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1．本章の目的

本章の目的は、教員の労働時間に関する先行研究と先行調査をレビューし、今回の調査（以下、「平成

18年度調査」）に際して留意すべき事項を析出することである。先行研究と先行調査を次のようにカテゴ

リー化する。第一に、最も広い研究カテゴリーとして生活時間研究がある。これは労働時間に限らず、

家庭における余暇などを含む生活時間全体を分析対象とするものである。この研究においては、労働時

間研究は分析対象の一部となる。第二に、労働時間研究である。主として労働時間を分析することを目

的とした研究である。中央労働委員会が実施する「賃金事情等総合調査」では、各年で労働時間について

調査している。平成18年度調査については、調査対象は資本金5億円以上、従業員1,000人以上の企業373

社であり、そのうち247社から回答があった＊1。平成18年6月の時点で残業時間が月100時間を超える労働

者が「いる」と答えた企業は33.2％であった 。第三に、教員の労働時間研究である。第二のカテゴリーの

うち、業種を限定したものである。県教育委員会による調査、校長会・教頭会による調査、教職員組合等

による調査、研究者による調査が主たるものである。

本章では、第一カテゴリーの生活時間研究を概観し、労働時間研究の全体像を描いた後、第三のカテ

ゴリー、特に情報量が多い昭和41年の全国調査と、最近の県教育委員会による調査を中心にレビューし、

教員の労働時間の調査研究の課題を析出する。

2．生活時間研究

（1）『生活時間の社会学』

労働時間研究は有職者のみを対象とするが、より包括的に対象を設定し、個人の日常生活の時間の使

い方を研究するのが生活時間研究である。矢野編著の『生活時間の社会学』（1995）は最近における生活時

間研究の最も優れた著作の一つである。同書から本調査に参考になる箇所を紹介する。

第一に、多元的に行動を調査する重要性である。生活時間調査の目的は、単に行動と時間を調べるだ

けではなく、行動を幅広く理解することである。そこで、生活時間調査では一般に、行動が生起した場

所と一緒にいた人をも調査する（前掲、p.40）。しかし、「平成18年度調査」は長期間（4週間）にわたる調査

を選択したため、多次元の要素を調査するのは多くの負担を回答者に課すことになる。そのことを勘案

して、行動の内容、その行動の開始時刻と終了時刻、その行動をした時間を対象とした。なお、矢野ら

が実施した1991年の調査では二日間の行動を10分間隔で調べている。これに対して、「平成18年度調査」

では、30分間隔である。
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＊1『毎日新聞』2007年2月5日朝刊
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第二に、行動の分類である。矢野によれば、「20世紀前半の生活時間調査の多くは、その行動分類がま

