※ 各学校の学級数の（ ）内の数字は特別支援学級数で内数

岩見沢市立光陵中学校
学級数 ２３（５） 生徒数 ６３２人
教員数 ４５人

取組方策の分野
学校等の事務処理体制の改善
取

組

具体の取組
校務・学年分掌組織と業務体系の見直し

問題点

改善点

・教員定数の変動により、校内分掌業務の分担

１

について毎年見直しを迫られる状況にある。

主幹教諭を軸とした主任等による学校運営
委員会を定期開催し、業務の連絡・調整の一元

・分掌業務について、校内分掌と学年分掌の二

化を図る。

重構造による業務の重複がある。

２

・校務分掌業務が特定の教員に集中して、負担

係制を廃止して、チームによるスタッフ制に
変革し、分掌業務を組織的に推進する。

感が増しており、不公平感を抱く職員がいる。

３

校内分掌業務担当者を学年にバランスよく
配置し、学年の横の連携と分掌の縦の接続を円
滑にする。

【改善の具体的な取組及び成果と課題】
１

○

学校運営委員会の運用

２ 係制からチームによるスタッフ制への移行

学校課題の迅速な対応を勤務時間内に協議

校務分掌の業務内容について、各分掌の中で

するため、主幹教諭や主任を中心とする学校運

統合できる内容や逆に分業した方が効率の良

営委員会を機能させ、対応に関する連絡・調

い内容を検討し、チーム内で業務を割り振るこ

整・役割分担を明確にする。

とが可能な体制作りを進める。

事前に管理職・主幹教諭が学校課題の改善方

○ 新年度計画の段階で、分掌業務の内容を精査

向を打合せ、学校運営委員に明示する。
○

し、経営方針を具現化することができる組織体

改善方向について、各分掌学年が果たすべき

制に改変する。

役割を学校運営委員会で協議する。
○

○ 学年をまたいで執行する業務と一括して処

連絡・調整を図った改善方策を分掌で機能さ

理できる業務を精選し、業務分担を見直す。

せ、部会等の打合せ時間の短縮を図る。

３

○ チームリーダーを中心に業務を割り振る。

二重業務の解消および軽減

【取組の結果や効果】

教務、生徒指導、道徳や特別活動について、

○

学年と校内の分掌を重ねることで、能率よく学

せ時間を勤務時間内に充実させ、学校運営委員

校課題改善に取り組むことができる。また、学

会の協議を円滑に進める方向が見えてきてい

校としての方向性を学年内にも的確に浸透さ

る。

せることにもつながり、打合せ機会の減少につ

○

なげる。
○

少人数で行うことができるスタッフの打合

係制度からスタッフ制度に変革して１年目、
スタッフの中での業務を統括する役割にある

学校運営上の課題を学年の実態に合わせて

職員への負担感の軽減のため、一括管理された

的確に把握するため、学校課題へ対応する方向

データ集積を行い業務の円滑な推進に役立て

性を熟知した担当者を学年の業務の中心に置

ることができている。

くことで、無駄のない業務を進行することがで

○

きる。

チームリーダーの働きにより、業務の平準化
にむけて進んでいる。
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寿都町立寿都中学校
学級数 ５（２）
生徒数 ６８人
教員数 １５人

