５月 日︑県教組と県教委は話し合いを
もちました︒県教組からは委員長︑副委員
長等が︑県教委からは３課長が出席しまし
た︒時間が限られているので重点について
話し合いました︒

して行くというもの︒青森
人は難しいと思うが︑

要望

臨時教職員の賃

学校も大変︒広島は今年度

そういう工夫をしないと︑

給打ち切り制度﹂を廃

ること︒当面﹁最高号

表︵二︶２級を適応す

県で

始業式の段階での未配置は

止すること︒

金について教育職給料

０︒知事部局から何とか財

話し合いを終えて

時間切れで︑もう一つの

重点である﹁多忙化解消の

ために三年間にわたった工

程表の成果と課題について

は話し合うことができなか

った︒県教委からの回答で

心に引っかかった言葉があ

臨時講師等の給料につい

ては︑地方公務員法の一部

る︒多忙化解消のための課

委

など︑何かしらしないとど

改正に伴ってその取扱いを

題に﹁教員の意識改革﹂と

政を取って教員を採用する

んどん増えていくことにな

いう言葉が語られたことだ︒

確保

・子どもとの様々な時間の

・学級通信の作成

・宿題の点検

・ノートのチェック

・教材研究

問題だろうか︒

忙しいのは︑教員の意識の

改めるよう様々検討をして

る︒
もちろん財政的な面は獲

文科省も同じ仕事内容で

給料の問題については︑

基本的には一年ではできな

べて含めて検討中である︒

その他たくさんの仕事を毎

・たくさんの行事の準備

・校務分掌の仕事

・保護者との面談

いので︑これから検討して

時間を超えそう

︵次ページ下段に続く︶

るが︑

沿って仕事をすることにな

らないのに︶その計画書に

来月何が起こるかなど分か

られるそうだ︒︵そもそも

月の残業計画書を提出させ

えば︑A市では今年から翌

勤務時間管理のことで言

て失礼だと感じた︒

たくさんの教師たちに対し

日ぎりぎりで頑張っている

今年度中に待遇改善の協

議をお願いしたい︒

組

いく︒

いろいろ課題もあるのです

委

ルだ︒

け近づけるのが最低のルー

じであれば待遇もできるだ

はおかしい︒勤務条件が同

あれば︑職名も﹁講師﹂で

組

いるところである︒
委

得できるものは獲得したい
と思っている︒今の状況だ
と財政があっても人がいな
い︒講師だけでなく民間も

市町村︑事務所は一生懸

我々も一生懸命探してい

最近テレビでも話題次な

現場に自由ややりがいが必

数内講師の正規採用や教育

もっと構造的な問題だ︒定

で改善できるほど甘くない︒

人は集まらない︒他力本願

ージにアップしたところで

こういう状況ではホームペ

試験の倍率も下がっている︒

になり︑全国的に教員採用

っているが教員が不人気職

組

る︒

委

命探している︒

組

要望 病休等の代替者を速やかに配置すること︒

昨年から見ても︑どんど

ある︒
組

ん未配置の状態が上がって
いっている︒県教委も何も
していないわけではないが︑
何か工夫をしないと︒採用
を増やすとか︒広島県では
﹁市町村支援加配﹂を 人

人の教員を市町村の規

市町村支援加配とは？

の規模で実施している︒
委
組

模によって学校に配置し︑

要だ︒

https://www.aokenkyoso.net/

60

含めて人が足りない︒

31

人︒今年度は︑４月１日の段階で 人の

産前産後の特別休暇や病

未配置︒︶

期⁝

36

︵昨年度は︑１学期⁝ 人︑２学期⁝ 人︑３学

委

気休暇等に伴う代替の配置
については︑市町村教育委
員会からの報告に基づき︑
できるだけ速やかな配置に
努めている︒しかし︑取得
時期や地理的な事情によっ
て配置が遅れているという
状況もある︒県のホームペ
ージへの掲載や︑大学訪問
の機会を通しての依頼︑教

60

URL

Ｅ-mail aomoritu@iaa.itkeeper.ne.jp
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育員会や学校の協力を得て︑

60

欠員が出た場合代替教員と
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３６人未配置（４月１日）
〜入学式、教育に穴があく〜

90

み⁝﹂と書いている︒基本
的な精神は何も変わってい
ない︒
組 でも使ってほしくないワ
ードに﹁支援する﹂﹁努力す
る﹂﹁協調する﹂が入ってい
る︒また︑今年自己目標の
面談で︑﹁テストの平均を
点以上にする﹂を目標に付
け足すように言われた先生
がいる︒具体的につかめる
目標にしろということ︒評
価者研修の際に言われてい
るからだ︒県教委の人事評
価の考え方の意図が伝わっ
ていない︒
委 ただ﹁成績を定着させ
る﹂だと評価できない︒評
価する人もされる人も難し
い︒だから具体的な内容を
確認したいということだ︒
評価者研修も内容は毎年ブ
ラッシュアップされている︒
皆さんの意見も踏まえて︑
本人と評価者にずれが生じ
ないようにしたい︒
組 単に点数を上げればいい
のか︒人事評価ってそうい
うことかと憤慨している先
生方がいる︒評価者研修も
大学の先生を講師にするの
ではなく︑県教委の理念が
伝わるように︑県教委が主
体となって自信をもってや
ってほしい︒

