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近ごろ、ネット、週刊誌、そし
て新聞やテレビでも話題になって
いる、学校法人森友学園。国有地
を大幅な値引きで取得したり、小
学校建設地の地下には大量の廃棄
物・有害物が存在したままである
可能性が高かったり、森友学園が
経営する「愛国幼稚園」として知
られる塚本幼稚園がヘイト文書を
保護者に配付していたり、「安倍
晋三記念小学校」として小学校建
設の寄付を募っていたり（否定し
てみたり）、安倍昭恵が名誉校長
になっていたり（辞めると言って
みたり）、稲田朋美が籠池泰典理
事長に感謝状を贈呈していたり…
まったく枚挙に暇がありません。
この法人の背後にはいったい何が
あるのでしょうか。
日本会議とのつながり

2016年５月発行の菅野完著『日
本会議の研究』で指摘されている
ように、安倍政権を支えているの
は日本会議、その日本会議のコア
な部分を占めるのが「生長の家原
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建設中の「瑞穂の國記念小學院」

理主義運動＝谷口正治先生を学ぶ
会」なのです。彼らのイベントが
2003年１月、籠池氏が園長をつと
める塚本幼稚園で開催されました。
籠池氏は、日本会議・大阪の役員
でもあるようです。塚本幼稚園の
園児たちは、「教育勅語」を唱和
させられたり、大阪護国神社で開
催された「同期の桜を歌う会」に
参加させられたり、自衛隊のイベ
ントで軍歌を歌わせられたりして
います。まさに、日本会議の教育
方針を体現しているといえます。
安倍首相 籠池氏を切り捨て
籠池氏は、ＴＢＳラジオのイン

タビューなどで、都合の悪いこと
は知らないと逃げ、学校の方針に
従わない保護者や、「保守」嫌い
の市議・マスコミに目の仇にされ
ているんだと開き直っています。
安倍晋三は「教育理念が素晴らし
い」と持ち上げていたはずなのに、
自分に火の粉がかかりそうになる
と、「詳しい教育実践は知らなかっ
た、蓮池氏にしつこく迫られた」
などと切り捨てようとしています。
これが彼らの「愛国心」「道徳心」
の姿なのだとあきれてしまいます。
「瑞穂の國記念小學院」を
認可・開校させない闘いを広げよう！

２月23日、豊中市民が中心となっ
た「瑞穂の国小学院」問題を考え
る会が、この小学校の設置認可に
ついて、適正・厳正に審査・確認
するよう、大阪府知事・大阪府教
育長に申し入れをしました。また、
２月27日には、子どもたちに渡す
な！あぶない教科書大阪の会など
が、ヘイトスピーチ対策法に違反
する行為を行っているなど、子ど

http://www.ewaosaka.org

もを教育する学校としてまったく
ふさわしくないので、開校を許可
しないよう、大阪府教育長に求め
る要望書を提出しました。
「瑞穂の國小学院」問題を考え
る会主催で、以下の講演会が企画
されています。●３月11日（土）
午後2時から、豊中市立文化芸術
センターで、『日本会議の研究』
著者、菅野完さんの講演会。●３
月19日（日）午後２時から、豊中
市立中央公民館（阪急曽根駅）で、
『日本会議とは何か』著者、上杉
聰さんの講演会。●３月20日（月・
休）午後２時からは、豊中市千里
文化センターで、池北「君が代」
処分を撤回させる会（まっすんサ
ポーターズ）総会の中で、この問
題にいち早く取り組んでこられた
豊中市議、木村真さんの講演もあ
ります。
おぞましき「愛國」の闇に子ど
もたちを陥れないよう、この運動
を共に闘っていきましょう。
増田俊道（執行委員）

教諭の異動が確定した後に

かけは教諭の内示があった後
とお願いしており、講師が少
数とされる教科だけはそれ以
前に打診をしても可能だと説
明しましたが、現場で働く講
師の実態からは異なります。
多くの講師組合員はもっと早
い時期から「来年度も」と声
がかかり、３月に入って探せ

ての責任がありません。その
結果雇用という非常に重要な
契約を電話でいとも簡単に
「なかったことにしてくれ」
と通告する校長や、長年、働
き続けたにもかかわらず、
「急に来年度の仕事はない」
と言われる事態が起こるので
す。組合の要求は、極めて不

後にも勤務を終えた組合員が
ぞくぞくと集まり、用意され

常勤講師の声かけが始まり、
その後、非常勤講師の時間数

ば「もう遅い」と門前払いも
あるのが実情です。

透明な現在の講師雇用制度を
改め、府教委がきちんと責任

ていた席はほぼ埋まりました。

府教委は自ら雇用責任を取れ!

