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会議録

１ 教職員の働き方改革への取組について

○市長

それでは、ただいまから、令和元年度第２回和光市総合教育会議を開会します。

本日の会議では、次第にあります２件を議題とさせていただいておりますので、よろ

しくお願いいたします。

それでは、次第に基づき会議を進めます。初めに、「教職員の働き方改革への取組に

ついて」を議題とします。

説明の方、よろしくお願いいたします。

○学校教育課長

それでは、「教職員の働き方改革への取組」について説明をさせていただきます。資

料１ページをご覧ください。５月に行われた総合教育会議では、学校における働き方改

革をテーマに、現状と課題等について話し合われました。そこでは、様々な取組が行わ

れている中、少しずつ成果が出てきている一方で、教員の時間外労働時間の改善が大き

く変わっておらず、思い切った取組が必要ということで、専門家や民間の力を入れてみ

てはということだったかと思います。

そこで、この６月から、和光市立第二中学校(以下第二中学校)を実践フィールドとし

て、富士ゼロックスシステムサービス(以下富士ゼロックス)のご協力の下、学校におけ

る働き方改革への取組を行うこととし、様々な取組を行ってきました。今日は、その報

告を中心に、現状等について確認し、それを基に今後の方向性等についてご協議いただ

けたらと思います。

報告に際して、本日は大変お忙しい中、第二中学校から、橋本校長先生と森下先生、

また富士ゼロックスから、鈴木さんと渡辺さん、三原さんにお越しいただき、取組につ

いて直接お話をいただくこととなっております。皆様よろしくお願いします。

さて、学校における働き方改革ですが、和光の教育において、その実践や取組が意味
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するものというのは何なのか、ここが大切になってきます。

