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平成３０年第３回東村山市総合教育会議会議録 

 

○平成３０年１０月３日（水）マルチメディアホール（いきいきプラ

ザ３階）に招集した。 

○出席委員は、下記のとおりである。（６名） 

 渡部 尚、森 純、當摩 彰子、小関 禮子、佐々木 洋子、櫻井 康博 

○関係職員の出席者は次のとおりである。 

教育部長 野 崎 満 経営政策部次長 原 田 俊 哉 

教育部次長 田 中 宏 幸 企画政策課長  笠 原 貴 典 

教育部次長 井 上 貴 雅 行政経営課長 深 野 聡 

統括指導主事 小 林 宏 総務部次長 高 柳 剛 

教育総務課長 仁 科 雅 晴 人事課長 濵 田 義 英 

経営政策部長 間 野 雅 之 地域創生部長  武 岡 忠 史 

経営政策部次長 河 村 克 己 東京2020オリンピック・パラリンピック担当主幹 川 崎 基 司 

○本会の書記は次のとおりである。 

  企画政策課 主査 東 要介 

○会議事件は次のとおりである。 

１ 開会 

２ 挨拶 

３ 議題 

 「学校における働き方改革について」 

４ その他 

５ 閉会 

 

午前９時００分 開会 

○渡部市長 皆さん、おはようございます。ちょうど定刻になりました

ので、ただいまから平成３０年度第３回東村山市総合教育会議を開催

をいたします。 

  教育委員の皆様には、大変お忙しい中、早朝よりお集まりをいただ

きましてまことにありがとうございます。 

  それでは、議題に入ります前に、本日の会議の内容と、配付資料の

確認を事務局からお願いいたします。 

○笠原企画政策課長 おはようございます。企画政策課、笠原でござい

ます。 

  それでは、本日の会議につきましてご案内申し上げます。委員の皆
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様には事前にお伝えさせていただいておりますが、本日の議題は、

「学校における働き方改革について」でございます。 

 また、協議の後、報告事項といたしまして、東村山市・蘇州市スポ

ーツ交流事業につきまして、担当部課からご報告させていただきます。

こちらについては、市長部局より担当部でございます地域創生部が同

席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、配付資料の確認をさせていただきます。 

  まず、事前に配付をさせていただきました資料といたしまして、１

点目、資料番号ございませんが次第。 

  ２点目、資料１、教職員の働き方改革に関する主なご意見 

  ３点目、資料２、働き方改革と公民連携 

  参考資料といたしまして、１点目、東京都教育委員会の「学校にお

ける働き方改革推進プラン」、２点目、「東京都公立学校教員勤務実

態調査集計結果について」 

  続きまして、本日、机上配付させていただきました資料といたしま

しては、１点目、資料番号ございませんが席次表。２点目、こちらも

資料番号ございませんが、提言書「いじめで泣く子を出さないため

に」。３点目、「平成３０年度第２回東村山市総合教育会議会議録」。

４点目、資料番号３、「東村山市職員の働き方改革の取り組みについ

て」。５点目、資料番号４、「東村山市教職員の出退勤時間に関する

調査の集計結果」。６点目、資料番号５、「東村山市・蘇州市スポー

ツ交流事業報告会」。 

  以上、１１点お配りさせていただいております。もし不足ございま

したら、事務局までお願いいたします。よろしいでしょうか。 

  事務局からは以上です。 

○渡部市長 資料のほうはよろしいでしょうか。 

   足りない資料があれば申し出ていただいてと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

  早速ですけれども、会議に入ります前に傍聴についてお諮りをさせ

ていただきたいと思います。 

  本日の審議内容については、事前通知をさせていただいております。

内容については特段の非公開情報はないと判断されますので、傍聴者

の入場を許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 
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○渡部市長 特にご異議ございませんので、傍聴は順次許可をいたした

いと思います。また、会議途中で傍聴希望者が来た場合にも、同じよ

うに入場を許可したいと思いますが、これについてもよろしいでしょ

うか。 

（ 異議なし ） 

○渡部市長 特に、ご異議ございませんので、会議途中でも傍聴希望者

がおいでの場合は入室を認めさせていただきますので、よろしくお願

いします。 

  また、本来ですと傍聴者の定員数については１０名となっておりま

すけれども、会場の規模から判断しまして、１０名以上の傍聴が十分

可能でありますので、１０名以上の方が来た場合でも傍聴を認めたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

（  異議なし  ） 

○渡部市長 ご異議がございませんので、傍聴を認めたいと思います。 

  それでは、事務局のほうで傍聴者の入室をお願いします。 

○笠原企画政策課長 本日の傍聴者は９名でございます。 

○渡部市長 暫時休憩をいたします。 

 

午前 ９時０３分 休憩 

 

午前 ９時０５分 再開 

 

○渡部市長 それでは、休憩を閉じて会議を再開をいたします。 

  ここで、傍聴者の方にお願いがございます。傍聴していただくに当

たりましては、お手元にご配付させていただいております「傍聴者の

方へ」の内容を遵守していただくよう、お願いいたします。 

  それでは、会議に先立ちまして改めて私のほうからご挨拶をさせて

いただきます。皆様、おはようございます。教育委員の皆様には、大

変公私ともお忙しいところ、本日、第３回の東村山市総合教育会議に

ご出席を賜りまして、まことにありがとうございます。また、常日ご

ろ、東村山市の教育の充実・発展のために委員の皆様には多大なご尽

力をいただいておりますことに、改めて感謝を申し上げる次第でござ

います。 

  実は今、８月２９日から市議会９月定例会が行われておりまして、
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昨日まで平成２９年度の一般会計その他特別会計の審議が決算特別委

員会で行われてきたところでございます。今回は、実は３月の定例会

で発覚をしました憩いの家の委託にかかわることで、当方のほうでそ

のことが、委託内容が十分適切に行われていなかった状況がございま

して、それが６年にもわたったということから、議会からもの大変厳

しいご意見を多数いただいたところでございます。もとより深く反省

をし、二度とこういうことが起こらないように、私含めて職員一丸と

なって綱紀粛正に努めてまいりたいと考えているところでございます。 

  また、本日、議題に挙がっております学校における働き方改革につ

いても、議員の方々からもご質問等いただいているところでございま

す。市役所も昨年度から働き方改革に着手をしまして、一人一人の職

員の生産性を高めることによって、長時間の労働、時間外勤務等を何

とか縮減をし、ワークライフバランスを確保するということに努めて

いるところでございます。 

  近年、マスコミ報道等でも、学校の先生方の長時間勤務が非常に問

題視されているところでございまして、市としてもこれから教育委員

会と十分連携を密にとりながら、各小・中学校の先生方の働き方改革

を進めて、できるだけ先生方にはワークライフバランスを確保してい

ただくとともに、本業であります子供たちときちんと向き合う時間を

十分確保していただけるように我々としてもこれから努力をしてまい

りたいというふうに考えておりますので、本日は限られた時間ではあ

りますけれども、議論を深めていただいて、学校現場における働き方

改革、先生方のワークライフバランスの確保について、少しでも前に

向かって進んでいくことができるようにご指導のほどよろしくお願い

申し上げて、ご挨拶とさせていただきたいと思います。 

  それでは、次第に沿って進めてまいりたいと思います。本日の議題

は、ただいま申し上げましたように学校における働き方改革というこ

とで、教育委員の皆様には事前にご意見等頂戴しておりますが、議題

に入ります前に、まず、市役所、市長部局で取り組んでおります働き

方改革の取り組み、また、なぜ働き方改革をしなければならないか、

その背景について少し触れさせていただいて、議論の参考にさせてい

ただきたいというふうに考えております。 

  それでは、人事課長より、説明をお願いします。 

○濱田人事課長 人事課長の濱田と申します。よろしくお願いいたしま
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す。私からは、働き方改革の背景、当市の働き方改革の取り組み、そ