取組方策の分野
学校等の事務処理体制の改善
取

Ａ

組

具体の取組
分掌部会の効率化、職員会議時間の縮減

こんな課題がありました。

Ｂ その背景にはこんな要因がありました。

【課題１】

【要因１】

分掌部会が放課後に実施されている。

隙間の時間の活用がない（空き等）

【課題２】

【要因２】

職員会議の提案が直前に出てくる。

分掌として機能していないため、個人個人の

【課題３】

時間感覚で業務を行っている

職員会議の時間が長い。

【要因３】
全職員に提案内容が周知されないまま会議が
行われるので結果として時間がかかる。

Ｃ

そこでこんな改善に取り組みました。

Ｄ

【改善１】

取り組んだ結果こんな効果がありました。

【効果１】

空き時間に学習係が時間割を調整して「校務

放課後の時間に余裕が生まれる。部活動や他

調整会議」や「生徒指導会議」等を行う。

業務への効率化が図れた。

【改善２】

【効果２】

職員会議に先立ち分掌で議案を練り直す。

全職員への印刷→配布が必然的に早まる。同

【改善３】

時に会議議題一覧を稟議。

事前に職員が目を通し、提案事項を全職員が

【効果３】

事前に理解する。

事前に理解しているため質問が減り、会議中
の読み込みなどの時間がかからないので会議時
間が縮減される。

Ｄ－２

取り組みが定着するまでに苦労した点、

Ｅ 今後の取組予定

分掌部会を会議前に「隙間の時間」で行う認

出勤時間を 5 分早めること（8 時 5 分）で朝

識が低いため、はじめは違和感を感じる職員も

の時間に余裕が生まれた。また今後は、朝の打

いたが、特に「校務調整会議」などは定例化し

ち合わせの「稟議」なども行うことで全校体制

ており現在は機能してきている。「生徒指導会

で取り組んでいる「朝読書」の時間をさらに充

議」は学校規模もあり必ず定期的に行うわけで

実させることができないか検討中である。

はないが必要に応じて規模の小ささを活かして
機動的に行っている。
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寿都町立寿都中学校
学級数 ５（２）
生徒数 ６８人
職員数 １５人

取組方策の分野
部活動指導の実施体制の検討
取

Ａ

組

具体の取組
部活動休止日

こんな課題がありました。

Ｂ その背景にはこんな要因がありました。

【課題１】

【要因１】

部活動優先となり放課後学習の時間確保がで

生徒の学習への要求・欲求の低さ

きない。
【課題２】

【要因２】

部活動優先となり長期休業期間中の学習会の

教師の「授業外学習会」に対する意識の低さや

時間が確保ができない。

Ｃ

多忙感

そこでこんな改善に取り組みました。

Ｄ

【改善１】

取り組んだ結果こんな効果がありました。

【効果１】

年 18 回月曜日に「放課後学習会」を設定。

結果として教職員の業務時間が増加する（学

全校生徒が参加。部活動を中止して実施。

習会後に生徒は一斉下校するため必然的に教師

【改善２】

に時間が生まれたが）と同時に、帰宅時間を早め

長期休業中に夏冬で 6 日間学習会を実施。

る効果もあった。

部活動は学習会終了後に開始。

【効果２】
学習と部活の時間を区別することで、切り替
えて物事に集中する態度が養われた。選手の休業
にも効果的であった。

Ｄ－２

取り組みが定着するまでに苦労した点、

「学習会」そのものに対する多忙感。

Ｅ 今後の取組予定
これ以外の部活動の縮減に関しては予定し

この時間を「効果的な時間」として教師側が捉え

ていません。

るまでの意識の変革に時間を要した。

下校時間に合わせた部活動活動時間の厳守
（正味 2 時間活動の徹底）
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取組方策の分野
学校等の事務処理体制の改善
取

Ａ

組

具体の取組
校務支援システムの活用・ＰＣ活用の会議

こんな課題がありました。

Ｂ その背景にはこんな要因がありました。

【課題１】
通知票や指導要録の作成に非常に時間がかか
る。
【課題２】
生徒の名列や住所録など、年度はじめの様々な
文書作成に時間がかかる。
【課題３】
職員会議文書の印刷に時間がかかる。

Ｃ

学校名等
鹿部町立鹿部中学校
学級数 ５（２）
生徒数 ８９人
教員数 １４人

【要因１】
手書きだと時間がかかる。また、独自に様式を
作成するのも大変である。
【要因２】
様々な様式に合わせてその都度、名前を打ち込
むなど、二度手間である。
【要因３】
膨大な会議資料を職員人数分印刷するのは、大
変である。

