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伊奈町教職員全体研修会 教育長講義       於伊奈町総合センター 

                  令和元年８月２１日 １４：０５～１４：４５ 

 

教育長講義（概要）    ※別紙として、「講義レジメ」、「講義資料表紙」有り 

                 ＜講義資料は略＞:講義概要では紹介していますが、今回は添付してありません。   

                ⇒伊奈町作成資料の多くは、本ホームページに掲載してあります。 

 

●「伊奈町の働き方改革の取組について」お話を進めてまいります。 

●レジメと、その関係資料を配付しましたので、それをご覧ください。 

 レジメに示した、大きく３つの内容で話します。 

 

○まず１つ目は、 

 １ 伊奈町の「業務改善・働き方改革」でめざすものについてです。 

 このことについては、これまでも、確認してきたことですが、本日は、その背景も含め

て話します。 

 

 資料の１Ｐをご覧ください。 

 まずは、最終的な目標は、「子供たちの笑顔があふれる学校」をめざすということです。 

 そのために、「子供たちと向き合う時間を確保」し、学習指導や生徒指導の充実を図る

ということが、まずあります。特に、現在、新学習指導要領全面実施直前ということで、

新しい教育の展開が、教員には求められておりますし、また、各種学力・学習状況調査結

果をもとに分析し、一人一人の児童生徒に応じた指導や、また、教師自身の授業改善も進

めていかなければなりません。 

 生徒指導については、「一人一人の児童生徒理解を進め、一人一人の児童生徒が自己実

現を図っていけるようにしていくこと」が求められています。 

 まさに、これらの「学習指導」や「生徒指導」は、教員の本来業務であり、この業務に

関わった内容が、「子供たちと向き合う」という場面であります。 

 

●その一方で、「余暇の活用」を図り、休養をとって、心身ともに健康な状態で子供の前

に立てるようにする、また、場合によっては自己研鑽を図り、人間的な魅力を高めたり、

指導力を高めたりするということも、この事業では、含めて考えております。 

 

●さて、レジメには、「これからの時代を教師として生きるために」、「これからの時代

を生きる子供を育てるために」という文言が示してあります。これは、２Ｐの平成３０年

度版の資料の、吹き出しの中に示した内容と同じ意味になりますが、これをより強調し、

明確にしたものです。 

 

 この意味を考えていただくために、１Ｐの資料では、「子供たちと向き合う時間の確保」

の枠の両側に、５つの内容を示しました。 

 右の枠の中から、読みます。 

 ・６５％の子供は将来、今存在しない職業に就く！？ 

 ・今後、半数近くの仕事が自動化！？ 

 ・２０数年後ＡＩが人類を越える！？ 

 左の枠に移って、 



- 2 - 

 ・Society5.0 時代の到来！？ 

 ・人生 100 年時代＝2100 年に生きる子供たち！？ 

 

●まず、右の３つは、次期学習指導要領改訂に向けて、中央教育審議会での審議の際、  

「２０３０年の社会と子供たちの未来」の章の中で、「予測困難な時代に、一人一人が未

来の創り手となる」として、紹介されている学者の指摘であります。 

 

●左側の「Society5.0 時代の到来！？」は、配付資料の４Ｐ、６行目やその他のところ

に記述されているものです。 

 この資料は、本年度当初の４月、文部科学大臣が、中央教育審議会に対して「新しい時

代の初等中等教育の在り方について」諮問した際、その理由の中で、これからの時代を想

定し、そのような時代に活躍できる人材の育成について、課題として掲げているものです。 

 

■次期学習指導要領が全面実施される前に、「新しい時代の初等中等教育の在り方につい

て」問うということは、平成１０年度版学習指導要領の際は、全面実施１年半後、「一部

改訂」がありましたが、その時と同じようになるのかもしれないと、個人的に思っていま

す。 

 教員の働き方改革を含め、そのくらい社会の変化が激しく、そして、それに伴い、教育

も変化していかなければならないということかと、私は受け止めております。 

 

●最後の「人生１００年時代」は、今、私達が教育している子供たちが、まさに、これか

ら、８０年、９０年と生きて、２１００年にも生きていくことが想定されており、果たし

て、その時代に、目の前の子供たちは、自立して生きていけているのだろうか、というこ

とも考えなければならないということです。 

 

●会場にいらっしゃる先生方、いかがでしょうか？ 

 私達は、ここにあげたような、これからの社会で、「教師」として、生き残れるでしょ

うか？ 

 知識を伝達するような講義調の授業であったり、単に子供たちに意見を発表させ授業を

進めていくような授業であったりするならば、やがて、ＡＩにとって代わられるのではな

いかと思われます。 

 そのような授業であるならば、学んだ子供は、自ら問題をつくり、それをいろいろと考

え問題解決を図り、さらにその知識をもとに、新たな考えを導き出していく、まさに、「自

立した人間」として生きていくことは、難しいと考えます。 

 

