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昨年度から吹田市内の某学
校で深刻なパワハラ問題が起
こっています。この問題は、
５月定例市議会でも取り上げ
られました。
これまで市教委は、組合に
パワハラ相談件数を０件と回
答してきましたが（昨年11月）、
５月議会で明らかになったこ
とは、『市教委の窓口に2014
年度に１件、2015年度に１件
（いずれも中学校）、学校窓
口へは2015年度小中各１件の
パワハラ相談があった』とい
うことです。現在、市教委が
調査を行っている深刻な事案
は2015年度の某学校の１件で
す。
長期継続的なパワハラに
校長も加担！！

今回のパワハラ問題は、数
年前からパワハラの疑いを何
回も指摘された人物が転勤先

大阪府では、2011年６月
「大阪府国旗国歌条例」、
2012年１月「教育長通達」以
降、60名にのぼる教職員が
「君が代」斉唱時の不起立に
より懲戒処分を受けてきまし
た。式場図や役割分担までも
職務命令化し、特定教員に対
しては当該学年担任であって
も式場に入場させない等、異
常とも思える「戒厳体制」が
敷かれるようになりました。
大阪弁護士会が勧告！

さて、今年３月18日、大阪
弁護士会は、大阪府教育委員
会および府立芦間高等学校校
長に対して、「君が代」の強
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で起こした事案です。この問
題が極めて深刻なのは、長年
にわたって繰り返されたパワ
ハラ行為が見逃されてきただ
けではありません。現場を指
導監督する立場の校長が、こ
の人物を適切に指導せず、む
しろパワハラを黙認し助長し
たという事実です。
市教委は被害者からの告発
を受けて６月の校長指導連絡
会で、一般論として「パワハ
ラ抑止のための注意喚起」を
しましたが何ら解決に至りま
せんでした。そこで市教委は、
事実関係について調査を継続
中です。
組合は、この問題を含めい
くつかのパワハラ事案を市教
委に指摘し調査を求めてきま
した。継続的なパワハラによ
り苦しめられている人たち、
休職や心身の不調に陥った人
たちのことを考えると、『吹

制にかかわって人権侵害が行
われたことを認定し、それを
是正せよとの「勧告」を行い
ました。この勧告は、芦間高
校の教職員、生徒（卒業生）、
保護者からの人権救済の申立
てを受けた大阪弁護士会が、
人権擁護委員会による１年を
かけた調査のうえで、出した
ものです。それが、弁護士会
の措置として「要望」よりも
強い「勧告」という形で出さ
れたこと、また、教職員だけ
でなく生徒（卒業生）・保護
者からの申し出を受けたもの
であることも注目されます。
申立てを行った生徒は、「起
立」を強制する予行時の校長

E‑mail: info@ewaosaka.org

田市のパワハラ防止指針』に
照らし、市教委はもっと早く
事情聴取などの調査に取り組
むべきでした。
パワハラとは人権侵害「いじめ」だ！

今年８月に吹田市教育セン
ターで行われた「人権教育研
修〜パワハラについて」（講
師：野田健司教育政策室長）
で、パワハラやセクハラなど
は深刻な「人権侵害」である
と指摘しています。「パワハ
ラ」は和製英語で、英語では
「いじめ」を意味する
「bullying」と表現されます。
実際に行われていることの本
質は、深刻な「いじめ・人権
侵害」なのです。私たちが職
員室で行われる「いじめ」や
「差別」を黙認・許容してい
るようでは、児童・生徒たち
に「いじめ」や「差別問題」
の指導はできません。もちろ

の「指導」を聞いて、
「起立斉唱ができない
私はこの学校にとって
必要のない人間なのか
と感じてつらかった」
と述べています。
府教委は、人権問題
に関わる重要な文書と
して、この勧告を全教
職員に周知する必要が
あるはずなのに、それをして
いません。それどころか、未
だこの勧告を受け入れること
も表明しておらず、当該校校
長は勧告で指摘された人権侵
害行為をその後も繰り返して
います。
「日の丸・君が代」強制反

