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県教育委員会  学校現場における業務改善に係るアンケート調査結果（概要） 

調査対象：県内５３市町村教育委員会 

調査期間：平成２９年１０月～１１月 

（１）会議、調査、研修、研究指定校等の精選を行っていますか。「はい」「いいえ」

から選んでください。 

 「はい」：３１  「いいえ」：２２ 

（２）統合型校務支援システムを導入していますか。「はい」「いいえ」から選んでく

ださい。 

   「はい」：４３  「いいえ」：１０ 

（３）出退勤管理の電子化（タイムカードや PC ログ等による勤務時間の把握など）

を実施していますか。「はい」「いいえ」から選んでください。 

  「はい」：２（春日井市、犬山市）  「いいえ」：５１ 

（４）在校時間が長時間化している教員について、その理由を学校訪問時に把握して

いますか。「はい」「いいえ」から選んでください。 

  「はい」：３２  「いいえ」：２１ 

（参考）導入システム名（自由回答） ※（ ）内は導入市町村数 

〇 （株）ＥＤＵＣＯＭ 「Ｃ４ｔｈ」（１４） 

〇 スズキ教育ソフト 「スズキ校務」（４（東三河）） 

〇 ウィンバード株式会社 「ＷｉｎＢｉｒｄ」（２） 

〇 内田洋行 デジタル校務システム（２） 

〇 東日本システム建設（株） 「スクールオフィス」（１） 

〇 （株）エフワン 「らくらく校務支援」（１） 

〇 株式会社ネット「校務 Assist ＣＳ」（１） 

資料４ 

（参考）教育委員会が毎月在校時間の状況を確認している市町村教育委員会＞※自由回答欄より 

春日井市、江南市、岩倉市、扶桑町、阿久比町、美浜町 
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（５）勤務時間の割振変更簿を整備し、運用していますか。「はい（教育委員会で実

施）」「はい（各学校で実施）」「いいえ」から選んでください。 

「はい」（教育委員会で実施）：０、「はい」（各学校で実施）：３６、「いいえ」：１７ 

（６）管内の学校において、開錠・施錠時間を設定していますか。「はい（教育委員会

で実施）」「はい（各学校で実施）」「いいえ」から選んでください。 

「はい」（教育委員会で実施）：４（春日井市、岩倉市、大口町、新城市） 

「はい」（各学校で実施）：１１、「いいえ」：３８ 

（７）管内の学校において、電話機もしくは電話交換機の留守録機能を活用している

ところはありますか。「はい」「いいえ」から選んでください。 

「はい」：７（犬山市、江南市、岩倉市、扶桑町、刈谷市、高浜市、蒲郡市） 

「いいえ」：４６ 

（８）管内の学校において、夏季休業中の学校閉校日を設定していますか。「はい（教

育委員会で実施）」「はい（各学校で実施）」「いいえ」から選んでください。 

「はい」（教育委員会で実施）：９（犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市、長久手市、

大口町、扶桑町、あま市、田原市） 

「はい」（各学校で実施）：０ 

「いいえ」：４４ 

（参考）実施に向けた検討の意向のある市町村：１７（自由回答欄より） 
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文部科学省「教育委員会における学校現場の業務改善のための取組状況調査 

