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昨年の 月 日︑県教組と
県教委は３時間にわたって話
合いを持ちました︒県教組か
らは委員長︑書記長等が︑県
教委からは教職員課長をはじ
め他３課長が出席しました︒
概要を伝えます︒
要望

県教委

現給保障が３月で切れ
るが︑特別昇給を実施
できないか︒また︑一
部事務・栄養職員に生
じる給与の逆転現象を
解消すること︒
︵義務制の事務・栄養職
員は行政職５級 号が最
高号給であったが︑平成
年度から 号まで号俸
が伸びた︒しかし︑ 年
４月時点で 歳以上の職
員は 号のままで︑その
後︑若年者にこされる事
態となった︒知事部局の
行政職は６級・７級と昇
格するのでこの様な矛盾
は少ない︒
︶
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組合 特別昇給はできないと
のことだが︑県の人事
委員会規則には﹁特別
の場合の昇給﹂として
﹁特に必要がある場合
には人事委員会の承認
を得て昇給させること
ができる﹂とある︒
組合 義務制の学校事務栄養
職員のみに不条理と言
えるものが残った︒県
立の事務職員には事務
長︒知事部局では昇格
があるので矛盾は少な
い︒

要望 部活動の指導手当を３
時間程度にすること︒
また︑２時間程度を新
設すること︒
県教委 部活動の手当ては国庫
負担金の算定基準に基
づいて支給してきた︒
2018年３月︑国が
策定した﹁運動・部活
動に関する総合的なガ
イドライン﹂では︑休
日における部活動を長
くとも３時間程度とし
ている︒県としてもス
ポーツ活動の指針を改
定している︒手当てに
ついては他県の状況を
情報収集している︒
組合 ４月には︑新しい手当
となると思うが︒
県教委 はっきりしてくれば︑
その時︑組合に提示し
たい︒
組合 試合・大会になれば４
時間以上となる︒また︑
小学校では休日でも２
時間程度となる事が予
想されるが︑その際の
手当ても︑当然される
べきだ︒
要望 臨時教職員の２級格付
けを求める︒当面︑給
与の上限撤廃を求める︒
組合 同一労働・同一賃金が

県教委

働き方改革の原則だ︒
地公法改正に伴う総務
省のマニュアルにも臨
時職員を﹁下位の級に
格付けたり︑級の最高
号給未満を上限として
設定しない﹂ことを求
めています︒
今後︑組合とも協議し
ていきたい︒ただ︑財
政事情があり︑上限を
一挙に解消できるか苦
慮している︒

県教職員委組合

要望 ﹁スポーツ活動の指針﹂
の周知徹底︒中学校に
おける部活動の大会・
試合数を制限すること︒
県教委 平成 年度末にスポー
ツ庁が作成した﹁運動
部活動の在り方に関す
る総合なガイドライン﹂
を受けて本県の﹁運動
部活動の指針﹂を作成
している所です︒参加
大会数も国の指針に準
じたものになっていま
す︒改定後の指針につ
いては年度内に各地教
委・関係団体に周知し
ます︒︵スポーツ庁の指
針には﹁県中体連・学
校設置者は︑各校が参

要望
県教委

組合

県教委

組合
県教委

組合

加する大会・試合の全
体像を把握し・・生徒・
顧問の過度の負担とな
らないよう・・参加大
会数の上限の目安を定
める﹂とある︶
︒

県中体連の総合開会式
を廃止すること︒
種目ごとの開会式への
参加体制の見直し等︑
大会終了後は各地区中
体連︑各競技からの反
省・意見を統括し︑次
年度以降開催している︒
総合開会式は︑東北で
は本県だけです︒３年
ほど前﹁開会式廃止を
求める﹂県内中学校か
らの900筆の署名を
当時の県中体連会長木
村聖一校長に持参しま
した︒その時︑木村校
長は︑開会式の意義︑
がんばっている子ども
達の様子を力説しまし
た︒意義を否定するも
のではありません︒
大事なのは青森県教委
の考え方がどうなのか︒
中体連には中体連の考
えはあるでしょう︒中
体連︵夏季大会︶は県
教委主催ともなってい
る︒
確かに主催は両者です︒
ただ︑主幹は中体連で
す︒ですから︑私ども
は県中体連に見直しを
依頼し︑組合さんの方
からの意向も伝えてい
ます︒
皆さんの方向はどちら
を向いているのか︒
主催者であるが︑実際
は県中体連です︒
県教委スポーツ健康課
は判断していないとい
う事ですね︒これだけ
部活や教職員の長時間
労働が国民的課題とな