そこでこんな改善に取り組みました。

Ｄ

【改善１】

取り組んだ結果こんな効果がありました。

【効果１】

校務支援システムの活用

通知票や指導要録の様式がすでに出来上がっ
ているため、簡単に作成できる。毎日の出欠を校
務支援システムでデータ管理することで、通知票

【改善２】

や指導要録に反映されるため、正確で簡単であ

校務支援システムの活用

る。
【効果２】
一度、生徒名を打ち込むと学級の名列、住所録、

【改善３】

出席簿、そして通知票や指導要録まで反映される

データを一括管理し、ＰＣを活用した職員会議

ため、作成の時間が短縮される。
【効果３】
印刷しなくても、ＰＣの画面上で内容を確認で
きて会議に支障はない。

Ｄ－２

取り組みが定着するまでに苦労した点

Ｅ 今後の取組予定

・数年前の導入段階では、はじめての試みで試行

・２８年度からさらに改善された校務支援システ

錯誤を繰り返したようである。

ムに代わる予定なので、全教職員がそれに対応

・年度はじめの新しい新入生名簿の作成などの際

していく必要がある。

は、システムに詳しい人が担当しているのが実

・校務支援システムの全ての内容を活用できてい

情である。

る状況ではまだないので、活用できる範囲を広

・システムの活用方法がわからない場合などは、

げていきたい。

札幌の管理会社との電話のやり取りで解決し

・ＰＣによる朝の連絡も行っているが、全職員が

なければならない。

活用する意識を高めることで、効果がさらに上

・職員会議では、ＰＣに詳しくない先生などは、

がる。

はじめは手間取っていた。
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せたな町立大成中学校
学級数 ４（１）
生徒数 ３８人
教員数 １２人

取組方策の分野
部活動指導の実施体制の検討
取

組

具体の取組
適切な部活動時間の工夫

問題点

改善点

・部活動終了後に、分掌業務や教材研究をしてい

①

部活動休止日の設定

②

適切な活動時間の工夫

③

効果的な部活動指導と運営

るため、定時退勤は難しい。
・部活動以外の活動時間を確保しにくい。
・開始時刻、終了時刻の工夫をしているが、終了
時刻は勤務時間外となっている。

【改善の具体的な取組及び成果と課題】
①

部活動休止日の設定

② 適切な活動時間の工夫

中体連、新人戦等の大会間近を除き、部活動

部活動の開始時刻をこれまでより遅くし、補

休止日を設置している。

充的な学習の時間を確保する。
・部活動開始を１６：００とし、これまでの

【部活動休止日を設定する日】
・職員会議日、研修日

時間で、学級の係活動や個人の補充学習の

・始業式、終業式、修了日

時間等を保証している。

・参観日
・専門委員会活動日

部活動の時間をスクールバスの時刻に合わ

・定期テスト前３日間

せて縮減している。

・文教テスト前１日

・バス１便

・土・日・祝日のいずれかは部活動休止

２便

１８：００

とし、部活動の終了時刻を、バスの出発時

・主要行事の準備期間２週間は部活動休止

刻に、間に合うようにするため、活動時間

・球技大会前１週間は部活動休止

や内容を調整している。

・遠足、スキー授業日等

③

１６：００

効果的な部活動指導と運営

取組の結果や効果

・担当者の複数配置

部活動休止日を設けたり、担当者の複数配置

担当者を複数配置することによって、交替で

をすることなどにより、生み出された時間を、

部活動指導を可能としている。

他の業務に充てることができ、時間外勤務の縮

・外部指導者の活用

減につながった。

外部指導者を活用し、指導方針について共通
理解を図って、指導方法等を工夫している。
・遠征・練習試合等の工夫
遠征・練習試合等の移動手段は、原則として、
営業車または、保護者の車とし、事故等の問
題に配慮するとともに、遠征の回数につい
て、事前に計画を立てる。
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取組方策の分野

取

組

学校等の事務処理体制の改善と部活動指導の実施体 美瑛町立美瑛中学校
制の検討
学級数 １０（４） 生徒数 ２３５人
教員数 ２４人
具体の取組
会議の効率化と部活動対応の改善

問題点

改善点

・職員会議の議題が多いことや内容によって、勤
務時間内に終了できないことが多い。

１ 部活動休止日を設定する。
２ 会議のルールを決め効率化を図る。

・部活動があるため、活動終了後に業務を行わなけ
ればならず、時間外勤務の縮減が進まない。

３ 校内ＬＡＮを活用し情報の共有を図る。

【改善の具体的な取組及び成果と課題】
１ 部活動休止日を設定
・毎週月曜日は部活動休止とする。
生徒には休養を心がけるとともに家庭学習の
充実を図るように指導する。

