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『授業以外の業務を授業実施相当と扱い、報酬を支払うことは法令に違反しない』
９月２日午前10時過ぎ。

されている」「市講師に対す

間中（2015.6〜2016.5）に、

現在の労基署はブラック化す

ブルㇽ、ブルㇽ…………、
電話を取った。

る報酬は地方自治法、条例そ
の他の法令上の規定に基づき

市費で延126人の非常勤講師
を雇い入れ、そのうち109人

る事業所に対しては厳しく是
正勧告を出しています。

「こちら、豊中市監査委員事
務局の○○です。今日、監査

適正に支給されており、財務
会計上の違法又は不当な行為

（86.5%）の非常勤講師が授
業以外のその他の業務を行っ

学習塾業界では、準備や報
告書作成などの業務を「授業

結果が出ましたので請求人に
送ります。監査結果は午後に

はないものと判断する」とい
うものでした。

ていた事実が監査請求で明ら
かになりました。この監査結

に含む業務」とみなして、授
業のコマ数に対してだけ報酬

果により、組合交渉の成果を
すべての非常勤講師に広げる

を払っています。東日本で事
業展開する大手塾業者に対し

ことができます。

て「個別指導塾ユニオン」が
賃金不払いで労基署に申告し、

豊中市のウエブサイトにアッ
プされます。」

組合交渉の成果を
全ての非常勤講師へ

非常勤講師に時間外労働手
当を払わすため住民監査請求

これまでは、授業の準備や

を行う、かなりトリッキーな
試みですが、７月11日に請求

評価にいくら時間をかけても、
非常勤講師の時間外労働に対

をして以来、待ちに待った知
らせです。

豊中市教委の対応次第で

支部は、監査請求とは別に

これらの塾のケースについて
宮城県と神奈川県の労基署が

して報酬が支払われていませ
んでした。しかし今回の判断

労基法違反の事実を労基署へ
申告する準備をしていました

相次いで是正勧告を出してい
ます。民営の塾と公立学校の

は、授業の準備や評価を『授
業実施に相当する業務』とし

が、この監査結果を受けて労
基署への申告を暫時留保し、

違いこそあれ、問題の根幹は
同じです。

「学校長は、市講師の勤務
実績と照らし合わせて実施授

て報酬支払いを認める、組合
が望んだとおりの監査結果で

市教委との団体交渉を再開す
る申し入れを行っています。

昨今、非正規労働者の導入
で公務職場でのブラック化が

業数、授業実施に相当する業
務として報酬支払い対象とす

す。労基法に照らせば当然な
監査結果ですが、昨年支部が

現在、市教委の回答待ちで
す。団体交渉で解決しない場

言われています。それ以前か
ら学校は『ブラック』です。

る時数を確認し、当該月実績
数を教育委員会事務局に報告

獲得した所属非常勤講師組合
員の時間外労働賃金相当額の

合、支部はためらいなく次の
手を打つことを決定済みです。

組合は、この一撃を機に、市
教委、学校の違法に切り込み

し、それに基づき教育委員会
事務局において、報酬の支払

支払いを是認するものです
（本紙9月15日号既報）。

いが行われていることが確認

豊中市教委は監査対象の期

市監査委員の判断は

ます。
次の一手は労基署への申告

渡邉静雄（豊中支部）

一昔前の労基署とは異なり、

９月19日は戦争法（安全保

てしまえと言わんばかりの現

接近にもかかわらず奇跡的に

障関連法）が安倍政権のもと
で強行可決されて一年となる

政権にNOの声を突きつけまし
た。

雨のあがった御堂筋でデモを
行い、沿道の人たちに「戦争

日です。
強行可決されるまで、なん

戦争法の可決によって危惧
されていた事態は、沖縄辺野

法は今すぐ廃止！」「憲法壊
