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○はじめに 

文科省は、2020 年 7 月 17 日、公立学校に「1 年単位の変形労働時間制」

を導入するための「省令」「指針」等の通知に合わせ、「教諭等の標準的な職務の

明確化に係る学校管理規則参考例の送付について（通知）」及び「事務職員の標

準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例の送付について（通知）」（以下、

「通知」）を発出し、都道府県・政令市の教育委員会に「学校管理規則」改定な

どの「対応」を求めました。 

これは、2019 年 1 月 25 日の中教審答申「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」（以下、中教審「答申」）において、「学校・教師が担うべき

業務の範囲」を定め、「学校管理規則のモデルを周知」する旨を求められたこと

によるものとされています。  

中教審「答申」は、これまで学校・教師が担ってきた業務の縮減が必要だとし

て、それらを「基本的には学校以外が担うべき業務」「学校の業務だが、必ずし

も教師が担う必要のない業務」「教師の業務だが、負担軽減が可能な業務」の 3

つに区分しました。今回の「通知」は、これらを具体化するためにさらに踏み込

んだものとなっていますが、以下のように重大な問題があります。 

第一に、「学校における働き方改革」の一環だとされていますが、むしろそれ

に逆行するものだということです。 

この「通知」は、「1 年単位の変形労働時間制」導入のための「省令」「指針」

と同時に発出されており、「職務の明確化」は「在校等時間」の「上限指針」と

連動したものです。たとえば「休み時間における対応」など、これまで教育活動

の一環としてきたものであっても、規則によって「職務」から外されてしまえば、

「在校等時間」から除算されることが危惧されます。これでは「虚偽の時間把握」

になり、「時短ハラスメント」がさらに強まることになりかねません。 
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 また、「必ずしも教諭等が担う必要のない業務」とされたものを、事務職員を

はじめとした他の職種やサポートスタッフ、地域ボランティアなどの「職務」と

して位置づけようとしていますが、そのために必要な人員配置や増員の計画は示

されていません。「教育に穴があく」実態や、正規職員の非正規化、民間委託な

どが進行している中で、あらゆる職種の教職員の負担が増大してしまいます。 

 第二に、さまざまな職種の教職員がそれぞれの専門性を活かし、協力・共同し

て教育活動にあたっている学校の中に、「規則」によって「職務の明確化」を持

ち込むことは、きわめて有害だということです。 

学校においては、たとえ実務的に見える業務であっても、その一つひとつが子

どもの成長・発達を育む教育活動につながるものであり、すべての職種の教職員

が子どもたちとのふれあいを大切にしています。そのような業務を職種によって

分断し「規則」で定めることは、教育活動をすすめる上で欠かせない教職員の協

力・共同の関係をこわしてしまいます。それでは子どもたちにとって学校が、安

心して楽しく過ごせる場ではなくなってしまいます。 

第三に、「学校管理規則」は教育委員会が定めるものであり、文科省の「参考

例」を押しつけてはならないということです。また、「職務」は労働条件の根幹

にかかわるものであり、教職員組合との交渉事項です。教育委員会が「学校管理

規則」に「職務」を規定するのであれば、それぞれの地域と学校の実情を踏まえ、

教職員組合と交渉し、合意を得ることが不可欠です。「通知」に交渉事項である

との記載がないことも、重大な問題です。 

○全教実習教員部の見解 

全教実習教員部常任委員会は、このたびの「職務明確化（通知）」について、

実習教員などの少数職種に与える影響と問題点の分析をすすめ、この「通知」は、

私たち実習教員部が長年積み重ねてきた運動と正に対峙するものであるという

見解に到達し、「見解」表明とともに討議資料を作成しました。 

 以下は『職務の明確化』に対する、全教実習教員部の「見解」（原文）です。 

                                     

 

2020 年 10 月 26 日 

【見解】『教諭等の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付に

ついて』（通知）にあたり、教職員の分断や一部職種に対する職務押しつ

け、職質性による専門性の喪失が生じることのないよう求めます。 

全日本教職員組合 実習教員部常任委員会 

  

文部科学省は 2019 年 1月 25 日、中央教育審議会において「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)」 (以下「答申」)を取りまとめました。

