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〜維新政治をこれで最期に！11月22日は大阪W選投票日！〜
11月22日、大阪Ｗ選の投票
日が近づいてきました。今回
のＷ選、有権者は「維新か、
自民か」という大変厳しい選
択を迫られています。先の大
阪都構想住民投票で、自民党
本部が自民党大阪府連ではな
く維新の会を応援したように、
安倍政権が橋下維新の下支え
をするという、何重にも捻れ
た構造を生み出しています。
2008年から始まった、独裁・
分断・破壊の維新政治を終わ
らせるため、沖縄の闘いに力
をもらった組合員からの報告
をここに掲載します。さぁ、
私たちの責任として、ここで
維新政治に終止符を打とう！

オール沖縄・オール大阪
の敵は安倍政権
10月末、沖縄辺野古に行っ
てきました。翌日から新基地
建設工事が再開されるため、
キャンプ・シュワブのゲート
前も緊迫し始めていました。
「新」基地建設のための辺野古

辺野古は普天間基地の代替
地とかシュワブ基地の拡張だ
と宣伝されていますが、佐世
保の米海軍機能の移転も考え
られており、「新」基地建設
にほかなりません。そして、
復帰後初めての基地建設なの
です。

吹田支部、吹田市教委を追求

当面の敵は安倍政権

ゲート前集会で、旧知の方
から「大阪は大変ですね、自
民党に投票しなければならな
いのですから」とＷ選挙につ
いて言われました。そうです
と言ったものの、考えれば沖
縄の方が先行しています。
翁長知事を先頭にしたオー
ル沖縄はかつての自民党が大
きな役割を果たしています。
観光業を中心とした財界グルー
プはオール沖縄の側にあり、
沖縄資本ホテルもここに位置
付いています。オール沖縄の
当面の敵は、日本政府・安倍
政権です。そして、辺野古基
地反対は勝利する公算が大き

いと言われています。
大阪もオール沖縄に続け！

オール大阪はどうでしょう。
当面の敵は橋下維新ですが、
橋下維新を支えているのが安
倍政権です。だからW選は橋
下・安倍を相手にした戦いな
のです。大阪自民党も沖縄自
民党に続く時でしょう。
国際通りでは、軽自動車街
宣車が翁長知事を誹謗してい
ました。その車が掲げていた
のは「日の丸」と「星条旗」
でした。
山下恒生（豊中支部）

授業アンケートを骨抜きに!!

吹田支部が、授業アンケー
トに関して市教委を追及して

い」と明言している。市教委
としても、校長会において、

に、さまざまな戦術をあみ出
し、授業アンケートを骨抜き

示されておらず、吹田市個人
情報保護条例第７条『個人情

いる点を二つ紹介します。

「各担任等が提出を強制する
ことが無いように」との指導

に近づけていきたいものです。

報を収集する際は、その目的
を明示すること』に違反して

授業アンケートへの回答は

収集目的を隠した授業アンケート

任意であることを明示せよ！

を行っている。』
これを受けて組合は、

の回収は個人情報保護条例違反だ！

いる点です。この点に関して
は、「明示しているつもりだ」

一点目は、校長名で書かれ
た「授業アンケート実施のた

「『このアンケートは、強制
されるものではない』という

二点目は、上記「ご案内」
には、「このアンケート結果

とする市教委とは平行線となっ
ています。

めの保護者へのご案内」には、
「保護者（子ども）がこのア

文言を『ご案内』文に入れる
べきだ」との申し入れを市教

が、教員の勤務評価に深く関
わる」旨の収集目的が充分明

峰岡和義(吹田支部）

ンケートに協力するかしない
かの選択権」が保障されてお

委に対して強く行っています。
校長交渉の結果、現場によっ

らず、強制的に実施されてい
るという点です。

ては、校長が校内放送で『答
えたくなかったら、答えない

●11月26日（木） 10時〜 咲洲庁舎

支部は、2015年６月、市教
委と交渉し、次の発言を引き

という選択肢もあります』と
説明しているところや、上記

●11月28日（日） 11時〜 大阪空港北ターミナル

出しました。
『アンケートは、絶対提出
しないといけないものではな
い。府も「強制すべきではな

内容を各担任が教室で伝えて ●11月28日（土） 18時半〜 市立中央会館 憲法のつどい2015「戦争法廃止
いるところも出てきています。 へ の展望を考える」 講演：水島朝穂さん 資料代：1000円
「強制されるものではない」 ●12月６日（日） 13時半〜 エルおおさか大会議室
という市教委側の発言をテコ
『「戦争教科書」いらん！みんなで声を上げよう大阪集会』

「君が代」不起立戒告処分人事委員会第３回口頭審理
ＪＡＬ大阪支援共闘定例宣伝行動

教育現場の労働者が

誰でも入れる
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11月１日、エルおおさかで
「なくそう！官製ワーキング
プア 第３回大阪集会」が開
かれました。午前中は分科会
に分かれ、それぞれのテーマ
で学習の場が持たれました。
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「７・４通知」をめぐる問題
について学びました。

