
全ての学校職員が健康でいきいきとやりがいをもち、能力を最大限発揮して

働くことができる持続可能な職場環境づくりを一層推進します。 

学校業務改善の方針 

平成３０年度 さいたま市教員等の勤務に関する意識調査 

教員という仕事にやりがいや

満足感を感じている

94.2% 86.1%

日頃の校務に負担や多忙感を

感じている

さいたま市教育委員会

令和元年度版

教育委員会・学校・学校職員一人ひとりが、 

学校という職場にあった具体的な手法を積み重ねます。

学校職員一人ひとりの声を大切にします。 

同僚性を育む職場環境を醸成します。 

ＯＫ 
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○スクール・サポート・スタッフの配置（新規）

○学校業務改善表彰制度の新設（新規）

○学校業務改善事例集の作成（新規）

○動画配信による研修会の実施（新規）

○長時間労働是正に関する DVD 全校配布（新規）

○学校と家庭の連絡方法（システム）の研究（新規）

○学校事務の共同実施（新規）

○市長部局等が学校に行う調査・報告等の調整（新規）

○学校閉庁日の設定（拡大）

○部活動指導員の配置（拡大）

○スクールソーシャルワーカーの配置（拡大）

○研修の見直し（拡大）

○校務用コンピュータの活用（拡大）

○さいたま市学習状況調査の採点業務外部委託（継続）

等

その他にも、教育委員会は取り組みます！！

令和元年度 教育委員会が取り組む業務改善

１  勤務に関する意識調査結果に基づいた業務改善

調査結果を学校内で共有し、組織として業務改善

に取り組む。

２  学校行事や会議の精選

前年度踏襲を見直し、学校行事の精選、日課表

の見直し、会議の縮減等、時間短縮の工夫を行う。

また、管理職は、学校職員一人ひとりの業務量を

把握し、業務の平準化を行う。

３  各学校の課題、ビジョンに基づいた業務の精選

学校や教員が担うべき業務を、学校や地域の実

態を踏まえ検討し、業務の精選を図る。

４  休暇を取得しやすい環境づくり

管理職は、学校職員が休暇を取得しやすい雰囲

気づくりに努める。

また、ワーク・ライフ・バランスの実現に向け、年次

有給休暇の計画的取得の促進を図る。

学校・管理職が取り組む業務改善

１  意識改革

勤務時間を意識した働き方を心掛け、長時間勤

務という働き方を一人ひとりが見直す。

２  お互いが働きやすい環境づくり

学年や校務分掌等の組織で、お互いが気軽に

相談しやすい人間関係づくりに努め、一人で問題

を抱え込むことがないようにする。

３  当時者意識をもち、業務改善に取り組む

一人ひとりが当事者意識をもち、学校の業務改

善について積極的に考え、行動していく。

学校職員一人ひとりの業務改善

～ 本気の働き方改革＝小さなことを確実に積み重ねること ～

   教育委員会が、各学校で行われている業務改善事例を発信します。 

   学校は、他校の事例を参考に、一層の業務改善を図りましょう！！ 

変形労働時間制のモデル校実施

モデル校において、変形労働時間制を試行実施 

成果検証を行い、エビデンスとして蓄積 
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【参考】正規の勤務時間を除く平均在校時間（平成３０年１０月～平成３１年３月）【単位 時間：分】

１年を通して勤務時間を意識した働き方を心掛けましょう

～ 私 の 在 校 時 間 ～

～ 正規の勤務時間を除く在校時間 ～

時間  分 時間  分 時間  分 時間  分 

時間  分 時間  分 時間  分 時間  分 

時間  分 時間  分 時間  分 時間  分 

時間  分 時間  分 時間  分 時間  分 

時間  分 時間  分 時間  分 時間  分 

時間  分 時間  分 時間  分 時間  分 

月
正規の勤務時間

を除く在校時間 累計 月
正規の勤務時間

を除く在校時間 累計

 H30.10 H30.11 H30.12 H31.1 H31.2 H31.3 

全校種平均 57:48 52:02 42:54 43:12 47:53 51:12 

小学校 55:14 49:16 40:10 40:13 45:42 48:24 

中学校 64:40 58:25 50:23 49:54 54:23 60:20 

高等学校 50:26 50:26 32:04 41:37 36:54 32:58 

特別支援学校 33:04 27:35 19:19 19:23 24:39 27:09 

24.4% 16.9% 8.3% 8.0% 11.7% 15.0% 
月 80 時間超の割合 

（全校種） 

学校職員一人ひとりの正規の勤務時間を除く在校時間を、 

月４５時間かつ年３６０時間以内とすることを目指します。 

月８０時間を超える時間外労働は過労死ライン！！

～ 全ての学校職員が、笑顔で、元気であるために ～ 
目標 
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＜私の学校業務改善計画＞

＜本校の学校業務改善計画＞

＜本校の学校業務改善計画＞

【ポイント】ＰＤＣＡサイクルを活用して学校業務改善を実現する。

＜私の学校業務改善計画＞

【ポイント】一人ひとりが当事者意識をもち、自身の学校業務改善計画を立てる。

○朝、本日の業務の流れや優先順位を確認し、仕事のゴール、退勤目標時間を決めます。

○机上、書類及び備品の整理整頓を心掛け、必要なものを探す時間を最小限に抑えます。

○会議での提案や発言を簡潔に行い、会議時間の短縮に努めます。

私の学校業務改善例

Plan（目標設定） 
○運営・企画委員会等を活用し、多忙化の要因と考

えられる業務の状況などを洗い出し、改善が見込ま

れる具体的な取組を検討します。 

○学校経営方針等に業務改善の項目を設定します。 

Do（実践） 
○校務分掌について、年間計画、役割分担表を作成

し、全学校職員の共通理解を図ります。 

○業務改善のスローガンを作成します。 

【例】「やめる」「へらす」「かえる」で始める業務改善!! 

