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ります︒

時間が参りましたので︑これで質問の方を終わ

くて︑その使い道について︑地域の実情に応じて
○那谷屋正義君 民進党・新緑風会の那谷屋正義

送付を強調してふるさと納税を募集するのではな
創意工夫を図りまして︑その周知を行ってふるさ
でございます︒

学園に関する事案に対しては︑関係機関において

現在説明がなされているところでございます︒

それから︑参議院予算委員会の検査要請を受け

て会計検査院が検査を実施しており︑また︑大阪

総務省が各府省の行政運営の現場を国民に成り

の事案の問題点を明らかにするということではな

なお︑評価︑監視の目的でございますが︑個別

地検において捜査中であるということでございま

熱が指摘される状況にあるということでございま

代わりチェックをし︑勧告︑あっせん︑そして通

くて︑行政の制度︑仕組みそのものの改善にござ

先ほど︑高市大臣より︑行政監視︑行政評価及

して先般通知を出したところでございますけれど

知等を行う取組につきましては︑私も一定の評価

います︒このため︑本件についての対応状況の過

すので︑まずは︑これらの取組を見守ってまいり

も︑その上でふるさと納税の趣旨に反するような

をさせていただいているところであります︒また︑

程で指摘された論点などを踏まえて︑必要がある

び行政に対する苦情に関する調査について御報告

と納税の募集をしていただく︑そういったことが
望ましいと考えておりまして︑通知でもその旨を
明記しているところでございます︒

返礼品の送付を行っております地方公共団体に対

この行政監視委員会は︑我々主権者の代行者であ

場合には︑国有財産の管理などに関する行政運営

たいと思っております︒

しましては︑今般の通知の意義とそこに示したル

る政治家が行政活動を専門に監視する唯一と言っ

の実態について調査を検討するということも考え

を受けました︒

ールにつきまして︑ふるさと納税の健全な発展の

てよい重要な機関だと考えております︒つまり︑

他方で︑返礼品の送付につきましては︑その過

ためにはどうしても必要な対応であるということ

国権の最高機関たる国会が行政活動について主権

また︑毎年度の調査テーマは︑内閣の重要政策

られます︒

を御理解いただけるように︑総務省として︑今後︑

者に代わって監視し︑そして真に国民のためにた

ントの実施を通じて︑行政評価等プログラムによ

個別の団体に直接必要な働きかけを行っていくこ

そこで︑今般ずっと問題になっております森友

り決定をしております︒しかし︑必要な場合には︑

などの動向や地域の課題に関する情報を幅広く収

学園に関してでありますけれども︑総務省の行政

年度当初に定めたテーマに限らず︑臨時︑機動的

だす極めて重要な委員会というふうに考えるわけ

評価局として︑国民から財務省あるいは国交省の

な調査を行うことはあり得ます︒

ととしております︒こうした取組の強化を通じま

こういったプロセスにおきましては︑各地方団

業務に対して苦情︑意見︑要望等が︑そういった

現段階では︑関係機関における説明や会計検査

集して︑政策評価審議会の審議やパブリックコメ

体の事情につきましても丁寧にお伺いしながら︑

要請が直接あった場合︑この両者に対して実地調

院における調査が実施されておりますので︑これ

であります︒

その上で︑やはり返礼品競争の過熱問題︑速やか

査あるいは行った施策に対する評価︑分析等を行

らの対応を見守っているところでございます︒

して︑過度の返礼品競争等について是正を図って︑

な是正に向けて見直しを求めてまいりたいと考え

う可能性はあるのでしょうか︒

○那谷屋正義君 可能性がないわけではないとい

制度の健全な発展が図られるように努めてまいり

ているところでございます︒

○国務大臣︵高市早苗君︶ 一連の学校法人森友

たいと考えております︒

○徳茂雅之君 ありがとうございます︒
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うことだったというふうに思います︒