それは、一言でいうと、「子供たちのより良き成長のため」ということです。下のス

ライドは、この９月に埼玉県教育委員会から示された「学校における働き方改革基本方

針」です。こちらでもはっきり示されていますが、働き方改革を推進し、学校教育の質

の維持向上を図るとなっております。ただ単に長時間労働の状況を緩和するのではなく、

教育の質の維持向上につなげなければなりません。

しかし、現状はどうでしょうか。２ページをご覧ください。例えば、教員の長時間労

働や、直近では、教員同士のいじめ問題が話題になりましたが、学校現場のブラック労

働など、教員の働く環境の課題が浮き彫りになっております。また、少子高齢化の中、

優秀な人材確保が難しくなってきているのも大変深刻な問題です。

下のスライドは、埼玉県の教員採用試験の志願倍率です。小学校、中学校ともに、志

願倍率が減少しております。特に中学校は、２０倍以上あった倍率が今は６倍を切る状

況、小学校は３倍を切っており、なかなか優秀な人材が集まりにくい状況です。

３ページをご覧ください。こちらは今年度４～６月の和光市の小・中学校における時

間外在校時間の現状です。和光市の小学校、中学校では、全体的に時間外在校時間が少

し減少しており、特に中学校の時間外在校時間が大幅に減少しています。これは部活動

ガイドラインによるところが大きいと考えます。

中学校では、平日２時間程度、休日３時間程度、休養日は休日を含め少なくとも２日

となっている関係で、かなり減少したと考えられます。取組の成果が少しずつ出ている

一方で、国の示した勤務時間の上限に関するガイドラインの目安４５時間の水準までに

はまだ隔たりがあります。

下のスライドに書かせていただきましたが、いい教育に必要なもの、これは今も昔も

「人」、「人材」です。ここに示した様々な名言、格言にあるように、教育には人が大

変重要であることは皆様もご承知のことと存じます。

また、オックスフォード大学のマイケル・オズボーン教授の示した、「雇用の未来」

では、あと２０年で４７％の仕事がなくなるといっていますが、小学校、中学校の教員

の仕事はなくならないと予測しています。これは教育の仕事が人でないとできない仕事

だからです。

４ページをご覧ください。これまでも言われていることですが、子供たちの将来のた

めにいい教育をしていくには、「人の充実」が欠かせません。そのために、「働き方改

革」を行っていくということが重要です。

以上、学校における働き方改革について、その意義と意味を確認したところですが、

その抜本的な解決に向け、第二中学校において、富士ゼロックスのご協力の下、具体的

にどんな取組をしてきたのかについて、この後、報告をしてもらいます。

〇富士ゼロックスシステムサービス株式会社

資料２「活動報告レビュー」の説明

○学校教育課長

ありがとうございました。では実践していただいた第二中学校から報告をしてもらい

ます。
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○橋本校長

富士ゼロックスには第二中学校に４か月間で約 10 回ご来校いただき、様々な業務の

効率化という部分でアドバイスやご支援をいただきました。

数字的なデータとして、時間外在校時間の変化について７月から９月末までの平均時

間が 59.7 時間から 45.5 時間と時間外の在校時間が縮減しました。この数字は、ガイド

ラインに近づいた数字となります。

７月１６日に富士ゼロックスによる校内の全教職員に対する研修会が行われました。

さらに８月２２日には、夏休みの校内研修会を行い合計で２回、業務の効率化という

内容で行いました。８月２２日はワークショップを行い、７月１６日の校内研修会では

特に職員室の教職員の業務の効率化に絞って研修会を行い、「お金のかからない対策は

自分たちでできる」というアドバイスをいただきました。

その結果、職員室の動線、教職員の動きが時間的に短縮されました。

他には、第二中学校ではデータの活用を推進しています。職員会議の資料を紙ベース

ではなく、パソコンの電子データを使用した職員会議となっています。

また、富士ゼロックスから場所をしっかり把握し、その上で全教職員が場所を共有し

た上で業務にあたるようにすれば少しずつ時間短縮ができるというご指摘を受けました。

その結果、職員室の共有ができるようになり、７月から９月の時間外勤務時間が減り

ました。今までは、職員室はまず物がどこにあるか探す所から始まっていました。

次に負担軽減によって教員が楽をするのではなく、学力向上に繋げなければならない

部分があります。

１学期末の期末テストの平均点と今回の２学期の中間テストの平均点を比べると平均

点が上がっています。その根拠は何かというと、数字的な根拠はありませんが教員の時

間的な余裕ができた、テスト問題を作る期間が短くなった、教材研究が充実してきて日

々の授業の充実化が図られてきたなどが考えられます。ただ、今回言えることは学力下

位層の子どもが減ったということです。

第二中学校ではテスト前に理解の不十分な生徒を集めて各教科担当が補習学習を行っ

ています。補習学習の回数が増えましたので、今後に期待しています。

さらに、今後業務の効率化が子どもたちの学力向上に向けて、足がかりになるように

学校の方でも根拠の明確化を行い示していきたいと思います。今回、富士ゼロックスに

は学校に入っていただき、いろんなご支援を受けました。学校関係者だけでは見えない

部分について有意義なご指摘をいただきました。

補足については教務主任の森下より行います。

○森下教務主任

私からは実際に今回の関わりの中で一教員として、感じたことを中心にお話させてい

ただきます。今まで私は丁寧な仕事をすることは時間がかかるという概念でいました。

例えば、通知書は手書きの方が良いなど一生懸命に膨大な時間をかけることが良い仕

事に繋がると思っていました。

また、定時という概念がとても薄く、その背景には８時２０分の始業の前には朝練習

の指導が始まっており、終業時刻の５時から生徒の完全下校時刻があり、その後に自分

の仕事を始めるので残業という認識がありませんでした。そのため、定められた時間内
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に効果を上げるということに少し疎かったと思っています。

しかし今回の研修を通して、富士ゼロックスからアドバイスをいただき、作業や行程

の無駄をなくして余剰時間を作るということは悪いことではないということや、余裕が

ある状態の方が丁寧な仕事や指導ができるということを教員一同、気づかされたと思い

ます。

次に職場の年齢の分布について、ベテランの教職員の人数割合が年々変化しており、

若手の先生が多くなってきています。本校の場合は、教員年数３０年以上の教員が数名

でその次は教員年数１０年以下の教員ばかりになります。教員年数が２０年程の４０代

の先生方がほとんどいません。

若手教員が増えていることでやる気の高い教員は多数いますが、ベテラン教員が１日

でこなす業務量を若手の教員がこなすことは難しい状態です。その結果、若手の先生は

業務に追われる毎日を送っています。

今回、富士ゼロックスにはこのような状態を改善するために、多くの教員の先生方に

ヒアリングを行ってもらい、業務を分析して整理していただきました。

その結果、本来教員が最も力を注がなければならない部分に時間と労力を割くという

ことを考えさせられました。

また、今後富士ゼロックスに一部業務を委託することができれば、更に余剰時間を生

み出すことができるのではないかと思っています。それによって、スキルアップの為の

研修等にも積極的に取り組むことができるのではないかと思います。

これらのことで充実することは授業や生徒指導、教育相談等だと思っています。いじ

めの未然防止や学力の向上も含めて、これらのことを支えることができると思います。

校長からも話がありましたが、ハード面ではペーパーレス化を進めました。職員会議

では１回につき５枚から８枚の紙を必要としています。本校では教職員が３０名程度い

ますので、150 枚から 240 枚の紙を必要とします。しかし現在は会議でパソコンを使用

することで紙はレジェメのみとなり３０枚で済むようになりました。

また富士ゼロックスのアドバイスで気づきましたが、先生方は真面目なので多くの配

付資料をファイルに保管します。しかし、３０人が同じものをそれぞれ保管することは

無駄だということを言われ、「後で参照するのであれば職員室に１冊あれば良いのでは

ないか」と言われスペースの確保という観点からも今回メスを入れてもらいました。

実際に夏休みを使って整理を進めたところ、今まで物で埋まっていた教室が 1 か所空

くほどになりました。

そういったところで、教育相談、生徒相談でも子どもの話を落ち着いてしっかり聞け

るといった環境が整ってきたと思います。

その結果として、職場の意識改革は進んだと一教員としては感じています。

○学校教育課長

ありがとうございました。

富士ゼロックス様からの支援を受けながら進めた、第二中学校の取組については、今

後、市内小中学校でも共有化を図り、働き方改革に生かしていきたいと考えております。

これまで、他の学校においても、校長先生のリーダーシップのもと、様々な取組をし

てきました。例えば、会議の精選やノー残業ウィーク、ペーパーレス会議の実施などに
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取り組んでいます。例えば「退勤宣言カード」下新倉小学校での取組です。カードを使

