
平成 31 年２月 21 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 30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 

 

(2) 府中町業務改善に係る目標（ＫＩＰ） 

  

 ○「子どもと向き合う時間が確保されていると感じる教員の割合」（目標 80％以上） 

  ○「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」（目標 90％以上） 

  ○「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」（目標 80％以上） 

  〇「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。」（目標 80％以上） 

  ○「日々の業務の中で充実感を得られている。」（目標 90％以上） 

  ○「教職員の１週間当たりの勤務時間の合計」（目標 中学校 55時間、小学校 50時間以下） 

 

（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           ・業務改善に係る実証的研究 

・ＰＤＣＡサイクルの構築        ・ＰＤＣＡサイクルに基づく改善・充実 

・専門スタッフの配置            専門スタッフの効果的活用 

・研究体制の整備               

 

  ① 自律的な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 

 ・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 

  業務改善通信の発行による取組内容の周知 

 ・府中町教育委員会主体の取組 

 （昨年度から継続の取組） 

   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 13日～15日） 

   町からの調査・照会文書の整理・調整（負担度調査済→他部局への働きかけへ） 

   町教委主催研修等の整理（取組中） 



 （今年度からの取組） 

   入退勤専用パソコンの設置による勤務状況の把握と校長連携 

   退勤時間ボードの設置 

   学校マネジメントフォーラムへの参加 

   勤務時間外の電話対応を 19時から学校用務員に移行 

 

  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） 

     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 外部人材を活用した「必ずしも教員が担わなくてもよい業務」の洗い出し 

   ・各小中学校に給食指導支援員（非常勤）を配置して休職指導の実施 

 

  ④ 学校支援拡大会議の実施 

   第１回 ７月 31日（月） ７月豪雨災害により中止 

   第２回 12月 12日（水） 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 21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 

 

  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【２月 13日（水）府中中学校】 

  日本ポジティブ教育協会 足立 啓美先生 

「逆境に負けない子供を育てるレジリエンス」 

  （学び）逆境から立ち直る力「レジリエンス」を育成し、子供たちが継続して成長して

いける基盤づくりのための支援を行うことの必要性 

 

・キャリア教育研修【２月 26日（火）実施予定】 

 広島県教育委員会 義務教育指導課 住吉谷大輔 指導主事 

「小中学校９年間を見通した系統的で連続性のあるキャリア教育の推進」 

 （学び）全ての教育活動を「つなげる」視点をもって取り組むことで、児童生徒の基礎

的・汎用的能力を効果的に育成することの重要性 

 

・学校経営マネジメント研修【12月 10日(月)】 

  広島県教育委員会 学校経営支援課 木村 剛毅 校務指導監 

「業務改善の推進と学校マネジメントについて」 

     （学び）教職員との信頼関係を築き、人を育てることで優れたチームをつくり教育の 

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 
４月 各校における熟議の実施 

入退勤時間集約・分析開始 

 

○「自校での子供に向き合う時間とは」の確認 

○町教委での集約を各校校長に情報提供 

 

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 

 

勤務時間外の電話対応を学校

用務員に移行（南小、緑ケ丘

中） 

○勤務時間外の入電状況の把握 町教委・学校長

連名通知 

学校用務員への

説明 

７月豪雨災害（榎川の氾濫） 

７月 31日(火) 

 

第１回拡大会議（中止）   

８月 町からの照会文・調査に係る負

担度調べ 

  

８～９月 ※ 校内熟議の実施 ○取組の改善について 

 

 

９月 給食指導支援員の配置 

  

○府中中 ランチルームの実施 

 

 

10月 17日（水） 学校マネジメントフォーラム

（岡山会場）へ参加 

○事例発表（町教委・緑ケ丘中）  

11月 7日（水） 教頭会での熟議 ○本町業務改善の課題の深掘り  

12月 4日（火） 学校マネジメントフォーラム

（東京会場）へ参加 

 南小 

12月 10日（月） 学校マネジメント研修 【広島県教委 木村校務指導監】 

○業務改善の推進と学校マネジメントについて 

対象（各校校長） 

９月 入退勤ボードの取組開始 ○勤務時間を意識した業務の遂行  

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 ※ 校内熟議の実施 ○課題の改善に向けて  

12月 12日(水) 

 

第２回拡大会議 

 

○課題の改善に向けた熟議  

12月 21日（金） 広島県業務改善担当者会 ○実践発表  

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 

 

１月 18日（金）府中中 

１月 23日（水）緑中 

スポーツジム（ルネサンス）に

よる部活動指導 

○体幹トレーニング 両中学校 

１月 28日（月）府中中 

  29日（火）府中小 

熊本県阿蘇市からの視察対応 ○学校視察 

○両町取組の情報交流 

 

