
2022県教委交渉 教育長回答解説

昨年11月15日に2022年度県教組の申し入れに対する教育長回答が荻布教育長出席のもとありました。最
終回答までに夏と秋の２回の集団交渉や各専門部交渉で申し入れを行ってきました。各地区役員、専門部
長をはじめ、交渉を支える活動にご理解ご協力いただいたみなさんに感謝いたします。今後も組合員の声
を集め、多くの課題解決にむけてとりくんでいきます。

回答全文については、ホームページでご覧いただけます。（右下ＱＲ）

月例給は若年層の引き上げ、一時金（勤勉手当）は0.10月分引き上げ

50代の上位昇給

・給料表の改定で月額約3,400円（初任）～ 400円（30歳代前半）の幅で増額
・一時金は全年齢層で年額約33,000円～約42,000円の幅で増額

・今年度中に教員免許更新の期限をむかえる予定だった50代の教員が上位昇給
・55歳以上で年次研修の今年度修了者はA昇給（２号）、昨年度までの修了者はB昇給（１号）

スクール・サポート・スタッフの維持、増員

通勤手当（高速道路使用）新採者にも適用、運転初心者の私有車公務使用可

国に対して配置拡充のための財政支援を要望するとともに、市町村教委とも連携して、検討
する

・転居が困難な特別な事情がある新規採用者に通勤手当（高速道路使用）を適用
・運転免許取得１年未満の教職員も私有車を出張等で使用可能

高校入試・オープンハイスクールの改善

新たな研修

・Web出願については、現在関係部署等と協議しながら検討
・オープンハイスクールの生徒による高校への直接申込等の来年度導入について
　検討

・「新たな研修」は、研修履歴を活用し、管理職との対話により自分の研修ニーズ、教員本人の強み弱み、 
　伸ばすべき力、役割をふまえ、必要な学びを主体的に行う。その際、県教委は負担増とならないことや、
　研修の強制や強化につながらないようにすることを明言
・研修履歴の入力の負担軽減のため、県による研修は、オンラインの受講手続きと
　同時に受講履歴として記録

相澤執行委員長 荻布教育長

　回答の詳細は、ホー
ムページに掲載中
　QRから読み取るこ
ともできます。
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１　給与

