文部科学省の通知「完全学校週五日制の実施について」についての見解
二〇〇二年三月一八日
日本高等学校教職員組合中央執行委員会
文部科学省は、三月五日「完全学校週五日制の実施について」
（通知）をだしました。四月からの完全学校週五日制実施にむけて
文 部科 学省 が 、教 育行 政 とし て初 めて 基本的 立場を 明らか にした もので す。完 全学校 週五日 制とい う戦後 初めて 学習指 導要領 改訂
を伴 っ た制 度改 変を 前 にし て、 条 件整備 等のた め少な くとも 概算要 求の前 には、 政府・ 文部科 学省と して基 本方針 を明ら かにす べ
きと ころ 、直 前 に通 知が ださ れ ると いう事 態に教 育政策 の深刻 な矛盾 を読み 取らざ るを得 ません 。それ は、四 月から の新学 習指導
要 領の 全 面実 施に むけ て の文 部科 学省 の基本 的スタ ンスを 明らか にした 文部科 学省の 「確か な学力 の向上 のため の二〇 〇二ア ピー
ル『学びのすすめ 』」（一月一七日）が、完全学校五日制実施については全くふれず補習や宿題を強調していることからも見ること
ができます。
今回だされた通知は、二つの点で「学びのすすめ」と性格を異にしています。それは第一に、
「学びのすすめ」が国民に対するア
ピー ル であ った も のが 、通 知は 、 主とし て地方 教育行 政を対 象にし ている こと。 つまり 父母・ 国民に は正面 きって 従来の 教育政 策
の目玉であった「ゆとり」を掲げることができないということです。第二に 、
「学びのすすめ」とは裏腹に、通知は放課後や土日の
子 ども の 地域 での 活動 を 要請 して い ることに 端的に 現れて います 。つま り国民 向けに は子ど もに授 業外で の学習 を呼び かけ、 地方
教育行政には、
「ゆとり」を呼びかけるという使い分けをしているということです。
この 背 景に は、 父母 ・ 国民 や財界 の学力 批判に 対して 、
「学び」を強調し 、「ゆとり」を言葉としても使えないという事情がある
からです。しかし父母・国民の学力批判は、学校週五日制にあるのではなく、新学習指導要領にあります。この間文部科学省は、
「ゆ
とり 」 とい う言 葉 を、 教え る内 容 を三割 削減し たので 学校週 五日制 にして も授業 にゆと りがで てくる という 授業に 限定し た主張 を
繰り 返し てき ま した 。す べ ての 子ど もに基 礎的学 力をつ けると いう立 場を 放棄した 「精選 」に加 え「総 合的な 学習の 時間」 で教科
の時間を圧縮させたことが、完全学校週五日制実施と重なり父母・国民の不安をつくりだしているのです。
「学びのすすめ」の最後
定例記者会見）にもかかわらず、通

に、 全 国的 な学 力 調査 の結 果に 基 づき「 学習指 導要領 の見直 しに迅 速か つ適切に 」行う 方針も 明らか にして いる ほどです から、 そ
の不安は当然です 。
「土曜補習は望ましくない」と文部事務次官が表明している（二月一四日