ちまちで、13分類から55分類までの開きがある」（同、p.44）という。そこで矢野は「詳しいほど良いとは

いえないから、ある程度大胆に、標準化されたカテゴリーを確定することが重要になる」（同、p.44）と述

べる。矢野の分類では大大分類、大分類、中分類、小分類となっている。大大分類は生活必需時間、社

会生活行動時間、自由時間の3カテゴリーである。生活必需時間は次のカテゴリー（大分類）では、睡眠、

食事、身の回りの用事に区分される。社会生活行動時間は仕事、学業、家事、移動に区分される。自由

時間は会話・交際、教養・余暇活動、マスメディア接触、休息、その他の自由行動に区分される。これに

対して「平成18年度調査」は、勤務の実態を明らかにすることを主眼としたため、矢野のカテゴリーでい

えば、社会生活行動時間のうち、仕事に特化した調査の設計を行ったことになる。

第三に、集計方法についてであり、特に平均時間の重要性である。矢野の記述を引用してみよう。「生

活時間の分析は、行動別の平均時間を集計するところからスタートする。平均時間は単純で分かりやす

いが、少し考えてみると奇妙な指標である。行動別の平均時間に一致するような生活は、現実には存在

しないからである」（同、p.53）。矢野がここで指摘するのは、個々人の現実の生活時間の使い方は平均さ

れた社会全体の時間の使い方とは異なっている、ということである。しかし、矢野は平均値の意味は個

人レベルの平均的な姿を代表することにはなく、別のところにあると指摘する。すなわち、「平均時間は、

個人の時間の使い方を表現したものではない。対象地域の『総体』を反映した指標であることに注意して

おかなければならない。」「平均時間は、個人の時間の使い方ではなく、社会の時間の使い方を表現する指

標である」（同、p.54）。「平成18年度調査」でも、分析の基本は平均値である。労働時間量の平均値、残業

時間量、持帰り時間量の平均値などが主たる集計方法である。

第四に、労働時間についてである（同、pp.110-111）。矢野らによる調査は1991年に松山市をフィールド

としたものであり、1972年に行われた同様の松山調査との比較を行っている。この2つの調査の比較から

指摘できることは次の3点である。一つめは、短時間労働者および長時間労働者の割合が増加したことに

よる労働時間の二極分解である。7時間以下の短時間労働者の割合は72年調査で18%であったものが91年

調査では21%と増加している。9.5時間を超える長時間労働者は、72年が31%であったのが91年には38%と

なっている。二つめは、若年層において労働時間が増加し、中高年層において労働時間が減少したこと

である。三つめは、週休二日制の影響である。平日のゆとりが週休二日制の導入によって失われている

ことが指摘されている（同、p.123）。有職男性に限ると、完全週休二日、何らかの週休二日、週休一日の

労働時間がそれぞれ、9時間05分、8時間49分、8時間34分となっている。平日のゆとりの欠如として指摘

されているのは、たとえば、平日の労働時間が長時間であることや（同、p.119）、完全週休二日制であって

も土曜日の労働時間が平均4時間49分もあるということである（同、p.122）。ただし、この調査では土曜

日が通常の勤務日であるサンプルをも考慮に入れてしまっている可能性は排除できないことは留意すべ

き点ではある。「平成18年度調査」の結果を解釈する際にも週休二日制（完全学校週5日制というべきであ

るが）の導入を勘案する必要がある。というのも、後に紹介するように、昭和41年に実施された教員の労

働時間調査との比較が安易に行われる危険性があるからである。「昭和41年度調査」の時点では週休二日

制ではなかったことを勘案して労働時間の変化を推測する必要がある。

（2）「NHK国民生活時間調査」

この調査（以下、NHK調査）は日本で最も長く継続している大規模調査である。生活時間を拘束時間

（仕事〔含通勤〕、学業〔含通学〕、家事、社会参加）、自由時間（レジャー活動、趣味・娯楽・教養としてのイ

ンターネット、会話・交際、マスメディア接触、休息）、必需時間（睡眠、食事、身の回りの用事、療養・

静養）の3カテゴリーに分類している。2005年のNHK調査は調査対象者の一日の生活時間を15分ごとに区

切り、2日間調査するものであり、10歳以上の国民12,600人を対象とした（有効回答人数は7,718人で回収

率61.3%）（NHK放送文化研究所編　2006、pp.205-206）。

NHK調査の中で労働時間に関する結果を紹介する。有職者の平日の労働時間は、有職者全体の平均時

間が2005年調査では7時間31分である。これは2000年調査の7時間34分よりは短くなったが、1995年調査

の7時間22分よりは長くなっている。そして10時間を超えて働いている人の割合は、2005年調査では有職

者全体で22%にのぼる。職種別で最も労働時間が長いのは経営者・管理職であり、2005年調査では平均で

8時間45分であり、10時間を超えて働いている人の比率も34%であり、平均よりも高率である。次に労働

時間の長いのは事務職・技術職であり、2005年調査では平均で8時間15分であり、10時間を超えて働いて

いる人の比率は26%である（同、pp.10-12）。

なお、矢野編著（1995）について述べたことであるが、平均時間の意味はこのNHK調査でも強調されて

いる。すなわち平均時間が意味するのは「1個人の時間の使い方ではなく、問題とする集団（国民、有職者、

学生、成人女子、等々）の時間の使い方」（同、p.11）である。

さて、労働時間をより詳細に分析し、次のことが指摘できる。第一に、男女職業別に分類すると、男

性の場合、販売職・サービス職の43%で10時間を超えて働いている。男性の事務職・技術職では40%、男性

の経営者・管理職で35%がやはり10時間を超えて働いている。第二に、年代別、男女別に分類すると、男

性有職者について、10時間を超えて働く人の割合は、20代で37%、30代で46%、40代で40%、50代で29%

であり、いわゆる働き盛りの世代が長時間労働を行っている（同、pp.108-109）。

「平成18年度調査」にとって参考になるのは、分析の視点である。年代別、男女別に分析することで、

労働時間が属性によって規定されることが明瞭になる。ただ、「平成18年度調査」は、校長、教頭・副校

長、教諭、養護教諭、栄養教諭という区分はあるにせよ、教員というカテゴリーという意味では同一職

種を対象とする。そのため、職種別の分析を参考にできる程度は年代別や男女別と比較すると低いと思

われる。女性有職者の結果についても、教員の場合、女性も男性と同様にフルタイム教員がほとんどで

あることから、いわゆるM字型の就労形態やパートタイムや非正規雇用の影響については、強調しすぎ

ないように留意すべきである。

（3）「総務省社会生活基本調査」

この調査（以下、「総務省調査」）の目的は、「国民の生活時間の配分及び自由時間等における主な活動

（「インターネットの利用」「学習・研究」「スポーツ」「趣味・娯楽」「ボランティア活動」「旅行・行楽」）に

ついて調査し、国民の社会生活の実態を明らかにすることにより、各種行政施策の基礎資料を得る」こと

とされる＊2。昭和51年以来5年ごとに実施されており、最近では平成13年、平成18年に実施された。この

うち、詳細な分析結果は平成13年の調査について公表されている。平成13年の調査の概要は次の通りで

＊2 総務省のホームページより引用　http://www.stat.go.jp/data/shakai/2001/gaiyo.htm#05e1-1
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ある。調査の時期は、10月13日から10月21日までの9日間のうち、調査区ごとに異なる連続した2日間で