教育現場の労働者が
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ん、パワハラ教師は教育現場
で生徒を指導する資格はあり
ません。
パワハラは、その対象にさ
れた人のみならず見たり聞い
たりした「職場にいる人々全
員」に大きな心理的被害を与
え、働く環境を大きく損ねま
す（いじめのある教室や面前
ＤＶと同じです）。今回某学
校で起こったことは、まさに
職員室での「安心感・自尊感
情・自由」が大きく損なわれ
続け、毎日毎時間が「辛く痛
い」ものになったということ
なのです。そしてパワハラの
害は直接生徒にも及びました。
何がパワハラであるかを知る
ことは再発防止につながりま
す。このようなことが職場に
あるかどうか、辛い思いをし
て困っている人がいないか、
周囲をよく見てみましょう。
峰岡和義（吹田支部）

対・不起立処分を撤回させる
大阪ネットワークが、この大
阪弁護士会勧告を大阪府立高
校・支援学校（計約200校）
の全教職員に知らせる活動を
しています。わたしたち組合
も協力しているところです。
増田俊道（執行委員）
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さる10月24日、沖縄・高江
での大阪府警機動隊員による
「土人」｢シナ人｣差別暴言と、
それを擁護した松井大阪府知
事の差別発言に抗議する行動
が取り組まれ、平日昼間にも
かかわらず10名以上の組合員
が参加しました。
大阪府庁前での抗議行動が
始まった15時にはすでに多く
の市民が駆けつけ、最終的に
は150名を超える参加となり
ました。参加者の思いを込め
た抗議のアピールやシュプレ
ヒコールが続いたあと、玄関
前で秘書課職員に対し、参加
者一同の名による申し入れ文
が読み上げられました。駆り

教 育 合 同

出された10名以上の庁舎管理
課の守衛職員たちも複雑な表
情です。
次に、16時30分には大阪府
警本部前に移動して、府警抗
議行動が始まりました。醜悪
な差別暴言に対する当然の抗
議行動に対し、出張ってきた
多くの公安は申し訳なさそう
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な顔もせず、参加者を監視し
ていました。ここでは代表団
３名が建物の中に入って申し
入れをしました。日ごろのこ
とを考えると異例の対応です。
しかしこの間、大阪では市
場ずしや南海電鉄など差別事
件が続発です。こういった事
態の背景には、差別をまき散

らしてきた維新政治の影響を
考えなければいけません。公
務中の人間が平然と「土人」
発言を言い放った事態は、
113年前の「人類館事件」が
いまだ何にも反省されていな
いことの証左です。
ところで、貼ってあった大
阪府警の警官募集ポスターの
「行くぞっ！チ
カラの見せ所や
‼」というキャッ
チコピーとバッ
クの写真にのけ
ぞってしまいま
した。
竹林隆（特別執行委員）

