定価 1 部50円 1月100円
組合員の購読料は組
合費に含む

休刊のお知らせ
３月 日号の香川教育は
休刊とさせていただきます︒
ご了承ください︒

香教組は２月 日に第 回定期大会をサンメッセ香川で開き︑
およそ 人の代議員・役員等が参加しました︒
全国的にはいじめ・体罰問題が大きくとりあげられ︑また︑
退職手当削減︑国家公務員並みに地方公務員も給与カットなど
教職員の生活と権利への攻撃が強まる中での大会でした︒
代議員からは学校現場での子どもや教職員の困難な状況が報
告される一方︑困難な中だからこそ職場の期待にこたえる運動
が必要であるなどの熱心な討論が行われました︒
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あいさつする
中尾委員長

高松支部の活動
今年度 支部長にな り︑他
支部の署 名数やカン パ額が
気になり だした︒ま ずは支
部執行委 員ががんば ってや
ろうと声 を上げてい る︒同
時に力を 入れたのは 情宣で
ある︒交 渉後︑５回 発行し
た︒やっ てよかった と思う
のは︑ 支
｢部全員に大切な内
容が伝わ ること﹂﹁ 次回の
交渉に役立つこと﹂である︒
署名 カ
･ンパの達成集会をし
て︑お互 いの学校の 情報交
換をとり︑会話を増やして︑
支部を盛り上げていきたい︒
︵高 松支部・杉 村修︶

︵発言は裏面に続く︶

児童 に体 力を つけ
さ せよ うと ︑屋 外で
体 を動 かす 遊び 時間
を 設け る試 みが 東京
都 内の 公 立小 学校 で 始 まる ︒
﹁外遊びの義務化﹂だ︒最近の
子どもたちは︑塾通いやゲーム
の普及などで外で遊ぶ児童が少
なくなったとされる︒このため
休み時間や放課後に教員が主導
し︑毎日計 分間︑外遊びをす
る▼私も若い頃︑昼休み︑放課
後もよく子どもとサッカー︑ドッ
ジ︑おにごっこなどをして遊ん
だ︒遊びの中で子どもの優しさ
や勝ち気な性格など大事な面を
見て取ることができた︒遊びを
通して子どもたちとつながりを
深めることができた▼学力︑学
力と言ったり︑成績主義賃金を
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導入したりして子どもたちと教
職員は遊びから遠ざけられた︒
遊んでいると︑ボーナスが下が
るのではないか心配で遊べなかっ
た︒ところが︑体力が落ちた︑
いじめ問題が起きたなどの対応
策として遊びの義務化とはいか
がなものか︒勤務時間内に終わ
らない仕事がますます増える▼
全教が昨年秋に行った勤務実態
調査２０１２の中間報告が出た︒
月平均 時間の残業︒過労死ラ
イン ( 時間︶をとうに超えて
いる︒死ねとでも言うのか︒残
業を減らし︑成績主義賃金をな
くせば︑少しは遊ぼうかなとい
う気持ちにはなると思う︒遊び
ながらボーナスのことなど考え
たくもない︒
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未分会訪問
年 ２回︑ 全部の 学校を 訪
問し ︑署名 行動を したり ︑
情宣を配布したりしている︒
今年 は退職 金問題 があり ︑
たく さん署 名やカ ンパに 協
力い ただい た︒署 名目標 は
３５ ０筆︒ 丸亀市 の教職 員
の過半数となる数だから︒
訪 問して いる人 の年齢 層
が上 がって いるの で︑こ の
訪問 を若手 に引き 継いで い
くこ とが今 後の課 題だ︒
︵丸亀支部・大野孝之︶
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県独自カットの継続︑国家公務
員並みの給与カットの地方への
波及に対し︑たたかっていくこ
と︒競争主義的な教育や教育の
管理 統
･ 制に対し︑対抗してい
くことを述べました︒
最後に︑いじめ・体罰問題に
触れ︑いじめ 体罰をいっそう
･
す るた め ︑ 自 主 的 民
･ 主的な教
育を行っていくこと︒保護者 ･
子 ども 父
･ 母国民がこの問題を
真摯に議論し︑解決を図ってい
くことが最も重要と訴えました︒

全 教自動車保 険は教職 員
家族 を守る保険 ︒禁固刑 に
なる と職を失う ︒重大事 故
が起 きたら︑代 理店 弁
･護
士 全
･ 教が禁固 刑になら な
いよ う相談する ︒こんな こ
とが できるのは 全教自動 車
保険だけだ︒
全 教共済を全 教共済局 に
位置 づけ︒組織 拡大と一 体
でとりくむ︒
教 職員賠償責 任教済を 自
主共 済化︒医療 共済の手 術
見舞 金を改正し た︒公的 保
険が きく手術に は見舞金 が
出る︒
若 い人が共済 に入って き
てい る︒職場で 声をかけ て
ほしい︒

