NO.230

2021 年９月 17 日
教え子を再び
戦場に送らない

教職員の権利を
守る労働組合

全栃木教職員組合（略称 全教栃木）発⾏（全日本教職員組合 加盟）

全教栃木 教育新聞
↓↓ ひとりで悩まないで、困ったときは組合へ！ ↓↓

〒321-0138 宇都宮市兵庫塚 3-10-30 TEL 028-653-0353 FAX 028-653-1579
組合ＨＰ http://www.tcgzenkyo.work E-mail info@tcgzenkyo.work

教育のつどい
教育のつどい 教育研究全国集会
教育研究全国集会 2021
オンライン開催
～22 日 憲法と子どもの
オンライン開催 ８月 19～
憲法と子どもの権利条約がいきて輝く教育と社会を確立しよう
どもの権利条約がいきて輝く教育と社会を確立しよう
記念講演
記念講演 山極寿一京都大学前総長「教育の原点とは何か」
長年ゴリラを研究してきた人類学者(霊長類学者)の山極先生。ゴリラか
ら見るヒトの特徴の 1 つに「教育」があるといいます。なんと、ゴリラな
どのヒト以外の霊長類には、教育という行為は見られないようです。
ヒトには青年期（生殖能力を獲得しているのにもかかわらずその能力を
発揮しない期間）がありますが、霊長類にはそのような期間はなく、少年
期の次は成年期となります。また、授乳期間が４～６年もある他の霊長類
と比べ、授乳期間が１～２年と極端に短いこともヒトの特徴のようです。

栃木からの参加者の感想
栃木からの参加者の感想
○様々な地域の先生方のお話を聞き、学校
が直面しているたくさんの課題を知ること
ができました。特に印象に残っているのは、
オンラインでの授業や学習についてです。
教師側からの一方的な伝達にならないよ
う、今まで以上に子どもたちとのやりとり
が重要になってくると感じました。また、
オンライン学習を進めていくにあたり、教
師自身の ICT 活用の知識を身に着けていく
ことが大切だと思いました。
(教育フォーラム C「安心して楽しく学べる
学校の実現を」
壬生小 茂呂直美さん)

すなわち、離乳期(2～6 歳)と青年期(思春期)の２つの時期はほかの霊長
類には見られないヒト特有の時期で、とても不安定だからこそ、この時期
を乗り越えるためには、他者からの支援、すなわち教育が必要となるとの
ことです。
教育の本質は見返りを求めない「贈与」であるといいます。また、一定
のコミュニティ内における身体のつながりに基礎においた共感による共
同保育が教育の原点で、学校は公共財として、デジタル社会の浸透により
喪失した共感力を回復させ、新しいコミュニティの創造に向けてとても重
要であると指摘しました。

○オンライン開催により、育休中でも参加
できて嬉しかったです。分科会も細かく分
かれていて、自分の興味にピンポイントの
学習ができて、分科会を選ぶときに選びや
すかったです。コロナ渦で人との交流や体
験活動に制約がでたり、飼育では定番だっ
たアメリカザリガニも本格的に扱いにくく
なったり、やりにくさを感じてしまってい
た生活科。今回の学習でとても楽しい教科
だと実感しました。生活科、総合を苦手と
いう子はいない、たしかにそうだと思い、
教師のキャリマネにより、子供たちにとっ
て最高の学習になるのだとわかりました。
(生活科・総合学習分科会
羽川西小 根本琴美さん)

2021 教育全国署名

栃木から 4000 筆を目指して

今年で 33 年目となる教育全国署名。この署名は、私たちが加盟して
いる全日本教職員組合などが中心になって毎年取り組み、これまでに
集めた署名は４億筆を超えています。
昨年度の栃木の署名集約数は、国会宛署名が２９５４筆、県知事・
県教育委員会宛署名は２７５１筆でした。今年度も、県内公立学校の
ＰＴＡ会長や関係団体に署名への協力をお願いし、９月現在各３００
筆余が組合に寄せられています。
ゆきとどいた教育を進めるために、この署名活動へのご協力をお願
いします。
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□にチェックしてね♪
ご協力ありがとう
ございます～

