
神奈川の教員の働き方改革検討整理表
赤字斜字は部会長と事務局のみ記載しているものを持つ

Ⅰ　業務の見直し、仕分けについて
改善に向けた取組の方向性

市町村立

　登下校時は学校の管理下にあるということを教員が自覚し、地域の
方々にお世話になっているという意識を持つ。
　地域性によって、教員の関わり方が異なるが、地方公共団体が中心と
なって、学校と地域の連携体制を構築していくべき。

県立

　登下校の見守りには、社会福祉協議会など福祉関係の方に入っていた
だいているが、業務の軽減、地域との連携に繋がるし、学校では分から
ないことを気付いてもらうことがあるので、大変助かっている。

2

　業務の見直しについて、地域の実態というものもあり、学校と地域、PTA等
の保護者との信頼関係の上で成り立っている中で、切っても切れない関係が存
在する。意識改革等を含めた中で取り組んでいかなければならないと思ってい
る。

学校・家庭・地域・関係機関との
連携・協力体制の構築

市町村立

　公民館など、学校以外の機関に地域の方々やボランティア等をコー
ディネートする機能を任せる。(公民館、コミュニティスクール等の活
用)

調査の対象(悉皆/抽出)・頻度・
時期・内容・様式等(選択式・WEB
フォーム等)の精査

市町村立

　校務を整理する。
　役割分担の見直しをする。特にミドルリーダーの役割分担を見直す。
　特色ある学校づくりのため、学校ごとに中心となる行事を一本据え
て、その行事はしっかり実施し、その他の行事は縮小、削減するなどの
議論を学校ごとに行う。
　調査の精選、調査結果のデータを教育委員会内や市町村教育委員会等
と共有して同じ調査は行わない。

各学校における業務改善の取組の
促進
教育委員会から方向性の発信

県立

　年度末の成績処理と学期初めに仕事が集中してしまうので、そのあた
りの業務改善が必要である。
　学習指導要領で決められていることから、難しいことは承知である
が、年間35週の授業時間の確保を何としても確保するということから、
何かしらニュアンスを緩める対策ができないか。
　教育委員会として思い切って業務を減らすということを打ち出してほ
しい。
　校務分掌の業務の分析を行い、分担を見える化することが課題。業務
量を定数化、定量化することにもつながる。

4

　調査・照会がどこに掲載されているのかが、分かりにくいなど、計画的に仕
事がやりにくいので、仕方の改善、依頼時期や前回と依頼内容が変わった場合
の概要などがあるとよい。

調査の対象(悉皆/抽出)・頻度・
時期・内容・様式等(選択式・WEB
フォーム等)の精査

県立

　教育委員会から行う調査・照会については、全教員が見ることができ
る、教育委員会ネットワークを利用するよう統一した方が、教員が直接
回答できることになり、負担軽減につながる。行政ネットワークからの
依頼をするなら、せめて、総括教諭は行政ネットワークを見ることがで
きるようにしてほしい。

市町村立
　外国語のＴ１をすることに負担がある教員が多いので、ホームルーム
ティーチャーをＴ２にし、ＡＬＴをＴ１にするのはどうか。

県立

　私費会計については、事務職の仕事にした方が、私費会計を負担に
思っている数多くの教員の負担軽減につながるし、私費会計の事務の精
度も高まると思われる。
　成績処理などのミスを減らすため、ダブルチェックをするための時間
や、時間をどのように使っていくか考える時間につなげるためも時間の
ゆとりが必要
　臨時任用職員の人材育成という意味で、例えば担任が作成するとされ
ている個別指導計画を臨時任用職員が作成する案も(ある)考えることが
できる。
　部活動を苦手に感じる人に対して、苦手なりにここまでは 低限度し
てもらい、負担にならないような仕組みづくりができればよいと思う。

市町村立
　毎月実施している職員会議などを１か月半に１回にすると、職員会議
を実施する前に開催している、運営委員会や部会の開催回数も減る。

県立
　職員会議は以前に比べて、減っている。これ以上減ると、人材育成に
懸念がでてくる。全員が集まって話をする機会は一定程度必要である。

学校・家庭・地域・関係機関との
連携・協力体制の構築

3

　丸ごと落とせなくても少しずつスクラップしていくことが必要ではないかと
思う。それを所管課ごとにしっかりと考えてもらい、その結果が対前年度で調
査の20％減という説明につながっていく。
 学校に一定の裁量権を委ねる中で、学校に合ったスクラップが求められてい
ると思う。

