
平成２８年度 校務改善推進事業発表会 
 

「荒川区立峡田小学校における校務改善の推進について」 

平成２８年１１月４日（金） 
荒川区立峡田小学校 校長 瀬下 清 





【児童数】３７８名（平成２８年７月末現在）        
【学級数】 
 通常学級  ：１２学級 
 特別支援学級： ３学級  計１５学級 
【その他】 
 平成２８年度「東京都道徳教育推進拠点校」 
 平成２８年度「東京都校務改善推進指定校」 
 平成２８年度「東京都副校長負担軽減モデル校」 
 平成２８年度「荒川区教育研究指定校（特別の教科 道徳）」 

  



【管理職】 
  校長  １名 
  副校長 ２名 ※平成２８年度 東京都副校長負担軽減モデル事業 
 

【教員構成】男性９名、女性１３名 
  ・主幹教諭２名  ・主任教諭１１名 
  ・教諭  ８名  ・再任用  １名   
 

【平均年齢】３９歳 



トップダウンとボトムアップで校務改善 

凡事徹底と分かりやすさで校務改善 

校長のリーダーシップによる 

校務改善 

学校経営方針に直結で校務改善 



校務改善の提案 

【副校長】 【養護主幹教諭】 【主任教諭（委員長）】 【事務主任】 【用務主事】 

業務の効率化 役割分担の明確化・負担軽減 

教職員の資質向上 教職員の意欲向上 

校務改善推進委員会 

校長が目指す校務改善 

毎週（金曜日）3校時 ●学校経営方
針に直結 

●ボトムアップ 
●凡事徹底と
分かりやすさ 



平成２８年度  第１回校務改善推進委員会から 

役割分担の明確化・負担軽減 

業務の効率化 

教職員の資質向上 

教職員の意欲向上 

一人当たりの業務
内容を軽減・均等
化できないか 

会議の回数・時
間・人数を工夫
できないか 

更にOJTを充実
できないか 

教職員のカウン
セリング制度を
してはどうか 



ボトム
アップ 



第２回校務改善推進委員会（アンケートを活用） 

一人当たりの業務内容を軽減・均等化 

会議の回数・時間・人数を工夫 

OJTを充実 

教職員のカウンセリング制度 

●副校長、教務主任
の仕事内容の見直し 

●副主任の配置 

●デジタル職員室
の活用 
●B時程の運用 

●OJT研修の工夫 

●学期１回 
「ほっとタイム」の

設定 



役割分担の明確化・負担軽減 業務の効率化 

教職員の資質向上 教職員の意欲向上 

これまでの峡田小学校 校務改善実践事例 

週１回実施「校務改善推進委員会」 
ノー残業デーマスコット 

「はけた小ぴっつん」 



○整理 →不要なものを処分する 
○整頓 →必要なものを使いやすく置く 
○清掃 →学習環境を綺麗に掃除する 
○清潔 →「整理・整頓・清掃」習慣にする 
○躾    →学校全体のルール（文化）にする 

常に清潔な教室環境で信頼される学校づくり 

「作業効率のアップ」「服務事故の防止」 
「落ち着いた学習環境」「学力の向上」 

教職員の資質向上 校長による職員研修から 教職員の意欲向上 



 
 
○見た目・表情・しぐさ・視線 
→「視覚情報 ５５％」 
 
 
 

第一印象で決まる（ ９３％   ３～５秒） 
 
 
 
○声の質・話す速さ・声の大きさ・口調 
→「聴覚情報 ３８％」 
 
 
 

メラビアンの法則 

 
 
 
○言葉・話の内容  
→「言語情報  ７％」 
 
 
 

教職員の資質向上 校長による職員研修から 教職員の意欲向上 



【視覚 55％】 
○外見、服装に気を遣う ○笑顔を多く 
○姿勢を良くする ○相手の目を見て話す 
○体を相手の方を向けて話す 

第一印象から良くする 

【聴覚 38％】 
○挨拶の際に名前を呼ぶ ○自己紹介をする 
○相手の話をしっかり聞く 
○話すスピードをやや速める 

【言語 ７％】 
○相手に対してガードを下げる 
○相手の話を直接的に否定しない 
○相手が何を重視する人間なのかを見極める 

教職員の資質向上 教職員の意欲向上 校長による職員研修から 



きれいな黒板・丁寧な字 

先生の机上・周囲の整理整頓 
（整理整頓の見本は先生） 

授業に関係のない板書はしない 
（特別な配慮を要する児童にも意識を） 

電子黒板の周囲・定規などの整理 
（電子黒板は、朝から電源を入れる） 

業務の効率化 全教室統一・学習環境の徹底した整理整頓で作業効率アップ 



ワークスペースの整理 

水槽などの清潔な管理・整理 
 

全教室統一・学習環境の徹底した整理整頓で作業効率アップ 業務の効率化 



児童の作品等の掲示 
（学級児童数、四つ角止め、誤字脱字の指導） 

 