（平成 29 年度）」に関わる取組状況について（H29.3 時点調査） 

（１）「業務改善方針・計画等を策定している」と回答した市町村教育委員会 

   ５市町（豊橋市、春日井市、江南市、みよし市、武豊町） 

（２）「業務の精選にかかる具体的方針，目標を明確化した」を選択した取組内容につ

いて、「給食費の集金，支払，未納者への対応」と回答した市町村教育委員会 

１６市町（刈谷市、豊田市、田原市、蟹江町、春日井市、碧南市、江南市、 

稲沢市、知立市、清須市、北名古屋市、みよし市、大口町、扶桑町、

武豊町、幸田町） 

９市町（豊田市、蟹江町、江南市、稲沢市、東海市、知立市、北名古屋市、 

扶桑町、武豊町） 

（４）「達成度検証の仕組みを構築している」を選択した場合の取組内容について、

「学校現場へのアンケート調査（チェックリストを作成して達成度を記載）で検

証している」と回答した市町村教育委員会 

５市（半田市、春日井市、知立市、北名古屋市、みよし市） 

（５）「達成度検証の仕組みを構築している」を選択した場合の取組内容について、

「外部機関や有識者等による評価を行い検証している」と回答した市町村教育委

員会 

９市町（豊田市、半田市、碧南市、江南市、大府市、知立市、北名古屋市、 

みよし市、大口町 

（３）「業務の精選にかかる具体的方針，目標を明確化した」を選択した取組内容につ

いて、「学校徴収金に関する業務(未納者への対応）」と回答した市町村教育委員会

参考 



一宮市 はい はい
２の資料は特にありません。２については、
多くの市町で使っている株式会社EDUCOMの
C4thです。

いいえ いいえ

瀬戸市 いいえ はい
校務支援システム「エデュコムマネージャー
Ｃ４ｔｈ」導入

いいえ いいえ

春日井市 いいえ はい
当市が導入している統合型校務支援システム
は、エディコムマネージャーC4ｔｈです。

はい
フリーソフトを活用してきたため資料はありませ
ん。なお、次年度より(2)のC4ｔｈ上で管理でき
るようにエディコム社と検討中です。

いいえ
毎月「長時間労働による健康障害防止のための報告
書」を学校から提出させるようにしている。

犬山市 はい はい 株式会社EDUCOMのC4th はい はい
部活動・調査・生徒指導・進路指導・会計事務・教
材研究・保護者対応　などの理由により、多くの中
学校教員が該当する。

江南市 はい はい いいえ はい

学校から、毎月、在校時間の報告を受けるときに、
勤務時間外の労働時間が８０時間を超える教職員に
おいては理由を添えて報告するようにしてもらって
いる。

小牧市 はい
少しずつ努力している程度で具体的な資
料はありません。

はい いいえ いいえ

稲沢市 はい はい いいえ はい 教材研究、部活動、保護者対応

尾張旭市 はい はい 株式会社ネットの「校務Assist CS」 いいえ いいえ

岩倉市 はい
会議等の精選状況をまとめた資料はあり
ません。

はい
統合型校務支援システムは株式会社エドウェ
ルのC4thを使用しています。

いいえ はい

学校訪問において在校時間記録を確認し、月80時間
超の職員に対する指導を管理職に指示する。
毎月、市内各校の全職員の在校時間記録一覧表を教
育委員会で集約している。

豊明市 はい はい いいえ はい 部活動指導・教材準備

日進市 いいえ はい 株式会社EDUCOMのC4th いいえ いいえ

自治体名 （１）会議、調査、研修、研究指定校等の精選を
行っていますか。「はい」「いいえ」から選んでく
ださい。

（２）統合型校務支援システムを導入していますか。
「はい」「いいえ」から選んでください。

（３）出退勤管理の電子化（タイムカードやPCログ等によ
る勤務時間の把握など）を実施していますか。「はい」
「いいえ」から選んでください。

（４）在校時間が長時間化している教員について、その理由
を学校訪問時に把握していますか。「はい」「いいえ」から
選んでください。

県の多忙化解消プランで検討を呼びかけている主な取組に関する実施状況

尾
張
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自治体名 （１）会議、調査、研修、研究指定校等の精選を
行っていますか。「はい」「いいえ」から選んでく
ださい。

（２）統合型校務支援システムを導入していますか。
「はい」「いいえ」から選んでください。

（３）出退勤管理の電子化（タイムカードやPCログ等によ
る勤務時間の把握など）を実施していますか。「はい」
「いいえ」から選んでください。

（４）在校時間が長時間化している教員について、その理由
を学校訪問時に把握していますか。「はい」「いいえ」から
選んでください。

県の多忙化解消プランで検討を呼びかけている主な取組に関する実施状況

教
育
事
務
所
（

所
管
）

清須市 はい いいえ いいえ いいえ

北名古屋市 いいえ はい

統合型校務支援システムを導入しております
が、お送りできる資料がないため、導入業者
名をお知らせします。 　株式会社ＥＤＵＣＯ
ＭのＥＤＵＣＯＭマネージャーＣ４thとなり
ます。

いいえ いいえ

長久手市 いいえ はい 校務支援ソフト「エデュコム」 いいえ はい 校長に面談した理由を尋ねる。

東郷町 いいえ いいえ いいえ いいえ

豊山町 いいえ はい ＥＤＵＣＯＭマネージャーＣ４ｔｈを導入 いいえ いいえ

大口町 はい はい いいえ はい

校長が、毎月、全職員に在校時間の管理表の提出を
命じ、教委へも報告している。在校時間の管理表に
は、20時を越えて勤務する場合には、理由を記載す
るようにしている。

扶桑町 はい はい 株式会社EDUCOMのC4th いいえ はい
毎月、在校時間記録の提出を求めている。８０、１
００時間超えの教職員は、管理職より適切な指導が
行われるよう依頼している。