●そのような危機感から、まとめたものが、 

 ・これからの時代を教師として生きるために、 

 ・これからの時代を生きる子供を育てるために、 

そのためにも、「業務改善・働き方改革」を進めていきましょう！！ というものです。 

 

●では、どんな教育を行うかと言うことについては、この後の大根田先生のご講演の中で、

お話があるかと思います。 

 なお、学校訪問の際、教育長資料として、昨年度、また、本年度配付している資料の中

にも有りますし、学校訪問の全体会や分科会の中で協議している内容が、まさに「これか

らの授業」に関する内容であります。 
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●次に、２ 文部科学省「学校現場における業務改善加速事業」３年次の伊奈町の取組  

について、申し上げます。 

 昨年度末の３月、これまでの２年間の取組の成果や課題、また、文部科学省の平成３１

年度の募集の研究内容をもとに、埼玉県教育委員会が原案を作成し、それをもとに協議し、

「事業計画書」として、文部科学省に提出し、審査を受けました。 

 それが、承認され、現在、埼玉県とともに、３年次の取組を進めているところです。 

 

●その事業計画書の内容を、ここで、確認させて頂きます。 

 １番目の話で取り上げました１Ｐの資料でも、中央以下の「令和元年度 伊奈町の取組

内容（さらなる加速を!!!）」の（１）～（３）の見出しと、それぞれの中の「○」９点、

４点、６点の合計１９点の内容であります。 

 

●それを、資料の１０Ｐに概要として示し、さらに、１１Ｐ、１２Ｐに全文を示しました。 

 大きく３つの内容になります。 

 まず１つ目は、(1) 学校・教育委員会・保護者・地域が一体となった業務改善  です。 

 この内容は、（１）の次にまとめてある内容です。 

 資料１１Ｐ、４行目から読み上げます。 
 「学校版カエル会議」による業務改善は、教職員と管理職及び学校と行政の納得感が

ある取組につながるため、それぞれの実態に即した業務改善が効果的、継続的に実施
され成果を上げている。 

 今後、業務改善をさらに加速するためには、家庭や地域に学校の実情を一層理解して
もらうことが必要であり、保護者・地域が一体となって目指す学校の姿を共有し、地
域全体で子供を育てていく環境をより強化していくことが大切である。 

 教員が担わなくとも地域で担える業務は地域にお願いできるような体制を構築し、平
成３２年度（令和２年度）からのコミュニティ・スクールの導入につなげていくため、
以下の取組を行う。 

 
●その取組としては、１１Ｐの９つの「○」の内容と言うことになります。 
 のちほど、「３」でいくつか具体的に取り上げます。 
 
●２つ目は、(2) キャリア段階（勤務年数）に応じた働き方モデルの確立  です。 

 資料１１Ｐ、下から８行目から、読み上げます。 
 ２年間の実績からみえてきたのは、年齢が若い教員の時間外平均在校時間が長く、勤

務年数（キャリア）を重ねるごとに短くなっていくことである。 
 また、キャリア段階が上がっても、指導的立場の分掌を担うことで時間が増える傾向

にあることがわかった。 
 キャリア段階によって、抱えている課題が異なることから、キャリア段階に応じて異

なるアプローチをすることが必要になる。 
 モデル地域として画一的な働き方を示すのではなく、キャリア段階に応じた働き方モ

デルを示すことが必要である。 
 平成３１年度（令和元年度）は、埼玉県学力・学習状況調査と教員の働き方をリンク

させ、指導力と効率的な働き方のバランスが取れている働き方モデルを確立していく
ため、以下の取組を行う。 

 
●その取組としては、１２Ｐの４つの「○」の内容と言うことになります。 
 現在、国の委託事業の予算を使って、データ分析専門業者に、分析を進めて頂いており
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ます。 
 
●３つ目は、(3) 新しい働き方を見据えた管理職、教職員のさらなる意識改革  です。 

 資料１２Ｐ、中ほどから、読み上げます。 
 子供たちに真に必要な教育環境を確保する上で、勤務時間を意識した新しい働き方が

必要となっている現状を鑑み、限られた時間の中で子供たちに効果的な指導を行うた
めには、教職員の意識改革が重要になる。 

 これまで、「学校版カエル会議」を通じて自らの働き方を見直す素地は培われている
が、さらなる意識改革を促すために、以下の取組を実施する。 

 
●その取組としては、１２Ｐの６つの「○」の内容と言うことになります。のちほど、「３」
でいくつか具体的に取り上げます。 
 
●この「２ 文部科学省「学校現場における業務改善加速事業」３年次の伊奈町の取組」 
 については、時間の関係で、本日はここまでの説明となりますが、「○」の付いた１９項
目に付いては、３でいくつか具体的に説明しますし、それ以外については、事業計画書の
内容を読んで、内容を把握していただきたいと思います。              
  
