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「学校における働き方改革」の現状と課題

田中　洋 *

The present situation and problems of school workstyle reforms

Hiroshi TANAKA

はじめに

　2018（平成 30）年６月 29 日に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」（働

き方改革推進法）が成立した。この法律によって、労働基準法上、時間外労働の上限規制が明記

され、その前提として、労働安全衛生法によって、事業者に対して従業員の労働時間の状況を把

握することが義務づけられた。その他にも、従業員に対して年休を少なくとも５日は取得させる

ことが会社に義務づけられたり、正規と非正規の不合理な待遇差別が禁止されたりするなど、働

き方をめぐる法的ルールは現在、変化の過程にある。

　これは、学校の教員についても他人事ではない。いやむしろ、教員こそ現在の「働き方改革」

の主役の一人といえるかもしれない。なぜなら、教員は、その特殊な勤務内容を理由に、一般の

労働者とは異なる法的扱いを受けているからであり、その差は、特に時間外勤務において顕著で

ある。本稿では、現在の「学校における働き方」を概観したうえで、その先について若干の検討

を試みることとしたい。

１．「学校における働き方改革」の経緯

　現在の「学校における働き方改革」において、直接の契機として引かれることが多いのが、

2016（平成 28）年度に行われた「教員勤務実態調査」の結果である。これは、2016 年 10 ～ 11
月の連続する７日間について、小学校・中学校各400校を抽出して、管理職を含めた教員に対して、

勤務の時間及びその内容を中心に、文部科学省が調査を行ったものである。表１は、その結果の

一部であるが、小学校・中学校の何れにおいても、全ての職種で 10 年前の調査に比べて増加し

ていることがわかった。

H28 H18 H28 H18
10:37 10:11 +0:26 10:37 10:19 +0:18
12:12 11:23 +0:49 12:06 11:45 +0:21
11:15 10:32 +0:43 11:32 11:00 +0:32

H28 H18 H28 H18
1:29 0:42 +0:47 1:59 0:54 +1:05
1:49 1:05 +0:44 2:06 1:12 +0:54
1:07 0:18 +0:49 3:22 1:33 +1:49

表１：職種ごとの教員の勤務時間
（時間：分）

* 琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻

28年度

28年度

28年度

28年度

18年度

18年度

18年度

18年度
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　この結果を受けて、2017（平成 29）年６月 22 日に、文部科学大臣から中央教育審議会（以下、

