
活力ある学校づくり

子どもと向き合う時間を
確保するため効率的に
業務を遂行しましょう

　教職員が、充実した教育活動を行うためには、しっかりと子どもと向き合う時間
を確保するとともに、風通しの良い職場づくりを行い、心身ともに健康で生き生き
と働くことができる環境をつくることが大切です。
　同時に、趣味や家事・育児などの家庭生活を充実させ、仕事と家庭生活の調和を
図ることも大切です。

★組織で！チームで！みんなで！
　仕事に臨みましょう
★仕事の進め方を改善し、効率化
　に努めることで、家庭生活との
　調和を図りましょう

P1～P2 今こそ、こころの健康を
大切にしましょう

★健康管理は一人ひとりが心が
　け、組織としても働きかけま
　しょう
★悩んだ時や困った時にすぐ相
　談できるよう、風通しの良い
　支え合うことのできる職場に
　しましょう

P3～P4休暇・休業制度を
活用しましょう

★教職員の休暇・休業制度について
　確認しましょう
★各職場で、制度を利用しやすい環
　境づくりに心がけましょう

P5～P6

専門の機関や制度を
活用しましょう
★ひとりで悩まない 
　ようにしましょう

P7

ワーク・ライフ・バランス
活力ある
職場づくりへ

子どもたちの夢や
志の実現へ
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　学校教育活動の中で業務の効率化や改善を行うことで教員が子どもと向き合う時間を確保するととも
に、仕事と生活のバランスを整えましょう。

子どもと向き合う時間を確保するため 効率的に業務を遂行しましょう

●校務分掌の仕事に時間がかかり、担任業
務に時間がとれない。
●特定の人が複数の役割を兼ねていて、分
担ができていない。

●放課後は会議が多く、子どもと向き合う
時間が十分に確保できない。

●資料配付はいつも直前。内容も多く理解
をするのに時間がかかる。

●前回の反省点が生かされず、毎回同じ労
力を費やしている。

●準備等に時間がかかる。

校務分掌の
見直し

業務分担の見直し
複数体制での取組
業務内容の共有化

行事の
見直し

行事の整理・統合
情報の共有化
ＰＴＡ・地域との連携

会議の
改善

会議内容・回数の見直し
配付資料の工夫
定刻に始め、定刻に終わる

部活動
指導の工夫

複数教員による指導体制
部活動の時間の適切な管理

ＩＣＴ機器の
活用

電子データの一元管理
共有フォルダの活用
情報セキュリティの取組

組織力の
活用

校内支援体制の確立

■学校規模に応じて分掌組織を整理する。
■各分掌の業務内容や量を再確認し、業務量の平準
化を図る。

■特定の人に役職や業務が集中しないように、学校
全体で業務分担の見直しを図る。

■それぞれの行事の必要性や規模を再検討し、整理・
統合を図る。

■行事に関するデータ等を共有できる体制を整える。
■日頃から地域やＰＴＡとの連携を密にし、学校教
　育活動に対しての協力をあおぐ。

■会議の内容や回数を見直し、回数の削減や時間短
縮に努める。

■会議資料の書式を統一するなど、内容を理解しや
すいよう工夫する。

■資料は事前にまとめて配付し、目を通す時間を確
保する。

■複数教員による指導体制を整える。
■適度に休養日を設定する。
■短時間でも集中して効果のあがる指導方法を工夫
する。

■児童生徒に関する電子データは一元管理し、さま
ざまな様式に出力できるようにする。

■業務内容ごとにフォルダを作成し、権限に応じて
職員がデータを共有・活用できるようにする。

■個人情報管理を徹底する。

■生徒指導上の対応はチームで行えるよう校内体制
を整え、定期的に指導方法等についての情報交換
を行う。

■校内研究体制を整え、個々の授業力向上に向けた
支援を行う。

◆共有しましょう
・業務の担当者を複数にするなど、組織
で対応できるように、業務内容の共有
化を図りましょう。
・行事終了時には改善点等を確認し、次
回に生かせるようにしましょう。
・作成した資料・データ等は、共有でき
る形で保存しましょう。また、フォル
ダの名称や構造等、校内でルールを決
め、安定した運用を図りましょう。
・部活動や生徒指導はみんなで関わると
いう意識が大切です。特定の人に任せ
切りにせず、職員全体で協力しましょ
う。