って、各自がその日の退勤時間を周りの人たちに伝えるという取組です。お互いの意識

も高まり、時間外在校時間もかなり減少したという報告を受けています。

このように、様々なところで取り組まれていたことは、いわゆる意識改革などに特化

した研修会や調査などによる実態解明といったところです。

その取組はどうしてもマンパワーに頼りがちになり、負荷が特定の人に偏るなど、実

効性の伴った具体的な取組ができないことも生じています。

しかし、そうであっても、これまでの取組は、教職員の意識を変え、社会の理解を得

るという点において、一石を投じていることも事実です。その点では大変重要なことで

す。

その先にあるもの、それは、業務の負担が軽減されることにとどまらず、最新のテク

ノロジーやアイデアの活用、コミュニティ・スクールや専門家、民間企業など学校外資

源の活用といったような、これまでにない視点での取組がカギとなります。

ぜひ、そんな視点で、この働き方改革について、この後いろいろとご協議いただけた

らと思います。

○市長

私の子どもも市内の公立中学校に通っていまして、１学期の様子しか見れていないの

ですが、感想としては、私が中学生の頃から学校は変わっていないという感じを受けま

した。

長時間の部活があり、練習をいっぱいすれば勝てるという根性主義、長時間の練習の

常態化、勉強、学力、部活という優先順位というものを非常に感じてきました。

今の校長先生、富士ゼロックス、教務主任の話を聞いて、７月８月と色々な改革をし

てきて、それなりに効果がでてきたという印象を持ちました。

ただ一方で、現場の意識の変わり方についてどのように感じているのでしょうか。市

長として、保護者としても学校側と富士ゼロックスにお聞きしたいと思います。

○橋本校長

教職員の意識の変化については、まず短い時間の中で手際よく、ということがありま

す。例えば、今回の中間テストではテスト問題を早めから作成を開始しました。

テスト５日前に部活動は無くなりますが、その間、テスト問題を作成せずに子どもた

ちの個別指導に時間をあてることができました。元々、各教科による指導は行っていま

したが、それ以外でも個別に子どもに指導する時間が作れるようになりました。

次に教員による整理整頓ができるようになりました。特に、ペーパーレス化として職

員 1 人 1 人がファイルを持つ必要がなくなりました。それによって、ファイリングシス

テムを効率よく活用するようになり、ファイリングシステムの中の文書整理をする能力

が高まってきました。

このように、教職員が無駄を省くというよりも、効率的で効果的にするという意識が

芽生えてきました。

〇富士ゼロックスシステムサービス株式会社

第二中学校に通う中で、最初は森下先生が言われたように丁寧な仕事をしたいという

ことで手書きが良い、紙が良いなどアナログ的で、なかなか改善案を受け入れていただ
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けませんでした。

しかし、ワークショップを重ねることで、先生たちのほうからこのようなことができ

ないかと聞いてくれることが増えてきました。例えば日報、週報、月報を紙で作成して

いるが電子化できないか、学校のスケジュールを黒板に書いて、各先生が自分ノートに

書き写しているが無駄な構成ではないかなどがありました。

最初のころに比べて、先生たちが自分自身で意識を変えていこうという気持ちが目に

見えて感じることができました。

また、ワークショップを通じて普段参加しないメンバーが来た場合でも先生たちが生

き生きとしていて、何かを変えようとしていることを感じることができる状態になりま

した。

やっとその意識がでてきた状態なので、この冬に向けては実際に何か改善できたかな

どご報告できるように協力したいと思います。

○市長

今の話を聞いてショックを受けたのが、ここ十数年の中でファイリングシステムにつ

いては学校に予算をかけて導入してきました。それが今までは上手く活用されてこなか

ったことです。

しかもファイリングシステム研修も行ってきたが、それが現場に入って行くまでの力

を発揮していなかったということで、市役所の導入の仕方についても力不足なところが

あったかもしれません。

またあるいは、現場力という部分で対応できていなかったなど原因はわかりませんが、

やっと投資が生きる環境ができたということでショックと嬉しさの両方を感じています。

○市民環境部長

今後、根拠を明確にするというお話がありましたので、是非推し進めてもらいたいと

思います。その結果として、一義的なものではなく抜本的な働き方改革に繋がる内容で

あればより良いと思いました。

また、お話にもありましたコミュニティ・スクールなど地域資源も活用して頂いて取

り組んでいただければと思います。

○保健福祉部長

動線の再確認など、色々な業務の効率化について取り組まれて成績が上がったとのお

話がありました。その中で、学校のテストについても時間的余裕をもって作成できたと

いう話がありましたが、各中学校で中間、期末テストは別々に作成されているのでしょ

うか。

各学期ごとに作成する学校を決めればさらに時間的な余裕ができ、各学校の学力の比

較検討ができるのではないでしょうか。

○橋本校長

テストの作成に関しては、テスト範囲の長短があるため各学校の実態に合わせて各学

校ごとに作成しています。

○市長

試験問題のデータベース化などを行い、一部内容を変更しながら使うなど様々な方法

があると思います。
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私が感じたことは、今回の第二中学校の経験を他の中学校にいかに共有していくかが

