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会議録

１ 教職員の働き方改革について

○教育長

教員の働き方改革は現在、文部科学省が中心となって推進しており、学校に限らず、

社会全体の動きの中で改革していくチャンスとしてガイドラインが示されている。教

職員の採用試験の倍率は年々低くなっており、採用が難しい状況である。教職員資格

を持っていても教員にならない方が増えている傾向もあり、働き方改革については埼

玉県においても取組がある。

〇学校教育課長

学校の現場では、抱える課題が以前にも増している一方で、業務の在り方について

も推進が図られている。定例教育委員会と負担軽減委員会においても、これまで教職

員の働き方改革について度々議題に挙がっている状況である。

資料１について、１枚目は学校における１日あたりの学内勤務時間と１週間あたり

の学内勤務時間を示したものである。平成１８年度と平成２８年度のデータを比較し、

校長、副校長・教頭、教諭の３つのカテゴリに分けてそれぞれ示している。平成２８

年度の平日では小中学校で１日あたり３時間から４時間の時間外勤務をしており、平

成１８年度の平日と比較した場合、小学校で３０分から４０分、中学校で２０分から

３０分勤務時間が増えていることが分かる。

資料２枚目は、平成１８年度の職員勤務実態調査に比べて学内勤務時間が増加した

要因として３つの大きな理由を挙げている。１つ目の要因は、若年教員の増加である。

小中学校いずれにおいても４０歳以上の職員の割合が３０歳以下の職員の割合の増加

とほぼ一致することから、若年教員の増加が進んでいることが分かるが、今回の調査

結果では、要因分析から「平均年齢が若い」と「学校に在籍する教員の学内勤務時間

が長い傾向」が同時に示されていることから、若年教員の増加が学内勤務時間が増加
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した理由の１つとして考えられる。２つ目の要因は、総授業時数の増加である。業務