するとにらまれることもあるなんという︑そんな

プログラムのことについて各府省の大臣にお話を

解をしておりますけれども︑非正規公務員につい

正に踏み込むこととしているというふうに私も理

政府は︑非正規労働の処遇改善︑長時間労働是

臨時・非常勤教職員につきましては︑地方公務

おります︒

定なしも四割程度存在しているものと承知をして

済み又は今後予定ありと回答しておりますが︑予

公共団体のうち︑御指摘のいわゆる空白期間の設

お話がありましたけれども︑これから︑もっとも

ても︑総務省は︑実態調査に基づいて研究会を立

員法等の関係法令において︑新たな任期と前の任

直接質問をさせていただく文科大臣にもおいでを

っとここのところはにらまれて結構だと思います

ち上げ︑地方公務員法などの改正案を今国会に提

期の間に一定の期間を置くことを直接求める規定

定の見直しにつきましては︑全体の約半数が対応

ので︑そのぐらいしっかりとやっていただけたら

出をされたわけであります︒まさに︑実態を国民

は存在をしておりません︒

いただきました︒

というふうに思いますし︑ここは別の委員会でし

に公表し︑国民的議論を得て法案が提出されたわ

先ほど︑閣議の中でこの行政監視︑行政評価の

て︑総務委員会でしたけれども︑同じような質問
けであります︒

府あるいは与党に緩みが出ているんじゃないか︑

二年以来︑文科省は実態調査を国民になかなか公

ところが︑非正規教員の実態について︑二〇一

従事させようとする業務の遂行に必要な期間を考

臨時・非常勤職員の任期につきましては︑職員に

白期間に事実上業務に従事することがないよう︑

文部科学省としては︑任用されていない者が空

をさせていただいたところ︑大臣は︑全体的に政
おごりが出ているんじゃないかという御批判をい

表していただけておりません︒これでは︑処遇が

各教育委員会の指導の徹底に努めてまいりたいと

ただいていることは承知をしている︑少なくとも︑

をされている非正規教員の現状を広く国民に知ら

考えております︒

慮して適切に定めるよう指導しており︑引き続き︑

とか結果を出すことで国民の皆様︑また議員の先

せてはいないということになるのではないかとい

○那谷屋正義君 今︑大臣からはいわゆる空白期

低いとかあるいは雇用が不安定というふうに指摘

生方の信頼を取り戻してまいりたいと︑こういう

うように思うわけであります︒これでは︑国民全

間についてお答えいただきましたけれども︑私が

私自身︑誠実に職務に取り組み︑真剣に働き︑何

ふうに言われました︒

体の共通の課題として教育をより良くしようとい

申し上げたのは︑例えば正規教職員がどのぐらい

総務大臣自身のひたむきさというのはそこから

う機運づくりにもならないのではないかと︒

うかがえるわけでありますけれども︑先ほどあり

ただけたらというふうに思っております︒

是非︑それを実施をしていく可能性を追求してい

はり行政全般にわたってその役割もありますから︑

教職員も含めた地方公務員の臨時・非常勤職員

○国務大臣︵松野博一君︶ お答えをいたします︒

すけれども︑文科大臣の答弁を求めます︒

実態を公表する必要があるのではないかと思いま

なのか臨任なのか︑私たちのクラスの担任は非常

立場からすると︑自分の子供の担任は一体非常勤

いわけでありまして︑これだと︑例えば保護者の

そういったことについての公表が実はされていな

非常勤の方がそれぞれどのぐらいいるのかという︑

各都道府県にいらして︑そして︑そのうち臨時・

さて︑この国会はいわゆる働き方改革というふ

に関する実態調査を総務省で実施をしております︒

勤だったんでしょうかというふうなこと︑そうい

教育現場の実態を国民に伝えるという観点から︑

うな形で始まったというふうにされています︒今

その中で︑臨時・非常勤職員を任用している地方

ましたように︑総務大臣︑総務省のみならず︑や

日は︑そういう意味では︑厚労大臣︑そして今日
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現在︑総務省の方で教職員も含めた地方公務員に

