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４月。日本のほとんどの会
社、学校では新しいメンバー
を迎える時期です。新しい仕
事、新しい職場に期待しつつ
も不安やストレスを抱えてい
る人も多いかと思います。
慌ただしいスタートの中で、
勤務時間や賃金、各種の手続
きが後回しになっていて、仕
事に関する説明もなんだかはっ
きりしない、そんな時にはま
ず組合に相談してみましょう。
初任者は条件附き採用です

特に、公立学校で新しく採
用された人に、知っておいて
もらいたいことがあります。
採用通知を手にし、先生に
なったと思っていても、初め
の一年間は「条件附き採用」
という身分です。つまり、勤
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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
務状態によって免職（クビ）
となることがあるのです。
文科省が2015年３月に明ら
かにした調査によると30歳未
満の教員の離職者は全国で
700名を超えています。その
うち、職務上の問題のため離
職した人は19名程度です。そ
の程度の数だったら問題はな
いと思うかもしれませんが、
565名は離職理由が明らかに
なっていません。この数字の
多くに「依願退職」が含まれ
ているはずです。

ち取りました。採用しておき
ながら経験の少ない教員をク
ビにするのですから、現場の
校長には説明責任があります。
そこで、自ら退職する方向へ
と誘導するのです。事実、新
任教員からの相談に対して組
合が入ることでその流れを回
避させた例が何件かあります。
大切なことは、「追い込まれ
ている？」と感じたらすぐに
組合に相談することです。
労働条件を良くするために

http://www.ewaosaka.org

することで働きやすい職場を
作ることができます。上司か
らのパワハラ、サービス残業、
クビきり・・・。黙っていて
も何も変わりません。私たち
労働者は、労働組合を作って、
使用者にガツンと言ってやる
権利があります。そんなこと
をしたらますます働きにくく
なるのでは、と心配するかも
しれません。しかし組合の正
当な活動に対して嫌がらせを
してきたら、それは不当労働
行為です。法律で禁じられて
いるのでご安心を！
自分を変える、社会を変え
る一歩として、組合に入って
労働者の権利を行使していき
ましょう。

私たちの組合は、かつて新
任免職された教員の免職取消
を裁判で争い、現場復帰を勝

「ブラック企業」という言
葉が既に一般的になってしまっ
ていますが、組合に入って雇
用主と直接に労働条件を交渉

５月１日（日）は第87回中
之島メーデーが開催されます。

Nothing about us
without us （私たち抜きに

どのスローガンも掲げ、今年
のメーデーは行われます。

今年のメインテーマは「非
正規労働者への均等待遇を実

私たちのことを決めるな） 。
これは、「障害者権利条約」

先日来日した、ウルグアイ
のホセ・ムヒカ前大統領は、

現しよう」です。安倍自民党
さえもが掲げだした「同一労

の策定過程で当事者たちによっ
て掲げられたスローガンです

講演先の東京外国語大学で若
い学生達に、８時間労働制の

働同一賃金」（「同一価値労
働」ではない！）。派遣法改

が、これは労働者（とくに非
正規労働者）の運動にもまっ

闘いについて語りました。こ
れはまさに、メーデーのこと

悪に始まる、安倍自民党の一
連の労働法制改悪の動きのな

たく当てはまります。
そして、私たちの生存権に

に他なりません。そして彼は、
「同じ志を持つ仲間を見つけ

かで、これは今夏の参議院選
をにらんでアドバルーン的に

かかわる問題として、「戦争
法を廃止に追い込もう」「辺

て闘おう」と伝えました。
５月１日、私たちの切実な

掲げられた姑息なスローガン
であることは明らかです。

野古新基地建設反対」「原発
のないクリーンな社会へ」な

声を、大阪の街に轟かせましょ
う！
岸本伸一（書記次長）

教育現場の労働者が

誰でも入れる

酒井さとえ（書記長）

みんなでつくる教育合同
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今春も、大阪府下、各小・
中・高等学校の卒業式・入学
式に先立って、職員会議で校
長から「2012年1月17日付教
委髙第3869号教育長通達」を
根拠にした職務命令が発出さ
れたことと思います。
この職務命令の根拠になっ
ているのは、2011年のいわゆ
る大阪府の「国旗国歌強制条
例」です。
また、「同一の職務命令に
３回違反した場合は免職」と

教 育 合 同

大阪弁護士会が勧告
いう、大阪府職員基本条例も
2012年に公布・施行されてい
ます。
大阪弁護士会が「君が代不起立処分
は人権侵害」と認定

しかし、今年３月18日、大
阪弁護士会は、「君が代」不
起立で処分を受けた府立高校
の教員が、同僚や卒業生・保
護者とともに人権救済の申し

立てをしていたことに対して、
「条例や職務命令で国歌の起
立斉唱を求めることは思想・
良心の自由を侵害している」
と認定し、教育委員会と当該
の高校に対し「人権を侵害し
ないよう」勧告しました。
府教委は

