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組合は、10月20日に府教委

スメントは、職務上の権限や

とハラスメント問題について
団体交渉を持ちました。府教

指導的な立場を背景にした」
とあります。パワハラの多く

委は３種類の「ハラスメント
防止及び対応に関する指針」

は管理職が起こします。具体
例をあげた管理職に対する研

を作っています。３指針とは、
「セクシュアル・ハラスメン

校で５人以上が管理職からハ

スメント問題に詳しい専門家

修が必要です。弁護士等の第
三者機関の相談窓口設置も不

ト」「パワー・ハラスメント」
「妊娠・出産・育児休業等に

ラスメントを受け、教職員人
事課教員力向上支援グループ

を入れた第三者機関を設けよ」
との提案にも、「組合の主張

可欠です。現在は教職員人事
課、教育センター、府職員総

関するハラスメント」です。
指針によると、「必要な調査

に訴えています。しかし、
「迅速」とは程遠く最初の訴

を持って帰る」との回答に留
まりました。教育センターに

合相談センターが窓口ですが、
いずれも府教委または大阪府

を行い内容に応じて迅速かつ
適切に対応すること。相談等

えから１年以上たっても結論
が出ていない事案があります。

女性の専門相談員がいますが、
被害者の訴えを聞くだけでハ

庁の機関です。府教委が自ら
任命した管理職のハラスメン

を行った教職員に対して不利
益な取扱いを行わないこと」

また、調査経過を被害者本人
に定期的に報告していないの

ラスメントの認定、解決には
参画していません。今回「ハ

ト行為を適切に判断できると
は考えられません。

となっています。

で不安が払拭されません。

ラスメントと確認されなくて
も『必要があると判断した場

ハラスメントはいじめです。
いじめは絶対に逆襲してこな

合』には加害者とされる者へ
の指導がなされる」と確認で

い相手に対してされます。教
育合同は制度改善を要求する

きたことは成果です。

とともに、具体的なハラスメ
ント行為には「迅速に」反撃

指針と現実とは大違い
指針では「迅速かつ適切に

団体交渉で追及
「当該年度末を、相談窓口

対応」「不利益取り扱いをし
ない」などと安心できる相談

の調査・解決の時間的目途と
してはどうか」と組合は追及

体制をうたっています。今、
高校支部組合員では複数の学

しましたが「予め目途を立て
るのは困難」と回答。「ハラ

ハラスメントをなくすには
指針には、「パワー・ハラ

します。 田中浩昭（高校支部）

●10月２日（月）15時〜 府労委
大阪観光大証人尋問（主尋問）

2015年7月に高校支部組合

MLBでも、国歌斉唱の際、人

員２名を含む７名の教員・元
教員が大阪地裁に集団提訴し

種差別に抗議するため片膝を
ついたまま起立しない選手が

た訴訟で、9月13日・20日に
原告全員の口頭弁論が行われ

続出しています。一方、ここ
大阪の十三、第七藝術劇場で

ました。

20日の口頭弁論終了後、報告会を開催

＊傍聴支援をお願いします！

●10月７日（土）11時〜16時
扇町公園 レインボーフェスタ
2017 ＊組合員のみなさんは12時半
に扇町公園に集合を ！

●10月15日（日）13時 関西電力
本店前 ※集会後うつぼ公園か
らデモ出発15:30〜

●10月21日（土）13時半開場
エルシアター 『2017年 戦争あ
かん！基地いらん！関西のつ
どい』＊集会終了後デモあり
●10月21日（土）14時 新町北公
園 ダーバーシティパレード
2017 We are here※15時〜パレー

事のとき成立し、橋下知事は

上映中の『米軍（アメリカ）
が最も恐れた男 その名は、

「同じ職務命令に３回従えな
いならクビだ！」とする職員

カメジロー』で描かれている
不屈の精神をもった沖縄人

「教員（公務員）なら内容
の如何によらず職務命令に従

基本条例も成立させました。

（ウチナンチュー）瀬長亀次
郎は、1952年、米国民政府の

うのは当たり前だろ！」とい
う教育委員会に対して原告は、

今のアメリカでも、

忠誠を誓う場で、ただひとり
「不起立」で闘いました。

議は動き出しています。「君
が代」起立斉唱の職務命令が、

「様々な背景や信教をもつ生
徒の立場に立つならば従えな

今、アメリカでは、トラン
プ大統領が「国歌斉唱で起立

「不起立闘争」のルーツはこ
こにあるのかもしれません。

憲法の原則である国民主権に
も違反していること、また国

い職務命令もある」と訴えて
います。また、職務命令の根

しないならおまえはクビだ！」
とツイッターで発言したこと

今後の動きに注目を

際法にも違反していることな
ど全面展開を準備しています。

拠になっている大阪府国旗国
歌条例の違憲性も主張してい

に対して、プロフットボール
NFLをはじめプロバスケット

12月18日（14:00〜大阪地
裁809号法廷）の最終書面提

裁判傍聴などの支援をお願い
します。

ます。この条例は橋下徹が知

ボールNBAやメジャーリーグ

出に向けて、すでに弁護団会

増田俊道（執行委員）

教員としての思想良心の自由を
保障させる闘い

かつての沖縄でも

教育現場の労働者が

誰でも入れる

ドスタート。労働問題をテーマにし
たフロートが用意されています。
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学習塾を経営する（株）ウィ

