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自転車
ヘルメット

購読料は年間 1,000 円
ぜひ購読をお願いします

4.５
№2032

2023 第76巻1号

　コロナ禍で利用者が増えた自転車。
交通事故全体に占める自転車関連事
故の割合が年々増えていることなど
を受けて、今年４月から自転車に乗
る際のヘルメット着用が努力義務化
されます。道路交通法のヘルメット
着用の努力義務はこれまで、小学生
以下の子どもが対象。警察庁の調べ
では、自転車事故でヘルメットを着
用していない人の致死率は、着用し
ていた人に比べて約 2.2 倍も高いこ
とがわかりました。このため、自転
車を利用する際のヘルメット着用に
よって、死傷者の大幅減少につなが
るとみられることから、道交法改正
で着用の努力義務を全年齢に拡大す
ることになりました。
※全教共済で保険を取扱っています。

今
号
の
特
集

地図と拳
小川哲、集英社、2200 円＋税

　日露戦争前夜から敗戦後までの半世紀に
わたる満州（現中国東北部）の架空の都市
を舞台に、国家と人々の興亡を描いた作品。
第 168 回直木賞・第 13 回山田風太郎賞を
Ｗ受賞した話題作です。
　物語は 1899 年、日本とロシアの利権
がぶつかる満州を訪れる日本軍の密偵・高
木と通訳・細川の暗躍から始まります。石
炭を埋蔵する辺境の小さな寒村は国家や
権力者の思惑によって、大きな都市へと変
貌。都市計画に関わる日本人技師や影の権
力者、ロシア人神父、抗日組織の女性活動
家、そして多くの中国の民衆がこの地で交
差し、激動の歴史が展開されます。
　満州は、日清戦争と日露戦争で日本が大
きな犠牲を払った末に得た地。その利権や
軍事的利点を守るため、やがて世界と戦う
ことになる構図を登場人物の視点で描く、
壮大な歴史ドラマです。

話題の一冊

▼

▼

▶�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　自主研修
は教職員の権利です

購読申込み
「教育ぎふ」の購読を申し込みます。

2023年　　月　　日

お名前（　　　　　　　　　　　　　）

年間購読料 1,000 円

購読申込みは（　　　　　　　　　　　　　）まで

毎月5・20日発行（年 24号）
※個別発送は＋郵送料 1,500 円
※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　FAX058-215-7303

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

��5 日号…話題の一冊、クイズ、暦
20日号…話題の映画　など

「教育ぎふ」をご購読ください教育情勢や待遇改善の情報などを
分かりやすく！

主
な
内
容

キリトリ

桜と大垣城（大垣公園）

発行／岐阜県教職員組合
毎月5日・20日発行1部50円
年間購読料1,000円
年間郵送料1,500円

www.gifukyoso.jp

ニュース
ワード

教え子をふたたび戦場に送らない〒500-8879  岐阜市徹明通7-13 岐阜県教育会館201　058-215-7301　info@gifukyoso.jp



広い視点で

賃金＆権利
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　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？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
は制度や権利を知って多くの方が活用することが、「働きやすい学校」をつくりだす一歩になります。

　岐阜県では「常識」と思っていても、他県から見れ
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。

���※��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。

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！

•�夏休み前に知っておくべき権利
•�免許更新制廃止後の「新たな研修」の問題点
•�あなたは大丈夫？パワハラ防止！
•�制定から 50年…今こそ給特法は改正を！
•�勤務時間の虚偽申告は絶対ダメ！
•�勤務実態、組合と県教委調査に大きな差
•�人事異動は個人の問題ではない！
•�賃金引上げと待遇改善を求めて交渉
•�退職手当はどのくらい？
•��60 歳を超えて 7割の給与！？
•�義務教育学校、学校統廃合を考えましょう
•�部活動「地域移行」の現状
•�生徒の知る権利を保障する学校図書館の役割
•�寄宿舎は自立した社会参加の力を培う場
•�ロシアのウクライナ侵攻に関する基礎知識

組合の運動で実現・前進したこと（2022 ～ 2023）

昨年度、特集した情報（抜粋）

○  35 人学級を小・中学校の全学年へ拡大！
○��学級担任を受け持つ再任用にシニア担任手当
が創設！

○��小・中学校の新規採用教員への奨学金返還支
援が実現！（2024年度採用者より）

○�小学校若手教員に副担任制を配置！
○��高校の「通級指導」強化
○��特別支援学校設置基準に基づく環境整備
○��県立の老朽校舎の改築、その他の施設改修。
○��産育休代替の先読み加配（年度当初から当該

校に配置）を県立に加え、小・中学校でも実施。

○��一人の子につき２回まで育児休業取得可能に。
○��子の出生後 8週間以内の育児休業（産後パパ
育休）が1回のみから2回までに改善。ただし、
出生後 57 日間以内に、それ以外の子を養育し
た場合は、その子についても育休扱いとなる。

○��産後パパ育休の請求期間が開始の１か月前か
ら 2週間前までに改善。

○  期末手当における育休期間の除算について、子
の出生後 8 週間以内の育休期間とそれ以外の
育休期間は合算しないことに。



企画＆催し

活用
しよう！

組合の活動
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〇��校種を超えて、子どもを大切にした実践をして
いる教職員と出会える、学べる、交流できる。

〇��全国・地域ブロック・県内の教職員が集まる学
習会に参加し、多くの実践を学べる（補助あり）。

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��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
ことを相談し、改善に向けた取り組みができる。

〇��職場で困ったことが起こったとき、相談できる、
支援しあえる。

〇��県・市町村教育委員会、教育事務所などに「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。

○��組合員なら東海労働金庫でお金を借りるとき、特
別な低金利が適用される。

▶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。

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「自主研修」は教職員の権利です

�(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。

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～ 3000円（非常勤は月 500円）
　（年代・職種によって変わります）

活動を組合費で支えています

勤務場所を離れての研修

岐
阜
教
組
加
入
の
メ
リ
ッ
ト
！
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とってもお得な助け合い＝「共済」　あなたも加入しませんか！？

ハイキングやスポーツなど野外での活動が
楽しい季節。昼食はみんなが大好きなおに
ぎりです。その中に入れる代表的な具材が
下の語群の中にあります。イラストをヒン
トに探してください。最後に残る和食の定
番のおかずは何？ （作・野上和彦）

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。

暦

▼

▼

■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『タマゴヤキ』

岐阜県教職員共済会 TEL 058-254-8620　FAX 058-254-8621
メール gifu_kyosai@educas.jp

いつからでも
加入できます！

※給付額の変更が予定されています。




