
第 3 回 鷹 栖 町 議 会 定 例 会  

 

 一  般  質  問 
 

質問方式：一問一答方式 制限時間：45 分間 

 

尚、一部言葉使いなどに校正箇所があり 
 

質問要旨：行政の働き方改革の取り組みについて 
 

青野敏 

働き方改革は、今では社会全体において顕在的な問題であり、早急に取り組むべき

最重要課題との認識が持たれております。 

本町においても、新たな行政課題への対応や多様化する住民サービスをはじめとす

る、自治体が担わなければならない政策や施策、事務事業をはじめとするそれぞれの

業務は着実に増え続けており、業務の効率化や職員の長時間労働の是正等々において

の働き方改革の積極的な取組みにも迫られております。 

地域社会をリードする行政の役割を改めて認識し、職員の心身の健康や職員の士気

を確保し、働きやすい職場環境を整えることにより、住民サービスの向上等にも必ず

や繋がることと考えますけれども、役場内の働き方改革についてお伺いします。 

 

行政内における働き方改革の取組状況について、まずお伺いをさせていただきます。 

更に、新規事業や多岐にわたる住民サービスの充実を進めることにより、職員の業

務量は増加している現状と推測しております。 

業務内容に対する職員配置の問題や仕事量のバランスなど課題解決等、行政内の働

き方改革に向けて町長のお考えを伺いします。 

 

谷町長 

それでは、青野議員の御質問にお答えいたします。 

働き方改革は、国が少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少や育児や介護との両立な

ど、働く方のニーズの多様化の課題に対応し就業機会の拡大や意欲、能力を存分に発

揮できる環境をつくることを目的として、2019 年４月から順次取組みを進めていると

ころです。 

本町においても、職員の心身にわたる健康の保持増進や自己啓発のための創造的自

由時間を拡充し、もって、公務能率の向上を図る目的から、職員の総労働時間短縮に

関する基本方針を策定しました。 

職員のワークライフバランスを図り、事務の簡素効率化や毎週水曜日のノー残業デ

ーの徹底、時間外労働時間の上限目安の設定による時間外抑制を図っております。 

時間外勤務については、平成 30 年度が対象者 73 人で１万 9,642 時間。 

１人平均 269時間。 

令和元年度が対象者 76人で１万 7,492時間。 

１人平均 230時間と減少傾向となってございます。 

また、有給休暇の取得でみると、平成 27 年度では平均 7.3 日であったのが、平成



30年度で平均 8.1日。 

令和元年度で平均 8.7日と取得も進んでいると考えています。 

一方、事務改善委員会においては、随時定期的に業務内容の点検を行っており、さ

らに職場環境の改善に向けた検討を行った上で、働き方改革のアクションプランを策

定する予定で作業を進めています。 

また、行財政改革推進委員会では、能率的な行政運営に向けての職員の育成支援に

努めるとともに、時代に即した働き方改革を推進するため、民間での手法など貴重な

御意見をいただき、今後に生かしたいと考えており８月４日に諮問を行ったところで

す。 

職員の配置については、各課各係の業務がその年の業務内容により変動したり、ま

た、新規事業への対応などでも業務量が増える場合があるため、年度末には各課の業

務内容を課長等からヒアリングを行っております。 

今年度についても、総務企画課に管財係の設置、健康福祉課子育て支援係に主査を

２名配置するなど、限られた人数の中で適正適所に配置し、円滑な業務遂行ができる

体制づくりに努めておりますので、御理解を願います。 

働き方改革は、職員の公務能率の向上に加え、心身のリフレッシュや仕事と生活の

調和の観点からも極めて重要であるとともに、持続可能な財政運営を進める上で、必

要不可欠であり、職員一人ひとりが自分事として目的意識を持てるように推進してま

いります。 

 

青野敏 

ただ今、現状について町長からお話をいただきました。 

私も過去の時間数のデータをいただいております。 

過去５年間のデータでは、平成 27 年１人で１番多い残業時間が 916時間。 

平成 28年１人当たり１番多い残業時間で 650時間。 

平成 29年１人当たり 700時間を超えております。 

平成 30年は 500時間。 

このことを踏まえながらも、先ほど町長から答弁がありましたように、令和元年、

２年では時間外勤務時間は削減されている状況は確認しております。 

また、担当課長６名、組合職員 2 名による事務改善委員会において、改善等に関す

る協議をしているとも伺っております。 

政策的な事業により、時間を多く費やす担当課があるかと思いますが、課単位の横

つながりによりサポート体制が大事だと思います。 

事業が集中するときでも担当課の職員体制は決まっているわけですから、横断的な

体制のつながりというのを持ちながら、時間外労働の削減することも必要だと思うの

ですけれども、まずこの点の考え方を伺います。 

 

