
名教組定期大会

機関紙「名教組」

経過報告書・議案書
号外

2022年３月11日（金）午後４時 名古屋市公会堂　大ホール

各分会の代議員は、名教組規約第 10条に従い、分会組合員 20名につき１名
（端数があるときは切り上げ）の割合で、３名を上限として選出してください。
定刻の午後４時には開会できるよう、代議員の皆さんのご協力をお願いします。
定期大会当日の午前 11時の時点で開催の可否を判断し、名教組ホームページに掲載します。

第81回

「夏しか勝たん」
緑支部　東丘小分会　横井麻乃

「NTULINE」友達追加はこちら！http://www.ntu.ne.jp
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　　　　　　⑴　スローガン

　　　　　　⑵　一年間の運動方針

　　　　　　⑶　運動の進め方

第３号議案　当面の運動方針

第４号議案　2022年度名教組教育研究活動の推進

第５号議案　2022年度予算

第６号議案　その他

11	 承認事項
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13	 新旧役員挨拶

14	 閉会宣言
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Ⅰ 子どもたちにゆき とどいた教育を行うために経過報告

子どもたちの健やかな成長に向けた取り組み

 父母と教職員の集い（６月12日） 
会場での講演とオンライン配信にて「不安な心を軽くする～子どもの自己肯定感を高める

心理学～」という演題で、都内の総合病院にカウンセラーとして勤務、ＴＶ番組等でも活躍
されている植木理恵氏による講演会を行いました。800人を超える教職員と保護者が参加し
ました。また、「これから子どもと向き合う際に生かしていきたい」等の前向きな声が多く
聞かれました。

 教育センター運営委員会（６月８日、12月８日） 
３月、９月に行った「名古屋の教育実態調査（センター研修）」をもとに、学校現場のニーズに合った研修や

事業が行われるよう要望しました。2022年度のセンター研修・事業では「教育研究員」の応募書のＯＡ化や、
初任研・５年研等、各種研修に係る提出物の提出方法においてＩＣＴを活用した事務負担軽減を図るなど、多く
の成果を得ることができました。

 平和教育・健全育成・環境教育資料の活用 
「平和教育・健全育成・環境教育資料」のビデオやＤＶＤの貸し出しを行いました。今年度は新たに、「戦争の

悲惨さや平和の大切さを強く訴える作品」、「外見からは分からない障害・病気を抱える人がどのような配慮を求
めているかを考える作品」、「薬物乱用防止につながる作品」、「人権について考えることができる作品」の貸し出
しを行いました。
 名教組青年部学習会（10月27日） 

教育サポーターの仲島正教氏をお招きし、「あーよかったな　先生になって　～教師
のやりがいと子どもたちの笑顔～」という演題で、教師のやりがいや、子どもたちとの
よりよい関わり方についてご講演いただき、青年部員の力量向上を図りました。

 名教組教研オリエンテーション（４月19日～22日）
「わかる授業・楽しい学校」の実現をめざし、各分会で職場ぐるみの研究を進めていく

ことについて確認しました。
また、分科会では、今後の研究の方向性や進め方について話し合いました。

 支部教研学習交流会（６月下旬～７月中旬）
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、紙面開催とした支部が多くありましたが、一部の支部では、対

面する形で会が行われました。講師を招き、効果的なプレゼンテーションの作成方法等について学習を深め、市
教研発表に向けた学習会となりました。
 第71回名古屋市小中特別支援学校教職員研究大会（市教研）

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、市教研は紙面開催と
なりました。しかし、各分会では、「わかる授業・楽しい学校」の
実現をめざし、教育活動が制限される中でも様々な趣向を凝らし、
職場ぐるみでの実践が行われました。
 第71次教育研究愛知県集会（10月16日）

第71次教育研究愛知県集会がＷＥＢ開催されました。名古屋からは40名の正会員が
参加し、教育実践を発表しました。それぞれの分科会では各研究会でこれまでの研究を
踏まえた継続的で専門性の高い実践が発表され、高い評価を得ました。
 第71次教育研究全国集会（１月28日～30日）

第71次教育研究全国集会がWEB開催され名古屋からは７名の正会員が参加し、子どもを中心に据えた実践を
全国に発信しました。子どもたちが生き生きと活動する様子が伝えられ、全国各地の参加者から高い評価を得ました。

【講演する仲島正教氏】

10・27

6・12
【講演する植木理恵氏】

４・19～22

【授業実践の様子】 【実践検討を職場ぐるみで行う様子】
10・16

【教研オリエンテーションの様子】

【県集会の様子】
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Ⅰ 子どもたちにゆき とどいた教育を行うために
多様な進路選択の実現に向けた取り組み

名古屋市教育研究協議会（研究協）との連携

平和教育推進に向けた取り組み

 愛教組連合教育問題研究委員会(教問研)（5月21日、6月9日、7月2日、8月4、25日、11月10日、1月18日） 
愛教組連合教育問題研究委員会（教問研）がウィルあいちやＷＥＢにて開催されました。「2021愛教組連合

教育運動」について共通理解を図り、３月に行った「名古屋の教育実態調査（進路）」をもとに、子どもたちにとっ
て望ましい入試制度の在り方についての意見集約がされました。また、公立高等学校入学者選抜、私立高等学
校入試、私立中学校入試、私立高等学校への進学に関わる要望書について、学校現場の実態に合った要望とな
るよう、検討が行われました。特に、令和５年度公立高等学校入学者選抜について、現場や子ども、保護者にとっ
て望ましい内容になるよう、意見交換がされました。
 愛知県公立高等学校入学者選抜方法協議会議（入選協)（5月20日、9月14日）

愛知県本庁舎において、愛知県公立高等学校入学者選抜方法協議会議(入選協)が開催されました。令和３年
度愛知県公立高等学校入学者選抜の実施結果等について報告された後、令和５年度愛
知県公立高等学校入学者選抜方法協議会諮問事項について、議論が行われました。
 公立高等学校入学者選抜に関わる要望書提出（7月27日）
「名古屋の教育実態調査（進路）」や、「愛教組連合教育問題研究委員会」における議論

を踏まえ、検定料の振込化やWEB出願の実現に努めること、体験入学の内容の充実や実
施方法、実施時期の改善等、公立高等学校入学者選抜に関わる要望をまとめ、提出しました。

ゆきとどいた教育の実現のため名古屋市教育研究協議会と連携を図っています。
 「学習帳」「夏・冬の生活」等の発行 

名古屋市教育研究協議会を通じて、各研究会の検討を踏まえ、各種学習帳が発
行されました。

また、各研究会のご協力とご尽力により、「夏・冬の生活」が発行されました。

 小学校「冬の生活」表紙絵審査会（９月24日）
 中学校「夏・冬の生活表紙絵審査会」（11月24日）

造形研究会を中心に審査が行われました。小学校表紙絵審査会では、応募総数
5130点の中から、入賞・入選・佳作が選ばれました。

中学校表紙絵審査会では、2022年度「夏・冬の生活」の表紙絵が選ばれました。
 小学校「冬の生活」表紙絵展（12月23日～26日）

今年度の小学校「冬の生活」表紙絵展は、市民ギャラリー矢田にて開催されました。冬休みや年末年始を楽し
みにしている様子を描いた144点の作品が飾られました。自分の作品を見て喜ぶ子どもたちや、飾られている作
品を両親や祖父母と一緒に鑑賞する子どもたちの姿が見られ、会場には笑顔があふれていました。「期間中にま
た見に来ようね」と再び訪れる家族もあり、好評の声が多く聞かれました。
 問題参考例の配付 

各研究会の全面的なご協力により、今年度も問題参考例が作成されました。また、問題参考例をダウンロード
して活用できるように、研究協ホームページが更新されました。

〈研究協パスワード：kenkyukyo  問題参考例パスワード：sankou〉

【慰霊碑の前に並ぶ青年部代表】

11・27～28 名教組平和教育調査研究派遣団（11月27～28日） 
青年部員の平和教育推進を目的とし、青年部の代表が国内で唯一の地上戦が行われた沖

縄へ行きました。その後、現地で感じたことや学んだことを、支部青年部平和教育学習会
で伝えるとともに、部報にて各分会で平和教育を実践する様子を青年部員に環流しました。

12・23～26

９・24 11・24
【表紙絵を審査する様子】

【展示された絵を観覧している様子】

7・27
【要望書を提出する河合執行委員長】
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Ⅰ 子どもたちにゆき とどいた教育を行うために
教育環境の充実に向けた取り組み

 名古屋の教育実態調査 
学校現場の実態を把握し、交渉・話し合い、要望書の作成

等に生かすために、各分会等で「名古屋の教育実態調査」に
取り組んでいただきました。

調査の結果は、より多くの組合員・準組合員が手に取って
確認しやすいように、機関紙に掲載しました。

 市教委交渉・話し合い（７月９日、12月10日） 
「名古屋の教育実態調査」の結果等をもとに、教職員の勤務条件

の改善を図るとともに、子どもたちにゆきとどいた教育を行う上で、
改善を必要とする事柄について、交渉・話し合いを行いました。
○ 　心理的な理由によって登校できない児童生徒を支援するため、

子ども適応相談センターの施設を早期に拡充すること
○ 　校務能率向上のために、校務系ネットワークと学習系ネット

ワークが連携できるよう、現在のネットワークシステムを改善
すること

○ 　スクール・サポート・スタッフは新型コロナウイルス感染症
の状況に関わらず、長時間労働是正の観点から全校配置を継続
すること 等

 教育予算に関する要望書の提出（７月27日） 
校長会・ＰＴＡ協議会と連携し、市教委に対し「令和４年度教育予算

に関する要望書」を提出し、学校現場の要望を強く訴えました。
○ 　長時間労働是正に向けて、教員の持ちコマ数を削減するための市独

自での教職員の加配措置
○ 　ＩＣＴ環境整備の更なる充実に向けて、ＩＣＴ支援員の「４校につ

き一人」の配置に向けた増員 等

 副市長要望（１月12日）
愛政連議員のうかい春美、森ともお市会議員とともに、松雄

副市長に対し「豊かな学びと充実した教育環境を求める要望書」
を提出しました。
○ 　ＩＣＴ機器を活用した学習活動を円滑に進められるよう、

ＩＣＴ支援員を「４校に１人」という国基準に準じて配置拡
大すること

◯ 　令和４年度末に実施される愛知県公立高校新入試制度への
円滑な移行を図るため、中学校の進路指導担当教員が新入試
制度に対応する時間を確保すること  等

【調査の結果を掲載した機関紙（一部）】

1・12

【愛政連議員とともに要望書を提出する様子】

機関紙「名教組」第755号2021年 12月 10日（5）

2021年度　名古屋の教育実態調査の結果

　昨年度調査に続き、今年度の調査でも、スクール・サポート・スタッフは、清掃や消毒作業等の環境整
備での活用が主となっており、依頼できる業務がまだまだ分会内で浸透していないことが分かりました。
　名教組は、スクール・サポート・スタッフの配置は長時間労働是正に向けて効果的な施策だと考えてお
り、より効果的な活用に向けた活用方法等の情宣をするとともに、全校配置の継続と、複数配置等を市教
委に働き掛けていきます。

•全校に関わる配付物の仕分け・印刷や、行事等で使用するものの作成をしてほしい。
•新型コロナ等の情勢にかかわらず、今後も引き続き配置してほしい。
•消毒のみに留まり、依頼する内容が本来の意図とは違うと思う。

　環境整備面では予備端末をはじめ様々な周辺機器を必要としており、タブレットを効果的に活用するた
めには無線ＬＡＮ環境をはじめ更なるネットワーク環境の整備やサポート体制の充実等を必要としている
ことが分かりました。
　今後も、学校現場の実態に合ったＩＣＴ環境整備が進むよう市教委に働き掛けていきます。

•指導者用タブレットは研修等にも活用するため、養護教諭や栄養教諭等分もほしい。
•タブレットが定着するまで、できるだけ多くのICT支援員を配置してほしい。
•効率よい指導や評価のためにも、校務用と学習用のネットワークがつながってほしい。

