
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教職員の業務に関する実態と意識の調査 

グループインタビュー結果要旨 
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１．調査概要 

（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 
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２．調査結果 
（１）教職員の体制について 

①教職員体制の実情について 

・教職員体制のうち、３分の１以上が経験 10 年未満であり、それだけ組織に経験値がない。

これまで当たり前にやってきたことが機能していない。きちんと若手にノウハウを伝授

していく必要性を感じている。 

・現在の中堅層の採用数が少なかったため中堅層が手薄である。彼らは家庭もあり、親の

介護も出てくるような年代なので、苦しんでいる。 

・負担が大きい先生とそうでない先生の差が大きい。 

・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。また、児童支援専任教諭の方は学校外へ出かけることも多く学校にいな

いため、チームとして成り立ちにくい。 

・担任でない教員が非常に少ない。 

・教員だけでは対応しきれないので、事務職員や非常勤講師、ボランティアの方の協力を

得ている。特に非常勤の方に支えてもらっているが、待遇がよくない。非常勤講師にき

ちんと見合った賃金を払い、１年未満の契約を改めるなど、健全な形でサポートしても

らいたい。 

・メンタルヘルス関係で休職された方への支援や復職に向けた支援はだいぶよくなったが、

現場では休職で抜けた方の負担を負っている。残された職場にも支援をしてもらいたい。 

・小学校の高学年では、一部教科担任制を進める際に、スケジュールがなるべくスムーズ

になるように工夫している。 

・授業を受け持つクラス数が増えてもよいが、１つの学年の担当がよい。学年が分かれる

と、成績の話し合い、授業の評価の観点の調整が必要になり、そのあたりを生徒も気に

している。 

 

②小規模校の体制について 

・学年に担任教員が１人しかいないため、各自のプレッシャーは大きいだろう。児童支援

専任教諭が配置されたため、フリーな立場が１人しかおらず、育児による短時間勤務の

方もいるので支援が難しい。１人でも非常勤でもよいので補充して頂きたい。 

・人が少ないので、１人が何役も担っている。教材研究をしたくても日々の雑多な業務に

追われている。若手は誰かに相談をしたくても周りも多忙なので難しい状況にある。 

・前の学校では考えられなかったが、主任を２つ任されて、Ａ教科研、Ｂ領域研どちらも

必ず行くようになっている。１人でこなすのは難しいため、輪番制でできればよい。力

があって自分の意志で動いているのであれば、率先して対応したいと思うが、若いと学

校事情で組み込まれていることが多く、年齢が低い分、やらざるをえない、やって当た

り前という状況になる。経験にはなるが、負担感が大きい。 

・小規模校なので、主幹教諭の仕事量が２～３倍になっている。 

・１学年２クラスの学校だが、学年主任が担任も兼務し、教務主任が進路主任も兼務して

いるような状況である。小規模校であっても仕事量は変わらない。 

・小規模校は学級を弾力的に編成できるとよい。例えば、35 人学級を６年生まで実施して
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もよいなど、学校の事情に応じて学級の人数を選択できるとよい。 

 

③小学校における教科担任制について 

・高学年の一部の教科を教科担任制にした場合、授業を交換した際に教材研究の教科が減

るので、気持ちが楽になるだろう。また、他のクラスの様子もみることができる。 

・教科担任制は教員のキャリアステージを考えたときに、他校に異動した際に、担当しな

かった教科が弱みになる可能性がある。 

・特定の教科の専門性は練られていくが、その他の教科の感覚が錆びてしまう。教科は毎

年違うものをやるか、複数の学年をみるなどの工夫は必要だろう。 

 

④特別支援学校の体制について 

・一般校と違うのはチームで動くということである。少ないクラスで４名体制、多いとこ

ろであれば８名体制で動く。チームにはリーダーがいるので、チームをまとめる苦労は

ある。授業をするにはチームでの打合せが必要になる。そのため、打合せの時間は非常

に長い。 

・チームが機能していればよいが、チームがまとまらない時にフォローは必要になる。そ

れが多忙感に繋がっている。 

・特別支援学校の教員は一般の小中学校と比べて人数が多い。人数が多いので業務分掌を

細分化すれば、バランスよく分散できるはずだが、ある特定の教員に仕事が集中しがち

である。 

 

⑤組織改善について 

・教員の仕事は生徒をみることであるが、その時間が取れない。組織の中に総務部門を確

立し、教員がやらなくてもよいことを切り分けて対応してくれないと教員の負担は減ら

ないだろう。 

 

