
平成 30 年２月 22 日  
 第３回学校支援拡大会議資料  

    府中町教育委員会学校支援室  

 

１．平成 29年度 学校現場における業務改善加速事業について（確認） 

(1) 実践研究のねらい 

 ○ 本事業で目指す状況 

   ・教員の高いモチベーション  ・子供と向き合う時間の確保 

○ 各校における業務改善を行う仕組みの構築 

○ 専門スタッフの配置による教育の質の向上 

   ※ 『生産性の向上』＝『教育の質の向上』 

(2) 府中町業務改善ポリシー 

 ○ 教員が高いモチベーションを保ち、子どもと向き合う時間が確保されている状態を目指し、

業務改善モデル校において、子供と向き合う時間が確保されていると感じる教員の割合を

80％以上とする。（広島県教育委員会 共通） 

  ○ 子供と向き合う時間の確保を通じて、全国学力・学習状況調査における「先生はあなたの

よいところを認めてくれていると思います」の「当てはまる」の割合が 90％以上とする。 

  ○ 「先生は授業やテストで間違えたところや理解していないところについて、わかるまで教

えてくれる」の「当てはまる」の割合が 80％以上とする。 

 

（3） 府中町における取組について 

１年目「業務改善に向けた基盤づくり」   ⇒２年目「試行」⇒３年目「実行・定着」 

 ・教職員の意識改革 

 ・町内研究体制の確立 

・できるところからの取組の実施 

   ・次年度の方向性の整理と実施計画の策定 

 

  ① 業務改善を推進する仕組みの構築 

   ・県のモデル校事業アンケートの活用等による勤務状況等の把握・分析 

  （課題）「進まないスクラップアンドビルド」、「教職員の参画意識の低さ」 

    →教職員の目的意識・課題意識の共有が必要（各校における熟議等の実施を！） 

・教職員の意識改革に向けた取組 

  校長会・教頭会における継続的な研修の実施 

  各校における熟議の実施 

 ・できるところからの取組の実施 

   町内文書の鑑文の廃止（通知） 

   部活動休養日の設定（通知） 

定時退庁日の設定（各校における通知） 

   学校閉庁日の実施（８月 14日～16日） 

   町からの調査・照会文書の整理・調整（取組中） 

   町教委主催研修等の整理（取組中） 

  ・指定校への支援 

    会議，授業研究等への出席→学校マネジメント、授業など学校の状況の把握と指導・助言 



  ② 専門スタッフ等の効果的配置や学校組織体制の整備等 

   ・「生徒指導上の課題」や「不登校」対応のための専門スタッフの配置 

     ＳＣ配置時間増（週 36時間増により両中学校に週４日×６時間の配置） 

     ＳＳＷの配置（緑ケ丘中学校に週３日×６時間配置により両校に配置）  

→ＳＣ、府中町子育て支援課、関係機関、保護者等との連携 

 小学校への訪問による小中連携の充実 

 府中町ＳＳＷ連絡協議会（仮称 第２木曜日実施予定） 

        ※ 今後、効果的な活用と検証の方法について検討 

   ・教育相談員、教務事務支援員、教育支援員、学校生活・学習支援員、学校図書司書、町費

事務職員、部活指導、ALT、業務員等の外部人材の配置 

 

  ③ 学校支援拡大会議の実施 

   第１回 ７月 31日（月） 今年度の取組の理解とワークショップの実施 

   第２回 11月 27日（月） 取組の状況把握と改善に向けての熟議の実施 

  第３回 ２月 22日（木）  今年度の成果と課題をまとめ、次年度への方向性の確認 

 

  ④ 研究指定校（府中中、府中緑ケ丘中）への支援 

   ・町教委が授業観察、会議・授業研等へ参加等で恒常的に状況を把握し必要な支援を行う 

   ・県教委アンケートを活用した効果検証を行う 

   

  ⑤ 大切なことを見極め、時間を意識した業務を推進して学校改善に取り組むことで、教育の

質を高めるための研修の実施 

 