◆発信しましょう
・問題は一人で抱え込まず、必ず周囲へ
報告・連絡・相談しましょう。
・回覧板や掲示板、校内ＬＡＮを活用し、
情報を効率的に伝達しましょう。
・互いに協力し合える体制や、相談でき
る雰囲気を醸成していきましょう。

◆検討しましょう
・その議題が、全体会議が必要か、担当
者同士の打ち合わせが適切かを判断し、
会議の規模や回数を検討しましょう。
・部活動の終了時刻の徹底や休養日の設
定など、メリハリのある指導を心がけ
ましょう。
・悩みを抱えている人がいないか、定期
的に話し合いを持ちましょう。

●部活動指導が長くなりすぎ、授業の準備
が夜遅くまでかかる。
●土・日や長期休業中は一日中練習で、計
画的に休養日が確保できていない。

●新年度になると、毎年、児童生徒のデー
タを作成し直している。
●前任者からのデータの引継ぎがなく、す
べて作成し直している。
●目的のデータが見つからない。
●個人情報の漏えいが心配。

●生徒指導上の問題を一人で抱え込み、解
決できずに悩んでいる。
●授業力や学級経営力をもっと向上させた
い。

みんなで　　　　
支え合いましょうこんなことは

ありませんか？
～どうすればいいか？～

改善のポイント
学校全体としての

取組例
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うつ病、
心身症

神経症
など

発
病

今こそ、こころの健康を大切にしましょう
　ストレスが過剰になるとストレス反応が起こり、誰もが体やこころの健康を損なう
可能性があります。これを防ぐには、 ｢ストレスへの対応力を高める」など個人の努
力をはじめ、事業者（教育委員会）や学校の管理監督責任者（学校長）による安全衛
生や健康管理に配慮した「働きやすい職場環境づくり」「職場内の支え合い」「家族等
の支援」などがストレスを緩和する重要なカギを握っています。

職業性のストレスについて～さまざまな要因、発病との関係～

ストレス反応が続いた場合に生じる変化

◆このチェック表では、健康障害を防止する視点で、あなたの仕事による負担度をチェックするこ
とができます。

◆負担度の点数が２～７の場合は、疲労が蓄積されている可能性がありますので、現在の健康状態
を確認し、睡眠や休養、食事の取り方などを見直してみましょう。また、労働時間の短縮を工夫
してみましょう。

高知県ホームページから ⇒ 教育委員会ホームページ ⇒ 教職員 ・ 福利課のページ ⇒
インターネット検索の場合   高知県 教職員・福利課  と打込み ⇒ 検索 をクリック ⇒

ストレス自己チェック表へのアクセス方法

 　 これなら簡単！ 自分のストレス度、チェックしてみませんか？

不安、緊張、無力感、意欲の低下、集中困難など

血圧上昇、倦怠感、疲労感、不眠、食欲不振、頭痛、腹痛など

遅刻、早退、欠勤、仕事の能率低下、仕事のミスやトラブル、悲観的に
なる、協調性低下、時間にルーズになる、飲酒量の増加など

個人の要因
　年齢、性別、職歴、性格、ストレスへの対応力　など

ス
ト
レ
ス
反
応

職
業
性
の
ス
ト
レ
ス

職場以外の要因
家族の病気による心配事、
家族の大きな期待　など

ストレスを緩和する要因
働きやすい職場環境づくり
職場内の支え合い
家族等の支援　など

体の変化

こころの変化

行動の変化

子どもの頃から
緊張すると胃が
キリキリ痛む…

スクールカウンセラー
さんに話を聞いてもらい

心が軽くなりました。
養護教諭の先生に紹介して

もらったおかげです。

・職場の環境⇒人事異動、単身赴任、出向、
　　　　　　　　　　　　気温や照明、騒音等
・職場関係⇒上司や同僚との対立、不仲等
・仕事の量・質⇒仕事の困難度、長時間労働等
・職場での役割⇒管理職になる等
・仕事上の葛藤⇒児童生徒との関係性等