⑥サポート人材について 

○ＩＣＴ関連 

・現状では、情報担当の教員が調べながら各種対応しているが、情報管理の専門の方が週

１回でも学校に来てくれると画期的にパソコンの活用の仕方が変わるだろう。現状の内

部の詳しい人での対応には限界がある。学校教育事務所に専門の方がいて、対応してく

れるとよい。 

・ＩＣＴ専門の方が１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。 

 

○教科関連 

・理科支援員が入ったことで、実験の準備をしてもらうことができて助かっている。 

・学校司書が入ったことで、図書関係を教員が管理することがなくなった。 
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○安全安心関連 

・安全面のサポートに関しては教員免許がなくてもよいかもしれない。遠足の際に担任１

人だと十分ではないので、２名くらいの保護者にお願いできるとよいかもしれない。 

・保護者の方が見守りに協力してもらえるとありがたい。 

 

○各種支援 

・サポートする方は基本的に子どもと触れあうので、教員免許を持っている方がよい。担

任の成績処理や印刷物関係のサポートをしてくれる方がいるとよい。 

・教育支援者を色々な形で受け入れている。日常の学習活動の中では家庭科で教育ボラン

ティアをお願いしたり、行き帰りの登下校のサポート、部活動の指導等で協力して頂い

たりしている。これらの協力を得ることで、より手厚い組織になることは間違いない。

多くの目で子どもをみていくことができ、担当の教員にとっても心強い。気持ちの面で

の負担軽減にはなるかもしれない。 

・教職員ではなくても教育に携わってくれる方はいるが、常駐しているわけでも、席があ

るわけでもないので、少し距離を感じる。コミュニケーションを取りたいと思うが、ど

のように接してよいかわからない。 

・学習支援を専任で行う人が１人いると効果が期待できる。 

○保護者・地域の協力 

・学校の運営について、保護者や地域の方の力を借りられる可能性もあるが、教職員は何

かあった時に自分に責任があるということになるのであれば、自分でやった方がよいと

思ってしまうだろう。 

・地域の方にサポートしてもらう場合、生徒のプライバシーが関係することも多いので、

何でもお願いできるわけではない。学校サポーターのような研修を受けて頂いたうえで

サポートして頂けるとよいかもしれない。 

 

（２）教職員の勤務実態について 

①教職員の勤務の実情について 

○１日の実態 

・6:30～18:00 まで職員室の席に座ることはない。トイレに行く時間もない。当然、休憩は

ない。 

・朝練習があるので 6:30 に登校し、7:00～8:00 で朝練習を行う。その後、8:25 から朝の

打合せがあり、１日の授業が始まる。6時限まであると 15:00 までで、生徒を帰した後に

16:45 まで部活動を行う。職員室に戻るのは 17:00 頃である。そこから教科の準備をし、

事務作業を始め、その状況次第で帰る時間は変わってくる。17:00 からは期限が迫ってい

るものから対応していく。 

・教員の仕事は部活動が終わり、生徒が下校してから始まる。冬場は 17:00 完全下校でゆ

とりがあるが、夏場は 18:15 完全下校なので、疲れ具合が異なる。冬場は一息入れてか

ら仕事に取りかかるが、遅いときは 22:00 終了になってしまう。 

・子どもが学校にいる間はなるべく子どもと向き合っている。そうすると自分の業務は
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18:30 から取りかかることになる。 

・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。 

・ノー残業デイはおそらくあったところで誰も守らないだろう。早く帰ってよいと言われ

ても、やることは残っているので、結局、残業することになるだろう。早く帰ることは

意識するかもしれないが、結局、仕事量は変わらず、次の日に朝早く来る必要があるの

で、足かせになるかもしれない。 

・中学校では１～６時限まですべての授業が詰まっているわけではないが、３年生の担任

になると生徒指導やフロアの巡回等を行う必要があるので、空き時間はない。 

・保護者宅を訪問することもあるが、保護者の仕事が終わってからでないと連絡が取れな

いので、遅い時間になってしまう。 

・学年主任が残っている時や、他の学年が慌ただしくしていると、自分の仕事が終わって

いても先に帰ってもよいのか考えてしまう。 

・体力的には疲れるが、仕事自体は楽しいと思えている。土日に休めていないので、日々

疲れが溜まっている。 

・休憩を取る時間と場所がない。 

・16:00 から休憩を取ることになっているが、休憩を取っていると仕事にならない。 

 

○休日の実態 

・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。 

・本校では土曜日は特別クラブに常時出る必要があるので、担当者に負担があるのは事実

である。 

・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。 

・休日に学校にいる方はほとんど決まっている。家庭のある方は休日にはいない。どのよ

うに効率的な仕事の仕方をしているのか知りたい。 

・夏季休業中は、中学校の先生はゆとりがある。夏になれば部活動だけが中心になるので、

今までできなかったことにまとめて取り組む時間はある。４～６月は新しいメンバーで

気も張っているし、宿泊行事、テスト、体育祭等が重なり多忙である。 

 

