定価 1 部50円 1月100円
組合員の購読料は組
合費に含む

満期調べにご協力のお願い
自 動車 保 険 満 期調 べに ご協

主な要求内容

○国家公務員給与カットと同じような給与カットをしないこと
○県独自賃金カット・諸手当削減の中止

案や 原 発ゼ ロ︑ 最
低賃 金 の大 幅引 き
上げ な ど国 民的 な
諸要 求 を掲 げ︑ 東
京・ 霞 が関 で５ ・
中央行動に とり
くみ ま した ︒約 １
５００人が参加し︑
﹁安 心 して 働き 暮
らせ る 社会 の実 現
を﹂と集会・デモ︑
省庁 要 請な どを 繰
り広げました︒

２月に﹁ハラスメン

トのない快適な職場
づくり﹂︵啓発資料︶

が県教委から出されたことは︑
香 川 教育 ４ 月 日 号で 紹 介 し

し︑効果があったと喜びの声
が上がったので紹介したい▼
当 番 は７ 時 分 ま でに 来 る こ
とになっているはずなのに︑
もっと早く来なさいと言われ
たこと︒持ち帰り仕事をして
いますかと言われたことなど
の発言の記録と﹁ハラスメン
トのない快適な職場づくり﹂
︵啓発資料︶を持って地教委
へ行き︑啓発資料に書かれて
いるところを示しながら︑管
理職によるパワハラを説明し

たが︑早速︑啓発資料を活用
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力下 さっ た方 へ︑ 全教 自 動車
保険 の資 料と ﹁な るぞ う 一筆
箋﹂をお送りします︒

○適正な職員数の規模の検証を行わせること
○高齢期雇用に係る制度設計にあたっては︑次の点を制度に反

○地域手当の全県一律支給
○現給保障の堅持︑中高年齢層給与の引き下げを行わないこと

香教組は︑５月 日︑公務五者共闘︵香教組︑高教組︑日教
組香川︑県職労︑自治労県本部︶で県人事委員会と交渉を行い

た上に︑退職手当の引き下げに向けた検討が行われるなど︑公

3/15 「国家公務員給与臨時特例法に係る要請書」を人事委員会へ
3/16 「国家公務員に連動した賃金引き下げは行わないことを求める要求書」を
県教委へ、香教組は高教組とともに提出しています。

務労働者の生活と権利に大きな攻撃が加えられている現状を訴
え︑公務労働者の生活実態と要求を十分に反映した勧告を行う

10

60

業務が増え︑大変なことになっ
ている﹂と現場の状況を伝えま
した︒
定年延長について︑高教組か
ら︑﹁二人で一人と定数内でカ
ウントすると︑新規採用者に影
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費税 増 税法 案の 廃

全 労 連と 国民 春
闘共闘は 日 ︑消

響する︒定数外でカウントする
こと︒定年延長で給与が７割で
もひどいと思っていたが︑再任
用になると︑給与が半分ぐらい
になる︒やっていけない﹂と発
言がありました︒

ました︒
人事院勧告を無視して国家公務員給与の大幅削減が強行され

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

映させること
①希望者全員の雇用を確保すること
② 歳以上は定数外とすること
③人件費抑制と絡めての制度設計としないこと
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よう強く要求しました︒
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ハラスメントに関わる言動も
記録しておきましょう︒

身を守るのに役立つお守りと
思って︑持っておきましょう︒
また︑記録を付けておくこと
も大事︒仕事時間とともに︑

よっては︑一人一人に配った
ところもあれば︑回覧しただ
けのところもある︒私たちの

たということだ▼この話を聞
いた組合員は職場に啓発資料
をおいて︑直ぐ使えるように
したいと言っていた︒学校に

と約束した︒それからは︑管
理職からのパワハラがなくなっ

なくなり︑管理職を指導する

が︑県教委の作った啓発資料
を示しての説明には反論でき

た︒地教委は最初は管理職を
かばうような発言をしていた
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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

公務五者は︑８年も続く県独
自カットの中︑さらなる国家公
務員給与削減措置の地方波及に
つながる勧告をしないよう︑県
独自カットの即刻中止とともに
強く求めましたが︑明確な回答
はありませんでした︒
多忙化解消について︑県職労
からは︑﹁人員削減により︑グ
ループ制がなくなり︑若い人が
主として仕事をするようになっ
た︒責任の度合いが高まり︑相
談しようとしても担当が違うの
で相談できず︑精神疾患が増え
てきている﹂と発言がありまし
た︒
香教組からは﹁若い人だけで

