
ご参加いただきありがとうございます

1５時３０分より開始しますので、今しばらくお待ちください

（終了予定時刻：17時00分）
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フォーラム開始にあたり

1. 本日のフォーラムは録画をさせていただき、

後日、文部科学省公式 YouTube にて公開予定です。

2. 本日の資料は以下よりご確認いただけます。

http://bit.ly/doc_wrs2022

3. チャットにてご質問を受け付けております。

4. フォーラム終了後、アンケートにご協力をいただけますと幸いです。

http://bit.ly/doc_wrs2022
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アジェンダ

15:45 ～ 16:00
働き方改革ドキュメンタリー映像の紹介
・ ゼロから始める！ ICTを活用した働き方改革 (久留米市立篠山小学校 ・ 岐阜市立岐阜中央中学校)

・ 教員業務支援員が活躍している学校のヒミツ (千葉市立加曽利中学校)

15:30 ～ 15:35
開会の挨拶
初等中等教育局財務課長 村尾崇

15:35 ～ 15:45
フォーラム開催主旨の説明
初等中等教育局財務課校務改善専門官 栗山和大

16:00 ～ 16:30
パネルディスカッション
ドキュメンタリー映像で登場される先生方がご登壇予定です

・ 教員業務支援員の活用について ・ ICTを活用した働き方改革について

16:30 ～ 16:45 質疑応答

16:45 ～ 16:55
改訂版事例集のご紹介
改訂版の追加項目の紹介 ・ 各自治体における独自の取組を紹介

16:55 ～ 17:00 事務連絡
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動画 埋め込む
篠山小

小学校編

働き方改革
ICTを活用した
0から始める！

https://youtu.be/2KsxnlBNu30

https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F2KsxnlBNu30&data=04%7C01%7Ckomatsu-t3355%40mext.go.jp%7Ce6aa289fd84d459c472108d9f77d0d7d%7C545810b036cb4290892648dbc0f9e92f%7C0%7C0%7C637812938762512314%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=sBvUnvvY7gpzmAYS0M9K2eyMb4GzyHBpUG0J31UB0qU%3D&reserved=0
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動画 埋め込む
岐阜中央中

働き方改革
ICTを活用した

中学校編

0から始める！

https://youtu.be/v1hLJP1FfSs

https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fv1hLJP1FfSs&data=04%7C01%7Ckomatsu-t3355%40mext.go.jp%7Ce6aa289fd84d459c472108d9f77d0d7d%7C545810b036cb4290892648dbc0f9e92f%7C0%7C0%7C637812938762512314%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BykGSHx0x%2BVFw7RdkxVS7jVFJg%2FTW22aBt1BHDBjqhM%3D&reserved=0
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動画 埋め込む
加曽利中

https://youtu.be/ll9O15I2xq8

https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fll9O15I2xq8&data=04%7C01%7Ckomatsu-t3355%40mext.go.jp%7Ce6aa289fd84d459c472108d9f77d0d7d%7C545810b036cb4290892648dbc0f9e92f%7C0%7C0%7C637812938762512314%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=4p%2BobtIxQ1B%2FMNwKoU9KlDe1bRrymheFtjs5sl0CWKw%3D&reserved=0
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「改訂版 全国の学校における働き方改革事例集」

３

完成しました。

２ 」



改訂版事例集のご紹介

文科省 働き方改革 検索
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文部科学省 公式ホームページ



ICTを活用した校務効率化の活用事例①
GIGA スクール構想に伴い教職員にも一人一台端末の体制が整ったことを働き方改革の好機と捉え、文部科学省が発信している情報を参考

