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大阪労働委員会は、2018年10月９日
付で、組合から救済を申し立てていた

を繰り返さないようにいたします」と
いう謝罪誓約書を手交するように学校

美枝子理事が理事長に就任しました。

２件について、ともに学校法人明浄学
院（泉南郡熊取町）の不当労働行為を

法人へ命令を下しました。また2017年
事件については団交拒否の事実を確認

【不透明な資金計画
次々と職場を去った教職員たち】

認定しました。
大阪観光大学教職員組合は、2014年

して、団交応諾とともに謝罪誓約書の
手交を命じました。

この間に、ミャンマーに観光大学を
設置するだとか沖縄に留学生むけの日

【４度にも渡る理事長交代】
これだけ長期間を費やしたのには、
突然かつ大幅な賃金カットに始まる学
校経営の混乱があったことはもちろん
ですが、府労委自身が私学の経営に配
慮を示して和解の可能性を模索したと
いう経緯があります。組合も、府労委
での協議を通じての解決を望みました。
2014年の賃金カット開始後、理事会
構成は２度も大きく入れ替わり、理事
長は４回交代しました。特に2016年４
月に現在の理事会体制の理事長として

本語別科を開設するだとか、資金計画
の裏づけが不明な報道発表をくりかえ
しています。その裏で学校の混乱は深
まるばかりで、組合員をふくめて多く
の教職員が大阪観光大学（赤木攻学長、
泉南郡熊取町）を去りました。同法人
の経営にかかる明浄学院高校（大阪市
天王寺区）の混乱をめぐっては複数の
新聞報道やテレビニュースが出されま
した。さらに今回、府労委という公的
機関によって不当労働行為が認められ
た意義は小さくありません。学校法人
がこの府労委命令を真摯に受けとめて

10月から教育合同の支部となり、2015
年10月および2017年３月に、本部の教
育合同と連名で不当労働行為救済を申
立てていました（ニュース第605号、
昨年４月15日付既報）。2015年事件の
審査は2017年12月に、2017年事件の審
査は2018年１月に終結しました。その
後およそ半年を目安に判断が示される
と聞いていましたが、ようやく命令書
の交付に至ったものです。
【法人の不当労働行為を認定】
2015年事件命令書は、法人の対応が
不誠実団交に当たると判断を示し、両
組合に宛てて「今後、このような行為

登場した明野欣市氏が2017年６月に突
如辞任すると、副理事長であった大橋

2017年５月30日、塾や通信制高校を経営す
る株式会社ウィザスが、団交を通じて知り得
た教育合同組合員の名前を、赤文字で示した
リストを社内メールで社員に一斉送信すると
いう事件が起きました。組合員の名前を一方
的に漏洩するなど、決してあってはならない
ことです。組合弾圧と受け取られても仕方あ
りません。本件について会社は、10月４日、
教育合同に対し、謝罪文を手交しました。
以下に謝罪文の全文を掲載しますが、この
文面を勝ち取るために組合は、妥協なく団体
交渉と折衝を重ねてきました。かかった時間
は、なんと１年４ヵ月！
この間、赤字で表記された組合員らは同僚
から好奇の目で見られることもありました。
また種々の心なき声を受け、、大変心を痛め
てきました。その状況下でも交渉を続けられ
たのは、「決して妥協しない」という支部組
合員の結束力があったからです。
まだまだ、社員の待遇改善が必要なことは
山ほどあります。組合員からも、そうではな

い社員からも、悩みの声が多数聞こえてきて
います。それらの声に耳を傾け、共に職場を
より良くしていくために、ウィザス支部はこ
れからも努力を続けていきます。
村上（執行委員）
･･････････････以下、謝罪文･･････････････