○特別支援学校の教職員 

・各教員は子どもが帰った後に授業での子どもの様子を記録し、それらは年末に振り返っ

て保護者に報告している。一人ひとり障害が異なり、教材も異なるので、記録する時間

が長いという特徴はある。簡単にまとめてはどうかと声をかけることもあるが、勤務時

間を過ぎても一生懸命に記録している。 

 

○家庭との両立 

・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。 
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・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。 

・自分の子どもの迎えがあるので、18:00 には一度学校を出るが、祖母に子どもを預けても

う一度学校に戻ってきている。休日は子どもの対応があり仕事ができないので、その分、

配偶者が平日休みの場合は 21:00～22:00 まで学校に残って対応している。持ち出せない

書類も多くなったが、許可の出る物は持ち帰り、自宅で家族が朝起きる前に対応してい

る。 

 

○休暇 

・授業時数が増加し、長期休業の期間が短くなっているため、長期休業の間の年次休暇が

取りにくくなっている。 

 

②校長について 

・教員には、週案を毎週出してもらい、それに対して校長が個別にコメントしている。み

えにくいことであるが非常に大事なことである。 

・地域の行事の中には、学校を使って開催していることがある。ただ、場所を貸すだけと

いうわけにはいかないので、管理職が出席している。 

 

③副校長について 

・副校長はとにかく守備範囲が広い。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）。 

・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。 

・休日出勤をしたとしても振替休日が取れるわけではない。副校長は病気による休職も多

い。これだけ多忙であるとそうなってしまうだろう。 

・副校長は正規教員に対して、一人ひとりと面談をし、ＭＢＯや自己観察書を作らなけれ

ばならないので、非常に時間がかかる。ただ、大事なことなので疎かにはできない。 

・組織的には教務主任、主幹教諭がいるため、指導的立場にいるものに業務を振り分ける

ことで、副校長の業務を少し緩和できるかもしれない。ただ、その結果、教務主任が今

度は忙しくなるかもしれない。 

・副校長のサポートとして、教務主任がつくことは、その教務主任がキャリアの中で副校

長になりたいと考えているのであれば、心構えもできるのでよいかもしれない。ただ、

実際には学年に担任を持てない教員もいるため、ベストな体制を考えると、教務主任に

も担任を持ってもらっているのが現実であり、それ以上の負担をかけることは難しいだ

ろう。 

・職員室に誰か１人アルバイトがいてくれて、電話をとってくれたり、簡単な印刷等の雑

務の支援をしてもらえたりすると非常に助かる。副校長の本来の仕事として教員の指導
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があり、自己観察書を書くにあたって、授業を見に行かなければならないが、電話対応

等の雑多なことに負われて、本末転倒な状態になっている。 

・常にアルバイトを雇用することが難しければ、繁忙期のみでも構わない。学校で個別に

雇うお金はない。守秘義務等の対応もクリアできればかなり楽になるだろう。人材とし

てはＯＢ人材の活用も考えられる。 

・管理職の人事はもう少し早めに決まれば年度末の引継ぎを、余裕をもって対応できる。

現状のスケジュールでは、３月末に膨大な情報を充分に引き継げない。 

・地域との関係性を考えると、管理職はある程度の期間在任できる方がよい。 

・若手に抱え込まずに困っている様子を外に出してもらうために、さりげなく会話をはじ

め、アドバイスをするようなことをしている。若手教員に対しては、副校長が担任と児

童のような関係を築いている。 

・事務職員や技術員といった少人数職場の方と仕事を一緒にすることもよくある。一緒に

している仕事の内容を全体の会議の際に共有するようなことを心がけている。 

・保護者や地域対応等は完全に仕事なので対応する。それ以外の調査関係や研修体制等は

見直しをして頂きたい。 

・平日に学校外へ出かけることも非常に多い。本校のアクセスがあまりよくないので、外

出先までの移動が大変である。よほど出席しなければならないもの以外は、テレビ会議

システムがあるとよい。 

・部活動は出席することで、金額は少ないが特別勤務手当が保障されている。副校長の休

日の地域対応に手当はない。振替休日は平日には当然取れないし、長期休暇でもなかな

か取れない。 

・他の教員が振替休日を取得できていない状況で、環境が整ったとしても副校長だけが率

先して振替休日をなかなか取得することはできない。 

・学校の施設管理を民間に委託しているところがあるが、その場合は土日に副校長が行か

なくてもよい。ただし、おそらく予算の関係で全校での実施は難しいのだろう。 

・特別支援学校で小中高があるのであれば、副校長は３人配置して頂けると有り難い。知

的障害と肢体不自由の部門があれば、対応する課題も異なるので、やはり副校長が複数

いて頂けると有り難い。 

・小学校の時は副校長の調査対応が多いと思っていたが、特別支援学校では事務の方でほ

とんどの対応をしてくれるため、小学校の時よりも調査の負担が少ない。 

 