要望 業績評価や能力評価が全員Bでも問題にし
ない︒またその趣旨を校長︑地教委に伝達する
こと︒
︵スタートした時の趣旨は︑努力や協力を重視し
協力協同の学校をこわさないことだった︶
委 教職員の人事評価の手引
きに評価段階のレベルと︑
レベルの具体例を示してお
り︑評価者は︑それに基づ
いて絶対評価で評価する︒
発揮された能力や自己目標
の達成状況がSやAに達し
ていればS評価A評価にな
るし︑達していなければB
評価になる︒毎年四月に行
っている評価者研修では︑
留意点を周知している︒
組 当時の中村教育長は︑﹁法
律で決められた部分は変え
られないが︑運用の面では
改善したい﹂
﹁良い結果を残した人が高
評価を得るという基準では
困る︒管理職はうまくいっ
ていないクラス︑困ってい
る子ども︑成果は出なかっ
たけれど努力している教員
を見られるかどうかだ﹂
﹁評価基準は作るが︑努力
したり︑仲間に手を貸した
り︑困難を見つけ出したり
できる教師を見落とさない
ように﹂
﹁決して平均点の上下では
ない︒その子に克服してほ
しい点を伸ばすことかが基
本だ﹂と言っていた︒その
精神は今も変わっていない
か︒
委 県の具体例の中にも﹁他
の教職員と共同して取り組

要望 タイムカード等による正確な﹁勤務時間の
記録・管理﹂を進めるように︑市町村を指導す
ること︒
︵労働安全衛生法の改正により︑4月1日から客
観的な方法で労働時間を計測することになった︒
︶

になった時点から︑残業す

るのに虚偽のタイムカード

を押す︑土日に出勤しても

タイムカードはおさない⁝

などの忖度をしているとい

きている︒計画を越える場

う報告がたくさん聞こえて

②8時以降や土日に学校に

県教育委員会では労働安

合は管理職に許可をえなけ

委

来る場合は教頭の許可を

もしあるとすれば︑当然

仕事を無かったことにした

くる︒でも教員が忖度し︑

ているという声も聞こえて

多忙化の原因の一つになっ

るのは面倒だ︑それ自体が

るいは手書きで書いたりす

パソコンに打ち込んだりあ

ではない︒また在校時間を

らと言って仕事が減るわけ

確かに時間管理をしたか

ればならないという︒

全法の改正を受け︑県立学

となっている学校がある︒

得る︒

ているパーソナルコンピュ

そういう実態をつかんでい

校では︑教職員に配布され
ーターの操作により出退勤

るか︒

そういう状況があるとい

時間が自動的に記録される
委

うことは聞いているが︑客

システムを採用し︑簡単か
つ正確に校長が勤務時間の

具体的に文科省の意図を

観的に把握はしていない︒

委

いか︒

伝える責任があるのではな

組

実態を把握することにした︒
同様に市町村教育委員会に
文科省が平成 年1月に

も指導助言をしていく︒
組

出した﹁公立学校職員の勤

仕事を終え子どもを寝かせ

り︑家に持ち帰って家庭の

かりと管理されるように︑

てから睡眠をけずって仕事

その適切な勤務時間がしっ
イン﹂の中に︑

市町村や校長先生を指導し

務の上限に関するガイドラ
﹁上限の目安時間の順守を

通信票や要録の時期になれ

を守ることも︑国がいうワ

ままでは物理的に勤務時間

らない︒大事なのは︑今の

をしたりしても︑何も変わ

ばどうしますか︒子どもを

先生方は苦しんでいる︒

ていかなければと思う︒
おろそかにしたり︑実際よ

自習にしないとやれません

組

形式的に行うことが目的化

り短い虚偽の時間を記録に

し︑真に必要な教育活動を

残す︑または残させたりす

中して過重負担になってい

﹁社会通念上一人の人に集

に︑

すことを避けることのほか

とや持ち帰りの時間を増や

は︑虚偽の報告をしないこ

文科省のガイドラインに

で突きつけることだ︒

のだということを︑データ

て仕事をすることも無理な

ークライフバランスを考え

機会をとらえて︒

よ︒
委

ることがあってはならない︒
さらに上限の時間を守るた

全市町村にもう一度正しい

機会をとらえてでなくて
て業務を行う時間が増加し

趣旨を伝えてほしい︒県教

組
てしまうことは︑本ガイド

委が先生たちを守る気があ

めだけに自宅等に持ち帰っ

ラインのそもそもの趣旨に

るのかということ︒

先生方が大変だというこ

反するものであり︑厳に避
委

とは十分知っているので検

けること﹂とある︒ところ
が学校では︑

ぜひ検討してほしい︒

討していく︒
組

①タイムカードを押してか
ら残っている︒

る場合は︑校長が仕事の適

https://www.aokenkyoso.net/
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再度趣旨の徹底を！
員会に対し指導助言を続けていきます

