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１ はじめに 

近年は、知識・情報・技術をめぐる変化が加速度的となり、情報化やグローバル化と

いった社会の変容が、人間の予測を超えて進展するようになってきている。これからの

時代を生きる子供には、学校教育において、自立した人間として、多様な他者と協働し

ながら創造的に生きていくために必要な資質・能力を育成することが求められている。 

新しい学習指導要領では、より良い学校教育を通じてより良い社会を創るという目標

を学校と社会が共有し、「社会に開かれた教育課程」という理念のもと、「何を学ぶか」、

「どのように学ぶか」との視点で「カリキュラム・マネジメント」を実現することや  

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた教材研究や学習評価の改善・充実による

授業改善など、更なる学校教育の充実が求められている。 

こうした中、我が国の学校及び教職員が、諸外国と比較して広範な役割を担っている

ことは、平成２９年３月に、国立教育政策研究所から出された「学校組織全体の総合力

を高める教職員配置とマネジメントに関する調査研究報告書」にも示されているとおり

であり、学校現場において教職員は、子供たちのために献身的な努力を重ねている。 

一方で、平成２８年に文部科学省が１０年ぶりに教員等の勤務実態調査を行ったとこ

ろ、多くの教員等が長時間勤務をしている実態が明らかになった。そこで、平成２９年

６月、文部科学大臣は、中央教育審議会に「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校

指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について」

を諮問し、これを受け、同審議会は、同年１２月に「中間まとめ」を答申した。 

  また、平成３１年１月には、中央教育審議会が「新しい時代の教育に向けた持続可能

な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策に

ついて」の答申をし、それを受けて、文部科学省が「公立学校の教師の勤務時間の上限

に関するガイドライン」を策定した。 

  さらに、令和元年１２月には、国が「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に

関する特別措置法の一部を改正する法律」を制定・公布し、各地方公共団体の判断によ

る一年単位の変形労働時間制の選択的導入を可能とするとともに、上記ガイドラインを

法的根拠のある「指針」と位置付けることとした。これに伴い、令和２年１月に、文部

科学省から「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督す

る教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指

針」が告示されている。 

  県教育委員会においても、国の動きを踏まえ、平成３０年９月に「学校における働き

方改革推進プラン」を策定し、令和元年５月に一部改定を行った上で、本プランに基づ

いて、学校の業務改善及び教職員の意識改革など、学校における働き方改革を進めてき

たところである。 

さらに、この度、国の指針やこれまでの取組の成果と課題等を踏まえ、プランの必要

な見直しを行ったところであり、今後も必要に応じて適宜見直しを行っていく。 
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２ 本県のこれまでの取組 

平成１４年度：「教育職員の総労働時間の短縮に関する指針」を制定 

平成２０年度：「学校を対象とする事務量軽減検討チーム」を庁内に設置 

平成２３年度：「県立学校職員への医師による面接指導等実施要領」を策定 

平成２４年度：「多忙化対策検討会議」を庁内に設置 

平成２６年度：「業務改善リーフレット（児童生徒と向き合う時間を確保するために）」 

を作成 

平成２７年度：「学校業務改善現状調査」を実施 

平成２８年度：「業務改善リーフレット（心豊かに千葉の教育をすすめるために）」を 

作成 

平成２９年度：「学校業務改善検討会議」を庁内に設置 

：「教員等の勤務実態調査」を実施 

：県立学校の教員に一人一台校務用パソコンを配付 

：平成１４年度に制定した『指針』を一部改定 

：「業務改善リーフレット（学校における働き方改革を進めるために）」を 

作成 

平成３０年度：「働き方改革推進本部」を庁内に設置し、その下に「学校部会」、「部活動

部会」、「教育委員会事務局部会」を設置 

：「働き方改革推進拡大会議」、「学校における働き方改革のための研究協議

会」、「学校における働き方改革に係る座談会（教職員対象）」を開催 

：配付パソコンを活用した出退勤時刻の管理（県立学校の教職員） 

：「学校における働き方改革推進プラン」を策定 

：「安全で充実した運動部活動のためのガイドライン」を一部改訂 

：「教員等の勤務実態調査」、「意識調査」を実施 

：「スクール・サポート・スタッフ」、「部活動指導員」を配置 

：「持続可能で充実した文化部活動のためのガイドライン」を策定 

：「働き方改革啓発リーフレット」を作成 

令和元年度 ：「学校における働き方改革推進プラン」を改定（令和元年５月） 

：「教員等の勤務実態調査」、「意識調査」を実施 

：「スクール・サポート・スタッフ」、「部活動指導員」を配置 

：「働き方改革推進拡大会議」、「学校における働き方改革促進のための研究

協議会」、「学校における働き方改革に係る座談会（教職員対象）」を開催 

      ：「学校における働き方改革推進プラン」取組状況調査を実施 

：「働き方改革啓発リーフレット」を作成 

：「学校における働き方改革推進プラン」を改定（令和２年３月） 
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○ 教諭等における１月当たりの正規の勤務時間を８０時間超える者の割合 

職種（調査時期） 小学校 中学校 義務教育学校 高等学校 特別支援学校 

教諭等（Ｒ元.11月） ８．１％ ２９．５％ ３２．８％ １６．５％ ０．０３％ 

〃 （Ｒ元.６月） １２．１％ ３７．９％ ３３．３％ ２０．６％ ０．１％ 

〃 （Ｈ30.11月） １１．５％ ３０．５％ ３６．９％ ２５．９％ １．４％ 

〃 （Ｈ30.６月） １３．２％ ３６．４％ ３５．４％ ３０．２％ １．４％ 

 

 

 

 

３ 学校における働き方改革の目的 

 

  

「学校における働き方改革」の実現により、教職員一人一人が誇りをもって働くこと
ができるようになることが、ひいては、児童生徒の教育にも良い影響として還元される。  
そこで、「学校における働き方改革」を進めるに当たっては、これまで学校が果たして 

きた役割も十分踏まえつつ、教職員が、心身の健康を損なうことのないよう業務の質的
転換及び量的削減・精選を図り、授業やその準備に集中できる時間、自らの専門性を  

高めるための研修の時間を確保できる勤務環境を整備することが必要である。 
それにより、限られた時間の中で、児童生徒と向き合うための時間を確保するととも

に、児童生徒に対して効果的な教育活動を行うことができるようにする。 
 
４ 本プランの位置付け 

本プランは、県教育委員会が、学校の業務改善を図り、教職員の労働時間の短縮を  
より一層推進するために平成３０年３月に一部改定した「教育職員の総労働時間の短縮
に関する指針」を、各学校がその実態に応じた取組を進めることができるよう策定した、
数値目標を含めた行動計画である。 
また、県立学校の設置者である県教育委員会の行動計画であるとともに、公立小・  

中学校（義務教育学校及び特別支援学校を含む。以下「小・中学校」という。）の設置者
である市町村教育委員会による行動計画の策定を促し、その取組を促進することを目指

すものである。 
なお、本プランは、今後策定する「勤務時間の上限に関する方針」の行動計画として

位置付けるものである。引き続き目標の達成状況を検証しながら、必要に応じた見直し
を図っていく。 

 

５ 本県の実態と課題 
（１）「教員等の出退勤時刻実態調査」から 

県教育委員会が、平成３０年度から全ての県立学校及び市町村教育委員会を対象とし
て実施している「教員等の出退勤時刻実態調査」の結果は以下のとおりである。 
いわゆる「過労死ライン」といわれる１月当たり正規の勤務時間を８０時間超えて在

校している教職員は一定程度減少しているものの、未だ多く存在している。 
 
 

 
 
 
 
（２）「教職員の働き方改革に係る意識調査」から   
    抽出した７０校を対象とし、県教育委員会が平成３０年度から実施している「教職員
の働き方改革に係る意識調査」の結果は、以下のとおりである。 
子供と向き合う時間を確保できている教職員の割合及び勤務時間を意識して勤務でき

ている教職員の割合は増えているものの、教職員の意識改革が十分に進んでいるとは言
えない状況である。 

教職員が心身ともに健康を保つことができる環境を整え、子供たちの
成長に真に必要な、効果的な教育活動を持続的に行うことができるよう
にする。 
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〇 子供と向き合う時間を確保できている教職員の割合及び勤務時間を意識して勤務できている 
教職員の割合 

  
 
 
 
 
 
 

６ 本県の目標 

 

 

 

 

 

 

（１）文部科学省の指針に示された在校等時間の上限時間の原則について 

〇１か月の時間外在校等時間について、４５時間以内 

〇１年間の時間外在校等時間について、３６０時間以内 

※児童生徒に係る臨時的な特別の事情により業務を行わざるを得ない場合は、 

１か月の時間外在校等時間１００時間未満、１年間の時間外在校等時間７２０時間以内 

（連続する複数月の平均時間外在校等時間８０時間以内、かつ、時間外在校等時間４５

時間超の月は年間６月まで） 

 

 

 

 

 

 

 

上記の在校等時間については、上限時間の遵守を求めるのみであってはならず、業務

分担の見直しや適正化、必要な環境整備等の取組を十分に講じた上で、目標の達成を目

指していくことが重要である。 

そこで、令和元年１０月に実施した「『学校における働き方改革推進プラン』取組状況

調査」の結果を踏まえ、各教育委員会において２４項目、各学校において２８項目の推

進すべき具体的取組を示すとともに、令和２年度から令和４年度までの３年間に達成す

べき年度別の数値目標を設定し、着実な実施を促すことで、在校等時間の遵守を図るこ

ととした。 

調査時期 
子供と向き合う時間を 

確保できている 

勤務時間を意識して勤務

できている 

Ｒ元.1２月 ６６％ ７５％ 

Ｒ元.  ７月 ６４％ ７１％ 

Ｈ30.1２月 ５４％ ６４％ 

Ｈ30. ７月 ５３％ ６３％ 

業務量の適切な管理等に係る取組を推進し、原則として、条例等で定
める勤務時間を超える在校等時間が、１か月当たり４５時間、１年当た
り３６０時間を超えないようにする。 
そのため、「子供と向き合う時間を確保できている教職員の割合」及