まずはじめに、スペイン
在住の研究者・廣田裕之さ
んによる「市民政党ポデモ
スを生んだスペインの社会
的背景」と、ポデモス・バ
レンシア事務局長のハイメ・
パウリーノさんによるビデ
オメッセージが上映され、
参加者は約180名 会場は満席に！ 失 業 率 2 5％ と い う 厳 し い 状
況等が伝えられました。
４月９日、大阪ドーンセン
続いて、スカイプでスペイ
ターで、「路上から議会へ
ンとつなぎ、５人のパネラー
ポデモスから学ぶ市民シンポ の質問にパウリーノさんが答
ジウム」が開催され、パネラー える形でパネルディスカッショ
として大椿執行委員長も発言 ンが行われました。大椿執行
しました。
委員長は、ポデモスの急進的
ポデモスは、Occupy W all な勢いと市民の後押しに大阪
Street運動のきっかけとなっ 維新の会を重ね、そこにある
た2011年の15M（キンセエメ） 違いは何かと問いかけました。
運動に参加した若者たちから
パウリーノさんは、「右派
発生し、2014年１月に設立さ 左派にかかわらず誰でも賛同
れた若者を中心とするスペイ する問題に徹底して焦点をあ
ンの新政党です。昨年12月の て」運動を作ってきたと語り
総選挙では結党２年で69議席 ました。そして、「伝統的運
を獲得し、第３党になりまし 動のアイデンティティや潮流、
た。日本では「勝てる左派」 やり方にとらわれないこと」
「市民に届く言葉を発する左 の重要性を繰り返し私たちに
翼」として関心を集めるよう 伝えてくれ、夏の選挙に向け
になりました。
多くのヒントを貰いました。

●４月23日（土） 11時〜 大阪空港 ＪＡＬ大阪支援共闘定例宣伝行動
●５月１日（日） 10時〜 中之島公園剣先ひろば

＊みなさん、結集しましょう！

●５月３日（火・憲法記念日） 13時半〜
扇町公園『憲法こわすな！戦争法を
廃止へ！５．３おおさか総がかり集会』

不起立で闘った教員もいます。
やむを得ず、年休を取得した
り、式場外勤務の職務命令を
受けたりした教職員もたくさ
んいることと思います。
府教委や校長は、大阪弁護
士会の勧告を重く受けとめ、
過去の人権侵害については謝
罪し、今後の卒業式や入学式
で人権侵害を繰り返さないよ
う強く求めます。

大阪弁護士会の勧告に従うべきだ

今春も、「君が代」強制を

(162）

ポデモスから学ぶ市民シンポジウム 開催

第８７回中之島メーデー
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増田俊道（執行委員）

カゴ労働運動史を学ぶツアー
を行った。

「閉鎖するなら私たちが経営する」
労働者による生産協同組合

２度に渡って工場閉鎖となっ
た会社を労働者が占拠し、そ
の後労働者自身が会社を買い
取って自主管理している生産
協 同 組 合 の ひ と つ 、 New Era
Windows Cooperativeを訪れた。
窓枠を作る会社だ。彼らの闘
いと挑戦は、2009年に上映さ
３月29日〜４月５日約１週 れたマイケル・ムーア監督の
間 、 LA BOR NOTES大 会 に 参 「キャピタリズム〜マネーは
加するためアメリカ・シカゴ 踊る」に映し出されている。
を訪れた。アメリカの労働運
設立に向けリーダーシップ
動の再生と活性化を支えてい を取ったアルマンドさんが話
る 運 動 団 体 の 一 つ に LA BOR
をしてくれた。2012年、１人
NOTESがある。1979年創設。 1000ドルを出資し、16名の労
月刊雑誌を発行する労働者教 働者で運営を始めた。最初の
育団体であり、各産別労組、 １年半は給料なしの状態。し
ローカル労組を下から変革し かし2015年度には、93万ドル
ていく全国の活動家の結集体 （１億円強）を売り上げるま
でもある。２年に一回、この でになった。仕事を奪われそ
LA BOR NOTES大 会 を 開 催 し、 うになった労働者が立ち上が
2000人を超える活動家たちが、 り、自らの仕事を、自らの手
全米そして世界から結集する。 で守った。その顔には「この
大会を前に、日本からの参 仕事が好きだ」という誇らし
加者で、現地労組の訪問やシ さが溢れていた。 （Camellia）

●５月６日（金） 18時半〜
エルおおさか南館５階ホール

『戦争法あかん！ ロックアクション
対論集会 雨宮処凛＆高遠菜穂子』
講演会「戦争のリアルと貧困のリアル」

国立岐阜大学では、 卒入学生にとってはまさに「多
卒入学式に「君が 望」であり、教職員にとっては
代」を歌わず、大 「多忙」である▼ズバリの歌だ
学の愛唱歌「我等多望の春にし ▼是非、小・中・高すべての卒
て」を歌っているという▼春は、 入学式で導入してもらいたい
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