・生 徒 指 導 研 修【７月５日（水）12日（水）】 

  鳴門教育大学 阿形 恒秀先生「児童生徒に寄り添う生徒指導について」 

  （学び）日常から児童生徒にしっかりと向き合い、その心に寄り添うことで、児童生徒

を問題行動等に走らせない積極的な生徒指導を行うことの必要性 

・キャリア教育研修 

【８月４日（金）】 

 文部科学省 長田 徹調査官「社会状況を踏まえたキャリア教育」 

 （学び）日々の生活を将来につなげるために、教育活動全般を通して児童生徒が自らを

振り返り、考えを深める場面をつくる声かけ、接し方をすることの重要性 

【８月９日（水）】 

  関 西 大 学 川﨑 友嗣先生「キャリア発達を意識した系統的な支援について」 

  （学び）児童生徒の実態から、発達段階に応じたキャリア発達を系統的・計画的に支援

していくために、必要な学びを意図的につないでいくことの重要性 

・学校経営マネジメント研修【８月 29日(火)】 

  広 島 大 学 曽余田浩史先生「学校マネジメント力の向上について」 

     （学び）教育を受ける側の視点を大切にし、点検・評価の重要性を皆で自覚して教育の 

質を高めることの重要性 

 

 



○実施計画 

月 日 取組・研修 内 容 備 考 
５月 17日（水） マツダ講師による講話・ワークシ

ョップ（兼町内校長会） 

○業務改善の考え方について  

６月中旬～ アンケート結果分析（町教委） 

 

○課題の分析と本年度の計画 

○実施している取組の整理 

 

７月５日(水) 

 

生徒指導研修（兼教育相談担当者

会議 府中中） 

【鳴門教育大 阿形先生】 

「児童生徒の心に寄り添う生徒指導」（在り様、

大切にすべきことについて） 

府中中教職員、

中学校区生徒指

導担当対象 

７月 10日（月） 学校業務改善アドバイザーとの推

進会議（町教委）   

○計画立案・実施に向けた指導・助言 

○第１回拡大会議に向けての指導・助言 

 

 

７月 12日（水） 

 

生徒指導研修（兼教育相談担当者

会議 緑ケ丘中） 

             

【鳴門教育大 阿形先生】 

「児童生徒の心に寄り添う生徒指導」（在り様、

大切にすべきことについて） 

緑 ケ 丘 中 教 職

員、中学校区生

徒指導担当対象 

７月 31日(月) 第１回学校支援拡大会議     

（校長／教頭、担当者等、町教委・

県教委担当、マツダ） 

○町教委、各校から計画・取組について提案 

○マツダ講師による講話・ワークショップ（業務

改善に向けた意識統一について） 

 

８～９月 ※ 校内熟議の実施 ○取組の改善について 

 

 

８月４日（金） 

 

キャリア教育研修    

（兼府中町教職員研修会） 

【文科省 長田調査官】 

社会状況を踏まえたキャリア教育の重要性、大

切にしなければならないポイント等について 

町内全教職員対

象 

８月９日（水） キャリア教育研修    

 

【関西大学 川﨑先生】 

 町内小中学校のキャリア教育の系統的な実施

の具体について（町内各中学校区の９年間を見通

した系統表〈計画〉の策定について） 

キャリア教育担

当者等対象 

８月 29日（火） マネジメント研修（兼町内校長会） 

            

【広島大学 曽余田先生】 

 

管理職対象 

（校長、主任等） 

10月中旬～ アンケート結果分析（町教委） 

 

○成果と課題の分析 

○取組の改善について 

 

 

11月 27日(月) 

 

第２回学校支援拡大会議 

（校長・担当）  

 

○各校からの状況報告への指導・助言 

○取組の改善に向けた熟議（取り組みの見直しと

改善の方向付け） 

「主体的な業務改善の推進に向けて」 

 

12月 26日（火） 広島県業務改善フォーラム ○実践発表 町教委・緑中 

12月～１月 ※ 校内熟議の実施 ○拡大会議の周知と取組の改善について 

 

 

１月中旬～ アンケート結果分析（町教委） 

 

○成果と課題の分析 

○取組の改善について 

 

２月 22日（木） 

 

第３回学校支援拡大会議 

（有識者、文科省業務改善アドバ

イザー、校長、各校担当） 

「子供と向き合う時間の確保のた

めの、専門性の向上について」 

 

○今年度の取組の成果と課題、次年度の計画につ

いて報告 

○有識者からの指導・助言 

 

 

２月 28日（水） 先進地視察（岡山県業務改善加速

事業に係るモデル校・モデル市報

告会に参加） 

  

次年度までに 次年度に向け町教委、各校で熟議等を行って取り組みの具体化、方向性の確認、準備を行う 

 



