
経 過 日 誌 

 

２０１８年 

  ４月１５日  第１回委員会            県教育会館 

  ４月１５日  県教組春の教育実践講座       県教育会館 

  ５月２６日  全教事務職員部第２８回総会     東京全教会館 

５月２７日  全国事務研推進委員会及び事務研推進委員・常任委員合同会議 東京全教会館 

  ６月 １日  東青支部事務職員部総会       県教育会館 

  ６月 ８日  南支部事務職員部総会         

  ６月２３日  全国事務研推進委員会        東京全教会館 

  ６月２３日  第６１回事務職員部総会       県教育会館 

  ７月 ５日  事務職員部報① 

７月２８日  全国事務研推進委員会及び事務研推進委員・常任委員合同会議 ライフォート札幌 

  ７/29～31 日  全国学校事務研究集会（札幌集会）  ライフォート札幌 

  ８月１０日  南支部事務職員部学習会         

  ８月２５日  夏の教育実践講座          県教育会館 

９月 １日  全国事務研推進委員会及び事務研推進委員・常任委員合同会議 東京全教会館 

９月１５日  第２回委員会            県教育会館 

  ９月１５日  北海道・東北ブロック事務職員部長会議 県教育会館 

 １０月１２日  事務職員部「要求書」提出      県教育庁 

  11/10～11 日  あおもり教育のつどい       「八戸シーガルビューホテル」 

１１月１４日  第３回委員会            県教育会館 

 １１月１４日  事務職員部の県教委交渉       県教育庁 

 １１月１７日  全教事務職員部全国代表者会議    東京全教会館 

 １２月 ５日  学習会「SNS の効果的な使い方・ 

定年延長と年金について」     県教育会館 

 １２月１８日  事務職員部報② 

 １２月２７日  統一要求書県教委課長交渉      県教育庁 

２０１９年 

  １月３０日  統一要求書県教委長交渉       県教育庁 

  ４月１３日  第１回委員会            県教育会館 

  ４月１３日  県教組春の実践講座         県教育会館 

  ５月１７日  東青支部事務職員部総会       県教育会館 

  ６月 １日  全教事務職員部第２９回総会     東京全教会館 

  ６月２２日  第６２回事務職員部総会       県教育会館 

  ８月 4～5 日  全国学校事務研究集会（長崎集会）   
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 ２０１8 年度運動の総括(案) 
 
 安倍 9 条改憲の企ては、憲法の平和主義をないがしろにし、国⺠主権や基本的⼈権の尊重ま
でもが揺らいでくる恐れがあります。⼦どもと教育を守る⽴場から、この企てを阻⽌し、憲法
を守り活かす運動をより⼤きく進めていく必要があります。 
 ⽂科省は、昨年 12 ⽉ 22 ⽇に出された中教審の「学校における働き⽅改⾰の⽅策（中間ま
とめ）」を受けて 12 ⽉ 26 ⽇に「緊急対策」を発表しました。内容は学校・教師の担う業務の
適正化という観点で事務職員や外部⼈材の活⽤が提起されています。しかし 2019 年度予算で
は、根本的な問題解決となる教職員定数が、増加ではなく⾃然減の⽅が多くなっています。ま
た中教審の「中間まとめ」では具体的な「事務職員の活⽤」に触れ、「共同実施」や「共同学
校事務室」を有効⼿段と強調しています。が、本当でしょうか…。 

私たちのあるべき姿は、⼦どもの発達に寄り添いながら教職員と共に教育の権利を保障する
「学校にいてこそ学校事務職員」。この⽴場を改めて確認し、「共同実施」には反対の⽴場で
運動を進めていきましょう。 
 
 
１ ゆきとどいた教育を進める取り組み 

（１）県教組による「市町村教育員会キャラバン」が毎年継続して実施されています。昨年度
は「県学習状況調査の平均点公表」「教職員の多忙化と勤務時間管理」「学校教育への⽀援」
「⼦どもたちへの⽀援」について要望し懇談をしました。⼦どもたちへの⽀援ー保護者負担軽
減に関連して就学援助制度の拡充についても要望しています。昨年度、要保護児童⽣徒補助⾦
交付要綱が改定されたことで、新⼊学児童⽣徒学⽤品費の増額と⼊学前⽀給について要望しま
した。その後、⼊学前に⽀給するとした⾃治体は、中学⽣は⻘森市・⼋⼾市・平川市など⽐較
的多くの⾃治体が実施するとしていますが、⼩学⽣については、階上町・東北町など数がまだ
少ない現状です。 
 
 
（２）旅⾏雑費を拡⼤して有料道路料⾦や児童⽣徒引率時の⼊館料・拝観料などを⽀給するよ
う要求しています。他県では旅⾏雑費として⽀給しているところがありますが、県教委は「⼿
数料は学校の設置者で負担すべきもの」と相変わらずの回答。実際、市町村で負担している話
は聞いたことがなく、前回の交渉時にどれだけ修学旅⾏費⽤がかかり、保護者や本⼈負担とな
っているか資料を出しており、後で⾒て検討するよう要請しています。 
 
 
２ 賃⾦改善の取り組み 
 
 県教委交渉の際の要求項⽬については、昨年度も本部とすりあわせをして重点項⽬を設け、
教育⻑交渉まで持ち込めるように取り組みました。 
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（１）⼈事評価制度については、賃⾦にリンクさせて２年となり、県教組としては反対の⽴場
で県教委に対し改善を求めています。交渉の中で能⼒評価 C・D 評価の者が１％未満だが存在
していることがわかり、この制度の運⽤に疑問を感じます。 
 また、学校という同じ職場、同じ⽬標で勤めていながら、教員と教員以外の評価⽅法が異な
り、職場での混乱があることから、せめて同じ職場であれば皆同じ年１回の評価にするよう求
めてきました。県との交渉では、「同じ⾏政職でいて、勤務先で評価⽅法が異なることは⾄当
でないという判断で、知事部局と調整した結果、教育職と同じにするには困難」という回答で
したが、今後も⾒直すよう追求していきます。 
 
（２）時間外勤務⼿当については、時間外勤務の実績に基づいた配分を引き続き要求していま
す。年間給与の６％が配分されていますが、上半期下半期に分けて配分されるため、年度初め
を含む上半期では配分を越える時間外勤務が発⽣し、その際に教育事務所により対応の違いが
⾒られます。今後も年間を通しての配分を継続して要求していきます。 
 また、年に何度か実施されている時間外⼿当の⾒込額調査については、その調査の意味を確
認し、本当に必要なのかを県教委に訴えていく必要があります。 
 