 
●それでは、次に３ 具体的な取組内容  について、レジメの（１）～（５）について、
説明します。 

 

●まず、１つ目です。 

(1) 保護者や地域住民をまじえての「熟議」を通した改善  についてです。 

 これについては、レジメに３点示しておきました。 

 ・「学校版カエル会議」に保護者や地域住民に入っていただいての熟議 

 ・伊奈町業務改善プロジェクト委員会の実施 

  ・個別業務の役割分担及び適正化に向けた取組  です。 

 

●教員の業務については、教員でしかできない学習指導や生徒指導等については、これか

らも当然教員が行うべきですが、教員でなくてもできることは、業務アシスタント（スク

ール・サポート・スタッフ）などのお力を借りて、サポートしていただけるように仕組み

をつくっていく必要があります。 

 現在、伊奈町は、委託地域として、国、県から、他市町村より多くのスクール・サポー

ト・スタッフを配置して頂いておりますが、来年度以降は、町の予算も含め、今年度並み

の配置ができるかはわかりません。 

 

 仮に配置できたとしても、もっともっと、個別業務を見直し、役割分担が進められるよ

うにしていく必要があります。 

  

●資料の１３Ｐをご覧ください。これは、当時、中央教育審議会が協議を進める中で、 

表の一番左からですが、  

  ・「基本的には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」、 

  ・「教師の業務だが、負担軽減が可能な業務」 

としてあげられた、①～⑭の１４業務です。 
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●この、「個別業務の役割分担及び適正化」を進めるには、保護者や地域の皆様のお力を

借りることも、考えられる方法です。そのためには、教員の働き方や勤務状況について、

保護者や地域の皆様に理解して頂くことが、まず第一歩です。 

 

●そのための方策が、・「学校版カエル会議」に保護者や地域住民に入っていただいての

熟議  を進めるということです。 

 昨年度、伊奈町業務改善推進プロジェクト委員会を立ち上げ、学校、保護者、地域住民、

行政の４者による「熟議」をとおし、学校の実情について、お伝えすることができるよう

になってきました。 

 本年度も、このプロジェクト委員会を継続し、一層推進しながら、各学校において、学

校評議員会や学校関係者評価委員会、また、学校応援団の会、さらには、ＰＴＡ役員の方

々との会などにおいて、一緒になって、協議するような機会を作れるようになってきてお

ります。 

 

●また、「熟議」の際、最も大切にしていくことは、「めざす学校像」を、参加者が出し

合って、その理由も意見交換し、共有するということです。これによって、教職員も、保

護者も、地域の皆様も、同じ「めざす学校像の実現」という目的に向かって、取組を進め

ていくことができるようになっていきます。 

 「目的の共有」により、個別業務を分担し、役割を果たすことが、皆一体となって進め、

お互い尊重し合い、また、感謝し合い、進めていくことができるようになると期待してお

ります。 

 

●今申し上げましたように、 

 ・伊奈町業務改善プロジェクト委員会の実施  を進め、 

  ・個別業務の役割分担及び適正化に向けた取組  を、一歩でも二歩でも進めていけると

よいと思います。あれもこれもとは、簡単には出来ません。出来るところから応援して頂

き、少しずつ広げていけるとよいと思います。 

 

●校長会議において、毎月、校長先生方からご報告をいただいておりますが、各学校で、

各学校の実情に応じて、少しずつではありますが、拡大させていっている様子が伝わって

まいります。 

 

●「学校及び教員の働き方、業務の状況」について、まずは、理解を得、理解から共感、

そして支援をして頂けるような仕組みをつくっていっていただきたいと思います。       

 

●次に、２つ目です。今申し上げた「理解」「共感」「支援」は、「熟議」が大切ですが、

全ての保護者や地域の皆様と出来るわけではありません。 

 そこで、 

(2) ホームページや学校だより、リーフレット等を通した啓発による理解、共感、支援へ

の取組  も重要になってまいります。 

 伊奈町では、これまで、全保護者宛に２回、全町民宛に１回、文書やリーフレットを配

付してきました。また、昨年度の１０月には、伊奈町教育委員会のホームページの中に、

「伊奈町の業務改善・働き方改革」について発信するコーナーを開設しました。 

 ホームページの案内も、最近は、検索ワードの紹介から、加えて、ＱＲコードを付ける

ようにして、簡単に情報を入手できるようにしてきました。 
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●県プロジェクト委員会委員の方々や、その他、県内外を問わず、多くの方から、ホーム

