
 

 

＜長崎高教組第 92 回定期大会資料＞ 

経 過 報 告 
第 92 回定期大会 

(2020 年 6 月～2021 年 6 月) 



 

 経 過 報 告（月別）                                                    ２０２０年 ６月  

 

 28（日）平和行進スタート集会･･･牟田・佐藤（長工定）、松尾・馬木（長工全）、古川（鶴洋）、松尾（鳴夜）、平湯（鳴昼） 

 29（月）平和行進･･･牟田（長工定）、烏山（鳴夜）、末吉（諫農） 

 30（火）平和行進･･･牟田（長工定)､ 尾崎（諫農） 

      

中央・ブロック行動 県労連 他  

県内労働関係 

組織内 生活・権利 教 育 平和･民主主義･ 

国民生活 
その他 総特発 

26（金）全教救援委 

    員会オンラ 

      イン会議（寺）      

             

10（水）県労連幹事会（馬） 

24（水）県労連評議員会 

       （馬、鍛、） 

29(月)県労連総がかり行動 

   調整会議（馬） 

3（水）諫早支部会長会（鍛） 

8（月）川棚分会訪問（馬） 

    佐世保南分会訪問（馬） 

    桜が丘分会訪問（馬） 

9（火）壱岐支部総会・議案 

    書検討会（馬） 

13（土）執行委員会（鍛、馬、寺、 

    今、佐、平） 

14（日）五島支部総会・議案書検 

    討会（今） 

17(水)佐世保特支分会訪問（馬） 

   佐世保東翔分会訪問（馬） 

20（土）第 91回定期大会 

22（月）長崎東分会訪問（馬） 

23（火）長崎西分会訪問（馬） 

27（土）長崎支部総会（佐） 

    佐世保支部総会（鍛） 

    島原支部総会（寺） 

30（火）猶興館分会・佐世保特支 

    北松分会訪問（馬）  

 

5（金）出退勤時間管理に係 

      る超勤時間の正確な

把握について人事班

折衝（馬、寺、今） 

 15（月）最低賃金ディーセン ト 

    ワークデー長崎駅前行動 

            （佐） 

17（水）最低賃金ディーセン ト 

    ワークデー浜の町前行動 

            （寺） 

    憲法共同センター昼宣伝 

             （馬） 

19（金）有明訴訟を支援する会事 

    務局会議（馬） 

24(水) 憲法共同センターチトセ 

    ピア前署名行動（寺） 

28（日）平和行進スタート集会 

    爆心地～鉄橋（今、平、佐）           

29（月）平和行進日見～矢上（佐） 

30（火）平和行進諫早市役所～駅 

 

3（水）互助組合来局書 

    面決議 

      （馬、寺） 

5（金）共済組合来局、 

    持ち回りの運 

    営審議会（寺） 

12（金）弘済会幹事会 

      （鍛、寺） 

 



 

経 過 報 告（月別）                                                   ２０２０年 7 月  

4（土）平和行進･･･濱本（佐中夜）、濱村（佐西）、島津（佐工定）、佐藤（清峰）  

5（日）平和行進三川内佐賀引き継ぎ･･･濱本（佐中夜）、日高（佐工） 

17（金）長崎支部分中会･･･牟田（長工定）、古川（鶴洋）、田中（盲）、鶴野（長商） 

18（土）定通部定期大会・学習会･･･牟田・荒木（長工定）、烏山・松尾・田中（鳴滝夜）、井坂（鳴滝通）、濱本（佐中夜）、釣船（島原定）、前田（五島定） 

        実教部定期大会･･･浦本（長工）、元山（長工定)､濱村（佐西）、赤瀬（諫農）、松田・浦上（大工）、竹下（口加）、松田（北農）、東川（鹿町工）､水谷（西彼農、） 

経 過 報 告（月別）                                                   ２０２０年８月  

 8/3 島原支部雲仙市・南島原市平和行進･･･釣船（島原定）、伊福          8/23 教採面接学習会･･･馬場（諫早商） 

 8/6 島原支部島原市平和行進･･･釣船（島原定）、久米（島原工）          8/23 障教部定期大会･･･松尾（虹の原）、田中（盲）、久枝（桜が丘） 

 8/11 小論文対策学習会･･･馬場（諫商）、渋谷（豊玉）               8/29  養護教諭専門委員会･･･松下（佐商）、田中（諫早東）、黒川（佐中昼） 

