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文書管理の工夫
文書管理の工夫

実践例６
実践例６

小学校
小学校

全ての文書を共用書棚で一元管理し情報共有
全ての文書を共用書棚で一元管理し情報共有
○従来の教職員個別保管を廃止した。職員室と校長室に教職員共用の書棚を設置し、文書の種類ごとに
○従来の教職員個別保管を廃止した。職員室と校長室に教職員共用の書棚を設置し、文書の種類ごとに
保管場所を定めて、校内の全ての文書を一元管理
保管場所を定めて、校内の全ての文書を一元管理
○平成 24 年 1～3 月を試行期間とし、平成 24 年 4 月から本格実施
○平成 24 年 1～3 月を試行期間とし、平成 24 年 4 月から本格実施

小 中 学 校 版
小 中 学 校 版

～ 一つ一つの工夫や取組は小さくても・・・
一つ一つの工夫や取組は小さくても・・・
～
その積み重ねが大きな効果につながります！！ ～
～
その積み重ねが大きな効果につながります！！

効果
効果 ☆初めは「書棚までファイルを出し入れしに行くのが手間」
☆初めは「書棚までファイルを出し入れしに行くのが手間」
という意見もあったが、慣れると誰もが校内の各種文書を
という意見もあったが、慣れると誰もが校内の各種文書を
見ることができ、教職員間の情報共有にもつながり、仕事
見ることができ、教職員間の情報共有にもつながり、仕事
がしやすくなった。
がしやすくなった。
☆前年の学年行事のファイルを見ることで、準備作業を円滑
☆前年の学年行事のファイルを見ることで、準備作業を円滑
に進められるようになった。
に進められるようになった。

退勤時刻の適正化
退勤時刻の適正化

実践例７
実践例７

小学校
小学校

日常のコミュニケーションをとおして
日常のコミュニケーションをとおして
○管理職による退勤しやすい雰囲気づくりと教職員への日頃からの丁寧な声かけ
○管理職による退勤しやすい雰囲気づくりと教職員への日頃からの丁寧な声かけ
○前日、最後に退勤した教職員へは、管理職が健康状態や仕事の状況を聞き、退勤の遅い日が続かないように
○前日、最後に退勤した教職員へは、管理職が健康状態や仕事の状況を聞き、退勤の遅い日が続かないように
早目の退勤を促す。
早目の退勤を促す。
効果 ☆教職員の約
☆教職員の約99割に意識の変化があり、以前より早く仕事を終わらせ退勤するようになった。
割に意識の変化があり、以前より早く仕事を終わらせ退勤するようになった。
効果
退勤時刻を適正化するための工夫
退勤時刻を適正化するための工夫
○子どもたちは16：30
16：30で完全下校
で完全下校
○子どもたちは
○職員会議は決められた時間を超過しないよう進行管理
○職員会議は決められた時間を超過しないよう進行管理
○校内文書、報告書、教材等のファイルは、共用サーバで管理し全教職員で共有して、文書作成や教材研究
○校内文書、報告書、教材等のファイルは、共用サーバで管理し全教職員で共有して、文書作成や教材研究
を効率化
を効率化

これら以外にもたくさんの実践例があると思います。
これら以外にもたくさんの実践例があると思います。
様々な実践例を
「自校でどのように生かせるか」
という視点で考えてみてはいかがですか。
様々な実践例を
「自校でどのように生かせるか」
という視点で考えてみてはいかがですか。
京都府教育委員会では、市町（組合）教育委員会や関係機関などと協力し、今後も学校にお
京都府教育委員会では、市町（組合）教育委員会や関係機関などと協力し、今後も学校にお
ける様々な業務の統合や効率化を進め、学校現場の声を聞きながら、学校業務改善につながる
ける様々な業務の統合や効率化を進め、学校現場の声を聞きながら、学校業務改善につながる
施策を検討していきます。
施策を検討していきます。
学校業務改善に対する意見などがありましたら、下記担当まで御連絡ください。
学校業務改善に対する意見などがありましたら、下記担当まで御連絡ください。
＜連絡先＞
＜連絡先＞
京都府教育庁管理部
京都府教育庁管理部
教職員課 法制担当
電
話 075-414-5802
教職員課 法制担当
電
話 075-414-5802
F A X
075-414-5801
F A X
075-414-5801
電子メール kyosyokuin@pref.kyoto.lg.jp
電子メール kyosyokuin@pref.kyoto.lg.jp