（３）毎⽉の⽉例報告に関して、総務事務センター制度が導⼊されて以来、年々報告の締め切
りが早くなってきています。勢い、まだ⽉末の暦数が残っているのに⾒込みでの報告を求めら
れ現象が顕著になり、報告の正確さが不安定なものとなることが多くなっています。 
 ⾒込での報告を⽌めさせ、きちんと実績の確認の時間を確保させるなど、もう少しゆとりの
ある報告体制を県教委に訴えていく必要があります。 
 
（４）2015 年度に続き、2018 年度退職者の退職⼿当の⽀給率が削減されました。⼈事院が
官⺠格差 3.07%を是正すべきしと、国家公務員の⽔準を下げ、地⽅公務員にも押しつけまし
た。今回の切り下げで約 78 万円減額、この５年の間に約５００万円削減です。 
 さらに、前回の給料表⾒直しで、⾏政職５級の最⾼号給が 85→93 号給となった結果、85 号
給⽌まりの退職者とそれ以上の号給の退職者が出てくることへの是正措置は、当初検討すると
⾔いながら⾏われていません。2019 年度は現給保障措置も廃⽌されたので、現職者の給与に
も差が出ています。 
 
 
3 権利を守るたたかい 
 
（１）学校事務職員の全校配置をめざしていますが、近年は少⼦化等による統廃合で県内の学
校数が減少しているにもかかわらず、臨時職員の配置や未配置校が新たに出てきています。配
置基準が改善されていないため、配置されても数年で剥がされたりするなど、勤務の不安定さ、
学校運営にも⽀障が出ています。また、それなりの規模の学校なのに臨時職員が⻑年配置され
ているなど、当該校の主体的継続的な学校事務を維持できない状況が⽣まれています。 
 就学援助加配についても、適正に⾏われているかどうか追求しています。昨年度は、事務職
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員全体の定数４９０名で、そのうち共同実施加配５３名（本来就学援助加配すべき学校との重
なり５名）、４３７名を各校に配置、うち就学援助加配９名分を独⾃の配置（２名を本来就学
援助加配すべき学校に、７名を事務か養教かの選択になる基準未満の学校など）に使ったとし
ています。結果的に就学援助加配すべき学校９校のうち２校には加配されませんでした。 
 
（２）臨時職員の給料を⼝座振込にすることを求めていますが、東⻘・中南教育事務所管内で
は「給与差額」「年末調整還付⾦」の⼝座振込を実施しました。三⼋教育事務所管内は対象⼈
数が多いため現状では厳しい（システムが古いのも理由の⼀つ）と。県教委は、体制が整えば
と⾔っていますが、期末勤勉⼿当への拡⼤も含め、少しでもできそうなところから実施するよ
う要請しました。 
 
（３）年次休暇簿の「残⽇数」を「使⽤⽇数」にするよう、継続して要求していますが、今回
教育⻑交渉にまで持ち込んだにもかかわらず、回答は従前の域を超えることがありませんでし
た。（「…様式を変更することで逆に混乱することも考えられるので、現段階では簡単に変更
できない」と。ぜったい⾜し算の⽅が間違いが少ないのですが。）教職員の多忙化解消の観点
からも、このような書類様式の⾒直しはしなければなりません。 
 
 
４ 組織強化・拡⼤について 
 
（１）残念ながら新規加⼊拡⼤の成果はありませんでした。2018 年度末の定年退職・再任⽤
が終了した組合員が 4 名いましたが、新たに再任⽤や臨時任⽤となった１名の⽅が、引き続き
加⼊することになり、⼼強い限りです。 
 
（２）共同実施については、⼀昨年の法改正を受け⼋⼾市が、2019 年７⽉より「共同学校事
務室」制度の試⾏に⼊ります。その他の市町村には⽬⽴った動きはありませんが、⼋⼾市の施
⾏を受け、各市町村に広まることが懸念されます。各市町村の動静を注視する必要があります。 
 また、⼀昨年度から「コミュニティスクール」（学校運営協議会）を導⼊する⾃治体（⻘森
市、弘前市、⼗和⽥市、六⼾町）が出てきており、新たな任務を受けた「共同実施」も考えら
れ、注視しなければなりません。 
 
（３）通勤・住居⼿当の認定権が学校⻑に委譲されて以来、認定のための確認作業に時間を割
かれ、年度初めの業務増に拍⾞がかかっています。他⼿当への認定権拡⼤、さらに認定にあた
って「共同実施」が利⽤されないように留意しなければなりません。 
 
（４）教育事務所総務課の統合から５年、学校と事務所のやりとりはメールが中⼼となり、⼤
量のデータ「丸投げ」に窓⼝に当たる事務職員の負担が増⼤しています。学務担当から「臨時
職員の任⽤にかかる⼿続き」がメールで流れてきて、内容的には校⻑の仕事ではないかという
ものもあり、苦慮する声が聞こえてきています。また教育事務所によって⼿続き、様式の違い
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があるため、確認点検する必要があります。 
 ⼀⽅で、新採⽤職員及び臨時任⽤職員の社会保険に関わる事務は、報告を学校現場に委ねて
いながら、その仕組みは旧態依然としていて、保険証の発⾏が 5 ⽉にずれ込むなど問題点が露
呈しています。教育事務所において 3 ⽉中に保険証関係の⼿続きを⾏うなどの改善が求められ
ます。 
 
 
５ 学習交流活動について 
 
  組織強化・拡⼤にも絡んで、学習会の案内は各分会を通じて未組合員へも配布になってい
るはずと思っていますが、その後の声がけが⾜りず、参加の輪が広がっていません。せっかく
の学習の機会、誘い合って参加しましょう。 
 
（１）全国学校事務研究集会（札幌集会） 
 2018 年 7 ⽉ 29 ⽇（⽇）〜31 ⽇（⽕）、ライフォート札幌において開催されました。本県
からは東⻘⽀部の⼩林さんと⼭﨑さんの２名が参加し、学習を深めてきました。今年度は⻑崎
市を会場に開催されます。 
 
（２）冬の学習会（事務職員部主催） 
 2018 年 12 ⽉５⽇（⽔）に⻘森県教育会館にて開催。参加者は数名と少なかったものの、
午前はディーティーシーデザイン（⻘森市）の蝦名晶⼦⽒を講師に「SNS の効果的な使い⽅」
を、午後は和⽥⼒⽒を講師に「定年延⻑と年⾦について」を学習しました。 
 
（３）あおもり教育のつどい 
 2018 年 11 ⽉ 10 ⽇（⼟）〜11 ⽇（⽇）、「あおもり教育のつどい」がシーガルビューホ
テル（⼋⼾市鮫町）で開催。11 ⽇の「事務・栄養・現業分科会」では各⾃治体の就・修学保障
について交流、また⾼校就学⽀援⾦や奨学⾦の現状について学習をしました。 