ある。時間の記録の仕方であるが、24時間を15分ごとに記録する形式である。

平成13年の総務省調査で、有業者の労働時間に関する結果が得られているので紹介する。「第1-1表

曜日、男女、ふだんの就業状態、年齢、行動の種類別」によれば、有業者であり、かつ実際に仕事をした

人（行為者）のうち、生活の中で仕事が主である人では、平日の平均で8時間45分が労働時間である。年齢

層別では次の通りとなっている。25歳から29歳のカテゴリーでは9時間12分、30歳から34歳では9時間19

分、35歳から39歳では9時間18分、40歳から44歳では9時間08分、45歳から49歳では8時間51分、50歳から

54歳では8時間43分、55歳から59歳では8時間22分となっている。これはNHK調査とほぼ同様の結果であ

る。すなわち、30歳代から40歳代前半の働き盛りが最も労働時間が長い。なお、20歳から24歳のカテゴ

リーでは8時間51分であった。この総務省調査の年齢別の結果を参照する際に留意すべき点がある。教員

の場合、現在ではほとんどの新卒採用者が四年制大学を卒業しているため、20歳と21歳の年齢の教員は

少ない。総務省調査では20歳、21歳のデータが20歳から24歳のカテゴリーに含まれているので、このカ

テゴリーに含まれる人数が「平成18年度調査」では少ない可能性などを考慮すべきであろう＊3。

3．教員の労働時間調査

（1）「勤務状況調査」（「昭和41年度調査」）

①概要

教員の労働時間に関した調査で、これまで最も包括的なものはここに紹介する「教職員の勤務状況

調査」である。ここでいう包括的という意味は、調査が全国を対象としたこと、幅広い職種が回答者

となったこと、サンプル数が大規模であったこと、長期間にわたる調査であったことである。この

調査は昭和41年度に行われたので、今回の調査と区別するために、本章では「昭和41年度調査」と呼

ぶことにする＊4。

後に紹介する県教育委員会等による調査と異なり、包括的な調査は「平成18年度調査」以前には、

この「昭和41年度調査」までさかのぼらなければならない。つまり、40年もの長い間、包括的な調査

が行われてこなかったのである。そこで、古い調査ではあるが、この「昭和41年度調査」について詳

しく紹介することとしたい。ただし、この調査について知ることができるのは『教育職員の給与特別

措置法解説』（1971）に収録された巻末資料のみである。個票はもちろんのこと、サンプリング方法や

詳しい集計方法も不明である。ここで紹介するのは、調査の概要、簡単な集計結果である。

「昭和41年度調査」は、昭和41年4月3日から翌42年4月1日までを調査期間とした。調査対象は公立

学校と国立学校である。「平成18年度調査」にとって参考になるのは公立学校に関する部分である。

「昭和41年度調査」では、公立学校については、地域類型別、学校規模別に対象校を抽出した。対象

となった学校の全教職員（本務の校長・教頭・教員・養護教員・事務職員・実習助手）が回答した＊5。地域

類型については、市街地域、小都市・都市近郊農村、普通農村、純農村、農山村・漁村に区分されて

いる。学校規模については、合計学級数により区分されており、具体的には小学校で5学級以下、6

～11学級、12～17学級、18～23学級、24学級以上、中学校で5学級以下、6～11学級、12～17学級、

18学級以上に区分されている。明示的ではないものの、1か月（4週間）ごとに対象校を抽出したと思

われる記述がある。対象学校数、教職員数は年間合計では、小学校2,400校、36,617人、中学校1,104

校、22,522人である。ちなみに全日制高校では年間合計で648校、30,706人であり、定時制高校では

444校、5,550人である。これらの数字を12で割った数がおおよその毎月の人数である。

②「平成18年度調査」とのちがい

「平成18年度調査」と異なる点としてまず指摘できるのは、対象とされた職種である。「平成18年度

調査」では、事務職員を調査対象から外した。その理由は2つある。一つはコストの問題であり、調

査の趣旨が教員の給与優遇措置の再検討のための政策情報の作成を重視すると、事務職員が対象か

ら外れることになる。もう一つは事務職員の場合、業務内容は事務作業がほとんどであるため、わ

ざわざ業務を分類して詳細な調査を行う意義が教員調査よりも弱いということである。仮に事務職

員調査を行う場合、勤務開始時間、勤務終了時間、その日の通算勤務時間を知れば足りるわけで、

そうであれば教員のサンプル数を増やす方に研究資源を投入する方がよいと判断したのである。次

に、対象となる校種についてであるが、これも「平成18年度調査」では限定的である。高等学校、国

立学校を対象にしていない。高等学校を除外したのは次の理由からである。第一に、教員給与の見

直しの主要な対象ではないからである。義務教育諸学校の教員給与の優遇措置が見直しの対象であ

ることから、高等学校を調査しないことにした。そもそも高等学校教員の給与は都道府県（一部は市）

が自由裁量で全額を定めるため、今回の調査の趣旨からは外れてしまう。第二に、サンプリングを

厳密にしようとすると、必要サンプル数が多くなるという問題が発生する。高等学校には普通科の

他に、農業科、職業科、工業科といった専門学科も存在するし、全日制と定時制という区分もある。

これらを満遍なく反映するようなサンプリングを志向するとサンプル数が大きくなってしまうし、

そもそも満遍なくサンプルを集める意味があるのか、という根本的な問題が生じる。定時制高校の

教員の労働時間を調べることにまったく意味がないといっているわけではない。仮に定時制高校に

個別的かつ特殊な興味関心を持つのであれば、定時制高校を悉皆調査すればいいことであり、わざ

わざサンプリング対象に含める必要はない。養護教諭の労働時間に強い関心を持つのであれば、一

校あたり一名ほどの調査対象であるから、サンプリングせずに悉皆調査をするという方法が適切で

ある。しかしそうなると一般の教諭の調査にまで手が回らないことになる。要するに、問題意識を

反映したサンプルの集め方をすればよいわけで、「平成18年度調査」は全国の小中学校の教員の労働

時間の全体像を調べるという方針にしたがってデザインされたのである＊6。

「昭和41年度調査」については現在のサンプリング理論からみるといくつかの問題が指摘できる。

小中学校については、都道府県の偏りがなかったかどうかが気になる点である。また、全校種を通

じていえることだが、一度対象校となった学校が別の月に対象校となったかどうかも明確ではない。

＊3 なお、かつての第二次ベビーブーム世代が小学校に入学する前後から大量の教員需要が生起したため、短
期大学卒業者、すなわち20歳、21歳の者が教員となっていたことは指摘しておきたい。

＊4 「昭和41年度調査」は勤務「状況」調査であり、「平成18年度調査」は勤務「実態」調査という名称である。名称
が異なっているが、これには特に意味はないと思われる。「平成18年度調査」については文部科学省からの委
託の際の調査研究題目が「実態」を用いていたからであろう。ただ、なぜ今回「実態」という用語を文部科学省
が採用したかについては調査研究主体である我々にはわからない。

＊5 なお、ここでいう教員に常勤講師が含まれているかは不明である。
＊6 この点について詳しくは、山森光陽執筆の第１部第３章を参照のこと。
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また地域類型については、学校所在地の地域類型なのか、地方公共団体全体の地域類型なのかが不