雇用不安の解消を!!

が各校、各市町村に提示され
るとしています。この「声か

府は、講師を探すのは各校

を持って雇用することです。
３月24日までに組合員の雇用

はじめに、出席した組合員
から次年度の勤務校などの要

け」については多くの組合員
から疑問の声があがっていま

長各市教委が行い、その内申
があがるのを待っているだけ

要求に対して回答を行うこと
を要求し、第一回団交を終え

求や講師として長年働きなが

す。府は、府立の場合では声

という姿勢です。雇用者とし

ました。 豊嶋登（執行委員）

２月２４日に府教委と臨時
職員・講師雇用継続団交１回
目が行われました。団交開始

らも毎年度末、雇用に関する
不安を持たざるを得ない現状
に対して何とかしてほしいと
の切実な思いが述べられまし
た。その後、今後の講師採用
までのスケジュールについて
府教委が説明しました。

E‑mail: info@ewaosaka.org
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２月16日、大阪府・府教育

事務で働く臨時主事の賃金を

例えば、大阪市では給与負担

案では、一日も空けずに堺市、

委員会より「臨時的任用職員
（教育職）にかかる期末手当

市職員に合わせる日額支給に
変え、一時金も支給しないと

が府から市に変わるため、一
時金の在職期間として通算せ

市、大阪市から異動してきた
場合（３月31日の空白がない

及び勤勉手当の在職期間の通
算について」の提案がありま

しています。結果、年間給与
はおよそ半分にまで減額する

ず、大阪市で働く臨時講師の
夏期一時金を約30％にすると

場合、病休代替など年度内に
異動した場合）にのみ適用さ

した。
組合は2017年４月からの権

ことになり、大阪市で働く多
くの臨時主事が大阪市を離れ

当初提案していました。しか
し組合からの追及を受けて、

れるとしています。また、条
件としては異動元の地方公共

限移譲により給与負担者とな
る政令指定都市（大阪市、堺

て職を探している状態です。

３月31日の空白期間を欠勤等
として取り扱うこととし元の

団体が同様に通算規定を設け
ていることとなり、提案時で

市）と大阪府の間で勤務期間
の通算規定をつくることを要

大阪市、堺市、大阪府で講師を取り合い？

支給率にまで押し返しました。
この３月から４月に関して

は大阪市、堺市は設けていま
せん。

求していました。今回の提案
は、一見、組合の要求に沿っ

内で異動して働いた場合、３
月31日に一度任用期間が切ら

は、大阪府から堺市、大阪市
に異動した場合には、給与負

提案理由は「臨時的任用職
員（教育職）の人材確保が特

たものにも見られますが、権
限移譲を前にしたドタバタが

れていても、夏期一時金では
およそ80％の期末・勤勉手当

担者が変わるため夏期一時金
は約30％となります。逆の場

に困難な状況である」として
いますが、定数内講師に頼る

垣間みられます。

が支払われていました。しか
し、権限移譲により給与負担

合は今までと同様ですが、
2018年度以降では減額されま

一方、不透明な雇用制度で講
師の使い捨てが横行する現状

大阪市では臨時主事の給与は半額に！

者が変わり、在職期間の通算
方法が変わることになります。

す（詳しい数字は組合HPを参
照してください）。今回の提

を改めるべきです。

権限移譲後、大阪市は学校

今まで、臨時講師が大阪府

ｱﾄﾞｺ/ねぇねぇ、アドミッションポリシーって何？
ﾎﾟﾘｺ/学校が求める生徒像、期待する生徒の姿のことなんですって。
ｱﾄﾞｺ/日本語で言えよ、ついていけないわ！入試とどう関係あるの？
ﾎﾟﾘｺ/出願の時に「自己申告書」っていうのを出すんですって。
そこに書いてあることが受験校のアドミッションポリシーに 合っ
ているかどうかが受験の合否を決める一ひとつになるんだって。
ｱﾄﾞｺ/えっ、当日のテストの点と内申で決まるんじゃないの？
