
令和４年度石狩管内学校における働き方改革推進会議 
及び働き方改革推進事業中間報告会 
 

日 時：令和４年 10 月３日（月）13:15～14:30 

方 式：ＺＯＯＭ会議 

出席者：管内市町村教育委員会教育長、 

管内小中学校長会会長、 

管内小中学教頭会会長、 

北海道高等学校長協会石狩支部副支部長、 

北海道高等学校教頭・副校長会石狩支部長、 

北海道特別支援学校副校長・教頭会石狩支部長、 

北海道野幌高等学校長、 

教職員局教職員課働き方改革係主査、 

釧路教育局主幹（働き方改革）、 

石狩教育局局長、次長、主幹（学校経営指導） 

 

１ 挨拶                                 局長 田中 賢一  

○ 教職員が働きがいをもって子どもたちの教育に携わることが重要 

○ 児童生徒にとって最も良い教育活動を進めることができる教職員の働き方について意見交換し、本 

来的な学校の役割である教育課程の充実を図る取組を進めたい 

２ 説明                   教職員局教職員課働き方改革係主査 佐伯 圭介  

○ 令和３年度教育職員の時間外勤務の状況 

○ 国の部活動改革の方向性、部活動の地域移行に係る現状と課題 

３ 発表                   北海道野幌高等学校長 壽淺 章洋         

○ 野幌高校アクションプランについて 

○ アンビシャス・スクールのねらい 

「野幌高校アクションプランの視点を重視した探求プログラムの再編」 

４ 意見交換                                         

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
５ まとめ                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目的】 

教職員の時間外勤務等の縮減及

び学校の業務改善を図るための対

策や取組状況の検証及び取組の改

善等について協議し、働き方改革

の推進に資する。 

また、推進校におけるこれまで

の取組や明らかになった課題と成

果に係る発表の場を設け、取組の

進捗状況を関係者間で確認し、必

要な助言等を行うとともに、推進

校等以外の学校や地域への啓発と

成果の普及につなげる。 

 北広島市教育委員会教育長 𠮷田 孝志     

・部活動の地域移行について、教育活動の一環として、学校に部

活動が残るのかどうか国の動向を把握した上で、道としての推

進計画を早期に周知して、地域に順応させていく必要がある。 

 石狩管内小中学校長会会長 鹿野 秀一     

・学びなおしが魅力的であった。 

・部活動の休日移行について、教員の意見を聞くだけではなく、

子どもたちの意見を聞く機会をつくって欲しい。 

 北海道高等学校長協会石狩支部副支部長 吉田 岳夫 

・ペーパーレス化等、やれることからスタートしていくことは、

非常に重要である。 

 江別市教育委員会教育長 黒川 淳司     

・野幌高校生の変化は、地域から高い評価を得ている。 

・学びなおしの必要がないように中学校もより一層の学力向上

を目指したい。 

 石狩教育局主幹（学校経営指導） 野呂 俊夫     

・高等学校の働き方改革の推進について、様々な取

組の中で、ＩＣＴの活用等で、業務負担を軽減さ

せ、職員へ丁寧な説明を実施し、働き方改革の推

進事業を学校の制度として定着させていくこと

が重要 

 釧路教育局主幹（働き方改革） 青木 悟     

・理想的な学校経営が行われているように感じた。 

・働き方をどうように進めるかについて、学校経営

と一体して教職員全員が、プロセスを理解し丁寧

に学校全体で組織として進めることが重要 



働き方改革推進事業中間報告

令和４年度

石狩管内学校における働き方改革推進会議



１ 野幌高校の概況

２ 野幌高校アクションプランについて

３ アンビシャス・スクールのねらい

「野幌高校アクションプランの視点

を重視した探究プログラムの再編」



１ 野幌高校の概況①

・過去には10間口あった野幌高校

平成２6年頃から急激な間口の減 現在は３間口

・令和４年度入試倍率 1.1倍（平成２６年以来初）

・令和４年度から始まるアンビシャス・スクール

への期待感の表れ！

［アンビシャス・スクールのねらい］

 新たな特色ある高校として、生徒が自己の生き方を考えながら、
「分かる喜び」や「学ぶ意欲」を高めるため、義務教育段階の学
習内容を含めた基礎的・基本的な知識技能の確実な定着を図ると
ともに、 一人一人の社会的・職業的自立に向け必要な基盤となる
能力や態度を育むことを目的としている。



入学状況

項目／年度 令和４年度 令和３年度 令和２年度 令和元年度 平成30年度

募集人員 120 120 160 200 240

入学者

男 73 54 51 88 98

女 47 42 49 67 71

計 120 96 100 155 169

１ 野幌高校の概況②

出身地域

１年生 2年生 ３年生 計

江別市 110 83 72 265

札幌市 7 4 8 19

その他 3 4 4 11

英語ベーシック授業（１年生）

公民 模擬選挙（２年生）

北星学園大学との連携 ピアスペース体 育 祭

学

校

祭



野幌高校の９年間の様子
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１ 野幌高校の概況③

23クラス 21クラス 18クラス 12クラス 9クラス



１学年「ベーシック授業」に関するアンケート結果 ※一部抜粋

・中学の時の復習ができたから、英検も受けよう
かなって思えるようになった。

・わからないまま置いてかれていた部分がわ
かるようになった。

・中学校で習ったことを忘れた場合、良いスター
トができず途中でつまずいてしまうが、先に復習
をすることによって、これから勉強することの内容
を深く理解することができて嬉しかった。