び「勤務時間を意識して勤務できている教職員の割合」が令和４年度末
までにそれぞれ９５％以上、１００％となるよう段階的に引き上げる。 
 

※「在校等時間」について 

文部科学省の指針では、教育職員が学校教育活動に関する業務を行っている時間として外形

的に把握することができる時間を当該教育職員の「在校等時間」とし、服務監督教育委員会が

管理すべき対象としている。具体的には、正規の勤務時間外において超勤４項目以外の業務を

行う時間も含めて教育職員が在校している時間を基本とし、校外において職務として行う研修

への参加や児童生徒等の引率等の職務に従事している時間等を加え、休憩時間や正規の勤務時

間外に自らの判断に基づいて自らの力量を高めるために行う自己研鑽の時間その他業務外の

時間を除いた時間を「在校等時間」としている。  
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（２）教職員の意識改革について 

学校における働き方改革とは、単に教職員の在校時間を短縮すれば良いというもので

はない。上限時間の遵守を形式的に行うことが目的化し、真に必要な教育活動をおろそ

かにしたり、家に持ち帰って業務を行う時間が増えたりすることを意図するものではな

い。 

また、これまで学校教育が挙げてきた大きな蓄積と高い効果を持続可能なものとし、

新学習指導要領を円滑に実施していくためには、教職員の業務量を減らすという業務 

改善の側面とともに、教職員一人一人が、「子供のためであればどんな長時間勤務も良し

とする。」という働き方を見直し、勤務時間を意識し、限られた時間の中で、計画的・  

効率的に業務を行おうとする意識を持つという、教職員の意識改革との両輪で進めて 

いくことが必要不可欠である。 

そこで、「子供と向き合う時間を確保できている教職員の割合」及び「勤務時間を意識

して勤務できている教職員の割合」の向上を図るため、令和２年度から令和４年度まで

の３年間に達成すべき年度別の数値目標を以下のとおり設定し、段階的な引き上げを目

指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 子供と向き合う時間を 

確保できている教職員の割合 

勤務時間を意識して勤務 

できている教職員の割合 

令和２年度 ７５％以上 ８５％以上 

令和３年度 ８５％以上 ９５％以上 

令和４年度 ９５％以上 １００％ 
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７ 取組の方針 

 

 

 

 

 

 

 

我が国の学校及び教職員は、諸外国と比較して、広範囲な役割を担っている。これら

の業務の中には、「基本的には学校以外が担うべき業務」「学校の業務だが、必ずしも  

教職員が担う必要のない業務」「教職員の業務だが、負担軽減が可能な業務」等が含まれ

ている。 

教職員の業務改善を図るには、業務内容を見直すとともに、学校が担うべき業務、  

教職員が担うべき業務を、各学校や地域の実情に応じて、役割分担を検討していく必要

がある。また、教職員の意識改革を図るには、子供たちに対しての効果的な教育活動に

向けて、教職員一人一人が自らの働き方を見直すとともに、学校における働き方改革の

取組が、家庭や地域等から理解・支援されることが必要である。 

学校における働き方改革を推進していくためには、教育委員会をはじめ、学校、家庭、 

地域等を含めた、教育に係る全ての関係者がそれぞれの課題に基づいて、改革に向けた  

取組を実行していかなければならない。 

そこで、上記の取組の方針のもと、具体的な方策を講じていくこととする。 

 

８ 取組の検証・改善 

県教育委員会は、教職員の勤務実態調査※１、意識調査※２、プランの取組状況調査等に

より、取組の進捗状況を把握するとともに、「働き方改革推進本部」を中心に、「働き方

改革推進拡大会議」をはじめ様々な会議等における協議を通して、取組の検証を行って

いく。 

また、検証を踏まえた新たな取組の追加及びこれまでの取組の見直しなど、プランの

改定を適宜行っていく。 

（１）業務改善の推進 

（２）部活動の負担軽減 

（３）勤務時間に関する意識改革と時間外勤務の抑制 

（４）学校を支援する人材の確保 

（５）学校・家庭・地域及び関係機関等との連携の推進 

（６）方針及び行動計画等の徹底及びフォローアップ 

 

 

※１：平成３０年度から勤務実態調査を６月と１１月に実施し、それぞれの１か月間の出退勤 

時刻等を調査している。 

※２：平成３０年度から意識調査を７月と１２月に実施し、子供と向き合う時間を確保できて 

いる教職員の割合や勤務時間を意識して勤務できている教職員の割合等を調査している。 
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９ 教育委員会の具体的取組と年度別数値目標 

平成３０年９月に設定した２２項目の取組について、令和元年１０月に実施した取組 

状況調査の結果を踏まえて、それぞれ取組達成の判断基準及び令和４年度までの年度別

の数値目標を設定した。また、併せて、新たに２つの取組を追加した。 

（１） 業務改善の推進 

①  管下学校の業務改善に関して、時間外勤務の短縮に向けた業務改善方針や計画を 

策定する。 

 

 

 

 

 

②   働き方改革に係る全庁的な推進体制を構築する。【重点項目】 

 

 

 

 

 

③  業務改善目標を定め、業務改善のＰＤＣＡサイクルを構築する。 

 

 

 

 

④  ＩＣＴを活用する環境の整備を図る。【重点項目】 

 

 

 

 

 

 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

管下学校の業務改善に関して、時間外勤務の縮減に向けた業務改善や計画（働

き方改革推進プラン等）を策定し、状況変化や制度改正を踏まえ、適宜、方針や

計画の見直しを図っている教育委員会の割合 

令和２年度 ９０％以上 ⇒ 令和３年度 ９５％以上 ⇒ 令和４年度 １００％ 

 

 

 
【取組達成の判断基準及び数値目標】 

働き方改革に係る全庁的な組織（例：働き方改革推進委員会、業務改善検討委

員会等）を設置し、併せて、当該組織を活用して定期的に働き方改革の推進に係

る協議等を行い、取組を進めている教育委員会の割合 

令和２年度 ６０％以上 ⇒ 令和３年度 ７０％以上 ⇒ 令和４年度 ８０％以上 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

具体的な業務改善目標（何をどれくらい）を設定し、年に１回以上、点検・評

価等を行った上で、取組の見直しを図っている教育委員会の割合 

令和２年度 ８５％以上 ⇒ 令和３年度 ９５％以上 ⇒ 令和４年度 １００％ 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

管下全ての学校において、教職員の業務の効率化を図るために教職員一人一台

パソコンで活用できる校務支援システムを整備し、併せて、校務支援システムの

有効活用に向けた助言や支援を定期的に行っている教育委員会の割合 

令和２年度 ７０％以上 ⇒ 令和３年度 ８０％以上 ⇒ 令和４年度 ９０％以上 
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⑤  全ての教員が、教材や指導案をＩＣＴを活用して共有できるよう環境を整備する 

とともに、各学校に対し、全ての教員が共有した教材や指導案を効果的に活用する 

よう指導する。 

 

 

 

 

 

⑥  学校事務の共同実施を積極的に行うとともに、服務監督権者ごとの共通の庶務事 

務システムを整備し、学校事務の効率化を図る。 

 

 

 

 

 

⑦  学校へ調査等を行う場合は、その必要性を十分精査するとともに、実施する場合 

でも、「隔年での実施」や「対象の抽出（限定）」、「調査項目・様式の簡素化」や 

「回答方法の効率化などの工夫を図り、学校の負担軽減を図る。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

各学校におけるＩＣＴを活用した教材や指導案の共有化の状況を年に１回以上

確認し、教員によって進捗にばらつきが見られる学校に、理由を聞き、他校の好

事例を紹介するなど、個別に対応している教育委員会の割合 

令和２年度 ７０％以上 ⇒ 令和３年度 ８０％以上 ⇒ 令和４年度 ９０％以上 

 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

学校事務の共同実施の体制を見直し、所管する学校全てに共通する庶務事務シ

ステムを整備するとともに、効果的な活用が図られるよう、計画的かつ継続的に

学校事務職員を指導している教育委員会の割合 

令和２年度 ７０％以上 ⇒ 令和３年度 ８０％以上 ⇒ 令和４年度 ９０％以上 

 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

調査等を、実施主体（国、県、市町村）ごとに分類・整理した上で、市町村の

独自調査については、その必要性を十分に精査し、統合や廃止について検討し、

併せて、統合や廃止が困難な調査についても、「隔年での実施」や「対象の抽出（限

定）」、「調査項目・様式の簡素化」や「回答方法の効率化」などの負担軽減のため

の改善を図り、その結果、独自調査の件数が、令和元年度比で減少している教育

委員会の割合 

令和２年度 ７０％以上 ⇒ 令和３年度 ８０％以上 ⇒ 令和４年度 ９０％以上 
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⑧  学校の各種研究会及び学校職員が参加する研修会等を整理・精選する。  

 

 

 

 

 

 

 

（２） 部活動の負担軽減 

①   「運動部活動に関するガイドライン」を改訂（又は策定）し、運動部活動の適切

な活動時間や休養日等を設定する。 

 

 

 

 

 

② 「文化部活動に関するガイドライン」を改訂（又は策定）し、文化部活動の適切 

な活動時間や休養日等を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

市町村教育委員会が主催する研修会等を実施するに当たって、その必要性や実

施方法（対象、時間及び内容）について検証、精査し、その結果、市町村教育委

員会主催の既存の研修会等が令和元年度比で１回以上減少するとともに、更に、

管下の学校に対して、研修会等の整理・精選をするよう求めている教育委員会の

割合 

令和２年度 ８５％以上 ⇒ 令和３年度 ９５％以上 ⇒ 令和４年度 １００％ 

 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

市町村教育委員会として運動部活動ガイドラインを策定し、適切な活動時間や

休養日等を設定し、併せて、管下の各学校の運動部活動の方針の策定状況を把握

している教育委員会の割合 

令和２年度 １００％ ⇒ 令和３年度 １００％ ⇒ 令和４年度 １００％ 

 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

市町村教育委員会として文化部活動ガイドラインを策定し、適切な活動時間や

休養日等を設定し、併せて、管下の各学校の文化部活動の方針の策定状況を把握

している教育委員会の割合 

令和２年度 ８５％以上 ⇒ 令和３年度 ９５％以上 ⇒ 令和４年度 １００％ 
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（３）勤務時間に関する意識改革と時間外勤務の抑制 

① 教職員の出退勤時刻をＩＣＴの活用やタイムカードなどにより勤務時間を客観的 

 に把握し、集計するシステムを構築する。 

 

 

 

 

 

 

②  教職員の勤務時間外の保護者や外部からの問合せ等については、緊急時の教育委 

員会事務局等への連絡方法を確保した上で、留守番電話の設置やメールによる連絡 

対応等ができるような体制を整備する。【重点項目】 

 

