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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●公明党「成長戦略２０１９」
学校の指導・事務体制の強化・充実、学校・家庭・地域の連携
・協働の推進、ICT環境整備等による学校の働き方改革を推進す
る。ICT活用による学びの個別最適化や、遠隔教育を推進する。
小学校高学年の教科担任制の導入や教員免許・教職員配置・教
育課程を抜本的に見直す。

●日本共産党「教職員の働き方を変えたい」
教職員の異常な長時間労働をなくすため、教員の授業持ち時間
数の上限を定め、そのための定数改善計画を行う。学校の業務
削減を、国と自治体、学校現場の双方から推進する。教職員の
働くルールを確立する。公立、私立での非正規教職員の正規化
と待遇改善を進める。

参院選の意 義と課題に ついて
職場 での論議 を広げよう

●国民民主党「国民民主党新しい答え２０１９」
人工知能・IoT・VR・ブロックチェーン等の先端技術を活用し
て、学習・教育効果の向上、自動化・効率化等、従来の教育の
仕組みに大きな変革を起こす。
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道教組は 、組合員の 政党支持の自由
・政治活動 の自由を保障す る原 則を堅
持しながら 、諸要求にもと づく 職場か
らの運動と 結んで、参議院 選挙 の意義
と課題につ いて職場論議を 広げ ること
を提起 して います 。
主権者と して誰に投 票するかを考え
るには 、情報 を集め る努力 が重 要です 。
左の表は 、各党の教 職員長時間過密
労働対策で す。その他、選 挙公 報など
を参考に政 策を見比べ、職 場で の論議
を広げ まし ょう。

●立憲民主党「立憲民主党基本政策」
一人ひとりの子どもがきめ細かい教育を受けられるよう、義務
教育における少人数学級をさらに推進する。

７月 日の参議院選挙は、日本の将
来に関わる大切な選挙です。道教組は
「選挙に行って政治を変えよう」を合
言葉に、選挙に積極的に参加すること
を 呼びか けてい ます 。

●自民党「自民党政策ＢＡＮＫ」
ICTによる校務の情報化を進めるとともに、学校の指導・事務体
制の効果的な強化、サポートスタッフや部活動指導員の配置促
進、学校運営協議会（コミュニティ・スクール）と地域学校協
働活動の一体的な推進、教師の養成支援、採用と研修の一体改
革を進め、「チーム学校」をつくる。

(道教組指定代理店)

札幌市中央区大通西12丁目4-78
TEL:0120-222-789 FAX:011-218-2472

半分以下の 予算で、１ 日の持ち授業数
の上限を４ コマとする のに必要な教員
定数増を実 現できるの です。政治が変
われば予算 の使い方が 変わり、教職員
の長時間過 密労働を解 消することがで
きます 。

各党の教職員長時間過密労働対策

投票 率 １ ％ 増 で１ ００ 万 票ふ え る
国民 の意思 で政治は変 えられる

「選挙へ行っても⋯」と思う方もい
るかもしれません。もちろん、たった
１人で政治を変えることは困難です。
しかし、投票率がたった１％ふえるだ
けで、全国では１００万票もふえて、
政治を変える大きな力になるのです。
政治は、１人ひとりの民意の積み重
ねによって決まります。多忙化解消の
問題、年金の不安、平和への思い、そ
うし た切実 な要 求につ いて 、「 傍観者 」
ではなく「当事者」になる仲間を増や
して いけば 、政 治は変 えら れます 。

予算の使い 方が変われ ば、
長 時 間 過 密労 働解 消 も 実現 で きる

先日のト ランプ大統 領の 来日 で、安
倍首相 はＦ 戦闘 機１ ００機 以上の「爆
買い」を 約束しました。この爆買いの
35
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いう仕事をしています。教職員自身が
主権者としての権利（国民の一人とし
て、政治活動・選挙活動の自由）をし
っかり行使してこそ、本来の教育がで
きる こと になり ます。
先日送付した、全教新聞参議院選挙
号外 も、 ぜひ活 用して くだ さい。

せんせいふやそうキャンペーン実行
委員会は、６月 日に、せんせいふや
そうキャンペーン第一次署名集薬酒買
いを 行い ました 。
集会では、各県の様々なとりくみの
様子が報告されました。各地で、立場
を超えて教職員定数の抜本的改善を求
める「せんせいふやそう」の世論を広
げる とり くみが 展開さ れて います 。
集会時の賛同者数は、１５９０６筆
でした。道教組
事務所にも、た
くさんの一筆署
名が寄せられて
いま す。
最終集約は、
８月 日です。
目標の５万筆に
向けて、今後も
とりくみをお願
いし ます 。
30
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９月 日～ 日に、道教組青年部主
催行事「オトナの宿泊学習ｉｎ旭川」
が行 われ ます。
道教 組青 年部 総会を 稚内市 で開催 し 、
宗谷教組の青年組合員の声を直接聞き
取って、その声をすべて実現させまし
た。
その 結果 、２ ０００ ｍ級 の山を 登り 、
紅葉を見て、層雲峡の温泉に浸かり、
ｋｍ移動してボーリング・交流会と
いう、青年部らしい、とても魅力的な
内容 の行 事が実 現しま した ！
青年の願いを形にした行事に、各地
の青 年が 結集し て成功 させ たいで すね 。
各地から、積極的に青年を送り出して
くだ さい 。
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教職 員の選 挙活動
「でき ること 」と「でき ないこと 」
参議院選 挙にあたって、文部科学事
務次官名 で「教職員等の選挙運動の禁
止等に つい て（ 通知 ）」が発出さ れ、多
くの職場 では管理職によって配布され
たこと と思 いま す。
「禁止等」という
通知を見て、ある職
場では、若い先生が
「先生は選挙で投票
できないんだ」と発
言したという話もあ
ります。また、選挙
について職員室で話
題にすることがタブ
ーであるかのような
雰囲気も広がってき
ていま す。
しかし、すべての
選挙活動が禁止され
ているわけではあり
ません。公職選挙法
等で、下の図にある
ように、教育公務員
として禁止されてい
る活動があります。
そのことを理解した
上で、１人の主権者
として積極的に選挙
に参加することが大
切です 。
私たち教職員は、
将来の主権者を育て
るため、子どもの成
長にかかわる教育と
※この資料は、２０１６年参院選の際に、宗谷教職員組合が作成したものです。

