
SSS（スクール・サポート・スタッフ) 

・2023 年度以降も全校配置維持を！ 

・SSS の方にお願いしにくい。業務内容を明確にしてほしい。 

・会計事務を SSS の方に 

地域手当 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

国による法改正要求！県や市町

村による予算措置要求！ 

2023春闘 
 

定数改善 

人を増やす 

代員不足の実態

定数以上の配置 

スタッフ職の増員 
国、県、市町村の予算措置要求 

特別支援教育支援員 
（スタディメイト、スクールサポーター等） 
（市町村により名前が異なる） 

・支援を要する子どものために授業中の支援の拡充を！ 

・中学校も全学年 35 人学級 

・特別支援学級 6 人以下 

障害の多様化、重度化で個別の指導は無理 

5 人以上で何とか支援員を！ 

学年でクラスとすることはできないか 

 

 

 

国による法改正 

県公務員全体の支給の仕方 

変更を要求！ 配置の仕方にも意見！ 

なり手増、講師増へ 

国、県、市町村への要請、 

そして各学校での要請で実現へ 

さくせん 

 ～皆さんからの声１～ 

・教科に必要な人が、他校で SSW をしていた。教員

を優先し、年度内でもきてもらえるように。 

・事務所、市教セにも応援要請を 

・年次が同じ人が小規模校に集まると一斉に学校を

出ることに。年次をずらして配置するなどの配慮

を。 

・コロナ等による教員不在 

・決まっているはずの代員が来ない 

・管理職が担任をする状況 

・教員不在の教室の管理ができない。etc 

 

障害の多様化、重度化で個別の指導は無理 

5 人以上で何とか支援員を！ 

学年でクラスとすることはできないか 

 

 

 
・育休産休等は確実な配置を 

・多様な子どもの対応のために人員増を 

・育児等での時短でも気持ちよく働けるだけの人

員を 

・短時間でも働ける制度により、人員増を 

・なりて不足の中でも適切な人の配置を 

・小規模校で講師の多い学校は分掌等で多忙。加

配を 

・教員 OB を現場へ。 

・初任研担当時数増できめ細かな支援を！ 

・すべての教科の教員を（2 校兼務でも） 

・免外申請をできるようにし現場を働きやすく！ 

・臨任、非常勤の方に 6 時間目までいてほしい。 

・海外のように 1 日休んでも代員が来るように。 

・手数料増で会計事務負担、会計担当人員を！ 

 

定数以上の配置 

持ち時間数増、一部教員に大きな負担 

持ち時間数減を 
・毎日 1 時間空き時間を 

・小中も高校並持ち時数に 

・30 人以上の学級にサポートするスタッフを！ 

・スクールカウンセラー（SC）の勤務時間増、小学校にも常

駐で保護者、子どもの支援を！ 

・学習支援員の時間増、人員増を！ 

専科教員 

・教科担任制実現のための人員増を 

 

ICT 支援員 
・学習端末設定を外部委託に。管理が大変 

・クラウド化に関わる専門人員を！ 

少人数教員 

・担任不在でも対応できる学校の人員を

教科担任制実現のための人員増を 

 

待遇の改善 

給特法の見直し、廃止 

・４％の見直し 

・残業代を！ 

 

 

 

給料、手当UP 
・物価上昇に伴う賃上げを 

・一般企業に合わせて賃上げを 

・労働時間、内容に見合った賃金に 

・教員の給料上限撤廃を 

・専門性をもって働くのにふさわしい賃金を 

・若手増、ベテラン層これまでの給料分から考えて、40 代半ばの賃金だけ損し

ている。その世代も UP を 

・時間外に保護者対応、行事準備の分を時間外手当で 

・業務が同じである正規教員と臨時的任用教員の差をなくす。 

・電気代高騰に見合う光熱費支給を 

・ガソリン代増にともなう通勤手当増を 

・通勤距離は短く、通勤手当はない。しかし、家庭訪問等で車使用。手当を！ 

・へき地手当を兼務教員にも 

・兼務による通勤等増の分の手当を 

・代員不在による業務増になっている分を手当で 

・上学年手当を 

・外部資料等作成の業務ごとに手当を 

 