答申では学校における働き方改革を進めるにあたり、「学校及び教師が担う業務

の明確化・適正化」を確実に実施するため、文部科学省が取り組むべき方策とし

て、「学校、教師が担うべき業務の範囲について、学校現場や地域保護者等の間

における共有のため、学校管理規則のモデル(学校や教師・事務職員等の標準業

務の明確化)を周知」することとされています。 

 この答申を受けて 2020年 7 月 17 日、文部科学省より都道府県・指定都市

教育委員会、人事主管課長宛てに「教諭等の標準的な職務の明確化に係る学校管

理規則参考例等の送付について（通知）」（以下、通知）が送付されました。この

通知の起因するところは、1 年単位の変形労働時間制を実施するにあたり、長時

間過密労働による勤務時間の超過分を減らすためには、教職員の職務の明確化と

ともに業務の負担軽減が必要であることによります。 

この職務の明確化において、通知では「このたび教諭等(主幹教諭、指導教諭、

教諭、助教諭及び講師をいう。以下同じ。)」と記されています。この教諭等の

「等」からは、実習教員を含め様々な職種の教職員が省かれており、主幹教諭、
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指導教諭、教諭、助教諭及び講師の職務の負担軽減分を、記載がなされていない

職種の教職員に負担させることが危惧されます。その根拠として、学校徴収金な

どの業務については事務職員に移管し、言わずとして過大な業務の負担を強いて

います。また、通知では児童生徒における昼休み等の対応や校内清掃、登下校の

対応などは、学校や教師が担うものではないとする一方で、それらをどのように

運用や運営するかについては明確な判断がなされていません。 

私たち実習教員は、実験・実習を担う教育の専門職であるにもかかわらず、

学校教育法をはじめ高等学校設置基準などの関連法規に対する各都道府県教育

委員会の恣意的解釈により、これまでも教科や職務の専門性を虐げられてきま

した。このたびの通知における職務の明確化が、結論的に各都道府県の学校管

理規則や校長の裁量に委ねるとされており、記載のない職種の教職員ととも

に、ふたたび実習教員に対しての恣意的解釈がなされれば、実験・実習教育の

質の低下を招くことになります。さらに「学校種や職による職務の性質の違い

にご留意いただきます」と明記されていることは、実習教員の職務規程が「…

…実験又は実習について、教諭の職務を助ける」(学校教育法60 条4 項)の

「教諭の職務を助ける｣を拡大解釈し、勤務する学校によって職務内容が異なる

実習教員に対し、職務職階を口実とした教職員の分断と、差別的職務内容の編

成を容認するものとなり学校現場の混乱は避けられません。 

このたびの通知を受けて、実験・実習教育が等閑にされることのないよう、

また私たち実習教員だけでなく学校現場で働く多くの教職員が、職種の違いに

よって差別や分断を強いられることのないよう強く願うとともに、真の「働き

方改革」をめざすならば、いまこそ教職員を増やすしか解決する方法がないこ

とを文部科学省に訴えるとともに、教諭等の標準的な職務の明確化に係る学校

管理規則の改定がなされることのないよう各教育委員会へ強く求めていきま

す。 

                                     

○討議の呼びかけについて 

全教実習教員部常任委員会は、全国のみなさんがこの学習討議資料をもとに、

実習教員は「教育の専門職」であるという認識のもと、『教諭等の標準的な職務

の明確化に係わる学校管理規則参考例』について、その問題点や、私たちが何を

求めていかなければならないのか、それぞれの立場で学習を深められ、ひとりで

悩むのではなく、ぜひ多くの仲間と語り合い交流を深めていただけることを願っ

ています。 

○問題点のポイント整理について 

以下の原文では、文部科学省が強調しているアンダーラインを一切消去したう

えで、「教諭等の標準的な職務の明確化に係わる学校管理規則参考例」について、

少数職種である実習教員の立場から見えてくる問題点を、全教実習教員部常任委

員会として整理し、学習を深めるため重要であると判断した部分にポイント

形式でアンダーラインを引いています。 

また後段では、ポイント部分の理解を深めるために、ポイント解説を

加え、何が問題であるのか、どのように考えたらよいのか説明しています。 
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【発出通知】（原文） 

 2初初企第 14号 

                                                    令和 2年 7月 17日 

都道府県・指定都市教育委員会 

人   事   主   管   課   長   殿 

 

                       文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長                    

浅  野  敦  行 

(印影印刷)      

                                       文部科学省初等中等教育局財務課長              

                          森  友  浩 史    

(印影印刷)                                                                    

 

教諭等の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付について 

                               (通知) 

 

 ポイント ①  平成 31年 1月 25日、中央教育審議会において「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)」(以下「答申」という。)が取り

まとめられました。 

答申では、学校における働き方改革を進めるにあたり、「学校及び教師が担う

業務の明確化・適正化」を確実に実施するため、文部科学省が取り組むべき方策

として、「学校・教師が担うべき業務の範囲について、学校現場や地域、保護者

等の間における共有のため、学校管理規則のモデル(学校や教師・事務職員等の

標準職務の明確化)を周知」することとされています。 

これを受けて、このたび、 ポイント ②  教諭等(主幹教諭、指導教諭、教

諭、助教諭及び講師をいう。以下同じ。)の標準的な職務の明確化を図るための

小学校及び中学校(義務教育学校を含む。)に係る学校管理規則の参考例(別添 1)

