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査定昇給制度は教育目標実現のための制度
道人事委員会勧告
合同教研全道集会に
みなさんの参加をお待ちしております
道教組「秋のとりくみ」
３大運動
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査定昇給制度は教育目標実現のための制度
３回の交渉で築きあげたことは…
９月２日、北海道教育委員会は、道教組を含む
職員団体に対し『昇給及び勤勉手当の給与決定手
続きに関する手引き（案）
』を提示しました。そ
れをもとにして、10月９日までに３回交渉を行い
ました。
その交渉を通して、査定昇給制度のねらいを教
育的なものに一定の改善を引き出しましたが、差
別賃金の問題点は残ります。今後この制度によっ
て、学校現場の協力・共同（協働）ですすめられ
る教育の営みが壊されることがないよう、学校長
や市町村教委、さらには道教委へ求めていくこと
ができる足がかりを築いたといえます。

交渉で確認した「学校教育の基本原則」
と「査定昇給制度の目的」とは…
≪学校教育の基本原則≫
１，学校教育は「校長を中心に教職員が協力
し、組織的、継続的に行われる」もので
あり、
「教育の成果は一朝一夕にあらわ
れるものではない」こと。
２，学校の教育目標は、校長の学校経営理念
のもとに、教職員の意見が生かされ、学
校や地域の実態をふまえて設定されるも
のであること。その学校教育目標の実現
に向けて教職員１人ひとりが努力すべき
あること。
３，教育目標を達成するためには、校長と教
職員との信頼関係が保たれ、教職員同士
の十分な意思疎通、共通理解が図られて
いる必要があること。
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≪査定昇給制度の目的≫
「職員の士気向上」と「組織の活性化」に
資することから、「学校の教育目標の達成」
などを図ろうとするためのもの。
私たちは、これら３つの原則について、交渉で
道教委に確認を求めました。もちろん、道教委も
「大切なことである」と回答しました。ですから、
「査定昇給制度」の導入でこれらの原則が否定さ
れたり、制度の目的を阻害することがあってはな
らないのです。

給与水準全体の改善になるのだろうか？
道教委は、
「査定昇給制度の運用を凍結してい
たことで、道職員の給与水準が国家公務員や民間
を下回っている」と指摘。とくに若年層の格差を
一定程度縮小することを目的に、制度運用を開始
するとしています。そのため、
「上位区分は B 区分
（６号俸）のみとし、その適用割合は30％程度とす
るが、人数枠の配分の算定上、35歳以下の若年層
職員に重点的に配分していきたい」としています。
人数枠の配分については、職員総数から最高号
俸に達した職員や再任用職員を除いた数をもと
に、配分数をもとに配分し、35歳以下の若年層及
び36歳以上の職員それぞれについて、市町村立学
校職員については市町村ごと、道立学校職員につ
いては学校ごとに判定者・評定者に知らされます。
査定で給与水準全体の改善を図ると言うのな
ら、
「昇給」では若年層に、
「勤勉手当」では高齢層に
重点を置くなどの配慮が必要ではないでしょうか。
≪昇給区分と昇給号俸数≫
※道教委資料より

昇給号俸数
高齢層以外
高齢層
Ａ 極めて良好
８号俸
２号俸
Ｂ 特に良好
６号俸
１号俸
Ｃ 良好
４号俸
０
（零）
号俸
Ｄ やや良好でない ２号俸
０
（零）
号俸
Ｅ 良好でない
０（零）号俸 ０
（零）
号俸
＊
は、当分の間、運用せず。
昇給区分

≪勤勉手当・昇給区分と要素別評定対象者表≫
＊道教委資料より

対

象

勤勉手当の
成績区分の
判 定

者

要素 ⑴ ⑵ ～ ⑻ 以 外
の職員
別評定
対象
職員 ⑵ 初任層職員

昇給区分の
判 定

要素別 総合 要素別 総合
評定 評定 評定 評定
○

○

○

○

×

○

○

○

⑶

派遣職員

×

○

×

○

⑷

期限付職員

×

○

×

○

×

○

対象外

○

○

対象外

×

○

対象外

×

○

要素
別評定 ⑸ 再任用職員
除外 ⑹ 最高号俸職員
職員
⑺ 退職した職員
⑻

その他評定外

×

○

＊初任層職員は、勤勉手当では要素別評定の対象外ですが、
昇給は対象となります。
＊要素別評定対象外職員には上位区分はつきません。

評定の内容はどうなっているのか
評定は、評定期間において「業績」
（職務遂行
の結果及び過程）
、
「意欲・姿勢」
（職務遂行に対す
る意欲・姿勢）
「能力」
、
（職務遂行上発揮した能力）
からなる「要素別評定」
（合計200点満点）によっ
て行われます。この他に、国などの団体に派遣さ
れた職員や人事交流職員、へき地に一定期間勤め
た職員、広域人事職員、住居移転を伴った異動を
頻繁に行った職員など、
「公務貢献」による加点
があります。加点後でも合計点の限度は200点と
なります。
≪判定期間及び基準日≫
昇給日

