
     堺市職員の女性活躍推進プラン［学校園用］ 

平成２９年６月 

堺市教育委員会 

Ⅰ 本プランについて                                              

堺市では、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づき、平成 28 年 3 月に「堺

市職員の女性活躍推進プラン」（計画期間 平成 31年 3 月 31日まで）を策定し、女性の活躍推進に

向けて取組みを進めています。 

教育委員会においても、大阪府から教職員に係る権限が移譲されたことを契機に、教職員の現状と

課題をふまえ、「堺市職員の女性活躍推進プラン［学校園用］」としてまとめました。 

教職員が学校園でいきいきと働く姿や、それぞれの生活で役割を果たしたり、活躍したりしている

状況は、教育活動を通じて、子どもたちの生き方のモデルとなり、職業観、勤労観等の醸成につなが

るものと考えます。 

教育委員会と学校園がともに取り組むことで、女性をはじめとするすべての教職員の意欲と能力が

十分に発揮され、活躍できるよう、取組みを推進していきます。 

 

Ⅱ 数値目標                                                          

「堺市職員の女性活躍推進プラン」における次の項目について、数値目標の達成をめざし、教育委

員会と学校園での取組みを推進します。 

女性の活躍に関する状況については、毎年度、実績値を算出し、公表します。 

堺市職員の女性活躍推進プランにおける数値目標 

項   目 目標値（平成 30年度） 

男性職員の育児休業の取得率 10％以上 

男性職員の出産サポート休暇の取得率［妻の出産休暇］ 100％ 

男性職員の子育てパパ休暇の取得率 ［男性育児休暇］ 100％ 

 

下記の項目については、学校園での実績値をふまえ、さらなる向上をめざして取組みを推進します。 

項 目 実績値（平成 29年度） 

管理職に占める女性の割合 ※ 21.3％  

役職者に占める女性の割合［主幹教諭・指導教諭等］ 37.2％ 
 
※ 参考 「第 4期さかい男女共同参画プラン」における学校園管理職に占める女性の割合の数値目標は 

25%（平成33年度）。 

 

Ⅲ 現状と課題                                   

（１）女性教職員の採用 

平成 27～29年度の新規採用や臨時的任用教職員に占める女性の割合は、いずれも女性の方が多く

なっています。特に、臨時的任用教職員においては 60％を超えています。 

          新規採用・臨時的任用教職員に占める女性の割合        （％） 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

新規採用教職員 58.5 49.7 53.6 

臨時的任用教職員 61.2 60.8 61.2 

※ 臨時的任用教職員：産育休臨時講師等 （各年 5月 1日時点） 

 

（２）女性教職員の登用 

①管理職に占める女性の割合 

平成 27～29年度の管理職に占める女性の割合はおよそ 21％で推移しています。意欲と能力の

ある女性教職員が、管理職となって力を発揮することは、これまで以上に多様な視点から学校経営



が行われ、学校課題の解決や本市教育力全体の向上にもつながります。 

女性教職員の主体的なキャリア形成への意識高揚や、職場と生活の双方で活躍することへの意識 

改革を促す機会を設けるなど、女性教職員の管理職への登用に積極的に取り組む必要があります。 

          管理職（校園長、教頭、准園長、室長）に占める女性の割合      （％） 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

女性の割合 21.2 21.1 21.3 

 

②役職者に占める女性の割合   

平成 27～29年度の役職者のうち、事務職員等（主幹・主査）における女性の割合は 60％を超

えています。一方、教員（主幹教諭や指導教諭等）の女性の割合は、37～38％で推移しています。 

女性教職員が、校内等で様々な校務を担当して経験を積む機会を得たり、また校務等への取組み

を通して有用感を高めたりしていくことで、役職者となって学校経営に参画していくことに意欲的

になれるよう、取り組んでいくことが必要です。 

             役職者に占める女性の割合              （％） 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

主幹教諭･指導教諭等 38.3 37.7 37.2 

主幹･主査 59.1 62.2 65.1 

 