中教審とする。）へ「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための

学校における働き方改革に関する総合的な方策について」という諮問がなされた *1。その内容は、

①学校が担うべき業務の在り方、②教職員及び専門スタッフが担うべき業務の在り方及び役割分

担、③教員が子供の指導に使命感を持ってより専念できる学校の組織運営体制の在り方及び勤務

の在り方、という３点である。

　中教審は、諮問と同時に、初等中等教育分科会に「学校における働き方改革特別部会」（以下、

特別部会とする。）を設置し、この特別部会が中心となって検討を重ね、2019（平成 31）年１

月の答申へと至る。もっとも、検討を行う一方で、適宜、提言等も行っている。

　まず、2017（平成 29）年８月には、特別部会が緊急提言を取りまとめて発表した。その柱は、

①校長及び教育委員会は学校において「勤務時間」を意識した働き方を進めること、②全ての教

育関係者が学校・教職員の業務改善の取組を強く推進していくこと *2*3、③国として持続可能な

勤務環境整備のための支援を充実させること、である *4。

　その後、同年 12 月 22 日に、中教審が「中間まとめ」を発表した。その中では、「学校・教師

が担う業務の明確化を通じた役割分担と業務の適正化」として、具体的な業務を次のように３つ

に分類している。

＜基本的には学校以外が担うべき業務＞

　①登下校に関する対応

　②放課後から夜間などにおける見回り、児童生徒が補導された時の対応

　③学校徴収金の徴収・管理

　④地域ボランティアとの連絡調整

　※その業務の内容に応じて、地方公共団体や教育委員会、保護者、地域学校協働活動推

進員や地域ボランティア等が担うべき。

＜学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務＞

　⑤調査・統計等への回答等（事務職員等）

　⑥児童生徒の休み時間における対応（輪番、地域ボランティア等）

　⑦校内清掃（輪番、地域ボランティア等）

　⑧部活動（部活動指導員等）

　　　部活動の設置・運営は法令上の義務ではないが、ほとんどの中学・高校で設置。

　　　多くの教師が顧問を担わざるを得ない実態。

＜教師の業務だが、負担軽減が可能な業務＞

　⑨給食時の対応（学級担任と栄養教諭等との連携等）

　⑩授業準備（補助的業務へのサポートスタッフの参画等）

*1 そもそも 2017（平成 29）年３月に、「働き方改革実現会議」（2016 年 9 月～ 2017 年 3 月）の議論を基に「働

き方改革実行計画」が策定され、その中では「働き方改革は、日本の企業文化、日本人のライフスタイル、

日本の働くということに対する考え方そのものに手を付けていく改革」であり、この「改革の目指すところは、

働く方一人ひとりが、より良い将来の展望を持ち得るようにすることである」という記述がある。

*2「学校教育法 37 条 14 項　事務職員は、事務をつかさどる。」この条項は、2017（平成 29）年４月に、「事務

に従事する」から「事務をつかさどる」へ改正されたが、その趣旨は、学校事務職員が主体的・積極的に校

務運営に参画する職であることを明確化するというものである。

*3 同じく「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正によって、設置者である市町村教育委員会の判

断で「共同学校事務室」設置が可能とされた。

*4「チームとしての学校」の実現に向けた専門スタッフの配置促進等があげられている。
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　⑪学習評価や成績処理（補助的業務へのサポートスタッフの参画等）