小中学校の教職員の皆さんに身近なことから業務改善に取り組んでいただ
小中学校の教職員の皆さんに身近なことから業務改善に取り組んでいただ
くため、いくつかの取組事例を掲載したリーフレットを作成しました。
くため、いくつかの取組事例を掲載したリーフレットを作成しました。
日々の業務を少し工夫して効率化することは、子どもと向き合う時間の充
日々の業務を少し工夫して効率化することは、子どもと向き合う時間の充
実につながります。
実につながります。
このリーフレットでは「会議等の効率化」
、
「諸行事の見直し」
、
「部活動指
このリーフレットでは「会議等の効率化」
、
「諸行事の見直し」
、
「部活動指
導の工夫」など学校での実践例をいくつか紹介します。
導の工夫」など学校での実践例をいくつか紹介します。
それぞれの学校の状況に合わせて取組の参考にしていただくとともに、各
それぞれの学校の状況に合わせて取組の参考にしていただくとともに、各
学校での業務改善に向けた話し合いなどにも活用してください。
学校での業務改善に向けた話し合いなどにも活用してください。

平成
平成 2５年
2５年 ５月
５月

京都府教育委員会
京都府教育委員会
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Ũங୴ଐƷ્ᛢࢸƸŴܖఄμ˳ưᄂᆮƷ᧓ƱƢǔӕኵǛ́ƤƯܱ
Ũங୴ଐƷ્ᛢࢸƸŴܖఄμ˳ưᄂᆮƷ᧓ƱƢǔӕኵǛ́ƤƯܱ
јௐ
ŭμՃƕɟ૪ƴᄂᆮǛƢǔƜƱưŴՃ᧓ưॖᙸǛʩ੭ƠƨǓ
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јௐ
јௐŭ້᳸ங୴ଐƸŴЈѮƠƯᡲዂʙǛᄩᛐƠƨǒŴƢƙܴƴλƬƯ܇Ʋǋ
ŭ້᳸ங୴ଐƸŴЈѮƠƯᡲዂʙǛᄩᛐƠƨǒŴƢƙܴƴλƬƯ܇Ʋǋ
ƨƪǛᡇƑǔƜƱƕưƖŴ˷ᘽǛਤƬƯஔܖ፼ȷஔᛠƷਦݰƴ࢘ƨǕǔ
ƨƪǛᡇƑǔƜƱƕưƖŴ˷ᘽǛਤƬƯஔܖ፼ȷஔᛠƷਦݰƴ࢘ƨǕǔ
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ǑƏƴƳƬƨŵǇƨŴˡᢋǋǕƕƳƘŴऴإσஊƕό๖ƴƳƬƨŵ
ǑƏƴƳƬƨŵǇƨŴˡᢋǋǕƕƳƘŴऴإσஊƕό๖ƴƳƬƨŵ
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 ࠰ࡇƸŴɶܖఄ
࠰ࡇƸŴɶܖఄ
ఄƷ
ఄƷ
ƷᢃѣᢿưܱᲣ
ƷᢃѣᢿưܱᲣ