谷町長 

議員のおっしゃるとおり、年度によっては仕事量が集中してしまう、そういう部署、

係もございます。 

そういうような時は、各課の中で課長が責任を持って、横連携をしっかり持ちなが

ら、業務量をなるべく均等にできるように、そういうような配慮をしてございます。 

 



青野敏 

そういう体制が１番大事だと思いますから、是非町長が号令を出して、庁内課長会

議等々もあるわけですから、そういう横の連携がしっかり取れるような体制をお願い

致します。 

事務改善委員会の中でこういうことも含めてお話はされることが出来ているのでし

ょうか。 

 

新田総務企画課長 

事務改善委員会の中の話でございます。 

今年度につきましては、月１回を定例としまして会議を行ってきております。 

特に、昨年から時間外の削減に向けた取組みという部分を課題に持っておりまして、

今年につきましてもそちらの内容につきまして、各課長、また、課の動向を改めて点

検をして、先ほど町長のほうから答弁ありましたように、アクションプランの作成と

いう部分で行っていきたいということで、点検・確認を行ってきております。 

またあわせまして、事務改善のほうでは庁舎のレイアウトの部分も、それが事務改

善で時間短縮につながるのではないかという視点も持っておりますので、それもあわ

せて検討している状況でございます。 

 

青野敏 

課長から事務改善検討委員会の会議内容をお伺いました。 

鷹栖町の職員の総労働時間の短縮に関する基本方針というのがあります。 

この内容は、それぞれ公務の能率化・事務の改善等、事務の効率を良くして時間数

を減らすという方法、また、時間外勤務の縮減という言葉もあります。 

更には、職員の健康への配慮も含めて細かくこの中には記載されておりますが、し

かし私が一番気になるのは、どの業務に関しても所属長とは課長職が、しっかりとそ

の課の中で効率化や健康のことも含めて事務改善等々をやりなさいと、私は聞こえま

すが、そういうことも含めて、事務改善委員会の会議の中で鷹栖町職員の総労働時間

の短縮に関する基本方針等の話をしっかりと議論をしてやっているということの捉え

方でよろしいですか。 

 

谷町長 

御理解のとおりでよろしいです。 

 

青野敏 

効率的な会議の持ち方や会議のやり方などについては、所属長が検討して行うこと

は可能だと思います。 

但し、谷町長が取り進めている鷹栖町の事業全般について、子育や健康、福祉、学

校教育、等々様々な事業が年々拡大しているというのは事実だと思います。 

それと、町長がおっしゃっているように、本町には観光資源というのはないですか

ら、交流人口を増やす。 

今年は開催出来なかったですけれども、秋の大収穫祭やパレットヒルズの事業、更

には様々なイベント等をはじめ、町民に対するセミナーや福祉・教育関係など、多岐

にわたる多くの業務が膨れてきているのだと思います。 



担当課の課長がその事業をするのかしないのか、これはもう必要ないからやめまし

ょうという結論を出せるのかというと、それは疑問を持ちます。 

事務改善委員会や課長会議で事業削減の権限があるとは思いませんが、町長どうで

すかね。 

 

谷町長 

事業のスクラップアンドビルドの関係なのですけれども、それについては以前、青

野議員に何回も御質問を受けていると思うのですが、政策ヒアリングの中で、年２回

行ってございますので、そちらのほうで対処してございます。 

 

青野敏 

トップの判断で膨れている事業を整理する事が必要であると考えています。 

事業の目標値は設定していますから、担当者に効果を求め職員もしっかりと、その

ことに対応する体制をとり、体制をとれば取るほどやはり時間もかかる。 

最終的には行政のトップとして、事務事業を含めて全体の行財政改革についても、

審議をする時期が来ていると思いますが、その中でいけば一番この金額を抑えるとい

うのは人件費です。 

人件費を抑えるとなれば、事務・事業の関係の縮減をどういうふうに捉えるか。 

町長のお考えをお伺います。 

 

谷町長 

青野議員が事業に対して効率という部分もございましたけれども、職員も非常によ

く仕事を頑張っていると思います。 

地方創生の関係もそうでしょうし、第８次総合計画も今年度からスタートしたとい

うことで、特に、平成 30 年度と平成 31 年度、令和元年度については事業計画や総合

計画の策定に随分時間を費やして、町民の声も非常に多く聞き取りながら計画を組立

てたというふうに思ってございます。 

その中でも１人あたりの時間外勤務が減っているというのは非常に私としては、費

用対効果としては、職員も工夫をしながら頑張っていると思いますし、私の指示もし

っかり届いているのではないかなというふうに思います。 

また、原点に立ち返ることも大切ですので、議員のおっしゃるとおり一つ一つの事

業の効果をしっかりと検証しながら、これからやっていくことも必要かと思いますの

で、その辺のところは気をつけてやってまいりたいと存じます。 

 