このとりくみの中で、まったく参加できなかった組合員が、初めて参加してくれたことは活
動に元気を与えてくれました。 
 
（４）春の実践講座 
 ４⽉ 13 ⽇（⼟）に⻘森県教育会館において開催。「学校事務分科会」では県教組の和⽥⼒
⽒を講師に、2020 年度より始まる「会計年度任⽤職員制度」について学びました。 
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２０１９年度 運動の⽅針（案） 
 
１ ゆきとどいた教育を進める取り組み 
（１）全教・県教組本部とともに、教育費の保護者負担軽減に取り組みます。 
（２）就学援助制度・給付型奨学⾦制度の拡充を地教委に申し⼊れていきます。 
 
２ 賃⾦改善の取り組み 
（１） ⼿当認定事務権限移譲がこれ以上拡⼤しないよう確認していきます。 
（２） 県費事務の取り扱い、様式等の統⼀を要求します。 
（３） 新採⽤、臨時職員の任⽤時の⼿続きを教育事務所に戻す取り組みを強めます。 
（４）県教組とともに、⼈事評価制度の問題点を探り、改善・廃⽌を求めていきます。 
（５）時間外勤務⼿当の６％確保と、年度末・年度初めなどの忙しい時期に合わせた現実的な

実績配分を求めて、県教委に申し⼊れます。併せて時間外勤務⼿当の現況についてのアン
ケートに取り組みます。 

（６）現給保障制度廃⽌後の給与削減をさせないための⽅策を要求します。 
 
３ 権利を守るたたかい 
（１）学校事務職員の全校配置を要求します。規模の⼤きな学校には、共同実施ではない複数
配置を要求します。 
（２）就学援助加配の適正配置を引き続き要求していきます。 
（３）臨時職員の給与を⼝座振込にするよう要求します。 
 
４ 組織強化・拡⼤について 
（１）共同実施について、本来の学校事務職員が果たすべき役割から離れないよう注意し、組

合員を守る運動をします。 
（２）学校事務職員としてのやりがい、組合の役割を載せたリーフレットを作成し、未組合員

に配布します。 
（３）現職の組合員や退職した組合員とのつながりを⼤事にします。 
 
５ 学習交流活動について 
（１）２０１９全国学校事務研究集会⻑崎集会へ積極的に参加できるよう体制を組みます。 
（２）恒例の「冬の学習会」を開催します。 
（３）夏の実践講座・2020 春の実践講座の「学校事務分科会」を企画運営します。 
（４）あおもり教育のつどい（11 ⽉ 9〜10︓⻘森市）に積極的に参加します。 
（５）学習会開催を県内全事務職員に案内します。 
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科　　　目 決算額 増　　減

総　会　費 10,750 750

委員会費 28,396 -1,604

事務研費 124,694 9,694

組織対策費 14,140 -5,860

資　料　費 2,020 -2,980

予　備　費 0 0

計 180,000 0

科　　　目 今年度予算額 増　　減

総　会　費 10,000 0

委員会費 30,000 0

事務研費 115,000 0

組織対策費 20,000 0

資　料　費 5,000 0

予　備　費 0 0

計 180,000 0

２０１８年度決算書
2018.4.1～2019.3.31

総　括　表

予算額 決算額 増減

180,000 180,000 0

支出の部

予算額 備　　　　考

10,000 総会・臨時総会旅費

30,000 委員会・県教委交渉旅費他

115,000 全国事務研、学習会（65,660）

20,000 部報、チラシ発送費、専門部交渉旅費

5,000 行政文書開示費用

0

180,000

２０１９年度予算書（案）
2019.4.1～2020.3.31

総　括　表

予算額 決算額 増減

180,000 180,000 0

支出の部

前年度予算額 備　　　　考

10,000 旅費

30,000 委員会旅費他

115,000 全国事務研、学習会他

180,000

20,000 部報、チラシ等発送費

5,000 行政文書開示費用

0
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青森県教職員組合事務職員部細則 

 

第1章 総  則 
第1条 この部は青森県教職員組合規約第 2 章第９条による事務職員部である。 
第2条 この部は青森県教職員組合加入の事務職員で構成する。 
第3条 この部は青森県教職員組合執行委員会に属し、青森県教職員組合の目的達成の

ために事務職員に関する事項について青森県教職員組合執行委員会に意見を

具申し、事務職員の社会的、文化的、政治的、経済的地位の向上につとめるこ

とを目的とする。 
第4条 前条の目的達成のために次のことを行う。 

 1、この部に必要な調査研究 
 2、この部の専門的業務についての活動 

 3、その他この部の目的達成のために必要な活動 

第2章 機  関 
 第 5 条 この部に次の機関を設ける。 
   1、総会  ２、委員会 
第６条  総会はこの部における最高の意思決定機関であって次の各項について審議

する。 
１、 細則の改廃 2、役員の選出(但し副部長は各支部部長から選出する。)   
３、事業の決定  4、予算及び決算  ５、その他必要な事項 

第７条 総会は年 1 回以上開く。 
第８条 委員会は部長、各支部の部長及び常任委員をもって構成し、次の事務を執行す

る。 
１、 総会から委任された事項及び決定事項の処理 
２、 緊急やむを得ない事項の処理 

 
第３章 役  員 

第９条 この部に次の役員をおく。 
  1、部長 1 名 ２、副部長 2 名 ３、常任委員 若干名 
第１０条  部長はこの部を代表する。副部長は部長を補佐し、部長に事故あると

きはその代理をする。 
第１１条  この部の役員の任期は 1 年とする。但し、再任を妨げない。 

2 欠員補充によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。 
 

第４章 雑  則 
第１２条  この部の経費は青森県教職員組合の費用をもってあてる。 
第１３条  会議の運営に関しては青森県教職員組合の議事運営規定によって行う。 
第１４条  この細則の改廃は、総会の決定により、青森県教職員組合の中央委員会の

承認をうける。 
第１５条 この細則に定めない事項については青森県教職員組合規約ならびに諸規定に

準ずる。 

第５章 附  則 
第１６条  この細則は 1983 年７月３日より施行する。 
           2013 年６月２９日 一部改正 
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                          ２０１８年１０月  日 

 

青森県教育委員会 

   教育長 中 村   充 様 

 

                     青森県教職員組合 

                      執行委員長   渡 部 秀 逸    

事務職員部長  上 野 勝 彦    

 

 青森県教職員組合事務職員部は、学校事務職員の勤務条件等について、下記のとおり要

求いたします。 

 

 

記 

 