内容別学内勤務時間から、平日の小学校で４２分程度、中学校で４７分程度増加して

いることが分かる。これは平成２０年に改訂された学習指導要領における標準授業実

数の増加とほぼ同じ時間であることから、総授業実数の増加が理由の１つとして考え

られる。３つ目の要因は、中学校における部活動時間の増加である。平日の時間は変

わらないが、土日の時間は約１時間増えている。以上のことから、若年教員の増加、

総授業実数の増加、中学校における部活動時間の増加が学内勤務時間が増加した主な

要因として挙げられる。

資料３枚目は、市内教職員の１か月分の残業時間のデータである。昨年度の４月か

ら６月の３か月間のうち１か月分の、和光市教員の平均残業時間、和光市教員の最長

残業時間、全国教員の平均残業時間を教諭と教頭とに分けて比較したものであるが、

資料から、和光市内の小学校の教諭以外は全て、和光市内の教職員の残業時間が全国

平均を上回っていることが分かる。最長時間においては、小学校が１４８．２時間、

中学校では１９８．１時間となっている。小学校の最長時間の理由は主に教材研究が

理由を占めており、中学校の最長時間の理由は部活動が要因となっている。いずれも

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（Ｈ３１.１文部科学省）に

示された４５時間の目安を上回っていることが分かる。

資料４枚目は、和光市における働き方改革の方向性をとりまとめたものとなる。こ

れまでも和光市内の小中学校においては、出退勤システムの導入や留守番電話の設置

等の様々な取組をしており、少しずつ効果が上がっていると認識しているが、有効な

解決策にはなっていない。県内で先進的な働き方改革を推進している市町村は専門家

によるコンサルタント又は業務アシスタント等の配置を行っている点が当市との大き

な違いであることから、当市においてもそうした抜本的な対応が必要であると感じて

いる。具体的にはプロフェッショナルを学校に配置し、専門的な知見で現場を検証し、

具体的な打開策を展開し、その打開策について効果を再検証する形で、官民一体とな

ったプロジェクトを推進したいと考えている。子どもの教育には教員の本領が発揮で

きる環境が重要であることは言うまでもない。この働き方改革の推進により、未来あ

る和光の子どもたちにつなげていきたい。

○市長

本年度に入ってからの傾向は分かるか。

○学校教育課長

学期ごとで調査を行っているため、現時点では新年度分は調査できていない。学校

に対して行った聞き取りの様子では、小学校に関しては若年教員の増加もあり、現行

のままでは改善は難しい印象である。

○市長

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が示されているにも関わら

ず、示された残業時間に向けた効果は出ていないと捉えて良いのか。

○学校教育課長

中学校については、部活動ガイドラインが出たこともあり、以前よりは改善がなさ

れていると感じている。
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〇市民環境部長

若年教員の増加が長時間勤務につながる原因は、経験不足による段取りの悪さやと

っさの判断力不足等である印象があるが、実際の要因はどういったものなのか。

○学校教育課長

段取りが悪いことも含まれているが、特に小学校では教員が全教科を受け持ってお

り、若年教員は蓄積された経験や作ってきた教材等がないため、授業の教材研究に要

する時間が膨大になっている。

〇山田委員

教員が本来行うべき役割と、そうではない準役割が増えてきているとよく言われて

いるが、それらを整理し、誰が何を行うかを精査することが重要なのではないかと思

う。人員を増やすことのほか、保護者や地域のボランティア活動の協力を得るなどし

て、教員は子どもたちのために授業の準備等に力を入れ、本来のやるべき役割を充実

させていくことが重要であろうと考える。例えとして、人の手を使わずとも、最近の

コピー機は製本し、綴じたものを作ることができるようになっている。同様に、教員

以外の者ができる業務の整理をすることで、業務の軽減が図れるのではないかと思わ

れる。

〇市長

他市と比べ、補助的な人員の確保について、当市の教育委員会事務局として課題に

感じていることはなにか。

○学校教育課長

学力向上支援教員や少人数学級推進教員を設置していることは非常に効果があるが、

最近増えている発達障害等の対応に伴う生活支援員の業務については、教員が担って

いる部分も多くある。生活支援員の配置が増加すれば、より改善される要素があると

感じている。

〇市長

先ほどの山田委員の例示のような、設備投資という観点からはどうか。

○学校教育課長

コピー機については、学校では印刷機のほうが費用対効果が良いため、コピー機の

機能に頼ることが難しい場合もある。

○子どもあんしん部長

発達障害の児童や保護者への対応等については、従来よりも説明等の対応業務の増

加が推察できるが、教材研究に限っては、ベテラン教員が蓄積したノウハウ等につい

て、若年教員に対しシステム的に引き継ぐことは難しいのか。

○学校教育課長

パソコン等の機能向上により、以前よりは学年ごとの資料の共有は行えるようにな

ってきたという認識がある。

○子どもあんしん部長

若年教員が経験不足等により業務時間が増加することは当然であるとの理解もでき

るので、システム的な引継ぎの推進により業務の軽減が図れたら良いと思う。

○保健福祉部長
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資料３枚目について、残業が最も多い教員は継続的に残業を多く行う教員なのか、

或いは今回の調査時期で偶発的に長時間残業を行ったのか。

○学校教育課長

学校によって傾向は異なるが、必要に迫られて残業をしていることに違いはない。

残業の多い教員はある程度固定化されている傾向にあるので、効率化等により改善さ

れる余地はあると思われる。

○村中委員

残業時間が短い教員であっても業務を自宅に持ち帰っている可能性があると思われ

る。今回の調査では持ち帰りの業務時間数について把握されているのか。

○学校教育課長

今回の調査結果は出退勤カードに記録されている記録に基づいている。ただし、県

の調査では持ち帰った業務の時間数も調査項目になっているものがあるため、実態と

しては把握しているところである。

○山下委員

保育園のお迎えでは、お迎え時間を過ぎた時には残業証明書を持って行く必要があ

るため、よく「残業とはなにか」が話題に上がっている。そこで、教員の場合は就業

時間と残業時間をどのように捉えているのかを伺いたい。上司からの命令によって残

業をしているのか、自主的に残業をしているのか。業務上仕方なく残業をするのか、

より完成度の高いものを目指して残業をするのか。それらは全く異なる理由によるも

のであろうと思う。なお、保育園では自主的な残業については自由意志に基づくもの

であり、残業の証明にはならないとされている。

○学校教育課長

教員の残業については、教員調整手当４％が付く仕組み上、残業に対価が発生する

という認識はない。就業時間を超過した会議等があった場合には、校長から勤務時間

の割り振り変更の指示が出る場合もあるが、前提として職員の残業の在り方は特殊で

ある。上司の命令により残業しているという認識は殆どないため、その意識を変えて

いく必要もあるかと思われる。

○山下委員

教員によって退勤時間は異なると思われるので、職員の感情面のコントロールが必

要となる場合もあるのではないかと推測される。

〇市長

市の職員は部下の健康管理の面から上司が退社を促すこともある。学校でも同様の

対応はなされているのだろうとは思うが、教員においてはコンサルを入れたことによ

る効果があった事例等があったのか。

○学校教育課長

効果に関しては検証していないが、コンサルについて提案を複数の企業から受けて

いる。企業の中には、業務分析までは無料で行うという提案もあるため、導入につい

て検討を進めている。

〇市長

学校と市役所では管理職と部下の関係性が異なっていると感じるが、管理職から長
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時間残業の改善に努める命令を出すことについてはどうか。