教育予算：ICT環境整備の充実について

教育予算：スクール・サポート・スタッフについて

Q1 今後、学習者用タブレットに関わる環境
整備で必要なことは何ですか？

（％）

予備端末の配備
充電機器の配備
タッチペンの配備
保護ケースの配備
保護シールの配備

［調査実施期間］９月８日～ 17日（学校保健）10月１日～ 14日（教育予算、学校事務職員、栄養教諭）

Q1 スクール・サポート・スタッフを活用
できていますか？

負担軽減になっている業務は何ですか？
（Q1でYESと答えた分会）

Q2 今後、ICT機器を効果的に活用するために必要な
ことは何ですか？

（％）

全教室への無線LAN環境の整備
校務用PCと指導者用タブレットの連携
ICT支援員の増員
指導者用デジタル教科書の全教科配備
養護教諭等、教職員への
指導者用タブレットの配備
ICTに関わる研修の充実

実態調査の声

全校に関わる配付物の仕分け・印刷や、行事等で使用するものの作成をしてほしい。全校に関わる配付物の仕分け・印刷や、行事等で使用するものの作成をしてほしい。全校に関わる配付物の仕分け・印刷や、行事等で使用するものの作成をしてほしい。全校に関わる配付物の仕分け・印刷や、行事等で使用するものの作成をしてほしい。全校に関わる配付物の仕分け・印刷や、行事等で使用するものの作成をしてほしい。全校に関わる配付物の仕分け・印刷や、行事等で使用するものの作成をしてほしい。全校に関わる配付物の仕分け・印刷や、行事等で使用するものの作成をしてほしい。
実態調査の声

0 20 40 60 80 100

86％
85％
81％
81％
81％

73％
0 20 40 60 80 100

97％
92％

73％

73％
71％

0 20 40 60 80 100（％）

82％
58％

57％

22％

21％YES

NO10％

90％

Q2

授業で使用する教材・教具の作成

掲示物の作成等の事務作業

職員会議資料等の印刷

配付チラシ等を数えたり、組んだりする
配付準備

清掃や消毒作業等の環境整備

機関紙「名教組」第755号 2021年 12月 10日 （4）

　今年度の調査から、校務支援システムについては、通知文に反映されない項目があるなど、システムだ
けで業務を完了することができないものがあり、負担となっていることが分かりました。また、教職員健
康診断については、拠点校方式になったことで負担が増えたという割合は少ないものの、拠点校を中心に
まだ課題があることが分かりました。
　今後も、学校現場の実態に合った校務支援システムになるよう、また、拠点校方式の教職員健康診断が
養護教諭にとって過度な負担とならないよう市教委に働き掛けていきます。

•寄生虫卵や座高等、必要のない項目は削除してほしい。
•健康診断の結果を入力をすれば、事後措置欄に反映されるようにしてほしい。
•特別支援学校の健康診断項目や高等部の内容に対応するようにしてほしい。

•日程調整結果をファイルポストに提出しなければならず、負担である。
•当日の案内だけでなく、事前の打ち合わせに参加するなど事前の準備が増えた。（拠点校）

学校保健：校務支援システムについて

学校保健：教職員健康診断について

実態調査の声

実態調査の声

Q1 校務支援システムの健康診断に関わる内容
について、困ったことはありましたか？

Q 拠点校方式になったことで、教職員健康診断における負担はどう変わりましたか？

どのようなことで困りましたか？
（Q1でYESと答えた分会）

拠点校 拠点校以外

増えた
（37％）

増えた
（18％）

変わらない
（40％）

変わらない
（53％）

減った
（23％） 減った

（29％）

0 20 40 60 80 100

85％

84％

74％

70％
（％）

YES

NO10％

90％

Q2

健康診断の結果に入力しても、追記項目がある

入力すべき場所が分かりにくく、時間がかかる

教育委員会への報告ができないものがある

「眼科」「歯科」等の通知文が両面印刷できない

【教育予算に関する要望の会の様子】

7・27

【市教委交渉・話し合いの様子】

12・10
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Ⅰ 子どもたちにゆき とどいた教育を行うために

2022年度市当初予算案　教育に関する主な成果
教職員定数に関する事項

拡充 　教職員定数60人の配置
	 ◦児童生徒支援等【23人増員】
	 ◦教 科 担 任 制【18人増員】
	 ◦日 本 語 指 導【14人増員】
	 ◦通　級　指　導【５人増員】

特別支援教育に関する事項
新規 　天白養護学校増築の設計等

若宮高等特別支援学校の新設

拡充 　看護介助員の配置【22⇒27人】
看護介助員による徒歩又はタ
クシー等の通学支援

継続 　	特別支援学校スクールバスの
増車【各校3台⇒各校6台】
発達障害対応支援員の全校配置
学校生活介助アシスタントの
配置

学校運営予算に関する事項
継続 　	標準運営費、光熱水費、マイ

スクールプラン、旅費
【前年度水準維持】

感染症対策に必要な衛生用品
の購入費

【今年度と同額程度】

児童生徒指導に関する事項
新規 	 校内の教室以外の居場所づくり【中学校30校】
	 子ども適応相談センター第３サテライト整備の設計

拡充 	 	小学校４年生での35人学級の実施（教室の整備・備品購入費含む）　
	 24時間ＳＮＳ相談等の実施【小（4年生以上）・中・特別支援学校全校】
	 学習支援講師の配置【発達障害対応支援講師：65⇒70校】
	 学校司書の配置【75⇒80校】
	 日本語指導が必要な児童生徒の支援【母語学習協力員：44⇒46人】
	 新たな公立高等学校入学者選抜制度への対応の負担軽減策
	 【進路指導非常勤講師の配置（中学校全校）12⇒16時間】

継続 	 	外国語指導アシスタントの配置
	 【小3・4年：30時間、小5・6年：60時間】

学校建築・施設・設備、安全・防災・環境保全に関する事項
新規 	 志段味中学校の分離新設校建設に係る設計・用地取得

拡充 	 給食調理用フライヤーの更新【小学校14校】

継続 	 校舎等のリニューアル、保全・設備改修、増築
	 学校トイレの環境改善、運動場の改修
	 特別教室空調設備の新設【美術室（中学校）40校】
	 指定避難所のトイレ改修【147カ所】

教職員の勤務や待遇に関する事項
拡充 	 教職員の働き方改革プラン策定に向けた調査

拡充 	 部活動外部顧問派遣事業【270部⇒294部】

継続 	 スクール・サポート・スタッフの全校配置

ＩＣＴ環境整備に関する事項
拡充 　ナゴヤ・スクール・イノベーション事業
	 ◦ＩＣＴ支援員の配置【43⇒100人】
	 ◦指導者用デジタル教科書の配付
	 ◦新たな学校ネットワークの調査・研究
	 　（校務系ネットワークと学習系ネットワークの連携）
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Ⅱ 私たちが生き生きと 働き、豊かな生活を送るために
賃金水準の改善に向けた取り組み

●　市当局への働き掛け
市労連「春闘統一要求書」（2.19）
連合愛知「春季要望書」（3.25）
人件費削減等を実施することなく、地方公務員の生活を維持・改善するための賃金水準となるよう努

めること等を要望しました。
●　人事委員会への働き掛け

連合愛知「春季要請書」（3.25）
民間賃金実態を精確に把握し、地方公務員の生活を維持・改善するための賃金水準を確保する勧告を

行うこと等を要請しました。

春闘期

●　市当局への働き掛け
市労連「夏期一時金要求書」（5.12）
　　　「春闘統一関連要求書」（8.3）
コロナ禍の厳しい状況においても、職員が不安なく公務に専念できるよ

うな夏期一時金の支給や、初任給水準の改善等を要求しました。
●　人事委員会への働き掛け

市労連「給与勧告作業にあたっての申し入れ」（5.26）
　　　「人事院勧告をふまえた名古屋市人事委員会に勧告作業に対する申し入れ」（8.16）
連合愛知「人事委員会勧告にかかわる要望書」（7.20）
政府・総務省等の不当な干渉を排除し、地方自治を守り、中立機関としての独立性を堅持することや、

地方公務員の生活を維持・改善するための賃金水準を確保する勧告を行うこと等を要望しました。

人勧期

●　支部・分会での取り組み
名教組ホームページにて掲載された機関

紙「名教組　情報」をもとに、交渉内容を
共有しました。また、職場集会等で出され
た分会組合員の意見を支部長が集約し、支
部としての意見をまとめました。

確定期
名教組として意志を統一

【分会で職場討議をする様子】 【「名教組 情報」】

名古屋市人事委員会勧告
●　一時金の引下げ（9.14）

名古屋市人事委員会は、一時金について、市内民間
事業所における支給状況等を考慮して、年間支給割合
を0.15月分下げ（4.45月分→4.30月分）、期末手当
から差し引くことが適当であると勧告しました。

●　月例給（9.14）
名古屋市人事委員会は、市内の民間給与との

較差が97円（0.03％）と極めて小さいことから、
改定を見送ると勧告しました。

【申し入れをする永翁市労連中央執行副委員長】
5・26
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Ⅱ 私たちが生き生きと 働き、豊かな生活を送るために

民主的な職場づくりに向けた取り組み
 人事に関する要望書 

11月10日、「人事に関する要望書」を市教委に提出し、人事が公明正大で希望と納得の原則に立ったものと
なるよう強く要望しました。

転任については、本人の希望又は客観的必要性のない限り、強制しないこと。また、校種間交流や特普交流、
教務主任から教務主任への転任を強制しないこと、希望区への異動等、本人の希望が尊重されることを求めま
した。また、退職についても学歴、年齢及び性別による差別や強制的な勧奨をしないよう求めました。

○ 　「年末一時金要求書」提出（10.8） → 市総務局・教育委員会事務局等の市当局
◦ 　期末手当として基準月収の2.5月分以上を12月10日までに支給すること。なお、支給にあたっては

期末手当に一本化すること。
◦ 　職務段階別加算については、全員に支給すること。
◦ 　再任用職員、臨時的任用職員については職員に準じて支給すること。
◦ 　会計年度任用職員については職員に準じて支給すること。

○　「市労連重点要求書」提出（10.11） → 市総務局職員部
◦　勤務地における駐車場使用料を徴収しないこと。
◦　通院のための欠勤について有給とすること。
◦　住居手当を改善すること。　　等

○　給与改訂及び検討事項に対する申入れ（10.11）→ 市総務局職員部
◦　一時金0.15月分の削減提案は、職員の努力を顧みない提案と言わざるをえない。
◦　本市の実情を全く考慮せず、職場に分断を持ち込む内容や、職員の士気を低下させるものである。
市総務局・教育委員会事務局をはじめとした市当局に対し、市労連団体交渉、市労連小委員会交渉を行い

ました。市当局からは、下記の最終回答が示されました。

市労連各単組と力を結集　～秋季・年末交渉～

最終回答  給与の改定について
　◦	　期末・勤勉手当の年間支給割合を0.15月分引き下げ、4.30月分とする。
　◦	　月例給については、改定を見送る。

10・8
【当局に申し入れをする様子】
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Ⅱ 私たちが生き生きと 働き、豊かな生活を送るために
勤務に関わる制度改善とその運用に向けた取り組み