・仕事への不満
・抑うつ状態
・身体的症状
・事故、労働災害
・アルコール依存
・欠勤　など

ここをクリック！

抱え込まないで
話してね。
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できることからやってみましょう

◆自分自身がストレスによる心身の不調に気づき、睡眠や休養を早目に取りましょう。
◆今の自分に合った方法を見つけてストレスに対処しましょう。
◆思い切り笑ったり泣いたり、何かに熱中するなど「ストレスを忘れる時間と術」を持ちましょう。
◆仕事を精一杯やったあとは、「素の自分」に気持ちを切り替えてみましょう。
◆他人にも、自分にも「お疲れ様」と言葉をかけましょう。

　ストレスへの対応力を高める

◆学校全体の計画を基に、仕事に優先順位をつけて取り組むよう、職員が共通認識しましょう。
◆新たな情報があったら、早目に共有しあいましょう。
◆一人で何もかも対応しようとせず、上司に報告・連絡・相談するよう心がけましょう。
◆転入した職員には、新しい環境に慣れる時間を考慮したうえで業務配分をしましょう。
◆状況に応じて、スクールカウンセラーなど外部支援を活用しましょう。

　働きやすい職場環境づくり

◆管理職も、ベテラン・中堅・若手職員も、お互いに声をかけあいましょう。
◆困った時に相談しやすい人を見つけておきましょう。（ふだんから気軽に話せる関係こそ大切）
◆「表情が固くなった」「ほがらかな人だったのに、笑わなくなった」「配付用プリントに簡易な
　ミスが目立つようになった」など気になる職員を見つけた場合には、「最近、どう？」と声をか
　けてみましょう。もし、本人へ声をかけづらいのであれば、同僚や上司に「気になることがある
　のですが」と伝えてみましょう。

　職場内の支え合い

◆精神的に「つらい」「苦しい」状態になった本人にとっては、誰かに相談すること自体が大きな
　ストレスになる可能性がありますので、身近にいる家族等から専門家へ相談してみるとよいでし
　ょう。
◆「夫の表情が暗く、眠れない様子なのに病院へは行かない。私はどうしたら　
　いいのやら…」　「身近な人に相談したいけれど、それができない…」と悩ん
　でいる場合は、電話相談を利用してみましょう。⇒　最終ページ参照

家族等の支援

自分で

家族で

みんなで
職場で

やった！
自己ベスト更新！

この小説、
ワクワクする！なつかしい音楽で

涙が出そう…いい香り…
気分は温泉

パワースポット
めぐりにＧ o ！
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休暇・休業制度を活用しましょう
　仕事と生活のバランスを考慮し、各職場でサポート体制を工夫するなど、制度を活用しやすい環境づ
くりを心がけましょう。

休暇の種類

有　給　休　暇

１年（９／１～８／31）
に20日取得できます。
20日を上限に翌年に繰
り越しができます。

結婚、妊娠、出産、育
児、看護、介護（短期）、
忌引など特別な理由に
より取得が可能です。

病気やけがにより療養
が必要な場合
に取得が可能
です。
原則90日以内

配偶者、父母、子などが
負傷、疾病、老齢などに
より日常生活を営むのに
支障があり、長期に介護
を必要とする場合に取得
が可能です。

無給休暇

年次休暇 特別休暇 病気休暇 介護休暇

取 得 例 こんなときに取得できます

【夏期休暇】（特休）
７／１～９／30に５日
【永年勤続休暇】（特休）
40歳になる年　３日
50歳になる年　５日
（業務の運営に著しく支障が
ある場合は、３日と２日に分
けることが可能）