（１）月例給・一時金（ボーナス）

2022年の県人事委員会勧告を受け、12月県議会で、

若年層の月例給引き上げ、年齢層にかかわらず一時

金（勤勉手当）を0.10月分の引き上げが決定されま

した。しかし、30代後半以上の月例給の引き上げが

ないこと、地域手当一律支給を求める組合員の声に

こたえていないこと、勤勉手当が支給されない会計

年度任用職員には恩恵がないことなど、不満の残る

内容でした。来年度は物価上昇や教職員の過酷な労

働に見合った給与となるよう改善を訴え続けていき

ます。

（２）地域手当

現在、富山市に勤務する教職員だけに地域手当（給

料の３％）が支給されています。本来、この制度は

全国各地に勤務する国家公務員の較差是正のための

制度で、私たち地方公務員には適しません。実際、

多くの他県では独自に地域手当の全県一律支給等を

実施しており、国準拠の支給は富山県を含めて５道

県のみです。これに対して県教組は交渉等で訴えた

り、署名活動等を行ったりして改善を求め続けてき

ました。

この活動が実を結び、昨年、県教委は人事課とと

もに知事部局に対して一律支給も含めた制度の見直

しを検討するよう要望を伝えました。しかし、知事

部局は県人事委員会が昨年行った民間の賃金水準を

把握する調査をもとに、「富山市とその他の市にお

ける民間の賃金水準に一定の較差がある。地域手当

制度の趣旨から現時点では支給の在り方を見直すこ

とは困難」と回答しています。

一方で、「地域手当の支給のあり方には、引き続

き協議してまいりたい」との回答も得ています。

今後も県教委交渉や県人事委員会への申し入れ等

で地域手当の全県一律支給を強く訴え続けていきま

す。

（３）50代の上位昇給

教員免許状更新講習の50代の修了者を上位昇給と

していたが、免許状更新制廃止に伴い、特例として、

教員免許更新修了の有無にかかわらず、今年度中に

教育免許更新の期限を迎える予定だった50代教員に

ついても上位昇給の対象とすると回答しています。

また、55歳以上の昇給停止後の年次研修修了者に

ついては、今年度修了者はＡ昇給区分、昨年度以前

修了者はＢ昇給区分で上位昇給の対象とするとの回

答を得ました。

これからも昇給抑制の回復や給料表の改定、勤務

実態に合った給与改善を訴え続けます。

2022.10.11　県人事委員会勧告

２　勤務条件

（１）働き方改革への理解を保護者、地域に求

　　  めるとりくみ

マスコミの発信や「教師のバトン」に寄せられる

教員の声の広がりなどにより、教員の働き方が過酷

であるとのイメージが広まりました。

保護者からは、「先生の仕事、大変だね」とは言

われます。一方で、子どもたちが登校する８時前に

教員が学校にいるのは当たり前とも言われます。勤

務時間ではないことを話すと驚かれることがありま

す。教員の多忙なイメージは広まりましたが、理解

されてるとは感じられていない実態です。

業務削減や効率化など学校の働き方改革を推進す

るには、「先生の仕事はこれである」あるいは「こ

れは先生の仕事ではない」と明確に示すことが重要

です。それができるのが、教育委員会です。

県教委は、ここ２年、「とやまの子どもたちがよ

り充実した教育をうけるために」というリーフレッ

トを作成しています。県教組は、勤務時間を周知す

る内容やネットトラブル等は保護者で解決をはかる

ことをリーフレットに記載することなど、具体的な

内容についても提案しました。リーフレットは各教

職員にも配付されると思います。内容を注視すると

ともに、リーフレット配付の成果や課題の分析を県

教委に求めます。また、県教組も働き方改革の意義

と具体的な内容を発信します。

市町村教委でも、働き方改革について保護者に理

解を求める動きが出ています。この動きが横展開さ

れるよう、市町村教委への要請等でも訴えます。
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（２）始業式までの勤務日数確保

