﹁世界に誇る平和憲法 大切に︑大切に︑大
切にしていきたいです﹂
︵憲法９条が大好きな神奈川Ｋさん︶
﹁子どもの笑顔︑おとなの充実感があふれる

I

日本になりますよう︑大事にしたい条文です﹂
︵憲法 条が大好きな兵庫のＵさん︶
昨年から︑とりくみをすすめている﹃﹁
LOVE憲法﹂ 〜教職員 万人アピール運動
〜﹄には︑全国の教職員から右記のようなす
てきなメッセージが次々に寄せられています︒
このとりくみをさらに広げ︑今年の憲法記念
日︑５月３日には︑教職員らしい社会的なア

１ 山中教授はこれを世界で初
めて作出し︑ノーベル賞をも
らいました︒
２ 日本の国会は衆議院と参議
院で構成されている︒
３ 日の出る方に向かって左の
方向︒
４ 天気○○○︒
５ 激しい勢いで追いかけるこ
と︒
６ いっしょに生活できない人
や亡くなった人に強くひかれ
て︑切なく思うこと︒
７ 色気よりも○○○︒
９ ○ ○○ ○ が かり ♪ 風が 吹
いている︒
スペインの画家︒記憶の固
執 別
(名 柔らかい時計︶
さぬきうどんは○○があっ
てうまい︒
○○があれば入りたい︒○

○のあくほど見る︒
パソコンでチケット買うと
きに○○○しますかってよく
出てくるね︒
香川県で一番長いのは︑○
○川だったよね︒
いとし○○○︒知ってるか
な︒
○○○を散らすとは互いに
激しく刀を打ち合わせて戦う︒
自分の存在をことさらに目
立たせること︒
場合によっては○○○○○
することも必要だ︒
東日本大震災の影響で地盤
○○○する︒
○○マークを見ただけでど
この会社か分かるね︒
パワーストーン︒着実に目
標を実現するために地に足を
着けた行動をするよう導いて
くれる石︒
罪人などをつないでおくと
ころ︒

石の大きいもの︒
○○の方舟︒
楽しくて○○の過ぎるのを
忘れていました︒

１ 阪神の金本選手がこう呼ば
れていました︒
４ ○○末にならないように政
治をしてほしい︒
６ ○○○な手段︒その場のが
れ︒
８ こんな政治家だけはいやだ
ね︒︱言う政治家︒
ボーリングで倒すもの︒
○○○○する人が相手だと
大変ですよ︒
古木・湿地・岩石の表面な
どに生える︒
いわし○○︒ひつじ○○︒
世界一○○が速い人は︑ボ
ルトさんです︒
徳川氏が幕府を開くに及ん

で大都会となった︒
空気が乾燥しているとき︑
痛くなることがあります︒
○○チーズ︒○○雪︒
アラビア○○○︒ギリシャ
○○○︒
アニマル浜口﹁○○○だ︒
○○○だ︒○○○だ︒・・・﹂
東京じゃなく︑ここにディ
ズニーランドがあるんだよ︒
双六をやるときの必需品︒
その年の干支に当たる女︒
毛皮で作った防寒用の衣服︒
昆虫などが１年に２世代を
経過すること︒
現代日本語ではア・イ・ウ・
エ・オの五つ︒
用材として役に立たないた
めこの名がある︒
南予地方の中心都市︒闘牛
で有名な旧城下町である︒
せまい湾が複雑に入り込ん
だ箇所のこと︒
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http://www.niji.or.jp/hom
e/kakyoso/homepage

ピールとしての﹁ I LOVE
憲法メッセージ集﹂
を発表する予定です︒
憲法改悪に手を染めようとする勢力は︑国

④ 正解者の中から抽選で、１名に5000円分、３名に2000円分、
９名に1000円分の図書カードをプレゼントします。
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定価 1 部50円 1月100円
組合員の購読料は組
合費に含む

民が許さない！ 教育基本法の改悪に反対す
る国民的なたたかいの先頭に立ってきた全教
だから︑確信に満ちて言えることです︒たた

〒761-8057 高松市田村町1033-3
ＦＡＸ 087-867-6446
E-mail kakyoso@niji.or.jp
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発 行 所
高松市田村町1033-3
TEL(087)867-4797
FAX(087)867-6446
香川県教職員組合
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32