5

　質の維持、向上をさせつつも、どのように業務の効率化を進めるか、スク
ラップできるとこはどこなのかを議論していくことになるかと思う。「持続可
能」ということが大変重要な視点だと思う。

各学校における業務改善の取組の
促進

6

　会議の精選

各学校における業務改善の取組の
促進

構成員意見 今後の取組に関する方向性(案)

1

　登下校について、地域の方々は学校のために動いている。今までの学校と地
域の良き関係を崩すような改革というのは考えもの。
　子どもたちのためということを地域の人たちも考えている。PTAの元役員、
地域のシニアの方、青少年指導員等など地域にもいろいろな方がおり、協力し
合えると思う。

参考資料

1



Ⅱ　勤務時間について
改善に向けた取組の方向性

2

　夏季休暇を取れる職員が年々減少している。ここ数年、年休の取得率は減っ
ている。授業時間数の確保のために夏季休業自体が短くなる傾向があり、それ
が夏季休暇や年休の取得率に影響されている。

勤務時間の把握及び適正な勤務時
間の設定

県立

　35週の確保の関係で、夏休みの期間が短くなっていることから、夏休
みに入ってから、保護者の面談、補修などがあり、５日の夏休みが取れ
ない状況である。

3

　若い先生に対する保護者対応等のサポート、外国語教育や道徳など、新学習
指導要領が変わる中で、カリキュラムマネジメント、評価をどのようにしてい
くか検討する時間が必要だが、なかなか時間が取れない現状

業務の役割分担・適正化を進める

4

　中学校の教員だが、とても忙しく、新しい先生が沢山入ってきているが、毎
日遅くまで働いても仕事が追い付かないという状況で、特に４、５月はベテラ
ンの先生も若い先生も学校中が忙しくて、何とかミスなくやるのがぎりぎりと
いう過酷な状況である。

業務の役割分担・適正化を進める 市町村立

　小学校に関して一人当たりの授業時数を緩和することができないか。

市町村立

　勤務時間については、ICTやタイムカードなどを使って、客観的に把
握する必要がある。
　校長も出張が多く、教員の勤務時間を把握しにくいこともあり、健康
管理の部分でも、タイムカードを導入してもらって見えた方がよい。
　把握に当たっては、先生方の新たな負担にならないことが必要であ
る。

県立

　管理職として職員の勤務時間を管理する必要がある。パソコンのログ
オンログオフだけでは、教員は勤務場所が一つではないので、勤務時間
の把握は難しい。タイムカードのようなものの方が簡単に把握できるの
でよいと思う。労働管理の観点ということではなく、健康管理というこ
とも含めて必要である。また、数字て見せるということは、大事だと思
う。

市町村立

　ある市では、午後６時以降、緊急時以外の電話の応対をしないという
ことを実施する予定である。実施するには保護者や地域の方々の理解
や、緊急時の連絡先等の対応を決めておく必要がある。
　留守番電話の設置に予算が必要なので、県からの補助を希望する。

県立

　業務に集中して早く帰るためには、例えば、午後６時以降は電話の対
応をしないこともよいと思う。ただ、ある程度共通とか一斉に実施する
必要がある。これは意識改革につながると思う。学校ごとに電話対応を
しないと各学校での留守番電話の設置でよいのか。(まとめて県教育委
員会が対応する手段もあるのではないか。)

構成員意見 今後の取組に関する方向性(案)

1

　子どもと向かい合う時間が大分限られているということ。この視点を一番大
事に検討していくべき。
　子どもと向き合える時間をどう確保するかということが大きな課題だと思っ
ている。
　一番力を入れて毎年活動しているのは、「子どもと向き合う時間の確保」で
ある。

業務の役割分担・適正化を進める 市町村立

　子どもと向き合う時間というのは、実際子どもと相対している場面だ
けではなく、子どものために学習のノートを見る、テストの添削をする
などの時間を含めて、子どものために使う時間である。

