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 ・ 日本の学校・教員は、諸外国よりも広範な役割を担っているが、学校が抱える課題は、より複雑化・困難化

し、学校の役割は拡大せざるを得ない状況 

・ 国の教員勤務実態調査（平成 28年度）の集計（速報値）等でも、10 年前と比較していずれの職種でも勤

務時間が増加しており、看過できない教員の勤務実態（勤務の長時間化）が判明 

・ さらに、平成 30年度から順次移行期間を迎える新学習指導要領の実施に伴い、小学校中・高学年の標準授

業時数は、週１コマ相当増加 

・ 「日本型学校教育」のよさを維持し、新学習指導要領を着実に実施するには、学校や教員が担ってきた業務

に係る役割分担の見直しや効率化を進めることにより、教員の業務負担の軽減が必要 

※ 平成 29 年 12 月 中央教育審議会「新しい時代の教育に向けた維持可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関

する総合的な方策について」（中間まとめ）から抜粋 

 
 

 

区分 項目 内容等 

平成 1９年度 教職員の入校・退校の時刻

の記録を開始 

入校時刻・退校時刻の記録に基づき、教職員の勤務時間の

適正管理に努めるとともに、必要に応じて指導・助言を行っ

ている。 

平成 25年 6月 「学校経営活性化に向けた

取組計画」を策定 

学校経営の活性化に向けた効率的な業務遂行が可能な仕

組みづくりとして、次の 3 つの観点から取組を行った。 

 １ 過密期間・日程の緩和 

 ２ 業務の平準化・簡素化（業務改善） 

 ３ ＩＣＴの活用と標準化 

平成 28年 9月 部活動休養日の設定 生徒・教職員の健康管理のため、各学校の実態に応じて、

週に 1日の休養日を設定した。 

平成 29年 6月 ワーク・ライフ・バランス

の実現に向けた取組 

ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、各学校の実態

に応じた職場環境づくりの取組を提案した。 

例）定時退校日の設定、完全退校時刻の設定 等 

 
 

 

平成 30年 7月実施 学校における働き方改革に係るアンケート調査より（3 園・56校（2,199 人）を対象）  

 ① 勤務時間外の月平均在校時間 

  ・ 全体として勤務時間外の月平均在校時間は長く、特に管理職の長さが顕著である。 

・ 勤務時間外の在校の原因としては、管理職では、「保護者対応」など学校外の対人関係の業務の割合が 

 高く、その他の教員では、「授業準備」など子どもに直接関係する業務の割合が高い。 

〔平成 29 年度の勤務時間外の月平均在校時間の状況〕        〔勤務時間外の在校の原因となっている業務〕 

区分 
全市立の園・校  

区分 
全市立の園・校 

園・校長、教頭等 その他の教員  園・校長、教頭等 その他の教員 

80 時間以上 32人 （29.4%） 151人 （11.7%）  １位 保護者対応（60.6%） 授業準備（73.8%） 

80～40 時間 68人 （62.4%） 735人 （56.9%）  
２位 

調査物・報告書等対応 
地域対応      （59.6%） 

部活動・クラブ活動（45.1%） 
40 時間未満 9人 （ 8.3%） 405人 （31.4%）  

計 109人 （100%） 1,291人 （100%）  ３位 PTA等対応（58.7%） 成績処理（43.8%） 

 

 

② 年次有給休暇の取得日数 

  ・ 管理職の休暇の取得が進んでいない。 

  ・ 年次有給休暇を取得しにくい理由については、管理職では「職責上、取得しづらい」など意識的な問題の

割合が高く、その他の教員では「授業がある」など長期休業期間以外の休暇取得が困難な状況にある。 

〔平成 29 年度の年次有給休暇の取得状況〕           〔年次有給休暇を取得しにくい理由〕 

区分 
全市立の園・校  

区分 
全市立の園・校 

園・校長、教頭等 その他の教員  園・校長、教頭等 その他の教員 

11 日以上 4人 （ 3.7%） 560人 （43.4%）  １位 職責上、取得しづらい（75.2%） 授業がある（74.3%） 

6～10 日 33人 （30.3%） 422人 （32.7%）  ２位 会議・研修等がある（24.8%） 同僚に迷惑がかかりそう（52.6%） 

5 日以下 72人 （66.1%） 309人 （23.9%）  
３位 

有給休暇を取得する必要性が低い
（14.7%） 

会議・研修等がある（44.3%） 

計 109人 （100%） 1,291人 （100%）  

 

 ③ 負担感・多忙感の大きな業務 

・ 負担感・多忙感が大きく最も対応が必要な業務としては、管理職とその他の教員のいずれにおいても、「調

査物・報告書等対応」や「保護者対応」が上位に挙がっている。 

〔負担感・多忙感が大きく「最も対応が必要」な業務〕      

  区分 
全市立の園・校 

園・校長、教頭等 その他の教員 

１位 調査物・報告書等対応（22.0%） 部活動・クラブ活動（16.0%） 

２位 保護者対応（17.4%） 調査物・報告書等対応（12.2%） 

３位 地域対応（10.1%） 保護者対応（ 6.3%） 

 
 

 

 

