
えて、 スト レスチェ ッ クの集団分析の結果は「 校長室だより 」

を通じ て、 教職員に共有さ れまし た。

令和3 年度、 十二月田小は教職員の労働安全衛生に関わる

業務を担当する衛生推進者を 2 人選任し まし た。 性別をはじ

めと し た属性を考慮し て、 その内訳は女性の養護教諭と 1 年

の学級担任を務める男性教諭と なっています。

なお、 他校を含む衛生推進者を対象と し た研修会が開催さ

れており 、 研修会で各学校の実践事例の報告や共有をする機

会も設けられています。（ ※新型コロナウイルス感染拡大に

より 、 現在は資料配布のみ）

令和3 年度に十二月田小の衛生委員会は、 衛生推進委員会

の名称で年度初めの4月と 夏季休業期間に相当する 8月を除

いて毎月開催されました。 衛生推進委員会には衛生推進者の

ほか、各学年の学級担任1人が参加し、管理職は参加しません。

衛生推進委員会では教職員の労働安全衛生に関わる事項とし

て、 例えばスト レスチェ ッ クの結果、 校舎の衛生環境、 働き

方改革に向けた取り組みの導入について議論されました。

そのほかに、 教職員の労働安全衛生に直接関わらない教育

指導や学校運営に関する事項も衛生推進委員会で積極的に議

論が交わされまし た。 例えば、 学校行事の変更に関する意見

聴取・共有方法の見直し、 学校で購入してほしいものが議題に

挙がることもあり まし た。 学校で購入し てほし いと いう 意見

が出たものについては、 衛生推進委員会がアンケート（ 図1）

を通じ て広く 教職員の意見も収集しまし た。

属性を考慮した衛生推進者の選任

ざっく ばらんな意見交換の場としての
衛生推進委員会

保健室のテーブルを囲んで行われる衛生推進委員会

長時間勤務は教職員の健康に悪影響をもたらすためⅲ、 勤

務時間の削減は教職員の健康保持増進に向けた基本的な手立

てとなります。 十二月田小学校でも各教職員の時間外勤務に

関するマネジメ ント が行われてきまし た。 十二月田小学校で

は時間外勤務が月80 時間を超える教員、 初任教員、 健康診

断で「 要検査」項目がある教員には産業医と 面接する機会を設

けました。 産業医との面接・相談の時間は毎学期1回、 面談や

相談がしやすい学期末の午前授業期間中に設定するよう 工夫

されました。

また、 A校長は各教職員に対し て仕事の終わり を意識さ せ

るよう に促し まし た。 会議の精選（ 部会の廃止、 スタ ンディ

ングミ ーティ ングの実施）、 A校長が率先し て早く 退勤し 早

く 帰宅する雰囲気を醸成すること に加えて、 新型コロナウイ

ルス感染拡大も契機と なり 校務分掌の削減が進みました。 加

教職員の健康保持増進に必須となる
勤務時間管理と業務改善

●教職員の労働安全衛生の基礎と なる勤務時間管理とそれに

基づいた業務改善を行う 校長のリ ーダーシッ プ

●性別などの属性を考慮し た衛生推進者の選任

●教職員の労働安全衛生に関する事項のみならず、 日常的な

事項についてざっく ばらんに意見交換できる場に位置づけ

られた衛生委員会

令和3 年度の川口市立十二月田小学校の児童数は965

人、正規教職員数は40 人で、養護教諭は2 人配置です
ⅰ
。

同年度の埼玉県内公立小学校（ さいたま市を除く ）の平均

児童数は417 人であること から ⅱ、 十二月田小は県内有

数の大規模校に位置づけられます。

令和元年4 月付で十二月田小に着任し たA校長のリ ー

ダーシッ プのもと 、 十二月田小では教職員の労働安全衛

生活動が進められてきまし た。 本稿では、 訪問調査と 当

該調査時に十二月田小より 提供いただいた資料をも と

に、 A校長が在任中の十二月田小における教職員の勤務

時間管理と 業務改善および衛生推進者・ 衛生委員会を基

軸とし た教職員の労働安全衛生に関する特徴的な取り 組

みを整理・ 紹介し ます。

団体の特徴的な取り 組み

4事例 川口市立十二月田小学校
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各回の衛生推進委員会の内容は校長に文書報告さ れます。

