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７月９日、全労協による文

見解を明らかにすることで

ず勤務時間を正確に把握し

部科学省交渉が行われました。
文部科学省と言えば、交渉に

す。改正地公法で新設され
る会計年度任用職員には、

ていないという問題があり
ます。また、大阪市では臨

先立つ７月４日、局長が東京
医科大学に対して便宜を図っ

フルタイムとパートタイム
の区分があります。しかし、

時主事が一般職の非常勤扱
いとなり、大幅な労働条件

たとする受託収賄容疑で逮捕
されるというニュースが流れ

学校現場の「非正規」であ
る、常勤講師や非常勤講師、

の低下が問題となっていま
す。このことについては、

るという絶妙のタイミング。
加計学園獣医学部新設の認可

臨時主事など様々な職種がど
のような区分になるのかはっ

交渉時間はたったの30分。文科省交渉の様子

ました。方や、パートタイム

文科省も関心を寄せていま
す。今後、さらに不明な点を

プロセスの不透明さなど、公
正な文部科学行政を行うこと

きりとせず、未だ多くの自治
体が組合と具体的なやり取り

については国庫負担の対象で
あるとしました。一方、フル

文科省に追及すると同時に他
の自治体の現状も調査してい

を既に要求していましたが、
公正さとはほど遠い行政が露

に進むことができていません。
文科省の回答によると、会

タイムかパートタイムかを区
分する「一週間辺りの通常の

く必要があります。
お騒がせ続きの文科省、要

呈し続けています。

計年度任用職員（フルタイム）
は国庫負担の対象外となるた
め常勤講師や臨時主事が移行
することにメリットはなく、
自治体は現在と同様の臨時的

勤務時間」について、非常勤
講師の勤務時間をどのように
考えるのかについては明確な
回答を持ち合わせていません
でした。大阪においては、授

求したいことは多々あります
が、まずは「公正な行政をし
てくれ！」に尽きるのです。
なお、要求書の全文はHPにアッ
プします。

任用職員とするだろうと答え

業コマ数でしか勤務を示され

酒井さとえ（書記長）

改正地公法 文科省の見解は？
交渉時間の制限もあるため
組合が重点項目としたのは、
改正地公法に関する文科省の

組合員２名を含む「君が代」
不起立戒告処分取り消し訴訟
の控訴審がいよいよ始まりま
す。炎暑たけなわの７月25日
（水）13時半、大阪高裁74号
法廷にて第１回口頭弁論が開
廷され冒頭に控訴人陳述が予
定されていますので、ぜひと
も傍聴支援にお越しください
ますようお願いします。なお、
閉廷後は場所を移し、エルお
おさか南館７階734号室で報
告集会を開催します。
内藤裕之裁判長による不当判決

振り返ってみれば、大阪地
裁判決は、あの〝第５民事部
内藤裕之裁判長〞によるもの
でした。彼は、これまでの大
阪「君が代」裁判においても、
事実認定すら誤認し、ことご
とく独断と偏見に基づく不当

な判決を出して来ました。
不起立は
「厳しい非難に値する」!?

３月26日の本件地裁判決は、
７名全員の訴えを棄却する不
当なものでしたが、とりわけ
原告全員が目を疑ったのは、
「原告らに係る本件職務命令
違反行為は…式典の秩序に反
する特異な行動に及んだもの
で、厳しい非難に値するもの
であるというべきである」と
いうくだりでした。問題となっ
た原告７名の卒業式や入学式
が「円滑に遂行された」こと
は教育委員会も認めるところ
です。しかも、これまでの
「君が代」裁判において、最
高裁は、「君が代」不起立行
為を「歴史観ないし世界観及
びこれに由来する社会生活上

