21

開示について県教委は︑﹁特
に考えていない﹂と回答してい
ます︒
そこで︑香教組は﹁勤勉手当
の評価結果の開示と下位区分の
ガイドラインおよび事例を示す
ことを求める申し入れ﹂を提出
しました︒

28

30

日に出まし

11

20

月

日に予 定され てい た教育

私学も無償に １２・９銀座パレード

回目となる勤勉手当差別支給ボーナスが

ＩＬＯ・ユネスコ﹁教員の地
位に関する勧告﹂ 項では﹁教
員の仕事を直接評価することが
必要な場合には︑その評価は客
観的でなければならず︑また︑
その評価は当該教員に知らされ
なければならない﹂としていま
す︒
速やかに評価結果の開示と下
位区分のガイドラインおよび事
例を示すことを要求し︑この制
度そのものをなくしていきたい
と思います︒
月

4

定価 1 部50円 1月100円
組合員の購読料は組
合費に含む

10

た︒香教組は 月 日県教委に対し︑﹁勤勉手当の評価結果の
開示と下位区分のガイドラインおよび事例を示すことを求める
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11

申し入れ﹂を提出しました︒

の都道府県で評価結果の本
人開示︵一部開示も含む︶が行
われています︒
総選 挙の影響 で︑

日に延 期され るこ とにな

11

一足先に行われた We Love 私学

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

12

64

りました︒
国 の影響 でどう なる か行方 が分 から ない 少人 数学

全国署 名集 約集会 が１月

11 10

級で すが︑ 山梨県 は２ ０１４ 年度 まで に︑ 少人 数学
級を 公立小 中学校 全学 年に拡 大す る方 針を 決め ︑県
12

12

人事委員会は昨年勤務実績の
給与への反映については︑より
綿密な面談など手続の透明性も
含めたより信頼性と納得性の高
い人事評価制度の確立に向け︑
常に実施状況や結果の検証を行
うと共に︑必要に応じ見直しを
行うなど︑客観的︑かつ︑公平・
公正な運用が行われるようさら
に努めることが必要としていま
す︒今年は制度導入後５年が経
過したことから︑改めて体制・
運用面などについて幅広い検証
をと言っています︒

12

議会 月定例会 で明らか にしました ︒︵ ／ 読売
新聞︶
沖縄 県・ 大城教 育長は ︑県議 会 月定 例会 で︑２
０１ ３年度 から県 内の 小学校 年 生へ の少 人数 学級
導入を 検討 してい ること を明ら かにし まし た︒︵
／ 琉球新報︶
香 川では 少人数 学級 につい てま だ明 るい 話は 聞い
ていません︒
年を超えて
要求し続けて
きた 人学級
がようやく
人以下学級と
してスタート
したばかりで
す︒後退する
ことなく︑前
進させるため
後一踏ん張り
署名を集めて
ください︒お
願いします︒
6

11
香教組は昨年 月のボーナス
に合わせて︑勤勉手当アンケー
トを実施しました︒２６６名の
回答があり︑９割を超える教職
員が﹁やる気が出ない﹂﹁この
制度をやめてほしい﹂と回答︒
１０３名が文章でも回答し︑
名が評価について怒りを表しま
した︒
︵回答より︶
﹁何を評価されているのか知
りたい﹂
﹁評価の方法がはっきりしな
い﹂
﹁正当な評価がされていると
は思えない﹂
﹁自分の評価がどうなってい
るのか分からない﹂
﹁校長の評価の基準があいま
いで︑単に校長の好き嫌いに
よって勤務成績が決まるのが
実態である﹂
﹁評価をする人のものさしが
基準なのでよくないと思う﹂
﹁優秀から良好になったが︑
理由が分からない︒どこがで
きてなかったからときちんと
評価して伝えて欲しい﹂

33

http://www.niji.or.jp/hom
e/kakyoso/homepage

香教組が教職員から広く意見
を求めたのに対し︑県教委は校
長から意見を聞くだけしかして
いません︒
検証というのは︑片一方の意
見だけではなく︑評価される方
の意見も聞かないといけないの
ではないでしょうか︒
納得がいかないとき︑校長に
話を聞いたり︑不服申立ができ
たりしますが︑評価が開示され
ていなくては話がかみ合いませ
ん︒

12
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2012.12.15日号
発行の定日
毎月15日、30日

1941号

(1)

今年も残すところ
あと２週間になった︒

新聞では今年の重大
ニューストップ の選考に入

組本部へ教育や職場の問題点
をぜひ伝えて欲しい︒来年も
よい年でありますように︒

書での﹁つくる会﹂系教科書
が採択されないよう全力を尽
くした④ハラスメント啓発資
料︒ことあるごとに管理職の
パワハラを訴え︑パワハラガ
イドライン作成を長年要求し︑
ようやく県教委が作成した⑤
医師による面接指導アンケー
ト実施︒２つの自治体で学校
で残業記録簿を作成している
ことが分かった▼政治も同じ
であるが︑一人一人の教職員
の願いが子どもの教育︑職場
の働きやすさに大きく影響す
る︒近くの組合員または香教