青野敏 

今までの必要な事業、また新たに取り組まなくてはならない事業、それらの事業を

一つにしながら町民に対してのサービス、また、行政としてどういう道づくりをこれ

からつくるのかというのは、第８次総合振興計画で新たに謳っているわけです。 

そういうことも含めて、将来を見据えた事業を展開するためにも、職員の方々の力

を借りていろんな意見を練って実務で頑張っていただく事が一番大事だと思って言い

ます。 

今後の行財政改革の中でも恐らくこの議論は出るでしょう。 

そういうことも含めながら職員の健康があって一番、やはり町民に対してサービス



を提供することができるわけですから、そういうこともしっかりと町長としてお願い

をしたいと思います。 

先ほどの行財政改革の審議もするでしょうから、この中でも事務事業などの新たな

検討も含めて議論することは検討されますか。 

 

谷町長 

ありがとうございます。 

ちょうど私も、そこのところを説明したいなと思っておりました。 

行財政改革推進委員会のほうに諮問した内容の中に、働き方改革の推進という項目

も謳ってございます。 

委員の皆様方には、時間外勤務の抑制や健康サポート体制の充実のほか、多様なワ

ークスタイルの推進、快適なオフィス環境づくりなどということで、心身ともに職員

が良い環境の中で働けるような、そういうような職場環境をつくるための御助言等も

いただくということで、項目の中に謳ってございまして、具体的に諮問をいただこう

というふうに考えてございます。 

 

青野敏 

今後、アクションプランも策定し目標値をつくって、時間外労働などの対応をする

ということで話がありましたから、今後しっかりと計画をつくっていただきたいと思

います。 

やはり、職員が健康であることが一番町民に対しても幸せなことですから、そこで

しっかりとした仕事をしていただいて、町民にその元気を還元するということが一番

大事だと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 

２点目、教育長にお伺いいたします。 

 

学校における働き方改革の取組みについてお伺いします。 

新しい時代の学校教育に向けては、児童生徒に対する教育・指導を一層充実させる

ことが期待をされており、その実現に向け教員が授業や授業準備などに集中して取組

み、健康でやりがいを持って勤務することによって教育の質を高める環境が、大変重

要であると考えております。 

また、現状における教職員の時間外勤務などの課題が明らかになり、教員が子供た

ちと向き合う環境や指導体制などの整備が喫緊の課題であることも御存じだというふ

うに思ってございます。 

このような現状を踏まえ本町においても、学校・教育委員会・家庭・地域を含めて、

全ての関係者がそれぞれの立場で連携協力をして、教員が業務の質を高め子供たちに

効果的な教育活動を行うことができる体制が重要であると考えますけれども、教育長

のお考えをお伺います。 

 

上西教育長 

青野議員のご質問にお答えします。 

学校における働き方改革の取組みについてですが、御指摘のとおり学校教職員の働

き方改革については全国的な課題となっており、鷹栖町においても教職員が子供たち



としっかり向き合い、心身ともに健康でやりがいを持って教育活動を行うためには、

教職員の時間外勤務を減らし、時間的・精神的なゆとりを確保する働き方改革を推進

する必要があると考えております。 

そのため、「学校における働き方改革北海道アクションプラン」に基づき、引き続

き、学校閉庁日の設定や校務支援システムの導入、学習支援員や部活動指導員の配置、

スクールソーシャルワーカー等の専門スタッフを配置するとともに、本年度からは各

小中学校の通知表を年２回発行へと変更して、学校の働き方改革を推進しております。 

更に、新型コロナウイルス感染症対策やＧＩＧＡスクール構想の推進に伴い、教職

員の業務の増加が予想されるため、学習指導員やスクールサポートスタッフ、ＧＩＧ

Ａスクールサポーターを配置する予定をしています。 

また、これらの働き方改革を推進するには、保護者の理解や地域の方々との連携・

協力が必要ですので、今後ともコミュニティ・スクールやＰＴＡ、各種協議会などを

通して丁寧に説明し協力をお願いしながら、学校の働き方改革を推進してまいります。 

 