 8/19 コロナ対策に係る交渉･･･松下（佐商）      

中央・ブロック行動 県労連 他  

県内労働関係 

組織内 生活・権利 教 育 平和･民主主義･ 

国民生活 
その他 総特発 

12（日）教組共闘ブロ 

    ック連絡会議  

       オンライン（馬） 

19（日）教組共闘幹事会 

    オンライン（馬） 

20（月）全教共済中四九 

    ブロ会議オンラ 

    イン 

15（水）ディーセント 

    ワーク街宣長 

    崎駅前行（佐） 

 

5（日）執行委員会（全） 

11（土）第 3回代表者会（全) 

        長教済評議員会（全） 

14（月）平戸分会訪問（馬） 

17(金) 長崎支部分中会（馬） 

18（土）実教部定期大会（鍛） 

    定通部定期大会・学 

    習会（今、佐、平） 

23（木）執行委員会（全） 

29（水）大村全日・定時分会 

    訪問（馬） 

 

 15（水）教組共闘就修学と進 

    路の保障を求める 

    要請書提出（馬） 

30（木）学校におけるコロナ 

    感染拡大防止対策 

    要請書提出 

4（土）平和行進佐世保島瀬公園 

5（日）平和行進三川内佐賀引き 

   継ぎ 

8（水）憲法宣伝行動ハマクロ 

            （馬） 

12（日）自治研総会（今） 

15（水）改憲発議ストップ緊急 

    署名ハマクロス前行動   

            （寺） 

17（金）有明訴訟を支援する会 

    事務局会議（馬） 

 

20（月）教弘運営委員 

    会（馬、鍛、 

    寺、平） 

3（金）総特発 3 号 

中央・ブロック行動 県労連 他  

県内労働関係 

組織内 生活・権利 教 育 平和･民主主義･ 

国民生活 
その他 総特発 

2（日）高校懇総会オンラ 

   イン会議（佐） 

9（日）教職員平和のつど 

   い（今） 

27（木）～28（金） 

 全教共済全国代表者・ 

 事務担当者会議オンラ 

 イン（寺） 

1（土）県労連幹事会 

      （馬、寺） 

19（水）県労連幹事会オ 

    ンライン（馬） 

2（日）執行委員会（全） 

5（水）佐世保中央分会（昼・ 

    夜・通合同）訪問（馬） 

6（木）小浜付箋会訪問（寺） 

11（火）教職員権利手帳編集 

    委員会（馬、寺、佐、 

    平） 

       教採小論文対策学習 

    会（今） 

13(木)教採面接調査票対策学 

   習会（今） 

21（金）島原翔南分会訪問（寺） 

   島原農業分会訪問（寺） 

22（土）執行委員会（全） 

23（日）教採面接学習会（今、 

    馬、平） 

    障教部定期大会（勝） 

    教育のつどい内田樹 

    オンライン講演 

    （馬，今） 

28（金）教職員の権利手帳編 

    集委員会 

    （馬、寺、佐、平） 

29（土）代表者会（全） 

    養護教諭専門委員会 

26（水）人事異動基本要求書、 

    県教委提出（寺） 

19（水）教組共闘九州キャラ  

    バン長崎県要請行  

    動（馬、鍛、寺） 

    コロナ対策に係る  

    交渉（馬、鍛、寺） 

3（月）原爆殉難教師と子どもた 

   ちの慰霊式（鍛） 

      島原支部平和行進雲仙 

   市・南島原市 

6（木）平和の波行動（馬） 

    原水禁世界大会オンラ 

    イン会議（馬） 

    島原支部島原市平和行 

    進 

9（日）原水禁世界大会オンライ 

   ン会議（馬） 

21（金）有明訴訟ヲ支援する会 

    事務局会議（馬） 

 26（水）4 号 

教育全国署名のと

りくみ 



 