１、学校事務職員の人事評価の評価期間を前期と後期に分けないで、教育職と同様にする

こと。 

２、全ての学校に学校事務職員を配置すること。また、複数配置の基準を引き下げること。 

３、中教審答申の「学校事務・業務の共同実施」「職種枠はずし」は絶対行なわないこと。 

４、学校事務職員の｢就学援助加配｣を、国に報告したとおり配置すること。 

５、 年度途中で時間外勤務手当の実績を調査し、不足することがないように調整すること。 

６、学校事務職員の職務の複雑・困難性を考え、６級格付けを即時実施すること。また、

「給与の逆転現象」が生じないように改善すること。 

７、事務主任、事務主幹、総括事務主幹の昇任基準を明確にすること。 

８、病気休暇、特別休暇（産前、産後）、介護休暇、育児休業等の行使時の代替を完全に配

置すること。また、前後各３日の引継ぎ期間を保障すること。 

９、臨時職員の給料等を口座振込みにすること。 

10、給料日等には、各種行事を行なわないように教育事務所をはじめ教育関係団体等を指

導すること。 

11、「修学旅行引率旅費の配分方針」の引率教員数の基準を学級数に応じた数に改善するこ

と。また、特別支援学級の児童生徒が参加する場合は、その学級数分に応じた引率教

員数に改善すること。 

12、旅行雑費を拡大し、有料道路の料金・駐車料金や児童生徒引率時の入場料・拝観料を

支給すること。 

13、扶養手当等の認定権者を学校長へ変更しないこと。 

14、人間ドック等の短期間の義務免は学校長の承認で可とするよう市町村教育委員会を指

導すること。 

15、 現在１月から１２月となっている年次有給休暇の付与の基準日を４月１日にすること。

また、休暇簿の「残日数」を「使用日数」に変更すること。 
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東目屋小