の成果などにつきまして、ご説明をさせていただきます。 

  お手元に配付いたしました資料３に沿ってご説明させていただきた

いと思います。 

  本日、机上配付いたしました、右上のほうに資料３と記載があるも

のをご用意ください。１ページをご覧ください。 

  初めに、働き方改革の背景でございますが、少子高齢化、人口減少

社会の進展により労働力の確保が社会的な課題となる中、介護や育児

など様々な事情を抱える労働者が、それぞれの事情に応じた柔軟な働

き方ができるよう、措置を講じる必要がございます。このような中、

本年６月には働き方改革関連法が成立し、残業時間の上限規制、年次

有給休暇取得の義務化等がされ、ワークライフバランスの推進や業務

の生産性を向上させるための環境づくりが求められております。 

  当市では、職員定数の制約があり、厳しい職員体制の中、権限委譲

による業務の増大に対応しつつ、一方で、地域活性化のための新たな

取り組みも積極的に実施しており、職員の働き方改革による公務能率

のさらなる向上を図ることが急務となっており、このようなことが働

き方改革の必要性の背景となっております。 

  参考のために申し上げますと、資料１ページの中段の（１）近年の

地方分権改革によって基礎自治体へ移管された事務は、資料１（１）

のとおりでございます。以前は、都道府県等公益自治体の業務であっ

た社会福祉法人の検査等の事務などが基礎自治体の業務として位置づ

けられており、市の業務が増加をいたしております。 

  また、当市が直面する行政課題の主なものは（２）に記載のとおり

でございますが、近年では、都市基盤整備事業や老朽化した公共施設

への対応、増大する民生費への対応、産業振興、地方創生、地域活性

化の取り組みなどが主な課題となっており、権限委譲による業務増大

に対応しつつ、同時にこれらの課題にも取り組む必要があり、職員の

増員が困難である中、職員の働き方改革により職員一人一人の事務の

生産性を上げ、公務能率を向上されることが急務となっております。 

  このような背景を踏まえまして、当市の働き方改革の取り組みにつ

いてでございますが、資料裏面の２ページをご覧ください。 

  当市職員の働き方改革の取り組みとしましては、大きく３点の取り

組みを行っておりまして、１点目としましては、長時間労働の是正の
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ための取り組み、２点目としては、休暇制度の整備と取得促進の取り

組み、３点目としましては、事務事業の一層の効率化の取り組みを行

っております。 

  続きまして、それぞれの取り組みのうち、主なものについてご説明

をいたします。 

  初めに、長時間労働の是正のための取り組みについてご説明いたし

ますが、取り組みの内容といたしましては、時間外勤務の上限目標の

設定、事前申請の決定、時差勤務制度の活用、定時退庁の取り組みな

どを行っております。 

  資料の３ページから７ページをご覧ください。 

  本通知は、毎年職員を介して発出しているものでございまして、時

間外勤務の現状や縮減の取り組みを記載したものとなっております。 

  資料４ページをご覧ください。 

  中段の１のところになりますが、時間外勤務の上限目標の設定とい

たしまして、「月２時間、時間外を減らそう運動」という取り組みを

行っておりまして、各人が日々の業務の進め方を見直し、毎月の時間

外勤務を前年同月の時間外勤務時間数より２時間減らす取り組みを行

っております。こちらは、各課係ごとに上限目標値を設定し、職員が

その範囲での時間外勤務に納まるよう努めることとしております。 

  なお、前年度と比較して時間外勤務の縮減率が高い所管については、

その所管を表彰するなどしております。 

  同じく４ページの下段をご覧ください。 

  ２のところになりますが、当市では、時間外勤務の事前申請を決定

をいたしております。職員は時間外勤務を行うに当たり、所属長に対

して時間外勤務の予定時間数と業務内容を申請し、事前に承認を受け

ることを決定し、不要の時間外勤務を行わないようにしております。 

  次に、資料５ページをご覧ください。 

  上段の３のところになりますが、当市では、時差勤務制度の柔軟な

活用を行っております。夜間に会議がある場合などに業務の都合に合

わせ出勤、退勤時間を調整できる時差勤務制度を設けており、表に記

載の九つの時間帯から自由に勤務時間を選択することができるように

しております。昨年度につきましては、本制度につきまして、延べ４

４６名の活用がございました。 

  続きまして、資料６ページをご覧ください。 
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  上段の５のところになりますが、定時退庁の取り組みとして、ノー

残業デーの徹底を図っております。毎週水曜日と毎月の最終週の金曜

日をプレミアムフライデーとして定時退庁を義務づけております。平

成２９年４月には市長がみずから庁内放送でプレミアムフライデーに

おける定時退庁を職員に対して呼びかけるなどの啓発の取り組みを行

いました。 

  長時間労働の是正の取り組みは以上となります。 

  続きまして、２点目の取り組みであります休暇制度の整備と取得促

進について、ご説明いたします。 

  初めに、東村山市イクメイヤー・ケアメイヤー宣言について、ご説

明をいたします。資料の８ページをご覧ください。 

  この宣言は、昨年４月に渡部市長が行ったものでございます。内容

としましては、いわゆる通常のイクボス・ケアボス宣言の内容を一歩

拡大したものとなっております。通常のイクボス・ケアボス宣言は、

組織の長が所属の職員に対して行うものでございますが、この宣言は、

職員のみならず育児や介護を抱える全ての方に対して、東村山市がよ

り暮らしやすく、より働きやすい街となるよう、子育てや介護を支援

する施策の充実に取り組むことを宣言されたものでございます。 

  市職員に対する内容としましては、下段の宣言の３のところになり

ますが、育児休業、部分休業、介護休業、介護時間など、育児や介護

を支援する制度を支援するための制度を周知し、利用促進に努め、職

員の私生活と仕事の両立が的確に図られるよう定時退庁の取り組みを

促進するとともに業務のより一層の効率化を進め、時間外勤務の縮減

に努める内容となっております。 

  この宣言を踏まえまして、介護や育児を支援する制度の活用や年次

有給休暇の取得促進について、庁内会議や通知文等により職員に対し

て周知を行っております。 

  次に、３点目の事務事業の効率化の取り組みについて、ご説明をい

たします。資料の９ページ、１０ページをご覧ください。 

  各所管に共通する事務の効率化の取り組みとしまして、会議の効率

化のための取り組みを行っております。庁内会議、課内や係の打ち合

わせ、関係団体との協議、各種審議会等、業務を行う上でさまざまな

会議体に関連する事務がございますが、会議の開催のための事前準備

や進行等工夫することにより、会議に要する時間を短縮し、公務能率
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の向上を図っております。 

  この通知では、会議の必要性の確認や会議における事前の準備、会

議当日、会議後の事務処理などの留意事項を明記し、職員へ周知いた

しております。 

  取り組みの一例についてご紹介させていただきますと、９ページの

①のところになりますが、例えば、会議の目的が情報共有で議論を要

しない場合などは、資料の配付で代替ができないかなど、会議の必要

性について検討することなどを記載しております。 

  このほか事務効率化の取り組みとしましては、資料には添付を今回

しておりませんが、平成３０年度の人事異動から繁忙期が４月となる

所管については、ベテラン職員の異動により事務効率の低下を防ぐた

め、定期人事異動の時期を４月のほか７月に実施をいたしております。  

  このほか、同じく事務効率を図るため、今年度中に出退勤システム

の導入を予定しているほか、オフィス改革の取り組みを行っており、

執務室のレイアウトを見直すことにより打ち合わせスペースの創出や

部署を超えた連携の強化などによる生産性の向上を図っております。 

  続きまして、これらの取り組みの成果について、ご説明いたします。

恐れ入りますが資料の２ページにお戻りください。下段の３のところ

をご覧ください。 

  働き方改革の取り組みの成果でございますが、平成２９年度の時間

外勤務時間数は年間９万１，３０１．５時間、職員一人当たり１２９

時間となり、平成２６年度以降４年連続で減少いたしております。ま

た、年次有給休暇の取得率は１４．３日となっており、都内２６市の

平均１２．８日を１．５日上回り、取得日数の多さは２６市中４位と

なっております。 

  このように時間外勤務の減少や年次有給休暇の取得率が高いことな

どから、当市の働き方改革の取り組みは一定の効果を上げているもの

と認識をしております。しかしながら、時間外勤務が減少する一方で、

特定の所管や個人への時間外勤務の偏りが見られることや男性の育児

休業の取得率が低いことなどから、いまだ課題も多く残っている状況

であります。 

  今後も引き続き、先ほどご説明いたしました働き方改革の取り組み

を継続し、さらなる公務能率の向上に努めてまいりたいと考えており

ます。 
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  市職員の働き方改革の取り組みの説明は、以上であります。 