明である。

労働時間の定義については、所定の労働時間を「服務時間」と呼んでいる。服務時間の定義は「条

例・規則等による一週間の勤務時間の規定にもとづいて割り振られた毎日の勤務開始時刻から勤務終

了時刻までの時間（休憩時間を含む。）をいう」とある（教員給与研究会編著　1971、p.260）。調査する

範囲は服務時間内にくわえて、一定の基準を満たす服務時間外の勤務時間も含んでいる。服務時間

外の勤務の定義は「校長の超過勤務命令に基づく勤務ではない」（同、p.260）＊7。「平成18年度調査」で

もほぼ「昭和41年度調査」と同様に労働時間を定義した。「平成18年度調査」では超過勤務命令の有無

については明示的に回答者に指示していない。これは判断が煩雑になることで回答の精度が落ちる

危険性を考慮したからであり、さらにありのままの勤務の実態を補足したいという問題意識があっ

たからである。ありのままというのは、教員が労働時間であると認識した業務についてはすべてを

拾い上げる、という意味である。

業務の種類については、「昭和41年度調査」では指導活動、事務活動、補助・労務活動、付随関連活

動、その他、調査に要した時間の5分類＋1に区分している。指導活動はさらに直接指導活動（授業指

導、課外指導）、間接指導活動（間接授業指導、間接課外指導）、研修（命令研修、承認研修、自主研

修）に分かれる。事務活動はさらに管理・教務事務、学級経理事務、その他の事務に分かれる。付随

関連活動はさらに関係団体活動、社会教育関係活動に分かれる。その他は休暇等と休憩等に分かれ

る。

「平成18年度調査」は、「昭和41年度調査」の業務分類を参考にしたものの、大きく異なる設計にした。

分析の際に重要な軸となるような活動を個別に調査することを志向したからである。部活動・クラブ

活動を独立させたこと、外部対応のカテゴリーを設け、下部カテゴリーとして保護者・PTA対応、

地域対応、行政・関係団体対応を設けたことが特に大きな変更点である。一方、研修については校務

としての研修というカテゴリーを設けた。これは以前とは異なり、研修の類型を細かく調査する意

義が薄れてきたと判断したからである。また、仮に研修を細かく調査する意義が少なからず残存し

ているとしても、そもそも回答者の負担が多くなると思われるため、細かな研修の類型化を今回は

見送った。

③結果の概要

さて、「昭和41年度調査」の結果を紹介する。服務時間外の一人あたり週
●

平
●

均
●

の労働時間であるが、

小学校では校長2時間15分、教頭2時間49分、教員2時間30分である。中学校では校長3時間00分、教

頭3時間58分、教員3時間56分である。小学校よりも中学校で、職階でいえば教頭が、平均的には労

働時間が長い。なお、服務時間は土曜日も勤務時間であった時代であるから、「44時間（正規の週勤

務時間）＋3時間45分（休憩時間）」となる。

次に教員の一人あたり週平均の労働時間の内訳であるが、服務時間内については、授業指導が最

も長く、小学校で20時間45分、中学校で17時間47分である。次に長いのが間接授業指導であり、小

学校で8時間05分、中学校で9時間13分である。服務時間外で長いのは間接授業指導であり、小学校

で1時間14分であり、中学校で1時間02分である。また、中学校では課外指導のうち補習・クラブ等指

導が56分である。

また、「昭和41年度調査」が「平成18年度調査」より優位である点に、年度すべての月について調査を

行っていることがあげられる。これはおそらく文部省（当時）の直轄調査だったため、年度開始後た

だちに調査が可能だったのだろう。「平成18年度調査」は委託調査であり、調査主体の選定などでどう

しても年度開始後の準備期間が必要であった。

さて、「昭和41年度調査」では、月別の労働時間がわかる。小中学校では服務時間外の勤務時間の最

も長いのは6、7月である。週別にみると、小中学校ともに1学期が長い傾向にあり、特に7月中旬が

長い。

労働時間を平均することで、教員の勤務の状況がコンパクトに理解できるというメリットがある

ものの、個人差＝データのちらばりが捨象されてしまう。経験的にいえば、教員であれ、どのよう

な組織であれ、労働時間のばらつきは存在する。問題はそれがどの程度かを調べることにある。「昭

和41年度調査」では6月分の教員のデータを服務時間外の勤務時間順に6分割し、第1分位（勤務時間が

最も長いグループ）と第6分位（勤務時間が最も短いグループ）を比較する方法をとった。小学校の場

合、第1分位では週に平均して8時間59分であり、第6分位では0時間20分であった。この数字は資料

によると、第1分位の場合、「服務時間外の時間数全国平均＋標準偏差時間数」以上（412分以上）に達

している者の平均時間数であり、該当者は2,429人中401人である。第6分位の場合、「服務時間外の

時間数全国平均－標準偏差時間数」以下（62分以下）となっている者の平均時間数であり、該当者は

2,429人中412人である。第1分位で特徴的な業務は、間接授業指導の4時間39分である。第6分位では

0時間05分である。次に、命令研修であるが、第1分位で1時間02分であるのに対し、第6分位で0時間

04分である。最後に、管理・教務事務であるが、第1分位で0時間49分であるのに対し、第6分位で0時

間03分である。

中学校の場合、第1分位が13時間41分であり、第6分位が1時間35分である。分位の定義は小学校と

同様であり、第1分位は692分以上の者であり、該当者は1,475人中269人である。第6分位は156分以

下の者であり、該当者は1,475人中254人である。第1分位で特徴的な業務は、課外指導のうち、補

習・クラブ等指導であり、5時間46分である。第6分位ではこの業務が0時間19分であるのとは対照的

である。その他の課外指導についても第1分位で1時間48分であるのに対して、第6分位では0時間08

分である。間接指導活動のうち、間接授業指導については第1分位では3時間07分であるのに対して、

第6分位は0時間21分である。命令研修については、第1分位で0時間55分であるのに対して、第6分位

では0時間09分である。

なお、第1分位と第6分位で労働時間に大きな差がみられるが、この解釈に際して留意しなければ

ならない点が一つある。それは休暇等の時間である。小学校の場合、第1分位で、0時間34分である

のに対して、第6分位では1時間08分である。中学校の場合には、第1分位で、0時間42分であるのに

対して、第6分位は2時間10分である。休暇等の定義には年次有給休暇、特別休暇が含まれているた

め、本来勤務すべき時間帯でないにもかかわらず、集計に含まれている時間帯が存在することにな

る。休暇を取得した教員の労働時間が短く強調されている可能性がある。もちろん、休暇を取得す

る教員の方が、休暇部分を除いたとしても労働時間が短い傾向にあるかもしれないが、個票が失わ

れている現在、それを確かめるすべはない。ちなみに「平成18年度調査」では、このことに対処する

ため、勤務すべき時間帯のみを集計対象にした。すなわち、毎日を、勤務日、年休（終日）、年休（部
＊7 より詳しい定義については当該文献を参照していただきたい。
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分）、休日に区分した。ただし、休日には振替休日（代休）も含まれており、代休のみを分別した集計