（３）男性教職員の育児休業等に関わる状況 

平成 28 年度の出産、育児、介護に係る休暇と育児に係る休業等の取得状況です。育児に係る休業

等の取得者は、女性 260 名、男性 4名となっています。 

男性の育児休業の取得期間では、学期等を単位として取得している状況があります。学校園での育

児休業等の取得は、学級担任や教科指導等直接子どもに関わる者が代わることになるため、子どもや

保護者等との関係性、学習・生徒指導・部活動等における専門性や連続性に配慮しているためである

と推察されます。 

制度の周知と併せて、子育てに関わる休暇や休業等の取得を希望する教職員が、取得しやすくする

ための支援や環境づくりが必要です。 

出産休暇、育児休暇、介護休暇の取得状況［平成 28年度］ 

 
出産休暇 育児休暇 介護休暇 

取得者(人) 平均日数(日) 取得者(人) 平均日数(日) 取得者(人) 平均日数(日) 

男 性 88 1.5 29 3.4 45 3.2 

女 性     109 2.8 

    育児休業、育児部分休業、育児短時間勤務の取得状況［平成 28年度］    （人） 

 育児休業 育児部分休業 育児短時間勤務 

男 性 4 0 0 

女 性 260 19 17 

育児休業の取得期間［平成 28年度］            （人） 

期 間 3月以下 6月以下 9月以下 1年以下 1年6月以下 2年以下 2年6月以下 3年以下 

男 性 0 1 3 0 0 0 0 0 

女 性 0 6 12 24 76 59 41 42 

 

（４）ワーク・ライフ・バランスに関わる状況 

① 時間外勤務時間の状況 [事務職員等]   

平成 26～28年度の事務職員等一人当たりの時間外勤務時間（一月当たり）の状況は、微増して

います。複雑化・多様化する学校課題の解決のためには、学校園がチームとなって教育活動を進め

ていく必要がある一方で、学校現場における業務改善等、働き方の改革も求められています。 



事務職員等のみならず、教職員を含めた学校園における働き方改革は、女性にとって働きやすい 

職場環境をつくるだけでなく、男性の生活等での活躍推進にもつながり、ワーク・ライフ・バラン

スの観点からも重要です。 

           事務職員等一人当たりの時間外勤務時間（一月当たり）       （時間） 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

時間外勤務時間 7.6 8.3 8.5 

※ 事務職員等とは、臨時的任用を含む事務職員及び学校栄養職員 

【参考】           教員一人当たりの勤務時間外滞在時間（一月当たり）       （時間） 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

勤務時間外滞在時間 39.6 39.4 38.7 

※ 教員には時間外勤務手当が支給されないことから、出退勤時刻の差から、正規の勤務時間と法定休憩時間を 

除いた時間外における滞在時間を記載している。 

   

② 連続勤務平均年数の男女の差異 

平成 26～28 年度の連続勤務の平均年数では、性別による大きな差異は見られません。しかし、

一方で、勤務年数の少ない教職員が多くなっています。 

本市では、今後しばらく、勤務年数の長い教職員の退職が多い状況が続く見通しであるため、計

画的な採用ととともに、女性をはじめとするすべての教職員が個性と能力を発揮することで、本市

がこれまで培ってきた教育や指導技術を継承し、教育の質を保障・向上していくことが必要です。 

              連続勤務平均年数の男女の差異              （年） 

 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 

女 性 15.1 14.2 13.1 

男 性 15.6 14.2 13.4 

差 異  -0.5 ±0 －0.3 

 

 

 