・ 小湊小 武田小 ㉕ 岩木小 ⑮ 岡三沢小 22

㉔ 油川小 山口小 薄市小 常盤野小 古間木小 佐井小

　 奥内小 東小 ⑭ 中里小 相馬小 上久保小 佐井中

西田沢小 小湊中 中里中 常盤野中 第一中 牛滝中

後潟小 西平内中 小泊小 東目屋中 第五中 0

油川中 東平内中 小泊中 津軽中 三沢小 0

北中 2 相馬中 三川目小 0

新城小 12 鶴田小 おおぞら小 3

三内小 12 菖蒲川小 金田小 木崎野小

三内西小 70 梅沢小 猿賀小 ⑭ 第二中

㉓ 新城中央小 胡桃舘小 竹館小 第三中 ⑮ 八戸小６人

新城中 水元中央小 平賀東小 堀口中 「学校事務支援室」

三内中 ⑭ 栄小 富士見小 尾上中 （八戸市全67校）

古川小 　 三輪小 ⑮ 鶴田中 平賀東中 野辺地小 （⑫白山台小）

千刈小 第三中 7 柏木小 若葉小 （⑭湊小　　）

篠田小 五所川原小 12 大坊小 馬門小 ↓

沖館小 南小 12 小和森小 ・ 野辺地中 （⑮学校事務支援室）

古川中 中央小 57 松崎小

㉓ 沖館中 松島小 碇ヶ関小 　 七戸小 ⑯ 五戸小

甲田小 三好小 ㉗ 平賀西中 城南小 切谷内小

金沢小 ㉛ 第一中 小友小 碇ヶ関中 天間林小 上市川小

泉川小 東峰小 三和小 ㉖ 七戸中 倉石小

浪館小 いずみ小 新和小 明徳中 天間林中 ⑳ 五戸中

甲田中 第二中 裾野小 藤崎小 　 川内中

㉔ 西中 ⑰ 第四中 裾野中 藤崎中央小 　 六戸小 　 倉石中

長島小 ⑭ 金木小 新和中 常盤小 開知小

荒川小 金木中 自得小 ⑱ 藤崎中 大曲小 剣吉小

高田小 市浦小 高杉小 3 ㉕ 六戸中 名久井小

㉓ 浜田小 市浦中 船沢小 8 七百中 名川南小

大野小 4 北辰中 8 南部小

荒川中 森田小 船沢中 68 下田小 向小

南中 育成小 城東小 木内々小 福田小

6 堤小 柏小 和徳小 木ノ下小 杉沢小

莨町小 ⑬ 森田中 時敏小 ⑱ 三本木中 ⑰ 下田中 福地小

橋本小 柏中 北小 北園小 木ノ下中 ㉒ 名川中

浦町小 向陽小 ㉛ 第一中 三本木小 百石小 南部中

㉓ 浦町中 穂波小 福村小 東小 甲洋小 　 福地中

横内小 瑞穂小 豊田小 洞内小 百石中 杉沢中

幸畑小 ⑯ 木造中 ㉚ 堀越小 松陽小

㉔ 戸山西小 車力小 東小 高清水小 　 横浜小 田子小

横内中 ⑯ 車力中 東中 ・ 東中 横浜中 清水頭小

戸山中 稲垣小 第五中 大深内中 上郷小

造道小 稲垣中 三省小 西小 上北小 田子中

浪打小 鯵ヶ沢町 致遠小 ちとせ小 ⑭ 上北中

合浦小 西海小 城西小 深持小 甲地小 赤保内小

㉓ 小柳小 舞戸小 西小 法奥小 東北小 道仏小

造道中 ⑯ 鰺ヶ沢中 ㉛ 第二中 沢田小 ⑰ 東北中 大蛇小

浪打中 深浦町 文京小 　 十和田湖小 小舟渡小

佃小 ⑰ 深浦小 大成小 ⑮ 甲東中 南小 階上小

浜館小 いわさき小 第三大成小 第一中 千歳平小 石鉢小

筒井小 深浦中 ㉖ 第三中 十和田湖中 千歳中 道仏中

筒井南小 岩崎中 松原小 南小 ⑮ 第二中 階上中

佃中 修道小 千年小 藤坂小 泊小

㉓ 筒井中 大戸瀬中 大和沢小 下切田小 尾駮小 西越小

東陽小 板柳町 石川小 四和小 泊中 　 戸来小

原別小 板柳北小 ㉙ 南中 ⑰ 十和田中 第一中 新郷中

野内小 板柳南小 石川中 切田中 8 野沢中

㉔ 東中 小阿弥小 小沢小 四和中 13 3

　 女鹿沢小 板柳東小 青柳小 13 4

浪岡野沢小 ⑯ 板柳中 朝陽小 74 9

大栄小 桔梗野小 102

本郷小 第四中

浪岡北小

浪岡南小

⑭ 浪岡中

28

23

49

54

374

協力校計

協力校計

協力校計

※　学校名の数字は加配開始年度（対象校の変更を含む）

※　○なし数字は国の加配（事務部門の強化対応）以外による複数配置 加配対象校

加配人数計

実施市町村

加配市町村

21

31
39

10

7
22

32

11

7

19

8
29

38

5
20

6

30

9

つがる市 加配人数計

17

協力校計

27

上　　北

18

28

26

加配市町村

加配対象校

13

十和田市

37

36

4

10

弘前市

2515

12

藤崎町

5

16

15

野辺地町

42
加配市町村

35
14

加配対象校

加配人数計

協力校計 七戸町

平川市

3

2

加配対象校

24

11

協力校計

加配人数計

34

協力校計

西　　北

3

五所川原市

13

9

鶴田町

中　　南

下　　北

1

青森市

12 23
40

佐井村

1

41

加配市町村

平成３１年度　学校事務の共同実施実践校一覧

東　　青

2

平内町

8

中泊町

10 33

14

三沢市

加配市町村

加配対象校

加配人数計

六ヶ所村

東北町

横浜町

20

21

47

48

おいらせ町

六戸町

16

17

18

19

44

45

46

加配市町村

加配対象校

加配人数計

三　　八

49

43

八戸市

23
50

五戸町

24
51

南部町

52
25

田子町

53
26

階上町

27
54

新郷村

55
28

加配市町村

加配対象校

加配人数計

県　全　体

10
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２０１８．７．５ 

 

第６０回青森県教組事務職員部総会終了 
 

今年度の事務職員部総会が、６月２３日（土）に青森県教育会館で開催され、２０１７年度のたたかいの総括

に関する件と、２０１８年度の運動方針などが承認されました。また、今年度の役員に、部長には上野勝彦（八

戸市立白銀中学校）、副部長には山﨑篤子（青森市立筒井小学校）と小野ひとみ（平川市立松崎小学校）を

選びました。 

部長あいさつは、佐井部長が７月に開催される全国学校事務研究集会（札幌集会）の研究推進委員会の

会議と重なり、東京に行っていることが報告されました。県教組本部からは、和田執行副委員長が県教組を代

表してあいさつしました。主に、春闘期の交渉について、「部活動指導手当の重地時間について」、「病休等

の代替者の配置について」、「臨時教職員の空白の１日について」の３点について話がありました。 

総会では就学援助、学校閉庁日、特殊勤務手当等について話がありました。 

 ○就学援助について 

  ・入学前支給が増えてきている。小学校で、階上町・東北町で実施。 

  ・平川市では様式を変更し、校長の職印の押印がなくなった。 

  ・青森市では本人が自署した場合は、押印がいらない。 

  ・学用品費の支給回数が、八戸市は３回で、青森市は１回だが市外へ転出した場合は返納あり。 

 ○学校閉庁日は、多くの市町村で、１３日～１５日の３日間、新郷村は１１日～１５日までの５日間、黒石市は

１３日だけ、西目屋村と大間町は、閉庁日なし。 

 ○特殊勤務手当の４月分の実績報告の締め切りが、５月１日の午前中であった。 

  このほかに共同実施の現状等についても話し合われました。夏の教育キャラバンや、秋の専門部交渉等

に生かしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全教共済 総合共済 拡大キャンペーン実施中! 

新規加入者へ1,000 円分のＱＵＯカードプレゼント! 

・月々600 円の給付で様々なお祝い・お見舞い給付  

※掛金は全額退職時に返還されます。 

ぜひ職場の皆さんに一声かけてください。 
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今年度は１３人（東青３人、西北２人、中南７人、上北１人、下北０人、三八２人）が学校事務職員として

採用されました。退職者は２０人（東青５人、西北３人、中南７人、上北２人、下北１人、三八２人）でした。

再任用は、６人でした。今年度の退職者からは、６３歳にならないと共済組合から支給になる年金も支給

されなくなりました。でも、今年の定年退職者のうち再任用を希望した人は、昨年に比べて少なくなって

います。学校現場の多忙化が増しているためでしょうか。 

今年度は、小学校で廃校 3 校新設１校、中学校では統合がありませんでした。事務職員は２人の減に

とどまりました。 近では非常に少ない数でした。まだまだ多くの統廃合が計画されています。学校事務

職員の全校配置や共同実施ではない複数配置を求めていく必要があります。 

 

統 廃 合 等 一 覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中南】 

 

 

弘前市 

黒石市 

 

百沢小学校 

六郷小学校・上十川小学校 

 

→ 

→ 

 

岩木小学校へ統合 

六郷小学校へ（新設）

 

アンダーラインの学校は学校事務職員の未配置校です。 

７月 29 日（日） 7 月 30 日（月） ７月３１日（火） 

13：00 受 付 

13：45 開会集会 

14：30 記念講演 

  演題「家計からみる子育

て家族の生活」 

鳥山 まどか 氏 

（北海道大学教育学部准教授） 

18：30 夕食交流会 

 9：00 受 付 

 9：30 分 科 会 

12：00 昼食休憩 

13：00 分 科 会 

16：30 自由交流 

 9：00 受 付 

 9：20 講 座 

演題「教員養成の 

現場から」 

栗野 正紀 氏 

（北海道教育大学札幌校准教授）

11：00 閉会集会 

 

 

２０１8 全国学校事務研究集会（札幌集会）案 内 

会場：ホテルライフォート札幌 
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２０１８．１２．１８ 

 

 

 

 

12 月 5 日、冬恒例の県教組事務職員部学習会が開催された。会場は県教育会館会議室。平日にもかか

わらず県内各地から集まった参加者は、全教共済から提供を受けた洋菓子店“Siegfried”のケーキにスプー

ンを入れながら開始を待つことに。 

 

本学習会のテーマは３本。Part1 として午前中に『全教の自動車保険& 

火災保険』、午後には Part2『SNS の効果的な使い方』、そして、Part3 

『定年延長と年金について』を実施。 

 

Part1 では、教職員の身分を守る全面的な事故対応が特徴の全教自動車保険。そして、地震や落雷、大

雪被害にも優れた対応の全教火災共済について学習。ここ何年か学習している内容でしたが、あらためて全

教共済の優れた給付内容に驚きでした。 

また附随して、各々の職場における総合共済の申請漏れの有無確認ができたことは、なによりでした。 

 

昼食後の Part2 では、Facebook や Twitter、Instagram、LINE といった身近な SNS について、それぞ

れの特徴や機能について基本的なことを学んだ後、災害時や保護者との連絡における学校での効果的な使

い方についても学習。 

その中で、保護者とのトラブルもありがちな LINE に関しては、

“LINEWORKS”という、よりオープンな SNS があることが紹介さ

れた他、今後はプライバシー保護の観点から、職員に携帯電話

を配布する等の措置の必要性も浮き彫りになりました。 

 

