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１月22日、組合は大阪府・

の命令、判決が下りたにも関

大阪府教育委員会から不当労

わらず、最高裁決定まで判断

働行為救済命令の謝罪文手交
を受けました。

を引き延ばした府・府教委の
姿勢についても厳しい追及が

2010年の講師雇用継続団交
を府・府教委から拒否された
ことから始まった争いは、交

ありました。しかしながら、
府・府教委は、「組織の判断」
という言葉に終始し、６年に

渉参加者名簿の不提出を理由
に定期交渉拒否にまで及び、
組合は府労働委員会、中央労

も及ぶこの争いの責任者は誰
であったのか、明確にするこ
とはありませんでした。

働委員会へと数々の救済申立
てを行ってきました。その後、
計10件の謝罪文手交命令と、

団交において府・府教委と
組合は、今後の労使関係の正

１件の団交応諾命令が府・府
教委に下されましたが、それ

常化を確認し合意に至ったた
め、団交後に救済命令の一部

を不服とする府・府教委は、
行政訴訟を繰り返し、最高裁
まで争いを続けました。

の団交は、直前になって、

の府・府教委の間違った対応

である謝罪文手交へと移りま
した。
今回の団交の結果を受け、

2015年３月31日、最高裁の
決定により命令が確定するこ
とで、やっと府・府教委は命

「地公法に付随する形で行っ
てきた今までの団交と異なる
形ではできない」と再び拒否

への謝罪を受けました。
団交では、今後、労組法適
用の団交として講師雇用継続

組合と府・府教委は労組法第
14条に基づき、労働協約（協
定書）の締結を行うことを確

令履行にうつる姿勢を示して
きました。10件にも及ぶ団交
拒否を受けた組合が望んだ解

されました。
組合は、府・府教委の依然
続く命令不履行を、労組法に

交渉を行い、定期交渉につい
ても行うことが回答されまし
た。組合からは、６年前に団

認し合いました。締結後に救
済命令の残りを履行すること
で、この間の争いに決着をつ

決は、府・府教委が「労組法
上の労働組合」として教育合
同を認めることです。形ばか

基づき検察・裁判所に通知す
ることを労働委員会に要請し
ました。昨年11月、府労委は

交拒否へと転じた理由とその
責任者について、また、数々

ける見通しとなりました。

りの謝罪文の手交ではなく、
労組法上の団体交渉を拒否し

府・府教委の命令不履行を認
め、大阪地検と大阪地裁に通

ないという、府・府教委の変
化を求めました。そのため、
救済命令の一つである団交応

知を行いました。その結果、
府・府教委は再び組合に命令
履行を行いたいと申し出たの

諾命令による団交を行うこと
から、命令履行を進めていく
ことにしました。

です。そして協議の結果、組
組合と府・府教委は１月22日
に団交を開催することになり

府教委企画課長から謝罪文の手交を受ける酒井執行委員長

酒井さとえ（執行委員長）

ました。
労組法に基づく団交を行うまで

しかしながら、昨年７月２
日に開催する予定であったそ

団交に先立ち、教育委員会
教職員企画課長より、この間

教育現場の労働者が
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原告証言で減給処分の不当性を立
証

第５７９号

次に、不起立前後の態様、

ところが、問題は裁判官に

こんな酷い時代を諦めるわ

すなわち丸イスをなぜ持って

ありました。被告代理人の尋

けにはいかないのが教育労働

１月25日、大阪地裁809号

行ったかについて、府教委や

問を優に超える時間を費やし

者であり教育労働組合ではな

法廷で『不起立減給処分取消
訴訟』の証人尋問が行われ、

校長が原告を卒業式から排除
した状況において止むを得ず

て、請求棄却という結論を念
頭におき、それに適した言質

いでしょうか。「戦争は教室
から始まる」 ― 今着々とそ

組合員をはじめ、多くの方々

したことであり、そもそも排

を取ろうする尋問ぶりはあま

の準備を進めつつある権力者

が傍聴支援してくださいまし

除しようとする方に問題があっ

りにもあからさまで原告代理

に抗し、私たちの思想と文化

た。尋問を通じて、府教委が

たことを詳細にその理由・動

人が抗議するほどでした。

を創造しネットワークを広げ

減給の根拠とした「悪質性」

機・実態を立証しました。

については、かなり否定でき
ました。

次回弁論は４月11日10時か

ましょう。下記2・11集会に

最後に、卒業式の秩序が乱

らと決まりました。通常なら

是非ご参加をお願いします！

れたか否かについても、写真

最終弁論結審となるところで

