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12月１日、エルおおさか
において対大阪府の定期交
渉が行われました。
今年度のおもな重点要求項
目は次の通りです。
①労働時間短縮と時間外労
働の廃止
②講師登録制度の見直しとＡ
登録・Ｂ登録の厳格な運用
③定時制高校の独立校化
④府立学校再編整備計画の撤
回
⑤支援学級に在籍する児童生
徒の原学級でのダブルカウン
ト

行 大阪教育合同労働組合
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ないから留守番電話も設置
できないとする市があるな
か、実現性は見えません。
今年度内に労働時間短縮に
向けて形あるものを示すと
していますが重要なのはそ
の実現性です。

http://www.ewaosaka.org

すると、府はそのような制度
にはなっていない、あくまで
どういう講師を求めているの
かの指標に過ぎないと回答し、
組合は約束破りであるとおお
いに怒り、府は持ち帰らざる
を得なくなりました。

組合は「教職員の勤務適正
化プラン」を策定し、中長期
的な解決策を示すことを要求
しています。府内には週休日

のクラブ活動に上限設定を設
けるなど、具体的に時間外労
働廃止にむけて計画が進んで
いる市もあります。文科省の
昨年度の調査では、特に小中
学校の教員の時間外労働が増
加し続けていることがわかっ
ています。中学校では、なん
と月100時間超の時間外労働
が報告されています。そのよ
うな実態にもかかわらず、府
が回答する「部活動指導員」
の導入による負担軽減は、市
町村も等分に予算を負担する
ことを想定しています。金が

講師登録制度では、組合と
の協議を経て2008年から新た
な登録制度と運用が始まりま
した。その一つには、講師経
験が長い人をＡ登録とし、新
規に登録する人をＢ登録とし
て、Ａ登録した講師を優先的
に採用していくとした取り決
めがあります。しかし、講師
経験の長い講師たちからの仕
事がなくなったとの多数の相
談を受け、その運用について、
改めて府に問いただしました。

全学労組は、衆議院議員会
館において12月１日（金）午

「教職調整額」として付けら
れた４％の割増賃金が、いま

ていないことや、小学校の英
語の教科化が労働強化につな

に言っていると責任転嫁を繰
り返しました。

後１時より１時間にわたり、
文科省交渉を行ないました。

やその超勤分は40％相当になっ
ているのではないかと文科省

がっていることも訴えました。
文科省には未だ具体策はない

論点外では、ありましたが
『産休代替教員が見つからな

「勤務時間」を「在校時間」など

内でも言われ、今年４月には
過労死ラインを中学教諭57.7

様子で、「議論、検討を重ね
ていく」と回答したにとどま

い！』という悲鳴の原因は、
教員免許更新制度にあるので

％、小学教諭33.5％が超えて
いると公表しました。この事

りました。
『泊を伴う違法状態の学校

はないかと問題提議をして、
今年度の二度にわたる文科省

財務課、教育企画課から計４
名の官僚が出てきました。短

象に関する交渉で「勤務時間」
を「在校時間」と表現したこ

行事の是正』については、適
切に行なうよう都道府県教委

交渉を終えました。

時間であるため、論点を『給
特法を廃止、労基法の適用』

とで、労組側の怒りをかい、
教員の仕事を把握できていな

『泊を伴う違法状態の学校行
事の是正』に絞りました。給

いことが露呈しました。

流行っているの？
府も負けじと「働き方改革」!？

と言い換える文科省

文科省からは、児童生徒課、

特法制定時とは現状が大きく
変わり、教員の「自発的・創
造的な活動」が勤務時間を超
えて行なわれることに対して

実態把握が出来ていないから
具体策もなし！

労働時間の管理が杜撰で、
タイムカードの予算化がされ

問題だらけの講師登録制度

過去の交渉経緯も確認せず
勝手な回答を続ける府教委職員

その他、定時制・通信制高
校への差別的対応や大阪南部
の中学生への進路保障の問題
などについて、組合員らから
多くの声があがる交渉となり
酒井さとえ（書記長）
ました。

髙田晴美（副執行委員長）

●12月18日（月）14時〜 大阪地裁809号「君が代」不起立戒告処分共同訴訟最終弁
論 その後報告集会 大阪弁護士会館1205号
●12月29日（金）・30日（土）11時〜12時 大阪空港北ターミナル（ＪＡＬ側）
ＪＡＬ解雇争議情宣「ＪＡＬは165名の解雇争議を早期に全面自主解決せよ！」
※多くの方々の参加を期待しています！
●１月８日（月）13時 なんば高島屋前 新春なんば行動
※多くの方々の参加を期待しています！
●１月11日（木）18時半 ＰＬＰ会館 大阪全労協旗開き
●１月12日（金）19時半〜 教育合同旗開き（支部代表者会議終了後開催）
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府教育庁から提案のあった、
「退職手当の支給割合の改正」
（退職手当に適用される調整
率を国に準じて現行の「87／
100」を「83.7／100」に引き
下げる＝平均80万円余りの減
額）について、撤回を求める
団体交渉を12月11日に行いま
した。
団交をナメルナ！

府の回答は、提案通り実施
するというもの。府が提案し
てきたのが11月17日。協議期
限は12月11日。翌日には府議
会に提案し、来年１月１日か
ら実施するという。団交の日
程は府教育庁側の都合で協議
期限ぎりぎりの12月11日。わ
たしたちは当然、交渉継続中
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という事で、実施は見送りま
たは延期という回答をもって
くるものと思っていました。
団交の結論を尊重するという
良好な労使関係とはかけ離れ
たものです。
大阪市・堺市の回答とは大違い