経 過 報 告（月別）                                                   ２０２０年９月  

 

 4（金）長崎支部分中会･･･牟田（長工定）、古川（鶴洋）、烏山（鳴滝夜）、田中（盲） 

 18（金）ヤスクニ共闘学習会････松尾（鳴滝夜） 

20（日）全教定通部常任委員会オンライン･･･濱本（佐中夜） 

26(土) 実教部役員会･･･浦本（長工）、濱村（佐西）、内田（諫農）、東川（鹿工） 

中央・ブロック行動 県労連 他  

県内労働関係 

組織内 生活・権利 教 育 平和･民主主義･ 

国民生活 
その他 総特発 

19（土）全教ニューウェ

20（日）ーブなかまづく 

    り職場づくり全 

    国学習交流集会 

    オンライン（佐） 

19（土）教組共闘九州ブ 

    ロック連絡会オ 

    ンライン 

       （馬、寺） 

20（日）全教定通部常任 

    委員会オンライ 

    ン 

 

 

13（日）県労連定期大会   

    （馬、鍛、寺） 

24（木）県労連幹事会 

        （馬） 

 

1（火）諫早定時分会訪問（馬） 

4（金）長崎支部分中会（寺） 

    佐世保支部分会長会 

8（火）長崎南分会訪問（馬）

10（木）島商分会訪問（寺） 

    大村支部分会長会 

11（金）島原支部分会長会 

12（土）青年部オンライン会 

    議（今） 

15（火）鶴南分会訪問（馬） 

18（金）権利手帳編集委員会 

   （馬、寺、佐、平） 

19（土）事務現業部役員会 

           （馬）  

22（火）執行委員会 

26（土）第 5回代表者会 

      （鍛、馬、寺、今、勝、 

        佐） 

    実教部役員会 

        執行委員会 

9（水）重点要求書、県教委提 

    出（寺） 

10（木）長崎商業高校駐車場 

    料金返還措置要求の 

    人事委員会折衝 

         （佐、馬） 

18（金）人事異動基本要求交 

    渉（馬、寺） 

 11（金）ヤスクニ共闘会議（寺） 

18（金）ヤスクニ共闘学習会 

        （寺） 

23（水）社保協幹事会オンライ 

    ン（今） 

 

23（水）教育公務員弘済 

    会幹事会 

      （鍛、寺） 

9（水）総特発 5 号 

    重点要求署 

    名 

23（水）総特発 6 

    号人事 



 

