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平成２９年度 第４回働き方改革推進会議

教職員一人ひとりの働き方意識改革による
子ども達と向き合う時間の確保

竜王町教育委員会

っっっっっっっっｚ

教職員が子ども達と向き合う時間を確保するため、学校現場に
おける業務改善の取組をチーム学校として総合的に推進する。

①業務改善アシスタントおよび学校支援統括マネージャーの配置
により、教職員が本来担うべき業務に専念できる環境および児
童生徒と向き合う時間を確保する。

②教職員の勤務状況の把握と分析および改善目標の設定とそれら
の目標達成に向けた職場環境づくりを推進することにより、長
時間労働の改善を加速するための体制を構築し、その成果を広
く県内に発信する。

③加配事務職員の活用により、学校共同事務室との連携による町
内小中学校の一貫した教育環境支援を促進する。

っっっっっっっっｚ

①教職員の事務負担軽減
◎業務改善アシスタントを小学校に週１６時間、中学校に週２０時間配置

担任・教科担当の負担軽減
・プリント、小テスト、宿題の丸付け補助 ・教材づくり補助
・教室、廊下掲示 ・提出物確認 ・校外学習しおり作り ・学級園水やり
・生活点検表集計 ・教材ラミネート加工 ・夏季休業配布物の封筒詰め
・校外学習等のしおり印刷

養護教諭の負担軽減
・保健室補助 ・軽微なケガをした児童の対応

学校事務等の負担軽減
・学校配布物印刷 ・掲示物作成補助 ・教職員用冊子づくり ・納品収納
・教材教具室整理整頓 ・英語教材の整理整頓 ・下校指導補助 ・古紙回収
・アンケート調査集計 ・来客の湯茶準備手伝い ・印刷物ホッチキス留め
・学力向上に向けた取組（全校一斉）の採点 ・運動会プログラム作成
・外部機関配布物の分配 ・PC入力作業 ・消耗品補充 ・文書仕分け
・ファイル作成（背表紙シール作成） ・演劇鑑賞会準備、後片付け
・備品整理、ラベル貼り ・図工作品（夏季休業宿題）の発送補助

小学校

っっっっっっっっｚ

担任・教科担当の負担軽減
・自主学習ノート提出確認 ・授業プリント印刷 ・書類整理（各学年）
・ファイル作成（背表紙シール作成） ・教材作成補助 ・テスト採点補助
・個人情報書類の処理（シュレッダー処理） ・委員会活動補助
・自習監督補助 ・授業掲示物製作 ・プール監視 ・夏季休業宿題提出確認
・職場体験事業所送付物、資料印刷

養護教諭の負担軽減
・歯科検診補助 ・身体測定、内科検診補助 ・保健室書類整理
・保健関係書類押印

学校事務等の負担軽減
・学校便り印刷 ・書類分配 ・清掃（教具室、印刷室） ・再利用封筒づくり
・配布書類のホッチキス留め ・廊下掲示物作成補助 ・廊下掲示、掲示状況確認
・職員会議準備 ・PC入力 ・文化祭取組準備、後片付け、補助
・教職員給食準備 ・下校指導補助 ・古紙回収 ・廃棄物整理
・エアコンデマンド監視 ・荷物運搬 ・講演会場準備、後片付け

①教職員の事務負担軽減
◎業務改善アシスタントを小学校に週１６時間、中学校に週２０時間配置

中学校

っっっっっっっっｚ

小学校：宿題確認

っっっっっっっっｚ

小学校：作品掲示
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中学校：配布物仕分け

っっっっっっっっｚ

①教職員の事務負担軽減
◎地域学校協働本部を統括するマネージャーを年間１５５日配置。

小中学校からの各種支援ニーズを募るとともに、登録されている学校支援
ボランティア（学校応援団）の円滑な派遣に向けてコーディネート

①授業において、個別の支援が必要な場面での効果的な支援
（家庭科のミシン、手縫い、水墨画の指導、理科実験の児童補助、
朝の読み聞かせ）

②学校行事や日常の学校教育の円滑な運営のための支援
（PTA懇談会や授業参観等での託児、研究授業における自習の監督
管理、野菜作り）

③校外学習における安全管理や班別学習の支援
（交通教室の立哨、町探検での班別引率、地域の見学先の紹介）

地域学校協働本部統括マネージャーのコーディネート内容

っっっっっっっっｚ

地域学校協働本部統括マネージャーのコーディネート内容

小学校：家庭科実習補助

っっっっっっっっｚ

地域学校協働本部統括マネージャーのコーディネート内容

小学校：クラブ活動補助

っっっっっっっっｚ

地域学校協働本部統括マネージャーのコーディネート内容

小学校：引率補助

っっっっっっっっｚ

・業務支援アシスタントの週当たりの勤務時間は原則２０時間。物理的に２０時間
分の業務が軽減され、県費職員一人あたり２０時間/２４人＝約５０分、一日あ
たり約１０分の業務軽減になっていることになるが、実際はそれ以上の効果があ
るように感じる。