判定期間

基準日

１／１ 前々年 12 ／２から前年 12 ／１まで １／１
＊平成27年１月１日に行う昇給かわる判定期間は、平成26年
１月１日から同年12月１日まで。

判定期間が短すぎない？
道教委は、教職員組合との交渉を終えて、10月
20日から31日まで、各管内の道立高学校長や市町
村教委、市町村立学校長を対象として説明会を行
いました。初年度である今年の判定期間を「平成

26年１月１日から同年12月１日まで」としながら、
実際は11月1日から12月１までの１ヶ月しかあり
ません。果たして、評価者である教頭・校長らは、
短期間で職員を公平・公正に評価することができ
るのでしょうか。ですから私たちは交渉で、制度
導入の延期を求めましたが、
「３月議会で条例化
されているから、導入スケジュールを遅らせるわ
けにはいかない」とし、あくまでも当初予定の平
成27年１月１日昇給にあわせてすすめられていま
す。

せめてもの約束として
これだけタイトなスケジュールで導入を強行す
るわけですから、評価者への説明や研修、管理職
から職員への周知徹底、さらには、導入後も制度
の検証について、
「教育的課題」として引き続き
協議していくことを約束させました。
今後、毎年のように、道教委とこの査定制度（昇
給だけでなく勤勉手当についても）について、目
的や教育活動の基本原則を壊すようなことが起き
ていないか、評価者への制度趣旨や実施方法の周
知徹底が行われているかなどについて、学校現場
の実態を示しながら、ともに検証していくことに
なります。

これから各職場（分会・支部）でとり
くむこと
道教組では、
「協力・共同（協働）の学校づくり」
を守っていくため、次のことにとりくみましょう。
①『手引き』「討議資料」「道教組ニュース」
「生権ニュース No. ３・４」の学習。
②学校で「査定昇給制度」の説明があった時
に、わからない点をきちんと質問し、意見
を言う。
③説明があったときの様子を記録する。（丁
寧な説明だったか、内容がわかりやすかっ
たか、など）
④学校長や地教委と交渉する。
「教育活動の
基本原則」や「目的」に沿った評価を求める。

3

道人事委員会勧告

月例給、一時金ともに引き上げ、しかし…
10月３日、北海道人事委員会は、高橋知事に本
年度の道職員給与を引き上げるよう勧告しました。
勧告の主な内容は次のとおりです。
⑴月例給は６年ぶり、
期末・勤勉手当（ボーナス）
は９年ぶりの引き上げ
【月例給公民較差】

＊道人事委資料より作成

民間給与

道職員給与
較差
減額前 397,629 円 998 円（0.25％）
398,627 円
減額後 383,279 円 15,348 円（４％）
⇒ い ず れ も 民 間 給 与 が 高 い た め、862円
（0.22％）の引き上げ。しかし、道独自削減
前給与での較差よりも低い改定額。高齢層は
据え置き、若年層に重点を置いて改定すると
いう問題点があります。

【ボーナス公民較差】
民間 4.07 月分 道職員 3.95 月 較差 0.12 月
⇒ 較差が0.12月あるものの、２捨３入（端
数が２以下の時は切り捨てて０、３から７の
ときは５、８と９は10として切り上げる計算
方法）により、引き上げは0.10月に留められ
ました。結果、
現行の3.95月が4.05月になり、
引き上げ分は６月と12月の勤勉手当に配分さ
れます。

⑵自動車等の交通用具使用者に係る通勤手当を引
き上げ
⑶寒冷地手当支給地域区分及び支給額の見直し
・新たな気象データに基づき支給区分を見直
し、 全道６市町が１級地から２級地に降格
→ 滝川市、砂川市、奈井江町、浦臼町、新
十津川町、共和町
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⇒ 灯油や電気料金の値上げがある中で、消
費税増税の影響も考慮すれば、生計費への多
大な影響は避けられません。級地の引き下げ
や支給額の引き下げは許されません。

