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２月23日、組合は２月５日
の定期交渉で継続となった要
求項目について、府・府教委

中学校現場では、高校入試
の内申点を絶対評価とするた

と団交を行いました。
団交で取り上げられた要求

めに導入が予定されているチャ
レンジテストによって混乱が

は以下のものです。

生じています。
教員の過重労働は言わずも

チャレンジテストの入試利用

臨時的任用職員に関わる要求

前回の団交で、教育基本法

定期交渉の２回目も組合からの厳しい追及が続いた

がな、５教科の結果が９教科
の評価に反映されること、

第９条が定める学校の教員に
ついて「その身分は尊重され、

員に頼る府・府教委の責任を

ることができませんでした。

「障害」のある生徒の評価、
また排除に繋がる危険性を、

待遇の適正が期せられる」と
の条文は講師も含まれるのか、

追及しましたが、府教委は、
任用根拠とする地公法22条に

回答する準備すらせず、団交
に出席している様子でした。

組合は問いただしました。高
校現場でも、朝令暮改の入試

という質問に全く答えること
ができなかった府・府教委は、
やっと「講師も含まれる」と
回答しました。しかし、「教

ついてさえも曖昧な説明しか
行えませんでした。

制度による混乱が多くの学校
で定員割れを引き起こしてい
ます。府・府教委の現場を全
く知らない木で鼻をくくった

育基本法は基本法であり、待
遇については条例で定めてお

離職することとなった常勤
講師が最もすみやかに手続き
を行った場合、いつからこの
手当を受け取ることができる
のか、という基本的な質問に
対して、担当者は全く回答す

また、コマ払いという実績
給により８月に無給状態となっ
た非常勤講師は失業者と見な
されるのかという問いに対し、
給与は支払っていないにもか
かわらず「身分」という言葉
を使って雇用関係を示しまし
た。非常勤講師の不安定な雇
用、給与について組合は今後
も追及していきます。

ような回答に組合員の怒りは
頂点に達しました。

ました。

再度団交を申し入れ、組合員

り、差別的な賃金体系につい
て問題はない」としました。
組合は定数内講師だけで
2900名を超える臨時的任用職

「失業者の退職手当」について

去る２月12日、府教委前で
2016年度の講師・臨時職員雇
用継続を要求して決起集会を

府教委の態度
木で鼻をくくったような回答に終止

開きました。集会は酒井執行
委員長の挨拶、雇用獲得闘争

まず府教委は、今後の人事
スケジュールに関し、非常勤、

組合は今後もあらゆる団交
において府・府教委の責任を
追及していきます。
酒井さとえ（執行委員長）

の雇用状況について責任ある
回答を要求すると伝えました。
労働組合に入って
継続雇用を勝ち取る！

本部・豊嶋事務局長の情勢報
告の後、各支部の取り組み、

２月29日に行われた団体交渉の様子

常勤、校種別により、府教委
に内申が上がる時期は異なる

毎年この時期、「来年度の
雇用はあるのか？」と不安に

当該講師の発言が行われまし
た。その後、府教委に雇用要

昨年の最高裁の決定（団交拒
否は不当労働行為である）を

が、任用２日前から前日まで
に発令を行うと説明しました。

さいなまれながら、学校長か
らの打診を待つのではなく、

求書ならびに団体交渉申し入
れ書を手渡しました。

受けて、団交を開かなければ
ならない立場に追い込まれて

府教委の事務的な回答の様子
に、組合員からは１万人近い

労働組合に入って、自ら継続
雇用を要求していきましょう。

集会後、府教委と団交の進
め方について折衝を持ちまし

いることは、府教委も十分理
解しており、その結果、２月

非正規労働者を抱える府の、
任命者としての責任が厳しく

府・府教委の政策の誤りを今
こそ知らしめて、雇用の継続

た。2009年以来、府・府教委
は団交を拒否していましたが、

29日に2009年以来の講師・臨
時職員雇用継続団交が実現し

追及されました。
組合は遅くとも24日には、

を共に闘い取りましょう。

教育現場の労働者が

誰でも入れる

豊嶋登（執行委員）
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２月20日・21日の両日、大
阪で西日本春闘討論集会が開
催されました。
まず、全労協中央の中岡事
務局長が春闘方針の提起を行
いました。2015年春闘の振り
返り、16年春闘の課題を整理
しました。16春闘に向け、①
ディーセントワークの実現と
人間らしく生活出来る賃金の
獲得 ②労働法制改悪（労働
時間制度の破壊、解雇自由）
との闘い ③戦争と生活破壊
の安倍政権を打倒しよう と