社会保障・安全衛生・高齢者雇用制度の充実に向けた取り組み
 労働安全衛生管理体制の確立 

年間５回の教職員安全衛生委員会を通
じて、安全衛生教育の開催状況について
報告を受けたり、ストレスと健康に関す
る調査の実施について協議したりしました。

また、市労連を通して、労働安全衛生
に関する要求書を提出しました。

 NTU個別確定申告相談会（２月4､ 7､ 8､ 9､ 11日） 
今年度より、会場にパソコンと

プリンターを準備し、税理士と個
別に相談しながら、申告書作成が
できるようにしました。

約80名の参加者が、申告の方法
について理解を深めました。

 校長会交渉・話し合い（６月17日、１月26日） 
時間外在校等時間の上限

遵守に向けて、各学校の実
態を踏まえた教職員の業務
負担軽減策の積極的な実施、
時間外在校等時間の適切な
把握等、勤務条件の改善に
ついて申し入れました。

 市教委交渉・話し合い（７月9日、12月10日） 
全市的な各家庭との連

絡システム（学校文書の
電子配信、欠席連絡や保
護者アンケートのＩＣＴ
化等）の構築、給食費を
はじめとする学校徴収金
の事務負担軽減等、教職
員が生き生きと働くため
の施策について申し入れ
ました。

【要望する松﨑組織部長】【要望する森書記次長】

 市労連交渉 

総務局職員部より、これまで交渉を行ってきた「重点要求書」と市側提案の「勤務条件変更の検討事項」
について、以下のような最終回答がありました。

秋季・年末交渉（９月～11月）

●　重点要求書に対する最終回答（一部抜粋）
◦　不妊治療のための職免を新設
◦　育児参加のための職免及び分べん看護職免における事実上の婚姻関係にある者の取り扱いについては、

配偶者に準じた取り扱いとする。
◦　青年海外協力隊（現職教員特別参加制度）で外国に派遣される職員の処遇改善
◦　育児休業の取得回数制限の緩和（１回まで→２回まで）　等

●　勤務条件変更の検討事項（市側提案）の最終回答（一部抜粋）
◦　私傷病による休職者の期末手当・勤勉手当・退職手当の見直し
　→提示撤回
◦　55歳を超える職員に対する昇給停止措置の実施
　→提示撤回
◦　休暇・職免制度等の見直し
　→提示撤回
◦　停職者の期末手当の見直し（令和４年６月１日実施）　　等 11・19

【対市小委員会交渉で要望する様子】

【相談会の様子】
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Ⅱ 私たちが生き生きと 働き、豊かな生活を送るために
社会保障・安全衛生・高齢者雇用制度の充実に向けた取り組み

福利厚生事業の拡充に向けた取り組み

 ＮＴＵ個別税金相談会
（６月８日、９月28日、12月４日）

名古屋市教育館において、税理士に個別で無料相談
できる税金相談会を開催しました。組合員・準組合員
の税に対する不安解消の一助となりました。

 NTU法律相談ダイヤル 
法律に関して無料で相談できるＮＴＵ法律相

談ダイヤル（961－1977）を開設しました。
都合のよい日時に名教組顧問弁護士と相談でき
ると、組合員・準組合員から好評をいただきま
した。

 ＮＴＵ健康サポート事業 
新型コロナウイルス感染症をはじめとした様々な感染症に対して、組合員・準組合員が抱えている不安を少

しでも解消し、安心して教育活動を行えるよう、健康を保持する取り組みに対して補助を行う「ＮＴＵ健康サポー
ト事業」を行いました。約7400名の組合員・準組合員からの申請がありました。

 愛教組連合グループ保険 
８月～10月、グループ保険・

遺族年金特約制度・三大疾病特
約について、各分会または動画
視聴にて説明会が行われ、加
入・更新手続きを行いました。

 愛教組連合組織共済事業検討委員会
（５月７日、２月24日）

共済組合・互助会事業や愛教組連合グループ
保険等の組織共済事業計画について協議しまし
た。

2021年度配当率
グループ保険 61.667%
遺族年金特約制度 34.721％
就業不能サポート制度 24.320％

 名教組定年退職組合員の会（12月11日） 
今年度定年退職を迎える約110名の組合員が参加しました。飲食を伴う懇親会は行わず、定年退職後の生活

に対する不安や疑問を解消するための学習会を行いました。グループ保険や教職員共済、退教互における退職
に伴う手続きについて学習したり、退職後の生活にお
ける税金や法律の注意点を聞いたりしました。

また、定年退職後の再就職先の一つとして、トワイ
ライト専門員の勤務条件について説明を受けました。

長年組合員として名古屋の教育を支えていただいた
ことに感謝の意を込めて、退職祝い金と旅行券、図書
カードに加え、退職記念品として箸を贈呈しました。

 再任用・再雇用エントリー説明会（１月27日～２月25日） 
２月に行われる ｢前年度調査｣（再就職の意向調査）に向けて、再任用・再雇用制度や退職後の就業職種の勤

務条件等について理解を深めることを目的に開催しました。
今年度も、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から動画視聴にて開催しました。

 雇用と年金の接続に関する要望書（11月10日） 
市教委に対して「雇用と年金の接続に関する要望書」を提出しました。定年退職者の希望に沿った再任用等

を最大限に行うことや再任用教職員の勤務条件改善等を求めました。

【学習会の様子】 【退職祝い金を贈呈する様子】
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Ⅲ 名教組運動を推進 し、要求を実現するために
各種団体と連携した取り組み

組織の強化に向けた取り組み

 各種カンパに関する取り組み 
12月17日～１月17日にかけて、各種カンパに取り組みました。
○　国際連帯カンパ…………子どもたちの教育支援、発展途上国の人々の生活支援等に活用
○　子どもの人権連カンパ… 子どもの人権保障を進める運動、子どもの権利条約の広報活動、子ども中心の

学校づくりのための研究活動等の諸活動等に活用
○　助け合い運動カンパ…… 県下の民営小規模施設等の整備や児童養護施設等の入所児童に対する就職支度

支援事業等に活用

 市教協決起集会（11月10日） 
名古屋市立大学さくら講堂にて、「2021市教協決起集会」が開催されました。名

教組からは、執行部約30名が参加しました。
名教組、市幼教、名高教、市大教の代表者による決意表明が行われ、賃金制度改善・

諸要求実現に向けた意志結集を図りました。

 市労連決起集会（11月12日） 
名古屋市公会堂にて、「2021市労連決起集会」が開催されました。名教組からは、

執行部や支部の代表約50名が参加しました。
名教組をはじめとした、労働組合10団体による決意表明が行われ、賃金制度改善・

諸要求実現に向けた意志結集を図りました。

 第68回名教組青年部定期大会（紙面開催） 
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、第68回名教組青年部定期大会を紙面開催としました。
今年度の青年部運動の経過報告をしました。また、来年度の運動方針を提案しました。

11・10
【決意表明をする岩田調査部長】

11・12
【決意表明をする原調査部副部長】

【挨拶をする遠藤学校事務専門委員長】

 名教組学校事務職員学習会（11月16日） 
「学校徴収金事務をもっと簡単に!!」をテーマに、学校事務専門委員による「学

校徴収金についての学習会」や参加者が小グループに分かれ、各分会における徴収
金事務の現状や課題等の話し合い・情報交換を通し、学習を深めることができまし
た。また、学校事務職員と教員とが悩みや意見等を共有することで、職種を越えた
職場の協働体制の理解を深めることができました。

【学校事務専門委員による学習会の様子】 【小グループでの話し合い・情報交換の様子】

11・16
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Ⅲ 名教組運動を推進 し、要求を実現するために
組織の強化に向けた取り組み
 NTU青年部サマーツアー（７月27日） 

支部の枠を越えた青年部員の仲間づくりを目的として、「NTU青年部サマーツアー」を開催しました。69名
の青年部員が参加し、名教組オリジナルの「謎解き」や「任務遂行型鬼ごっこ」を行いました。活動を通して、
支部の枠を越えて仲間の輪を広げることができました。

 名教組２年目組合員の会（10月29日） 
昨年度の新組合員の「仲間づくりの場がほしい」という切実

な声を受けて「名教組２年目組合員の会」を開催しました。約
200名の組合員が参加し、名教組運動についての学習会や、名
教組オリジナルの「謎解き」を行いました。活動を通して、２
年目組合員の組合理解を深めるとともに、組織強化を図ること
ができました。

 女性部長会（４月13日）・女性部養護部合同委員会（紙面開催）
 女性部委員会（WEB開催）・養護部会（11月24日）

女性部長会・女性部委員会では、支部や分会で集約した意見をもとに、女性教
職員の抱える諸問題について協議しました。また、女性部定期大会の実施案や支
部女性部委員会の開催方法等、女性部運動の推進方法について協議しました。

養護部会では、養護教諭の抱える諸問題について学習会を行うとともに、当面
の運動の方向性について協議しました。

 第71回名教組女性部定期大会（紙面開催） 
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、紙面開催としました。今年度の女性部運動の経過報告をしました。

また、来年度の運動方針並びに名古屋市教員組合女性部細則一部改正を提案しました。

 名教組支部部局長会 
〇　名教組厚生部長会（10月26日）

チケットＡＴＵＣ等、福利厚生事業についての学習会を行いました。
〇　名教組組織部長会（11月24日）

長時間労働是正に向けた取り組みについて話し合いました。
〇　名教組教財部長会（２月４日）　

紙面にて、『令和５年度教育予算に関する要望書』の要望事項や項目
について意見を集めました。

【謎解きをする参加者】【参加者の集合写真】

【名教組２年目組合員の会の様子】

７・27

４・13

【女性部長会の様子】

【厚生部長会での意見交流の様子】
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Ⅲ 名教組運動を推進し、
要求を実現するために

情宣活動の充実に向けた取り組み

《主な内容》
〇　国人勧・市人勧
〇　各種交渉
〇　期末・勤勉手当
〇　国家公務員の定年引上げ
〇　ワクチン接種に係る職免
〇　非常勤講師の勤務条件等の改正

 等

 機関紙「名教組」等の発行 

 名教組ホームページの更新 
組合員・準組合員専用ページでは、機関紙「名教組」、各種ハンドブッ

ク等を掲載しています。また、今年度より組合員・準組合員専用ペー
ジから育休等組合費免除申請をできるようにしました。
【ホームページアドレスhttps://www.ntu.ne.jp】
【組合員・準組合員専用ページのパスワードntu758】

 「NTULINE」での情宣活動 
「NTULINE」では、チケットATUCや「情報」等の最新情報をお届けしました。友だち追加をすることで、「い

つでも」「どこでも」必要な情報が組合員・準組合員の手元に確実に届くようにしました。

 「2021名教組ハンドブック」の配付 

 「名教組子育て支援ハンドブック」の配付 

名教組運動の目標・経過・成果の周知を図るため、機関紙「名教組」・
情報・号外・青年部報・女性部報を発行しました。

賃金・休暇等の勤務条件について、
昨年度中の改善を踏まえ、名教組ハン
ドブックを改訂し、組合員・準組合員
に配付しました。また、今年度から新
たに活用シーンや活用例を追加しました。

子育てと仕事の両立についての４つの時期に応じたポイントをは
じめ、子育てを支援するための制度や先輩パパ・ママからのアドバ
イス等が記載された「名教組子育て支援ハンドブック」を希望者に
配付しました。

《主な内容》
〇　勤務時間・休日・休暇・職免等　〇 賃金と手当
〇　母性保護・出産・育児・看護・介護　〇 名教組規約
〇　高齢者雇用と常勤講師・非常勤講師の権利　

等

【情報】
緊急を要する事案の情宣を行うときに発行しました。

【機関紙「名教組」】
機関紙「名教組」（No.748～757）を発行しました。

《主な内容》
〇　大会・代議員会
〇　各種交渉・話し合い
〇　名教組教育研究活動
〇　名古屋の教育白書
〇　Hello！○○分会
〇　４コマ漫画「すごいよ斉藤さん！」

 等

【女性部報】
女性部からの情宣を行うときに

発行しました。

【青年部報】
青年部からの情宣を行うときに

発行しました。

【号外】
各部局からの情宣を行うときに

発行しました。
《主な内容》
〇　本部・女性部紹介
〇　育休カフェ
〇　育児・介護に関わる権利・制度
〇　子育て支援ハンドブック
 等

《主な内容》
〇　教育センター研修・事業
〇 　教育研究愛知県集会
〇　NTUスポーツフェスティバル
〇　公立高等学校入試日程
 等

《主な内容》
〇　名教組新組合員の会
〇　NTU青年部サマーツアー
〇　名教組青年部学習会
〇　名教組2年目組合員の会
 等
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Ⅳ その他の活動記録
 ３月10日以降の活動記録