全教共済
平尾専務理事

いじめを解決する力は︑
子ども︑教育の中にある︒
全教青年部副部長安部先生
は管理的な教育の広がりは
優しい先生の力を奪うと言っ
ている︒日本弁護士連絡会
は人権擁護大会で﹁教育の
統制と競争主義的な教育の
見直し﹂を全会一致で採択
した︒
退職手当削減は将来に渡っ
て全体の賃金削減︒若い人
に被害甚大︒
全教が昨年勤務実態調査
を行った︒中間報告では残
業が平均月 時間 分︒過
労死ラインが 時間︒いの
ち・健康に関わる︒いい教
育ができるのか︒
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http://www.niji.or.jp/hom
e/kakyoso/homepage

続いて大久保書記長が︑人事
異動のとりくみ︑教職員の賃金
をめぐる状況︑長時間労働に対
するとりくみ︑少人数学級実現
を求める運動など２０１２年度
の運動の経過と総括について報
告を行いました︒
討論では︑各支部や専門部か
ら多くの発言がありました︒そ
の後︑２０１３年度の役員選出︑
﹁大会決議﹂の採択を行い︑大
会は成功裏に終了しました︒
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中尾委員長は開会のあいさつ
で退職手当削減問題についての
とりくみを話した後︑香教組が
年間とりくんだ成果と課題を
述べました︒
成果では︑たくさん香教組の
仲間が増え︑青年部の動きがで
きていること︒寄宿舎指導員採
用試験を香教組障害児学校寄宿
舎部会が中心になってとりくみ︑
再開させたこと︒女性部などの
交渉により︑来年度小４までの
人以下学級が行われるように
なったこと︒明成社の高校教科
書を採択させなかったこと・香
川民研が﹁育鵬社教科書批判﹂
報告集を発行し︑注目されてい
ること︒ ハ
｢ ラスメント啓発資
料﹂を全職員に配布させたこと︒
課題は︑退職手当削減に続き︑

全教
今谷書記長

1
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代替が来ない
８月末 から病休に 入って
いる先生 の代替を探 すが見
つからず ︑９月２週 目にな
り︑やっとみつかった︒
歳代の先 生が来られ たが︑
大変多忙 だったため ︑１月
７日に倒 れ︑休んで しまう
ことにな った︒今は ６時間
講師を８ 時間講師に 切り替
えて対応 している︒ 短期間
で担任が次々変わったため︑
子どもたちは落ち着かなかっ
た︒
学校内 で余裕のあ る教員
数にしな いと子ども に落ち
着いた教育はできない︒もっ
と若い教 員が育つよ うな教
育環境︑ 教育条件を 整える
ように交 渉していか なけれ
ばならない︒
︵高松支部・林康子︶
教室不足
児童 生
･徒が増え︑教室が
不 足している︒ 幼稚部は 東
校舎 元(保育専門学校︶を使っ
て いる︒運動場 を潰して 校
舎を建てている︒
工事が気にな って︑急 に
走り出す子もいる︒
︵障支部・武智洋子︶

子どもの教育をめぐる問題
教育相談担当として︑不
登校生やその保護者︑担任
と関わっている︒
本校にはスクールカウン
セラーが二名︑スクールソ
ーシャルワーカーが一名配
属されている︒
いずれも一度赴任すれば
その中で何年間は継続して
ケースに関わらないと成果
は見えてこない職種である︒
しかし︑毎年のように人事
を替えられ︑腰を据えた取
りくみができていない実態
がある︒また︑スクールソ
ーシャルワーカーにおいて
は︑配属しておけばよいと
いうものではなく︑現場で
戦力になるような人材づく
りが必要だと思う︒
高(松支部・杉村智子︶
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３学期制・県学習状況調査
３ 学期制に戻っ たさぬ き
市の 現状は始業式 後も普 通
授業 をしている︒ １年生 の
午前 学習がなくな った︒ ま
た︑ 懇談会が長期 休業中 に
なっ たのに︑サマ ースク ー
ルも 依然と変わら ず行う な
ど多忙化に拍車がかかった︒
行事 を見直し︑な ぜ戻す の
か説明を行うべきだ︒
県 学習状況調査 につい て
は︑ 準備物の説明 不足︑ 訂
正箇 所が多い︒問 題の答 え
がす でに問題文の 中にあ っ
たり ︑内容にも不 備があ る
など 現場が混乱す ること が
多い︒
︵大川支部・田村実︶

３つの問題
高松支部の 全員集会 ︑支
部集会で職場 の問題が ３つ
出た︒
①給食場のセンター化
②３学期制の問題
③クラウドの問題
現場の意見 を聞かず に決
まってから知 らせると 言う
ことが多くな った︒交 渉の
中で︑現場の 声をしっ かり
届けたい︒
︵高松支部・平賀敦郞︶
小４ ３５人学級
小４の 人学級が実現し︑
明るい見通 しができた ︒県
教委も誇らしく言っていた︒
立場を超えて必要︒
女性権利 パンフを作 成す
る︒働きや すい職場づ くり
にしたい︒
︵女性部・中尾美方子︶