はできないことは指摘しておきたい。

学校規模別・地域類型別に労働時間の差があるだろうか。これについては、学校規模（学級数）が小

さいと服務時間外の労働時間数がやや少ないと指摘されている。これに対して、地域類型では顕著

な差がみられないとしている。前者については、小学校の場合、5学級以下で2時間17分、6～11学級

で2時間26分、12～17学級で2時間28分、18～23学級で2時間35分、24学級以上で2時間33分という結

果である。中学校の場合、5学級以下で3時間24分、6～11学級で3時間43分、12～17学級で4時間04分、

18学級以上で4時間03分である。確かに、学校規模の小さな学校では労働時間がより短いように思わ

れる。一方、地域類型別の労働時間の集計結果であるが、小学校では、市街地域で2時間32分、小都

市・都市近郊農村で2時間38分、普通農村で2時間31分、純農村で2時間13分、農山村・漁村で2時間30

分である。中学校では、小学校と同じ順に、3時間49分、3時間59分、4時間20分、3時間44分、3時間

45分である。先述した通り、地域類型の区分の基準が不明であるから、確かなことは指摘できない

し、それぞれの類型のサンプル数がどの程度なのかも不明である。これらの論点については、学校

規模に関する集計結果については「平成18年度調査」の参考にはなるが、地域類型については検討す

べき余地があるといえるだろう。

（2）県教育委員会の調査

県教育委員会による教員の労働時間の調査が最近行われている。ここでは筆者が把握している範囲で、

その概要を示す。このような調査が各県でいつ頃から行われているのか、あるいはどのぐらいの年数継

続しており、どの程度データの蓄積があるのかは不明である。最近になってこうした調査がなぜ実施さ

れるようになったのかも、確かなことは不明である。

ここでは、「平成18年度調査」と同じ調査対象である小中学校教員について、定量的な調査を行った県教

育委員会の調査を中心に紹介していく。なお、この部分については、原則として、各調査の用語法に従

う。

①群馬県

調査対象：小学校2,603人（全教員の42.1%）

中学校1,757人（全教員の48.8%）

調査期間：平成18年2月6日（月）～12日（日）

抽出方法：無作為抽出（学校を抽出し、その学校について養護教諭を除く教諭全員）

有効回答：小学校1,479人（65.7%）

中学校1,037人（68.3%）

調査結果：

小学校については、時間外勤務（残業）と持帰り仕事を加えた超過勤務時間は1週間合計で平均795

分（13時間15分）であった。中央値は730分（12時間10分）であった。最頻値は600～699分のカテゴリー

だった。

中学校については、同様に超過勤務時間は、平均で1,176分（19時間36分）であった。中央値は1,090

分（18時間10分）であった。最頻値は900～999分のカテゴリーであった。
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②山形県

調査対象：中学校917人（全教員の43.3%） ＊校長と教頭は除く

調査期間：平成17年12月5日（月）～22日（木）

抽出方法：

学校規模ごとに（大規模、中規模、小規模）各グループの教諭数に対する比例配分。各グループご

とに無作為抽出し、必要サンプルに達するまで抽出を行う。

有効回答：中学校363人（39.6%）

調査結果：

平常日（学校行事、行事準備、試験前後、職員会議などがない普通の日）と繁忙期（文化祭や体育祭

の準備、試験問題作成・採点、三者面談の業務があって多忙な日）に分けて、それぞれ典型的な一日

の行動を記録するという調査方法をとった。

平常日については、平均就労時間が11.3時間であり、最短8.9時間、最長14.0時間であった。1時間

ごとのカテゴリーにすると、最頻値は11時間以上12時間未満であった（325人中138人の42.5%）。繁忙

期については、平均就労時間が12.9時間であり、最短9.7時間、最長17.5時間であった。最頻値は13時

間以上14時間未満であった（306人中97人の31.7%）。15時間以上と回答した教員は平常日ではいなかっ

たのに対し、繁忙期では7.8%（24人）存在した。

③鳥取県

調査対象：小学校160校中40校（492人）

中学校60校中20校（357人）

県立高等学校28校中14校（550人）

県立盲・聾・養護学校7校中7校（316人）

第1回、第3回調査は県内全校の管理職に実施

調査期間：第1回　平成14年7月29日（月）～8月4日（日）

第2回　平成14年9月30日（月）～10月6日（日）

第3回　平成14年12月9日（月）～12月15日（日）

抽出方法：小中学校　郡市別に学校規模を勘案して抽出

県立高等学校　地域、学科、職種等を勘案して抽出

県立盲・聾・養護学校　悉皆

正確な抽出方法は不明

有効回答：不明

調査結果：

第1回調査（長期休業期間）の教諭調査についての結果は以下の通りである。勤務日における時間外

勤務（持帰り仕事を除く）は、小学校教諭の64.1%がなしと回答している。中学校教諭では44.6%がな

しと回答している。休日における時間外勤務は、小学校教諭で87.9%、中学校教諭で65.1%がなしと

回答している。

第2回調査では、勤務日における時間外勤務は、小学校教諭の30.6%が30分超1時間以内と回答して
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いる。中学校教諭では38.8%がなしと回答している。30分超1時間以内と回答したのは23.9%である。

