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「年収の壁」

購読料は年間 1,000 円
ご購読をお願いします

4.20
№2033

2023 第76巻2号

　配偶者に扶養されている人（パー
ト労働者など）の年収が一定額を越
えると社会保険料や所得税などの負
担が生じること。手取りが減るため、
「壁」の手前で勤務時間調整をする人
が多く、女性の就労拡大の障害や労
働力不足の要因と指摘されています。
　年収が１０６万円（従業員１００
人以下の場合は１３０万円）を越え
ると、扶養から外れて社会保険料の
負担が生じる壁が代表的。企業によっ
ては壁を越えると家族手当がなくな
ることもあります。このため、壁を
越えて働く従業員の保険料負担を肩
代わりした企業に、助成金を出す案
が政府内で検討されています。人手
不足解消や所得向上などが狙いです。

特
集

▼

▼

▶�組合があるからできた！職場で
のとりくみ
▶�組合が要望して教員採用試験や
初任者の待遇が改善！

　世界最高峰のオーケストラを舞台に、女
性指揮者の栄光と挫折、心に広がる闇を描
いた作品。今年の米アカデミー賞で作品賞
など６部門にノミネートされました。女性
として初めてベルリンフィルの首席指揮
者に就任し活躍するリディア・ター（ケイ
ト・ブランシェット）。作曲者としての才能
も発揮し、多忙な日々を送っています。そ
んな時、ターがかつて指導したクリスタと
いう若手の指揮者が自殺。ターは巻き込ま
れることを恐れて関連するメールの削除を
命じます。一方、マーラーの交響曲第５番
のリハーサルや新曲の創作に苦しむ中、副
指揮者の解任やソロ演奏者の選び方などを
めぐり楽団員たちとの間の溝が次第に深ま
り……。プロから指揮とピアノを学び、す
べての演奏シーンを自身で演じたブラン
シェットの存在感に圧倒されます。５月
12日から全国公開。

Ⓒ 2022 FOCUS FEATURES LLC.
トッド・フィールド
監督（脚本・製作）

『『TAR/ターTAR/ター』』

話題の
映　画

主席指揮者の栄光と挫折

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

組合の魅力をお伝えします。

ぜひお読みください！

桜と宮川（高山市）

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



働き方
改善
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組合があるからできた！職場でのとりくみ

休日の代休を取り
たいけど、一人では
言い出しにくい… ここに書いてある内容は、

組合員の皆さんが実際に
とりくんだものです。

任用期間が
4 月 1 日～ 3 月 31 日
になって、メリット

たくさん！

教育実践論文を強制して
「自己研鑽」としないで！

小学校の職場で愚痴を
聞いた組合員Ａさんは、
「一緒に校長先生に話に
行こう！」と呼びかけ
ました。

教育事務所の
「働き方改革」
方針に疑問が
あった組合員のＢさん。
7名の組合員と懇談を実施。
職場でのいろんな声を伝えて、
　　　　　改善を求めました。

組合員のＤさんたちは
長年、非常勤講師の待
遇改善を訴えていまし
た。今年度から任用期
間が改善されました。
春休み中に職員会、教
科部会などの打ち合わ
せに参加できるように
なりました！

時間割編成は連日夜遅くまでかか
るのに手当も代休もありません。
高校の組合員Ｃさんは、時間割係
を誘って教頭に勤務の割振りをお
願いしたところ、前期中間考査終
了時までに、休める時に遅出や早
帰りを認めてもらえることになり、
とても喜ばれました。

その結果、「勤務の
割振り」が実現する
ことになり、みんな
で喜びました。

私たち組合員は決して強い存在で
はありません。みんなで力を合わ
せることで勇気を持って声をあげ
ることができます。みなさんも力
を合わせる仲間になりませんか？
お待ちしています！

４月、時間割係は
日曜日・代休日を
含め時間外勤務が
52 時間にも !?