(172）
2017年４月から指定都市へ 給与表を使うとしているもの
の権限移譲が行われることに の、2018年度からは新たな級
なり、全国の政令指定都市で を設け、新たな級に移行しな
は新たな労働条件について、 ければ早い段階で賃金の頭打
当局との交渉が重ねられてい ちを行う方向を示しています。
評価制度においては、堺市
ます。組合では、堺市、大阪
市が権限移譲の対象となって では「授業アンケート」は行
おり、10月27日、組合で堺市、 わないとしていますが、代わ
大阪市の状況について学習会 りに処分歴や「非違行為」を
評価の対象とするとしていま
を行いました。
す。一方、大阪市では、市職
維新と反維新の差がくっきり
員に行っている相対評価の導
堺市では、昨年より組合に 入を検討しています。
労働条件の変更について多く
志願先を間違えると大変な状況に
の提案が示され交渉を重ねて
これらは、大阪市や堺市で
います。一方、大阪市では市
長が主張している特別区問題 働く教職員の労働条件を大幅
（大阪市の廃止）の影響か、 に変更するものであり、また、
総合的な提案が遅れ、10月12 今後はこれらの労働条件の違
日にやっと人事給与制度（案） いにより、採用試験の志願者
が組合に提案されました。今 数にも影響を与えていくこと
後この提案についての交渉が になります。志願者が減るこ
とになれば、市の教育条件を
行われます。
権限移譲により、市独自の 大きく低下させるでしょう。
給与体系や評価制度が作成可 現在、指定都市に限られた権
能となりましたが、ここでも 限移譲は、「地方分権」の名
堺市と大阪市には違いが見ら の下に、中核都市や全ての市
れます。堺市では、給与体系 町村に導入されることが予想
に関し現在の基準をできるだ されます。全ての教育労働者
け維持する方向で提案されて の問題として、注視していく
います。しかし大阪市では、 必要があります。
酒井さとえ（書記長）
次年度に限っては現在と同じ

11月20日（日 ）12時から難
波の湊町リ バープレイ スで行
われるイベ ントに高校 支部が
協賛しています（http://div
ersityfes.com/2016/09/21/m
inamifes/）。

ダイ バー シ テ ィフ ェス テ ィバルとは
差別に抗して共生社会を求める動き

2013年、2014年にも民 族差
大阪市で はヘイトス ピーチ 別を否 定し「ちがい 」を積 極
対処条例が ７月に完全 施行さ 的に認 め合おうとい う「仲 良
れましたが 、その後も 差別排 くしよ うぜパレード 」が行 わ
外主義者の ヘイトデモ 、ヘイ れその 延長線上にこ のイベ ン
ト街宣が行 われていま す。そ トがあります。
れに対する 抗議行動も 活発で、 その 呼びかけ文を 紹介し ま
９月25日の御堂筋ヘイ トデモ す。
では、ヘイ ト側十数名 に対し 「 大 阪 は 多 様 な 文 化 や 歴 史 的 背
てカウンタ ー側は40〜 50名の 景 を持 つ人 々 が 共 に暮 ら し文 化 を
数で圧倒し 、差別扇動 宣伝を 創 っ て き ま し た 。 差 別 を 許 さ ず 『ち
かき消しています。
が い』をも っ た人 々 が 共 に生 きて
また、社 会的少数者 を攻撃 い く社 会 、 そ し て さ ら に お も ろ い 街
する雰囲気 が広がる中 、６月 を創 るた め に、み ん な で ドンっ とひ
にオーラン ド虐殺事件 追悼ア とところに集まって交流してみましょ
ピ ー ル が 、 ９ 月 に は 相 模 原 う」
「障害」者殺害事件追悼アピー
ルが大阪駅 前で催され ました。 民族 や文化、宗教 、出自 、
在特会元会 長を訴えた ヘイト 「障害 」の有無、性 別、性 的
スピーチ裁 判は原告勝 利の判 志向、 性自認等の違 いによ る
決を得てい ます。これ らの行 差別を 許さない教育 合同労 組
動には組合 員が多数参 加して の運動を共に進めていきましょ
います。さ らに、10月 ８日の う。
レインボー フェスタは 組合と
田 中浩 昭（ 高校支 部）
して協賛し 、横断幕を 持って

●11月３日（木・祝）10時〜 エルおおさか

実際に行われた心

進むにつれ、看守役は囚人役を

理実験をもとにし
た『エス〜es〜』

「本気」でいじめるようになる
…そして悲劇は起こる▼権力に

という映画▼看守役と囚人役に
分けられた被験者たち▼実験が

より差別は構造化される▼「土
人」発言の本質もここにある…

『なくそう！官製ワーキングプア
第４回大阪集会』（参加費 500円）
●11月４日（金）19時〜

大阪空港

JAL大阪支援共闘支援宣伝行動

参加することができました。

教育現場の労働者が
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