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阪 神 間 ALTの 会 計 年度 任 用
職員に関する団体交渉が相次
ぐなか、９月25日に伊丹市と
の２回目の団交が行われまし
た。
伊 丹 市 は早 い 段 階 か ら ALT
をフルタイムの会計年度任用
職員へ移行する予定であると
表明していました。６月に行
われた第１回目の団交で組合
は、給与支給について経験年
数に応じた昇給額を明らかに
すること、また、年２回に分
けて支払われる期末手当では
なく、現行通りに年収を12月

で割った支給を要求しました。 支給方法についても現行の支
払い方法を変更すれば月額給
給与上限は見直し、支給方法は現行
与が大幅に減額することを考
通り
慮し、組合員の要求通り現行
第２回目の団交では、給与
支払い方法を維持していく見
支給について11年目以降は年
込みであることを回答しまし
3100円の昇給を維持し（他に
た。
地域手当等が増額される）、
フルタイムの会計年度任用
定 年 制 もな い た め 、 ALTの 現
職員の場合、退職金や兼業禁
行制度の支給上限はなくなる
止など、まだ多くの変更が行
見通しであることを明らかに
われます。会計年度任用職員
しました。つまり、70歳、80
への移行が決して非常勤職員
歳とキャリアを積むことによっ
の待遇改善につながらない実
て、かなりの水準の給与に達
態が明らかになるなか、伊丹
するという意味です。また、
市の対応は一定程度評価でき

「社員に謝罪する予定はない」
ウィザスの行った労働基準法
違反について、社員に謝罪と
説明を求めた組合に対して、
ウィザスはこのように答えま
した。
2019年６月、組合はウィザ
スに対して、三六協定がどの
ように記載されているのかを、
開示するように求めました。
その結果、これまでの43年間、
ウィザスでは三六協定を労働
者と結ばずに、週40時間を超
える残業や休日出勤をさせて
きた疑いが明らかになったの
です。このことを組合から指
摘されたウィザスは、今年７
月、突如、三六協定を開示し
ました。しかし、そこでさら
に驚くべきことが明らかになっ
たのです。本来、三六協定は、
①その趣旨を労働者に周知徹
底する
②挙手や投票などの民主的な
方法で労働者代表を選出する

③使用者と労働者代表が三六
協定を締結する
④労働基準監督署に提出する、
という手順を必要とします。
三六協定偽造が明らかに
しかし、ウィザスは「三六協
定締結に向けて組合と協議す
る」とした約束を守らずに一
方的に作成、労働基準監督署
に提出していたのです。また、
作成にあたり、第一教育本部
（第一ゼミナール、個別指導
ファロス、他）の労働者に三
六協定のことを隠し、幹部社
員を労働者代表にして署名捺
印させていました。これは、
かつて過労死の問題などを引
き起こした企業等で発覚し社
会的問題となった、三六協定
偽造事件と全く同じ手法であ
り、労働基準法違反となりま
す。そのことを指摘されたウィ
ザスは、「選出方法に問題が
あった」とは認めたものの、
「経緯を労働者に説明し、労

働者の権利を侵
害したこと、不
適切な公文書作
成を行なって企
業価値を棄損し
たことに対して
は謝罪し、組合
と協議した上で
改めて三六協定
を締結すること」
とした組合の要
求しに対して、
「教室への適切
な連絡を検討す
るが、謝罪はし
ない」と返答し
てきました。し
かし、10月現在
に至るも、全く
適正化に向けた
動きを行っては
いません。
ウィザスは社員に対して、
「社員も顧客」と謳っていま
す。ウィザスにとって、「顧
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るものです。また、今後は英
語 教 育 に 関 わ る JTEや 非 常 勤
講師など伊丹市との団体交渉
は続きます。
ALTをはじめとする非常勤
職員の待遇改善に前向きでは
ない自治体は、これからの英
語教育に一体どのような展望
を持っているのか見えてくる
ものです。
人材と人員の確保に後ろ向
きな自治体の教育に未来はあ
りません。
酒井さとえ（書記長）

客」とはどのような定義なの
でしょうか。
蓑田智洋（ウィザス支部代表）
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９月29～30日、東京の大田
区産業プラザPioにおいて、
全労協第31回定期大会と全労
協結成30周年記念レセプショ
ンが開催されました。
多岐にわたる活動総括・方針
大会スローガンは、「８時
間働けば暮らせる社会、ディー
セント・ワーク（働きがいの
ある人間らしい仕事）を実現
しよう！誰でもどこでも時給
1500円の最低賃金を！」など
６本。これらの具体化に沿っ
て総括と方針の討論が行われ
ました。たたかいの課題は多
岐にわたっており、公務公共
サービスに関しては「会計年
度任用職員に関する取り組み」、
教育関連労働者の闘いに関し
ては「年単位変形労働時間の
導入反対」や「外国語指導助
手（ALT）などの労働条件改
善を目指した連携強化」など

教育合同が直面している課題
も取り上げられました。
福島第一原発過労死責任を
追及する会からは、裁判闘争
の現状報告とこれからの課題
の報告、全国一般東京東部労
組メトロコマース支部と全国
一般・全労働者組合ユナイテッ
ド闘争団からは、10.18上野
デモを共同で取り組んでいる
ことのアピールなどがありま
した。
教育合同からも、７月参院
選のお礼と、大阪産業大・大
阪観光大との長期争議の解決
の報告、会計年度任用職員団
交の報告などをしました。