 

２月 21日（木） 

 

第３回拡大会議 

 

○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 

○次年度の取組について 

 

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）府中町業務改善に係る目標（ＫＩＰ） 

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

 〔H31.1時点 府中中：87.5％ 府中緑ケ丘中：77.8％ 府中小：97.１％ 府中南小：97.0％〕 

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。 

 〔H30.5時点 府中中：80.5％ 府中緑ケ丘中：91.7％ 府中小：92.6％ 府中南小：86.3％〕 

  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。 〔年度末に確認予定〕 

  ④ 「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」の割合を 80％ 

以上とする。〔H31.1時点 府中中：77.8％ 府中緑ケ丘中：86.7％ 府中小：92.3％ 府中南小：97.2％〕 

  ⑤ 「日々の業務の中で充実感を得られている」の「当てはまる」の割合が 90%以上とする。 

    〔H31.1時点 府中中：63.9％ 府中緑ケ丘中：83.3％ 府中小：92.3％ 府中南小：94.4％〕 

⑥ 「教職員の１週間当たりの勤務時間の合計」を中学校 55時間、小学校 50時間以下とする。 

〔H31.1時点 府中中：61.1ｈ 府中緑ケ丘中：64.2ｈ 府中小：52.3％ 府中南小：53.9ｈ〕 

 

（2）勤務時間の状況（別紙参照）●●● 

  ・ 小学校では月 80時間を超える時間外勤務を行う教職員の割合に改善がみられる。   

  ・ 中学校では月 80時間を超える時間外勤務を行う教職員が依然として多い。 

  ・ 小学校・中学校とも長時間勤務が多い教職員は固定化している傾向がある。 

 

 

（3）業務改善モデル校アンケート（10月）集計結果から（別紙参照） 

  ・ 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。 

（10）業務改善がなぜ推進されているか理解している。       （小中学校とも 97.1％）  

  ・ 肯定的評価が比較的低い項目         （平成 30年１月広島県中学校全体比） 

 

 

 

 

 

  ・昨年度課題のみられた次の項目については、改善がみられる。 

（3）「担当業務（授業以外）について、上司に理解していると感じている。」 

【小学校】92.6％（＋0.8％）   【中学校】88.1％（＋2.0％） 

 

（4）成果と課題 

 （成果） 

  ・ 昨年度の管理職や主任等を中心にした業務改善の意識の高まりが、徐々に広がりをみせて

おり、「業務改善」に取り組む必要性について教職員の理解が高まっている。 

  ・ 小学校における時間外勤務の削減、中学校における週休日の時間外勤務、持ち帰り時間の

減少がみられる。 

  ・ 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。 

（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。 

【小学校】86.0％（＋1.9％）   【中学校】70.1％（＋8.9％） 

（1）児童・生徒と向き合う時間が確保できている。 

【小学校】83.3％（＋7.6％）   【中学校】65.0％（＋0.7％） 



     府中町内不登校生徒数【小学校】H29.9末 ５人  H30.9末 ６人  

               【中学校】H29.9末 27人  H30.9末 17人  

     府中町内不登校生徒率【小学校】H29.9末 0.18％ H30.9末 0.21％ 

               【中学校】H29.9末 2.23％ H30.9末 1.43％ 

 （課題） 

  ・ 中学校における時間外勤務は依然として多く、過労死ラインを超える実態がみられる。 

  ・ 小中学校とも特定の教職員に時間外勤務の多い者がみられ、改善されていない。 

  ・ スクラップ＆ビルドについて、スキルアップを図りながら継続的に取り組む必要がある。 

 （今後の取組に向けて） 

  ・ 長時間勤務の続く教職員の負担軽減に向けた取組推進 

  ・ 勤務時間を意識した業務推進 

  ・ 中学校における週休日の時間外勤務の削減 

 

   【町内小中学校の業務改善に係るアンケート（平成 30年度第２回）の結果から】 

○ スクールサポートスタッフの支援を効果的にするために、計画的に業務を行い、依頼すべきこと

を整理して、早めに伝えるようにしたいと思っています。 

○ 継続的な取組が必要であると考えます。勤務時間を守り、無理をしないようにしようという管理

職からの声掛けで少しずつ自分の意識も変わってきました。若い先生方が長く良い教育実践をして

いくために必要なことだと思います。 

○ スクラップ＆ビルドというが、学校をよりよくしていく取組をする際にどちらかというとビルド

が多く、これまでのものを継続してさらにビルドすることが多い。 

○ 限られた時間の中で、効果を上げていこうとするとやはり優先順位が必要だと思うが、一度始め

たものをやめる難しさがある。 

 


