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いう謎の回答を繰り返し、雇
い止め通告の撤回を頑なに拒

2019年２月７日、大阪南
労働基準監督署より学校法
人天王寺学館（以下、天王寺
学館）に今年度２回目の是正

規則の不備があったとして、
今回、是正勧告が出されたの

された組合員（国語科）の雇
用継続を明確に要求しました。

みました。校長の説明に合理
的な理由を見出せなかった組

勧告が出されました。正規教
員の給料表を就業規則に載せ、

です。
労基署は１ヵ月以内の是正

それに対する回答を求めると
校長は、「雇用は３月末で終

合は、「組合員ゆえの雇い止
めではないか」と迫りました。

周知を図ることが法人に求め
られました。

を求めていますが、未だ今年
度の労働者代表が選出出来て

了。更新はしない」とその場
で雇い止めを通告したのです。

その後、校長らは一旦離席し
対応を協議。そして10分後、

労基法89条は、就業規則へ
の「絶対的必要記載事項」の

いない状況下では不可能でしょ
う。またまた是正勧告が出さ

理由を尋ねると、現時点では
次年度の生徒数が読めていな

団交場所に帰ってきた校長は、
「雇い止め通告は撤回する」

項目に「賃金（臨時の賃金等
を除く。）の決定、計算及び

れることになるのでしょうか。

いにもかかわらず、「生徒数
が減ることが予測されるから」

と告げたのです。とりあえず
雇い通告は撤回させたものの、

を撤回させる！

と回答。組合は、組合員に雇
い止めを通告しながら、法人

今後も何を言ってくるかわか
らないのが天王寺学館高校。

する事項」を定めていますが、
天王寺学館の就業規則はこの

２月14日には、今年度６回
目の団交を開催しました。組

が国語の教員を新たに募集し
ている矛盾を追及しました。

組合は必ず組合員の継続雇用
を勝ち取ります！

基本を満たしておらず、就業

合は前回団交で、今年度採用

すると校長は「念のため」と

大椿裕子（執行委員長）

「各市教委・各校長に内申を
あげるスケジュールを問い合
わせる」としました。これで
労働条件が協議できるはずも
なく、また明らかに校長の恣
意的な内申によって勤務時間
の削減を提示された組合員も
おり、府との交渉、折衝は年
度末ギリギリまで続きました。
その結果、府は「組合員の名
前をあげて希望する職場の内
申状況を問い合わせる」、と
対応を変更し、組合員の不利
益変更も一部改善されました。

応を確認しているに過ぎない
のに、下を向いてペーパーを
読み続ける姿勢は国会中継の
再現です。
結局、無意味なパフォーマ
ンスに長時間付き合わされ、
少なくとも昨年度と同様のこ
とを行うという確認が取れま
した。具体的な人事の動向は、
府立においては講師数の少な
い情報と数学が２月18日から、

支払の方法、賃金の締切り及
び支払の時期並びに昇給に関

常勤講師への雇い止め通告

２月21日に、大阪府との臨
時職員・講師雇用継続要求団
交の第１回目が開かれました。
参加した講師組合員からは、
来年度の労働条件に関する要
望や雇用者である府の責任を
追及する発言がありました。
多くの義務制学校の支部から
は、すでに来年度の雇用に向
けて市教委の動きが始まって
いる状況も伝えられました。

質問も聞かずに
カンペを読み続ける厚顔無恥
さて今年度、少なくとも昨
年度と同様の動きは行うのだ

この間、府は「（市教委・
校長からの）内申を待って回

な、という組合からの確認に
ついて、担当の小中学校人事

答する」という、組合員にとっ
て団交を全く無意味なものと

Ｇは、質問とは全く関係のな
い用意してきたペーパーを繰

する回答を行ってきました。
しかし、昨年度は、「回答の

り返し読み上げるという完全
に組合と団交をバカにした態

方法を検討する」として、

度を示しました。昨年度の対

同様に農業、工業、英語、国
語が３月４日から、その他の
教科は７日から確定の作業が
始まります。義務制について
は８日、非常勤講師について
は現時点では３月下旬以降と
しています。
組合は組合員たちの雇用と
労働条件の向上を求めて今後
も進みます。
酒井さとえ（書記長）

●３月６日（水）10時 大阪地裁809号法廷
岸和田支援学校非常勤看護師パワハラ解雇撤回訴訟 第７回口頭弁論
●３月９日（土）13時半 エルシアター
「さよなら原発2019関西アクション−再稼働やめて！核燃サイクル中止！−」
●３月10日（日）14時〜16時 大阪市立西区民センター（地下鉄西長堀駅）
「ストライキが犯罪か！労働組合つぶしの大弾圧を許さない！3.10集会」
連帯労組関西生コン支部支援集会
●３月22日（金）15時 府教委前
2019臨時職員・講師雇用継続闘争 第４回闘争委員会
※状況によって府教委前、大阪市教委前、堺市教委前で座り込み実行
全員の継続雇用が確定していれば「報告集会」
●３月24日（日）13時半 エルシアター（16:15〜西梅田公園までデモ）
「とめよう！戦争への道 めざそう！アジアの平和 2019関西のつどい」
・講演 徐勝さん（又石大学東ｱｼﾞｱ平和研究所所長/前立命館大学教授）
元山仁士郎さん（「辺野古」県民投票の会代表）

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
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昨年８月、「子どものテ
スト結果を学校予算と人事
評価に反映させる」と、吉
村大阪市長が方針を公表し
て以来、組合はもちろんの
こと、広く市民より反対の
声が湧き起こりました。
２月15日には、「子ども
をテストで追いつめるな！市
民の会」による市教委交渉が
行われ、実のところ市教委事
務局でさえ吉村方針を現実的
に具体化できないでいる実情