経 過 報 告（月別）                                                   ２０２０年 10 月  

 
1（木）西彼支部分会長会･･･幾世・中村（大崎）、本多（西彼農） 

2（金）長崎支部分中会･･･牟田（長工定）、森内（長北)、古川（鶴洋）、鶴野（長商）、烏山（鳴滝夜） 

３（土）子ども全国センター鈴木大裕講演会･･･馬場・武富・副田（諫商）、有馬（猶興館） 

8（木）6大村支部分会長会･･･加藤（大工）、松下（城南），柄本（川棚）、樋口（波佐見）、井川（ろう） 

11（日）全教定通部常任委員会オンライン････濱本（佐中昼） 

        全教女性部オン ライン学習会･･･坂下（島商） 

17（土）～18（日）全教中央委員会オンライン････濱本（佐中夜） 

18（日）学校図書館の充実に係る県教委交渉の打ちち合わせ････高橋（西陵）、坂下（島商） 

22（木）臨任・会計年度任用職員の待遇改善県教委交渉･･･川場（鶴南特支） 

    学校図書館の充実を求める県教委交渉････高橋（西陵）、坂下（島商）、白石（長工） 

23（金）青年部オンライン会･･･片山（平戸）、渕上（長工）、下岸（中五島） 

24（土）憲法共同センター講演会・・・牟田（長工定）、森内（長北） 

25（日）全教障教部全国代表者会議･･･松尾（虹の原） 

29（木）賃金確定交渉①･･･尾崎（諫農） 

中央・ブロック行動 県労連 他  

県内労働関係 

組織内 生活・権利 教 育 平和･民主主義･ 

国民生活 
その他 総特発 

2（金）全教共済全国代表 

   者会オンライン 

        （寺） 

3（土）教育のつどい分科 

   会責任者・教文部 

   長合同会議オンラ 

   イン    （勝） 

      子ども全国センタ 

   ー鈴木大裕講演会 

4（日）教文部長・教材担 

   当者合同会議オン 

   ライン（鍛、勝） 

11（日）全教定通部常任 

    委員会オンライ 

    ン 

       全教女性部オン 

    ライン学習会 

14（水）全教共済聞き取 

    りオンライン 

16（金）全教自動車保険 

    と東京海上日動 

    合同会議オンラ 

    イン   （寺） 

17（土）～18（日） 

    全教中央委員会 

    オンライン 

       （鍛、寺） 

25（日）全教障教部全国 

    代表者会議 

 

 

 

7（水）県労連幹事会（馬） 

12(月)総がかり行動調 

   整会議オンライ 

   ン（馬） 

 

 

1（木）西彼支部分会長会（今） 

2（金）長崎支部分中会 

    佐世保支部分会長会 

4（日）執行委員会（全） 

6（火）西陵分会訪問（馬） 

8（木）大村支部分会長会（勝） 

9（金）島原支部分会長会 

13（火）佐北分会訪問（馬） 

16（金）権利手帳編集委員会 

    （馬、寺、佐、平） 

18（日）学校図書館の充実を 

    求める県教委交渉事 

    前打ち合わせ 

    （鍛、馬、寺、佐） 

20（火）松浦分会訪問（馬） 

23（金）青年部オンライン会 

          （今） 

24（土）執行委員会 

2（金）賃金確定交渉の重点課

題時事前折衝と準特地

手当支給に係る説明、、

教職員課来局（馬、寺） 

15（木）公務共闘人事委員会 

    交渉（馬、寺） 

22（木）臨任・会計年度任用 

    職員の待遇改善／学 

    校図書館の充実 の 

    県教委交渉  

     （鍛、馬、寺、佐） 

29（木）賃金確定交渉①              

           （全） 

12（月）1 人 1 台パソコン貸

与ＩＣＴ活用事業に

係る高校教育課折衝 

        （馬、寺） 

1（木）じん肺キャラバン 

         県労働局要請（寺） 

         県知事要請（寺）      

    ディーセントワーク宣 

    伝行動長崎駅前（鍛）    

5（月）じん肺キャラバン長崎市 

   要請行動（馬） 

15（木）日本学術会議新会員任 

    命拒否に抗議・撤回を 

    求める緊急集会 in鉄 

        橋（平井、馬、寺）    

24（土）憲法共同センター講演 

    会 

28（水）憲法共同センター街頭 

    署名チトセピア前（寺） 

 

15（木）労金運営委員会 

        （寺） 

22（木）弘済会教育論文 

    審査（勝） 

7（水）総特発 7 号 

    秋の拡大 



 

 経 過 報 告（月別）                                                   ２０２０年 11 月  

 

7（土）事務現業役員会･･･前田(佐商）、猪股（三重中）、川場（鶴南特支） 

7（土）教組共闘九州沖縄教職員学習交流集会オンライン･･･松本（小島中） 

8（日）県教研オンライン･･･錦戸（大工）、前田（五島定）、濱本（佐中夜）、田中（諫早東）、末永（島農）、田中（鳴滝夜） 

17（火）第 3回確定交渉･･･小杉（盲） 

    第 1回現業交渉･･･川場（鶴南特支）、水上（川棚特支） 

20（金）第 4回確定交渉･･･牟田（長工定） 

    第 2回現業交渉･･･川場（鶴南特支）、水上（川棚特支） 

21（土）教育全国署名長崎駅前署名･･･牟田（長工定） 

23（月）全教定通部常任委員会･･･濱本（佐中夜） 

27（金）監査･･･小田原（長商）､田中（盲） 

中央・ブロック行動 県労連 他  

県内労働関係 

組織内 生活・権利 教 育 平和･民主主義･ 

国民生活 
その他 総特発 

6（金）全教 東京海上日 

   動自動車保険中四 

   九ブロック別分散 

   会オンライン（寺） 

14（土）高校組織に関わ 

    る第 1 回全国代 

    表者会議オンラ 

    イン（勝） 

23（月）全教定通部常任 

    委員会 

 

