
 

2022年度 世田谷区教職員組合(世教組) 

定期総会議案書 
「教え子を再び戦場に送るな」のスローガンを高々と掲げ、 

憲法改悪に反対し、だれもが安心して働ける職場づくりをめざそう！ 

 

－総会日程－ 

 

1. 資格審査 

2. 開会のことば 

3. 議長選出、あいさつ 

4. 執行委員長あいさつ 

5. 来賓祝辞 

6. 議 事 

① 2021 年度 経過報告 

② 2022 年度 運動方針案・スローガン提案 

③ 2021 年度 決算・監査報告 

④ 2022 年度 予算案提案 

7. 議長解任あいさつ 

8. 閉会のことば 

9. 団結がんばろう 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

当日持参 
 

・2022 年 6 月 22 日（水） 

18：00～ 

・世教組会館 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２２ 

世教組総会 

スローガン 

教え子を 

再び戦場に 

送るな 

 

YES！ 

民主的な職場 

NO！ 

ハラスメント 

子ども達に 

豊かな学びを 

なくせ 

「給特法」 

導入するな 

「一年単位の  

 変形労働時間制」 

子どもと教職員の 

健康と命を！ 

 

適切な感染対策を！ 

実施せよＰＣＲ検査 

 

団結の輪を 

広げよう 

NO憲法改悪 

NO緊急事態条項 

NO辺野古新基地 

NO自衛隊海外派兵 

NO集団的自衛権行使 

NO敵基地攻撃能力 

 

真の働き方改革を！ 

 

増やせ、教職員 

減らせ、仕事量 

 

ロシアの即時撤退！ 

ウクライナに平和を！ 

 

 



 

Ⅰ．一年間をふりかえって 

  

１ 戦争のできる国づくりに反対し、憲法の改悪を許さない闘い 
 ２月２４日、突然ロシア軍がウクライナに侵略を開始しました。今も戦いは続いていま
す。時間が経つにつれて虐殺、略奪が明らかになってきました。 
岸田政権は、どさくさに紛れて、「敵基地専制攻撃能力を持つ必要がある」とか「核シェ

アを論議すべきだ」「緊急事態条項を創設すべきだ」などと言い、憲法を変えて日本がアメ

リカと共に戦争ができる国をつくろうとしています。 
私たち労働者は、ウクライナ、ロシア、そして全世界の労働者、人民と固く連帯して権

力者による戦争を阻止しなければなりません。 
 世教組は、昨年度も日教組の仲間と共に国会前集会や憲法集会など各種集会に積極的に
参加しました。 
  

２ 長時間労働是正に向けたとりくみ 

 文科省は、2019年 12月に「給特法」を改悪成立させました。それに伴い、さらなる多

忙化につながる「一年単位の変形労働時間制」が適用可能とされてしまいました。 

また中学校の部活動について、2022年４月スポーツ庁は「部活動は段階的に地域に移行

させるように」と文科省に提言しました。部活動は本来教員の仕事ではありません。 

世教組は、長時間労働の是正に向けて、給特法の廃止や部活動顧問の強制をさせない取

り組みを訴えてきました。 

 
３ 新型コロナウィルス感染症のとりくみ 
３年目に入った新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、学級閉鎖が相次ぎ学校現場の

教職員はその対応に日々追われました。 
働く者の健康・安全を守るために、世教組は、学校現場に即した対策を区教委に要請し

ました。 

 

４ ハラスメント根絶のとりくみ 
ハラスメントの相談は、近年増加の一途です。最近は、管理職以外からのハラスメント

も増えています。 
世教組は、組合・未組合員を問わずに、ハラスメントの相談を受けて解決に向けて取り

組みました。 
 
５ 教員不足解消のとりくみ 

 ここ数年、全国的に教員の定数不足が常態化しています。世田谷区では今年 4月の時点

で、始業式に担任がいないという学校が４校ありました。 
世教組は、区教委が責任をもって不足解消をするように要請しました。 

 
６ 組織拡大のとりくみ 
職場の問題を仲間と共に取り組み、組合加入を呼びかけ、複数名の加入を得ることがで

きました。 
 
７ 世田谷区教育ビジョンのとりくみ 

 世教組は、世田谷区独自にすすめている「教科日本語」、「学習習得確認調査」、「学び舎」
などの問題点を明らかにして、現場の要求にそった取り組みをすすめました。 



 