先ほど大臣からお答え申し上げましたとおり︑

○政府参考人︵藤原誠君︶ お答え申し上げます︒

改めていかがでしょうか︒

きだというふうに思うんですけれども︑その点︑

ですから︑やっぱりこれは公表していただくべ

別にしてあると思うんですね︒

ったことをやっぱり理解する必要が︑いい悪いは

くいかないというのがもう実態になっているわけ

非常勤教職員がいなくては学校の教育活動がうま

があるわけですけれども︑どの地域でも︑臨時・

てこのように臨時・非常勤教職員の割合には違い

任になっているわけであります︒都道府県によっ

九・三ということで︑約五人に一人が非常勤︑臨

いて多いのが沖縄県でありまして︑沖縄も︑一

人に一人はもう非常勤︑臨任になっていると︒続

二・九％ということで二三％︑つまり四人から五

というふうに思いますし︑また︑今後自治体での

○那谷屋正義君 しっかりと行っていただきたい

す︒

と考えております︒その旨助言を行ってまいりま

末手当を含めて給与が適切に支給されるべきもの

を踏まえ︑それぞれの地方公共団体において︑期

公務員法に定める均衡の原則などの給与決定原則

総務省といたしましては︑法改正の趣旨や地方

ものでございます︒

関する実態調査がされているところでございまし
であります︒

よって任用が整理されて︑非常勤職員への期末手

今国会で成立した地公法︑地方自治法の改正に

す︒

ニュアルが作成されるというふうに伺っておりま

整備に当たって︑あるいは説明会等々に向けてマ

以上でございます︒

て︑私どもとして別途調査する予定は今のところ
○那谷屋正義君 お手元にお配りをさせていただ

当の支給が可能になりました︒今後三年間を目途

ございません︒
いた資料の一を御覧いただけたらと思います︒

ぞれがどのぐらいの割合を占めるのかというふう

私はこれを更に分析をさせていただいて︑それ

わけです︒

っと知っていただくべきだろうというふうに思う

うに出ておりまして︑これをやはり私はもっとも

常勤講師数︵都道府県別︑二十八年度︶というふ

小・中学校の正規教職員︑臨時的任用教職員︑非

んからいただいた資料なんですけれども︑公立

お話でありましたけれども︑実は︑これ文科省さ

し︑任用︑服務の適正化を図るとともに︑あわせ

員について一般職の会計年度任用職員制度を創設

今般の改正法は︑地方公務員の臨時・非常勤職

○政府参考人︵原剛君︶ 御答弁申し上げます︒

うか︒

きたいと考えておりますけれども︑いかがでしょ

うに︑総務省として説明や支援等を行っていただ

念されますけれども︑その地域間格差が出ないよ

等に︑これは地域の財政状況というのが非常に懸

ますが︑勤務労働条件や報酬や手当も含めた賃金

任期につきましては︑基本的には各地方公共団体

○国務大臣︵高市早苗君︶ 臨時・非常勤職員の

ども︑いかがでしょうか︒

しながら作成をしていただきたいと思いますけれ

学校現場に多くいることから︑文科省とも協議を

たって︑地公法二十二条の三︑臨時的任用職員は

うふうに思っておりますけれども︑その作成に当

マニュアル等で示していただくことが大事だとい

善されるように︑適切な任用を求めることをこの

のいわゆる空白期間に業務を行っている実態が改

めなかった地公法二十二条の三の臨時的任用職員

重ねてになりますけれども︑法改正では入り込

なことも計算をさせていただきました︒数的なも

て︑勤務条件面においても︑国家公務員の取扱い

において適切に判断されるべきものでございます

に自治体での整備がされることとなるわけであり

のよりもやっぱり比率の方が問題なんだろうとい

との均衡を踏まえ︑期末手当の支給を可能とする

公表するというか︑そういう予定はないという

うふうに思いますけれども︑特に三重県は︑二
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けれども︑退職手当や社会保険料等の負担を回避

決断には大変感謝を申し上げたいというふうに思

なエビデンスとして裏付けられたと考えておりま

○那谷屋正義君 ありがとうございます︒その認

す︒

さて︑四月二十八日に︑文科省が一六年度に実

識は︑共有化というか同じだというふうに思って

うわけであります︒

は言えません︒また︑任用されていない者を事実

施した教員勤務実態調査の速報値が公表されまし

するために空白期間を設けるということは適切と
上業務に従事させた場合に︑公務上重大な問題を

また︑そういったことを予想してか分かりませ

おります︒

時間外勤務時間数は厚労省が過労死の労災認定の

んけれども︑昨年の六月の十三日に文科省で︑学

た︒今回の調査結果を一か月当たりに換算すると︑

去る五月十一日に成立をさせていただきました

目安としている月八十時間を平均値で優に超えて

生じるおそれもございます︒
改正地方公務員法において︑会計年度任用職員に

校業務の適正化に向けてということで様々通知

非常に画期的な通知だったというふうに思いま

おり︑教員の勤務実態は限界に達していると言わ
この結果について︑改めて︑率直にどのように

すけれども︑しかし︑今のこの多忙化を解消する

ついての︑国の期間業務職員についての人事院規
際に職務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるも

捉えられているか︑文科大臣にお伺いをしたいと

には︑業務改善だけでは実は駄目なんです︒もう

等々をいただきました︒

のとする配慮義務を明確に規定し︑いわゆる空白
思います︒

一つ大事なのは︑この勤務時間というものについ

ざるを得ません︒

期間の適正化を図ることとしています︒また︑臨

○国務大臣︵松野博一君︶ お答えをいたします︒

てしっかりとこれは適正化していくということが

則も参考として︑各地方公共団体が任期を定める

時的任用職員についても︑空白期間に関する考え

御指摘の調査結果の速報値では︑いずれの職種

載し︑地方公共団体に対してしっかりと助言を行

年の夏までに作成しますマニュアルにその旨を記

不適切な空白期間の是正が図られますように︑今

総務省は︑今後︑任期の設定が適切に行われ︑

ど授業に関する時間が︑土日については︑中学校

平日については︑小中学校共に授業︑授業準備な

ているところであります︒業務内容別に見ると︑

て勤務時間が増加をしているなどの結果が示され

においても十年前に実施した調査の結果と比較し

福祉を害しないように考慮しなければならないと

その中で︑給特法第五条に︑公務員の健康及び

思います︒

併せてやっていただくことが大事だというふうに

私は求められているというふうに思いますので︑

方は会計年度任用職員と同様でございます︒

ってまいります︒

○政府参考人︵藤原誠君︶ お答え申し上げます︒

規定があります︒この趣旨について御説明をくだ
これまでも︑教育の質の向上や様々な教育課題

委員お尋ねの給特法の第五条でございますが︑

においての部活動の時間が特に増加をしておりま

続きまして︑今日も決算委員会行われておりま

への対応が求められる中︑教員の長時間勤務に支

地方公務員法の五十八条第三項︑それから労働基

○那谷屋正義君 ありがとうございます︒是非お

すが︑五月八日の参議院決算委員会で︑我が会派

えられている状況は既に限界が来ていると認識を

準法の三十三条第三項の規定の読替えを定めてい

さい︒

の藤議員の質問に対しまして松野文科大臣は︑

していましたが︑今回の調査結果の速報値におい

るものでございます︒

す︒

教員の働き方改革を進めるために中教審に諮問す

て︑改めて看過できない大変深刻な事態が客観的

願いをしたいというふうに思います︒

るというふうに答弁をされました︒大臣のこの御
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に︑時間外勤務があくまで正規の勤務時間の例外

