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令和元年度 第１回柳井市総合教育会議 会議録 

１．会議の開催 

（１）日 時   令和元年１２月１３日（金）   開会 午後３時００分 

閉会 午後４時３４分 

（２）場 所   柳井市役所 ３階大会議室 

 

２ 出席者     市 長           井原 健太郎 

教育長           西元 良治 

委 員（教育長職務代理者） 西原 光治 

  委 員           河岡 治子 

委 員           厚坊 俊己 

委 員           横山 志磨 

 

３ 出席事務局委員 教育部長          河村 邦久 

          教育総務課長        石岡 雅朗 

          教育総務課施設担当課長   岡原 由明 

          学校教育課長        中本 隆徳 

          生涯学習・スポーツ推進課長 三浦 正明 

          図書館・サンビーム 館長  弘津 多美恵 

          給食センター所長      小田 文孝 

教育総務課長補佐（書記）  有道 茂一 

 

４ 傍聴者     ２人 

 

５ 協議事項 

（１）学校における働き方改革について 

 

 

６ 議事経過 

（１）開会 

    教育部長から、令和元年度第１回柳井市総合教育会議の開会の宣言があった。 

（２）市長あいさつ 

本日は令和元年度第１回目の柳井市教育総合会議ということで、新教育長を迎えての会議

ということになりますが、よろしくお願いします。 

 本日、午前中に保育所に行ってまいりました。サンタクロースの衣装を着て、完全なサン

タクロース役となって子ども達に接しましたが、抱きつかれて、突然のサンタクロースの登

場に子ども達は大喜びでした。年長さんは英語をしゃべるし、英語の曲を歌い、私自身はメ

リークリスマスと、サンキュウとグレートしか言わない状況で、無口なサンタクロース役で

した。子ども達は誰が入っているか分からないという状況でしたが、楽しい時間を過ごさせ
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ていただきました。 

 昨日は、柳井高校の生徒会と気楽にトークということで、１時間ぐらいの話合いをさせて

いただきました。防災について、南海トラフの巨大地震が発生するかもしれないという情報

が出ると、高知とかの太平洋側は、前もって非難する仕組があるのですが、その時に、この

柳井ではどうするのか。とか、地震が起きなかった場合は、どのように避難解除するのかと

いうような専門的な質問をいただきました。他には、柳井地区広域柳井消防署がありますが、

老朽化しており災害拠点として大丈夫なのか。とか、東出張所が大畠にあるのですが、人員

が少ないのでもっと増やすべきだとか、地域のことを思う意見をいただきました。 

 また、女子生徒さんでしたが、大畠中学校への進学が、小学校からの進学が減っているこ

とについて、どう思っているのか、行政としてこれからどうしようと思っているのか、とい

うような重いテーマについてもご意見をいただきました。実際に、大畠中学校に進学された

生徒の中には、親に言われるから通学しているが、本当は違う選択肢を希望するけれども通

っている生徒がいるという話もありました。なかなか聞くことのできない話もいただきまし

たが、難しい課題だけれど、将来を見据えて考えていかなければならないという意味では、

教育委員会が果たしていただく役割、私を含めて重いものがあると改めて感じさせていただ

きました。厳しい質問ばかりではなく、妻との馴れ初めの質問もあり、和気あいあいとした

中でもそのような話があったということです。 

 さらに、複合図書館も話題になり、地区説明会に参加したが、参加者の年齢層が高く、自

分たちのような若い人がいないことに衝撃を受けたという話がありました。それがいつもの

ことで当たり前のように思うのですが、あのような場所に参加されない方も含めて考えてい

かなければならないと思いました。 

 話が長くなり、恐縮ですが、先週は、最初にお礼を言わなくてはいけなかったわけですが、

「やない立志の教育のつどい」では、大変お世話になりました。それぞれ感銘を受けたこと

がありますが、平郡東小学校の発表では、これまでは、地域として皆さんにこれをやってほ

しいとか、これをやったらどうとか、という意見が主でしたが、自分がこうなって、そして、

その力でこれをやるというのは、初めての発表ではなかったかと思います。まずは自分がこ

うあって、というのは、大したものだなあと思わせていただきました。 

 また、ビブリオバトルについてですが、さっそく、４冊を注文し、その内２冊は読みまし

た。浅見光彦について、なんとなくドラマになったり、本が出ているのを知っていますが、

実は、一度もドラマも見たこともないし、本も読んだこともなかったのですが、今回のきっ

かけで、本の面白さに触れることができました。軽井沢が舞台の本でしたが、自分がかつて、

自転車で東京から軽井沢まで無謀にも行った時のことを、昔の自分の経験と軽井沢の描写が

重なって、読書というのはいろんなことを想像させるなあと感じました。もう１冊は、イチ

ロー選手の本も読みました。私事ですが、ちょうどイチロー選手が大リーグに挑戦した時、

自分が留学した時が全く一緒で、あの時のイチロー選手の心境とか、海外だからこそ日本人

を強く意識したそのコメントなどを、自分に重ね合わせて本を読むことができました。ああ

いう機会で、ああいう紹介をしていただいたからこそ、読む本によっていろいろなことに気

づき、そこから広がる自分自身の想像というか、感想というか、過去の記憶を含めて、呼び

起こすという意味では、ビブリオバトルが定着して欲しいなあと感じています。 
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 長々と話をさせていただきましたが、本日は、私の話と全く違う、学校の現場の働き方改

