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は じ め に 

 

 

横浜市教育委員会は、近年の教育や子どもたちを取り巻く様々な課題を真摯

に受け止め、改善に向けて日々努力しているところです。 

多くの教育課題を解決していくためには、教職員一人ひとりが、十分気持ち

に余裕をもって、子どもたちと向き合うことが大切です。しかし、教職員の多

忙や負担の増大が、これを妨げており、急ぎその要因を解消しなければならな

いと、以前から教育委員の間で指摘されてきました。 

教育委員会会議においては、教職員が安心して、子どもたちとしっかり向き

合い、「横浜教育ビジョン」の実現に専念できる環境を確保できるように議論を

してまいりました。 

 

そして、更に議論を深め、学校での実態を正確に把握し、実効性のある対策

を講じるために、昨年度「横浜市立学校教職員の業務実態に関する調査」を行

いました。調査結果からは、授業の準備や子どもの評価等を勤務時間内に十分

に行えていないこと、調査・報告、会議・打合せに追われ負担を感じているこ

となど、教職員の業務の実態を客観的な数値により把握し、改めて確認するこ

ととなりました。 

今回の結果を、保護者や多くの市民の方々にご理解いただき、教職員の負担

軽減を着実に推進し、家庭や地域、関係機関が学校と連携して、教育課題の解

決につなげていくことが教育委員会の使命と考えております。 

 

まず、教育委員会事務局から学校に対する依頼業務、重複した研修の削減や

効率的な実施方法などによる研修のあり方を見直します。あわせて、事務の効

率化や情報共有の推進に向けたＩＣＴ環境の整備等、教育委員会事務局が、自

らの業務のあり方の見直しや学校現場での業務の改善を具体的に進めてまいり

ます。更に、人員や制度、システムの整備等が必要なものについても、今回の

調査結果に基づいて、対策の優先度を考慮し、より一層的確に対応してまいり

ます。 

教職員の定数や処遇改善など抜本的な対応が求められることも想定されます

ので、必要に応じて制度の見直しなどを国に働きかけてまいります。 

 

これらの取組により、教職員が生き生きと働くことができる職場づくりを進

めるとともに、教職員が子どもたちとしっかり向き合う時間を十分に確保でき

る教育環境を整えてまいります。 
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「横浜市立学校教職員の業務実態に関する調査」においては、以下のような実態調査を

行った。 

 

１．教職員の業務に関する実態と意識の調査（アンケート調査） 

２．教職員の業務に関する意識調査（アンケート調査） 

 （１）一般教職員対象 

 （２）管理職対象 

３．タイムスタディ調査 

４．グループインタビュー調査 

 

報告書内には、上記の調査結果をもとに整理を行っている。 

調査結果の出所については、以下のように表記を行うこととする。また、各項目の括弧

内（例：（p.1））は参考データ内の該当ページを指すこととする。 

 

 報告書本文中の表記 

１．教職員の業務に関する実態と意識の調査（アンケート調査） 全教職員アンケート 

２．教職員の業務に関する意識調査（アンケート調査） 

（１）一般教職員対象 

（２）管理職対象 

 

一般教職員アンケート 

管理職アンケート 

３．タイムスタディ調査 タイムスタディ 

４．グループインタビュー調査 グループインタビュー 

 

  



 

 

【調査概要】 

１．教職員の業務に関する実態と意識の調査（アンケート調査） 

①調査対象：市立小・中・特別支援学校の全県費負担教職員（正規）14,068 人 

（臨時的任用職員、非常勤講師、市費負担教職員、休職者等は除く） 

②調査方法：アンケート調査 

③調査実施時期：平成 25 年 11 月 27 日～平成 25 年 12 月 25 日 

④回収結果 

 対象者数 有効回収数 有効回収率 

小学校  8,665 人 8,140 人 93.9％

中学校  4,571 人 4,156 人 90.9％

特別支援学校   832 人    757 人 91.0％

計 14,068 人 13,053 人 92.8％

 

 

２．教職員の業務に関する意識調査（アンケート調査） 

（１）一般教職員対象 

①調査対象：市立小・中・特別支援学校の全県費負担教職員（正規）のうち、 

校長・副校長を除く 13,059 人 

（臨時的任用職員、非常勤講師、市費負担教職員、休職者等は除く） 

②調査方法：アンケート調査 

③調査実施時期：平成 26 年１月 15 日～平成 26 年１月 28 日 

④回収結果 

 対象者数 有効回収数 有効回収率 

小学校 7,982 人 7,497 人 93.9％

中学校 4,274 人  3,784 人 88.5％

特別支援学校    803 人    692 人 86.2％

計 13,059 人 11,973 人 91.7％

 

（２）管理職対象 

①調査対象：市立小・中・特別支援学校の全県費負担教職員（正規）のうち、 

校長・副校長 1,009 人（休職者等は除く） 

②調査方法：アンケート調査 

③調査実施時期：平成 26 年１月 15 日～平成 26 年１月 28 日 

④回収結果 

 対象者数 有効回収数 有効回収率 

小学校  683 人  680 人 99.6％

中学校  297 人  292 人 98.3％

特別支援学校    29 人    29 人 100.0％

計 1,009 人 1,001 人 99.2％

  



 

 

３．タイムスタディ調査 

①調査対象：市立小・中・特別支援学校 34 校の県費負担教職員 

（臨時的任用職員、非常勤講師、市費負担教職員、休職者等は除く） 

小学校 16 校、中学校 16 校、特別支援学校２校 

②調査方法：タイムスタディ調査 

      15 分刻みで業務内容を選択して記入する形式 

③調査実施時期：平成 25 年 12 月１日～平成 26 年 1 月 31 日の間で 

学校ごとに任意の１週間を２回選択して回答 

④回収結果 

 対象者数（延べ） 回答数（延べ） 回収率 

合 計 2,448 人 1,958 人 80.0％

 なお、集計は１日単位で行った。有効回答は延べ 13,146 日（人数に換算して 1,878 人）。 

休暇の記載があるもの、勤務日に未記入または記入が十分ではないものなどは、集計の

対象外としている。 

集計においては、「勤務日の業務時間」「休日の業務時間」に分けて行っている。 

本調査における「業務時間」「勤務日」「休日」に関する定義は以下の通りである 

「業務時間」：学校、自宅等を問わず業務を行っている時間 

「勤務日」：学校で授業等を行っている日 

「休 日」：「勤務日」以外の日 

「勤務時間内」：「勤務日」の 8:15～16:45 

「勤務時間外」：勤務日の「勤務時間」以外の時間（自宅等での業務時間を含む） 

これらの関係は下の表のようになる。 

（1）① 勤務日の業務時間 

 ② 学校での業務時間 ③ 自宅等での業務時間 

④ 勤務時間内 ⑤ 勤務時間外 

 