は︑勤務時間の適正な把握を行い︑業務負担を軽

委員御指摘のとおり︑教員の健康維持のために

質を上げていかなければならないという思いであ

時間労働をしっかりと是正をして︑そして教育の

あります︒その観点からおいても︑この教師の長

考慮しなければならないということであり︑特に

であることから︑過度な勤務にならないように︑

減することは当然として︑教員のメンタルヘルス

ります︒

間勤務に支えられている学校の状況は既に限界が

健康及び福祉の保持について考慮することを付け

対策の充実にも取り組む必要があるというふうに

○那谷屋正義君 お配りさせていただきました資

その趣旨は︑公立学校の教育職員につきまして︑

加えたものでございます︒

考えておりまして︑文部科学省といたしましては︑

料の二を御覧ください︒

教師は︑子供たちとの人間的な触れ合い︑人格同

○那谷屋正義君 教員の業務というのは︑もう言

この給特法第五条の規定の趣旨を踏まえまして︑

これは︑ウエブサイトの方から抜粋したもので

来ているという認識を文部科学省としては持って

うまでもなく特殊性があるわけでありまして︑ど

各教育委員会における取組が充実するように引き

ありますけれども︑学校現場の方ではなくて︑全

公務のための臨時に必要がある場合においては時

こまでが業務なのかという︑そういう境界線がは

続き指導していきたいというふうに考えておりま

く一般の方から出てきた御意見であります︒

士の触れ合いにおいての教育というのの重要性が

っきりしていないためについつい長時間労働にな
す︒

例えば︑私の職場に高校の理科の教諭と御結婚

いるところでございます︒

ってしまうということが特徴として挙げられると

○那谷屋正義君 ということは︑今回の勤務実態

された女性がいらっしゃいますが︑旦那様の毎日

間外勤務を命じることができるようにするととも

思います︒

調査で︑教員の健康及び福祉に考慮しなければな

が心身共に健康を維持して教育に携わることが極

合いを通じて行われるものでございまして︑教員

学校教育は︑教員と児童生徒との人格的な触れ

○政府参考人︵藤原誠君︶ お答え申し上げます︒

そういう認識でよろしいでしょうか︒

ているというふうに思いますけれども︑もう一度︑

に考慮しなければならないという規定が設けられ

において︑学校現場で先生方が大変な長時間勤務

いただきましたとおり︑今回の実態調査の速報値

○国務大臣︵松野博一君︶ 先ほど御答弁させて

大臣の率直なお考えをお聞きしたいと思います︒

いうふうに思うわけでありますけれども︑改めて︑

とを文科省として︑大臣もお認めになっていると

実態とに乖離があって︑それが甚だしいというこ

らないという給特法第五条の趣旨と教育現場での

あるいはその次︑これは︑未来を担うというか︑

に豊かな生活をしてこその教育指導だと思います︒

います︒先生たちにも家族がおられます︒人間的

る時間がありません︒新婚の彼女も大変心配して

これでは︑新しい指導方法を研究したくてもでき

業務の山があるから微妙ということであります︒

間休取りたい希望があるけれども︑取ったらまた

やら部活動指導やらで八連勤︒来週のどこかで時

の帰宅が二十三時︑それから中間試験の問題作り

そこで︑給特法第五条では教員の健康及び福祉

めて重要であるというふうに考えております︒

になっているということは︑もうこれは共通する

しかしながら︑先ほど大臣から御答弁申し上げ

のため︑知り合いはたくさん教師になりましたが︑

まだ教員養成の方だと思いますが︑教育学部卒業
この第五条に関しては︑先ほど申し上げました

みんな疲弊し切っています︒そのような方が日本

見解であろうかと思います︒

さに看過できない深刻な事態が明らかになってい

とおり︑公務員の健康及び福祉を害しないように

ましたとおり︑今回の勤務実態調査によれば︑ま
るところでございまして︑このような教員の長時
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いことは教育を絶やすことと似ているような気が

