 

A6 A6 

生徒・保護者のニーズに応じ

た、適切な進路相談・進路指

導・進路決定が行われている 

Ａ 

A+B 100％ コロナ禍で実習先の確保等の

心配があったが、大きな混乱もなく進路

指導や進路決定が達成できた。 

A5 B1 A5 B1 

各学年の現場実習の取り組

みは、実習期間・目標・実習

場所など適切である 

Ａ 

A+B 98％ コロナ禍で１年生は実習が実

施できなかったが、次年度はより社会情

勢に合致した取組に変更する。 

A6 A6 

進路先や関係機関と連携し、

適切な卒後支援が行われて

いる 

Ａ 

A+B 100％ 卒後支援の在り方について、

教員の働き方改革を踏まえて検討する予

定。 

A5 B1 A5 C1 

学校関係者評価委員

による意見 

・評価の低い部分については、改善の方策がしっかり取られていると思います。 

・通知表の形式改善は、生徒の学習意欲向上や保護者からの信頼感向上に直結する

課題であることから、早急な改善検討を求める。 

・地域の特徴や生徒の興味・関心を生かした題材については、コロナ禍で行事等で

きなくなったころには、理解できる。今後は、コロナ禍でも可能な行事等を検討

してほしい。 

・豊明の進路相談・進路指導・進路決定は大変手厚く、保護者や生徒も期待して受

験していると思われる。教員の負担に考慮しながら今の水準の維持に努めてほし

い。 

・生徒・保護者の「希望」を基に、学内アセスメントや地域関係機関を巻き込んで

の現実検討支援を進めるなかで「ニーズ」を共有して進路選択や卒後の連携支援

を進める仕組みづくりが必要だと思います。 

・コロナ渦で、さらにオンライン学習の準備を整えるだけではなく、これを機会に

テクノロジーをさらに学習に導入していく積極的な姿勢があると良いと思いま

す。 

 

 

環

境 

施設・設備の拡充・点検・補

修は、必要性・緊急性を考え

て整備されている 

Ａ 

A+B 95％ 校舎の築年数も 25 年を経過

し、修繕が必要な箇所も増えているが、

生徒の安全を最優先した整備を継続す

る。 

A6 A6 

情報セキュリティを守り、適

正に校務ネットワークを活

用している 

Ａ 
A+B 96％ 市立学校情報セキュリティポ

リシー順守を今後も呼びかける。 
A6 A5 B1 

学校関係者評価委員

による意見 

・施設・設備の拡充・補修は、引き続き、納得性の高い優先順位をつけて対応して

ほしい。 

・コロナ禍により、地域関係機関間での情報交換や、企業との調整や相談等をオン

ラインで実施する機会が増えてきています。 

・今後テクノロジーを積極的に活用していく上では、セキュリティの遵守だけでは

なく適切なネットワーク活用を促す活動もさらに実施されることを期待します。 
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今

日

的

な

課

題 

開かれた教育課程の実施と

地域社会とのより一層の連

携が図られている 

Ｂ 

A+B 89％←95％ コロナ禍で地域との連携

を目的とした行事等を縮小せざるを得な

かった。新たな連携方法の検討が必要。 

A6 A6 

内容が精査されたPTA活動が

適切に行われている 
Ａ 

A+B 93％←100％ コロナ禍で PTA 活動も

ほぼ実施できなかったため、新たな活動内

容等について検討が必要。 

A6 A6 

家庭への連絡をきめ細やか

に行い、家庭との連携が図ら

れている 

Ａ 
A+B 98％ 今後も保護者の願いを真摯に受

けとめ、相互理解・相互協力に努める。 
A6 A6 

児童相談所、病院、施設等、

他機関と連携し、生徒の支援

にあたることができている 

Ａ 

A+B 93％ 今後も校内支援会議や他機関が

主催するケース会議を通して、他機関と積

極的に連携にあたる。 

A5 B1 A5 B1 

豊明版包括的生徒指導（M プ

ロ）の導入は、日常的な生徒

との関わりや教育活動の充

実に有効であると実感でき

る 

Ａ 

A+B 97％ 今年度より新設した項目。M プ

ロの教育課程の位置付けを、継続して検討

する。 

A6 A6 

地域における特別支援教育

のセンター的機能を検討し、

実践に努めている 

Ａ 

A+B 90％ 今後も支援部を中心として学校

公開や教育相談を積極的に実施する。ま

た、外部発信や地域との連携を推進する。 

A6 A6 

教職員の働き方改革を踏ま

え、業務は整理されている 
Ｃ 

A+B 69％←76％ スクラップを念頭に校務

内容の調整・平準化を図る必要がある。 
A6 A5 B1 

教職員の働き方改革を踏ま

え、職員は業務を計画的に遂

行している 

Ｂ 

A+B 78％←88％ コロナ禍で計画を急遽変

更させられるなどしたため、士気がやや下

がったものと考えられる。新しい業務の進

め方の検討が必要と考えられる。 

A6 A6 

本校の危機管理（災害等に対

して）は、十分に整えられて

いる 

Ａ 

A+B 93％ 震災等への対策とした備蓄の他

に、コロナ対策での消毒等を徹底できた。

次年度も感染拡大防止を徹底する。 

A6 A6 

 

生徒のアレルギー対応は、本

校の実態に合わせて適正に

行われている 

Ａ 
A+B 100％ 来年度も本校生徒の実態に即

した対応を充実させていく。 
A6 A6 

多様化する生徒一人ひとりへ

の支援のさらなる充実を目指し

て、学年チーム、豊明チーム（教

諭、養護教諭･業務員･事務･

SC･SSW)による支援体制が強

化されている 

Ａ 

A+B 93％ 多様化する生徒の実態に合わ

せ、教職員の働き方を視野に入れ、これか

らも組織を意識した体制強化を図る。 

A6 A6 

学校関係者評価委員

による意見 

・コロナ渦で大変なことが多いと思います。数年単位で改善していくことが必要だ

と思います。 

・コロナ禍で計画していた業務ができず、士気がやや低下したのには一定の理解が

できる。ただ、働き方改革の実行は、今いる教職員の多忙解消のみならず、将来

の優秀な教育人材の確保の観点からも大変重要な取組であることから、今後も現

場の意見を踏まえて、校務内容の調整など対応を強化してほしい。 

・先生たちが有効と実感されている「Ｍプロ」について、卒後に関わる支援機関や 

 企業等にも共有・引継ぎいただいて、自分らしく地域で働き暮らしていけるよう、 

 連携・役割分担していける仕組み・体制作りを一緒に進めていけると嬉しいです。 
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・コロナ禍において、生活様式や社会の仕組みなど、様々なことが変わってきてい 

ると思います。教職員の皆さんが働きやすい仕組みになることで余裕が生まれ、 

それが生徒の過ごしやすさにもつながっていくのではないでしょうか。 

・Ｍプロの取り組みには注目しています。生徒たちが、特性を持ちながらも社会で 

活躍できる人材になれる3年間の学校生活であることに今後も期待を寄せていき 

たいと思います。 

 


