
基本政策Ⅴ 学校の教育力を強化する  

学校に求められる役割が増大している中、新たな教育課題等に対応するため、教員

が本来的な業務に一層専念できるよう、学校運営体制の再構築を進めるとともに、保

護者や地域と一体となって子どもを育てる「地域とともにある学校」の実現に向けた

取組を進めます。また、学校全体の課題解決の力を高めるとともに、子どもの成長に

大きな役割を担う教職員一人ひとりが自己の資質や能力を高められるよう、人材育成

等の取組を推進します。

○ 現状と課題 ○ 

教員は、学校において学習指導や児童生徒指導等の幅広い業務を担い、子どもたち

の状況を総合的に把握して効果的な指導を行っています。今日、学校現場を取り巻く

環境が複雑化・多様化し、学校に求められる役割が増大する中で、新学習指導要領の

確実な実施やGIGAスクール構想の推進など新たな取組にも対応する必要があります。 

複雑化・多様化する課題に教職員のみが対応するのではなく、心理や福祉等の専門

家などの多様な人材と連携・分担する「チームとしての学校」の体制を整備すること

で、教職員一人ひとりが専門性を発揮し、教育活動を充実していくことが期待されて

います。また、平成29（2017）年４月に実施された県費負担教職員の市費移管＊を

契機に、本市の実情に即した学校運営ができるよう、教職員定数の充実などを推進す

るとともに、長時間勤務【図表１2】が課題となっている教職員の負担軽減と、教職

員が心身共に健康を維持し、誇りや情熱を持って業務を遂行できる職場づくりに向け

て、平成 31（201９）年２月に策定した「教職員の働き方・仕事の進め方改革の方

針」に基づき、教職員の業務の見直し等を進めていますが、新型コロナウイルス感染

症対策等の新たな要因も生じてきていることから、十分な効果を生み出すためには、

引き続き取組の推進が必要です。 

「よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る」という新学習指導要領の理念を

学校と地域が共有し、持続可能な社会の創り手となるために必要な資質・能力を育む

「社会に開かれた教育課程」の実現に向けて、学校が家庭や地域の人々と連携・協働

し、子どもたちの成長を支えていくことが求められています。 

また、学校の教育活動について意見を交換する学校教育推進会議から、学校運営や

その運営に必要な支援について協議する学校運営協議会へと移行・展開していくこと

で、「地域とともにある学校」を実現することが必要です。 

これまでの取組を通じて、地域の教育資源や人材を活用している学校の割合や課題

を全教職員の間で共有している学校の割合、また教職員が研修に参加して学校教育活
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動に反映させている学校の割合は年々増加しており、学校の教育力を着実に向上する

よう取組を進めています。また、各区役所地域みまもり支援センターに配置されてい

る区・教育担当がその配置の特性を活かして地域支援の専門部署や関係機関と情報共

有を行い、相互連携を促進し、各学校を丁寧に支援することで、学校の教育力を高め

ていくことにつなげています。 

一方、教員の在職年数については、１0年以下の教員が半数を占めており【図表13】、

経験の浅い教職員に対しては授業や学級経営等を重点とした研修、学校を支えるミド

ルリーダーとなる教職員に対してはマネジメント等を重点とした研修を行うなど、教

職員のライフステージに応じた研修の充実に努める必要があります。同時に、新学習

指導要領に示されている「主体的・対話的で深い学び」の確実な実施に向けて、授業

力向上やGIGA端末の活用に関する研修の実施など、時代の変化に応じて必要とされ

る教職員の資質・能力を育成していく必要があります。 

そして、絶えず変化する社会と学校に求められる役割を的確に捉え、教職員の資質・

能力の向上が図られるよう学校組織マネジメントを行い、研修推進体制を整備してい

くことが求められています。 

資料：川崎市教育委員会調べ   
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図表12 １か月当たりの時間外在校等時間80時間を超える

教職員の割合（令和２（2020）年度・年間平均）
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資料：川崎市教育委員会調べ   
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全国的な課題である教員の長時間勤務を是正し、教職員が心身ともに健康を維持し、やりが