　⑫学校行事の準備・運営（事務職員との連携、一部外部委託）

　⑬進路指導（事務職員や外部人材との連携・協力等）

　⑭支援が必要な児童生徒・家庭への対応（専門スタッフとの連携・協力等）

　その他にも、「中間まとめ」では、「学校が作成する計画等の見直し」「学校の組織運営体制の

在り方」「勤務時間に関する意識改革と制度的措置」「『学校における働き方改革』の実現に向け

た環境整備」について記述されている。

　この「中間まとめ」の発表直後には、文部科学省（以下、文科省とする。）が「学校における

働き方改革に関する緊急対策」として、①業務の役割分担・適正化を着実に実行するための方策、

②学校が作成する計画等・組織運営に関する見直し、③勤務時間に関する意識改革と時間外勤務

の抑制のための必要な措置、④「学校における働き方改革」の実現に向けた環境整備、⑤進捗状

況の把握等、を打ち出した。

　そして、2019（平成 31）年１月 25 日に、中教審が、「新しい時代の教育に向けた持続可能な

学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について（答

申）」として、検討結果をまとめた。その内容については、次章で述べる。

　この答申を受けて、文科省は、早速、「学校における働き方改革推進本部」を設置（本部長は

文部科学大臣）し、工程表の作成や「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」

を策定した。さらに、同年２月 14 日に、「『児童虐待が疑われる事案に係る緊急点検』の実施に

伴う学校業務の負担軽減について」を発出し、同年３月 18 日には、「学校における働き方改革

に関する取組の徹底について（通知）」を発出している*5。そこでは、①勤務時間管理の徹底と

勤務時間の上限に関するガイドラインに係る取組*6、②学校及び教師が担う業務の明確化・適正

化*7、③学校の組織運営体制の在り方、④学校における働き方改革の確実な実施のための確立と

フォローアップ等、が掲げられている。

　なお、各教育委員会においても、「働き方改革」を具体化する施策が進められてきた。例えば、

沖縄県教育委員会は、2019（平成 31）年３月に「沖縄県教職員働き方改革推進プラン」を作成

している。その内容は、①学校運営体制の改善…勤務管理システムの導入、学校閉庁日の設定、

定時退勤日の設定、業務改善のフォローアップ、②学校業務の改善…本庁提出物等の縮減、学校

行事の精選や内容見直し、会議の効率化、家庭訪問等の効果的在り方、③教育委員会による支援

…教職員の健康管理、負担軽減の非常勤職員の配置、スクールサポートスタッフの配置の支援、

教職員の人材育成、④部活動の在り方の見直し…部活動の休養日の設定、部活動の活動時間の設

*5 この通知により、文科省がすでに 2018（平成 30）年２月９日に発出した「学校における働き方改革に関する

緊急対策の策定並びに学校における業務改善及び勤務時間管理等に係る取組の徹底について（通知）」は、廃

止となった。

*6 具体的には、　（1）勤務時間管理の徹底と勤務時間の上限に関するガイドラインに係る取組、（2）適正な勤務

時間の設定、（3）労働衛生管理の徹底、（4）研修・人事評価等を活用した教職員の意識改革及び学校評価等、

が含まれる。

*7 この中には、「（３）業務の役割分担・適正化のために各学校が取り組むべき方策」として、例えば次のよう

な記述がある。「校長は、一部の教職員に業務が偏ることのないように校内の分担を見直すとともに、自らの

権限と責任で、学校としての伝統だからとして続いているが、児童生徒等の学びや健全な発達の観点からは

必ずしも適切とは言えない業務又は本来は家庭や地域社会が担うべき業務（例えば、夏休み期間の高温時の

プール指導や、試合やコンクールに向けた勝利至上主義の下で早朝等所定の勤務時間外に行う練習の指導、

内発的な研究意欲がないにもかかわらず形式的に続けられる研究指定校としての業務、地域や保護者の期待

に過度に応えることを重視した運動会等の過剰な準備、本来家庭が担うべき休日の地域行事への参加の取り

まとめや引率等）を大胆に削減すること。」
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定、外部指導者の活用、部活動等の調査、等となっている。

　さらに、文科省は、同年６月 28 日に、「学校における働き方改革の推進に向けた夏季等の長

期休業期間における学校の業務の適正化等について（通知）」を発出した。その中で、「長期休業

期間中に一定期間集中して休日を確保することが学校における働き方改革を進める上で有効」と

し、「学校閉庁日の設定等」のほか、「夏季等の長期休業期間における学校の業務・勤務管理」と

して、研修については「効果的 ･ 効率的な研修の体系的整備、研修の精選、報告書等の簡素化、

時期の調整、ICT の活用」*8 を、部活動については「生徒の自主的・自発的な参加により行われ

る教育課程外の活動」であり、「必ずしも教師が担う必要のない業務」であるから、「部活動指導

員や外部人材の積極的な参画」を勧めるほか、「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラ

イン ｣( 平成 30 年 3 月．スポーツ庁 ) や ｢ 文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン ｣

( 平成 30 年 12 月．文化庁 ) に準じて、「学期中に準じ週当たり 2 日以上の休養日、ある程度長期

の休養期間、1 日長くても 3 時間程度、できるだけ短時間に、合理的でかつ効率的・効果的な活

動」や大会等の見直しに言及している。

２．「学校における働き方改革」の概要

　ここでは、現在の「学校における働き方改革」の基本的な政策の中心となっている中教審答申「新

しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革

に関する総合的な方策について（答申）」（平成 31 年 1 月 25 日）（以下、本答申とする。）を概

観してみたい。目次は、以下の通りである。

（目次）

第１章  学校における働き方改革の目的

第２章　学校における働き方改革の実現に向けた方向性

第３章　勤務時間管理の徹底と勤務時間・健康管理を意識した働き方の促進

第４章　学校及び教師が担う業務の明確化・適正化

第５章　学校の組織運営体制の在り方

第６章　教師の勤務の在り方を踏まえた勤務時間制度の改革

第７章　学校における働き方改革の実現に向けた環境整備

第８章　学校における働き方改革の確実な実施のための仕組みの確立とフォローアップ等

（１）「第１章  学校における働き方改革の目的」

　ここでは、「我が国の学校教育は大きな蓄積と高い成果を上げている」としつつ、「これを持続

可能なものとし、新しい学習指導要領を円滑に実施していくために」、次の二つの課題をあげる。

一つは、「教師が我が国の学校教育の蓄積を受け継ぎ、授業を改善するための時間を確保できる

ようにするための学校における働き方改革」であり、もう一つは、子供を取り巻く変化への対応

のための「チームとしての学校」の機能強化である。

*8 初任者研修については、必ずしも目安（校内：週 10 時間以上、年間 300 時間以上、校外：年間 25 日以上）

どおりに実施する必要はなく、長期休業期間は弾力的に設定すべきこと。教育公務員特例法改正により、平

成 29 年４月１日から 10 年経験者研修に代えて導入された中堅教諭等資質向上研修については、旧 10 年経

験者研修で「夏季・冬季の長期休業期間等に、20 日程度、教育センター等において研修を実施」と通知され

ていたものを、「各々の実情に応じて、確実に休日を確保できるようにする観点からも、弾力的に設定」とさ

れた。その他にも、長期休業期間中に授業日を設定する固有の意味や必要性の検討も促している。（「休業日

等における総合的な学習の時間の学校外の学習活動の取扱について ( 通知 )」（平成 31 年３月 29 日付 30 文科

初第 1852 号文部科学省総合教育政策局長・初等中等教育局長通知））
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　そして、「‘子供のためであればどんな長時間勤務も良しとする’という働き方は、教師という