4（水）春闘共闘幹事会    

        （馬） 

3（火）代表者会（全） 

    執行委員会（全） 

6（金）権利手帳編集委員会 

      （馬、寺、佐） 

7（土）事務現業役員会（馬 

12（木）西彼支部分会長会（今） 

13(金)佐世保支部分会長会 

   島原支部分会長会 

15（日）執行委員会（全） 

18（水）諫早支部分会長会議  

           （鍛） 

23（月）執行委員会・議案書 

    検討①（全） 

27（金）監査（馬） 

28（土）佐世保支部釣り大会 

29（日）執行委員会・議案書 

    検討②（全） 

  

 

9（月）教職員課来局 3人 

    第 2回確定交渉事前折 

    衝（馬、寺） 

13（金）第 2回確定交渉（全） 

17（火）第 3回確定交渉（全） 

    第 1回現業交渉 

   （鍛、馬、寺、勝、平） 

20（金）第 4回確定交渉（全） 

    第 2回現業交渉 

       （鍛、馬、寺） 

4（水）堀江議員と懇談 

   国へ「少人数学級を求

める意見書」の県議会

での採択について   

        （馬、寺） 

7（土）教組共闘九州沖縄教   

       職員学習交流集会オ  

       ンライン（馬、鍛、   

    寺、勝、佐、平） 

8（日）県教研オンライン 

   （馬、寺、今、勝。佐、    

    平） 

11（水）改革 21 深堀文教厚  

        生委員会委員長と 

        懇談 国へ「少人数 

        学級を求める意見 

    書」の県議会での 

        採択について   

        （馬、寺） 

14（土）ゆめおす講演会 

        （今、佐） 

21（土）～22（日） 

    全国教職員学習交 

    流集会オンライン 

          （馬） 

21（土）教育全国署名長崎駅 

    前署名（鍛、寺、勝、 

       佐） 

30（月）教育全国署名県議会  

    陳情（鍛、佐） 

9（月）佐世保過労死訴訟長崎地 

   裁傍聴（馬） 

10（火）カジノ反対街頭署名鉄 

    橋（馬） 

16（月）くらふく実行委員会（寺） 

21（土）過労死シンポジウム（平） 

 

 

9（月）共済組合来局 2 

    人、セントヒル   

       長崎利用補助新 

       規事業の説明                     

                （寺） 

18（水）教弘幹事会 

        （鍛） 

 



 

経 過 報 告（月別）                                                   ２０２０年 12 月  

20（日）全教定通部常任委員会オンライン･･･濱本（佐中夜） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経 過 報 告（月別）                                                         2021 年 1 月  

 

 

 

中央・ブロック行動 県労連 他  

県内労働関係 

組織内 生活・権利 教 育 平和･民主主義･ 

国民生活 
その他 総特発 

5（土）6（日） 

全教委員長・書記長オン

ライン会議（鍛、寺） 

20（日）全教定通部常任 

    委員会オンライ 

    ン 

2（水）春闘共闘総会 

      （馬、寺） 

5（土）春闘討論集会（オ 

   ンライン併用） 

    （馬、勝、平） 

9（水）県労連幹事会 

        （鍛） 

15(火)ディセントワー 

   ク早朝街宣長崎 

   駅高架橋広場 

        （佐） 

 

13（日）執行委員会（全） 

19（土）代表者会（全） 

 

3（木）重点課題人事交渉（寺） 

21（月）人事委員会事務局ま来

局、審査請求継続照会 

           （寺） 

22（火）人事評価と賃金リンク  

    制度概要説明、県教委 

       来局   (馬、寺、佐） 

25(金)賃金リンク制度に係る

県教組との連絡会 

         （馬、寺） 

 

