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香川県教職員組合は︑ 月８日に県教育委員会と２０１４年
度の予算に向けた交渉を県庁北館４階で行いました︒
交渉にあたって︑香教組の大野委員長は︑賃金のカットが教
員生活に大きく影響しており︑香教組が所属している全日本教
職員組合のアンケート結果から︑教員の勤務時間が長く︑学校
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内で１００時間を超える時間外勤務をしている者が半数を超え
ている実態から﹁賃金が下がり︑拘束時間が長いのでは︑教員

病休・産育休︑介
香教組 護休暇などが遅滞な
く取れるよう︑代替講師を確保
してもらいたい︒また︑引き継
ぎの期間を延長し︑前後各３日
間を保障してもらいたい︒
この間︑採用数が
県教委
増えてきており︑代
替の人を見つけようと︑ＨＰや
ハローワークの利用︑又︑退職
教員への連絡をしているが教科

の士気が上がらない﹂と訴えました︒

今回のカットは︑
香教組 非常に大きく予算上
いくら必要かは分かっていたは
ず︑他県に合わせて実施した教
員の給与カットについてどのよ
うに考えているのか︒
９年連続のカット
県教委 で︑またその上にと
いう状態なので︑大変申し訳な
い︒現場で︑先生方が土曜︑日
曜も出てきている事は知ってい
る︒私のできる範囲で最大限の
努力をしたい︒
教育長はこの点は

香教組 どう思っているのか︒

教育長 折角︑独自カット
の出口が見えてきていたのに
６〜７％のカットに驚かれた
ことと思う︒教職員のみなさ
んには︑心苦しく思っている︒
国では今年度限りと閣議決定
がなされたとのことなので︑
一安心している︒

の免許等もあり︑条件に合う講
ノー残業デーは︑
県教委 校長の考えもあると
師が少ない現状がある︒講師登
録は︑随時行っている︒
思う︒これが現場になじむかど
三週間以上も︑代 うかもあり一律に行うのがよい
香教組 替の教員が配置され かどうか分からない︒
ず︑現場で困ったという事例も
ある市の役所では︑
香教組 一ヶ月年休が取れて
あった︒１人倒れると学校は非
常に負担が大きいが︑どのよう い な い 職 員 に 対 し て ︑ 上 司 が
に考えているのか︒
﹁計画年休を取れという指導を
今後とも︑現場の している﹂と言う︒そういった
県教委 先生方の負担になら 指導もできるのではないか︒
ないように︑できるだけ確保に
市や町の教育委員
県教委
努めていきたい︒
会が︑服務監督責任
小学校での打合せ を持っている︒﹁教員業務改善
香教組 は︑授業が終わって アクションプラン﹂も一緒に作っ
からになるため︑引き継ぎ期間 ていった︒服務監督権者である
が一日では︑一時間程度も話が 市町教育委員会との交渉でも話
できない︒もう少し伸ばすこと してほしい︒
はできないか︒
せっかく県が業務
香教組 を減らしても︑現場
今のところ１日で
県教委 お願いしたい︒ご要 は︑実際減った感じがしない︒
望は承っておく︒
今後も指導をお願いしたい︒
年休が取りやすい
県教委は︑この間
香教組 職場環境にするのは︑ 香教組 採用数を増やしてき
当たり前だが︑取る方が悪いと ていると思っているが︑週 時
言わんばかりの管理職がいる︒ 間の非常勤講師だと﹁会議途中
長時間勤務解消のため︑県庁 で抜ける﹂﹁部活動が見れない﹂
でも実施している︑ノー残業デー などの不都合がある︒小中学校
や︑タイムカードを導入する等 には適さないと思うのだが︒
できないものか︒
週 時間の非常勤
県教委 講師は︑小学校高学
年音楽専科などで以前に比べる
と任用数は少なくなっている︒
条講師など︑任
香教組 用に責任を持つ講師
の任用はできないものか︒
条 講師 とい っ
県教委 て も ︑ そ れ が そ の
まま翌年の採用になるわけでは
ない︒平成 年度から︑育休任
期付きの採用を行っており︑
条講師については︑考えていな
い︒
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http://www.niji.or.jp/hom
e/kakyoso/homepage
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あいさつを述べる香教組大野委員長(上）
と対応する教育委員会(下）＝県庁北館４F