革についてということで、現状を知っているようで知らないところを共有させていただきた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

 

（３）議事内容 

（教育部長） 

   レジメに沿って協議事項に入るが、進行は西原委員にお願いする。 

（西原委員） 

    指名があったので進めていきたい。円滑に進めていきたいので協力をお願いする。現在、

働き方改革がクローズアップされているが、学校現場の実態を認識していないので、可能で

あれば、最初に現状を説明していただきたいので、よろしくお願いする。 

（学校教育課長） 

 資料は、３種類ある。１つ目は、山口県における働き方改革加速化プラン。２つ目は、令

和元年度総合教育会議「働き方改革」資料で、柳井市校長研究集会配布資料。３つ目は、時

間外業務時間の削減のための取組（柳井市教育委員会）の資料となっている。 

 ご存じのとおり、小学校で３割、中学校の６割の教員が、過労死ラインである月８０時間

を超える残業を行っていると明らかになった。学校の職場がブラックだとテレビ等で言われ

ているが、柳井市の残業時間は、小学校では約２割、中学校では約３割の人が、月８０時間

以上の勤務となっている。国のガイドラインでは、４５時間以内となっているが、平成３０

年度の市内の状況は、小学校で月平均が４４．４時間で、中学校で月平均が５６．２時間と

なっている。少しずつ減っているが、難しい状況があるということである。 

 各学校で時間外業務時間が減少しない理由、分析については、年齢構成が５０代と２０代

が多く、若手教員は増えており、保護者対応、生徒指導対応にベテラン教員が加わり、複数

体制で取り組まなければならない事案が多くなっている。また、家庭の抱える不安定さや問

題点等に対して、学校が福祉の分野まで深く入り込まざるを得ない状況にある。それらの対

応のほとんどが、勤務時間外となっている。 

 小規模校においては、一人当たりの校務分掌量が多い。どの学校でも言えることであるが、

小中学校の勤務時間は、８時１０分から開始となっているが、開始時間の３０分以上前に来

ざるを得ない状況である。こういったことから、時間外業務が多くなる。 

 時間外業務時間の削減のために現在取り組んでいることは、教材研究の工夫、校務分掌の

見直しがある。部活動の見直しについては、朝練習の廃止、週２日以上の休養日と練習時間

上限時間を設定している。その他には、若手教員も加わりながら、プロジェクト会議を機能

させ、業務の見直しを進めているところである。 

 市教育委員会としては、これまでも全業務を「見える化」して、止める・減らす・変える

という視点で進めているとことである。現在の柳井市の状況ということで説明させていただ

いた。 

（西原委員） 

 働き方改革については、企業を始め様々な分野で鋭意検討しているところであり、学校関

連も我々一緒になって検討していかなければならないと思う。意見と餅はつくほど練れると



 4 

いうので、しっかり練って揉んでいただきたい。建設的なご意見をお願いする。奇抜なアイ

デアの提案は、課題解決の一助となるのでよろしくお願いする。 

（学校教育課長） 

 補足説明すると、先ほど、平成３０年度市内の時間外業務時間の状況として、小学校で月

平均が４４．４時間、中学校で月平均が５６．２時間と説明したが、この中には校長や教頭

の管理職は入っていない。管理職以外の時間外業務時間と考えていただきたい。中学校につ

いては、部活動の時間は入っている。 

（西原委員） 

 企業でいうと、対象が労働者であるため、管理職は入らない。学校の場合はどうなのか。 

（中本課長） 

 学校で時間外業務時間が多いのは、教頭職となっている。ほとんどの教頭は８０時間を超

え、中には１００時間を超えている者もいる。 

（西原委員） 

 教頭は、ＰＴＡの事務局をしていたり、他の先生方のフォローとかで加重がかかっている

と思われる。そこを分析して、解決案があればいいと思う。そういったことを含めて何か提

案があればお願いする。 

（教育長） 

 少し補足説明をしたい。若手教員が非常に多く２０代が増えている。保護者対応が難しい

時代になっている。保護者と連絡をとる場合、共働きの家庭も多いので、連絡が付き始める

のは午後６時過ぎて７時ぐらいが一番連絡を取りやすくなる。生徒指導上のいろいろな対応

をする場合、保護者に来ていただくと、どうしても７時以降となる。終業時間は小学校の場

合で、４時３０分とか４時４０分になるが、それより大きく下がって、それ以降に対応する

ということが多い。 

 登校時刻についても、これまで時間外勤務となると、自己申告で夕方以降にしかカウント

していなかったが、今は、カードリーダーが入り、一人ひとり出勤・退勤時間も分かるよう