尾
張
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自治体名 （１）会議、調査、研修、研究指定校等の精選を
行っていますか。「はい」「いいえ」から選んでく
ださい。

（２）統合型校務支援システムを導入していますか。
「はい」「いいえ」から選んでください。

（３）出退勤管理の電子化（タイムカードやPCログ等によ
る勤務時間の把握など）を実施していますか。「はい」
「いいえ」から選んでください。

（４）在校時間が長時間化している教員について、その理由
を学校訪問時に把握していますか。「はい」「いいえ」から
選んでください。

県の多忙化解消プランで検討を呼びかけている主な取組に関する実施状況

教
育
事
務
所
（

所
管
）

津島市 はい
校長会等で口頭により指示し、各学校に
おいて会議の精選等に取り組んでいる。

はい
市校務支援システムＷｉｎＢｉｒｄを導入し
ている。

いいえ いいえ

愛西市 はい

資料はありませんが、外国語の新たな研
修をすべきところを、今まで取り組んで
きたイングリッシュキャンプと合わせて
取り組み、教員の負担を減らした。

はい
資料はありませんが、市で統一した校務支援
システムを活用している。

いいえ はい
学校長から現状を聞き取り、多忙化解消に向けた取
り組みを進めるよう助言している。

弥富市 はい はい いいえ いいえ

あま市 はい

概要がわかる文書は特にございません。
各校、会議の数を減らしたり、会議の時
間を短縮するために資料の事前配布を徹
底しています。

はい 内田洋行のデジタル校務システムです。 いいえ はい 部活動、教材研究、生徒指導

大治町 いいえ はい いいえ はい 面談を実施している

蟹江町 いいえ はい
WinBirdを導入しています。www.winbird-
gp.co.jp

いいえ いいえ

飛島村 はい
校長会議の際に口頭で伝え、現在、学校
で取り組んでいる。

はい EDUCOMを導入。 いいえ
個人管理はしていないが、ALSOKのセキュリテイ
システムで解錠施錠の記録がわかるようにしてい
る。

はい

学校訪問時ではなく、定期的に管理職に問い合わせ
確認。小規模校であるので、一人が持つ校務分掌の
数が多く、その事務に係る時間が長い。学校に長時
間いる生活のリズムが変えられない。

海
部
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自治体名 （１）会議、調査、研修、研究指定校等の精選を
行っていますか。「はい」「いいえ」から選んでく
ださい。

（２）統合型校務支援システムを導入していますか。
「はい」「いいえ」から選んでください。

（３）出退勤管理の電子化（タイムカードやPCログ等によ
る勤務時間の把握など）を実施していますか。「はい」
「いいえ」から選んでください。

（４）在校時間が長時間化している教員について、その理由
を学校訪問時に把握していますか。「はい」「いいえ」から
選んでください。

県の多忙化解消プランで検討を呼びかけている主な取組に関する実施状況

教
育
事
務
所
（

所
管
）

半田市 はい いいえ いいえ いいえ

常滑市 いいえ はい いいえ はい 管理職に聞き取りを行っている。

東海市 いいえ はい
システムについて仕様書はありますが、概要
をまとめたものがなく、現状でご提示できる
資料がありません。

いいえ いいえ

大府市 はい はい
統合型校務支援ソフトにつきましては、エ
デュコム社のＣ４ｔｈを活用しておりますの
で、特に資料はございません。

いいえ いいえ

知多市 いいえ いいえ いいえ はい
出退勤名簿の点検や校長、教頭から長時間勤務をし
ている教員の勤務状況をヒヤリングし、是正につい
て指導助言をしている。

阿久比町 はい はい いいえ はい
毎月提出してもらっている８０時間超えの教員につ
いては、校長会議、教頭会議等で確認し、改善を図
るよう依頼している。

東浦町 いいえ はい いいえ いいえ

南知多町 はい
会議をへらすように努力しています。し
かし具体物や文書等はありません。

いいえ いいえ はい
学校訪問において表簿指導時に出校退校時刻記録簿
を必ず見せてもらうようにしている。

美浜町 いいえ はい
＜校務支援ソフト＞ らくらく校務支援／美浜
町版　（株）エフワン

いいえ はい
毎月提出される在校時間調査を基に、学校訪問時に
は８０時間を超える教員について、管理職に対して
様子を聞いている。

武豊町 いいえ はい 校務支援システム「C4th」 いいえ いいえ

知
多
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自治体名 （１）会議、調査、研修、研究指定校等の精選を
行っていますか。「はい」「いいえ」から選んでく
ださい。