休日における時間外勤務は、小学校教諭の35.4%、中学校教諭の44.3%がなしと回答している。

第3回調査では、勤務日における時間外勤務は、小学校教諭の29.1%が1時間超2時間以内と回答し

ている。次いで30分超1時間以内と回答している。中学校教諭では35.5%がなしと回答している。休

日における時間外勤務は、小学校教諭の20.0%が2時間超3時間以内と回答しているのに対して、中学

校教諭の44.3%がなしと回答している。小学校と中学校で結果に大きな違いがあるが、学校行事など

による特異な要因であると思われるが、詳細は不明である。

④静岡県

「教員の勤務状況に関する調査」

第1回調査

調査対象：市町村立学校（静岡市立学校及び市立高等学校を除く）、県立学校の10%程度を抽出

調査期間：平成17年9月10日（土）～9月16日（金）

抽出方法：不明

調査結果：

小学校については、605人を対象とした。平日の終業時刻1時間前に校内で勤務していた教員は

93.3%である。これを調査では在校率という概念で捉えている。終業時刻1時間後までの時間帯の在

校率は80.3%である。以下、2時間後までの時間帯では47.8%、3時間後までの時間帯では5.0%である。

業務の種類は「学習指導」「教材研究」「生徒指導」「部活動指導」「保護者対応」「外部機関等対応」「進路指

導」「特別活動指導」「行事・行事準備」「学級・学年事務」「諸会議」「研修会」「分掌事務」「PTA等関係業務」

「教育実習の指導」「その他」「業務外で在校」の17種類である。

業務の種類別にみると、すべての時間帯で「教材研究」が第一位だった。終業時刻1時間前の時間帯

では、「教材研究」に次いで、「行事・行事準備」「諸会議」「研修会」「分掌事務」の順であった。終業後1時

間後までの時間帯では、「教材研究」に次いで、「分掌事務」「行事・行事準備」「学級・学年事務」「その他」

の順である。終業後2時間後までの時間帯では、「教材研究」に次いで、「分掌事務」「学級・学年事務」「行

事・行事準備」「その他」であった。終業後3時間後までの時間帯では、「教材研究」に次いで、「分掌事務」

「行事・行事準備」「学級・学年事務」「PTA等関係業務」の順であった。終業後3時間以後の時間帯では、

「教材研究」に次いで、「行事・行事準備」「分掌事務」「PTA等関係業務」「学級・学年事務」の順であった。

中学校については、621人を対象とした。平日の在校率は5日間平均で、時間帯別に次の通りであ

る。終業時刻1時間前で92.0%、1時間後までで84.7%、2時間後までで64.1%、3時間後までで34.1%、3

時間以後で16.5%である。中学校で特徴的なのは、「部活動指導」である。終業時刻1時間後までの時間

帯では「部活動指導」は残業理由の第一位である（33.8%）。2時間後までの時間帯でも「教材研究」に次

いで第二位である（17.7%）。

クロス集計は、年代別、男女別、担任の有無、部活動顧問の有無、主任の有無を軸として行って

いる。

小学校については、年代別では、20代の教員77人のうち52人（67.5%）が少なくとも一日は、終業時

刻3時間後まで残業した。30代では37.2%、40代では33.2%、50代では29.9%が残業した。男女別では、

男性教員の方が（47.6%）女性教員より（32.1%）終業時刻3時間後までの残業率が高い。主任の有無、担

任の有無別ではそれほどの違いはない。

中学校についても終業時刻3時間後までの20代の残業率が高い（84.3%）。運動部正顧問でも66.7%の

残業率であり、顧問なしの28.9%と比較すると対照的である。男女別では男性の方が、担任の有無別

では担任の方が高い残業率である。

第2回調査

調査対象：すべての市町村立学校（静岡市立学校及び市立高等学校を除く）、県立学校

調査期間：平成18年1月21日（土）～1月27日（金）

抽出方法：悉皆

調査結果：

省略

第3回調査

調査対象：第2回と同様

調査期間：平成18年6月24日（土）～6月30日（金）

抽出方法：悉皆

調査結果：

省略

⑤岩手県

調査対象：県立高等学校（盛岡市立高等学校を含む）と盲・聾・養護学校に勤務する本務教員（教諭・養

護教諭・実習教諭）全員。ただし休職・育休・産休・病休等の者は除く。

調査期間：平成16年10月4日（月）～10月17日（日）

抽出方法：悉皆

有効回答：高等学校83.1%、盲・聾・養護学校96.9%

調査結果：

高等学校等の調査であるため、ポイントを絞って紹介する。

平日の勤務時間外の業務状況（持帰り仕事を除く）であるが、一日平均でたずねた結果、最も多い

のが「1時間超～2時間以内」の42.1%であった。次に多いのは「2時間超～3時間以内」の19.7%であった。

「3時間超～4時間以内」は6.0%、「4時間超」も3.5%あった。一方、「1時間以内」が22.4%、「なし」も6.3%

であった。

業務内容であるが、主たる業務を2つまで選択させた結果が以下の通りである。第一位は「校務分

掌の事務的業務」で49.4%、次いで「部活動指導」（33.9%）、「教材研究・授業準備」（31.8%）、「生徒への

指導（個人面談や家庭訪問等）」（11.6%）、「会議・打ち合わせ」（11.1%）である。

持帰り仕事については、一日平均でたずねたところ、次のような結果となった。「1時間以内」が最

も多く、39.7%であった。一方で「なし」が25.7%である。「1時間超～2時間以内」が25.1%、「2時間超～

3時間以内」7.2%、「3時間超～4時間以内」1.2%、「4時間超」1.1%であった。

業務内容であるが、主たる業務を2つまで選択させた結果が以下の通りである。第一位は「教材研
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究・授業準備」で60.9%であった。次いで「校務分掌の事務的業務」で35.5%、「採点・ノート点検等」