5

　勤務時間の管理、把握について

勤務時間の把握及び適正な勤務時
間の設定

6

　留守番電話の設置等について

勤務時間を意識した働き方の浸透

2



Ⅲ　教員の意識改革について
改善に向けた取組の方向性

1

　ここ 近、学校現場の中からも、働き方を見直していこうという話が若い人
たちの中からも出てきている。何処を減らしていくかを考え、自分たちで変え
られるところから変えていこうと考えている。一方的に、やらされるのではな
く、働く意欲が削がれないような働き方改革になればいいと思っている。

勤務時間を意識した働き方の浸透
各学校における業務改善の取組の
促進

市町村立

　学校教育目標に働き方改革に係る事項を入れる案もある。

市町村立

　子どもに寄り添って受容的な人は、物事の整理や論理的な考えをする
ことが難しく、事務作業が苦手で負担感を感じやすい。
　国レベルの整理で難しいとは思うが、残業手当を支給する。
　事務を雑務だと思っている教員が多い。事務も本務であるという意識
を持つことが必要である。

県立
　若い人ほど翌日の授業のために真面目に学校に残っている。今の教員
のメンタリティを見ていると半ば強制的に学校から追い出すということ
もあってもよいかと思う。

市町村立

　部活動休養日は、全部活で同日に実施した方が仕事をその日に終わら
せて定時退庁するのに効果がある。
　また、部活動については、各学校で議論し、各学校でやれることを
やっていくことが必要

県立

　部活動の目的、狙いは何なのか、教員間で考えて行く必要がある。ま
た、顧問や保護者、学校組織の中の「ほう・れん・そう」が大事なの
で、教員の人事異動には影響を受けないような連絡体制などを考える必
要がある。
　部活動を重視する意見と、授業で生徒一人ひとりをしっかり見て行く
という意見が対抗している。どちらの方向にするか学校全体で意見を決
める必要がある。
　部活動を専門に担当する人とそうでない人の２グループに分けて、専
門で担当しない人の方で輪番制を組んで年間を通じて平日何回、休日何
回という分担している学校がある。相当負担感が軽減していて、専門で
担当している人も、他の人に頼めるというメリットもあると聞いてい
る。

4

　日本の競技力は運動部活動中心にオリンピック選手を含めて輩出してきた経
緯がある。日本中が意識改革をしていかないと部活の問題は変わっていかない
と思う。部活動は、働き方改革とは一線を画して話し合いをするべきではない
かと思っている。

「神奈川県の部活動の在り方に関
する方針」を踏まえた改革に向け
た取組

5

　地域の方々への対応について
学校・家庭・地域・関係機関との
連携・協力体制の構築

市町村立

　登下校時、見守りをしている地域の人たちに挨拶がない。
　登下校時は学校の管理下にあるということを教員が自覚し、地域の
方々にお世話になっているという意識を持つ。[再掲]

市町村立

　産業医の「子どもに寄り添って受容的な人は、物事の整理や論理的な
考えをすることが難しく、事務作業が苦手で負担感を感じやすい。」と
いう意見はそのとおりだと思う。
　会計などの仕事を任せることができる人がいれば、大変助かると思う
が、教員は人に仕事を依頼することに慣れていないため、自分で仕事を
した方が早いと思ってしまう人が多い。
　仕事は自分のものではなく、みんなのものであるという意識を持つ必
要がある。例えば、データは自分のパソコンのデスクトップではなく、
共有サーバーに保存するものであるという意識改革を行う必要がある。

県立

　教員が自分の仕事の整理ができないと、どのタイミングで業務アシス
タントに仕事を依頼してよいか分からなくなることに業務アシスタント
の活用が拡がっていかない原因がある。

7

　年齢、階層を意識する研修について

業務の役割分担・適正化を進める 県立

　教員は、事務職のように主事や主任主事という職階がなく、総括教諭
かその他の教員かしかなく、初任研修や５年研修というものはあるが、
どの層の教員にどのようなことをしたいのかという研修が行われていな
い。例えば、３校目や35歳前後の教員を対象にした、生徒指導の研修を
行うことで、自分は中堅である、中堅の立場で仕事をするという意識が
芽生え、人材育成につながるということがあるのではないか。