教師は尊敬される立場︑教師の労働環境を考えな

にたくさんいらっしゃると思うと恐ろしいです︒
けて︑中教審の場においてしっかりと議論を進め

であさってから始めますけれども︑その結果を受

その方向に向けて︑今︑各種ヒアリングを文科省

月二十日に発出をさせていただきました︒

するガイドラインと︑こういう形で新たにこの一

の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関

用者向けに︑今御指摘をいただきました労働時間

このガイドラインにおきましては︑使用者は︑

ていただきたいと考えております︒
○那谷屋正義君 併せて︑是非お願いしたいとい

します︒
働き過ぎると視野が狭くなります︑そんな人に

こうしたことが多々ネットでも紹介があります

と管理をするということが今求められているとい

いうことと︑それから勤務時間についてしっかり

員の多忙化を解消する上では︑業務改善をすると

先ほど申し上げましたように︑学校現場の教職

これらのことを記入していない場合や故意に賃金

をしなければならないこと︑そして︑賃金台帳に

労働時間数といった事項を賃金台帳に適正に記入

間数︑休日労働時間数︑時間外労働時間数︑深夜

によりまして︑労働者ごとに︑労働日数︑労働時

労働基準法第百八条及び同法施行規則第五十四条

ので︑是非︑この問題はやはり解決をしていかな

うふうに思います︒ただ︑私の教員経験時代︑あ

台帳に虚偽の労働時間数を記入をした場合は︑労

うふうに思います︒

ければいけない問題だというふうに思います︒

るいは今も︑学校現場では管理職によります勤務

働基準法第百二十条に基づきまして︑三十万円以

教育を任せたくない︑これは保護者からの御意見

にお考えでしょうか︒

時間の把握がきちんとされていないというのが実

下の罰金に処せられることを明記をしているとこ

だというふうに思います︒

○国務大臣︵松野博一君︶ これはもう那谷屋先

態であります︒勤務時間をきちんと把握すること

こうした声を今目にされて︑大臣︑どんなふう

生一番御存じのことでありますが︑日本の教育の

ろでございます︒
まず︑厚労省に確認をいたします︒

にお答えいただいたかというと︑お隣に座ってい

が長時間労働是正のまず原点︑出発点だというふ

くというのが日本の教育指導の特質であり︑これ

厚労省が今年一月二十日に出した労働時間の適

らっしゃいます文科大臣にも今の項目をしっかり

特質といいますのは︑学習指導︑またしつけ︑運

は世界的にも大変高く評価をされ︑実際に成果を

正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する

と頭にたたき込んでいただきたいということが私

○那谷屋正義君 ありがとうございます︒

上げてきている指導方法であるかと思いますが︑

ガイドラインの中で︑使用者は賃金台帳を適正に

の趣旨でございまして︑本当にありがとうござい

うに思います︒

しかし︑それが教師の長時間労働によって支えら

調製しなければならないことが書かれていますが︑

ます︒

動を含め︑総合的に生徒児童に対して指導してい

れているということでは︑これは日本の教育制度

賃金台帳というのには具体的に何を記入しなけれ

なぜ今のようなものについて塩崎労働大臣直々

の持続可能性に関する重大な問題であると認識を

ばならないんでしょうか︒

えても︑適正な労働の中にあって教育の質を高め︑

また︑教師の方々の労働者としての側面から考

労働局向けに示しておった通達を改めまして︑使

握を徹底するために︑これまで厚生労働省の地方

○国務大臣︵塩崎恭君︶ 労働時間の正確な把

条は適用されると考えていいんでしょうか︒

事務職員等についてもこの労基法百八条や百二十

が︑このことというのは︑公立学校の教員や学校

もう一つ︑塩崎労働大臣︑厚労省でも結構です

しております︒

また個々の先生方の生活も充実をしていただくと︒
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今言われたように適用されるということでありま

