
５の（４） 自治体独自の多忙化解消対策

1
ノー残業デー・学校閉庁日16日・留守番電話・保護者への手紙・訪問簡素化・校務支援システム・勤務時
間のスライド制＆割り振り

2 ノー残業デー・学校閉庁日４日・留守番電話・保護者への手紙・訪問簡素化・給食費実務廃止・校務支援システム

3 ノー残業デー・学校閉庁日4日・留守番電話・保護者への手紙・訪問簡素化
4 ノー残業デー 学校閉庁日7日 校務支援システム 保護者への手紙 音楽会記録会の廃止 訪問簡素化

5
ノー残業デー 学校閉庁日3日 保護者への手紙 学校訪問の簡素化 給食費徴収実務の廃止 音楽会記録
会の廃止 留守番電話

6
ノー残業デー 学校閉庁日10日 校務支援システム 保護者への手紙 学校訪問のj簡素化 給食費徴収実
務の廃止 勤務時間のスライド制

7 笠松町 ノー残業デー 学校閉庁日7日 保護者への手紙 

8 岐南町 ノー残業デー 学校閉庁日7日 保護者への手紙 

9 本巣郡 北方町 ノー残業デー 留守番電話 保護者への手紙 訪問簡素化 校務支援システム

10
ノー残業デー 学校閉庁日4日  留守番電話 保護者への手紙 学校訪問のj簡素化 所見なし 校務支援
システム

11 ノー残業デー 学校閉庁日3日 保護者への手紙 校務支援システム 学校訪問の簡素化 所見なし 音楽
会記録会の廃止

12 養老郡 養老町 ノー残業デー 学校閉庁日4日 校務支援システム 保護者への手紙 所見なし（中のみ）

13 関ヶ原町 ノー残業デー 学校閉庁日10日 保護者への手紙 校務支援システム

14 垂井町 ノー残業デー 学校閉庁日６日 留守番電話 保護者への手紙

15 安八町 ノー残業デー 学校閉庁日５日 学校訪問の簡素化 保護者への手紙

16 神戸町 ノー残業デー 学校閉庁日4日 保護者への手紙 給食費実務廃止 校務支援システム

17 輪之内町 ノー残業デー 学校閉庁日7日 留守番電話 校務支援システム 学校訪問の簡素化

18 池田町
ノー残業デー 学校閉庁日4日 留守番電話 校務支援システム 保護者への手紙 学校訪問の簡素化 給食
費の徴収廃止

19 揖斐川町 ノー残業デー 学校閉庁日５日  給食費の徴収廃止→給食費の無償化実施

20 大野町 ノー残業デー 閉庁日３日 保護者への手紙 給食費の徴収廃止 留守番電話 所見なし 訪問簡素化

21 ノー残業デー 学校閉庁日4日 留守番電話 保護者への手紙 学校訪問のj簡素化 所見なし

22 ノー残業デー 学校閉庁日3日 保護者への手紙 学校訪問の簡素化 所見なし

23 ノー残業デー 学校閉庁日9日 留守番電話 保護者への手紙 会議時間の短縮 行事の精選

24 ノー残業デー 学校閉庁日5日 校務支援システム 保護者への手紙 所見なし 学校訪問の簡素化

25 ノー残業デー 学校閉庁日4日 留守番電話 校務支援システム 保護者への手紙 学校訪問のj簡素化

26 川辺町 ノー残業デー 学校閉庁日4日 校務支援システム  給食費実務廃止 所見なし

27 坂祝町 ノー残業デー 学校閉庁日4日 保護者への手紙 学校訪問簡素化 所見なし

28 白川町 学校閉庁日4日 校務支援システム

29 富加町 学校閉庁日4日 留守番電話  所見なし

30 東白川村 学校閉庁日4日

31 七宗町 ノー残業デー 学校閉庁日4日 校務支援システム 保護者への手紙

32 八百津町 ノー残業デー 学校閉庁日4日 学校訪問簡素化 所見なし

33 可児郡 御嵩町 ノー残業デー 学校閉庁日4日 学校訪問の簡素化

34 ノー残業デー 学校閉庁日8日 留守番電話 保護者への手紙 学校訪問の簡素化

35 ノー残業デー 学校閉庁日３日 保護者への手紙 学校訪問のj簡素化
36 ノー残業デー 学校閉庁日５日 留守番電話

37 学校閉庁日6日 学校訪問の簡素化 パソコン電源22時シャットダウン

38 ノー残業デー 学校閉庁日３日 校務支援システム 保護者への手紙 学校訪問の簡素化

39 ノー残業デー 学校閉庁日4日 給食費実務廃止

40 ノー残業デー 学校閉庁日3日 学校訪問の簡素化 校務支援システム

41 ノー残業デー 学校閉庁日４日   校務支援システム 所見なし

42 大野郡 白川村 未回答
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配置 名称 勤務形態 賃金 配置方法 合計人数
1 有 学校司書 1日4時間 時給860円 各校配置 68人
2 有 図書整理員 1日3.5時間 時給860円 各校配置 14人
3 有 学校図書館職員 1日4時間 時給860円 各校配置 25人
4 有 読書指導員 1日5時間 時給900円 複数校配置 8人
5 有 図書整理員 1日4時間 時給825円 各校配置 10人

