教職員とその家族を守る

全教自動車保険
５つの特徴
①無事故割引を引き継げます
②団体扱い割引を10％に拡大
③家族の車もまとめるとさらに割引
④退職者もメリット引き継ぎで安心
⑤申し込んだその日から安心
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月１日から 日まで、道教委を相
手に、３回にわたって賃金確定交渉を
行いました。 日（金）の最終交渉に
は、全道からかけつけた道教組・道高
教組約 名が交渉に臨みました。道教
委は佐藤教育長などが出席しました。
月例給・一時金ともに６年連続の引
上げ回答を引き出しましたが、月例給
については、職務上の重責を担う中高
年齢層への配分は全くないうえに、物
価上昇分にも満たない改定であり、今
回の改定は生活改善には結びつかない
もの です 。
超勤解消については「教員の業務負
担を軽減し、長時間勤務を解消するこ
とは喫緊の課題である」との認識を示
し 、「 学校現 場の意 見を聞 きな がら 、教
員の業務削減や平準化などを着実に進
めていく」と回
答し まし た。
全道教職員の
要求を束ねなが
ら、引き続き１
月の定員教育予
算交渉に向け、
職場の力を結集
させていきまし
ょう 。
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賃金確定教育長交渉の結果
１ 給料改定（賃金引き上げ）については、人事委員会勧告どおり実施
１）月例給を458円(0.12%)引き上げる。大卒程度初任給を1,500円、高卒者初
任給は2,000円引き上げ、若年層についても所要の改定を行う。
（中堅職員層
以降・再任用職員の改定はなし）
２）ボーナスは、公務が4.45月、民間が4.49月だったので、0.05月引き上げ4.
50月にする。再任用は改定なし。配分は勤勉手当へ。
３）上記1)2)は2019年4月に遡り支給する。給与改定の実施については、給与
法の改正の措置を持って行う。差額は2020年1月に支給する。
４）一般職非常勤職員の給与改定については、これまでと同様に取り扱う。

２ 旅費制度の見直しについて、より旅行の実態に合わせて見直す
１）赴任旅費の移転料について、距離および世帯区分を撤廃するとともに、実
費支給とする。上限額(道内は374,000円)を設けるものの事情に応じて
増額調整する。
２）着後宿泊料について、やむを得ない事情により移転後の住居等以外に宿泊

３ 超勤縮減について、より実効性の高い働き方改革を推進するため、学
校現場の意見を聞きながら、教員の業務削減や平準化などを着実に進
めていく。

学校の長時間労
働の 実態 につい て 、
全教いぶり中里書
記長が現場発言を
しま した 。
現場の多くの教
員は心身が疲弊し
ても、顧みる余裕
もあ りま せん！

した場合には、その宿泊数に応じて支給する。
３）宿泊料について、大規模イベント等により宿泊料金が高騰している場合、
増額調整の取扱いを検討していく。

庫負担金制度が改悪されてきているこ
とに ある ことを みんな で確 認しま した 。
午後からは変形労働時間制の議員要
請が 行わ れまし た。

・７中 央行動
時、財務省前に集合し、自治労連
などとともに変形労働時間制反対の声
を上げました。全国各地から集ってい
る 様子 は圧巻 でした 。
中央総決起集会、国会請願デモを行
ったあと、国会議員要請行動意思統一
集会を行いました。全教小畑委員長は
「変形労働時間制は百害あって一利な
し。私たちが作ってほしいのは、長時
間 労働 をなく す方策 だ 。」
と訴えま した 。
集 会後 、国
会 議員 要請行
動 が行 われ、
与 党議 員へ、
「 変形 労働時
間 制を 徹底協
議 して いただ
き たい 」とい
う 内容 の要請
書 を渡 しまし
た。

11

11

緊急集 会に１３０人が参加

月 ９日 （土 ）
、 全道 合 研 １ 日 目 終 了
後、公立学校への変形労働導入に反対
する北海道緊急集会を開催しました。
約１３０名が参加し、学校への変形労
働導入を許さないとの声を各地で大き
く広げていくことが確認されました。
集会では、道高教組菱木書記長が変
形労働導入の問題点を報告、全釧路鈴
木健生権部長
が学校の実態
について現場
発言、道労連
出口事務局長
が民間労働組
合の立場から
発言し、道教
組斎藤書記長
が行動提起を
行いました。

全釧路女 性部アンケ ート の結果、こ
れ以上仕事 が増えてさらなる長 時間労
働になるの はやめてほしいとの 切実な
声が多く寄 せられました。変形 労働導

現場 発 言 全
( 釧 路 鈴･木健 さん )
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制度導 入反対！連日の行動
教員に変形労働導入を可能とする法
改正案が、 月７日に衆議院本会議に
上程され、国会での審議が始まりまし
た。委員会審議を経て、衆議院では可
決されたものの、これから参議院での
審 議が 残って います 。
国会前では、各地の組合員が結集し
て、連日の行動が行われています。道
教組からは、 月６～７日に、遠藤書
記 次長 が参加 しまし た。

・６国会前行動
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この日は 、北海道・ 東北 、中国・四
国・九州を 中心にした動員で、 名ほ
どが参加し ました。リレートー クが行
われ、 遠藤 書
記次長 は北 海
道の欠 員状 況
などを 話し ま
した。 お金 を
かけな い北 海
道、そ の根 本
は国が 教育 予
算を豊 かに し
ないこ と、 国

11

入に つい て「反 対」が ％ 、「 どちら と
もいえない」が ％でしたが、自分の
職場で対話した上でアンケートをとっ
たと ころ 、
「反
対」が ％で
した。 職場で
対話し 、制度
の問題 点を伝
えてい くこと
が大事 です。
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「残業しろとは言っていない。能力
の 問題 。」 いわ ゆる「 ブラッ ク企 業」に
おける残業代未払いの労働相談で、経
営者が実際に述べた言葉です。学校の
中でも、似たようなワード、フレーズ
があるのでは。民間職場で導入されて
いる実態を見ると、通常の労働時間制
よ りも 長時間 労働が 生じて いま す 。
「い
や、教員を増
やさなきゃダ
メでしょ」と
いう認識が社
会的な合意と
して広がり始
めています。

民間労組の立場から 出(口さん )
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