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２０２１年５月１３日 

和歌山県教育委員会 

教育長  宮﨑 泉 様 

和歌山県教育関係組合三者共闘会議 

  議 長  東山 邦夫  

  

教育三者 ２０２１年 夏期統一要求書 

日頃より、民主教育の確立、県下教職員・職員の生活と権利改善に向けご尽力いただい
ていることに敬意を表します。 
さて、新型コロナウイルスの感染拡大は、教職員・職員、子ども、保護者にも大きな影

響を及ぼし、早期の沈静化が求められています。その下で県下教職員・職員は、県民・子
どもの健康と安全を守ることを最優先に取り組み、同時に子どもたちの学習権保障、民主
教育の発展のために奮闘しています。 
今年度は、PCR 検査の拡充やワクチン接種など教職員・職員と子どもの健康を守るため

の措置、地域経済の回復にとっても重要な賃金引き上げ、以前から問題になっている長時
間過密労働の解消などが重大な課題となっています。また、教職員不足も大きな問題であ
り、教育を魅力ある職としていくことが切実に求められています。 
教職員・職員が、働きがいを感じて勤務し続けられる労働条件・労働環境となるよう、

以下の点について要求しますので、その実現を図られることを強く要望します。 

記 

一、新型コロナ関係 

１、新型コロナウイルス感染症による臨時休校等の措置については、トップダウンではな

く、学校や地域、保護者の意見をもとに判断すること。また、一律に休校するのではな

く、各校や各学年、各学級の状況に応じて、対象範囲を絞ること。 

２、感染の状況によっては、集合研修や会議のもち方を中止も含め判断すること。 

３、授業時間確保を理由に、授業時間数の加増や長期休業期間の短縮を一律に求めず、子

ども、学校、地域の実情に応じたものとなるよう、学校・地教委の判断を尊重すること。 

４、学校で陽性者があった場合の消毒業務を外部委託とし、地教委にも同様の対応をする

ように働きかけること。 

５、教職員・職員が定期的に PCR検査を受けられるよう、関係機関に働きかけること。 

６、他府県で実施しているように、教職員がコロナ感染症に関係する業務を行った時には、

特殊業務手当等を支給すること。 

７、全国高等学校総合文化祭要員としての生徒動員及び教職員の引率に関しては、新型コ

ロナウイルスの感染状況などから、実施の有無を含め健康・安全を第一に慎重に判断す

ること。 

二、賃金関係 

１、「地域手当」の格差支給を解消し、全県一律 5％支給を行うこと。55歳昇給停止を撤回

し「号給延長」を行うこと。 

２、「退職手当調整額」の改善を行うこと。 

３、大幅賃上げを実施し、教職員・職員の生活と権利を守り改善すること。 
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(1) 教職員の生活を守るため、だれでも月額 1万円以上の賃上げを行うこと。 
(2) 重要な労働条件の変更である定年引上げについては、労働組合との交渉・協議にもと