（２）統合型校務支援システムを導入していますか。
「はい」「いいえ」から選んでください。

（３）出退勤管理の電子化（タイムカードやPCログ等によ
る勤務時間の把握など）を実施していますか。「はい」
「いいえ」から選んでください。

（４）在校時間が長時間化している教員について、その理由
を学校訪問時に把握していますか。「はい」「いいえ」から
選んでください。

県の多忙化解消プランで検討を呼びかけている主な取組に関する実施状況

教
育
事
務
所
（

所
管
）

岡崎市 はい はい いいえ はい

主事訪問時に行う校長との面談の際に、①８０時間超１００
時間以下②１００時間超のそれぞれに該当する教職員名を聞
くと同時に、理由を聞いている。また、それぞれの教職員に
産業医等の面接指導を勧め、健康に配慮した職場環境づくり
をするよう指導している。

碧南市 いいえ はい いいえ はい
学校訪問書帳簿点検で在校時間が長時間化している
職員を把握している。

刈谷市 はい
各校で会議の回数削減・合同実施等の取
組を行っています。

はい
東日本システム建設（株）のスクールオフィ
スを利用しています。

いいえ はい
学校訪問時にかかわらず、毎月の在校時間の状況を
校長を通して把握している。

豊田市 はい はい いいえ はい
学校訪問で課長、主幹等が校長に聞き取りを行って
いる。

安城市 いいえ いいえ いいえ はい
在校時間記録簿より長時間在校職員を把握し、該当
職員の勤務の様子を学校訪問時に管理職に確認をし
ている。

西尾市 はい はい 株式会社EDUCOMのC4th いいえ はい 校長から該当教員の様子を聞いている。

知立市 はい
会議等の精選はしておりますが、資料は
ありません。

いいえ いいえ いいえ

高浜市 はい はい いいえ はい

80時間、100時間を越える教職員の現状を把握し、校
長・教頭等から勤務実態について聞き取りを実施し
ている。主に部活動、校務分掌に係る業務、学級事
務等が主な理由をしめる。

みよし市 はい はい いいえ はい
各学校で取り組んでいる在校時間記録を基に、教育
委員会が校長と面談し、理由の把握及び指導に努め
ている。

幸田町 はい

資料なし　来年度の夏休み中の集合研修
(小学校外国語活動の授業力アップ）を各
校で都合のよい時期に、各校の実態に
あった研修にする予定でいる。

はい
資料なし　内田洋行の校務支援システムを平
成２６年度から導入している。

いいえ はい
校長と面談する中で様子を聞き取り、健康で勤務で
きるように、働き方を指導してもらうようにしてい
る。

西
三
河
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自治体名 （１）会議、調査、研修、研究指定校等の精選を
行っていますか。「はい」「いいえ」から選んでく
ださい。

（２）統合型校務支援システムを導入していますか。
「はい」「いいえ」から選んでください。

（３）出退勤管理の電子化（タイムカードやPCログ等によ
る勤務時間の把握など）を実施していますか。「はい」
「いいえ」から選んでください。

（４）在校時間が長時間化している教員について、その理由
を学校訪問時に把握していますか。「はい」「いいえ」から
選んでください。

県の多忙化解消プランで検討を呼びかけている主な取組に関する実施状況

教
育
事
務
所
（

所
管
）

豊橋市 はい はい スズキ教育ソフトのスズキ校務 いいえ はい
成績処理、行事の準備、調査・報告書の作成、保護
者への対応、部活動指導

豊川市 いいえ はい
浜松市に本社があるスズキ教育ソフトのスズ
キ校務を東三河４市で導入しました。

いいえ はい
学校訪問時の校長・教頭面談の中で、教員の勤務状
況の説明を受けている。

蒲郡市 はい はい スズキ教育ソフトのスズキ校務 いいえ いいえ

田原市 はい

会議や調査、研修を計画する際に、本当
に必要か等を検討し、ねらいを明確にし
て実施している。（他に概要がわかる資
料は特にありません。）

はい スズキ教育ソフトのスズキ校務 いいえ はい
毎月の在校時間記録や管理職との面談の記録を閲覧
し、理由の聞き取りを行っている。

新城市 いいえ はい いいえ はい
校務支援システムに記録した在校時間を元に、管理
職と面談している。

設楽町 いいえ いいえ いいえ はい
帳簿検査実施時に、退校時間が遅くなった理由を聞
き取りしている。

東栄町 いいえ いいえ いいえ いいえ

豊根村 いいえ いいえ いいえ はい
教材研究、部活等の理由のほか、県へき地教育研究
大会の発表のために在校時間が長期化した職員がい
た。内、一人は教務主任と担任を兼務している。