 

 

 

 

 

 

  ③ 教育委員会として、緊急時の連絡方法を確保した上で、管下学校の学校閉庁日 

を、長期休業期間中に年間５日以上設定する。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

管下全ての学校において、教職員の勤務時間を客観的な方法（ＰＣのログ情報、

タイムカード、ＩＣカード等）により把握・集計するシステムを導入し、併せて、

各学校の教職員の勤務時間を把握している教育委員会の割合 

令和２年度 ８０％以上 ⇒ 令和３年度 ８５％以上 ⇒ 令和４年度 ９０％以上 

 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

管下全ての学校において、勤務時間外の保護者や外部からの問合せ等について、

緊急時の教育委員会事務局等への連絡方法を明確にした上で、留守番電話（音声

アナウンスによる対応も含む）やメールによって対応する体制ができており、活

用が図られている教育委員会の割合 

令和２年度 ５０％以上 ⇒ 令和３年度 ６０％以上 ⇒ 令和４年度 ７０％以上 

 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

管下全ての学校において、長期休業期間中に年間５日以上の学校閉庁日を設定

し、併せて、学校閉庁日を活用した休暇等の積極的な取得について、職員に奨励

している教育委員会の割合 

令和２年度 ８５％以上 ⇒ 令和３年度 ９５％以上 ⇒ 令和４年度 １００％ 
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  ④ 県教育委員会と市町村教育委員会は、校長が、学校運営上の必要に応じ、時差出 

勤を可能とすることができるよう、通知等を通じて指導を徹底する。【新規取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）学校を支援する人材の確保 

  ① 支援が必要な児童生徒・家庭への対応に関して、高度に専門的な知識・経験を  

有するスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、特別支援教育支援員

等の学校への配置を促進する。 

 

 

 

 

 

 

②   教職員が行う授業準備や校内掲示物の作成などの事務作業を補助するスクール・

サポート・スタッフ等や、教職員に代わり部活動の指導や大会の引率等を行う部活

動指導員等の学校への配置を促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的取組】 

・職員個々の勤務時間の割り振りは、これまでも校長が適切に行っているところ 

だが、朝の補習や安全確保のための立ち番指導等に従事する職員の勤務時間を、 

実態に合わせて割り振ることは可能であることについて、再度通知等で周知す 

る。 

・全職員一斉の勤務時間の割り振りではなく、授業など児童生徒の教育活動に影

響がない範囲で、適切に業務分担をさせることが可能であることについて指導

を徹底する。 

※新規取組のため、令和２年度の取組状況調査の結果を踏まえ、数値目標を再

設定する。 

 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、特別支援教育支援員等

の配置に当たって、管下全ての学校が必要に応じて活用できるように配置の人数

設定や配置校、活動時間等を工夫している教育委員会の割合 

令和２年度 １００％ ⇒ 令和３年度 １００％ ⇒ 令和４年度 １００％ 

 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

スクール・サポート・スタッフや部活動指導員等の配置を行い、併せて、配置

した学校において、スクール・サポート・スタッフや部活動指導員等を効果的に

活用できるよう、業務の内容や依頼方法を工夫するなどして業務改善の効果が上

がっている教育委員会の割合 

令和２年度 ９５％以上 ⇒ 令和３年度 １００％ ⇒ 令和４年度 １００％ 
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（５）学校・家庭・地域及び関係機関等との連携 

  ① 登下校に関する対応や勤務時間外での生徒指導等について、学校・家庭・地域        

及び関係機関との連携を一層強化する体制を構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

② 教職員の適正な勤務時間の設定に係る取組について、保護者や地域の理解が得ら 

れるよう、ＰＴＡ等に説明会や文書等により必要な要請を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③   県教育委員会と市町村教育委員会は、学校の業務改善及び教職員の意識改革の 

取組について、連携を図り推進していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

登下校や勤務時間外の見回り等について、管下全ての学校が家庭・地域及び関

係機関と連携した対応ができるよう、各自治体や教育委員会が中心となって取り

組んでいる（例：○○市子供見守り隊やスクールガード、青少年指導の青色防犯

パトロールカーの巡回等）教育委員会の割合 

令和２年度 ９０％以上 ⇒ 令和３年度 ９５％以上 ⇒ 令和４年度 １００％ 

 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

保護者や地域の理解が得られるよう、働き方改革の趣旨や、勤務時間外の留守

番電話等の対応及び部活動ガイドラインの徹底などの取組について、少なくとも

年に１回以上、学校説明会で説明・要請したり、文書やホームページ等により周

知するよう、管下の学校を指導し、併せて、各学校において、指導に基づいた取

組がなされている教育委員会の割合 

令和２年度 ９０％以上 ⇒ 令和３年度 ９５％以上 ⇒ 令和４年度 １００％ 

 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

県教育委員会の取組を踏まえて、管下の学校の業務改善及び教職員の意識改革

の取組を進めている（例：市町村教育委員会主催の研修会への県職員の派遣依頼、

県が主催する働き方改革に係る研究協議会等への職員の派遣及び取組事例の発表

等）教育委員会の割合 

令和２年度 ９０％以上 ⇒ 令和３年度 ９５％以上 ⇒ 令和４年度 １００％ 
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（６）方針及び行動計画等の徹底及びフォローアップ 

①  業務改善方針・計画や、実施する業務改善の取組について、教育委員会の自己点 

検・評価の中に取り入れる。【重点項目】 

 

 

 

 

 

②  学校職員が参加する研修会や会議等及び市町村教育委員会への説明会や会議等で 

積極的に推進を図る。 

 

 

 

 

 

 

③   方針及び行動計画等について、達成状況を調査等で把握し、継続的に検証・見直

しを図る。【重点項目】 

 

 

 

 

 

 

 

 

④   学校における働き方改革に向けての優れた取組等について、教育委員会のホーム

ページ等で紹介し、広めていく。【重点項目】 

 

 

 

 

 

 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

教育委員会で行う点検・評価に業務改善の項目が入っており、定期的に検証し

ている教育委員会の割合 

令和２年度 ８０％以上 ⇒ 令和３年度 ９０％以上 ⇒ 令和４年度 １００％ 

 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

教育委員会が主催する学校職員を対象にした研修会、校長会議、教頭会議等に

おいて、働き方改革をテーマとした講義・事例発表・意見交換等を少なくとも年

１回以上行っている教育委員会の割合 

令和２年度 ９５％以上 ⇒ 令和３年度 １００％ ⇒ 令和４年度 １００％ 

 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

働き方改革の方針や行動計画等について、管下全ての学校に対して、少なくと

も年に１回以上、達成状況の調査等（例：「プラン」のチェックリストを活用した

取組状況調査等）を行い、その結果を踏まえて、検証や見直しを図り、併せて、

調査によって明らかとなった各学校の好事例をホームページやリーフレット、各

種協議会等において紹介し、取組が進むよう徹底を図っている教育委員会の割合 

令和２年度 ７０％以上 ⇒ 令和３年度 ８０％以上 ⇒ 令和４年度 ９０％以上 

 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

学校における働き方改革の好事例を、教育委員会のホームページ、リーフレッ

ト・冊子等を通じて、学校や保護者、地域の住民に周知し、併せて、周知した好

事例が、実際に管下の学校において取り入れられているか確認している教育委員

会の割合 

令和２年度 ７０％以上 ⇒ 令和３年度 ８０％以上 ⇒ 令和４年度 ９０％以上 
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⑤  県教育委員会と市町村教育委員会は、「業務改善」及び「意識改革」に向けた取組 

状況を、校長の人事評価の面談等において必ず評価し、適切なフォローアップを図 

る仕組みを構築する。【新規取組】 

 

 

 

 

 

 

 

10 学校の具体的取組と年度別数値目標 

平成３０年９月に設定した２６項目の取組について、令和元年１０月に実施した取組 

状況調査の結果を踏まえて、それぞれ取組達成の判断基準及び令和４年度までの年度別

の数値目標を設定した。また、併せて、新たに２つの取組を追加した。 

（１）業務改善の推進 

  ① 校長は、学校行事や会議、打合せ等を思い切って見直す。 

 

 

 

 

 

 

② 校長は、会議資料の事前配付、ペーパーレス化、会議の開始・終了時刻の設定、 

発言時間の設定等を行うよう職員に徹底し、時間の短縮を図るとともに、勤務時間 

外に会議、打合せ等を行わないようにする。 

 

 

 

 

 

【具体的取組】 

・教育委員会は、校長との目標申告の面談の際、「業務改善」及び「意識改革」に 

向けた取組状況と具体的な成果について確認し、評価する。 

・教育委員会は、校長の取組上の課題について、適切に助言を行う。 

※新規取組のため、令和２年度の取組状況調査の結果を踏まえ、数値目標を再

設定する。 

 

 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

校長が、校内委員会を通じて、学校行事の回数、練習回数や準備期間の短縮、

会議・打合せの回数や内容の精査を行い、併せて、その結果、令和元年度と比較

して学校行事の回数、練習回数や準備期間、会議等の時間が明らかに減少し、子

供と向き合う時間や教材研究の時間等の確保につなげている県立学校の割合 

令和２年度 ８５％以上 ⇒ 令和３年度 ９５％以上 ⇒ 令和４年度 １００％ 

 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

校長が、会議や打合せ等の効率化に向け、会議資料の事前配付、ペーパーレス

化、会議の開始・終了時刻の設定、発言時間の設定等を行うよう指導を徹底し、

その結果、実際の時間が短縮するとともに、概ね勤務時間内に終了している県立

学校の割合 

令和２年度 ７０％以上 ⇒ 令和３年度 ８０％以上 ⇒ 令和４年度 ９０％以上 
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  ③ 校長は、会議や打合せ等で用いる資料、教科指導で活用する教材・指導案、週案 

等の電子化等を進めるとともに、全ての教職員に、データの保存場所を明確にさせ 

るとともに、校内で共有したデータを有効活用するよう指導の徹底を図る。 

 

 

 

 

 

 

④ 給食費及び教材費等学校徴収金は、銀行振り込み・口座引き落としによる徴収とする。 

 

 

 

 

 

⑤ 地域ボランティア等との連絡調整の際の学校側の窓口としては、副校長、教頭、 

主幹教諭等を地域連携担当と校務分掌上に位置付ける。 

 