■ 今回の内容はいかがでしたか？
□ 役に⽴った
□ 興味深かった
□ 役に⽴たなかった
■ 新聞で取り上げてほしいことは？
□ 働き方や勤務条件
□ 教職員評価
□ 教育予算
□ 教職員人事
□ 教職員組合
□ 教育内容や教育課程 □ 授業実践
□ 教育相談
□ 特別支援教育 □ 憲法と教育
□ 教育政策
□ その他（
）
■ 組合で開催してほしい学習会のテーマは？
□ 働き方改革
□ 教採対策
□ ⼦どもの安全管理
□ ⼦どもや保護者とのトラブル対応
□ いじめ問題
□ 授業⼒向上
□児童・生徒指導
□ その他(
)
点線で切り取って、お近くの組合員にお渡しください♪
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「長時間過密労働」
長時間過密労働」解消を県教委
解消を県教委に求める！
県教委に求める！
県教育委員会との２回目の交渉が６月 21 日に行われました。前号では、競争的な教育を行わないことや教職員評
価の廃止などについての要求事項を掲載しました。今号では、提出した要求項目の中から教職員の長時間過密労働
をなくすための事項について紹介します。要求事項の中の「中体連の春季大会の
「中体連の春季大会の廃止
「中体連の春季大会の廃止」
廃止」については、
については、私たちの
は、私たちの要求
私たちの要求
が実現しました。私たちの組合活動の成果です。
実現しました 私たちの組合活動の成果です。
今後は 10 月の折衝、11 月の交渉には荒川教育長も出席する交渉が行われ、要求に対する回答が示されます。

交渉事項（長時間過密労働に関すること。のこりは次号で紹介します）
９．長時間過密労働をなくすために
（１）法に基づき週 38 時間 45 分勤務を厳守し、長時間過密労働を解消すること。時間外の在校等時間は
「月 45 時間、年 360 時間」を超えることが絶対にないようにすること。在校等時間の記録に際しては
一律に休憩時間を除かないこと。
（２）ＰＴＡなどの兼職兼業についても「在校等時間」とし、勤務時間管理の対象とすること。
（３）労基法及び労安法に関する研修を管理職に実施すること。これらの法違反も懲戒の対象とすること。
（４）長期休業中の学校閉庁日を５日以上とすること。
（５）令和 2 年 3 月 3 日付、高教第 1188 号「事務職員等に係る時間外労働・休日労働に関する協定の締結等
について（依頼）
」を撤回し、労基法が求める方法で協定を締結すること。協定違反や未払い残業について
は、管理職には懲戒も含め、厳正に対処すること。
（６）中体連の春季大会を廃止
中体連の春季大会を廃止し、地区の総合体育大会も６月中に実施すること。中体連や高体連、各種の競
中体連の春季大会を廃止
技団体に対して大会精選をさらに求めること。競技団体等の役員等になっている教職員にこのことを引き
続き強く指導すること。
（７）長期休業中の週休日に部活動を行わせないこと。高等学校での部活動の合宿練習を行わせないこと。
（８）兼職兼業であるか否かを問わず、課外授業や模擬試験の監督、生徒面談や保護者面談などを、週休日や
休憩時間等の勤務時間ではない時間に教員に行わせることがないよう管理職を指導すること。このことを
ＰＴＡなどの外部団体にも強く申し入れること。
（９）各種の研究会などの任意団体が主催する展覧会やコンクール、地域の行事への参加を教職員に促すこと
がないよう管理職を指導すること。任意団体が主催する大会等の行事運営等に係る業務を週休日に委嘱す
ることがないよう各団体の主催者に強く申し入れること。必要なものは教育委員会が主催すること。
（10）長時間にわたる学校行事を許可しないこと。
（11）
「１年単位の変形労働時間制」に関わる条例を制定しないこと。

人事院は不妊治療休暇新設を勧告！これも私たちが求めていたことです！
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□ 私は、全栃木教職員組合に加入したいと考えています。
□ 私は、まずは、全栃木教職員組合の話を聞いてみたいです。
職場名（

⽴

年

学校） 氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）【

住所（〒
電話番号（

月

日

】男・⼥
）

） ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ（

□ 全教共済（総合・医療・生命・傷害・教職員賠償等）の加入を検討したい
□ 全教⾃動⾞保険の⾒積もりをとりたい（右の QR コードからも⾒積もり依頼ができます）

点線で切り取って、組合員にお渡しになるか、このまま FAX か郵送、メールでも加入できます♪
困りごとの相談もいつでも「ど・う・ぞ」♪

）