業務削減できない
ことを「個人の責任」

にしないで！

みんなの「こうしたい」を実現したい！だから組合があります！
勤務の割振りを実現

教育事務所と懇談

非常勤の待遇改善！

仲間と力合わせて



要求
実現
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　岐阜県教職員組合および臨時教職員対策部は、講師を続けながら何回も受験する方や、コロナ感染で受験でき
なかった方などへの教員採用試験の負担軽減などを県教委に求めてきました。その結果、今年度の試験要項で大
幅な改善が発表されました。

組合が要望して教員採用試験や初任者待遇が改善！

採用試験を受ける組合員を応援しています！

2024 年度採用予定数
•小学校� 220 名（▲ 45名）
•中学校� 140 名（▲ 10名）
•高等学校� 　90名（▲ 10名）
•特別支援学校�　65名（変わらず）
•養護教諭� 　15名（▲ 5名）
•栄養教諭� 　若干名

▶��直近 3 年間で 2年常勤講師を務めた
場合、1次試験を免除。

▶ �1 次試験での集団面接を廃止。
▶��小・中学校採用者への奨学金返還支援
制度を創設。

▶�小学校若手教員に副担任制を配置。

採用数は減少に！

オンライン講座

今年は合宿も行います！

主な改善点！

　教育に関する様々なテーマを学ぶため、組合
員向けのオンライン講座を行います（Zoom）。

　コロナ禍で出来なかった合宿を復活します。
一泊二日の学びは大きな力になりますよ！

　岐阜教組の教員採用学習交流会は、試験の本番に
向けて「模擬授業」「実技試験」等の練習を中心に
行います。練習を通して、自分らしい教員像は何か
を発見しましょう。現役教師や受講者同士の交流も
しています。合格後も、すてきな教職員になること
もめざしています。ぜひこの機会に組合に加入して、
一緒に学び、力をつけましょう。

5月 12日（金）19:00 ～「可茂教育会館」
5月 17日（水）19:00 ～「恵那教育会館」
5月 21日（日）9:00 ～「ワークプラザ関」
5月24日（水）19:00～「大垣市青年の家」
5月31日（水）19:00～「東濃西教育会館」
6月 3日（土）9:00 ～「辻が森公民館」

※組合員限定講座です。
時間はいずれも 18時～ 19時
4月 29日（土）論文
6月 18日（日）特別支援

【1回目】5月 13日（土）～ 14日（日）
ラーニングアーバー横蔵・樹庵
参加費：一泊三食 8,000 円（組合員）
	 ※未加入者は 15,000 円
内容：	プレゼン面接・模擬授業・実技試

験・小論文他
【2回目】6月 10日（土）～ 11日（日）
★詳細はホームページへ

6月以降の講座内容、お申込み
は岐阜教組のホームページへ

各地の予定（5月～）

だから！

しかし…



まずはかんたん見積り

見積り申込書（電話・メール・LINEでもOK!）

①現在の保険（継続）証書
　または満期のご案内 ②車検証

現在の補償がわかるもの

取扱代理店 エデュケーション岐阜 岐阜市徹明通7-13　岐阜県教育会館2階
引受保険会社:東京海上日動火災保険(株)

０５８-２５４-８６２００５８-２５４-８６２０
ご用意いただくものご用意いただくもの

お電話で５～10分ほど。現在ご加入
の保険がない方は、すぐにご連絡を！

本見積り依頼書ならびにご提出いただいた保険証券・自動車検査証のコピー等に記載の個人情報は、東京海上日動の各種商品・サービスのご提供・ご案内
をするために利用させていただきます。ご契約にあたっては、必ず｢重要事項説明書｣をお読みください。団体扱の対象となる方の範囲(契約者･記名被保険
者･車両所有者)や団体扱特約失効時の取扱い、ご不明な点等については、取扱代理店までお問合せください。

ふりがな

西暦

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

お名前

自宅住所

現在の保険の満期日

ご紹介者（いれば）

主に運転される方の生年月日

同居で最も若い運転手の年齢

職場名
連絡先

免許証

使用目的

現在の等級

ゴールド　・　ゴールド以外

等級

職場名：

通勤　・　レジャー歳

教員免許を守るため

 

GODIVAGODIVA
見積キャンペーン見積キャンペーン

急いで！

もうすぐ終わりだよ急いで！

もうすぐ終わりだよ

５月末まで５月末まで

もOK︕
①②と見積書の写真をトーク画面に送付︕

①②と見積書を写真で送付︕
gifu_kyosai@educas.jp

TEL

教
職
員
の

交
通
事
故
に
は

あ
っ
！
そ
れ

の
こ
と
で
す
ね
！

全
教
自
動
車
保
険

特
別
な
対
応
が

必
要
な
ん
で
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！

▼

▼