公立学校の教員や学校事務職員などについても

うに思います︒

すから︑そこで文科省にお伺いをしたいというよ

○那谷屋正義君 適用されるということでありま

適用がございます︒

ざいました労働基準法第百八条及び第百二十条は

公立学校の教職員につきましては︑今お話のご

す︒

○政府参考人︵土屋喜君︶ お答え申し上げま

こで後ほど記載をするということにはなりますけ

し︑年休を取ったとかそういうことになると︑そ

たなんというのは全くそこにはありません︒ただ

すだけでございます︒帰りには︑いつ何時に帰っ

ありまして︑そこに出勤しましたという印鑑を押

ん︒私が学校に出勤をすると︑出勤簿というのが

この賃金台帳なるものは一切見たことがありませ

まうかもしれませんが︑私が学校にいたときに︑

でありますが︑またこれも古い話にと怒られてし

○那谷屋正義君 教育委員会か学校長ということ

も︑そうすると︑例えば︑まだ見たことのないそ

をいただいたかなというように思うんですけれど

○那谷屋正義君 今︑今までよりも前向きな答弁

していきたいと考えております︒

導し︑さらに徹底し得る必要な取組があれば検討

対してその責務が果たされるようにしっかりと指

き︑文部科学省といたしましては︑教育委員会に

当然に求められる責務でございますので︑引き続

ることや賃金台帳の調製につきましては使用者に

労働基準法上︑労働時間の管理を適切に管理す

結果のうち小学校教諭の学内勤務時間が平日十一

の賃金台帳ではありますが︑教員勤務実態調査の

いわゆる賃金台帳というものがない中で勤務時

時間十五分というふうになっているわけですね︒

れども︑それ以外はありません︒

の労働時間数や時間外労働時間数等を賃金台帳に

間の把握というのはやはりできていないというの

すけれども︑公立学校の教員や学校事務職員など
記入しなければならないわけであります︒このと

も多々いらっしゃるわけですが︑仮にＡという教

これは平均値でありまして︑もっともっと多い方

はそのことを把握されているでしょうか︒

諭が学内で十一時間十五分勤務した場合︑この日

が実態だというふうに思いますけれども︑文科省

われましたけれども︑使用者というのは一体どな

○政府参考人︵藤原誠君︶ お答え申し上げます︒

のＡ教諭の賃金台帳にはどのように記載をしたら

きに︑冒頭︑塩崎大臣が使用者はというふうに言
たになるんでしょうか︒

委員御指摘のとおり︑学校現場におきましては︑

市町村教育委員会や所属職員を監督する学校長が

者でございますが︑これは︑服務監督権者である

八条における賃金台帳を調製することとなる使用

したがいまして︑委員お尋ねの労働基準法第百

行う全ての者をいうとされております︒

働者に関する事項について事業主のために行為を

事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労

労働基準法第十条におきまして︑使用者とは︑

ところでございます︒

その旨を各教育委員会に周知し︑その旨を促した

められておりまして︑文部科学省におきましては︑

ずべきガイドラインにおきましてもそのことが求

ました労働時間の適正な把握のための使用者が講

れております︒本年一月に厚生労働省で定められ

に関する重要な書類を保存することが義務付けら

た賃金台帳の作成と保管︑出退記録など労働時間

労働基準法の規定に基づき︑労働時間等を記録し

ております︒厚生労働省が作成いたしました先ほ

には労働時間数を記入しなければならないとされ

労働基準法の施行規則におきまして︑賃金台帳

○政府参考人︵藤原誠君︶ お答え申し上げます︒

うか︒

し引いた三時間三十分という記載になるのでしょ

労働時間七時間四十五分︑時間外勤務時間数は差

時間四十五分ということになっておりますから︑

いいのでしょうか︒教諭の正規の勤務時間数は七

○政府参考人︵藤原誠君︶ お答え申し上げます︒

これに該当すると考えられます︒
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ます︒

載する労働時間には含まれないものと考えており

って勤務を行った時間については︑賃金台帳に記

務時間を超えて教員の自主的︑自発的な判断によ

他方︑使用者からの指示に基づかずに正規の勤

うことでございます︒

は賃金台帳に記載すべき労働時間に含まれるとい

学校長から命じられた業務に関する時間について

た分に関してでございますが︑給特法に基づき︑

このことから︑正規の勤務時間を超過して従事し

用者の指揮命令下にある時間とされております︒

どのガイドラインによりますと︑労働時間とは使

きる時間外勤務時間数というのは実態と比べて大

○那谷屋正義君 そうすると︑賃金台帳に記入で

す︒

得ない必要があるときに限るものとされておりま

合に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを

やむを得ない場合に必要な業務︑これら四つの場

の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他

関する業務︑四︑非常災害の場合︑児童又は生徒

その他学校の行事に関する業務︑三︑職員会議に

習その他生徒の実習に関する業務︑二︑修学旅行

外勤務を命ずる場合につきましては︑一︑校外実

その政令におきましては︑教育職員に対し時間

賃金台帳に記入される時間と︑それから勤務実

きたいなというふうに思うわけであります︒

ですから︑やはりそこのところをよく見ていただ

追い込んでいると言っても間違いではないんです︒

項目から漏れる様々な業務が今教職員を多忙化に

も︑つまり︑そういうことが多々あって︑限定四

○那谷屋正義君 これは一例にすぎませんけれど

うことは教員の業務であると思われます︒

○政府参考人︵藤原誠君︶ 試験問題を作るとい

うか︑業務でないでしょうか︒

そのテスト問題作りというのは教員の業務でしょ

ども︑なかなか今そういう実態になっていない︒

台帳では︑今言われたように︑勤務時間としては

態調査の時間が大きく乖離をするということは︑

○政府参考人︵藤原誠君︶ お答え申し上げます︒

大きく懸け離れているということでありますから︑