（2）① 休日の業務時間 

 ② 学校での業務時間 ③ 自宅等での業務時間 

 

属性別の集計結果については、回答者が特定されない範囲で表示している。 

特別支援学校における属性内訳については、対象者が少数であり回答者が特定されるお

それがあるため、表示していない。 

 

４．グループインタビュー調査 

①調査対象：小学校、中学校、特別支援学校、計７校の教職員 

②調査方法：各校において職位等のグループに分かれて聞き取り調査 

③調査実施時期：平成 26 年 1 月 24 日～平成 26 年 2 月 18 日  



 

 

【業務の分類】 

１．教職員の業務に関する実態と意識の調査（アンケート調査） 

３．タイムスタディ調査 

の実施にあたっては、教職員の業務を分類し選択・記入していただいている。 

 

業務の分類については、下の表のように定義している。 

 

【教職員の業務に関する実態と意識の調査業務分類表】 

なお、分類表の「給食管理業務」「保健室業務」「事務室業務」についてはそれぞれ主に、

給食管理業務：栄養教諭・学校栄養職員、保健室業務：養護教諭、事務室業務：事務職員

が担当する業務とする。 

 

（注）３．タイムスタディ調査では、業務分類に「休暇」を加えている。 

項
目 

業務分類 業務内容 

児
童
生
徒
指
導 

朝の業務 朝補習、提出物点検、宿題点検等
授業 授業時間に行われる教科・領域等
授業準備 教材研究、指導案作成、準備打合せ、実験準備等 
学習指導 授業時間外の学習指導、個別指導等、通級等の指導記録作成
成績処理 成績処理に関わる事務、あゆみ・成績表作成等 

児童生徒指導（集団） 給食指導・清掃指導、登下校・安全指導、保健指導、
生活指導、集会活動、避難訓練等 

児童生徒指導（個別①） 個別の面接、進路指導・相談、生活相談、カウンセリング等

児童生徒指導（個別②） 特別な支援を要する児童生徒への対応 
（発達障害・日本語指導等） 

課外活動 対外試合、コンクール、コンテスト、演奏会の引率等
クラブ・部活動 クラブ活動・部活動の指導等
学校行事 遠足、運動会、音楽祭等の準備・実施等 
学年・学級経営 学級活動、連絡帳記入、名簿・展示物作成等 

学
校
運
営 

学校事務分掌 学籍・庶務等学校事務分掌に関わる業務、校内巡視、
校舎環境整備 

相談対応 教員、職員との相談等
会議・打合せ 職員会議、学年会、教科会、会議の準備・実施等 
調査・報告等 調査統計資料、学級・学年会計簿、予算関係帳票等作成
校内研修 校内研究・研修、授業参観、学年・教科研究等 
給食管理業務 物資検収、調理指導、アレルギー対応、調理準備打合せ等
保健室業務 健康診断、救急処置、健康相談、保健事務等 
事務室業務 総務、庶務、経理、管財、渉外等、事務室内業務 
情報発信 学校ホームページ、学校便り、学校評価等 

外
部

保護者対応 学級懇談会、保護者会、保護者面談、家庭訪問等 

行政・地域対応 教育委員会、市関係者、ＰＴＡ関係者、来校者の対応等 

校
外

研究・研修 出張を伴う研修・研究等
校外での指導 校外（他校）での指導
会議 校外での会議・打合せ、出張を伴う会議等 
休憩 校務と関係ない雑談、休憩等
その他 上記以外のもの
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第１章 教職員の業務実態と課題                 

 

１．教職員の業務実態                           

 教職員の業務実態について、全教職員、管理職、一般教職員、それぞれを対象とした

アンケート調査、実際の業務に携わっている時間を把握するためのタイムスタディ調査、

そして、教職員へのグループインタビュー調査を実施した。 

 これらの調査結果について、業務の実態、業務に対する意識、学校における課題解決

の取組という観点から整理した。 

 

 

（１）業務の実態                                       

 教職員における業務の実態について、「勤務日について」「休日について」という観点

から整理した。 

 

タイムスタディより 

○教職員の勤務日一日当たりの業務時間の平均は 11.45 時間、そのうち学校での業務時

間は 11.33 時間、自宅等での業務時間は 0.12 時間である。 （P.1） 

○副校長の勤務日の業務時間の平均は 12.32 時間と教職員全体の平均よりも 0.87 時間

長い。業務の内訳は「学校事務分掌（54.2％）」が業務の半分以上を占めており「調

査・報告等（6.7％）」「会議・打合せ（6.3％）」などに業務が分散している。(P.1,4） 

○29 歳以下の教職員の勤務日の業務時間の平均は 11.90 時間、経験年数 5 年未満の教

職員の平均は 11.78 時間と、教職員全体の平均よりも長くなっている。（P.1） 

○勤務日における勤務時間外の業務時間の平均は 2.95 時間である。（P.7） 

○一日の業務のうち多いものは、「授業（3.01 時間）」「授業準備（1.74 時間）」「児童生

徒指導（集団）（1.11 時間）」の順であった。勤務時間内に限定すると、「授業（3.01

時間）」「児童生徒指導（集団）（1.05 時間）」「授業準備（0.74 時間）」となる。なお、

教諭の授業準備にかかる時間は 2.11 時間であった。（P.2～6） 

○勤務時間外の業務については、「授業準備（1.00 時間）」、「学校事務分掌（0.27 時間）」

「会議・打合せ（0.26 時間）」「成績処理（0.22 時間）」「クラブ・部活動（0.16 時間）」

の順であった。（P.7） 

 

  

① 勤務日について 
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全教職員アンケートより 

○平均的な出勤時刻については、「7:30～8:00」が 45.4％、「7:00～7:29」が 26.8％と

続いている。（P.8） 

○平均的な退勤時刻については、「19時台（27.9％）」「18時台（23.1％）」「20時台（21.8％）」

の順である。なお、22 時以降は 3.2％である。（P.8） 

 

 

 

 

タイムスタディより 

○教職員の休日における一日当たりの業務時間の平均は 2.57 時間であった。そのうち

学校での業務時間は 2.30 時間、自宅等での業務時間は 0.27 時間であった。（P.9～11） 

○29 歳以下の教職員における休日の業務時間が 3.01 時間、中学校の教職員が 3.58 時

間と平均よりも長くなっている。（P.9～11） 

○業務内容としては、「クラブ・部活動（0.89 時間）」「授業準備（0.58 時間）」の順で

あった。「クラブ・部活動」については、29 歳以下の教職員が 1.42 時間、中学校の

教職員が 1.72 時間と平均よりも長くなっている。（P.9～11） 

 