本部執行委員(高校支部)の

まず、二重の職務命令違反

や動画を通して一切混乱がな

すが、検察官もどきのあまり

増田俊道さんもパネルディス

として「正門警備の役割を放
棄をした」との府教委の主張

かったことを立証しました。
逆に、被告側証人の府教委

に酷い裁判官の尋問について、
対抗措置も考えているところ

カッションに参加します。

に対しては、卒業式における
役割分担の性格や実態を明ら

処分担当者は反対尋問にまと
もに答えることができません

です。裁判所の結論にかかわ 戦争のための教育は許さない！
らず、今後も「君が代」強制
2・11集会

かにし、さらに正門警備に限

でした。処分の根拠があいま

らず、教育委員会が校長に指
示し職務命令を出そうが、現

いであることが明らかになり
ました。総じて、客観的に見

に対しては異議申し立てを続 ◆2月11日(木) 開場1時・開会1時半
けていくつもりですので、ご ◆大阪市立港区民センター
支援と連帯をよろしくお願い (JR・地下鉄弁天町駅下車徒歩10分)

場では例年のごとく役割につ
いても臨機応変に行っていた
事実も示しました。

れば原告に理のある証人尋問
であったと言えます。

【第２回】

裁判官による結論ありきの尋問

「テロの翌日は、圧倒的多数
(157） の人々が非常事態宣言に納得
していた。３か月間の延長に
際しても、緑の党の一部、社
会党からの造反など８人が反

します。

◆資料代：700円

「戦争のための教育は許さない！

辻谷博子（高校支部）

2・11集会」にご参加を！

大阪経済大学に勤務してきた外

組合員差別の問題が根底にありま

国人准教授が、定年後、特任教員

す。かつてより大阪経済大学と組

として継続雇用されなかったこと

合は数々の労働争議を経験してき

対しただけで、共産党も賛成
した。しかし、デモ禁止など
政治的社会的自由を制限し続

を不服とし、2014年12月から団交

ましたが、今回も団交での解決に

を重ねてきました。通常、本人が

至らず昨年12月25日、府労委に不

希望すれば、67歳で定年後、70歳

当労働行為救済申立を行いました。

けることに対して、労組は、
ＣＧＴ・ＳＵＤなど異議を唱
えている。裁判官や弁護士の

まで継続雇用されているにもかか

大阪経済大学の度重なる不当労働

わらず、組合員だけ拒否された背

行為に、今度こそ終止符を打つ時

景には、長年に渡る外国人差別と

です。

大椿裕子（副執行委員長）

団体、人権団体などがこれを
支持し、一般市民も考え始め
SUD-PTTパリ支部の専従ケランさん

テロ襲撃事件を受けて出さ

ている。しかし、多国籍企業
所有の右寄り民放テレビ・新
聞を見ている人たちの多くは、

●２月５日（金） 18時半〜 エルおおさか1023 定期交渉

※最大結集をお願いします！！
●２月８日（月）

13時半〜 大阪地裁809号法廷

れた非常事態宣言について、
フランスの労組活動家がどう
考えているのか知りたいと思

今なお非常事態は全く当然で
問題ないと確信している」
活動の合間に、パリ・コミュー

い、ＳＵＤーＰＴＴ（郵便労
働者の独立系労組、ＳＵＤの
連合組織であるソリダールに

ンの「聖地」を訪問しました。
コミューン敗北の日（1871年
５月28日）、最後まで墓地に

●２月11日（木）13時半 港区民センター

は20万人の組合員がいる）を
訪問しました。

立てこもって抵抗を続けた14
7人が倒れた場所です。壁に

●２月20日（土）13時〜21日（日）12時 PLP会館

パリ支部の専従で労働相談 は記念プレートが嵌め込まれ、
担当のケランさんにインタビュー。 今でも訪れる人が絶えないの
彼によれば、世論や人々の反 か、花束が置かれていました。
応は 少々複 雑だそう です 。

（続く）

寺本勉（高校支部）

郵政労契法２０条裁判

第７回口頭弁論 （口頭弁論終了後、報告集会）近畿支社前集会（14時半〜）
●２月10日（水）

18時半〜 エルおおさか南館ホール

おおさかユニオンネットワーク春闘決起集会
講演 『支配と収奪に抗うために」

首都圏青年ユニオン執行委員長・神部紅さん

「戦争のための教育は許さない！2・11集会」 資料代700円
西日本春闘討論集会

「一億総○○」シ

を全うできず敗戦したことへの

リーズに新作▼
「一億(総)玉砕」
＝太平洋戦争中の本土決戦の覚

天皇への詫び▼「一億総中流」
＝先の大戦の戦争責任を忘却し
た経済至上主義▼「一億総活躍」

悟▼「一億総懺悔」＝先の覚悟

なるものは、この延長上にある

教育現場の労働者が
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