兵 庫 高 教 組 新 聞

(1) 2010年度12月1・15日号 （毎月２回１日・15日発行）

の本格実施を許さなかっ
高教組は︑臨時教職
たことなどの成果に繋
がりました︒同時に︑ 員の待遇改善︑超勤縮
とりまく状況も勘案し︑ 減︑教職員評価の問題︑
確定闘争はここでいっ 障害児学校のスクール
たん終結させることを バス添乗業務︑学校の
拡大闘争委員会は決定 技能労務職のあり方な

○ 一時金：勧告通り引き下げ
10年12月：期末1.35月 ＋ 勤勉0.65月 計2.00月
11年６月：期末1.225月 ＋ 勤勉0.675月 計1.90月
11年12月：期末1.375月 ＋ 勤勉0.675月 計2.05月
○ 行財政構造改革への取り組み
一時金役職加算の減額措置を今年度(6、12月分)一部緩和
加算率５％適用者：（ ４％）→ ５％
〃 10％ 〃 ：（ ６％）→ 7.8％
〃 15％ 〃 ：（7.5％）→ 9.4％
〃 20％ 〃 ：（ 10％）→ 12％
役職加算を受けていない職員：12月の勤勉手当で１人当た
り平均9000円を加算
支給日12月16日

○ 給料の調整額：国の見直し内容の水準に改定。
ただし段階的に国の水準に合わせるよう引下げを行ってい
ることを考慮 現行６％相当→4.5％相当(11年1月〜)
→3.75％相当(12年１月〜)
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休暇制 度
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○ 旅費の実費支給
中身については一切未定、案ができた段階で話し
合いたい
○ 業者模試に教員が携わらないこと
現在高校教育課と教職員課で検討中

誠

○ スクールバス添乗の民間委託問題
担当課と協議

来年度より

見目

○ 月額で報酬が支給されている非常勤講師の休暇
無給で適用されている子育て支援休暇・短期介護休暇・病
気休暇を有給休暇として適用
来年度より
○ 時間講師の休暇
忌引休暇を有給休暇として適用

他

西宮香風高校

臨時教 職員の待 遇改善

〉

○ 免許更新制
未受講者の確認作業中、指導もしていきたい

○ 人事評価育成システム
来年度は本格実施せず
本格実施に向けて来年度改めて協議

〈

超 勤縮減

○ 従事時間申告表の活用
長時間労働の解消が図れるよう活用について校長
を指導
○ 超過勤務をなくす８項目の徹底
趣旨を理解、今後も勤務時間適正化の具体的な方
策についてご意見をいただきたい

新・ 折々の自 句自解

教員評 価

〈

きらめ

〈

〉

煌きをもて寒風に抗す木々

○ 子育て支援休暇の対象事由追加
家庭訪問への対応、個人懇談への参加を追加 来年度より

臨 時教職 員問題

○ 常勤講師の空白の１日
今後意見を伺いながら研究していきたい
○ 次年度の任用確保
勤務を希望する場合はていねいに対応

1２月の日程
11月29日〜
学校キャラバン第2
期(〜12/17)
９日（木）
主任手当基金委員会
（17：00本部）
16日（木）
障教組・介助員部・
寄宿舎職員部交渉
(14：00県民会館303)
22日（水）
クリスマス闘争
(18:00メリケンパー
ク)
24日（金）
選挙委員会
（16：30 本部）

とくに落葉広葉樹の冬の裸木が︑その潔さゆ
え私は好きである︒それでも直射日光が当たる
と︑真冬でもつややかな光を宿す︒しかも御存
知のとおり︑落葉するころには︑すでに冬の芽は
翌年の春を目指して準備されている︒寒くない
冬の場合︑その分︑春の芽吹きの具合はよくない
のだそうである︒植物︑とくに樹木類のこうした
辛抱強さを見習いたいものである︒

○ 病気休暇
・精神疾患の病気休暇は現行の２年間を据え置き、ただし有
給の期間は90日、以後２年までの期間は無給(公立学校共
済組合から給料の83.3％の手当金支給）
・一般疾病、結核性疾患は90日
・11年４月１日より実施、現在一般疾病に係る病気休暇を取
得中の職員については一定の経過措置

〈

ど︑継続交渉として残

〈

されたたくさんの課題
に全力で取り組みます︒

高教組独自要求への回答

○ 勤務実績の給与への反映：勤勉手当の成績率及び期間率は
国より有利な取扱となっているが、来年度は現行を据え置
き。これらの扱いについて来年度改めて協議

知久
敦之

組合員の購読料は組合費含め徴収

○ 50歳代後半層の給与のあり方
国の動向を踏まえ来年度改めて協議
○ 減額調整（引き下げ改定の４月遡及）：実施しない

津川
松岡

定価 1部 20円
半年分
120円

しました︒

○ 義務教育等教員特別手当：全人連が示すモデル額通り改定
（現行2.2％相当 → 1.5％相当） 11年1月〜
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今後も 引き続き県
﹁行革﹂反対の闘争を︑
春闘のとりくみとも結
びつけて︑さらに広げ
ていくことが大切です︒