３月
16 日教組　中央委員会
18 名古屋市教育スポーツ協会　理事会
19 元気な学校づくりプロジェクト会議
20 愛教組連合　第４回定期総会
22 東海労働金庫　理事会

市労連　青女協第１回委員会（紙面開催）
23 不登校未然防止、支援方策検討有識者会議

名古屋地協　勤労者文化事業企画委員会
26 愛教組連合　連合会議

名教組　支部長会
27 愛教組連合　青年部協議会

愛教組連合　女性部協議会
31 愛教組連合　青年部協議会

名古屋地協　三役会
４月

１ 名教組　青年部長会
５ 名古屋地協　幹事会
８ 名教組　第１回分科会教研推進委員会

研究協　第１回名古屋市教育研究協議会委員会
９ 名古屋地協　三役会
12 名教組　役員総会
13 愛教組連合　青年部協議会

愛教組連合　女性部協議会
愛教組連合　青年部長会
愛教組連合　女性部長会
名教組　青年部長会
名教組　女性部長会
愛知県労働者福祉協議会　名古屋中支部幹事会　　　
愛知県労働者福祉協議会　春季会員全体会議　　　

14 名教組　新組合員の会
15 子どもいきいき学校づくり推進審議会
18 政令指定都市教組協議会（代表者・OB・OG会）会議
19～22 名教組　教研オリエンテーション
20 愛教組連合　第１回教文部長・教研推進委員会

教育課程研究委員・分科会教研推進委員　全体会
21 学生協　監事会

学生協　理事会
愛教組連合　第２回教文部長・教研推進委員会
教育課程研究委員・分科会教研推進委員　全体会
小中体連　理事会（紙面開催）
小中体連　役員総会（紙面開催）
愛教組連合　遺児育英金運営委員会

23 愛教組連合　連合会議（紙面開催）
24 連合愛知　第92回愛知県中央メーデー（WEB開催）

日教組　新任組織拡大・強化担当者WEB会議（WEB開催）
26 東海労働金庫　理事会
27 愛教組連合　青年部協議会

名教組　支部・本部役員合同研修会（紙面開催）
28 研究協　小学校「夏の生活」表紙絵審査会
30 高校入試懇談会

５月

７ 不登校未然防止、支援方策検討有識者会議
愛教組連合　組織共済事業検討委員会（WEB開催）
市労連　合同対策委員会（紙面開催）
研究協　「冬の生活」執筆者会（紙面開催）

８ 愛教組連合　女性部協議会（WEB開催）
10 名教組　第１回選挙管理委員会（紙面開催）
11 愛教組連合　青年部協議会（WEB開催）

愛教組連合　平和教育推進委員会（WEB開催）
12 愛教組連合　民主教育・福利厚生・文化事業等推進基金委員会（WEB開催）

市労連　中闘委員会
市労連　対市団体交渉
市労連　四役会議

13 名古屋地協　三役監事会
14 愛教組連合　連合会議（WEB開催）

教職員共済生活協同組合　運営委員会（WEB開催）
学生協　総代会（紙面開催）

18 野外教育連絡協議会
愛教組連合　女性部協議会（WEB開催）
愛教組連合　両性の自立・平等教育推進委員会（WEB開催）

19 名古屋市教育支援委員会（紙面開催）
20 愛知県立高等学校入学者選抜方法協議会議　第１回会議　
21 愛教組連合　第１回教育問題研究委員会（WEB開催）
24 市労連　労福協関係対策委員会（紙面開催）
25 子どもいきいき学校づくり推進審議会
26 愛知県退職教職員互助会　理事会

名古屋市教職員福利厚生会　役員会　　　
市労連　賃金対策委員会（紙面開催）
市労連　人事委員会申し入れ
名教組　第２回分科会教研推進委員会（紙面開催）

28 市労連　会計監査
31 愛知県立高等学校入学者選抜方法協議会議　専門員会

６月
１ 愛教組連合　青年部協議会（WEB開催）

愛教組連合　女性部協議会（WEB開催）
愛教組連合　青年部長会（WEB開催）
愛教組連合　女性部長会（WEB開催）
愛教組連合　養護部会（WEB開催）
名教組　青年部委員会（紙面開催）
名教組　女性部・養護部　合同委員会（紙面開催）

２ 名古屋市小中学校人権教育研究協議会
４ 市労連　青女協常任委員会（紙面開催）
６ 名古屋地協　幹事会（紙面開催）
８ 野外教育連絡協議会

市労連　中闘委員会
市労連　対市団体交渉
市労連　四役会議
第１回教育センター運営委員会（紙面開催）

９ 愛教組連合　第２回教育問題研究委員会（WEB開催）
教職員安全衛生委員会（紙面開催）
ＮＴＵ個別税金相談会

10 愛知県立高等学校入学者選抜方法協議会議　専門員会
東海労働金庫　本店運営推進委員会（紙面開催）
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Ⅳ その他の活動 記録 ３月10日以降の活動記録

11 愛教組連合　連合会議（WEB開催）
12 名教組　父母と教職員の集い（WEB併用）
14 市スポーツ協会　理事会
15 愛教組連合　青年部協議会（WEB開催）

市労連　四役会議
市労連　四役交渉
市労連　中闘委員会

16 部落解放をめざす愛知県集会（WEB開催）
愛知県退職教職員互助会　評議員会
愛知県退職教職員互助会　理事会

17 校長会交渉・話し合い
18 ファミリーデーなごや　実行委員会

名古屋地協　三役意見交換会（WEB開催）
姉妹友好都市児童生徒書画展　反省会・準備会（紙面開催）

19 愛教組連合　女性部協議会（WEB開催）
愛知教育会　理事会評議員会（WEB開催）

22 愛知県退職教職員互助会　理事会
24 愛知県立高等学校入学者選抜方法協議会議　専門員会

市労連　青女協常任委員会（紙面開催）
25 東海労働金庫　通常総会

不登校未然防止、支援方策検討有識者等会議
評価研究会（紙面開催）

29 日教組　全国代表者会議（WEB開催）
市スポーツ協会　評議員会
名古屋地協　地域政策推進フォーラム
名古屋地協　三役会

30 市労連　OB四役会
名教組　第３回分科会教研推進委員会
研究協　第２回名古屋市教育研究協議会委員会

７月
２ 愛教組連合　第３回教育問題研究委員会（WEB開催）
５ 市労連　会計監査
６ 名古屋市人権教育研究協議会　例会
９ 市教委交渉・話し合い
12 子どもの体力向上支援委員会

市労連　中闘委員会
市労連　青女協常任委員会

14 名教組　調査部長会
15 愛知県立高等学校入学者選抜方法協議会議　専門員会
16 子どもいきいき学校づくり推進審議会
17 愛教組連合　青年部協議会
19 第１回中学校スクールランチ連絡協議会

市労連　青女協第２回委員会
21 名教組　女性部学習会　育休カフェ
26 名教組　女性部学習会　育休カフェ

教育会　教育研究派遣員論文審査員打ち合わせ会
26～30 ＮＴＵスポーツフェスティバル　　　
27～8.1 研究協　小学校「夏の生活」表紙絵展
27 予算要望の会

不登校未然防止、支援方策検討有識者等会議
NTU青年部サマーツアー

28 愛教組連合　女性部協議会

市労連　定期大会（紙面開催）
29 名古屋地協　三役会

愛教組連合　第３回教文部長・教研推進委員会（紙面開催）
８月

２ 愛知県立高等学校入学者選抜方法協議会議　専門員会
名古屋地協　幹事会

３ 市労連　中央執行委員会
市労連　対市団体交渉

４ 愛教組連合　第４回教育問題研究委員会（WEB開催）
５～６ 原水禁世界大会・広島大会
６ 愛教組連合　会計監査

愛教組連合　女性部協議会
愛教組連合　両性の自立・平等教育推進委員会

10 市労連　青女協第66回定期総会（紙面開催）
16 市労連　賃金対策委員会

市労連　市人事委員会申し入れ
17 私学協会要望

愛教組連合　青年部協議会
愛教組連合　女性部協議会

18 私立協会要望
市労連　市政調査課題別委員会

19 愛知県立高等学校入学者選抜方法協議会議　専門員会
入学準備金制度に係る在り方懇談会

21 愛教組連合　養護教員研究集会
愛教組連合　青年部協議会（WEB開催）
愛教組連合　青年部祭典（WEB開催）

24 名教組　定年引上げ学習会
25 愛教組連合　第５回教育問題研究委員会
26 名古屋地協　市長への「重点政策提言書」提出行動
27 愛教組連合　第４回教文部長・教研推進委員会

市労連　会計監査
30 愛知県退職教職員互助会　臨時理事会　　　　　　　　

愛知県労働者福祉協議会　名古屋中支部幹事会　　　　
９月

４ 愛教組連合　女性部協議会（WEB開催）
６ 子どもいきいき学校づくり推進審議会
７ 評価研究会（紙面開催）
８ 教職員安全衛生委員会（紙面開催）
８～９ 日教組　労働条件・賃金担当者会議（WEB開催）
９ 日教組　学校の働き方改革学習会（WEB開催）
10 日教組　全国教文部長会（WEB開催）

日教組　子どもの人権連第36回総会、学習会（WEB開催）
愛教組連合　助言者・司会者・部長・副部長会（WEB開催）

11 連合愛知　2021ユースフォーラム（WEB開催）
13 市労連　賃金対策委員会

市労連　意見交換会
市労連　人事委員会勧告説明
市労連　青女協常任委員会（紙面開催）

14 愛知県立高等学校入学者選抜方法協議会議　第２回会議　
愛教組連合　青年部協議会（WEB開催）

15 名教組　青年部委員会（紙面開催）
16 愛知県退職教職員互助会　評議員会・理事会
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17 不登校未然防止、支援方策検討有識者会議
19 日教組　母と女性教職員の会　全国集会（WEB開催）
20 日教組　両性の自立と平等をめざす教育研究会（WEB開催）
24 子どもいきいき学校づくり推進審議会

研究協　小学校「冬の生活」表紙絵審査会
25～26 日教組　定期大会（WEB開催）
28 連合愛知　官公部門学習会

ＮＴＵ個別税金相談会
29 市労連　賃金対策委員会

10月
１ 市労連　中闘委員会
２ 第71回名古屋市小中特別支援学校教職員教育研究大会（紙面開催）
６ 連合愛知　定期大会
７ 市労連　青女協常任委員会
９ 市労連　中央執行委員会

市労連　中闘委員会
市労連　対市団体交渉
日教組　TOMO-KEN（WEB開催）

10 愛教組連合　愛知母と女性教職員の会（WEB開催）
政令指定都市教組協議会（女性・幼稚園・養護教員）（WEB開催）

11 市労連　賃金対策委員会
市労連　対市小委員会交渉

12 ファミリーデーなごや実行委員会
献立検討委員会
名古屋地協　幹事会

13 名教組　代議員会
14 愛知県労働者福祉協議会　名古屋中支部定期総会　

連合愛知　2021政治研修会（WEB開催）
15 市労連　賃金対策委員会

市労連　対市小委員会交渉
16 第71次教育研究愛知県集会（WEB開催）
18 市労連　青女協対市要請行動

市労連　青女協常任委員会
19 行事調整協議会
20 愛教組連合　連合会議

愛教組連合　遺児育英金運営委員会
22 名教組　支部長会
26 市労連　労働安全衛生対策委員会

市労連　労働安全対策市小委員会交渉
名教組　厚生部長会

27 入学準備金制度に係るあり方懇談会
評価研究会
市労連　中闘委員会　
市労連　対市団体交渉
市労連　組織部会
市労連　単組交渉
名教組　青年部学習会

28 連合愛知　定期大会
29 市労連　賃金対策委員会

市労連　対市小委員会交渉
名教組　２年目組合員の会

11月

２ 名教組　支部長会（WEB開催）
４ 入学準備金貸与者選考会議

名古屋地協　申し入れ
市労連　賃金対策委員会
市労連　対市小委員会交渉
市労連　労安申し入れ
名古屋地協　三役会、役員推薦委員会
市労連　青女協常任委員会

５ 市労連　四役会議
市労連　対市四役交渉

７ 日教組　養護教員研究集会（WEB開催）
７～８ 政令指定都市教組協議会（臨時委員長会議）
８ 愛知県退職教職員互助会　臨時理事会
９ 愛教組連合　青年部協議会