・基礎学力が定着する実感があった。
・ほとんど覚えていなかったためこの三ヶ月は私
にとっては助かりました。

・とても分かりやすく説明をしてくれるからとても
良いと思います。

・自分自身が分からないことを聞いて教えてもら
うのを責任持ってやって頂き本当にありがとうご
ざいます。

・パソコンを使う授業だったのでモチベーション
上がった。

・ベーシックが終わるのが悲しい。二年生の初
めにもあったらいいと思う。

１ 野幌高校の概況④



 働き方改革の推進

※働き方改革推進事業指定校(３年間) 資料Road参照

 ここ数年で新しい業務が積み重なっている状態では？

※多忙感の蓄積 → スクラップ＆ビルドが必要

 部長主任で「コアチーム」を結成

※後期から推進する内容を前期中に計画する

 ＩＣＴ環境の有効活用

※生徒と向き合う時間を創出する授業 (個別最適化)

 業務の平準化 皆で助け合う精神をもって ※理解と協力

 各自のペースで最低週１日は定時退勤できる日を！

 教頭先生にも定時退勤できる日を！

※教頭職への間違った固定概念をなくす 全員の協力必要

２ 野幌高校アクションプランについて①

５月の職員会議で校長から伝達



 コアチーム会議 第1回会議の内容

(１) 野幌高校アクションプランの実現に向け、教職員を代表するリー

ダーとして活動する。

(２) 各担当における業務の精選と効率化について検討を進める。

※スクラップ＆ビルドによる業務の精選

※分掌内での協議、必要に応じて職員アンケート

※ＩＣＴ環境の有効活用

(３) 学年主任は、分掌長への助言及びバックアップをする。

(４) 実施に向けた進行計画をチームで作成・集約し、職員会議で提案

※Ｒ４後期から実施 → Ｒ６までの実施計画を作成

※常に目的を明確にして共有→成功に向けての計画改変はOK

(５) 計画書の提出 ８/１０

２ 野幌高校アクションプランについて②



２ 野幌高校アクションプランについて③

コアチームから計１５項目のプランが提案された



１ 職員会議のペーパーレス化

２ 各種諸調査のデジタル化

３ 中間評価会議の簡略化

４ 朝の打ち合わせのペーパーレス化

５ 定期考査実施回数の見直し

６ シラバスの学級分・職員分の印刷廃止

７ 形骸化している「授業公開週間」の廃止

８ 講話等の精選および隔年実施の検討

９ 提出物のオンライン化

10 いじめ確認調査の実施回数の見直し ※現在はGoogle foamを活用して毎月実施

11 部活動の精選

12 全ての振り返りシートのキャリアパスポートへの統合（ＩＣＴ）

13 R5から２年生面接練習（２月）を３学年が協力して実施

14 R5からのインターンシップを企業(トモニソリューション) の協力をもらい実施

15 定期的に実施する進路希望調査をGoogle foamを活用して行う。

■ 野幌高校アクションプランの視点を重視した探究プログラムの再編

２ 野幌高校アクションプランについて④
提案された１５項目の概要



２ 野幌高校アクションプランについて⑤



２ 野幌高校アクションプランについて⑥



［目的］

新たな特色ある高校として、生徒が自己の生き方を考え
ながら、 ア） 「分かる喜び」や「学ぶ意欲」を高めるため、
義務教育段階の学習内容を含めた基礎的・基本的な知識技
能の確実な定着を図るとともに、 イ）一人一人の社会的・
職業的自立に向け必要な基盤となる能力や態度を育むこと
を目的としている。

ア）ベーシック授業による学び直しは、野幌高校の目指す
べき教育の入り口にしかすぎない！

イ）卒業までに、社会的・職業的自立に必要な能力を育成
することがアンビシャス・ スクールの最大の目的である 。

３ アンビシャス・スクールのねらい①



３ アンビシャス・スクールのねらい②

 卒業までに、社会的・職業的自立に必要な能力を育成する。

 身に付けさせる「力」の具体を定める必要がある。

 江別市内の小・中学校（生徒・保護者・教職員）を対象に
したアンケートを実施

 ３年間の探究学習プログラムの再編を行う

野幌高校アクションプランにつながる
新たな探究プログラムの構築に向けて



３ アンビシャス・スクールのねらい③

・地域に愛され 一人ひとりが主役の学校をめざす！

・落ち着いた雰囲気の学校が実現している！

・アンビシャス･スクールとして新たなスタート！

・卒業までに身に付けてほしい資質・能力の把握！

江別市における野幌高校アンケートのねらい

・信頼 生徒の観察・声かけ・対話・傾聴
・安心 いつも見ている、応援してくれる

地域、保護者の期
待に応える学校

アンケートの詳細は学校ＨＰでご覧ください



①大学などへ進学するための質の高い教育
②全ての教科科目で基礎基本をしっかりと教える教育

③学んだことが卒業後の生活に役立つ実践的な教育

④自分の興味関心の持つことについて探究していける

教育

⑤普通教科の中から興味関心のある科目を自由に選

んで学べる教育

⑥その他

①高校生としての基礎的・基本的な学力

②上級学校進学に対応できる専門的な学力

③難関大学進学に対応できる高い学力

④倫理観を持ち他者の意見を尊重できる柔軟性

⑤地域社会のリーダーとして活躍できる力

⑥何事にも果敢に挑戦するチャレンジ精神や創造性

⑦必要な知識や技能を身に付け、職業選択することが

できる能力

⑧情報化や国際化など持続可能な社会に対応できる

資質・能力

⑨その他

３ アンビシャス・スクールのねらい④

普通科高校に望むことはなにか？ 身に付けたい(身に付けてほしい)力とは？

江別市における野幌高校アンケートから ※一部抜粋


