
変えていこう 働 き方
青年教教職員アンケート2⑪2』

教職に、夢 と希望を抱いて学校へやってきた若手教職員

のみなさん、アンケー トへのご協力ありが とうございます。

現在、教職員の超過勤務が社会問題とな っています。 しか

し、行政による十分な方策が とられていないのが現状です。

E]本は教育費の公的支出がOECD諸 国の中で最低レベルな

のです。

子どもたち一人ひとりの成長や発達を保障 し、私たちもゆ

とりをもって働ける学校を作 っていくために、このアンケー

トを活用 します。そ して、青年教職員の実態を行政や社会に

発信 し、現状を変えたいと思 っています。そのためにぜひ、

あなたの声を届けて ください。

WBで もできます☆

こちらから

冒

翻

馨

全日本教職員組合(全 教)青 年部
i:io2-0084東 京都干代田区二番町12-1全 国教育文化会館3階

TELO3-52M-0123FAXO3-5211-0124

　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　e-mail　 seinenfbu@educas.jp

郵送かFAXで お届けください。FAXの 場合は裏面の:〕ピーも忘れずにお願い します。

宛 先:全 臼本教職員組合(全 教)青 年部宛 締 切:7月31日(日)ま で

送信 日:月 日/送 信元:()



あなたのプロフィール

〔A〕勤 務 地:( )都 ・道 ・府 ・県( )市 ・区 ・町 ・村

〔B〕校 種:① 小学校 ②中学校 ③高等学校 ④特別支援学校 ⑤その他

〔C〕任用形態:① 正規 ②非正規

〔D〕職 種:① 教諭 ②養護教諭 ③栄養教諭 栄養職員 ④実習教員・実習助手 ⑤学校司書

⑥事務職員 ⑦現業職員 ⑧寄宿舎指導員 ⑨その他

〔E〕年 齢1①10代 ②20代 ②30代 ③その他(代)

〔F〕子 ど も(任 意回答):① 無 ②妊娠中 ③有

〔G〕性別(任 意回答):( )
___一_逮

1,働 奮寛 臆ついて(す べての人 におききし謙す)

(1)1週 間当た りの持ち時間数はどのくらいですか?

①10～15②16～20

③21～25④26以 上 ⑤授業をもっていない

(2)勤 務時間内で授業準備をする時間はどのくらいですか?

①ない ②30分 以内

③1時 間 ④2時 間

⑤3時 間以上

連

@
まともにやったら

もたない構造?

教員定数をはじめて法律で定めたのは
1958年 。法案作成に携わった文部官僚
は、「1日の勤務時間8時 間のうち、4時間

(休憩を含み)を正規の教科指導にあて、残
り4時 間を教科外指導のほか、指導のため
の準備整理、その他公務一般に充当すると

いう考え方である」と説明しました。この原

則が現在は投げ捨てられた状態で働かざ
るを得ません。

(3)よ りよい授業を準備するにあたり、最低でも1コ マどのくらいの時間が必要だと感 じていますか?

①30分 未満 ②30分 ③1時 間 ④1.5時 間 ⑤2時 間 ⑥2時 間以上

(4)1日 の残業時間はどのくらいですか?(平 日の平均。部活、持ち帰り仕事等全て含む)

①0時 間 ②1時 間未満 ③1～2時 間 ④3～4時 間 ⑤5時 間以上

(5)一 日の平均睡眠時間はどのくらいですか?

①5時 間以下 ②6時 間 ③7時 間 ④8時 間以上

・◎ 轟

(6)過 労により自分の健康や車の運転に不安を覚えたことはありますか?

①はい ②いいえ

.■ 轟

癖 憂

(7)1年 単位の変形労働時間制の導入について ①反対 ②賛成 ③ よく知 らない

ヤ
公 立学校 に導 入され ようとしてい る1年 単位 の変形 労働 時間制 とは?