東
三
河

新
城
設
楽
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一宮市

瀬戸市

春日井市

犬山市

江南市

小牧市

稲沢市

尾張旭市

岩倉市

豊明市

日進市

自治体名

尾
張

教
育
事
務
所
（
所
管
）

（９）夏季休業中の学校閉校日について、意見があ
りましたら右の欄に記入してください。

はい（各学校で実
施）

宿泊を伴う場合のみ使用 いいえ いいえ いいえ

いいえ いいえ いいえ いいえ

はい（各学校で実
施）

職務命令により割振変更が必要になった場
合は、全職員にその内容を周知するととも
に任意の形式によりその記録を紙媒体で保
存するようにしている。

はい（教育
委員会で実
施）

午前６時から午後１０時まで
と学校及びセコムと確認して
いる。

いいえ いいえ 前向きに検討したいと考えている。

はい（各学校で実
施）

校長が勤務の割振変更簿を手持ち資料とし
て作成し、適切に運用している。

はい（各学
校で実施）

校長会・教育員会連名で策定し
た、「教員の多忙化解消に向けて
の対策及び働き方改革をめざした
新たな提言」に規定している。早
くとも７時前に開錠しない。遅く
とも２１時までには施錠する。

はい

休日・夜間（１９：００以降）・学
校閉校日（８／１０～１５）は留守
番電話対応。録音中に相手の声が聞
こえる設定にし、緊急時は受話器を
取ることができる。保護者へは、留
守電になると、不在時に聞けなかっ
たことも聞けるようになると説明し
ている。

はい（教
育委員会
で実施）

問題なく実施できた。準備は４月からであったが、
十分コンセンサスがとれた。問題は、給料日に向け
ての事務員の業務である。不在を認めてほしい。

はい（各学校で実
施）

修学旅行や野外学習（自然教室）、授業公
開などにおいて割振変更簿を活用してい
る。

はい（各学
校で実施）

学校の開錠時間は７時、施錠
時間は午後８時となるように
努めるようにお願いしており
ます。

はい
平日は最終施錠の折に留守電に
切り替え、休日は終日留守電に
している学校がある。

はい（教
育委員会
で実施）

はい（各学校で実
施）

泊を伴う行事について整備・運用してい
る。

いいえ いいえ いいえ

はい（各学校で実
施）

宿泊を伴う学校行事を記入している。 いいえ いいえ
はい（教
育委員会
で実施）

なし

いいえ いいえ いいえ いいえ 来年度からの実施に向けて検討している

はい（各学校で実
施）

校長が管理し、職員に対して割り振り変更
の指示をしている。

はい（教育
委員会で実
施）

小学校、中学校それぞれの実
情に応じて開錠・施錠の時刻
を努力目標として設定し、校
務の効率化を促している。

はい

平日夜間および土日休日の留守
電対応を可能にしている。緊急
時は市役所学校教育課が連絡先
としている。

はい（教
育委員会
で実施）

特になし

はい（各学校で実
施）

宿泊行事のみ運用 いいえ いいえ いいえ

はい（各学校で実
施）

宿泊を伴う行事（野外活動、修学旅行）で
は、事前に計画を立てて運用している。

いいえ いいえ いいえ

（５）勤務時間の割振変更簿を整備し、運用していますか。
「はい（教育委員会で実施）」「はい（各学校で実施）」「い
いえ」から選んでください。

（６）管内の学校において、開錠・施錠
時間を設定していますか。「はい（教育
委員会で実施）」「はい（各学校で実
施）」「いいえ」から選んでください。

（７）管内の学校において、電話機もし
くは電話交換機の留守録機能を活用して
いるところはありますか。「はい」「い
いえ」から選んでください。

（８）管内の学校において、
夏季休業中の学校閉校日を設
定していますか。「はい（教
育委員会で実施）」「はい
（各学校で実施）」「いい
え」から選んでください。

県の多忙化解消プランで検討を呼びかけている主な取組に関する実施状況
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自治体名

