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毎月5日・20日発行1部50円
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今号の特集

購読料は年間 1,000 円
ぜひ購読をお願いします
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www.gifukyoso.jp

▶権利を知り、使える職場にしよう
▶全国・世界の動向の情報が得られ
ます！
▶あ なたも教職員の願いをかなえ
る一人に
▶学び・交流しませんか
は教職員の権利です

自主研修

話題の一冊

すばらしい人体
あなたの体をめぐる知的冒険

日本高校野球連盟は、悪天候など

▼

ニュース

で試合が途中で打ち切りになった場

ワード

いて試合を再開する「継続試合」を

合、翌日以降に中断時点から引き続
導入することを決めました。選手の
負担軽減や、ノーゲームでは無効と

継続試合

なっていた記録の継続などのメリッ
トがあります。今春の選抜大会から
実施し、夏の全国選手権、全国軟式
選手権でも採用。
従来は、降雨などで七回終了前に
打ち切られると「ノーゲーム」となり、
翌日以降に一回から改めて試合を開
始。七回終了後の打ち切りの場合は
「コールドゲーム」で試合終了となっ
ていました。都道府県大会などでの
導入は各地方高野連の判断に委ねる
としています。

教育情勢や待遇改善の情報
を分かりやすく！
主な内容

毎号…賃金＆権利、外からの視点、組合の
活動、企画＆催し、ニュースワード、
みんなの広場、マンガ

など

購読申込みは（

）まで
キリトリ

年間購読料 1,000 円
毎月 5・20 日発行（年 24 号）
※個別発送は＋郵送料 1,500 円

20 日号…話題の映画

※組合員は組合費に含まれます。

こちらから岐阜教組へ直接申し込みもできます。
メール info@gifukyoso.jp

外科や感染症の専門医である著者が、人
体の頭から爪先までと、医学の過去から未
来までを、わかりやすく、そして読者をわ
くわくさせながら解説した本。人体と医学
という一般には忌避されがちな分野なが
ら、書店の店頭に平積みされ、すでに 10
万部を突破したという話題の一冊です。脳・
心臓から肛門に至るまでの人体の構造、人
が病気になる仕組み、医学の転換点となっ
た大発見、食中毒や感染症などの知識、医
学を進歩させた数々の医療器具などについ
て、それぞれ章立てて説明しています。
「涙と鼻水はなぜ一緒なのか」
「便はなぜ
茶色いのか」
「とてつもない肛門の機能」
「ア
レルギーが起こる理由」などの見出しで、
ぐいぐいと引きつけられて一気に読んだ
後、人体と医学へのあなたの知識と関心は
各段に高まっていることでしょう。

「教育ぎふ」をご購読ください

  5 日号…話題の一冊、クイズ、暦
など

山本健人著、ダイヤモンド社、1700 円＋税

FAX058-215-7303

購読申込み
「教育ぎふ」の購読を申し込みます。
2022 年

月

日

お名前（

教育ぎふ

）
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賃金＆権利

権利を知り、使える職場にしよう！
私たちが活用できる制度や権利はたくさんあります。
様々な特休など、皆さんはどれくらいご存じですか？

組合の運動で実現・前進

活用していますか？多くの制度や権利は、組合の長年
の要求や交渉の積み重ねによって充実してきました。
しかし、制度や権利があっても「知らなかった」「使
えない」という声が多く聞かれます。どうしたら活用
しやすい職場になるのか、一緒に考え、現状を変えて
いきませんか。まずは制度や権利を知ることが、「働き
やすい学校」をつくりだす一歩になります。
昨年度は新しい「権利手
帳」を発行しました。ご希
望の方は購入することがで
きます。ご連絡ください。
（１
冊 800 円・岐阜教組の組合
員は無料）
岐阜教組は会計年度任用
職員など、非正規職員の労
働条件・賃金に対しても改
善を求めています。

▶ 35 人以下学級が小学 5 年生だけでなく、
中学 2 年生にも拡大（2022 年 4 月）
▶教員免許更新制が廃止に（2022 年 7 月）
▶妊娠障害休暇期間が延長に（2022 年 4 月）
▶家 族看護休暇の子の範囲が中学校就学前
（2022 年 4 月）
から義務教育終了まで拡大
▶会計年度任用職員の特別休暇改善・新設
➡産 前・産後休暇が 有給 に。不妊治療休暇、
妻の出産休暇、育児参加の休暇が新設。（今
年１月～）
（有給）

▶共 済 組 合 加 入 が 非 常 勤 講 師 に も 拡 大
（2022 年 10 月、条件あり）
▶配 偶者等の新型コロナ感染症に係る予防
接種同行の特別休暇期間が延長に（2023
年 3 月 31 日まで）

広い視点で

全国・世界の動向の情報が得られます！
岐阜県では「常識」と思っていても、外から見れば
「おかしい」と感じることがあります。全国の様子や世
界の教育動向などをお知らせします。
◎たとえば他県ではこんな様子です
▶会議の延長は職員みんなに合意を得てから
•会議が延長して勤務時間を超えるときは、管理

職から会議の延長の可否を教職員に図り、用事の
ある人は無理せず、帰るように促されます。
▶そもそも管理当番がない！？
•管理職が学校施設を開閉したり、外部業者に委
託したりするのがほとんどです（※）。
▶
 長期休暇中は会議を計画しない
•長期休暇中には会議はほとんど計画されません。