 

 

 

・なり手、新規採用を増やすための

給料 UP 

・業務が同じである正規教員と臨

時的任用教員の差をなくす。 

・講師の方に担任手当を 

 

 

 60 歳以降

の働き方へ 

・再任用教員の賃金 UP か仕事量

減を（給与に見合った働き方へ） 

＋担任、教科主任等で手当てを 

・退職金 60 歳で退職しても、不利

にならぬように。 

・60 代と前世代の給料の均衡を 

・61 歳からの定年引上げによる 3

割カット廃止を！ 

 

・一律支給を。富山市だけは不平等 

・なくてもいいから、平等に 

・以前は県から「較差がない」との見解で

はなかったか。 

「賃金」以外の待遇も改善 ・定年引上げ制度の具体が周知さ

れていない。周知を！ 

・男性育休をとりやすい環境に！ 

・教員のワクチンを学校で 

・休暇整理簿のデジタル化 

・年休を 15 分単位に 

・年休 5 日はどうなった？ 

 

国による法改正要求 

給与を勧告する 

国（人事院）県（人事委員会）を中心に要求 

みなさまからの声、 
ありがとうございました！ 

さくせん 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

・校務支援システムの利用 
・オンライン研修 

 

 

2023春闘 
 

業務を減らす 

効率化 

平準化 異動内示日の早期化 

削減 

部活動の地域移行の推進 
     活動時間の短縮 

保護者との連絡制限 
   出欠連絡の簡略化 

研修の削減・希望制 

通知表の所見欄 
文書表記の縮減 

授業時数について 

スマホ、オンライントラブ
ルをまず保護者で解決 
 

・勤務時間内の電話連絡を 

・県立同様 17:00 で留守電を 

・電話の始めにトラブル防止の案

内を入れて 

・県、市で統一してほしい 

・緊急電話は市、警察へ 

・健康観察を保護者がアプリに入

力を。 

・欠席連絡＆予定連絡をアプリで 

 

・2 学期制。長期休業中に成

績処理で業務平準化。 

・所見欄削減 

・学習等それぞれを年 1 回に 

 伝えることは保護者面談で 

・所見例から選択も OK 

・要録を敬体ＯＫで。 

・通知表を無くす。 

・学校評価アンケートの ICT 化 

・休暇整理簿のデジタル化 

・オンライン、オンデマンド研修を 

・校務支援システムソフトに現場意見反映 

 

・勤務時間前に子どもを迎え

る問題の解決を 

・休息休憩時間の調査を。 

・7:50 登校に・下校時刻改善 

・会議時間を決めて実施を 

・会議の精選を 

・時間外勤務時間調査結果の

公表を 

・学校訪問研の隔年化 

・小教研県東西部授業の廃止 

・中教研学力調査年 1 回（2 月）に 

・中教研県大会 10 月のみ市町村授業者ローテ無理 

・白表紙研修は学校規模に応じて隔年化。 

学校を空けられない。 

・紀要の負担軽減を 

 

・今回私立学校のオンライン申請の反省ふま

え、負担減を。 

・今年は点検量、会議が増えた。混乱した。 

・ICT に不慣れな保護者の対応も考慮。 

・受験書類のひな型統一を 

・事前に FAX する文書は番号で確認できる。 

 （配達する郵便局まで書く必要はない） 

 

 

 

 