ページを見て、連絡をくださるという方が増えてきています。 

 

●さらに、各学校からも、学校だよりやホームページで発信してくださるようになってき

ています。町とはまた違った内容、学校の具体的な実践が、手に取るようにわかるという

ことで、魅力ある情報となっていると感じています。 

 

●これらを通して、伊奈町全体や、各学校の取組内容や考え方、主張、お願いなどが、発

信され、まず「理解」、そして、これが「理解」から「共感」へ、「共感」から「支援」

へと広がりつつあるようです。 

 

●情報発信は、その姿勢が、「拓く（開く）」と言うことであり、保護者や地域の皆様か

ら見れば、学校がその内情を包み隠さずオープンにしていると受け止められ、「学校が受

け入れている、聞き入れている」という姿勢でいることを示すものとして、保護者や地域

の方など、多くの方から、共感を得ることにも結びつくと思っております。             

  

 次に、３つ目です。３つ目は、部活動の改革です。 

 小学校の先生方も、考え方として通ずるものがありますので、一緒に考えてください。 

●これについては、(3) 部活動の質と量の視点からの改革  つまり、部活動そもそものね

らいについてと、生徒の健康面や教員の働き方に関わる活動時間、休養日などに関するこ

とです。 

 それを、レジメに、伊奈町の取組として、 

 ・生徒の自主的、自発的な参加により「熟議」を通した改善 

 ・部活動方針に基づく部活動運営の適正化や適切な休養日の設定等の実現 

として、まとめておきました。 

 

●まず、その１つ目についてです。学習指導要領にも、部活動については、「教育課程外」

の活動として示され、「生徒の自主的、自発的な参加により行われる」と、明記されてい

ます。 

 部活動においては、「光と影」の部分を持ち合わせ、「学習意欲の向上や責任感、連帯

感の涵養等」、そこで養われる資質・能力は素晴らしいものがあるということ。 

 その一方で、生徒間の人間関係のゆがみ、行き過ぎた上下関係、いじめ問題の発生、ま

た、教師の一方的な指導、行き過ぎたときには「暴言」や「体罰」など、町外ではこのよ

うな問題も発生しているようです。 

 

●伊奈町では、改めて、資料１２Ｐの４つ目の「○」、部活動指導に関しては、適切な指

導を進める上で日数や時間数を減らすことだけではなく、生徒の自主的、自発的な参加に

より生徒と教員が目的を共有するとともに、時間を有効活用して練習を進められるように

各校で部活動「熟議」を実施する。としたところです。 
 
●高校野球も、いよいよ決勝戦を残すところとなりました。 
 ８月１４日、習志野高校と鶴岡東高校の一戦がありました。習志野高校は、春の選抜で
は、準優勝した強豪校です。 
 この習志野高校は、昨年新チームスタートにあたって、「後輩が萎縮していたら勝てな



- 7 - 

い」として、上級生で話し合って、「部則」(部の規則)を見直していったということです。 
 暗黙のルールの中に、「理不尽なものがあって、学年に壁があった」が、見直した結果、
チーム内が融合し、チームワークが生まれ、信頼関係の上にたった、チーム運営がされた
ということです。 
 
●また、対戦相手の鶴岡東高校は、部員１０２名ですが、「全員野球」をかかげ、監督は、
試合のたびに、メンバーを入れ替え、成長を促したということです。 
 そして、山形大会のメンバー２０人は、選手たち自身が野球の技量に加えて、人間性も
加味して投票で選んだということ。 
 結局、ベスト８を前に関東一高に負けましたが、主将は、「全員で戦い、全てを出し切
った。良いプレーも反省のプレーも全てが鶴岡東。後悔は全くない」と語った、いうこと
です。 
 
●このほか、２２Ｐの文部科学省のプロモーション動画の３番目にある菅田教諭、サッカ
ー部顧問の話も、参考になります。全国大会準優勝の顧問ですので、説得力があります。 
 
●ぜひ、民主的な運営、生徒の自主性、自発性を育てるために、教員と生徒による「熟議」
を進めてください。その中で、「練習を２時間で行うには、どうしたらよいか」というテ
ーマで熟議することも、素晴らしいと思います。 
 生徒からアイディアが出されたり、生徒の取組への姿勢が変わったりすることも期待で
きますし、そのような環境で育った子供たちは、部活引退後においても、次の進路にむか
って、目標の持ち方、意識の高まり、時間の有効活用など、まさに、「自立」した生徒の
姿を体現してくれると思います。 
 
