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新執行部スタート！　よろしくお願いします

　この４月から新しく執行委員長になった相澤誠です。

　さて、新型コロナウイルス感染症は依然として猛威を振るっており、４月

１日に県のステージが１になったとは言え、学校現場では気の抜けない日々

が続いていることと思います。そしてこの２年余りは、学校行事等が縮小・

精選されました。組合員からは、感染症対策と行事の目的達成を両立させる

と同時に、学校の働き方改革がすすんだという意見がありました。コロナ禍

前まで、行事の縮小・精選は否定的な意見が大半でした。しかし県教組アンケートでは、学校

行事の半日開催でも子どもたちは例年同様に成長したという回答が約80％ありました。私たち

が今まで、「学校の常識」と思っていた行事等も、改善の可能性があると感じています。他校

の好事例を学び、自分の学校に広げようとする「横展開」は重要だと思います。そして、組合

活動も本来の意義を考える必要がありそうです。改善のために、皆さんのからの意見を是非い

ただきたいと思います。
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利用割引券
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� �②新築工事成約時　　　　商品券　３0,000円
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・１日コース　３００円引き
・３歳以上小学生以下は小人料金で値引き後の入
　場料金の半額

永く愛すべきデザインを見極め、材料を吟味し、職人の手で作り上げ
る。街並みと調和をはかりながら風景をプロデュースのコンセプト
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顧問弁護士による法律相談（無料）
　県教組には様々な相談が寄せられますが、近年、専門的な知見が必要なものが増えています。そこで、２年前
から顧問弁護士と契約を結び、組合員が法律相談を無料で受けられるようにしました。
　「私的なことも相談できた」「弁護士さんがとても親切で、気軽に相談できた」との感想がありました。お困り
のことがある方は、ぜひ県教組にお問い合わせください。

・相談内容は、労働問題に限らず、生活や家族にかかわることなど広く承ります。
・執行委員には内容を話さず、直接、弁護士に相談できます。 
　弁護士相談を希望する場合、分会名と名前を県教組にお伝えください。
　（組合員であることを確認するためです。執行委員が名前を口外することはありません）
・相談は随時受け付けております。<富山県教組　076（441）4451>

講師　楾　大樹（はんどう だいき）さん
日時　2022年５月７日（土）
会場　ボルファートとやま２階
申込締切　５月２日（月）まで
　　　　　県教組へ連絡ください
参加費　無料
詳しくは県教組ホームぺージをご覧ください

檻の中のライオン 今一番わかりやすい
憲法の話！結婚休暇について

（組合員からの質問がありました！）

　県の通知で、コロナの影響で新婚旅行を延期して

もよい期間が延長されています。当面の間は感染防

止のため必要と認められる期間まで取得可能です！

（2022年４月現在もこの期間となっています）

元教員です！
子どもたちが笑顔で学校に通
えるよう、子ども・学校・家
庭への支援にとりくみます！
全国をまわって教職員のみな
さんの声を聞いています。
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富山新教育 〒930－0018 富山市千歳町１丁目 教育会館内

TEL（076）441－4451 FAX（076）441－3910
富山県教職員組合

Eメール ttu@room.ocn.ne.jp　ホームページ www.ttu-toyama.com
毎月15日発行（パスワードページは「yaranmaike」と入力）
定価１部30円（郵送料別）（組合員の購読料は組合費に含む）
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県教委交渉2022
春闘

 

 

 

 

いっしょにやらんまいけ！2020いっしょにやらんまいけ！ 2022

組合は「共助」…助け合いの団体です。ちょっぴりずつ活動に関わり、力を合わせてみませんか？

「全国声かけ総アクション」キャンペーン実施中　　期間　４月１日（金）～ 28日（木）

若い世代に「組合」を伝えよう！

県青年部長
野崎　悦之さん

（氷見／朝日丘小分会）

マモル

加入特典

分会長

新採

・分会にお祝い金（加入１人につき
8,000円）を支給

・加入者全員にQUOカード（1,000
円分）をプレゼント

・希望者にディズニー割引チケット
（2,000円分）をプレゼント

組合は　困ったら相談できる　そんな場です！

組合は　教育委員会との交渉を通して　
よりよい職場環境をつくる。そんな場です！

組合は、学校だけでなく、県内教職員や、全国の
教職員とも横のつながりをもてる。そんな場です！

ある金曜日の放課後…

新役員の挨拶 役職、名前、出身分会名
担当部署・専門部、趣味・特技、一言

 

