
大竹市立大竹小学校 

教  頭   西村 英治 

業務改善の取組 



アンケートの結果 

Ｈ２８ 第１回 Ｈ２９ 第２回 

本 校 県平均 本 校 県平均 

時間外勤務時間／週 １１．９ｈ １３．９ｈ 

持ち帰り仕事時間／週 ５．５ｈ ４．６ｈ 

印刷にかかる時間／週 ３．８ｈ ２．４ｈ 

児童に向き合う時間の確保 ５３．６％ ６０．８％ 

仕事の頼みやすさ ８１．３％ ９１．３％ 

時間外勤務時間は短い 持ち帰り仕事が多く 印刷に時間をとられ 

児童に向き合う時間が少ない 自分で何とかしなくては 



改善目標 

① 印刷業務にかかる時間…２時間以下／週 

② 時間外勤務…１０時間以下／週 
   持ち帰り仕事…４時間以下／週 

③ 向き合う時間の確保…８０％以上 



① 印刷業務 

支援依頼書 

印刷関係 

銀行関係 

その他 

目標…２時間以下／週 

結果…１．１時間／週 



改善目標 

① 印刷業務にかかる時間…２時間以下／週 
 

「仕組み」の改善」 「意識」を変える 

② 時間外勤務時間…１０時間以下／週 
      持ち帰り仕事…４時間以下／週 
 
 
 

③ 児童と向き合う時間の確保…８０％以上 
 
 
 



「仕組み」の改善」 

行事予定の見える化 

会議の精選 

週予定シート 

作業日の設定 

週案作成日を揃える 



「仕組み」の改善」 

行事予定の見える化 

会議の精選 

週予定シート 

作業日の設定 

週案作成日を揃える 



「仕組み」の改善」 

行事予定の見える化 

会議の精選 

週予定シート 

作業日の設定 

週案作成日を揃える 



「仕組み」の改善」 

行事予定の見える化 

会議の精選 

週予定シート 

作業日の設定 

週案作成日を揃える 



「仕組み」の改善」 

行事予定の見える化 

会議の精選 

週予定シート 

作業日の設定 

週案作成日を揃える 



「仕組み」の改善」 

行事予定の見える化 

会議の精選 

週予定シート 

作業日の設定 

週案作成日を揃える 

週案作成…３．３ｈ／Ｗ 

週案作成…１．７ｈ／Ｗ 



* 改善目標 

① 印刷業務にかかる時間…２時間以下／週 
 
② 時間外勤務…１０時間以下／週 
   持ち帰り仕事…４時間以下／週 
 
③ 向き合う時間確保…８０％以上 

「仕組み」の改善」 「意識」を変える 



「意識」を変える 

「上から目線ではない」 

「重くない取り組みを継続的に行う」 

「燃えやすいところから火をつけ，延焼させる」 



「意識」を変える 

勤務時間終了の声 

勤務時間の見える化 

表彰状 警告カード 

学校だより 

教頭のプリント 



「意識」を変える 

勤務時間終了の声 

勤務時間の見える化 

表彰状 警告カード 

学校だより 

教頭のプリント 



「意識」を変える 

勤務時間終了の声 

勤務時間の見える化 

表彰状 警告カード 

学校だより 

教頭のプリント 



「意識」を変える 

勤務時間終了の声 

勤務時間の見える化 

表彰状 警告カード 

学校だより 

教頭のプリント 



「意識」を変える 

勤務時間終了の声 

勤務時間の見える化 

表彰状 警告カード 

学校だより 

教頭のプリント 



「意識」を変える 

勤務時間終了の声 

勤務時間の見える化 

表彰状 警告カード 

学校だより 

教頭のプリント 



アンケートの結果 

Ｈ２８ 第１回 Ｈ２９ 第２回 

本 校 県平均 本 校 県平均 

時間外勤務時間／週 １１．９ｈ １３．９ｈ １２．５ｈ 

持ち帰り仕事時間／週 ５．５ｈ ４．６ｈ ４．２ｈ 

印刷にかかる時間／週 ３．８ｈ ２．４ｈ １．６ｈ 

児童に向き合う時間の確保 ５３．６％ ６０．８％ ７６．９％ 

仕事の頼みやすさ ８１．３％ ９１．３％ ９２．０％ 

８．８h 

３．２h 

１．１ｈ 

９６．４％ 

９６．８％ 



教職員アンケート（業務改善の取組を検証する） 

Ｑ１ 業務改善を進めることで，働き方や意識に変化がありますか？ 
 

Ｑ２ 「とても」と「やや」と回答した人は，どのような変化がありましたか？ 

    とてもあった…１５人  ややあった…１４人  わからない…０人 
    ほとんどない…１人   まったくない…０人 

    勤務終了時刻を意識して働くようになった。・・・ １６人 
    計画的に仕事をするようになった。・・・・・・・・・・ １１人 
    他の人にお願いするようになった。・・・・・・・・・・  ６人 
    仕事そのものが精選された。・・・・・・・・・・・・・・・  ５人 
    教材研究や授業準備の時間が増えた。・・・・・・  ３人 
    無駄を省くように意識するようになった。・・・・・・  ２人 