幅に減るという可能性が大きいと思いますけれど

できないということですね︒そうすると︑教員に

賃金台帳に記入すべき対象については先ほど御

今後︑やっぱりこういったことについてしっかり

○那谷屋正義君 今いただきましたけれども︑時

対しては︑今ありましたように︑原則として時間

答弁申し上げたとおりでございます︒そのほかに︑

と把握をすることが検討されているかどうか︑お

学内勤務時間という表記になっているのに︑賃金

外勤務命令が出せないわけであります︒じゃ︑ど

教員が自主的に︑自発的に従事している場合につ

聞きしたいと思います︒

も︑いかがでしょうか︒

のような場合にこの時間外勤務命令というのを出

いては︑その時間は当然その賃金台帳の中には載

○政府参考人︵藤原誠君︶ お答え申し上げます︒

間外勤務命令が出されたときの時間分しか記載が

せるんでしょうか︒

ってこないということは既に御説明申し上げたと

先ほど大臣から御答弁申し上げましたとおり︑

○政府参考人︵藤原誠君︶ お答え申し上げます︒

おりでございます︒

現在︑私どもにおきましては︑中央教育審議会へ

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に

○那谷屋正義君 今︑限定四項目について言われ

そのヒアリングを受けまして︑様々な観点で中

グをしていきたいと思っております︒

の前提として︑明後日から関係団体等のヒアリン

関する特別措置法︑いわゆる給特法でございます

中間テスト︑期末テストが近くなったときにそ

の諮問に向けて様々な準備をしておりまして︑そ

時間を超えて勤務させる場合は︑政令で定める基

のテストの問題を作るというときに︑勤務時間内

ましたけれども︑じゃ︑例えばお聞きします︒

準に従って条例で定める場合に限るとされており

にやれればもちろん一番いいわけでありますけれ

が︑そこにおきましては︑教育職員を正規の勤務

ます︒
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ていた︒

法でいいんだというふうに時の文科大臣が言われ

させないような︑そんな状況にするからこの給特

したけれども︑学校の教員にそれ以上の忙しさを

が︑これは前にどこかの委員会で私も申し上げま

できたときというのは︑実はそのときの文科大臣

○那谷屋正義君 いずれにしても︑この給特法が

おります︒

御意見を踏まえながら対応していきたいと考えて

委員御指摘の事柄につきましても︑関係団体等の

教審で議論をしていきたいと考えておりまして︑

めにあえてこの場で質問をさせていただきますが︑

いというふうに思いますが︑その検討の参考のた

○那谷屋正義君 しっかりと検討していただきた

考えたいと思います︒

どういった形で検討していけばいいかについても

において︑委員からお話があった給特法に関して

更にそれを超える問題が出てきたという状況の中

てまいりたいと思いますが︑その審議の過程で︑

教審で審議をし︑結論が出たものは逐次実施をし

して問題点を︑文科省で争点をまとめまして︑中

話をさせていただいたとおり︑現状の働き方に関

御指摘でありましたけれども︑まずは︑先ほどお

とであります︒

ものをしっかりとどのように把握するかというこ

さて︑そこで今度は︑具体的に勤務時間という

願いをさせていただきたいというふうに思います︒

勤務について是正が図られるよう︑私の方からお

も参考にしていただいて︑今後の教職員の長時間

○那谷屋正義君 是非︑今の厚労省からの御意見

把握する必要があると考えております︒

評価される時間については労働時間として適正に

外において使用者の指揮命令下に置かれていると

明示の指示がない場合であっても︑法定労働時間

とになりますけれども︑いずれにいたしましても︑

況の有無などから個別具体的に判断をしていくこ

しかし︑今現在︑こうしていろいろな状況を見

厚労省にお伺いします︒

てみると︑今の文科大臣が言われるように︑もう

是非︑文科大臣︑この部分についても御検討いた

るを得ないというふうに思うわけでありますから︑

と︑これは問題ではないかということを指摘せざ

の給特法がそのままの状態になっているというこ

いたしましたガイドラインにおきましては︑労働

○政府参考人︵土屋喜君︶ 本年一月に策定を

含まれるのではないでしょうか︒

観的な事情があれば︑それは時間外労働時間数に

出ていなくても︑その業務をやらざるを得ない客

録する原則的な方法としては︑使用者が自ら現認

インにおきまして︑始業・終業時刻を確認及び記

○政府参考人︵土屋喜君︶ 御指摘のガイドラ

というのはどのようなものでしょうか︒

も書かれているわけでありますが︑原則的な方法

インでは︑始業・終業時刻の確認及び記録の方法

先ほど引用させていただいた厚労省のガイドラ

だきたいんですけれども︑御決意いかがでしょう

時間について︑労働時間とは使用者の指揮命令下

することにより確認し︑適正に記録すること︑タ

民間労働者の場合︑明示的な時間外勤務命令が

か︒

に置かれている時間のことをいい︑使用者の明示

イムカード︑ＩＣカード︑パソコンの使用時間の

極限に来ているというような状況の中にあってこ

○国務大臣︵松野博一君︶ 先生御指摘のとおり︑

又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時

正に記録することが挙げられております︒また︑

給特法ができた時点の教員の働き方の状況と︑現

使用者の指揮命令下に置かれていると評価され

こうした原則的な方法によらず︑やむを得ない場

記録などの客観的な記録を基礎として確認し︑適
るかどうかは︑労働者の行為が使用者から義務付

合の方法として︑自己申告制によることが挙げら

間は労働時間に当たるとしております︒

けられ︑又はこれを余儀なくされていたなどの状

在の学校現場は複雑化︑困難化をしておりまして︑
教員の長時間労働が進んでいるという実態がござ
います︒
給特法についても中教審における審議をという
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間に含まれるということでございます︒