掲示物や鉛筆削り機など整理 
（児童が見やすい・使いやすい） 

窓側のロッカーの上整理整頓 

全教室統一・学習環境の徹底した整理整頓で作業効率アップ 業務の効率化 



本棚の整理整頓と配置の工夫 

机・椅子整理整頓 
（使用後の整理整頓の指導徹底） 

学習指導用具の整理整頓 

全教室統一・学習環境の徹底した整理整頓で作業効率アップ 業務の効率化 



置き傘、リサイクル箱、ゴミ箱の整頓 

清掃道具の整理整頓 
（整理の形は写真で提示） 

全学級統一・学習環境の徹底した整理整頓で作業効率アップ 業務の効率化 



２ヶ月に１回以上のノー残業デーの設定（自己設定） 

負担軽減 

ノー残業デーを設定することで、能率よく校務
に取り組む姿勢の向上を図る 

教職員の意欲向上 



業務の効率化 学期２回「机上整理整頓デー」の設定 

「机上整理整頓デー」の設定で、校務の
効率向上と個人情報管理の徹底を図る 

教職員の意欲向上 



業務の効率化 週案簿の電子化 



生活時程「Ａ時程」「Ｂ時程」の設定 

主要な校務分掌に、主任と副主任を配置 役割分担の明確化・負担軽減 

教務主任・教務副主任 
生活指導主任・生活指導副主任 

研究主任・研究副主任 

業務の効率化 教職員の資質向上 

余裕をもった会議や研修時間の設定 



教職員の資質向上 ＯＪＴ研修の充実・実施 教職員の意欲向上 

ＯＪＴ研修 
 

 回数：年間１３回の実施 
 講師：主幹２名  
     主任教諭１１名 



教職員の資質向上  ＯＪＴ研修・研修の充実・実施 教職員の意欲向上 

ＯＪＴ研修（音楽指導） 

ＯＪＴ研修（学級会活動） 

ＯＪＴ研修（生活指導） 

ＯＪＴ研修（集団行動指導） 



教職員の資質向上  ＯＪＴ研修・研修の充実・実施 教職員の意欲向上 

タブレットパソコン研修 

アレルギー対応研修 
感想文指導研修 

学校図書館活用研修 



校長室検定 
学年 教科 検定名 内容 期間  

5 

社会 
都道府県検定 
【読む、書く】 

・八方位 
・地方名 
・都道府県名 
・都道府県庁名 

６・７月 
（５月から練習） 

算数 
九九 

夏の駄目押し検定 
バラバラで即答 

夏休み 
水泳指導日 

4 

社会 
都道府県検定 
【読む】 

・八方位 
・地方名 
・都道府県名 

９月（７月から練習） 
  （夏休みの宿題） 

算数 
九九 

夏の駄目押し検定 
バラバラで即答 

夏休み 
水泳指導日 

3 算数 
九九 

夏の駄目押し検定 
バラバラで即答 

夏休み 
水泳指導日 

2 算数 九九検定 バラバラで即答 
１２・１月 
（１１月から練習） 

1 国語 詩の暗唱 
・リズミカルにハキハ
キ 
・入退室、検定作法 

３月 
（２月に練習） 

ひま
わり 

算数 九九検定 個別目標 随時 

役割分担の明確化  １～５年生全児童の校長室検定の実施 業務の効率化 



 校務改善の推進  「成果」と「課題」 



成果 

学校全体での校務改善へ取組が、学校経営方針に直結
し、学力の向上、学習規律の定着、教育環境の充実な
ど推進することができた。 



成果 

校務改善推進委員会が中心となり、組織的な機能を活
かした負担軽減、業務の効率化を図ることで、教職員
の校務改善への意識向上につながった。 



「成果」 

効率的な業務の取組により、研修の充実に向けた時間
確保ができた。このことにより教職員の資質と意欲の
向上につながり指導力の向上とすることができた。 



課題 

校長が目指す校務改善に向けたこれまでの取組
の定着と共に、校務改善委員会からの新たな改
善内容の提案（特に主事の立場からの内容） 

校務改善に向けた取組の中で、継続内容・廃止
内容・新構築内容（スクラップ・アンド・ビル
ド）の判断と意図的な計画の推進 



ご静聴ありがとうございました 