⑷「給与制度の総合的見直し」に係る改定（人事
院勧告の内容に準拠）
・初任層及び医療職給料表⑴が適用される医師
を除き、給料表を引き下げ（平均２％ダウン、
高齢層で最大４％）
。
併せて所要の号俸を増設。
・地域手当、単身赴任手当を引き上げ、管理職
員特別勤務手当の支給範囲を拡大
・給料表の引き下げに伴い、55歳を超える職員
（行政職６級相当以上）の給料等の1.5％減
額措置を廃止。
⑸教員に係る給料表の見直し
・道立学校（高校・特別支援学校）における主
幹教諭の設置に伴い、教育職給料表（高校）
に特２級を創設。
⑹実施時期等
・⑴と⑵については、2014年４月１日にさかの
ぼって実施
・⑶～⑸については、2015年４月１日から実施
（55歳を超える職員の減額措置は、2018年３
月31日をもって廃止）
。地域手当及び単身赴
任手当については段階的に引き上げ
・給料表の引き下げに伴い、激変緩和のための
経過措置を設定（３年間の現給保障あり）
この「勧告」に対し、道教組・道高教組・道自治
労連などでつくる「北海道公務共闘」は、同日「声
明」を発表しました。この「勧告」が多くの道職員・
教職員の生活実態を考慮し、本来の役割を果たし
たものとは到底言えないと厳しく指摘しました。
たたかいはいよいよ、道教委との11月の賃金確
定交渉の場に移ります。

2014合同教研全道集会を
開催しました
ともに学び・語り合いましょう

分科会の紹介

合同教育研究全道集会は、平和を守り真実つら

８日㈯

13：30～16：15

９日㈰

９：30～15：00

ぬく民主教育確立をめざして1976年以来、道内の
教育関係者、父母、道民が集い、40年近い歴史を
刻んできました。

◎教科の分科会
国語、外国語、社会、数学、理科、美術、書教

合同教研に集い、子どもたちの未来と憲法と子

育、音楽、技術・職業、家庭科、保健・体育、総

どもの権利条約が息づく学校と社会を築くために

合学習・生活科

どうしたらよいか、
ともに学び、
語り合いました。

◎問題別の分科会
教育課程、生活指導、教育条件、子ども、父母
参加の学校づくり、子育て・学習運動、文化・ス

◎11月８日㈯
テーマ討論

９：45～12：15

ポーツ活動、大学づくり、障害児教育、環境・

分科会

13：30～16：15

公害、平和憲法、人権・民族と教育、子ども・青

教育の夕べ

16：35～18：30

年の発達と教育、不登校・登校拒否・高校中退
※合計24分科会を用意しました。

◎11月９日㈰
分科会

９：30～15：00
札幌学院大学

◎会場

（江別市文教台11）

「教育の夕べ」の紹介
８日㈯

16：35～18：30

主催者あいさつ

テーマ討論（５つ）の紹介
８日㈯

９：45～12：15

記念講演

中嶋

哲彦さん

（名古屋大学大学院教授）
「憲法改悪と安倍
『教育再生』
にどう立ち向かうか」

①「暮らしの中の憲法」を広げるために
②「若者の進路と社会」
～働く、
学ぶ、
つながる、
生きる～
③「安心して〝たすけて！〟といえる子ども・
保護者・教職員・住民の関わりあいをめざし
て」
（北海道子どもセンター担当）
④「教職員で支え合い、
子どもたちの学ぶ喜び、
豊かな学びをめざして」
（道教組担当）
⑤学校、地域で「アイヌ民族」を学ぶ
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全国書記学習交流集会 in 箱根に参加して
報告
10月11日、台風
19号を気にしなが
ら新宿から小田急
線特急ロマンスカ
ーに乗り、車窓か
らの開放的な景観
を楽しみ、非日常
の心地よさを感じ
ながら約１時間半。箱根湯本の高台にたたずみ、
自然が眼前に広がり、川のせせらぎが日頃の疲れ
を癒してくれる温泉ホテル。そんな恵まれた場所
で学習交流会が開催されました。
開会の挨拶で全教の今谷書記長からは、この４
月から全教と日高教が一体化し、組織と運動の整
理を進めてきたこと、憲法改悪をめぐる緊迫の情
勢が続いていること、子どもの貧困率、安倍政権
の『教育再生』などの情勢をポイントをしぼって
の報告があり、組合の前進のために力をかしてほ
しいと締めくくりました。
その後パネルディスカッションで３名の書記か
ら日常業務の様子を紹介。引き続き分散会に分か
れ、必要とされる役割、やりがい、そして、その
陰にある悩みや矛盾点、労働条件の悪化などが話
題となりました。雇用状態の違いはありますが、
献身的に書記局を支え、微力でも組合員の応援を

檜山教組書記

長谷川

みどり

したいという気持ちでは一致できるところです。
基調報告の一部に「執行部には書記を『その気
にさせる』
（育てる）重要な任務があります」と
あります。今回私が学習会に参加するにあたって
道教組書記長は「３割を学習、７割は楽しんで日
常の激務を少しでも癒してください」と鳥肌が立
つくらいに嬉しい言葉で送り出してくれました。
何年も前の道教組書記学習会で「書記さんは道
教組の大事な財産です」と言って下さった時には
「何でもやりますっ！！」と心の中で誓ったこと
を思い出しました。うちの書記長も時々褒め言葉
らしきことを言ってくれるのでありがたいのです
が、どうも嘘くさくて素直に喜べないんですよね
ぇ…のように？一応「その気に」させてもらって
います。
日常の業務は会計や事務関係・雑用と比較的地
味な作業におわれ〝仕事をこなす〟だけの毎日に
なりがちでしたが、高い意識をもって組合の民主
的運営に参画する姿勢が
必要であることを再認識
しました。そして、何よ
りも今学習会での収穫
は、精神面で非常に恵ま
れた環境におかれている
と確認できたことです。