及び教諭等の標準的な職務の例及びその遂行に関する要綱の参考例(別添 2)を作

成しましたので、送付いたします。 

 ポイント ③  学校に置かれる職については、学校教育法(昭和 22年法律

第 26号)等で定められている職を含め、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律(昭和 31 年法律第 162 号)第 33 条の規定に基づき各学校を設置する地方公共

団体において学校管理規則等の規定で定めている職や、地方公務員法(昭和 25年

法律第 261 号)第 15 条の 2 第 2 項の規定に基づき任命権者である教育委員会に

おいて教育委員会規則等の規定で定めている標準的な職として、その存在が既に

明記されているものと承知しております。また、もとより、 ポイント ④  学

校に置かれる職の職務内容は、関係法令等を踏まえ、服務監督権者である教育委

員会が定めるものです。 

このため、各教育委員会においては、本参考例を教諭等の職務内容を定めるた

めの基礎資料として活用いただくとともに、必要に応じて、本参考例を活用して

関係規定等を整備いただき、 ポイント ⑤  教諭等の標準的な職務の明確化

を図り、教諭等がその専門性を発揮し本来の職務に集中できるような環境を整備

していただくようお願いします。 

なお、本参考例を活用して関係規定等を整備する場合であっても、本参考例で

示している規定の仕方にかかわらず、 ポイント ⑥  各教育委員会における

既存の規定等との整合性を踏まえ、当該既存の規定等に応じた適切な形で対応い

ただくことを想定しています。また、教諭等の標準的な職務の明確化を図る際に

は、 ポイント ⑦  各学校・地域の実情等についても十分に考慮されるよう

お願いします。さらに、 ポイント ⑧  幼稚園、幼保連携型認定こども園、

中等教育学校、高等学校及び特別支援学校について同様に学校管理規則等に教諭

等の標準的な職務を位置付ける場合や、 ポイント ⑨  養護教諭や栄養教諭
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等その他の職について同様に学校管理規則等にその標準的な職務を位置付ける

場合には、 ポイント ⑩  学校種や職による職務の性質の違いにも御留意い

ただきますようお願いします。また、教諭等をはじめ学校に置かれる職の具体的

な職務内容を定める際には、学校管理規則等に位置付けられる標準的な職務を踏

まえつつ、学校規模、教諭等の配置数や経験年数、各学校・地域の実情等につい

ても十分に考慮されるようお願いします。 

このほか、学校管理規則等に教諭等の標準的な職務を適切に位置付ける際の留

意点を下記のとおりまとめましたので、下記の事項に留意の上、御対応いただき

ますようお願いします。 

文部科学省としては今後とも、必要な制度改正や条件整備をはじめとして、学

校と社会の連携の起点・つなぎ役として前面に立ち、学校における働き方改革の

取組を総合的に進めてまいります。各教育委員会におかれては、「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)」(平成 31 年 3 月 18 日 30 文科

初第 1497号文部科学事務次官通知)も踏まえ、引き続き、学校における働き方改

革を進めるために必要な取組の徹底をお願いします。 

各都道府県教育委員会におかれては、域内の市(指定都市を除く。)区町村教育

委員会に対して、本件について周知を図るとともに、本参考例を活用し、教諭等

をはじめとする学校に置かれる職の標準的な職務の明確化を図ることについて、

指導・助言いただくようお願いします。 

 

記 

 

１．本参考例の活用について 

教諭等の職務内容は、関係法令等を踏まえ、服務監督権者である教育委員

会が定めるものであり、本参考例はそのための基礎資料として活用していた

だくことを想定していること。このため、本参考例を活用して関係規定等を

整備する場合であっても、本参考例で示している規定の仕方にかかわらず、

各教育委員会における既存の規定等との整合性を踏まえ、当該既存の規定等

に応じた適切な形で対応いただくことを想定していること。また、具体的な

標準的な職務を定めるに当たっては、 ポイント ⑪  各地方公共団体に

おける具体的な職名や各学校・地域の実情等を考慮した上で定めることが求

められること。 

 