大切で、教育委員会の事務局側でも取り組んでもらえれば、効果があるのではないでし

ょうか。

○学校教育課長

第二中学校で働き方改革をテーマとした校内研修を行った際に他の学校の先生方にも

来ていただいて、見ていただきました。今後は市内の他の学校にも広めていきたいと思

います。

○市長

整理整頓やファイリングについては汎用性があります。先生の意識改革についても、

「たくさん頑張っている自分が生徒に尽くしている」ということが教員としての責務と

いう意識は転換してもらいたい。例えば少ない指導でより学力をつけることができれば

価値があるなど、部活についても少ない練習で勝つことの方が価値があると思います。

長時間練習して強いということは、単に量的な資源を投入すれば多少効率は下がった

としても成果が出てくるので、価値がないと思いますがいかがでしょうか。

○山田委員

働き方改革について、私は人を投入しなければ解決しないと思っていましたが、今の

お話を聞いてそうではなく効率的な問題を重視して改善していく、先生方の意識を変え

ていくことは面白い取組だと感じました。

また人を入れること、システムを入れることは予算的な問題があり、どちらが良いの

かという問題もあります。全体的に意識を変えていく方が良いのではないかと思いまし

た。

また、意識が変わっていくことで学力が向上し、先生方が生徒と向き合う時間が増え

ることによって、いじめなど様々な教育現場での問題が解決できていくのではないかと

思います。

○山下委員

先生方もそうだと思いますが、子どものためにいっぱい時間を使ったから良くなる、

保護者も子どものために先生が尽くしてくれるというのが当たり前であり、効率化する

ことであたかも手抜きであると思われないように、学力の向上や子どもの満足度などで

示していくことで効率化できるところは効率化して、注力するべきところは人力としっ

かりすみ分けをしていく契機になるのではないかと期待しています。

成績表に関しても、手書きと手書きでない場合の違いと、良さを示せるようにもっと

進めていただきたい。

○市長

他校でも成績表を手書きから活字に変更した結果、文字が見やすくなったと喜ばれた

という事例があります。

保護者も、コメントを手書きからネット入力できるようになった方が保護者にとって

もよいのではないかと思います。

○山下委員

紙だと毎年溜まっていくので、保護者としては電子データで管理できるようになる方

が楽になると思います。
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データの流出等の問題もあると思いますので、難しいとは思いますが今後進めばよい

と思います。

○市長

部活の時間短縮や日数制限について効果がでてきていると聞いていますが、先生たち

の健康状態が改善したということはありますか。

○橋本校長

まだわかっていません。

○市長

今後わかっていけば、先生たちにとっても休むインセンティブになり、早く帰るイン

センティブになると思います。

私も会社員時代は残業中毒になっていました。仕事とは、時間をかけると数字がでま

す。そうすると自分がとてもできた気分になり、より時間をかけたくなっていました。

しかし、それによって得た成果というものは本物の成果ではありません。決められた

時間の中で成果を出すことで健康度も高まり、それによって先生たちのベースの力にな

ることが理想だと思います。

○教育部長

１人１人の事務を減量し、スリム化して効率化することによる効果は大きいと思いま

す。

ただ、学校の先生の働き方の要素はそれだけではなく、昔から比べると祝日法の改正

などによって与えられる時間が少なくなりました。

その中で、様々な学習指導要領の改訂があり、業務量が一時減っていたものが戻り、

かつ休日が増えたことにより、時間が不足していくなど様々な要因があります。

また、森下先生がお話ししたように部活動に熱心な先生は、部活動に時間を取られて

います。それも含めて色々な要素が重層的に重なって、現在の結果となっています。

今回取り組んだことは、その要素の１つを解消するための実践になります。

抽象的な話にはなりますが、教育委員会の職員として原因を１つ１つ全部の要素を取

り出して要素の小分けをする中で、行政としてどのような支援ができるのかという部分

も整理して、学校の中での学校の先生の努力、改善と財政支援も含めてこれから分析し

ていきたいと思います。

そうすることで、先生たちの力がつくと思いますし、その力が生徒たちにも向かい、

生徒の学力向上に繋がっていくと思います。

私たちも含めてもっと分析が必要だと思います。

○市長

例えば、ファイリングシステムは元々あり、研修も行っていましたが実践的に生かし

て来れなかったことを考えると、ファイリングシステムを入れる際にリソースの配分に

問題があったと思います。

そうすると、ファイリングシステムを入れました、研修しました、その結果として成

果が現場まで入っていかなかったということで、現場でファイリングシステムを生かす

ところまでを含めてリソースをバランスよく配分していければ、既存の予算の中である

程度の成果が発揮できたかもしれないので、その機会を逸したと考えるべきだと思いま
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す。

まさに教育部長が言われたように、今までのリソース配分をもう一度見直して、やっ

ていくことへの検証のきっかけになったと思います。

また、限られた時間の中で、成果を出すという価値観に研修で変えていけると思いま

すので、効率化に向けた予算をどのように導入していくか、今回の成果を踏まえて検証

することが必要だと思いました。

○牧委員

第二中学校の就業時間について、８時２０分から１６時５０分までということでした

が、朝練習をする場合は朝何時からになるのか、また最終下校時間は何時でしょうか。

そして１人の教員が週に何コマ授業を担当するのか、最高と最低を教えてください。

その辺の細かい数字を知ることで、何か問題が見えてくるのではないかと思います。

○森下教務主任

朝練習についてはガイドラインがあります。今までは週５日、朝練習を行っていると

ころもありましたが、現在は多くても週３日になります。

生徒の登校時間については７時２０分以降になります。完全下校時刻は時期によって

変わりますが、夏は１８時３０分、今の時期は１８時になります。

授業の持ちコマ数については教科によりますが、週２９コマの中で、少ない先生で週

１９コマ、多い先生で週２５コマになります。

○牧委員

授業研究や直前の下調べに割く時間は基本的にどれくらいありますか。

○森下教務主任

担任を持っているか持っていないかにもよりますが、生徒とのやり取り帳から保護者

会の出欠表の確認、そういったものも含めて学年で対応はしていますが、授業が８時５

０分から始まり、帰りの会が終わるのが４時頃になります。

その時間中にこなせる仕事は空いてる時間のみになりますので、授業研究に割ける時

間はどうすればいいのか現在アドバイスをいただいているところです。

○市長

今も例外運用が残っており、地区大会の前は練習を増やすなどがあります。そういっ

たことを撲滅していけば、ガイドラインに収まると私は思います。

地区大会前に一生懸命練習して、少しは強くなるかもしれませんが、そこにどれだけ

の価値があるのかと思います。

仕事は忙しい時期とそうでない時期がありますが、馴らしてガイドラインが回るので

あれば、むしろ先生が帰宅するなどの研究が必要かなと思いました。

地区大会で勝つことと先生の健康、どちらが大切だと思いますか。

○橋本校長

先生の健康だと思います。

○市長

学校にとって地区大会で勝つことは、結果であって目標ではないと思います。

○企画部長
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今日は先生たちの働き方改革ということですが、これは私たち市役所の仕事にも当て