いや誇りを持ちながら業務を遂行できるようにするため、さまざまな取組を推進しています。 

授業や学級経営、児童生徒指導等、教員の専門性が求められる本来的な業務に一層注力でき

るよう、教員以外の職員が担うことができる業務について、役割分担・適正化や人員体制の確

保を行っています（学校給食費の公会計化、教職員事務支援員・部活動指導員の配置等）。 

また、教員自身がワーク・ライフ・バランスを 

大切にしながら、心身ともに健全な状態でゆとり 

をもって子どもたちと向き合えるよう、勤務時間 

や働き方に関する意識改革を推進しています（働 

き方・仕事の進め方に関する研修や学校閉庁日の 

実施、部活動指導に係る方針の徹底等）。 

今後も、教職員の負担軽減策と意識改革に取り 

組み、学校教育の充実を図っていきます。 

【教職員の働き方・仕事の進め方改革】 

教職員事務支援員活用事例集
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○ 政策目標 ○ 

「地域とともにある学校」づくりを推進しながら、研修等を通じて教員一人ひとり

の資質・能力の向上を図るとともに、教職員が子どもたちと向き合う本来的な業務に

一層専念できる体制を再構築することで、学校の教育力を高めます。 

○ 参考指標 ○

指標名 指標の説明 実績値 
目標値 

（Ｒ３(2021)） 

目標値 

（Ｒ７(2025)） 

地域の教育資源や人

材を活用した特色あ

る学校づくり 

学校における教育活動や様々

な活動に保護者や地域の人の

参加を得ている 

【出典：全国学力・学習状況調査】

92.7% 

（Ｈ29）

96.0％ 

以上 

-＊

保護者や地域が学校

運営に参加している

割合 

【第３期から設定】 

保護者や地域の人が学校の美

化、登下校の見守り、学習・部

活動支援、放課後支援、学校行

事の運営などの活動に「よく参

加している」と回答した学校の

割合 

【出典：全国学力・学習状況調査】 

小 44.3％ 

中 24.5％ 

（R３） 

- 

小 64.6％ 

中 38.2％ 

学 校 の 組 織 ・

チーム力 

学校全体の学力傾向や課題に

ついて、全教職員の間で共有し

ている 

【出典：全国学力・学習状況調査】

96.5%

（R１）
100％ -＊＊

教職員の資質向上

教職員は、校内外の研修や研究

会に参加し、その成果を学校教

育活動に積極的に反映させて

いる 

【出典：全国学力・学習状況調査】

90.3% 

（R３）

98.0％ 

以上 

98.0％ 

以上 

地域とのつながり 

「今住んでいる地域の行事に

参加している、どちらかといえ

ばしている」と回答した児童生

徒の割合 

【出典：全国学力・学習状況調査】

小６ 45.0％ 

中３ 31.2％ 

（R３） 

小６ 57.5％ 

中３ 33.0％ 

以上 

小６ 60.0％ 

中３ 40.0％ 

以上 

学校への好感度 

「学校生活が楽しい、どちらか

といえば楽しい」と回答した児

童生徒の割合 

【出典：川崎市学習状況調査】 

小５ 93.0％ 

中２ 91.1％ 

（R２） 

小５ 94.0％ 

中２ 90.0％ 

以上 

小５ 94.0％ 

中２ 93.0％ 

以上 

家庭での学習状況 

【第３期から設定】 

「家で、自分で計画を立てて勉

強している、どちらかといえば

している」と回答した児童生徒

の割合 

【出典：全国学力・学習状況調査】 

小６ 72.4％ 

中３ 63.4％ 

（Ｒ３） 

- 

小６ 73.0％ 

中３ 51.5％ 

以上 
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指標名 指標の説明 実績値 
目標値 

（Ｒ３(2021)） 

目標値 

（Ｒ７(2025)） 

学校における総合健

康リスクの平均値 

【第３期から設定】 

ストレスチェックの集団分析
結果における、「総合健康リス
ク」の市立学校全体の平均値
（全国平均を100とした場合
の割合） 

【出典：川崎市教育委員会調べ】 

92.6 

（Ｒ3） 
- 

80.0 

以下 

＊平成30（2018）年度以降の出典元の調査において設問がないため、目標値（Ｒ７(2025)）は設

定していません。 