22.1%であった。「学級だよりなどクラス経営に関すること」10.6%、「部活動に関すること（指導計画

や練習方法）」9.8%などが続いている。

⑥島根県

調査対象：小学校26校（347人：抽出率11.4%）、中学校19校（335人：18.5%）

抽出された学校の教員（管理職を除く）に対して実施

調査期間：平成14年12月～平成15年1月

抽出方法：学校規模、地域を考慮、おそらく対象校については教員全員。教員の定義は不明。

有効回答：小学校94.5% 中学校80.2%

調査結果：

超過勤務時間等の数量調査ではなく、多忙感に関する意識調査であるため、ここでは概要の紹介

を省略する。

⑦宮崎県

調査対象：小学校279校中80校、中学校142校中40校

この他、高等学校、盲・聾・養護学校も調査

調査期間：平成17年2月14日（月）～2月16日（水）

（調査時において、最近1か月のことを振り返る形式）

抽出方法：

小学校：抽出した80校の正職員・臨時的任用職員1,700人

（小学校全教職員の約30％）

中学校：抽出した40校の正職員・臨時的任用職員910人

（中学校全教職員の約30％）

＊管理職、非常勤職員、PTA雇員を除く教職員

＊各校種の抽出方法は不明である。

＊配布数はおおよその数である。

有効回答：小学校1,324人、中学校696人

調査結果：

勤務時間内の業務量について、「多いと思う」「どちらかというと多いと思う」と回答した約8割の教

員に対して、勤務時間内における業務について、授業を除いてどのような業務が多いかをたずねた

設問では、「校務分掌事務」が第一位（18.0%）、「教材研究・実習の準備等」が第二位（17.0%）、「学級事

務」が第三位（11.9%）、「職員会議や打合せ」が第四位（9.0%）であった。

最近1か月において、勤務時間以外（勤務時間前、昼休み、勤務時間後、土・日曜日、祝日等）に業

務を行ったおおよその時間を一日平均でたずねたところ、最も多い回答は「2時間」（17.2%）であった。

次いで「1時間」（17.1%）、「1時間30分」（11.6%）、「5時間以上」（11.6%）、「3時間」（10.0%）であった。一

方、「ほとんどない」が6.5%、「30分」が9.0%であった。一日平均は130分であり、校種別にみると、小

学校121分、中学校152分であった。

この勤務時間以外の業務について、時間の多い順に3つ選択してもらったところ、多い順に「教材

研究・実習の準備等」（16.1%）、「校務分掌事務」（13.7%）、「テストや宿題等の作成、採点、添削業務」

（9.7%）、「学級事務」（9.5%）、「部活動」（8.0%）であった。

校種別では、小学校で「学級事務」「教材研究・実習の準備等」「校務分掌事務」の順で多く、中学校で

「部活動」「教材研究・実習の準備等」「校務分掌事務」の順で多かった。

勤務時間以外に業務を行った理由をたずねたところ（選択肢から3つを選択）、次のような結果とな

った。最も多い回答は「勤務時間内は児童・生徒への対応で、時間がとれなかったため」（24.6%）であ

る。次に多いのが、「勤務時間内に処理できる業務量ではないため」の21.7%である。その次に多いの

は「勤務時間内に処理できる内容ではないため」（17.7%）である。なお、「勤務時間内の時間を有効に

使わなかったため」は2.6%である。

（3）その他の調査

①全日本中学校長会

「校長の勤務実態調査」

調査対象：中学校250校中235校の校長

調査期間：平成11年10月4日（月）～17日（日）

抽出方法：不明

有効回答：94.0%

調査結果：

24時間を20分間隔で23種類の業務分類にしたがって記入する方式の質問紙調査である。調査内容

は、勤務時間前の業務、勤務時間内の業務、勤務時間後の業務、勤務日以外の業務、自宅で行った

業務である。これに加えて、通常（勤務日）の平均的な出勤時刻、平均的な退勤時刻等も選択肢によ

る質問紙調査でたずねた。勤務時間前の業務として多いのは、「校内外巡視・巡回」が23.3%である。

「事務・日誌等査閲・点検・決裁」が22.3%、「校内打合せ・連絡・確認」が19.5%である。勤務時間内の業務

では、「出張・校外会議への参加・出席」が25.9%である。これに次いで「各種報告書・文書の作成・調査

への回答」が11.4%、「他校・外部機関等連絡・対応・交渉」が8.5%である。勤務時間後の業務では、多く

の校長が毎日2時間近くの超過勤務をしていることが明らかにされ、その割合が3割を超えている＊8。

多い業務としては「出張・校外会議への参加・出席」が18.3%である。その次に多いのは「その他の行事

等への参加」（11.7%）である。

＊8 自宅での持帰り仕事をのぞいての毎日のおおよその超過勤務時間をたずねた質問に対する回答では、「1時
間30分から２時間以内」が32.8%で最も多く、その次に「２時間以上」の31.9%である。
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②全日本中学校長会