教
育
事
務
所
（

所
管
）

清須市

北名古屋市

長久手市

東郷町

豊山町

大口町

扶桑町

尾
張

（９）夏季休業中の学校閉校日について、意見があ
りましたら右の欄に記入してください。

（５）勤務時間の割振変更簿を整備し、運用していますか。
「はい（教育委員会で実施）」「はい（各学校で実施）」「い
いえ」から選んでください。

（６）管内の学校において、開錠・施錠
時間を設定していますか。「はい（教育
委員会で実施）」「はい（各学校で実
施）」「いいえ」から選んでください。

（７）管内の学校において、電話機もし
くは電話交換機の留守録機能を活用して
いるところはありますか。「はい」「い
いえ」から選んでください。

（８）管内の学校において、
夏季休業中の学校閉校日を設
定していますか。「はい（教
育委員会で実施）」「はい
（各学校で実施）」「いい
え」から選んでください。

県の多忙化解消プランで検討を呼びかけている主な取組に関する実施状況

いいえ いいえ いいえ いいえ

いいえ いいえ いいえ いいえ

いいえ いいえ いいえ
はい（教
育委員会
で実施）

全市内で３０年度は実施したい。

はい（各学校で実
施）

泊を伴う行事について、整備運用してい
る。

いいえ いいえ いいえ

いいえ いいえ いいえ いいえ
総合教育会議でも話題となった。緊急の場合の対応
について検討する必要がある。

はい（各学校で実
施）

個人ごとに割振変更簿を作成して、運用し
ている。

はい（教育
委員会で実
施）

解錠７時３０分、施錠２０時 いいえ
はい（教
育委員会
で実施）

はい（各学校で実
施）

割振り変更簿を利用し、泊を伴う行事の勤
務時間の割り振りを行っている。日常の割
振りは、口頭で行っている。

はい（各学
校で実施）

現在、「扶桑町教職員多忙化
解消に向けての方針」（平成
29年9月）に基づいて、検討
している。

はい

緊急時は、扶桑町役場（宿直）
→学校教育課長→指導主事→管
理職（校長・教頭）の緊急連絡
体制が整っている。（保護者に
周知）

はい（教
育委員会
で実施）

教職員は、この期間に休暇をまとめ取りしている。
トラブルは生じていない。
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自治体名

教
育
事
務
所
（

所
管
）

津島市

愛西市

弥富市

あま市

大治町

蟹江町

飛島村

海
部

（９）夏季休業中の学校閉校日について、意見があ
りましたら右の欄に記入してください。

（５）勤務時間の割振変更簿を整備し、運用していますか。
「はい（教育委員会で実施）」「はい（各学校で実施）」「い
いえ」から選んでください。

（６）管内の学校において、開錠・施錠
時間を設定していますか。「はい（教育
委員会で実施）」「はい（各学校で実
施）」「いいえ」から選んでください。

（７）管内の学校において、電話機もし
くは電話交換機の留守録機能を活用して
いるところはありますか。「はい」「い
いえ」から選んでください。

（８）管内の学校において、
夏季休業中の学校閉校日を設
定していますか。「はい（教
育委員会で実施）」「はい
（各学校で実施）」「いい
え」から選んでください。

県の多忙化解消プランで検討を呼びかけている主な取組に関する実施状況

いいえ いいえ いいえ いいえ 現在検討している。

はい（各学校で実
施）

各学校での対応となっている。愛西市内で
は１８校中４校が実施している。

いいえ いいえ いいえ
近隣の市町村で行っているところもあるので、実施
に向けて検討を始めている。

はい（各学校で実
施）

いいえ いいえ いいえ ３０年度から実施予定

はい（各学校で実
施）

泊を伴う割振り変更がある いいえ いいえ
はい（教
育委員会
で実施）

今年度から始めたが、地域・保護者の周知もきちん
といたので問題なし

いいえ いいえ いいえ いいえ

はい（各学校で実
施）

　各校にて整備し、割り振りは教育委員会
から委任された校長が行う。

はい（各学
校で実施）

　部活動等、児童生徒の活動
実態に合わせて学校が設定し
ている。

いいえ いいえ

はい（各学校で実
施）

泊を伴う学校行事、休日の学校行事につい
ては、割り振り変更簿を活用している。

いいえ いいえ いいえ
現在、自由に休暇を取れるので、全員一緒の日に決
められるのは嫌であるという意見が多かった。
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自治体名