Ⅳ 女性の活躍推進に向けた取組み                                   

  前項の現状と課題をふまえ、3つの視点から取組みを進めます。 

（1）女性の活躍推進に向けて 

学校園で働く教職員の姿は、それ自体が子どもたちのキャリア教育のモデルになります。また同時

に、活力ある組織づくりには、女性の活躍が欠かせません。女性教職員が、その意欲と能力を十分に

発揮し、活躍が推進できるよう、以下の取組みを行います。 

① 研修内容の見直し【教育委員会】 

女性教職員がキャリア形成について考える機会となり、主体的なキャリア形成への意識高揚が図

れるよう、新規採用者や役職者等対象研修を見直し、キャリア形成に関わる内容を組み入れます。 

② 管理職によるロールモデルの提示と紹介【学校園・教育委員会】 

   昇任への意欲向上を図るため、管理職自身が、職場と生活の双方で活躍する姿をロールモデルと

して率先して示します。教育委員会においても、ロールモデルとなる管理職や役職者について、教

育用グループウェアを通じて紹介します。 

③ 意欲と能力に応じた校務分担【学校園】 

  校内等で様々な経験を積むことで、女性教職員のキャリア形成を支援するため、管理職は、教職

員一人ひとりの意欲と能力に応じた校務分担を行います。 

 

 



（２）家事、子育て、介護等に係る環境整備に向けて 

妊娠や出産は、女性にとって一定期間仕事を中断したり、時間的な制約を受けたりするため、キャ

リアロスが生起します。女性が、職場への早い復帰を希望する場合、男性の生活等での活躍が重要で

あり、また、子育てに関わることは、男性にとってもその喜びや親としての責任感を高めるとともに、

主体的・継続的な子育てにつながります。 

女性と男性が、ともに職場と生活等の双方でその能力を発揮し、活躍できるよう、以下の取組みを

行います。 

① 「わたしの育児計画書」の新設【教育委員会】 

教職員の計画的な休暇・休業の取得や男性教職員の積極的な子育てへの取組みを支援・促進する

ため、「わたしの育児計画書」を設けます。 

② 「わたしの育児計画書」を活用した計画の共有【学校園】 

子どもの出生予定ができた教職員（全員対象）は、「わたしの育児計画書」を作成し、出生予定日

のおよそ 3か月前までに、管理職に渡します。 

「わたしの育児計画書」を受け取った管理職は、休暇・休業の取得や男性教職員の主体的・継続

的な子育てを支援するため、休暇・休業の取得予定（希望）の有無に関わらず、当該教職員と面談

（共有）の機会を設けます。 

③ 休暇・休業制度の周知【学校園・教育委員会】 

管理職は、教職員の家事、子育て、介護等での活躍を支援するため、所属教職員との面談等の機

会を通じて、出産・育児、介護等に関する休暇・休業制度について周知します。教育委員会におい

ても、教育用グループウェアを活用して、学校園に周知します。 

④ 育児休業取得者への情報提供【学校園】 

管理職は、育児休業取得者の職場復帰への不安やキャリアロスを低減し、復帰直後からその能力

が十分発揮できるよう支援するため、当該教職員に学校園や教育に関する情報提供を行います。 

  ⑤ 積極的な広報・働きかけによる代替講師等の確保【教育委員会】 

代替講師等の配置対象となるものについて、スムーズに人的配置を行うことで、男性教職員が出

産や育児に関する休暇・休業を取得しやすくなるよう、積極的な広報や大学等への働きかけによる

人材確保に取り組みます。 

 

 

（３）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向けて 

全ての教職員の働き方改革による仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現を図るた

め、以下の取組みを行います。 

また、現在、教育委員会内の「教職員の働き方改革検討会議」で検討している、教職員の業務負担

軽減に関する方策についても、随時、取り組んでいきます。 

① 勤務時間外滞在時間の把握【学校園】 

教職員は、自分のタイムマネジメントに取り組んでいけるよう、職員情報システムで、自分の勤

務時間外滞在時間や時間外勤務時間の状況を把握します。 

また、管理職は、教職員のタイムマネジメントを促すため、日常から、教職員の勤務時間外滞在

時間や時間外勤務時間の状況を把握し、声かけ等をするとともに、｢ゆとりの日｣の実効性を高めま

す。 

② 組織的な業務の見直しと情報発信【学校園・教育委員会】 

学校園は、実践事例冊子等を活用し、「チーム学校」による組織的・効率的な業務改善に取り組み

ます。教育委員会においても、学校園の業務改善への取組を支援するため、取組事例について積極

的に情報収集し、発信します。 