２ 会議のルールの設定
・校務運営会議で職員会議の議題を確認し適切
かどうかを確認する。
さらに分掌及び学年会議で事前協議を行い

・基本的に会議設定日は部活動休止とする。
生徒のいない落ち着いた環境の中で効率的に
会議を進める。

協議事項の焦点化を図る。
・会議の資料は前日までに配布し、すべての教
職員が事前に目を通すことにより、協議内容

・会議後はできるだけ定時退勤してリフレッシ
ュに努めるようにするように教職員に指導す

の理解を深める。
・開始時間を厳守し、提案者は、資料に書いて

る。
・部活動にかかる時間の厳守と短縮化
４月～９月 １９：００
１０月～３月 １８：３０
下校時刻を徹底することによって部活動終了
後の事務処理時間を確保する。さらに生徒に
集中して活動する意識を高める指導を徹底す
る。

ある内容については読み上げず、時間短縮を
図る。

［取組の結果］
① 職員会議の時間を平均３０分短縮した。
３ 校内ＬＡＮの活用
・校内無線ＬＡＮを整備し、各分掌、学年、学
級、写真関係のデータの共有化を図り、情報
を共有化し業務の効率化を図る。
・レーザープリンター２台、カラープリンター
２台を配備し、印刷の待ち時間を短縮し、業
務の効率化を図る。
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改善前 平均 ８５分
改善後 平均 ５５分
※約３５％短縮した。
② 部活動休止日と定時退勤日の回数が前年
度よりも増えた。
前年度 部活動休止日
４３回
定時退勤日
３回
今年度 部活動休止日
５８回
定時退勤日
１２回
※部活動休止日は２５％増加した。
定時退勤日は４倍に増加した。

下川町立下川中学校
学級数 ５（２） 生徒数 ７４人
職員数 １３人

取組方策の分野
部活動指導の実施体制の検討
取

組

具体の取組
部活動指導体制の工夫

問題点

改善点

・週休日においても、大会や練習試合があり、
休みなく活動が続いている。

① 部活動休止日を設定する。
② 部活動顧問を複数配置する。

・部活動指終了時間が遅く、部活動終了後に分
掌業務や教材研究を行うため、時間外勤務が
増加している。

③ 地域スポーツ少年団と連携した活動を行
う。

【改善の具体的な取組及び成果と課題】

① 部活動の休止日の設定
・毎週月曜日を「ノー部活動デイ・定時退勤日」
とし、校内研修や職員会議など
会議を行う日と設定している。
・テスト３日前を部活動休止日に
設定している。
・部活動終了時間の遵守を徹底し
ている。
【５月～１０月】 １８：００
【１１月～４月】 １７：３０

② 部活動顧問の複数配置
・顧問を複数配置し、交代で指導することで、他
の業務を行ったり、定時退勤できるように工夫
している。
・大会のない週休日はお互いに、声を掛け合いな
がら休むように心がけている。

