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５月 日︵土︶第一
五七定期大会が教育会
館で開催されました︒
人事評価︑長時間勤務
など諸課題が山積する
なか︑正規職員の組合
員も含め組織拡大が進
むなど明るい話題も報
告されました︒来賓と
して県労会議議長の五
十嵐さん︑全教書記次
長の檀原さんにもお越
しいただきました︒
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○田口︵清陵︶夜間部
２年目の先生が加入︒
女性部学習会では未組
の参加者あり︒通級指
導で学校設定科目﹁ラ
イフスキル﹂︵１単位︶
の設定︒授業料未納者
が多いということで事
務長が県に呼び出し︒
ソーシャルワーカーへ
依頼したいが手続きが
複雑で時間がかかる︒

主[な発言内容 ]

前橋市大手町
3-1-10

○上原︵前南︶毎日が
慌ただしい︒自分の教
師としての理想と受験
指導にギャップを感じ
ている︒奨学金を借り
るとしても大学進学に
お金がかかるという問
題がある︒
○牧口︵高工︶３名の
新規加入者︒飲み会後
の交通手段調査︒
関連して東宮︵高高︶
飲み会の出席表の横に
交通手段を記入する︒
○澁谷︵高商︶高商定
時制は﹁愉快な﹂職場︒
全日制は厳しい︒スト
レスがかかる状況︒教
員が生徒を怒鳴る環境︒
○内川︵高経附︶学校
現場に業者がどんどん
参入してくる︒インター
ネット活用の商品︵リ
クルート︶日本ドリコ
ム主催の﹁進学博﹂︒
再任用は高崎市の職員
なので教員とは限らな
い︒関連 して︑大山
︵吉井︶ベネッセのク
ラッシーの導入あり︒
○小舩︵太女︶リクルー
ト主催の進路行事︵学
校行事のアウトソーシ
ング︶ポートフォリオ
︵ベネッセ︶も始まっ
ている︒
○日向野︵榛名︶教育
困難な部分が続出︒生
徒が途中でやめてしま

うのが歯がゆい︒手が
回らない︒
○黒澤︵高工︶入試制
度の改革が必要︒困難
校の定員減からすすめ
るべき︒尾瀬︑万場は
名︒現在１歳の子ど
もが入学する時は ク
ラス減︒﹁少子化即学
級減﹂の発想を改める
べき︒学校は存続させ
ていく︒
○神保︵玉村︶新規加
入者あり︒隣の席で同
じ学年団の担任の人︒
○高橋︵伊工︶気楽に
話を交わせる雰囲気が
ある︒が︑仲のいい先
生が苦しい状況にある︒
人はつながって生きて
いる︒﹁授業観察﹂で
はなく︑﹁授業参観﹂
○松本︵桐女︶支部で
８名の組合員︒桐高・
桐女の統合は動いてい
るが︑修学旅行のあり
方など全体像がつかめ
ない︒
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○飯塚︵桐工︶組合の
話を発信していきたい︒
○高橋︵桐高︶運営委
員会に入っているので
︵渉外部長︶職員会議
の場で改めて意見は出
しづらい︒
○萩原︵富岡︶職場新
聞を創刊した︒
○小舩︵太女︶総体の
開会式・陸上総体の再
検討を求める声は多い︒
○矢嶋︵大泉︶高速道
路を利用しての通勤者 ︵出身中生徒と一緒に
が多い︒大泉高校は最 行く︶Ｑ２部活動の計
近落ち着いているので︑ 画書と報告書の提出現
教職員の人事が軽視さ 状は？ Ａ２藤北︵チェッ
れているような傾向が クをしている︶
みえる︒担任等の人事 休日の部活動を３時間
で管理職も苦労してい 程度へということであ
る様子︒
れば部活動手当に２時
○八重樫︵渋工︶新加 間程度の区分を求める︒
入者１名あり︒入試倍 ○新井︵利根実︶新加
率を管理職が非常に気 入者あり︒群馬が共同
にしている︒現給保障 組合発祥の地であるこ
の廃止を知らない職員 とを紹介︒
が多い︒
○生方︵沼女︶高校総
○黒澤︵高工︶Ｑ１保 体開会式の問題︒
護者対象の学校説明会 ○見城︵沼高︶生徒の
をやっている学校はあ 経済的困窮の実態︵シュー
るか？Ａ１高北︑渋工 ズ代が払えない︑携帯
がないのでアルバイト
もできない等︶就学支
援金の事務処理が煩雑︒
今は通えているが︑定
時制の生徒のなかには
小・中学校時代ほとん
ど登校できなかった子
もいる︒