教職員アンケート（業務改善の取組を検証する） 

Ｑ３ 変化の理由や，影響があったと思う取組や働きかけは何ですか？ 

Ｑ４ 「ほとんど」「まったく」と回答した人の理由は何ですか？ 

    教頭の声かけやはたらきかけ ・・・・・・・・・・・・・・・・ １８人 
    教務事務支援員の配置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０人 
    教材研究や作業日の設定と時間の確保 ・・・・・・・ ６人 
    終業時刻の明確な設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５人 
    会議の合理化や縮減 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４人 
    職員室の雰囲気 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２人 

  お願いすることに慣れていないし，自分は計画的に物事を進めていない。 



教職員アンケート（業務改善の取組を検証する） 

Ｑ５ ズバリ！ 業務改善のカギは何だと思いますか？ 

    各自が意識を変えること ・・・・・・・・・・・・・・ １９人 
    教務事務支援員の活用 ・・・・・・・・・・・・・・  ７人 
    校務の合理化や軽減 ・・・・・・・・・・・・・・・・  ６人 
  

学力検査にみる変化 

同一学年児童の経年の学力検査結果（いずれも県平均点との差） 

国 語 算 数 

問題のタイプ別 タイプⅠ 
Ａ問題 

タイプⅡ 
Ｂ問題 

タイプⅠ 
Ａ問題 

タイプⅡ 
Ｂ問題 

Ｈ２８「基礎・基本」 －２．５ －５．８ －２．４ －７．９ 

Ｈ２９全国学力 ＋２．０ -７．０ ＋６．０ ＋１．０ 



ご静聴 ありがとうございました 



月日 曜 行　事　予　定 出張 ・ 休暇 等 提出〆切 等
給食準備は自前のエプロンで
修学旅行写真販売：Ｗｅｂと貼出～２２日

学年主任会16：30
ＰＴＡ役員候補者選出くじ引き（～12/22）

竹小拡大委員会15：00 二市教頭会9：00大野
市養教部会14：00市役所
全国栄養教諭大会協力者会

防災無線業者来校，作業ＰＭ 竹中拡大委員会10：50

個人懇談①　スイスイ17.5 市校長会9：00
給食センター勤務
人間ドック○○教諭

竹っ子DVD販売：児童玄関ホールで試写

個人懇談②　冬図書貸出最終日
教師塾生来校日

人間ドック：○○教諭

竹っ子DVD販売：児童玄関ホールで試写
特支見学保護者来校２ｈ

終業式２ｈ　給食川柳〆切
個人懇談③　プレミアムフライデー

２学期反省会

竹っ子DVD販売：児童玄関ホールで試写

校　長

教　頭

主幹教諭

教務主任

生徒指導主事

○○

事務

養護教諭

○○

○○

12月22日 金

給食川柳〆切：源
氏田へ

12月23日

１２月１５日（金）配布用

12月18日 月

冬休み前：２学期
の荷物を児童に
計画的に持ち帰
らせること

12月19日 火

12月20日 水

12月21日 木

12月24日 日

土
天皇誕生日

月末集計（欠席，生徒指導上の諸問題）
生徒指導チェックリスト

懇談は「時間厳守」「根拠をもとに」
学校への意見等は管理職に報告

指導要録を冬休みの間に確認しておく。

平成３０年の年休簿は職員室電話前にあります。平成２９年の年休届及び出張を出来るだけ早く提出してくださ
い。３学期に給食停止予定がある学年・学級は２学期末までに栄養教諭に連絡してください。

個人懇，時間不足は後日個別を約束。　　P役選出くじ引き：12/18～12/22　　ＰＣ不調調べ
修学旅行写真貼出とWeb：12/18～12/22　　竹っ子ＤＶＤ：12/20～22デモ有：1/9～1/12