になっている。柳井小学校だと、朝、早い人で６時台に来る人もいる。３０分以上前に教員

は学校に来ており、その日の授業準備をしている。また、最近では、登校渋りというのがあ

って、幼稚園や保育園から小学校に上がったばかりだと、学校生活になじめないので、車で

送られてきて、車にしがみついて車から降りない児童もいる。そういった場合の児童につい

ては、担任は教室で待っているが、それ以外の生徒指導とか教頭などの管理職は保護者や児

童の対応をしている。私も校長時代には児童の手を引いて、下駄箱まで連れて行って、次の

先生に繋げていた。児童に対して、学校に温かく迎え入れるということで、教員は朝早くか

ら勤務している。 

 以前、柳井小学校では朝礼をやっていたが、朝、教員は児童を教室に迎え入れ、朝礼で職

員室に来て、終わったら教室に戻ってということで、教室に行ったり来たりで忙しくしてい

たが、不安定な児童もいるということで、朝礼を止めて終礼に切り替えることになった経緯

がある。朝はとにかく児童を学校に迎え入れ、健康観察をして、１日の良いスタートが切れ

るようにシステムを変えた。そういった学校は沢山ある。１日の最初から子ども達にぴった

り付いて、休憩が取れない。低学年担当の教員だとトイレに行く時間もなく忙しく、対応し
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ているのが現状である。子どもと向き合っているから、事務処理する時間がなくなるので、

時間外勤務が減らないということもある。 

 中学校については、柳井市では朝練習を止めたが、土曜日、日曜日には色々な大会もある。

この辺りは厚坊委員がよく知っていると思う。 

（厚坊委員） 

 私の経験は古い話になるかもしれないが、今の先生にとっても、部活については、生徒と

一緒に一つの目標に向かってやっていくということで、時間以上にやりがいや喜びがある。

できるだけ、適材適所の部活顧問の配置ということにしているが、先生の自主性に任せ、強

制はしてないけれど、中にはやることができない先生もいるので、そういう場合は外部コー

チを置くことはある。先生方は、過労とか過重負担とか、そういう思いはあっても、心の部

分まで負担を感じているのは少ないと思う。一番大変になってきたのは、保護者対応や地域

の苦情対応だと思う。教員は、自分で何とかしないといけない、自分で解決したいという職

業的な性格もあって、全部自分のこととして受け止めて、何とかしようと時間と関係なく、

動いてしまうところがある。共同して対応もするが、担任としてその生徒に関わり、保護者

とも何回も関わりを持つが、難しい保護者の場合、なかなか理解が得られない面が時間とい

うよりは、精神的なものが教員のブラック的なところだと思う。 

 教材研究は、モノづくりと一緒で、時間を忘れてやってしまうところがある。時間外業務

が増え、過労になるという教員も中にはいるが、ほとんどの教員は教材研究に関し負担に感

じていないと思う。 

 結局のところ、難しい保護者への対応を減らすことが一番重要なことだと思う。数値には

出るところと、出ないところがあると思う。 

（学校教育課長） 

 職業性ストレスチェックを夏に教員２０６名が参加して実施した。柳井市の教員の結果と

全国と比べてみると、働き甲斐が非常に高くなっている。仕事や生活の満足度も高い。特に、

上司・同僚からの支援が非常に高く出ている。職場環境によるストレスは低い結果となって

いる。マイナス面は、心理的な仕事の負担、量・質ともに高いのと、自覚的な身体的な負担

が全国より高い。やりがいがあるけれど、一部の教員に負担となっている傾向がみられた。 

 新学習指導要領の対応については、小学校３、４年生は外国語活動が週１コマ増えること

になった。５、６年生は外国語（英語）科になって、週２コマ増え、実質週２９コマ入るこ

とになった。小学校については空き時間がないので、児童が帰ってからの教材研究となると、

どうしても時間外業務が増えることになる。 

 中学校の新学習指導要領で増えることになるので、その調整が必要になっている状況があ

る。 

（厚坊委員） 

 小学校の教員配置を考えると、管理職以外には学級担任しかいない。中学校の場合は、２

クラスに１人の割合で副担任の定数加配があり、年休を取得しても教科担任制なので、各ク

ラス１時間ずつしか影響がなく、補充の先生もいる。しかし、小学校の場合は、学級担任制

なので、先生が休みを取ると管理職以外は空きの先生がいないので、１日中、そのクラスは

自習ということになる。代わりの先生もいないので、なかなか年休も取れない。中学校の先
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生と小学校の先生では違いがある。定数的なもの、人数的なもの、労働時間以外に大きな問