業務の役割分担・適正化を進める

構成員意見

6

　業務の整理、意識改革について

3

　部活動の指導に関しても、休養日を設けることも大事だが、日々の生活のリ
ズムを含めて面倒をみている生徒について、学校生活がよい方向に変わってい
く生徒もいるので、そのような生徒に対してどのように関わっていけばよいか
なども話し合っていければと思う。
　当校は部活動が盛んで中等部、高等部が一緒に活動しているので、担当して
いる先生方は、通常の中学校、高校と同じような働き方をしている。６時まで
は部活、その後自分の業務をして、土日も働いているという状況。授業を 優
先にしていくという雰囲気づくりがもちろん必要であるが、児童・生徒、生徒
以外のことについても、立ち話などで教員間の連絡を取れるような風通しの良
い職場にすることを大事にしている。

勤務時間を意識した働き方の浸透
「神奈川県の部活動の在り方に関
する方針」を踏まえた改革に向け
た取組

今後の取組に関する方向性(案)

2

　現場で一生懸命やっている先生は、勤務時間を意識している人の方が少な
い。例えば、そのような先生に、このくらいの時間の中でやらなければならな
い、というような形の改革になっていくことは是非とも避けていただきたいと
思う。

勤務時間を意識した働き方の浸透

3



Ⅳ　学校を支える人員体制について
改善に向けた取組の方向性

1
　働き方改革は、教員や関係者だけではなかなか進まないと思う。学校、家
庭、地域の３者で教育を進めようという流れを理解してもらうことが大事であ
る。

学校・家庭・地域・関係機関との
連携・協力体制の構築

2
　学校の業務の中で事務的な処理を整理する必要があり、市役所のＯＢ職員
を、学校に再任用事務職員として派遣できないのか検討している。

業務の役割分担・適正化を進める

市町村立

　負担が多い教頭の仕事を補助する人員の配置が必要
　業務アシスタントの配置拡大を希望する。
　校務支援システムを導入したことによって配置されたＩＣＴ支援員
が、学校評価やアンケート調査をマークシート方式で行ってくれること
で業務が軽減されている。

県立

　業務アシスタントにどのような業務が任せられるか、整理する必要が
ある。任せられる業務について、教員への広報が不足していて、十分に
活用できていないところがある。
　特別支援学校の生徒指導案件について、県立高校に配置されている、
スクールソーシャルワーカーとの連携ができる体制をとる。
　私費会計について、業務アシスタントの活用が効果的である。

市町村立

　部活動指導員の人数増の方策ため、要件緩和を行ってほしい。
　大会運営者に部活動引率について、学校に部活動が存在しないなら
ば、保護者でもよいというような大会運営要項の見直しを働きかけてほ
しい。

県立

　スポーツ競技団体の業務について、教員がかなり部分の負担を負って
いる。
　部活動指導員が導入されたことによって、業務の軽減はもとより、県
の大会で準優勝するという結果も出ている。

5

　職員は、幼児、児童、生徒が登校してから下校するまでは、ほぼ付きっ切り
で指導し、個人の教材研究は、ほとんど17時以降という現状。管理職はスクー
ルバスの発着等もあるので、朝６時30分～７時くらいから開錠し、帰りは所属
職員の退勤を促し、19時30分、20時、20時30分と校内を巡視して帰るという状
況である。このようなことから、外部の人材活用をぜひお願いしたい。

業務の役割分担・適正化を進める 県立

　学校警備員が配置されている、ろう学校は、学校警備員が施錠する19
時30分には、学校にいられないという認識を持って、帰っていた。学校
警備員は、施設設備の保全や防犯上の改善という視点以外でも、勤務時
間の意識付けにも効果があると思われる。また、現在、防犯上危険であ
ると指摘されている、土日の学校開放による鍵の貸し借り、授受につい
ても改善される。

6
　地域や外部の協力ができることだと思う。とにかく人手が足りないというこ
とをすごく体感しているので、その辺は県や国で早急に対応していただきたい
と思っている。

学校・家庭・地域・関係機関との
連携・協力体制の構築

県立

　ボランティアの募集について、各学校の課題が異なり、募集に手間が
かかることがあるが、特別支援学校では学校のホームページ等に募集を
掲載すると申し込みがあるということで、システム化している。