 

８ 人事異動の取り組み 
 東京教組本部とともに取り組み、本人からの聞き取りを行い、交渉を行いました。 
 
９ 教育研究のとりくみ 
 7月 10日（土）、杉並教組・特別教組・世教組の 3支部合同で「個別最適化の学び」に
ついて、小寺隆幸さん（丸木美術館副理事長・チェルノブイリ子ども基金共同代表）を講
師に迎え、現場の実践について考えました。 

 
10 権利を守るとりくみ 
 年度当初の区教委交渉で、権利の確認を行い、職場の声を聞きながら取り組みました。 
 

11 オリンピック・パラリンピック「学校連携観戦」反対の取り組み 

世教組は、愛国心教育を強制するオリパラ教育に反対し、子どもの命を危険にさらす

「学校連携観戦」に反対する要請を、市民団体と協力して行い中止させました。 

しかし、昨年度の東京オリンピック・パラリンピックの開催に伴い、「学校連携観戦」

が東京都の一部の地域で強行されてしまいました。 

 

12 原子力発電・核問題のとりくみ 
 世教組は、さようなら原発などの各種集会に参加し、原発の再稼働反対、放射能汚染水
放出反対を訴えました。 

 

13 教育予算のとりくみ 
 予算要望の交渉を行いました。 
 
14 情宣活動 
＊ 世教情報１６号発行 
 
15 世教組総会 

＊2021年 6月 23日（世教組会館） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2021 年 4 月～2022年 5 月 

月 要請・交渉・学習会・アンケート・総会・他 

2021 年 4 月 ●19 日国会前集会（毎月） 

●24 日(土)学習会「GIGA スクール構想とは」講師：大浦さん（中学校講師） 

●29 日(木）メーデー(オンラン) 

●30 日(金)新型コロナウィルスに対する感染予防のための学校の対応についての

要請書 

５月 ●15 日(土)東京教組大会 

●「世田谷の教育を考える会」と共に区長・教育長・区内各学校長・区内 PTA 会長

宛に「学校連携観戦」中止要請を提出発送。世田谷区文教委員会を傍聴 

6 月 ●3 日（木）区権利確認交渉 

●23 日（水）世教組総会（世教組） 

7 月 ●10 日(土) 3 教組（杉並、世田谷、特区）夏季教研「個別最適化の学び～現場の実

践を問う！」講師：小寺さん（元丸木美術館理事） 

9 月  ●4 日（土）憲法学習会(東京教組) 

●24 日(金)教育予算要求交渉 

10 月 ●6 日（水）区教委パワハラ交渉 

●18 日（金）区教委パワハラ交渉 

●19 日（土）東京教組教研。藤田・亀井「オリパラ教育の取り組み」レポーター 

●21 日（木）東京教組賃金学習会 

●29 日(金)区教委異動交渉 

11 月 ●異動交渉（東京教組） 

12 月 ●パワハラ交渉 

1 月 ●管理職信頼度調査の実施 

●18 日(火)地公労世田谷地区協 

●27 日（木）予算回答交渉 

●28 日（金）～30 日（日）全国教研オンライン参加。藤田・亀井レポーター「職場

の民主化」 

2 月 ●8 日(火)区教委パワハラ交渉 

●10 日（木）区教委パワハラ交渉  

●19 日（土）東京教組女性部大会 

●24 日（木）「一人一台のタブレットで学校はどうなっていくの」世田谷の教育を

考える会と共催 

3 月 ●5 日（土）「ロシアはウクライナの侵攻やめろ原発を攻撃するな」集会 

●10 日（木）区教委 パワハラ交渉 

●12 日（土）東京教組養護定期大会 

●15 日（火）区教委パワハラ交渉 

●21 日（月）「ウクライナに平和を NO WAR 原発に手を出すな」集会 

●22 日（火）世教組役員選挙 

●26 日（土）戦争させない！9 条こわすな世田谷区民集会 

●29 日（火）「ロシアは侵略やめろウクライナから撤退を」集会 

2022 年 4 月 ●16 日（土）さようなら原発首都圏集会（亀戸） 

5 月 ●職場権利アンケート 

●青年部勧誘パンフレット配布 

●26 日(木)世教組と区教委の権利に関する確認事項の交渉 

 