題がたくさんあると思う。 

（西原委員） 

 小学校と中学校では教員配置に大きな違いがあるようである。小学校は学級担任で、中学

校の場合は副担任というバックアップ体制があるが、小学校の場合はバックアップがないの

か。例えば、病欠する場合、どのような対応やフォローがあるのか。 

（教育長） 

 柳井小学校のように比較的規模がある学校では、専科の教員が２、３人いるので、空いた

時間に入ることは可能だ。教頭や担任を持たない教務主任もいるので入ることもある。教頭

は授業を持っているので対応できない場合だと、隣のクラスの先生に見ていただくこともあ

る。 

（井原市長） 

 近年の時間外業務時間の平均をみると、少しずつであるが削減が進んでいる。これは何か

の取組が功を奏しているのかをお伺いしたい。また、市役所でみると、特定の課に、例えば、

税務課はすごく波があったりしており、他の課の場合でも、災害があったり、イベントがあ

ったりすれば、時間外業務時間は増えている。特定な人に集中しているような傾向もあるが、

解消できていないところもある。学校の場合では、時間外業務時間が特定の学校に集中して

いるとか、特定の学校の中でも特定の人に集中しているなどの傾向があるのか。実際のとこ

ろを教えてほしい。 

（学校教育課長） 

 柳井市には、小学校１１校、中学校は４校あるが、学校により違いはある。保護者対応や

生徒指導上の課題が多いと、どうしても業務時間が長くなる。 

 そのための具体的な対応として、働き方改革の校長研究集会の配布資料を見ていただきた

いが、原則１として「法令とガイドラインに沿った働き方に変える」ことがまずは大事で、

管理職は教職員の勤務時間を把握しておくことと、法令のことを理解しその上で進めること

が大事であるとしている。 

 原則２として「時間に価値を置いた働き方を評価する」ことをしていきましょうと言って

いる。「メシ・風呂・寝る」で、学校と家との往復だけの先生もいるので、自分自身のライフ

スタイルを変えていく。自分自身を見つめる時間が必要で、そうしないと、創造的な活動が

できないと言っている。「人・本・旅」の時間を大切にしないと、質の高い授業ができない。 

 原則３として「先生がやっている当たり前を仕分ける」ということで、これまで当たり前

と思っていたことをしっかり見直していく。基本的に学校以外が担うべき業務、学校の業務

だが、必ずしも教師が担う必要のない業務について、学校ごと、地域ごとで違うが、できる

ところからメスを入れて取り組んでいる。柳井市の場合は、スクール・コミュニティを進め

ており、地域のバックアップが非常に高いところなので、学校応援団の方に学校に入ってい

ただきながら、働き方改革プラス教育の質の向上を進めている。 

 原則４として「チームワークを高め、分業と協業を同時に進める」ことと、原則５として

「勤務時間内でしっかり授業準備できる環境をつくる」ということで、それぞれの学校で取

り組みを進め、少しずつであるが、削減に向けて取り組みを行っている。県からは３年間で
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マイナス３０％と言われているが、実際はマイナス１０％程度となっている。 

（教育長） 

 学校教育課長から説明があったように、県から３年間でマイナス３０％の数値目標を求め

られている。柳井市の状況としては、小学校で平成２８年度と比べ昨年度はマイナス１３．

４％となっており、県内１９市町で３番目の良い数字となっている。中学校は８番目で、マ

イナス１４％となっている。これは途中の経過であるが、それぞれの学校で努力されている。 

 先ほど、朝礼を終礼に切り替えたという話をしたが、どうしても会議では伝達事項は多く

なるので、掲示板やメールを使って必要な情報を話すより全教職員に配信する形にした。最

初は教職員に確認していただけなかったが、それを確認しないと色々なことが分からないと

いうことが浸透していき、皆がパソコン見て、伝達事項を確認するようになった。その分、

会議に費やす時間が短くなった。会議の時間が短くなると、自分の仕事に費やす時間は増え

る。 

 終礼の回数も１日おきにやっていたが、週２日にするなどの改善もできる。先ほど学校教

育課長が小学校で週２９時間が必要となると説明があったが、週１回の掃除のない日をもう

１日増やして、その分、前の時間を押し上げて、勤務時間内で色々な事務仕事ができるよう

にした。 

 情操教育で花いっぱい運動をしているが、その水やりには、かなりの負担感があるので、

自動散水機を利用するなど、省力化を図っており、可能なものは取り入れるようにしている。

そういったことで、少しずつ、小さなことを積み上げながら勤務時間の縮減に取り組んでい

くしかない。 

 色々工夫しても、どうしても特定の人に仕事が偏ることはあるが、「チーム学校」という言

葉があるように、皆で色々な仕事をチームでやる体制を整えている。例えば、柳井小学校の

場合では、１学年３クラスとなっているが、もう１人専科とか教頭を付けて、４人で１学年

を見る体制にし、同じ学年の仕事を４人で協力してやるようにしている。研修については、

研修主任が膨大な時間を使ってやっていたが、研修部というのをつくって、グループでやる

ようなシステムをつくった。 

 学級担任をしながら色々なプリントをつくって印刷すると大変ではあるが、市の予算で臨

時職員をつけ、授業をしている間に印刷してもらうことで、かなりの業務軽減にも繋がって

いる。 

（西原委員） 

 保護者の立場で何かご意見がありませんか。 

（横山委員） 

 メール等を活用することで業務改善となり、教職員の時間短縮につながったことは良いこ

とだと思う。 

 朝礼をなくし、終礼に切り替えたということであったが、これまで先生方の様子を朝に見

られて、体調確認をされていたと思うが、終礼に切り替えたことで不具合はないのか。 

 保護者から、電話はかなり多いものか。 

（学校教育課長） 

 電話については、保護者からもあるが、学校で起こったことを保護者に伝えることも多く
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なっている。児童生徒数は減っていても、特別に配慮を要する子どもは増えてきている。例