④養護教諭について 

・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。 

・大規模校なので２人で相談しながら対応できているが、１人の場合は自分のやっている

ことが正しいことかどうかもわからず、プレッシャーを感じるだろう。 

・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
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て対応できないこともあるので支援をしてほしい。 

・区内で養護教諭の研究会もあるが、27 校で 30 名近くが集まる場なので、話せる機会が少

ない。５～６校くらいの集まりであれば日常的なことも相談できる。 

・教育委員会事務局や文部科学省など調査対応が多く、同じような調査が何種類も届くた

め重複感がある。 

・特別支援学校では、一般校と違って、子どもが保健室に来ることはあまりない。すべて

教員から電話があるので、直接様子を見に行く。自分の都合ではないところで時間が流

れて行く。そこに、通常の保健業務もあるため、養護教諭は２人だがフル稼働で情報共

有を行っている。 

 

⑤事務職員について 

・午後から教員が研究会に行き、２時間単位で職員室に留守番（電話・門の来校者の対応）

をお願いされることがある。基本的に事務室で行う仕事が多いので、職員室でできる違

う仕事を探してやるのは本来予定していた仕事が止まってしまうので負担になる。 

・給食管理システムの導入は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（転出転入データの入力、督促状、納付書等）、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。特に３～５月は非常に忙しい中での対応なの

で負担である。システムの導入により、対応がすべて現場に降りてきている。督促状の

対応等は市で一括して対応してもよいのではないか。 

・就学援助関係で保護者とのやりとりがある際には気を使っている。保護者も遅くまで働

いているので、遅い時間まで待ち、お手紙を出すこともあるが、なかなかコミュニケー

ションが取れないことがある。 

・教員に確認することは直接、確認できるとよいのだが、席にほとんどいないので確認で

きない。教員が席にいる環境ができれば事務連絡も確実なので助かる。 

・教員が生徒と関わっているところを邪魔してはいけないと思っているが、待っていても

仕事は流れないので、積極的に教室に出向いたり、見かけたらすぐに声をかけたりとい

うことはふだんから心がけている。 

・特別支援学校には一般の小中学校にはない仕事がある。スクールバスの事務、就学奨励

費という援助制度の対応等は小中学校にないもので、お金を扱うので注意も必要である。

国のお金が入っているため、調査報告の回数も多く、内容も厳しいので負担感はある。

１年間かけて少しずつ対応していかなければならないので、計画的な対応が必要である。 

・中学校勤務の時には１人で黙々と対応している感じだったが、特別支援学校はチームで

動くので、事務もチームの中の１人という感覚がある。 

 

⑥各種専任について 

○児童支援専任教諭 

・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１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。 

・児童支援専任教諭に頼ってばかりではよくないが、相談できる方がいるという安心感が
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ある。自分の学年とは別に相談できる方がいるのは助かる。 

・担任が主導で問題に対応していき、専任に適宜、相談をするのだが、立ち位置が違うこ

とや、子どもの詳細を知らないことで、自分と感覚のずれがあると感じることもある。

このような時にはどうしたらよいか考える時はある。ただ、責任を分担できることによ

る安心感はある。 

・子どもが家出をしたとなると、対応時間は夜までになる。ただ、個人で対応しているわ

けではなく、事案が起きたときには教務主任と連携をとって、チームで対応している。 

・児童支援専任教諭は学校にいて対応する事が大事なのに、とにかく学校外へ出かけるこ

とが多い。各種組織との打合せや研修等があり学校にいられない状況である。それぞれ

を一本化する等して、学校にいられる状況を作ってほしい。 

・専任ではあるが専任がすべてを解決してはいけない。あくまで信頼関係を作るのは担任

自身であるので、どのようにしてチーム体制を構築していくかがポイントである。専任

がいるだけで、嫌な仕事をすべて押しつけられるとか、他の先生の多忙が明らかに解消

するということではなく、１人で抱え込まないでよいのでストレスが解消するといった

位置付けのものである。 

 

○特別支援教育コーディネーター 

・地域との連携を重要視する役割であり、連携先の事情に合わせるため、会議や打合せは

17:00 以降に設定されることも多く、土日対応も多い。振替休日は何とか取らせてもらっ

ている。他の教員のように日中学校にいて忙しいという状況とは異なる。 

 