教組共闘北海道・東北ブロック学習交流集会に参加して
報告
10月４日～５日、花巻での学習交流集会に椙木
書記長と参加しました。
当日は早朝4時起きで千歳に車で移動。飛行機
が苦手なので、花巻空港まではがまんです。高教
組の國田委員長、書記の近藤さんと共に車で現地
へ。途中、宮沢賢治記念館にも寄りました。
全体会の現地報告（伊勢さん）では、写真を使
いながら震災で何があったのかの説明があり、分
かりやすかったです。その後、杉本さんの講演で
は、労働安全衛生法のとりくみが紹介されました。
わたしが参加した書記の分科会では、書記の労
働条件改善の話題が出されました。例えば、書記
の賃金について役員と交渉し、改善されたこと。
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道教組書記

相

田

美

幸

臨時雇用の書記として正規雇用の書記と同じ仕事
をしているが賃金などの待遇が違うこと。ある県
の書記は、組合役員の仕事も担っていて、教育委
員会に提出する書類の作成、組合の大会議案の資
料まで作成して
いるとの報告も
ありました。
自分の勉強不
足を強く感じま
したが、他県の
方々と交流がで
き、有意義な時
間でした。

道教組「秋のとりくみ」３大運動
教育全国署名で対話、超過勤務の改
１
善をめざそう！
◎やっぱり少人数学級拡大！ 教職員増やし
て！ 超勤の常態化「どうなの？」
・教育全国署名で国と北海道に教育条件整
備を要求します。
・12月６日の道教組署名集約めざし、各
地で街頭宣伝・署名行動、教育集会を行
いましょう。１人が署名３枚（30筆）
集めると、道教組の目標２万筆になりま
す。
・ノー残業デー ( 月２回 ) の実施、超勤に
ついて論議しましょう。

２

「連帯と助け合いの職場づくり」を強
め、組織拡大の飛躍をめざそう！

◎職場で「声をかける」
「話を聞く」
「つなが
る」とりくみをすすめましょう。
◎「あたたかい職場づくり」
「連帯と助け合
いの職場づくり」をすすめましょう。

◎道教組のパンフレット、道教組ニュース、
共済会のパンフレットを活用し、つながり
活動の補助金も活用しましょう。

３ 教職員の生活・賃金を守ろう！
◎査定昇給の賃金差別に反対、成果主義賃金
は教育現場にはなじまない
・来年１月から査定昇給が導入されます。
教職員を点数で競わせるのではなく、協
力・協働の支え合う職場こそ大事です。
校長と話し合い、職場の説明会でしっか
り問題点も学習しましょう。
・みなさんが「教職員要求・意識アンケー
ト」を記入することで、大事な賃金要求
になり、政府に要求します。１次しめき
りの11月10日までに道教組へ提出を。
第2次は12月15日です。
・来年の賃金については、これから賃金確
定交渉があります。道教組は、独自削減
中止、現給保障の継続、退職金の削減反
対等の要求でしっかり交渉します。

編集後記
安倍改造内閣の目玉であった女性大臣が、
「政
治とカネ」問題で一度に２人辞任しました。その
話題でかすんでしまっているのは、沖縄県知事選
挙のたたかいです。
沖縄県名護市辺野古への新基地建設「Ｎｏ！」
のまさしく「オール沖縄」の声を一手に受け、
「あ
らゆる手段で基地を造らせない」と訴える【翁長
（おなが）雄志】知事候補。一方、自民党の圧力
に屈して県民の願いをふみにじり、辺野古埋め立
てを承認した
【仲井真 弘多
（なかいま ひろかず）
】
知事。安倍政権の全面支援を受け、組織力で勝負
しようとしています。県民の審判が下る日は11月
16日です。

では、我が北海道はどうなのか。先日、道内民
法局のキャスターを長年勤めたフリーキャスター
の【佐藤 のりゆき】さんが出馬を表明しました。
現職【高橋 はるみ】知事も11月以降に出馬表明
する見通しです。今後、数名立候補者が出るでし
ょうが、今の道政を道民本意に転換する方にお願
いしたい。
立候補者には、
「道独自削減を即刻中止します！
ゆきとどいた教育のため教育予算を増額します！
泊原発を廃炉にします！ＴＰＰ交渉に反対し、北
海道の酪農業・漁業を守ります！」と公約させた
いですね。
（椙木）
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