
令和2年度 第1回 学校運営協議会 議事録 

 

開催日時  令和2年 7月28日(火) 15:30～17:00  於 同窓会館 

参加者 委 員  東崎 康嘉（近畿大学 理工学部教授） 

         川野 充信（八尾商工会議所 事務局次長） 

         辰巳  治（介護老人保健施設 プレジャーライフ 事務長） 

         阪上 義治（東大阪商工会議所 常務理事 事務局長） 

         正木 猛司（同窓会長 正木建設㈱ 代表取締役） 

         奥野 典子（令和2年度 PTA会長） 

    事務局  佐藤・佐伯・川崎・小倉・近藤・渡邉千・圓道・春山・渡邉里・林       以上16名 

１ 校長挨拶 

２ 学校運営協議会委員の紹介 

３ 事務局の紹介 

４ 運営協議 議題 

１） 令和2年度 学校経営計画   ⇒ 承認される 

２） 令和3年度教科書選定について ⇒ 承認される 

３） 運営協議会からのご意見等 

・本年度の求人に関して ⇒ 7月27日現在 企業数665社937名の求人(サービス・販売：低 製造業：高 大手：並) 

・インターンシップ中止に伴う代替プログラムは ⇒ 卒業生からの講話・地元企業見学等を予定 

・自己診断アンケートは、データの比率を取り入れ、判断したほうが分かり易い（提言） 

・基礎学力向上のための方策は ⇒ マナトレを活用（つまずきの判定）、英語：２クラス展開少人数制を実施 

・新型コロナウイルス対策は ⇒ 保健部･担任を中心にアルコール消毒・換気等毎日実施、手洗いもハンカチ持参の呼びかけ                 

５ 報告事項 

１） 令和2年度 各分掌・系・学年の取組みについて ⇒ 今年度の目標・計画について報告 

６ その他 

  第2回は11月下旬、第3回は2月中旬を予定 



第二回学校運営協議会 

日 時：令和２ 12 月 9日 15：30～  同窓会館にて 

参加委員：東崎様 川野様 阪上様 正木様 奥野様 (5名) 