③ 地域少年団との連携
・専門の指導者がいない部活動については、地
域少年団と連携を図りながら活動している。

〔取組の結果〕

野球部
ソフトテニス部
剣道部
吹奏楽部
スキージャンプ部

取組前と比較し、年間における部活動指導にか
かる時間外勤務をおよそ１００時間削減できた。

【少年団が主に活動】
剣道部

２名
３名
２名
２名
２名

【部活動指導体制の工夫による削減】

下川剣道少年団

１００時間

１０００時間

スキージャンプ部

９００時間

下川スキージャンプ少年団
【改善前】
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【改善後】

利尻町立仙法志中学校
学級数 ４（１）
生徒数 １５人
教員数 １２人

取組方策の分野
学校等の事務処理体制の改善
取

組
具体の取組
会議時間の縮減・効率化

Ａ

こんな課題がありました。

Ｂ その背景にはこんな要因がありました。
【要因１】

【課題１】

議題の重要度、緊急度等に応じた取扱判断が

職員会議の長時間化（２時間以上）

なされていなかった。
【要因２】

【課題２】

「連絡事項」「提案協議事項」の区別がなされて

学校の意思決定手続きの未整理

いなかった。（曖昧であった）
【要因３】
職員会議の話し合いで全てを解決しようとす
る意識の慣例化があった。

Ｃ

そこでこんな改善に取り組みました。

Ｄ

【改善１】

取り組んだ結果こんな効果がありました。

【効果１】

全ての会議時間を１時間以内にする。

職員会議時間の大幅な縮減（最短３５分間）

【改善２】

【効果２】

決裁方法を段階分けし、共通理解。

意思決定の迅速化・ミドルリーダーの学校参画

レベル１：口頭決裁（文書なし）

意識の向上

レベル２：稟議決裁（稟議書の回覧）

【効果３】

レベル３：校務運営会議決裁

組織性の向上

レベル４：職員会議決裁（原案に基づく協議）
レベル５：校長決裁（管理運営事項、対外事項）

Ｄ－２

取り組みが定着するまでに苦労した点、

Ｅ 今後の取組予定

◆大きく苦労した点はない。会議が効率化し、そ

◆遠距離通勤者や子育て中の教職員もいること

の時間を他の校務に向けられるメリットを職

から、週休日や放課後勤務時間外に学校でなく

員自身が感じている。

ても仕事ができる環境整備を行っていく。
（私事時間の確保及び有効活用）

◆決裁方法の判断を教頭や各分掌責任者に委ね
たことや、意思決定ラインが明確になったこと

◆校務の教育効果を検証し思い切った見直しを

で、教頭と各分掌責任者との連携力や学校運営

することで更なる効率化を目指す。

能力が問われることになるが、それがミドルリ
ーダーとしての学校経営参画意識の向上にも
つながっている。
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北見市立北中学校
学級数 １８（６） 生徒数 ４０６人
教員数 ３４人

取組方策の分野
学校等の事務処理体制の改善
取

組

具体の取組
学校運営の効率化

問題点

改善点

・定例の職員会議に加え、行事の反省の職員会議

①

職員会議に代わる代表者会議の実施

②

ICT の積極的利用

③

主幹教諭の機能化

等があり、子どもと接する時間、その他業務を
行う時間の確保が難しい。

【改善の具体的な取組及び成果と課題】
①

代表者会議の実施

② ICT の積極的な利用

月１度以上行っている職員会議に代わり、代

校内 LAN や校務支援システムを積極的に活

表者会議を行うことで協議の効率化や主任等

用し、分掌業務等にかかわる文書データを全職

を通じた分掌・学年部への周知が可能になっ

員が閲覧できるフォルダに格納し、共有化を図

た。

った。

このことにより会議に要する時間を減らし、
生徒と接する時間の確保や他の業務を行う時
間を創出することができた。

③

主幹教諭の機能化

（取組の結果や効果）

機動的な学校運営の推進に向けて、主幹教諭

・会議の回数の縮減により、放課後の時間を有効

を校長・教頭を補佐する立場に位置付け、各主

に活用できるようになった。

任への連絡調整、指導助言を積極的に実施でき

・以前のデータを利用できる文書については、作

るようし、組織体制の整備を進めた。

成時間を短縮できるようになり、分掌業務の効
率化が図られた。
・主幹教諭の業務を明確にすることで、教頭や主
任等の負担軽減が図られた。
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北見市立南中学校
学級数 １３（２）
職員数 ２４人

取組方策の分野
部活動指導の実施体制の検討
取

Ａ

組

具体の取組
部活動休止日の設定、外部指導者の活用

こんな課題がありました。

児童数 ３２２人

Ｂ その背景にはこんな要因がありました。

【課題１】

【要因１】

一部の教師への時間的負担

部活動に関する管理や指導を特定の教員が担
当していた。

【課題２】
一部の教師への質的負担

【要因２】
専門性が無い中で部活動の指導を担当してい
た。

Ｃ

そこでこんな改善に取り組みました。

Ｄ

【改善１】

取り組んだ結果こんな効果がありました。

【効果１】

複数教員による指導体制の構築

顧問が休みを取った時に他の顧問が指導にあ
たり、会計業務や部活動通信作成を分担すること
で指導者の休日確保が実現した。

【改善２】

【効果２】

外部指導者との契約による専門的な指導の実

外部指導者が技術面の指導を担当することに

現

よって、顧問の負担が軽減するとともに、生徒の
競技力が向上し、意欲が高まった。

Ｄ－２

１

取り組みが定着するまでに苦労した点

Ｅ 今後の取組予定

指導の分業に向けて、業務の精選や練習の効

１

率化などを検討しながら体制を構築した。
２

効率的な指導体制の構築によって短時間で
効果的な指導を目指す。

外部指導者と顧問、生徒、保護者の連携を強

２

外部指導者の専門性を活かす為に、指導に関

化するため情報交流や打合せの場面を設けた。

しては外部指導者を中心に運営し、顧問は部活

また、顧問が主体的に部活動を運営できるよ

動全体の管理業務を主に行うことで、部活動時

う、目標や活動の重点を明確にし、信頼感を高

間以外での技術指導研修にかかわる時間を削

める取組を継続させた。

減する。
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網走市立第二中学校
学級数 ８（２）
生徒数 ２０８人
職員数 ２０人

