
2022年度高教組本部執行体制
　学校に新しい仲間を迎え2022年度が始まりました。今年は、高校１年生が新学習指導要領の教育課程となり、新たな科
目や評価方法が導入され、例年とは異なるスタートとなっています。そのような中でも「子どもたちの学びを支えよう」
と、多様な職種の高教組の仲間たちがそれぞれの役割を担って日々がんばっています。その姿は子どもたちにとっては「働
くモデル」であり、私たち高教組の誇りでもあります。
　４月より新執行体制もスタートしました。希望をもって語ることのできる職場、子どもたちが光り輝く学校づくりのた
めに、皆さんとともに、高教組運動の前進のために精一杯力を注いで行きたいと思います。
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日教組第111回臨時大会に、大分高教組は仁木史絵書
記次長が代議員として参加しました。大会の冒頭にロシ
アのウクライナ侵略への抗議決議を採択し、①参議院議
員選挙での日政連候補予定者、比例区「古賀ちかげ」愛
知県選挙区「斉藤よしたか」の必勝。②学校における働
き方改革へのとりくみ。③組織拡大・強化をはかるとり
くみ。の３点を2022年度の重点としてとりくむことを確
認しました。大分高教組は、高校教育の課題を訴えるた
め、大分県の全県一通学区の弊害を中心に討論に参加し
ました。今回の臨時大会では2022～2023年度の日教組役
員選挙が行われ、2021年10月から連合副事務局長を兼任
していた清水秀行委員長が退任、北海道教組出身の瀧本

司書記長が新委員長に選出されました。清水委員長と同じく、連合副事務局長を兼任していた則松佳子副委員長も、清水
委員長と同様に連合の専従となり、日教組特別執行委員となりました。則松副委員長は、日教組内で高校の運動を確立す
るために６年間奮闘してきました。今後は連合本部に活動の場を移しますが、大分高教組出身の役員として、さらなる活
躍を期待します。

「討論」要旨
大分県では、2008年度入試から普通科の通学区が廃止されました。いわゆる「全県一区」の弊害として、特定の

学校に志願者が集中することや、従来の学区を越えた遠距離通学が増加する可能性等を指摘し、導入に反対する声
は、教職員組合だけでなく多方面から起こっていました。人
口が集中した大分市以外では、普通科高校が複数あるのは２
市のみで、大学進学をめざす生徒は地元の学校に入学するの
が当たり前であったところ、「全県一区」化によって、大きな
変化が生じました。県教育委員会が、いわゆる「難関大学」
への進学実績を問うようになり、県下各地域の成績上位の生
徒が大分市の伝統校をめざす傾向が年々強まりました。そし
て、昨年３月の2021年度入試で、私たちの指摘する弊害が突
出した形で現れ、大分市以外の学校が地域の普通科進学校も
含めほとんど定員割れしました。そして今年の2022年度入試
でも、その傾向は続いています。

各種交渉で、全県一区の弊害を訴えても県教委の回答は「大学進学実績は向上している」「地域の学校の特色づく
りに務めていく」などという、現状認識の点で、わたしたちとは大きく隔っています。大学進学実績にしても、特
色づくりにしても、県教委の施策は現場に大きな負担を強いるものであり、また、過疎地域学校がどれだけ力を入
れて「特色づくり」にとりくんでも、結果的に統廃合された例は枚挙にいとまがありません。単組の大きな課題と
して、全県一区の廃止にとりくみますが、地方の現実を考慮し、教育の機会均等の観点が保障されるよう、日教組
としても文科省との協議に臨んでいただくよう希望します。

日教組第111回臨時大会
３月23日（水）　　東京：日本教育会館

～教育の機会均等の観点から大分県の全県一通学区制の弊害を訴える～
～則松佳子副委員長が退任、連合本部の専従へ～
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2022年度 新採用のみなさん
勤務校 職種・教科 名 前