⑦負担になっている業務について 

・職員室の電話番として１人（教員である必要性はない）を置いて頂ければ多忙感の５割

は解消する。職員室に誰もいなければ、居合わせた教員が職員室にいるしかなくなる。

電話番がいれば、その分、若手教員のフォローもできる。６時限の授業が終わるまでの

間でも構わない。 

・私立学校であれば電話はすべて事務室で取ってもらえる。欠席連絡も事務室で取りまと

めて報告してくれる。国立附属校も 17 時以降は電話がかからないようになっている。公

立学校では難しいのかもしれないが、毎日電話とインターホンが鳴りっぱなしである。

また、誰が対応するかということも明確には決まっていない。 

・事務処理や統計処理、調査依頼があればアンケート回答も現場に下りてくる。徴収金や

会計関係の対応、学籍業務は転出入がある度に、教科書の手配は生徒がなくす度に対応

している。スポーツ保険は生徒が怪我をする度に申請の管理をしなければならない。銀

行にお金を下ろしに行くのも勤務時間中に対応している。 

・夏休みのプールの管理や 100 台規模のパソコン管理、金銭管理、学力状況調査の事務作

業等、業者が行ってもよいようなことを教員が対応しているため多忙になっている。 

・集金関係は業者に一括対応してもらいたい。 

・給食指導は大変である。ただし、一緒に食事を取ることで子どもと心を通わせたり、問

題の予兆をみる場になったりするので、人に任せることはできないだろう。 

・横浜市の教育政策を何とかしてほしい。キャリア教育、食育、小中一貫、トイレ清掃、
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人権など。短期間で成果を出せ、独自性を出せと言われてもたまらない。関連する調査

も多い。子どもたちの前に立つことが教員の仕事であるが、それが阻害されている。 

 

（３）学校経営について 

①会議・打合せについて 

○会議 

・どこの学校でも行っている会議は概ね共通だろう。数としては少なくはないだろうが、

必ず行わなければならない会議もあり、無理矢理会議を行っているわけではない。 

・会議の運営については、話し合う内容を事前に伝えたり、伝達事項は紙で伝えたり、工

夫はしている。ただ、子どもや保護者の話になると時間を区切ろうとしてもなかなか決

められない。時間で区切っても次に集まる機会もないので難しい。 

・昔と比べて会議の数は増えた。昔は午後に何もない日が出張日以外にもあったが、今で

は午後に何もない日はない。そのため、自分の仕事が捗らない。 

・会議の数自体は減ってきているが、“会議は多い”と感じてしまう。その理由はなぜだか

自分でもよくわからない。 

・授業時数を６校時まで設定していると授業が終わるのは 15 時過ぎなので、会議を開催で

きる時間は限られている。ただ、必要な会議だから残っているのであって、結果として、

平日の放課後で教職員がフリーな日はない。会議時間は所定時間に納めるようにしてい

るが、時にヒートアップして伸びることもある。この積み重ねが多忙の一因になってい

るだろう。 

・職員会議を毎月開催しているが、その１週間前に管理職、教務主任、学年主任、養護教

諭等による企画会議を開催している。企画会議の結果を事前に各学年に伝えることにな

っているが、あまり会議が精選されている気がしておらず、結局、職員会議で同じよう

な話をしている。もう少し職員会議のあり方は工夫していく余地があるだろう。昔なが

らのみんなで議論するという文化が残っているので、そのあたりは変えてもよいかもし

れない。 

・校務分掌に対応した会議が事前に設定されているが、それがゆえにわざわざ事案を作っ

ているのではないかと感じることがある。事案がなければ開催しなくてもよい時もある

のではないか。 

・会議を仕事だと捉えている教員は少ないかもしれない。コミュニケーションの場と言わ

れると、それは別の時にやってくれればよいと感じる。 

・人が少ないので、会議の回数が少なくても出席する人がほぼ同じになっている。その結

果、生徒に向き合う時間が充分に取れていない。 

・３年くらい前からは職員会議中に定時を過ぎると、延長してもよいか確認を取ったり、

時間外の記録を取るように指示があったりしている。 

・特別支援学校では、14:30～15:00 には必ず子どもたちは帰宅するので、会議によって帰

宅が遅くなることはない。子どもたちが帰宅後、45 分間の休憩を挟んでから会議を行う

ので、だいたい 17:00 には会議は終わっている。 
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○学年研究会 