はまる内容だと思っています。

特に、丁寧な仕事を心がけることで余計時間がかかるということですが、私たちも市

民参加を丁寧にやればやるほど時間がかかります。なので自分たちの身において話を聞

けたと思います。

また、先ほど森下先生から定時という意識がないという話がありましたが、市役所は

５時１５分になりますとしっかり気持ちの切り替えができます。その点で学校の現場と

は大きく違うと感じました。

そして、先ほど意識改革が進み、最初のステップはある程度達成できたというお話が

ありました。次のステップとして例えば学校業務を一部アウトソーシングするという考

えがあると思いますが、具体的にどのような業務が委託できるのでしょうか。

○森下教務主任

現在、どの業務が委託できるかなどを富士ゼロックスと検討している最中ではありま

すが、例えばアンケートの集計とその活用についての作業の部分については委託できる

のではないかと思います。現在、先生が人力で行っている作業の部分を、スキャナーで

全員分読み込むことなどはすぐにでもできると思います。

学校現場はアンケートが非常に多いので精選しながらやっている最中ではありますが、

子どもたちに答えてもらうために、いじめのアンケートや本校で取り組んでいる研究の

成果を図るアンケート、保護者アンケートなどがあります。

これらは委託することが可能ではないかと思い、現在検討、模索しています。

○副市長

今の話にありましたアウトソーシングに関係して、今は事務の改善を行い最終的には

アウトソーシングを活用するということですが、その視点の中に全ての教員の資質が同

じだというイメージを今日の話を聞いて感じました。

しかし、人間の資質とは、人それぞれ得意分野、不得意分野がある中で、教員の仕事

とは教室で子ども達と接して教える現業的な能力から、どのような形で教育を進めてい

くのかといった教育プランニングの部分、保護者と調整したりという調整能力など、い

ろんなことが１人の教員の肩にかかっています。

それを全ての教員が同じような能力で全部をこなしていくのは不可能だと思いますの

で、アウトソーシングの他にも例えば、学校というマンパワーの中でどう業務分担して

いくかなどを今後検討していく考え方はないのでしょうか。

○橋本校長

学校の中では教員の適材適所を考えています。例えば生徒指導は苦手だけれども、子

どもと優しく接することには長けている先生、少し線が細い先生でも授業に関しては非

常に熱意があるなど、適材適所は把握しています。

○副市長

事務作業についても完全にスペシャリスト化するなどまではいかないのでしょうか。

○橋本校長

そこまではしていません。そこまで行うと、１人の教員に事務作業が集中する可能性

があります。
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○副市長

事務量を分ければ良いのではないでしょうか。全ての教員が保護者と調整を行ったり、

教育の現場で指導を行ったり、テストの作成、採点を行うなどいろんな業務がある中で、

全てを一式で行うことはないと思います。

例えば教育プランを作成する部門やテストを作成する部門などを作り、お互いに連携

を取ることができれば、教育の場に適しているかはわかりませんが、効率論だけで言え

ば効率的にできるのではないかと思います。

富士ゼロックスに質問しますが、まず事務改善に取り組んで、その次にアウトソーシ

ングとあります。その中には事務の分担などもでてくると思いますが、外部にアウトソ

ーシングするということはお金がかかります。

今の現有勢力の中で、効率化するために人の能力を考えて事務分担するという発想は

ありますか。

〇富士ゼロックスシステムサービス株式会社

もちろんあると思います。しかし現在我々で考えていることは、先生でなくてもでき

ることは我々のようなアウトソーシングの会社でできないか、という観点で調査させて

いただいています。

チームで活動するような学校も存在します。先ほど橋本校長が言われたように、適材

適所に加えて１人の先生に負担がかからないようにフォローできるような体制も必要だ

と思っています。

〇子どもあんしん部長

アウトソーシングの必要性については、今後より明らかになっていくと考えています。

色々な取組、ご報告を聞く中で、今までの価値観からの転換が少しずつではあります

が、進んでいると強く感じています。

この取組に関しては、まだスタートラインに立ったばかりですので、継続して続けて

欲しいと思います。

この問題には様々な切り口があると思います。例えば私のイメージですが、働き方改

革では労働環境の改善のイメージがあります。あとは、学校教育の質の維持、向上を図

るという切り口です。

今回お話を聞いて、教育提供者側の視点が強いと感じてしまうところがありました。

私は、未来を担う子ども達の成長に大きく影響するための切り口で取り組んでいるの

で、意識改革を進めていく中で子ども視点の考え方を軸に、取組を進めていただければ

と思います。

○村中委員

先ほどお話にもありましたが、個々の先生のやり方や富士ゼロックスが提案するよう

な大まかな方向などは先生方に伝わってきていると思うので、良い提案をしてもらって

いると思います。

しかし、先生方の部活動の削減について、こちらで決めるのはどうかと思います。

例えば、先生方が部活動を生きがいにしている場合もありますので、絶対にトップク

ラスの部にしたいという先生や強くなりたい生徒にとっては、勝たなければ価値がない

ですし、卒業後にどこまで勝ち進んだかが子どもたちの生きがいや自信に繋がると思い
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ます。