県教組は、１学期始業式までの勤務日数を５日以

上確保し、年度当初に集中する多忙な状況を和らげ

ることで、子どもたちを迎える準備を整えられるよ

う訴えてきました。このままでは、４月を乗り越え

ることが苦しい状況が続いてしまいます。

しかし、県教委は、「市町村立学校の始業式の実

施日については、市町村教育委員会が学校の事情だ

けでなく、地域の事情や地域住民の意見等をふまえ

決定している。（中略）始業式を従来より遅くする

意見があることは市町村教委に伝える」と以前より

後ろむきの回答でした。

始業式の月日は、市町村教委が決定します。県教

委には、これまで以上に市町村教委への働きかけを

強く要請するよう促すとともに、県立高校の入学式

の日程調整を求めます。また、市町村教委への申し

入れで各地区から実態を伝え続けることが重要です。

2022.10.3　青年部交渉

（３）入試事務・オープンハイ

昨年度、県立高校入試では、入試に関する書類の

保護者の押印廃止や、願書等も県教委のHPからダ

ウンロード可とするなどの改善が行われました。ま

た、推薦入試では、合格内定者の受検番号一覧を県

教委から全中学校にe-mailで通知されるなどの改善

も行われました。しかし、県立学校のWeb出願シス

テム導入については、「入学考査手数料の電子収納

や、『学びの体験オープンハイスクール』の申込を

同システムを介して実施することも視野に入れ、他

県の先行事例等の情報を収集し、関係部署と協議を

しながら、システムの導入について検討している」

との回答にとどまりました。進路に関する業務削減

において、Web出願システム導入は必須です。今年

度導入された、県内私立高校のWeb出願システム

や、昨年度から導入された福井県などの動向をふま

え、今後も強く求め続けます。

また、県教組は、「学びの体験オープンハイスクー

ル」の申込を家庭から直接行うよう求めています

が、「来年度、何らかの改善を行う」とし、「多くの

高校が秋から冬にかけて独自に行う学校説明会につ

いて、中学生がインターネットで直接高校へ申し込

む方法を各校に紹介しており、その方法を用いる高

校が増えるものと考えている」と回答しました。こ

の動きをふまえ、今後も県全体で中学校を経由しな

い形にするよう求めます。

（４）人間ドック予約のオンライン化

養護教員が人間ドック予約の集約、結果のとりま

とめをしている学校が多いです。

県教委は、「人間ドックの予約については、公立

学校共済組合において、教職員が直接オンラインで

申し込む予約受付システムを構築中であり、来年度

稼働予定である」との回答でした。

教職員の心身両面にわたる健康の保持・増進に関

する業務について、電子システムが構築されること

で、養護教員の負担が減ります。県教組は、来年度

からの人間ドックのオンライン申込について、実態

を聞き、よりよい仕組みを提案します。

３　研修

（１）新たな研修と研修の見直し

教員免許更新制廃止に伴う、教特法、免許法の一

部改正による新たな研修制度が2023年４月から始ま

ります。これは、教員に共通に求められる資質向上

のため、研修履歴をもとに校長と対話し、研修をす

すめる制度です。県教組は、研修の強化につながら

ないよう、教員の過度な負担とならないよう訴えて

きました。県教委は「現在、研修の受講手続きと研

修履歴の記録が一体となった新たな研修受講システ

ムを整備しており、2023年度から稼働することとし

ている」「対話による受講奨励制度については、教

員の希望やニーズ、今後のさらなる資質向上、校務

分掌上の役割などの視点で対話しながら、研修履歴

記録を参考に、研修の情報提供や助言を行うもので

ある」と回答し、過度な負担となるものではないこ

とを明言しました。今後は、「研修履歴を活用した

対話に基づく受講奨励」により、校長が教員に過度

な負担をかけることがないよう、注視する必要があ

ります。

研修の見直しについて、県教委は「市町村の教育

センターとも連携し、重複の解消等を視点として、

教職員研修運営協議会等において、毎年見直しをは

かっている」とし、「研修の実施形態については、

会場時間への移動時間をなくし、業務時間を確保す

る観点から、全員がリモートで参加する研修、会場

への参集とリモートを選択して参加できる研修、自
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分の時間に合わせて受講できるようオンデマンドに