○渡部市長 市役所の働き方改革については、引き続きまして、行政経

営課のほうから若干説明させていただきます。 

  行政経営課長、お願いします。 

○深野行政経営課長 おはようございます。行政経営課の深野と申しま

す。本日につきましては、配付してございます資料２に基づきますが、

写真等を用いておりますので、前のほうのスライドをご覧いただきな

がらお聞きいただければと思っております。 

  タイトルとしては、働き方改革と公民連携ということで銘打ってご

ざいます。課題解決に向けたキーワード、働き方改革ということを出

させていただいております。趣旨としては、先ほど来から申し上げて

おりますとおり、生産性の向上ですとかワークライフバランスの確保

となりますけれども、これら全て何をもって課題と申し上げているか

といいますと、全てはやはり市民サービスの基礎となるものというこ

とで、これから先、少子高齢化等が進んだとしても、よりよい市民サ

ービスのレベルを目指していくためということで、時間であるとかス

ペースであるとか、限られたものを有効活用してより市民サービスの

充実といったようなところにつなげていくためには、やはりここを目

指さなければいけないということで、一番大きな目的に据えたもので

ございます。 

  ただ、ここに行くまでに漠然として、じゃあ何から手をつけるかと

いうところでは、ほかの改革を進めたものの何から取りかかるかとい

うことについては、少し議論の余地があります。そこで、下の公民連

携と書いてありますけれども、高度化・複雑化する課題として、行政

の力だけではなかなか難しいものがある。さらに民間事業者や市民団

体など、多様な主体とどうやってまちをつくっていくかということに

つきましては、これから先、もっといろいろな連携のスタイルがある

のではないかということで、昨年度、検討を進めていったところ、昨

年の９月、パーソルテンプスタッフと包括連携協定を締結いたしまし

た。ご存じの方もいらっしゃるかと思いますけれども、大手人材派遣、

アウトソーシング等の受け手としての会社でございまして、テレビや

都心の電車ですとかに広告も出されているところで、おおむねここの

１から８まで掲げておりますけれども、広く市民から市内部に至るま

で仕事と言われているようなものに着目いたしまして、広くはシティ
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プロモーションですとか、市の目指すところにお互いで寄与できるの

ではないかということで、連携を進めているものでございます。 

  本日、ご紹介申し上げるのは、ここで掲げている５と６です。資産

の有効活用に関することや事務効率の向上に関すること、市職員、内

部の業務効率化について資するのではないかということで、この点に

着目して連携を進めてまいりました。 

  その中で、大きくここで二つの軸でとありますけれども、下のほう

の職員の働き方改革ということで、今の二つのキーワードをとってご

ざいます。キーワードで申し上げますと、長時間勤務の縮減、職員の

生産性の向上、ワークプレイスづくりというようなものを主題に掲げ

て共同研究を進めてまいりました。この中で、パーソルテンプスタッ

フが、自分のところの事業を展開する前提として、５Ｓ活動というも

のを実施しているということです。５Ｓというのは、整理、整頓、清

掃、清潔、しつけ、これはアルファベットで書いた場合の頭文字を取

りまして５Ｓ活動と称しているものです。これにつきまして、効果は、

事務効率、能率の向上であるとか、安全性の確保、ミスの軽減、また

は快適な職場環境ということで、特に大手の、例えば車両ですとか電

機部品関係等を製造されている会社ではポピュラーな手法ということ

で、ひいては、リスク管理と業務改善の基礎となるものということで、

これを事務事業を実施されているパーソルテンプスタッフさんでも実

践しているということで、これが市の中で取り入れられないかという

ことで検討してまいりました。この中で具体的に着手しようといって

進めてまいりましたのは、オフィス改革のモデルの試行的な取り組み

になります。この包括連携協定の締結以後、庁内の会議体であります

経営会議で、できることからやってみようということで、クイックス

タート、スモールスタートということで、全庁的にイメージや取り組

む内容がわかりやすいように進めようということで、大きくは市役所

の本庁舎の３階、４階のところ、主には経営政策部、総務部というと

ころが入ってございますけれども、効果として、組織機能の強化、狭

隘対策、働き方改革の推進といった視点で効果が出せないかというこ

とで実施に至りました。 

  具体的な内容と申しましては右の四角にございますけれども、執務

室内の物理的な壁を撤去するということを実施してまいりました。具

体的には、従来は記者室、広報の担当で使われておりました記者室で
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す。あとは、休憩室のようなもので、順次引っ越しを繰り返してきて、

なかなか利活用が低かったものが、フロアの中に存在しておりまして、

壁を取り払うことでより大きなスペースができないかということで、

この②、物理的に仕切られていたものから大きな空間を創出しようと

いう取り組みをして、加えて、先ほど、パーソルテンプスタッフと話

し合って取り入れようといった書類等の整理なんかも進めて、さらに

皆さんが使いやすいような場所ができないかということを検討してま

いりました。 

  この中で、先ほど３点申し上げました働き方改革、狭隘対策、組織

機能の強化ということで、従来から職員の中では問題意識はしていた

ものの、なかなか取り組めなかったところにつきまして、部を超えて

対応していって、自分たちで何ができるかということを検討してまい

りました。 

  まず、具体的な１個目、先ほど壁を撤去するというものの前段とし

て取り組んだもので、こちら、写真が何十枚か張ってありますけれど

も、すべて廃棄というラベルを張ってあります。これは何かというと、

全てスチール製のロッカーでございます。中には三、四十年使ってい

るようなものもありまして、基本的には書類の保管等に使っておりま

すけれども、全て書類が皆さん、共有できているかとか、どれぐらい

保存してあるのが適切かといったようなことがなかなか検討ができな

いできたもので、こういったことを部局横断的に進めていく中で、思

い切って本当に書類を使っているのか、みんなで共有すべきものはど

れかといった選別をしながら、整理すべきものは捨てるということで

進めてまいりました。 

  あわせて、先ほど申し上げた壁の撤去ということで、左がビフォー、

右がアフターということで、行政経営課というところが、南のほうを

向かっているところですね、この赤いところが昔、壁がありまして、

ここに一面ロッカーが張り付いている状態でございました。書類がた

くさん入っているのがわかるかと思います。ここを右のほうを見てい

ただきますと、壁の跡ということで赤い点線が２本入っているかと思

いますけれども、ここ先ほど申し上げました広報担当が使用していた

記者室があったところで、この壁の二つは、構造的なものでなかった

ということで抜かせていただいて、下のほうの写真ではかなり遠くま

で見通せることになっているかと思います。こうした少し空間を広く
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することによって、続きまして、組織連携のためにどうしたらいいか、