中津南 教諭・国語 田中　志歩

教諭・地歴（地理） 大久保謙一郎

教諭・理科（物理） 今村　好太

中津東 教諭・工業（土木） 田中　　慧

実教・工業 髙倉　　響

事務 吉浦日向子

中津支援 教諭・特支 宇都宮健太

教諭・特支 矢野　杏香

教諭・特支 松原　恵実

教諭・特支 玉城　　周

教諭・特支 時枝　賢吾

高田 教諭・保健体育 栗林　尚輝

宇佐産業科学 教諭・農業 門脇真利奈

実教・農業 河野　正治

宇佐支援 教諭・特支 伊藤　　湧

教諭・特支 山本　康代

教諭・特支 太田　貴浩

国東 教諭・工業（土木） 西川　大地

杵築 教諭・保健体育 松本　　平

事務 有馬実輝哉

日出支援 教諭・特支 塔鼻　茉以

教諭・特支 柴北　百香

事務 松成　　拓

別府鶴見丘 教諭・地歴（地理） 安心院励次

教諭・数学 岡部　孝信

別府翔青 教諭・公民 甲斐　晋平

教諭・理科（生物） 安高　　智

教諭・芸術（音楽） 本倉　敬之

別府支援 教諭・特支 小倉　実唯

教諭・特支 溝辺　恭平

教諭・特支 井出口桃佳

教諭・特支 古本　　祐

教諭・特支 黒瀬　咲希

教諭・特支 吉尾　　啓

事務 宇都宮志帆

南石垣支援 教諭・特支 佐藤　青空

教諭・特支 清成　真和

勤務校 職種・教科 名 前

南石垣支援 教諭・特支 上谷　裕美

教諭・特支 古手川まりか

大分雄城台 教諭・国語 佐藤　　響

教諭・英語 楢原　　凌

事務 園田　彰悟

大分豊府 教諭・数学 長野　侑樹

教諭・英語 山本　純奈

大分西 教諭・数学 工藤　汐海

事務 森友　梨帆

由布支援 教諭・特支 藤井　夏海

教諭・特支 安部　慶太

新生支援 教諭・特支 古長　令伊

教諭・特支 田淵　利枝

教諭・特支 後藤　　優

教諭・特支 松田　浩輝

教諭・特支 安藤　春華

教諭・特支 衞藤　　周

教諭・特支 首藤　和秀

さくらの杜 教諭・特支 北嶋　愛実

芸術緑丘 教諭・芸術（美術） 幸野　利奈

大分上野丘 教諭・理科（物理） 川口　圭太

教諭・英語 能都　信勝

大分舞鶴 教諭・地歴（世史） 奈須　俊樹

教諭・理科（生物） 田島幸太郎

教諭・保健体育 麻生　彰久

大分商業 事務 大石日奈子

もう 教諭・特支 吉永　　香

教諭・特支 本田　智夏

教諭・特支 本田　知恵

ろう 教諭・特支 松岡　陽子

教諭・特支 岡野　智恵

大分南 事務 濱松　翔太

大分工業 教諭・工業（機械） 佐枝　佑哉

実教・工業 貫　　正裕

大分鶴崎 教諭・数学 古田　義貴

鶴崎工業 教諭・家庭 安藤　佑夏

教諭・工業（機械） 三重野　巽

勤務校 職種・教科 名 前

鶴崎工業 教諭・工業（電気） 鶴野　瑞穂

情報科学 教諭・工業（電気） 高柳　英茂

大分東 教諭・農業 衞藤　優希

大分支援 教諭・特支 崎本　　葵

教諭・特支 山口　浩誠

教諭・特支 眞藤さやか

教諭・特支 吉野　滉平

教諭・特支 田村　友宏

教諭・特支 佐保　和人

事務 後藤　強成

栄養教諭 山路真理恵

玖珠美山 教諭・地歴（日史） 藤塚　大翔

日田 教諭・地歴（日史） 安倍あいみ

教諭・数学 平瀬龍太郎

事務 高倉　良瑛

日田林工 教諭・工業（建築） 徳光　　渉

日田支援 教諭・特支 後藤　海斗

教諭・特支 中村　美奈

教諭・特支 伊藤　　研

教諭・特支 樋口　聖真

教諭・特支 阿南　佑甫

三重総合 教諭・数学 竹本　遼太

教諭・商業 道中美由紀

事務 後藤　隆文

竹田 教諭・理科（化学） 清水　高志

教諭・英語 白川　真由

竹田支援 教諭・特支 吉田　大喜

教諭・特支 小西　美友

臼杵 教諭・保健体育 溝口　優太

海洋科学 実教・水産 吉良　春花

臼杵支援 教諭・特支 内田千香子

佐伯鶴城 教諭・情報 手塚　浩介