実際、大阪市は「提案時期
が遅かったため実施は当面見
送り」、堺市は「未だに正式
な提案すらできていない状況
なので年度内の実施は不可能」
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という回答です。しかし、府
教育庁の教職員企画課財務グ
ループの芝茂総括補佐は、
「総務省副大臣通知に基づい
て来年１月1１日実施をする」
を繰り返すばかり。なぜ、そ
んなに焦るのかと追及すると、
５年前に400万円程も大幅に
退職金が引き下げられたとき
は２月に実施されたために、
引き下げられる２ヶ月早く
「かけ込み退職」する人が続
出したこともあるようです。
多くの方が覚えておられる
と思いますが、あのときも
「かけ込み退職」が問題だっ
たのではなく、年度途中にい
きなり制度を変え、一方的に
不利益を押しつけてきた国や
府のやり方こそが問題だった

はずです。
「国に準ずる」は「国に殉ずる」！？

団交の中で、総務省通知が
出された11月17日は、退職手
当の引き下げが閣議決定され
ただけで、国会で決定したの
は12月８日だったことも明ら
かになりました。国会の存在
意義までも蹂躙する官僚主義
も大きな問題です。
府職員の働きがいや利益よ
りも、国の通知や基準だけを
死守しようとする大阪府のや
り方は薄ら寒ささえ感じまし
た。わたしたちはこのような
府の態度を断固追及していき
ます。
増田俊道（執行委員）

(190）
【その２】

尼崎・芦屋・神戸でALT（A
ssistant Language Teacher・

にあたっては、十分に協議を
行っていく」と書面で約束を
交わしておきながら、この変
更に関して、一切組合にも組
合員にも連絡をしませんでし

訪中団は20代から70代まで
外国語主導助手）の年末一時
の17名。元教師、看護師、保
金や60歳以降の継続雇用等に
育士、新聞記者などさまざま い。しかし過去に目を閉ざす
関する団交が開催れました。
でしたが、日本軍「慰安婦」 者は結局のところ現在にも盲
尼崎市で働く、ある30時間 た。また、２年前から雇用さ
や南京事件、労働組合など何 目となる。非人間的な行為を
ALTは、60歳を迎えることを れた当該組合員にも、雇用の
らかの運動をしている人たち 心に刻もうとしない者は、ま
が大半でした。
理由に「今年度で契約終了」 上限について、十分な説明を
たそうした危険に陥りやすい
関空で搭乗を待っている間、 のだ」
を通告され組合に加入しまし 行っていませんでした。
「前事不忘後事之師」（前事
日本の首相との何という違
組合は尼崎市教委と団交を
た。以前の「外国人外国語指
を忘れざるは後事の師なり） いでしょうか。
導助手取扱要綱」では、「教 重ね、60歳を超えてもALTを
と白字で書かれた赤い幕を広
南京大虐殺記念館の張建軍
育長は、英語を母国語とし、 継続雇用するという回答を引
げて、寄せ書きをすることに 館長は「ドイツではナチスの
母国において大学を卒業した き出し、組合員の雇い止めを
なりました。その漢文は、南 思想を伝えること自体が犯罪
京大虐殺記念館の壁にも大書 なのに日本では街宣車で軍国
者又はこれに相当する知識、 撤回させました。具体的な中
されていました。
経験を有する者のうちから適 身については、現在、協議を
主義を訴える行動が許されて
僕たちの様子を興味深そう いる」と苦言を呈しながらも
当と認める者を外国語指導助 行っています。大きな前進で
に、中国人旅行者がスマホで 「日本の現職首相が南京を訪
手に委嘱する」となっており、 す。この問題について、2015
撮影していました。日本にも 問したことは一度もない。安
年齢の上限はありませんでし 年に「雇用する方法を考えた
そのような人々がいるのは驚 倍首相の南京訪問を期待して
た。それがいつもの間にか、 い」と回答しながら内部で全
きだったのかもしれません。 いる」と同行した共同通信の
「60歳未満の者で」という文 く協議をしていない神戸市や、
西ドイツ大統領だったワイツ 記者のインタビューに答えて
ゼッカーの演説を思い出しま います。
言が加えられていたのです。 他の自治体に影響を与えるこ
す。敗戦40年目の1985年に、
尼崎市教委は、2004年に組合 とは間違いないでしょう。
日本の首相が南京を訪問し、
ユダヤ人虐殺を念頭に置きな 日本軍がおこなった蛮行を謝
大椿裕子（執行委員長）
と「今後とも労働条件の変更
がら、彼は連邦議会で次のよ 罪しない限り、日中両国にとっ
うに語りました。
ての「戦後」はいつまで経っ
11月 23日 は 元 々 明 く「勤労感謝の日」とされた▼
「問題は過去を克服するこ ても終わることがないのでは
とではない。そのようなこと ないでしょうか。
治以来、宮中祭祀 2019年５月1日に新天皇の「即位
水
ができるわけはない。後になっ
の「新嘗祭」(天皇 の礼」をするとのこと▼この日
て過去を変えたり、起こらな 前号「文化おちこち」の通し番
が初収穫物を食う日)で祝日であっ はメーデーだ▼またも労働者を
かったりするわけにはいかな 号は(189)でした。訂正します。
た▼それが戦後も恩着せがまし 懐柔・分断する気なのだろう
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