「教頭の勤務実態調査」

調査対象：中学校250校中227校の教頭

調査期間：平成12年6月12日（月）～25日（日）

抽出方法：不明

有効回答：90.8%

調査結果：

省略

③全日本中学校長会

「教務主任・生徒指導主事勤務実態調査」

調査対象：中学校250校中、教務主任226人・生徒指導主事222人

調査期間：平成13年6月11日（月）～24日（日）

抽出方法：不明

有効回答：90.4%（教務主任）、88.8%（生徒指導主事）

調査結果：

省略

④全国公立学校教頭会

「教頭の基本調査」

調査対象：全国公立学校教頭会会員　約3万2千人

調査期間：平成17年5月30日（月）～6月3日（金）

抽出方法：悉皆（全会員対象）

有効回答：93％

調査結果：

一日あたりの平均勤務時間が、12.1時間であった。最小値は10.3時間、最大値は14.4時間であった。

⑤日本教育経営学会科学研究費共同研究班

「学校組織と教職員勤務の実態調査」

調査対象：全国の公立小中学校4,979校

調査期間：平成10年10月～11月

抽出方法：『全国学校総覧』により15%（7校に1校）の抽出率で無作為抽出

有効回答：小学校1,769校、中学校829校　全体で52.2%の回答率

調査結果：

平日の授業日における校長と教頭の平均的な出勤時刻と退勤時刻についてたずねた部分がある。

出勤時刻については、校長の場合、小学校で「8時まで」が最も多く（62.2%）、「7時30分まで」（31.4%）

が次に多い。中学校では「8時まで」が最も多く（60.4%）、「7時30分まで」（34.4%）が次に多い。教頭の

場合、小学校で「7時30分まで」が最も多く（59.5%）、「8時まで」（26.3%）が次に多い。中学校では「7時

30分まで」が最も多く（59.8%）、「8時まで」（22.6%）が次に多い。

退勤時刻については、校長の場合、小学校で「5時30分まで」が最も多く（38.3%）、「6時まで」（29.2%）

が次に多い。中学校では「6時まで」が最も多く（30.4%）、「5時30分まで」（21.5%）が次に多い。教頭の

場合、小学校で「6時まで」が最も多く（26.7%）、「6時30分まで」（24.9%）が次に多い。中学校では「7時

まで」が最も多く（27.4%）、「7時30分まで」（20.7%）が次に多い。

4．教員の労働時間研究の課題

先行調査のうち、特に「昭和41年度調査」と県教育委員会による調査を中心にレビューを行った。この

ことから、全国規模の教員の勤務実態調査を行う際に参考になる点、留意すべき点が明らかになった。

第一に、サンプリングの重要性である。県教育委員会による調査では、県内の実態を調べれば済むた

め、サンプル数の上限も県内の教職員数である。小規模県であれば、悉皆調査も不可能ではない数であ

る。また、代表性の問題も、県内の特徴をつかめば済むため、地域や学校規模を参考に、簡単なサンプ

リングで事が足りるだろう。たとえば、教職員名簿に基づいて無作為抽出あるいは等間隔法を適用すれ

ばよいと思われる。

これに対して、全国規模の調査の場合、多様な地域特性を含んでしまうし、学校規模の分布も極めて

大きい。これらの属性を逐一考慮に入れるサンプリングだと複雑となり、かえって代表性に問題が生じ

る可能性もある。そのため、サンプリング方法については、慎重に選択する必要がある＊9。

第二に、調査期間の問題である。県教育委員会による調査でさえ、長くて1週間の調査である。これで

は、行事等の特殊要因による影響が強調されてしまうことになる。「平成18年度調査」の主眼は全国の動

向を一般的に明らかにすることである。可能な限り長期間の調査を行うことが必要である。そこで、質

問紙の設計にあたっては先行調査をふまえて、それよりも長い1か月間（28日間）を調査期間とした。

第三に、調査時期の問題である。先行調査でもこのことは意識されていたことがうかがえる。たとえ

ば、繁忙期と通常期別にたずねた調査や、平日と土日を分けた調査などである。経験的に知られている

ことであるが、教員の労働時間には時期によって疎密が存在する。行事の集中する2学期や成績処理の必

要な学期末は特に忙しい時期である。「昭和41年度調査」では毎月異なる学校を抽出したとはいえ、1年間

の勤務状況を調査した。これは学校における教育活動を知る上ではきわめて有効である。繁閑の差を数

値化することは重要な課題である。しかし、今回の「平成18年度調査」では、調査開始時期が年度途中で

あること、また年度末には報告をまとめる必要があることから、その制約条件下での最長期間である6か

月間にわたる調査を行うこととした。

第四に、調査対象校種・職種の問題である。県教育委員会による調査は、県の所管する高等学校、盲・

聾・養護学校を含む場合もある。職種の範囲もまちまちである。全国調査の場合、調査の趣旨からすると、

特殊な校種や、該当する教職員数が母集団にとって少ない職種については除外する方向で設計すべきで

ある。実際、「平成18年度調査」ではそのような方向性が選択された。義務教育段階の小学校、中学校を

対象として、高等学校等は除外した。職種は小中学校に勤務する教員に限定し、事務職員等の職員は除

＊9 今回の調査（「平成18年度調査」）に関して、調査の具体的な設計（サンプリング、質問紙作成）については山
森光陽による解説（第１部第３章および第４章）を参照していただきたい。
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外した。

第五に、調査の詳細さの問題である。先行調査では、調査対象となる日をある間隔で分割するという

方法がとられることが多かった。詳細な場合、10分間隔で記入を求める調査があった（群馬県）。詳細に

すればするほど、実態に即した調査結果を得ることができるかもしれないが、回答者の負担が過大とな

る。さらに問題なのは、質問紙の入力コストがそれだけかかるということである。全国調査の場合、サ

ンプル数も必然的に大きくなる。回答してもらう時間間隔が30分の場合と10分の場合では単純計算でも3

倍のコストがかかってしまう。そこで、「平成18年度調査」にあたっては、回答者の負担、コストを勘案し

て30分間隔とした。また、この30分間隔というのは、おおよそ教員の勤務がひとまとまりとして考える

ことのできる単位として適切であると判断した結果でもある。これに対して1時間ではおおまかすぎると

いう判断もあった。

第六に、調査する業務の分類の問題である。分類を詳細にするほど実態に迫ることができるかもしれ

ないが、回答者の負担や集計コストを勘案すると、時間の細かさと同様の問題が生じる。細かくするほ

ど、回答者の主観を排除できるかもしれないが、回答に時間がかかることになる。そこで、調査票の設

計にあたっては、ある程度は詳細さを犠牲にする必要が出てくる。このことは、曖昧な部分を残すこと

になるが、むしろ回答者の負担を減らし、「その他」の回答を減らすというメリットもある。なぜなら、

業務を詳細に分類してしまうと、そこに掲げられていない業務については「その他」と回答されてしまう

可能性が高まるが、ある程度の幅を持たせた業務分類であれば、その可能性は低減するからである。

第七に、分析の軸と方法である。多くの県教育委員会による調査では、属性別のクロス集計や全体集

計が行われている。また、採用された数値は平均値が多い。これらは生活時間調査でも採用される方法

である。そこで、「平成18年度調査」でも、同様の手法を優先することにした。

第八に、先行調査と全国調査の最も大きな違いであるが、依頼方法や回収方法といった調査の進め方

についての問題である。先行調査は調査対象者と直接の関係を持つ主体が実施している。すなわち、県

教育委員会、校長会・教頭会、教職員団体が、所管、域内、構成員、会員（組合員）などに調査を行うので

ある。これは調査への協力がある程度見込めるため、詳細な調査も可能である。さらに、質問紙調査に

加えて、訪問調査や面接調査といった質的調査も比較的容易である。これに対して、全国調査の場合、

調査主体と調査対象に直接の関係が存在しない。たとえ中央政府の事業として調査を行うとしても、対

象である公立学校の教員にとっては、日常なじみのない主体であるので、調査に協力してもらうための

工夫が幾重にも必要である。

最後に指摘しておきたいのは、本調査研究が持つ意義である。本調査研究の企画に際しては、上記の

ような乏しい先行調査研究の蓄積を踏まえるしかなかった。40年前の調査については断片的な情報しか

残されていない。政策上重要な調査研究の情報が散逸してしまうのはいかにも残念なことである。さて、

本調査研究は教員の人事管理研究のフロンティアを切りひらくものである。同種・同規模・同水準の調査

がこれまで一度も実行されなかったことがその証左である。本調査研究から得られた知見は多い。本報

告書ではその一端しか析出できなかったことを自覚している。今後、分析の観点について、あるいは分

析の技法を開発することにより、膨大なコストを費やした本調査研究から得られた情報をより有意義に

活用できるようにすることが必要である。
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