
 

 

 

 

 

 

 

「働き方改革」の取組について －心のゆとりと、子供の笑顔－ 

伊達市立伊達小学校長 永 井   修  
 

 

 

 

 

 

先日、Yahooニュースに上記の記事がアップさ

れていました。公務員の一人として、また、教職

員の働き方改革を進めなくてはならない現状等、

様々考えながら記事を読みました。 

 

…先日、PTA役員会の折に、学校の働き方改革に

ついて触れました。今月の学校だよりでは、あら

ためて、保護者の皆様にも、学校の働き方改革に

ご理解を賜りたく、触れさせていただきます。 

▼朝は子供たちが登校する前の７時すぎから子供た

ちを迎えるための準備を始め、夜は職員室の明かり

が 20 時前までついていて、土日もグラウンドや体

育館で部活動をやっている、これは全国の小・中学

校の平均的な姿です。▼一人一人の子供たちと丁寧

に向き合いたいという思いから、毎日時間に追われ

て働いているため、先生は他の職業と比べてストレ

スが高いというデータもあります。▼『そのくらい

なら、自分の方が働いている！』『忙しいのは先生

だけみたいなこと言わないで！』。皆さまから、そ

んな声が聞こえてくるかもしれません。ですが、働

き方改革が必要なのは先生を楽にするためではあり

ません。学校が、子供たちの未来に直結する場所だ

からです。」 

上記は、H31年 3月に文部科学大臣名で出され

た保護者へのメッセージ（抜粋）です。 

 学校における「働き方改革」は、文部科学省が

先頭に立ち、道教委、市教委、学校が一体となっ

て行っているものです。お陰様で、保護者の皆様

のご理解を得て、本校でも保護者配付文書のデー

タ配信等、出来るところから進めています。 

一方、これまで当たり前のように取り組んでき

たことも含め、学校での教育活動やその在り方も

見直しています。中学校での部活動も、その一つ

です。（６年生保護者には、部活動地域移行説明

会を案内させていただきました。） 

今後は、その成果が職員の在校時間の縮減とし

て、明確に見えてくるように進めてまいりますの

で、ご理解をお願いいたします。 

“教師の心のゆとりが、子供の笑顔に直結”す

ることを目的に…。 

（本校職員の勤務時間は 8:00～16:30です） 
 

■学芸会の対応について 

 10／28（金）に学芸会を予定しています。 

 体育館の収容人数（コロナ対応下）の定めによ

り、家庭 2名を上限としています。 

 本来であれば土曜や日曜に開催し、卒業生を含

め多くの方に見ていただきたいところですが、人

数を制限する必要があるため、平日開催となるこ

とについてご理解をお願いします。 

 ご案内は改めて後日配信いたします。 
 
台風明けのよい天気の下、１～３年生の遠足を実施。 

私が小学４年生の時、初めて学校を休んだ日が「遠足」の日で

した。熱を出し休まざるを得なく、休んだことの悔しさと、遠足

に行けなかった悔しさで、家で一人で泣いた記憶があります。い

つも厳しい母も、その日ばかりはプリンなどを買ってくれまし

た。体調が戻り翌日学校へ行っても、同級生の会話は「遠足」の

思い出話。でも、担任の先生は、行けなかった自分を気遣ってく

ださり、気が楽になったことを覚えています。 

本校でも、職員室での会話の中に「○○さんも行けなくて残念

です。」と、度々聞かれました。学校では、一つの行事を行うた

びに、いろんな思いが交錯しています。
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伊達小学校は、「おはよう・ありがとう・どうぞ」「やりたい・しりたい・やってみよう」 
「わかった・できた・たのしい」のいえる子どもの育成を進めます。 

 
 

ひらく 強く 

正しく 

朗らかに 

「職員がコンビニの前でソフトクリームを食べ
ています」――。先日、東京都のある区役所に
1 本のクレーム電話が届いた。このクレームが
あった事実を SNS で明かし、「昼休みだから問
題ない」と訴えた区役所職員の投稿が、大きな
反響を呼んでいる。（後略） 

かきめちゃん 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月の主な行事予定について 

日 曜 学 校 行 事 給食 下校時刻 

1 土    

2 日    

3 月 

６年伊達中オープンスクール 
特支外部講師授業（いきものいんく） 
美術ギャラリーボランティア（森・水・
人・ネット～10/17） 

○ 

14:00 
14:50 
15:15 
(6 年) 