 

Ⅱ 私たちを取り巻く情勢と課題 

 

 ウクライナ、アフガニスタン、シリア、リビア、イエメン、香港、ミャンマー、新疆

ウイグルなど世界では、民主的で平和な営みが力によって奪われる出来事が続いていま

す。ウクライナ情勢が毎日伝えられ、家族を失い、故郷を失う出来事に、戦争が何をも

たらすのかを考えさせられています。ロシアのウクライナ侵攻は許されるものではあり

ません。 

ウクライナ情勢はロシアだけではなく、朝鮮民主主義人民共和国、ロシア連邦、中華

人民共和国を念頭にした軍備拡張主義者を勢いづかせています。安倍元首相は、約 5兆 4

千億円の防衛費を大幅に増額することを主張しています。日本の軍事費はアメリカ、中

国に続く世界第 3位となると伝えられています。国会では、改憲勢力が力をつけ、９条

改悪が現実味を帯びてきました。 

  

北村小夜さんは、「戦争は教室から始まる」と言っています。 

すでに子どもたちの周りには、自衛隊が生活の中に入り込んでいます。 

・2011年以降、テレビやゲームの中に自衛隊が堂々と入り込んでいます。 

・3年生の子どもの日記には、「お父さんと飛行機を見てきた。かっこよかったです。」

と書かれていました。 

・4年生の社会科では、自衛隊について自然災害だけではなく「わが国の安全を守ること

を任務とする。」と教えられています。 

・オリパラの開会式、閉会式でも自衛隊が活躍しました。 

・ブルーインパルスは、コロナ下、自衛隊病院の上空を飛びました。 

・世田谷区の中学校奉仕活動のリストに自衛隊が入っています。 

・6年生の子どもが読んでいる本を見ると、「お仕事図鑑」の自衛隊のページでした。 

・生活の厳しさから自衛隊に入隊する若者がいます。住み込みで資格まで取れると。 

・防衛大学は、特別職の国家公務員という扱いとなり、約 12万円の給料と年２回計約 40

万円のボーナスが出ます。学費無料に加え、制服、寝具、食事もただになります。 

  

沖縄辺野古では反対の民意が何度も示されているのに、総工費 2兆 5500万円といわれ

る工事を止めようとはしません。むしろ南西諸島防衛線強化を訴えています。これは、

南西諸島がアメリカを守る盾となるということです。軍隊は市民を守りません。それは、

沖縄戦の歴史が証明しています。 

昨年「同盟強靭化予算」と命名された「思いやり予算」は、毎年 2110億円です。 

 

一方で、教育にはどれだけの予算が使われているのでしょうか。日本の公的教育費対

GDP比４％は、世界 113位。OECD加盟国の中で最低水準です。 

しかも、教員は給特法により 4％の手当てだけで残業代なし。月給 35万円の教員では

４%は 14,000円。平均月 8時間残業の時の基準です。これが例えば月 80時間の時間外勤

務があるとすれば 40％で 140,000円。月々の差額 126,000円を搾取されているというこ

とになります。この差額を解消するために、1兆円必要だそうです。 



 

 