ﾎﾟﾘｺ/その高校の合格者の９割はそうなんだけど、最後の１割は基
準が変わったり、この自己申告書で合格者を決めたりするんで
すって。
ｱﾄﾞｺ/ややこしいわねぇ。
てことは、合格者の９割の自己申告書はどうなっているの？
ﾎﾟﾘｺ/読まれもしないってことね。結構、時間書けて書いているの
にね、かわいそう…。
ｱﾄﾞｺ/うちの子なんて、文章書くの苦手だから、ほとんど先生が言っ
たこと書いたって言ってたわ。Ｂ太なんて、塾で５千円で考え
てもらったって言ってたわ。本当かしら？
ﾎﾟﾘｺ/去年から、そういう話、耳にするわね。府教委、知らないの
かしら…。中学校の先生、これの指導で結構時間を取られてい
るみたいだし…。むごい…。
ｱﾄﾞｺ/そんな、誰が考えた文章かわからないようなものが合否の対
象になっているのね。大阪の入試って、公正さ、追究しないの？
何人ぐらいがそれで合格しているの？
ﾎﾟﾘｺ/各校、人数ばらばら。ゼロのところもあるらしいわ。
ｱﾄﾞｺ/それで取ったり、取らなかったり、誰が何で決めるの？わか
りにくいわねぇ。高校側も、誰が考えた文章かわかったもんじゃ
ないから、やりにくいわよね。結局、学校の宣伝になりそうな
子がボーダーゾーンの中にいるかどうかってこと？ボーダーゾー
ンに入りそうな子は、あなたの高校が望む子になります！って
忠誠を示せってこと？
ﾎﾟﾘｺ/東京も以前はそういうのやっていたらしいけど、もうやめた
らしいわ。
ｱﾄﾞｺ/えっ、他府県がやめたようなこと後追いしてやっているの。
お笑いね、大阪って。うちの子、成績悪いから、いきたいって
言っている高校から変えなくちゃいけないかも。志望校を変え
るとアドミッションポリシーが変わるのよね。自己申告書、書
き直させないと！う〜ん、もう１枚じゃ足りないかも、自己申
告書２、３種類用意しておいた方がいいかしら、笑っていられ
ないわ、大阪の受験生！

教育合同は、高校入試の
自己申告書の廃止を求めます。

カリキュラム変更を理由に、
長年勤務してきた英語非常勤
講師の雇止め解雇を計画して
いた関西学院大学社会学部は、
組合との団交により、昨年末、
２名の組合員の次年度授業を
確保すると回答。組合は昨年
に引き続き、組合員の継続雇

酒井さとえ（書記長）

用を獲得し、３月１日付けで
協定書を交わしました。
関学は今回の解決を受け、
来年度も同じ問題を繰り返さ
ないよう誠実に対応していく
と約束しました。諦めずに声
を上げたからこその成果です。
大椿裕子（執行委員長）

●３月１日（木）10時〜 府労委 大産大事件府労委第２回審問・反対尋問
●３月11日（土）14時〜 組合事務所 臨時職員・講師雇用継続闘争第３回闘争委員会
●３月11日（土）14時〜 豊中市立文化芸術センター（阪急曽根駅）
菅野完さん講演会（『日本会議の研究』著者）
●３月12日（日）13時半〜14時45分 中之島公園女性像前
『さよなら原発 関西アクション』 15時〜 御堂筋、関電・西梅田デモ
●３月17日（金）14時〜 ユニオンネットワーク春闘総行動
＊詳細は、後日連絡します。最大結集を！
●３月18日（土）14時〜 エル大阪エルシアター 『とめよう！戦争への道 2017関西
のつどい 講演＆デモ』 半田滋（東京新聞論説委員）、安次富浩（ヘリ基地反対協議会代表）
●３月19日（日）14時〜 豊中市立中央公民館（阪急曽根駅）
「瑞穂の国小学院」問題を考える会主催 上杉聰さん講演会
●３月20日（月・休）14時〜16時半 豊中市千里文化センターコラボ
増田俊道さん支援「まっすんサポーターズ」総会
・人事委員会・裁判報告 池田直樹弁護士・谷次郎弁護士
・記念講演 木村真 豊中市会議員

「近未来ディスト
ピア小説」とされ
るオーウェルの

いついた▼『1984』の国民に要
請されるのは「ニュースピーク」
と「ダブルシンク」▼「新しい

『1984』▼現在は既に技術的に
はこの小説を超え政治的には追

判断」（安倍）、「オルタナティ
ブファクト」（トランプ）等々
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