  

[グループインタビューより] 

・授業終了後は会議や打合せ、部活動等の業務が優先され、「授業準備」「教材研究」「成

績処理」など一人で対応できることが後回しになり終業時刻後の対応となる。 

・やることが多く、子どもに直接関わる時間が取れない。ノートやテストの採点は平

日の夜遅くか、休日に行うことが多い。 

・誰にも該当しないものは副校長が担当することになる（日中の電話対応、施設設備

の修繕、夜の急な見回り、土日の特別クラブの引率、地域行事等への出席、金銭関

係の管理等）。 

・子育てをしている教職員も多いので、極端に遅くまで残っている方はいないが、定

時に帰れているかというとそうではない。１～２時間の残業は当たり前になってい

る。 

・副校長は「調査・報告等」「学校事務分掌」などに時間がかかっており、教職員の育

成や指導が十分にできない状況にある。また、必須の研修や出張も多く、時間をと

られている。 

② 休日について 
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全教職員アンケートより 

○休日出勤を月に４日以上している割合は 35.9％であるが、校長（50.2％）、副校長

（44.4％）といった管理職に多い。中学校においては、月に４日以上休日出勤してい

る割合が 60.9％となっており、月８日以上は 22.2％となっている。（P.12～14） 

 

  

 

  

[グループインタビューより] 

・教材の準備は土日の学校で部活動の練習の前に行っていることもある。その他に土

日は平日学校ではできないことをやっている。 

・休日は特別クラブや地域行事等があり、土日すべて休めることはなかなかない。特

定の人に負担がいかないように、分担制にしている。 

・土日に地域行事がある場合、時間外や仕事ということよりも、管理職は行かなけれ

ばという感覚である。 
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（２）業務に対する意識                                

前項と同様、アンケート調査等の結果から、教職員の業務に対する意識について整理した。 

 

 

全教職員アンケートより 

○忙しくても負担を感じないときは、「やりがいや満足感を得られているとき（57.7％）」

「計画的に仕事ができているとき（29.4％）」の順であった。（P.15） 

○やりがいや満足感を得られているときは、「児童生徒の成長を感じられたとき

（66.0％）」が最も多く、「他の教職員と協力して取り組めたとき（31.2％）」「授業研

究や学校行事等で達成感を得られたとき（29.0％）」「自分の能力を発揮できたとき

（25.9％）」「保護者や地域から評価されたとき（23.5％）」と続いている。（P.15） 

○大切だと考えている業務については、「授業」（75.8％）、「授業準備」（44.4％）、「学

年・学級経営」（40.8％）、「児童生徒指導（集団）」（38.2％）、「児童生徒指導（個別

①）」（29.4％）、「学習指導」（22.0％）と続く。「クラブ・部活動」は全体では 10.7％

であるが、中学校では 31.4％と第６位である。 （P.16） 

○時間をかけている業務については、「授業準備」（53.2％）、「授業」（41.5％）が多い

項目であった。なお、「クラブ・部活動」に関しては、中学校において、41.7％であ

った。（P.17～18） 

 

 

 

全教職員アンケートより 

○忙しいと感じている教職員は、「感じている（56.6％）」「どちらかというと感じてい

る（31.4％）」で８割を超えている。（P.19） 

○負担だと感じている業務については、「調査・報告等」（33.3％）、「会議・打合せ」

（28.0％）、「保護者対応」（27.5％）、「成績処理」（26.5％）、「学校事務分掌」（26.0％）

が目立って多い項目であった。なお、「クラブ・部活動」に関しては、中学校におい

て 27.5％であった。（P.20～21） 

○負担だと感じている業務について、職位別にみると、「調査・報告等」は職位にかか

わらず多く、特に副校長に多い（49.3％）。（P.22） 

 

 

②  多忙感・負担感 

①  やりがいや満足感 
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一般教職員アンケートより 

○多忙や負担と感じるときについて、「同時に様々な仕事をしなければならず、１つの

ことに集中できないとき（72.8％）」「業務量が多く､仕事が終わらないとき（72.4％）」

が特に多い。続いて、「教育委員会事務局からの調査や依頼などに対応しなければな

らないとき（39.4％）」「特定の保護者対応をしなければならず､授業の準備など他の

業務に支障をきたしてしまうとき（36.0％）」「特に指導が必要な児童生徒への対応に

時間と労力がかかり､他の児童生徒と向き合う時間や余裕がないとき（35.2％）」「部

活や地域行事などで時間外勤務や土日出勤が重なり､自分の時間が取れないとき

（33.7％）」「出張を伴う研修や説明会に出席しなければならず、校内の業務に支障を

きたしてしまうとき（33.2％）」の順であった。（P.23～24） 

   

 

管理職アンケートより 

○多忙や負担と感じるときについて、「同時に様々な仕事をしなければならず、学校運

営について考える時間が持てないとき（66.9％）」「会議や行事等が時間外や土日に設

定されており､自分の時間が持てないとき（51.4％）」「教育委員会事務局からの調査

や依頼などに対応しなければならないとき（50.7％）」「特定の保護者対応をしなけれ

ばならず､他の業務に支障をきたしてしまうとき（46.9％）」「業務量が多く､仕事が終

わらないとき（46.1％）」の順であった。 （P.25） 

○管理職に学校の教職員は多忙であるか尋ねたところ、「そう思う（55.2％）」「ややそ

う思う（38.5％）」と多忙であることを肯定している人が９割を超えている。一方、

学校内で多忙な人と多忙でない人で差があると感じるかについては、「そう思う

（30.6％）」「ややそう思う（47.2％）」と肯定している割合が高い。（P.26）

～多忙や負担と感じるとき～（P.24） 

・会議が多く、長引くことがあること 

・校内ＬＡＮの整備やパソコン対応等の本来業務でないことを行うこと 

・校務システムの導入が業務の効率化につながっていないこと 

・成績処理に関して点検等で精神的な負担を感じること 

・土曜活用が行われていること 

・育児や家庭との両立がうまくいかないこと 

・同僚とのコミュニケーションがうまくいかないこと  

・管理職の理解がないこと 

・栄養職員の派遣校の業務があること 
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一般教職員アンケートより 

○教育委員会事務局からの依頼事務で多忙と感じる原因については、「依頼された事務

が、何に活用されるのかわからないこと（42.5％）」「同じような依頼事項が何度も繰

り返されること（36.6％）」「締め切りまでの時間が短く、他の業務を後回しにしなく

てはいけないこと（36.3％）」「突発的な依頼があり、業務の予定を変更しなくてはい

けないこと（35.8％）」の順であった。 （P.27） 

 

  

 

 

 