全教職員に向けては「 十二月田小学校衛生推進委員会だより 」

（ 図2）を通じ て関連情報（ 産業医健康相談の日時など）も含め

て周知さ れます。 また、 衛生推進委員会だより には相談事や

提案を投稿できる QRコ ード（ 匿名による投稿もできる形に

なっています）が掲載さ れ、 先述し たアンケート の集計結果

も当該だより でフィ ード バッ クさ れます。

産業医による学校訪問は年3 回。 学校訪問の際には、 校長

から、 初任者は必ず産業医に健康相談をするよう 促し 、 また、

コロナ対策の最前線になっている養護教諭や日頃から業務量

が多い教頭にも産業医の面談を受けるよう 促しています。

また、 月の時間外勤務が80 時間を超えた教職員には、 産業

医の面接指導を受ける必要があり ますが、 ほとんどの学校で

は、 多忙を理由に面接指導を受けない教職員も多いのが現状

です。 そのため、 十二月田小学校では、 校長から該当する教

職員に対して、 何も心配事がなく ても月の時間外勤務80 時間

を超えたら面談を受けるよう 促し 、 また、 教職員が面談を受

けやすいよう 、 面談日は、 学期末最終日、 午後から子どもた

ちが帰宅し た日を設定する工夫を行っています。 月の時間外

勤務が80 時間を超えた教職員以外にも、 いろいろな思いや悩

み、 あるいは疲れが体調に来ていると 自覚し ている教職員、

自分の健康だけではなく て子育てや介護疲れがあるという 教

職員などが産業医と面談をしやすい環境を整えています。

教職員向けの校長だより において、 スト レスチェ ッ クの実

図1　 アンケート のフィ ード バッ ク例

出典：十二月田小学校提供資料

 

図2　 十二月田小学校衛生推進委員会だより

出典：十二月田小学校提供資料

産業医面談の申し出を
行いやすい環境づく り

スト レスチェ ッ クの活用

施後に、 結果を踏まえてセルフケアができるよう 、 セルフケ

アのアド バイスについての参考資料を紹介し たり 、 集団分析

の結果を解説と と もに全職員に開示したり すること で職場改

善への意識づけが図られています。

十二月田小学校の集団分析の結果は、 仕事の負荷、 職場の

支援、 総合リ スク度と もに全国平均、 川口市平均を下回って

います。 さ らに、 仕事にやり がいを感じ 、 熱心に取り 組むこ

と で、 仕事から活力を得ている状態を指す「 ワークエンゲー

ジメ ント 」は、 全国平均2 .52、 川口市平均2.92 に対し て同

校は3 .21 と高い結果が出ています。

十二月田小ではA校長のリ ーダーシッ プのもと、 衛生

推進者・衛生推進委員会を基軸に学校全体で教職員の労働

安全衛生活動が展開されています。 時間や目標を意識し

て業務に当たる教員ほど勤務時間は短いという 知見があ

りますⅳ
。 この知見を踏まえると、 学校の働き方改革と教

職員の労働安全衛生の観点から、 A校長が各教職員に時

間を意識して仕事をするよう 促したことは評価できます。

また、 衛生推進者・ 衛生推進委員会が窓口と なり 、 各

教職員の悩みを吸い上げ、 必要なものを学校全体の課題

とし て解決に向けて行動できている点も、 教職員のメ ン

タ ルヘルス対策の点で特筆すべきポイント です。 スト レ

スを軽減するための方策（ コーピングと言います）として、

心理学では援助要請が注目されています。 何か困ったと

きに周囲からの助けを待つだけでなく 、 自分から周囲に

積極的に助けを求める姿勢の重要さを強調するものです。

教員を対象とし た心理学の研究ⅴで、 援助要請ができる

教員ほど燃え尽き症候群が低減されるという 成果が得ら

れています。 十二月田小では衛生推進者・ 衛生推進委員

会が相談窓口になることで、 各教職員が援助要請をし や

すい環境がつく られています。 これは教職員の労働安全

衛生上の十二月田小の強みと言えます。

最後に、 今後の展望と して、 取り 組みを継続できるか

が鍵となるでし ょ う 。

取り 組みの評価・ 今後の展望

（ 神林寿幸）
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