えば、食のアレルギーのことがあったり、これまでだったらそこまで伝えなかったことも、

保護者からなぜ伝えなかったのかということもあり、連絡帳に書いたり、電話で伝えたり、

学校で起こったことはきめ細かに連絡している。全部の保護者というより、一部の保護者へ

の対応に時間を要している。 

 学校に児童生徒がいるときは、しっかり子どもに向き合うようにしている。児童生徒がい

ない時の会議は、できるだけ削減するようにしている。生徒指導対応や特別配慮への対応は、

減らせないので増えている状況である。 

（厚坊委員） 

 保護者との連絡については、昔、私が担任をしていた時は、欠席した生徒に連絡をして確

認をしていたが、今の担任は、朝の連絡は当然するし、放課後や夕方になったら電話して、

生徒の様子を確認したり、明日の日課や予定などを連絡している。本来は、保護者や生徒自

身が友達や学校に連絡を取るのが当たり前であるが、全部、先生が行っているので、教員の

負担となっている。 

（横山委員） 

 子どもが欠席した場合、担任から夕方に連絡があるので、非常に親切な担任の先生だと思

たことがある。次の日に学校に行く場合、友達に日課を確認するのは、当たり前だとは思う。 

（教育長） 

 最近は、個人情報の関係もあり、電話連絡網もないので、学校から休んでいる児童の保護

者に連絡している状況がある。夕方になると、多くの先生が電話をかけるので、まったく電

話が空いていない。柳井小学校だと電話回線が３回線しかない。 

（厚坊委員） 

 先生方は自分の携帯を使って連絡している。先生方の負担で保護者に連絡を取ることにな

る。 

（教育長） 

 先生方の朝の健康管理の件は、柳井小学校の場合だと、教頭が２人いるので、1人は必ず職

員室にいて、出勤する教員の様子を見ている。同学年だとお互いに横の連携が取れており、

調子が悪かったら、校長に連絡が入る。校長は校内を日に何回か巡視しているので、それで

ある程度カバーはできていると思う。 

（横山委員） 

 朝礼をなくし先生方の健康が気になっていたが、安心した。 

（学校教育課長） 

 トラブルは教員が付いている時は、ほとんど起こらない。下校時とか、児童クラブの時と

か、家に帰ってＳＮＳなどのトラブルが発生する。そうなると、１人ひとりに聞き取りをし

て、事実関係を調査し、各保護者に連絡をすることになる。これらは放課後業務となるので、

時間外勤務が増えてしまう。 

（教育長） 

 トラブルは小さいうちに対応することが必要なので、柳井小の場合はケース会議という形

で、夕方６時ぐらいから、校長室に関係者が集まって、児童への対応を協議していた。１、
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２時間かかることもある。 

（西原委員） 

 ケース会議は毎日あるのか。 

（教育長） 

 多い時には、週に２、３回ある。教員同士が共通理解して、きめ細かに対応することで、

色々なトラブルを未然に防ぐことに繋がる。 

（河岡委員） 

 小学校の欠席連絡の件について柳東小学校では、登校班があったので、欠席の場合は、欠

席理由を連絡帳に記入し手提げ袋に入れて、登校班の児童に渡す。帰りは、登校班の児童が、

翌日の日課と先生からのコメントと、友達からのメッセージなどが入った連絡帳が帰ってく

るという仕組であった。先生の連絡があったり、なかったりという感じであったが、それは

それで、良かったと思う。中学校は、登校班がないので、先生から直接連絡が入っていた。 

（西原委員） 

 先ほどからの話から、保護者や地域への対応に時間を要していることが分かる。子どもに

対することや部活などは、先生方のやりがいやモチベーションになっていると言える。保護

者への連絡関係はネックとなっている。「チーム学校」という話があったが、学校だけのチー

ムだけでなく、保護者やＰＴＡも同じチームになって、協力していくことが必要だ。保護者

と学校が組んでいかなければならない。組める相手は保護者が一番近いところにあるので、

連絡も協力して円滑にしないといけないと思う。改善策があればいいと思う。 

（河岡委員） 

 連絡も大変であるが、それは仕事のごく一部で、中学校の先生の場合はとにかく時間がな

いと思う。先ほどの話では勤務は８時１０分からと言われていたが、中学校の生徒は８時ま

でに登校するようになっている。先生の勤務時間が生徒の集合時間より遅いという設定が、

そもそもおかしいと感じる。先生方の実際の勤務時間に合わせて、勤務時間を設定する必要

があると思うし、実際に働かなければいけない時間がとても長くなっている。先生方の本来

の勤務時間は、８時１０分から４時４０分までである。授業を４時間、５時間持っていると

空き時間が少ない、合間合間に生徒への連絡帳を見て、部活があれば、５時、６時までとな

るので、先生方には朝から夕方まで自由な時間がほとんどない。廊下ですれ違っても、先生

方の表情に余裕がなく、目も合わない状況で声もかけられない。いつも忙しいオーラが全面

にでている。 

 家庭でも子育て中の母親はすごく忙しい。子どもと向き合う時間を作ろうと思ってもなか

なかできない。子どもが話しかけてきても、忙しい時でも聞かないといけないので、食事の

段取りや送迎の段取りしながら聞いていると、話半分となり、子どもは敏感なので、話を聞

いてくれない、相手にしてもらえないと感じてしまう。 

 学校でも、先生に余裕がないと、生徒は、「先生は話を聞いてくれない」と感じると思う。

ゆとりがないと、生徒の変化も気付けない。何十人も生徒を見る先生方にもっと余裕を持っ

ていただかないと、いろんな面で良い教育はできないと思う。 

 働き方改革といっても、仕事量が多いので、少しぐらいの工夫をしてもあまり成果が上が

らない。絶対的な仕事量を減らさない限り無理だと思う。家庭への対応はしないということ
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はできないので、人員を増やすしかないと思う。事務関係の先生以外で出来る仕事は人に任

