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法律で決まっていても、実施しない島根県

県教委は2019年度から、教職員評価結

果を定期昇給に反映させることを決定し、

職員団体にも通知しました。

私たちは教職員評価について、毎年の

交渉で、

・ 「『CEART（The Committee of Experts

on the Application of the Recommend

-ationconcerning Teachers： ＩＬＯユ

ネスコ共同専門家員会）勧告』」を尊

重し、教職員評価の廃止も視野に入

れた協議を組合と行うこと。賃金リン

クは行わないこと。教職員評価によっ

て現場を混乱させないこと。

・報償的な人事や研修を行わないこと。

・臨時的任用者に対して実施しないこと。

の３点について要求してきました。

勤勉手当への反映が提起された時、教

職員評価の結果を反映しないと明言した

島根県の例や、勤勉手当への反映を「公

平」に実施することとした滋賀県の例など

を交渉で示し、栃木県もこの２つの県のよ

うな扱いとするよう強く求めました。

しかしながら、勤勉手当への反映は昨

年度から実施されました。そして、S評価

の対象者を５％、A評価の対象者を３５％

とする、より競争的な反映としてしまった

のです。

「勤勉手当を誰が多くもらっているの

か」、職場では話題にもならないかもしれ

ません。ボーナス支給前に校長から、Sや

Aの評価であることを伝えられた職員はこ

のことを他の職員に話すことを控え、一方

で校長室へ呼ばれるはずだと思っていた

のに呼ばれなかった職員もその不満を他

の職員に話そうとしない。

昇給への反映が実施されると、４月の

給料日に自分が何号昇給したか、以前よ

り関心は高まるでしょうが、自分は通常の

昇給だとわかった時、「それでは誰が多く

昇給しているのか」と、職場を見回す職員

も増えることでしょう。

みんなの特別昇給４年分はS、A評価者へ

教職員評価の勤勉手当や昇給への反

映に使われる原資の総額は、反映前と反

映後では全く同じです。勤勉手当は全員

の支給率を下げた分がS、A評価者に支払

われます。昇給分の原資も、現行では、

全員に保証されている４回の勤続特別昇

給１６号給分（４年分）が、S、A評価者に

支払われるのです。明治時代の製糸女工

と同じ賃金制度への逆戻りと言っていい

制度なのです。財政当局からの持ち出し

は一銭もないのです。このような競わせ方

を、みなさんは容認できますか？

教職員評価はまだ「研究段階」？

平成26年の地方公務員法改正により、

教職員評価を人事管理に活用すること

に加え、給与等に反映させることが求

められたことから、勤勉手当に教職員

評価の結果を反映させている。適正な

評価が行われるよう、様々な角度から

研究していきたい。

、、、、、、、、

これが昨年11月に行われた私たちの要

求に対する県教委の回答です。「研究し

たい」という文言に、これまであまり注

目してきませんでしたが、よくよく読ん

でみるとまだ「『研究段階』なのか？そ

れなのに、実施してしまうのは、県教委

の理屈でも時期尚早ではないか？」と思

えてしまいます。

「同僚性」が壊れている

左の資料は、先月私たちに示された「信

頼される教職員のあり方検討委員会から

の提言（概要版） 」の 「 【提言４ 】望ましい

職場風土の醸成を図る」です。ここで指摘

された「課題」は、

・教職員としての充実感が得られない

・十分なコミュニケーションを図る余裕

がない。

とされました。県教委が今やることは、こ

の課題解決のために全力を尽くすことで

はないでしょうか。

「昨今、教職員の人間関係が希薄にな

り、先輩教職員が若手教職員を指導した

り、教職員同士で相談したりする機会が

少なくなる」、「現状として、教職員同士の

関係は良くても、相談できる仲間が少ない

ため、問題を一人で抱え込んでいるケー

スや、学校全体が多忙である中で、お互

いを気遣う余裕がなくなり、相手の変化に

気付かなかった」と指摘しています。この

指摘を教職員評価の賃金等への反映に

よって、少しでも解決することが出来るの

でしょうか。

昇給への反映が法律で定められている

以上、実施しないわけにはいかないこと

は私たちも理解しています。しかし、どの

ように「反映」させるかは県教委が決めら

れることです。私たちはこのことを今後も

粘り強く要求していきます。
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１．県教育委員会として競争的な教育を行わないこと。

