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県立高校の在り方検討会議 提言～とちぎの未来を切り拓く人材の育成を目指して～
提言～とちぎの未来を切り拓く人材の育成を目指して～
令和４年２月９日 県立高校の在り方検討会議
２月９日に上記の提言が県教委から発表されました。この提言の中で、私たちが長年要求してきた「再募集」
について言及がされています。再募集実施について、組合は市町議会に再募集実施の陳情を提出し、大田原市
議会などが再募集実施を求める意見書を採択して、県教委に送付していました。
入学者選抜については、受検者の視点に立つと、複数回の受検機会を確保することが望ましいが、
入学者選抜の日程は長期間かつ過密であり、中学校の教育活動に与える影響が大きく、
中学校の教育活動に与える影響が大きく、受検者、
中学校の教育活動に与える影響が大きく、
保護者にとっても負担となっているほか、特色選抜不合格者の精神的なフォローについても考慮
する必要がある。
また、多くの県でインフルエンザ罹患者等を対象とした追検査や募集定員に満たない場合の再募
募集定員に満たない場合の再募
集を実施しており、本県においても追検査や再募集を実施する必要がある。これらのことから、
集を実施しており、本県においても追検査や再募集を実施する必要がある。
他県の状況を参考とし、例えば、特色選抜と一般選抜を同一日程で行うことや追検査や再募集を
実施することなど、入学者選抜全体の日程について私立高校への影響も考慮しながら検討する必
要がある。
特色選抜を出願するための資格要件については、その表現がわかりにくく具体的ではないとの指
摘がある。その一方で、例えば、部活動の大会実績等を具体的に明示することにより部活動の過
部活動の大会実績等を具体的に明示することにより部活動の過
熱化が懸念されることや、中学校の学校規模により設置できる部活動に制約が生じていることな
熱化が懸念される
どから、資格要件の改善については、入学者選抜が中学校教育に与える影響を考慮するとともに、
公平性を確保する観点も踏まえて慎重に検討する必要がある。

あのときを振り返る

臨時・非常勤教員の待遇改善について

第３回

右下の表は、
『共済とちぎ』に掲載された共済組合の組合員数を示したものです。2019 年（令和元年）度末に比
べて、その１年後末には一般組合員数が 2,003 人も増加しています。この増加は、これまで共済組合に加入できな
かった臨時採用教員が共済組合に加入できるようになったからです。全日本教職員組合に加盟する私たち、全栃木
教職員組合は、臨時採用教員のみなさんが年度を超えて任用されるとき、共済組合の加入が一旦打ち切られ、１か
月だけ国民健康保険に加入しなければならない状態を改善すべく活動してきました。全教加盟組織の取り組みを共
有しながら、年金事務所への要請も行いました。
こうして、まずは同一教育事務所管内の小中学校に引き続き任用さ
れる臨時教員は健康保険加入の継続が認められました。このことによ
り、県教委の使用者負担が発生し、その金額は相当な額になりました。
しかしながら、県立学校や異なる教育事務所管内の小中学校に任用さ
れる臨時教員は、なお国民健康保険への加入を余儀なくされていまし
た。このことについて、県教委交渉で改善を求めましたが、交渉では
解決に至りませんでした。そこで、また年金事務所への要請を行い、
ようやくこれらの臨時教員も健康保険加入の継続が認められるよう
になったのでした。
「空白の１日」も解消 そして先に述べたように、現在は共済組合
に加入することになりました。これは臨時教員の任用が 3 月 31 日ま
でとされたことによるものです。このことも私たちが県教委交渉で強
く要求してきたことでした。
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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♪

NO.235

2022 年２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

全教青年部学習会 TANE！

全栃木教職員組合
教育研究集会

2021 年 12 月、全教青年部が主催する学習研究会（通
称 TANE！ オンライン開催）に本県から、青年教員
（関口勝哉さん 益子町立七井中学校）が発表者（ICT
教育について）として参加しました。発表を聞いた全国
の参加者からの感想を紹介します。関口さん、発表お疲
れ様でした。

前号に続けて、2022 年 1 月 8 日に行われた全教栃
木の教研集会の様子をお伝えします。
講話「せんせいが“先生”であるために
-道徳科・ICT 教育をどうするか-」
講師 渡辺雅之さん(大東文化大学教授)

他県の ICT 活用の状況を聞くことができて参考にな
りました。
普段と違い、ほかの都道府県の活動内容が知れてと
ても有意義でした。
タブレット活用について、色々な方々の意見を聞
き、タブレットの活用法を知ることができてよかっ
たです。
他県の方と交流する機会はあまりなかったので、勉
強になりました。ありがとうございました。
他の自治体や校種での ICT への取り組みや環境の実
態をお聞きでき、今後の活用への参考になりまし
た。問題点も認識しながら、手段として上手に活用
できるといいと思いました。ICT に人間の方が使わ
れることのないようにしていきたいと思いました。
ICT の悩みに共感し合うことで、安心感をもって話
し合いができました。様々な実践を行っている参加
者からの話も大変参考になりました。また、技術の
教員から専門的な視点での話(パソコン室のデスク
トップ PC とタブレットの使い分け、維持費関係の
裏話など)を聞くことができて、目から鱗だった。
学校で必死にやらされているだけでは気づけない
視点に、たくさん気づけたし考えられたのが良かっ
たです。表面的な部分だけを話していると、校種に
よって課題が違うような気がしましたが、本当はも
っと深い部分(ICT のそもそも論)は同じで、それに
ついて、みんなで語り合い学び合う必要があるのだ
と思いました。グループトークの時に、その辺りを
もっと自由に議論できたらいいなと感じました。
ICT の実践や悩みは参考になりました。
他県の様子を知ることができて勉強になりました。

道徳研究を専門になされていて、生活指導（学級づ
くり）でご活躍されている渡辺雅之先生をお迎えして
の学習会。道徳が【特別な教科】となり、通知票に文
章評価を載せることになるまでの経緯を政治的背景
や意味などにも触れながら、わかりやすく話していた
だけた。子どもたちが教材を読み、どのように感じる
のか何を学び取るのかはそれぞれのはずなのに、現在
の道徳は【この教材ではこの価値を教える】という風
に決められている【徳目主義】であることが道徳のや
りづらさの大きな理由だということがわかった。どの
ように道徳をとらえればよいのか、どのように教材文
を使用すれば、子どもたちに価値観をおしつけない授
業をつくっていけるのか、そのヒントをたくさんいた
だけるお話でした。道徳を考える上で外すことのでき
ない「子どもと私たちの人権」、渡辺先生著書の『マ
イクロアグレッションを吹っ飛ばせ』、道徳授業の指
導法『【道徳教育】のベクトルを変える』おすすめで
す。先生の著書（下記）に興味のある方はぜひどうぞ。

参加者の感想 大学の授業とは違う角度から道徳教
育について学ぶことができとても勉強になりまし
た！色んな場所に行って、色んな人の考えや意見を聞
いて、自分のものにしていきたいと思いました。
先生になって子どもと関わりたいという気持ちが
より一層高まりました！私もはやく現場の先生の一
員になれるように、試験勉強頑張ります！渡辺先生の
本買います。
２０代女性 大学生
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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」♪

）