【看護休暇】（特休）
・小学校就学の始期に達する

までの子　５日
　（２人以上は10日）
・配偶者他　５日
【短期の介護休暇】（特休）
　５日
【介護休暇】（無給休暇）
負傷、疾病又は老齢により介
護をするため、連続する６月
の期間内において必要と認め
られる期間

【職員の結婚】（特休）
５日
【忌引】（特休）

慶弔の際に

・配偶者　７日

血
族

・父母　７日
・子　７日
・祖父母　３日　など

姻
族

・配偶者の父母又は父
　母の配偶者　３日
・配偶者の子又は子の
　配偶者　１日　など

【骨髄又は末梢血幹細胞の提供】
　必要と認める日又は時間
【社会に貢献する活動】
　５日
　災害による被災者支援など

特別な活動の支援
【大学院修学休業】

専修免許状を取得するための単位修得を目的とし
て、３年を超えない期間、国内外の
大学院へ在学して必要な課程を履修
するための休業

自己研鑽のために

元気回復のために 家族が病気になったとき
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みんなで支え合いましょう
　子どもが生まれる女性職員だけでなく、父親になった（なる予定の）男性職員も、こうした制度を活
用しながら、積極的に子育てに参加し、親子の時間を大切にしましょう。
　また、安心してこれらの制度を利用できるよう職場環境づくりを心がけましょう。

母性保護に関する制度
妊娠障害（特休） 妊産婦の健康診断（特休） 妊婦の通勤緩和（特休）

妊娠中の女性職員が、妊娠障害
のため勤務することが著しく困
難である場合に取得できます。
（10 日）

妊娠中又は出産後１年以内の女
性職員が、保健指導又は健康診
査を受ける場合に取得できます。
（妊娠の週数に応じた回数）

妊娠中の女性職員が通勤に交通
機関等を利用する場合で、混雑
により母体や胎児に影響がある
と認められるときに取得できま
す。
（勤務時間の始め又は終わりに、
１日を通じ１時間を超えない範
囲で必要と認める時間）

出産・育児に関する制度

産前産後休暇（特休）
【産前】
出産予定日の８週間前（多胎妊娠は 14 週間）から出産の日まで

【産後】
出産の日の翌日から８週間（多胎妊娠による出産は 10 週間）

配偶者の出産休暇（特休） 妻の出産に伴う入退院の付添等を行う場合に取得できます。
配偶者が出産のため入院する等の日から出産後２週間の期間に３日

男性職員の育児参加休暇（特休）
妻の産前産後期間中に、生まれてくる子又は小学校入学までの子の
育児の場合に取得できます。
出産予定日の８週間前（小学校入学前までの子の場合）から出産後
８週間の期間に５日

育児時間（特休） １歳６月
まで

授乳や保育所へ送迎を行う場合に取得できます。
１日２回（１回 45 分 + 往復時間（15 分又は 30 分））
※男性職員は配偶者が育てる（世話する）ことができない場合に限

ります。
育児休業 ３歳

まで
３歳に達する日（誕生日の前日）までの育児のために取得できます。
※配偶者が専業主婦や育児休業を取得中でも取得できます。

育児短時間勤務
６歳に達
する年度
末まで

育児のために、短時間勤務ができる制度です。
＜勤務の形態＞
　①３時間 55 分勤務を週５日
　②４時間 55 分勤務を週５日
　③７時間 45 分勤務を週３日
　④７時間 45 分勤務を週２日と３時間 55 分勤務を週１日

部分休業 育児のために、１日の勤務時間について部分的に休業できる制度で
す。
正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて２時間の範囲内（30 分単位）

※詳しくは、高知県教育委員会ホームページ「教職員の仕事と子育ての両立に向けて」に「子育て休暇・
休業のしおり」を掲載してますので、ご覧ください。

　http://www.kochinet.ed.jp/seisaku/jisedaiikusei/index.html

男性

男性

女性

男性 女性

男性 女性

男性 女性

男性 女性
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専門の機関や制度を活用しましょう
心の栄養補給が必要なら : 相談窓口

