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　土曜授業をやめろと教育委員会を脅迫したとして七光台小学

校の教務主任が 19 日に逮捕された。しかし、彼を知る教員は

そんなことをするとは信じられないと口をそろえる。彼を追い

詰めた背景を探る。

　逮捕容疑は 7 月 12 日～ 14 日に

「土曜授業をやめなければお前ら

のような悪い連中を市庁舎ごと吹

き飛ばしてやる」などと書かれた

匿名の脅迫状を教育委員会に送り

つけたというもの。

　49 歳の教務主任が人生を棒に振

るような行動に出たのはなぜか。

過度のストレスによる発作的なも

のとしか考えられない。ストレス

の主たる要因が土曜授業なら、土

曜授業の取組みの拙速さこそが問

われなければならない。まさに最

悪の事件を起こしてしまったとい

える。

　隔週の土曜授業は昨年 6 月議会

最終日での教育長交代から具体的

に始まり、今年 4 月から実施さ

れた。その最初の日に取ったアン

ケートで、効果は期待できないと

答えた教員が 53％という数字は、

上からの指示で体と心にムチ打っ

て土曜授業に臨む教員の気持ちを

表していたといえよう。

　教務主任は授業の編成や調整の

中心を担う。全教員の授業計画に

目を通して把握する責任が重い仕

事で、その仕事量は半端ではない。

　そこへ新規事業として隔週土曜

授業が加わる。しかも暗中模索の

中でやるしかないという過度の重

圧感にさいなまれたことは容易に

推測できる。

　ＯＥＣＤ国際教員指導環境調査

（2013 年、日本の場合は対象は中

学校だけ）によると、日本の中学

校教員の勤務時間は調査平均の週

38.3 時間を 4 割上回る 53.9 時間で

最長。授業時間は平均より短いの

に、それを部活や一般事務などで

勤務時間を押し上げているのだ（表

1）。おそらく野田市の教員の実態

はそれ以上であろう。

　それにもかかわらず同調査で

は、日本の教員が生徒に自信を持

たせたり、やる気を起こさせたり

できるという自己評価は極端に低

い（２面の表２参照）。

　野田市は学力向上に数多くの施

策を打ってきた。しかし、結果が

出ていないとして土曜授業を隔週

で再開した。教員のイライラは想

像を絶するものがある。しかも

チェックアンドバランスを保つた

めの組織、教職員組合の機能は極

端に低下している。

　この事件を機会に学校現場の環

境を改善するために、ノー部活

デーの導入や教員支援体制の強

化、事務職員の増置などはすぐに

取り組まなくてはならない。もち

ろん土曜授業は中止すべき。教員

も児童生徒も強制的にやらされて

いるという体感ではマイナスだ。

仕事時
間合計

授業
時間

学校内外
で個人で
行う授業
準備時間

校内での
共同作業
や話し合
い時間

採点や添
削時間

生徒に対
する教育
相談時間

日本 53.9 17.7 8.7 3.9 4.6 2.7 

フィン
ランド

31.6 20.6 4.8 1.9 3.1 1.0 

平均 38.3 19.3 7.1 2.9 4.9 2.2 

学校運営
業務時間

一般的事
務時間

保護者との連
絡連携時間

課外活動
指導時間

その他の
業務時間

日本 3.0 5.5 1.3 7.7 2.9  

フィン
ランド

0.4 1.3 1.2 0.6 1.0 

平均 1.6 2.9 1.6 2.1 2.0 
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指導時間多いが自信が持てない日本

土曜授業の犠牲者か

教員を恐喝容疑で逮捕

競争と成長から分
配とゆとり社会へ



週刊新社会号外　野田市版 1432号 1988年 1月 18日第三種郵便物認可
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　内閣と国会に向

けた戦争をさせな

い署名運動を 23 日

（土）午後、柏駅東

口ダブルデッキで

行った。雨模様の

中 1 時間半で 22 筆

の署名が寄せられ

た。中にはチラシ

を受け取り用事を

済ませた帰り道に

署名をしてくれた

方もいた。

日本
フィンラ

ンド
平均

勉強が良くできると生
徒に自信をもたせる

  17.6％ 83.9 85.8 

教室で秩序を乱す行動
を抑える

52.7 86.3 87.0 

勉強に興味のない生徒
にやる気を起こさせる

21.9 60.4 70.0 

生徒に批評的に考える
ことを促す

15.6 72.8 80.3 

表2　教員の自己評価

　農地が太陽光発電所に変わる。

これが野田市でも加速されてい

る。これまで農地から他用途への

転用は店舗や駐車場、資材置き場

などが多かったが、最近は太陽光

発電への転用が多い。特に面積的

には圧倒的だ。

　たとえば 8 月の野田市農業委員

会総会の資料では店舗用地 854 ㎡

（1 件）、住宅 1,647 ㎡（6 件）、駐

車場 214 ㎡（1 件）、これに対し

て太陽光発電 12,992 ㎡（7 件）と、

面積割合で 83％となっている。

　太陽光発電は固定価格買取制度

で採算が取れると判断されて急進

展している。確かに太陽光発電も

一つの知恵だが、優良農地を維持

できない現状を何とかしたいと野

田市の農政は手を打ってきたは

ず。そこが問われている。

　原発はコストが高いことをつい

に政府が認める施策を出してきた。

　2016 年 4 月から家庭用電力も

自由化されることになっている

が、21 日に開かれた総合資源エ

ネルギー調査会

原子力小委員会

で、経産省は原

発を例外として

廃炉や使用済み

核燃料処理費も

含めた原発の総

費用を電気料金

に反映する仕組

みを例示した。

　経産省等はこれまで原発は他の

発電よりコストが安いと主張して

きた。しかし、実際は原発は競争

で勝てないと判断し、事業者に損

をさせない仕組みが必要と思った

のであろう。

　損をせずに確実に利益を出す仕

組みを上乗せするのは、彼らが常

に主張する市場競争によるコスト

低下と品質向上というお題目に反

し、競争をゆがめる。原発再稼働

と新増設をバックアップする政策

を取らせてはならない。閣議決定

した原発への依存度を可能な限り

引き下げる方針もどこへやらだ。

やはり原発は高い
経産省が損をさせない新たな仕組み

太陽光発電が農地を変える

農地転用は太陽光発電が圧倒