最後の Part3 では、今年 2 月 16 日に閣議決定された「新たな

高齢社会対策大綱」をもとに、65 歳退職年齢完了時までの移行

措置、それに伴う退職手当及び退職年金の推移等について学

習。 

働き方改革、裏を返すなら「働かせ方改革」が声高に叫ばれる中で、なによりも健康で安心して 65 歳まで

働き続けられる職場づくりの必要性を確認していました。 
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11 月 14 日に専門部の県教委交渉があり、事務職員部も要求項目を 4 項目に絞って交渉をしました。 

○学校事務職員の人事評価の評価期間を前後期に分けないで、教育職と同じにすること。 

県教委：小中学校の事務職員は一人が多いので、自分だけが違うと思うかもしれないが、県全体の行政職

は皆同じです。学校事務職員だけ変えるというのは、ちょっと難しい。 

組  合：評価する側は同じ、一緒にやった方が評価しやすい。東北の中で、教員と学校事務職員とで評

価期間が違うところは、青森県だけです。ぜひ改善してほしい。 

○学校事務職員を全校配置すること。また、複数配置基準を引き下げること。就学援助加配を国に報告した

通り配置すること。 

県教委：事務職員の定数は、４学級あれば１。３学級であれば 3／4。複数配置は、小学校２７学級以上、中

学校２１学級以上。それに就学援助加配を足したのが、県全体の数です。青森県では４学級以上

には一人配置している。３学級以下については、児童生徒数を勘案して事務職員を配置している。

全校配置と複数配置基準の引き下げは、定数が不足するので難しい。 

組  合：学校事務職員の仕事量が増えている。共同実施で小規模校に加配しているのは止めて、大規模

校に複数配置するように検討してほしい。 

○臨時職員の給料等を口座振り込みにすること。 

県教委：県立学校のシステムと同じにすると、小中学校の学校数が多く、財政上難しい。しかし、仕事の軽

減も理解できるので検討していきたい。 

組  合：東青と中南は差額と還付金については、個人口座へ振り込みになっている。ぜひ三八でも実施し

てほしい。また、社会保険等が継続されるようになったので、東青のように保険料を毎月徴収する

ようにしてほしい。 

県教委：差額と還付金の事務所の対応の違いですが、三八については上北も含んでいるので学校数が多

く、実務上難しい。 

○年次休暇簿の「残日数」を「使用日数」変更すること。 

県教委：残日数のことは人事委員会に伝えていきます。 

組  合：様式は県教委で示している。現在使用しているのは、小中学校だけです。人事委員会からの休

暇の調査は、使用日数の調査です。学校では残日数から使用日数を計算することになります。二

度手間です。ぜひ改善していただきたい。 

 

 全教共済 総合共済 拡大キャンペーン実施中! 

新規加入者へ1,000 円分のＱＵＯカードプレゼント! 

・月々600 円の給付で様々なお祝い・お見舞い給付  

※掛金は全額退職時に返還されます。 

ぜひ職場の皆さんに一声かけてください。 
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２０１９．６．５ 

 

第６１回青森県教組事務職員部総会の案内 
 

 

 

 

 

 

今年度の事務職員部総会を、６月２２日（土）に青森県教育会館で開催します。当日は総会の後に、県教

組の定期大会も開催されます。是非ご参加ください。 

教職員の働き方改革が叫ばれ、今年度の４月１日からは、タイムカード等による客観的な時間管理が行わ

れることになっています。しかし、学校現場ではタイムカードを押した後に残って仕事をするとか、帰ることを管

理職に強要され自宅に持ち帰って仕事をするなど、様々な問題が起きています。また、昨年１２月に県教委が

出した「運動部活動の指針」の中には、ハイシーズンという考え方が示され、適切な休養日の設定と矛盾する

基準になっています。部活動指導手当の改正に伴い、４時間程度 日額３，６００円が、３時間程度 日額２，７

００円となりました。県教委の運動部活動の指針では、小学校の１日の活動時間は、平日、休日ともに長くても

２時間程度となっています。 

学校事務職員の時間外勤務手当に関して、京都市では、今年度から学校事務職員の時間外勤務手当を

支給するにあたって、労働基準法に則り、職場ごとに「３６協定」を締結していくことになりました。今後この考え

方は、全国に波及することが考えられます。 

こういった話などを、総会で話し合いたいと思います。たくさんのご参加を待っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全教共済 総合共済 拡大キャンペーン実施中! 

新規加入者へ1,000 円分のＱＵＯカードプレゼント! 

・月々600 円の給付で様々なお祝い・お見舞い給付  

※掛金は全額退職時に返還されます。 

ぜひ職場で「共済カフェ」開催しませんか。 

と き  ２０１９年６月２２日（土）10：00～12：30 

ところ  青森県教育会館 ２階会議室 
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今年度は２０人（東青３人、西北４人、中南３人、上北４人、下北２人、三八４人）が学校事務職員として

採用されました。退職者は３２人（東青７人、西北６人、中南 10 人、上北３人、下北０人、三八６人）でした。

再任用は、１１人でした。昨年度から、定年退職者の再任用希望者は確実に増加傾向にあります。年金

の開始年齢と、再任用者の退職年齢が関係しています。 

今年度は、小学校で廃校 7 校新設 2 校、中学校で廃校２校がありました。事務職員は５人の減になり

ました。来年度は、黒石市や鶴田町での統合が予定されています。学校事務職員の全校配置や共同実

施ではない複数配置を求めていく必要があります。 

 

統 廃 合 等 一 覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【東青】 

 

【上北】 

 

【下北】 

 

外ヶ浜町 

 

弘前市 

東北町 

佐井村 

 

平舘小学校 

平舘中学校 

天間東小学校・天間西小学校 

蛯沢小学校・千曳小学校・水喰小学校 

福浦小学校 

福浦中学校 

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 

→ 

蟹田小学校へ統合 

蟹田中学校へ統合 

天間林小学校（新設）

東北小学校（新設） 

佐井小学校へ統合 

佐井中学校へ統合 

 

８月４日（日） ８月５日（月） 

9:30 受 付 

10：00 開会集会 

10：50 記念講演 

     演題「長崎を最後の被爆地に 

         核廃絶をめざして行動しよう」 

講師 城臺美彌子 氏（被爆体験講和者）

12：30 昼食 

13：30 分科会 

18：00 夕食交流会 

 9：00 受 付 

 9：30 分 科 会 

11：50 閉会集会 

 