○ 自宅に係る住居手当：1600円に引き下げ 10年12月 〜
廃止に向けた見直しの必要、来年度改めて協議
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２ ０１０ 年度 賃金 確定 最終

〉

○ 給料表・現給保障：勧告通り引き下げ 11年４月１日 〜
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争委員会は 時 分︑確定闘
争 を一旦 終結 させ るこ とを 確
認しました︒

賃金・ 手当

1

答は妥結に値するもの
ではありま せんが︑
﹁行革﹂反対を正面に
すえて闘ったことが︑
賃金改悪の実施時期を
一年先送りにしたこと
や﹁評価育成システム﹂

〈

交渉は 日午前６時 分より
行わ れ︑県 教委 は最 終回 答を
提示 しまし た︒ 高教 組拡 大闘

県﹁行革﹂による賃
金抑制措置を撤回でき
るかが今年度確定闘争
の最大の課題でした︒
私たちは県﹁行革﹂に
真っ向から反対し︑民
間労働者や中小業者と
連帯して運動をすすめ
ました︒また︑職場の
思いがつまった４７３
４筆の署名を提出し︑
度の県庁前決起集会
を成功させました︒

一時金の役職加算の
削減を一部緩和したの
みで︑月例給の５％カッ
トを継続するという回

2

県 教 委 最 終 回 答

（昭和42年８月14日第三種郵便物認可）

▼確定交渉山場︑

日付が変わろう

とする中で︑こ

の一文を書いて

います︒初めて

中執として参加して以来︑

もう２０年 以上た ちまし

た︒今年が 最後の 交渉で

す︒そして ︑残念 なこと

にこれまで に増し て︑も

どかしい時 間を過 ごして

います︒▼交渉の席では︑

職場の現状 が具体 的に︑

切実に出さ れまし た︒し

かし県の回 答には ︑この

切実さを受 け止め ︑とも

に考えよう とする 言葉が

ありません ︒ひと つひと

つの言葉に ︑きち んと自

分の意思を くぐら せた説

得力がない︒リアリティー

がないので す︒だ から︑

響かない︒▼なぜだろう︒

学校を︑教 育を︑ 私たち

はこんな行 政にゆ だねて

いるのか︒ この思 いとと

もに︑ある 時期か ら︑行

政の人たち が仕事 の誇り

を︑急速に 衰えさ せてい

るように感 じるの です︒

﹁何を言わ れても 予算が

ないから無 理だ︒ ﹂と言

われれば︑ その中 で仕事

をする苦労もわかります︒

▼しかしだ からこ そ︑創

造的な仕事 をする ため︑

虚心に現場 を見て ︑声を

聞くことが 大切だ と思う

のです︒学 校と教 職員が

抱える課題 を︑上 から見

下ろしては いけな い︒さ

あ残された 時間を がんば

ろう︒︵わ︶

料を配布、生徒も家族も

と働く職場づくりを訴え、
子育て支援休暇の対象事
由拡大を勝ち取る！

較差と貧困の広がりで就学援助拡大が必要なこと、また
特別な支援を要する生徒の増加など、定時制の困難な状況
に県が予算を付ける
よう要求。劣悪な条
件で日々雇用技能労
務職員が続かないこ
とも訴える。

日ごろの実習教員の奮闘ぶ
りも交え、実験実習の技法だけでなく、「教育のあ
るべき姿は？」と議論を深め、教育の未来像を追求
しました。津川委員長の学習「労働基本権問題」は、
ひさしぶりに組合の基本に立ち返れたと大好評。
平和の美海ちゃんに会い、ルミナリエも見て感激。