・担任には担任にしかできない業務が多く有り、どうしても超過勤務が常となる。
業務支援アシスタントが、学級通信や学習プリントなどの印刷業務、小テストな
どの簡易な採点作業、教室掲示物等の作成や掲示を支援することで、担任業務の
軽減が図られ、超勤縮減や生徒と向き合う時間の確保に効果があり、我々の本務
である教材研究（授業研究）や生徒指導の充実が図られる。

・主に超過勤務の時間の多かった学年、学級の仕事を優先的に、担任の業務におけ
るサポートをしてもらっている。

・大量のプリント印刷や冊子の取りまとめなど、事務的な仕事を地道に行ってもら
い、担任の負担を軽減できている。また、時間や手間のかかる印刷を補助しても
らうことで、放課後に担任が子どもの宿題や提出物を見て丸付けしたり、保護者
対応を行ったり、ケース会議で話し合ったりする時間を確保できている。

《管理職の声》
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・職員室内で、多様な職員の業務支援を行なう中で、自然と職員室内の会話が活性
化し、雰囲気も明るくなってきている。

・宿題で出したプリントやドリルなどの〇付けの補助を担ってもらうことで、休み
時間に子どもたちとじっくり向き合う時間を作ることができたり、放課後遅くま
で残ることなく仕事を終えることができる日が増えている。

・プール使用期間中、朝、中休み、昼休みに教師が当番制で水温・気温・塩素濃度
の測定をしているが、中休みは１０分間運動に取り組んだり学習の補充を行って
いたりして測定に行くのが大変であることが多い。中休みの測定を担ってもらう
ことで、３校時のプール使用について早めに判断できたり子どもに十分関わる時
間ができたりしてとても助かった。

・２学期の始まりには多くの提出物があり、確認するだけでも大変なのだが、それ
らを手伝ってもらうことができ、２学期のスタートをとてもスムーズに切ること
ができた。

《管理職の声》

っっっっっっっっｚ

地域学校協働本部統括マネージャーのコーディネート内容

業務アシスタントおよび地域学校協働本部統括マネージャーの配

置を契機とした業務改善の組織的な取組により、本来担うべき業

務に専念できる環境づくりや児童生徒と向き合う時間の確保を意

識した業務の見直しが進んでいる。

全職員がチーム学校として総合的に働き方を見直していこうとす

る意識改革につながっている。

っっっっっっっっｚ

②勤務状況の把握・分析
県教委作成様式の「時間外労働報告」および「時間外労働申告処理システ
ム」の活用。教職員一人ひとりが残業時間および仕事の持ち帰り時間を入
力。

【各校における勤務時間の把握について】
６月 ７月 ９月 １０月

竜王小学校 68時間30分 47時間40分 52時間 52時間10分
竜王西小学校 35時間30分 23時間 43時間20分 45時間40分

竜王中学校 84時間20分 80時間30分 56時間 58時間40分

・日々の超過勤務縮減やタイムマネジメントに関する教職員一人ひとり
の意識が高まりつつあり、長時間労働の改善に向けた意識改革が進ん
でいる。

・管理職も全教職員の残業時間および仕事の持ち帰り時間の集計を容易
かつ能率良く行うことができ、これらの現状把握と分析を通し、全教
職員への具体的な働きかけや一人ひとりの実態に応じた個別の声かけ
（特に超勤８０時間を超える教職員への個別対応と相談）を行うこと
ができ、超過勤務縮減や時間管理に対する教職員の意識改革が進みつ
つある。

っっっっっっっっｚ

④業務改善加速事業連絡協議会の開催（５月・８月）
（管理職・各校業務改善アシスタント・学校支援統括マネージャー・
教育委員会事務局担当・外部専門員）

・各校における事業の進捗状況と改善状況の確認。
・講師を招聘し、学校現場における意識改革のための研修会を併せて開
催。

③長時間労働の改善を加速するための体制を構築
管理職のリーダーシップによる、報告・連絡・相談等の日常のコミュニケ
ーションの活性化、時間管理の意識化、業務内容の重点化。