練習した分だけ成果がでるというところが、部活動の良いところだと思います。

○市長

公立中学校の部活動という位置づけの範囲で、達成感をどの様に味わうか、バランス

が大切だと思います。

確かに、達成したということが人生の支えになり、それが子どもの生涯を彩っていく

ということはとても大事だと思います。

このくらいのリソースを投じてもいいという範囲内で、いかに指導の質を上げるかと

いうことが大切になってくるのかもしれません。

おそらく、日本社会全体の問題だと思います。今まで投じたリソースと成果を対比し

て評価されるという文化がなかったので、学校の先生がどのように客観的に仕事をして、

どうアウトプットしているのか、今後見える化されていくと思います。

投入したアウトプットをしっかりやることで、良い成果がでてきて人生の学びになる

ような場に学校がなれば良いと思います。

いつでも先生が頑張って子どもたちのために親身になってくれて、今の自分たちがあ

ると思うと、そのように仕事をする社会から脱却できないと思います。

日本社会を変えることが教育を変えることになると思いますので、引き続きこれまで

でてきた成果、取組を踏まえて次のステップへ進んで欲しいと思います。

そのために、市として予算等を通して一緒に考えていきたいと思います。

２ 放課後児童健全育成事業と放課後子供教室の運営のあり方について

○市長

それでは、次の議題に進みたいと思います。

次の議題は「放課後児童健全育成事業と放課後子供教室の運営のあり方について」と

なります。

説明の方、よろしくお願いいたします。

○教育部長

平成３０年度の総合教育会議では、第１回会議で放課後の児童のあり方について、第

２回会議で第五小学校における学童クラブ及びわこうっこクラブの一体的運営について

を議題とさせていただきました。

今回の議題である、放課後児童健全育成事業（学童クラブ）と放課後子供教室（わこ

うっこクラブ・子ども教室）の運営のあり方につきましては、これまでの総合教育会議

における議論を踏まえて、今年度新たに新・放課後子ども総合プランの下、モデル事業

として開設した第五小学校における学童クラブとわこうっこクラブの一体型施設さつき

のこ学童クラブの運営状況や利用状況等について報告及び検証をさせていただくととも

に、今後のあり方についてご協議いただくものであります。

○保育施設課長

資料６の 1 ページをご覧ください。放課後の居場所づくりのこれまでの経緯について

放課後児童健全育成事業、からご説明申し上げます。

和光市では学童クラブと言いますが、小学生児童が保護者が仕事等で家にいない場合



13

に、生活の場となる事業で、市内全小学校区域に設置し、令和元年５月１日現在１３施

設運営しています。

参考１のグラフをご覧ください。子ども子育て支援事業計画に基づき、待機児童対策

として整備した結果、棒グラフの定員数で平成２７年度合計 684 人が、令和元年度では、

879 人と約 200 人拡大しました。

また、定員とともに申請者数及び待機児童数も年々増加しています。申請者数は、折

れ線グラフで、平成２７年度 772 人が令和元年度で 966 人に増加しています。参考２表

をご覧ください。待機児童数は、平成２７年度２１人が、平成３０年度で８１人に急増

し、平成３０年度にモデル事業として学童クラブとわこうっこクラブの一体型施設さつ

きのこ学童クラブを整備し令和元年度の待機児童数は６４人に減少しました。

○生涯学習課長

続きまして、放課後子供教室についてご説明いたします。

放課後子供教室は、子どもたちが放課後を安全に過ごす居場所としての事業であるわ

こうっこクラブと、文化、芸術、スポーツ等に親しむプロブラム事業である子ども教室

の２事業で構成されています。

子ども教室は、市内全小学校で実施していますが、わこうっこクラブは、現在市内７

校で実施しており、来年度には本町小学校と広沢小学校を含めた全小学校で実施予定と

なっております。

令和元年９月末現在のわこうっこクラブ登録者は１７５３人で、学校により登録割合

は異なりますが、開設している学校では平均して約半数の児童が登録している状況であ

ります。

なお、わこうっこクラブ開設に伴い、プログラム事業である子ども教室については、

開催数を減少させており、今後はわこうっこクラブに包含して運営を行う予定でありま

す。

学童クラブ及びわこうっこクラブの設置状況については、参考３を、各事業の詳細に

つきましては、資料３をご覧ください。

○保育施設課長

続きまして、さつきのこ学童クラブの設置・運営状況等について、開設までの背景

から順次ご説明申し上げます。

平成２９年度から南学童クラブで待機児童数が発生し、平成３０年４月入所申請では、

第五小学校１年生児童数の約５割が学童クラブを希望するなど利用ニーズが急増しまし

た。

また、第五小学校児童の多くの保護者がわこうっこクラブ開設を期待し、今後も放課

後の居場所の需要の増加が見込まれるため、モデル事業として２階に定員６０人の学童

クラブ、１階にわこうっこクラブの一体型施設整備を行い、平成３１年４月にさつきの

こ学童クラブ･わこうっこクラブを開所しています。

運営状況等については、令和元年１０月１日現在、定員６０人に対して３７人が入所

しています。全員がわこうっこクラブに登録しています。

運営では、学童クラブの児童は、1 階のわこうっこクラブの活動部屋や校庭を自由に

行き来出来る時間帯を長く確保して、わこうっこクラブ等にいる児童と活発に遊んでお
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り、最大のメリットとなっています。