２０１9 全国学校事務研究集会（長崎集会）案 内 

会場：セントヒル長崎 
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ととと   ききき：：：１１１２２２月月月５５５日日日(((水水水)))   
            １１１０００：：：３３３０００～～～１１１５５５：：：000０００   

とととここころろろ：：：「「「県県県教教教育育育会会会館館館２２２ＦＦＦ会会会議議議室室室」」」昼昼昼食食食付付付   

 
 

Ｐart１『全教の自動車保険＆火災保険』 10：40～ 

    講師：谷崎嘉治（青教共済事務局長） 

     昼食・休憩           12：00～ 

Ｐart２『ＳＮＳの効果的な使い方』    13：00～ 

    講師：蝦名晶子（あおもりＩＴ活用サポートセンター副理事長） 

Ｐart３『定年延長と年金について』   14：00～ 
    講師：和田 力（県教組本部） 

 
※ あなたの疑問にもできるだけお答えします。 

お問合せ・申し込みは 

 今年の県教組事務職員部の学習会の内容の骨格が決まりましたので、皆さんにお知

らせします。 
余りそうな年次休暇を使い、ぜひご参加ください。たくさんの学校事務職員のご参

加をお待ちしております。 
ぐだめぎたい人もどしどしご参加ください。 

申込締切は 
11 月 30 日（金）

です 

青森県教組 和田 
〒030-0823 青森市橋本１丁目２－２５ 

ＴＥＬ017-734-7279、ＦＡＸ017-777-1440 

Ｅ-mail aomoritu@iaa.itkeeper.ne.jp 
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【西北】 板柳町 板柳北小学校・板柳南小学校・小阿弥小学校・板柳東小学校 →
深浦町 深浦中学校・岩崎中学校・大戸瀬中学校 →

【中南】 弘前市 百沢小学校 → 岩木小学校
小友小学校・三和小学校・新和小学校 →

【上北】 六ケ所村 千歳中学校 → 第二中学校
第一中学校・第二中学校・泊中学校 →

【下北】 大間町 奥戸中学校 → 大間中学校
【三八】 五戸町 切谷内小学校 → 上市川小学校

階上町 道仏小学校・大蛇小学校・小舟渡小学校 →
新郷村 戸来小学校、西越小学校 →

新郷中学校、野沢中学校 →

【東青】 青森市 西田沢小学校・奥内小学校・後潟小学校 → 奥内小学校
【西北】 鶴田町 菖蒲川小学校・梅沢小学校・胡桃舘小学校 → 鶴田小学校

水元中央小学校・富士見小学校
【中南】 黒石市 牡丹平小学校・浅瀬石小学校・追子野木小学校 → 黒石東小学校

黒石小学校・中郷小学校・北陽小学校 → 黒石小学校（新設）

【東青】 外ヶ浜町 平舘小学校 → 蟹田小学校
平舘中学校 → 蟹田中学校

【上北】 東北町 蛯沢小学校・千曳小学校・水喰小学校 → 東北小学校（新設）
七戸町 天間東小学校・天間西小学校 → 天間林小学校（新設）

【下北】 佐井村 福浦小学校 → 佐井小学校
福浦中学校 → 佐井中学校

【休校】 佐井村 牛滝小学校（2019.4.1～2020.3.31）

【中南】 弘前市 百沢小学校 → 岩木小学校
黒石市 六郷小学校・上十川小学校 → 六郷小学校（新設）

【位置変更】 十和田市 十和田湖小学校
　十和田市奥瀬字十和田湖畔宇樽部420

【西北】 つがる市 車力小学校・富萢小学校・牛潟小学校 → 車力小学校（新設）
【中南】 黒石市 黒石中学校・六郷中学校・東英中学校 → 黒石中学校（新設）
【上北】 東北町 第一小学校・小川原小学校 → 上北小学校

七戸町 天間舘中学校・榎林中学校 → 天間林中学校（新設）

【三八】 八戸市 （白山台小学校から分離） → 西白山台小学校（新設）

学校組合 田代小学校 → 島守小学校
田代中学校 → 島守中学校

【東青】 青森市 浅虫中学校 → 東中学校
【中南】 弘前市 草薙小学校・修斉小学校 → 裾野小学校（新設）
【上北】 十和田市 上切田小学校 → 下切田小学校

横浜町 横浜小学校・南部小学校・有畑小学校・大豆田小学校 → 横浜小学校（新設）
【下北】 風間浦村 下風呂小学校・易国間小学校・蛇浦小学校 → 風間浦小学校（新設）

【三八】 八戸市 市野沢小学校・中野小学校・鳩田小学校 → 南郷小学校（新設）

２０１９年度

２０１６年度

青森県の統廃合一覧表

今後統廃合が予定されている学校

２０１７年度

２０１８年度

２０２０年度
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集会スケジュール                           

9：30～10：00 受付 
 10：00～10：45 開会集会 

10：50～12：30 記念講演 
演題 「ナガサキを最後の被爆地に 

核廃絶をめざして行動しよう」 
講師 (公財)長崎平和推進協会・被爆体験講話者 

城臺 美彌子（じょうだい みやこ)様 
 

12：30～13：30 昼食（分科会打ち合わせ・レポーターはご参加ください） 

13：30～17：30 分科会 
18：00～20：00 夕食交流会 

 
  09：00～09：30 受付 

09：30～11：30 分科会 
11：50～12：30 閉会集会 

 

参加費及び申し込み方法                           

【参加費】4,000 円（別途 8/4 昼食代 1,000 円：夕食交流会代 6,000 円） 

【申し込み方法】 

① 添付の「参加申込書」を使い、長崎集会現地実行委員会にお申し込みください。 

E-mail：naga-kks@fsinet.or.jp 

② 申込書は、プルダウンメニューから選択してください。 

③ 分科会は、会場と人数配分の関係から必ずしも希望通りとならない場合があり 

ます。あらかじめご了解ください。 

④ 保育の受付をいたします。詳細は現地実行委員会へ直接ご相談ください。 

⑤ 宿泊について、セントヒル長崎は部屋数に限りがあるため、今回斡旋は致しま 

せん。各自でお早めに手配をお願いします。 

⑥ メールアドレスは、連絡のとれるものを必ずご記入下さい。 

最終締切 7 月 24 日（水）厳守 
 

※ 集会の申込みにより取得いたしました個人情報は、 

「全教個人情報保護方針」に従い適正に管理運用いたします。 

8/5（月） 

8/4（日） 

 
 
 
 
 

長崎集会開催要項 

 

 

 
日程：2019年 8月 4日（日）～ 8月 5日（月） 
会場：セントヒル長崎（長崎市筑後町4 番 10号【☎095-822-2251】） 

  
 