˟ᜭƕјྙႎƴᡶᘍƢǔǑƏƴƳƬƨŵ
˟ᜭƕјྙႎƴᡶᘍƢǔǑƏƴƳƬƨŵ

јௐ ŭբՃƷܱ২ਦݰưƷਃƕ᠉ถƞǕŴǇƨŴဃࢻǋǑǓႆƴѣƢǔǑƏƴƳƬƨŵ
ŭբՃƷܱ২ਦݰưƷਃƕ᠉ถƞǕŴǇƨŴဃࢻǋǑǓႆƴѣƢǔǑƏƴƳƬƨŵ
㹴
ŭʙಅƷǢȳǱȸȈưǋǄƱǜƲƷբƔǒŴ
žᢿѣਦݰƷཋྸႎŴችᅕႎ
ŭʙಅƷǢȳǱȸȈưǋǄƱǜƲƷբƔǒŴ
žᢿѣਦݰƷཋྸႎŴችᅕႎ
ਃƕ᠉ถƞǕƨŵ
ſ
žဃࢻƕǑǓႆƴѣƢǔǑƏƴƳƬƨŵ
ſ
ਃƕ᠉ถƞǕƨŵ
ſ
žဃࢻƕǑǓႆƴѣƢǔǑƏƴƳƬƨŵ
ſ  

žᇤ২щƷӼɥƕᙸǒǕƨŵ
ſƳƲƱᚸ̖ƞǕƨŵ
žᇤ২щƷӼɥƕᙸǒǕƨŵ
ſƳƲƱᚸ̖ƞǕƨŵ

 
˟ᜭƷڼЦȷኳʕЦǛൿǊǔŵ  
˟ᜭƷڼЦȷኳʕЦǛൿǊǔŵ
ŨᲴڼŴᲴ
ڼŴᲴኳʕᲢܖݱఄᲣ
ኳʕᲢܖݱఄᲣ  
ŨᲴ
ᲴڼŴᲴ
ڼŴᲴኳʕᲢɶܖఄᲣƳƲ
ኳʕᲢɶܖఄᲣƳƲ
Ჴ
јௐŭ˟ᜭǛјྙႎƴᡶᘍƞƤǔॖᜤƕܖఄμ˳ƴܭბƠŴ˟ᜭ᧓ƷჺƴƭƳƕƬƨŵ
ŭ˟ᜭǛјྙႎƴᡶᘍƞƤǔॖᜤƕܖఄμ˳ƴܭბƠŴ˟ᜭ᧓ƷჺƴƭƳƕƬƨŵ
јௐ



ᄂᆮƷјྙ҄
ᄂᆮƷјྙ҄
ᜂᘍʙƷᙸႺƠȷپ
ᜂᘍʙƷᙸႺƠȷپ

ܱោ̊Ხ             ɶܖఄ
ܱោ̊Ხ             ɶܖఄ

ܱោ̊Ჭ              ܖݱఄ
ܖݱఄ
ܱោ̊Ჭ

˞ଐƷᘍʙǛᙸႺƠŴƭƷᘍʙǛӷơଐƴܱ
ƭƷᘍʙǛӷơଐƴܱ
˞ଐƷᘍʙǛᙸႺƠŴ
ŨƱӳӷưƦǕƧǕКƷଐƴܱƠƯƍƨž˺ͳૢؾಅſƱžเׅӓſƴ
ŨƱӳӷưƦǕƧǕКƷଐƴܱƠƯƍƨž˺ͳૢؾಅſƱžเׅӓſƴ
ƭƍƯŴƷྸᚐǛࢽƳƕǒӷơଐƴܱ
ƭƍƯŴƷྸᚐǛࢽƳƕǒӷơଐƴܱ
 јௐ ŭਃ࢘Ճƕ˞ଐƴЈѮƢǔׅૠƕถǓŴࢫՃƷਃǋ᠉ถƞǕƨŵ
 јௐ ŭਃ࢘Ճƕ˞ଐƴЈѮƢǔׅૠƕถǓŴࢫՃƷਃǋ᠉ถƞǕƨŵ