これまでの7時 間45分 の勤務時間の原則をくずし、勤務時間をのばし、のばした分を夏休みに休日としてま

とめ取りするというものです。文科省も認めるように、長時間過密労働を解消するための法整備ではありません。

残業を合法化し、残業ができる条件の人と、できない条件の人を分断し、労働時間を個人の問題とする制度です。

残業が「月45時 間まで止 いうのが制度導入の前提条件であるために、業務が残っていても早く帰らされ、虚

偽の記録をさせるなど、各地で「時短ハラスメント」がおこっています。

制度を導入するかどうかは、最終的には職場の判断とされ、職場の申での議論が重要です。



(8)過 去3年 間で以下のよ うな時短ハラスメン トを受けたことはありますか。(複 数回答可)

①言葉によるハ ラスメン ト

②勤務時間記録を書き換えられた

③勤務時間記録を正 しく申請するのをため らわせる雰囲気がある

④強制的に帰 らされるので持 ち帰 り仕事が増えた

⑤時短ハ ラスメン トは受けていな い

⑥その他(自 由記述1 )

ll。部活 動にっいて(顧 問 をし鬼ことがある究 におききし蒙す)

(9)日 に何時間、部活動の指導や準備の時間をかけていますか?(試 験期間中など、指導しない時を除く)

平 日:約( )時 間/日 休 日:約( )時 間/日

(10)部 活動の指導について感じていることは何ですか?

(自由記述:子 どもたちの声、や りがい、または負担感…な どご自由に)

(11)将 来、部活はどうあるべきだと思いますか?

①学校教育か ら切 り離 し、社会教育に移行する

②学校教育 に位置づけ、活動は一定の範囲内で終わるようにす る

③外部指導者を制度として位置づけ、教職員の負担軽減 を図る

④現状 のままでよい

⑤わか らない

⑥その他(自 由記述

顧
欝 ㌧亙

)

慕へ編きます→

?

@繊 部瀾 つて何?
昨年、文科省は「2023年 度以降、休日部活動の段階的な

地域移行を図る」「休日の部活動指導を望まない教師が休日

の部活動に従事しない」という方針を発表。平日は学校部活

動で教職員が担い、休日は地域の運営主体が担うというも

の。

しかし…問題点(1)環 境整備は地方自治体任せで費用は

受益者負担。国による財政負担の覚悟がない。(2)休 日部活

動の「受皿」は?地 域の運営主体は誰?(3)平 日と休日の連

携をする場合は?子 どもにとってどうか?(4)指 導を望む

教職員が休日に地域部活動に従事した場合「在校等時間」に

は含まれず、いっそうの長時間過密労働が懸念されます。

s?

@部 活動瞭 これから

1960年 代から教員の働き方は問題にな

ってきましたが、文科省は部活動と学校教

育の関係を、ずっとあいまいにしてきまし

た。昔から「教員の数は増やさない」「勤務時

間外の労働に手当てを払わない」ことが繰

り返されてきたのです。部活動の問題には、

教職員の働き方の問題と教育の問題という

2つ の視点があります。改善していくために

何が必要か、子ども・保護者・地域も含めた

議論が必要ではないでしょうか。



鵬 その他(す べ ての人 におききします)

(12)ICT機 器の導入やオンライン化で感 じること(複 数回答可)

①よ りよい授業のためになる

②授業がICTに よって画一化 され る

③PCを 個人持ちにす るな ど、子 どもの自己負担が増えている

④操作や設定に時間がかか り、効果的に活用できない

⑤その他(自 由記述 )

(13)仕 事で困ったなあと思 うことは?(複 数回答可)

①授業のこと

④働き方

⑦校務分掌

⑩賃金

②学級づくりや子どもとの関係

⑤職場の人間関係

⑧子育てとの両立

⑪PC研 修やメンテナンス

③保護者 との関係、対応

⑥ハラスメン トだ と感 じることがある

⑨相談相手がいない

塗

@ ハラスメントは

みんなの問題

30%以 上の青年教職員がハ

ラスメントを受けていることが

全教青年部の調査で明らかに。

メディアでも広くとりあげられま

した。ハラスメントは人権侵害。

ハラスメントは特異な個人の問

題ではなく、組織のあり方その

ものの問題であり、労働条件や

教育方針に関連する問題です。

組合にぜひ相談してください。

＼ ＼＼
ご～一～____～____

認ま鑑額 漂 罰

黙 翼懲 ㍉
(14)教 職員の労働組合のとりくみに期待することは何ですか(複 数回答可)

①職場環境や待遇の改善にむけた とりくみ(子 どもたちの教育条件整備、働き方、賃金 いろいろ)

②授業づ くり ・子 ども理解 ・学級づ くりな どの学習会(職 場 ・地域 ・全国で開催 中)

③専門職種の学習会や相談会(養 護教員 ・栄養教員 ・実習教員 ・司書…もっとあります)

④採用試験学習会

⑤ レクレー ション

⑥話を聞いてみたい

⑦ハ ラスメント相談、改善のとりくみ

⑧とくにない 二麟ダ
凌 鷺

☆全教青年部Twitter始 めました

圃 量醤團
『

國 。鱈

@Zenkyo-youth