せ、家庭内の込み入った内容の場合は、スクールカウンセラーや、スクールソーシャルワー

カーなどにお願いするとか、専門的な分野は専門家を付けることが、有効的な改革ではない

かと思う。そうなると、必然的に予算が必要である。それは必要経費の一つで、教育の質が

上がると考えると、長い目で見るとそう高いものではないと思う。改革をするのであれば、

改革に向けて会議など一時的に先生方は忙しくなるけれど、学校教育で何が一番重要である

か、軸を考え、枝葉の部分を落としていく。柳井中学校でも、朝練をなくし、水曜日の部活

を完全に無くし、一部の先生方には不満が出ているようであるが、一律に決めて例外は作ら

ない。部活をやりたい生徒は、時間外に、スポーツ少年団や社会体育でやっていくというの

も一つの方法だと思う。減らせる行事は減らす。思い切った改革をしていくことも必要だと

思う。勉強、心を教える、生徒をしっかり見るということが大本なので、それ以外ができな

くなっていれば、枝葉を落としていく思い切った改革も必要だと思う。 

（学校教育課長） 

 時間的なゆとりがないと、子どもの変化に気付けないというのはその通りだと思う。働き

方改革はそのためだと思う。軸は授業の充実で、生徒指導も学習指導も含めてのことと思う。

予算面では、支援員は小学校１７名を付けている。学校業務支援員は、柳井小と柳井中につ

けているが、時間外勤務の多い３校から要望が出ている。スクールカウンセラーやスクール

ソーシャルワーカーもチームの中に入ってもらって、家庭の中に入っていただき、取り組ん

でいるところである。軸を考えて、枝葉を落としながら、大胆な改革が必要だと考えている。 

（西原委員） 

 抜本的な見直しが必要だということは分かったが、アクションプランを立てていく必要が

あると思う。見直しをする中で、コア業務、非コア業務をセレクトする必要がある。現場の

先生にとっては、ほとんどが必要になってくるものだと思う。教育の世界は、企業のように

ドライにはできない部分が多いと思う。外部のコンサルタントに見ていただくというやり方

もあると思う。教員等の増員という意見もあるが、予算も関係するので、この辺りはいかが

か。 

（市長）  

 予算について、どうだと言われれば、厳しく査定するということになる。 

（厚坊委員） 

 河岡委員がおっしゃることには賛同するが、物事には不易と流行がある。絶対必要なもの

と、やってもやらなくていいものもがある。部活について、教員の負担を軽減させるという

ことでは、外国では、部活動を社会体育やクラブチームでやっているところもある。 

 柳井の場合、部活を止めた場合、受け入れるところはどこにあるのか。小学校の場合、ミ

ニバスケットはあるが、クラブチームで中学生や高校生を対象にするところはない。都会に

行けばあると思うが、その間、クラブを止めてしまったら、子どもたちは何をするのか。そ

ういうことを考えると、部活の時間を減らすということは必要なことだと思うが、社会体育

の整備が進んでないところで止めてしまうと、バスケットボールをやりたい生徒は困ること

になる。 

 校長から行事を減らすという意見があるが、行事は何のためにやるのかというと、その目
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標というのは、人づくりである。人をつくり、クラスをつくり、学校をつくる。人間関係も