 

 

 

 

⑥ 学校に設置されている様々な委員会等については、委員会等の合同設置や構成員 

の統一等、業務の適正化に向けた運用を行う。 

 

 

 

 

 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

校長が、教科指導で活用する教材・指導案、週案等の電子化等を進めるととも

に、それぞれのデータが効率よく活用されるよう、データの保存場所を明確化さ

せ、併せて、学年や分掌単位で情報共有が可能な体制を整備し、概ね全職員が共

有したデータを有効活用している県立学校の割合 

令和２年度 ７０％以上 ⇒ 令和３年度 ８０％以上 ⇒ 令和４年度 ９０％以上 

 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

給食費及び教材費等学校徴収金について、銀行振り込み・口座引き落としによ

る徴収とし、教職員が児童生徒から直接現金を集め、業者に支払うことがないよ

うにしている県立学校の割合 

令和２年度 １００％ ⇒ 令和３年度 １００％ ⇒ 令和４年度 １００％ 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

地域ボランティア等との連絡調整の際の学校側の窓口について、副校長、教頭、

主幹教諭等を地域連携担当として校務分掌表に明記し、組織的に対応する体制を

整えている県立学校の割合 

令和２年度 ９５％以上 ⇒ 令和３年度 １００％ ⇒ 令和４年度 １００％ 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

各委員会等の目的や構成員等を考慮した上で、効果的・効率的に機能するよう

統廃合を進め、その結果、子供と向き合う時間や教材研究の時間等の確保につな

がっている県立学校の割合 

令和２年度 ９５％以上 ⇒ 令和３年度 １００％ ⇒ 令和４年度 １００％ 
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（２）部活動の負担軽減 

① スポーツ庁及び県教育委員会の「運動部活動に関するガイドライン」（市町村立 

学校にあっては、市町村教育委員会の方針）に則り、活動方針を策定し、運動部活 

動の適切な活動時間や休養日等を設定し、運動部活動の運営を適切に行う。 

 

 

 

 

 

 

② 文化庁及び県教育委員会の「文化部活動に関するガイドライン」（市町村立学校に

あっては、市町村教育委員会の方針）に則り、活動方針を策定し、文化部活動の適

切な活動時間や休養日等を設定し、文化部活動の運営を適切に行う。 

 

 

 

 

 

 

③ 校長は、週当たり平日１日及び土日に１日以上の部活動の「休養日」を設定する 

とともに、年間をならして、教職員が部活動ガイドラインに則った活動時間を順守 

して部活動に従事するよう指導する。【新規取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

運動部活動の活動方針を策定し、適切な活動時間や休養日等を設定していると

ともに、教員の部活動指導に従事する時間の縮減や負担軽減につながる取組がな

されている県立学校の割合 

令和２年度 １００％ ⇒ 令和３年度 １００％ ⇒ 令和４年度 １００％ 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

文化部活動の活動方針を策定し、適切な活動時間や休養日等を設定していると

ともに、教員の部活動指導に従事する時間の縮減や負担軽減につながる取組がな

されている県立学校の割合 

令和２年度 ９５％以上 ⇒ 令和３年度 １００％ ⇒ 令和４年度 １００％ 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

校長が、教職員の部活動における指導時間の縮減を図り、週当たり平日１日及

び土日に１日以上の部活動の「休養日」が設定され、併せて、年間でならした場

合に、平日２時間以内及び休日３時間以内の指導時間になっている県立学校の割

合 

令和２年度 ７０％以上 ⇒ 令和３年度 ８０％以上 ⇒ 令和４年度 ９０％以上 
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④ 複数の職員で１つの部を担当する。（複数顧問の配置） 

 

 

 

 

 

 

（３）勤務時間に関する意識改革と時間外勤務の抑制 

  ① 管理職員は、タイムカードなどにより教職員の出退勤時刻を客観的に把握し、正 

規の勤務時間を月４５時間超えて在校する教職員と面談し、勤務状況を確認すると

ともに、必要に応じ、校務分掌上の配慮や医師による面接を受けさせるなどの指導

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  教職員は、月当たり正規の勤務時間を４５時間超えて在校することがないように、 

１日当たりの在校時間を１２時間以内とする。なお、週休日である土曜日又は日曜 

日に業務に従事する場合は、月当たり正規の勤務時間を４５時間超えて在校するこ 

とがないように、１日当たりの在校時間を調整する。【重点項目】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

日常的に活動している全ての部において、顧問を複数人配置し（活動が週に１

日などに限られている部は除く）、併せて、複数顧問間に負担の偏りが生じないよ

う配慮されている県立学校の割合 

令和２年度 １００％ ⇒ 令和３年度 １００％ ⇒ 令和４年度 １００％ 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

管理職員が、タイムカードなどにより客観的に把握した出退勤時刻のデータを

定期的にフィードバックし、個々の教員の意識改革を促しているとともに、正規

の勤務時間を月４５時間超えて在校した教職員がいた場合、その都度、面談によ

り勤務状況を確認し、校務分掌上の配慮により当該職員の業務量を平準化するな

どの工夫を図っており、さらに、正規の勤務時間を月８０時間超えて在校した教

職員に対して、医師による面接を受けるよう指導している県立学校の割合 

令和２年度 ７０％以上 ⇒ 令和３年度 ８０％以上 ⇒ 令和４年度 ９０％以上 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

全ての教職員の平日の在校時間が長くとも１２時間以内となるよう、管理職員

が指導するとともに、併せて、週休日に勤務する場合、月当たり正規の勤務時間

を４５時間超えて勤務することのないよう、在校時間の調整について指導し、そ

れらの結果、月当たり正規の勤務時間を４５時間超えて在校する教職員が「０」

である県立学校の割合 

※令和２年度の出退勤時刻実態調査の結果を踏まえ、数値目標を再設定する。 
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③  教職員は、週休日である土曜日・日曜日に業務に従事する場合は、必ずどちらか 

一方とし、連続して業務に従事しないようにする。【重点項目】 

 

 

 

 

  ④ 校長は、会議や打合せ等が勤務時間外に及ばないよう留意するとともに、会議の 

   必要性も含め、見直しを検討する。 

  ⑤ 校長は、時間外勤務の管理を適正に行うとともに、教職員の心身の健康に配慮す 

る。 

⑥  校長は、特に定時退勤に努める日として、週に１日は定時退勤日を必ず設ける。 

【重点項目】 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦  校長及び教職員は、長期休業期間中は定時退勤に努めるとともに、夏季休暇や年 

次休暇の取得に努める。 

 

 

 

 

 

 

⑧  校長は、長期休業期間中において、年間５日以上の学校閉庁日を設定する（市町 

立学校は市町村教育委員会において設定する）。 

 

 

 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

土日に連続して業務に従事する教職員が「０」である県立学校の割合 

令和２年度 ６０％以上 ⇒ 令和３年度 ７０％以上 ⇒ 令和４年度 ８０％以上 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

校長が、年間を通して、週に１日以上を定時退勤日として設定するとともに、

あらかじめ職員に周知したり、定時退勤日の前日又は当日に改めて定時退勤する

よう働きかけ（例：毎週水曜日を定時退勤日として設定し、管理職員が個別に声

かけをしている等）をしたりし、その結果、当該日には、概ね９割以上の職員が

定時退勤している県立学校の割合 

令和２年度 ７０％以上 ⇒ 令和３年度 ８０％以上 ⇒ 令和４年度 ９０％以上 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

長期休業期間中において、日々、９割以上の教職員（フルタイム勤務職員）が

定時退勤をし、また、夏季休暇を６日間、かつ、年次休暇を年間５日以上取得し

ている（取得予定を含む）県立学校の割合 

令和２年度 ７０％以上 ⇒ 令和３年度 ８０％以上 ⇒ 令和４年度 ９０％以上 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

校長が、長期休業期間中において、年間５日以上の学校閉庁日を設定している

県立学校の割合 

令和２年度 ８５％以上 ⇒ 令和３年度 ９５％以上 ⇒ 令和４年度 １００％ 
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⑨  校長は、連続した休暇の取得奨励の一つとして、職員一人一人が、週休日、休日 

等も活用しながら、１年に１度は１週間以上の連続休暇（ゆとりウィーク）を取得 

するよう奨励する。 

 

 

 

 

 

 

⑩  校長は、職員や家族の誕生日、結婚記念日、子供の学校行事等を家族とともに過 

ごす日として、年次休暇の取得を奨励する。 

 

 

 

 

 

 

⑪  教職員の勤務時間外の保護者や外部からの問合せ等については、緊急時の教育委 

員会事務局等への連絡方法を確保した上で、留守番電話の設置やメールによる連絡 

対応等ができるような体制を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

校長が、週休日・休日等も活用しながら１週間以上の連続休暇を取得するよう

全職員に奨励するとともに、プライバシーに配慮しながら個々の職員にも積極的

に声かけをしている県立学校の割合 

令和２年度 ９５％以上 ⇒ 令和３年度 １００％ ⇒ 令和４年度 １００％ 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

校長が、職員や家族の誕生日、結婚記念日、子供の学校行事等を家族とともに

過ごす日には年次休暇を取得するよう全職員に奨励するとともに、プライバシー

に配慮しながら個々の職員にも積極的に声かけをしている県立学校の割合 

令和２年度 ９５％以上 ⇒ 令和３年度 １００％ ⇒ 令和４年度 １００％ 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

課程ごとに、勤務時間外の保護者や外部からの問合せ等について、緊急時の連

絡方法を明確にした上で、留守番電話（音声アナウンスによる対応も含む）やメ

ールにより対応している県立学校の割合 

令和２年度 ８０％以上 ⇒ 令和３年度 ９０％以上 ⇒ 令和４年度 １００％ 
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（４）学校を支援する人材の確保 

① 校長は、学校の教育活動を支援するボランティア等の外部人材を積極的に活用す 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）学校・家庭・地域及び関係機関等との連携 

  ① 校長は、教職員の適正な勤務時間の設定に係る取組について、保護者や地域住民 

等に適切に説明を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

  ② 校長は、登下校に関する対応や勤務時間外での生徒指導等について、学校・家庭 

地域及び関係機関との連携を一層強化する体制を構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

校長が、教育活動を支援するボランティア等の外部人材について、教育計画に

位置付けられた継続的な取組や活動にも活用し（例：部活動支援、キャリア教育

講師等）、その結果、子供と向き合う時間や教材研究の時間の確保等につながって

いる県立学校の割合 

令和２年度 ９０％以上 ⇒ 令和３年度 ９５％以上 ⇒ 令和４年度 １００％ 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