●７月21日（土）14時〜 エルおお
さか５F研修室２
第29回大阪全労協大会
ないし教育上の信念等という
●７月22日（日）10時15分 国労お
おさか会館３F大会議室
ことができる」と判示してい
第８回「日の丸・君が代」問題等
全国学習・交流会★2018 強権を
るにもかかわらずです。「君
破る あたりまえ の民主主義を
が代」不起立行為を、「特異
※集会終了後17時〜梅田までデモ
資料代800円
な行動」、「厳しい非難に値
●７月25日（水）13時半
大阪高裁74法定
する」とは、明らかに内藤裁
「君が代」不起立戒告処分取消訴
判長の悪意に満ちた私見です。 訟第１回口頭弁論
※傍聴支援をお願いします！
●８月４日（土）12時半〜
大阪弁護士会館1001・1002号室
裁判官の私見・偏見に基づく
第10回労働者・労働組合と大阪労
判決を許すな！
働者弁護団合同交流会
参加費1000円
７名の原告は、即日控訴の
●８月４日（土）・５日（日）
御殿場・時之栖
決意をし、11名の弁護士らと
2018全学労連・全学労組学校労働
控訴に向けて会議を重ねてき
者全国集会（第47回全交流）
ました。「控訴理由書」では、 ●８月26日（日）13時半〜開場
学働館 ＥＷＡセミナー2018
演劇『振って、振られて』上演＋
内藤判決が最高裁判決を逸脱
トークセッション
した偏見に基づくものである
●８月27日（月）15時
大阪府労働委員会９F
ことを冒頭に掲げ、その不当
17大阪府事件（岸和田支援非常勤
看護師雇止め）証人尋問
性を追及しています。学校に
※傍聴支援をお願いします！
「日の丸」「君が代」はいり
●８月27日（月）18時半 靭公園
朝鮮戦争休戦65周年 東アジアに
ません。その確信のもとに
平和を！7・27キャンドル行動
※キャンドルで人文字（PEACE）
「君が代」裁判はまだまだ続
を作り、御堂筋をピースパレード

きます。辻谷博子（大阪支部)

教育現場の労働者が

誰でも入れる
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塾を経営する（株）ウィザ
スは、2017年６月２日、わざ
わざ組合員だけを赤字で表記
した社内研修の参加名簿を、
研修に参加する社員に添付ファ
イルで送信し、組合員の名前
を流出させました。
【背景にはパワハラ問題】

なぜ会社は組合員だけを赤
字で表記したのでしょう。ウィ
ザス支部結成のきっかけは、
上司からのパワーハラスメン
トの解決でした。組合との団
交により、会社は調査を実施。
会社はパワハラとは認定しま
せんでしたが、行き過ぎた指
導があったことを認め、以後、
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組合員とその上司（以下、上
司Ａ）が接触しないように配
慮して来ました。そのひとつ
として、社内研修でファシリ
テーターを務める上司Ａのグ
ループに、組合員が入らない
よう、赤字で色分けした名簿
を作成していたのです。事情
を知らず名簿の作成と連絡を
任せられた社員が、誤って赤
字表記のままの名簿を社員に
流出させてしまったのです。
【組合の報道の仕方にまで
注文をつけるあつかましさ】

事務的なミスとは言え、会
社が団交を通じて知り得た組
合員の名前を勝手に流出させ
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るなど、あってはならないこ
と！組合は会社に対し謝罪文
の手交を求め、約１年間、団
交と折衝を重ねて来ました。
謝罪文の内容もようやく合意
に達し、手交の段階にまで来
て、なんと会社は「口外禁止
にしてほしい」「組合のニュー
スやホームページには掲載し
ないでほしい」と要求して来
たのです。組合が「その様な
要求には応じない」と回答す
ると、今に至るまで手交を渋っ
ている始末です。自らの非を
認めながら、こんな要求を突
きつけてくる使用者に、未だ
かつてお目にかかったことが

