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くれる人も少ないのに。」（高松市スナック経営者）
安 倍 晋 三内 閣 が 打 ち 出 し た 通
｢ 称アベノミクス」の中の一つ
東日本大震災の復興のために国家公務員の給与を減らして、復
興の財源にするという政策は、地方公務員給与の削減にまで及

「市や県の公務員の給与を減らしたら、私たちだって食べら
れなくなってしまう。それじゃなくても、最近は、飲みに来て

平成２６年の
春をめざして

ぼうとしています。しかし、全国的にこの政策に対して、反対
の大合唱が起こっています。

らえば堅持できるのだが」と積
極的な声を上げています。

今回の賃下げは、これまでの
賃下げと桁が違います。今回カッ
香川では、これまで人事委員
トしようとしているのは、平均 会の勧告を無視し独自カットを
７ ８
. ％のカットを強行しよう 行ってきました。また高松市に
としています。また、ボーナス 出るはずの３％の地域手当も出
は平均９．７７％のカットです。 していません。それを県全体に
これを金額で表すと、一ヶ月分 振り分けることもしていません。
の給与以上の金額が、私たちの
ただでさえ香川の地方公務員
ふところから無くなるというも の給与は、全国的にも低位の状
のなのです。また、２年間とし 態です。生活への大きな影響は
ていますがそれも本当かどうか もちろんのこと、私たち教員の
分かりません。
士気もこれでは下がるばかりで
す。
香教組は、自治労（市や町の
役所等の組合）・県職労（県庁
等の組合）・日教組香川・香川
高教組（香教組を併せて５つ）
の組合と手を組み人事委員会に
要求書を５月 日に提出するよ
うに計画しています。

▼四月から自分の息
子や娘を大学に進学
させた先生方もいる
ことと思う。東京の
有名私立大学では、平成 年の
初年度納入金と年間授業料で、
文系の学科でも二一〇万円を支
払わないといけない。（エンジ
色が目印の箱根駅伝に出てくる
某大学）▼そんな中、親に負担
をかけずに学校へ通おうと奨学
金を借りる学生がたくさんいる。
▼先日ある弁護士さんに話をう
かがった。「奨学金は、これま
で学校に行きたくても十分なお
金がないものが貸与してもらい、
学生生活を送ることができるよ
うにするためのものであった。」
「しかし、最近は返還金に利子
を付けたり、サラ金でさえある
延滞利息の減額も認めないとい
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うものまで出てきている」▼日
弁連が実施した 全
｢ 国 一斉 奨 学
金返済問題ホットライン」では、
一日で４５３件もの相談があっ
たそうだ。 就職先がなく返済
｢
の見通しが立たない」 就
｢ 職が
決まらず半年は、フリーターで
働き、その後は契約社員になっ
たが経済的に困難で延滞金だけ
でも 万円にもなっている」な
ど様々な声が寄せられたらしい。
▼経済的に困難なので、「返済
を猶予してほしい」と免除申請
をしたが、「すぐには免除しな
い」と言われた等の声もあった。
▼非常な取り立てにあった女子
学生の母親は、「若者がこんな
に借金を背負っていて日本に未
来はあるのか」と語っていたと
いう。
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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

地方公務員への給与削減は、
発表当初、今年の４月から国家
公務員にならって一律の削減を
地方にも行うように予定にして
いました。しかし、地方はこれ
に対して声を上げ、実施されな
いよう反対の動きを強めていま
す。
香川でも「国より給与水準が
低い自治体には削減を求めない
でほしい」などの積極的な声が
首長から上がっている所もあり
ます。

国は、今回のカットが行われ
れば国から配分されている地方
交付税交付金で６０００億円も
の削減ができると考えています。
これらの動きに対してさすが
に全国の知事も憤りを表してい
ます。（各県の知事の声は以下）
「地方を国の奴隷のように使っ
ている」（全国知事会会長の山
田啓二京都府知事）
「一律に指示を出すのはいかが
なものか」（猪瀬
直樹・東京都知事）
「新藤義孝総務相
は報酬を半分ぐら
いにカットしてい
るのか」（松井一
郎・大阪府知事）
など反対の声もあ
がっています。
香川県知事は、
「今のところ今回
のカットについて
は、応じるつもり
はない。周囲もしっ
かりと運動しても

した対応で、教員の身分を守り、一度も免職者を出して
いません。ぜひあなたも安心できるこの保険に。

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

首相が、東日本大震災の復興の
ために国家公務員の給与を下げ
て、財源を確保したいとしたと
ころが発端です。震災からすで
にどれだけの期間が経ったでしょ
う。東日本大震災の復興といい
つつ、国は復興のためにお金を
使わず、過去最高の軍事費を予
算計上しま した。国
が財源を自 らで作ら
ず、それを 軍事費に
回しておい て公務員
にのみそれ を求める
のは、言語道断です。
しかも国 家公務員
の給与が下 がったの
だから、地 方公務員
も下げると いう麻生
太郎副総理 兼財務相
の言い方は 、「私た
ち教員も付 き合えと
言うのか」 と言いた
くなるものです。

と入れてもらえなくなることを知っていますか？全教自
動車保険は、これまで重大事故が起こってもしっかりと
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のコマーシャルなどでとっても安い保険が出ています。
でもそれは、事故をしないときだけのもの。事故をする
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香川県教職員組合