校長が、保護者や地域住民の理解が得られるよう、働き方改革の趣旨や、勤務

時間外の留守番電話等の対応や部活動ガイドラインの徹底などの取組について、

少なくとも毎年１回以上、学校説明会で説明したり、文書やホームページ等によ

り周知をしている県立学校の割合 

令和２年度 ９５％以上 ⇒ 令和３年度 １００％ ⇒ 令和４年度 １００％ 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

校長が、登下校に関する対応や勤務時間外の見回り等について、家庭・地域及

び関係機関と連携した取組ができるような組織体制を構築している（例：スクー

ルガード、地域ボランティアの放課後パトロール等）県立学校の割合 

令和２年度 ８０％以上 ⇒ 令和３年度 ９０％以上 ⇒ 令和４年度 １００％ 
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（６）方針及び行動計画等の徹底及びフォローアップ 

① 校長は、学校の重点目標・経営方針に、働き方に関する視点を盛り込み、学校全 

体で取り組むとともに、ＰＤＣＡサイクルを構築する。 

 

 

 

 

 

 

  ② 校長は、学校経営方針や目標申告の項目に、必ず「業務改善」の項目を設定し、 

働き方改革の具体的な成果が得られるよう取組を推進するとともに、教職員一人一 

人の「意識改革」を図る。【新規取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③  教職員は、校長が出した学校重点目標・経営方針を踏まえ、目標申告シートに、 

働き方に関する視点を盛り込む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

校長が、学校の重点目標・経営方針に働き方改革に関する視点を盛り込み、年

度末までに点検・評価を行い、併せて、その結果を踏まえ、取組の見直しを図り、

全ての教職員に対して、その内容を周知している県立学校の割合 

令和２年度 ９５％以上 ⇒ 令和３年度 １００％ ⇒ 令和４年度 １００％ 

【具体的取組】 

・校長は、学校経営方針に「業務改善」の項目を設定し、保護者への理解を求

める。 

・校長は、目標申告に「業務改善」の項目を設定し、具体的な取組の徹底を図

る。 

・校長は、所属職員一人一人に対し、目標申告の面談の際、働き方改革に対す

る「意識改革」に向けた具体的な指導を実施し、定期的に取組のフォローア

ップを行う。 

※新規取組のため、令和２年度の取組状況調査の結果を踏まえ、数値目標を再

設定する。 

 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

全ての教職員が、校長が示した学校の重点目標・経営方針に基づき、自己の目

標申告シートに働き方改革に関する視点を盛り込んでいる県立学校の割合 

令和２年度 ８０％以上 ⇒ 令和３年度 ９０％以上 ⇒ 令和４年度 １００％ 
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④  校長は、学校評価において重点的な評価項目の一つとして、業務改善や教職員の 

働き方に関する項目を明確に位置付け、自己評価、学校関係者評価、第三者評価を 

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「学校における働き方改革推進プラン」 

平成３０年９月策定 

令和元年５月改定 

令和２年３月改定 

【取組達成の判断基準及び数値目標】 

業務改善など教職員の働き方改革に関する項目を、学校評価の重点として自己

評価、自校職員による評価、保護者・地域等の第三者による評価を実施している

県立学校の割合 

令和２年度 ９０％以上 ⇒ 令和３年度 ９５％以上 ⇒ 令和４年度 １００％ 
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番号 取　　組　　内　　容 チェック

1 管下学校の業務改善に関して、時間外勤務の短縮に向けた業務改善方針や計画を策定する。

2 働き方改革に係る全庁的な推進体制を構築する。

3 業務改善目標を定め、業務改善のＰＤＣＡサイクルを構築する。

4 ＩＣＴを活用する環境の整備を図る。

5
全ての教員が、教材や指導案をＩＣＴを活用して共有できるよう環境を整備するとともに、各学校に対

し、全ての教員が共有した教材や指導案を効果的に活用するよう指導する。

6
学校事務の共同実施を積極的に行うとともに、服務監督権者ごとの共通の庶務事務システムを整備し、学

校事務の効率化を図る。

7

学校へ調査等を行う場合は、その必要性を十分精査するとともに、実施する場合でも、「隔年での実施」

や「対象の抽出（限定）」、「調査項目・様式の簡素化」や「回答方法の効率化などの工夫を図り、学校

の負担軽減を図る。

8 学校の各種研究会及び学校職員が参加する研修会等を整理・精選する。

9
「運動部活動に関するガイドライン」を改訂（又は策定）し、運動部活動の適切な活動時間や休養日等を

設定する。

10
「文化部活動に関するガイドライン」を改訂（又は策定）し、文化部活動の適切な活動時間や休養日等を

設定する。

11
教職員の出退勤時刻をＩＣＴの活用やタイムカードなどにより勤務時間を客観的に把握し、集計するシス

テムを構築する。

12
教職員の勤務時間外の保護者や外部からの問合せ等については、緊急時の教育委員会事務局等への連絡方

法を確保した上で、留守番電話の設置やメールによる連絡対応等ができるような体制を整備する。

13
教育委員会として、緊急時の連絡方法を確保した上で、管下学校の学校閉庁日を、長期休業期間中に年間

５日以上設定する。

14
県教育委員会と市町村教育委員会は、校長が、学校運営上の必要に応じ、時差出勤を可能とすることがで

きるよう、通知等を通じて指導を徹底する。

15
支援が必要な児童生徒・家庭への対応に関して、高度に専門的な知識・経験を有するスクールカウンセ

ラー、スクールソーシャルワーカー、特別支援教育支援員等の学校への配置を促進する。

16
教職員が行う授業準備や校内掲示物の作成などの事務作業を補助するスクール・サポート・スタッフ等

や、教職員に代わり部活動の指導や大会の引率等を行う部活動指導員等の学校への配置を促進する。

17
登下校に関する対応や勤務時間外での生徒指導等について、学校・家庭・地域及び関係機関との連携を一

層強化する体制を構築する。

18
教職員の適正な勤務時間の設定に係る取組について、保護者や地域の理解が得られるよう、ＰＴＡ等に説

明会や文書等により必要な要請を行う。

19
県教育委員会と市町村教育委員会は、学校の業務改善及び教職員の意識改革の取組について、連携を図り

推進していく。

20
業務改善方針・計画や、実施する業務改善の取組について、教育委員会の自己点検・評価の中に取り入れ

る。

21 学校職員が参加する研修会や会議等及び市町村教育委員会への説明会や会議等で積極的に推進を図る。

22 方針及び行動計画等について、達成状況を調査等で把握し、継続的に検証・見直しを図る。

23
学校における働き方改革に向けての優れた取組等について、教育委員会のホームページ等で紹介し、広め

ていく。

24
県教育委員会と市町村教育委員会は、「業務改善」及び「意識改革」に向けた取組状況を、校長の人事評

価の面談等において必ず評価し、適切なフォローアップを図る仕組みを構築する。

教育委員会の具体的取組　チェックリスト

※年度末等の検証の際、各項目について達成できていれば○印をつけてください。

※各項目の達成基準は、「『学校における働き方改革推進プラン』に係る具体的取組方針」
　（Ｐ２６～）内の基準を参照してください。
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番号 取　　組　　内　　容 チェック

1 校長は、学校行事や会議、打合せ等を思い切って見直す。

2

校長は、会議資料の事前配付、ペーパーレス化、会議の開始・終了時刻の設定、発言時間の

設定等を行うよう職員に徹底し、時間の短縮を図るとともに、勤務時間外に会議、打合せ等

を行わないようにする。

3

校長は、会議や打合せ等で用いる資料、教科指導で活用する教材・指導案、週案等の電子化

等を進めるとともに、全ての教職員に、データの保存場所を明確にさせるとともに、校内で

共有したデータを有効活用するよう指導の徹底を図る。

4 給食費及び教材費等学校徴収金は、銀行振り込み・口座引き落としによる徴収とする。

5
地域ボランティア等との連絡調整の際の学校側の窓口としては、副校長、教頭、主幹教諭等

を地域連携担当と校務分掌上に位置付ける。

6
学校に設置されている様々な委員会等については、委員会等の合同設置や構成員の統一等、

業務の適正化に向けた運用を行う。

7

スポーツ庁及び県教育委員会の「運動部活動に関するガイドライン」（市町村立学校にあっ

ては、市町村教育委員会の方針）に則り、活動方針を策定し、運動部活動の適切な活動時間

や休養日等を設定し、運動部活動の運営を適切に行う。

8

文化庁及び県教育委員会の「文化部活動に関するガイドライン」（市町村立学校にあって

は、市町村教育委員会の方針）に則り、活動方針を策定し、運動部活動の適切な活動時間や

休養日等を設定し、文化部活動の運営を適切に行う。

9

校長は、週当たり平日１日及び土日に１日以上の部活動の「休養日」を設定するとともに、

年間をならして、教職員が部活動ガイドラインに則った活動時間を順守して部活動に従事す

るよう指導する。

10 複数の職員で１つの部を担当する。（複数顧問の配置）

11

管理職員は、タイムカードなどにより教職員の出退勤時刻を客観的に把握し、正規の勤務時

間を月４５時間超えて在校する教職員と面談し、勤務状況を確認するとともに、必要に応

じ、校務分掌上の配慮や医師による面接を受けさせるなどの指導を行う。

12

教職員は、月当たり正規の勤務時間を４５時間超えて在校することがないように、１日当た

りの在校時間を１２時間以内とする。なお、週休日である土曜日又は日曜日に業務に従事す

る場合は、月当たり正規の勤務時間を４５時間超えて在校することがないように、１日当た

りの在校時間を調整する。

13
教職員は、週休日である土曜日・日曜日に業務に従事する場合は、必ずどちらか一方とし、

連続して業務に従事しないようにする。

14
校長は、会議や打合せ等が勤務時間外に及ばないよう留意するとともに、会議の必要性も含

め、見直しも検討する。

15 校長は、時間外勤務の管理を適正に行うとともに、教職員の心身の健康に配慮する。

16 校長は、特に定時退勤に努める日として、週に１日は定時退勤日を必ず設ける。

17
校長及び教職員は、長期休業期間中は定時退勤に努めるとともに、夏季休暇や年次休暇の取

得に努める。

学校の具体的取組　チェックリスト

※各項目の達成基準は、「『学校における働き方改革推進プラン』に係る具体的取組方針」
　（Ｐ２６～）内の基準を参照してください。

※年度末等の検証の際、各項目について達成できていれば○印をつけてください。
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番号 取　　組　　内　　容 チェック