多彩なレセプション参加者
定期大会の後、会場を移
して全労協結成30周年記念
レセプションが開催されま
した。全労連の小田川義和
議長、平和フォーラムの勝
島和弘事務局長、福島みず
ほ参議院議員、日本労働弁護
団の棗 (ﾅﾂﾒ) 一郎幹事長な
ど、多士済々なゲストが、そ
れぞれ全労協運動の重要性を
語られました。また、NPO法
人移住者と連帯する全国ネッ
トワークの代表理事の鳥井一
平さんが移住労働者・外国人
労働者の権利確立に向けてア
ピールもされました。鳥井さ
んは、かつては全統一労組で
活躍されていました。９月17
日にNHKで放映された「プロ
フェッショナル仕事の流儀～
外国人労働者に何が？支援の
第一人者に密着～」で活動遍
歴が丁寧に取り上げられてい
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ました。見逃した方は、NHK
オンデマンドで配信中なので、
ぜひご覧ください！
増田俊道（執行委員長）
●10月20日（日）13時半～
エルシアター
とめよう戦争への道
めざそうアジアの平和2019関西の集い
●10月22日（火・休）13時半～15時半
エルシアター
カジノあかん！舞洲あぶない！ここ
で万博だいじょうぶ？10.22市民集会
●10月22日（火）14時～
中央公会堂前水上ステージ
憲法違反の即位礼・大嘗祭にＮＯ！
だ 集会・デモ
●10月26日（土）14時～16時45分
エルおおさか南館７３４
「日の丸・君が代」強制反対大阪ネッ
ト 2019年度総会・講演会

●11月16日（土）14時～16時デモ（雨
天決行）

西梅田公園

声をあげよう！弾圧ゆるすな！ 11･
16全国集会

ことが意外と好きなのかもしれ

(２２２） ない。
もう三十年以上前の話になる
が、ある企業の採用試験で、受
【その２ 子の巻】
験者の血液型で採用を決めると
さて、今回から十二支の先頭 いう話が話題になった（何型が
に戻って「子」のお話を…
採用され、何型が不採用だった
どうして十二支の順番で「子」 かはもう記憶にないが…）。プ
が最初になったのか、について ロ野球日本シリーズの予想にな
はいくつか説があるようだが、 ぞらえ、「自己顕示欲が強いＢ
そのうちのひとつとして以下の 型の選手が多いセリーグが勝つ！」
ような話が伝わっている。
とのたまわっていた（結果は激
神が十二支の動物を決める際、 闘の末、パリーグのチームが勝っ
家の前に来た順番に決めること たのであった）。
にした。牛は動きが遅いからと
医師の話によると、同じＢ型
真っ先に出かけ、一番に門の前 でも何種類かの型に分かれるの
についた。しかし、門が開けら だそう。政治家でいえば、田中
れる時、牛の頭の上に乗ってい 角栄・宮澤喜一、プロ野球選手
た鼠が牛の前に飛び出したので、 なら広岡達郎・田淵幸一、彼等
鼠が一番になったという。
は全員Ｂ型であるが、どう見て
かように子年生まれのヒトは もキャラがそれぞれに違いすぎ
「計算高くて、狡賢い（子年生 る（例えが古くて恐縮である）。
まれの皆さん、ゴメンナサイ・・・・）」
そもそも血液型で会社経営や
というイメージがあるようだ。 優勝チームが決まるなら、誰も
我々の世代でいえば、さしあた 苦労せん！と思いながら、週刊
り『ゲゲゲの鬼太郎』に登場す 誌の星座占いについ目がいって
る“ねずみ男”のイメージか。 しまう自分もいる（同じ時期に
もちろんこれらは、先入観や 生まれた者が同じ運命などとい
偏見の類に違いないが…、そう うのは有得ないのにねぇ!!）
いったモノでヒトを見てしまう
（アタル）

文科省は、昨年に引き続き、全 の学校に在籍している。避難・
国の小中学校の１年生に「放射 転校・家族の別居などを余儀な
線副読本」を配布しようと準備 くされているすべての人々と子
を始めています。南河内支部は、 どもたちに、最大限の配慮が必
９月12日、羽曳野市教委に対し 要不可欠である」という主張に
て2019年度配付に反対する申し 市教委も配慮せざるを得なくなっ
入れ書を渡し回答を求めました。 たものと考えられます。また、
昨年秋の交渉で見られた、形だ 全国で取り組まれた放射線読本
けでいいから児童生徒に配付し への市民による批判の運動、羽
てほしい、との市教委の態度を、 曳野市内の各校に放射線読本批
「児童生徒に配付するか学校に 判のニュースを支部として配布
留め置くかは、最終的に各校で して訴えたことなど、諦めずに
判断してもらってよい。」と、 活動を続けた成果だと言えます。
変えさせることができました。
今後、支部では市内中学校の
この背景には、私たちが訴え 校長にも申し入れをし、「学校
た「福島の事故と放射線への不 留置」が１校でも増えるよう求
安から転校してきた生徒が市内 めていく予定です。
半澤慎次（南河内支部代表）
「我が亡き後に洪
水よ来たれ」▼負
の遺産は大人のせ
いで次の世代へ持ち越されてい
く▼地球温暖化について国連で

演 説 し た 16歳 の グ レ タ さ ん は
「あなたたちを絶対に許さない」
と言った▼教員間でいじめがあ
るような教育現場で働くわたし
たちは絶対に許してもらえない
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