職場の機能として、どういったものが必要かということで引っ越し風

景の最中の場面を切り取ったものですけれども、ここにどういう課が

入るべきなのか、どういうスペースだったらよりよいかといったよう

なことを、職員の中で検討して進めてまいりました。 

  その中で、効果といたしまして、このビフォアーの部分であります

けれども、なかなか整理がつかなかったものが捨てられた、あるいは

余計な調整の仕事をしていたということで、その中で、探す手間がか

かるですとか、保管しておく場所もただではないということで、こう

いったことについて意識的になり始めまして、結果的にはアフターで

申し上げておりますとおり、職場がすっきりしまして、それを整理し

ようとすると自分の頭も整理をし始めなければいけないといったこと

で、右のところで、整理後にできましたスペースで、例えば、関係あ

る所管の人を捕まえて、打合せをしてみたりとか、そういったような

ところで意思決定のスピードアップなんかも副次的に生まれてきたと

いうことで、これは完全に整理ということではありましたけれども、

働きやすい環境が職場の工夫でできた事例でございます。 

それから、そこからさらに派生して、こんなようなこともできまし

たということで、次にも掲載させていただいております。この辺のと

ころは先ほどの打合せも同様ですけれども、視察等を行った場合には

部間を越えて情報について共有をしていくということ。 

あと、それから、オフィス改革の直接的なことではございませんけ

れども、会議のスタイルも変化してまいりました。やはり、物や書類

を整理すると、紙を使わなくてもいいんではないかといったような意

識も生まれてまいりまして、ペーパーレス化できないかといったよう

なことをいろいろなところで検討してまいりまして、これ右側のちょ

っと暗いんですけれども、市長と教育長の写真を使っておりまして、

理事者協議中の写真ということで掲載してございます。従来では、各

所管課の資料等、紙で印刷してわかりやすいようにお手元に配付して、

その全員で共有するというスタイルでございましたけれども、このス

クリーンに映して、パソコンの中で見ていただきながら協議をすると。

下のところの試行的な取組みも徐々に生まれつつあるということで、

このような派生の仕方をされているものとなっております。 

今後も、先ほど申し上げました市民サービスのさらなる向上という
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ことへの、またさらに働きやすい職場で職員が生産性を高めるといっ

たことのために継続して進めてまいりたいと思っております。 

以上でございます。 

○渡部市長 ありがとうございました。以上が今、昨年ぐらいから市役

所が進めている働き方改革プラスオフィス改革ということであります。

あとは、やはりどうしても事務の生産性、効率性を高めていくについ

ては、ＩＣＴを使っていくということで、今、いろいろな自治体でも

ＡＩの導入が結構進みつつありますので、私どもの職場でもＡＩの導

入等の検討も進めているところであります。市役所の場合は、ご案内

のとおり、オフィスワークが中心の職場なので、これがすべて学校の

現場に当てはまるわけではもちろんありませんけれども、学校でも校

務と言われるような事務的な仕事が特に副校長先生等が担っている部

分があるので、そういったことには少し応用ができるのかなと、そん

なふうに思っているところでございます。引き続きまして、本日の本

題であります学校における働き方改革について、それでは、教育委員

会のほうから説明をお願いしたいと思います。 

○井上教育部次長 それでは、まずはじめに、学校における教職員の働

き方改革の経緯について、簡単に経緯について、ご説明させていた

だきます。 

  近年、知識・情報・技術をめぐる変化の速さが加速度的となり、情

報やグローバル化といった些細な変化が人間の予測を越えて進展する

ようになってきております。このような急激な社会の変化が進む中で、

子どもが変化を前向きに受け止め、豊かな創造性を備え、持続可能な

社会の創り手として予測不可能な未来社会を自立的に生き、社会の形

成に参画するための資質、能力を維持、育成することが求められてお

ります。そのため、学校では新学習指導要領等を確実に実施するほか、

生徒指導、部活動、保護者や地域との連携など、学校や教員に対する

多様な期待は、一方で長時間勤務という形で既にあらわれており、こ

のことは子どもたちの学びを支える教員の心身の健康に少なからず影

響を及ぼすとともに、日々の教育活動、質にもかかわる重大な問題と

なっております。 

このようなことから、文部科学省においては、学校における働き方

改革に関する緊急対策がまとめられ、学校における働き方改革を進め

ることとしており、東京都教育委員会においても本年、平成３０年２
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月に学校における働き方改革推進プランが策定されました。 

それでは、まず、東京都教育委員会が策定している働き方改革プラ

ンについて、簡単にご説明をさせていただきます。配付させていただ

きました参考資料１、２及び本日配付いたしました資料４を適宜ご覧

いただければと思います。まず、本プランの１ページをご覧いただき

たいと思います。学校における働き方改革の目的が示されております。

教員一人ひとりの心身の健康保持の実現と、誇りとやりがいをもって

職務に従事できる環境を整備することにより、学校教育の質の維持向

上を図るとあります。 

  次に、２ページでは、学校における働き方改革の目標が示されてお

ります。都が実施しました実態調査におきまして、週当たりの在校時

間が６０時間以上の教諭の割合として小学校で３７％、中学校では６

８％という結果となっており、目標としては週当たりの在校時間が６

０時間を超える教員をゼロにするとしております。なお、教員の勤務

時間は１日当たり休憩時間込みで８．５時間であり、週５日勤務を 1

週間当たりでは４２．５時間となっております。休憩時間を含む時間

でございます。ちなみに、本日、机上に配付させていただきました過

日、本市において市内の教職員の出退勤時間について実態調査を行っ

た結果でございますが、こちらでは週当たりの在校時間が６０時間以

上の教諭の割合としては小学校では３２％、中学校では５９％という

結果でございます。先に、東京都教育委員会が実施した調査結果とお

おむね同じような割合でございました。詳しい調査結果につきまして

は、資料４の５ページをご覧ください。 

続きまして、説明のほうは都のプランのほうに戻らさせていただき

ます。３ページをご覧ください。 

３ページでは取組みの方向性が示されており、１、在校時間の適切

な把握と意識改革の推進。２、教員業務の見直しと業務改善の推進。

３、学校を支える人員体制の確保。４、部活動の負担を軽減。５、ラ

イフワークバランスの実現に向けた環境整備、の５つの柱で進めてい

くことが示されております。 

続いて、６ページから１１ページまでは都立学校の取り組みが示さ

れており、１２ページ以降が小・中学校の取り組みとなっております。

その中では、１２ページにありますように、区市町村教育委員会にお

いて、計画の策定を促進していくとあり、当市、東村山市教育委員会
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においても学校における働き方改革推進プランの策定が求められてお

ります。また、具体的な取り組みについても区市町村への一定の支援

を掲げられており、基本的にはこれらに基づいて、当市においても策

定を進める必要があると考えております。このようなことから本日、

委員の皆様から忌憚のないご意見をいただきながら、今年度末までに

は東村山市における学校における働き方改革推進プランの策定を進め

てまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

私からは以上でございます。 

○渡部市長 一応、市役所、市長部局等で進めている働き方改革、それ

から、今、都教委等から示されている学校における働き方改革の内

容、そして、当市における実態調査を、今年の４月、６月にやられ

ているということでの報告ということでございます。本日は既に事

前にご意見を一定程度いただいておりますので、まずは各委員の皆

様から事前にご提出いただいているご意見に添って、補足説明をし

ていただきながら皆様で議論を深めていきたいというふうに考えて

おりますので、よろしくお願いします。 

大変恐縮ですが、私のほうから指名させていただきますので、資料

１としてとりまとめております事前提出いただいたご意見についてご

説明をお願いしたいと思います。 

それでは、大変恐縮ですが、小関委員からお願いいたします。 

○小関委員 ありがとうございます。まずは、こうした問題について焦

点化して話し合う場があるというのはすごくありがたいと思いますし、

また、ぜひ今、指導室長のお話ですが、今年度末までに市の推進プラ

ンを策定するということですので、できれば継続して話を進めていた

だくとありがたいなと思っています。 

 たくさん書いたのですけれども、基本的には文科省や都が言ってい

ることを、なぞったような形になってしまいました。ちょっとずれて

しまうかもしれませんが、もちろん教員の働き方改革は大事なのです

が、それによって教育効果が下がるというようなことがあってはいけ

ないというのが、まず大前提です。 

そして、もう一つは、今、市の職員の方の働き方改革についてお話

をいただきましたけれど、教師はやっぱり、一日中いい授業をしたい

と思っている仕事なのですね。そこは、ですから、タイムレコーダー
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で区切るとかというようなことがすごく難しいのではないか。管理を