づき、納得と合意のもとですすめること。また、再任用職員の勤務条件について以下の

点を改善すること。 

①賃金水準を改善すること。 

②扶養、住居、へき地など諸手当を支給すること。 

③短時間勤務については「2日半」という規制をなくすこと。 

(3) 扶養・住居・通勤手当を改善すること。 

(4) 部活動手当を改善すること。 

４、旅費について 

（1）旅費システムについては、学校現場の実態に合ったシステムに改善すること。 

(2) 小中学校の教職員にも、高速代、駐車場代、入場料等を支給すること。 

５、事務・栄養・現業職員、教育職 1 級職員の給与改善を行うこと。とりわけ栄養職員と

栄養教諭の賃金格差を解消すること。 

６、障害児教育にかかわる調整額を改善すること。 

７、新たな職（副校長・主幹教諭）を現行以上に拡大しないこと。 

三、権利・労働条件関係 

１、長時間労働の固定化につながる「一年単位の変形労働時間制」を導入しないこと。 

２、多忙解消のため、教職員・職員を増員すること。 

(1) 引き続き国に対し 30 人学級の実施、複式学級や障害児学級の学級編成基準の改善を

求めるとともに、県独自に教職員を加配し、小学校全学年を 35人学級とすること。 

(2) 学芸員を計画的に増員すること。 

３、地教委の勤務時間把握が、県教委の方針が示す「考え方」にもとづいて行われるよう

指導すること。 

４、通級指導教室担当教員が勤務時間を超えて子どもの対応をする場合、勤務時間の割り

振り方について明確に示すこと。 

５、平成 31 年 3 月 18 日付文科省通知にもあるように、通常の勤務時間以外の時間帯にや

むを得ず命じざるを得ない業務については、全て勤務の割振り変更の対象とすること。

また、割振り変更の対象とならない業務については、教職員に強制しないよう地教委、

校長を指導すること。現行の勤務の割振り変更制度について周知し、活用しやすい環境

をつくること。 

６、学校及び教育庁内で休憩時間が確保できるよう指導すること。 

７、１年間に県教委や文科省等が発する「調査」や｢報告書｣「計画書」等の削減・簡素化

を行うこと。また、「学力向上対策」などの押し付けをやめ、市町村に対してもやめるよ

う指導すること。 

８、制度や書式の変更については、現場に混乱のないように余裕をもって連絡すること。 

９、標準授業時数を大きく超えて授業時数を計画している学校に対しては、削減するよう

指導すること。 

10、初任研、中堅研等の負担を軽減すること。そのために次の事項を実現すること。 

①学びの丘に行かなくても研修できるように、ネット配信で研修を受講できるように

すること。 

②初任研について、4月第 1週に行われる研修の負担を軽減すること。 

③事前に作成を求めている指導案等については簡素化をはかること。 

11、部活動については、スポーツ庁が示した休養日の設定や練習時間の規制を確実に行う

こと。また、小体連などの団体が主催する行事に教職員が参加強制されている場合はや

めさせること。中体連や高体連等の役員業務について公務と位置づけ、公務災害の対象

とするよう関係機関に申し入れること。養護教員を救護係として動員している地域につ
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いてはやめさせること。 