知 では そ のこ とに まっ た くふ れて い ないとい う自信 の無さ が、そ の不安 を増幅 してい ます。 差別的 ・能力 主義的 な選択 授業の 小学
校低 学 年か らの 導 入や 「総 合的 な 学習の 時間」 等を使 い、特 色ある 学校 づくり競 争と自 己責任 による 公教育 のス リム化と 教育政 策
を貫 徹し よう と した 新自 由 主義 的教 育政策 は、大 幅な手 直しを 余儀な くさ れていま す。今 、文部 科学省 に求め られて いるの は、す
べての子どもに基礎的な学力と進路選択の力を育てることをめざした新学習指導要領の抜本的見直しをすすめることです。
学 校週 五日 制 実施 にか か わる 矛盾 の克服 は、新 学習指 導要領 の抜本 的見 直し、高 校入試 選抜制 度・方 法の多 様化・ 多元化 、高校
「多 様化 」政 策 、大 学入 試 制度 の改 善や三 〇人学 級等の 教育条 件整備 等に あること は、こ の間の 国民的 な議論 や日高 教の学 校週五
日 制の ア ンケ ート 結果 か らも 明ら か になって います 。これ らの課 題を 正面から 受け止 めた姿 勢を文 部科学 省が もつこと によっ ては
じめて父母・国民の不安を解消することができるのでないでしょうか。
にも か かわ らず 今回 の 「通 知」 は 、これら のこと にまっ たくふ れて いない無 責任な もので す。し かし「 通知 」は、教 育政策 のゆ
らぎの中で教職員管理政策の強化等をはかりながらも、父母・国民の批判を一部反映したものになっています。
「通知」の内容にそって見てみましょう。
一．
「完全学校週五日制の趣旨」として、
「家庭や地域社会での生活時間の比重を高めて主体的に使える時間を増やし、
『ゆとり』の
中で、学校・家庭・地域社会が相互に連携」して子どもに「生きる力」を育むとしています。
これ は 文部 科学 省の 当 初の 導入 の 趣旨をふ まえた もので あり、 この 点では小 泉「米 百俵プ ラン」 など本 格的 学校教育 体系の 複線
化 をめ ざ す一 元的 進学 競 争が 影を 潜 め、従来 の文部 科学省 の立場 を示 すもので す。こ こから は、補 習や宿 題な どがこと さらに はい
る余地はありません。従って、学力問題の解決は、補習などに頼るのではなく、教育課程のあり方が問われることになります。
二．そのための留意事項として教育課程については、新学習指導要領に基づくとともに 、
「学校における体験活動が、児童等の学校
外 の自 主 的な 活動 を 促進 する こと 」 にふれて います 。新学 習指 導要領 の問題は 、すで にふれ ました が、 子ども の自主活 動の促 進を
また、学校運営については、 地域に開かれた学校づくりについて」
、 教
｢
｢育活動について家庭や地域社会に説明し、理解を得るこ
学校施設を積極的に開放し、そのための条件整備に努めること ｣｢
休業日に 保護者 が家庭 にいな い幼 児や低 学年児童 、障害 のあ
｣｢

強 調し てい る こと は 重要 で す。
と

る児童…の活動機会の提供に特に留意 し｣、 指｢導員の確保 と
「教員も必要に応じて適切に対処すること と
｣ともに、
｣しています。
父母 ・ 住民 への 説 明責 任な ど開 か れた学校 づくり は、私 たち の共同 の学校づ くりの 基礎に なるも ので す。学 校開放に ついて は、
教職員 の 合意 が求 め られ ます が、 社 会教育施 設等の 不備の 中で 、子ど もたちの 土日の 生活・ 活動を 保障 するた めに学校 開放に つい
て 生徒 、父 母・ 住 民と 条件 整 備の 問題も 含めて 十分議 論する 必要 があり ます。ま た教職 員の参 加につ いて は自主 的である ことが 原
則で す。 そ の上 で、 生徒 参 加、 父母 ・住民 との共 同の学 校づ くりを 通して 学校週五 日制を 民主的 高校 教育改 革の契機 にする ための
重要な課題になっています。また、指導員を確保して障害児の活動機会を保障することは父母の願いにもつながるものです。