するというのも都の方針に出ていますが、タイムレコーダーで、何時

間勤めた、帰りなさいというような、そういう仕事ではないなという

ふうにまずは思っています。 

そうした教師の創造的な仕事を大事にしながら、でも一方では、や

はり割り切り方も大事でということで書いたのが、そこに書いてある

幾つかでございます。 

定時退勤日、月２回以上。月２回というのが本当にできるかどうか

と思いますけれども、２回以上はやっていこうということで、勤務全

体を見直す計画を立てるということができるかと思いますし、次の長

期休暇期間、連続した学校閉庁日、これはほかの先生もお書きになっ

ていますが、できればまとまって、市として学校はというようなこと

ができるといいかなと思います。それから、部活動指導委員の配置、

かなり進んできていると思いますけれども、もっとそれを広げていき

たいということです。四つ目の勤務時間外の留守場電話ということで

すが、保護者は、いつでも学校は何でも対応するというふうに思って

いらっしゃるところがたくさんあるのではないかと思っています。そ

ういう点で、一定の時間、例えば夜７時から転送電話的なものにして、

緊急時にはもちろん対応するけれども、学校では直接的な対応をしな

いというような、そういう体制がとれないかということが５番目です。

６番目は、もう既にそうした方向で動いていますけれども、学校徴収

金に係る諸事務についてということです。ただ、余りにこれを広げる

と、今度は事務の人の仕事が増えるのかなとかというようなことで、

ちょっとそこは悩みのあるところです。 

それから、次の三つです。持ちコマ数、専科教員、それから事務作

業というところは、言ってしまえば人が必要になるところなのですね。

 教員は、まず休暇をとりにくいと思っています。一つは子どもに対

してですよね。人手不足になって、子どもたちが自習になったりとか、

そういうことになるといけないので、自分が立てた指導計画のとおり

したいと思うので、休暇をとりにくい。それから、ほかの先生方の負

担になる。そして、戻ってきたときに自分が休んだ分をとり戻すのが

大変というようなこともあって、本当に休暇をとりにくいのですね。 

今、資料として先生方の出退勤時間というのが出てきていますけど、

授業時間は何としても確保しようというのが教員の覚悟ではないかと



１７ 

思います。そういう点では、少しでも空き時間があるとか、もちコマ

数が減るとか、そして自分がやる仕事を誰かサポートする人がいると

かということが、かなり軽減につながるし、また、ゆとりをもって仕

事ができるのではないかというようなことで、そこに書きました。 

わざわざただし書きをしましたのは、仮に学校に事務作業をサポー

トするスタッフを配置していただいたとしても、一人だけだと６年生

優先になったりとか、低学年優先になったりとかということで、実際

その恩恵にあずかれる先生方とそうではない先生方になってしまうの

ではないか。そういう点で、低学年、高学年、中学年。少なくとも低

学年と高学年くらいに分けて、業務範囲が出てくるといいなというの

がそこに書いた内容です。 

それから、下から３番目ですが、管理職の意識化。教育勤務時間に

ついて、私も校長のときには、先生方、早く帰りなさいとか、お子さ

んが待っているよとかということは言ったのですけど、でも言っただ

けで実際にそれがなかなか形にならなかった。やはり、先生方の勤務

時間について管理職がもっと意識をもって、なるべく定時に帰らせる

というような、そういう意識をもつことも大事かな。同時に、教員の

メンタルヘルスについて考えていかないと、結局、持ち帰り仕事が増

えれば同じことではないかというふうに思っています。 

  下、二つ目ですが、応援体制。これは都でも言っていますけれども、

実際には勤務時間を意識した先生方の意識改革が大事だということで

す。それから、教育委員会からたくさんの資料の提出とか調査が来る

ということも聞いていますので、そうしたことを精選するということ

です。 

  それから、次のページですが、トラブル対応のためということです

が、これはもしかしたら希望という段階なのですけれども、さまざま

なトラブルがあるということに対して、先生方が非常に敏感ですし、

また、そのことについての萎縮というまでいかなくても、気持ちの持

ち方が違うので、学校問題を考えてくれる弁護士を教育委員会に一人

置いて、何かあったら簡単に動けますよというようなことがあるとい

いかなということです。 

  その次の二つについては都でも言っていますが、ちょっとお金のか

かる問題かなと思いつつ、そこに書かせていただきました。 

  統合型公務支援システムも入力することにすごく時間がかかったり
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するので、そのあたりの人の確保も大事かなと思っています。 

  四つ目です。在校時間を客観的に把握する。先ほど申し上げました

けれども、集計していくというようなこと、客観的に見るというよう

なこと、文科省でも言っていますし都でも言っていますけれども、逆

に時間について、早く帰りなさい。もうこれでおしまい。というよう

なことでの管理が強まって、先ほども申し上げました、持ち帰り残業

というようなことになると困るかなというようなことを考えています。  

 以上です。 

○渡部市長 ありがとうございます。教員、あるいは管理職としてのご

経験を踏まえて、さまざまな視点からご提言いただきましてありがと

うございます。 

  続きまして、佐々木委員のほうからお願いしたいと思います。 

○佐々木委員 私自身も、家族、身内も実は教員経験者がいないもので、

民間と比べたときにどうなのだろうなと、まず浮かんだのが、休暇が

やはりとりにくいだろうなということをすごく感じました。日ごろお

世話になっていながら、先生方がどうやって１日過ごされているとか、

お休みをされているとかということが本当に知らなさ過ぎて申しわけ

ないなという感じで、今回いろいろ考えさせていただいたのですけれ

ども、今、学校、一応、一学期・二学期・三学期の日程は決まってい

るのですけれども、実際は、夏休みの開始が７月２８日の学校があっ

たりとか、終業式が２０日に終わっていたりとか、さまざま違ってい

たりするのですね。夏休み明けの二学期も、開始が８月２９日から始

まっている学校もあれば、今回、９月１日、２日が土・日でしたので、

９月３日から始まる学校もあったりと、先生たちの休暇も様々なので、

保護者のところも、保護者もそれぞれなんでだろうなと思っている部

分もあったかと思うのですけれども、日ごろ休めない分を、夏休みに

学校、全体指導してちゃんと設定していただいて、まとまった休暇を

常に取得できるように配慮することが大事かなと思いました。 

  また、中学校においては、部活動のこともありますので、決められ

た日程においては、例えば練習をしないとか、試合にはなるべく参加

するかしないかを考慮していただけるといいかなと思いました。 

以上です。 

○渡部市長 ありがとうございます。確かに、保護者の方も実際、学校

の先生が１日どういうふうにお仕事したり、あるいはお休みの日もど
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んなふうに過ごされているのかというのは、実際にはよくわかってい