＊＊令和元（2019）年度以降の出典元の調査において設問がないため、目標値（Ｒ７(2025)）は設定

していません。 
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施策１．学校運営体制の再構築

学校に求められる役割が拡大する状況において、新たな教育課題等に対応するため、

教員が授業や学級経営、児童生徒指導等の本来的な業務に一層専念できるよう、学校

運営体制の再構築に向けた取組を推進します。 

・外部の専門的知見を活用した学校の業務改善の支援や、GIGA スクール構想により

整備された１人１台端末などICTを活用した働き方改革の取組を推進するとともに、

教職員の働き方・仕事の進め方に関する意識を高めていきます。 

・教育課題に対応した教職員配置に加え、教職員事務支援員や障害者就業員、部活動

指導員、外国語指導助手など外部の専門スタッフを効果的に配置することで、チー

ム体制を構築するとともに、学校の組織力を充実させていきます。 

●学校運営体制の再構築に向けた取組

●学校業務効率化等による教職員の働き方・仕事の進め方改革の推進

●学校の円滑な運営に資する支援の実施

・東高津中における実
践研究の実施

・調査結果を踏まえた
取組の推進

現状 事業内容・目標
令和3（2021）

学校業務マネジメント支
援事業

継続実施

継続実施

継続実施配置 全小・中学校

配置 52名（全中
学校）

複数配置の推進 
66名

複数配置の推進 
81名

・国の動向を踏まえた
取組の検討・実施

・調査実施

 学校における業務改善の支援

年度

・第2次方針の策定

年度

複数配置の推進 
104名

 部活動指導員の複数配置の推進

 休日の部活動の地域移行に向けた取組の推進

年度 年度 年度以降

 「教職員の働き方・仕事の進め方改革の方針」に基づく取組の推進

 教職員事務支援員（又は障害者就業員）の効果的な配置

・方針に基づく取組の
実施・進捗管理

令和4（2022） 令和5（2023）事務事業名
年度

「教職員の働き方・仕事の進
め方改革の方針」に基づき、
業務の効率化や教職員の意
識改革に向けた取組を推進
するとともに、円滑な学校運
営に資する支援を行います。

令和6（2024） 令和7（2025） 令和8（2026）

複数配置の推進 
55名

事業推進

・学校における業務改
善に向けた取組の支援

 国の動向を踏まえた教職員勤務実態調査の実施

・法律相談弁護士の
配置による学校法律
相談の実施
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施策２．学校運営の自主性、自律性の向上

「地域とともにある学校」として、各学校が保護者や地域の方々の理解と参画を得

て、創意工夫しながら特色ある教育活動に取り組めるよう、学校運営協議会の拡充、

学校評価＊の実施、夢教育21推進事業＊等の学校予算の自律性の確保を図ります。   

学校が抱えるさまざまな課題について、専門機関や関係部署、地域社会との連携を

強化して解決していくために、区における教育支援を充実します。 

・学校教育推進会議から学校運営協議会へと移行・展開することにより、地域住民が

学校運営に参画し、子どもたちの成長を支えていく持続可能な協働体制づくりを推

進します。 

・小学校から中学校への進学において、新しい環境での学習や生活へスムーズに移行

できるよう、小中９年間の学びの系統性を確保し、小学校から中学校への接続を円

滑化するための小中連携教育の推進を図ります。

・各区役所地域みまもり支援センターに配置されている区・教育担当が、地域の子ど

も支援に関わる諸団体、保健・福祉部門等の関係機関と連携することで、子ども支

援を促進します。 

・学校の抱えるさまざまな課題に組織的に対応できるよう、区・教育担当を中心にき

め細かに学校を支援することにより、困難を抱える子どもの小さなＳＯＳも見逃さ

ない支援体制づくりを推進します。 

・各学校が運営計画に沿って学校運営費を効率的・効果的に執行できるよう、予算調

整制度を活用し、学校の自律的かつ円滑な運営を支援します。
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●家庭や地域に開かれた信頼される学校づくりと、地域の創意工夫を活かした特色ある学校づくりをめざした
学校運営の推進