法令遵守することを求めていきます。
廣岡浄進（大阪観光大教職員組合委員長）

対象者について、会社としては最終的にパワハラ行
為とは認定しておりませんが、行きすぎた指導があっ
たことは認め、研修時のグループ編成において、貴
組合員と同グループにならないように配慮する為、
貴組合員の氏名を赤文字にて記載し、研修グループ
のメンバー構成を調整しておりました。
同年５月30日、個別指導部門の研修実施関係者へ

2018年 １０月 ４日
大阪教育合同労働組合

の研修グループ分け表の連絡時に貴組合員の氏名が

執行委員長 大椿 裕子 様

赤文字になっている作成時のリストを誤って添付し、

ウィザス支部 支部長 蓑田 智洋 様

メール送信致しました。事務手続き上のミスとは言

株式会社 ウィザス 代表取締役社長 生駒 富男

え、これまで貴組合との団体交渉において解決の過

【貴組合ウィザス支部組合員氏名赤文字掲載リスト

程で知り得た情報を協定内容に反して、第三者に貴

誤送信についてお詫び】

組合の組合員加入状況を公にしてしまいました。そ

前 略

の点につきまして、遺憾の意を表しますと同時に貴

貴組合と団体交渉を実施しておりますウィザス支

組合及び組合員の方々に多大なるご迷惑をおかけい

部組合員氏名赤文字掲載リスト誤送信について謝罪

たしました事について、謹んでお詫び申し上げます。

致します。

今後、このようなミスが二度と発生しないよう、

2017年６月２日実施の当社個別指導部門の「社内

社内チェック体制の強化と社内重要資料の取り扱い

研修」の実施に向けて、研修グループのメンバー構

を厳重に管理してまいる所存でございますので、

成を調整しておりました。貴組合との過去の団体交

何卒ご容赦いただきますよう、よろしくお願い申

渉にて、「パワハラ行為を受けた」と主張を受けた

し上げます。 早々

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

２０１８年１０月１５日

教 育 合 同

第６３６号

10月６日(土)・７日(日)、

映画を観たという人、これか

扇町公園で、「レインボーフェ
スタ2018」が開催されました。

ら観たいという人で、反響の
大きさを実感しました。

教育合同は今年も協賛広告を
出すとともに、セクシャルマ

若者と語り合える場でもある

イノリティーにフレンドリー
な店などを紹介する「関西レ

パレードの途中で、私の教
え子とも再会しました。普段

インボーマップ」にも事務所
を紹介してもらいました。７

はデモとかに参加しないとい
う彼、知り合いがゲイの方と

日のレインボーパレードには
７名の組合員が参加しました。

いうことで、一緒に参加した
そうでした。パレードのあと

沿道の応援もハンパない「デモ」

扇町公園を出発して、天六
→堂山→曽根崎を回って扇町
公園に戻ってくるという「レ
インボーパレード」。私たち
は、郵政ユニオンの方たちと
一緒に、「杉田水脈 生産性
で差別するな！」「ちがった
ままで、いっしょにいきよう」
などのパネルや横断幕を持っ
て歩きました。ドラッグクイー
ンの皆さんがパフォーマンス

するフロート、ダンスミュー
ジックが流れるサウンドフロー

は、映画のポスターを持って、
映画のちらしをパレード参加

も一緒にビールを飲みながら、
「若い頃からこういうのに参

トなどもあって、参加者も沿
道の人たちも楽しめる「デモ」
でした。民商や共産党の事務
所前では熱烈な歓迎を受け、
周辺のマンションの住民や子
どもたちも楽しそうに手を振っ
てくれました。

者に配りました。フェスタに
は南和行弁護士と吉田昌史弁
護士も参加されていて、映画
の主人公と記念写真を撮れる
という幸運にも恵まれました。
パレードで、同じように映画
の巨大なポスターを持ってい
る人を発見。近づいてみると
はこの映画の編集とプロデュー
スをされている秦岳志さんで
した。参加者の多くが、この