に、町内各小中学校に対し、 ICT を活用した校務の効率化への取組を依頼。 三重県御浜町立尾呂志学園小中学校においては、各自の端末

を活用して会議のペーパーレス化を実施。 取組の内容について学校にお伺いしました。

13

どのようにペーパーレス化を実現しましたか？Q 先生方の反応はいかがですか？Q

教頭先生

授業には端末を活用しているのに、自分たちの仕事に活用できていない

のはもったいないと感じていました。

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、万が一在宅勤務になった場合

でも仕事ができるようにしたいと考えました。

令和2年3月に教員用の端末が配布されました。 授業には端末を活用し

ていたものの、校務への活用は進んでいませんでした。

令和3年度の目標として、会議のペーパーレス化に取り組むことを職員会

議で決めました。端末の資料共有機能を活用して、令和3年の7月から開

始しました。

ペーパーレス化に取り組んだ背景は？Q

先生

先生

先生

先生

初めはメモができる紙の資料の方がやりやすいと感じていましたが、無料

のアプリでメモができるようになったので不便を感じなくなりました

紙の資料を大量に印刷する手間が省けたので、余裕をもって会議資料を

準備することができるようになりました。

以前は、資料が大量にある場合は、全員分用意するのではなく回覧して

いました。ペーパーレス化されて、自分の都合のいいときに後から見直す

ことができ、必要なものだけ印刷するようになりました。

会議資料を後から見返せるように、紙によってファイリングするのが手間

に感じていました。ペーパーレス化を実施して電子ファイルの保管ルール

を作ったことで、会議資料を後から探しやすくなりました。

予想外の効果もあったそうですね？Q

紙を廃止したわけではなく、議論したい資料は紙で、量の

多い添付資料は端末で共有という形にしました。その結果、

議論が発散せず、会議時間が短くなりました。

端末で会議資料を共有したことにより、職員室以外でも

いつでも過去の資料を見ることができ、スキマ時間に作業

しやすくなりました。



茨城県筑西市教育委員会では、保護者への緊急連絡の手段として市内共通の連絡アプリを導入。特にICTを活用し校務の効率化に力を入れ

ている上野小学校では、欠席連絡や配布物、保護者面談の予約までもデジタル化。大幅な校務の効率化に加えて、家庭との確実な連絡・連携

が実現。取組の内容について学校にお伺いしました。

ICTを活用した校務効率化の活用事例②ー１

欠席連絡がどのように変わりましたか？Q 保護者へのお便り配布のデジタル化等はいかがですか？Q

以前は、朝の忙しい時間帯に、職員室の電話に保護者から連絡があると、

電話を受けた先生が担任へ手書きメモで伝達するといった状況でした。

市内で共通の連絡アプリで欠席連絡を行うようにしました。教室にいて

も児童の欠席の連絡を受け取ることができるようになり、職員室で待機

する必要がなくなりました。また、健康観察カードの受取り、押印などの

業務フローを省略できました。

先生方の反応はいかがですか？Q

欠席児童がいた場合、以前は朝の会終了後に職員室に戻って状況を確

認していました。その必要がなくなり、スムーズに１時間目に入れます。

朝の検温状況や咳、腹痛などの症状の具体も、児童が入室する前に確認

できるため、体調不良の児童がいても、準備等慌てずに対応できます。
先生

先生

Before

After

先生

校長先生

保護者

保護者

市内で共通の連絡アプリを活用し、保護者への配布文書をPDFで送る

ことにしました。また、行事の出欠や保護者面談の予約もスマホでできる

ようにしました。

学校からの手紙を確実に保護者にお伝えできるようになりました。また、

過去の手紙をいつでも参照できるため、既に通知していることに関して学

校への問い合わせが減りました。

紙でもらっていると子供が無くしてしまったり、管理するのが大変でした。

データ配信になって、出先で学校行事や持ち物などを確認できるので助

かっています。

面談の予約が電話から予約フォームに変わり、気を遣うことなく予約がで

きます。敷居が低くなりました。

休日や平日17時以降の保護者

からの緊急の連絡は「連絡

フォーム」を活用しています。

保護者からの夜間や休日の問い合わせもデジタル化したそうですね？Q

「連絡フォーム」に緊急の連絡があると、管理職のアドレス

にメールが届くようになっています。対応が必要な場合は

担当の先生に連絡をすることにしています。

17時以降に電話がかかってくることが大幅に減り、先生方

が教材研究等に集中できたり、早く帰れるようになりました。

また、連携ロスがなく、保護者対応が迅速になりました。
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筑西市教育委員会では、保護者への緊急連絡の手段として市内共通の連絡アプリを導入。特にICTを活用し校務の効率化に力を入れている

上野小学校では、欠席連絡や配布物、保護者面談の予約までもデジタル化。大幅な校務の効率化に加えて、家庭との確実な連絡・連携が実現。

取組の内容について学校にお伺いしました。

ICTを活用した校務効率化の活用事例②ー２

スマートウォッチで欠席連絡を受信 学校だよりをスマホから閲覧 フォームを活用
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大阪府門真市教育委員会では、教員業務支援員が教材の作成補助や電話応対、パソコンでのデータ入力、新型コロナウイルス感染症対策の