労働時間として評価されるものであれば︑労働時

ように︑休憩時間等に実際に働いたという時間が

○政府参考人︵土屋喜君︶ お話のありました

よろしいですか︒

申告等も含めて労働時間として扱うということで

や自主的な研修等があるときも︑そういった自己

○那谷屋正義君 出張ですとか休憩時間に︑休憩

れております︒

管理することは重要でございます︒文部科学省で

する観点から︑各学校で教員の勤務時間を適切に

委員御指摘のとおり︑労働基準法の規定を遵守

○政府参考人︵藤原誠君︶ お答え申し上げます︒

いただきたいと思います︒

態を見てどのように感じられているか︑お聞かせ

いうその数字をもって︑そして今の学校現場の実

数字だけを聞いているんじゃなくて︑六・一％と

○那谷屋正義君 ここで質問しているのは︑その

ます︒

たいというふうに思いますけれども︑そうはいっ

体︑市町村︑そういったところに御指導いただき

われましたので︑そうしたことを含めて︑各自治

います︒今いろいろな方法があるというふうに言

は︑タイムカードが全てではないというふうに思

○那谷屋正義君 勤務時間を正確に把握する上で

既に通知をしているところでございます︒

○政府参考人︵藤原誠君︶ お答え申し上げます︒

ということでいいですか︒

いては各都道府県あるいは市町村に通知をされた

いただいているんでしょうか︒

○那谷屋正義君 そうすると︑これは学校現場の

ざいます︒また︑タイムカードの実施率について

○政府参考人︵藤原誠君︶ お答え申し上げます︒

ても︑やっぱり先立つものではありませんけれど

あるものでございますので︑同様と考えておりま

は先ほど御答弁申し上げたとおりでございます︒

文部科学省では︑学校現場における業務改善の

は︑平成十八年に実施した教員の勤務実態調査に

す︒

文部科学省におきましては︑厚生労働省で作成

取組を一体的︑総合的に推進するために︑今年度

教員や学校事務職員等の始業・終業時刻の確認に

○那谷屋正義君 それで︑学校で実はこのタイム

されたガイドラインにおきまして︑始業・終業時

から︑学校現場における業務改善加速事業を実施

も︑やはり予算の問題というのがどうしても必要

カードというのが今設置されているところってど

刻を確認︑記録する方法の一つとして︑タイムカ

しております︒この事業のモデル校におきまして

おきましては︑おおむね勤務時間の管理が適切に

のぐらいあるか︑文科省︑把握されていますか︒

ード︑ＩＣカード︑パソコンの使用時間の記録等

は︑勤務実態の把握︑時間管理の徹底に関する取

ついても同じでしょうか︒

○政府参考人︵藤原誠君︶ お答え申し上げます︒

の客観的な記録を基礎として確認し︑適正に記録

組を必ず実施していただくことにしております︒

になってくるというふうに思いますけれども︑そ

文部科学省の平成二十八年度の調査でございま

することと示されておりますので︑その内容につ

また︑労働基準法上︑労働時間の管理を適切に

行われているものの︑適切に行われていない学校

すが︑教育委員会における学校の業務改善につい

きまして各都道府県・指定都市教育委員会に周知

行う責務は使用者にあるところでございますので︑

○政府参考人︵土屋喜君︶ 今申し上げたガイ

ての取組状況の調査をいたしました︒その結果︑

いたしまして︑改めて勤務時間の適正な把握を促

国として︑現時点において一律に予算措置を行う

の予算を確保する部分についてどのように御指導

教職員の勤務時間につきまして︑全体の市区町村

しているところでございます︒

ことは考えておりませんが︑教員の勤務時間を適

が一部あるということも分かっているところでご

教育委員会の六・一％からタイムカードの導入等

○那谷屋正義君 そうすると︑もうその内容につ

ドラインは公立学校の教職員の皆さんにも適用が

で管理しているとの回答があったところでござい
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外勤務というものの概念が︑現場との乖離が大き

するにしろ様々な方法をするにしろ︑やはり時間

○那谷屋正義君 そうしたタイムカード等を導入

導を徹底していきたいと考えております︒

りまして︑今後とも︑各教育委員会に対しての指

正に把握することは非常に重要であると考えてお

い︑このことをお願いを申し上げたいというふう

りしっかりと文科省として後押ししていただきた

あります︑単純ですから︒そういうところをやは

す︒勤務だと言われれば︑よっしゃと思う部分も

に影響するというふうにも逆に思うわけでありま

を勤務と言わないと言われると︑私にとって士気

そのぐらい忍耐の要ることでありまして︑これ

すが︑捻出された財源を活用して︑私立高校等に

二十六年度に所得制限を導入したわけでございま

れた財源を有効に使っていくという観点から平成

こうしたことから︑厳しい財政状況の中︑限ら

等の課題がありました︒

の教育費負担が大きいこと︑公私間の教育費格差

は︑制度創設後も低所得世帯における授業料以外

外の教育費を支援するための高校生等奨学給付金

く離れていっているような状況ではこれなかなか

最後に︑この問題とはちょっと別な問題であり

制度の創設︑高校生等の教育費負担の軽減のため

通う生徒への就学支援金の加算︑拡充︑授業料以

般民間の話も今伺わせていただきましたけれども︑

ますけれども︑この行政監視の中で必ず絶対聞い

の取組に使用されているところでございます︒

に思います︒

そことも大きく違っている部分があるかというふ

ておきたかったことがあります︒

正確な勤務時間というものが測れない︑また︑一

うに思いますので︑是非︑この限定四項目を中心

テストを作ることも業務だというふうに言われ

れることによって︑一定の所得がある方たちは授

安倍政権になって︑所得制限というものを設けら

償であったわけであります︒しかし︑また第二次

ております︒

程度というよりも相当優秀な方のみが対象になっ

ほんの一部でありますし︑いわゆる成績が︑一定

というふうに伺っておりますが︑しかし︑それは

○那谷屋正義君 もう時間が参りましたので終わ

ました︒保護者にもう夜遅くまで詰め寄られて︑

業料を払うと︒その払われたお金というのが一体

実は︑先日︑藤沢の方に行ってまいりましたら

高等学校等就学支援金制度というのがございま

その親といろいろ子供に対して議論をするという

どういうふうに使われるのだといったらば︑時の

ば︑藤沢市ではいよいよ奨学金を独自で行う︑給

とした給特法の問題点ということについてしっか

ことも多々ございます︒私も︑かつて半ドンのと

文科大臣は︑しっかりとそれを︑いわゆるより低

付型奨学金を行うというようなことがございまし

りたいと思いますが︑今の中にも︑今年から入る

きに︑土曜日でしたけれども︑土曜日の午後一時

所得者︑貧困層︑そういった困っている方たちに

た︒文科省としても︑自治体︑地方にそういった

す︒これは︑民主党政権のときに実は高校の授業

から夕方の七時︑八時まで︑私のクラスの親が来

それを回すんだというふうに言われているんです

後れを取らないように︑この制度をしっかりとし

りと︑中教審に依拠するのかどうか分かりません

てずっと議論を︑議論じゃありません︑伺ってい

けれども︑そのことについて︑今そうなっている

たものにしていただくということをお願い申し上

いわゆる給付型奨学金の予算も若干含まれている

ただけです︒ほとんど話を伺っていましたけれど

のかどうか︑お尋ねをしたいと思います︒

げまして︑私の質問を終わりたいと思います︒

料無償化ということで︑全ての高校生が授業料無

も︑最後は向こうの体力が尽きて︑先生︑分かり

○国務大臣︵松野博一君︶ 平成二十二年度から

○秋野公造君 公明党の秋野公造でございます︒

けれども︑そこで議論をしていただきたいという

ましたと︑こういうふうにして事なきを得たとい

始まった高等学校等就学支援金制度につきまして

ふうに思うわけであります︒

うこともございます︒
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