●学校運営協議会の運営支援及びコミュニティ・スクールの拡充

●コミュニティ・スクールの実践成果の普及・啓発

●学校がそれぞれの地域にある資源を活かした体験活動などの企画を行う「夢教育21推進事業」等を活用した
特色ある学校づくりの推進

●各学校が、自らの教育活動等について、めざすべき目標を設定し、その達成状況や取組等について評価することにより、
学校の組織的・継続的な改善を図る、学校評価の実施

●学校教育ボランティアの配置による学校活動の支援

●小中９年間を円滑に接続する小中連携教育の推進

●区における教育支援の推進

●学校運営費の効率的・効果的な執行

事業推進

令和7（2025）

 取組成果をまとめたリーフレットの作成・配布

 コミュニティ・スクール連絡会の開催

地域等による学校運営へ
の参加促進事業

・「夢教育21推進事
業」の実施

継続実施

継続実施・各校の特色に応じた
予算調整の実施

年度以降

・年１回の実施

・学校教育ボランティア
の配置

事務事業名

・小中連携教育の実
施

継続実施

 学校運営全般に対する支援
・支援の実施

継続実施

年度

・学校評価の実施

学校・家庭・地域社会が一
体となってよりよい教育の実
現をめざし、学校運営協議
会（コミュニティ・スクール）を
拡充するとともに、その取組の
成果を他の学校に波及させる
ことで、「地域とともにある学
校づくり」を推進します。

地域人材の活用を図るととも
に、学校の自主性・自律性を
高めるなど、特色ある学校づく
りを進めます。また、区・教育
担当を中心に、関係機関と
連携しながら、学校と地域と
の連携の強化や学校へのきめ
細かな支援を推進します。

年度

継続実施

支援の推進
・地域諸団体・機関と
の連携による子どもの
支援

令和3（2021） 令和4（2022）

・連携した取組の実施 継続実施

現状

年度

コミュニティ・スクールの
拡充 56校

継続実施

継続実施

事業内容・目標

 各区の「要保護児童対策地域協議会＊実務者会議」での情報共有など、地域諸団体・機関との連携強化による子ども

継続実施

令和6（2024）令和5（2023）

事業推進

年度

コミュニティ・スクールの
拡充 136校

コミュニティ・スクールの
拡充 全校

継続実施

 地域みまもり支援センターとの連携など、学校間及び学校と地域の連携強化に向けた支援

令和8（2026）
年度

地域に開かれた特色ある
学校づくり推進事業

学校運営協議会設置
校（コミュニティ・スクー
ル） 28校

コミュニティ・スクールの
拡充 96校

・リーフレットの作成・配
布

・各校の取組推進 ・各校の実情に合わせ
た取組の推進
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施策３．教職員の資質・能力向上