取組方策の分野
学校等の事務処理体制の改善
取

組

具体の取組
校務運営全般にわたる効率化

問題点
・職員会議での議題審議が所定時間内に終了でき
ないため、残された議題が翌日以降に持ち越さ
れるなど十分な審議ができない。
・固定的な校務分掌組織のため、緊急課題や重点
的な課題に即応できず、特定教員への負担の偏
りが見られる。
・教頭が多方面で実務を担い、調整機能や指導助
言機能が十分発揮できない。

改善点
① 校務運営委員会による会議内容等の整理

①

② プロジェクト組織を活用した機動性のある
集中的な取組

校務運営委員会による会議内容等の整理

～校務運営委員会を学校運営の中枢組織とした位置付
けの明確化～
＜校務分掌組織図＞
職
教務部
員
会
議

校

教

長

頭

主幹教諭が企画
運営、教頭は指
導助言

主
幹
教
諭

校
務
運
営
委
員
会
特
別
委
員
会

③

主幹教諭の配置による業務分担の見直し

＜プロジェクト委員会＞
○目的
学校の諸課題の限定的なテーマに対して機動的な組
織を編成し、諸課題の解明に当たる。
○コンセプト
・テーマに対して校務分掌に関連したり、自らの意見
を反映させたりしたいと考えている教職員で自薦を
基本とするが、校長からの指名もある。
・テーマについての方向性（原案）を校長に答申し、
校務運営委員会で提案、審議終了した段階でチーム
の活動は終了する。
・メンバーには教頭がアドバイザーとして入る。人数
についてはテーマごとに決定するが、基本的に申し
込みした教職員は全員メンバーに入ることとする。
・期間を限定した組織とする。
＜これまで実施したプロジェクト＞
・フッ化物洗口
→12 月～4 月、実施校調査、実施計画策定
・学校評価
→11 月～4 月、評価の分析、評価項目・内容の見直し

生徒指導部
学校環境部
事務部
学年部
外

校務分掌部会（部会週間の中で）
→ 校務運営委員会 → 職員会議
の流れを確立し、ミドルアップダウンが
可能な組織体制をつくっている。

③

プロジェクト組織を活用した機動性のある
集中的な取組

～期間を設定した校務分掌組織横断型のプロジェクト
委員会の活用～

研修部

渉

②

主幹教諭の配置による業務分担の見直し

（取組の結果や効果）

～教頭の指導助言機能、調整機能の高揚と主幹教諭・
各主任等のリーダーシップ発揮の機会創出～
＜特別委員会における業務担当の整理＞
・生徒指導会議の企画・推進…生徒指導主事
・校内委員会の企画・推進…特別支援コーディネーター
・校内推薦委員会の企画・推進…進路指導主事
・プロジェクト委員会の設置、企画・運営…主幹教諭
※いずれも教頭は指導助言の立場で参加。
＜教頭から主幹教諭に変更した調査等の業務＞
・各種調査等の点検にかかわる業務で主幹教諭が主
に担当するもの
→特別支援、道徳、特別活動、体育・保健・健康、等

・校務運営委員会における審議を経てから職員会議を開
催するため、職員会議の伝達、連絡、調整機能がより
明確となり、スムーズな進行が図られるようになった。
・校務運営委員会の機能を高めることによって、ミドル
リーダーの資質向上と学校運営参画意識が醸成され
た。
・教職員が職員会議を円滑に進めていくことに配慮した
提案、質疑が行われるようになり、職員会議の時間短
縮とともに機能に対する意識改革が進み始めている。
・組織改善を進めることによって教職員は、業務の効率
化や内容充実に向けた工夫が見られるようになり、時
間外勤務の縮減が進んでいる。
・教頭の実務にかかわる業務が軽減したため、本来教頭
の職務である全体総括、指導助言、調整機能がより発
揮できるようになり、学校運営が充実している。