 

4（金）教育全国署名の要求に 

    係る陳情について自民党  

    県連要請（鍛） 

11（金）教育全国署名スパー 

    ト集会オンライン（鍛） 

11（金）ヤスクニ共闘会議 

          （寺） 

15(火)原発なくそう！九州 

   玄海訴訟弁護団来局 

        （馬、寺） 

 

17（木）有明訴訟を支援す 

    る会事務局会議 

          （馬） 

18（金）グリーンウェーブ 

    要請行動（馬） 

25（金）じん肺キャラバン 

    監査    （馬） 

 

2（水）労金運営委員会（寺） 

７（月）共済組合上審議会持 

    ち回り会（寺） 

 

中央・ブロック行動 県労連 他  

県内労働関係 

組織内 生活・権利 教 育 平和･民主主義･ 

国民生活 
その他 総特発 

16（土）全教組織担当者 

    会議オンライン 

         （鍛） 

24（日）全教生権討論集 

     会オンライン 

           （寺、佐） 

30（土）高校教育シンポ 

    ジウムオンライ 

    ン（勝、平） 

    全教定期大会議 

    事運営委員会オ 

    ンライン（鍛） 

６（水）春闘共闘新春宣 

    伝長崎駅前行動 

                （佐） 

       同、諫早駅前行 

    動（馬、鍛） 

13（水）県労連幹事会 

        （馬） 

 

11（月）執行委員会 

14（木）大村支部分会長会議 

    案書検討（勝） 

    西彼支部分会長会議 

    案書検討（今） 

    口加高校訪問（寺） 

15（金）島原支部分会長会議 

    案書検討（寺） 

17（日）執行委員会 

20（水）諫早支部分会長会議 

    案書検討（鍛） 

23（土）第 222回中央委員会 

    オンライン（全） 

        執行委員会（全） 

25（月) 本部役員選挙公示 

 

５（火）人事評価と賃金リンク 

    にかかる要請書、人事 

       委員会提出（寺） 

６（水）県立高校校長協会会 

    長懇談（馬、鍛、寺） 

13（水）人事評価制度に係る県 

    教委交渉（全） 

19(火) 人事評価制度に係る  

    県教組との懇談 

                  （馬、寺) 

 

 14（木）有明訴訟を支援す 

    る会事務局会議（馬） 

28（木）ヤスクニ共闘オンライン 

            （寺） 

 8 号 賃金リン 

   クアン 

   ケート 



経 過 報 告（月別）                                                         2021 年２月  

 

7（日）「ＴＡＮＥ！」オンライン････渋谷（豊玉）、渕上・末永（長工全) 

11（木）ヤスクニ共闘学習講演会オンライン････尾崎（諫農）、田中（鳴滝夜） 

17（水）春闘地域総行動長崎駅前････牟田（長工定)、松尾（鳴滝夜） 

20（土）全教現業部総会････川場（鶴南特支) 
 

経 過 報 告（月別）                                                         2021 年 3 月  

 

6（土）本部役員選挙開票･･･古川（鶴洋）、井ノ上（北陽台）、北島（大村工）、本田（諫早全）、馬木（長工全）、荒木(長工定）、小杉（盲）、深松（諫農）、田中(鳴滝夜） 

14（日）「ＴＡＮＥ！」オンライン････渋谷（豊玉） 

中央・ブロック行動 県労連 他  

県内労働関係 

組織内 生活・権利 教 育 平和･民主主義･ 

国民生活 
その他 総特発 

7（日）「ＴＡＮＥ！」オ 

   ンライン 

12（金）全教全国代表者 

    会    （寺） 

13（土）~14（日） 

    全教第 38 回定 

    期大会（鍛、寺） 

20（土）全教現業部総会 

10（水）県労連・春闘共 

    闘合同幹事会 

        （馬） 

17（水）春闘地域総行動 

    長崎駅 

7（日）執行委員会 

9（火）本部役員選挙立候補届 

    締切 

20（土）代表者会（全） 

    執行委員会（全） 

 