～教育委員会事務局からの依頼事務で多忙と感じる原因～（P.27） 

・校務システムや YCAN などが使いづらいこと  ・調査内容に訂正が多いこと 

・調査回答に指定されたソフトウェアが使いづらいこと 

・教職員への調査を校内でとりまとめること 

・必要性を感じない内容があること 

③ 教育委員会事務局の対応 

[グループインタビューより] 

・仕事が家に持ち帰れないので、仕事を抱えている教員は学校に残って対応している。

企業のようにどこでもパソコンで対応できれば、負担軽減されるのではないか。 

・養護教諭では、就学児健診対応、児童生徒指導や不登校対策、食物アレルギー対応、

校外学習や宿泊学習への引率、教職員のメンタル対応の業務についての負担が大き

い。ほとんどの学校が一人職であるためすべてに対応する必要がある。 

・事務職員では、各種システムの導入、コンプライアンス対応は、事務量が多く負担

に感じている。 

～多忙や負担と感じるとき～（P.25） 

・電話やインターホンなどの対応で仕事が中断されるとき 

・副校長の業務の範囲が広すぎること 
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管理職アンケートより 

○教育委員会事務局や学校教育事務所の指示や指導が、主体的な学校運営の妨げとなっ

ているかについては、「あまりそう思わない（50.0％）」「そう思わない（11.3％）」で

約６割である。一方、「そう思う（5.6％）」「ややそう思う（31.3％）」を足すと、36.9％

となる。 （P.28） 

○教育委員会事務局等の指示や指導に期待することとしては、「報告書や申請書など手

続きを簡素化すること（71.4％）」「複数の課･室からの指示や指導を統一すること

（66.6％）」の順であった。また、「事務局からの指示や指導を減らし、学校に判断を

任せること」は 19.5%であった。（P.29） 

 

○教育委員会事務局からの依頼事務で多忙と感じる原因については、「次から次に依頼があ

り､常に依頼事務を抱えていること（64.3％）」「同じような依頼事項が何度も繰り返され

ること（59.3％）」「締め切りまでの時間が短く､他の業務を後回しにしなくてはいけない

こと（50.5％）」が半数を超えていた。（P.30） 

  

 

  

[グループインタビューより] 

・養護教諭は調査対応が多く、同じような調査が何種類も届き重複感がある。 

・事務職員は給食管理システムの導入がかなり負担になっている。毎月、対応しなけ

ればならないことがあり、しかも時間制約もあるため、そのタイミングで出かける

こともできない。 

～教育委員会事務局からの依頼事務で多忙と感じる原因～（P.30） 

・年間での予定を立てることができないこと 

・YCAN メールの依頼事項に対して多数のプリントアウトが必要なこと 

・調査内容に訂正が多いこと  

・文書配信、回答方法が統一されておらず煩雑となること 

・自分一人で対応しなければならないこと 

～教育委員会事務局等の指示や指導に期待すること～（P.29） 

・依頼する全体の量を抑えること  ・年間スケジュールを立てて依頼を行うこと 

・YCAN メールの配信の精選や配信方式の効率化  ・調査・報告を減らすこと 

・困ったときの相談相手となること 

・新しいことに取り組むだけでなく必要のなくなったものを見直して減らすこと 

・いじめ対策等、市として一元化したマニュアルをつくり対応すること 
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a）保護者対応  

一般教職員アンケートより 

○保護者対応で多忙や負担を感じる理由については、「学校が果たす役割と､保護者が学

校に求めるものに差があること（58.1％）」「保護者の理解や納得を得られない場合が

あること（52.9％）」「繰り返し対応しなければならない場合があること（42.3％）」

「一回毎の対応が長時間となる場合があること（39.1％）」「先方の都合のいい時間に

合わせる必要があること（33.3％）」の順であった。 （P.31） 

 

 

  

  

  

[グループインタビューより] 

・学校によっては特定の保護者に労力を使っているというのも聞く。解決策を見出せ

ず、精神的にもきつくなっている。 

[全教職員アンケート（自由記述）より] 

～保護者や地域からの相談や要望で対応が難しかったもの～ 

・家庭の事情から学校の原則的なルールを曲げて、特別な対応を求められる。 

・規則や指導において、学校側と保護者との価値観が違い理解をされない。 

・22 時や 23 時頃、土日等にも問い合わせや苦情の電話がかかってくる。 

・「トイレにも行かず、子どもから目を離さず対応すべき」というような保護者の言動。 

・評価に対する要望（中学受験のために「あゆみ」を提出するが、書かれている成績

では受験に不利なので、評価を上げてほしいというもの）。 

 

～保護者対応で多忙や負担を感じる理由～（P.31） 

・明確なマニュアル等がなく、対応に苦慮すること 

・対応するためのスキルが十分でないこと 

・管理職の理解や協力が得られないこと 

・他の教職員との連携がうまくいかないこと 

・家庭の事情を聞かなければならないこと 

・保護者間などのトラブルに対応しなければならないこと 

・家庭環境や保護者自身に支援が必要であると感じられること 

④  個別の業務に対する意識 
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b）児童生徒対応  

全教職員アンケートより 

○特に配慮を必要とする児童生徒や日本語指導が必要な児童生徒に関わる中でよく感

じることとしては、「対象の児童生徒への適切な対応に時間がかかること（45.6％）」

「対象の児童生徒が複数いるため手が回らないこと（40.1％）」「対象の児童生徒の保

護者から理解や協力が得られないこと（37.4％）」「対象の児童生徒への適切な対応の

仕方がわからないこと（36.1％）」の順であった。（P.32） 

  

 

  

 

c）特設クラブ・部活動  

タイムスタディより 

○中学校において、「クラブ・部活動」に関する勤務日の平均は 0.56 時間、休日は 1.72

時間となる。（P.33～35） 

 

全教職員アンケートより 

○中学校において、部活動や特設クラブの朝練習に携わる教職員は 31.3％で、特に 29

歳以下では半数を超えている（53.8％）。（P.36） 

○中学校において、負担だと感じている業務に「クラブ・部活動」をあげている教職員

は 27.5%であった。（P.20～21） 

[グループインタビューより] 

・児童支援専任教諭の導入により大きく変わったことは、若い教員が一人で問題を抱

え込まなくなったことである。児童支援専任教諭が相談にのってくれ、専門的に対

応してくれるので、とても有効である。 

[全教職員アンケート（自由記述）より] 

～特に配慮を必要とする児童生徒や日本語指導が必要な児童生徒に関わる中でよく感

じること～ 

・対応を行うための専門的な教職員が不足していること 

・対応の仕方にマニュアルのようなものがないこと 

・言語の違いからコミュニケーションがうまくいかないこと 
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一般教職員アンケートより 