＊その他、「教育課程」「学力・体力向上」「生徒指導」「会
計」
「届出」などで主に教頭、主幹教諭、教務主任の業務
分担を見直した。

- 31 -

取組方策の分野
部活動指導の実施体制の検討と勤務時間縮減の取組
取

組

具体の取組
ノー部活動デーと定時退勤日の設定

豊頃町立豊頃中学校
学級数 ６（３） 生徒数 ７７人
教員数 １５人

問題点

改善点

・週休日にも部活動を行うことから、生徒の疲労

① １週間のうち１日は、部活動を行わない日を

回復が難しい。

設ける（ノー部活動デー）
。

・部活動指導により、連日、退勤時間が１８時を

②

過ぎる職員が多い。

部活動を行わない日に定時退勤日を設け、定
時に退勤できるよう工夫をする。

③

ノー部活動デーを利用した補習授業や学
級・生徒会活動

【改善の具体的な取組及び成果と課題】
①

ノー部活動デーの取組

② 定時退勤日の設定

・町教育委員会と連携し、週に１回（基本的に

・ノー部活動デー（月曜日）を定時退勤日とし、

月曜日）
、部活動バス（１８：００）を運行

極力、職員が定時に退勤できるようにする。

しないようにし、その日の全ての部活動を行

また、ノー部活動デーの日に職員会議や校内

わない。

研修を設定することで、会議の時間確保をし

・冬期には、週に２回（基本的に月曜日と木曜

た。

日）の部活動用バスの運行をせず、できるだ
け週に２回、部活動を行わない。

③ ノー部活動デーを利用した補習授業や学

＜取組の結果や効果＞

級・生徒会活動

・定時退勤日に、全員が定時に退勤することは

・ノー部活動デー（生徒は１４：４０に完全下

なかなか難しいが、生徒が完全下校すること

校）に職員会議や校内研修を設定すること

により、落ち着いて教材研究をする時間が確

で、会議の時間を確保した。

保することができた。

・ノー部活動デー（生徒は１６：１０に下校）

・週休日に大会等で部活動がある生徒にとって

の放課後を使い、補習授業を行うことによ

は、ノー部活動デーは、疲労回復に効果的だ

り、生徒の学力の向上に努めたり、学級活動

った。

や生徒会活動を行ったりする時間の確保を
した。
※職員会議や校内研修を行う場合(教職員が生徒の指導につ
くことができない日)については、１４：４０下校、会議等
がない場合は１６：１０下校
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標津町立川北中学校
学級数 ４（１）
生徒数 ５５人
教員数 １１人

取組方策の分野
学校等の事務処理体制の改善
取

組

具体の取組
ICT の活用と会議の効率化

問題点

改善点

・全ての教師が部活動指導にあたっていること

１

から、部活動が終了するまで分掌や係、学級の

校内 LAN の活用によりデータや情報を共有
することで業務の効率化を図る。

事務にとりかかることが不可能である。
・分掌や学年部会が部活動終了後に実施される

２

場合がある。

１

部活動一斉休養日を儲け、諸会議や定時退勤
日として活用する。

ICT 活 用による情 報の共有 化と会議 の

２ 部活動一斉休養日と定時退勤務日の設定

効率化
（１） 校内 LAN を活用し、会議等で使用する

（１） 毎週水曜日を部活動一斉休養日として設

データの作成や閲覧を共有化することで、

定し、会議や研修の時間にあてている。

事前に必要な情報を得ることができる。
（２） 上記（１）により月別行事予定を前月の

（２） 月別行事予定作成の際に月に２回の「定

早期に作成することが可能になり、計画的

時退勤日」を設定し、見通しのある業務推

な業務推進や会議の実施が可能となった。

進の励行に取り組んでいる。

１

取組の結果及び成果

２

（１） 校内 LAN の活用により、共有化できる

取組の結果及び成果

（１） 「一斉休養日」として設けたことで、集

データ形式のものを多く持つことが可能

中して会議に臨むことが可能である。

になり、資料作成時間の縮減を図ることが
できている。

（２） 月２回の定時退勤日の設定により、以下
のような成果があった。

（２） 先の見通しを明らかにすることで、計画

★校舎施錠時刻（月平均）

的に諸会議への準備が可能となった。

○設定無月平均―設定有月平均＝４７分間改善
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