地方公務員の給与削減に対し
て各県の反発は非常に厳しく、
大反対の運動が始まっています。
現在、実施に向けて削減の提
示がなされた県は、岡山・長崎・
島根・奈良・和歌山・福岡・佐
賀の７県です。
もともと、この提案は、安倍

あなたの保険は、本当に大丈夫ですか？最近、テレビ
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国民投票の投票権は、年齢満18歳以上の
日本国民が有することとされています。
ただし、必要な法制上の措置が講ぜられ、
年齢満18歳以上満20歳未満の者が国政選挙
に参加すること等ができるまでの間は、年
齢満20歳以上の者が投票権を有することに
なります。（平成22年5月18日施行）
な数になると憲法を変える発議
が可能です。
でも国民は本当に憲法を変え
ることを望んでいるのでしょう
か？最近の政治を見ると、私た
ちが願っている政治とはどんど
んかけ離れた方へ進んで行って
いるような気がします。
今回 条を安倍首相は変えよ

うとしていますが、この法律を
変えてしまうと、政権が変わる
たびに自分に都合のいい憲法が
できてしまうのではないでしょ
うか。国の最高法規はそんな簡
単に変えてもよいものなのでしょ
うか。

私たちは教員です。日本国憲
法の三大原則は？
一 基本的人権の尊重
二 国民主権
三 平和主義
子どもたちにこう教えてきた
はずです。この三大原則は、絶
対間違ってはいないと思います。
今話題になっている憲法を変
える本当の狙いは 条ではあり
ません。もっとその先の狙いが
見え隠れしています。
そもそも憲法は、国民が国家
にこれだけは守ってほしいと決
めた法律です。私たちにも宣誓
書があるように政治家は、憲法
を遵守しないといけません。

今、政治の主人公は国民です。 せん。 教｢え子を戦場に送るな」
国民は「政治家を選んでいる 私たちは、同じ過ちを繰り返さ
のだから最低このルールは守っ ないこと誓うべきです。
てほしい」このルールが憲法な
のです。

天皇 又

例えば、憲法 条はなぜある
のでしょう。

第九十 九条

務を負ふ。

は 摂 政 及び 国 務 大臣 、 国 会 議
員、裁判官その他の公務員は、
こ の 憲 法を 尊 重 し擁 護 す る 義

憲法
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憲法 条は、政治家が勝手に
暴走を始めないために作られて
いるのです。もしこの法がなかっ
たら、「国民が作った憲法なん
て守ってられるか！」なんて暴
走されるわけです。本当は、首
相は憲法を守るべき人なの で
す。今の状態は決して憲法を１
守っているとは言えません。
私たち教員は、戦争に協力す
る子どもたちを育ててはいけま
99

理科の実験中に不慮の事故が起こった。部活の指導中に子どもが、
あなたの見ていないところでけがをしてしまった。もし、あなたに損
害賠償の責任が生じたとき、全教共済の教職員賠償責任共済は、月々
たった150円の掛金で2000万円までのの補償金が払われます。
全教共済の火災共済は、火災だけではありません。地震特約もつけ
ることができます。全国みんなの助け合いですから、東日本大震災で
も全教共済は力を発揮しました。ぜひあなたも安心して入りましょう。

香川県が、「３年連続学力テスト日本一」を
１９６４年に取ったことは今の年配の先生方の中
に知っている人もいるかと思うが、当時様々な分
野でその弊害が起こった。
当時を振り返って、香教組の５０年誌には次の
様に書かれている。
この学力テスト日本一に対して、香川・愛媛に
学術調査団が入った。その報告の中で
「香川・愛媛両県における大多数の小・中学校
で学力調査のための『準備教育』が明らかな行政
指導のもとで行われている。」
「教師や校長が学力テストのやり方に疑いや疑
問が生じてもよい点数をとることが教育の目的に
なり、それに反論できない状態に追い込まれてい
る」などのことがあげられている。
香教組は、歴史を振り返ってみて、現在もテス
トの練習と称して「テスト前のテスト」をしたり、
突然準備のためにプリントがたくさん配られたり
している所が一部にあるが、それは「本当の学力
向上には、決してならない」と言いたい。
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４月２４日、４年ぶりに全員参加方式で、
今年度の全国学力・学習状況調査が実施され
た。しかし県内のさまざまな学校の先生から
香教組に、「どう考えているのか」との声が
あった。その声に、今回答えていきたい。

もともと憲法は、何の目的で作られたのでしょう。憲法は、
国民を縛るものでなく、そのときどきの政権が勝手なことをし
ないよう国家を縛り、憲法に基づいて政治を行うために作られ
たものです。
しかし、民主主義国家の基盤ともいえるその原則は、今大き
く揺らぎつつあります。憲法違反の発言を繰り返す政治家、憲
法を無視して暴走する国会…。
「日本の立憲政治は、崩壊の危機にある！」
と言えるのではないでしょうか。
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前回の衆議院総選挙において
小選挙区の弊害からですが、自
民、公明両党で３２５議席を獲
得しました。憲法を変えようと
言っている維新の会の議席 を
入れると改憲派は、実に３７９
議席にもなります。こんな大き

１８歳以上の日本国民の
１／２以上の賛成
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自民党の改憲案
現状
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