○特設クラブ・部活動指導の顧問であるかどうかについては、学校種別にみると、中

学校では 92.3％が担当しているのに対して、小学校では 24.9％、特別支援学校では

21.2％と少ない。中学校のみ職位別にみると、主幹教諭・教諭では９割以上が担当

している。 （P.37～38） 

○特設クラブ・部活動指導で多忙と感じる原因としては、「土日祝日対応があること」

（28.3％）、「授業準備や教材研究など他の業務ができないこと」（23.3％）、「競技経

験や専門知識等がないのに､指導しなければならないこと」（16.0％）、「準備や指導

に多くの時間を費やすこと」（15.3％）の順であった。（P.39） 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

[グループインタビューより] 

・部活動の顧問もあり、月に一度も休んでいないこともある。親も地域も期待するの

でやらないわけにはいかない。 

・顧問になると大会等で審判の役を求められる。経験のない競技での対応は負担であ

る。 

[一般教職員アンケート（自由記述）より] 

～特設クラブ・部活動指導で多忙と感じる原因～（P.39） 

・朝練習等の朝からの対応を行う必要があること 

・勤務時間外の対応が常時必要であること 

・部活動に関する生徒指導が必要であること 

・部活動に関する保護者対応が必要であること 

・ボランティアや外部指導者等との連絡調整が必要であること 

・活動費等の費用負担や金銭管理を行う必要があること 
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全教職員アンケートより 

○業務を進める上で悩んでいることについては、「ある」（33.2％）、「どちらかというと

ある」（29.6％）で６割を超えている。年齢別にみると、29 歳以下では「ある」とい

う割合が 41.9%と高い。 （P.40） 

○具体的な悩みとしては、「授業や業務が思うようにできないこと」（36.9％）が最も多

く、「管理職以外の教職員との関係」（29.4％）、「保護者との関係」（22.5％）、「児童

生徒との関係」（21.6％）と続いている。「管理職以外の教職員との関係」については、

職位を問わず第１位または第２位に入っている。「授業や業務が思うようにできない

こと」については、校長と事務職員以外では第３位までに入っている。年齢別にみる

と、「授業や業務が思うようにできないこと」「児童生徒との関係」「保護者との関係」

については、29歳以下の回答割合が特に高い。 （P.40～42） 

 

  

 

  

[グループインタビューより] 

・養護教諭だが、小規模校で調理員が２人しかいないため、アレルギー対応が心配

である。２人しかいないので、代替食も除去食も十分に対応できない。栄養士も

常勤ではないので、担任と対応しており、充分に管理できていないのではないか

と不安になる。保健室に子どもがいて対応できないこともあるので支援をしてほ

しい。 

⑤  業務上の悩み 
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（３）学校における課題解決に向けた取組                             

 学校における課題解決に向けた取組について、「業務改善の取組」「ワーク・ライフ・バ

ランスの推進」「外部人材の活用や地域との連携」「学校の組織的な対応」「教職員のスキル

アップ」という５つの観点から整理した。 

 

① 業務改善の取組  

全教職員アンケートより 

○業務改善を検討する機会については、「どちらかというとある」（20.0％）、「ある」

（16.8％）という回答割合であったが、職位別にみると、「ある」とする割合は、校長

49.6％が特に高く、副校長31.0％、主幹教諭24.4％、と続いている。一方で、「ない」と

する割合は、栄養教諭で24.1％、事務職員で21.5％、養護教諭で19.5％、学校栄養職員

で19.1％、教諭で18.3％と高い。（P.43） 

○業務が改善されたことについては、「会議・打合せ」（53.9％）、「学校事務分掌」（40.0％）

が上位であった。改善が実現した主な業務である「会議・打合せ」「学校事務分掌」

について、職位別にみると、校長・副校長・主幹教諭の回答割合が高い傾向にある。

（P.44） 

 

  

[全教職員アンケート（自由記述）より] 

～業務が改善された具体例～（P.45～50） 

・会議の定時開始を守り、30 分という制限をして行うようになった。 

・打合せにチャット（インターネット上でのリアルタイムコミュニケーション）を利

用している。 

・給食部で話し合いをして指導の統一を図るための「スタンダード」を作成した。 

・卒業アルバムなどの集金業務は業者に任せる。 

・生徒完全下校日の設定により事務処理時間を確保した。 

・下校時の校門開門を学級担任がしなくてもよくなった。 

・教員にも行政のことを理解してもらう。事務職員が講師となり、予算・給与・旅費・

服務等の研修を行った。その結果、校内の事務処理が円滑になった。 

・「月曜日Ｎｏ部活デイ」として、部活動をなしにした分、子どもと触れ合う時間や事

務作業をする時間にあてがうことができた。 

・地域の会合への出席を地域の同意を得て減らした。 
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② ワーク・ライフ・バランスの推進  

一般教職員アンケートより 

○育児や介護、家庭の事情などのために休暇を取得したり、早く帰宅したりすることに

ついては、「あまりできていない（33.9％）」「できていない（22.9％）」と肯定的では

ない回答が半数を超えている。（P.61） 

○仕事と生活の両立を推進するために効果があることとしては、「会議や研修の見直し

（66.1％）」「交代ができるようにするための担当者の複数化（57.4％）」「定時退勤日

の設定や指導（44.8％）」「教職員の勤務時間の把握と健康管理（43.9％）」をあげて

いる。 （P.62） 

  

[一般教職員アンケート（自由記述）より] 

～仕事と生活の両立を推進するために効果があること～ （P.62） 

・授業時数の見直し  ・行事の精選   ・業務全般の見直し・削減・効率化 

・事務処理の効率化  ・校務システムの改良  ・教職員の定数増加 

[管理職アンケート（自由記述）より] 

～教職員の多忙や負担の軽減についての提案～（P.59～60） 

・事務的な業務のサポート  ・専門教員の配置  ・定時退庁日の実施 

・校務分掌の見直しによる効率化  ・グループウェア導入による効率化 

・ブロック担任制・教科担任制によるチーム指導 

・部活動を行わない日の設定  ・業務効率化に対する意識改革の推進 

・仕事の処理能力を高めるための若手教職員への指導 

・問題を一人でかかえこまないようなコミュニケーションの活発化 

[全教職員アンケート（自由記述）より] 

～業務の改善に効果的であるというアイデア～（P.51～58） 

・金銭管理の見直し  ・労務管理の見直し  ・組織運営サポート人材の確保 

・教科や事務をサポートする人材の確保  ・学校行事の精選 

・コンピュータなどの専門人材の確保   ・業務マニュアルの作成 

・業務改善組織の確立  ・インターネット上での教材研究サポート 

・調査報告等に関する教育委員会事務局の調整 
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管理職アンケートより 