カッターナイフの管理について

授業時数を入力（〆切は１２月２５日正午）

職員室でケガの処置をする時には救急箱のもので処置。　校外持出用救急バックの中は，使わない。
バンドエイドなど不足しそうなときは連絡を。

児童の風邪予防のマスクは，基本的に白を基調としたマスクで。

１月参観日の内容を１/5（金）までに決定すること。



平成２９年９月６日 

 

「学校における働き方改革に係る緊急提言」について 

 

教頭 

 

 

 

 

 

 

  

提言の中では，次の３点が具体的に示されています。 

 

１ 校長及び教育委員会は学校において「勤務時間」を意識した働き方を進めること 

① 管理職も含めた全ての教職員の勤務時間を把握する。 

（タイムカードやＩＣＴを使った，自己申告ではない客観的な把握） 

② 教職員の休憩時間を確保することと，留守番電話の設置等の体制整備。 

（諸会議や部活動の時間設定，長期休暇期間の一定期間の学校閉庁日の設定） 

③ 管理職への組織管理や時間管理，健康安全管理等のマネジメント研修を充実させる。 

 

２ 全ての教育関係者が学校・教職員の業務改善の取組を強く推進していくこと 

 学校の業務や教職員の業務の範囲の明確化を行い，本来の業務に集中できる体制づくり 

 ① 教育委員会と学校は時間外勤務時間の削減に向けた業務改善方針・計画を策定する。 

 ② 業務の電子化や教材の共有化を積極的に進める。 

 ③ 文部科学省，県，市町教育委員会からの調査・報告依頼，指示の整理と精選をする。 

 ④ 給食費の公会計化や口座振替納付を進める。 

 ⑤ 校長・教頭と事務職員の業務連携や分担を見直し，事務職員の活用を進める。 

 

３ 国として持続可能な勤務環境整備のための支援を充実させること 

 ① 業務改善を加速するための実証研究や好事例の収集・発信，啓発を行うこと。 

 ② カウンセラー等の専門家の派遣，指導支援員，教務事務支援員の配置を進める。 

 ③ 教員一人当たりの担当授業時数の軽減と，小学校における専科教員の充実。 

新聞報道等でもご承知のように，中央教育審議会の特別部会から標記の緊急提言が出さ

れました。要約すれば，「教職員の長時間勤務の看過できない実態の改善に向けて『今でき

ることは直ちに行う』という認識を全ての教育関係者が共有し，それぞれの立場から取組

を実行する」という提言です。文科省はこの提言を重く受け止め，８月３１日付で各都道

府県教育委員会へ事務連絡を行い，提言の周知を求めています。 



 行政施策はもちろん重要です。この提言でも「改革を進めるに当たって教職員一人一人

の問題にとどめることは決してあってはならない」と明記してあります。 

 

しかし，同時に私たちも自分の「働き方」を見直す必要もあるだろうと思います。私自

身も，教諭時代に９時１０時は当たり前で「日付が変わる前には帰ろう」が目標だった頃

もありました。時として日付が変わっていましたが… 

しかし，その頃の教育内容や指導の質が特に高かったのかと振り返ってみても自信はあ

りません。また，教材研究や授業準備が終わって９時１０時に退校していたのか，と自問

しても，実はそうではなく「今日はこれでいいことにしよう」と，かなり自己満足的な部

分があったように思います。 

もちろん私たちは仕事として学校に勤務していますから，仕事である以上，ヒマはあり

得ません。しかし，提言の中にもある「学校や教職員の業務範囲の明確化」を保護者の理

解を図りながら進めることや，私たちも仕事の優先度と時間を意識した働き方に転換して

いく必要があります。 

 

次に「業務改善モデル校連絡会議」で示されたポイントとなりそうなことを記します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これらが全てではなく他にもたくさんあります。また，自分の仕事の効率化を図る際に

は，人とは違う「自分の効率化のやり方」があるのも当然です。要は，「忙しい」「やるこ

とがたくさんある」と思考停止するのではなく，「何かできないか」「何ができるか」を創

造的に実践することだと思います。そのためのアイデアを求めています。 

 
〇「いつまでに」ではなく「いつやるか」を計画し，実行日を設定する。 

 

〇 仕事に取り掛かる時は終了時刻を想定する。 
 

〇 すぐにできる仕事とかたまり時間が必要な仕事を分別する。 

 
〇「拙速，８割」を旨とする。（まずは手を付ける。完璧を目指さない。） 

 

〇「仕事を寝かす」ことも効率化につながる。 
 

〇「断れないか」「後に回せないか」「誰かに頼めないか」を考える。 

 
〇 身の回りがきちんと整理され，やることリストを作る。 

 

〇 ゴールイメージとそれに至るプロセスのイメージを鮮明にもつ。 