ようにしています︒兵庫

際︑任用の空白を避ける

間業務職員を制度化する

は超勤縮減になりません︒ を含めて︑協議していき

新しい業務を加えたので

も︑それで空いた時間に

業務の効率化を図って

恐れもあります︒これら

り︑手続きが煩雑になる

ステムになる可能性があ

自ら端末から入力するシ

題です︒また︑教職員が

や︑身分旅費の存在が問

学旅行の宿泊など︶こと

ては︑﹁足が出る﹂︵修

としました︒旅費につい

能労務職は教育環境・教

とを求めていきます︒

根本に据えて議論するこ

はなく︑子どもの安全を

じめに民間委託ありきで

ているのが現状です︒は

の努力によって支えられ

ましたが︑現場の教職員

り給料が上がらず︑２級

常勤講師は１級 号よ

○臨時任用の号給頭打ち

させることも重要です︒

ために被る不利益を解消

況になっています︒教職

研修が一層取りにくい状

と言いながら︑実際には

県教委は﹁研修は大事﹂

協議していきます︒

携わらないことを求めて

り︑教職員がこの業務に

せずに行っている例もあ

す︒教職員が一切タッチ

勤務の原因となっていま

業者模試の業務が超過

技能労務職がなくなる

いて協議を求めています︒

技能労務職のあり方につ

るうか検討が必要﹂とし︑

が担っている職をどうす

験の実施が難しく︑職員

て協議していきます︒

県の臨時教職員でも﹁空

７時間目授業や土日補習︑ ます︒

育活動を支える重要な職﹂

○﹁空白の一日﹂

白の一日﹂をなくすよう

初任研の日数などについ

としながらも︑﹁採用試

の額適用のためには多く

員が力量を高めるため研

定的に悪化してしまいま

人事院は︑今年国の期

にさせなければいけませ

て協議してきます︒

の要件があります︒正規

修を大いに行うことがで

す︒高教組は従組ととも

県教委は︑﹁学校の技

ん︒また︑任用の空白の

職員と同じように働くな

きるよう︑研修報告書の

統一様式を決めるなどの

特に支障は生じていない

長は﹁民間委託によって

乗員民間委託問題で︑次

特別支援学校のバス添

いきます︒

員の待遇改善を要求して

きに反対し︑技能労務職

る技能労務職をなくす動

に︑全国的に進行してい

と︑学校の教育環境が決
ら︑同じように処遇する
ことが必要です︒

点で協議していきます︒

と聞いている﹂と回答し

入試業務の日程が変わ

委は﹁﹃人事評価育成シ

を目指すものです︒県教

合って行い︑生徒の成長

集団が共同で互いに補い

教育の仕事は︑教職員

う要求して協議していき

手当を日数分支給するよ

る業務に対する入試業務

ちろん︑緊張を強いられ

間内に終了することはも

増加しています︒勤務時

り︑業務に携わる日数が

ステム﹄の本格実施に向

ます︒

の廃止を要求し︑教育活

す︒﹁評価育成システム﹂

システムは教育に有害で

めの競争をあおる評価の

の見直しを検討している

の実費支給に向けて制度

問題点があるとして旅費

る旅費が支給されている﹂

県教委は﹁実費を上回

が︑他人と差を付けるた

ている﹂と回答しました

けて課題があると認識し

議していきます︒

問題について継続的に協

その他臨時教職員の諸

81

動の評価のあり方につい

兵庫県は「厳しい財政状況」を理由に県民の
福祉・医療・教育を削り、県職員の賃金を削減
しています。その一方で、高規格道路などの大
型工事や大企業への補助金には金をつぎ込み、
県民切り捨て・大企業応援の姿勢をあからさま
にしています。私たちの暮らしを守り、兵庫の
教育と子どもたちの未来を守る声を上げるため
に、あなたの力が必要です。
ぜひご一緒に！仲間になってください。

兵庫高教組の青年仲間たちが大挙１９人参加！
「他県の動きを知ることが出来る。これが近畿ブロック
最大の魅力です。この機会にしか会えない人達との情報
交換が刺激と勉強になります。これを機にいっそう精進
します！ (S)」「全体会は一年目の先生の現状を知るこ
とができる貴重な機会でした。
分散会での特別支援学級の話題、
熱意ある指導って本当に大切で、
子供に伝わるんだなぁ…と感
じました(Y)」
摩耶兵庫高校で神戸市
教研定通分科会と共催で開催し、延べ55名参加。各府県
から定時制高校の現状、統廃合問題、多部制・昼間定時
制の問題、自主研修への圧力、キャリア教育と就職難の
現状などの報告。充実した討論が展開されました。

技能労務職の現給保障継続を勝
ち取る。被服貸与が業務内容に応
じたものになるよう、規定を見直
させる。超過勤務執行計画の際校
内で十分相談するよう校長・事務
長を指導すると回答を得る。技能
労務職のあり方について今後協議。
大切にしながら生き生き

全体会は神戸女学院大学石川ゼミ
生の「慰安婦問
題」。学生たち
の学びと実践を
見せていただき
ました。
分科会は４つにわかれて開催。
「職員会議について」と「高塚事件」
のレポートで学習を深めた分科会。
また、高校が地元の小学校と連携し
た美術・国語授業のとりくみ、「教
える力を高めるとりくみ」のレポー
トで大いに議論した分科会も。
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