また、当市の学童クラブは年度途中に退所ができ、第五小学校児童が在籍する学童ク

ラブの退所事由はこれまで「習い事や留守番可能」でしたが今年は「わこうっこクラブ

で対応が可能であるため」とするものが大多数を占め、保護者が両事業を確認して居場

所を変更できることもメリットではないかと捉えています。

また、去る９月２５日に子ども施策等の意見をいただく会議体で「和光市子ども・子

育て支援会議」を開催した際に、委員のさつきのこ学童クラブの運営事業者より、保護

者が学童クラブとわこうっこクラブの児童同士が仲良く遊ぶ姿を見て安心して預けられ

る事業と感じている旨の報告を受けたところです。

次に、学童クラブの利用状況から見える特徴について、入所状況から順次ご説明申し

上げます。

学童クラブの運営には基準があり、クラブによる支援が特に必要な児童が多い地域で

は、一人当たりの面積を確保した上で、定員を上回る受け入れをしています。

主に、前年と生活環境が大きく変わる 1 年生、まだ大人の見守りが必要な２年生の他、

特に支援が必要な児童等を優先的に受入を行っています。

参考６の定員合計と入所合計をご覧ください。各年度 30 年度までは入所合計が定員

合計を超えていませんが、令和元年度では、各施設とも定員数又は定員以上受入してい

るため定員合計より入所合計が多くなっています。

退所から見える利用状況で、当市の学童クラブは年度途中の退所児童が年間１００人

を超える特徴があります。

参考７をご覧ください。例年、「1 人で留守番が可能になった」「習い事が増えた」

等の理由で夏休みの終了と合わせて８月末での退所が多い状況です。

参考８をご覧ください。学年別でみると、１・２年生は、保護者の勤務形態の変更や

産休・育休の理由、３・４年生では、わこうっこクラブ、習い事、留守番が可能などを

理由にした退所が多くなっています。

ニーズから見える利用状況について、参考９をご覧ください。入所者数と待機児童数

の合計を必要量つまりニーズとし、学年別に５年間の推移をみました。各年度ともに１

年生、２年生の人数が多く、４年生以上は 1 年生の概ね３分の１に減少していますが、

３年生は 1 年生までの人数程ではないものの年々増えています。

参考１０は、就学前児童の保護者に子どもの放課後の過ごし方のニーズ調査を行った

データで、色の濃いバーが今年度です。低学年で「学童クラブ」を選択した方は今年度

約 45％、高学年では約 22％で、「わこうっこクラブ」の利用は、低学年も高学年も 36

％を超えています。

特に高学年では学童クラブより約 14 ポイント上回り、放課後の居場所として期待が

高いことが伺えます。

また、毎年開催されている和光市学童保育連絡協議会の総会や同協議会による要望書

でも、待機児童を解消するための学童クラブの新たな整備、わこうっこクラブの周知及

び未開設の小学校におけるわこうっこクラブの開設等の意見が多数寄せられています。

○生涯学習課長
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わこうっこクラブの利用状況から見える特徴についてご説明します。

わこうっこクラブは、就労の有無に関わらず、利用しやすい事業として高い評価を受

けています。

モデル事業である、第五小学校の「さつきのこわこうっこクラブ」では、夏休みなど

の長期休業中については、午後５時までの開設とし、学期末の給食のない日にも開所し

たことから、最も利用者の多いわこうっこクラブとなりました。

このことから、他の学校の保護者から、モデル事業と同様の運営を行ってほしいとの

声を多くいただきましたが、ボランティアの協力により運営を行っている市直営の事業

では、同様の運営を行うことは難しい状況です。

現在、生涯学習課にてボランティア登録や調整を行っておりますが、来年度、全校で

わこうっこクラブを実施すると、ボランティアは１００人を超える予定です。

資料４をご覧ください。こちらは学年毎のわこうっこクラブ参加児童割合ですが、モ

デル事業である第５小学校においては、３年生以上の利用も多いことから今後、学童ク

ラブを補完する安心、安全な居場所としての機能が期待できます。

さらに、モデル事業のように学童クラブとわこうっこクラブが同一事業者内で連携す

ることにより、組織として個に応じた支援が可能となります。

特に、怪我などの緊急事態が発生した際には、迅速で臨機応変な対応を行うことがで

き、また何よりも、親の就労に関わらず、子どもたちが日常的に交流できることは子ど

もの目線に立った運営であると言えます。

〇子どもあんしん部長

次に、放課後の居場所づくりの在り方についてです。

今、学童クラブ及びわこうっこクラブについて各担当の課長から説明をさせていただ

きました。今後の放課後の居場所づくりの在り方については、それぞれの状況を踏まえ

ていく必要は当然に感じているところです。

学童については低学年を中心に多く利用しています。３年生もニーズが上昇している

わけですが学年が上がるにつれて、ご家庭の判断により習い事やわこうっこクラブへ居

場所がシフトしているというようなことがあります。

わこうっこクラブについては、低学年から中学年までの居場所として機能していて、

特に中学年では学童の補完的役割を果たしています。学童利用の児童もわこうっこクラ

ブを利用しています。交流できる環境の確保が求められています。これらを念頭に、同

じ方向性を持って新たな展開を図っていきます。

資料中段には、両事業の一体的または連携した実施、さらには学校施設の徹底活用を

求めている国の方針があることもしっかりと踏まえまして、いっそうの連携、一体整備

または一体運営により、交流その他のメリットを生かした事業展開を図りたいと考えて

います。

具体的には、学童クラブは令和３年度から新たな指定管理期間に入っていきます。現

在直営で行っているわこうっこクラブを地域人材を有効に活用できるメリットを生かし

つつ委託化し、この際に両事業を一体運営できる事業者を選定することを要として、す

べての小学校で良好な放課後の居場所を提供していきたいと考えております。

○市長
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付け加えになります。子どもあんしん部長から説明がありましたが、今後の方向性と