ないというのはあるかもしれませんね。ありがとうございます。貴重

なご意見でございました。 

  続きまして、櫻井委員、お願いします。 

○櫻井委員 私はこういう形でまとめるのはちょっと難しくて、１と２

という形で、両方重ねた形でコメントを書かせていただいたのですが、

例えば、小関委員だとか、佐々木委員とか、具体的な策とか、または

先ほど市役所から取り組みの内容を伺って、いろいろな策は考えられ

るかなと。これは、また後ほど意見として言わせていただきたいと思

いますけども。 

まず、働き方改革を学校に導入するに当たって、何が一番難しいの

だろうというふうに考えた場合に、教員は、さっき小関委員からも出

ましたけども、先生方は、何しろ子どもたち一人ひとりを大事にしよ

うとして取り組んでいるし、そこに、そういうことが当たり前のよう

な生活のスタイルをふだんやってきているという現実があるわけです

ね。そういう中で、でも、労働者として、また結果的には働き方が改

善されることによって、最終的には教育の質も高まるのだよという、

そういうサイクルをつくり直していこうという、今そういう課題にな

っているときに、何が一番大きな障壁かを考えたときに、私は、保護

者。今、全く同じ佐々木委員から出ましたけど、保護者の意識と地域

の意識を変えることが一番なのではないかなと自分は思っています。

いつも学校は開いている。何かあったらすぐ学校に連絡すればいいの

だという意識をどう変えられるかというのが、一番私は大きいのでは

ないかなと思います。 

  私が１時間、担任の先生に電話相談をすると、私はとても気持ちが

すっきりする。だけど、その先生の７時間４５分のうちの１時間をと

ってしまったのだという意識はもっていないわけですよ。ですから、

その１時間電話相談をしたことによって、有料にして１時間幾らです

みたいな感じではさすがに電話減るでしょうね。例えばそういうこと

なんですけれども。要するに、そういう意識というのをもっていかな

いと、教員側も、ああ、またこの時間になった。あのお母さんから電

話だと電話とる前にわかっていますよ。でも、とらないわけにいかな

いので、とって、結局１時間電話がかかると、その分どうするかとい

ったら、その分だけ残って仕事をしている。教員側の意識としては、
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子どものために、またはそれを支えている保護者のために、教員がで

きることをしていきたい。その思いで、そういうふうなサイクルにな

ってしまっているのですけども、やはり一番大きいポイントは、やっ

ぱり私は、繰り返しますけども、保護者と地域の意識を変えて、先生

方が休みやすくなる、または勤務時間で働けるような環境をつくって

いくということが一番まず大事なのではないかな。策は、例えば今回、

印刷の補助とかという学習の補助という形で入って、その成果がちょ

っとまだ出ていませんけども、多分、また国のほうも、１，０９０人

の働き方改革に関する教員の配置というようなこともやっていますの

で、多分、策はいろいろ出てくると思うのですけども、または先ほど

から幾つかの策は見つかってくるかなとは思うのですけども、策をや

ってもしようがないかなと私はちょっと思っていまして、やっぱり意

識改革が一番で、継続的なムーブメントになるような、いわゆる策を

投じたから変わるのではなくて、学校も、こういうふうに変化してい

きますよということが、ムーブメントのような感じで運動になってい

かないと、学校は変わっていかないのではないかなと、私は、まず前

提としてそこを感じました。 

  例えば、具体的にどうしたらいいのだろうと考えたときに、こうい

う現実を教員が解決するのではなくて、ＰＴＡが解決してくださいと

いう感じで投げかけたらどうかなと。つまり、ＰＴＡの会長さんたち

とか、いわゆる学校の関係者の方に集まっていただいて、こういう現

実なんだよということを知っていただいて、教員もスーパーマンでは

なくて、一人の父親であり一人の母親で、または一人の社会人として、

社会的に活動している、家庭的な活動しているということを、まず知

っていただいた上で、じゃあ、うちの学校にとってどうなのかとかと

いうような感じで考えていただく。 

私は策として一番いいのは、市役所と同様に、ノー残業デーを週に

１回設けるということをまず前提として、それを各学校で、曜日は各

学校の現状にあわせて決めてくださいという形で、ＰＴＡの方と学校

で一緒になって考えて、何曜日と決めて、その日は一切、５時以降は

お互い連絡はないみたいな感じの、すっきりとしたそういうことから

入っていって。そういうスタイルを通して、保護者の意識、または地

域の意識を変えていくという、私はそれが一番いいのではないかなと

いうふうに言っています。 
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役所でもそうですし、私がかかわって今もちょっといろいろ応援は

しています、埼玉市教育委員会なども水曜日がノー残業デーで、なか

なか定着しませんでしたけど、最近は大分、指導主事がみんなその時

間に帰るようになりましたが、校長先生方の連絡会はなくなりました

し、結構、お互いにいい関係を始めたかなという感じはしております。 

  仕事量が多いとか、先ほどお話もありましたけど、いろいろな問題

はやっぱりありますけど、学習指導要領が変わっても、やっぱり教え

る量が変わるわけではないわけですし、そういう限界は、そういうと

ころはいっぱいありますけども、まず、当面、一番最初にやることは

意識改革なのではないかなというように、自分は思い、こう考えまし

た。具体的には、幾つか書きましたけど、そこが一番大きいかなとい

うふうに思います。 

○渡部市長 ありがとうございます。市役所も実は働き方改革を進める

上で一番やはり難しいのは、やはり最終的には市民の皆さんのご理解

をどうやっていただくか。どうしても仕事柄、土・日、あるいは夜間

の会議というのが、極めて市役所も多いものですから、市民の方の

様々な活動、行事に私含めて参加をさせていただく、あるいは参加を

しなければならない。ただ、部署によっては年間５２、３週でしょう

かね。年間あるうちの３０週ぐらい土・日どちらかは出なければなら

ないというような職場もあったりして、なかなか市民の皆さんのご理

解をいただかないと、やはり市役所のようなところも働き方改革とい

うのは、なかなか進まないのかなということで、まさに櫻井委員がお

っしゃられたように、学校は本当に保護者、そして地域の皆さんのご

理解がないとやっぱりなかなか難しいなというのは、私もそれはよく

思うところでございますので、やはり市長部局と教育委員会、そして

各学校が連携をとって、市民の皆さん、保護者の皆さんに実情を知っ

ていただきながら、やはり少しずつ理解を広げていくということが大

事かなというふうに思ったところでございます。大変貴重なご意見あ

りがとうございました。 

  それでは、當摩委員さんお願いいたします。 

○當摩委員 三人の委員さんのお話に、本当に、もっともだ、もっとも

だとうなずかせていただきながら、このお話に入らせていただきます

が、私、基本的に一番大きいところで変わっていかなければいけない

のは、国ではないかという思いをとても強く持っております。と申し



２２ 

ますのは、私、上の娘が小学校３年から、日本の学校で言うと小学校

６年まで、アメリカの現地校で過ごしたという体験をもっておりまし

て、アメリカと日本の教育制度の比較等もできる立場に保護者として

おりました。 

ちょっとご紹介いたしますと、小学校３年生から彼女は現地校に放

り込まされたのですけどね。そこで、例えば３年生と４年生が半々ず

つ。なんでかわからないのです。そういう学級が同じ学年に。単体の

３年生とか、単体の４年生とかいうのもあるのですけど、非常に普通

の住宅地のごくアベレージな小学校なのですけども、そんなこともあ

りました。 

それと、これは多分アメリカのどこの学校でもそうだと思うのです

が、小学校の先生の場合、特に、ご自身がお部屋、その部屋変わらな

いのですね。ですから、休み時間になると、まず子どもたちはお外だ

とかへ行って、子どもたちが外に出されちゃうのです。先生方は、ブ

レイクタイムでご自身でコーヒーいれて飲んだりしている。そういう

憩いの時間を持っていらっしゃいますね。 

それともう一つ、成績評価でございますが、私が住んでいたところ

はロサンゼルスの郊外のトーランスという市なのですけども、city o 

f torrance school districtという、教育委員会ですね。そこから、

４タームなのです。４学期制なのですけど、その都度、そこから直接

成績表を送ってくるのです。ですから、どんなシステムで担任の先生

から教育委員会なるものに届いていたかはわからないですが、非常に

適切な、冊子はもちろん英語はしゃべれなかったわけですけれども、

それもそれの評価の仕方というのは、とてもアバウトというのは悪い

意味ではなくて、それぞれの子どもたちがどのようなプログレスをし

たかということに主体を置いて、もちろん教科でマスとかランゲージ

とかそうした形で良いとか全部出てくるのですけども、とても適切な

評価が来ました。 

それでもう一つ、櫻井委員おっしゃってくださいましたけれども、

保護者というものの存在というのが、学校とはそれほどの密接感はな

いのですね。例えば、保護者会というものは、実はほとんどご両親様

というか働いていらっしゃるから、夜とかです。それも、アメリカの

その当時の、３０数年前ですけども、それぞれ離婚なさって、それぞ

れ別々のご家庭をもっているということもあるんですけれども、何組
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ものカップルが、自分たちの共通の子どもだからということで、その