職の崇高な使命感から生まれるものであるが、その中で教師が疲弊していくのであれば、それは

‘子供のため’にはならない」としたうえで、学校における働き方改革の目的を次のように述べる。

即ち、現在の教師の厳しい勤務実態を踏まえ、「教師のこれまでの働き方を見直し、教師が我が

国の学校教育の蓄積と向かい合って自らの授業を磨くとともに日々の生活の質や教職人生を豊か

にすることで、自らの人間性や創造性を高め、子供たちに対して効果的な教育活動を行うことが

できるようになること」であり、「教師が疲労や心理的負担を過度に蓄積して心身の健康を損な

うことがないようにすることを通じて、自らの教職としての専門性を高め、より分かりやすい授

業を展開するなど教育活動を充実することにより、より短い勤務でこれまで我が国の義務教育が

あげてきた高い成果を維持・向上すること」である。

　そのうえで、「学校における働き方改革を進めるに当たっては、『社会に開かれた教育課程』の

理念も踏まえ、家庭や地域の人々とともに子供を育てていくという視点に立ち、地域と学校の連

携・協働の下、幅広い地域住民等（多様な専門人材、高齢者、若者、PTA・青少年団体、企業・

NPO 等）とともに、地域全体で子供たちの成長を支え、地域を創生する活動（地域学校協働活動）

を進めながら、学校内外を通じた子供の生活の充実や活性化を図ることが大切」とする。

（２）「第２章　学校における働き方改革の実現に向けた方向性」

　まず、冒頭に述べた「教員勤務実態調査」で、小・中学校の教師の勤務時間が 10 年前の調査

と比較して全ての職種において増加している要因を、①若手教師の増加、②総授業時数の増加、

③中学校の部活動指導時間の増加、と分析している。

　そのうえで、①勤務時間管理の徹底と勤務時間・健康管理を意識した働き方の促進、②学校及

び教師が担う業務の明確化・適正化、③学校の組織運営体制の在り方、④教師の勤務の在り方を

踏まえた勤務時間制度の改革、⑤学校における働き方改革の実現に向けた環境整備、以上の５つ

の方向性を定め、以下で順番に論じていく。

（３）「第３章　勤務時間管理の徹底と勤務時間・健康管理を意識した働き方の促進」

　まず勤務時間管理について、「労働法制上、校長や服務監督権者である教育委員会等に求めら

れている責務であり、今般の労働安全衛生法の改正によりその責務が改めて明確化」されたこと

を踏まえ、「学校現場においてはまずもって勤務時間管理の徹底を図ることが必要」とする。そ

のために、ICT の活用やタイムカードなどによる客観的な把握・集計を行うとともに、「上限ガ

イドライン」( 平成 31 年１月 25 日策定 ) の実効性を高めることを求める。

　さらに、適正な勤務時間を設定するために、「登下校時刻、部活動、学校の諸会議等について、

勤務時間を考慮した時間設定」、「長期休業期間における一定期間の学校閉庁日の設定」、「留守番

電話の設置、メールによる連絡対応等の体制整備」などを具体的対応として挙げる。

　それと同時に、労働安全衛生管理体制の整備や管理職のマネジメント能力の重要性などにも言

及している。

（４）「第４章　学校及び教師が担う業務の明確化・適正化」

　中間まとめで学校が担うべき業務を、①教育課程に基づく学習指導、②生徒指導・進路指導、　

③①及び②の実施に必要な学級経営や学校運営業務、の３つに分類した枠組みを踏まえて、文科

省・教育委員会等・各学校がそれぞれ取り組むべき方策を整理している。特に、各学校が取り組

むべき方策として、管理職に対して、「教職員の働き方を改善する項目を盛り込んだ学校の重点

目標や経営方針」の設定や「教職員間で業務を見直し削減する業務を洗い出す機会」の設定を求

める。さらに校長には、「一部の教職員に業務が偏ることのないように校内の分担を見直すとと

もに、自らの権限と責任で、学校としての伝統だからとして続いているが、児童生徒の学びや健

全な発達の観点からは必ずしも適切とは言えない業務又は本来は家庭や地域社会が担うべき業務
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を大胆に削減」するように求めている。