よる配信等、様々な対応を行っており、今年度の教

職員研修実施要項には、リモートで受講できる研修

を明記している」「今年度版の『幼・小・中学校教

育指導の重点』に記載している指導案の形式を簡略

化したところである」と具体策が示されました。県

教委が示す研修の見直しは、負担軽減をはかるもの

であり、有効であると考えます。一方、学校によっ

ては、研修による過度な負担をかける管理職がいる

ため、負担軽減がすすんでいない場合もあります。

例えば、学校訪問研修は、全日、半日など、学校の

判断で選択できることとしていますが、昨年度は、

半日だったものが、校長の判断で全日に戻った学校

もありました。業務にあたる時間を確保するため、

研修の負担軽減を一層すすめなければなりません。

今後は、「指導の重点」に示された簡略化された指

導案を「標準形式」とし、準備にエネルギーを注ぐ

学校訪問研修から、日頃の授業に活かすきっかけと

なる学校訪問研修へと転換していくよう、今後も注

視する必要があります。是非、組合員が中心となり、

分会でも声をあげていきましょう。

2022.10.11　事務職員部交渉

４　人事管理

（１）定年引き上げにともなう新規採用者の

　　  維持

定年引き上げの制度が決まり、現在59歳の方から

定年引き上げの対象となりました。この制度により、

60歳以降様々な働き方が可能となりました。県教組

は県教委からの提案があった８月からも申し入れを

行い、問題点を指摘するとともに、対象者への早期

の情報提供を求めてきました。県教委は昨年12月に

情報提供のパンフレットを作成し、制度の詳細が提

示されました。また、定年引き上げ制度の説明につ

いては、県教委からyoutube動画で示されています

ので一度ご視聴ください。

さて、一方で定年引き上げ制度の課題も多いです。

定年を65歳まで引き上げる移行措置により、２年に

１度退職者が激減することが予想されます。県教委

は、「定年延長移行期の新規採用確保については、

退職者分の採用が基本であると考えている。定年引

き上げによる影響も十分考慮しつつ、年齢構成の平

準化等も勘案しながら、退職者や再任用教諭等の希

望等をしっかりと把握した上で採用数を見込んでい

くことになる」と回答しました。

基本的に義務標準法や高等学校標準法に従うと、

概ね退職者分の人数を新規に採用します。退職者分

以上に採用すると、その分の人件費については、国

からの補助がなく、すべて県が負担することになり

ます。現状では、県負担での採用がないと、新採者

の数が年ごとに大きく変わることになります。

年齢構成の平準化、働き方の多様化などの観点か

らも、未来の富山県の子どもたちを育てる環境を整

えるためには定数を上回る教員配置が必要であるこ

とは間違いありません。　　

また、年度により採用者数が大きく増減すること

で大学卒業年度による不利益が生じ、富山県での教

員志望者が県外や企業へ就職せざるえないことにな

ります。65歳定年への移行が完了する2032年までの

期間は、県独自予算で採用数を維持するよう要求す

るとともに、国が新規採用者数を一定数確保できる

予算を設けるよう日教組を通じて訴えます。

（２）新規採用者の配属および運転初心者の 

　　  通勤

新規採用者の配属について本人の希望や居住地を

考慮して決定することへの要求に対して県教委は、

「新規採用教員の配置については、特定の地域や学

校に偏ることのない配置に努めている。教員採用検

査の受検校種と異なる校種への配置については、教

科等の需要により、やむを得ずお願いすることもあ

る。その場合は、本人の意思を丁寧に確認し、同意

を得ている。高速道路に係る通勤手当は、新規採用

教職員のうち、転居が困難な特別な事情がある者に

ついても支給の対象としたい」との回答でした。

高速道路にかかる通勤手当は、現状【片道通勤時

間概ね90分以上　または　片道通勤距離60㎞以上　

かつ 高速道路を利用すると、30分以上の短縮が見

込める　または高速道路30㎞以上利用の場合】支給

される。新採者にもこれを認めることは、一歩前進

の回答ですが、そもそも高速道路を使わなくてもよ

い勤務地に配属すべきです。新規採用者が通勤や校

種で負担のない勤務ができるよう本人の希望や居住

地を十分考慮した配属とするよう引き続き要求します。

また、県教委は、「職員が私有車を公務で運転す

る場合の資格要件の一つとして、１年以上普通自動
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車の運転経験を有することとされる取扱いについて