時、かつてご一緒だった方が子どもの両親として一緒にいらっしゃる

というグループも随分いらっしゃったのですね。それと、その時とて

も私も出席して印象に残っていることは、互いに忙しい時間だから、

担任の先生が。とてもこの会議を、先ほどの市の会議と同じで、とて

も短い時間で終われることに皆さんご協力くださいと言ったら、みん

な、ああそうだねと言って、非常に大人の対応というのでしょうか、

そういうことがとても当時私の印象に残りました。 

  それと、櫻井委員のお話なのですけれども、６月のある時期。半ば

ぐらいでバタっと一期終わります。９月の２週目ぐらいから、新学年

が始まるのですけど、いきなり初日から全く普通の授業です。それで

例えば、いろいろなことが、教育長、今、教育現場でもそうした行事

の話とかされていますけれども、その徹底ぶりは見事です。だから、

そのかわり、私これはどっちがいいのかわかりません。 

昨日、実は私が住まわっているところの近くで小学校の運動会が２

校行かせていただけたのでちょっと見てきたのですけれども、運動会

というものはありません。ございません。ただ、もちろん、運動会に

伴う練習なんかもないから、先生方のそういったところでのご負担は

ないのですよね。でも、昨日２校の運動会を拝見させていただいて、

やっぱり子どもたちにはこういうこと必要だよね。先生も大変かもし

れないけど、子どもたちはこういうところでの活動あるよねというこ

とを、私自身が再認識してきました。 

それともう一つ、休みの間、全く。ですから夏休みの間とかは、子

どもたちが学校とかかわることは一切ございません。むしろ学校は、

本当にロックアウト状態で、学校の中に立ち入ることもできないとい

うような状態になるわけです。１０年ちょっと前に、主人と一緒に旅

行したときには、東海岸の方だったのですけど、車でちょっと移動し

て、そこのところで、ある湖のところで、ちょっとじゃあここへ行っ

てみようかと行ったら、そこのいわゆるお土産ショップみたいなとこ

ろがあって、そこの方が、「日本からですか？」とか言って、私も

「はい、そうです。」とか言ったら、「実は私、小学校の先生なので

す。」と。「でも夏休みの間は、ここでいわゆるセカンドジョブして

いるのです。」と。そういう働き方もありなのだなというような形で

思いました。 
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だから、国の問題だと申し上げるのは、どっちがいいとかではない

のだけれども、本当に何かこれから働き方改革とか考えるのであった

ら、先ほど、１時間の相談というようなこともありましたけども、や

はりこの本市の中にもございましたように、そうしたところは、さま

ざまなソーシャライズされた方々による、ものを考える時代もきてい

るし、ただ、小関先生のおっしゃったことを私も共感しております。

相手が、育ってくる子どもたち、育てなければいけない子どもたちだ

という使命感を先生方の中でどのようにもっていただきながら、ただ

ご健康ということを考えると、やはりその辺のことも、どのように折

り合っていくかということなのではないかということで、私はこの働

き方改革に関しては思っております。 

それで、私はご自身の時間の管理の目安として、非常に今、あるい

は計測的なものを導入したほうがいいから、タイムレコーダー的なも

のをしてみて、ご自身の働き方を、ご自身でそれによって縛られるの

ではなくて、ご覧になって、いろいろ働き方を問いかけて、自問自答

してみる手段として用意してみるのもいいかなというような気持ちを

もっております。 

これまでも、これからさまざま国際社会の中で、日本がどのような

教育制度をもっていくかということの、今、大事な時期にきていると

いうことは、私の中でも認識されていることですので、気をつけてい

ろいろなことを見させていただきながら、何か少しでも地域の一人と

して、お役に立てるようなことを考えてみようと思っております。 

雑駁でございますが、以上でございます。 

○渡部市長 ありがとうございます。やはり、国の違いというのはかな

り大きいのだろうというふうに、私も先日、姉妹都市のインディペン

デンス市に行ったときに感じたところです。 

最後に教育長のほうからお願いしたいと思います。 

○森教育長 ありがとうございます。今、４人の委員の先生からお話を

いただきましたので、それぞれのご意見を十分参考にして、本年度の

終わりまでにということですので、計画を策定していただければと思

っております。 

  先ほど、小関委員のほうからいろいろお話をいただいたのですけど、

小関委員は多分、小学校の実態からご覧になったお話をしていただい

たと思うのですが、私は中学校の立場から、私自身がどうであったの
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かということをお話をさせていただきたいと思います。 

中学校というのは、やっぱり部活と教科指導と生活指導というあた

りが中心になってきてしまうのです。例えば部活でいいますと、若い

頃は、朝７時か７時半ぐらいには学校に行って、朝練というのをやり

ます。それがいいか悪いかは今は別として、それがありました。それ

が終わってから授業をやります。授業が終わってから、部活をやるの

ですが、私の場合、水泳部の顧問でしたので、直接命に係わるという

ことで、部活の場を離れることができなかったのです。例えばバスケ

ットボールだとかバレーボールですと、これをやっておきなさいとい

いながら、本当はいけないのですが、先生は職員室で、採点をちょっ

とやるとかいうこともできたのですけど、水泳は必ずついていなくち

ゃいけないので、初めから終わりまでついている。それが終わって子

どもたちを６時ぐらいに帰して、それから教材研究、それから学級だ

よりとか、そういったものを作りますので、早く終わっても８時か９

時ぐらいです。そろそろ帰ろうかなと思うと、近所でたばこを吸って

いる子がいるから来てくれという連絡で飛び出していって、帰ってく

ると１０時というようなことで、毎日それの繰り返しということだっ

たのです。ですから、その辺をどう工夫していくのかということなの

ですけど、私も若かったということもあって、やっている本人はやり

がいをもって、子どもたちのためにと思って一生懸命やっていました

し、楽しかったからいいのですけど、今それをやれというと、ちょっ

と待ってくださいという感じになってしまいます。その辺はちょっと

難しいのかなと思っています。 

  そういうことも含めて、先ほど小関委員からいろいろお話がありま

したが、一番いいのは、やっぱり教員のコマ数の削減。あるいは授業

時数の基準を減らしてもらうのが一番いいとは思います。ただ、それ

は、国のほうでやっていますので、文科省のほうに考えてもらわなく

ちゃいけないなと思っています。それから教員の事務作業をサポート

するということで、マネジメント強化事業、昨日も委員会で出ており

ましたけど、スクールサポートスタッフということで、教員のフォロ

ーをするということで、東京都は、かなりその辺のところ、予算を割

いて人材を確保したいと考えているようです。今、初歩的に進めては

いますけれども、段階的に多分増やしてくれるのではないかなと期待

しているところでございます。 
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このように、物理的には変わっていくとしても、やはり根本になっ