また、ダブルチーム体制の導入による校務分掌の見直しやスクラップ＆ビ
ルドによる業務の見直し、特定の教職員に業務が集中しないような適正な
業務配分。

教職員の意識改革が見受けられる。組織の再構築が進むとともに、若
手教職員の資質向上にも効果がみられる。

管理職や関係者の「働き方改革」に関する意識や知識が高まり、PDCA
サイクルによる見直しと今後のさらなる改善に向けたプランニングが進
んでいる。

っっっっっっっっｚ

⑥加配事務職員の配置にともなう、学校共同事務室との連携と学
校事務の効率化

⑤業務改善加速事業 教職員研修会

・職員室のレイアウト改善
・教職員の負担軽減につながる人的配置
・ワークショップによる時間管理の見直し等の具体的な取組
・全教職員による「研究会の持ち方」「学校評価」「授業」などの組織
的な『デザイン』の見直し。

教職員の主体的な勤務実態の改善、業務そのものの改善に向け、夏季休
業中に教職員全員研修会を開催。

就学援助事務に加え、学年会計・生徒会会計・福祉活動等に関する会計シ
ステムを統一し、一元化することにより、学校全体として支払い状況を把握で
きるようになった。

また、学年・学級会計未納保護者への督促等も組織的に処理できるように
なり、各会計を担当する教職員の負担軽減につながっている。

っっっっっっっっｚ

加配事務職員のマネジメントによる学校共同事務室との連携強化とともに、
学校事務の質の向上を図っている。

加配事務職員の活用状況

・各学年や校務分掌、担当者ごとに異なっていた会計処理（様式）の統一。

・支払い業務の一元化により、現金取扱件数の減尐と、組織的な支払いシステ
ムの構築および支払い業務の「見える化」を推進。

・加配事務職員による学年会計の一括処理。

・就学援助事務等の組織的な管理。（未納者管理、督促状送付）

・学校統一の精算報告様式を作成。（校外学習における個人経費等）

《１》会計システムの統一化
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・組織目標として「整理整頓」を掲げ、全教職員による職員室、印刷室、
会議室等の整理整頓。

・業務管理文書等を整理し、円滑な引き継ぎと組織で対応できるよう、一括
管理。

・電話対応業務の一本化。生徒の欠席や早退連絡などの窓口が一本化でき、
担任や担当への連絡漏れがなくなるとともに、円滑で柔軟な窓口業務と保
護者対応ができるようになった。

《２》働きやすい環境作り

働き方改革が見える形で推進 組織力向上とともに事務機能の強化

事務体制の充実により、学校のマネジメント機能の強化を図る。
「学校事務・業務の効率化」「校務分掌や学校組織の見直し」
「町立全小中学校の業務の効率化」

竜王町学校共同事務室の取組が充実することで、竜王町全体の質の高い学
校事務機能とともに、町内学校園全体の教育力の向上を目指す。

《３》学校事務の共同実施を推進

１ 諸手当認定事務審査会
審査会を通して適切な３手当の認定事務ならびに事後確認事務を行う。

２ 新財務システムのマニュアルの作成
幼稚園とも連携しながらマニュアルを作成し、効率的な事務を行う。

３ 様式等の統一
各種様式を統一し、データ作成を行う。また庁用PCの共有サーバーに
入れることにより、各校から活用できるようにする。

４ ホームページの開設
HPを開設することにより、地域連携を深める。

５ 通知文のデータ化
通知文をPDF化し、データ管理を行う。庁用PC共有サーバーを活用し
各校から閲覧できるようにする。

６ 備品台帳のデータ化

学校事務の効率化

まとめ

１ デメリットをメリットへ
コンパクトな竜王だからこそ動きがとれるチーム体制。学校単位ではな

く、町として取り組む学校事務。
（学校単位で取り組むべきことと、町として取り組むべきことの整理）

２ 人材育成
担当が変わっても質を落とすことなく組織対応。

（町としての研修については継続して課題あり）

３ 「チームとしての学校」「学校のマネジメント」
滞りなく確実で効果的な事務処理、事務のスリム化と一元管理化を推

進。文部科学省や県教育委員会が大きく取り上げている「働き方改革」と
して、教職員の負担軽減や業務改善につながる取組へ。
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・町教育委員会主催事業および行事の見直しを行う。

・勤務時間の割り振り特例試行に係る対象業務を拡大し、検証する。

・加配事務職員と業務改善アシスタントの配置による効果的かつ機能

的な学校組織体制の構築に継続して取り組む。

・業務改善加速事業連絡協議会や研修を通して、管理職の組織マネジ

メント力の向上を図る。

・働き方改革の推進による学校全体の教育力向上の成果についての検

証を行う。

・各学校における業務改善推進チームを設置し、各学校の特色や学校

文化を踏まえた業務改善を加速させる。

・部活動における外部指導者等の活用により、部活動運営の効率化と

適正化を図ることで、教職員の負担を軽減し、学校教育全体の質の

向上を目指す。

３ 今後の取組予定