要望 ﹁運動部活動の指針﹂の中の﹁ハイシーズ
ン﹂をやめ︑県として部活動の大会・試合数の
上限を明示すること︒
︵スポーツ庁作成の﹁運動部活動の在り方に関する総
合的なガイドライン﹂に﹁ハイシーズン﹂はない︒︶

うものを使いながら子ども
も顧問も休む時間は必要だ

スポーツ庁の指針は週当

と考えている︒
組

たりの活動時間は何時間で

きないための時間は 時間

すか︒疲労骨折や外傷が起
圏でもあると思うが︑国の

です︒﹁ハイシーズン﹂期間︑

ハイシーズンの考えにつ
指針とは違った形で示して

週 時間守れますか︒

委
いては︑児童生徒の健康面
いる県は他にもあるのか︒

極力守るようにお願いし

日本体育協会で出してい

るスポーツ活動時間﹂では︑

点からのジュニア期におけ

時間で︑指針を守っている︒

いる︒練習時間は週 〜

人中６人が故障して

ポーツなどと一言も書いて

活動の時間は﹁年齢

いる︒それくらい子どもは

時に

が主催または共催のものを

いない︒主要な大会の時期

間﹂となっている︒中学１

壊れやすいということだ︒

る﹁スポーツ医・科学の観

組

ていく︒

委

や安全面に配慮するととも

本県にとって﹁ハイシーズ

他県は把握していないが

度とならないように市町村
ン﹂という形で独自に作っ

委

学校等での精査・判断が必
た︒

に︑運動部顧問の負担が過

要である︒大会参加につい

基本と示しておりそれ以外

を﹁ハイシーズン﹂とする

年生は 時間です︒﹁ハイ

県の指針にはシーズンス

については市町村学校での

と書いてある︒言っている

っている︒これだと︑中体

委

それでも︑故障が起きて

ン﹂を認めたら︑壊れるの

それなのに﹁ハイシーズ
守るように努力していく︒

だから︑先生方︑コーチ

は当たり前だ︒

組

１は

時間︑中３は

時間︒

体育協会の上限だと︑中

や研修会をしている︒

方法であったりをの講習会

であったり︑けがをしない

を集めてトレーニング方法

委

子どもの体を第一に考え

一時

精査・判断が必要と考える︒

シーズン﹂では守れない︒

﹁運動部活動の総合的なガ

連とか高体連とかのシーズ

とだ︒

ンはやってもいいというこ

イドライン﹂に基づいて作

組

ことと書いていることが違

組

16

運動部活動の指針は国の

ては︑中体連︑小学校長会

16

てほしい︒高校生でも総体

組

成とあるが間違いないか︒
はい︒その通り︒

動が外傷を高めること︑生

委

﹁ハイシーズン﹂という言

徒がバーンアウトすること

国の指針には︑過度な運

葉はないが︑これは科学的

を防止すること︑科学的な

国もガイドラインには︑

根拠やその他のものがあっ

トレーニングを積極的に取

中１は初めから無理させて

いることが想定されていな

い︒さらに﹁ハイシーズ

ン﹂を入れた︒子どもを守

っていない︒指針から﹁ハ

正化を図る︒多くの教師が

在校時間の上限を超えてい

る場合は︑校長・教育委員

会は業務削減等の取り組み

を積極的に進めること︒取

り組んでも在校時間が減少

しないあるいは増加する場

合は校長・教育委員会は背

景や構造を分析し改善方策

を策定し改善に向けて取り

組むことが必要︒﹂

と書かれている︒

ならば︑正確に記録する

ことで現場を変えていく力

にはなりうる︒これだけ仕

事をしているのに終わらな

〜

時間という持

い業務の多さ︑小学校で言

えば週

ち時間の多さ︑部活動のブ

ラック化︑業務量に見合う

人員の配置がない等の教育

行政を︑抜本的に改善しな

い限りこの問題は解決でき

ないことを示すためには︑

先生方の正確な時間把握は

必要不可欠だ︒虚偽のな

い・正確な時間を申告する

ことで行政を動かしていく

ことが大切なのではないか︒

時間管理のこと︑教員評

価のこと︑部活動のこと⁝

これはおかしいのではない

か︑うちの職場ではこんな

理不尽なことがあるという

ことがあったら︑県教組ま

でお知らせください︒

https://www.aokenkyoso.net/

スポーツ健康課長

16

イシーズン﹂は削除するべ

きだ︒

30

15

15

組

て持ち出したものか︒

り入れ︑休養を適切にとる
ことと書かれている︒﹁ハ

本県の場合スキーやスケ
ートなどのようにシーズン

イシーズン﹂の考えはこの

委

スポーツが多々あり︑そう

考えに逆行している︒
一年通して﹁ハイシーズ

で︑﹁オフシーズン﹂とい

ン﹂ということはないわけ

委

いうスポーツに配慮して盛

スキーやスケートなら︑

り込んだ︒
組

北海道や岩手栃木とか関東

教職員課長

26

18
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