悉皆の学力調査は早急に廃止すること。「全国学力

調査」を廃止するよう国に求めること。

２．「共同（合同）訪問」は５年に１回とすること。研修は

参加者の自主性を最大限尊重し、長時間労働を招くよう

な日程や報告書等の提出などを求めないこと。自宅研修

を勧めること。

３．教職員評価について

（１）「CEART勧告」を尊重し、廃止も視野に入れた協

議を組合と行うこと。賃金リンクは行わないこと。

教職員評価によって現場を混乱させないこと。

（２）臨時的任用者に対して実施しないこと。

４．希望と納得の原則に基づく民主的な人事を推進す

ること。再任用については「総務副大臣通知」に基

づき、希望する教職員のすべてに再任用を保障する

とともに、勤務校や勤務態様についても希望を尊重

すること。

５．教員採用試験について

（１）雇用対策法付帯決議に基づき、受験年齢を５９

歳まで引き上げること。

（２）職務遂行力をより評価する採用試験とすること。

前年度の一次試験合格者、１年以上の勤務経験の

ある臨時、非常勤教員に対しては一次試験を免除

すること。

（３）適性検査を行わないこと。

（４）採用前研修を行わないこと。

６．臨時、非常勤教員の待遇改善について

（１）常勤の臨時教員の職名を教諭・養護教諭とし、

給与も２級を適用して正規採用教員と同額の賃金

を支給すること。公立学校共済組合にも加入させ

ること。

（２）3月31日も任用を継続すること。

（３）非常勤教員の報酬を引き上げること。テスト作

成や評価の時間にも報酬を支給すること。

（５）臨時免許取得に関わる経費は、県教育委員会が

負担すること。

７．長時間過密労働をなくし、健康で働けるために

（１）教育基本法、労働基準法や給特法を守り長時間

過密労働を解消すること。服務監督権者（県立学

校は県教委、市町立学校は市町教委）・管理職が

勤務実態を把握すること。勤務時間割り振り変

更簿などを作成して週３８時間４５分勤務を実現

すること。これらについて、行事の実施計画でも

確認すること。休憩時間を確保すること。

（２）「お盆」期間は学校を閉庁とすること。

（３） 部活動指導について、顧問や担当競技につい

て教職員の意向を尊重すること。土日のどちらか

は活動を行わないようにすること。中体連・高体

連主催の大会の精選を行うこと。

８．教職員を増やし、小学校５年以上と高等学校でも

少人数学級をすすめること。高校で教科教員・図書館

司書を適正に配置すること。さらに県立学校では校

種、課程や学科に関わりなく、これまで以上に正規

採用教職員を増やすこと。

９．定員割れした場合は再募集を行うこと。特色選抜

は廃止を含めて再検討を行うこと。

10．特別支援学校の教育条件をさらに充実させること。特

別支援学校の設置基準の策定や特別支援学級の定員を６

名とするよう国に求めること。

11．放射性物質の除去を進めて安全な教育環境を確保

すること。児童生徒が自ら放射線量を測るなどして、

主体的に放射線から健康および生命を守る学習を推

進すること。児童生徒に関わる放射線問題について、

県教委内に対策を検討、決定できる組織を設けること。

12．すべての学校で実効ある労働安全衛生体制を構築

すること。市町教委に対しても今まで以上に強く働

きかけること。医師の「面接指導」を受けられるよ

うにすることと、このことを教職員に周知すること。

法に則った健康診断を行い、自己負担をさせないこと。

13．宮城県が行っている「特約退職制度」を導入する

こと。

14．不妊治療に対する特別休暇を新設すること。

15．ＰＴＡや同窓会などの任意団体について、加入は

自由意思に基づくことを、生徒、保護者、教職員に

周知徹底すること。学校が任意団体に対して、個人

情報である生徒や保護者、教職員氏名を無断で提供

させないこと。

16．不当労働行為を行わないこと。行った管理職につ

いては県教委としてその解決にあたること。

※不当労働行為は団結権を定めた憲法第２８条や地

方公務員法第５６条（職員は、職員団体の構成員

であること、職員団体を結成しようとしたこと、

若しくはこれに加入しようとしたこと又は職員団

体のために正当な行為をしたことの故をもつて不

利益な取扱を受けることはない。）に抵触するよ

うな行為です。
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今年のメーデーは 89回目
全栃木教職員組合も労働組合

総連合などが主催して、「第89

回栃木県メーデー」が５月１日、

栃木県総合文化センターを会場

にして開催されました。

メーデーが始まったのは1920

年。アメリカの労働者が８時間

労働を求めたのが始まりとされ

ています。

私たち教職員にとって、長時

間過密労働を解消することが、

子どもたちの教育条件改善につ

ながります。

集会終了後、宇都宮市内をデモ行進しました。デモ行

進では様々な要求を唱和しますが、これにより市民の関

心を高めることもできます。私たちの要求である教育予

算増額、少人数学級の拡大、長時間労働の解消も訴え。

ました。