4月の始業式。「誰と同じクラスになっただろう。」「担任の先生はどんな先生だろう。」

とワクワクして登校する子どもたち。ところが自分のクラスだけ担任が決まっていない。

「担任が来るまで副校長先生が担任です。」と言われる。こんなことはあってはなりま

せん。あってはならない事態が今年も起きています。東京都で約 50クラス。世田谷区 4

クラスで始業式に担任がいませんでした。原因は２つあります。１つは、あまりにも過

酷な教員の仕事が知られるようになり、人材が集まらなくなったことです。もう１つは、

あらかじめ余裕を持った配置をしないことです。人の異動があるのだから 4月に、クラ

ス数の変動が起こることは予想できることです。余裕のある人的配置のための人件費を

ケチるからこのようなことになります。 

教員免許更新制を廃止し、新たな研修制度を作るという話ですが、研修の前に明日の

授業の準備の時間が必要です。 

人的余裕のなさは、教員を疲弊させ、心に傷を負う人が後を絶ちません。一方、余裕

のなさはハラスメントを生み出します。 

このような学校現場に突然大きな予算が割り当てられ、ＧＩＧＡスクール構想が始ま

りました。民間企業が学校で一儲けしようという匂いがしてきます。高校入試のスピー

キングテストを行うＢ社は、プレテストも担います。 

このような状況は、教育だけではなく福祉や医療・生活にかかわる仕事でも同様です。

コロナ感染症流行で大変な思いをした清掃の人たちの待遇が改善されず、「自分たちが

何のためにがんばったのか」とつぶやきました。図書館、小学校主事、学童の民営化も

課題となっています。 

兵器ではなく教育に、福祉に、生活にお金を使ってほしいと切実に思います。 

 

Ⅲ．今年度のとりくみ 
 

 

１．憲法改悪を許さず憲法の精神を活かした社会を目指すとりくみをすすめます。 

 

（１） 憲法改悪に反対します 

① ロシアによるウクライナ軍事侵略を利用した憲法改悪に反対します。憲法第九条に

自衛隊を明記、緊急事態条項の創設を柱とする「自民党改憲草案」の憲法審査会へ

の提出に反対し、改憲発議をさせないとりくみをすすめます。 

② 戦争ができる国づくりをめざす「共謀罪」「安全保障関連法」「特定秘密保護法」に

反対し、廃止させるとりくみをすすめます。 

③ デジタル庁設置による個人情報の一括管理・総監視体制づくりに反対します。 

④ これらの闘いをすすめるために、日教組の全国的な闘い、総がかり行動など市民団

体のとりくみにも積極的に参加し、連帯の輪を広げていきます。 

 

（２）反戦・平和・いのちを守るとりくみを強化します。 

① 日米安保同盟の強化、「核共有」発言に抗議し、沖縄の軍事要塞化、辺野古新基地

建設に反対し、普天間基地の早期返還を求めます。 

② 横田をはじめとする全ての基地へのオスプレイの配備・軍備増強に反対します。 

③ 軍事費の大幅増大、「敵基地攻撃能力」保有に向けた動きに反対します。 



 

④ 東京電力福島第一原発のトリチウム・放射能汚染水の海洋放出を許さず、脱原発の

取り組みをすすめます。原発再稼働に反対し、すべての原発・核燃料サイクル施設

の即時停止・廃炉を求めます。 

⑤ 放射線量の高い川場移動教室については、子どもの健康と引率職員の健康を守るた

めに場所の変更を含めた改善を求めます。 

 

２．ゆとりある学校づくりをめざし、人権・平和を大切にする教育をすすめます。 

 

（１）新教育基本法・新学習指導要領の能力主義・国家主義に基づく教育政策や文科省・

都教委・区教委の「教育改革」に反対し、子どもの側に立った学校づくりにとりくみ

ます。 

① 「ＧＩＧＡスクール構想」について、「個別最適化の学び」「一人も取り残さない学

び」と称する児童生徒の選別・格差拡大、教育内容･方法の強制、オンライン授業、

健康被害、現場の混乱などについて問題点を明らかにし、子どもの視点に立った教

育を守ります。 

一挙に進んでいる ICT教育、教育のデジタル化について、課題を共有し論議を深

めていきます。 

② 子どもに「愛国心」をおしつける新教育基本法に反対し、修身復活につながる評価

を伴う道徳の教科化に反対します。 

③ 「世田谷区教育ビジョン」「世田谷教育要領」に基づく教育施策に反対します。２

０年度から始まった「せたがや１１＋～キャリア・未来デザイン教育～」について

は、問題点を明らかにしていきます。 

④ 教科書の内容統制に反対し、教職員の声が生かされる教科書採択制度を求めます。

日本の侵略戦争を正当化し、平和・人権に反する「つくる会系教科書」に反対しま

す。 

⑤ 平和、人権、環境・公害・反原発、ジェンダー平等の教育をすすめるため、教研活

動の充実に努め、教育実践交流をすすめます。 

 

（２） 子どもの人権を大切にする教育実践をすすめます。 

① 子どもの権利条約を学校現場に生かすためのとりくみをすすめます。 

② 能力主義教育に基づいた「習熟度別少人数指導」や、差別・選別につながる「学力

テスト」「新体力テスト」の問題点を明らかにし廃止に向けたとりくみをすすめま

す。 

③ 障害児とともに学び育つインクルーシブ教育の実現を目指します。 

 