・特別支援学校入試を平日に 

様々な声も寄せられました 

各校で働き方改革推進チームを！ 

働き方改革の意見を自由に言える環境を！ 

さくせん 

高校入試願書オンライン申請 

～皆さんからの声２～ 

・担当学年を早めに教えて 

・校務分掌の準備のために！ 

・3 月初旬にならないか。 

1学期始業式までの勤務日数 5日確保 

・4 月 6 日では早すぎる。 

・分掌事務、引継ぎ、新年度準備の時間が足りない 

・3 月末から全国大会開催のため日程が厳しい。 

・今年度 3 月 31 日に実質職員会 1 回目の予定。そ

れほど日数が足りない。 

・県立学校並みにならないか。 

夏休み日数確保 

・休日部活動の地域移行推進 

・地域移行の方向性が見えない。 

・平日の部活動を勤務時間内に 

・土日を外部講師に 

・土日部活動禁止を、土日負担 0 へ 

・部活動を生徒の希望制を（全員加入廃止） 

・子育てと部活動指導の両立が難しい。 

・部の顧問を受けない権利を 

・部活動に熱心な方が肩身狭くならぬよう 

・中体連以外の大会でも、顧問大会引率に交

通費を 

・部活動手当 4 時間上限の撤廃 

県立一般入試の合理的配慮 

→中学教員が読み上げ。高校でできないか。 

オープンハイスクール 保護者が直接申込 

勤務時間・休憩・会議について 

・標準授業時数でクリアでき

れば、5 限で OK。 

・標準授業時数に応じた校時

の変更を 

・SNS トラブル保護者で解決するよう、案内を 

行事の精選、短縮 

・コロナ前に戻る傾向で多忙 

・アレルギー児童などの配慮

小学は宿泊学習を行わない。 

・県行事の削減 

(自転車大会、造形展、防災発

表) 

・姉妹都市交流は教員外で 

・SDGｓ、令和の富山型 etc 

 増える一方。削減を。 

・陸上大会手続き引率は保護

者で（教員外で） 

・家庭訪問を廃止、夏休みに 

オンライン授業見直し 

こんな話も・・ 

・夏休み日数が削られる傾向が広がっ

てはいけない。 

・学級閉鎖時、6 時間ともオ

ンライン授業は不可能。 

・欠席者のために出席してい

る子どもがほったらかしにさ

れている現状。保護者からも

授業中連絡。オンライン授業

行うなら情報人材確保を。 

地域、PTA行事の削減 

・交通当番廃止を 

・ラジオ体操指導の切り離しを 

・登校班の責任の在り方の検討を。集団登校を

廃止しては。 

・資源回収年 2 回参加は難しい。配慮してほし

い。 

・勤務時間外会合は管理職のみで。 

給食関連業務について 

・給食主任の業務改善 

・給食会計を市で 

・子どもがコロナ時の給食費返金につ

いて、市で指針を 

・共同調理場利用の学校に給食事務人

員を 

・給食費無償化、公会計化で業務削減。 

安心して休めない。労働環境改善を！ 

・大雪による臨時休校でもオンラ

イン授業を求め学校に来させる

のは教員の安全軽視。 

・応募作品は保護者で提出 

・プール管理の委託。 

・ワックス業務の外部委託 

・水泳指導をプロの方に 

・科学の時間廃止 

 

学級閉鎖時、6 時間ともオンライ

ン授業は不可能。 

事務の見直し 

・報告文書多い。県市での統一を。 

・特別支援に関する事務の軽減を。 

・教科書事務の見直しを。 

・チャレンジテストの見直し 

 合格するまでするのが子どものため

か疑問。 

・アクションプラン廃止、見直し 

・県が行うリーフレットに PTA 主催行

事削減例を。 

・終業式は給食なし。 

・町の学力調査廃止 

・長期休業の勤務計画変更 OK に 

・卒業証書の外部委託 

・勤務時間減と分掌、業務との関連が知

りたい。 

・超過勤務時間減のための県、市の施策

を。調査ばかりで分からない。 

安全管理体制の一層の充実を！ 

校務分掌配慮を 

・中体連、中文連事務局等の校務分掌配慮を 

・校内の起案夏休み日数が削られる傾向が広がってはいけない。 