●資料１２Ｐ（３）の４つ目の内容も、部活動改革に関する取組です。 
 さらに、１４Ｐ～１６Ｐに、７月２５日に一部改訂しました「町の部活動の方針」も載
せておきました。これらも含め、健全な部活動運営をお願いいたします。 

 

 次に、４つ目 の、(4) 在校時間の適切な管理及び縮減に向けた取組  についてです。 

 これについては、資料１２Ｐ（３）の３つ目の「○」の内容になります。これに関して

は、参考資料として、２つ付けておきました。 

 １つ目は、１７～２０Ｐの文部科学省から示された「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」、 

 ２つ目は、２１Ｐの埼玉県教育局小中学校人事課から示された「学校における働き方改

革基本方針（概要）（案）」 です。 

 

●最初のところで申し上げましたように、「学校における業務改善・働き方改革」は、単

なる時間外在校時間の削減ではなく、「子供と向き合う時間の確保」を通して、「教育の

質の向上」を図るという内容で、「在校時間の適切な管理」という視点からは、取組が複

雑な面があります。 

 そういう中での取組ですが、この４月から、いわゆる「働き方改革関連法」の施行があ

り、過労死の防止や精神疾患等から働く人を守るなど、大切なことであります。 

 

●学校の教職員については、それらの法令に基づく内容で、先ほど資料紹介した「文部科

学省が出したガイドライン」、それに準拠する「県の基本方針（案）」に規定されたもの

を目指して、今後取り組んでいくことになります。 
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●伊奈町では、この事業を開始した平成２９年度、「業務改善ポリシー」＝８Ｐに改訂版

を付けておきましたが、それを当時策定しましたが、今後は、県の基本方針が策定された

ところで、町としての基本方針を策定することが求められると考えております。 

 

●これらに示された「教員の在校等時間の超過勤務の上限を、原則 ①月４５時間以内 ②

年３６０時間以内」を守ることは、現状からは、多くの教員が大変困難な状況であります。 

 しかし、教育の質の低下を招かないようにする中で、ここ数年間で実現をめざす上では、

一層、業務改善・働き方改革を推進しなければなりません。 

  

●校長会議では、今年度に入ってからは、卒業式や運動会をはじめとした行事の見直しに

ついて、具体的な話もしてきました。各学校では、それ以上の取組も進めています。 

 また、時間外在校時間の削減に向けた取組、意識の持ち方として、次のような話もさせ

ていただきました。 

 「一層の意識改革が必要で、さらなる改善が必要」です。 

 今まで、先生方の働き方を見ていますと、今日は○時間、翌日は○時間、・・・、１月

で○○時間と言うように、『足し算』で、長時間、在校していたようですが、月４５時間

以内になるように見通しを立てて、今日は２時間で残り４３時間、翌日は１時間で残り４

２時間、・・・、そして、１月後トータルして残り５時間で、１月４０時間時間外に在校

したことになり、目標を達成できました」という『引き算』で取り組むということもある

かと思います。」 という話です。 

 簡単ではないですが、一層の意識改革と、具体的な業務改善・働き方改革の推進が必要

です。 

 そして、短い時間で、質の高い仕事をする、能力の高い教員をめざすということです 

 

●また、目の前のこととしては、各学校において、管理職や産業医さん、校医さんなどに

より、面談等を行い、教職員の心身の健康に、十分配慮して頂きたいと思います。    

 

(5) その他   としては、３点だけ、取り上げます。 

①学校閉庁日を３日間から９日間へ拡大し、より休暇、休養をとりやすくしました。 

②町村会が共同で進めている「校務支援システムの導入」が、令和２年度にはできる予定

です。（※その後協議が成立しませんでした。） 

③給食費の公会計化については、７月末にようやく「国のガイドライン」が出されました

ので、システム構築関係業者からの情報収集なども含めて検討してまいります。 

 相当な予算が想定されたり、システム構築もかなりの業務であったり、その効果や本質

の部分も含め、導入するかも含めて検討することになるかと思います。検討は、複数年か

かる見通しです。 

 

■資料２２・２３Ｐは、「文部科学省ホームページ」にある働き方改革関連のプロモーシ

ョン動画、及び、各種情報についてまとめたものです。 

 是非とも、プロモーション動画については、一度、見ていただきたいと思います。     

 

●以上、「伊奈町の働き方改革の取組について」、説明させて頂きました。 

 子供たちのための改革、そして、教職員のための改革を、一緒に進めていきましょう。 