罪の場を設定することもなく、

ザスに勤務している非常勤講
師が、2016年５月、生徒の保

れなかった部分に関しては、

あり、保護者が暴力を振るう

加害保護者に事件後の状況に
ついて一切報告することもな

護者から暴力を受け、後遺症
が残り勤務することができな

会社が補償すること」という
要求事項を掲げ、４月から４

ことは想定できなかったので
会社に責任はない」と回答。

し。暴力現場を目撃した生徒
へのフォローもなし。同様の

くなりました。労災は２ヶ月
で打ち切られ、以後休業補償

回の団交を行ってきました。

労災申請の手続きに一部不備
があったことは認め、１ヵ月

事件が起きた場合のガイドラ
インの作成も未だしていませ

も受けられず完全に収入を失
いました。なおかつ会社は本

ケガして働けないから雇止め

の給与相当額を解決金として
支払うと提示してきました。

ん。従業員を守ってくれるど
ころか、怪我を理由に雇止め

人に退職勧奨を行い、2017年
３月末での雇止め解雇を通告

由を尋ねると、「ケガで現在
も治療中、以前と同様に働け

当事者意識ゼロの無責任体質

解雇にする。これでは、現場
で働く全ての労働者が安心し

してきたのです。非常勤講師
は当初他労組に加入し解決を
図ろうとしましたが遅々とし

ないので更新しない」と会社
は平然と回答。組合出席者か
ら「そんな解雇理由が認めら

会社は徹底した当事者意識
のなさと、無責任体質で幕引
きを図ろうとしています。事

て働くことができません。
ウィザス支部は今後も、会
社の責任を追及し、被害を受

て進まず、インターネットで
教育合同ウィザス支部の存在

れると思っているのか」と抗
議の声が噴出しました。

件直後校長は、組合員に対し
「会社がきちんと対応するか

けた組合員への補償と、（株）
ウィザスで働く全労働者が安

を知り相談してきました。そ
の後非常勤講師は教育合同に

９月21日に行われた団交で
会社は、「敷地外（校舎を出

ら警察への連絡は待って欲し
い」と言い、通報を踏みとど

心して働けるガイドラインの
作成を要求していきます。

加入。組合は「労災が認めら

てすぐの場所）での出来事で

まらせたにもかかわらず、謝

蓑田智洋（執行委員）

初回団交で雇止め解雇の理

傷風、マラリヤの予防 接種を

(185）

９月23日、エルおおさかで、

受け、頼まれていた現 地で使
うフリスビー50個 をトランク

アルを読み解く基調講演があ

に詰め、不安一杯で成 田を飛
び立ちました。日本か らの直

りました。① 一年度限定雇
用で、フルタイムありの会計

行便はなく、一度中東のカター
ルで乗り換え、16時間ほどか

年度職員制度を新設し，現行
の臨時・非常勤職員のほとん

けて行きました。
ウガンダは中央アフ リカに

どをここに移行させる。②特
別職非常勤職員は厳密に絞る。
③臨時職員は主にフルタイム

あり南にビクトリア湖 、北に
今、難民が流入してき ている

「なくそう！官製ワーキング
プア第５回大阪集会」が開か

の常勤欠員代替えに限る。④
非常勤への手当支給禁止は堅

れました。
2016年総務省調査によると、

持しつつ、パート会計年度職
員に限って期末手当を支給で

自治体非正規公務員は約64万
人。10年前に比べて４割増え、

きるとする。などが、2020年
4月1日施行の改訂地公法・地

地方公務員の５人に１人に達
しています。小泉改革などの

方自治法の柱になることがわ
かりました。

財政削減によって、自治体は
人権費の圧縮を迫られ、低賃

全体会のリレートークで酒
井書記長が、「特別職非常勤

金の非正規を増やし続けてき
ました。

職員の組合員が一般職化され
れば、労組法上の権利剥奪の

集会前半は、労働基本権を
学ぶ分科会や、ソウル市で進

恐れがあり、教育合同にとっ
ても大きな課題となる。近々、

む正職化の動きについて学ぶ
分科会など、現場での闘いの

会計年度職員制度の導入等に
向けた学習会を予定。今後に

報告を含めた４つの分科会が
開かれました。

向けた必要な準備をして行か
なければならない」との発言

後半の全体会では，地公法・
地方自治法改正の総務省マニュ

がありました。の発言があり
ました。 田辺岸代（執行委員）

日本から持って行ったフリスビーを使った

【日本人の98％が知らない国】

南スーダン、隣国をケ ニア、
ルワンダ、コンゴ、タ ンザニ

ウガンダ と聞いて、即座 に
その位置が わかる人は少な い

アに囲まれた内陸国で す。か
つては政情不安な国で 、アミ

と思います 。私も、娘がこ の
国の小学校 で青年海外協力 隊

ン大統領といえば記憶 のある
方もいると思います。 ウガン

（JICA）として活動して いな
ければ一生 行くことはなか っ

ダ唯一の空港、エンテ ベ国際
空港に着くと赤道直下 の割に

たでしょう。 一度JICAの 活動
を見に来て ほしいと言われ る

気温は26〜７℃で、現地はちょ
うど雨季。しかも標高が2000

がまま、４ 月29日夫婦２人 で
とうとう行 くことに決めた の

ｍもあるので比較的過 ごしや
すく救われました。

でした。
普通の海 外旅行と違って 、

これから数回に渡っ て、ウ
ガンダの様子をお伝え してい

ビザの発給 申請や黄熱病、 破

きます。

授業を受けるウガンダの子どもたち

昌

There
is no
alternative =TINA

のスローガン▼どこかで聞いた
ことがある▼「景気回復 この道

「他に選択肢はな
い」▼これは故サッチャー英首

しかない」（安倍晋三）▼「国
難突破解散」と言うが、「この

相がよく使った新自由主義政策

道」とは国民分断への道である

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