は、安全性を考えれば、妥当ではないかと考えてい

るが、該当教職員の勤務地等の実態も考慮し、2023

年４月より、県内に限り、公務での運転を認める方

向で検討をすすめてまいりたい」との回答がありま

した。運転初心者が研修等の出張で私有車を運転で

きるようになったことで、公共交通機関の利用によ

る長時間の移動や他の教員による送迎の時間の確保

の必要性がなくなりました。運転初心者は時間に余

裕をもって出発し、これまで以上に安全運転を心が

け、気を付けて出張に行ってほしいと思います。

2022.10.31　養護教員部交渉

５　教育環境

（１）産育休代員の確保

県教委から、「学校現場における必要な教員の確保

については、再任用の処遇改善や臨任講師の任用内

定時期の早期化などの対応により充実を図っている」

「育・産休者等の増加に伴い、代員の臨任講師が必要

となっている。今後とも市町村教育委員会と連携を

取りながら、臨任講師を確保できるように努めてま

いりたいと考えている」との回答にとどまりました。

代員不足は、子どもたちに影響がある非常に大き

な課題です。教職員が足りない状況を脱却すべく、

①定数改善による採用増

②教員、臨任講師、任期付職員、会計年度任用　

　　職員の処遇改善

③業務量削減による働き方改革の一層の推進

これらを一刻も早く実現することです。県教組は、

県教委に訴えるとともに、日教組を通じて国にも求

めます。

（２）小学校専科教員増員

小学校専科教員の増員に関して、県教委は「国の

加配で増員するとともに、県予算による非常勤講師

の活用で、県内全小学校に配置している。

「小学校高学年で実施する教科担任制は、これま

での専科指導を拡充する形での実施を考えている。

教科担任制導入の体制を整備するにはさらなる教員

の増員が不可欠であり、定数措置の充実について引

き続き国に強く働きかける」と回答しました。国は

2022年度から小学校高学年での教科担任制実施の方

針を示しましたが、2022年12月公表の国の予算案で

は全国で950人の加配にとどまりました。富山県は

10人程度の加配と予想されます。これでは、177校

ある小学校、義務教育学校での高学年の教科担任制

の完全実施は絵にかいた餅です。

教科担任制により、教員の持ち時間数を減らすこ

とができるだけでなく、子どもたちが様々な教員か

ら教わる経験をもつことができるなど、利点が多い

です。来年度以降も県単独予算による増員を県に求

めるとともに、国の加配を拡大するよう日教組を通

じて訴えていきます。

（３）スクール・サポート・スタッフの維持・

　　  増員

　県教委から、「県では国の2023年度予算編成に向

けて、スクール・サポート・スタッフ配置拡充のた

めの財政支援を要望していくとともに、市町村立学

校の教職員の服務監督権をもつ市町村教育委員会と

も連携し、検討してまいりたい」との回答にとどま

りました。スクール・サポート・スタッフの今年度

予算は、国からのコロナ交付金でまかなわれている

ため、全校配置が可能となりました。１月上旬現在、

国の予算では、全国で12,950人分の予算が計上され

ましたが、これでは全く足りません。国からのコロ

ナによる臨時の交付金、県からの独自補正予算等よ

り、スクール・サポート・スタッフが維持・増員さ

れるよう、日教組を通じて求め続けるとともに、今

後の動向を注視します。

2022.11.1　女性部交渉

2022.10.13　臨時採用教職員部交渉
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６　特別支援教育

　特別支援教育について、教職員、保護者や障がい

当事者の要望を十分理解してすすめることについ

て、県教委は、「2022年３月に、学校関係者や保護

者代表に意見をいただき、また、特別支援学校の現

地視察や児童生徒から意見聴取し、『富山県特別支

援教育将来構想』を策定した。障がいのある子ども

の地域活動やサポート体制の充実を図るため、今年

度新たに、家庭・教育・福祉のトライアングル連携

会議を開催し、学校や保護者の代表にも参加いただ

き、意見等を聞かせていただいている」と回答しま

した。トライアングル連携会議に、組合員の意見も

反映されるようとりくみます。

県立特別支援学校及び寄宿舎の増設・改修を計画

的にすすめることについて、「2018年度に策定した

『学校施設長寿命化計画』に基づき、具体的な老朽

化対策を計画的に実施していくこととしているが、

その際は、コロナ禍における感染防止対策の必要性

や経験を十分ふまえるとともに、学校の意見や緊急

性、必要性を十分勘案しながら適切に対応してまい

りたい」と回答しました。築80年まで建て替えを行

わず修繕で対応するという「学校施設長寿命化計画」

ですが、学校施設はすでに老朽化しており、一時的

な修繕で対応できる状況にありません。児童生徒の

学習・生活環境の改善、時代に合わせた施設設備の

整備は喫緊の課題であり、引き続き粘り強く訴えます。

特別支援の免許を有する教員を多く配置し、特別

支援教育の専門性を継承することについては、「2016

年度から、免許取得可能な大学へ例年以上に富山で

の受検を働きかけるとともに、2020年度から『とや

まで教員応援事業』で採用検査の制度について十分

周知している。また、『免許法認定講習』において、

夏に集中講義を開設し、短期間で効率的に免許取得

が可能となる仕組みを整えてきた。現在は２年間で

６単位取得できる。今後とも、特別支援の免許状保

有率の向上に努めてまいりたい」との回答でした。

特別支援教育においても専門性を継承する人員の確

保はとても重要です。県教委にはさらなるとりくみ

を求めるとともに、特別支援の免許を保有している

人に対しても、現場で働きながら先輩たちから学ぶ

オンザジョブトレーニング（OJT）が十分機能する

ような職場環境になるよう、働き方改革をすすめ、

現場の教員が研修と修養に努めることができる、心

のゆとりと時間を確保することが必要です。

小中学校での通級指導教員の兼務の解消、無担任

を特別支援コーディネーターにあて、専任とするこ

とについては、「無担任を特別支援コーディネーター

にあて、専任とするためには、国において教職員定

数の改善が重要であると考えており、現時点では難

しいと考えている。本県では、特別支援学級の編制

基準の引き下げ、通級指導にかかる教職員定数の確

保、特別支援教育支援員の配置に係る財政支援の拡

充については、これまでも重要要望事項として、国

に要望してきており、今後とも引き続き国に対して

働きかけてまいりたい」との回答でした。県は教員

配置については国の責任のように言っていますが、

国より２年前倒しする小学校35人学級などを県独自

で実施しています。国の責任での配置だけでなく教

員配置にかかる県予算を確保し、県独自で教員を配

置するよう引き続き訴えていきます。2022.10.26　特別支援学校支部交渉

2022.10.7　寄宿舎教員部交渉
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