当然つくる。それがなくなってしまい、勉強だけというのなら、学校でなくて塾になる。意

外と、手を付けやすい止めやすいと思うかもしれないが、教員としては、生徒指導のことや

人間関係づくりもあるので行事も大切にしたいと思っている。 

 私が学級担任をした時は、クラスマッチに燃える歌声が響くクラスが目標であった。成績

の事は一切言わず、結局、秋の文化祭になってクラスがまとまる。合唱コンクールで一丸と

なって頑張る。合唱コンクールをやめるとか、行事を精選するというが、勉強だけでクラス

づくりはできないと思うし、私には自信がない。 

 例えば、日本で一斉に全国学力学習状況調査があるが、もしも、学力調査がなくなれば、

先生方はどんなに空き時間が増え、ゆとりが取れるか、精神的にもかなり違うと思う。大本

から変われば、学校はもっと変わってくると思う。授業の仕方、採点のつけ方、報告、低い

学校には県から指導があり、それが先生方の負担になっている。不易なものというものがあ

るということを知っていただきたい。柳井を愛する子どもをつくるためには、人間づくりは

欠かせないと思う。基礎学力をつけなければならないが、世界に通用するような学力という

のは、全員がつけるというよりはそれに向かってやることは大切だが、柳井市として人づく

りを個人的にはやりたいと思う。 

（河岡委員） 

 厚坊委員にお聞きしたいが、私が小中学校の時は、子どもはもっとゆとりがあったと思う。

先生方もゆとりがあり、児童生徒ともっと話をしていた。今の学校を見ていると、児童生徒

も忙しいし、先生方も忙しい。どこがどのように変わったのか不思議である。余計なものが

増えて、それが当然になっているのかよく分からないが、子どもも先生も昔に比べ忙しくな

っていると思う。 

（教育部長） 

 国や県から調査物が多く、２０年、３０年前ぐらいから、ＦＡＸが途中から始まって、今

はメールで報告するようになり大きく変わった。指導主事は、土日に出勤し対応している状

況である。報告するには、学校から情報を集め、それをチェックし県に報告する。かなり時

間を取られている。担当の先生や教頭先生の負担にもなっていると思う。 

（西原委員） 

 企業的な観点から言えば、アウトソースということで外部委託を考えていく必要があると

思う。コア業務と非コア業務を分けて、教員は授業に特化する。諸外国はそうなっているの

で、日本は学校そのものがサービス業的なところが散見されるので、見直しする時期だと思

う。アンケート調査の実態はどうなのか。 

（学校教育課長） 

 １０年前、２０年前に比べると、かなり多くなっている。例えば、〇〇教育と名がつくも

のは、１００を超えると言われている。食育、環境教育は完全に定着しているが、眠育、消

費者教育、情報教育も幅広く、プログラミング教育もある。そういったものが増えてきてい

るし、学力の捉え方も変わってきており、全国学力学習状況調査もある。それに関する児童

調査も１００項目ぐらいある。１０月には県独自の県学力定着状況確認問題の準備、採点、

集計もかなりの負担になる。何を削るのか、厚坊委員が人づくりと言われたように、教育の
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最終目的は人格の完成と言われるが、人格形成に向けて、安易に行事を削減するということ

ではなく、めざす子ども像をしっかり見据えて、その上で削減するものを検討しなくてはい

けないと思う。 

（西原委員） 

 先ほどの全国学力学習状況調査もネックになっているとあったが、例えば、県とか市で、

中身を変えるというのは難しいが、カスタマイズできることはないか。手法に限らず工夫で

改善していくことがテーマだと思う。 

（学校教育課長） 

 市として大切なことは何かをしっかり持つということが必要なことだと思う。全国学力学

習状況調査も PISA（OECD生徒の学習到達度調査）の調査結果が悪くなると、分数計算ができ

ない大学生がいると、マスコミが一斉に騒ぎ、教育の世界が揺れ動く。登下校中に事故が起

きると、それに関する調査、それに対する対応が出てくる。通学路の全部点検があったり、1

人通学路はどこなのか、防犯の街灯はどうなってるのかなど、事件事故が起こると、それに

伴っての付随したものが出て仕事も増えてくる。 

（西原委員） 

 事件事故が起きないように、リスクマネジメントがされているが、それが万全ではない。

起きてしまえば、時間外が発生してくるということになると思う。 

（学校教育課長） 

 教職員も今までの在り方を変えていかなければいけないと意識も変わっている。本当に大

切なことは何なのか。これは児童生徒のためになるのか。時間を使って効果があるのかなど、

各学校も改善に向け取り組んできているとろである。 

（西原委員） 

 例えば、道徳が教科化になり、従来より負担が増していると思う。道徳教科化の導入前と

導入後で、何か数値的な違いがあるのか。 

（教育長） 

 道徳が教科化になったということは、評価をしなくてはいけい。評価も数値でなく、文章

で評価する。年間３５時間の道徳の授業をしたときに、子どもがどういう変容がみられたか

を、１時間１時間、子どもの様子を教員が見てメモを取って、１年間で子どもが年度当初と

変わったところを文章で評価することになる。今までは教科ではなかったので、そこまで求

められていなかったが、教科となれば新たな評価の作業が出てくる。それに時間がかかるこ

とになる。 

（西原委員） 

 先生方の業務量は、一つ一つ積算されて、全体像が膨れてきているのであろう。 

（厚坊委員） 

 先生方の時間外を減らす取組として、学校単独で行う部分と、市が統一して行う部分があ

ると思う。市として盆の時に閉庁日を設けているが、このような取組は評価できると思う。

例えば、児童生徒が欠席した場合、先生が保護者に連絡をとることあるが、日課を知らせる

ことなどは、学校ではなく家庭で確認すればいい。細かいことを減らすことにより、先生方

の負担を減らすことができる。小さい積み重ねが先生方の負担になっている。学校単独で改
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善する部分と、市全体で改善する部分を洗い出すことが大切だと思う。 