 (1) プランのねらい 

   学校においてこれまで教職員が担ってきた役割の見直しと業務の効率化を図り、限られた時間の中で児童

生徒に向き合う時間を十分に確保することなどにより、日本型学校教育のよさである児童生徒に対する総合

的な指導を持続的に行うことのできる学校教育体制を構築する。 

また、それらを担う教職員については、メリハリのある働き方を進めることにより、ワーク・ライフ・バ

ランスを実現し、心身ともに健康を保持する。 
 

 (2) 計画期間 

   「2018年度から 2022 年度までの 5年間」をプランの計画期間とする。 

※「広島市教育振興基本計画」の次期計画の策定年度かつプランの中間年度である 2020 年度には、必要に応じてプランの見直しを行う。 

 
 

 
   

   学校の教職員の健康障害リスクを軽減し、メリハリのある働き方を推進する観点から、次の事項に係る目標

を設定する。 

①  長時間勤務の解消 

教職員が疲労や心理的負担を過度に蓄積することがないよう、日々の働き方を見直すことで、勤務時間外 

   の在校時間の短縮を図る。（例えば、年間の月平均の目標として 45時間以下など、ピーク時の目標として連

続した 3 か月平均で 80時間以下など。） 

  ②  休暇取得の促進 

教職員が心身をリフレッシュさせ、より意欲的に教育に取り組めるよう、長期休業期間中を中心に年次有

給休暇取得の促進を図る。（例えば、年間の平均取得日数の目標として 16日以上など。） 

 

「広島市の学校における働き方改革推進プラン（案）」概要 

 

１ 学校における働き方改革の背景 

２ 本市のこれまでの取組 

４ プランの策定 

５ 達成目標 

資料２ 

３ 本市の学校における教職員の状況 

資料２ 

（複数回答） 

（複数回答） 
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 (1) 取組の視点  

   前記５の目標を達成するため、本市におけるこれまでの学校経営の活性化等に係る取組や文部科学省の通

知で示された取組方策などを参考にしながら、次の 3 つの視点から各取組を実施する。 

      １  学校における業務改善      ２  過密期間・日程の緩和      ３  働き方に係る教職員等の意識改革 

  (2) 取組項目 ～学校における働き方改革を推進するための 26の取組項目～ 

１ 学校における業務改善 

 ①  学校や教員が担うべき業務範囲の適正化 

 №1   登下校に関する対応の見直し 

 №2 園内清掃等の実施方法の見直し 

 №3 授業準備などにおけるスクールサポートスタッフの活用 

 №4 スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの活用 

 №5 スクールロイヤーの活用 

 №6 就職指導に係る外部人材の活用 

 №7 学校行事等の見直し 

 №8 放課後児童クラブの運営体制の見直し 

 №9 学校事務職員の役割の明確化・学校運営への参画強化 

 №10 学校納入金の徴収・管理の標準化・効率化 

 ② 教育委員会等から学校に求める業務の縮減 

 №11 調査・報告等の縮減 

 №12 学校を通じたイベント案内等の配布物の見直し 

 №13 研修・会議・説明会等の適正化 

 ③ 業務改善に資する環境整備 

 №14 ICT環境の整備・活用の推進 

 №15 業務の効率化に向けた学校における職場環境改善の促進 

 №16 教育委員会の体制等の見直し 

２ 過密期間・日程の緩和 

 ① 勤務時間管理の徹底 

 №17 定時退校日の実施 

 №18 留守番電話の設置 

 ② 部活動の適切な運営 

 №19 部活動休養日の拡大等 

 №20 部活動対応の見直し（部活動指導員の配置） 

 ③ 休暇取得の促進 

 №21 学校閉庁日の実施 

３ 働き方に係る教職員等の意識改革 

 ① 学校経営との連動 

 №22 学校評価等における働き方改革関連目標の設定 

 №23 人事評価における働き方改革関連目標の設定 

 ② 研修の充実 

 №24 働き方改革に係る管理職マネジメント研修の充実 

 №25 経験年数等に応じた働き方改革に係る研修の充実 

 ③ 保護者・地域と連携した学校運営 

 №26 保護者・地域等と協働した働き方改革の推進 

 

 
 
  (1) 推進方針 

   ・ 教育委員会と学校は、「全ての取組は広島の未来を担う子ども達のために」という共通認識の下、保護 

者や地域住民、関係団体などが連携・協力しながら進めることを基本とする。 

   ・ 計画期間の中間年度となる 2020年度には、学校へのアンケート調査を実施し、プランの中間評価を行

う。その結果を踏まえて、必要に応じてプランの見直しを行う。 

 

  (2)  推進に向けた役割 

   ① 教育委員会の役割  

    ・ これまでの「学校経営改善委員会」に替えて、教育次長をトップに、教育委員会の部課長と園長会・

校長会・事務長会等の学校関係者の代表などから構成する「働き方改革推進プロジェクトチーム（仮称）」

を設置し、PDCAサイクルの下、進捗状況の把握や効果検証等を十分に行いながら、取組の着実な推進

を図る。 

 

② 学校の役割 

    ・ 働き方改革に関する視点を学校の重点目標や経営方針などに盛り込み、校長がより一層リーダーシッ

プを発揮することで、学校を挙げて教職員の意識改革や業務改善などに取り組む。 

 

③ 地域、PTA、子ども会の役割 

・ 地域における教育を持続的に進めていく上で、教員の働き方改革が不可欠であるという本プランの趣

旨を御理解いただき、保護者や地域住民、ＰＴＡや子ども会などの関係団体の皆さんが、一番身近な学

校の応援団として、教育委員会や学校と一体となって取組を進めていただくようお願いする。 

６ 働き方改革の取組事項 ７ 推進に当たっての基本的な考え方 