相談窓口 連絡先 受付時間等

公
立
学
校
共
済
組
合
の

委
託
相
談
機
関           

教職員健康相談 24
【対象者】
組合員・配偶者及び組合員の被扶養者

0120 － 24 － 8349　（無料）
◆ 24 時間いつでも対応
　健康・医療・介護・育児・メンタルヘルス等の相談に
応じます。

専門医によるセカンドオピニオン相談
【対象者】
組合員・配偶者及び組合員の被扶養者

0120 － 214 － 249（無料）
◆受付時間　10：00 ～ 16：00
  （土曜・日曜・祝日・12/31 ～ 1/3 を除く）
病気でお悩みの方へのセカンドオピニオン相談に応じます。

面談によるメンタルヘルス相談
（１回約 50 分、年５回まで無料）
　　　　　　　　　　　　　（予約制）

【対象者】
組合員とその被扶養者

0120 － 783 － 269

◆面談の予約受付時間
  月～金曜　９：00 ～ 21：00　　
  土曜　　　９：00 ～ 16：00    
   （日曜・祝日・12/31 ～ 1/3 を除く）

こうち男女共同
参画センター　

「ソーレ」

女性のための相談窓口 088 － 873 － 9555（無料）
◆受付時間　9:00 ～ 17:00（12:00 ～ 13:00 除く）
　休館日：第２水曜日・祝日・年末年始（12/29 ～ 1/3）
　どんな相談内容でも、ＯＫ　秘密厳守

男性のための相談窓口
　　　　　　　（予約制） 088 － 873 － 9100（無料） ◆受付時間　毎月第１・３火曜日 18：00 ～ 20：00

　どんな相談内容でも、ＯＫ　秘密厳守

自分を磨きたいのなら：教科研究センター
教科研究センターとは
　すべての子どもに質の高い授業を提供するため、教員の自主的な授業研究・教科研究活動を支援する施設です。本県
の幼児・児童・生徒の教育等に携わる方をはじめ、教職を目指す大学生等が利用することができます。経験豊富な指導
アドバイザーが授業づくり等に関する相談に対応します。

・カラーコピー機
・拡大機

１．教材作成機器が利用できます
・学習指導案・授業実践資料
・教育関係図書・授業の映像

２．閲覧できる資料があります
・基礎講座（学習指導案の作成等）
・専門講座（教科や内容に特化）

３．授業づくり講座を開催しています

☆県内４ヵ所にあります
●教科研究センター（本部）　●東部教科研究センター　　　●中部教科研究センター　　●西部教科研究センター
　教育センター本館２階　　　　安芸総合庁舎会議室棟２階　　中部教育事務所１階　　　　幡多総合庁舎３階
■開室時間
　平日　15：00 ～ 19：15　土曜　９：30 ～ 17：30　※日曜・祝日は閉室。長期休業中は時間変更します。
■詳しくはホームページで確認してください。http://www.kochinet.ed.jp/studycenter/

問題が深刻、急ぐのなら

緊急学校支援チーム 学校問題サポート

平成 25 年 11 月
発行：高知県教育委員会事務局　教職員・福利課
ホームページ　http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310601/
E - Mail　310601@ken.pref.kochi.lg.jp

〒 780-0850
住　所 : 高知市丸ノ内一丁目 7 － 52
電　話 : 088-821-4905
ＦＡＸ : 088-821-4725　　　　　　　　

　

●緊急事案発生時の、保護者、報道機関への対応等に
ついて学校への助言を行う。

　緊急学校支援チーム
　（弁護士、臨床心理士、教員ＯＢ、警察ＯＢ）
＜問合せ先：高知県教育委員会事務局　人権教育課＞

●保護者・住民等からの意見・要望のうち、市町村教委及び県立学
校長の対応で解決が困難な事案に対し、解決方法等について助言
等を行う。

　学校問題サポートチーム
　（専門家チーム：弁護士、医師、臨床心理士、警察ＯＢ、ＳＳＷ、

校長ＯＢ）
＜問合せ先：高知県教育委員会事務局　教育政策課＞

（無料ですが枚数制限があります）