阻止︒昨年の育鵬社教科書採
択の悔しさをバネに高校教科

筆を超える署名を集めた③
﹁つくる会﹂系教科書の採択

きい②寄宿舎指導員採用試験
再開︒指導員の非正規化が進
む中︑県内および全国に支援
のアピールを行い︑７０００

超える教職員が制度の廃止を
訴えた︒交渉のたび︑声を伝
えた︒現場の生の声の力は大

をあげたい▼①勤勉手当差別
支給アンケート実施︒９割を

る頃︒ということで今年香教
組ががんばったことトップ５

10

2012.12.15日号

発行の定日
毎月15日、30日

1941号 (２)

人事異動 女性部

１月10日の女性部・青年部交渉、２月６日の２０１２年度末人事交渉の要求書の重点が決まりました。
交渉は、教職員の声を届ける場です。伝えて欲しいことがあれば、ぜひ香教組まで連絡をしてください。
○一人ひとりの教職員の意思を尊重し、希望と納得に基づく人事を行うこと。
○「人事異動の基本的な考え方」にある地域間人事交流の原則（異なる2地域以上に勤務すること）を撤回すること。また、
新規採用職員としての配置も、「教職員のライフステージ」の中における勤務の1つとして認めること。
○教員採用試験の受験資格の年齢制限を撤廃し、名簿搭載方式・講師の一次試験免除など、現行の採用試験制度の改善を図
ること。
○校長評価については、5段階でするような評価はせず別紙、無記名とし、「校長評価」について教職員団体との協議の場
を設けること。また、校長評価と合わせて、教頭評価が行えるよう記述できる用紙を用意すること。
○香川型教育を少人数学級の方向に発展させていくこと。
・小学校低学年において実現されたことをふまえ、小学校４年生においても実現すること。
・学校の実態に応じて、特別支援および学習支援のための人員（教員免許保持者である者）を配置すること。
○母性保護について
・病休や産休の代替配置の遅れを解消し、安心して休暇・休業制度を利用できるようにすること。
○勤務条件の改善について
・短期の介護休暇は、２親等までの親族を対象とし、同居別居を問わないこと。
○管理職による教職員及び児童・生徒に対しセクハラ・パワハラ等の行為がないよう指導・監督すること。
○スタート研修について、次のことを改善すること。

青年部

・辞令が交付されていない段階での「スタート研修」は中止すること。
・参加は希望制であることを徹底すること。また、参加しなかったものへの不利益扱いはしないこと。

○初任者研修制度のあり方を抜本的に見直し、次のことを改善すること。
・学校運営や校内行事など、日常の教育活動を優先させるために、初任者研修会の回数を減らすこと。
・形式的な指導案、報告書を提出させず、子どもとふれあう時間を確保すること。

・初任研による年休・特休等の権利侵害をしないこと。
・新採研修（五色台宿泊研修）については、期間を短縮すること。また、費用を事前に支給し、参加者本人に負担させな
いこと。
○臨時教職員の勤務条件について
・臨時教職員の初任給を引き上げ、現在の「頭打ち」制度をなくすため、臨時教職員に正規採用者の給料表を適用するこ
と。当面1-65で「頭打ち」している臨時教職員の給料を4号引き上げること。
・定数内講師の任用は、22条講師ではなく、17条講師として任用すること。
・香川県の採用試験は、研修か職免で受験できるようにすること。
月

2

日常磐 コミュ ニティ センタ ーで 三豊 ・観 音

寺の教育をよくする会教育講演会が開かれました︒
岡山大学の住野好久先生を招き︑﹁みんなの力で︑

子ども たち に笑顔 を！ ﹂を テー マに ︑い じめ 問題 に
ついて学びました︒
﹁い じめ ﹂事例 をも とに ︑グ ルー プで 討議 しな が

ら︑﹁いじめとは何か﹂﹁教師︑親としてどう関わっ
ていくか﹂考えていきま

した︒
参加者からは︑﹁講義
形式ではなく︑自分の考
えを他者と比べながら進
めるので︑とても分かり
やすかった﹂という感想
が出ました︒

子どもたちに使わせたくない︒
戦争をしたことを誇らしく感じさせ︑目的に
よっては戦争をしてもいいような気にさせる内
容だ︒
中国に旅行に行き︑自分の目で見て︑耳で聞
いた内容と全く違っている︒真実をねじ曲げよ
うとしている︒

問い合わせ先 香教組会館内
香川県国民教育研究所︵民研︶
℡０８７ ８
-６７ ４-７９７
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