ありません！前代未聞です！
とりあえず謝罪文を手交し、
口先だけ謝っておけば良いと
いう会社の姿勢が如実に表れ
ています。今回のような事件
を生む背景には、労働組合を
疎ましく思う、この会社の企
業風土があると思われます。
私たちは、言い訳を繰り返
さず、素直に自らの非を認め、
あれこれ注文を付けず、気持
ち良く謝罪をし、二度と同じ
過ちを繰り返してほしくない
だけです。組合は、誠意ある
謝罪文の手交を引き続き求め
ていきます。
蓑田智洋（ウィザス支部）
海水温の上昇などを原因とする気

(203） 候変動の具体的現われである。

舞台のはじまりは、国民
投票を経て３度目の改憲が
【その３】
決まった夜。改憲により基
本的人権が大幅に制限され、
改憲反対の憲法学者は国外
脱出の準備を進める。そこ
に改憲推進派の教授が現れ
る。手には「日の丸」の旗
を持って･･･
今年のEWAセミナーは憲
法をテーマにした演劇「振っ
西日本から東海地方にかけて、
て、振られて」（作/くる
かつてない被害をもたらした豪雨
みざわしん）の上演を行い
は、数十年に一度と言われ、大雨
ます。「是が非でも、自分
特別警報が十一府県で出された。
が首相のうちに改憲を！」
いまだに二次被害の恐れが指摘さ
と目論む安倍政権。特定秘
び〜と題したトークセッションを
れている。一方、ＴＶのニュース
密保護法、集団的自衛権の
行います。組合員だけでなく、ど
行使を可能にした安保関連
なたでも観劇可能です！この機会
では、農民の方が「50年に一度な
法、共謀罪など、数の力で
に、各地で話題になっている『振っ
んて嘘っぱちや。最近14年間で４
次々と悪法を成立させてい
て、振られて」をご覧下さい！
回も水に浸かってる」と話されて
る安倍政権を前に、私たち
【EWAセミナー2018】
いた。近年になって、台風の大型
はどうすべきなのか･･･演
演劇『振って、振られて』上演
化や大雨の広域化・長期化・激甚
劇を通じて考えてみましょ
日時/2018年８月26日（日）
化・頻発化が目立つようになって
う。上演後は、「君が代不
13時半開場 14時開演
いる。明らかに地球温暖化による
起立」処分撤回を求め闘っ
15時〜トークセッション
ている組合員と、劇作家の
会場/学働館メインホール（地下鉄「阿
波座」駅下車７番出口より徒歩８分）
くるみざわしんさん、フォ
７月６日からの豪
トグラファーの芋縄なつき
入場料/一般前売り2000円
雨で西日本各地が
さん、保育士の朴亜悠さん
（当日2500円）
被災▼組合員の故
障害者・学生 1500円
と共に、『愛国』でダイジョ
郷も被災地となった▼気象庁が
ウブ？〜教育現場からの叫
※お問い合わせは教育合同まで！ 厳重な注意を呼びかけた７月５

教育現場の労働者が

誰でも入れる

昨年11月、ドイツのボンで開か
れたCOP23の対抗アクションでは、
南の国々から来た人々が「気候
変動は未来のことではない。私
たちの生活と生命を現に脅かし
ている」ことを訴えていた。日
本でも、それが現実になってき
ている。
今年になって、気候変動と市民
社会のとりくみについて、ある高
校で特別授業をさせていただく機
会があった。高校生たちは、真剣
に話を聞いてくれた。そして、あ
る生徒は「では、高校生である私
たちには何ができるでしょうか？」
と質問してきた。まさに、この問
いこそ、いま私たち自身が共有す
べきものだと思う。いまだに石炭
火力発電所と原発の両方を推進し
て、世界中から批判されている日
本政府の政策を国内から変えさせ
るためにも。（寺本勉・高校支部）
日、自民党議員らが赤坂自民亭
で大宴会▼「スコップの１本く
らい持ってきて１軒でもいいか
ら行ってやってみい」▼広島の
男性が放ったこの一言を全員に！
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