教 育 合 同

いう大きな３つの目標を確認
し、目標獲得に向けた具体的
な行動提起が報告されました。
今年の春闘討論集会は、参
加者の発言の機会を増やすた
め、分科会形式で行いました。

石燃料に代わって再生可能エ
ネルギーを導入したり、気候
(159）
変動の被害を少なくするため
の膨大な資金を負担すべき、
というのが「環境債務」の考
【第４回】
え方です。
【「環境債務」
これに加えて、ワークショッ
問題を避けたＣＯＰ２１】 プでは「先進資本主義国によ
皆さんは「環境債務」とい る植民地支配の歴史的な負債、
う言葉をご存知ですか？COP2 途上国の自然資源の収奪、廃
1対抗フォーラム「民衆サミッ 棄物の途上国への輸出」など
ト」で開かれたワークショッ も広い意味での「環境債務」
プの一つでは、この問題が取 だと主張されていました。
り上げられていました。
COP21では、この問題は排
気候変動の責任は炭素排出 出量削減の「差異化」や途上
の大半を生みだした先進工業 国への資金援助として議論さ
国にあるのに、その影響は責 れましたが、気候変動の責任
任のない途上国が引き受けて について明確な結論を出すこ
いるのが現状です。したがっ とはできず、問題は先送りさ
て、金持ち国は途上国に借り れたままです。
があるのだから、途上国が化
寺本勉（高校支部）
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第一分科会は「賃金闘争/最
賃闘争分科会」、第二分科会
は「争議交流/労働委員会の
傾向と闘い方」、第三分科会
は「非正規の闘い/労契法訴
訟の闘いの報告」でした。第
三分科会では現在、労契法20
条裁判を闘っている郵政ユニ
オンや、外国人英語教師を組
織しているゼネラルユニオン
から報告があり、活発な意見
交換が行われました。
２日目は、全労協青年委員
会の渡辺学代表が、2015年８

月に結成された全労協青年委
員会の目的と取り組みについ
て報告しました。また、福祉
職場で働いている立場から、
職場での活動の難しさと、介
護職場における労働組合の必
要性について訴えました。
すでに16春闘は始まってい
ます。安倍政権の介入により
官製春闘とも呼ばれています
が、私たち労働者の運動で要
求を実現する、本来の春闘を
実現させましょう！
大椿裕子（副執行委員長）

昨年の春闘総行動における、大阪市役所前抗議行動の様子

来 た る ３ 月 17日 （ 木 ） に 、

協力してくれました。その力

おおさかユニオンネットワー
クによる春闘総行動が行われ

もあって、両者の事件は解決
に至りました。他労組からの

ます。これは、ユニオンネッ
トに集う労働組合の中で、現

支援があったからこそ、教育
合同の闘い は勝利 したの です。

在、争議を抱えている組合の
争議相手に対して直接、申入

『運動には運動で返す』と
いう言葉があります。春闘総

ならびに抗議行動を行う全日
行動です。

行動は教育現場以外で働く労
働者が、どのような労働環境

こ こ 数 年 の 春 闘 総 行 動 で は、 で 働 か さ れ て い る か 、 そ の 現
教育合同との定期交渉や講師 実を知る機会にもなります。
雇用継続要求団交を拒否し続
け、さらに、労働委員会によ

行 動 は ８ 時 30分 か ら 開 始 さ
れます。全日行動なので、途

る団交応諾命令をも履行しな
い、府・府教委や大阪市

中参加でも可能です。詳細は
後日連絡します。是非、今年

（「君が代」団交拒否）に対
する抗議行動に多数の組合が

の春闘総行動には最大結集を！
岸本伸一（書記次長）

とある報道番組で
の、憲法学者・木

「今の憲法に憎しみを持ってい
る方は、それから解放されない

村草太氏のコメン
ト▼（おそらく押し付け憲法論

と、建設的な改憲論は永遠に不
可能だ、これをまず自覚すべき

者安倍首相を念頭において…）

だと思いますね」▼至言だ

●３月６日（日）13時半 戦争あかん！ロックアクション学習会 関生学働館
●３月９日（水）18時半 維新政治と安倍政権を考えるシンポジウム
エルおおさか907
●３月13日（日）13時〜 さよなら原発関西アクション 大阪市中央公会堂
●３月17日（木） 春闘総行動 ８時半にＮＴＴ西日本前集合

＊全日行動の詳細は、後日連絡します。最大結集を！

教育現場の労働者が

誰でも入れる

みんなでつくる教育合同