財務省が︑公立小
中学校の教員給与を
見直し︑２０１４年
度から平均年収で
万円程度引き下げる案を文部科
学省に示したという▼﹁霞ヶ関
は︑一体何を考えているのか﹂
と思う▼﹁一般行政の地方公務
員と比べて 万２千円ほど高い﹂
というのが理由だそうだ▼教員
の給与が高いのは︑当たり前だ︒
給与が高めに設定されているの
は︑教員に専門性が必要であり︑
優秀な人材を集めるために﹁人
材確保法﹂をつくり︑一般行政
職よりも優遇することを決めた
からだ▼それなのに﹁財政悪化
が急速に進んだから削減だ﹂と
いう▼さすがの文科省も︑これ
には反対しており﹁給与は減る︑
拘束時間が増えるでは︑現場が
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納得するわけがない﹂と対応し
ている▼安部首相が登場してか
ら︑小学校の英語教育開始の前
倒し︑道徳の教科化など次々と
新しいものを打ち出し︑現場に
負担を押しつけておいて︑給与
は減らすでは︑開いた口がふさ
がらない▼今小中学校の教員に
は︑時間外手当の代わりに本給
の一律４％の﹁教職調整額﹂が
支給されている︒これを残業代
に換算したらたった８時間程度
にしかならない▼﹁教員は８時
間しか残業できませんから︑部
活の途中でも返ります﹂とみん
なが言ったらどうなると思って
いるのだろう▼あってはならな
い話だが︑教員給与を減らすと
﹁○○先生が塾で働いていたよ﹂
という事も起こりかねない︒

10

香川県教職員組合は︑ 月 月にかけて実施された集会等を
利用して中尾前委員長︑井上書記長らが次々と福島県を訪問︒
月２．３日には︑福島県で実施された﹁なくせ！原発福島
大集会﹂に参加し福島県内の学校視察をするなど︑マスコミで
も報道されていない実情について話を聞いてきました︒

原発の煙突が右上に見える

月２日は﹁安心して住み続
けられる福島を﹂と題して福島
市内の荒川河川敷で大集会が行
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われました︒
この集会には︑日本全国から
７８００人が集結︒翌３日には︑
全教を中心に福島県内の学校や
役場などの視察も実施しました︒

低く出るらしいの
です︒私たちも測っ
てみると村の機械
は︑１．５３︑カ
ウンターは︑２．
２４でした︒
他の地域では︑
ど れ だ け放 射 能 を
浴 び た かが 分 か る
カウンターをもらっ
て い る のに ︑ あ ま
りにも値が多くなっ
て し ま うの を 嫌 っ
て か ︑ 子ど も に 機
械 を 配 って く れ て
い な い と い い ま す︒

鮭が遡上しても誰も獲らない川

は︑全く教えてくれない﹂と話
します︒

南相馬市に建てられた仮設住宅

写真のように警備用の車が止まっ
自然の豊かなこの土地は︑川 ていて道路が封鎖されていまし
に鮭が上がってくるそうですが︑ た︒
今その時期なのに︑誰も獲る人
小学校 中
･ 学校 は ︑ 子 ど も た
もいないと言っていました︒
ちがいなくなり︑学校が運営で
きない状態になっています︒教
員は︑学校の閉鎖で余るように
なり︑転校していった学校に︑
子どもの様子を見にいっている
とのことでした︒２０１２年度
は︑教員採用数も０だったそう
です︒

右下の写真は︑南相馬にある
仮設住宅です︒ここでは︑テレ
ビのスイッチを入れると隣の部
屋のテレビのスイッチが入ると
いいます︒子どもたちは︑原発
から ㎞以内だというのに︑外
で元気にサッカー
をしていました︒
子ども たちの
中には︑ すでに
甲状腺が んの手
術を受け たもの
もでてい るよう
です︒
私たち も行け
るところ までと
思って ㎞圏内
まで入っ ていき
ましたが ︑左の
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飯舘村の小学校の放射能は、村の機械では1.
53でも、私たちのカウンターは2.24だった
右の写真は︑小学校ですが飯
舘村は︑日中は︑ものを取りに
帰ることはできますが︑夜は危
険区域であるため退去になりま
す︒﹁飯舘村の小学校は︑事故
当時︑ マイクロシーベルトも
あったのに子どもたちは︑
外に出て普通に生活して
いた﹂︵高松の値は︑０．
０８︶自衛隊の人やマス
コミの人は︑村民が知ら
ないうちに先に情報を知っ
て︑みんなさっさと帰っ
てしまったというのです︒
また﹁村が設置した機
械の値はおかしい﹂とう
わさになっていると言い
ます︒いつも自分たちの
カウンターより︑数値が
30

10

河川敷に集まったふくしま大集会の様子 =11.2
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飯舘
村では
地域ボ
ランティ
アの方
が︑涙
ながらに実態について語ってく
れました︒
彼女の話では﹁初めはこちら
がいくら頼んでも︑除染を全く
してくれなかった﹂除染してい
るところは︑左の写真のように
旗 を立 てて 作業 す るの で すが
﹁除染した時にでた放射能の値

除染しても土は、家の庭に放置
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