っている時に残念です︒
組合 東奥日報 月 日 付
の記事に︑新たな指針
には﹁ハイシーズン﹂
という本県独自の考え
が導入されるとなって
いる︒
県教委 中体連の直前とか休め
ないと現場から上がっ
てきている︒ハイを決
めるのは学校です︒各
校の校長が︑担当の先
生と判断していく事に
なります︒高校であれ
ば︑県教委として指針
を周知します︒市町村
には県の指針を基に運
用法や指針を作っても
らいます︒﹁年間通して
何日休む﹂という指針
になっています︒
組合 私たちはこの﹁ハイ シ
ーズン﹂という考えに
反対です︒年間を通し
てハイシーズンが続き
ます︒
県教委 そこについては︑大会
参加の精選という事が
あります︒年度初めに
年間計画を作っていた
だき︑それを校長が精
査し︑保護者会やホー
ムページで知らせるよ
う指針ではうたってい
ます︒一年間通してハ
イシーズンになる事は
ない︒指針では﹁児童・
生徒や顧問の過度の負
担にならないように実
情を踏まえ︑大会参加
の上限を決めて下さい﹂
という項目を設けます︒
組合 私どもがこだわってい
るのは︑部活動が長時
間労働の大きな要因だ
からです︒先生方の声
を聞いてください︒
﹁
︵長時間労働の要因︶
部活動・大会︒長時間︑
長期間︵弘前･中･
代︶
﹂
﹁退職間近︑体調
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給与︑手当については
第三者委員会である県
人事委員会の勧告が必
要と考えている︒また︑
特別昇給は平成 年度
の人事委員会の勧告で
勤務実績に応じた給与
体系を求められ︑ 年
度をもって終了した︒
よって︑在籍期間によ
る特別昇給はできない︒
ただ︑県人事課と在職
者調整はできないか協
議をしてきた︒しかし︑
平成 年度の県人事委
員会勧告の主旨を踏ま
えると難しいとなった︒
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県教組 ： 部活の「ハイシーズン」に反対
県教委 ： 臨時教職員の「空白の一日」不適切
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19

を崩してまでも
までやる必要があるか
と苦悩︵八戸･中･
代︶﹂﹁ 連勤が常態化︒
夏休みを振休と言われ
ても︑1ヶ月︑２ヶ月
も過ぎてから︒しかも︑
夏休みは研修・面談・・
部 活 ︒︵ 八 戸 ･ 中 ･
代︶﹂﹁部活が勤務時間
終了後から開始という
事が問題︒若いからと
いう理由で大変な部活︑
大会が多い部活を持た
せられる︒しかも問題
が起きたら顧問のせい︒
︵ 青 森 ･ 中 ･ 代 ︶﹂
︵ 昨年７月︑県教組が
実施したアンケートか
ら︶こういう先生方の
声を受け止めているの
か︒ハイ・オフシーズ
ンと言っても︑八戸の
ある中学校の先生︒夏
は野球部︑冬はスケー
ト︒どこにオフがあり
ますか︒大会数が過度
の負担にならないよう
にと言っていますが︑
数を明示しなければ今
の状態を改善できます
か︒ハイシーズンとい
う考えは現状を追認す
るものだ︒
県教委 案ができれば各校等に
も配付します︒案の素
案は各市町村に流して
います︒参加大会も厳
選と年間の休みで調整
する︒それが︑ハイ・
オフの考えだ︒
組合 大会数の厳選で現場が
改善するとは思えない︒
県教委 昔だったら︑毎日やる
事を良しとしたが︑今
は筋肉を休めるために
も休みは必要だとなっ
ている︒
組合 その通りでしょう︒な
らばハイシーズンの考
えはいらないでしょう︒
県教委 ハイシーズン制を必ず
導入しなさいと言って
いる訳ではない︒でき
ると言っている︒
組合 課長が子ども達の健康
のために休養が必要だ
と本当に思っているな
らハイシーズンはいら
ない︒現状を追認する
のではなく︑週１日の
休養日を守らせる努力
をして欲しい︒現に部
活を担当している先生
方の苦悩を分かって欲
しい︒ 才まで安心し
て働ける職場にして欲
しい︒県教委がその先
頭に立ってほしい︒来
年度になってもよいか
ら︑県の指針は急ぐべ
きでない︒

要望

県教委

65

委
教
県

事務・栄養職員の人事
評価の評価期間を︑前
後期の２回から教員と
同様１回とすること︒
行政職も現場では共同
して職務にあたってい
ると認識していますが︑
一方で同じ行政職の評
価が︑勤務先によって
異なる事は適当でない︒