すな！」と訴えました。

とか憲法違反のこの法律可決
を阻止させようと多くの市民

古の新基地や高江のヘリパッ
ト建設の強行、南スーダンへ

が街頭で声をあげました。戦
争法は可決されてしまいまし

の自衛隊派遣、と具体的な動
きとなっています。

たが、可決後もその抗議行動
は消えることなく、一年目を

集会では、戦争法を廃止す
るまで声を上げ続け、憲法９

迎える９月19日に5000人を超
える人々が靭公園に集まり、

力が３分の２を超え、憲法違

条改悪や緊急事態条項を利 5000人を超える々人が靫公園に結集
用した改憲の動きを絶対許さ

戦争法の廃止、そして改憲勢

反ならば憲法そのものを変え

ないとの決議をあげ、台風の

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

２０１６年１０月１日

教 育 合 同

第５９３号

沖縄の辺野古埋め立てを巡
り、国が県を訴えた福岡高裁

文には「人事委員会は戒告処
分を承認するとの裁決を行っ

にわたる「君が代」不起立の
抵抗を詳細に紹介し、日本の

判決(9/16国側勝訴)に痛烈な
批判が吹き起こっています。

た」と。その時は唖然とする
ばかりでしたが、これは辺野

国民の大半がこのような粗暴
な「君が代」強制を受け入れ

固定観念に基づいた判断だ、
最初から答えは用意されてい

古裁判と同じ構造だと思いま
した。つまり、国家の威厳や

ている事実はおそらくこの国
が国家主義に大きくシフトし

た、三権分立が機能していな
い等々です。批判はもっとも

権力は、県や個人の権利を踏
みにじってでも優先するとい

ていることを示しているだろ
うと諧謔 （かいぎゃく） を弄し

で日本の司法の問題性が見事
に露呈したといえます。

う点で2人の裁判長の判断は 国会斉唱を拒否するSan Francisco 49ersの て、「キャパニックは日本人
コリン・キャパニック選手
共通しています。
でなくてよかった」と、その
し、明確に彼を擁護しました。
論考を結んでいます。

【三権分立を捨てた司法】

最近、アメリカンフット

世界の国歌を取材し、『共
和制か死か』を著した英国人

個人の自由がこれほどまで
に脅かされ、国家主義が闊歩

代」裁判でも起こっています。
大阪地裁「君が代」不起立

ボールの試合で、「黒人や有
色人種を抑圧するような国の

ジャーナリスト/アレックス・
マーシャル氏は、米国の雑誌

していることに当の日本人が
一番鈍感なのかもしれません。

減給処分取消訴訟内藤判決
（7/6）に、信じられないよ

国旗に敬意は払えないので起
立はしない」として国歌斉唱

に、こうした抵抗運動がどの
ように受け取られるかによっ

うな誤りがありました。
当該の人事委員会戒告処分

を拒否したコリン・キャパニッ
ク選手のことが大きな話題に

て、その国の国家主義の現状
が露呈されるといくつかの国

不服申立審査は、現在審理中
です。にもかかわらず、判決

なりました。オバマ大統領は
これを表現の自由の問題だと

の抵抗運動を披露しています。
とりわけ根津公子さんの長年

【アメフト選手 国歌斉唱を拒否】

実は同じことが大阪「君が

(170）

労働法制改悪正念場 本気の抵抗と闘いを！

９月22・23日の２日間、全
労協第28回定期全国大会が熱
海で開催され、全国から全労
協加盟の労働組合が結集しま
した。昨年度の運動の総括を
行い、今年度の方針について
討論を行いました。
今回の全労協大会では、様々
な組合から移住労働者の問題
が提議されたことが印象的で
した。「全労協は格差・貧困
の問題に取り組みながらも、
そこに移住労働者の視点が欠
けているのではないか」とい
う代議員からの意見に対し、
中岡事務局長から「最底辺に