 

 

 

　組合員のみなさんに組合活動を

楽しむ余裕が生まれるよう、本来

業務以外の負担軽減を訴えます。

学校現場の声、是非聞かせてくだ

さい。

　組合員のみなさんが、ほっとで

きるブレイクタイムをもてたり、

自然の美しさを楽しめたりできる

時間がもてるように活動にとりく

んでいきます。

　汗をかき、知恵を出して組合員

の声を受け止め、働き方改革等の

持続可能な教育環境の整備にむけ

て、全力でとりくみます。よろし

くお願いいたします。

　組合員のみなさんの声を聞かせ

ていただき、ワーク・ライフ・バ

ランスを大切にした生き方ができ

るように、お手伝いさせていただ

きたいと思います。
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（立山・舟橋／舟橋小分会）

栄養職員部

（趣味・特技）草野球

（黒部／荻生小分会）

養護教員部　臨時採用教職員部

（趣味・特技）食べること

（小矢部／津沢中分会）
青年部　事務職員部

（趣味・特技）温泉巡り

（特別支援／しらとり支援分会）
女性部　寄宿舎教員部　実習職員部

（趣味・特技）お城巡り

　県教組は、各分会からとどいた「春闘のとりくみ」

をもとに、本部役員が切実な声として訴えました。

重点項目と県教委回答は以下の通りです。
３月11日（金）

その他、推薦入試の見直し、地域手当の一律支給、小中学校30人学級、小中特支学級・
特支高等部  ６人以下学級などを訴えました。

高校入試調査書や願書等の簡略化を！オープンハイスクールの生徒等による直接申込を！

学校訪問研・小中教研の負担軽減を！研修時間の上限設定を！

小学校専科教員、スクール・サポート・スタッフ（SSS）等の増員を！

専科教員は、国の加配定数に加え、県の措置による非常勤を任用する対応で、毎年拡充をはかっている。2022
年度も全校配置をめざしてとりくんでいる。SSSは大切な方々と認識している。2022年度も全校配置できる予算
を確保できた。2023年度以降のSSS配置については、国からの交付金の状況が不透明で、現時点では答えられない。

研修は教員の職務であり、時代に応じた教育実践を行うために
必要である。研修の時間に上限を設けるという対症療法的なこ
とではなく、必要な研修を受けられる時間を生みだす環境づく
りに努めるべき。小中教研には、現場の声を伝えている。

WEB出願システム導入は、（教職員の）業務負担軽減につながり、メリットは大
きい。オープンハイスクールの申込も視野に入れて、システム導入を検討している。

県教委 山尾 主幹

田守　前書記次長

組合加入は損得ではないですよ！

勤めて４月も半分だね。どう？
教員の仕事は…？

そうなんよ。分からんことあったら聞
くんやよ。分からんことばかりで当た
り前なんやから。

青年用パンフレット作成中

ん！

そうだな、それは組合に相談してみよう！

自分の前にいる子どもたちを
どう支えるかで、大変でした。
それに、先生ってたくさんの
仕事がありますね。

ありがとうございます。早速な
んですが、タブレットの画面を
子どもたちみんなに見せるには
どうしたらいいんですか？

・・・

　新しく採用されたみなさん、こんに
ちは。
　組合では、自分の学校だけでなく他
の学校の青年部のみなさんと話し合っ
たり、つながったりできます。私も話
したら、気持ちが楽になりました。
　困ったとき助け合えるよう、ぜひ組
合に入りましょう。待っています。

県人事委員会への申し入れ
　地域手当の一律支給、講師の給料上限撤廃と給料表２級適用、退職

手当の維持・改善、定年引上げに関する組合との十分な討議、ハラス

メントマニュアル改訂を県教委へ働きかけること等を申し入れました。

　講師の給料表については、1級は標準的なものとして位置付けている

との回答でした。ハラスメントマニュアル改訂は未だ作業中とのことで

した。今後も、学校現場の状況を伝え、待遇改善を訴えてまいります。

３月16日（水）　北日本スクエア

赴任旅費支給
　新規採用教職員の

うち、初めて富山県

に住む方に、今年度

から赴任旅費が支給

されました！

2021年度の青年部

と県教委の交渉に

よる成果です！
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