○仕事と生活の両立を推進するために取り組んでいることとしては、多い順に「休日出

勤の振替休暇の取得を奨励している（60.5％）」「会議や研修を見直している（55.4％）」

「出席する地域行事の出席者を分担している（51.7％）」「育児や介護など家庭の事情

を抱えている教職員の負担を軽減している（42.7％）」であった。（P.63） 

  

 

  

 

 

③ 外部人材の活用や地域との連携  

全教職員アンケートより 

○児童生徒の育ちや学校運営の充実における外部人材の活用や地域との連携の効果に

ついては、「どちらかというとそう思う」（44.0％）、「そう思う」（34.4％）で８割近

くを占める。 （P.64） 

○外部人材の活用や地域との連携を活かしたい場面については、「授業等の学習」

（50.6％）、「安全に関わるサポート」（41.5％）、「学校行事」（38.9％）、「始業前や放

課後の読み聞かせ、体力向上、朝自習等」（27.3％）の順であった。小学校・特別支

援学校では「授業等の学習」、中学校では「学校行事」に関する回答が も多かった。   

（P.64） 

[グループインタビューより] 

・朝に自分の子どもを保育園に連れて行き、お迎えもあるとなると、成績処理等の個

人でできる仕事は後回しになり、週末も学校に出てくることになる。 近では個人

情報に関わるものは持ち出せなくなったため、土日に学校で作業するしかない。  

[管理職アンケート（自由記述）より] 

～仕事と生活の両立を推進するための取り組み～（P.63） 

・事務処理日を設けて集中してとりくむ  ・相談を行い心の支えとなる 

・電話の受付時間の制限を行う  ・負担の大きい教職員へのフォローを行う 

・地域や保護者の力を借りる  

・管理職の理解    ・勤務時間に対する意識改革  

・土曜授業の見直し  ・栄養職員の派遣勤務の解消 
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○外部人材の活用や地域との連携における負担に関しては、「どちらかというとある」

（30.2％）、「ある」（18.0％）と約半数であった。（P.65） 

○「外部人材の活用や地域との連携についての負担感」と、「外部人材の活用や地域と

の連携の効果についての意識」についての関係をみると、連携の効果について「そ

う思わない」とする人は、負担感があるという傾向がわかる。 （P.65） 

○負担減に必要なこととしては、「校内で地域連携を担当する人材の配置」（41.3％）、

「地域コーディネーターの育成・拡充」（29.7％）が多くあげられている。（P.66） 

 

 

 

④ 学校の組織的な対応  

全教職員アンケートより 

○職場で、業務の相談をしたり、協力やサポートを求めたりできているかについては、

「できている（40.1％）」「どちらかというとできている（42.3％）」で約８割を占め

る。（P.67） 

○教職員間で情報を共有できているかについては、「そう思う（28.7％）」「どちらかと

いうとそう思う（53.3％）」で約８割を占める。（P.67） 

○対応が難しい保護者や地域、児童生徒への対応については、「学年全体で対応（47.6％）」

「専任教諭を中心に対応（43.5％）」「学級担任が対応（28.0％）」「管理職を中心に対

応（27.5％）」の順であった。（P.68） 

 

  

[グループインタビューより] 

・勤務体系が多様化してきている。非常勤の方が増えているが、非常勤の先生には仕

事を分担しにくい。 

・特別支援学校では基本的にチームで動くので、リーダーを集めて、組織で動こうと

いうことを伝えている。 

[グループインタビューより] 

・ＩＣＴ専門の方が一人、学校にいると非常に助かる。校務システムの対応等、非常

に時間がとられている。 

・外部講師にみてもらっている部活動もあるが、すべてを任せられるわけではないの

で、結局、顧問も参加する必要がある。 
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⑤ 教職員のスキルアップ  

全教職員アンケートより 

○主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭が授業を行う上で重視していることについては、

「児童生徒理解（58.1％）」「教材の研究（56.2％）」が多く、「授業技術（35.7％）」「幅

広い知識や見識（26.0％）」と続いている。（P.69） 

○教材研究や児童生徒理解のスキルアップで活用しているものについては、「校内メン

ターチームや学年研究会（32.7％）」「校内の授業研究会（32.3％）」「市や区の研究会

（29.2％）」が多くあげられていた。いずれの項目も小学校において多くあげられてい

る。（P.70） 

  

  

管理職アンケートより 

○教職員のスキルアップのために取り組んでいることとしては、多い順に「児童生徒指

導上の課題と対応方針の共有に努めている（78.8％）」「メンターチームを結成し、初

任者のスキルアップに取り組んでいる（72.7％）」「校内で授業の公開を行い、相互の

評価に取り組んでいる（66.5％）」「自ら教職員の授業を視察し、指導を行っている

（65.2％）」であった。（P.74） 

[全教職員アンケート（自由記述）より] 

～授業を深める取組を活用しやすくする支援について～（P.71～73） 

・研修等で留守にした時、代わりに入る人がいるととても助かる。 

・学校内の教員間の推薦で優秀とされた授業をする教員の教科ごとの人材バンクを作

り、よい授業をするためにどうすべきかを校内研究に派遣して指導してもらいたい。 

・一人職なので、同じ職種の人がサポートに入ってくれる体制があるとよい。 

・保護者対応、学校の業務等で研修に参加できないことも多い。そこでウェブ上で必

要な研修が受けられるような工夫をしてほしい。 

・授業改善支援センター（ハマ・アップ）の設置数が増えたり、土日祝利用可能時間

が増えたりすると助かる。 

・専門の方が講師となって行う研修会をワークショップ方式で行う。近隣校で集まっ

て合同研修会を行うなどの取組ができるとよい。 

・民間企業でマネジメントに携る方を講師とする研修をやってほしい（校長研修とし

て）。 

・同じ立場、異なる立場、横浜市内・外、外部研究組織の人との情報交換。 

・時間をつくり出せる環境づくりが必要。少々強引にでも区・市レベルで、その日の

午後は統一して研修を行う。その日は生徒を地域に帰すなど、現場全体で取り組んで

いく意識をもたせる。 
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[グループインタビューより] 

・教員は授業をよりよくするために研修等にも行きたいと考えているが、現状ではそ

れだけのゆとりがない。 

・休日に大学で授業を公開してくれる研修があり、参加したがとても衝撃的でために

なった。 

・教員を各種研修等で外に出したいと思い、授業を調整するようにしているが、なか

なか難しい。 

・参考になる授業をＤＶＤ等の映像教材にしてもらえれば、夜でも見ることができる。

今でもハマ・アップはあるが、そこまで行かなければ教材等は手に入らない。 

・事務職員の研修会もある。放っておくと孤立しがちで、自分の仕事もはかどらない

ため、研修の中では教員との上手なコミュニケーションの取り方のアイデア共有が

かなりある。 

[管理職アンケート（自由記述）より] 