非正規職員は増加し続けてい
ます。今後ますます非正規職
員のために闘う労働組合のニー
ズが高まるのは当然です。

官製現場は「無法地帯」

労働運動で継続雇用を

もはや非正規は全労働者の４割 ！

組合からも報告
「ハイブリッドユニオンのすゝめ」

「混合組合の団結権・少数
約140人の参加者で会場は満員となった
組合の闘いに学ぶ」の分科会
では、教育合同から山下恒生
共闘している教育合同の意義
元執行委員長が「混合組合
が報告されました。
（ハイブリッドユニオン）の
午後からの全体集会ではま
すゝめ」と題して報告を行い
ず、雇止め解雇撤回裁判で闘っ
ました。そこでは、正規・非
ている当該の方々からのアピー
正規、地公法適用者・労組法
ルがありました。
適用者が、同じ学校現場で働
全体集会ではとくに、昨年
く者として同一組合に団結し、
に出された総務省のいわゆる

公務非正規労働者のうち、
特別職非常勤職員（地公法３
条３項３号適用＝労組法全面
適用）を、そもそも任用根拠
の不明確な一般職非常勤職員
（地公法17条適用＝地公法適
用）に転換する動きが各地の
自治体で進んでいます。法の
不整備のために生じる公務非
正規労働の問題を西谷敏さん
（大阪市立大学名誉教授）は
「無法地帯」と指摘しました。
現在、正規職員は減少し、

勝ち取ろう！

継続雇用を勝ち取っていく
ためには労働組合の力である
ことが、この集会でも多く報
告されました。そして、その
ためには各労働組合が横につ
ながる必要があること、また、
当面は先の「７・４通知」の
改善面として使えるところは
活かして非正規職員の待遇改
善をめざして闘っていくこと、
などが共有されました。
田辺岸代(執行委員）

甲午戦争と呼んでいますと。知りませ

(153） んでした。先生のおじいさんやおば
あさんたちは日本が嫌いなのではな

〜京都でカウンター行動〜

【第４回】
『私の故郷は花園口です』

いですか―昔のことです。そんなこと
はありませんよと、笑って答えられた

10月25日(日)、京都でネッ

昨年12月の同様のヘイトデ

ト右翼主催のヘイトデモが行
われました。名目は「日韓国

モでは、カウンターが集合場
所の円山公園を包囲し、デモ

が。

交断絶」という政治デモを装っ
ていますが、デモで吐かれて

出発を30分遅らせました。そ
のこともあってか、警察はカ

島の寒村花園口に上陸する。そして、

いる言葉はヘイトスピーチそ
のものでした。

ウンター以上の人数を動員し
てヘイトデモを守る格好になっ

から4日間に亘り、2万人におよぶ無
抵抗の清軍兵士、市民をほとんど皆

ていました。

殺しにするような大虐殺を日本軍は

1894年10月25日、日本軍は遼東半
旅順に向かう。11月21日の旅順占領

今も残る大連駅周辺の日本人街

根拠のない在日特権

行ったという。南京大虐殺の43年前
のことである。無抵抗の兵士・捕虜の

彼らが言う「在日特権」と
は、生活保護を優先的に受け

京都祇園、河原町という場

られる(→認定に国籍は無関
係)、税金や公営住宅の家賃
が無料(→全くの嘘)、通名を

所柄、海外からの観光客に
「AGAINST RACISM」のビラを
渡すと応援してくれる人がた

―そう聞くと、日本語学科のG先生は、 侵略はすでにここから始まっている。

変えれば前科が抹消される
(→日本の警察はそんなに甘

くさんいました。

観光客もデモに嫌悪

先生はどちらのご出身ですか？

虐殺、女性の強姦、子どもの惨殺、

大連の田舎の方ですよ、と少し照れ

安倍総理は戦後70年談話と称して

たように笑って答えられた。私は、聞

「日本はアジアで最初に立憲政治を

いてもわからないのに、何と言うところ

打ち立て、独立を守り抜き、日露戦争

ですか、と重ねて聞いた。すると、「花

は植民地支配のもとにあった 多くの

くない)、など荒唐無稽なも
のです。嘘とわかっていても

違ったままで一緒に生きよう

園口です。1894年、日本軍が最初に

アジアやアフリカに人々を勇気づけ

ヘイトスピーチは在日外国

上陸した ところです」と、それまでの

た」と平気で嘘を言う。

差別意識を煽る為には手段を
選びません。

人の問題ではなく日本のマジョ
リティーの問題です。

笑みは消え真剣な眼差しで言われ

抗議行動でヘイトデモを圧倒

差別排外主義と闘うことや、
「研修生」など安上がりで無

ヘイトデモ20〜30人に対し
て、それに抗議するカウンター

権利状態の外国人労働者と連
帯することは、労働組合の課

は５倍以上、歩道を併進しな
がらプラカードを掲げたり、

題としてますます重要になっ
ていきます。

マイクでアピールしました。

田中浩昭（高校支部）

た。

ない歴史がいくつも起こったところで

日清戦争のときですか？―そうで
す。こちらでは、午の年だった ので

『自民党憲法改正
草案』の第五十三
条「内閣は、臨時
国会の召集を決定することがで
きる。いずれかの議院の総議員

教育現場の労働者が

ここ中国は、日本人が忘れてはなら

誰でも入れる

ある。ある学生は言う、「歴史を学ばな
い日本人が再び過ちを犯すのでは

の四分の一以上の要求があった
ときは、要求があった日から二
十日以内に臨時国会が召集され
なければならない」▼自ら作っ
た改憲案すら守れない堕落ぶり

みんなでつくる教育合同