① カギを解き、二重枠に入る文字をアルファベット順にＡ〜Ｚ
まで並べるとある語句ができます。クイズの答え、郵便番号、
住所、学校名、氏名を明記の上、ハガキかＦＡＸ、メールで香
教組に応募してください。
ヒント： こんな先生に私はなりたい
② 締め切り
2013年2月7日（当日消印有効）
③ あて先
香川県教職員組合
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かいを通した教訓︑団結と共同の力は︑全教
と全教の各組織にしっかりと受け継がれてい
ます︒
全国の全教組合員のみなさんとともに︑父
母・教職員︑地域の力を総結集して︑憲法改
悪は絶対に許さない︑今こそ憲法を守りいか
そう︑の世論を高める年にしていきたいと思
います︒
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2013.1.15日号
発行の定日
毎月15日、30日

1942号

(1)

県教委は 月 日︑香教組・
高教組等に対し︑国家公務員退
職手当法の改正に準じて退職手
当の見直しの提案をしました︒
２０１２年 月 日︑民主党・
野田内閣と自公などの談合勢力
により︑国会解散のどさくさに
紛れて国家公務員の退職手当削
減がわずか１日の審議で衆参両
25
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８７／１００
９２／１００
９８／１００
附則の調整率 １０４／１００

2014年7月1日〜
条例公布後
2013年10月1日〜
（2012年度内の予定）
現行
改悪実施時期

1942号 (2)
発行の定日
毎月15日、30日

2013.1.15日号
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11

院で可決されました︒労働組合
との関係では︑﹁連合﹂との合
意しか得られておらず︑国公労
連とは合意をしないまま強行し
たものです︒半数の労働組合と
合意したことをもって︑退職手
当を大幅に引き下げることは︑
雇用と年金の接続が不透明な状
況の中で︑公務労働者を使い捨
てにする大暴挙です︒
これをうけて︑ 月 日には
総務副大臣が地方公務員につい
ても国家公務員と同様の退職手
当の見直しを行うよう各地方自
治体・人事委員会に通知し︑香
川でも全く同率の退職手当引き
下げを県教委が提案しました︒
今回の退職手当大幅カットの
スケジュールは︑１年半の年限
で退職手当を段階的に減らす内
容ですが︑短期間で４００万円
を超える減額を行う前代未聞の
過酷な内容であるとともに︑そ
の実施時期を年度途中で区切り︑
早期退職を促す︒ねらいもあり
ます︒
26

私たち教職員は︑連年の賃下
げで預貯金の取り崩しを余儀な
くされ︑退職手当は退職後の生
活の支えとなっています︒さら
に︑年金支給開始年齢が引き上
げられることで将来への不安は
増し︑若年層をふくめて働きが
いを失わせる点で看過できませ
ん︒
教職員の退職手当が削減され
るなら︑民間労働者への影響が
懸念されます︒そのことが賃下
げと同様に︑個人消費の低下で
地域経済を疲弊させ︑ひいては

11

まだ決定したわけではありま
せん︒条例は２月議会で決めら
れます︒全教職員の力で退職手
当削減を実施されないようにし
ましょう︒

地方自治体財政への否定的な影 島県︑島根県︑長崎県︑和歌山
響も避けられません︒住民の暮 県の４県︑さらに４県が４月以
らしを守るという立場からも︑ 降になる予定です︒鹿児島と島
退職手当削減は認められません︒ 根は１年半の年限を３年にする
ことも実現できています︒

全国の状況を見ると 県で提
案が行われており︵１月８日現
在︶１月実施は７県︑２月実施
は３県︑３月実施は５県︑３月
日実施は２県となっています︒
４月以降に実施する県は︑鹿児
25
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香教組が毎年行っている﹁賃
金改善や多忙化解消等のための
要求署名﹂の要求項目の筆頭に
﹁退職手当の引き下げをしない
でください︒﹂があります︒で
きる限り多くの署名を集めたい
と思います︒署名とともに怒り
の声を聞かせてください︒
香教組は高教組とともに﹁退
職手当の見直し提案に対する要
求書﹂を県知事︑県教育長宛に
提出し︑２月には団体交渉をす
る予定です︒