4 火 【集会日課】 全校集会 ○ 
14:30 
15:20 

5 水 修学旅行１日目  ○ 
14:00 
14:50 

6 木 修学旅行２日目  ○ 
14:00 
14:50 

7 金 
修学旅行回復休業 
街頭交通指導（４年） 
学芸会会場設営 

○ 14:15 

8 土    

9 日    

10 月 スポーツの日   

11 火 学芸会特別日課開始 ○ 
14:15 
15:05 

12 水  ○ 
14:00 
14:50 

13 木 校区内巡視（５年） ○ 
14:00 
14:50 

14 金 集団下校訓練② ○ 14:00 

15 土    

16 日    

17 月  ○ 
14:00 
14:50 

18 火  ○ 
14:15 
15:05 

19 水 美術ギャラリーボランティア（絵手紙
～10/31） ○ 

14:00 
14:50 

20 木  ○ 
14:00 
14:50 

21 金 
ふるさとふれあいイベント 
４年校外学習 ＊４年弁当日 
校区内巡視（１年） 

△ 14:15 

22 土    
23 日    

24 月  ○ 
14:00 
14:50 

25 火 集金日 学芸会児童公開 ○ 
14:15 
15:05 

26 水 集金日 ふりかえりタイム  
家庭学習強調週間（～11/1） 

○ 14:00 
14:50 

27 木 学芸会前日準備 ○ 14:00 
14:50 

28 金 創立１５０周年記念学芸会 ○ 
学年ご
とに時
差下校 

29 土    
30 日    

31 月   
14:00 
14:50 

 

◆個人懇談ありがとうございました 

９月６日より実施した全家庭との個人懇談に 

ついて、ご多用の中ご来校いただきありがとう 

ございました。前期の学習の様子などを通して 

懇談させていただきました。直接お会いしてお 

話しできる機会が限られるため、貴重な時間と 

なりました。大変にありがとうございました。 

◆縄文フォーラムの開催について 

１０月１５日（土）午後１時３０分よりオン 

ラインで「縄文フォーラム」が開催されます。 

内容については、地元の中高生による「わた

しのまちの世界遺産（伊達市の北黄金貝塚、洞

爺湖町の入江高砂貝塚）」の発表などが予定され

ています。 

（詳細については後日お知らせいたします。） 

 

◆「Stay alert!」 感染対策の徹底を 

 胆振管内の新規陽性者数は減少傾向になって

きていますが、お子様に「発熱（微熱でも）、咽

頭痛、咳などの風邪症状」がある場合は、無理

をさせず登校を控えていただき、家庭で療養す

るよう引き続きご協力をお願いいたします。 

少年団活動においても、「風邪症状」がある場

合は、無理をさせず活動を控えていただくよう

お願いいたします。また、感染対策を確実に講 

じていただくようお願いいたします。 

◆６年生への文化財ガイドブック提供について 

伊達郷土史研究会が創立 60 周年記念事業の

一環として、文化財ガイドブック「伊達の風土

を歩く」を刊行し、６年生にも提供いただく予

定となっています。 

届き次第、６年生に配付いたします。ガイド

ブックは、「だて学」の学習でも活用いたします。 

◆新校舎建設に伴う工事について 

ボイラー室の解体工事を皮切りに、１棟と２棟を 

繋ぐ渡り廊下、そしてプレイルームの解体工事が先

月終わりました。ボイラー室が解体されたため、各教

室と廊下に FF ストーブが設置されました。 

今月から、新校舎の建設工事が始まりました。建設 

工事は、令和５年１２月まで続く予定です。 

校地内での工事音や重機等の往来が続きますが、 

関係者の皆様と連携をとりながら、安全には十分配

慮していきます。ご理解とご協力をよろしくお願い

いたします。 

◆フッ化物洗口（フッ素）実施について 

新型コロナウイルス感染防止の観点から中

止していましたフッ素洗口（週１回）を今週よ

り実施する予定です。 

実施方法は、次の通りです。 

・自席で、ティッシュ（１枚）を詰めた紙コッ

プに静かに吐出し、そのまま袋（学校で用意）

に廃棄します。 

・事後は、手洗いをします。 

・ティッシュは、児童が持参しているものを使

用します。（毎日の携帯を忘れずにお願いしま

す。） 

※実施に係る不安や相談があれば、学校までご

連絡ください。 

※感染状況等によっては実施しないこともあ

ります。 

「家庭学習強調週間」 
中学校の定期テストの日
程に合わせて中学校区統
一で取り組んでいます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆４年生 防災講座実施 

９月６日の胆振防災教育デーにあわせ、全校

児童が避難訓練を実施し、地震の備えについて

学びました。 

４年生の防災講座では、伊達市危機管理課の

足立課長をお招きし、台風や地震、津波、有珠

山の噴火などについて解説していただきまし

た。また、NHK のご協力により、専用アプリを

使って仮想的に浸水を体験しました。 

◆赤十字お礼の手紙 ～医療従事者へ感謝～ 

本校児童会の「思いやり委員会」が、コロナ 

ウイルスがまん延する中、最前線で活躍する医

療従事者の方へ感謝の手紙を書いて届けまし

た。そのことが新聞に掲載されました。 

◆創立１５０周年 

保護者や地域の方々の大きな願いが込めら

れて、 明治５年に児童数１６０余人で開校し

た当時の「有珠郷学校」。 

９月２２日は開校記念日でした。 

今までも・今も・これからも…先人への感謝

を忘れず、目の前のことに向き合いながら、未

来を創って参ります。 

１５０周年と新校舎改築工事が重なること

から１５０周年記念式典は、新校舎の落成記念

式典に合わせて計画していきます。 

 

 

伊達市と NHK より、防災意識を高めていただくことを目的に津波ポスターの寄贈がありました。 


