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「私や妻が関係していたら間
この１年、真相究明を求め
違いなく総理大臣も国会議員
てきた森友学園問題に大きな
進展がありました。３月２日
も辞める」と国会で答弁した
朝日新聞は、「財務省が決裁
安倍首相。その答弁と整合性
文書を書き換えた疑いがある」
を付けるため、公文書が改ざ
と報道。３月９日、森友学園
んされたことは想像に難くな
への国有地売却を担当する部
いでしょう。安倍首相は、佐
署に所属していた近畿財務局
川国税長官に全ての責任を押
の職員が自殺したという報道
し付け、逃げ切ろうとしてい
3月12日以来連日行われている府庁前抗議行動
が入った直後、当時、財務省
るのが見え見えです。
理財局長だった、佐川国税庁
３月14日には松井一郎府
長官が辞任を表明しました。
知事が会見を行い、森友問
そして遂に３月12日、財務省
題について追及されると、
が改ざんがあったことを認め
自身や私学課の関与を全面
る報告を行い、安倍首相や彼
的に否定しました。異例の
の妻である安倍昭恵の名前も
対応で「認可適当」と判断
削除されていたことが明らか
したのは、松井一郎大阪府
になりました。昨年２月27日、
知事であることを、私たち
３月13日近畿財務局前抗議行動

問題だらけの「主務教諭」、

相対評価は条例違反

人事考課制度で大阪市の学校は？

http://www.ewaosaka.org

は決して忘れてはいけません。
私たちを愚弄し続ける安倍
政権に対し全国各地で抗議の
声が上がっています。大阪で
も、近畿財務局前や府庁前等
で連日抗議行動が行われてい
ます。真相が明らかになるま
で、怒りの声を上げ続けましょ
う。大椿裕子（執行委員長）

３月14日に行われた梅田HEP前抗議行動

春闘総行動で大阪市に申し入れ

３月９日、エルおおさかに
おいて、なかまユニオンと教
育合同の共催で、「大阪市の
学校は４月からどうなるのか？！」
をテーマにシンポジウムが開
かれました。このシンポジウ
ムでは、大阪市がこの４月か

や介護休暇等を取っていた者
が法に抵触するとして、既に

大阪市は新たな評価制度と
して「人事考課制度」もセッ
トで導入する予定です。新制
度では、今まで対象外として
きた教職員への相対評価を盛
り込んでいます。上位区分で
あるSS、Sの評価を５％、20
％としています。自ら制定し

ら導入を予定している「主務
教諭等」と新たな「人事考課

応募が始まっていた３月になっ
て撤回されることになりまし

た条例に違反する内容です。
組合との交渉では「評価・

制度」について活発に議論さ
れました。

た。しかし、現場においては
「主務教諭等」が何を指すの

育成」システムでＡ評価があ
れば合格するとしています。

現場には何も知らされず

かわからないままに昇給停止
をムチに応募が進められてい

しかし、「主務教諭等」の昇
給規定（30歳で合格すれば一

今後、大阪市の学校はどう

ます。選考基準は「評価・育
成」システムの結果が使われ

気に７年分の昇給）、一時金
の特別加算7.5％支給など、

なるのか？これから職場を選
ぼうとする若い人たちに決し

るとしているのに、開示面談
も終わらないままに応募が始

そんな大盤振る舞いはあり得
ません。明らかに、人件費抑

て勧められる場ではなくなる
ことは確かです。

まっています。

制に使われていくでしょう。

酒井さとえ（書記長）

充分な説明もないままに２
月２日に各校に通知された
「主務教諭等」は、市議会で
も選考基準が問題とされまし
た。選考の対象外とされてい
た応募年度に45日以上の育休

教育現場の労働者が

誰でも入れる

３月14日に行われたおおさ
かユニオンネット総行動では、
なかまユニオンと共に、主務
教諭制度等の撤回を求め申し
入れも行いました。
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東日本大震災および東京電
力福島第１原子力発電所の事
故から７年目の３月11日、す
べての原発の稼働停止を求め
る「さよなら原発関西アクショ
ン」がエルシアターで開催さ
れ約1,000名が参加し、集会
後は梅田まで原発の稼働停止
を訴えてデモ行進をしました。 弁護士・海渡雄一さんによる講演
主催者の池島芙紀子さんは、
海渡さんは「『もんじゅ訴
「世界の流れは脱原発、地震・
訟』がなかったら廃炉決定も
火山国の日本は止めよとしな
無かった」と振り返ります。
い。再稼働を前に関電への要
2003年１月の川崎判決で、も
請を行う。皆さんには関電か
んじゅの危険性を証明する数々
らの電力切り替えを提案した
の文書が明らかにされ、許可
い」と訴えました。
の無効を宣言し政府は廃炉を
講演では、弁護士の海渡一
決めました。しかし、廃炉に
雄さんより反原発裁判におけ
は放射能を帯びたナトリウム
る争点と課題が話されました。
の抜き取りという難題があり