学校の具体的取組　チェックリスト

※各項目の達成基準は、「『学校における働き方改革推進プラン』に係る具体的取組方針」
　（Ｐ２６～）内の基準を参照してください。

※年度末等の検証の際、各項目について達成できていれば○印をつけてください。

18
校長は、長期休業期間中において、年間５日以上の学校閉庁日を設定する（市町立学校は市

町村教育委員会において設定する）。

19
校長は、連続した休暇の取得奨励の一つとして、職員一人一人が、週休日、休日等も活用し

ながら、１年に１度は１週間以上の連続休暇（ゆとりウィーク）を取得するよう奨励する。

20
校長は、職員や家族の誕生日、結婚記念日、子供の学校行事等を家族とともに過ごす日とし

て、年次休暇の取得を奨励する。

21

教職員の勤務時間外の保護者や外部からの問合せ等については、緊急時の教育委員会事務局

等への連絡方法を確保した上で、留守番電話の設置やメールによる連絡対応等ができるよう

な体制を整備する。

22 校長は、学校の教育活動を支援するボランティア等の外部人材を積極的に活用する。

23
校長は、教職員の適正な勤務時間の設定に係る取組について、保護者や地域住民等に適切に

説明を行う。

24
校長は、登下校に関する対応や勤務時間外での生徒指導等について、学校・家庭地域及び関

係機関との連携を一層強化する体制を構築する。

25
校長は、学校の重点目標・経営方針に、働き方に関する視点を盛り込み、学校全体で取り組

むとともに、ＰＤＣＡサイクルを構築する。

26

校長は、学校経営方針や目標申告の項目に、必ず「業務改善」の項目を設定し、働き方改革

の具体的な成果が得られるよう取組を推進するとともに、教職員一人一人の「意識改革」を

図る。

27
教職員は、校長が出した学校重点目標・経営方針を踏まえ、目標申告シートに、働き方に関

する視点を盛り込む。

28
校長は、学校評価において重点的な評価項目の一つとして、業務改善や教職員の働き方に関

する項目を明確に位置付け、自己評価、学校関係者評価、第三者評価を実施する。
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取組達成率
令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

1 88.7%

管下学校の業務改善に関して、時間外勤
務の短縮に向けた業務改善方針や計画
（働き方改革推進プラン等）を策定して
いること。また、状況変化や制度改正
を踏まえ、適宜、方針や計画の見直し
を行っていること。

９０％以上 ９５％以上 １００％

3 71.7%

具体的な業務改善目標（何をどれくら
い）を設定し、年に１回以上、点検・評
価等を行った上で、取組の見直しを図っ
ていること。

８５％以上 ９５％以上 １００％

100.0%

教材や指導案の共有化を図るためにＩＣ
Ｔ環境を整備すること。併せて、研修会
等を行うなどの効果的な活用を促す取組
を行っていること。

ー ー ー

「具体的取組」
全ての教員が、教材や指導案をＩＣＴを活用して共有
できるよう環境を整備するとともに、各学校に対し、
全ての教員が共有した教材や指導案を効果的に活用す
るよう指導する。

ー

各学校におけるＩＣＴを活用した教材や
指導案の共有化の状況を年に１回以上確
認し、教員によって進捗にばらつきが見
られる学校に、理由を聞き、他校の好事
例を紹介するなど、個別に対応している
こと。

７０％以上 ８０％以上 ９０％以上

98.1%
近隣の学校との共同実施や同一市町村内
での共通の事務処理システムの活用のい
ずれか又は両方を行っていること。

ー ー ー

「具体的取組」
学校事務の共同実施を積極的に行うとともに、服務監
督権者ごとの共通の庶務事務システムを整備し、学校
事務の効率化を図る。

ー

学校事務の共同実施の体制を見直し、所
管する学校全てに共通する庶務事務シス
テムを整備するとともに、効果的な活用
が図られるよう、計画的かつ継続的に学
校事務職員を指導していること。

７０％以上 ８０％以上 ９０％以上

86.8%

市町村教育委員会が新規の調査等を行う
場合は、その必要性を十分に精査すると
ともに、例年実施している調査等であっ
ても、対象、内容、提出方法（様式の電
子化、ＷＥＢアンケート形式、公印の省
略、鑑文の省略等）について改善を図っ
ていること。併せて、その結果、学校へ
の市町村教育委員会独自の調査件数が、
前年度比で減少していること。

ー ー ー

「具体的取組」
学校へ調査等を行う場合は、その必要性を十分精査す
るとともに、実施する場合でも、「隔年での実施」や
「対象の抽出（限定）」、「調査項目・様式の簡素
化」や「回答方法の効率化」などの工夫を図り、学校
の負担軽減を図る。

ー

調査等を、実施主体（国、県、市町村）
ごとに分類・整理した上で、市町村の独
自調査については、その必要性を十分に
精査し、統合や廃止について検討してい
ること。併せて、統合や廃止が困難な調
査についても、「隔年での実施」や「対
象の抽出（限定）」、「調査項目・様式
の簡素化」や「回答方法の効率化」など
の負担軽減のための改善を図っているこ
と。その結果、独自調査の件数が、前年
度比で減少していること。

７０％以上 ８０％以上 ９０％以上

「学校における働き方改革推進プラン」に係る具体的取組方針（教育委員会の数値目標）
取組
番号 取組内容 基準

取組達成目標

管下学校の業務改善に関して、時間外勤務の短縮に向けた業
務改善方針や計画を策定する。

2
【重点項目】
働き方改革に係る全庁的な推進体制を構築する。

30.2%

働き方改革に係る全庁的な組織（例：働
き方改革推進委員会、業務改善検討委員
会等）を設置していること。また、当該
組織を活用して定期的に働き方改革の
推進に係る協議等を行い、取組を進め
ていること。

７０％以上 ８０％以上

業務改善目標を定め、業務改善のＰＤＣＡサイクルを構築す
る。

4
【重点項目】
ＩＣＴを活用する環境の整備を図る。

66.0%

管下全ての学校において、教職員の業務
の効率化を図るために教職員一人一台パ
ソコンで活用できる校務支援システムを
整備していること。また、校務支援シス
テムの有効活用に向けた助言や支援を定
期的に行っていること。

７０％以上 ８０％以上 ９０％以上

６０％以上

5

ＩＣＴを活用した教材や指導案の共有化を図る。

6

学校事務の共同実施や庶務事務システムの活用を図る。

7

学校への調査等を整理・精選する。
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取組達成率
令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

取組
番号 取組内容 基準

取組達成目標

8 77.4%

市町村教育委員会が主催する研修会等を
実施するに当たって、その必要性や実施
方法（対象、時間及び内容）について検
証、精査していること。また、その結
果、市町村教育委員会主催の既存の研修
会等が令和元年度比で１回以上減少して
いること。更に、管下の学校に対して、
研修会等の整理・精選をするよう求めて
いること。

８５％以上 ９５％以上 １００％

9 96.2%

市町村教育委員会として運動部活動ガイ
ドラインを策定し、適切な活動時間や休
養日等を設定していること。併せて、管
下の各学校の運動部活動の方針の策定状
況を把握していること。

１００％ １００％ １００％

10 77.4%

市町村教育委員会として文化部活動ガイ
ドラインを策定し、適切な活動時間や休
養日等を設定していること。併せて、管
下の各学校の文化部活動の方針の策定状
況を把握していること。

８５％以上 ９５％以上 １００％

11 77.4%

管下全ての学校において、教職員の勤務
時間を客観的な方法（ＰＣのログ情報、
タイムカード、ＩＣカード等）により把
握・集計するシステムを導入しているこ
と。併せて、各学校の教職員の勤務時間
を把握していること。

８０％以上 ８５％以上 ９０％以上

12 34.0%

管下全ての学校において、勤務時間外の
保護者や外部からの問合せ等について、
緊急時の教育委員会事務局等への連絡方
法を明確にした上で。留守番電話（音声
アナウンスによる対応も含む）やメール
によって対応する体制ができており、活
用が図られていること。

５０％以上 ６０％以上 ７０％以上

96.2%
管下全ての学校において、長期休業期間
中に年間３日以上の学校閉庁日を設定し
ていること。

ー ー ー

「具体的取組」
教育委員会として、緊急時の連絡方法を確保した上
で、管下学校の学校閉庁日を、長期休業期間中に年間
５日以上設定する。

ー

管下全ての学校において、長期休業期間
中に年間５日以上の学校閉庁日を設定し
ていること。併せて、学校閉庁日を活用
した休暇等の積極的な取得について、職
員に奨励していること。

８５％以上 ９５％以上 １００％

14 94.3%

スクールカウンセラー、スクールソー
シャルワーカー、特別支援教育支援員等
の配置に当たっては、管下全ての学校が
必要に応じて活用できるように配置の人
数設定や配置校、活動時間等を工夫して
いること。

９５％以上 ９５％以上 ９５％以上

15 92.5%

スクール・サポート・スタッフや部活動
指導員等の配置を行っていること。併せ
て、配置した学校においては、スクー
ル・サポート・スタッフや部活動指導員
等を効果的に活用できるよう、業務の内
容や依頼方法を工夫するなどして業務改
善の効果が上がっていること。

９５％以上 ９５％以上 ９５％以上

16 86.8%

登下校や勤務時間外の見回り等につい
て、管下全ての学校が家庭・地域及び関
係機関と連携した対応ができるよう、各
自治体や教育委員会が中心となって取り
組んでいること（例：○○市子供見守り
隊やスクールガード、青少年指導の青色
防犯パトロールカーの巡回等）。

９０％以上 ９５％以上 １００％

13

教育委員会として、管下学校の学校閉庁日を設定する。

学校の各種研究会及び学校職員が参加する研修会等を整理・
精選する。

「運動部活動に関するガイドライン」を改訂（又は策定）
し、運動部活動の適切な活動時間や休養日等を設定する。

「文化部活動に関するガイドライン」を改訂（又は策定）
し、文化部活動の適切な活動時間や休養日等を設定する。

教職員の出退勤時刻をＩＣＴの活用やタイムカードなどによ
り勤務時間を客観的に把握し、集計するシステムを構築す
る。

【重点項目】
教職員の勤務時間外の保護者や外部からの問合せ等について
は、緊急時の教育委員会事務局等への連絡方法を確保した上
で、留守番電話の設置やメールによる連絡対応等ができるよ
うな体制を整備する。