～教職員のスキルアップのための取り組み～（P.74） 

・他校の優秀な教師、熱意ある研究校への授業参観を勧める。 

・メンターとは別に若手に声をかけている。 

・自主的な研修会を開いている。 

・管理職から教職員への通信（たより）を発行している。 
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２．課題                                

 本項では、１．で整理した現状を踏まえて、課題を整理した。 

 

① 「調査・報告」や「会議・打合せ」等に負担を感じている  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 勤務時間内に「授業準備」等にかける時間が十分でない 

 

 

○「勤務時間外に行っている業務」は、「授業準備」「学校事務分掌」「会議・打合せ」「成

績処理」の順となっている。放課後、会議や打合せの後に、これらの業務に取り掛かる

ため、勤務時間内に終えられていない。 

○「休日出勤を月に４日以上」している教職員が 35.9％。休日の主な業務としては、「ク

ラブ・部活動」「授業準備」「成績処理」があげられている。部活動に加え、平日にやり

残した授業準備等のために休日出勤をしている状況がうかがえる。 

○一日の業務のうち「授業準備」には平均 1.74 時間かけている。勤務時間内 0.74 時間、

勤務時間外に 1.00 時間であり、授業準備は半分以上が勤務時間外に行われている。なお、

教諭は、授業準備に 2.11 時間かけている。 

○授業終了後は、会議や打合せ、部活動等の業務が優先され、「授業準備」などの一人で対

応できることが後回しになるという指摘がある。 

○「負担だと感じている業務」は、「調査・報告等」33.3％、「会議・打合せ」28.0％、「成

績処理」26.5％など、会議や事務作業があげられている。 

○「負担だと感じている業務」を職位別にみると、「調査・報告等」は副校長・主幹教諭・

養護教諭・栄養教諭・学校栄養職員で第１位、校長・教諭・学校事務職員で第２位とす

べての職位で上位にある。 

○「多忙や負担を感じるとき」は、一般教職員は「１つのことに集中できないとき」72.8％、

「業務量が多く､仕事が終わらないとき」72.4％が多く、事務作業等を同時に行うことに

対する負担感が強くなっている。 

○「時間をかけている業務」では、「授業」「授業準備」「学校事務分掌」「学年・学級経営」

などの回答が多く、負担であるとしてあげられた「調査・報告等」や「会議・打合せ」

等と一致していないことから、必ずしも長時間の業務に負担を感じるというわけではな

い。 

○「依頼事務で多忙と感じる原因」は、管理職は「次から次に依頼があること（64.3％）」、

一般教職員は「何に活用されるのかわからないこと（42.5％）」が も多くなっている。
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③ 管理職と教職員との間で時間管理や業務改善についての意識の差がある  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 産休・育休者等の増加に伴う学校運営上の課題  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「仕事と生活の両立に必要なこと」は、「定時退勤日の設定」が管理職で 22.9％、一

般教職員で 44.8％、「勤務時間の把握」が管理職で 20.0％、一般教職員で 43.9％など

と時間の管理について一般教職員の方が、期待が高くなっている。 

○業務改善を検討する機会について「ある」「どちらかというとある」という回答割合は、

校長が 77.3％、副校長が 58.1％、主幹教諭が 52.0％と半数を超えているものの、教諭は

32.1％と検討の機会が少ないと感じている。 

○改善が実現した主な業務である「会議・打合せ」「学校事務分掌」について、職位別に

みると、校長・副校長・主幹教諭の回答割合が高い傾向にある。 

○一般教職員では「育児や介護、家庭の事情などのために休暇を取得したり、早く帰宅

すること」が「あまりできていない（33.9％）」「できていない（22.9％）」と肯定的で

ない回答が半数以上を占めている。 

○一般教職員において、仕事と生活の両立を推進するために効果があることとしては「会

議や研修の見直し」「交代ができるようにするための担当者の複数化」「定時退勤日の

設定や指導」「教職員の勤務時間の把握と健康管理」が上位である。 

○一方、管理職において、仕事と生活の両立を推進するために取り組んでいることとし

ては、「休日出勤の振替休暇の取得を奨励している」「会議や研修を見直している」「出

席する地域行事の出席者を分担している」「育児や介護など家庭の事情を抱えている教

職員の負担を軽減している」が上位であり、「会議や研修の見直し」の他は、一般教職

員の思いと合っていない状況にある。 

○産休、育休を取得する教職員が増えることに伴い、代替の臨時的任用職員も増えてお

り、産休、育休制度を運用する上での課題になっている。 

○育児短時間勤務職員は、校務分掌を担当しづらいため、周囲の教職員に負担がかかり

やすく、子育てに対する心理的な負担となっている。 

○育児や介護などのために早く帰ることなどに関する教職員の理解と、それを浸透させ

る管理職の指導が必要である。 
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⑤ 副校長が学校運営や教職員の育成に十分に携われていない  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 外部人材の活用や地域連携を行うにあたって負担を感じている  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○副校長は勤務日の業務時間は一日平均で12.32時間と教職員全体の平均よりも0.87時

間長い。また、出勤時刻「7 時 30 分以前」が 92.0％（平均 40.0％）となっており、

他の職種と比較し も勤務時間が長くなっている。 

○副校長自身は「大切だと考える業務」として、「行政・地域対応」52.7%、「保護者対

応」50.5%、「相談対応」43.6％をあげているが、実際に「時間をかけている業務」は

「調査・報告等」、「学校事務分掌」、「相談対応」であり、大切だと考えている業務に

十分に時間をかけられていない。 

○グループインタビューによると、副校長は誰にも該当しないものを担当することにな

っていて、教職員の育成や指導が十分にできていないという声がある。また、必須の

研修や出張も多く、時間をとられている。 

○外部人材の活用や地域連携の効果は、「どちらかというとそう思う」44.0％、「そう思

う」34.4％と８割近くが肯定的であった。 

○一方で、外部人材の活用等の負担も「どちらかというとある」30.2％、「ある」18.0％

と半数近くとなっている。 

○外部人材の活用等の効果を感じていない人よりも、感じている人のほうが、負担感が

小さくなっている。 

○負担減に必要なことは、「校内で地域連携を担当する人材の配置」41.3％、「地域コー

ディネーターの育成・拡充」29.7％が多く、学校と地域人材をマッチングする連携担

当者の配置ニーズが高くなっている。 

○活かしたい場面としては、小学校・特別支援学校では「授業等の学習」、中学校では「学

校行事」が高くなっている。 



 