○学校教育課長

管理職からの命令があれば教員は帰宅するが、その分の仕事を自宅に持ち帰る等、

ほかの場所で仕事をすることになる。管理職が長時間残業を行うこともあるので、相

互に声を掛け合うことが現状としては最も効果が高いと思われる。

〇市長

経験から、残業には中毒性がある。仕事はすればするほど新たな仕事が発生し、多

くの仕事をこなせばそれだけ成果が出てくることになる。特に、若年であれば体力も

あるため行おうと思えば行える状況にある。それらのバランスは市役所の中でも悩ま

しい問題であると感じている。同時に、残業をしている分だけ成果が出るのは当然と

いう考えもあるので、市役所においてもどういった点を評価していくのかについて考

える必要があると感じている。

学校の件については、まず分析をし、取り組んでいくということで次回以降の総合

教育会議において引き続き報告されたい。

○山下委員

教員は保護者対応についても懸命に行っていると思うので、保護者は教員が生活を

している人間であるという認識を持ち、教員に対する理解を高めていく必要があると

思われる。すぐに結果を出すことは難しいかもしれないが、保護者の理解の高まりに

よって、結果として教員の働き方の改善にもつながるのではないかと思う。

○山田委員

教員が懸命に働いていると自ら発信することは難しいと思うので、教員以外がそれ

らを発信することが必要だと思う。保護者は教員の状況を理解し、教員任せにするの

ではなく、保護者としてやるべきことはやっていくべきであろうと思う。

〇市長

ＰＴＡ等が学校と保護者との関係において重要な役割を果たしていたと思われるが、

今回の議題についても、学校という一つのコミュニティの中でのつながりをしっかり

作っていくことが重要であると思う。今後も引き続き、なにができるのか等について

話し合っていきたい。

２ 世代間交流の推進について

○保健福祉部長

高齢化社会が進む中で大家族が減少し、高齢者世帯と核家族等が増加するにつれ、

それぞれの世帯の問題も多様化している現状である。家族の在り方を見直し、様々な

世帯の世代間交流が求められる中、市内においても世代間交流が重要であると認識し

て活動している団体は多く、市の地区社会協議会もその中の１つである。

平成２９年２月に市が立ち上げた第三小学校区地区社会協議会は、世代間交流につ

いて地域活性化事業においてよりよい地域づくりを推進するため、組合サロン、交流

会、防災訓練等の地域交流を盛んに行っている。地区社協においては、住民と地域を

つなぐプラットホームを担っているが、今後２０２５年問題等もあり、高齢化がます

ます進んでいく背景がある。現在も教育委員会と連携を図っている部分はあるが、高

齢者が小学生・中学生との交流をより推進するためにはどうすれば良いのかについて
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ご意見をいただきたい。