２ 現状（成果と課題） 

（1）府中町業務改善ポリシー 

① 子供と向き合う時間が確保されていると感じる教員の割合を 80％以上とする。 

      府中町 52.6％（５月）→54.1％（１月） 広島県 64.3％（１月） 

  ② 「先生はあなたのよいところを認めてくれていると思います」の「当てはまる」の割合が 90％以上とする。 

      府中町 82.3％（４月） 広島県 80.8％（４月） 

  ③ 「先生は授業やテストで間違えたところや理解していないところについて、わかるまで教えてくれる」の「当て

はまる」の割合が 80％以上とする。 

      府中町 79.5％（４月） 広島県 78.0％（４月） 

 

 ※ 必要な項目について、３学期末に生徒アンケートを実施してください。 

 

（2）勤務時間の状況（別紙参照） 

  ・ 両中学校とも時間外・持ち帰りの時間、特に週休日の時間外に大きな改善がみられる。 

  ・ 部活動・クラブ活動にかける時間について改善がみられている。 

 

（3）業務改善モデル校アンケート集計結果から（別紙資料２参照） 

  ・ 町全体の業務改善に関する意識の肯定的評価は全体的に改善されてきているが、依然とし

て県平均を下回る項目が多い。 

  ・ 特に、肯定的評価が県平均と比べて低い項目（平成 29 年５月→平成 30 年１月広島県中学校全体比） 

 

 

 

 

 

 

 

  ・ 「（5）学校経営目標の達成に向けた取組の立案に全ての教職員が参画している。（全職員）」

は改善されてきている。（全職員－7.3％→ －1.0％） 

 

（4）成果と課題 

 （成果） 

  ・ 管理職や主任を中心とした業務改善の意識の高まり →各校における取組の充実 

  ・ 「部活動休養日」、「学校閉庁日」の設定等 →各校の勤務時間短縮の取組・時間短縮 

  ・ ＳＣやＳＳＷ等の専門スタッフの配置 →組織的で迅速・専門的できめ細かい指導 

   【町内小中学校の業務改善に係るアンケート（平成 29年度第２・３回）の結果から】 

○ 部活動休養日や定時退庁日ができて、少しずつ現場も変わりつつあると感じている。改革がもっ

と早く進むよう自分もできるだけのことはしたい。 

○ スクラップが進まない原因を明らかにし、これからのための取捨選択をする必要があると思う。 

○ 以前に比べると、早く勤務を終えようと意識するようになったと思います。学年でも、「早く帰り

ましょう」という声かけをよくするようになっています。 

（1）児童・生徒と向き合う時間が確保できている。（教育職のみ－11.9％→ －10.2％） 

（7）新たな取組を行う場合、既存の取組の縮小や廃止など、スクラップアンドビルドを行っている。 

（全職員 0.0％→ －8.1％） 

（6）管理職は、これまでの慣例に捉われない新しいアイデアについても、積極的に支援している。 

（全職員 5.2％→ －5.6％）  

（9）管理職は，教職員の業務の進捗状況を把握し，必要に応じて業務分担の見直しや進度調整等を行

っている。（全職員－2.1％→ －5.6％）。 

（全職員－5.4％→ －5.8％） 

 



○ 教員一人一人が時間を作る必要性を感じることが大切だと思います。空いた時間で自分がしたい

こと、空いた時間で何ができるのかを考え、時間を捻出する目的をはっきりさせないといけないと

思います。 

○ 業務自体は改善が図られてきていると思います。今後は教員個人が生活を豊かにするにはどうし

たらよいのかを考え、できた時間を有効に使い、人間性を豊かにしていくよう仕事とプライベート

を両立できるといいと思います。 

 

 

  ・ 町教委主導で行う取組「部活動休養日」、「学校閉庁日」の設定等は、各校の勤務時間短縮

の取組（「プレミアムフライデー」や「定時退庁日の声かけ運動」につながっている。 

  ・ ＳＣやＳＳＷの配置により、不登校・問題行動等への取組に係り、組織的で迅速、専門的

できめ細かい指導につながっており、教職員の業務改善につながっている。 

 

     府中町内不登校生徒数 H28.10末 40人  H29.10末 31人  

     府中町内不登校生徒率 H28.10末 3.18％ H29.10末 2.56％  

 

 （課題） 

  ・ 教職員全体へ業務改善について意識が高まり切れていない。 

  ・ 熟議などで出た意見への対応が十分でなく、教職員に達成感が感じられていない。 

  ・ 学校間に意識・取組の差が見られる。 

 

 （今後の取組に向けて） 

  ・ 継続的な教職員の意識改革の推進 

  ・ ＰＤＣＡサイクルに基づく業務改善の一層の推進 

  ・ 実態に合わせた町教委の環境整備や各校による主体的な取組の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