7

　中学校の部活について、スポーツ少年団と地域総合型スポーツクラブを中心
として学校から離して行こうという動きがいよいよ本格化している。各都道府
県からは「出来るわけがない」という後ろ向きな回答が多かった。しかし、動
かないと進まないので、「できる方法を考える」ということで、実際動き出し
ているという現状である。

業務の役割分担・適正化を進める

構成員意見 今後の取組に関する方向性(案)

3

　県域の中で業務アシスタント、児童支援員、スクールカウンセラーの増加な
どの色々な良い取組がそれぞれの市町村等で行われている情報が入ってくる。
そのように良い取組が色々あるのであれば、それをぜひ県下で広めていただき
たい。

業務の役割分担・適正化を進める

4

　人材確保や人員の問題を考えるには、必ず予算が関わってくるが、市費で非
常勤を雇える市町村と、それができない市町村がある。部活動指導員に関して
も、実際に何人雇えるのかというのもかなり市町村で差が出ている。
　部活動に関しては、中学校の問題の中でかなり大きな割合を占めている。部
活の指導員を頼んでも、そこまで責任を持てないと言って断る人もいる。市町
村教委が県の方針を受けて、具体的に考えるときによい影響を学校に与えるよ
うにしてもらいたい。

業務の役割分担・適正化を進める

4



Ⅴ　定数改善について
改善に向けた取組の方向性

1

　定数改善を考えないと、根本的な解決になっていかない。
　人材をもっと導入できるのであれば、教員定数を増やせるようにするなど、
早急にしていただきたい。

学校の組織運営体制の在り方の検
討

2

　小学校英語の問題について、専科教員の増を定数で整理
学校の組織運営体制の在り方の検
討

市町村立

　専科教員がいれば、その時間休憩をとることができる。
　小学校英語について、各地区校長会議で、授業を専科教員が行うべき
だという意見が圧倒的多数を占めた。

3
　特別支援学校における医療的ケアのための看護師の増、小学校英語教諭の配
置、教育相談コーディネーターの定数化

学校の組織運営体制の在り方の検
討

4
　特別に支援が必要な子供がいるので、人員を増やすことに重きを置いていた
だけると大変ありがたい。

学校の組織運営体制の在り方の検
討

5

　養護教諭の配置拡充について
学校の組織運営体制の在り方の検
討

市町村立

　800人弱の学校で、怪我をする児童が毎日40～50人いるので、養護教
諭が病院などに付きそうことが多く、不在の時間に不安を感じる。

6

　欠員臨時任用職員について

学校の組織運営体制の在り方の検
討

県立

　定数の10％弱が欠員臨時任用職員である。来年いないかもしれない臨
時任用職員にどこまでの仕事を任せるのかが悩ましい。　また、フルタ
イムでない再任用職員や非常勤職員も多い。特に欠員が多い国語と英語
については、２回目の採用試験を実施していただきたい。

構成員意見 今後の取組に関する方向性(案)

県立

　医療支援が必要な重度の子どもが増えているので、正規の看護婦が必
要である。
　実際、正規の看護師が必要なのか、介助職が必要なのか、どちらを優
先するのか、今後に向けて整理が必要である。
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Ⅵ　労働安全衛生管理について
改善に向けた取組の方向性

1

労働安全衛生管理について(産業医意見等)
学校の組織運営体制の在り方の検
討

Ⅶ　その他
改善に向けた取組の方向性

1

　職員の年齢構成の歪さから教頭・総括などのミドルリーターのなり手がいな
い。学校経営の負担を分散するためには、その部分をどうしていくか心配であ
る。

学校の組織運営体制の在り方の検
討

市町村立

　役割分担の見直しをする。特にミドルリーダーの役割分担を見直す。
　学校の中で次の総括教諭になるサブリーダーをどれだけ育てていける
のかが課題である。

2

　若手とベテランしかいないという両極端な状態になっている。新採用が５年
で替わり、ベテランは定年になって替わっていくため、仕事を引き継いで長く
やってもらえる人がいなくなっている。新採用が二回りして異動するような人
事を柔軟にやっていかないと、学校も回っていかない。