あったとしても、短時間で行います。

昨年度、特集した情報（抜粋）
•全国で教員が不足
•世界と比べてわかった！日本の教員が忙し
い理由
•長時間労働は人間らしい生活を喪失させる
•教職員の労働実態 ‐ 脳や心臓に深刻なダ
メージ
•教員は年間 100 万円のサービス残業
•退職手当はどのくらい？どう計算されてい
るの？
•安心して働き続けられる定年引き上げを
•労働安全衛生体制整備 ‐ 各市町村で進む
•関市の全中学校で「原爆の絵」展を開催
•許せない！ 2 年連続ボーナス減・給与据え

   ※ 岐阜県内でも、岐阜教組が長年要望してきた結果、
管理当番がなくなったり、長期休暇中の会議に制
限をかけるなど、改善がすすんでいます。
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置き
•校則見直しには教員側の意識改革も必要

組合の活動

あなたも教職員の願いをかなえる一人に
○困ったときに組合員に相談して助けあえる。
〇 校種を超えて話ができる、聞いてもらえる交流の場
がある。
〇 子どもを大切にした実践をしている教職員に出会え
る。学べる。
〇「よりよい教育とは何だろう？」などを話し合い、

教職員としての人生を満足したものにできる。
〇 全国・ブロック・地域の教職員が集まる学習会に参
加し、多くの実践を学べる。
〇 役立つ社会・教育の状況を学べる。
〇 働く上での権利を学び、活用する方法がわかる。権
利を使うことを応援してもらえる。
〇 働き方、学校の制度などで「おかしいな」と思うこ
とを相談できる。
〇 不当な扱いを受けたときに、一緒にたたかうことが
できる。
〇 県教育委員会、市町村教育委員会などに「おかしい
な」
「こうしてほしい」と思った声を届け、改善を
求めることができる。

活動を組合費で支えています
岐阜教組の活動は、組合員の組合費で支えら
れています。活動に賛同して頂ける方、支援
をどうぞよろしくお願いいたします。

こんな事に活用しています
◎各種行事・学習会の開催や参加費補助
◎広報・啓発のための資料・ニュース作成
◎県教委等との交渉・懇談等の活動
◎組合活動を支えるスタッフの給与等

組合費はどのくらい？
◎正規教職員
給与月額の２％程度になります。
※加入後一年間は月 3000 円
◎常勤講師・再任用など
月 1000 円～ 3000 円
（年代・職種によって変わります）

企画＆催し

学び・交流しませんか「自主研修」は教職員の権利です
▶研修は教職員の権利です
私たちは、子どもたちがいる学校を離れることはで
きません。しかし、教員は業務に支障のない範囲で自
主的な研修を行い、絶えず研究と修養に務めることが
求められます。特に夏休みなどの長期休業中は、絶好
の機会です。
▶「勤務場所を離れて行う研修」の活用を
私たちには「勤務場所を離れて行う研修」（教特法
22 条第 2 項関係）が保障されています。「自宅研修」
とも呼ばれますが、自宅に限ったことではなく、図書
館や美術館に行くことや、各種の学習会・講演会に参
加することも高い専門性を身につける豊かな研修です。
▶組合でもたくさんの学びができます
組合ではオンラインなども活用して、様々な企画を
計画しています。
悩んでいることの解決や、教職員としてのスキルアッ
プを目指し、一緒に学びませんか？
誰でも参加できますが、岐阜教組の組合員なら、補
助があってお得に参加できますよ。

勤務場所を離れての研修
(1) 概要（教特法第 22 条第 2 項）
教員は、授業に支障のない限り、本属長の
承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行う
ことができます。たとえば長期休業中に、
「自
宅研修」したり、博物館や美術館などで研修
を行うことができます。
(2) 申請の方法
この研修は、承認により職務専念義務が免
除されて行うものなので、事前計画の提出
と事後の実施報告が必要とされています。ま
た、研修で作成したプリントや通信、入手し
た冊子などのコピー（A4 用紙１枚程度）の
提出が求められる場合もあります。
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新しい権利手帳、好評発売中です！詳しくは岐阜教組のホームページへ！

岐阜県教職員共済会

いつからでも加入できます！

▼

TEL 058-254-8620
FAX 058-254-8621
メール gifu_kyosai@educas.jp

8月から火災共済の掛金が
変更になります。

暦

清明と穀雨…「清明」（４月５日）は二十四節気の一つで、すがすがしい南東の風が吹き、天地
が明るい空気に満ちあふれる頃であることから、名付けられたといわれます。沖縄地方では清
明祭（シーミー）と呼ばれ、家族や親戚がそろってお墓参りをする日になっています。「穀雨」
（４
月 20 日）は暖かな雨が田畑を潤し、新芽を育ててくれることを意味します。

■クイズ応募について
毎月 5 日号のクイズに応募して
くださった方から正解者 5 名様
に図書カード 500 円分をプレゼ
ントします。ぜひ購読して参加
してくださいね。
※今 号は全職員配布号のため、
応募を受け付けていません。
〇クイズの答えはこの下に。

〇クイズの答え『ホウレンソウ』
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