支援が必要な児童生徒・家庭への対応に関して、高度に専門
的な知識・経験を有するスクールカウンセラー、スクール
ソーシャルワーカー、特別支援教育支援員等の学校への配置
を促進する。

教職員が行う授業準備や校内掲示物の作成などの事務作業を
補助するスクール・サポート・スタッフ等や、教職員に代わ
り部活動の指導や大会の引率等を行う部活動指導員等の学校
への配置を促進する。

登下校に関する対応や勤務時間外での生徒指導等について、
学校・家庭・地域及び関係機関との連携を一層強化する体制
を構築する。
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取組達成率
令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

取組
番号 取組内容 基準

取組達成目標

17 86.8%

教育委員会は、保護者や地域の理解が得
られるよう、働き方改革の趣旨や、勤務
時間外の留守番電話等の対応及び部活動
ガイドラインの徹底などの取組につい
て、少なくとも年に１回以上、学校説
明会で説明・要請したり、文書やホーム
ページ等により周知するよう、管下の学
校を指導していること。併せて、各学校
において、指導に基づいた取組がなされ
ていること。

９０％以上 ９５％以上 １００％

18 84.9%

県教育委員会の取組を踏まえて、管下の
学校の業務改善及び教職員の意識改革の
取組を進めていること（例：市町村教育
委員会主催の研修会への県職員の派遣依
頼、県が主催する働き方改革に係る研究
協議会等への職員の派遣及び取組事例の
発表等）。

９０％以上 ９５％以上 １００％

19 64.2%
教育委員会で行う点検・評価に業務改善
の項目が入っており、定期的に検証して
いること。

８０％以上 ９０％以上 １００％

20 92.5%

市町村教育委員会が主催する学校職員を
対象にした研修会、校長会議、教頭会議
等において、働き方改革をテーマとした
講義・事例発表・意見交換等を少なくと
も年１回以上行っていること。

９５％以上 １００％ １００％

取組達成率

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

新規 －

新規 －

【重点項目】
業務改善方針・計画や、実施する業務改善の取組について、
教育委員会の自己点検・評価の中に取り入れる。

教職員の適正な勤務時間の設定に係る取組について、保護者
や地域の理解が得られるよう、ＰＴＡ等に説明会や文書等に
より必要な要請を行う。

県教育委員会と市町村教育委員会は、学校の業務改善及び教
職員の意識改革の取組について、連携を図り推進していく。

学校職員が参加する研修会や会議等及び市町村教育委員会へ
の説明会や会議等で積極的に推進を図る。

21
【重点項目】
方針及び行動計画等について、達成状況を調査等で把握
し、継続的に検証・見直しを図る。

50.9%

働き方改革の方針や行動計画等につい
て、管下全ての学校に対して、少なくと
も年に１回以上、達成状況の調査等
（例：「プラン」のチェックリストを活
用した取組状況調査等）を行い、その結
果を踏まえて、検証や見直しを図って
いること。併せて、調査によって明ら
かとなった各学校の好事例をホーム
ページやリーフレット、各種協議会等
において紹介し、取組が進むよう徹底
を図っていること。

８０％以上 ９０％以上

22
【重点項目】
学校における働き方改革に向けての優れた取組等につい
て、教育委員会のホームページ等で紹介し、広めていく。

22.6%

学校における働き方改革の好事例を、教
育委員会のホームページ、リーフレッ
ト・冊子等を通じて、学校や保護者、地
域の住民に周知していること。また、周
知した好事例が、実際に管下の学校に
おいて取り入れられているか確認して
いること。

６０％以上 ７０％以上 ８０％以上

７０％以上

県教育委員会と市町村教育委員会は、校長が、学校運営上
の必要に応じ、時差出勤を可能とすることができるよう、通
知等を通じて指導を徹底する。

・職員個々の勤務時間の割り振りは、これまでも校長が適切に行っているところだが、朝
の補習や安全確保のための立ち番指導等に従事する職員の勤務時間を、実態に合わせて割
り振ることは可能であることについて、再度通知等で周知する。
・授業など児童生徒の教育活動に影響がない範囲で、全職員一斉の勤務時間の割り振りで
はなく、適切に業務分担をさせることが可能であることについて指導を徹底する。

新たに設定する取組目標

取組
番号 取組内容 基準

取組の具体的達成目標

県教育委員会と市町村教育委員会は、「業務改善」及び
「意識改革」に向けた取組状況を、校長の人事評価の面談
等において必ず評価し、適切なフォローアップを図る仕組み
を構築する。

・教育委員会は、校長との目標申告の面談の際、「業務改善」及び「意識改革」に向けた
取組状況と具体的な成果について確認し、評価する。
・教育委員会は、校長の取組上の課題について、適切に助言を行う。
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取組達成率
令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

93.8%

校長は、会議や打合せ等の方法を見直し、軽
微な事項のメールによる報告、ペーパーレス
化による準備時間の短縮、会議資料の事前配
付、会議の開始・終了時刻の設定、発言時間
の設定の工夫等を行い、効率化を図っているこ
と。

ー ー ー

「具体的取組」
校長は、会議資料の事前配付、ペーパーレス化、会議
の開始・終了時刻の設定、発言時間の設定等を行うよ
う職員に徹底し、時間の短縮を図るとともに、勤務時
間外に会議、打合せ等を行わないようにする。

ー

校長は、会議や打合せ等の効率化に向け、会
議資料の事前配付、ペーパーレス化、会議の
開始・終了時刻の設定、発言時間の設定等を
行うよう指導を徹底し、その結果、実際の時
間が短縮するとともに、概ね勤務時間内に終
了していること。

７０％以上 ８０％以上 ９０％以上

93.8%
校長は、会議や打合せ等で用いる資料、教科
指導で活用する教材・指導案、週案等の電子化
を進め、校内での共有化を図っていること。

ー ー ー

「具体的取組」
校長は、会議や打合せ等で用いる資料、教科指導で活
用する教材・指導案、週案等の電子化等を進めるとと
もに、全ての教職員に、データの保存場所を明確にさ
せるとともに、校内で共有したデータを有効活用する
よう指導の徹底を図る。

ー

校長は、教科指導で活用する教材・指導案、
週案等の電子化等を進めるとともに、それぞ
れのデータが効率よく活用されるよう、データ
の保存場所を明確化させること。併せて、学
年や分掌単位で情報共有が可能な体制を整備
し、概ね全職員が共有したデータを有効活用
していること。

７０％以上 ８０％以上 ９０％以上

4 91.5%

給食費及び教材費等学校徴収金について、銀
行振り込み・口座引き落としによる徴収と
し、教職員が児童生徒から直接現金を集め、
業者に支払うことがないようにしていること。

１００％ １００％ １００％

5 88.1%

地域ボランティア等との連絡調整の際の学校側
の窓口について、副校長、教頭、主幹教諭等
を地域連携担当として校務分掌表に明記し、組
織的に対応する体制を整えていること。

９５％以上 １００％ １００％

6 80.1%

各委員会等の目的や構成員等を考慮した上
で、効果的・効率的に機能するよう統廃合を進
めていること。その結果、子供と向き合う時
間や教材研究の時間等の確保につながってい
ること。

９５％以上 １００％ １００％

7 93.2%

運動部活動の活動方針を策定し、適切な活動
時間や休養日等を設定していること。併せて、
教員の部活動指導に従事する時間の縮減や負担
軽減につながる取組がなされていること。

１００％ １００％ １００％

8 86.9%

文化部活動の活動方針を策定し、適切な活動
時間や休養日等を設定していること。併せて、
教員の部活動指導に従事する時間の縮減や負担
軽減につながる取組がなされていること。

９５％以上 １００％ １００％

9 94.3%

日常的に活動している全ての部において、顧問
を複数人配置していること（活動が週に１日な
どに限られている部は除く）。併せて、複数
顧問間に負担の偏りが生じないよう配慮され
ていること。

１００％ １００％ １００％

「学校における働き方改革推進プラン」に係る具体的取組方針（学校の数値目標）
取組
番号

取組の具体的達成目標
基準取組内容

1 77.3%

校長は、校内委員会を通じて、学校行事の回
数、練習回数や準備期間の短縮、会議・打合
せの回数や内容の精査を行っていること。併せ
て、その結果、令和元年度と比較して学校行事
の回数、練習回数や準備期間、会議等の時間
が明らかに減少し、子供と向き合う時間や教
材研究の時間等の確保につながっているこ
と。

８５％以上

校長は、事務の合理化を図る（電子化等）。

１００％

文化庁及び県教育委員会の「文化部活動に関するガイドライ
ン」（市町村立学校にあっては、市町村教育委員会の方針）
に則り、活動方針を策定し、文化部活動の適切な活動時間や
休養日等を設定し、文化部活動の運営を適切に行う。

複数の職員で１つの部を担当する。（複数顧問の配置）

９５％以上校長は、学校行事や会議、打合せ等を思い切って見直す。

校長は、会議や打合せ等の効率化を図る。

スポーツ庁及び県教育委員会の「運動部活動に関するガイド
ライン」（市町村立学校にあっては、市町村教育委員会の方
針）に則り、活動方針を策定し、運動部活動の適切な活動時
間や休養日等を設定し、運動部活動の運営を適切に行う。

2

3

給食費及び教材費等学校徴収金は、銀行振り込み・口座引き
落としによる徴収とする。

地域ボランティア等との連絡調整の際の学校側の窓口として
は、副校長、教頭、主幹教諭等を地域連携担当と校務分掌上
に位置付ける。

学校に設置されている様々な委員会等については、委員会等
の合同設置や構成員の統一等、業務の適正化に向けた運用を
行う。
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取組達成率
令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

取組
番号

取組の具体的達成目標
基準取組内容

97.7%

管理職員が教職員の勤務時間をＩＣＴの活用
やタイムカードなどにより客観的に把握してい
ること。併せて、正規の勤務時間を８０時間
超えて在校する教職員に対して、面談により勤
務状況を確認するとともに、校務分掌上の配慮
や医師による面接を受けさせるなど必要な指
導をしていること。