青野敏 

教育関係についても教育長からの答弁あったとおり、様々な取組みをされていると

思います。 

学校の働き方改革である「北海道のアクションプラン」これについては平成 29 年

に北海道で策定をして、それに基づいて各市町村の教育委員会を基本にした中で、各

市町村の教育委員会アクションプランを作っている自治体がございます。 

このアクションプランの中には、教職員の時間外勤務の縮減ですとか、外部人材の

活用、そういうことも含めて位置づけをしながら、今後の体制をそれぞれの市町村の

中で決めなさいよっていうことだと思います。 

それにあわせて、一番大事なのは道教委と市町村教委、学校の役割をしっかりとそ

の中で分担をして、お互いが責任を持つ体制が重要であります。 

道教委と鷹栖町教育委員会、学校の役割について教育長の中では、人材の登用の関

係もありましたけれども、どこまで鷹栖町の教育委員会として独自で行うとしている

のか、その取組みの考え方はございますか。 

 

上西教育長 

御質問のあった各役割といった部分でございますが、北海道教育委員会としては

「学校における働き方改革北海道アクションプラン」といった部分を策定して、教職

員の給与だとか勤務時間だとか、基本的な部分を北海道教育委員会では担っていると

いった部分になってございます。 

私たち市町村の教育委員会としましては、学校の先生方が働きやすくする環境整備、

また、専門スタッフや独自で学習支援員などの部分を付けておりますので、そういっ

た部分のことをさせていただいております。 

学校につきましては、管理職が中心となり勤務時間の把握をしっかりした中で、職

員の意識改革といった部分を学校で担う形で役割分担をしていると思っております。 

 

 

 

 



青野敏 

役割については、教育長からお話をいただきました。 

具体的には、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、また、特別支

援員ですとか、話は出ませんでしたけれども、部活動の指導員ですね。 

これについても鷹栖町教育委員会としてしっかりと位置づけをしながら、其々の事

業は担っていただいているのだと思います。 

この後、新たな部分において教職員の負担を軽減すべく、道教委のほうでも予算を

付けて頂きながら、町独自の取組として教職員のＯＢの方がたくさん在住していらっ

しゃいますから、協力を願いながら取組まれると思います。 

道教委の中では、免許を持たなくてもカウンセラーや支援員を手だてする話があり

ますが、私の認識とすればやはり教員免許を持った方が子供たちをしっかりと預かる、

見守ることが一番大事だというふうに思います。 

教育長の考え方はございますか。 

 

上西教育長 

青野議員から鷹栖の教職員のＯＢの方が多くといった部分もあります。 

ＯＢの方から、私のほうにも今回のコロナ禍の関係についても、いろんなことで学

校に協力したいといったお話もお受けしております。 

ＯＢを中心とした、社会福祉協議会での寺子屋や今回夏休みも含めて実施していた

だいている部分もあります。 

コロナ禍で学校が大変な部分もありまして、教育指導員の話も今回追加をさせてい

ただこうと思っています。 

また、先ほどの教員の資格はなくてもの話については、教職員の免許を持ったＯＢ

の方で配置を考えさせていただいているところです。 

せっかく地域にいらっしゃる人材なので、その辺は一緒にしていただけるという意

思も、かなりお持ちになっていただいておりますから、一緒に学校を応援していただ

ける部分だと思っておりますので、させていただきたいと思っております。 

 

青野敏 

教育長のお考えをお伺いさせていただきました。 

鷹栖町の未来を担う子供たちですから、しっかりと学校も含めて町と地域全体、家

庭が中心となって、しっかりと実践するということが一番大事だと思いますので、今

後の活用についてはよろしくお願いしたいと思います。 

私は子供たちに対する教育というのは、先ほどから何回も言うように学校だけでは

なくて、家庭も含めて、地域、町全体で育てる、見守る、教育をする、そういうこと

が一番大事だと思っています。 

逆に子供たちから大人が勉強させていただくってことも実はあるとも思っています。 

そんなことも含めてお互いが信頼関係を持ちながら、いかに共通認識を持って子供

たちを育てるかということが大事だというふうに思いますので、やはり現場において

は学校の教員が大事です。 

教員の長時間労働の解消をしながら本来の業務をしっかり行い、子供を見守る、教

える、そういう業務を行うには環境が必要でしょうし、そこにはやっぱり働きやすい

学校の現場をつくる事が求められています。 



教育委員会でしっかりと目配りをしながら、必要なものについては補助をして手助

けをしながら、そういう体制をするのが大事だと思いますけれども、教育長どうです

か。 

 

上西教育長 

学校の先生方が時間的・精神的なゆとりといった部分が大事だと思います。 

子供たちのために一番何が良いのかといった部分が、そこが一番大事なところです

ので、先ほどおっしゃいました、学校だけでは教えられない、子供たちに教えられな

い学習といった部分があります。 

地域の方々と一緒になって子供たちを育てていきたいと思っておりますので、今後

ともよろしくお願いしたいと思います。 

 
 