知事部局との調整の過
程で現行となった︒
組合 東北各県の学校現場で︑
事務と教員が異なる回
数で人事評価がされて
いるのは青森県だけで
ある︒県教委が︑学校
現場で働く教職員を一
体とみる考えに立てな
いのか︒
県教委 両方あり得る︒評価制
度を構築する際︑現行
の方法で整理した︒一
方が絶対と思ってはい
ないが︑本来２回を想
定している中で︑学校
は特別だという事で︑
現在があり︑変えるの
は難しいと考えている︒
組合 そもそも︑人事評価制
度を持ってきたのが国
であって︑県がやりた
くてやった訳でない︒
制度を作るにあたって︑
県教委は平成 年春︑
文科省の指針を待って
いるとの回答であった
が︑指針は出ず︑ 月
になって我々に素案を
提示し︑ 年４月に間
に合わせる中でばたば
たと作られたものであ
る︒また︑現在︑教員
も事務︑栄養職員も国
庫負担対象になってい
るが︑小泉内閣の構造
改革で︑事務栄養職員
を国庫負担から外そう
とする動きがあった︒
当時の遠山文科大臣が
教員も事務職員も栄養
職員も学校の基幹職員
であるとして︑それら
の動きをはねつけた︒
是非︑県教委も毅然と
知事部局に対応して欲
しい︒
29

28
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要望 ﹁自己目標・自己評価
シート﹂を記入する際
の﹁使うべきでない表

県教委

組合

県教委

現﹂を抜本的に改める
こと︒
目標設定に当たり﹁何
を︑いつまでに︑どの
程度までを目指して取
り組むのか﹂を明確に
するために︑原則とし
て使うべきでない表現
を例示すると共にその
改善例も示している︒
尚︑手引きの見直しに
ついては慎重に検討す
る必要がある︒
﹁何をいつまでに﹂と
言われますが︑私たち
は物を作っているんじ
ゃない︒人を育ててい
るんです︒①県教委が
出している﹁学校教育
指導の方針と重点﹂の
文末は︑全て使うべき
でない﹁努める﹂です︒
②人事評価制度設計時︑
組合との話合いでの最
中︑当時の中村充県教
育長が次のように発言
しているんです︒
﹁良
い結果を残した人が高
評価では困る︒・・・
努力し続ける教師をし
っかり見られるかどう
かだ﹂﹁仲間に手を貸し
たり︑そういう教師が
素晴らしいという事を
落とさないようにした
い﹂と言ったのです︒
ところが︑
皆さんは﹁努
力﹂
﹁支援﹂
﹁協調﹂は
全て駄目と言っていま
す︒人事評価制度で校
長はじめ心配したのは
協力共同の学校が壊れ
るという事です︒皆さ
んは学校を壊そうとし
ている︒
県は全体の方針を定め
ます︒学校も方針を決
めています︒学校組織
の中で︑組織と個人の
評価の連続性・一体感
の中での個人の目標を

立て︑どれだけやった
のかという事です︒学
校全体の中で︑個人の
関係を作っていただき
たい︒努力と結果です
が︑ちゃんとここまで
やる︒努力的なものと
結果的なものとがグラ
デーションの様にある︒
組合 全くその通りですよ︒
学校の方針に基づいて︑
個々人が与えられた持
ち場で︑目標をもって
努力し︑時には協力し︑
助けたり助けられたり
していくのが学校です
よ︒私たちは︑結果的
表現が駄目だと言って
いない︒しかし︑努め
る・支援する︑そんな
文末があるのが教育で
しょうと言いたい︒
県教委 相手が子どもかどうか
とか︑仕事が物づくり
なのか教育なのかでな
く︑むしろ︑結果に対
して︑厳しさ︒努力し
ただけでなく︑これだ
けやりましたという事
を意識して欲しい︒目
標管理の一般的な考え
方です︒
組合 現場はがっかりですよ︒
誰も７時間 分で帰れ
ません︒尚︑頑張れと
言っているんですよ︒
具体的な目標に向かっ
て努力するでどうして
駄目なのか︒
課題があるという事を
認識した︒
県教委

45

要望 病休等の代替者を速や
かに配置すること︒
県教委 病気休暇等に伴う代用
教職員の配置に付いて
は︑各地教委からの報
告に基づき︑速やかな
配置に努めている︒し
かしながら︑時期や地
理的なことから︑一部