学校の組織運営体制の在り方の検
討

市町村立

　行政職員は、３年から５年で部署が変わっても対応している。引継ぎ
を早くから準備するなどの意識改革が必要である。

3

　特別支援学校は各校の専門性の維持が喫緊の課題だと思っている。この後ベ
テランの先生が大量に退職していくのは目に見えて分かっているので、その間
に何をしていけばよいのか非常に危機感を感じている。教員の授業の力量につ
いて、学校内でも引き継いでいかなければならないことが課題になっている。

学校の組織運営体制の在り方の検
討

県立

　大量退職に伴う大量採用の影響で特別支援学校は若手が多くなり、部
分休業や育児短時間勤務を取得している人が多いので、その分の業務に
関して他の正規の教職員に負担がかかる状況である。

4

　神奈川の教員の働き方改革は何のために行っていくのか、ということをこの
場でも確認をしたい。現場の教職員が取組を進めていくに当たって、同じ方向
を向いていることが必要である。
　その上で、神奈川で進めている教員の働き方改革について、社会、保護者
や、地域の皆さんに御理解いただくことも必要だと思う。

学校の組織運営体制の在り方の検
討

5

　働き方の質、生産性をどう上げていくのか、そのようなことも必要かと思
う。一方で、教員の力量を高めていくために自ら学ぶ時間も必要だと思う。 勤務時間の把握及び適正な勤務時

間の設定
市町村立

　自ら学ぶ時間は、自分で時間を管理し、自分のために今日は30分時間
をつくろうという意識改革が必要
　一週間のうち、半日を研修日ということで、授業を入れない時間を作
るという案もある。

市町村立
　夏季休業期間中に学校閉庁日を実施している市町村がある。
　個人的には反対であるが、保護者や地域の理解が必要

県立

　県立学校で 低限この期間は共通に休むという期間をつくらないと、
現在のような学校によって課業期間が異なる状況では、部活動の練習試
合も組めない、大会にも出られないということになる。学校ごとの閉庁
日というのは設定できないのではないか。また、高体連、高文連、高野
連等の調整も必要である。

7
　研修の精選、整理について 学校の組織運営体制の在り方の検

討
市町村立

　学びたい研修というより、行かなければいけない研修が多い。行きた
い研修に行けるような研修の精選、整理を行ってほしい。

8

　複数担任制について
学校の組織運営体制の在り方の検
討

県立

　実際にある学校で経験したが、転勤してすぐに担任を持つことは、負
担感が大きいことから、経験のある人と一緒に担任をもつような複数担
任制にすれば、教員の負担軽減につながると思う。

9

　定数内の非常勤職員、再任用職員の校務分掌について

学校の組織運営体制の在り方の検
討

県立

　29時間の再任用職員や定数内の非常勤職員の業務分担について、学校
ごとに齟齬があるので、例えば担任や校務分掌も受け持つという分担に
するのであれば、県立特別支援学校全体での共有理解が必要である。

構成員意見 今後の取組に関する方向性(案)

構成員意見 今後の取組に関する方向性(案)

6

　夏季休業期間の学校閉庁日の実施について

学校の組織運営体制の在り方の検
討

6



国で今後の議論すべき論点(中央教育審議会・学校における働き方改革特別部会)

1

2

3 時間外勤務抑制に向けた制度的措置の在り方について
　教師の長時間勤務を是正していくために、教師の勤務の特殊性や児童生徒の学びの質を担保するために持続可能な勤
務環境の在り方も考慮しながら、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)の在り方も
含む教職員の勤務時間等に関する制度の在り方について検討を行う。

論点 内　　容

学校の組織運営体制の在り方について
　校長・副校長・教頭も含めたすべての教職員の校務運用上の負担を軽減していくために、現在の学校に置かれている
職のあり方や主任のあり方、校務分掌や校内委員会のあり方等の学校組織運営の在り方について検討を行う。

学校の労働安全衛生管理の在り方について(時間外勤務時間数の抑制、客観的
な勤務時間の把握)

　学校の教職員が、心身の健康を損なわないよう働くために必要な職場環境の整備に関して、取り得る方策や支援の在
り方等について検討を行う。
　厚生労働省が作成している働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案（平成30年４月６日提出）に
おける、労働基準法の改正部分に時間外勤務時間数について、新たに抑制が行われるとともに、労働安全衛生法改正部
分に「事業者は、(省略)厚生労働省令で定める方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。」と
いう条文が新たに追加されている。
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