・学年研究会は若手の人材育成的な役割もあり、非常に大事である。おろそかにすると人

が育たないので大事にしている。 

・学年研究会で学年の教員同士が語り合うこと自体が子どもに向き合うことであるが、こ

この時間が充分に確保できていないことが悩みである。若い教員が増えているので、学

ぶ根本的なことが学年研究にある。 

 

②安全管理について 

・安全安心関係の対応は増えることはあっても減ることはない。 

・施設管理は安全が 優先であり、現場でできるだけ対応もしているが、建築的な細かい

知識はないため、充分に対応できていないこともある。現場で応急処置できるようなも

のではない時も、手順として仕様書を作成し、見積もりを取ってから対応することにな

り、早急な対応ができない。学校教育事務所に施設管理に関して専門で対応してくれる

方がいるとよい。 

 

③情報管理について 

・少しずつ改良が加えられてはいるが、校務システムをもう少し使いやすくしてほしい。

特に転出入の管理は大きなトラブルになるにも関わらず、作業が繁雑である。中には教

員が対応しなくてもよいのではないかと感じるものもある。 

・ＬＡＮの構築を自分たちでやっているが、ＩＣＴ関係の現場対応はそろそろ限界ではな

いか。 

・出勤管理については企業のようにＩＣタグをかざせばよいようにしてほしい。 

・物品管理がいまだに紙ベースの帳簿である。古いものは解読できないものもある。バー

コードによる管理にできないか。 

 

④時間管理について 

・採点の時間を確保するために中間試験も期末試験も３日間で実施している。特に中間は

通常２日間で実施することが多いので、ゆとりがでてきている。午後の３時間がなくな

るので、授業時数を生み出すのは大変だが、１、２年生は何とかなる。３年生は卒業式

が早く、入試もあるので大変である。 

・今年度は３日間の閉庁日を実施した。来年度は１週間にしたいと考えている。今年度は

部活動も休みにし、学校にもいないように伝えた。 

・今年度の夏から閉庁を一部実施している。試験問題を作るために学校に残っていても電

話が鳴れば取らなければならない。重大な事案は別ラインで対応する等の対応は必要だ

が、閉庁日の実施を制度として確立してもらえると有り難い。 

・電話をある時間以降は切ることができればよいが、保護者が仕事の関係で夜しか電話が

繋がらないケースも多いので切ることは難しいだろう。 

 

⑤成績評価について 

・保護者から成績を夏休み前にきちんと伝えてほしいという要望が多く、本校では三学期
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制に戻した。 

・三学期制に戻すと一学期毎に所見を入れる必要がある。今は評価を間違えてしまうと大

変なことになってしまう。相対評価から絶対評価に変わり、事務量が増え、より正確さ

を求められるのでプレッシャーが大きい。 

 

⑥情報発信について 

・ホームページの管理は外部に委託できると、目にみえて負担削減の効果が出るだろう。 

・外部にホームページの管理を任せた場合、学校の思いを汲み取って対応してもらえれば、

それは有効だろう。実際に更新は大変である。定期的な情報発信が確実にできると学校

としても有り難い。 

・ホームページの更新には担当者がいるが、ホームページの制作は専門学校の学生にお願

いをして協力をしてもらっている。学生は勉強のために協力してくれた。 

・学校の掲示板、ホームページをみて楽しそうだ、ということで地域の方が本校に来てく

れている。 

・学校の中だけで対応しようとすると、その業務が得意な教員がいるとは限らない。外部

の力を活用するために、企業等とも繋がっていく必要がある。そのためには、意識をし

て情報発信を行い、繋がりを密にしていく努力が必要である。 

 

⑦ＩＣＴ活用について 

・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対応できれば、負担軽減されるだろうか。 

・１人１台パソコンが支給されているが、特に年配の教員はどのように活用してよいか悩

まれている。電子黒板等の 新のＩＣＴ機器も導入されているが、１人が研修に参加し

ているくらいで使用されておらず、宝の持ち腐れとなっている。各校で研修会を実施す

るくらいでなければ活用されないだろう。 

・内部でパソコン操作（エクセルや動画編集等）の勉強会を開催している。講師は詳しい

教員が担当している。 

・パソコンが１人１台あるが、夜まで開くことはない。例え、iPad が１人１台導入された

としても状況は変わらないだろう。 

 

⑧職場環境について 

・教員の執務スペースが極端に狭いと思う。事務仕事だけではなく、評価のための提出物

作成があるが、作業するスペースがない。一時的なロッカーもあるが、スペースを作り

出すことができていない。 

・教職員がいつも密集した中で過ごしており、オープンスペースのような場所はない。 

 