26# ஜᢿࢫՃ˟Ʒ͵ǛᙸႺƠ
26# ஜᢿࢫՃ˟Ʒ͵ǛᙸႺƠ
Ũ࠰ŴЭ࠰ࡇƱӷơׅૠưஜᢿࢫՃ˟Ǜ͵ƠƯƍƨǋƷǛᙸႺƠŴƱҗЎ
Ũ࠰ŴЭ࠰ࡇƱӷơׅૠưஜᢿࢫՃ˟Ǜ͵ƠƯƍƨǋƷǛᙸႺƠŴƱҗЎ
ңᜭǛƶƯƍƘɶưׅૠǛЪถ
ңᜭǛƶƯƍƘɶưׅૠǛЪถ
јௐ ŭଐƷٸƴᣃӳǛƭƚƯЈࠗƞǕǔ 26# ࢫՃǍਃ࢘ՃƷਃƕ᠉ถƞǕƨŵ
јௐ ŭଐƷٸƴᣃӳǛƭƚƯЈࠗƞǕǔ 26# ࢫՃǍਃ࢘ՃƷਃƕ᠉ถƞǕƨŵ

ܱោ̊Ჯ
ܱោ̊Ჯ             ܖݱఄȷɶܖఄ
ܖݱఄȷɶܖఄ

ఄϋưሁǛσஊƠƯဇ
ఄϋưሁǛσஊƠƯဇ
ŨȗȪȳȈǍȉȪȫƳƲƷǛఄϋưᛡǋƕМဇưƖǔǑƏƴƠƯဇ
ŨȗȪȳȈǍȉȪȫƳƲƷǛఄϋưᛡǋƕМဇưƖǔǑƏƴƠƯဇ
јௐ
јௐ ŭཎƴᒉՃƴƸŴ˂ƷՃƷƕӋᎋƴƳǓŴјྙႎƴƮƘǓƕưƖǔǑƏƴƳƬƨŵ
ŭཎƴᒉՃƴƸŴ˂ƷՃƷƕӋᎋƴƳǓŴјྙႎƴƮƘǓƕưƖǔǑƏƴƳƬƨŵ


ዮӳᏋǻȳǿȸƷ૰ሁǛဇ
ዮӳᏋǻȳǿȸƷ૰ሁǛဇ
ŨᄂᆮƴŴዮӳᏋǻȳǿȸƷžʮᏋȊȓſưπƞǕƯƍǔǳȳȆȳȄǛဇ
ŨᄂᆮƴŴዮӳᏋǻȳǿȸƷžʮᏋȊȓſưπƞǕƯƍǔǳȳȆȳȄǛဇ
јௐ ŭžҥΨਦݰȑȃǱȸǸſǛಅแͳƷӋᎋƴƠƯแͳƷᏡྙƕɥƕƬƨŵ
јௐ ŭžҥΨਦݰȑȃǱȸǸſǛಅแͳƷӋᎋƴƠƯแͳƷᏡྙƕɥƕƬƨŵ
㻌
㻌
䈜㻌 䛂༢ඖᣦᑟ䝟䝑䜿䞊䝆䛃㻌
䈜㻌 䛂༢ඖᣦᑟ䝟䝑䜿䞊䝆䛃㻌
㻌 ༢ඖ䛾ὶ䜜䚸ᮏ䛾ὶ䜜䚸ᒎ㛤䚸ホ౯ၥ㢟䜢䠍䛴䛾䝟䝑䜿䞊䝆䛸䛧䛶䚸ᑠᏛᰯᅜㄒ䞉⟬ᩘ䞉⌮⛉䞉♫䞉㐨ᚨ䚸㻌
㻌 ༢ඖ䛾ὶ䜜䚸ᮏ䛾ὶ䜜䚸ᒎ㛤䚸ホ౯ၥ㢟䜢䠍䛴䛾䝟䝑䜿䞊䝆䛸䛧䛶䚸ᑠᏛᰯᅜㄒ䞉⟬ᩘ䞉⌮⛉䞉♫䞉㐨ᚨ䚸㻌
୰Ꮫᰯᅜㄒ䞉ᩘᏛ䞉⌮⛉䞉♫䞉ⱥㄒ䞉㐨ᚨ䛷 㻝㻟㻡 䝟䝑䜿䞊䝆䜢ᥖ㍕㻌
୰Ꮫᰯᅜㄒ䞉ᩘᏛ䞉⌮⛉䞉♫䞉ⱥㄒ䞉㐨ᚨ䛷 㻝㻟㻡 䝟䝑䜿䞊䝆䜢ᥖ㍕㻌