○他校のよい業務改善例を積極的に取り入れます。 

Action（改善） 
○点検・評価を踏まえ、次年度の取組を検討します。

○継続・修正・廃止を視点に、改善することを基本とし

て次年度の取組を検討します。 

Check（点検・評価） 
○学校職員へのアンケートや聞き取りの実施、保護

者や地域の声も含め点検・評価します。 

～ 計画的な学校業務改善の実施 ～

チェック項目 １学期 ２学期 ３学期 

今年度、自身が取り組む業務改善に関する目標を立てていますか。 

仕事の整理や効率化など業務改善に関する取組を行っていますか。 

勤務時間や退勤時間を意識して、計画的に仕事を進めていますか。 

仕事を一人で抱え込まないように、学年や教職員間で協力し合うよう努めていますか。 

ワーク・ライフ・バランスを念頭に置き、計画的に年次有給休暇を取得していますか。 

～学校業務改善は一人ひとりの意識改革から～ セルフチェックをしましょう！！ 

○：取り組めている  △：取組が不十分  ×：取り組めていない

〈例〉 〈例〉

〈例〉〈例〉
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職員室内の机やキャビネットを、教職員の

動線に沿った適切な配置とした。 

効率のよい動線が確保され、ミーティング

スペースを設けることができた。 

個人資料と共有資料の収納場所を整理し、

明確に区別した。 

資料を探す手間が軽減されるとともに、個

人情報管理の意識が向上した。 

教育相談室の壁・床の修繕、整理整頓をし、

面談に適した雰囲気づくりをした。 

児童の個別指導・支援、保護者との面談等

で使用され、有効活用が図られている。 

会議にも使用できるよう、活用しやすいス

ペースに改善した。 

学年会等にも使用することができ、会議ス

ペースとしても有効活用している。 

学校だより 

ＭＣデーを月間予定表に位置づけ、学校だ

より等を活用し保護者・地域に周知した。 

保護者・地域の意識改革にもつながり、学

校・保護者・地域で共通理解が図られる。

行事の準備・作成物など、仕事分担を細分

化し、偏りを無くした。 

一人で抱え込む場面が減り、協力・助け合

いの場面が増えた。 

些細な準備でも声を掛け合い、複数人で取

り組むよう心掛けた。 

複数人で取り組むことで、精神的な負担が

軽減された。 

課題 校内が整理整頓されていないため作業効率が悪い。また、スペースが有効活用されていない。 

整理整頓 

意識改革 

課題 働き方改革を進めるために、意識改革を図る必要がある。 

～ 他校の事例を参考に、一層の業務改善を図りましょう ～ 
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会議の効率化 

作業効率の向上 

会議では、今までと変わったことを中心に

提案するようにした。 

以前より、時間内に会議が終わるように 

なった。 

資料を事前配付し、各自が事前に目を通す

ようにした。 

会議中において資料に目を通す時間を省略

することができ、時間短縮に繋がった。 

様々な会議の内容を改めて精査するととも

に、回数の見直しを行った。 

会議内容の精査、会議の統合や廃止を行い、

学級事務を行う時間が確保できた。 

水・金曜日の放課後には、緊急なものを除

き会議は入れないようにした。 

放課後の時間を確保することで、勤務時間

外に行う学年会が減少した。 

集金した現金の効果を数える手間が大きい

ため、コインソーターを購入した。 

集金業務の負担軽減と作業時間の短縮につ

ながった。 

待ち時間短縮のため、印刷機を購入し台数

を増やした。 

待ち時間が解消され、印刷時間の短縮が図

られた。 

行事実施時において、迅速な情報共有を図

るためにトランシーバーを購入した。 

リアルタイムで情報を共有することがで

き、迅速な対応をすることができる。 

学校評価を、学校安心メールを利用して実

施した。 

紙の配布や集計に係る負担を大幅に削減す

ることができ、時間短縮に繋がった。 

給食運搬車が不足し運搬に時間が要してい

たため、１台運搬車を増やした。 

短時間で安全に給食運搬ができるようにな

った。 

学校評価 コインソーター 印刷機 トランシーバー 給食運搬車 

課題 会議が予定の時間内に終わらない。また、勤務時間内の学級事務等に充てられる時間が短い。 

課題 手作業や集計などに多くの時間を要し、作業効率が悪い。 
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外部への業務の移行 

保護者・地域の協力 

学校行事の準備などの力仕事について、

ＰＴＡを通じて男性を中心に積極的に声か

けを行い、行事への協力を募った。 

力自慢の保護者が多数集まり、運動会の準

備や片付けを職員と共に行うことで、作業

時間の短縮につながった。 

土曜日に開催するＰＴＡとの共催行事につ

いて、学校公開と重ねて実施することとし

た。 

・行事の精選につながった。 

・余裕をもった日程や内容に組み替えるこ

とができた。 

学校の負担が大きかった校外行事等の写真

販売に関する業務について、業者に移行

し、インターネットを使った販売とした。 

・保護者が業者から直接購入することで、

学校の掲示や集金の負担が軽減された。 

・保護者は学校に行かなくても、インター

ネットで写真を閲覧、選択することがで

きる。 

【保護者はパスワードの管理に注意】 

学校で行っていた、新入生保護者説明会資

料の印刷や綴じ込み作業を、印刷業者に発

注した。 

・作業の負担軽減が図られるとともに、余

裕をもって準備ができた。 

・業者に発注することで、切り取り線や厚

さの違う紙を使うなど仕様が工夫でき

た。 

課題 学校で行う業務を見直し、業務の削減を図る必要がある。 

課題 学校行事等の準備や開催に伴う学校の負担が大きい。 
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