ー ー ー

「具体的取組」
管理職員は、タイムカードなどにより教職員の出退勤
時刻を客観的に把握し、正規の勤務時間を月４５時間
超えて在校する教職員と面談し、勤務状況を確認する
とともに、必要に応じ、校務分掌上の配慮や医師によ
る面接を受けさせるなどの指導を行う。

ー

管理職員は、タイムカードなどにより客観的に
把握した出退勤時刻のデータを定期的にフィー
ドバックし、個々の教員の意識改革を促してい
ること。併せて、正規の勤務時間を月４５時
間超えて在校した教職員がいた場合、その都
度、面談により勤務状況を確認し、校務分掌
上の配慮により当該職員の業務量を平準化す
るなどの工夫を図っていること。さらに、正規
の勤務時間を月８０時間超えて在校した教職員
に対して、医師による面接を受けるよう指導し
ていること。

７０％以上 ８０％以上 ９０％以上

11 31.3%

全ての教職員の平日の在校時間が１２時間以
内となるよう、管理職員が指導していること。
併せて、週休日に勤務する場合、月当たり正規
の勤務時間を４５時間超えて勤務することのな
いよう、在校時間の調整について指導している
こと。それらの結果、月当たり正規の勤務時
間を４５時間超えて在校する教職員が「０」で
あること。

12 42.0%
土日に連続して業務に従事する教職員が「０」
であること。

６０％以上 ７０％以上 ８０％以上

13 99.4%

校長は、会議や打合せ等が勤務時間外に及ばな
いような時間の設定に努め、議案や報告事項
等の内容を精選するとともに、開催の必要性に
ついても見直しを検討していること。併せて、
同様の趣旨について、教職員に指導しているこ
と。

ー ー ー

14 97.7%
校長は、教職員の時間外勤務の状況を適正に
把握していること。併せて、時間外勤務により
心身の故障をきたしている職員がいないこと。

ー ー ー

15 50.6%

校長は、年間を通して、週に１日以上を定時退
勤日として設定するとともに、あらかじめ職員
に周知したり、定時退勤日の前日又は当日に
改めて定時退勤するよう働きかけをしているこ
と（例：毎週水曜日を定時退勤日として設定
し、管理職員が個別に声かけをしている等）。
その結果、当該日には、概ね９割以上の職員
が定時退勤していること。

７０％以上 ８０％以上 ９０％以上

97.7%
長期休業期間中において、日々、９割以上の
教職員（フルタイム勤務職員）が定時退勤をし
ていること。

ー ー ー

「具体的取組」
校長及び教職員は、長期休業期間中は定時退勤に努め
るとともに、夏季休暇や年次休暇の取得に努める。

ー

長期休業期間中において、日々、９割以上の
教職員（フルタイム勤務職員）が定時退勤をし
ていること。また、夏季休暇を６日間、か
つ、年次休暇を年間５日以上取得しているこ
と。（取得予定を含む）

７０％以上 ８０％以上 ９０％以上

100.0%
校長は、長期休業期間中において、年間３日
以上の学校閉庁日を設定していること。

ー ー ー

「具体的取組」
校長は、長期休業期間中において、年間５日以上の学
校閉庁日を設定する（市町村立学校は市町村教育委員
会において設定する）。

ー
校長は、長期休業期間中において、年間５日
以上の学校閉庁日を設定していること。

８５％以上 ９５％以上 １００％

16

10

【重点項目】
教職員は、月当たり正規の勤務時間を４５時間超えて在校す
ることがないように、１日当たりの在校時間を１２時間以内
とする。なお、週休日である土曜日又は日曜日に業務に従事
する場合は、月当たり正規の勤務時間を４５時間超えて在校
することがないように、１日当たりの在校時間を調整する。

管理職員は、教職員の出退勤時刻をＩＣＴの活用やタイム
カードなどにより勤務時間を客観的に把握し、必要に応じ、
指導・助言を与える。

校長及び教職員は、長期休業期間中において、定時退勤に努
める。

【重点項目】
教職員は、週休日である土曜日・日曜日に業務に従事する場
合は、必ずどちらか一方とし、連続して業務に従事しないよ
うにする。

→「取組番号２」と重複していることもあり、目標設定をし
ない。
校長は、会議や打合せ等が勤務時間外に及ばないよう留意す
るとともに、会議の必要性も含め、見直しも検討する。

→「取組番号１０」と重複していることもあり、目標設定を
しない。
校長は、時間外勤務の管理を適正に行うとともに、教職員の
心身の健康に配慮する。

【重点項目】
校長は、特に定時退勤に努める日として、週に１日は定時退
勤日を必ず設ける。

17

校長は、長期休業期間中において、一定期間の学校閉庁日を
設定する（市町村立学校は市町村教育委員会において設定す
る）。

 ※令和２年度の出退勤時刻実態調査の結果を
  踏まえ、数値目標を再設定する。
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取組達成率
令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

取組
番号

取組の具体的達成目標
基準取組内容

18 91.5%

校長は、週休日・休日等も活用しながら１週
間以上の連続休暇を取得するよう全職員に奨励
するとともに、プライバシーに配慮しながら
個々の職員にも積極的に声かけをしているこ
と。

９５％以上 １００％ １００％

19 92.0%

校長は、職員や家族の誕生日、結婚記念日、
子供の学校行事等を家族とともに過ごす日に
は、年次休暇を取得するよう全職員に奨励する
とともに、プライバシーに配慮しながら個々の
職員にも積極的に声かけをしていること。

９５％以上 １００％ １００％

20 71.0%

勤務時間外の保護者や外部からの問合せ等に
ついては、緊急時の連絡方法を明確にした上
で、留守番電話（音声アナウンスによる対応
も含む）やメールにより対応していること。な
お、全日制・定時制併設校にあっては、電話回
線を独自のものとし、定時制の職員が全日制
の連絡を受けることがないような体制を整えて
おり、活用が図られていること。

８０％以上 ９０％以上 １００％

21 84.1%

校長は、教育活動を支援するボランティア等の
外部人材について、教育計画に位置付けられ
た継続的な取組や活動にも活用していること
（例：部活動支援、キャリア教育講師等）。
その結果、子供と向き合う時間や教材研究の
時間の確保等につながっていること。

９０％以上 ９５％以上 １００％

22 92.0%

校長は、保護者や地域住民の理解が得られる
よう、働き方改革の趣旨や、勤務時間外の留
守番電話等の対応や部活動ガイドラインの徹底
などの取組について、少なくとも毎年１回以
上、学校説明会で説明したり、文書やホーム
ページ等により周知をしていること。

９５％以上 １００％ １００％

23 75.0%

校長は、登下校に関する対応や勤務時間外の見
回り等について、家庭・地域及び関係機関と
連携した取組ができるような組織体制を構築
していること（例：スクールガード、地域ボラ
ンティアの放課後パトロール等）。

８０％以上 ９０％以上 １００％

24 93.2%

校長は、学校の重点目標・経営方針に働き方
改革に関する視点を盛り込み、年度末までに点
検・評価を行っていること。併せて、その結果
を踏まえ、取組の見直しを図り、全ての教職
員に対して、その内容を周知していること。

９５％以上 １００％ １００％

25 71.0%

全ての教職員が、校長が示した学校の重点目
標・経営方針に基づき、自己の目標申告シー
トに働き方改革に関する視点を盛り込んでいる
こと。

８０％以上 ９０％以上 １００％

26 84.7%

業務改善など教職員の働き方改革に関する項目
を、学校評価の重点として自己評価、自校職員
による評価、保護者・地域等の第三者による
評価を実施していること。

９０％以上 ９５％以上 １００％

取組達成率
令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

新規 －

校長は、教職員の部活動における指導時間の
縮減を図り、週当たり平日１日及び土日に１
日以上の部活動の「休養日」が設定されている
こと。併せて、年間でならした場合に、平日
２時間以内及び休日３時間以内の指導時間に
なっていること。

７０％以上 ８０％以上 ９０％以上

新規 －

・校長は、学校経営方針に「業務改善」の項目を設定し、保護者への理解を求める。
・校長は、目標申告に「業務改善」の項目を設定し、具体的な取組の徹底を図る。
・校長は、所属職員一人一人に対し、目標申告の面談の際、働き方改革に対する「意識改革」に
向けた具体的な指導を実施し、定期的に取組のフォローアップを行う。

校長は、連続した休暇の取得奨励の一つとして、職員一人一
人が、週休日、休日等も活用しながら、１年に１度は１週間
以上の連続休暇（ゆとりウィーク）を取得するよう奨励す
る。

校長は、職員や家族の誕生日、結婚記念日、子供の学校行事
等を家族とともに過ごす日として、年次休暇の取得を奨励す
る。

教職員の勤務時間外の保護者や外部からの問合せ等について
は、緊急時の教育委員会事務局等への連絡方法を確保した上
で、留守番電話の設置やメールによる連絡対応等ができるよ
うな体制を整備する。

 校長は、学校評価において重点的な評価項目の一つとし
て、業務改善や教職員の働き方に関する項目を明確に位置付
け、自己評価、学校関係者評価、第三者評価を実施する。

取組内容

校長は、学校の教育活動を支援するボランティア等の外部人
材を積極的に活用する。

校長は、教職員の適正な勤務時間の設定に係る取組につい
て、保護者や地域住民等に適切に説明を行う。

→新規の目標も設定する。
教職員は、校長が出した学校重点目標・経営方針を踏まえ、
目標申告シートに、働き方に関する視点を盛り込む。

取組の具体的達成目標

校長は、週当たり平日１日及び土日に１日以上の部活動の
「休養日」を設定するとともに、年間をならして、教職員が
部活動ガイドラインに則った活動時間を順守して部活動に従
事するよう指導する。

校長は、学校経営方針や目標申告の項目に、必ず「業務改
善」の項目を設定し、働き方改革の具体的な成果が得られる
よう取組を推進するとともに、教職員一人一人の「意識改
革」を図る。

取組
番号 基準

新たに設定する取組目標

校長は、登下校に関する対応や勤務時間外での生徒指導等に
ついて、学校・家庭地域及び関係機関との連携を一層強化す
る体制を構築する。

校長は、学校の重点目標・経営方針に、働き方に関する視点
を盛り込み、学校全体で取り組むとともに、ＰＤＣＡサイク
ルを構築する。
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