　さらに、「これまで学校・教師が担ってきた代表的な業務」については、「これまで学校・教師

が果たしてきた役割も十分踏まえつつ、教師以外の専門職員、スタッフ、地域人材、あるいは、

学校外にその役割を委ねる場合も、その責任の所在を明確にし、その受皿を学校内及び地域社会

で着実に整備する」こととし、特に部活動については、「地域で部活動に代わり得る質の高い活

動の機会を確保できる十分な体制を整える取組を進め、環境を整えた上で、将来的には、部活動

を学校単位から地域単位の取組にし、学校以外が担うことも積極的に進めるべき」とする。

　また、教育課程の編成・実施についても、総合的な学習の時間に関して、学校外での学習につ

いても一定割合を授業と位置づけることや、指導要録の大幅な簡素化を図るなどの配慮を行うよ

うに求めている。

（５）「第５章　学校の組織運営体制の在り方」

　ここでは、学校が組織として有効に機能するために、次のような体制整備を求める。まず、「校

長を中心とした管理職が、学校運営の基本方針や経営計画を具体的かつ明確に示し、教職員の意

識や取組の方向性の共有を図るなど、管理職がリーダーシップをもって学校組織マネジメントを

行っていくこと」。そして、「最も勤務時間が長い職となっている副校長・教頭の負担を軽減する

ことも含め、学校全体において働き方改革を進めていくため」に、①ミドルリーダーがリーダー

シップを発揮、②ミドルリーダーが若手教師を支援 ･指導、③事務職員やサポートスタッフ等と

の役割分担や学校事務の適正化・事務処理の効率化、という３つの観点を踏まえて学校組織を構

築すること。

　特に若手教師への支援については、「管理職が、若手教師たちが一人で仕事を抱えていたり、

悩んでいたりするような様子があれば、それをいち早く把握し、すぐに声掛け等を行って、学校

内外のリソースやネットワークを生かして優れた教材や指導案等の様々な蓄積を共有して支援す

るなど、若手教師が一人悩んで孤立することのないようにしなければならない」と明記している。

（６）「第６章　教師の勤務の在り方を踏まえた勤務時間制度の改革」

　ここでは、法的制度を検討する。まず、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関す

る特別措置法」（以下、給特法とする。）については、「勤務時間の内外を問わず包括的に評価し

て教職調整額を支給し、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しないとする仕組みも含めた給

特法の基本的な枠組みを前提」にすると明言した上で、「文部科学省、教育委員会及び学校がそ

れぞれの役割と責任をしっかりと果たすことにより、労働安全衛生法改正により明確化された事

業者の勤務時間管理義務と上限ガイドラインのもと在校等時間の縮減のための取組を総合的かつ

徹底的に推進し、学校における働き方改革を確実に実施する仕組みを確立し成果を出す」とする。

　また、一年単位の変形労働時間制については、法制度上措置すべきとするが、教職調整額４％

については、「必要に応じて中長期的な課題として検討」するに止まる。その他も、「労働法制の

みならず、社会の構造的な変化における教師の専門性の在り方や公務員法制における今後の動向

等を踏まえつつ、公立学校の教師に関する労働環境について、給特法や教育公務員特例法、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律といった法制的な枠組みを含め、必要に応じて検討を重ね

ることも必要」と述べるに止まっている。

（７）「第７章　学校における働き方改革の実現に向けた環境整備」

　ここでは、具体的な環境整備項目について言及する。まず、「教職員及び専門スタッフ等、学

校指導・運営体制の効果的な強化・充実」として、①校長や副校長・教頭等の事務関係業務の軽

減に有効な、共同学校事務体制強化のための事務職員の充実、②スクールカウンセラーの全公立

小中学校配置、スクールソーシャルワーカーの全中学校区配置、③部活動指導員、サポートスタッ

フ、観察実験補助員等の配置促進、を挙げる。次に、「勤務時間の適正化や業務改善・効率化へ
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の支援」として、①都道府県単位で共通の校務支援システムの導入、②部活動数の適正化や地域