なお、平成２８年度の和光市の高齢化率は１７．３％で、全国の平均より低い状況

である。平成２９年３月までの地区別ひとり暮らし高齢者数における高齢化率が最も

多い地域は本町で２，１６２人。地区内人口の割合で２５．８％を占めており、白子

２丁目、白子３丁目と続いている。比較的人口が多い地域としては西大和団地が３９

．４％と高い状況である。資料２は、市内の地区別ひとり暮らし・２人暮らし高齢者

世帯数及び地区別ひとり暮らしの高齢者割合である。資料に示される各エリアも約２

６％の高齢化率となっており、今後益々高齢化に伴う世代間交流について関心が高ま

っていくことが想定される。

○村中委員

資料２の地区別ひとり暮らし高齢者割合において、新倉５丁目及び広沢２が１００

％となっているのはどういう意味か。

○市長

令和元年度第１回高齢者の入居型施設等に一致する地区である。

○企画部長

市では児童福祉センターの建替えを行う予定であるが、当該施設内には児童センタ

ーのほか、プールや温浴施設の建設する予定である。その計画のコンセプトには、多

世代の交流というものも含まれており、ＵＲの建替え工事等も含め、市役所周辺に賑

わいを作る事業を推進し、様々な世代の市民が集う場所にしたいと考えている。

○市長

保育園と高齢者施設との交流はあるが、そうした事業についてはどうか。

○子どもあんしん部長

保育園では敬老の日に合わせて「祖父母と遊ぼう」という企画により高齢者施設と

の交流を実施している。そのほか、保育園近隣に高齢者施設があるような場合には、

年に２回程度、各々が訪問しあっている状況である。

施設に入居されている方には施設に直接的なアプローチをするなどし、ひとり暮ら

しの高齢者が祖父母である場合は、保育園児が祖父母に手紙を出して保育園に遊びに

来ていただく等の工夫を凝らしている。

○村中委員

世代間交流は、孤立した高齢者に対するケアに重点があるのか。

○保健福祉部長

今回付議した内容については、ご推察のとおり。

○市長

補足すると、本来は子どもたちと高齢者との関係だけに留まらない幅広い概念だが、

祖父母はお孫さんが遠方に住んでおり、お孫さんは祖父母が遠方に住んでいるケース

も多い中で、地域というプラットホームの中にインターフェイスを作り、学校と地域

という関係において、血縁関係にない子どもたちと高齢者の双方に利益がある関係が

作っていけるのかを、今回は模索したいということである。

○山下委員

どこからが高齢者なのかについても、当人との認識に温度の違いがあるように感じ
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ることがある。子ども会では、高齢者のもとに子どもたちが訪問することが迷惑であ

るとされる場合や、子どもたちの遊んでいる声が騒がしいとされる場合もあるため、

まずは交流の前に、地域には様々な人が様々な立場で住んでいることから認識する必

要があるのではないか。

○保健福祉部長

一方で、事業に参加いただくことで様々な方がいるということが分かり、子どもた

ちにとって経験になることもあるのではないか。

○山下委員

子どもたちは前向きである場合が多いため、高齢者にも寛容に受け入れていただけ

たら嬉しく思う。

○市長

厚労省のフレイル対策の研究を参考にしても、高齢者にとってどのようなメリット

があるのか、どのようにすればどのように健康になるのか、そうしたコミュニケーシ

ョンが重要であると考えられる。健康になりたくない方もいるかもしれないが、多く

の場合は健やかでありたいと思う方が多いと思う中で、ただ地域交流のみが必要であ

るということではなく、地域包括ケア等でコミュニティをしっかりと広げていくとと

もに、エビデンスがある話として、高齢者と一緒に地域交流をしていく必要がある。

なお、学校の行事では、祖父母に限らず地域の高齢者にも参加いただくことにして

いるが、積極的に情報を発信できるかというと、防犯上の問題も出てきてしまう。そ

うした課題がある中で、どうすれば円滑に地域と交流が持てるのか、教育委員会とし

てはどう思われるか。

○学校教育課長

行事にもよるが、スペースの問題もあるため積極的に推進はできていない。

サンアゼリアで行う歌唱会等の機会をなるべく多く作りたいと考えている。そのほ

か、教育過程上で交流する具体的な内容はないが、小学校生活科の２年生で遊びとい

う題材の中に昔遊びというものがあり、市内半数の小学校で積極的に講師に依頼をし

ているところである。また、中学校において職場体験での高齢者施設での体験、或い

は福祉の介護体験を実施している。

○山田委員

様々な取組に自発的に参加し、児童センター等に積極的行く人はよいが、地域から

出られない人も多いのではないか。そうした対象者に地域の中でどう関わっていくか

が重要な課題だと思われる。

○市長

むしろ積極的な方よりも、本当は交流したいができていないという方もいるであろ

うと思われる。

○市民環境部長

以前の部署で、都市公園の中で世代間交流を行うというものがあった。児童公園か

ら街区公園に名称を変更される等、公園は今や子どもだけのものという考え方をして

いない。市では遊歩道やボルダリングを設置する等、様々なコラボレーションを導入

し、世代間交流にを進めてきたという経緯もある。インフラの整備も大切であると考
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える。