⑨業務改善について 

・学校運営の好事例を紹介してもらえる機会があれば、本校の運営に反映させていきたい。

校長会で情報収集を行っていることも多いので、校長会で情報提供できると効果的だろう。 
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（４）授業研究・研修について 

①研修について 

・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。 

・研修に行くには誰かに代わりに授業に入ってもらうことになるので、結局、なかなか出

られない。よい授業であれば日曜日であってもみたい。 

・土日に魅力的な研修があったとしても、部活動で疲れているので、行く時間があったら

休みたいというのが本音かもしれない。 

・初任者研修の際には指導主事の方に直接授業を見てもらいアドバイスを頂いたがとても

ためになった。なかなか外に出られないため、来て頂いてアドバイスを頂けると現状を

改善するには有効だろう。 

・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。また、研修に行くだけでは意味がなく、その内容を学校に共有させなければな

らない。外の情報を得ていかないと成長しない。 

・管理職から外に勉強に行ったらよいと言われるが余裕がない。大規模校は教科の代わり

の方もいるのでもう少し余裕があるだろうが、小規模校には代わりがいない。 

・本来は映像教材ではなく、実際に授業に出向き、教室全体の掲示物等も見て、学級経営

を学べるのが理想である。 

・研修体系が変わることも負担である。よこはま学校経営塾は以前は任意の参加であった

が、今年度から２年目の副校長は全員参加となった。これらを含めて年 10 回は研修関連

で丸一日空ける必要がある。丸一日学校を空けると、翌日に溜まったメールを読むだけ

でも３時間はかかる。欠席するとビデオ教材でのレポート対応が必要になる。校内でビ

デオ教材をみる時間はない。内容が同じようなものやいきなり全員参加になったりする

ので、年間を通して体系的に研修内容を示してほしい。 

・キャリアステージに応じた研修体系が整備されていないことは課題である。 

・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。 

 

②研究教材等について 

・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。 

・ハマ・アップに行けば資料があることはわかっているが、出向く時間がない。何か必要

になった時に YYNET から指導案を見ている。 

・教育図書は自費で購入しているが非常に高い。ハマ・アップで貸出も行っているが、も

っと長期間借りられるとよい。 

③研究会について 

・教科の研究会があるが衰退してしまっている。経験者が退職してしまい、ノウハウが伝
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承できていない。活性化させるにはリーダーが必要であり、研究会のリーダーは各校で

もリーダーになるが、校長が外に出すことを勧めていない場合もある。 

 

（５）学校行事について 

・学校行事をどのように縮小していくかは課題である。宿泊行事や文化祭等の大がかりな

行事をスマートになるようにしている。そうしなければ、教員は常に行事対応に追われ、

気分転換できない。 

 

（６）部活動について 

○部活動の負担・課題 

・大変ではあるが、中学校において部活動に教員が携わる教育的意味合いは大きいと考え

ている。そのため、部活動以外の業務での負担軽減になるような工夫をしてもらいたい。 

・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。 

・結果を求めるのであれば練習をやるしかない。子どもたちも意欲がある。そうすると自

分は休むことができないので葛藤はある。 

・部活動の顧問は２～３人の複数体制であるが、順番に出席すればよいというわけにはい

かない。そこで順番に対応してしまうと生徒も誰についていってよいかわからなくなる。 

・自分の専門ではなく、経験のない部活の顧問は精神的なプレッシャーがあるだろう。 

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

・部活動があると、部活動の子どもの保護者との保護者対応も発生する。 

・学校の事情で経験のない顧問をさせられることもある。これらのことが保護者や一般の

方にはアナウンスされていない。せめて状況を理解してもらいたい。 

・保護者から隣の学校はもっとやっている、うちの部活動は強くならないといったことを

言われるが、部活動とはこういう位置付けのものだということをアナウンスして頂きた

い。学校自身からアナウンスできないので、学校自身が言いにくいことこそ外部からア

ナウンスして頂きたい。 

・職員会議の日には部活動は休みになっている。月２回は早めに完全下校となっている。

17:00 にはすべてが終わるので教員としては気が楽ではあるが、部活動がないと子どもた

ちはストレスが溜まるだろう。 

 

○外部人材の活用 

・指導に関しては外部から専門的な知識を持った方がくると生徒には刺激になるだろう。 

・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。 

・生徒が一生懸命どこまで取り組めるか、それを顧問の側が要求している部分もあり、自

分だけが楽も出来ない。たとえ、地域の方やプロの方に指導を任せたとしても、教育者

として、顧問も立ち会わなければならないだろう。 

・地域の外部指導者を活用したとしても、生徒の普段の生活の様子はわからないので、結

局、教員が顧問として入っていかないと難しいだろう。 
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・区の専門委員も務めることになったが、試合の際は朝 7 時集合で、19 時解散となり、１