 資料にある登下校のことについては、学校の管理下になっており、事故があった時に補償

の関係もあるので、学校以外が担うというのは、難しいと思う。 

（学校教育課長） 

 本市では、スクール・コミュニティということで、学校運営協議会に地域の方や保護者に

も入ってもらっている。その中の熟議において、各学校の課題、業務改善、働き方改革等に

ついても提言をいただいている。具体的な内容となっているので、有難いと思っている。 

（河岡委員） 

 新任の先生の件であるが、一般企業は時間をかけて新入社員を育てていくことになるが、

学校の場合、新任の先生は４月から担任を任せられる。他の先生と同じ扱いとなっているの

で、負担が多いように感じる。新任の先生は、報告事項が多いと聞いている。それでなくて

も業務量が多いのに、仕事に慣れていない状況で、報告事項も多くあると新任の先生の負担

になる。そういうところは改善できないのか。 

（学校教育課長） 

 県にも要望して、以前に比べると減ってきており、緩やかになっている。しかしながら、

現在は採用倍率も下がり、優秀な人材の採用も難しくなっている。研修が必要な新任教員へ

の育成もあり、教育界も負の連鎖が起きている。教職の魅力を発信して、優秀な人が教員に

なりたいと夢や希望を持っていただくことが大事だと思う。温かい目で新任教員を育ててい

くことが大事である。 

（厚坊委員） 

 新任教員の派遣については、国庫負担金となっている。国の制度であるので、国への報告

が必要で、その書類が整っていないといけない。今やっているのは、最低限の内容ではある。

結局のところ、国がそこを改善しないと、末端の改善にはならない。 

（教育長） 

 初任の先生は４月から教壇に立ち、先ほどの話もあったようにベテラン教員と同じように

授業をやっている。初任者研修を指導する先生は、別に付けている。拠点校方式となると、

例えば、柳井小に指導する先生が１人いると、その指導教員が他の学校もまわりながら４人

を１週間で指導する。以前私もやっていたことがある。また、ベテラン教員や同学年の先生

方が協力して新任教員を育てている。県教委は千日プランということで、教員となって３年

間で１人前に育てようとしている。校務分掌を分担し軽減させながら、学校全体で協力しな

がらやっている。 

（西原委員） 

 せっかくの機会なので、事務局サイドから何かあるか。 

（教育部長） 

 学校の状況を直に聞けて、勉強になった。教員の忙しさも分かっていたが、詳しく聞けて

よく分かった。 

（西原委員） 

 本日は、学校の現場の様子を聞いて議論したが、教育委員会の学校教育課の様子はどうか。 

（学校教育課長） 
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 先ほどメールの話があったが、１日に来るメールが相当あるので、その処理の対応に追わ

れている。また、現場へ行って対応することも多いので、早く帰るようには言っている。行

事の見直しも含め、業務改善を学校教育課から進めるように言っている。 

（西原委員） 

 学校教育課は、学校の現場とリンクしているので、忙しいのだと思うが、我々教育委員も

積極的に協力・支援していきたいと思う。 

（厚坊委員） 

 市教育委員会から提出された資料の中で、「令和元年度新業務改善取組リスト点検・評価の

まとめ」が小学校と中学校に分けて記載されている。改善の取組に、「あてはまる」「どちら

かといえばあてはまる」「どちらともいえない」「どちらかといえばあてはまらない」「あては

まらない」とあるが、「どちらともいえない」に注目したい。「どちらともいえない」が１０％

以上あるのは、小学校が３分の１程度で、中学校では半分ぐらいである。この数字が学校の

本音だろうと思う。やれと言われても難しいところだと思う。改善の取組も簡単には達成で

きないと思う。 

（西原委員） 

 目的達成のために色々なプロセスを踏んでいく中で、調査は必要であると思う。その調査

結果を分析して、目的を達成するよう鋭意努力していかなければならないと思う。その手法

は色々あると思うが、学校で工夫していただき改善していく。それをサポートしていくのは、

教育委員会や教育委員だと思う。現場に出向いてしっかりフォローしていく義務があると思

うので、我々教育委員にどんどん、押し付けていただいたらと思う。協力していきたい。 

 今回のテーマは、時間外業務時間の削減の取組ということであるが、長時間労働のＤＮＡ

をアンインストールしていかなければならないと思う。 

（教育部長） 

 最後に、市長からご挨拶をお願いします。 

（市長） 

 教職員の長時間労働が問題になっている中で、国も働き方改革を進めており、メディアも

取り上げている。この流れを受けこの総合教育会議のテーマになっていると思う。それぞれ

の学校でも議論されているのだろうと思う。学校運営協議会やＰＴＡにも同じ意識を持って

いただかないと、ここだけで協議してもよくはならないと思う。同じような理解がないなら、

学校からは言いにくいので、教育委員さんを含めて、保護者に理解していただけるようフォ

ローしていただきたい。 

 また、児童生徒が欠席した場合、翌日の授業確認は友達に聞くとか、できない方だけ対応

するなど、統一的な取組をすれば変わっていくと思う。それを先生からは言いにくいので、

具体的に出していくのも我々の役割だと思う。 

 調査物については、前教育長からも指摘があり、学校現場にとって負担になっていること

は理解している。事件事故が起これば、仕方ない部分もあると思うが、重複するような調査

があれば、教育長会議等でテーマにしていただき改善できたらいいと思う。最後はまとまり

がなく恐縮ですが挨拶とさせていただく。 
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（４）閉会 

教育部長から、総合教育会議の閉会の宣言があった。 