12、地域部活動のために兼職を許可する場合には、担当する教職員の負担を考慮すること。

また、実施者に対して「県部活動指針」の遵守を求め、超勤手当の考え方についても十

分周知すること。 

13、年度末業務の負担軽減、人員確保の観点から、内示日程について検討すること。その

際には組合とも協議すること。 

14、病気休暇の改善を行うこと。特に「精神及び神経に係る疾病」「妊娠に起因する疾病」

以外の疾病についても 180 日まで期間を延長すること。また、病休復帰後の復職支援を

丁寧に行い、すべての疾病者について実施すること。 

15、平成 31年 3月 18日付の文科省通知をふまえ、50人未満の職場であっても実効ある労

働安全衛生体制を確立するよう地教委を指導すること。またストレスチェックを実施す

るよう指導すること。 

16、育児時間、育児短時間勤務を小学校 1年生まで延長すること。 

17、育児短時間勤務や再任用などの短時間勤務者を定数外とするなど、制度の活用のため

の環境整備を進めること。 

18、子どもの看護休暇を、家族全員を対象とする「家族休暇」とし、子どもの数に応じて

日数を増やすこと。また障害のある子どもの場合は日数を増やすこと。子どもの学校行

事等にも使える休暇を新設すること。 

19、産前・産後休暇を延長すること｡妊娠 4ヵ月未満の流産の場合にも産後休暇を適用する

こと｡また、産前休暇に入る前の出産、流産、死産の場合にも現在保障されている全産休

期間を適用すること。 

20、妊娠判明時からの労働軽減措置をすべての校種・職種に適用すること。また、妊婦の

労働軽減措置については、「妊婦に対する措置」という考え方を改め、「妊婦を支える学

校への措置」とし、本務者が通院等で休んでいる場合や社会見学等で本務者が引率しな

い場合、本務者に代わって介助者が業務を行えるよう改善すること。さらに、職業系教

科の教諭について、実習授業時間以外にも軽減措置が適用されるよう改善すること。 

21、年度途中で産休・育休（男性）に入る職員のいることが、年度当初に分かっている場

合、補充者をあらかじめ年度当初から配置する「先読み加配」を実施すること。 

22、妊娠障害（つわり）休暇の日数をさらに拡大するとともに、12週未満の流産の場合に

も適用すること。 

23、共済の健診事業（ドック）について、補助金増額など予算を拡充し、より充実した内

容とすること。 

24、介護休暇および介護欠勤を合わせて、1 年以上に延長すること。また、介護休暇期間

中は、育休期間中と同様に共済組合の掛金を免除すること。また、介護欠勤について、

共済組合による休業手当金の支給期間を延長するよう働きかけること。短期の介護休暇

については、家族の急な怪我や疾病等でも使えるよう、取得手続きを緩和すること。 

25、介護休業手当金の引き上げを行うこと。育児休業・介護休暇の給付金の上限を撤廃す

ること。また、育児休業手当金の 2 年までの給付については、条件を設けず全員に適用

すること。 

26、やむをえず、夏季特別休暇中に部活動の指導を行わなければならない場合に限って、

夏季特別休暇の振替を可能にすること。 

27、長期休業中の研修を削減すること。また学習指導要領の伝達講習（教育課程研究協議

会）についても、参加を強制せず、回数や時間など、いっそうの削減に取り組むこと。  

28、セクハラやパワハラ、マタハラなどのハラスメントを防止するため、法で定められた

体制整備を行うよう、地教委を指導すること。 

29、教職員が配置されていない現状を早急に改善すること。教職員の不足について抜本的

な対策を行うこと。また、産休、病休等の代替職員を県教委の責任で速やかに配置する

こと。 
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30、教員免許更新制の廃止を国に求めること。特に、代替要員確保のために 65歳以上にな