３．私たちの生活を守り、労働条件を改善するとりくみをすすめます。 

 

（１）私たちが安心して働けるよう、区教委との確認事項の徹底と定着を図ります。問

題が生じた場合は、分会と執行部で協議しながら解決に向けてとりくみます。 

（２）新型コロナ感染症の子どもと教職員への適切な感染対策、命と健康を守る対策を

求めます。 

（３）年度当初担任がいないなどの教員不足が起こらないよう、ゆとりをもった教員配

置を求めます。  

（４）人事庶務システム・文書管理システム・給食費公会計化は、複雑な操作など過重

負担になり長時間労働にもつながっていることから廃止も含めて見直すよう要求し



 

ます。 

（５）「一年単位の変形労働時間制」導入に反対します。超長時間労働の削減にならない

「勤務時間上限ガイドライン」の設定にも反対し、「給特法」の廃止を求めます。 

（６）人事異動について、強制人事異動がないようとりくみます。「イエローカード」の

集約にとりくみ、個々の事情を具申に反映させるよう、区教委に対する交渉をすす

めます。 

（７）諸権利がきちんと行使できるようとりくみます。 

（８）教職員を階層化させる「主幹教諭・指導教諭・主任教諭」制度に反対し、職員会

議を形骸化させず、学校運営の民主化、教職員の意見が生かされる学校づくりをす

すめます。 

（９）業績評価の開示請求のとりくみをすすめるとともに、開示請求を申し出たことが

不利益にならないようとりくみます。  

（10）職場におけるハラスメントを許さないとりくみをすすめます。管理職信頼度調査

にとりくみます。パワハラなど問題のある管理職に対しては、必要に応じて区教委

交渉を行い、問題解決を図ります。さらに、処罰を含めたハラスメント認定ができ

る第三者機関の設置を求めます。 

（11）休日の部活動指導について「地域移行」を早急に具体化するよう求めます。また、

平日の指導についても早期に移行するよう求め、部活動顧問の強制に反対します。 

（12）憲法の基本的人権をもとに、人間らしい労働環境や社会保障、保育環境を求めま

す。 

①コロナ禍の中、雇用喪失者や生活困窮者に対し直接的な生活補償を要求するとともに、

女性労働の立て直しを要求します。 

②高齢者や非正規雇用労働者・シングルマザーなどすべての人々のセーフティーネット

となる社会保障制度と労働環境・保育環境を求めます。 

③年金支給減額・健保支払負担増・介護掛金増等の制度改悪に反対します。経済全体の

落ち込みに対し消費税廃止を求め、税は国民の納得できる使途とするようとりくみま

す。 

④現職・退職後を通した教職員共済への加入をすすめ、また「ろうきん」の利用拡大・

結集のとりくみもすすめます。 

   

４．組織拡大に努め、頼れる組合を目指します。 

（１）世教組執行部体制の強化を図ります。 

（２）職場の課題や要求を中心とした目に見える活動を行い、更に対区教委交渉を強化

します。 

（３）「世教情報」の定期的発行を目指し情宣活動を活発にします。女性部ニュース等で

権利の情宣に努めます。 

（４）青年部対象者を中心に東京教組「青年部連続講座」「レクリェーション活動」「教

員採用セミナー」に取り組むとともに青年層の組合加入を促進します。 

（５）憲法改悪阻止や教育運動推進のため地公労など地域の労働組合や「世田谷の教育

を考える会」「世田谷 1000人委員会」「市民運動いち」など、市民運動、保護者との

連携を図ります。 



 

世田谷区教職員組合規約 
 
第１章 総 則 

第１条   この組合は、世田谷区教職員組合という。 
第１条の２ この組合の事務所は、世田谷区世田谷一丁目 41番 12号におく。 
第２条 この組合は、世田谷区立の学校職員及び、この組合の役員をもって組織する。 

