教職員とその家族を守る

全教自動車保険
５つの特徴

①無事故割引を引き継げます
②団体扱い割引を10％に拡大

③家族の車もまとめるとさらに割引

④退職者もメリット引き継ぎで安心
⑤申し込んだその日から安心

期」とされる長期休業中の勤務時間を
短縮することによって、年間で平均し
た週当たりの労働時間が週 時間を超
えな いよ うにす る制度 です 。
今、全道の多くの学校では、８月７
日まで授業が行われ、夏季休業は大幅
に短縮されています。もはや、学校に
「閑 散期 」は存 在して いま せん。

文科 省が 、 変形 労働 時 間制 の
導 入へ 、 省令 ・指 針等 を 提示

過半数の教員が「在校 等時間」
の 上限 を 超え てい る勤 務 実態

の条例制定を許さないとりくみに力を
尽く す必 要があ ります 。

道教 委へ 、 要請 書を 提 出
労働環境の抜本的な改善をこそ

今後は、北海道での条 例制定を
許 さな い とり くみ を！

昨年 の国 会審 議にお いて 、「 在校等 時
間の上限を定めた指針の遵守」が制度
導入 の前 提であ ると確 認さ れてい ます 。
しか し 、道教 委が ６月に 公表 した「教
育職 員の 時間外 勤務等 に係 る実態 調査 」
によ ると 、「主幹教 諭・教 諭」の 学内 勤
務時間を「在校等時間の上限」に当て
はめた場合、上限を超えている割合は
教職 員全 体で ・３％ にも のぼり ます 。
さら に 、６月 から の学校 再開 により 、
全道の教職員は日夜を分かたぬ必死の
努力をつづけています。教職員の長時
間過密労働はいっそう深刻なものとな
って おり 、「在校等 時間の 上限遵 守」 と
いう 制度 導入の 前提は あり ません 。

７月２日に開催された中央教育審議
会初等中等教育分科会において「１年
単位の変形労働時間制」を導入できる
ようにするための文部科学省令案など
が示 され ました 。７月 日 には 、省令 、
指針と条例・規則の例が提示され、今
後は都道府県議会での条例制定、来年
４月からの施行というスケジュールま
でが 示さ れてい ます。
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国会審議では、条例制定までの手続
きとして、まずは「各学校で検討」す
ることと説明されていますが、学校は
多忙を極めており、十分な検討が行え
る 状況で はあり ません 。
新型コロナ感染症が広がる状況は、
昨年 月に法改定が行われた時とは全
く違う事態であり、制度導入の手続き
をすすめる時ではありません。感染防
止によって子どもの命を守り、学習権
を保障するための施策にこそ全力を尽
く すべき です。
７月 日、道高教組とともに道教委
へ要請書を提出し、学校現場の状況を
伝 えると と
も に、制 度
導 入のた め
の 条例制 定
を 行わず 、
労 働環境 の
抜 本的改 善
を こそ進 め
る べきだ と
強 く求め ま
し た。
文科省は、当初は、３月中に省令、
指 針等を 示すと してい まし た 。し かし 、
新型コロナ感染症の影響により、４か
月 もの遅 れが生 じてい ます 。
にもかかわらず、文科省は、当初の
予定通りに来年４月から施行というス
ケ ジュー ルを示 しまし た。
新型コロナ感染症対策で慌ただしい
状況の中、なし崩し的に導入させよう
とすることは許されません。今後は、
９月議会で条例制定というスケジュー
ルが示されており、改めて、北海道で

夏休 みの 大 幅な 短縮 に より 、
もはや「閑散期」は存在しない
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そもそも「１年単位の変形労働時間
制 」と は 、授 業のあ る期間 を「繁 忙期 」
と して所 定の勤 務時間 を延 長し 、「 閑散
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慮」 する べきで す。
７月 日の萩生田文科大臣定例記者
会見では、一部の地域で「全国学テ」
実施について硬直的な通知がなされて
いる こと につい て問わ れた ことに 対し 、
休校後の授業の遅れを取り戻す必要の
ある学校での試験の実施を求めている
ので はな いこと を強調 した 上で 、「決し
て本来の授業にしわ寄せがいくような
形で利用をお願いしている事実はない
し 、そ れは望 まし くない と思っ ている 」
と述 べま した。

７月 日に、道教委に対して要請書
を提出し、感染症対策や児童生徒のケ
ア等 が最優 先と される 状況 下で 、「全国
学テ」実施を強
制せず、児童生
徒や教職員の負
担にも十分に配
慮した上で、市
町村教委や各学
校の判断に任せ
ることを求めま
した 。

道教 委へ 、「全国学テ」実 施に
関 する 要 請書 を提 出
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道教 組は 、７ 月４日 、第２ 回オン ラ
イン 学習 会『再 開後１ か月 の学校 づく
りを 語ろ う』を 開催し まし た。各 地か
ら、 約 名の参 加があ りま した。
学 校 再 開 以 降 、「 新 し い 学 校 の 生 活
様式 」が掲 げら れ感染 症対 策とと もに 、
学習 指導 要領に 基づく 教育 活動の 実施
が求 めら れ、学 校は様 々な 制限の もと
で現 実対 応が求 められ てい ます。
現状 を確 かめ 合い、 私たち が大切 に
して いる 協力・ 協同の 学校 づくり の観
点か ら、 これか らの時 代の 中で子 ども
たち が生 き生き と学び 合え るため に必
要な 視点 を持ち 合える 場に するこ とを
めざ して 開催し たもの です 。
初め に、 ２つ のリレ ートー クを行 い
まし た。 宗谷か らは、 学校 ぐるみ でコ
ロナ 禍の 子ども たちを サポ ートす ると
りく み、 上川か らは組 合と してま とめ
た管 内各 地の情 勢とこ れか らの教 育課
程づ くり への対 応の重 要性 につい て話
題提 供が ありま した。
その 後は ４つ のグル ープに 分かれ て
交流 を行 いまし た。オ ンラ イン・ ホワ
イト ボー ドを活 用し、 交流 された 声を
整理 して いきま した。 道教 組とし ての
今後 の運 動の視 点がこ こか ら見え てき
ます 。
30

道教委が「全国学テ」 問題冊子
等 の活 用 につ いて 通知
道教 委は 、７ 月９日 、「 全国学 テ」の
問題冊子等の活用について通知しまし
た。その活用は「市町村教育委員会や
学校の判断」としながらも、別添資料
に具体的な「活用例」を示し、後日調
査を行う旨を示し、実質的には強制す
るよ うな 内容と なって いま す。
この通知により、全道各地の市町村
教委 は 、「 全国学 テ」の 実施、 自校 採点
や分 析な どを決 定して いま す。
コロナ禍での「全国学テ」実施は、
子どもや教職員にさらなる負担を強い
るものであり、大きな憤りの声が道教
組に も届 いてい ます。

萩 生 田 文 科大 臣 は 、「 試験の 実 施
を 求め て いる ので はな い 」
文 科省は 、４ 月 日 に 、「 全国学 テ」
中止を通知しました。その中止理由に
つ いて 、「 新型コ ロナウ イル ス感染 症に
かかるその後の状況及び学校教育への
影響等を考慮」したとしています。特
に 休校が 長期化 した北 海道 こそ 、「 その
後の状況及び学校教育への影響等を考
17