○高平︵長野原︶吾妻
中央は救急車を呼ぶ回
数も多く︑生徒の不安
は大きい︒雰囲気とし
て旧吾妻の先生は心配
そうなのに対して中之
条は鷹揚な感じ︒通級
指導の申請をしたが︑
受け入れ側の準備も不
十分︒女性部は昨年度
同様のアンケートを実
施するのでご協力を︒
○新井︵藤北︶再任用
２年目︒自己申告書変
更のため出しなおし︒
過去に遡っての調査
︵修学旅行に行かなかっ
た生徒︶が行われた︒
新採用研修の場で高教
組の紹介ができるか？
生徒の視野が狭いのに
今更ながらに驚き︒世
の中のニュースを知ら
ない︒自衛隊の広報誌
が一般誌とみまがうよ
うな形で無料配布され
ている︒
○田中︵大泉︶司書の
採用が少ない︒図書館
の政策の動向に臨時採
用司書は敏感になり不
安増大︒
○全教 檀原書記次長
クラッシー等のＩＣ
Ｔ機器︑４割の学校で
利用︒教員の専門性が
軽視されている︒アメ
リカの例：公教育の崩
壊︵教員はＰＣのメン
テ役︶青年部教員はラ
インでの交流中心︵時
代の変化︶定年延長の
方針⁝大きな影響を受
けるのは若い教員︒給
与抑制︑人事管理強化
のきっかけとなる心配
あり︑要注意︒
○田中書記長 教育長
との懇談で︑新採用研
修の場で高教組のアピー
ルをさせてほしいと要
求した︒賃金リンクの
情報が伝わっていない︒
通級指導のドタバタ︑
独自の方式は空疎︒今
後注視すべき︒スクー
ルワーカーによる支援
をさらに︒勤務実態調

高崎支部
ボウリング大会
５月 日︵水︶高崎
市のパークレーンで高
崎支部恒例のボウリン
グ大会が行われました︒
新人も含めて４校から
９名の参加でした︒１
人各２ゲームを行い︑
合計点で順位を競った
査は実施しても無意味 結果︑１位に高崎工業
との感覚あるが︑実態 高校の牧口さん︑２位
が放置されてきた結果︑ に同じく黒澤さんが入
現在の状況がおこって りました︒
いるから調査が必要と
情宣部より
再認識︒飲み会の調査
お知らせ
にしても個人のプライ
バシーの問題もあり注
本年度より︑東宮副
意すべき︒民間企業の 委員長を中心に﹁みん
学校進出が本格的になっ なのまど﹂を月１回ペー
ている︒︵リクルート︑ スで発行していく予定
ベネッセ︑スコラ手帳︶ です︒第１号は４月に
定年延長の今後︒県総 ﹁現給保障の廃止﹂︑
体に関するアナウンス 第２号は５月に﹁県総
﹁みんなのまど﹂で︒ 体総合開会式の問題点﹂
職場の信頼関係が全て について取り上げまし
︵雰囲気でわかる︶
た︒６月には﹁勤勉手
当の差別支給﹂につい
て取り上げる予定です︒
要点・課題を絞って
若い人・未組合員の方々
にも目に付きやすい︑
興味をひくものがコン
プセトです︒職場での
対話のきっかけとして
活用してください︒

新執行委員 萩原正人
（市立前橋高校分会）
より一言

三度目の執行委員でお世話になります︒初め
て本部に出入りするようになったのは桐生支部
にいた頃で︑桐高の宮嵜捷二さんから﹃後は任
せた青年！﹄みたいな感じで︑男と男の約束を
交わして執行委員のバトンを引き継ぎました︒
二度目は前橋支部に移ってから︑清陵の坂田尚
之さんと﹃坂田さんが教文部長を三期目で続投
してくれるなら立候補します︒﹄とまたまた口
約束をしてしまい引き受けました︒
今回は本部の奈良さんから﹃やんなさいよ！﹄
とド〜ンと背中を押されて決意しましたが︑毎
週火曜は職場を定時に終えて出局するのが楽し
みです︒目下︑目の上のタンコブ的なプチ障壁
は嫁と娘︵小１︶の﹁早く帰って来い！﹂とい
うプレッシャーだけですね︒
今の職場では一人分会でも頑張るぞ！と自ら
を鼓舞しつつ︑毎月職場通信を発行したり︑職
場要求を取りまとめて管理職交渉や市教委交渉
なども行っていますが︑もう 年目を迎えてい
るので︑今年が最後というつもりで拡大に努め
たいと思います︒﹃今の職場で増やせなかった
ら︑もう拡大のチャンスはないかもしれない︒﹄
という位に自分を追い込んでみた時に︑ひょっ
としたら新たな展開があるかもしれない︒それ
はやってみなきゃ解りませんが︑無理せずいき
たいと思います︒因みに今年のマイモットーは
﹃サステイナブル (sustainable
；﹁持ち堪えら
れる﹂の意 ﹄)です︒よろしくお願いします︒
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青年職員を中心に、組合への新規加入者が増えています。そこで、青年部にサマーパーティーを企画していただきました。
年齢は問いません、とのこと。普段なかなか出来ない本音トークもできます。是非、声をかけ合って集まり、支部を超え
て、盛大に楽しく飲み語りましょう。 日時：７月２１日（土）１９：００〜 場所：ラシーネ新前橋
会費：１，０００円（超お得です）
事前に本部までお申し込み下さい。