ない︒教職員の
退職平均年齢が
過ぎで 年残
して止めていく
人が多い︒精神
的にも肉体的に
もきつい︒毎日
２時間以上残業
し︑持ち帰り仕
事ができなく土
日も学校へ行っ
ている﹂と学校
現場の現状を話
し︑﹁業務見直
しは効果が出な
い︒人を増やす
以外方法はない﹂
と発言しました︒
人事委員会か
らは︑﹁ＩＴ化
をすれば長時間
労働を解消でき
る﹂と答えると︑
五者から︑﹁も
うＩＴ化はほと
んどできている︒
人を減らして︑

25
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2012.5.30日号

５月 日︑サンメッセ香川 中会議室において︑香教組 教｢育
講座﹂が行われました︒前半は︑講師にもと香教組副委員長の
小早川加代子先生を迎えて︑﹁どんな生徒に育てたいのか﹂を
演題に講演︒後半は︑グループに分かれて︑若い人が学校での
悩みを出し︑みんなで考える﹁学びのフリーマーケット﹂を行

生徒らの話に付き合う︒そんな
先生を生徒らはよく見ている︒

静かに聞かせる方法︑﹁先生
が話すのを途中でやめたときは︑
誰かがしゃべっているか︑聞い
ていないときだから︑分からな
いように教えてあげて﹂と言っ
ておき︑１分でも︑２分でも待
つ︒注意してくれたらありがと
うと言う︒許せないものは許さ
ない︒
学年はじめの団集会で 分過
ぎに騒がしくなり始めた︒﹁み
んなの力を見せてもらおう︒声
が大きいと聞いている︒野球部
のキャプテン︑言いたいことを
一言どうぞ﹂と言って︑言って
香教組は︑県内市 町教委に学 校司書

配置促進についての申し入れと中学校・
保健体育における武 道必修に関 する要
請書︑医師の面接指 導制度化に 関する
要請書を届けました︒
学校司書について は︑２０１ ２年度
政府予算に︑小中学 校の学校図 書館担
当職員の配置のため の予算１５ ０億円
が地方財政措置に新たに含まれました︒
学校図書館担当職員 の配置につ いて︑
﹁ 週 時 間 の 職 員 を２ 校 に １ 名 程 度 配
置することが可能な 規模﹂を交 付金と
して各自治体に措置 することと なって
います︒交付金が確 実に学校司 書配置
に活用されるよう申し入れます︒

高松テルサ 大会議室
資料代 300円

もらって︵拍手︶バレー部キャ
プテン︑卓球部全員︑・・・︒
とやって終わる︒次から次へと
生徒が主役で会を進める︒事前
指導に 時間かけ︑ 分の発表
を成功させ︑生徒に自信を持た
せる︒
決めたことは守って︑守らせ
ることができないことは決めな
い︒
3

上から目線で︑こうであらね
ばならない要求をすると︑﹁わ
かっとるわ︒学校でしてくださ
い﹂となる︒親の悩みを前提に
聞く︒親と仲良くすることは︑
子どもと付き合う大前提︒いい
ことで電話することが多い︒つっ
ぱり生徒の所には毎日家庭訪問︒
共感しながら︑私がこうします

１９：００〜 ６／１２（火） ６／２６（火）

三豊（三豊教育会館）１９：００〜 ６／４（月）６／１８（月）

丸亀（市民会館） １９：００〜 ６／６（水） ６／２０（水）

青 年 教 員 から ︑ し つ け 方 ︑
学年主任との関係づくり︑家庭
の問題にどこまで関われるのか
など質問が出され︑ベテラン教
員が考えを述べていきました︒

一 目 置 か れる 教 師 に な れ ︒
どういう授業︒どういう生徒指
導するのか︒
生徒を指導するには︑覚悟が
必要︒途中で逃げない︒私らが
何とかする︒生徒が助けてくれ
る︒一人の人間として生徒目線
で尊重しながら付き合える︒

から︑フォローしてとお願いす
る︒

高松（香教組）
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武道必修化につい ては︑今年 度４月
から必修となった武 道の施設・ 設備の
準備や指導者の確保 についての 課題な
ど多くの不安を解消 するための 要請で
す︒
医師の面接指導制 度化につい ては︑
教職員の健康破壊を 生み出す多 忙な職
場の実態を改善して いくための 要請で
す︒

６月９日（土）
９：３０〜１２：００
（９：１０ 受付）
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いました︒

聞いて直ぐやれるという話で
はない︑人間性にかかっている
と話が始まりました︒
服装など管理的にきちっとし
た子どもに育てる︒こうあらね
ばならないからの脱却が大事︒
自分のやりたい実践︑自分の思
いで教育ができることほど幸せ
なことはない︒
２００４年︑２００６年に３
人の新採教諭が自殺した︒３人
の自殺に共通しているのが現場
からの一言がぐさっとつきささっ
たのが原因である︒お互いの話
をじっくり聞くゆとりがないと
いけない︒授業に出ていない生
徒らから 先
｢ 生︑ひま﹂と言わ
れ る と︑ どん なに 忙 しく ても
﹁ものすごくひま﹂と言って︑
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