２．標準職務例に掲げる職務等について 

別添 2 別表に掲げる教諭等の標準的な職務の内容及びその例(以下「標準

職務例」という。)については、校務の中で主として教諭等が担う職務の範

囲を示したものであること。また、各学校に所属する全ての教諭等が一律に

担うことを想定したものではないこと。 

 ポイント ⑫  標準的な職務の例を示した「教諭等」とは、校長及び

教頭等の管理職以外の学校における職であって学校に関する職務を広く担

う職について、標準的な職務を明確にする趣旨から、主幹教諭、指導教諭、

教諭、助教諭及び講師をいうものであり、標準職務例においては管理職が担

う職務は示していないこと。なお、職務の中には、管理職が担うことも考え

られる職務も示しているが、教諭等が担うことも想定されるため示している

ところであり、 ポイント ⑬  実際の具体的な校務分掌に基づく役割分

担については、管理職も含め、地域や学校の実情に応じ適切に実施すること

が考えられること。 

なお、各教育委員会の関係規定において標準的な職務として位置付けられ

たとしても、教諭等に対し時間外勤務を命ずる場合は、いわゆる「超勤 4項

目」に当たる職務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要

があるときに限られるものであることに変わりはないこと。 

また、標準職務例は、教諭等の標準的な職務の明確化を図り、教諭等がそ
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の専門性を発揮し本来の職務に集中できるようにすることを趣旨として示

しているものであり、地方公務員法第 15条の 2 第 1 項第 5 号に定める標準

職務遂行能力における睡旨とは異なるものであること。 

 

３．標準職務例に掲げていない業務について 

答申の別紙 2 (｢これまで学校･教師が担ってきた代表的な業務の在り方に関

する考え方について｣)を踏まえ、 ポイント ⑭  以下に掲げる学校の業務

であるものの必ずしも教諭等が担う必要のない業務や、基本的には学校以外が

担うべき業務については、教諭等の業務の縮減を推進する観点から、標準職務

例には掲げていないこと。なお、これら業務のうち、学校徴収金の徴収・管理

に関する業務については、基本的には学校以外が担うべき業務であり、地方公

共団体が担うことが望ましいが、仮に、学校が担わざるを得ない場合であって

も、教諭等の業務ではなく事務職員等の業務とする必要があると考えられるた

め、別途通知する事務職員の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例

等において、事務職員の標準的な職務として位置付けていること。 

 ポイント ⑮   

【学校の業務であるものの必ずしも教諭等が担う必要のない業務】 

①調査・統計等への回答に係る対応に関すること 

②児童生徒の休み時間における対応に関すること 

③校内清掃に係る対応に関すること 

④部活動に係る対応に関すること 

【基本的には学校以外が担うべき業務】 

⑤登下校への対応に関すること 

⑥学校外における放課後や夜間などの見回り、児童生徒の補導への対応

に関すること 

⑦学校徴収金の徴収・管理に関すること 

⑧地域ボランティア等との連絡調整に関すること（地域学校協働活動の

一環として地域学校協働推進員等が担うべきものをいい、校務分掌等

で教諭等の職務の内容として定められた地域学校協働活動推進員等

との連絡調整の職務を除く。) 

 

４．適切な校務分掌について 

校長は、学校規模、教職員の配置数や経験年数、各学校・地域等の実情に応

じて、具体的に校務の分掌を定める必要があると考えられること。 

なお、標準職務例に具体的な職務として掲げていない職務であっても、学校

規模、教職員の配置数や経験年数、各学校・地域等の実情に応じて教諭等が担

うことが必要と校長が認める職務については、校務分掌に位置付けることが可

能であること。その場合には、標準職務例に具体的に掲げている職務を整理及

び精選した上で実施することが基本的に前提であると考えられること。 

 

５．外部人材等との分担・協働を図った職務の実施について 

職務の実施に当たっては、校長は、校務分掌に基づき教諭等の間で適切に役

割分担を図るとともに、事務職員や専門スタッフ、外部人材等との分担・協働

を図る必要があると考えられること。 

 

６．保護者や地域住民等との共有について 

学校管理規則等に教諭等の標準的な職務を位置付けた場合には、その目的や

目標を保護者や地域住民等と共有し、地域の理解と支援を得るよう十分努める

必要があると考えられること。 

 

７．事務職員の標準的な職務について 

学校管理規則等に教諭等の標準的な職務を位置付ける際には、事務職員との 
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分担・協働についても道切に図られるよう、事務職員の標準的な職務につい

ても併せて位置付けることが望ましいこと。その際、別途通知する事務職員の

標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等を参考にされたいこと。 

 

別添 1 学校管理規則の参考例 

別添 2 教諭等の標準的な職務の例及びその遂行に関する要綱の参考例 

別添 3 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日中央教育審議会)(抜粋) 

 

                                                                        

別添 1 

 

 ポイント ⑯   

＜学校管理規則の参考例＞ 

 

○○立学校管理規則 

 

第○章  組織編成 

 

(教諭等の標準的な職務内容) 

第△条 教育長は、教諭等(主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師をい

う。以下この条において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務

の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

 

別添 2 

 