三 ．教 員 の勤 務時 間に つ いて は、 長 期休業期 間中の おける 勤務時 間の有 効活用 を図る として いる。 その際 、初任 研、経 年研等 各種
研修に活用すること、教員の自主的・主体的研修を奨励・支援することを求めています。
多く の 教職 員が 精神 的 ・肉 体的 困 難から定 年を迎 えるこ となく 退職を 余儀な くされ ており 、過労 死さえ 生みだ してい る今日 の教
職 員の 長 時間 ・過 密勤 務 をど う解 消 するのか が厳し く問わ れてい ます 。通知は 、その ことに まった くふれ てい ません。 教職員 の勤
務条件が優れて教育条件であるという事実から、教職員が抱えている困難を解消する責任が問われています。
私た ち は、 初任 研・ 経 年研 とい う 制度のね らいと 押しつ け、と りわけ 研修の 本来の 目的を 逸脱し てその 後の人 事や待 遇に反 映さ
せ るこ と 、ま た今 回出 さ れて いる 教 員評価に 基づく 研修メ ニュー によ る一〇年 次研修 に強く 反対し ていま す。 その上で 、学校 の授
業や 行 事を 無視 し て行 われ るこ と に反対 してき ました 。その 点では 、長 期休業中 での研 修は次 善の策 とも言 える ものです 。また 、
教職 員の 自主 的 ・主 体的 研 修の 奨励 ・支援 を打ち だした ことに 重要 です。 長期休業 中のま とめど りがな くな ったこと を理由 に学校
勤 務を 押 しつ けよ うと し なが ら、 矛 盾した方 策を出 したも のです 。学 校週五日 制の下 で学力 問題が 父母・ 国民 の不安を 呼び起 こし
てい る 中で 、授 業 等の 充実 のた め の学校 を離れ た多彩 な研修 は不可 欠で す。しか し、こ の通知 の「長 期休業 中に おける勤 務時間 の
有効 活用 」は 、 自主 的研 修 を促 す文 脈で書 かれて いるに もかか わら ず、実 際的には 補習な どの学 校勤務 を強 要する根 拠とも なるも
のです。
四．家庭や地域社会における対応等として 、
「放課後や土曜日・日曜日、長期休業期間において、児童等が主体的に活動することが
でき るよ う」 に する 。そ の ため に障 害のあ る児童 等や保 護者が 家庭 にいな い児童等 に配慮 するこ と。ま た社 会教育施 設・社 会体育
施設、文化施設などの確保や博物館・美術館等の無料開放の配慮を呼びかけています。
学校外の児童・生徒のあり方は、
「子どもの権利条約」の立場から、必要な保護と市民的活動が保障されなければなりません。そ
のた めの 条 件整 備と して 、 いく つか のこと にふれ られて います が、 学童保 育の拡充 や障害 児への 福祉施 策、 また社会 教育施 設等の
無料開放や十八歳以下でも施設使用を可能にすること等が求められます。
この よ うに 「通 知」 は 、基 本的 な 問題点を もちな がら、 完全学 校週 五日制実 施の際 の個別 の問題 点を解 決す る父母・ 国民と の共
同のとりくみの手掛かりにすることも可能です。
日 高教 は 、完 全学 校週 五 日制 を民 主的な 高校教 育改革 の契機 にす ること を呼びか けてき ました 。その ため にはすべ ての教 職員が
率直 に話 し 合う こと と同 時 に、 生徒 参加、 父母・ 住民と の共 同の学 校づく りの中で 、土曜 補習問 題や 部活問 題、教職 員や生 徒の市

以上

民とし て の活 動な ど 、父 母・ 国民 の 要求を一 定反映 した矛 盾に 満ちた 今回の文 部科学 省の「 通知」 を活 用する とりくみ が求め られ
ています。

参考
学校週五日制に関する日高教の対文部科学省要求項目
一．文部科学省として学校五日制を生かし、子ども・青年に真にゆとりある教育と生活を保障するための全面的な見解と財政措置を伴った施策
を国民に明らかにすること。
二．新学習指導要領を抜本的に見直し、すべての子ども・青年に基礎学力と進路選択の力を育て、ゆとりある学校生活を保障するために、教育内
容の精選と大綱基準化をはかること。当面、行政としての画一的指導を行わず、弾力的な運用など学校の自主性を尊重する立場を明らかにす
ること。
三．大学入試制度問題を解決するために、大学入試の資格試験化を推進すること。また、大学進学のための土曜補習等の押しつけは学校五日制の
趣旨に反することを明らかにすること。
四．学 校五日 制での教 科教育等の充 実をはかるために、教特法 第二二条 の研修権を保障し長期休業中の研修を積極的に確保する方針を明 確に
すること。
五．関係者の合意をはかり、学校五日 制の趣旨をふまえ、自主 的な教育活動としての部活動にふさわしい統一的な規制措置を、関連団体に要請
すること。また、休業日の部活動の押しつけが、学校五日制の趣旨に反することを明らかにすること。
六．休業日の子ども・青年の豊かな生活を保障するために以下の施策を実施すること。
（一）高校生の地域での多面的な活動がすすめられるよう社会教育の充実、地域の公的施設の拡充・活用をはかるための人的・財政的措置をとるこ
と。
（二）障害児の家庭・地域での生活と活動を保障するため、月二回学校五日制実施の際の課題を明らかにするとともに公的な福祉・教育施策を充
実すること。
（三）学校開放は、教職員の合意の下にすすめること。
（四）
休業日の学校開放や子ども・
青年の地域活動等に必要な専任職員を配置すること。
（五）今日の高校生 の就職難や失業者の増大に鑑み、上記の職域での緊急の雇用対策交付金の活用を要請するとともに新たな公的雇用機会を増
やすための財政措置等を図ること。
（六）
保護者が子どもと過ごす機会を確保するため、大人社会全体が週休二日制となるよう政府としての施策を実施することに努力すること。
七．学校五日制実施に伴い、教職員の勤務が加重にならないよう、労基法・労働安全衛生法・給特法や超勤規制を求める厚生労働省通達を厳格
に守る立場を明らかにすること。