但し、地方公務員法第 53条第 4項但書きに該当する者（役員を除く）で、委
員会が認めたものは、組合員となることができる。 

第３条 この組合は、各学校毎に一分会を置き、分会は組合の統制に服する。 
第４条 この組合は、教職員の強固な団結によって、教職員の経済的社会的並びに政治

的地位の向上を図るとともに、教育及び学術研究の民主化を実現し、文化の進
展に寄与することを目的とする。 

第５条 この組合は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。 
一、 待遇の改善並びに、労働条件の改善に関すること。 
二、 文化・福利・厚生に関すること。 
三、 教育行政、学校運営及び学術研究の民主化に関すること。 
四、 教育関係事項の調査に関すること。 
五、 その他、この組合の目的達成に必要なこと。 

 
第２章 機 関 

第６条 この組合に、次の機関を置く。 
一、 大 会 
二、 委員会 
三、 執行委員会 

第７条 大会は、最高の議決機関で、代議員をもって構成し、議長はそのたびごとに組
合員の中から選ばれる。 

第８条 大会は、毎年１回定期に開く。但し、委員会または、組合員の３分の１以上の
要求があるときは、臨時にこれを開く。 

第９条 大会は、代議員の２分の１以上の出席をもって成立とする。 
代議員の選出は、別に定める。 
大会の議決は、出席代議員の過半数で決める。但し、第１０条第一・五号は、
直接無記名投票を行い、全組合員の過半数でこれを決める。 

第１０条  大会は、次の権能をもつ。 
一、 規約を変更すること。 
二、 予算を決定し、予算を承認すること。 
三、 緊急事項として、委員会または、執行委員会で処理したことを承認  

する。 
四、 統制規定の適用に関し、最後の審議をすること。 
五、 この組合の連合体の結成、加入もしくは脱退又は解散を決めること。 
六、 その他、重要な事項を決めること。 

第１１条  委員会は、大会に次ぐ議決機関であって、第１２条に定める委員をもって構
成し、議長はその度毎に、委員の中から選ばれる。 

第１２条  委員は、分会の組合員１５名及び、その端数毎に１名の割で選ばれる。但し、
内１名以上の女性を選ぶ。 

第１３条  委員は、毎学期１回以上開くほか執行委員会が決めたときと、委員の３分の
１以上の要求があったときに開く。 

第１４条  委員会は、２分の１以上の出席がなければ成立しない。 
      委員会の議決は、出席委員の過半数で決める。賛否同数の場合は、議長がこ

れを決める。 
第１５条  委員会は、大会で委任された事項のほか、次の権能をもつ。 

一、     第２２条に規定する執行委員の数をきめること。 



 

二、     専門委員を選出すること、及び解任すること。 
三、     役員並びに組合員に統制規定を適用するかどうかをきめること。 
四、     緊急な事項を決めること。但し、この場合は、必ず次の大会の承      

認を得なければならない。 
五、 第２条但書の組合員となる者を決めること。 

第１６条  執行委員会は、その執行機関であって、執行委員の意見をまとめるために設
けられるもので、その議決は過半数できめる。 
執行委員会は、次の権能をもつ。 
一、  大会・委員会で決められたことを処理する。 
二、  緊急事項の処理をきめること。但し、この場合は、事柄の軽重に  

よって、委員会、大会の承認を得なければならない。 
三、  各種の原案をつくること。 

第１７条  執行委員会は、次の者によって構成される。 
一、  執行委員長及び副委員長。 
二、  書記長及び書記次長。 
三、  執行委員 
四、  会計部長 
五、  専門部長 
六、  

第 3章 書 記 局 
第１８条  執行委員会は、業務処理のため書記局を置く。書記局は、前条に規定する役

員をもって構成する。 
 
第 4章 専 門 部 

第１９条  この組合に学校種別の部及び女性部、青年部、養護教員部、事務職員部、障
害児学級部、栄養職員部を置くことができる。 

第２０条  専門部は、それぞれの部に関する特殊な問題の研究・調査をすること及び各
部に属する組合員の連絡をつけることを目的とする。 

      右の部は、この支部の機関を通さないで、単独で対外的な活動をすることは
できない。 

 
第５章 専 門 委 員 会  

第２１条  この組合に、専門委員会を置くことができる。専門委員会は特定の問題に関
して、研究・調査するもであって、委員会がその必要を認めたとき、組合員
の中から選出された専門委員によって構成され、その委員長は専門委員会の
互選によってきめる。 