市労連　賃金対策委員会
市労連　対市小委員会交渉

10 教職員安全衛生委員会
愛教組連合　第６回教育問題研究委員会（WEB開催）
市教協決起集会

12 野外教育連絡協議会
市労連　決起集会

15 市労連　賃金対策委員会
市労連　対市小委員会交渉
愛教組　連合会議（WEB開催）

16 名教組　学校事務職員学習会
17 教育実習協議会

愛知県労働者福祉協議会　名古屋中支部三役会、幹事会、全体会議
18 市労連　労働安全衛生対策委員会

市労連　労働安全対策市小委員会交渉
名古屋地協　総会

19 市労連　賃金対策委員会
市労連　対市小委員会交渉

22 市労連　中闘委員会
市労連　対市団体交渉

24 名教組　養護教諭部会
名教組　組織部長会
研究協　中学校「夏・冬の生活」表紙絵審査会

25 愛知県教職員退職互助会　臨時理事会
27～28 平和教育調査研究派遣団
29 市労連　会計監査
30 愛教組連合　青年部協議会

名教組　支部長会（WEB開催）
部落解放愛知県共闘会議第46回定期総会

12月
１ 日教組　全国代表者会議

初任研実施協議会、新規採用養護・栄養教員研修運営協議会
市労連　四役会議
市労連　四役交渉
名古屋地協　三役会

２～４ 市労連　第３次調査研究交流派遣団
３ 人権週間記念集会（WEB開催）
４ ＮＴＵ個別税金相談会
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Ⅳ その他の活動記録
 ３月13日以降の活動記録

５ 政令指定都市教組協議会（事務職員部会議）（WEB開催）
７ 名古屋地協　幹事会
８ 教育センター運営第２回総会

市労連　青女協常任委員会
市労連　青女協年末交流企画
名教組　第４回分科会教研推進委員会
研究協　第３回名古屋市教育研究協議会委員会

10 市教委交渉・話し合い
市労連　労働福祉協議会関係対策委員会

11 名教組　定年退職組合員の会
愛教組連合　女性部協議会

14 名教組　第２回選挙管理委員会
15 研究協　「夏の生活」執筆者会

東海労働金庫　本店運営推進委員会
名古屋地協　勤労者文化事業企画委員会

17 第２回中学校スクールランチ連絡協議会
名教組　若手学校事務職員の会

18 日教組　組織拡大・強化担当者会議（WEB会議）
24 愛教組連合　青年部協議会

愛教組連合　平和教育推進委員会
１月

５ 愛教組連合　連合会議（イントラ開催）
愛教組連合　旗びらき・拡大学習会

８ ファミリーデーなごや（WEB開催）
11 出版委員会
12 副市長要望

名古屋市教育支援委員会
教職員安全衛生委員会
愛教組連合　全国教研打ち合わせ会

14 評価研究会
16～17 政令指定都市教組会議（調査部長会議）
18 愛教組連合　第７回教育問題研究委員会
20 名古屋地協　勤労者文化事業企画委員会

市労連　青女協常任委員会（紙面開催）
21 食物アレルギー対応連絡会

就学援助事務検討委員会
22 東海ブロック母と女性教職員の会（WEB開催）
25 名教組　青年部委員会（紙面開催）
26 名教組　第３回選挙管理委員会（WEB開催）

校長会交渉・話し合い
27 再任用・再雇用エントリー説明会（動画配信）【～2.25】
28 小学校部活動有識者懇談会
28～30 日教組　第71次教育研究全国集会（WEB開催）

２月
4 名教組　女性部委員会（WEB開催）

名教組　青年部委員会（紙面開催）
名教組　教財部長会（紙面開催）

4･7･8･9･11 ＮＴＵ個別確定申告相談会
7 教育実習協議会（紙面開催）
8 名教組　第４回選挙管理委員会

愛教組連合　女性部協議会（WEB開催）
愛教組連合　両性の自立・平等教育推進委員会（WEB開催）
名古屋市小中学校人権教育研究協議会（動画配信）

9 教職員安全衛生委員会（紙面開催）
15 名教組　第５回選挙管理委員会
16 愛知県退職教職員互助会　理事会

市労連　会計監査
名古屋地協　勤労者文化事業企画委員会

17 日教組　全国代表者会議
市労連　中闘委員会
市労連　賃金対策委員会
市労連　定年延長研究会

18 愛教組連合　民・福・文推進基金委員会
愛教組連合　連合会議

21 小学校部活動有識者懇談会
22 第71回　名教組　女性部定期大会（紙面開催）
24 愛教組連合　組織共済事業検討委員会（WEB開催）
25 第68回　名教組　青年部定期大会（紙面開催）

３月
2 市労連　第２回中央委員会
3 名教組　会計監査委員会
4 愛教組連合　会計監査委員会

名古屋地協　三役会
連合愛知　2022春季生活闘争総決起集会

7 市労連　青女協常任委員会
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2021年度決算（別冊）

第　　　 号議案1

第　　　 号議案2

2022年度名教組運動

⑴　スローガン⑴　スローガン

　力を結集し 確かな前進を！
魅力ある名古屋の公教育と
　私たちの豊かな生活をめざして
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⑵　一年間の運動方針⑵　一年間の運動方針

１　子どもたちの健やかな成長に向けて取り組みます。
２　教育制度の改善に向けて取り組みます。
３　多様な進路選択の実現に向けて取り組みます。
４　教育環境の充実に向けて取り組みます。
５　教育研究の充実に向けて取り組みます。

１　賃金水準の改善に向けて取り組みます。
２　勤務に関わる制度改善とその運用に向けて取り組みます。
３　長時間労働是正、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて取り組みます。
４　民主的な職場づくりに向けて取り組みます。
５　社会保障・安全衛生・高齢者雇用制度の充実に向けて取り組みます。
６　福利厚生事業の拡充に向けて取り組みます。

⑶　運動の進め方⑶　運動の進め方

１　各種団体等と連携して取り組みます。
２　組織の強化に向けて取り組みます。
３　情宣活動の充実に向けて取り組みます。

　運動方針に関する具体的な取り組みについては、大会や代議員会、分会委員長
会、各種委員会等の声を踏まえ、執行委員会で決定します。
　勤務条件の変更に関する対応については、職場討議、分会委員長会等での議論
を踏まえ、支部長会で決定します。
　市労連（名古屋市職員労働組合連合会）、愛教組連合（愛知教職員組合連合会）
等の役員派遣・代議員については、本部・支部役員の中から執行委員会で決定します。
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第　　　 号議案3

当 面 の 運 動 方 針

Ⅰ　子どもたちにゆきとどいた教育を行うために

１　子どもたちの健やかな成長に向けた取り組み

文科省が発表した「令和２年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査
結果」によれば、不登校とみなされた小中学生は前年度より8.2％増加し、19万6127人となりま
した。８年連続で増加しており、過去最多となります。また、この調査から全国のおよそ72％の
公立小学校、92％の公立中学校に不登校児童生徒が在籍していることが明らかとなりました。
不登校の子どもに対しては、不登校となった要因を的確に把握した上で、学校や家庭、関係機関
が情報共有し、個々に応じたきめ細かな支援が必要となります。文科省の調査によれば、不登校の
小中学生のうち、養護教諭やスクールカンセラー、病院等、校内外を問わず相談したり指導を受け
たりした割合は65％程度にとどまっており、悩みを抱えている子どもたちに十分な支援がゆきと
どいているとは言えません。
今後も、未然防止を含めた効果的な支援を行うことができるよう、子ども応援委員会の充実や子
ども適応相談センタ－の早期拡充、発達障害対応支援員等の配置拡充を求めていきます。また、市
教委・校長会・PTA協議会と議論を重ね、子どもの命と健康を守り、豊かな心を育むことができ
るよう、連携を深めていきます。

☆具体的な取り組み
○　子どもの自死の未然防止や、いじめ・不登校・問題行動等の解決に向け、教育相談体制の充実、
各種支援講師等の増員を市教委に働き掛けます。
○　子どもの自死の未然防止や、貧困・虐待等の解決に向け、市教委・校長会・ＰＴＡ協議会と連
携した取り組みを進めます。
○　子どもたちの健全育成に向け、市教委・校長会・ＰＴＡ協議会とともに「父母と教職員の集い」
を開催し、教職員と保護者の共通理解が深まるよう努めます。
○　学校給食・スクールランチに関わる諸問題が解消されるよう市教委に働き掛けます。
○　子どもの健康・安全を守るため、アレルギー対応や健康診断に関わる諸問題の解消に努めます。
○　小学校における「新たな運動・文化活動」の実施状況を注視し、諸問題の解消に努めます。
○　支部青年部平和教育学習会を開催するなど、平和教育推進に努めます。
　

２　教育制度の改善に向けた取り組み

来年度から実施される、小学校高学年における教科担任制の実施に向け、国で950人の定数改善
となりました。文科省は、2025年度までの４年間で加配定数を計3800人程度増やす方針です。
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小学校高学年における教科担任制の導入については、教科指導の専門性をもった教員によるきめ
細かな指導の充実や義務教育９年間を見通した指導体制の構築、持ちコマ数の軽減による負担軽減
等、学校現場にとって一定の効果をもたらすものと考えます。しかし、教科担任制を実施するので
あれば、定数改善は必要不可欠です。当初、文科省は４年間をかけて8800人の定数改善を要求し
ていたにもかかわらず、財務省と折衝を行う中で、小規模校の中学校教員の活用による小中連携や、
担任同士の交換授業を行うことで必要な教員を削減できるとして、3800人の定数改善にとどまっ
たことは大変遺憾であります。
今後も、小学校高学年における教科担任制については、国の動向を注視し、持ちコマ数の軽減に
つながる定数改善が行われるよう求めていきます。また、市に対しては、優先的に対象とすべきと
されている教科にとらわれないなど、学校の実態に即した柔軟な指導形態を可能とするための制度
構築を進めるよう働き掛けていきます。

来年度の全国学力・学習状況調査は、教科に関する調査では、国語、算数・数学に理科が追加さ
れることになります。また、質問紙調査では、タブレット端末等を活用したオンラインによる回答
方式の導入が拡大されることになります。
全国学力・学習状況調査については、教育施策の成果と課題を検証して改善につなげることや、
学校における教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てるという、調査の目的は理解できます。
しかし、教育施策の成果と課題を検証するのであれば、抽出調査で十分なことは明らかです。また、
オンライン化については、否定するものではないものの、今後、拙速に教科に関する調査へと拡大
されることで、子ども並びに教職員への精神的・肉体的な負担増につながる可能性もあることから、
注視が必要です。
今後も、国に対して、悉皆調査の廃止を求めるとともに、オンライン化については、現場実態を
踏まえた上で、拙速な導入を行うことがないよう動向を注視していきます。

☆具体的な取り組み
○　全国学力・学習状況調査における悉皆調査の廃止を国に求めます。
○　全国学力・学習状況調査に向けて、過剰な学力向上施策や事前対策を行うことのないよう市教
委・校長会に働き掛けます。
○　全国学力・学習状況調査について、学校間の序列化や学力偏重につながる結果公表を行うこと
のないよう市教委・校長会に働き掛けます。
○　透明・公正な教科書検定制度の確立をめざす取り組みに参加します。
○　教科書採択については、学校現場の意向を尊重したものとなるよう市教委に働き掛けます。