＜教諭等の標準的な職務の例及びその遂行に関する要綱の参考例＞ 

 

教諭等の標準的な職務の内容及びその例並びに教諭等の職務の遂行に関する 

要綱 

 

(目的) 

第一条 この要綱は、○○市立学校管理規則第△条に基づき、教諭等(主幹教

諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。以下同じ。)の標準的な職務

の内容及びその例を明らかにすることを通じ、もってその専門性を発揮して

を遂行できるようにすることを目的とする。 

 

 (教諭の標準的な職務の内容及びその例) 

第二条 教諭の標準的な職務の内容及びその例(以下「標準職務例」という。) 

は、別表に掲げるとおりとする。 

 

(主幹教諭の標準的な職務の内容) 

第三条 主幹教諭は、別表に掲げるもののほか、校長(副校長を置く学校にあ

っては、 校長及び副校長)及び教頭の職務を補佐すること及び命を受けて校

務の一部を整理すること並びに教諭、助教諭及び講師の資質の向上を支援す

ることをその標準的な職務の内容とする。 

 

(指導教諭の標準的な職務の内容) 

第四条 指導教諭は、別表に掲げるもののほか、教諭、助教諭及び講師の資質

の向上を支援することをその標準的な職務の内容とする。 
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 (助教諭の標準的な職務の内容) 

第五条  助教諭は、別表に掲げるものについて、教諭の職務を補佐することを

その標準的な職務の内容とする。 

 

(講師の標準的な職務の内容) 

第六条  講師は、別表に掲げるものについて、教諭又は助教諭に準ずる職務を

行うことをその標準的な職務の内容とする。 

 

(教諭等の職務の遂行に係る留意事項) 

第七条  教諭等の職務の遂行に際し、校長が留意すべき事項は次に掲げると

おりとする。 

 

（１）別表に掲げる標準職務例は、校務の中で主として教諭等が行う職務の

範囲を示したものであること。なお、各学校に所属する全ての教諭等が

一律に担うことを想定したものではないこと。 

 

（２）校長は、標準職務例を参考に、校務分掌を定め、又は見直すこと。教

諭等が職務を実施するに当たっては、校務分掌に基づき教諭等の間で適

切に役割分担を図るとともに、事務職員や専門スタッフ、外部人材等と

の連携・協力等が求められること。 

なお、標準職務例に具体的な職務として掲げていない職務であっても、

学校規模、教職員の配置数や経験年数、各学校・地域等の実情に応じて

教諭等が担うことが必要と校長が認める職務については、校務分掌に位

置付けることが可能であること。その場合には、標準職務例に具体的に

掲げている職務を整理及び精選した上で実施することが前提であると

考えられること。 

（３）校長が校務分掌を定める際には、学校規模、教職員の配置数や経験年

数、学校や地域等の実情を踏まえつつ、教諭等が担う職務の範囲が暖昧

になったり、徐々に拡大したりしないよう、できる限り具体的に校務分

掌を定めること。その際、校長は、校務分掌が細分化し、各教諭等が結

果として校務分掌の大部分を担当することのないよう、主幹教諭や主任

を中心として包括的及び系統的に校務分掌を定めるとともに、特定の教

諭等に職務が集中するなど職務の偏りが生じないよう、校務分掌の在り

方を適時柔軟に見直すこと。なお、校長は、主任を命じる際には、適材

適所で命じること。 

 

 

別表 教諭等の標準的な職務の内容及びその例 

番号 区分 職務の内容 職務の内容の例 

１ 主とし

て学校

の教青

活動に

関する

こと 

教育課程及び学

習指導に関する

こと 

教育課程の編成及び実施並びにその準備

(学校行事等の準備・運営を含む) 

児童生徒の学習評価及び成績処理 

生徒指導及び進

路指導に関する

こと 

生徒指導体制の企画及び運営 

児童生徒への指導援助 

いじめ、不登校等の生徒指導上の諸課題

への対応及び指導 

進路指導方針の策定及び実施 

家庭、地域、他校種及び関係機関との連絡

及び調整 

教育相談及び進路相談 
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特別な支援を要

する児童生徒の

ために必要な職

務に閏すること 

個別の指導計画の作成及び活用 

個別の教育支援計画の作成及び活用 

２ 主とし

て学校

の管理

運営に

関する

こと 

学校の組織運営

に関すること 

学校経営及び運営方針の策定への参画 

各種委員会の企画及び運営 

学年・学級運営 

学校業務改善の推進 

学校評価に関す

ること 

自己評価の企画及び実施 

学校関係者評価等の企画及び実施 

学校に関する情報の提供 

研修に関するこ

と 

校内研修の企画、実施及び受講 

法定研修その他の職責を遂行するために

必要な研修の受講 

保護者及び地域

住民等との連携

及び協力の推進

に関すること 

関係機関や外部人材、地域、保護者との連

絡及び調整 

その他学校の管

理運営に関する

こと 

学校の保健計画に基づく児童生徒の指導 

学校の環境衛生点検 

学校の安全計画等に基づく児童生徒の安

全指導及び安全点検 

 