クラブとの連携など、一層の取組の促進、③学校給食費の公会計化、を提示している。

（８）「第８章　学校における働き方改革の確実な実施のための仕組みの確立とフォローアップ等」

　ここまでの働き方改革が確実に実施されるように、まず、文科省に対して、業務改善状況調査

等を通じて、学校における働き方改革の進展状況を市区町村ごとに把握・公表し、各地域の取組

を促進するよう求める。また、３年後を目途に勤務実態調査を実施することも求めている。

　そして、最後に「我々の社会が、子供たちを最前線で支える教師たちがこれからも自らの時間

を犠牲にして長時間勤務を続けていくことを望むのか、心身ともに健康にその専門性を十二分に

発揮して質の高い授業や教育活動を担っていくことを望むのか、その選択が問われている」とし

て、改革への覚悟を求めて、答申は終わっている。

　以上見てきたように、学校における働き方改革を実行するために、かなり具体的な提言となっ

ていることがわかる。しかし、法的制度面については、給特法について現状維持が明言されるな

ど、他の踏み込んだ記述に比べて物足りなさが残るのは否めない。この点に踏み込んだ改革がな

されなければ、根本的な改革は覚束ないと考えられるため、次にその点について検討してみたい。

３．時間外勤務の問題

（１）労働時間に対する法的規制

　労働時間に対する一般的な法的規制として、労働基準法（以下、労基法とする。）は次のよう

な原則を課している。労働時間は、１日８時間以内、１週 40 時間以内とすること。休憩時間と

して、労働時間が６時間を超える場合は 45 分以上、８時間を超える場合は１時間以上を確保す

ること。休日については、毎週１日以上もしくは４週間で４日以上とすること。そして、時間外

労働については、労使協定を締結し、それを行政官庁に届け出ることを条件に認められる（労基

法 36 条）が、必ず割増賃金が支払われなければならない（労基法 37 条）。

　なお、2018（平成 30）年の労基法改正によって、時間外労働については、上限規制が法定化され、

原則として１カ月 45 時間以内、１年 360 時間以内となった。やむを得ずそれを超えて例外的に

締結する特別条項についても、１カ月 100 時間未満、１年 720 時間以内、1 カ月 45 時間超は年６ヶ

月まで等の条件を守らなければならない。もしこれらの規制に違反すれば、懲役６ヵ月以下また

は罰金 30 万円以下の罰則が科されることになっている。

（２）公立学校教員の時間外労働に対する法的規制

　公立学校教員の時間外労働については、上記の労基法ではなく、給特法が適用されるため（給

特法５条）、事情が大きく異なっている。即ち、給特法によれば、教員の時間外労働は、①公務

のために臨時の必要がある場合、②健康及び福祉を害しないように考慮、③「公立の義務教育諸

学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令」（以下、政

令とする。）が定める超勤４項目に該当する場合、という３つの条件を満たす場合にのみ認めら

れる。政令で定める超勤４項目とは、「臨時又は緊急のやむを得ない必要がある時に」行う、「イ

校外実習その他生徒の実習に関する業務、ロ修学旅行その他学校の行事に関する業務、ハ職員会

議に関する業務、ニ非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合そ

の他やむを得ない場合に必要な業務」である。

　このように給特法によって、教員の時間外労働を一般の労働者よりも限定したのは、「教育が

特に教員の自発性、創造性に基づく勤務に期待する面が大きい」こと等を踏まえ、「一般の行政

事務に従事する職員と同様な時間的管理を行うことは必ずしも適当ではなく、とりわけ超過勤務

手当制度は教員になじまない」との考えの下、「教員の職務の特殊性と勤務態様の特殊性」に基

づくものとされる *9。
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（３）超勤４項目以外の時間外労働