学校事務局参加者： 校長 教頭 他（各分署長、各学年主任）（9名） 

◇ 校長あいさつ 

 86.1％の一次内定率。 ラグビー部 大阪府予選 準優勝 報告 

◇ 議事（司会進行 東崎様） 

〇校長より報告 

 ２学期 夏休み：９日間。文化祭を中止体育祭に変更。 

コロナにより１１月１５～１７日の間、臨時休業 

 １２月８日～ 地域企業連携見学会→→レッドステージに移行したため中止 

 大学内定率７０％割れの中、本校 86.1％（昨年比―７．５％） 

 １０月１９日 第三期工科高校改編対象校となり、令和４年度から実施 

        ディユアルシステムの導入が使命 

 １１月７日（土）エルおおさかにて、『ものづくり講習会』小学生 11 名参加 

 １１月１０日 令和３年度募集学級数公表 ３５人×６クラス＝２１０人  

 学校説明会・出前授業・中学校進路説明会の概要説明 

 １１月２１日 技能検定優秀者表彰 電気機器組み立て 金賞受賞 

〇教務部 

 1年生の基礎学力指導報告 

 授業力向上 授業見学週間の確実な実施への取り組み 

 新学習指導要領 R４年新カリキュラムの検討を週 1回実施 

 学びなおしを取り入れる 

         システム設定を検討（個々の学習を進める） 

ICT促進 来年度一人一台の PC導入予定 

       パソコンの貸し出しを強化  

       来年度無線 LAN 導入 パソコン 25 台搬入あり 

・支援生徒の取り扱いについて 

  委員 支援が必要な生徒の対応はどのようにしていますか。 

  事務局 支援チームで見守り、実施報告 

・オンライン学習について 

  委員 生徒が自宅で学習するのか。 

  事務局 検討段階ですが、学校・自宅で学びを進めていく。 



〇生活指導部 

懲戒報告……昨年度の倍の件数。 

遅刻件数報告 

交通安全講習会 

傘さし運転注意指導スタート 

・停学件数について 

委員 停学件数が比較的多いように感じる。 

事務局 ２ヶ月間始業が遅れたため、生活習慣が乱れていたと思われる。 

・交通安全でバイク保険の確認はしていますか。 

 事務局 自賠責保険は確認しています。 

・いじめについて 

委員 いじめられた側のケアはどうなっていますか。 

  事務局 被害者については、教育相談係・スクールアウンセラーと連携している。 

教員間の情報共有も実施している。 

〇進路指導部 

 基礎学力向上プラン報告 

 キャリア教育報告 

 就職活動報告 

 進学希望者の指導体制 

 離職率調査中 

 ・インターンシップについて 

委員 インターンシップが中止となり、代わりとなる項目実施を検討してほしい。 

  委員 動画で見るなら、ユーチューブや、ものづくり企業・企業フロア紹介ビデオがあ 

るのでご紹介する。 

〇総務部 

 食堂を半分にして営業 80％の売り上げ状況 

 ・奨学金について 

委員 コロナの影響ありますか 



事務局 特に増加はない 

〇保健部 

 保健行事の報告 

 日常の衛星管理 

〇電気系報告 

〇機械系報告 

〇建築設備系報告 

〇3年・2 年・1 年よりの報告 

〇生徒会 コロナ感染症対策を実施しながら体育祭を実施 

※次回 2 月実施予定 



R3.2.12(金)15:30～17:00 

 

令和２年度 大阪府立布施工科高等学校 第 3 回 学校運営協議会 議事録 

 

１ 校長挨拶 

 

２ 1) 令和 2 年度 学校経営計画及び学校評価について 

  ・遅刻件数の推移(本年度 447 件、R1:523 件、H30:482 件) 

  ・求人状況・進路状況：1 次合格率 86.1％(723 社、有効求人倍率 5.24%)138 名合格/143 名希望 

             2/9 現在：867 社 1071 人の求人 進学率 10% 

  ・離職率：42.5%(3 年前の卒業生) 大企業就職者：低 (社内研修等) 

  ・学校経営計画を図示しながら説明  クラブ加入率 54.5%(R1:54.1%)、中退率 2.1%(R1:3.2%) 

  【委員よりの質疑応答】 

  ・高校生の就職は 1 人 1 社、選択の余地が狭いのでは？ 

  ⇒1 回に複数受検は難(履歴書作成、企業研究等) 

   高校生と大学生では、比較はできないが、良いところもあれば、悪いところもある。 

  ・離職した生徒は、学校に報告するのか？ 

  ⇒報告してくる生徒は少数。離職時は転職前提で離職。学校に相談しに来た者に対しては紹介する。 

2) 令和 3 年度 学校経営計画 

  ・基礎学力向上の取組み強化：GTZ 数学 5%UP 以上 D3 ランクの指導体制 

  ・授業力向上：公開授業週間 年 2 回以上の実施 

  ・キャリア教育拡充：ものづくりマイスター講演会の実施、校外学習 ⇒ 企業見学の実施 等 

  ・資格取得推進強化：校長協会 A ランク資格合格を目標とする 

  ・学校ウェブサイトの拡充：HP 情報発信、緊急連絡メール、オンライン授業 等 

 【委員よりの質疑応答】 

  ・資格取得者の就職との関連は？ ⇒ リンクしている。学力の高い生徒が大企業へ就職。 

  ・来年度の入試倍率の見通しは？ ⇒ 1 月末の中学生希望調査 161 名志望/210 名募集 

                    府下の工科高校軒並み定員割れ 私学志望者が多い 

  ・来年度のインターンシップは？ ⇒ 新型コロナの状況による(5 月の段階で判断) 

 

３ 令和 2 年度 各分掌・各系・学年 の取組みについての報告 

  ・各系での課題研究の取組み 等 

  ・学校教育自己診断アンケート ⇒ 質問項目は昨年度と同様の事項に設定し、経年変化の確認を 

行う。(定点観測を行う) 

 

４ その他 

  ・令和 4 年度より実施予定のデュアルシステムの導入について 

  目的：技能・技術の習得とものづくり人材育成を学校教育と同時に生産現場等で学ぶ機会を設ける 

     令和 3 年度より地元協力企業対象に試行、令和 6 年度本格実施(希望 3 年生対象) 