 

全国の学校事務職員のみなさん、新年度を迎え多忙な中、日々のご奮闘に対し深く敬意を表し

ます。 

今年、全国学校事務研究集会は、74 回目の「原爆の日」を前に夏の長崎で迎え、初の九州開催

となります。集会では、これまで「学校づくり」「子どもたちの就修学保障」「学校事務職員の任

務」等について学習や交流を深めてきました。また、学校で働く仲間の労働条件などの諸要求に

ついても大切にしながら実践やとりくみを積み重ねています。国や自治体が教育政策として押し

つけてくる教育改悪、政令市の税源移譲に伴う教育の後退に反対するたたかいなどを含め、民主

的学校づくりや地域での運動を話し合い、論議する場として位置づいています。 

また、経験年数や校種を越えて仲間が集い、日頃の思いや悩みを交流し、学習と実践の交流を

深め、お互いに元気をもらい明日の運動につなげる機会でもあります。とりわけ近年では全国か

ら若い仲間が継続的に参加し、集会を盛り上げています。 

すべての子どもたちが安心して学べる権利を保障し、ゆきとどいた教育をすすめるために大い

に語り合いましょう！ ぜひとも多くのみなさんの参加を呼びかけます！！  
2019 年 4 月 1 日 

全国学校事務研究集会推進委員会・全日本教職員組合事務職員部常任委員会 
 

集
会
テ
ー
マ 

・語り合おう子どもの未来！ 

・育てよう民主教育！ 

・つくりだそう私たちの学校事務！！ 
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記念講演 ｢ナガサキを最後の被爆地に 核廃絶をめざして行動しよう｣   

  講師：城臺 美彌子 様（80歳）     
 
 

第１分科会 ｢学校事務職員のしごとと役割｣               

ゆきとどいた教育と子どもたちを主人公にした学校づくりをすすめるため、学校事務職員が果

たすべき役割や職務をどのように考えますか？ 学校で働いていることの意義や悩みを共有し、

各地の実践をもとに交流を深めましょう。 
 

討議の柱 

① 民主的な学校づくりをすすめるために、学校事務職員の役割について考える。 

② ゆきとどいた教育をすすめるため、地域･保護者との協同のとりくみを考える。 

③ 子どもが安心して学べるよう、子どもの要求を実現するための実践などを交流し討論を

深める。 
 
レポートのキーワード（参考） 

●学校事務職員としての生きがい働きがい       ●学校事務職員歴〇年目の私の悩み 

●事務室からの発信（地域、保護者、教職員）     ●同僚性と職場づくり 

●地域・保護者とのかかわり             ●任務論 

●子どもとのかかわり（子どもアンケートのとりくみ、児童会・生徒会との協同） 

 

第 2 分科会 ｢子どもの学習権を守るための私たちのとりくみ｣       

子どもたちの未来を守るため「教育費無償」の観点から学校でのとりくみを交流します。学校

予算や補助金などの公費、教材費や旅行積立金などの私費に関する問題等、財政面を中心課題に

日常的な実践を交流し討論を進めます。 
 

討議の柱 

① 学校財務に関わる中で、何にこだわって、そして子どもたちや保護者の願いとどのよう

に向き合っていくかを考える。 

② 子どもの学習権と学校財務の民主的運営はどうつながっているかを考える。 

③ 貧困と格差が広がるなか、子どもの学習権を守るとりくみを検討する。 

④ 学校事務職員から教職員へ、とりくみの広がりについて考える。 
 

レポートのキーワード（参考） 

●学校徴収金（預り金）問題             ●保護者負担金の実態や軽減のとりくみ 

●学校財務の民主化に向けたとりくみ         ●予算委員会の実践 

●子どもたちが安心して学び続けられるための「幼・保・小・中・高・特」の連携を考える 

1998 年「長崎の証言の会・長崎平和推進協会入会」 

2014 年「長崎平和祈念式典で被爆者代表『平和の誓い』 

                                   

 

 

 

第 3 分科会 ｢ゆきとどいた教育をめざす自治体へのとりくみ｣       

「教育費無償」を基本理念として、子どもの学習権を保障するとりくみ、また、各種制度の拡充

に向け、自治体要請や予算獲得運動のとりくみを交流し討論を深めます。 
 

討議の柱 

① 自治体財政の悪化や消費税増税、生活保護制度の改悪に伴い、就学援助・奨学金・教育

扶助制度等はどのように変化しているのか、実態を明らかにし制度拡充の論議を深める。 

② 子どもの教育水準を高めるため、無償教育を実現させるために教育予算の増額をめざす

とりくみをどうすすめるのか論議を深める。 

③ 高校授業料不徴収廃止・所得制限導入に伴い見えてきた状況を的確に把握し、状況や無

償教育へ向けたとりくみ、実践について交流・論議を深める。 
 
レポートのキーワード（参考） 

●学校統廃合や小中一貫教育導入に伴う教育条件の変化 ●教育扶助（給付内容・自治体格差） 

●就学援助（認定基準、給付内容・時期、申請方法）  ●情報公開と徴収金の可視化 

●奨学金の拡充（給付型の拡充と貸与型のリスク）   ●教育予算増額、無償教育実現への運動 

 

第 4 分科会 ｢仲間とつながり、安心して働き続けるために｣        

職場の労働条件や任用の実態、賃金・人事評価制度の実態などを交流し、共同実施や教育事務

所の廃止、共同学校事務室の制度化による弊害などを明らかにします。また、安心して働ける職

場づくりや組織拡大などについて、職場や地域でのとりくみを交流し討論します。 
 

討議の柱 

① 労働条件の実態や公務員制度改悪による影響と課題を議論する（賃金や定数、権利等）。 

② 職場や地域などで、いきいきとした組合活動の広がりや運動の成果と教訓を交流する。 

③ 「任務論」を基に国庫負担法上の学校事務職員の職務を守るためのとりくみを議論する。 
 

レポートのキーワード（参考） 

●賃金制度（評価賃金、格付け）            ●組合運動（組織拡大強化、地域協同） 

●労働条件（共同実施、センター化、定数）       ●権利獲得（休暇等） 

●労働環境（労働安全衛生、長時間過密労働、３６協定） ●人事評価制度 

●権限移譲（職の改悪、教育水準の後退）        ●臨時職員問題 

 

平和とは── なぜ原爆は長崎に落とされたのか 戦争にまきこまれた子どものくらし 
恐ろしい原子爆弾、原発、放射能の被害はアメリカ・フクシマでも 

私の被爆と長崎を最後の被爆地に 今日の問題と明日の平和を考える 
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