　教員は、超勤４項目に該当しなくても、現実には多様な時間外労働を行っているのが現実であ

る。そのような時間外労働については、政令によれば、「教育職員…については、正規の勤務時

間…の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務…を命じないものとすること」とされている。

即ち、現行の給特法の考え方に基づけば、「所定の勤務時間外に管理職の時間外勤務命令に基づ

いて教師が業務を行うのはいわゆる超勤４項目に関する業務の場合のみであって、それ以外の業

務を行う場合は、当時から、教師の自発性・創造性に着目し、教師が自らの判断で『自発的』に

勤務しているものと整理されてきた」のである *10。

　裁判例においてもこのことは明らかである。公立小学校・中学校の教員が、業務命令に基づく

時間外勤務の認定を求めて争った京都市教組事件 *11 においても、最高裁判所は、「…本件期間中、

被上告人らはいずれも勤務時間外に職務に関連する事務等に従事していたが、勤務校における上

司である各校長は、被上告人らに対して時間外勤務を命じたことはない上、被上告人らの授業の

内容や進め方、学級の運営等を含めて個別の事柄について具体的な指示をしたこともなかったと

いうのである。そうすると、勤務校の各校長が被上告人らに対して明示的に時間外勤務を命じて

はいないことは明らかであるし、また、黙示的に時間外勤務を命じたと認めることもできず、他

にこれを認めるに足りる事情もうかがわれない」から、「…勤務校の各校長は、本件期間中、教

育職員に原則として時間外勤務をさせないものとしている給特法及び給与条例に違反して被上告

人らに時間外勤務をさせたということはできない」と判示している（傍線筆者）。

　しかし、このような判決は、教員の勤務実態とはかけ離れていることは明らかであろう。裁判

例においても、実態に即した判断が、いくつか表れてきている。学校祭の最中に脳出血で倒れて

半身不随となった公立中学校の教員が、公務災害の認定を求めて争った鳥居事件の第一審におい

て *12、名古屋地方裁判所は、「… 教育職員が所定勤務時間内に職務遂行の時間が得られなかった

ため、その勤務時間内に職務を終えられず、やむを得ずその職務を勤務時間外に遂行しなければ

ならなかったときは、勤務時間外に勤務を命ずる旨の個別的な指揮命令がなかったとしても、そ

れが社会通念上必要と認められるものである限り、包括的な職務命令に基づいた勤務時間外の職

務遂行と認められ（給特法による包括的な手当で想定されている職務遂行にあたるといえよう。）、

指揮命令権者の事実上の拘束力下に置かれた公務にあたるというべきであり、それは、準備行為

などの職務遂行に必要な付随事務についても同様というべきである。」（傍線筆者）と判示した。

　また、長時間過重労働で自殺した公立中学校の新任教員の遺族が、校長の安全配慮義務違反を

主張して争った事件では *13、福井地方裁判所が、「教員の活動には自主的、自発的な部分が存在し、

それらを全て校長が管理することが困難である点は、一般論として否定するものではない。しか

し、…[ 亡くなった新任教員、以下 A とする。]（筆者注）が所定勤務時間外に行っていた業務

は、教員としての業務に必要な付随的業務にあたり、…同業務を所定勤務時間外に行わざるを得

なかったものであるから、仮にその中に若干の自主的な部分が含まれていたとしても、同業務の

遂行が自主的活動の範疇に属するということはできない。そして、同業務の遂行時間や心理的負

*9 中教審答申「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方

改革に関する総合的な方策について（答申）」（平成 31 年 1 月 25 日）

*10 同上

*11 最高裁判所平成 23 年 7 月 12 日判決。民集 237 号 179 頁。

*12 名古屋地方裁判所平成 23 年 6 月 29 日判決。この判決は、その後、最高裁判所で平成 27 年 2 月 26 日に上

告が棄却され、原告勝訴で確定した。

*13 福井地方裁判所令和 1 年 7 月 10 日判決。
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荷が過重に及べば、心身の健康を損なう可能性があるから、明示的な時間外勤務命令がなかった