３　多様な進路選択の実現に向けた取り組み

入試制度が2023年度入試から大きく変更されることに伴い、入試日程が大幅に早まることにな
ります。また、学力検査において、記述式からマークシート方式に変更されることになります。
特色選抜が導入されることや、一般選抜の学力検査の回数が２回から１回に変更されること等に
ついては、愛知県公立高等学校入学者選抜方法協議会議において、協議を経た合意がなされている
ため、一定程度受検する子どもや保護者の希望や思いを踏まえたものと言えます。しかし、入試日
程の大幅な前倒しやマークシート方式の導入については、行事日程の見直しが迫られることや、子
どもへの新たな指導が必要となることに対する配慮がないことに加え、十分な議論がなされること
なく決定されたため、大変遺憾です。
今後も、子どもたちにとって公正・公平で、学校現場に混乱が生じることがない望ましい入試制
度となるよう、県教委や市教委に働き掛けていきます。

☆具体的な取り組み
○　計画進学率の上方修正や公私比率の見直し等、進学希望者数に応じた募集人員の確保を県教委・
市教委に働き掛けます。
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○　愛知県公立高等学校入学者選抜が学力偏重とならないよう県教委・市教委に働き掛けます。
○　「名古屋の教育実態調査」の結果等をもとに、学校現場の実態や組合員・準組合員のニーズの
把握に努め、入試に関わる諸問題を検討し、是正されるよう県教委・市教委に働き掛けます。
○　愛知県公立高等学校入学者選抜において、子どもや保護者、学校現場に混乱が生じることのな
いよう県教委・市教委に働き掛けます。
○　私立中学入試・私立高等学校入試において、子どもや保護者、学校現場に混乱が生じることの
ないよう私学協会に働き掛けます。
○　教育の機会均等を原則とし、高校授業料無償を含めた授業料支援等が拡充されるよう国に求め
ます。

４　教育環境の充実に向けた取り組み

国の来年度予算では、小学校における少人数学級によるきめ細かな指導体制の計画的な整備の
ため、概算要求通り3290人の定数改善となりました。しかし、小学校高学年における教科担任制
の推進のための定数改善については、概算要求の半分を下回り、４年間で3800人程度、初年度の
2023年度については、950人の定数改善にとどまりました。
小学校35人学級を計画的に整備するための定数改善が、「加配定数の一部振り替えを含む」となっ
ていることは、依然として不満が残ります。また、小学校35人学級の効果を検証するための予算
が計上され、中学校を含めた望ましい教育環境の在り方を検討していくという方向性が示されたこ
とは一定程度評価できるものの、検討という極めて不透明な計画のため、注視が必要です。小学校
高学年における教科担任制の推進については、既存の小学校の専科指導の充実のための加配定数を
活用するなどとして、概算要求から半分以下の定数改善としたことは、学校現場の努力に頼ったも
のとなることが想定されるため、到底納得できるものではありません。
今後は、中学校を含めた少人数学級の拡充や小学校高学年における教科担任制の推進等、子ども
たち一人ひとりにきめ細かな教育を行うために必要となる教職員定数の改善を、斉藤よしたか参議
院議員を通して国に求めていきます。

市の来年度予算案では、国の定数改善等を踏まえた教職員の充実として、教科担任制の推進や児
童生徒支援等、60人の定数増とさせることができました。また、ＩＣＴ支援員の大幅な増員、新
型コロナウイルス感染症対策のための予算の確保、スクール・サポート・スタッフの全校配置継続
等の予算を計上させることができました。さらに、子ども適応相談センター第３サテライトの開設
に向けた設計、不登校生徒に対応するための人的配置の拡充等、喫緊の課題である、不登校児童生
徒支援に関わる予算を新規で盛り込ませることができました。
ＩＣＴ支援員が43人から100人へと大幅に増員されたことは、これまで学校現場の声をもとに、
市教委に粘り強く働き掛けてきた結果であり、大きな成果と言えます。また、新型コロナウイルス
感染症対策や、働き方改革の推進、不登校児童生徒支援等、現在の学校現場の課題に対応する予算
が計上されたことは、大変評価できます。
今後も、教育環境の充実や、保護者の負担軽減、創意工夫を生かした特色ある学校づくりを推進
するためにも、更なる教育予算の拡充を求めていきます。また、人的配置の拡充や施設・整備の拡
充等、学校現場の実態に合った教育施策の実現に向けて、校長会やＰＴＡ協議会と連携を図り、市
教委に対して強力に働き掛けていきます。

☆具体的な取り組み
○　中学校を含む学級編制標準の引下げをはじめとした義務標準法の改正による少人数学級の拡充
を国に求めます。
○　義務標準法改正に伴う定数改善が加配定数の削減によるものとならない計画の策定を国に求め
ます。
○　義務教育費国庫負担制度については、国庫負担率２分の１への復元を含めた制度堅持を国に求
めます。
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○　育児休業取得教職員の代替を正規教職員で行えるよう制度改善を国に求めます。
○　加配定数については、最大限の定数措置が受けられるよう市教委に働き掛けます。
○　国の標準定数における国庫負担対象教職員について、全て正規教職員で配置するよう市教委に
働き掛けます。
○　基礎定数基準の改善をはじめとした、養護教諭・栄養教諭・学校事務職員の定数増を国に求め
ます。
○　「名古屋の教育実態調査」の結果等をもとに、学校現場の実態や組合員・準組合員のニーズの
把握に努め、各種交渉等を進めます。
○　校長会・ＰＴＡ協議会とともに以下の内容を中心に「令和５年度教育予算に関する要望書」を
作成し、更なる教育条件整備を市教委に働き掛けます。
　・教職員定数に関する事項　　　　　　・学校運営予算に関する事項
　・ＩＣＴ環境整備に関する事項　　　　・学校建築・施設・設備に関する事項
　・安全・防災・環境保全に関する事項　・児童生徒指導に関する事項
　・特別支援教育に関する事項　　　　　・教職員の勤務や待遇に関する事項
　・その他（新型コロナウイルス感染症対策等）

５　教育研究の充実に向けた取り組み

第71回名古屋市小中特別支援学校教職員教育研究大会（市教研）は、新型コロナウイルス感染
拡大の状況を鑑み、口頭での発表を行わず、紙面開催としました。今年度は、18の分科会が開かれ、
各教科・領域研究会のサポート体制のもと、各分会からは目の前の子どもの実態に応じた職場ぐる
みの実践が報告されました。また、県教研・全国教研については、WEB開催となったものの、画
面共有機能等を活用して研究報告を行い、質疑・討論を通して、活発に意見交流が行われました。
名教組教育研究活動は、目の前の子どもたちの実態に応じた実践に全分会が職場ぐるみで取り組
む全国でも類を見ない価値あるものです。市教研が紙面開催となったことで、実践発表をもとにし
た討議・意見交流を行うことができなかったものの、各分会においてはコロナ禍において制約が厳
しい中でも、子どもたちを中心に据えた実践が行われたことは、来年度へつながるものと捉えてい
ます。
今後も、「わかる授業・楽しい学校」の実現に向け、子どもの基礎学力の充実・定着を図るとともに、
教職員の力量向上をめざして職場ぐるみの教育研究活動を推進していきます。また、県教研や全国
教研においては、引き続きこれまでの実践を踏まえた継続的で専門的な研究を積み重ねていくとい
う考えのもと、各教科・領域研究会での教育研究活動を推進していきます。

☆具体的な取り組み
○　目の前の子どもたちの実態に応じた教育研究が進められるよう教育研究方針を設定し、職場ぐ
るみの教育研究活動を推進します。
○　本部・分科会・分会教研推進委員会を組織し、2022年度名教組教育研究活動の推進体制を確
立します。
○　教科・領域研究会、学校事務専門委員会と連携し、2022年度名教組教育研究活動を推進します。
○　分科会教研推進委員会・教研オリエンテーション・支部教研学習交流会を開催し、教育研究活
動を推進します。
○　「第72回名古屋市小中特別支援学校教職員教育研究大会（市教研）」を開催し、分会の研究報
告をもとに教職員・保護者による討議を通じて研究を深めます。
○　名教組教育研究活動の成果を「名古屋の教育」等にまとめ、環流活動の充実に努めます。
○　教科・領域研究会で愛教組連合第72次教育研究活動を推進します。
○　教科・領域研究会と連携し、教育課程の自主編成活動を推進します。　
○　法定研修等、経験年数や職務に応じて受ける教職員研修が、学校現場の実態や組合員のニーズ
を踏まえた研修となるよう市教委等に働き掛けます。
○　「名古屋の教育実態調査」の結果等をもとに、学校現場の実態や組合員・準組合員のニーズの
把握に努め、教職員が希望して受けるセンター専門研修等が充実するよう市教委に働き掛けます。
○　研究協（名古屋市教育研究協議会）と連携し、学習教材・評価の研究を進めます。
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Ⅱ　私たちが生き生きと働き、豊かな生活を送るために
１　賃金水準の改善に向けた取り組み

名古屋市における賃金確定交渉は、一時金について2年連続の引下げ勧告のもと、取り組みを進
めてきました。賃金水準の維持・改善に向け、市労連を通して粘り強く交渉を進めてきたものの、
人事委員会の勧告通り、0.15月の引下げとなりました。
新型コロナウイルス感染症への対応等、学校現場で懸命に働いている教職員の努力に報いている
とは到底言えず、大変厳しい結果と言えます。一方で、総務局から提示された「55歳を超える職
員に対する昇給停止措置の実施」については、20政令指定都市の多くが既に実施している状況の
中で、「引き続き話し合いたい」との回答にとどめさせ、来年度の実施を撤回できたことは、大き
な成果と捉えています。
今後は、2022春闘や人勧期における取り組みにおいて、連合愛知及び市労連に集結する仲間と
ともに、公民一体となって賃金水準の改善を求める運動を展開していきます。

文科省は、教員勤務実態調査や教員意識調査の結果を受け、現行の制度と教職員の勤務実態が掛
け離れていることから、教職調整額の在り方及び一律支給の見直しが必要として、来年度に全国の
教員の勤務実態調査を行い、給特法等の法制的な枠組みを含め、必要に応じて検討するとしています。
給特法が成立した昭和46年と現在では、教員の時間外勤務の実態は明らかに異なるため、給特
法の見直しは必要であり、見直しについては、慎重に議論を重ね、教員の勤務実態に合ったものと
なることが大切だと考えます。
今後は、国の動向を注視し、教員の勤務実態に合った給特法の見直しを国に求めていきます。

☆具体的な取り組み
○　民間賃金が改善されるよう、2022春季生活闘争に参加します。
○　より有利な人事院勧告等を求める運動に参加します。
○　中立機関としての独立性を堅持し、教職員の生活改善につながる勧告を行うよう市人事委員会
に働き掛けます。
○　人材確保法が堅持されるよう努めます。
○　諸手当が維持・改善されるよう市当局・市人事委員会に働き掛けます。
○　「名古屋の教育実態調査」の結果等をもとに、組合員・準組合員の生活実態やニーズの把握に
努め、各種交渉等を進めます。
○　給特法の見直しをはじめとした、勤務実態に見合った賃金体系の確立を国に求めます。
○　時間外在校等時間に対する手当が支給されるよう国に求めます。
○　成績主義・競争原理によらない賃金体系や昇給制度を堅持するよう市当局・市人事委員会に働
き掛けます。