の学校で遅れている︒
ＨＰや大学に講師依頼
をしている︒
組合 ４月当初を調べ︑夏休
み明け調べているのに︑
この 月末は調べてい
ない︒増えているのに
調べていない︒地教委︑
校長先生はじめ先生方
が講師を探している︒
県教委 教職員課として︑教員
を配置するのが︑最も
重要な仕事だ︒しかし︑
現状は厳しい︒
組合 ８月︑むつ市教委に行
きました︒欠員が６名︒
市教委の仕事でありま
せん︒事務所の仕事で
しょう︒むつ市教委の
方が︑臨時でなく本採
用だったら︑覚悟を決
めて勤めてくれるんだ
よなあと︒昔の様に候
補者名簿を持てません
か︒
県教委 採用状況みて下さい︒
かなり増やしています︒
候補者名簿については︑
かなりハードルが高い
のですが︑引き続き検
討させてください︒

12

要望 特別支援学級の定数を
６人に引き下げること︒
県教委 義務標準法に基づき︑
８人となっている︒県
独自でなすには多額の
経費がかかる︒全国都
道府県教育長協議会を
通じ︑小中の特別支援
学級の編成基準の引き
下げ︑それに伴う︑教
職員定数の改善を要望
している︒更に︑県議
会議長︑県教委長で同
様の働きかけを国に対
して行っている︒
組合 今︑知的学級６名の担
任です︒学年は１︑２︑
５︑６年にわたり内一
人は支援学校答申の子
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◆2018年
月9日に女性部

学習会が県教育会館で開かれ
ました︒
娠しても産休まで何事もなく
無事働くことが難しくなって
います︒採用が厳しく結婚出
産年齢があがってきているこ
とも原因かもしれません︒組
娠中の母体保護のための権

合女性部では︑県教委と﹁妊
利 ﹂ について交渉を続けてい
るのですがなかなか改善しま
せん︒妊娠障害休暇︵つわり
を含む︶が設けられていない
子どもを育てる場で働いてい

のは青森県と山形県だけです︒
る教職員が子どもを安心して
産めないというのはとても残
念なことです︒︵青森県では
妊娠障害・つわりは︑病気休
暇でとれます︒詳しいことは
県教組まで︒
︶
視されています︒性について

県教委から﹁産婦人科校医﹂
︵1978年青森県内で高校生の
売春問題が頻発したことを受けて︑
全国では青森県が初めて制度化し
た︶を委嘱され 年間活動してき
た蓮尾先生︒全国に産婦人科校医
制度を広げよう尽力されています︒
また︑毎日のように︑全国の多
くの女性から電話やメール相談が
寄せられています︒

県教委

で排泄補助も必要とし
ています︒毎日の学習
準備︑一時間の授業の
中でも課題を与え︑ト
イレに連れて行く等大
変です︒どの子にも良
い教育と思っても６人
でも手が回りません︒
弱い立場の子等に光を
とお願いしたい︒
制度の整備が追い付い
ていないと感じている︒
我々としても対応した
いが︑期待にそえない
現状である︒
要望 パワーハラスメント防
止のための相談窓口を
設けること︒
組合 先日︑私に︑体調不良
で体育ができない先生
から︑校長に﹁そろそ
ろ退職したら﹂と言わ
れたと連絡がきた︒そ
んなことを言われた先
生が町の教育委員会や
事務所に電話できます
か︒仮に電話を受け取
った事務所は誰が担当
か決まっているのでし
ょうか︒せめて︑春︑
リーフレットを教職員
で読み合わせをするよ
う指導して欲しい︒

↓過少報告︑の悪循環
︵八戸・小 代︶
﹂
︒私
たちは︑そもそも実態
をつかむことや︑万一︑
病気になった時に公務
災害として認定する資
料として大事だと推進
をお願いしてきました︒
この様な実態をどう思
いますか︒
県教委 客観的な時間を記入す
ることが目的です︒ま
ずいです︒
組合 形式的な長時間労働縮
減がこの様な実態を生
んでいます︒
長時間労働については︑
今日︑時間が無く紹介
しきれません︒県教委
を責めるつもりもあり
ません︒ 年度以降共
に話し合う場を設けま
せんか︒
県教委 ３年間の取組みの総括
はやります︒それを受
けてどうするかは︑今︑
即答できない所です︒

望んでいるかという事
です︒

要望 臨時教職員のいわゆる
﹁空白の一日﹂を解消
すること︒
県教委 平成 年４月施行の地
公法改正に伴い︑臨時
職員の待遇は︑基本的
には各地方公共団体が
決めるものとなってい
る︒ただ︑再度の任用
の際︑﹁空白﹂を設ける
ことは不適切とある︒
県教委も︑空白期間を
設けずに任用する方向
で考えている︒
組合 頑張って下さい︒