事務 板井　佳穗

佐伯豊南 教諭・芸術（書道） 徳永　直恵

教諭・福祉 玉田　理咲

佐伯支援 教諭・特支 松岡　大輔

教諭・特支 梶谷　楓希
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３月19日（土）に第４回拡大戦術会議を行いました。民主的な人
事行政を確立するとりくみの報告、2021年度末・2022年度始めの組
織拡大・強化と当面する諸闘争の提起がなされました。

人事では、初めて県庁一般行政職の新採用者が県立学校に配属さ
れました。10年以上新採用が無かった事務室で新採用者の育成等の
新たな負担が予想され、一方では多忙解消を求めている現状にもか
かわらず事務職員の減員も確認されており、事務室業務に負担のか
からない新採用育成プログラムを県教委に求めます。同時に、新採
用者が孤立しないように、各分会でのとりくみも必要になります。
その他、様々な人事課題の解決・解消を県教委に求めます。

年度始めの校長交渉のとりくみも提起されました。2022年度を通じて課題の解決にむけ、管理職と高教組組合員で話し
合うことの始まりです。特に勤務・労働条件の変更には、学校の教職員全体に提示する前に、分会長を通じて組合員への
相談が必要であることを確認してください。

最後に、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻に抗議し、即時撤退と核兵器使用反対を訴えるため、連合「アピールボー
ドアクション」に参加しました。連合のホームページをご覧ください。

参議院議員選挙に福岡県教組出身の古賀ちかげさんが日教
組から立候補します。高教組は７月にある選挙にむけて全力
で応援します。

　第４回 拡大戦術会議 　　　　　　　　　　　３月19日（土）

プロフィール
1966年　�福岡県久留米市生まれ、高校卒業まで久留

米で育つ
1989年　�熊本大学教育学部音楽科を卒業し、福岡県

内の小中学校で教職に就く
2003年　�福岡県教職員組合講師連絡会メンバー・結

成準備世話人として臨時採用教職員の組合
結成にむけとりくむ

2005年　�福岡県教職員組合臨時採用教職員部が発足
2009年　�福岡県教職員組合臨時採用教職員部部長
2012年　福岡県教職員組合朝倉支部執行委員
2018年　日本教職員組合専門委員
2020年　日本教職員組合特別中央執行委員 https://koga-chikage.jp @kogachikage

・ジェンダー平等、性的指向や性自認、障がいの有無等により
差別されないインクルーシブな社会をめざします。

・立憲主義にもとづく成熟した民主的な社会をめざします。
・脱原発をすすめ、再生可能エネルギーを基本とする社会をめ
ざします。

平和・人権、民主主義などの憲法理念や
子どもの権利条約が生かされる社会を実現します。

03-6256-8981 03-6256-8982

〒101-0003
東京都千代田区一ツ橋2－6－2日本教育会館５F

古賀ちかげ後援会

古賀ちかげのめざす社会

連絡先

TEL FAX

誰もが安心してくらせるよう、雇用の安定・
労働条件の改善と社会保障の充実にとりくみます。
・すべての働く人の労働環境の改善と雇用の安定をはかります。
・同一価値労働、同一賃金の実現をめざします。
・持続可能な医療、介護、年金制度等、公共サービスの充実に
つとめます。

子どもたちが笑顔で学校へ通えるよう、
子ども・学校・家庭への支援にとりくみます。
・教育にかける公費負担を増やし、私費負担を軽減します。
・教職員の働き方改革にとりくみます。
・学ぶ環境の整備（少人数学級の促進や定数改善）にとりくみ
ます。

第26回 参議院議員選挙・日政連予定候補者
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