 21

⑦ 多様化する保護者への対応に多忙や負担を感じている  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 特別な支援を必要とする児童生徒の増加に多忙や負担を感じている  

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 若くて経験の浅い教職員の負担が大きく、悩みをかかえている  

 

 

 

 

 

 

 

○負担だと感じている業務の第３位に「保護者対応」があげられている。職位別にみる

と校長では第１位、副校長では第２位、養護教諭では第３位にあげられている。 

○「多忙や負担を感じるとき」に、「特定の保護者対応で､他の業務に支障をきたしてし

まうとき」が、管理職 46.9％、一般教職員 36.0％である。 

○一般教職員が、「保護者対応」で多忙や負担を感じる理由として、「学校が果たす役割

と､保護者が学校に求めるものに差があること（58.1％）」「保護者の理解や納得を得ら

れない場合があること（52.9％）」「繰り返し対応しなければならない場合があること」

「一回毎の対応が長時間となる場合があること」が上位にあり、保護者が学校に求め

ることが多様化してきていることに多忙や負担を感じている。 

○「悩んでいること」では「保護者との関係」が 22.5％（３位）である。校長、副校長、

29 歳以下の教職員が多くなっている。 

○「多忙や負担を感じるとき」に、一般教職員で「特に指導が必要な児童生徒の対応で､

他の児童生徒との時間や余裕がないとき」が 35.2％、「特別な支援が必要な児童生徒

の対応が増え､対応が分からないとき」が 21.0％となっている。 

○特別な支援を必要とする児童生徒に関わる際によく感じることは、「対応に時間がかか

ること（45.6％）」、「複数いるため手が回らないこと（40.1％）」、「保護者から理解や

協力が得られないこと（37.4％）」、「適切な対応の仕方がわからないこと（36.1％）」

があげられており、特に小学校において高くなっている。 

○29 歳以下の教職員では、勤務日一日当たりの業務時間が 11.90 時間、休日が 3.01 時

間となっている。また、退勤時刻「21 時以降」が 24.2％（平均 13.3％）と長時間勤

務となっている。 

○29 歳以下では、「業務を進める上で悩んでいる」割合が 70.7％（平均 62.8％）と高く

なっている。 

○29 歳以下が悩んでいることとしては、「授業や業務が思うようにできないこと」が特

に高く、経験不足を補う適切な指導・支援が必要である。 
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⑩ 部活動に関する時間的・心理的負担が大きい  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○中学校では 92.3％の教職員が特設クラブ・部活動の顧問を担当している。職位別にみ

ると、主幹教諭・教諭ではほとんどが担当している。 

○中学校において、朝練習に携わる教職員は 31.3％で、特に 29 歳以下では 53.8％であ

る。休日に行っている業務は「部活動」が 65.6％と も多く、休日に「月に８日以上」

出勤している教職員は 22.2％、特に 20 代では 40.5％となっており、若手の教職員の

部活動にかかる時間的負担が大きくなっている。 

○負担だと感じる業務として、中学校では「クラブ・部活動」を 27.5％の人があげてい

る。 

○一般教職員が「特設クラブ・部活動指導で多忙と感じる原因」として、「土日祝日対応

があること」「授業準備や教材研究など他の業務ができないこと」「競技経験や専門知

識等がないのに､指導しなければならないこと」「準備や指導に多くの時間を費やすこ

と」が主な項目となっており、心理的な負担も感じている。 

○中学校の教職員が「部活動指導を多忙」と感じる原因は、「土日祝日対応」60.5％、「他

の業務ができない」42.0％、「経験や知識がない」32.8％が主な項目となっている。 
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第２章 教職員の業務に関する改善の方向性            

 

１．改善の方向性                             

第１章であげた課題を、「教育委員会事務局業務の見直しと学校支援」「教職員の働き方

への意識の見直し」「学校の実態に合った人員配置」「個別の教育施策で対応」という視点

から整理し、考えられる改善の取組例をあげる。 

 

 

学校の教職員の多忙や負担を軽減するためには、教育委員会事務局における業務改善を

率先して進め、適切な学校支援を行っていくことが必要である。 

 

 

 

 学校現場で取り組む項目については、校長がマネジメント力を発揮して、組織として改

善の取組を推進するとともに、働き方に対する意識を変えていくことが求められる。 

 

【取組例】 

○学校閉庁日や定時退庁日等の設定 

○ワーク・ライフ・バランスの推進 

② 教職員の働き方への意識の見直し 

【取組例】 

○教育委員会事務局から学校に対する調査・依頼業務の見直し・削減 

○事務局主催の研修の見直し 

○電話対応時間の設定や留守番電話の設置 

○無線ＬＡＮや校務システム、学校ウェブページ作成支援等、ＩＣＴ環境の整備・充実 

○学校・地域コーディネーターの養成や学校支援ボランティアの活動経費支援等による地

域連携の推進 

○国際交流ラウンジや児童相談所など関係機関との連携による支援の充実 

○ＯＪＴやメンターチームなど経験の浅い教職員に対する支援 

○各校での業務改善の取組の収集と周知 

①教育委員会事務局業務の見直しと学校支援 
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 学校や地域の実態によって抱える課題はそれぞれ異なる。学校の課題に応じた適切な人

員配置について検討することが求められる。 

 

 

 

 多様化する保護者や特別な支援を必要とする児童生徒の対応や部活動、研究・研修体制

のあり方などについては、教職員の多忙や負担という観点だけではなく、目的やあり方等

の総合的な施策の観点から検討を進める必要がある。 

 

【取組例】 

○部活動の週休日の設定や活動日数や時間の制限、外部人材や地域連携の活用など教育

活動として望ましい部活動のあり方の検討 

○教職員のスキルアップにつながる総合的な研究・研修体制の再構築 

○特別な支援を必要とする児童生徒の増加への対応 

○教職員が適切な保護者対応を行えるよう、サポート体制の強化の検討 

④ 個別の教育施策で対応 

【取組例】 

○産休・育休者等の増加に対応する体制整備の検討 

○学校の経営組織体制の充実と学校のマネジメント力の強化 

○ＩＣＴ専門家など知識・技能を持つ人材の学校への派遣 

○副校長と他の教職員と適切な業務分担について検討 

○外部人材や地域連携を促進する取組の推進 

○栄養、養護など少人数業務に関する人員配置の検討 

○会議運営や資料作成等の効率的な事務作業の推進、事務処理や成績処理の時間確保 

○職員室など執務スペースのレイアウトの見直し・改善 

○部活週休日の設定など活動日数や時間の制限 

○学習活動や学校行事における外部人材の活用や地域連携の積極的な推進 

○ＯＪＴの推進やメンターチームの充実等、経験の浅い教職員へのサポート体制支援 

③ 学校の実態に合った人員配置 