 

 

 

別添 3 

 

○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) 

 

第 4章 学校及び教師が担う業務の明確化・適正化 

２．業務の役割分担・適正化を着実に実行するための仕組みの構築 

（１）文部科学省が取り組むべき方策 

学校・教師が担うべき業務の範囲について、学校現場や地域、保護者等

の間における共有のため、学校管理規則のモデル(学校や教師・事務職員

等の標準職務の明確化)を周知。 

 

第 5章 学校の組織運営体制の在り方 

２．目指すべき学校の組織運営体制の在り方 

○ また、若手教師の支援の観点からも、主幹教諭や指導教諭の役割は重

要であり、文部科学省は、主幹教諭や指導教諭が校内研修において若手

教師の指導力向上に向けて中心的な役割を果たしている例を収集・周知

するとともに、主幹教諭の標準的な職務として.若手教師の能力向上に

関する内容が含まれうることを示していくことが必要である。 

 

○ 文部科学省は、事務職員が校務運営に参画することで、副校長・教頭

を含め教師の業務負担が軽減された好事例・成果を収集・横展開すると

ともに、標準的な職務内容を具体的に明示していく必要がある。 
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○ポイント解説 

                                     

  ポイント解説 ①  

文部科学省は、学校における働き方改革をすすめるためには、「学校及び教師

が担う業務の明確化・適正化」が必要であり、これらを実施するためには「学校・

教師が担うべき業務の範囲について、学校現場や地域保護者等の間における共有

のため、学校管理規則のモデル（学校や教師・事務職員等の標準職務の明確化）

を周知」したうえで、各自治体が定める学校管理規則の改定を求めるとしていま

す。しかし、この「通知」の起因するところは、真に私たちが求める教職員の働

き方改革とは逆行する、今まで以上の長時間過密労働を強いる「1 年単位の変形

労働時間制」の導入が目的です。この変形労働時間制の実施にあたっては、月 45

時間、年３６０時間の超過勤務を超えてはならない制度上の縛りから、現在の長

時間過密労働による勤務時間の超過分を減らす必要があります。 

教職員の職務を明確化して業務の負担軽減をする必要があるとしていますが、

その対象となる教職員は・・・、全ての職種が含まれて・・・。 

 

                                     

  ポイント解説 ② ＆ ⑧ ＆ ⑨ ＆ ⑫  

 ポイント ②  の部分だけを読むと、小学校及び中学校（義務教育学校を

含む）における教諭等（主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師）の標準的な

職務の明確化を示していると謳われており、今回の「通知」は高等学校や特別支

援学校については関係がないように読み取れますが、 ポイント ⑧  の部分

を読むと、高等学校や特別支援学校についても同様であると示されています。 

『教育公務員特例法施行令 10 条 2には「・・・実習助手並びに・・・寄宿舎

指導員については・・・教員に関する部分の規定を準用する。」と定められてあ

り、このことからも ポイント ⑨  あるいは ポイント ⑫  の部分にお

いては「実習助手」と明記されなければいけません。しかし ポイント ⑨  に

おいては「その他の職」という曖昧な表現に押し留められており、果たして「そ

の他の職」の中に「実習助手」が含まれているのかさえも不明です。 

 

                                     

  ポイント解説 ③  

学校に置かれる職については、学校教育法で次のように定められています。 

【学校教育法 60 条】 「高等学校には、校長、教頭、教諭、及び事務職員を置 

かなければならない。」 

【学校教育法 60 条 2】「高等学校には、前項に規定するもののほか、副校長、 

            主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、養護助教

諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くこと

ができる。」 

学校教育法で実習助手は「置くことのできる」職とされていますが、主幹教諭、

指導教諭、養護教諭、栄養教諭についても実習助手と同様に「置くことのできる」

職とされており、今回の「通知」において「実習助手」「技術職員」が明記され

ていないことに対して疑問を抱くとともに納得ができません。 

なお、従来の高等学校設置基準において実習助手は「置かなければならない」

（第 12 条）と定められており、2004 年 4 月に文部科学省は、下位法である

高等学校設置基準と上位法である学校教育法の整合性を図るため、下位法である

高等学校設置基準を改正し、実習助手を「置くことができる」と改めましたが、

実習教員が「教育の専門職」として学校現場で果たす役割は広範囲にわたり認識

されており、文部科学省が高等学校設置基準と学校教育法の整合性を謳うのであ

れば、今回の「通知」において【学校教育法 60 条 2】をもとにした整合性が取

られなければなりませんが果たしてどうでしょうか。 
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  ポイント解説 ④ ＆ ⑯   