教
育
事
務
所
（

所
管
）

半田市

常滑市

東海市

大府市

知多市

阿久比町

東浦町

南知多町

美浜町

武豊町

知
多

（９）夏季休業中の学校閉校日について、意見があ
りましたら右の欄に記入してください。

（５）勤務時間の割振変更簿を整備し、運用していますか。
「はい（教育委員会で実施）」「はい（各学校で実施）」「い
いえ」から選んでください。

（６）管内の学校において、開錠・施錠
時間を設定していますか。「はい（教育
委員会で実施）」「はい（各学校で実
施）」「いいえ」から選んでください。

（７）管内の学校において、電話機もし
くは電話交換機の留守録機能を活用して
いるところはありますか。「はい」「い
いえ」から選んでください。

（８）管内の学校において、
夏季休業中の学校閉校日を設
定していますか。「はい（教
育委員会で実施）」「はい
（各学校で実施）」「いい
え」から選んでください。

県の多忙化解消プランで検討を呼びかけている主な取組に関する実施状況

はい（各学校で実
施）

校長が命じたい勤務に対して、勤務時間の
割振り変更簿活用して、勤務時間の割振り
変更を行っている。

いいえ いいえ いいえ
年休等で対応することになり、在校時間の縮減に直
接影響があるとは考えにくい。

はい（各学校で実
施）

各学校で整備と運用を行っている。
はい（各学
校で実施）

各学校の事情に合わせて設定
している。

いいえ いいえ

はい（各学校で実
施）

割振変更簿については、市で所定の様式を
作成していない。様式については、管理職
が一括して記入するもの、各自が記入する
ものがあり、学校によって違う状況であ
る。

いいえ いいえ いいえ

学校閉校日の設定がそのまま業務改善になるわけで
はないので、学校閉校日をきっかけとして業務改
善、働き方を考えていけるとよい。本市も次年度実
施の方向で検討している。

はい（各学校で実
施）

学校行事等において学校長が割振変更を
行っている

いいえ いいえ いいえ

はい（各学校で実
施）

割り振り変更簿を作成し、管理職が確実に
処理するよう各職員に指導している。

はい（各学
校で実施）

各学校で始業時間が違うが、
本市では用務員が7時30分を
めどに開錠するようにしてい
る。

いいえ いいえ
来年度から学校閉校日を設けることを現在検討して
いる。

はい（各学校で実
施）

管内の全ての小中学校において、割振変更
簿を整備し運用している。

いいえ いいえ いいえ

はい（各学校で実
施）

各校の教頭が割振簿を作成し，該当職員に
確認を取りながら記録している。

いいえ いいえ いいえ

夏季休業中の学校閉校日に指定されるであろう期間は，もと
もと会議・行事をもたない期間なので，日直以外のほとんど
の職員が出勤していない。学校閉校日を設定すると，日直に
当たる数少ない職員の負担感は削減される。また，エアコン
等で使う電気の節約にはなる。

はい（各学校で実
施）

各学校で必ず整備運用して、会議等が時間
外になった場合は記入して後日割り振りの
変更分を取得するように指導している。

いいえ いいえ いいえ 特になし

はい（各学校で実
施）

各校の書式により、運用されている。 いいえ いいえ いいえ

はい（各学校で実
施）

個票を作成し超過・割振りの理由、日時を
管理職が記入している

いいえ いいえ いいえ 次年度から導入できるか検討をしている
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自治体名