8（月）賃金リンク人事評価交  

    渉② 

 

 

6（土）教組共闘九州・沖縄ブ   

       ロック連絡会オンライ  

    ﾝ              （馬） 

8（月）1 人 1 台パソコン運用の 

    手引きに係る折衝 

                   （馬、寺） 

2（火）佐世保過労死裁判長崎 

    地裁傍聴       （馬） 

11（木）ヤスクニ共闘学習講演会 

    オンライン（馬、寺） 

1（月）教弘幹事会 

      （鍛、寺） 

2（火）互助組合資産運 

    用委員会・常務 

       理事会   （寺） 

4（木）互助組合理事会 

    書面決議（寺） 

16（火）共済運審書面会 

    議  （寺） 

18（木）教弘運営委員会 

    （鍛、寺、平） 

 

9 号 年度末ま 

   での組    

   織拡大 

   のとり 

   くみ 

中央・ブロック行動 県労連 他  

県内労働関係 

組織内 生活・権利 教 育 平和･民主主義･ 

国民生活 
その他 総特発 

14（日）「ＴＡＮＥ！実行   

    委員会オンライ 

    ン 

 

3（水）県労連・春闘共 

    闘幹事会（馬） 

11（木）春闘共闘夕方ア 

   ピール行動     

        （寺） 

12（金）総がかり行動調 

   整会議（馬） 

16（火）メーデー実行委 

    員会（馬、寺） 

21（日）春闘共闘ポステ 

    ィング行動 

       (今、佐） 

24（水）県労連評議員 

    会(馬、鍛、寺) 

 

5（金）島原支部分会長会 

6（土）本部役員選挙開票 

         （馬、寺 

12（月）佐世保支部分会長会 

13（土）執行委員会（全) 

15（月）鹿町工業分会・北松 

    農業分会オルグ・     

    佐世保南分会訪問 

           （馬） 

19（金）諫早支部分会長会 

           （鍛） 

    島原支部分会長会 

20（土）代表者会 

23（火）島工分会オルグ（寺) 

27（土）執行委員会（全） 

10（水）次年度の県立高校業務

改善アクションプラン

内容説明（馬、寺） 

25（木）春闘要求書提出及び 

    賃金リンク人事評価

制度に係る試行等のス

ケジュールの提案撤回

の文書回答受理（馬、寺) 

26（金）21人事総括折衝 

                  （馬、寺) 

 

 6（土）さよなら原発ナガサキ集 

    会（鍛、佐） 

19（金）カジノ誘致の中止を求め 

    る街宣署名～鉄橋（馬） 

31（水）憲法共同センターチトセ 

    ピア前署名（寺） 

3（水）互助組合来局、 

    理事会書面決議  

        （寺） 

18（木）労金運営委員会 

        （寺） 

24（水）互助組合来局 

    全教共済掛金 

    手数料率の改 

    定に係る説明 

       （寺） 

 



 

経 過 報 告(月別)                                                        ２０２１年 ４月 

 

長崎工業定時制 分会長 荒木智子 

大村工業 分会長 松田秀太 

鳴滝夜間 分会長 松尾幸祐 

諫早東 支部長 前田安彦 

島原定時 支部書記長 釣船明文 

中五島 支部長 下岸廉 

 

以下オンライン 

長崎明誠 分会長 土橋敬一 

盲学校 分会長 田中雄一 

佐世保中央夜間 支部長 濱本功二 

虹の原 分会長 松尾圭一郎 

大村城南 分会長(代理) 内山正士郎 

佐世保西 分会長 濱村一代 

長崎東 分会長 樋口裕次 

諫早東 分会長 鵜瀬勝人 

大村全 分会長 碓井利明 

猶興館 分会長 有馬敏男 

五島定 支部長 前田祥紀 

 

春闘教育長交渉 

前田安彦 

牟田篤史 

中央・ブロック行動 県労連 他 県内労働関係 組織内 生活・権利 教 育 平和･民主主義･国民生活 その他 総特発 
9(金)全国代表者会議(佐藤) 

10(土)教育のつどい教文部長会(勝

村) 