●10月６日（木）18時半〜

置かれている技能実習生をは
じめとする外国人労働者の問
題を、私たちと同じ労働者の
問題として対応していく」と
いう決意が述べられました。
教育合同からは、「具体的
に戦争法が動き出す際、最も
身近な所でその動きに加担す
るのは教育労働者であるとい
う自覚を持ち、それに抗う闘
い方を準備しておく必要があ
る」と訴えました。また、辺
野古・高江の問題に全労協と
して全面的に支援する体制を
作ること、福島の原発労働者、
除染労働者の問題にも継続し
て関わることの必要性等につ
いて発言を行ないました。
労働法制改悪が推し進めら
れるようとしている今、闘い
の正念場にあることを全員で
確認した定期大会でした。
大椿裕子（執行委員長）

中之島水上ステージ

大変！なんて簡単な言葉では
済まされない状況です。ここ、
どこの国？って感じです。
【なにわナンバー 沖縄で大手を振るう！】

【機動隊・ALSOK
いったい何を守っている の？】

ここに住む人々を守らないこ
この国の人を、金メダリストの
勤務先でよく知られているALSO
Kが直立不動でその最前線に立
ち、守っています。このALSOK
の人たちは、沖縄に住む人たち
なんだろうか？とても、気にな
ります。このALSOKの人たちの
後ろで機動隊の人はクーラーを
きかせたなにわナンバー・練馬
ナンバーのお車の中でお昼を召
し上がっているのでしょうか、
防衛省の方々も水分補給に余念
がありません。私が見ていた時
間、ALSOKの人たちは、水分補

高江の皆様と高江の皆様の支
援にこられている方々の座り込
みが続いています。行くと手作
りの「座り込みGUIDE」がいた
だけます。１行目、「わたした
ちは、ヘリパッド建設に反対し、
座り込みによって抗議していま
す」その横に「座り込みガイド
ライン」が書かれています。

③ いつでも愛とユーモアを！
④ 人物、車（工事業者さん含む）を撮影す
る時は許可をとってから。

ガンジーを思い起こさせるこ
のガイドラインとは裏腹に、新
聞には、まるで物をどかすかの
ように何人もかかって、抗議の
人をどかせる写真が載っていま
した。私が行った日は、休日で
そこまでの切迫感はありません
でしたが、村の人が来ると異分
子を見つけたかのように囲みま
す。まさに、ここはどこ？の世
界です。那覇から車で３時間。
沖縄戦が続いている地がありま
した。
Harum i

1915年 ５ 月 ９ 日 ▼

られた「国恥記念日」▼その100

この日は、中国人
にとって、袁世凱

年後の2015年９月19日▼この日
は、日本国民にとって、安倍政

の国民政府が日本に「二十一か
条の要求」の大部分を受諾させ

権によって立憲主義の破壊が始
まった「国恥記念日」となった

関西レインボーフェスタ2016・パレード 扇町公園
戦争あかん！基地いらん！関西のつどい2016

給もせず、ただただ、守ってい
ました。いったい、何を守って
いるのでしょう？

ここの国は、ここに住む人々
を守る気ないですよね？昔々…
になってきた沖縄戦と同じ構図
ですね。本土から来る防衛省の ① 私たちは非暴力です。コトバの暴力を
含め、誰もキズつけたくありません。
方々、なにわナンバー・練馬ナ
ンバーのお車に乗って駆けつけ ② 自分の意思で座り込みに参加していま
す。誰かに何かを強いられることはあり
ている機動隊の皆様も、誰もこ
こに住む人々を守っていません。 ません。自分の体調やきもちを大切に。

扇町公園

●10月10日（月・祝）14時〜 エルシアター

辻谷博子（高校支部）

【非暴力の闘い】

戦争あかん！ロックアクション
●10月８日（土）11時〜

アレックス・マーシャル氏が『フォーリン・ポ
リシー』に掲載した『Colin Kaepernick Is Luc
ky He s Not Japanese〜コリン・キャパニッ
クは日本人でなくてよかった〜』の日本語
訳はグループZAZAのHPからご覧ください。
http://blog.goo.ne.jp/zaza0924
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