教
育
事
務
所
（

所
管
）

岡崎市

碧南市

刈谷市

豊田市

安城市

西尾市

知立市

高浜市

みよし市

幸田町

西
三
河

（９）夏季休業中の学校閉校日について、意見があ
りましたら右の欄に記入してください。

（５）勤務時間の割振変更簿を整備し、運用していますか。
「はい（教育委員会で実施）」「はい（各学校で実施）」「い
いえ」から選んでください。

（６）管内の学校において、開錠・施錠
時間を設定していますか。「はい（教育
委員会で実施）」「はい（各学校で実
施）」「いいえ」から選んでください。

（７）管内の学校において、電話機もし
くは電話交換機の留守録機能を活用して
いるところはありますか。「はい」「い
いえ」から選んでください。

（８）管内の学校において、
夏季休業中の学校閉校日を設
定していますか。「はい（教
育委員会で実施）」「はい
（各学校で実施）」「いい
え」から選んでください。

県の多忙化解消プランで検討を呼びかけている主な取組に関する実施状況

いいえ
はい（各学
校で実施）

ノー残業デーや定時退校日な
どを各校の実情に合わせて設
定する中で、退校・施錠時間
の目安を設定している。

いいえ いいえ
他の市町村の動向を注視しながら、実施の際の課題
などを十分に検討したうえで実施するかどうかにつ
いて考えていきたい。

はい（各学校で実
施）

事務職員の校務運営の参加で事務職員が割
振変更簿の整備をしている。

いいえ いいえ いいえ

いいえ
はい（各学
校で実施）

各校の管理当番日誌に明記し
ている。

はい
一部の学校で週休日に実施して
いる。週休日のため、緊急連絡
については対応していない。

いいえ 今後、実施していきたいと考えている。

はい（各学校で実
施）

泊を伴う行事の場合のみ、校長会で見本と
なる様式例を示し、各校で活用している。
日常の勤務時間の割り振り変更は実施して
いない。

いいえ いいえ いいえ

はい（各学校で実
施）

　市としての統一された様式はないが、各
校で割振変更簿を作成し、運用している。

いいえ いいえ いいえ

いいえ いいえ いいえ いいえ

いいえ いいえ いいえ いいえ

いいえ いいえ はい

週休日、休日や、時間外は一定の時
間を決めて留守録に切り替える。留
守録に記録される情報は、在校者が
いる場合、必要に応じて対応する。
週休日、休日は、在校者がいなくて
も管理職が外部から定期的に留守録
の確認をする。これまで、留守録に
よる相談等で対応した事例はない。

いいえ
現在、お盆時期も管理当番を配置しているが、同時
期に学校閉校日を設定するための検討に入る予定で
ある。

はい（各学校で実
施）

宿泊を伴う行事において、各学校で校長の
命令の下で割り振り変更簿を整備し、教員
の適正な勤務に取り組んでいる。

はい（各学
校で実施）

各学校では、定期的にノー残
業デーを設定し、教職員の退
校時刻を設定している。

いいえ いいえ

・地域で、すでに「会議をもたない期間」を１０日間程度設
定しているため、実質的に学校の業務全般は止まっており、
学校閉校日を別に設定する効果が薄い。学校閉校日を設定し
ても、植物や動物の世話は必要であり、完全閉校が難しい。
・子どもに関する問題が生じた場合には、学校に連絡すると
いう意識が保護者・地域に浸透しているため、学校閉校日を
設定するには、周知徹底を図る必要がある。
・閉校期間中に学校施設に異変が生じた場合、発見や対応が
迅速に行えない可能性が生じる。

はい（各学校で実
施）

校長に任せている。 いいえ いいえ いいえ 学校閉校日を作るよう考えている。
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自治体名

教
育
事
務
所
（

所
管
）

豊橋市

豊川市

蒲郡市

田原市

新城市

設楽町

東栄町

豊根村

東
三
河

新
城
設
楽

（９）夏季休業中の学校閉校日について、意見があ
りましたら右の欄に記入してください。

（５）勤務時間の割振変更簿を整備し、運用していますか。
「はい（教育委員会で実施）」「はい（各学校で実施）」「い
いえ」から選んでください。

（６）管内の学校において、開錠・施錠
時間を設定していますか。「はい（教育
委員会で実施）」「はい（各学校で実
施）」「いいえ」から選んでください。

（７）管内の学校において、電話機もし
くは電話交換機の留守録機能を活用して
いるところはありますか。「はい」「い
いえ」から選んでください。

（８）管内の学校において、
夏季休業中の学校閉校日を設
定していますか。「はい（教
育委員会で実施）」「はい
（各学校で実施）」「いい
え」から選んでください。

県の多忙化解消プランで検討を呼びかけている主な取組に関する実施状況

はい（各学校で実
施）

各学校で、校長から割振変更簿の運用を職
員へ周知している。

いいえ いいえ いいえ
来年度以降、学校閉庁日を設定したいと考えてい
る。

はい（各学校で実
施）

泊を伴うものについては、文書で行い、そ
れ以外は口頭で行うものもある。

いいえ いいえ いいえ 来年度より実施できるよう検討している。

はい（各学校で実
施）

宿泊を伴う勤務時間の割り振り変更簿のみ
各校で運用

いいえ はい
緊急時対応は、今までと変わら
ない。メッセージを残すように
お願いしている。

いいえ 現在導入するか検討中

はい（各学校で実
施）

各学校に作成を依頼し、学校訪問や調査で
確認している。

はい（各学
校で実施）

各学校では、子どもの登校時
間に合わせて開錠している。
教育委員会では、警備会社の
セット時間（上限）を設定し
ている。

いいえ
はい（教
育委員会
で実施）

なし

いいえ
はい（教育
委員会で実
施）

開錠は７：３０以降、施錠は
１９：３０以前が望ましいと
している。

いいえ いいえ
平成30年度から愛知県教育委員会の指導を受けなが
ら実施予定。

いいえ いいえ いいえ いいえ
平成３０年度からの実施を検討している。愛知県教
育委員会での検討結果を参照としたい。

いいえ いいえ いいえ いいえ

いいえ
はい（各学
校で実施）

各学校の管理当番が決められ
た時間に開錠・施錠してい
る。

いいえ いいえ
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