しては、学童保育は学童保育、子ども教室やわこうっこクラブはわこうっこクラブとい

うような縦割りの発想を解消した、一体型の運営を第五小学校の経験を踏まえて全市内

に展開していきたいと思います。

○山田委員

さつきのこ学童クラブについて、定員６０人のうち３７人が入所していて、全員がわ

こうっこクラブに登録しているとのことですが、その他の子どもたちもわこうっこクラ

ブに登録していると思いますので、その辺の人数を教えてください。また利用するにあ

たって、事前の申込なしにその日に自由に利用することができるのでしょうか。

○生涯学習課長

まず、第五小学校のさつきのこ学童クラブにつきましては、児童が 668 人いる中でわ

こうっこクラブに 361 人が登録しており、54％の児童が、わこうっこクラブに登録して

いることになります。

また、わこうっこクラブの参加につきましては、事前に登録している児童であれば自

由に参加できます。

ただし、子ども教室に関してはプログラム型になりますので、事前の登録と申込が必

要となります。

よって、わこうっこクラブは基本的に登録していれば皆さん参加することができます。

○山田委員

学童クラブは基本的に毎日参加する必要があるが、わこうっこクラブは自由に選択し

て参加できるということですね。

○村中委員

わこうっこクラブを利用する際に予約は必要ですか。

○生涯学習課長

事前に登録をしていれば、当日でも自由に参加ができます。

○市長

一体型の発想については、基本的に学童保育に入っている子どもと、入っていない子

どもが仲良しだった場合に一緒に遊べないという声が現場にありました。

今回、一体型にすることによってストレスなく行き来ができることで、子ども達にと

っても良いのではないかと思い導入したところ成果が上がっています。

○村中委員

例えば、来なくなった生徒についてフォローアップは何かありますか。

○生涯学習課長

基本的には、わこうっこクラブに当日来た児童については全て把握していて、安全性

は確保しています。

ただし、最近参加していない児童については、習い事をはじめたなども考えられます。

できる範囲でコーディネーターやサポーターが把握していると思いますが、現状はボ

ランティアであることから、詳細については把握できておりません。

○山田委員

わこうっこクラブは５時まで運営しているとのことですが、冬場は５時以降に児童が
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帰宅するとなると地域によっては既に周りは暗くなっていると思います。

わこうっこクラブにおいても、児童が帰宅する際に何か安全面に関する対策を行って

いますか。

○生涯学習課長

わこうっこクラブでは、３年生までの児童については保護者にお迎えをしていただい

ています。

保護者の就労等によりお迎えが難しい場合には、一人帰りの申請をする保護者もおり、

生涯学習課で各ご家庭の事情を勘案し、承認することもあります。

また、学童クラブに関してはお迎えのルールが異なります。

○保育施設課長

補足をさせていただきます。学童クラブにおいても、一人帰りについては保護者の同意

がある場合には認めていますが、季節に応じて帰宅時間を変更しています。

わこうっこクラブの一人帰りの児童と帰宅時間が同じになるように、タイミングを合わ

せて行っています。

○牧委員

学童保育の場合は、比較的集団下校になるようになるように、各方面ごとに一緒に下

校するようにしていますよね。

○市長

その通りです。学童保育に関してもそうですし、わこうっこクラブが併設している場

合には、一緒に下校しています。

○牧委員

学童クラブとわこうっこクラブでは利用料やおやつの提供などで差別化されています

が、グランドにでるとコーディネーターの方や見守っている大人、そこで遊んでいる児

童も全て一緒になります。その中で、学童クラブの方とわこうっこクラブの方といった

大人の方々に待遇の差はあるのでしょうか。

○保育施設課長

一体型の学童クラブとわこうっこクラブの中では待遇に差はありません。しかし、その

他の学童は、事業者が異なりますので待遇の差があります。

○生涯学習課長

学校によっては、明確にするために子どもにビブスをつけて判別しているところもあ

りますが、子どもからすれば同じ学校の生徒なのでできれば一緒に遊ばせてあげたいと

いう気持ちがあります。

遊具に関しても遊べるもの、遊べないものまで細かいルールがあるので今回、一体的

な運営になり事業者が一緒になることでルールも一緒になります。

現在の複雑な仕組が改善され、効率的な運営が進められることから、子どもたちの安

心安全に繋がると思います。

○市長

今後、一体型の施設が増えていく中で、ボランティアの確保や人手の問題などがあり

ます。

また、ボランティアの運営についても限界があり、ボランティアとして続けたい方も
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いれば、放課後児童支援員等の位置づけが良いという方もいますので、今後徐々に新た

な形にしていきたいと思っています。

当初予定していた議題は以上となりますが、他に何かございますか。

それでは、以上で令和元年度第２回和光市総合教育会議を閉会します。ありがとうご

ざいました。