実習教員が配置される学校種や職務についての内容が、各都道府県によって異

なるのは、服務監督権者である教育委員会が個々に定めているからです。 

今回の「通知」とともに文部科学省は、各都道府県・指定都市教育委員会に

対して ポイント ⑯  の参考例を示しながら、学校管理規則の改定を強く

求めていますが、学校現場で働く多くの教職員が職種の違いによって差別や分

断を強いられることのないようにするためには、各都道府県・指定都市教育委

員会が定める学校管理規則（教諭等の標準的な職務内容）の「教諭等」中に、

「実習助手」も明記させるとりくみが重要となります。 

 

                                     

  ポイント解説 ⑤  

これまで私たち教職員は互いの職種の違いを乗り越え、子どもたちの豊かな成

長や人格の形成を願い、多岐にわたる様々な教育活動に手を携えてとりくんでき

ました。しかし、今回の「通知」を受けて一方的に職務の明確化がなされれば、

学校現場では職務内容に偏りが生じ、教育内容に対する優先順位が付けられるば

かりか、様々な職種の教職員が職務内容の制限を受けることとなり、「教育の自

由」が脅かされる危険性さえもあります。 

文部科学省がいう「・・・本来の職務に集中できるような環境を整備」の、本

来の職務とは何をさせようとしているのか・・・、環境を整備とは何を目的とし

て整備しようとしているのか理解に苦しみます。 

今回の「通知」も含めて、今後さらに学校現場や教職員に対する上意下達の管

理統制が強められはしないだろうか予見するとともに、あらためて「1 年単位の

変形労働時間制」導入のねらいが何であるのかを考える必要があります。 

 

                                     

  ポイント解説 ⑥ ＆ ⑦ ＆ ⑩ ＆ ⑪  

文部科学省が述べようとしていることは、すでに各教育委員会における既存の

規定があるから、学校管理規則の改定に向けて文部科学省としては、一定の方向

性は示すが最終的には国が定める既存の規定と、各教育委員会が定める規定の整

合性が担保できれば、その部分については各都道府県・指定都市教育委員会に任

せるということです。このことは ポイント ④  で明らかにされています。 

ここで「整合性」についての考え方をあげると、実習教員の職務規定について、

学校教育法では「実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける」と

規定され、この場合の「助ける」は「実験又は実習について」であり、それ以外

の実習教員の職務内容には何ら制約があるわけではないにもかかわらず、各都道

府県教育委員会において「助ける」を「教諭の職務を」と、狭義かつ恣意的に解

釈し、結果として実習教員に対する間違った差別的処遇が横行しています。 

 ポイント ⑦  で文部科学省は、各学校・地域の実情等についても十分に

考慮するようにと述べており、それなりに配慮を示しているかの印象ですが、実

際のところ ポイント ⑧  で触れられているように、高等学校・特別支援学

校の教諭等（主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師）の中に「実習助手」が

明記されておらず、 ポイント ⑨  の部分では「その他の職」という曖昧な

扱いに置かれている実習教員に対して、都道府県教育委員会が検討をするとした

場合、文部科学省の通知を越えてまでの配慮がされる可能性は低く、またしても

恣意的な解釈によって、差別的扱いを受けてしまう危険性があります。なぜなら、 

 ポイント ⑩  の部分において文部科学省は、学校種や職による職務の性質

の違いに留意するよう各都道府県・指定都市教育委員会に促しているからです。 

 「整合性」という都合の良い解釈と引き替えに、教職員間に分断を持ち込み、

同時に差別化を図ろうとする当局の姿勢に対し、看過することはできません。 
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   ポイント解説 ⑬ ＆ ⑭ ＆ ⑮  

文部科学省は「教諭等の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則」の法改正

部分については各都道府県・指定都市教育委員に一任し、実際の具体的な校務分

掌にもとづく役割分担については、管理職も含め、地域や学校の実情に応じ適切

に実施することとして学校現場に一任しています。ということは、職務の明確化

をすすめるとした、文部科学省の通知そのものに具体性が見えてきません。 

 ポイント ⑮  では、学校の業務であるものの必ずしも教諭等が担う必要

のない業務としての事例が掲げられていますが、子どもたちの休み時間における

対応や、校内清掃にかかわる対応について教諭が対応しなくてもよいということ

は、その代わりをいったい誰が対応するのでしょうか。文部科学省は実習教員を

含めた少数職種にその代わりを負わそうとしているのでしょうか。文部科学省が

押しすすめる職務の明確化そのものが、学校現場の混乱を招くことは明らかです。 

あらためて、今回の「通知」そのものが月 45 時間、年３６０時間の超過勤務

を超えさせないための時間管理のために発出された通知であり、その先にある

「1 年単位の変形労働時間制」の導入を目的としたものでしかありません。なぜ

なら、文部科学省がいう「職務の明確化」の本質は、「今いる人で今ある仕事を

振り分けていく」ことで、学校現場の仕事そのものを減らそうとしたり、人を増

やそうとは考えていません。それゆえに、教諭等の中に実習教員を含む少数職種

を含めていたのでは「1年単位の変形労働時間制」の導入が強行できないのです。 

 