要望 県独自の﹁学習状況調
査﹂を止めること︒ま
た︑平均点の報道機関
への公表は止めること︒
組合 まず︑多くの学校で小
５︑中２に対して過去
問等の対策をしている︒
夏休み中に補習の様に
実施している学校もあ
る︒点数を上げること
に現場が動かざるを得
ない状態になっている︒
しかし︑全国に目を移
すと︑福島︑神奈川︑
長野︑岐阜︑広島が小・
中とも休止・廃止した︒
奈良︑滋賀︑島根︑山
口︑徳島が縮小する︒
理由は様々でしょう︒
はっきりしていること
は︑全国学テには付き
合うけど︑県は県の教
育を守るという立場に
立ったということです︒
ぜひ︑青森県教育委員
会も考えて欲しい︒超
勤解消のため採点業務
をやらせられない︑そ
のため仕方なく止める
でもいいんですよ︒

32

◆今︑学校現場では︑多忙で妊

妊娠にかかわる母性保護＆
中高生への性教育の実際
◆新聞等で東京の性教育が問題
学ぶことを問題する︑これが
日本の現状です︒正しい性教
代の望まない妊娠や人工妊

育がなされることによって︑
娠中絶は減っていくのではな

20

10

12

いでしょうか︒

月経の意味︑原型のトラブル︑
低用量ピル︑妊娠・避妊︑性
感染症︑ＬＧＢＴ︑禁煙など

38
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要望 教頭への選考対象者を
経験年数 年以上︑年
齢 歳以上とすること︒
県教委 職務の重要性に鑑み︑
教育に関する理念識見
及び優れた資質能力有
する人材を広く求める
ために実施している︒
現在︑経験 年以上︑
年齢 歳以上としてい
る︒
組合
歳未満の方の任用は
過去５年間で２人です︒
そういう実態であるの
で︑先生方には︑せめ
て 歳までは︑しっか
り子ども達を見て下さ
いと発信したらどうで
すか︒子どもや親の事
で長年苦労した先生の
方が良い管理職になり
ます︒県教委がどんな
学校・どんな先生方を

45

45

45

講演の主な内容
１ 女性のライフステージと女性
ホルモン
２ 性教育の必要性を実感した思
春期外来の現状
３ 児童虐待防止は産婦人科の大
きなテーマ
蓮尾先生が行っている性教育
の一部を供覧
４

５
６

要望 時間管理の適正化を図
ること︒及び︑長時間
労働の改善を具現化す
ること︒
組合 県教組のアンケートの
声です︒﹁月 時間以上
の超勤にならないよう
言われ調整して記入︒
また︑ 時以降︑土日
出勤は管理職の許可が
必要︵青森・小 代︶
﹂
﹁忖度して少なく記入
︵青森・小 代︶
﹂
﹁指
示された時間に減らし
て提出
︵八戸・中 代︶
﹂
﹁報告↓産業医と面談
20

20

「産婦人科の敷居を低くする」という言葉を聞いてとても
安心しました。女性にとって、特に若ければ若いほど行く
のにすごく勇気がいります。行きづらいという気持ちのた
めに手遅れになることがないようになってほしいと思ってい
ます。性教育においては、伝えたいことだけを詰め込むの
ではなく、伝え方が大切だと感じました。男女ともに思い
やりを持つことができる前向きになれる教育を目指してい
きたいなと思いました。今日のお話をきいて今までは大変
な思いを知りするのは女性だけ。とマイナスな思いがあり
ましたが、女性としてたくさんの思いをもって輝いていきた
いなと思いました。
（上北支部 養護教諭）

更年期以降を元気に過ごすた
めに
妊娠関係の制度から妊婦サポ
ートに関して

40

50

40

50
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901人の 「子どもの声」 が寄せられました。
民主教育をすすめる青森県民連合（事務局県教組）が、県内各地18校の子ども（小4
〜高）からアンケートをとりました。これを 28ページにまとめ、今後の学校づくりの「提言」
とともに、40市町村教育長に届けました。
12月22日（土）には、「子どもの声から学ぶ交流会」を開きました。現職教職員、退職教
職員、引きこもり経験者、里親、フリースクール運営者、子どもの遊び場づくり、自死遺族の
会、自治体職員など・・・40人を超える人が自主的に参加しました。
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