11(日)教文・教財会議(鍛治) 

15(水 )自動車保険センター組織役

員・代理店会議(佐藤・森永) 

9(金)メーデー実行委員会(佐藤) 

14(水)県労連幹事会(馬場) 

21(水)春闘共闘団体要請経営者協

会(馬場) 

22(木)公務共闘人事委員会交渉(馬

場・佐藤) 

 

 

 

3(土)執行委員会 

全県分会長会 

17(土)代表者会 

執行委員会 

19(月)大崎高分会訪問 

24(土)執行委員会 

30(金)長崎支部分中   

    会 

    佐世保支部分

中会 

 

 1(木)平田新教育長来局(鍛治・佐藤) 

2(金)教職員課来局(佐藤、馬場) 

5(月)人事委員会事務局来局(佐藤) 

6(火)県教委折衝(春闘教育長交渉に

ついて事前折衝(佐藤、寺田) 

26(月)県立高校改革活性化協議会

設置報告(佐藤・寺田) 

28(水)春闘教育長交渉 

13(火)三大悪政街頭署名(佐藤) 

14(水)改憲発議反対署名(佐藤) 

25(日)民主教育推進委員会(勝村・

錦戸) 

18(日)養護教諭

専門委員会 

 

7(水) 



経 過 報 告(月別)                                                        ２０２１年 ５月 

 

 

 

経 過 報 告(月別)                                                        ２０２１年 6 月 

 

中央・ブロック行動 県労連 他 県内労働関係 組織内 生活・権利 教 育 平和･民主主義･国民生活 その他 総特発 
8(土)教組共闘九ブロ連絡会オンライ  

ン(寺田・馬場) 

15(土)全教定通部(濱本) 

28(金)高校組織懇談会総会オンライ

ン（鍛治） 

31(月)救援委員会オンライン(佐藤) 

1(土)メーデー(鍛治＠県労連／佐

藤・今泉オンライン) 

長崎(牟田・松尾) 

10(月)県労連四役会議(馬場) 

12(水)長崎県春闘共闘会議 

長崎県労連幹事会(馬場) 

25(水)第 3 回交渉賃金リンク 

27(木)互助組合理事会(寺田) 

1(月)執行委員会 

9(日)執行委員会 

14(金 )会計監査 (田中

雄) 

16(日)第２回代表者会 

20(木)佐藤ハラスメン

ト裁判 

21(金)長崎支部・佐世

保支部議案書検

討 

24(月)共済組合監査 

14(金)県教委折衝

(賃金リンク

佐藤・寺田) 

25(火)賃金リンク

交 渉 ( 執 行

部) 

29(土)全教生権討

論オンライ

ン(佐藤) 

6(木)県教委折衝(高校入試について

寺田・佐藤) 

 

3(月)9 条フェスタ(今泉・佐藤オン

ライン) 

22(土)憲法共同センター総会( ) 

14(金 )教弘教育

研究助成

審査会(鍛

治) 

 

中央・ブロック行動 県労連 他 県内労働関係 組織内 生活・権利 教 育 平和･民主主義･国民生活 その他 総特発 
11(金)全教共済第一回代表者会議() 

14(月)議事運営会佐藤) 

25(金)議長団候補議事運営会佐藤) 

27(日)第 63 回全教中央委員会(佐藤) 

 

2(水)県庁非正規職員ハラスメント

傍聴(佐藤) 

5(土)民主長崎県政をつくる会オン

ライン(佐藤) 

10(木)公立学校共済組合長崎支部

運営審議会(鍛治・佐藤) 

弘済会第１回幹事会(鍛治) 

 

 

4(金)西彼支部議案書

検討 

11(金)島原支部議案書

検討 

12(土)執行委員会 

13(日)五島支部議案書

検討 

17(木)諫早支部議案書

検討 

 

7(月 )賃金リンク

交 渉 ( 執 行

部) 

10(木)高校入試折

衝(勝村・佐

藤) 

 

 6/9(水)社保協マイナンバー制度・マ

イナンバーカードについて

講演会(今泉) 

  