                                     

  ポイント解説 ⑯  

文部科学省は今回の「通知」により学校管理規則の改正例を示しつつも、すで

に各都道府県・指定都市教育委員が定める既存の学校管理規則との「整合性」が

とれるならば、改正の中身については各都道府県・指定都市教育委員会に任せる

としています。私たちは、子どもたちの豊かな成長と人格形成のため、また民主

的な学校づくりと教職員の間に分断を持ち込ませないためにも、既存の学校管理

規則の改正については反対の立場を堅持しつつも、各都道府県・指定都市教育委

員会が定める既存の学校管理規則の改正をせざるを得ない状況にあっては、とり

わけ高等学校・特別支援学校を統括する各都道府県教育委員会は、私たちとの合

意のもと慎重に検討するよう求めていかなければなりません。 

以下に、私たち全教実習教員部が求める＜学校管理規則の参考例＞を掲げます。 

 

＜学校管理規則の参考例＞ 

○○立学校管理規則 

第○章  組織編成 

(教諭等の標準的な職務内容) 

第△条 教育長は、教諭等(主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師、実

習助手をいう。以下この条において同じ。)の職務の明確化を図るため、標

準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

                                     

  ポイント解説 ⑰  

＜教諭等の標準的な職務の例及びその遂行に関する要綱の参考例＞の中に、 

実習教員のことは一切触れられていません。この部分が ポイント ②  の

小学校及び中学校（義務教育学校を含む）を対象としているのであれば、実習

教員の記述がないことは理解できますが、これが ポイント ⑧  に示され

た、高等学校・特別支援学校を対象とした教諭等（主幹教諭、指導教諭、教諭、

助教諭、講師）の参考例を掲げたとした場合に、実習教員の「標準職務内容」

はどのような形で掲げられるのでしょうか・・・。 
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○まとめ 

私たち実習教員の職務規程が定められたのは、戦後の復興とともに教育改編

がすすめられ、1947 年「学校教育法」施行規則第 50 条②で「実習助手を置

くことができる」職として位置づけるとともに、第 50 条③で「実習助手は、

実験又は実習について、教諭の職務を助ける」と職務規程が明記されました。

あわせて 1947 年「高等学校設置基準」では、「実習助手を置かなければなら

ない」職として明記されました。 

しかし、それまでの実習教員の雇用は学校独自によるもので、その職務内容

は学校ごとに大きく異なり、都合の良い職として扱われていました。そうした

風潮は、1947 年の「学校教育法」「高等学校設置基準」で教員として位置づけ

られた後も続き、今もなお様々な場面において「実習助手は、実験又は実習に

ついて、教諭の職務を助ける」の「・・・教諭の職務を助ける」という部分を、

各都道府県教育委員会や管理職は狭義かつ恣意的に解釈し、実習教員を曖昧な

位置づけに押しとどめ差別的扱いをしています。 

2020 年 7 月 17 日に文部科学省が発出した「教諭等の標準的な職務の明確

化に係わる学校管理規則参考例」は、いま学校現場が求めている「チーム学校」

とは明らかに真逆の方向を指しており、間違いなく教職員の分断につながり、

実習教員を含む少数職種におよぼす影響は計り知れません。私たちが願ってい

る「チーム学校」は、教職員みんなの協力・共同によって、誰もが気持ちよく

働ける職場です。また、教育の専門職として私たちが長い年月をかけて積み重

ねてきた「どの子にもゆきとどいた実験・実習教育の充実」と、実習教員の待

遇改善に向けた運動の歴史から鑑みて断じて受け入れるわけにはいきません。 

全教実習教員部は、この討議資料をもとに全国のみなさんが『教諭等の標準的な

職務の明確化に係わる学校管理規則参考例』についての討議を深められ、既存の

学校管理規則改正の取り扱いについてご対応されますことを願います。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〒102-0084 東京都千代田区二番町 12-1 
全国教育文化会館 

 TEL：03(5211)0123 FAX：03(5211)0124 
E-mail：jikkyo@educas.jp 
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