教 育 合 同

が明らかになりました。そし
て、この夜は多くの人々が市
役所前に集まり、リレートー
クと歌、ヒューマンチェーン
で私たちの思いを目に見える

●「ヒューマン・フロー/大地
(２１４） 漂流」（'17独）
鮮やかな海の青や草原の緑、
【その９】
ライフベストのオレンジ色、ま
２つの難民のリアル
たドローンを駆使した俯瞰映像
が美しい。だがそこに生きる現
●「僕の帰る場所」('17日・ミャ 実は耐えがたく厳しい。イラク、
ンマー 藤元明緒監督）
ガザ、バングラデシュなどの第
三世界やベルリン、仏カレー、
ギリシャなどの難民受け入れ側
も含む40か所を取材した作品。
監督のアイ・ウェイウェイは
北京五輪のスタジアム「鳥の巣」
の設計に関わった現代美術家。
ミャンマーに生まれ来日した 2008年四川大地震の学校倒壊で
家族４人の物語。ドキュメンタ 娘を亡くした親の手紙を「通学
リーと見まがう劇映画で、家族 カバン」で表す作品を制作し、
内の会話を中心に作られている。 政府と対立する。警察による殴
夫婦の会話はビルマ語だが、親 打、逮捕を経て現在はドイツに
子の会話は日本語。子どもはビ 移住。そのしたたかさは「アイ・
ルマ語をほぼ解さない。父親は ウェイウェイは謝らない ('12
何度も難民申請をするが、認め 米 ｱﾘｿﾝ･ｸﾚｲﾏﾝ監督 DVD化）」
られずに入管に収容されてしま で描かれている。
う。終始家族に覆いかぶさるの
は「どうしようもない無力さ」。
母親は支援者に対し「日本人の
くせに」という言葉で怒りを吐
き出してしまう。
ついに母親と兄弟二人だけが
帰国する。そこからは兄を中心
に語られる。言葉がわからず、
暑さや水シャワーに辟易しミャ
ンマーでの生活に苦痛を感じる。
日本へ戻ろうと空港を目指して
家を出て、街をさすらう中で日
本語話者の子どもと出会い、束
の間の交流によって自分の居場
所を見つける。

（田中浩昭・高校支部）
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形で表しました。
さらに、２月18日の大阪市
会教育子ども委員会では、市
民の会による「学力テストの
結果を教員給与などへ反映さ
せる吉村市長・大阪市教委の
方針の見直しを求める陳情書」
が、維新を除くすべての会派
の賛成多数により採択されま
した。これは画期的なことで
す。
そもそも、子どものテスト
結果を使った人事評価など、

地公法に抵触しないわけがあ
りません。私たちは、今後、
陳情の実現を市教委に迫ると
ともに、これまで以上に多く
の市民にこの問題を訴えてい
きたいと思います。その第一
歩として２月23日には阿倍野
で開催された「まなとおしゃ
べり会」において増田俊道書
記次長がこの問題を市民と共
有する機会を持ちました。
辻谷博子（高校支部）

見えるものにし、形ある成果
を勝ち取る闘いにする必要が
あります。
教育合同にとっての春闘は、
公立学校で働く臨時職員・講
師の継続雇用を獲得すること
であり、私学・大学・民間企
業で働く労働者の賃上げや、
非正規労働者の継続雇用を獲
得し、授業コマ数の減コマ
昨年の春闘総行動の様子
を防ぎ、増コマを求めるこ
昨年、経団連の中西 会長が と等です。２月21日には、第
ある講演会の中で「春 闘とい １回目の臨時職員・講師雇用
う言葉をやめよう」と 発言し 継続要求団交が大阪府・府教
たことが話題になりま した。 委との間で行われました。私
各企業の労使が賃上げ を一律 学・大学・民間企業との団交
に交渉するやり方は、 今の時 も立て続けに行われています。
代にそぐわない、見直 すべき
３月８日には毎年恒例のお
だという認識を示した のです。 おさかユニオンネット春闘総
今の時代に何がどうそぐわな 行動が予定されています。そ
いのかはよくわかりま せんが、 れぞれの組合が抱える労働争
労働運動の側から生まれた
議現場を訪れ、申し入れ行動
「春闘」という言葉を、使用 を行います。教育現場だけで
者側に「使うのをやめよう」 はない、労働現場の実情を知
と言われる筋合いは一切あり ることが出来る貴重な機会で
ません。ここ数年、安倍首相 す。多くの組合員の参加を期
が経営側に賃上げを迫る「官 待しています。おおさかユニ
製春闘」が行われてきたこと オンネット春闘総行動に結集
も、使用者側からこのような を！
発言が出てくる理由のひとつ 【おお さか ユニオ ンネ ット
でしょう。裏を返せば、春闘
春闘 総行 動】
が形骸化しつつあるというこ 日時： ３月 ８日（ 金） 12時45分
と。だからこそ私たち労働組 場所：大阪市役所集合
合は、この春闘を人々の目に 大椿裕子（執行委員長）
配偶者暴力防止法
の前文の配偶者(≒

は、多くの場合地方であり、経
済的自立が困難である地方に対

男)を国に、被害側
(≒女)を地方にして読み替えて

して国が暴力を加えることは、
個人の尊厳を害し、国・地方平

みる▼「国からの暴力の被害者

等の実現の妨げとなっている。」
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