加できたらいいなあ」と語っ
てくれました。何年か前も、
他県から来た若者と、パレー
ドの間かなり話をすることが
できました。「高校の中では
言い出せなかった」と話す若
者に、まだまだ私たちのやる
べきコトはたくさんあるなと
感じました。来年は生徒も誘っ
てみようかな。
増田俊道（書記次長)

残業代を15分単位で計算してい
た学校法人天王寺学館が、去る８
月１日に大阪南労基署から出され
た是正勧告を受け、10月１日から
残業代を１分単位で計算し、２年
分の未払い残業代を遡及して支給
することを決定しました。
法人は、「申告を行った教育合
同組合員４名に関しては、10月25
日に遡及分の支給を行う」と労基
署に報告。組合は、「組合員間の
取り扱いの違いは認めない。教育

合同組合員は全員同様に、10月25
日に支給すること」と強く要求し
ました。
法人は是正勧告のことは一切説
明せず、「働き方改革」としてこ
の決定を報告。教育合同組合員が
具体的な要求を掲げて団交を重ね、
勇気を持って労基署に申告に行っ
たからこそ、全労働者に影響を与
える大きな成果を引き出せたので
す。闘う労働者のもとに成果はやっ
てきます！大椿裕子（執行委員長）

映画「愛と法」の勝手に宣伝隊

先号の紙上でも紹介した、
映画「愛と法」。パレードで

かし遺体の有無の質問には答え
(２０６） ない。気持ちの整理がつかない
ままの夫婦のもとに役人が再度
来訪して驚くべき事実を・・。
【その１】
一方小さな検問所を守るヨナ
タンは、ラクダや車のチェック。
ふとした間違いで予想外の惨事
を引き起こす。軍は圧倒的な物
理的手段で「なかったことにす
る」。そして映画の最終章、父
と母と子のドラマが展開する。
無神論者の父がホロコースト
生き残りの祖母からもらった聖
書のエピソードや、神の眼を思
わせる真上からの俯瞰ショット
芸術の秋。今号から数回に渡っ が、宗教的・民族的背景を物語
て、オススメの映画・演劇・音 る。
監督はイスラエルのレバノン
楽をご紹介していきます。
侵攻を自己の体験から描いた
第１回は、映画「運命は踊る」
サミュエル・マオズ監督（2017 「レバノン」でヴェネチア国際
イスラエル、独、仏、スイス）。 映画祭グランプリ受賞。また近
イスラエルの夫婦は、息子ヨ 年の公開作「判決 ふたつの希
ナタンの戦死を軍の役人から告 望」（ジアド・ドゥエイリ監督
げられる。気を失った母親はす 2017レバノン、仏）では、キリ
ぐに安定剤の注射をうたれ、次 スト教右派レバノン人とイスラ
にやってきた従軍ラビは葬儀の ム教パレスチナ難民との確執
スケジュールを10分単位で伝え （ヘイトクライム）と未来への
る。親としての葬儀での立ち振 小さな希望が描かれている。
（田中浩昭・高校支部）
る舞いまで細かく教えるが、し

●10月20日（土）13時半 エルシアター

「止めよう！戦争への道

めざそう！

アジアの平和２０１８関西の集い」
●10月24日（水）10時 大阪地裁809号法廷 岸和田支援パワハラ裁判
※傍聴支援をお願いします。
●10月25日（水）18時半 組合事務所 第101回本部委員会
●11月３日（日）13時半 扇町公園
輝け憲法！ともに生きる社会を！11.3おおさか総がかり集会

大阪市の思想調査
(2012）の実質的責
任者・野村修也弁
護士▼「基本的人権を侵害した」
として１ヵ月の業務停止処分を

教育現場の労働者が

誰でも入れる

受けた▼処分あけの彼のTweet▼
「致命的な失敗は無いと思う」
「致命的だと思うから、致命的
になる」▼反省ナシ▼不当労働
行為を軽視する姿勢は変わらず

みんなでつくる教育合同