ことは、本件校長の [A]に対する安全配慮義務に消長をきたすことはない」と述べる。さらに、「…、

[A] の所定勤務時間外の業務時間及び業務内容自体が [A] の健康状態を悪化させうるものである

ことは、客観的に認識可能であったといえるから、本件校長又は本件学校の教員らが [A] の健康

状態の変化に気が付かなかったとしても、上記結論は左右され」ず、さらに、「…[A] の担当業務は、

熟練の教員にとっては過重とまではいえないかもしれないが、[A] は、正規教員として採用後１

年未満で、同時期頃に採用された教員も午後９時過ぎまで在校していたというのであり…、また、

全国的にも教員の多忙化が問題視されていたことからしても…、当該業務は、[A] と同程度の経

験年数の教員にとっては客観的に負荷の大きいものであったと考えるべきである。」（傍線筆者）

と判示し、校長の労働時間管理や新任教員への配慮の重要性を認めている。

　これらの裁判例に対して、本答申の時間外労働に対する認識は次のようなものである。「教職

の原点といっても過言ではない教師の専門性や職務の特徴を改めて認識した上で、現状の教師の

働き方の実態を踏まえた制度の在り方を検討した場合、現在の超勤４項目以外の業務を減らすべ

く、文部科学省、教育委員会や管理職、教師を含む関係者の意識が長時間勤務を是としたまま、

直ちに現行の給特法に規定する超勤４項目を廃止し放課後や休日等の超過勤務は全て管理職の指

揮命令の下で行わなければならないとしたり、超過勤務を命ずる際には 36 協定を要することと

しあらかじめ超過勤務の内容や時間を決めなければならないとしたりすることは、現状を追認す

る結果となり、働き方の改善につながらないのではないか、また、日々変化する目の前の子供た

ちに臨機応変に対応しなければならない学校において現実的に対応可能なのかといった観点を踏

まえる必要がある。

　また、超勤４項目の項目を増やすという選択肢も考えられるが、管理職の指揮命令の下で行う

教師の業務の範囲が拡大するだけでは、授業の質の向上を目指した教師の主体的な研究や専門性

の発揮を妨げる結果となる可能性が否めない。」この認識はその通りではある。しかし、そのた

めに時間外労働に対する根本的な制度的改革を行わずにきた結果が、現在の問題状況であること

もまた、事実である。

４．学校における働き方改革の行方

　上記２章で見た本答申では、教員の時間外勤務に対する現時点での結論として次のように述べ

る。「まず、勤務時間の内外を問わず包括的に評価して教職調整額を支給し、時間外勤務手当及

び休日勤務手当は支給しないとする仕組みも含めた給特法の基本的な枠組みを前提とした上で、

文部科学省、教育委員会及び学校がそれぞれの役割と責任をしっかりと果たすことにより、労働

安全衛生法改正により明確化された事業者の勤務時間管理義務と上限ガイドラインのもと在校等

時間の縮減のための取組を総合的かつ徹底的に推進し、学校における働き方改革を確実に実施す

る仕組みを確立し成果を出すことが求められる。そのことにより、教師の業務負担を軽減して現

在の厳しい勤務状況を具体的に改善し、限られた時間の中で、教師の日々の生活の質や教職人生

を豊かにすることで、自らの人間性や創造性を高め、子供たちに対して効果的な教育活動を行う

ことができる状況を作り出すという、学校における働き方改革の目的を達成することができる。」

（傍線筆者）

　これに対応して、まず、労働安全衛生法改正により事業者の勤務時間管理義務が明確化され、

各学校では「タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記

録等の客観的な方法その他の適切な方法」による時間管理を行わなければならず、また。常時

50 人未満の事業場では努力義務に止まるストレスチェックについても、すべての学校で実施さ

れるように取り組むこととなっている。
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　時間外勤務の上限ガイドラインについても、管理職が「在校等時間」*14 をしっかり把握する

ことを前提に、改正された労基法と同じ①「１か月 45 時間以内、１年 360 時間以内」、②臨時

的な特別の事情により勤務せざるを得ない場合には、「１か月 100 時間未満、１年 720 時間以内

など」の基準を、「上限の目安時間」として設定した。その後、2019（令和元）年 12 月４日の

給特法改正により、上限ガイドラインはそのまま法定化されたが、罰則はない。

　さらに、本答申では、労基法上、地方公務員については適用が除外されている一年単位の変形

労働時間制の導入について、「児童生徒の教育活動をつかさどる教師の勤務態様としては、児童

生徒が学校に登校して授業をはじめとする教育活動を行う期間と、児童生徒が登校しない長期休

業期間とでは、その繁閑の差が実際に存在している。このことから、地方公務員のうち教師につ

いては、地方公共団体の条例やそれに基づく規則等に基づき、一年単位の変形労働時間制を適用

することができるよう法制度上措置すべき」と述べている。これに対応して、上記 2019（令和元）

年 12 月の給特法改正により、一定の条件の下で、地方自治体の選択により、2021（令和３）年

度から制度を導入できるようになった。しかし、変形労働制については、「表面的な超勤減を導

くだけで実質的な労働軽減を齎すものではなく」、また、手続面でも「条件整備なしにスタート

すれば、校長・教頭など、現在、最も勤務時間が長い管理職の教員にさらに協定締結の作業が付

加され、労働の過重化が危惧される」*15 など、少なくない問題点が指摘されている。

　いずれにせよ、「学校における働き方改革」は緒に就いたばかりであり、これからその成果が

試されることになる。しかし、根本的には、現在の教特法が前提とする時間外労働の枠組みその

ものがいずれ問われることも考えておくべきであろう。

*14 「在校等時間」とは、「「超勤４項目」以外の勤務も含めた在校時間」と「校外での研修や引率等の時間」を

合わせた時間から、「自己研鑽の時間その他業務外の時間（自己申告）」と「休憩時間」を除いた時間である。

*15 萬井隆令「中教審『答申』をどう読むか」法学セミナー no.773(2019)pp.53-56。
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