6 有 専任図書司書
図書司書補助員

1日7時間
1日4～6時間

月額180100円
時給 830円

複数校配置 6人

7 笠松町 有 図書事務員 1日7時間半 時給900円 各校配置 4人
8 岐南町 有 図書司書 1日５～6時間 時給987～1077円 各校配置 4人
9 本巣郡 北方町 有 図書整理員 1日6時間 時給950円 各校配置 4人
10 有 図書司書 1日5時間 時給890円 各校配置 30人
11 有 図書館司書 1日7時間45分 時給900円 各校配置 13人
12 養老郡 養老町 有 図書館司書 1日7時間45分 日給6880円 各校配置 ９人
13 関ヶ原町 有 図書整理員 1日3時間 時給830円* 複数校配置 2人
14 垂井町 有 学校図書館司書 1日7時間 時給850～910円 複数校配置 3人
15 安八町 有 学校図書館司書 1日6時間 時給1040円 複数校配置 3人
16 神戸町 有 学校図書館司書 1日7,75時間 時給850円 複数校配置 2名

17 輪之内町 有 学校司書 1日6時間 時給1100円 複数校配置 ２人
18 池田町 有 図書館司書 1日4～6時間 時給900円 複数校配置 3人
19 揖斐川町 有 図書館ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 1日3時間 時給900円 複数校配置 4人

20 大野町＊ 有 図書整理員 1日4時間 時給870円 複数校配置 1人
21 有 図書整理員 1日4時間 時給860円～970円 複数校配置 23人
22 有 学校図書館司書 1日5時間45分 月給135600円 各校配置 7人
23 有 学校図書館司書 1日6時間 時給825円 複数校配置 10人
24 有 学校図書館司書 週33.5時間 月給143000円 複数校配置 3人
25 有 学校司書 1日7.5時間 月給130600円 複数校配置 8人
26 川辺町 有 図書司書 1日6時間 月給132000円 複数校配置 2人
27 坂祝町 有 図書館司書 1日5時間 時給960円 各校配置 2人
28 白川町 ＊なし
29 富加町 有 司書 1日5時間隔週 月給192000円 その他＊ 1人
30 東白川村 有 図書支援員 1日7時間 時給900円 複数校配置 1人
31 七宗町 有 図書室支援員 1日6時間 時給1200円 複数校配置 1人
32 八百津町 有 学校司書 1日4～6時間 時給1100円 複数校配置 3人
33 可児郡 御嵩町 有 学校図書司書 1日5時間 時給1282円 複数校配置 3人
34 有 図書司書補 1日１時間 時給870円 各校配置 21人
35 有 未回答 未回答 未回答 各校配置
36 有 図書支援員 1日5時間 時給840～1100円 複数校配置 2人?
37 有 図書館司書 1日7時間30分 月給157700円 複数校配置 16人?
38 有 図書館司書 1日7時間 時給1000円 複数校配置 9人
39 有 図書館指導員 1日5時間 時給1280円 各校配置 31人
40 有 学校図書館司書補 1日４時間 時給825円 複数校配置 7人
41 有 図書整理員 1日5.75時間 時給900円 複数校配置 5人
42 大野郡 白川村 なし
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1 岐阜市 早川三根夫 丹羽美彦 加藤雅文
2 羽島市 伏屋敬介 横山政司 横山政司
3 各務原市 加藤壽志 佐藤幹彦 なし
4 山県市 伊藤正夫 ⿁頭立城 ⿁頭立城
5 瑞穂市 加納博明 小川瑞樹 小川瑞樹
6 本巣市 川治秀輝 岩井隆司 清水久司
7 羽島郡 笠松町 宮脇恭顕 青木孝憲 なし
8 岐南町 宮脇恭顕 青木孝憲 なし
9 本巣郡 北方町 名取康夫 河合美佐子 なし

10 大垣市 山本 譲 細江 敦 稲川貴士
11 海津市 中野 昇 日比光治 日比光治
12 養老郡 養老町 並河清次 なし
13 不破郡 関ヶ原町 中川敏之 坂本祝夫 なし
14 垂井町 和田 満 木全 豊 なし
15 安八郡 安八町 渡辺 均 堀 隆司 なし
16 神戸町 藤井弘之 宗宮一夫 なし
17 輪之内町 箕浦靖男 中島良重 なし
18 揖斐郡 池田町 国枝 磨須美 林 一彦 なし
19 揖斐川町 野原 靖 石井幹也 なし
20 大野町 八木正之 今井宏紀 なし
21 関市 吉田康雄 加藤敬仁 なし
22 美濃市 樋口宣直 家田陽介 中島玲子
23 郡上市 石田 誠 國居正幸 國居正幸
24 美濃加茂市 日比野安平 社本勝義 山内 章
25 可児市 篭橋義朗 三品芳則 三品芳則
26 加茂郡 川辺町 ⾧谷川 哲 馬場 誠 なし
27 坂祝町 高橋正郎 尾関正仁 なし
28 白川町 纐纈政昭 藤井寿弘 なし
29 富加町 粥川友和 澤野利博 なし
30 東白川村 安江雅信 安江任弘 なし
31 七宗町 山田弘子 林 佳成 なし
32 八百津町 堀部義郎 各務敏哉 なし
33 可児郡 御嵩町 高木俊朗 山田 徹 梅田幸秀
34 多治見市 渡辺哲郎 木股一朗 熊崎健一
35 土岐市 山田恭正 橋本勇治 橋本勇治
36 瑞浪市 平林道博 工藤仁士 工藤仁士
37 恵那市 大畑雅幸 児玉光弘 後藤佐恵子
38 中津川市 本多弘尚 小木曽俊樹 岩井裕美
39 高山市 中野谷康司 大森久司 大森久司
40 飛騨市 沖畑康子 下出尚弘 下出尚弘
41 下呂市 大屋哲治 野尻康之 野尻康之
42 大野郡 白川村 倉 嘉宏 高島一成 なし
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