れば教員免許の更新が不要となるよう制度の改正をはたらきかけること。 

31、職員の健康や業務効率を考え、過度な節電は行わないこと。とくに、エアコンは勤務

時間開始から稼動すること。 

32、高校入試に関わる業務については、県教委の責任であることを認め、採点等に係る現

場の教職員の負担が軽減されるよう改善を図ること。一般出願については県教委の責任

で行うこと。 

33、教特法に保障された自主的・自覚的研修権を保障すること。 

四、臨時教職員関係 

１、賃金について 

（1）臨時的任用職員の初任給を改善すること。 

(2)「講師」の職名を「専任教諭」などに変更し、2 級を適用すること。その他の職種に

ついても正規職員と同じ級とすること。 

(3) 全ての教職員に一時金を支給すること。 

(4) 会計年度任用職員の賃金の単価アップと給与上限の改善を行い、生活できる賃金を保

障すること。また寄宿舎が設置されている学校の給食調理員の賃金について、賃金割増

制度を導入すること。 

(5) 非常勤講師以外の会計年度任用職員が、やむをえず超過勤務を行ったときには、超過

分の賃金を支給すること。 

(6) 非常勤講師の費用弁償（通勤手当相当額）に、正規職員に準じた「交通機関等」の区

分を設けること。 

２、権利・労働条件関係 

(1) 定数内教職員（欠員補充）の年休について、4月当初から 20日を付与すること。 

(2) 定数内教職員と代替者（補充者）の病気休暇の格差を是正すること。また、ともに正

規職員と同様に、妊娠や神経、精神に係る疾病は 180日とすること。 

(3) 年度末や年度途中に任期が切れても、次の辞令により雇用関係が継続したときは、年

休も継続させること。また、代替から補充になった場合、補充や代替から新採になった

場合、会計年度任用職員の職が変更された場合でも年休の繰越しを認めること。 

(4) 病気休暇・介護休暇補充者については、1ヶ月単位で配置すること。また、長期休業

中も含め全期間任用すること。 

(5) 臨時教職員の次年度の勤務先の伝達を教諭の内示と同じ日に行うこと。講師面接につ

いては、新規の者に限定すること。 

(6)人員確保のためにも、講師登録して次年度の任用のなかった者に対しては、年度内に

その旨を連絡するなど、丁寧な対応を行うこと。 

(7) 会計年度任用職員の年休付与日数を改善すること。 

(8) 会計年度任用職員へのインフルエンザ予防接種を公費負担とすること。特にバス介助

員に対しては早急に実現すること。 

(9) 非常勤講師の年間時間数を拡大すること。また教科会議の回数制限をなくし、全ての

考査巡回指導を業務とすること。 
(10) 会計年度任用職員に病気休暇（有給）を認め、特別休暇（有給）を拡充すること。 

(11) 会計年度任用職員の「再度の任用」については、意向調査で希望した者を必ず任用

すること。 

３、採用検査関係 

(1) 講師経験者・過去の一次検査合格者は、一次検査すべてを免除すること。中学校・高

校の講師経験による一部免除について、受験校種で 24 か月の勤務経験が必要という制

約を緩和すること。また、講師経験 10 年以上の者を対象とした特別選考枠を設けるこ
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と。 

(2) 一次検査の新宮会場及び二次検査の田辺・新宮会場を設置すること。また、日程につ

いては、課業日と重ならないようにするとともに、遠方の受検者に配慮すること。 

(3) 採用検査の受検について職専免を適用すること。 

（4）面接検査の透明性を上げるため評価基準等を明らかにし、得点表等を希望者に簡易開

示すること。 

（5）教職員の採用にあたっては「辞退」等が出た場合でも、当初の採用募集人員を確保す

ること。 

(6) 学校事務職員・学校栄養職員の採用検査について、採用枠を拡大するとともに、以下

のことを人事委員会に申し入れること。 

①受験年齢制限を引き上げること。 

②経験年数による一次検査免除を設けること 

 

４、新採や臨時的任用の事務職員・栄養職員・養護教員などの少数職種については、退職

者を雇用するなど、支援体制を整えること。 

五、人事・定数関係 

１、希望者全員を栄養教諭として任用すること。また、任用替の選考方法について改善す

るとともに、合格者数を増やし配置数に応じて順次任用すること。 

２、再任用制度について、 

 (1) 希望者全員を必ず再任用すること。 

(2) 通勤が容易な同一郡市内で任用すること。 

(3) 一般教職員と同様に人事調書で異動希望を把握すること。 

３、必要な人員を県教委の責任で措置し、一方的に兼務を求めないこと。 

４、教育庁職員ならびに図書館・近代美術館・博物館などについては、民主教育の推進・

職員の生活改善・県民サービスの向上に対応できるように職員を増員すること。 

５、地方公務員法 22条の趣旨に基づき、定数内の臨時的任用職員をなくすため、大幅な採

用枠の拡大を行うこと。 

６、県立学校事務職員の採用検査において、独自枠での募集・採用を行うこと。また学校

事務職を希望する採用者については、「学校事務職員」として採用すること。 

７、正式採用の外国籍教員に対して「教諭」発令するよう国に働きかけるとともに、県独

自の措置を行うこと。 

六、教育・その他関係 

１、全国・県学力テストについて 

(1) 県学力テストについては中止し、子どもたちに真の学力をつけるため教職員定数改善

など教育条件整備を行うこと。また、全国学力テストについては中止するよう文部科学

省に意見を上げること。 

(2) 学校ごとや地域ごとの結果公表を絶対に行わないこと。 

２、長期休業を短縮しないよう、また長期休業を短縮した場合は短縮授業を行うよう市町

村を指導すること。 

３、高校生の就職支援制度について、学校現場の職員の声を聞き、より実効性のある制度

となるよう改善をはかること。 

４、高等学校授業料不徴収への所得制限を中止するよう、国（文部科学省）に申し入れを

行うこと。当面、定時制・通信制高校生徒への就学支援金を増額すること。 

５、コロナ禍における校舎建設や改修に当たっては、必要に応じて感染予防のためのプレ

ハブを建設するなど特別な措置を行うこと。 