てくるのは、教員の意識と、それから先ほど櫻井委員がおっしゃって

くださっていましたけど、保護者の方の意識をどう変えていくかとい

うところがポイントになってくるだろうなと思います。いろいろ校長

先生方からお話を聞くと、各学校で校長先生方は、保護者会等を活用

して、その辺のお話はされているようですけども、佐々木委員がおっ

しゃったように、保護者自身が、あ、そうなんだと思って漠然と聞い

ていて、実態がなかなか把握しない中でのお話ということですから、

その辺をどう市民の皆さんに浸透させていくかというのは、広報活動

も含めて大事になってくるかなと思っているところでございます。そ

ういう点も含めて、計画策定に着手していただければというふうに願

っているところです。以上です。 

○渡部市長 ありがとうございました。先ほど小関委員からは、またこ

の問題についてはというお話がありました。本日、ちょっと、前振り

の説明の時間もいただいたものですから、余り委員さん同士での議論、

深める時間が確保できなかったもので、申しわけなく思っております

けれども、今いただいたご意見を踏まえて、最終的には人の手当だと

か、学校の公務のシステム化を進めていく場合は、当然国や東京都の

補助があるものもあれば、ないものもあるのですが、最終的には、市

教委というか市で予算組みをしなければならない問題になります。限

られた全体の予算の中で、先生方、各学校の働き方改革に向けての支

援をどこまで東村山市としてできるかというのは、最終的には全体の

予算の中で判断をさせていただかざるを得ない部分というのはありま

す。 

 昨日もある会派からは、一人当たりの児童・生徒の学校運営費が非

常に極めて低いと。学校現場の先生方から満足な授業ができないとい

う声が上がっているのをどう思うのかと言うことに対して、必ずしも

三多摩最下位ではないので、潤沢に予算を差し上げているわけではな

いですけれども、その中で先生方、創意工夫で頑張ってくださってい

ることに感謝していますということは申し上げたのですけれども。 

当然、子どもに直接かかわる部分の予算の問題もありますし、学校

施設も老朽化していますから施設の問題もありますし、それから先生

方の働き方改革に向けての支援体制をどういうふうに構築していくか

というのは、これも市政にとっては非常に重要な問題だというふうに
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受けとめています。それから、やはり先生、ご自身の意識の改革とと

もに、保護者や地域の皆さんのご理解とご協力をどうやって得ていく

かというのも、これはやっぱり非常に大切なことだと思います。 

この間、スポーツ行政が市長部局に移りましたが、各地域で行われ

ている町民運動会なんかも、会場校になっている先生方が相当出てく

ださって、朝から準備、それから、さすがに私が出た地域は、夜の懇

親会までは先生方いらっしゃっていなかったですけど、出ていた地域

もあるやに伺っていますので、朝の準備から夜のお付き合いまでとな

ると、本当に大変だと思います。それは多分、先生方の意識としては、

地域の皆さんに子どもたちが大変お世話になっているから、我々も協

力しなきゃという思いで、ご協力いただいたのだと思うので、そうい

う意味では、本当に現場の先生方の使命感で今やっていただいている

わけですけれども、それもやっぱりおのずから限界というか限度があ

って、地域もどこまで学校側に求めるべきなのか、先生方にお願いす

べきなのかということはやっぱりあるのかなというのはちょっと感じ

たところでもあるので、そこら辺はこれから十分議論を深めていかな

いと、短兵急にはなかなか進んでいかないのかなというふうには思っ

ております。 

 一応、きょういただいたご意見、教育委員会の事務局のほうで取り

まとめていただきながら、また予算要求するべきものはどういうもの

かということについては精査をぜひお願いをしたいなというふうに思

っております。 

 特に、この件で、まだ追加でご意見がなければ、そろそろ終了させ

ていただいて、２点ほどご報告させていただきたいと思いますがよろ

しいですか。 

○櫻井委員 時間がないことは重々わかっていますので、お願いなので

すが、事前にいただいた資料は読ませていただいて、その範囲で考え

てきましたけど、本日、市役所の取り組みについて詳しい説明をいた

だいて、そこは相当、学校に応用できるものがあるのではないかなと

いうように、自分はそういうヒントをいっぱい得ることができました。 

それも含めて、この問題は大きなことで、来年度予算ということを

考えると、時間的限界はあるでしょうけども、ぜひ、今日で終わりで

はなくて、ちょっと続けるような時間、策を自分なりにも幾つか考え

させていただきたいと思いますし、もちろん議論したほうがいいので
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はないかなと思いますので、継続していただくことを期待しておりま

す。 

○渡部市長 ありがとうございます。教育委員会の委員の先生方でご議

論いただいて、ぜひこれだけはというようなことがあれば、また次回

にでも言っていただければというふうには思っておりますのでよろし

くお願いしたいと思います。 

  それではすみません、ちょっと駆け足になってしまいましたが、２

点報告をお願いしたいと思います。まず最初に、東京２０２０オリン

ピック・パラリンピック担当主幹よりお願いいたします。 

○川崎東京２０２０オリンピック・パラリンピック担当主幹 東京２０

２０オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした取り組みに

つきまして、地域創生部オリンピック担当主幹より申し上げます。 

  お手元にお配りしました資料２ページになっておりますが、１枚目

が、事業の概要、それから報告会当日の様子でございます。２ページ

目が、当日にお配りいたしました資料の、当日は二つ折りにしたもの

でございますが、開いたものになりますのでご確認いただければと思

います。 

  去る９月１９日、東村山市・蘇州市スポーツ交流事業の報告会を、

中央公民館にて開催いたしました。当日は、会場がほぼ満席となるほ

ど、多くの方々がご来場いただいての開催となりました。 

報告会は、予定された選手が全ての役割を分担し、進行、報告を行

いました。選手自身が感じた報告では、「言葉は通じないけど、中国

の人たちをとても身近に感じた。」「交通ルールが違うことに驚い

た。」「世界の広さを感じた。」「いつか日本を代表する選手となっ

てオリンピックに出場できる選手になり、東村山市を盛り上げる選手

になりたい。」など、中国での四日間で感じたことをスライドを用い

て自身の言葉で伝えることで、報告ごとに驚きの声が聞こえ、来場者

の共感を呼び、２０名の体験が来場された方々皆様に広がったことを

実感できた会となりました。 

報告会の最後には、オランダのプロサッカーチームで活躍する本市

出身の小林祐希選手より、派遣選手、会場の皆さんにサプライズのメ

ッセージをいただきました。言葉の通じない人たちとのかかわりや、

いろいろな文化に触れることで、子どもたちがさらに成長していくと、

メッセージは、東村山から世界に羽ばたいた小林選手がまさに体験し
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ている言葉であり、選手達は目を輝かせて聞いている姿が印象的でし

た。 

今後も、友好交流都市である中国蘇州市との交流を継続しながら、

東京２０２０オリンピック・パラリンピックのホストタウンとして、

多文化共生社会の推進や大会に向けた気運醸成を図るとともに、様々

な交流の機会を作ってまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○渡部市長 ありがとうございます。次に、企画政策課長よりお願いい

たします。 

○笠原企画政策課長 それでは、企画政策課よりご報告させていただき

ます。   

本日配布させていただきました、資料番号はございませんが、東村

山市政策研究会の提言をご報告させていただきます。 

去る７月３日、渡部市長へ伊藤議長並びに市議会政策研究会のチー

ムメンバーの皆様より、「いじめで泣く子を出さないために」と題し

た提言書をいただきました。申しわけございません、内容につきまし

ては、時間の都合上、割愛させていただきますが、配布させていただ

きました資料の提言書を後ほどご覧いただければと思います。 

提言書では大きく２点のご提言をいただきましたが、いずれもいじ

め防止対策推進法や、当市の子どもたちの実態に則し、いじめ防止や

重大事態発生時における適切な対応に向け、ご提言をいただいたもの

でございます。 

今後できる限り、市長部局と教育委員会で連携しながら、このご提

言に沿った対応ができるよう検討してまいりたいと考えております。 

企画政策課からは以上です。 

○渡部市長 以上で報告事項を終わりますが、蘇州の関係、それから議

会からの提言について、何かご質問・ご意見ございますでしょうか。 

  議会からの提言というのは、これは初めて出たものでございます。

今回初めてのことなのですが、ご報告をさせていただいたところでご

ざいます。 

  特段、報告事項についてご意見・ご質問がなければ、大変申しわけ

ございません、会議のほうはそろそろ時間になりますので、これにて

終了させていただきたいと思います。 

  本日、学校における働き方改革ということで、各委員の皆様からは
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貴重なご意見をいただき、誠ににありがとうございました。またぜひ

継続してというお話がありましたので、次回時間がとれればまた少し

話を深めていければなというふうに思っておりますので、よろしくお

願いします。 

  それでは、以上をもちまして、平成３０年度第３回東村山市総合教

育会議を閉会といたします。 

 

午前１０時２０分 閉会 