日何もできない状況である。試合等は外部に運営してもらえると参加するだけでよいの

で、非常に楽である。 

 

○制限等の導入 

・部活動の時間を市内で一律17:00までと指定してもらえるとよい。夏場は下校時間が18:00

になるので、それ以降に他の業務をすることになる。 

・全市的にこの日は部活動をなしにするとか決めて頂きたい。 

・部活動を土日に実施しないと全市的になったとしても、結局、強い部活動は外の施設を

借りて練習するだろう。 

・横浜市だけが部活動の制約を設けたとすると、おそらく大会運営に迷惑がかかるだろう。

全国的に同じように取り組まなければ、自治体レベルだけでの取り組みでは厳しいので

はないか。 

 

（７）保護者・地域対応について 

①保護者対応について 

・保護者対応は増えている。成績、進路、学習面での相談が多い。 近の保護者は自分で

よく調べて情報を持っており、５教科の先生から個別に説明を聞きたいという方もいる。 

・成績の付け方も保護者の世代と変わってきており、問い合わせてくる方も多い。 

・なぜ、茶髪やピアスは駄目なのかと聞いてくる保護者もいる。 

・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。 

・基本的にはすべて管理職に報告してもらっている。組織として段階的な対応が大事なの

で、いきなり管理職が対応してはいない。他校では管理職が率先して対応しているとい

うことも聞くが、本校ではまずは学級のことは担任、その次に学年担任が対応している。

また、児童支援専任もいるので、組織的に動きつつ、情報は常に管理職にも共有しても

らい、より適切な対応をしている。情報がないまま、感情的になった方が管理職も知っ

ているだろうといきなり言われると困るので、どんな時でも情報を共有しておくことは

大事である。 

・未然防止の考え方が大事である。副校長とも色々なケースの話をして、先行きを見据え

て、問題がこじれないような指導をしている。初期の段階で丁寧な対応を心がけている。 

・特別クラブもあるので土日も学校が開いていることが多い。そうすると、保護者が来校

することや、電話をかけてくることもある。土日に受けてしまうと１人で対応できない

ことも多いので、基本的に土日には対応しないようにしている。 

 

②地域対応について 

・地域行事等の対応は教員のローテーションで対応している。 

・土日に地域行事がある場合は行かなければおかしいだろうかと感じてしまう。時間外や

仕事なのかということよりも、“人として”ということを問われながら対応している。 

・地域との関係を安定したものにするためにはある程度の期間が必要である。 
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・登下校の子どもの歩き方が悪い、態度が悪いということになると、地域の方から学校は

どのような教育をしているのかと指摘がある。地域全体で指導するといった共通認識は

持てないだろうか。 

・特別支援学校の子どもたちは様々なところから通っているので、地域との関わりはほと

んどない。管理職としては地域との繋がりを作っていく必要がある。 

 

③小中連携について 

・小中連携では、小学校に中学校の先生が授業に出向いている。とても大変そうである。

小学校の先生が中学で何かをするということはない。コンクール等にも小学校側を中学

校に招待することになる。小学校は積極的に連携したいようだが、中学校側はそうでも

ない。余裕がないというのが実態である。 

・小中連携による小学校での授業を中学校のテスト期間中に実施することが多いが、そこ

に時間を使ってしまうと結局、採点の時間が確保できずに負担になってしまう。 

 

（８）調査・報告等について 

・調査関係がＹＣＡＮを通じて送られてくるが、窓口は副校長と事務職員で、送られてき

たものをまずは読み取り、提出するのか、調査が必要なのかを判断し対応していく。そ

の業務量は非常に多い。発信する側は１ヶ所だが、受け取る側はいくつかの場所から受

け取っている。もう少し発信する情報を整理してもらいたい。電子媒体になり簡素化し

たように思われるが、押印するのに印刷する必要があり、結局、時間は変わらない。む

しろ印刷の分、負担があるかもしれない。 

・調査関係がとにかく多い。便宜上のものだろうと感じるもの、締切が３日しかないもの、

他課の似たような内容のもの等がある。教育委員会の方でもう少し精査してもらえると

よい。発信する方は発信するだけで、受ける側にどれだけの情報が届いているのか実感

がないのだろう。また、誤記載等のミスも多い。 

・調査関係の転出入のデータ等は共有化して管理し、クラウド等で管理すればかなり簡略

化されるのではないか。 

 

（９）その他 

・子どものため、教育的な配慮という言葉により、守備範囲が押し広げられている。制度

として、学校の守備範囲はここまでであるということを示して頂けると有り難い。 

 

 

 

 