      専門委員の任期は、必要な期間とする。 
 
第 6章 役 員 

第２２条  この組合に、次の役員を置く。 
一、執行委員長    １名 
二、副執行委員長   ２名 
三、執行委員    若干名 
四、書記長      １名 
五、書記次長     ２名 
六、会計部長     １名 
七、会計監査委員   ２名 

第２３条  執行委員長は、この組合の理事とし、次の権能をもつ。 
一、この組合を代表すること。 
二、大会・委員会を招集すること、並びに執行委員会の議長となること。 

２．副執行委員長は、執行委員長を補佐し、執行委員長が欠けたとき、また事
故があるときは、その代理をする。 



 

第２４条  執行委員は、次の権能をもつ。 
一、   大会・委員会で決議された事項を処理すること。 
二、   組合の常務を執行すること。 

第２５条  書記長は、執行委員長を補佐してこの組合の事務を処理するために、次の権
能をもつ。 
一、 各種会合の通知をすること。 
二、 上部団体及び分会との連絡並びに各官庁・友誼団体との連絡をする  

こと。 
三、 会議の進行・司会をすること。 
四、 各種の記録帳簿の保管をすること。 
五、 その他業務を完遂するために必要な処置をすること。 

     ２．書記次長は、書記長を補佐し、書記長が欠けたとき、または事故があると
きに、その代理をする。 

第２６条  会計部長は、会計一般並びに、財産を管理するほか、次年度の予算案及び前
年度の決算表を作って、執行委員会に提示しなければならない。 

      会計部長は、組合員の中から選任され、他に役員を兼ねることはできない。 
      会計部長は、大会・委員会で議決された処理に関することを処理する。 
      会計部長は、組合経理に関する常務を処理し、組合各種の会議に出席し、経

理に関する発言をすることができる。 
第２７条  会計監査委員は、年 2回以上会計状況を監査し、その結果を委員会及び大会

に報告しなければならない。 
      会計監査委員は、組合員の中から選任され、他の役員を兼ねることはできな

い。 
第２８条  役員の任期は、4月 1日から翌年 3月末日までの 1年とする。但し、留任を

妨げない。 
      補充された役員の任期は残りの期間とし、前任者は、後任者の決まるまで業

務を行う。 
 
第７章  役 員 選 挙 

第２９条  第２２条の役員は、毎年 3月末日までに、全組合員の直接無記名投票をおこ
ない、投票総数の過半数を得たもののうちから得票順にこれをきめる。 

    ２．前項の選挙は、組合若干名で構成する選挙管理委員会がこれを実施する。 
    ３．役員に立候補するものは、前項の選挙管理委員に立候補することはできない。 
 
第８章  加 入 脱 退 

第３０条  この組合に加入しようとするものは、所定の文書をもって分会を通して申し
出るものとする。但し、組合員としての資格は、組合費を納入したときから
生ずる。 

第３１条  この組合を脱退しようとするものは、所定の文書をもって分会を通して申し
出るものとする。 

第３２条  この組合を脱退したものは、既納の組合費、及び財産上の権利を放棄したも
のと認める。 

 
第９章  会 計 

第３３条  この組合の組合費は、毎月給与額の０．５２％とする。但し、２００１年８
月から２００２年３月までは０．４４％とし、２００２年４月から０．５２％
とする。 

第３４条  この組合の経費は、前条の組合費のほか、大会、または委員会の承認を得て、
臨時に徴する費用及び寄付金、事業収益等をもってこれにあてる。 

第３５条  この組合費は支部の会計並びに、資産状況を明らかにするために、常に整理
された会計簿、財産目録及び予算表を備えておかなければならない。 

第３６条  予算案・決算表は、大会で審議を受けなければならない。 



 

第３７条  会計年度は、４月１日に始まり、翌年の３月３１日に終わる。 
 
第１０章 付 則 

第３８条  この規約を施行するために、必要があれば別に細則をきめる。 
第３９条  この改正規約は、２０１２年４月１日から効力を生ずる。 

規約改正 １９９０年５月３０日 
規約改正 １９９１年５月２９日 
規約改正 ２００１年７月 ６日 
規約改正 ２０１１年 10月 24日 

第４０条  この組合は、東京都公立学校教職員組合の支部となることとし、この規約に
規定していないものは、東京都公立学校教職員組合の規約を準用する。 