教職員の採用に関する広報活動の充実を図り、試験方法等のさらなる工夫により、

人間的魅力を備え、創意と活力に溢れた多様で優秀な人材の確保を進めます。また、

学校における教育活動の充実を図るため、教員の力量形成やキャリア形成に資する人

事異動を行います。教職員が研修・研究に取り組む時間の確保に努めるとともに、ラ

イフステージに応じた研修や校内研修など、さまざまな研修機会を活用して、教職員

一人ひとりの資質・能力の向上を図ります。 

・「個別最適な学び」と「協働的な学び」の実現や、「学校における働き方・仕事の進

め方改革の推進」に向け、きめ細かな指導体制を整備するとともに、より一層本市

の教育課題に対応した効果的な教職員配置ができるよう取組を進めます。 

・教職員同士の学び合いを促進し、日常的な授業研究の充実や校内研修の活性化を図

り、教職員の資質・能力の向上に向けた取組を進めます。 

・「令和の日本型教育」を担う、高い資質・能力を備えた教職員を確保するため、国の

教職員の育成・採用・研修等のあり方の検討を注視しながら、既存の取組について

必要な改善を行っていきます。 

・首都圏をはじめ地方都市における採用説明会の実施に加え、オンライン説明会を開

催するなど、あらゆる機会を通じて幅広く人材を募集するとともに、ホームページ

でのデジタルコンテンツの充実や SNS 等多様な広報手段を用いて、本市の教職員

として働く魅力を発信していきます。また、特別選考区分＊の実施や大学推薦制度

の活用により、より多様で優秀な人材の積極的な確保を図ります。 

・平成２９（2017）年４月に改正された教育公務員特例法の規定に基づいて設置す

る関係大学等との協議会を活用して策定した、教員の資質向上に関する指標などに

基づいて再構築した研修体系により、教職員に対して採用時からの経験年数等に応

じた体系的なライフステージに応じた研修を実施し、教職員の資質や能力の向上を

図るとともに、学校を支えるミドルリーダーの育成に取り組みます。また、新たな

教育課題に対応した教員育成指標＊の見直しに取り組みます。 
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●教職員の資質、能力の向上をめざした研修の実施

●35人学級への対応と効率的・効果的な施策推進に資する定数算定や配当等の実施

●計画的な人事管理と、創意と活力にあふれた魅力的な人材確保の推進

子どもたちと共に学び続ける
教員であるために、育成指標
に基づくライフステージに応じた
教職員研修を推進します。
特に、学校全体の教育力向
上をめざして、若手教員やミド
ルリーダーとなる中堅職員の
資質・能力の向上を図りま
す。

・広報活動の充実
・検討結果に基づく取
組の推進

現状 事業内容・目標
令和3（2021）

教職員研修事業

・事業実施

・適正な教職員配置

・登録手続きの利便性
向上に向けた検討

 学び続けることができる教職員の育成をめざした取組の推進

継続実施

・オンライン研修等の推
進

・R3の取組結果を踏ま
えた事業推進

 適正な教職員配置の実施

・校内OJTの活性化を
図るための取組の検討

年度

継続実施

継続実施

年度年度 年度

継続実施
教職員の選考・人事業務

年度以降

・試験実施
・次年度に向けた試験
内容・実施方法の検
討

継続実施

 育成指標に基づくライフステージに応じた教職員研修の実施

継続実施

令和4（2022） 令和5（2023）

 GIGAスクール構想や働き方・仕事の進め方改革を踏まえた研修の実施

事務事業名
年度

・広報活動の充実

令和6（2024） 令和7（2025）

 公正で適正な教員採用試験の実施

 代替教職員の確保に向けた取組の推進

令和8（2026）

●優秀な人材の確保に向けた、教職をめざす人のための「輝け☆明日の先生＊」の実施

事業推進

・検討結果に基づく取
組の推進

継続実施・各種研修の実施 事業推進

・定数算定等の実施
施策推進に資する定数算定
を行うとともに、教職員採用
についての検討改善等により
創意と活力にあふれた優秀な
人材を確保します。また、学
校における教育活動の充実を
図るため、教職員の意欲を引
き出す人事異動を実施しま
す。

文部科学省では、学習が高度化する小学校高学年において、各教科の系統性を踏まえなが

ら、専門性の高い教科指導を行い教育の質の向上を図るとともに、教員の持ちコマ数軽減な

ど学校の働き方改革を進めるため、専科指導教員の計画的な配置充実を図り、令和４（2022）

年度から小学校高学年における教科担任制を推進することとしています。 

本市においても、専科指導は、質の高い授業や、学級担任の負担軽減、児童理解の促進な

どにつながる取組であると考えており、中学校教員の小学校への異動など、教科指導の専門

性の高い教員の確保を図りながら、国の加配定数等の活用により、小学校高学年の教科担任

制の推進に向けた専科指導教員の計画的な配置に取り組みます。 

【小学校における教科担任制について】 

●各団体の支援教育研究団体補助事業
継続実施 事業推進校長会や各教科の研究団体

など、主体的に事業を行って
いる教育研究団体に補助金
を交付することにより、学校教
育の充実発展に向けた研究
活動等を支援します。
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