(195）
【その７】
南京大虐殺から80年、当時の体
験者は今や100名ほどしか生存さ
れていません。記念館で二人の生
存者（中国では「幸存者」と言い
もうひとりの証言者は、岑（チ
ます）から貴重なお話を聴かせて
ン）洪桂さん、94歳。両親と妹二
いただきました。
人、弟一人の６人家族の長男で、
当時、３歳の少女だった方素霞
当時14歳。
さん（83歳）は、両親から聞かさ
「漢中門と水西門の間の2000世
れたことも含めて語ってくれまし
帯はすべて焼き払われた。民家に
た。家族は、祖母、中国銀行勤務
火をつけ、とび出してきた中国人
の父、母、姉二人、兄一人の７人
を、近ければ銃剣で殺し、遠けれ
家族で長江に面した下関（シャー
ば射殺した。『姑娘（クーニャン、
クァン）地区に住んでおられまし
若い娘）を探せ』と父を連行して
た。
行った事もある。草ぶきの自宅は
「南京から脱出しようとした時、
燃やされ、中にいた３歳の弟が焼
祖母が纏足で、母が妊娠中。泣き
き殺された。弟を助け出そうとし
声で日本兵に見つかるのを恐れて
たが、日本兵に抑えつけられ助け
自分は置き去りにされた。その後、
られなかった。手のたこや帽子の
長江を渡る船の手配を済ませた父
影があると兵士という事で後ろ手
が迎えに来てくれて生きのびるこ
に縛り、岸辺まで連行し、100人
とができた。長江上流の烏江まで
単位で銃殺したのも目撃した。一
脱出し、半年後、家に戻ったら、
家五人で南京を脱出した。途中、
家財道具はすべて奪われていた。
置き去りにされかかった３歳の妹
兄は、脱帽してお辞儀しなかった
を背負って、半月かけて何とか徐
との理由で日本兵に殴られた。今
州まで歩き、そこで３年程いた。
でも日本兵に追いかけられて川に
食料がなく、再び南京に戻り、建
飛び込む夢を見る」
築資材の運搬の仕事を父とし、母
はごみから売れるものを取り出し、
何とか生活をしていた。」
2000年カンヌグランプリ作品
「鬼が来た」（香川照之出演）は
必見です。
水
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ます。日本原子力研究開発機
親の回想。被災地で出会った
構によると「原子炉内のナト
元消防団員の話の場面、海岸
リウムは抜き取りを想定して
に打ち上げられた数々の遺体
いない設計」「当初は完成を
に手を合わせるしかなく、か
急ぐのが最優先で廃炉は念頭
すかに聞こえる声に生存者を
になかった」という明らかに
見つけても一人では助けられ
欠陥で今後も監視が必要です。
ず、応援を呼びに行くも避難
2017年12月、広島高裁は伊
勧告で行けなかった。地震・
方原発第３号機について、火
津波・原発被災、被災者を取
山噴火リスクを根拠に運転差
り巻く情景が浮かぶ講談でし
し止めを決定しました。「こ
た。 武井博道（特別執行委員）
の３月には立憲民主党が、脱
原発法案を国会に提案すると
伝えられている。これを機に
すべての原子炉の廃炉を勝ち
取ろう」と話されました。
また、講談師の神田香織さ
んの「福島の祈り」も演じら
講談師・神田香織さんによる「福島の祈り」
れました。母子で避難した母

集会が増えてくると、春の
到来を感じます。ちょうど学
校の春休みの期間には様々な
集会が予定されています。

「書を捨てよ、町に出よう」
とは寺山修司の言葉。花粉も
最盛期ですが、みなさん、ふ
るって集会に参加しましょう！

●３月17日（土）18時〜20時 エルおおさか504 「反核世界社会フォーラム」
核兵器も原発もいらない！気候を変えるな、システム変えよう！
報告：寺本勉（教育合同高校支部）
●３月23日（金）15時〜

府教委前

2018臨時職員・講師雇用継続獲得闘争

第４回闘争委員会（座り込み）

※状況によって大阪市教委前、堺市教委前で座り込み。
全員の雇用が確定していれば「勝利報告集会」
●３月24日（土）13時半

エルおおさかエルシアター

「止めよう！戦争への道 2018関西のつどい」
講演：柳澤協二さん（元内閣官房副長官補）
安次富浩さん
（ヘリ基地反対協議会共同代表）
※講演後デモ
●３月26日（月）14時

大阪地裁８０９号

「君が代」不起立戒告処分共同訴訟判決
●４月１日（日）
13時〜集会
14時〜パレード
中之島公園芝生広場
ダイバーシティーパレード
※労働問題、格差問題につ
いてアピールするフロートが用意されています。多く
の方々の参加を期待しています。

現代の踏み絵「君
が代」▼「君が代」

は座席外でずっと立つ方法を考
える（トイレも可）▼「君が代」

だけのために起立
するのはどうも嫌だ▼発想を転

斉唱中トイレ禁止という職務命
令は出せまい▼抵抗には積極的

換してみよう▼「君が代」前後

なものも消極的なものもある

教育現場の労働者が

誰でも入れる
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