ための清掃・消毒作業など、各校の実情にあった業務を実施。 学校の実情に即した教員業務支援員の効果的な活用及び業務改善を更に促

進するため、令和２年度から教員業務支援員による情報交換会を実施。

教員業務支援員の活用事例

情報交換会をやろうと思ったきっかけは？Q 情報交換会をやってみていかがでしたか？Q

教員業務支援員から、他校の業務内容を知り、自校で生かしたいとの

声がありました。

１校１名の配置のため、業務上の悩みを同じ立場で情報交換・相談でき

る場を持つことが今後の活動にプラスになると考えました。

活用状況アンケートを学校に実施し、アンケート結果からわかる教職員

の要望や感謝の声を教員業務支援員に伝えることで、今後の業務の改

善や活力に繋げてもらおうと考えました。

教員業務支援員の生の声を聞く機会を持つことで、教育委員会としても、

更なる有効活用を促すためのアイデアを得るねらいもありました。

教育委員会

スクサポ

スクサポ

スクサポ

自身がしている仕事の確認に繋がり、他校で取り組んでいる業務も参考

に取り入れることができました。電話対応の取次メモや、業務依頼メモ等

を作成し、スムーズに業務依頼を受けるための工夫ができました。

着任当初は、どのようなことをすればいいのか戸惑いましたが、他校での

取組を聞き、積極的に仕事を見つける良いきっかけとなりました。

日ごろの困っていることや悩みを、他校の教員業務支援員さんと共有で

きて安心しました。自分のしている仕事に自信を持つことができ、改善点

も見つけることができました。

学校からの声はいかがですか？Q

先生

他校の取り組みを知ることで、教員業務支援員の方々が自発的に仕事を

見つける原動力となり、大変有効だったと思います。
先生

初めて任用された教員業務支援員さんが、他校の方から業務内容や先

生たちとのコミュニケーションの取り方を教えてもらうことにより、業務の

幅を更に広げて活躍してくれています。
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教育課程の編成を工夫した実施事例 ※令和元年度から「研究開発学校」に指定されているが、本取組につい

ては、平成14年度から実施。 （ https://youtu.be/St-c96Ub2tA ）

朝会・朝読書
8:10 ～ ８:15

8:15 ～ ８:25

朝の会 8:25 ～ ８:35

１校時 8:35 ～ 9:15

休み 9:15 ～ 9:20

２校時 9:20 ～ 10:00

休み 10:00 ～ 10:05

３校時 10:05 ～ 10:45

中休み 10:45 ～ 11:05

４校時 11:05 ～ 11:45

休み 11:45 ～ 11:50

５校時 11:50 ～ 12:30

給食 12:30 ～ 13:15

掃除・昼休み

裁量等

６校時

帰りの会・下校 15:00 ～

どのような時間割になっていますか？

学びの
午前

活動の
午後

どのような効果がありましたか？

実施にあたって工夫されたことは？

子供たちの反応はいかがですか？

帰宅時間が早まり、「友達と遊ぶ時間ができた」「習い事の前に余裕ができた」と子供たちにも好評です。

午前に5コマ分の授業を終え午後に20分程度の短時間学習の時間を確保する等、先生方の裁量の時

間が増え、時間割の柔軟な運用が可能になったことで、先生方のカリキュラム・マネジメントへの参画意識

が向上しました。

学年会や会議、研修の時間の確保等、教員同士で話合いながら授業をつくり出す時間を確保できるよう

になりました。

生み出された放課後の時間を、児童が授業で分からなかったところや苦手な学習について教員が個別

指導したり、児童が学校生活について教員等に相談したりする時間として活用しています。

１授業あたり5分短くなっているため、ICT機器を活用し効率的な指導ができるようにしています。

１単位時間の学習過程（導入・展開・まとめ）における手だてを工夫し、学習内容等の焦点化や指導の効

率化を図っています。

教務主任

校長先生

先生

副校長先生

先生

先生

Q Q

Q

Q
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目黒区教育委員会では、一部の区立小学校で一単位時間を40分間とした午前5時間制を導入。１日を「学びの午前」「活動の午後」と位置付

け、恒常性と弾力性のバランスを図りながら、緩急ある生活のリズムを生み出し、質の高い授業を年間を通して実施。「40分授業午前5時間制」

によって生み出した時間を活用し、学校独自の創意工夫ある教育活動の実現。取組の内容についてお伺いしました。

https://youtu.be/St-c96Ub2tA
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アジェンダ

15:30 ～ 15:35
開会の挨拶
初等中等教育局財務課長 村尾崇

16:30 ～ 16:45 質疑応答

16:55 ～ 17:00 事務連絡

15:35 ～ 15:45
フォーラム開催主旨の説明
初等中等教育局財務課校務改善専門官 栗山和大

15:45 ～ 16:00
働き方改革ドキュメンタリー映像の紹介
・ ゼロから始める！ ICTを活用した働き方改革 (久留米市立篠山小学校 ・ 岐阜市立岐阜中央中学校)

・ 教員業務支援員が活躍している学校のヒミツ (千葉市立加曽利中学校)

16:45 ～ 16:55
改訂版事例集のご紹介
令和4年度版の追加項目の紹介 ・ 各自治体における独自の取組を紹介

16:00 ～ 16:30
パネルディスカッション
ドキュメンタリー映像で登場される先生方がご登壇予定です

・ 教員業務支援員の活用について ・ ICTを活用した働き方改革について



1. アンケートにご協力ください
本フォーラムへのご意見 , ご感想をお待ちしております

2. 事例集をぜひご活用ください
アンケートをご案内するメールに、事例集ダウンロードページのURLを記載いたします

3. 本日の様子は文部科学省公式 YouTube にて

公開予定です
途中参加/退出となってしまった方はこちらおご覧ください

４. 本日の資料は以下よりご確認いただけます

http://bit.ly/doc_wrs2022
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▼アンケート回答URL

事務連絡

http://bit.ly/doc_wrs2022
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ご参加いただきありがとうございました
適宜、Zoomからご退出ください
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