２　勤務に関わる制度改善とその運用に向けた取り組み

妊娠を望む組合員からの、不妊治療と仕事を両立しながら安心して働き続けるための職免・休暇
制度新設を求める声を受け、市労連を通して総務局に働き掛けを続けてきました。その結果、今年
度の秋季・年末交渉において、国の制度を基準とした不妊治療のための職免を新設するという回答
を引き出すことができました。
不妊治療のための休暇制度が新設されることは、妊娠を望む方が不妊治療を受ける際の精神的な
負担を軽減させることにつながるため、大変評価できます。新設された制度が十分に活用されるよ
う、職員への周知とともに、不妊治療に対する理解を進めるなど、不妊治療を受けやすい職場の雰
囲気づくりが重要と考えます。
今後も、出産・育児・介護に関わる権利や制度が充実するよう関係機関に働き掛けていきます。
また、権利や制度が十分に活用されるよう周知を徹底し、職場の理解が得られ、安心して働くこと
ができる職場環境づくりを行うよう校長会に働き掛けます。
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☆具体的な取り組み
○　労働基準法等が有利に運用・改正されるよう国に求めます。
○　教員免許状更新講習に替わる新たな研修制度が、教職員の負担とならないよう国・市教委に働
き掛けます。
○　校長会・ＰＴＡ協議会とともに「令和５年度教育予算に関する要望書」を作成し、教職員の勤
務や待遇が改善されるよう市教委に働き掛けます。
○　「名古屋の教育実態調査」の結果等をもとに、組合員・準組合員の勤務実態やニーズの把握に
努め、各種交渉等を進めます。
○　通勤・出張における諸問題が解消されるよう総務局・市教委等に働き掛けます。
○　休暇・職免制度が新設・拡充されるよう総務局・市教委等に働き掛けます。
○　各種職免及び出産・育児・介護・母性保護に関わる制度について、十分な理解・配慮をすると
ともに、教職員への周知徹底・円滑な運用がされるよう校長会に働き掛けます。
○　育児休業・育児参加職免・分べん看護職免等、男性の育児参加に対する十分な理解と配慮がさ
れるよう校長会に働き掛けます。
○　勤務時間規則等の運用に関しては、学校現場の実態を踏まえたものとなるよう市教委・校長会
に働き掛けます。
○　自主的な研修の機会が保障されるよう校長会に働き掛けます。
○　名教組連合（名古屋市小中特別支援学校教職員組合連合会）において、学校事務職員の勤務実
態に見合った三六協定を締結します。

３　長時間労働是正、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取り組み

今年度実施した「名古屋の教育実態調査」で、４月の時間外在校等時間が上限の45時間を超え
た組合員は5000人以上いることが分かりました。コロナ禍前の令和元年度と比較すると、減少傾
向にあるものの、多くの組合員が上限時間を超えて働いている現状があります。
国、市、学校それぞれで働き方改革の実現に向けて精力的に取り組み、着実に前進してきている
ものの、多くの教員が上限時間を超えて働いており、抜本的に効果が期待できる施策の実施が早急
に必要であると考えます。
今後は、学校徴収金事務の負担軽減に向けた会計システムの導入や、家庭との連絡システムの導
入等、大幅な効果が期待できる施策の実施を市教委に対して働き掛けるとともに、校長会に対して
は、職員の打ち合わせや事務作業時間の確保のために、授業時数を確保した上で午前中授業日の設
定を行うなど、引き続き業務負担軽減策を講じるよう働き掛けます。

11月、中教審は文科省に対し、現在の教員免許更新制を「発展的に解消」し、教員の主体的な
研修受講をめざす新制度を提言しました。政府は、それを受け、更新制の規定を削除して施行日を
７月１日とする教育職員免許法改正案を通常国会に提出しました。施行後に免許の有効期限を迎え
る教員は、免許更新講習の受講や免許更新の手続きを行う必要がなくなり、新たな研修の仕組みは、
2023年度に始まる見通しです。
現在の教員免許更新制が廃止されることについては、教員の負担軽減等において大いに評価でき
るものですが、文科省は、「発展的解消」としているように、管理職が職務命令で研修を受講させたり、
命令に従わなければ、人事上、指導上の措置を講じたりする対応が想定されているため、注視が必
要です。
今後は、教員免許更新制の確実な廃止、並びに教員免許更新制に代わる新たな研修制度について
は、あくまでも教員の主体性が尊重されたものとなるよう、国に働き掛けていきます。

スポーツ庁は、「運動部活動の地域移行に関する検討会議」において、中学校の運動部活動の地
域移行に向けて検討を始めています。教職員の働き方改革の推進とともに、指導者や施設の確保、
既存の部活動の体制の見直し、大会の在り方について議論し、７月に提言をまとめる予定としてい
ます。
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指導を希望する教職員が、兼職兼業の許可を得て、地域でスポーツ活動を円滑に指導できるよう
にするための方法や、本職業務への影響を出さないための方法について話し合われるなど、教職員
に対する配慮がされており、学校現場の現状に即した議論がされていることは評価できます。また、
活動内容や活動時間の改善といった既存の部活動の体制の見直しや大会の在り方についても議論が
なされており、現在の中学校部活動の課題解消につながるものであると考えます。
今後は、中学校部活動については、現状の課題を解消し、子どもにとっても、教職員にとっても
よりよいものとなるよう、スポーツ庁での議論を注視し、教育実態調査等で集めた学校現場の声を
もとに国に求めていきます。

☆具体的な取り組み
○　実効性のある長時間労働是正を求める全国連帯の運動に参加します。
○　長時間労働が是正されるよう市当局・校長会等に働き掛けます。
○　教職員の負担軽減のため、現場のニーズに応じた校務支援システムの改善等を市教委に働き掛
けます。
○　全校統一の会計システムを導入することで、給食費をはじめとする学校徴収金に関わる業務負
担が軽減されるよう市教委に働き掛けます。
○　学校給食・スクールランチに関わる教職員の負担が軽減されるよう市教委に働き掛けます。
○　育児・介護等を抱える教諭、養護教諭の泊を伴う行事への引率について適切な配慮がされるよ
う校長会に働き掛けます。
○　入試事務の簡素化と事務処理が円滑化されるよう県教委・市教委に働き掛けます。
○　就学時健診・学校医等に関わる諸問題が解消されるよう努めます。
○　部活動における諸問題が解消されるよう市教委・校長会等に働き掛けます。
○　「なごや部活動人材バンク」を、部活動外部顧問・外部指導者派遣事業において十分に活用で
きるよう市教委に働き掛けます。
○　部活動外部顧問派遣事業における派遣部数の増加と派遣内容の拡充がされるよう市教委に働き
掛けます。
○　子育て世代の組合員・準組合員が安心して働き続けられるよう女性部学習会「育休カフェ」を
開催します。

４　民主的な職場づくりに向けた取り組み

勤務成績に応じて「特に良好」とする教職員を決定し、昇給時に１号給加算される現行の昇給制
度が始まり、来年度で４年目となります。現行の制度が導入された際、新たな制度設計については、
2022年度に労使で話し合いを行う確認が取れており、今後、新たな制度設計に向けた交渉を総務局、
市教委と行うことになります。
現行の制度は、人事評価で勤務成績が「特に良好」な教職員については、「教職員評価システム
の評価を基本としつつ、経験年数等、所属での貢献度及び過去の加算状況等を総合的に勘案して決
定する」ことを市教委と確認が取れており、職場の協働体制を維持した運用とすることができてい
るため、引き続き現行の制度と同様の運用とさせることが重要と考えます。
今後も、成績主義・競争原理によらない賃金体系や昇給制度を堅持するよう、市労連を通じて総
務局に働き掛けるとともに、市教委に対しては、学校現場に混乱が生じることがないような運用を
引き続き行うよう、働き掛けていきます。

☆具体的な取り組み
○　職員会議が民主的に運営されるよう校長会に働き掛けます。
○　主幹教諭や教務主任等を管理的な立場にさせないよう市教委・校長会に働き掛けます。
○　成績主義・競争原理によらない「教職員評価システム」による人事評価制度が堅持されるよう
市教委に働き掛けます。
○　教職員の意欲を向上させ、教職員に多忙感を抱かせない教職員評価の実施となるよう校長会に
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働き掛けます。
○　管理職によるハラスメントの防止が徹底されるよう校長会に働き掛けます。
○　「指導が不適切な教員」への対応については、一方的・恣意的な運用にならないよう市教委・
校長会に働き掛けます。
○　希望と納得の原則に基づいた人事異動が行われるよう市教委に働き掛けます。

５　社会保障・安全衛生・高齢者雇用制度の充実に向けた取り組み
　
2023年度から段階的に実施される、定年引上げについては、今後総務省が示す「改正条例・改
正規則（例）」等をもとに、各自治体において条例・規則改正を行うことになっており、名古屋市
においては、今後、検討及び交渉が始まり、2022年度内に条例が制定されることになります。
名教組としては、定年引上げについては、雇用と年金の接続の観点から必要なことであるものの、
役職定年制導入に関わる新たな職の確保や、定年前再任用短時間勤務職員の職の確保、60歳以降
の給与等、今後議論しなくてはならない課題は多く残されていると認識しています。
今後は、学校現場への混乱や教職員への不利益を生じさせない定年引上げ制度の確立と、ライフ
スタイルに応じて働き方を選ぶことができる再任用制度の構築を総務局・市教委に働き掛けます。

☆具体的な取り組み
○　財源の在り方の見直しや年金積立金の安全な管理・運用等、公正で安定した年金制度の実現に
向けた運動に参加します。
○　所得・消費・資産の課税バランスの取れた、公正・公平な税制の実現に向けた運動に参加します。
○　教職員健康診断に関わる諸問題が解消されるよう市教委に働き掛けます。
○　安全衛生管理体制が整備されるよう市教委・校長会に働き掛けます。
○　公務・通勤災害に関わる補償が改善されるよう総務局に働き掛けます。
○　定年引上げにおける諸問題が解消されるよう国・市当局等に働き掛けます。
○　定年引上げに関わる組合員・準組合員の不安解消に努めます。
○　再任用・再雇用制度における勤務条件の改善、職域の拡大・確保等がされるよう総務局・市教
委等に働き掛けます。
○　再任用・再雇用が本人の希望と学校現場の実態に沿ったものとなるよう市教委・校長会に働き
掛けます。
○　「名教組準組合員懇談会」を開催し、準組合員の要求の集約とともに、勤務条件に関する不安
の解消に努めます。

６　福利厚生事業の拡充に向けた取り組み

新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ等の感染症に対して、組合員・準組合員の不安視す
る声を受け、健康を保持する取り組みに対して金銭的補助を行う、「ＮＴＵ健康サポート事業」を
実施しました。その結果、約7400人の組合員・準組合員に、事業の趣旨にご賛同いただき、応募
がありました。
新型コロナウイルス感染症収束の兆しがいまだに見えない中、「ＮＴＵ健康サポート事業」を実
施したことは、組合員・準組合員の健康保持の一助となったと捉えています。また、多くの組合員・
準組合員から応募いただいたことから、組合員・準組合員のニーズに合った事業を実施することが
できたと捉えています。
今後も、組合員・準組合員の声をもとに、ニーズに合った福利厚生事業の在り方を検討し、各種
団体に意見反映を行うとともに、名教組独自の福利厚生事業の充実に努めていきます。
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☆具体的な取り組み
○　共済組合（公立学校共済組合）の事業の充実・情宣に努めます。
○　互助会（愛知県教育職員互助会）の事業の充実・情宣に努めます。
○　福利厚生会（名古屋市教職員福利厚生会）の事業の充実・情宣に努めます。
○　教職員共済（教職員共済生活協同組合）の事業の充実・加入促進に努めます。
○　退教互（愛知県退職教職員互助会）の事業の充実・加入促進に努めます。
○　労福協（愛知県労働者福祉協議会）との連携を深め、ハートフル事業等の充実・情宣に努めます。
○　愛教組連合グループ保険・チケットATUCをはじめとした、学生協（愛知県学校生活協同組合）
の事業の充実・情宣に努めます。
○　ろうきん（東海労働金庫）の活用・情宣に努めます。
○　丸八（丸八信用組合）の活用・情宣に努めます。
○　特約協（名教組特約店連絡協議会）を組織し、組合員・準組合員の福利厚生充実と特約店制度
の拡充に努めます。
○　「ＮＴＵスポーツフェスティバル」を開催し、教職員相互の親睦を図るとともに、教職員の健
康保持・体力の向上に努めます。
○　「ＮＴＵ法律相談ダイヤル」を通して、組合員・準組合員の法律に関する悩みや疑問が解消さ
れるよう努めます。
○　「ＮＴＵ個別税金相談会」を開催し、組合員・準組合員の税金に関する悩みや疑問が解消され
るよう努めます。
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Ⅲ　名教組運動を推進し、要求を実現するために