若い人を育てる
青年︑新組合 員を育て よ
う と︑教育実践 や職場活 動
に力を入れている︒
若い人が一人 になった と
き︑活動ができるか心配だ︒
離 れた人へいか に声をか け
る か︑組合全体 の課題だ ︒
エ デュカフェは 組織・若 い
人 を育てる︒ぜ ひ︑声か け
を！︵高松支部・濱田里美︶

寄宿舎指導員採用実現
寄
｢宿舎教育の充実・発展
を求 める会﹂を 発足し︑ 全
国に 呼びかけて 署名活動 に
とりくんだ︒
９ 年ぶりに２ 名の正規 採
用が実現した︒
︵障支部・真鍋真由美︶
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青年部のとりくみ
青年 部ではエデ ュカフェ
を月１ 回開催して おり︑庵
治の里の草原先生を招いて︑
子どもたちの相談をしたり︑
問題解 決の方法を 学び合っ
たりし ている︒若 い教職員
と経験 年数の深い 教職員が
混ざっ て︑いろい ろな話や
意見が 出てたいへ ん勉強に
なって いる︒今後 もつなが
りを大切にしながらがんばっ
ていきたい︒
︵高松支部・宮本純子︶
三豊支部活動
署名が届い ていない 分会
に 電話︒署名 用紙をな くし
て しまったと 返事︒署 名用
紙 を届ける︒ 署名が返 って
く る︒ていね いなとり くみ
が大事︒
ＯＢを語る 会では︑ 今の
管 理職や教育 長をＯＢ が以
前 指導したと いう話が 出る
と ︑見方が変 わる︒他 の支
部でもしたらどうか︒
私学０時限 勤務︒職 員室
で 倒れ︑心肺 停止︒ど うに
か 現場復帰し ている︒ 他の
人 ︑体を壊し ５年残し て退
職 ︒何に一生 懸命にす るか
気をつけよう︒
︵三豊支部・岩田富雄︶
卒業式３回
行事 が学部ごと に行われ
る︒卒 業式は３回 ある︒管
理職の業務が増えた︒
署名 活動にとり くみ︑マ
ンモス 化を解消し たい︒
︵障支部・鈴木弘恵︶
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青年部の活動
年度末に﹁先生とたま
ごの学校﹂ で庵治の里 ・草
原先生の講 座からスタ ート
し︑連続講 座になった ︒職
場の悩みを 語れる会に して
いきたい︒
全国青年学習交流集会
︵岡山大会 ︶に４名が 参加
した︒
遊びの会 も含めて︑ 青年
部員の横の つながりを 広げ
てほしい︒
︵青年部・田中和美︶

教員研修
自｢主研修﹂という名の強
制研修をお こなってい る学
校がある︒ しかも早朝 から
子どもたち が登校して くる
までの時間 帯だと聞く ︒な
ぜ校内研修 に位置づけ ず︑
姑息な手段 を使うのだ ろう
か︒また︑ 誰が何のた めに
このような 研修方法を 提案
しているの か︒私たち は注
視する必要 がある︒
︵高松支部・和爾祥枝︶

民研
毎月例会 を開き︑今 年度
は育鵬社教 科書問題に つい
て報告書を 作成した︒ ぜひ
一読を︒民 研だよりで も紹
介している ︒教科書の 問題
点︑採用の 経緯につい て︑
問題意識をもってほしい︒
民研のブ ログも作っ た︒
民研宛のメ ルアドもあ る︒
来年度は 学習状況調 査に
ついて研究をすすめる︒メー
ルにて情報 提供をして ほし
い︒︵高松支部・櫛橋秀晃︶

11

冬のヒマワリ・初任研
ひまわり学校に総勢 名
の参 加があった︒ これが 卒
業旅 行という４年 連続参 加
の学 生もいた︒特 別支援 学
校の マンモス化の 説明し ︑
署名 の協力を保護 者に呼 び
かけ た︒拍手をも らい︑ 感
激した︒
初 任研途中で退 職者が ２
年連 続出ている︒ 上から 押
しつ け︑型にはま る教師 の
育成 など県の意図 がうか が
える ︒職場でふる い落と さ
れる ような初任研 ではあ っ
てはならない︒
︵障支部・谷本守︶
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香教組２０１３年度役員体制

小中一貫校
勤務時 間が１・２ 倍︒職
員会は２ 回︵小中ご とと全
体︶
中学生 が落ち着い た︒小
学時代の 担任がいる ことの
よさ︒反 面︑小学生 の荒れ
が大きい ︒６年生が のびの
びできない︒
︵高松支部・井上泉︶
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