○市長

アーバンアクア公園は、子ども向けと高齢者向けの相互の施設を設置したものにな

っている。

○山田委員

小さな単位で集まれる場所があるとよいと思う。

○市長

地域包括ケアの中で高齢者向けの施設を誘致する際に、ある程度の規模のものに対

しては交流スペースの設置を義務づけているが、知っている人だけが利用している実

態もある。それらのスペースの活用を図ることで、世代間交流を推進できる可能性は

あると思われる。

○保健福祉部長

それらのスペースについて広く告知をしていき、開かれた世代間交流の推進を図り

たい。

○市長

例えば、リーシェガーデン和光や日生デイサービスセンター和光には小さな会議室

程度のスペースはあって、交流するために利用いただける状況である。しっかりと活

用できるよう、広報で特集するのもよいと思う。

○山田委員

公民館や地域センターも利用方法が簡潔であれば良いと思う。

○市長

地域交流のために利用する際のカテゴリを作り、マニュアル等を整備することも有

効であろうかと思われる。手続きが煩雑なところはあると思うので、使いやすいよう

にしなければならない。

地区社協は、今年度中にプラットフォームとして全市にできる。地区社協と学校の

関わり合いについては、地域の高齢者が地区社協に入り、交流をしている印象がある

ため、今後はそうした活動も推進したい。

○教育長

本日の教育委員会において地区社協のことが話題に上がっていた。川崎市で痛まし

い事故があったが、子どもたちの見守り活動は各学校で地区社協にやっていただいて

いる。ある程度ネットマーク化し、核となるのが、地区社協ではないかという意見も

いただいた。しかしながら、現在は学校によって地区社協の在り方が全く異なってい

るのが実状である。福祉と連携し、子どもたちの見守り活動が全ての地域社協の活動

の一環となれば、市全体の安全に対する環境づくりができると思う。

○市長

犯人が刃物を持って動き出してからではできることが限られているので、今回の事

件を踏まえ、市役所としてもどう対応していくかは重要であると感じている。社会援

護課では格差対策と人間対策に取り組んでいるが、教育委員会でも学習支援に取り組

み、対策を取っている。今後は市役所と教育委員会が一丸となって予防対策に取り組

んでいく必要があると感じている。
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世代間交流については、今後改めて、具体的な施策を保健福祉部から提案したい。

３ 平成３０年度公立中学校における英語教育実施状況調査の結果について（報告）

〇学校教育課長

毎年文部科学省が行っている、平成３０年度の結果が４月１６日に発表され、１７

日に新聞報道があった。この調査は、英語教育の充実や改善を目的に、公立の小・中

・高を対象に行っているものである。新聞報道では、中学校の結果において政府が目

標とする水準は、英験３級程度以上を５０％以上となっている。この水準の英語力を

持つ中学校は全国平均で４２．６％であり、埼玉県は４５．３％となっている。中学

校トップはさいたま市で７５．５％、最下位の北海道は３０．０％で、自治体間の格

差が目立つという報道内容である。

和光市の状況は、平成３０年１２月１日に在籍していた中学生５９４名のうち英験

３級程度以上、或いはそれ相当以上の英語力を持つ生徒は３６７名全体の６１．８％

で、かなり高いレベルにあるといえる。高い結果を出している自治体は、中学生対象

に英検やＧＴＥＣ等の英語の外部試験を行っているところも多く、本市においても導

入を検討している。

報告は以上です。

〇保健福祉部長

英検の試験について、公立の学校を試験の会場とすることで、子供たちが地元で

受験できる環境を整備できないか。

〇学校教育課長

要望があれば学校を会場とすることはできるが、土日の運営となることから対応す

るのが教員なのか保護者なのかという問題があるので現在は行っていない。

〇市長

さいたま市には及ばなかったが、県平均から見るとスコアとしてはよかった。これ

までの取組で効果があった要因を分析したことはあるか

〇学校教育課長

県の学力学習状況調査でも好成績を上げているが、そちらは英語教員の指導力向上

やＡＬＴの配置の配置が効果があったと考えている。しかし、英検については、関連

性を分析できていない。

〇市長

ＧＴＥＣに取り組んだ場合、今後はそれをどのように授業にフィードバックしてい

くかが重要となる。これまで検定試験を受けていなかった生徒も、ＧＴＥＣで点を採

れる子どもは実質的に今回の英語教育実施状況調査の数値よりも高い英語力をもって

いると考えられる。英語の学力につなげるためには、ＧＴＥＣの結果をフィードバッ

クし、子どもたちの学力に還元していくように取り組む必要があり、さいたま市では

それを行っている。同じような形で導入すれば、当市がさいたま市と近い数字を出す

ことは十分に可能であると思われる。

〇教育部長

上尾市がＧＴＥＣの取組を行っており、近隣では新座市も行っている。さいたま市



10

の効果というものを直接問い合わせて、情報収集したいと考えている。

〇市長

以上で令和元年度第１回和光市総合教育会議を閉会する。ありがとうございました。