１　各種団体等と連携した取り組み

７月に行われる予定の第26回参議院議員通常選挙において、斉藤よしたか参議院議員、古賀ち
かげ氏が愛教組連合組織推薦候補者となっています。
名古屋市の教員出身である斉藤よしたか参議院議員は、学校現場の私たちの声を国政に届け、教
員免許更新講習制度を廃止させたり、給特法の改正をはじめとする学校の働き方改革を推進させた
りしてきました。２期12年の積み上げてきた実績からしても、名教組運動を推進するためには、
斉藤よしたか参議院議員の存在は必要不可欠であり、組織の総力を挙げて、再度国政の場へ送らな
ければなりません。
今後は、７月の参議院議員通常選挙において、愛知選挙区では、斉藤よしたか参議院議員、全国
比例では、古賀ちかげ氏の必勝に向け、法令遵守のもと組織の総力を挙げて取り組みます。

☆具体的な取り組み
○　憲法擁護の運動や平和を守る運動等、国民運動を推進する取り組みに参加します。
○　男女共同参画社会の充実に向けた取り組みに参加します。
○　市人研（名古屋市小中学校人権教育研究協議会）を組織し、あらゆる差別を許さない運動に取
り組み、人権に対する意識が高まるよう努めます。
○　愛政連議員をはじめとする組織内議員を通じて、各級議会対策を進めます。
○　名教組政策推進名古屋市会議員と連携し、対市要求が実現されるよう努めます。
○　第26回参議院議員通常選挙をはじめ、各種選挙においては、愛政連議員をはじめとする組織
内議員候補の必勝に向けて、組織の総力を挙げた取り組みを進めます。
○　愛教組連合において、愛教組（愛知県教員組合）と連携した取り組みを進めます。
○　市労連（名古屋市職員労働組合連合会）において、勤務条件の改善に向けた取り組みを進めます。
○　連合愛知（日本労働組合総連合会愛知県連合会）、名古屋地協（名古屋地域協議会）等が主催
する運動に参加します。
○　名古屋教懇（名古屋の教育を考える懇談会）において、市教委・校長会・PTA協議会との四
者連携に努めます。
○　市教協（名古屋市労連教育関係労働組合連絡協議会）において、市大教（名古屋市立大学教職
員組合）、名高教（名古屋市立高等学校教員組合）、市幼教（名古屋市立幼稚園教職員組合）と連
携し、市費教育公務員の諸要求実現に努めます。
○　名退教（名古屋市退職教職員協議会）と連携し、現退一致で名教組運動を推進します。
○　名教組連合（名古屋市小中特別支援学校教職員組合連合会）において、自治労名古屋学校支部
と連携し、学校現場の諸要求が実現されるよう努めます。

２　組織の強化に向けた取り組み

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で延期となっていた「名教組２年目組合員の会」を10月
末に開催しました。1年越しに昨年度の新組合員加入を歓迎し、仲間づくりを促すととともに、学
習会を通して、組合の意義や名教組運動について紹介することで、組合理解を深めることができま
した。また、12月には、「定年退職組合員の会」を２年ぶりに一堂に会して開催し、長きにわたり、
名古屋の子どもたちの健やかな成長に向けてご尽力なされた方々に対して、敬意と感謝を伝えると
ともに、退職後の制度等について学習会を行うことができました。
総務局や市教委、校長会等との各種交渉を通して、多くの成果を積み上げることができたのは、
他の自治体に類を見ない高い組織率と強固な団結によるものです。より強固な組織とするためには、
コロナ禍においても、本部・支部・分会の連携を密にし、組合員・準組合員からの声をもとに運動
を進めていくことが重要です。　
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今後は、より強固な組織とするため、新規採用者の全員加入をめざした取り組みを進めます。また、
各種会合については、新型コロナウイルス感染症拡大状況を踏まえた上で、WEB開催や動画視聴等、
組合員・準組合員のニーズに合った効果的な方法となるよう検討し、運動を進めていきます。

☆具体的な取り組み
○　支部の組織運営の円滑化を図り、本部、支部、分会の連携に努めます。
○　支部長会、分会委員長会、職場集会等を開催し、組合員・準組合員の要求を集約するよう努め
ます。
○　養護部会・専門委員会を開催し、養護教諭、学校事務職員、栄養教諭の要求を集約するよう努
めます。
○　「名教組新組合員の会」を開催し、新組合員の組合理解を深めるとともに、連帯意識を高めます。
○　新規採用者の全員組合加入をはじめ、組合員・準組合員対象者の組合加入を促進するよう努め
ます。
○　分会や支部・職域を越えた活動を通して、青年部のつながりを広げます。
○　「名教組役員総会」「名教組本部支部役員合同研修会」等を開催し、名教組役員の力量が向上す
るよう努めます。
○　青年部委員会等を開催し、青年部運動を推進します。
○　女性部委員会等を開催し、女性部運動を推進します。

３　情宣活動の充実に向けた取り組み

名教組はこれまでも、組合員・準組合員が名教組運動や勤務条件、福利厚生の制度についての理
解を深め、名教組運動の推進を図ることを目的に情宣活動に取り組んできました。とりわけ今年度
は、新設した「NTULINE」を活用し、機関紙等の最新の情報を速やかに確実に届けることができ
るよう努めました。また、子育て支援制度等についてまとめた「名教組子育て支援ハンドブック」
を新たに発行し、約1000名の希望者に配付しました。子育てに関わる権利や制度だけでなく、妊娠・
育児を経験した先輩教職員からのアドバイス等も記載したことで、多くの好評の声をいただきました。
教育環境や勤務条件が目まぐるしく変化する昨今においては、組合員・準組合員に名教組の取り
組みや勤務条件の新設や変更について、正しい情報を分かりやすく伝えることは重要な取り組みで
す。また、ワーク・ライフ・バランスの実現のためにも、様々な不安や悩みを抱えている子育て世
代の組合員・準組合員が、権利や制度に対する理解を深めることについても重要な取り組みと認識
しております。
今後も、機関紙「名教組」をはじめとする情宣紙やホームページ、「NTULINE」を活用し、組合員・
準組合員にとって、有益かつ必要な情報を速やかに確実に届けることができるよう情宣活動を推進
していきます。また、多くの組合員・準組合員に「名教組子育て支援ハンドブック」を活用してい
ただけるよう、情宣に努めていきます。

☆具体的な取り組み
○　機関紙「名教組」（情報・号外・青年部報・女性部報含む）を発行し、ホームページにも掲載
することで、組合員・準組合員の名教組運動に対する理解が深まるよう努めます。
○　「名教組ハンドブック」「名教組子育て支援ハンドブック」を配付し、勤務条件や各種福利厚生
事業等が周知されるよう努めます。
○　ホームページや「NTULINE」、分会の組合掲示板を活用し、情宣活動に努めます。
○　ホームページによる情宣活動を通して、名教組の社会的信用の向上に努めます。
○　第26回参議院議員通常選挙をはじめ、各種選挙においては、愛教組連合組織推薦候補者の必
勝を期して情宣活動に努めます。



2021

3030

第　　　 号議案4

2022年度名教組教育研究活動の推進

(全ての分会に設置)　

Ⅰ　目　　的　

「わかる授業・楽しい学校」の実現

Ⅱ　教育研究方針　

以下の３点をもとに、目の前の子どもたちの実態に応じた教育研究に各分会が職場ぐるみで取り組
み、「子どもの基礎学力の充実・定着」を図るとともに、「教職員一人ひとりの力量向上」をめざす。

○　学びの質を追究し、確かな学力を育むことができる教育研究を進める。
○　一人ひとりの個性を大切にし、誰もが生き生きと活躍できることをめざした教育研究を進める。
○　学校・地域の特色を生かし、人・自然・文化等との関わりを大切にした教育研究を進める。

Ⅲ　推進体制
１　推進組織
⑴　本部教研推進委員会 …… 執行部全員で組織する。
⑵　分科会教研推進委員会 … 教科・領域研究会、学校事務専門委員会の代表各２名で組織する。
⑶　分会教研推進委員会 …… 分会教研推進委員長が中心となって、分会代表発表者・分会委員

長・青年部員・女性部員を含め、原則５名以上で組織する。
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２　研究分野
　教科・領域研究会、学校事務専門委員会に基礎を置き、その研究を発展させる方向で19分
科会を設置する。

３　推進計画
〇　職場集会①
　分会教研推進委員会の組織確立をし、
教研を職場ぐるみで進めることの共通理
解を図る。

〇　教研オリエンテーション
　名教組教育研究活動の目的・方針や進
め方等について、分会代表発表者を中心
に確認する。

〇　分会教研推進委員会
　分会教研推進委員を中心に、職場ぐる
みで進めるための方針や役割分担等につ
いて、検討を行う。

〇　分科会
　分野別の集会を通し、具体的な研究推
進について教科・領域研究会、学校事務
専門委員会の指導・助言を受ける。

〇　支部教研学習交流会
　各支部で、プレゼンテーションの作成
方法等について学習会を開き、実践・発
表について意見交流する。

〇　職場集会②
　市教研に向け、発表のリハーサルを行
うなど、リポート内容やプレゼンテー
ションに関する事前検討を、職場ぐるみ
で行う。

〇　名古屋市小中特別支援学校教職員教育
研究大会（市教研）
　各分会の研究成果を発表し、教職員と
保護者による意見交流、討議を行う。

〇　職場集会③
　これまでの名教組教育研究活動を振り
返り、今後の教育活動につなげていく。

〇　教文部報「名古屋の教育」発行・実践
リポート集のホームページ掲載
　教文部報「名古屋の教育」を配付する
とともに、実践リポート集を名教組ホー
ムページに掲載することで、名教組教育
研究活動の環流を行う。

名教組教育研究活動

分　会

分　会

４月初旬　職場集会①

教研オリエンテーション

（５月～９月）分　科　会

支部教研学習交流会

教文部報「名古屋の教育」発行・
実践リポート集のホームページ掲載

第72回名古屋市小中特別支援
学校教職員教育研究大会

○　子どもの基礎学力の充実・定着
○　教職員一人ひとりの力量向上

教
科
・
領
域
研
究
会
　
　学
校
事
務
専
門
委
員
会

分　会 （８月～９月）職場集会②

分　会 （９～10月）職場集会③

（５月～９月）分会教研推進委員会

名教組教育研究活動を
全組合員・準組合員に環流

４月中旬～下旬

９月

通番 分科会名 通番 分科会名 通番 分科会名
１ 国語 ８ 家庭、技術・家庭 15 生活指導
２ 社会 ９ 体育・保健体育 16 読書・学校図書館
３ 算数・数学 10 学校保健 17 特別支援教育
４ 理科 11 道徳 18 学校給食・食育
５ 生活・総合的な学習 12 外国語 19 学校事務
６ 音楽 13 情報教育
７ 図画工作・美術 14 特別活動
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名教組定期大会

機関紙「名教組」

経過報告書・議案書
号外

2022年３月11日（金）午後４時 名古屋市公会堂　大ホール

各分会の代議員は、名教組規約第 10条に従い、分会組合員 20名につき１名
（端数があるときは切り上げ）の割合で、３名を上限として選出してください。
定刻の午後４時には開会できるよう、代議員の皆さんのご協力をお願いします。
定期大会当日の午前 11時の時点で開催の可否を判断し、名教組ホームページに掲載します。

第81回

「夏しか勝たん」
緑支部　東丘小分会　横井麻乃

「NTULINE」友達追加はこちら！http://www.ntu.ne.jp
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