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10月30日（水）の午前10時、

本来団体交渉が行われるべき

ウィザス社内ではなく、御堂

筋の貸会議室の一角で、組合

は冒頭、「ウィザスにおける

『誠実』という言葉は、書面

にしか存在しない」と指摘し

ました。

さらに、社会的責任を負い、

教育という重要なインフラを

担う企業としては好ましくな

い「誠実さに欠けるこれまで

の対応」を順番に読み上げま

した ― ウィザスが事前に書

面で回答した内容が不十分で

あるとして、団体交渉で組合

から確認しても、今回も会社

側に真剣に検討したと思われ

る形跡はありませんでした。

法定休日も法定外休日も規定

せず、就業規則に変形労働時

間制であると書いているだけ

では無効であることを組合か

ら指摘されているにもかかわ

らず、ウィザスは「労基署に

相談している。労働基準法に

は抵触しない。よって未払い

賃金は存在せず、調査は必要

ない」と答えたのです。

また、３６協定を労働者に

告知することもなく勝手に幹

部社員を代表にして労基署に

提出していることに関しても、

「労基署に聞いて、労働基準

法違反ではない。しかし、労

働者代表の選出方法には問題

があると言われているから、

これから検討する」と答えま

した。しかし、すでに11月で

あり、そもそも組合から指摘

されたのが６月、そこから

「組合にも相談しながら進め

る」とした約束を反故にして

労基署へ３６協定が提出され

ていたことが明らかになった

のが７月です。そこから約３

か月あったにもかかわらず、

全く社員に対してなんらの対

応をしていないことからも

「社会的責任を負う企業とし

て不誠実」であることは明ら

かです。

「法律には抵触していない」

ということだけが企業に求め

られるのではありません。法

律の遵守、それ以上に、企業

は社会から求められている責

務を率先して担っていく姿勢

が必要であり、従業員が人間

らしく幸せに生活するために

できることに全力で取り組む

ことが求められています。

ウィザスは社会に必要とさ

れる企業として残っていける

のか。今後の姿勢が問われて

います。

蓑田智洋（ウィザス支部代表）

組合は、11月６日に大阪市、

８日に堺市、大阪府と19年度

の賃金・一時金に関する第１

回交渉を行いました。それぞ

れの報告を行います。

大阪市

初任給だけをアップする手

法で手厚い給料体系をアピー

ルし、若年層を取り込もうと

してきましたが、すべての年

齢層で月例給引き上げとなる

人事委員会勧告に基づいた給

料表が早々と提案されました。

しかしながら、この新たな給

料表でも小中学校の講師を格

付けした１級には125号級と

いう頭打ちが存在します。交

渉時点ではこれを改めるのか

否かについて回答は得られま

せんでした。年内に提案がな

ければ、講師の中にも差別を

持ち込む給料制度を維持する

つもりであると判断せざるを

得ません。

大阪府

大阪府は講師を含む高齢層

職員の昇給廃止の交渉時、小

中学校の講師の給料表が約47

歳で頭打ちとなることについ

て、人事委員会へ検討を要請

すると回答していました。人

事委員会は今回の勧告で最高

号給を引き上げることとしま

した。まさに、要請が実った

と言えます。しかしながら、

大阪府はまだ検討段階である

として自ら要請した引き上げ

について組合への回答を避け

ました。矛盾しています。

堺市

講師の2級格付けについて、

さきに府教委が13都道府県で

実施されていることを認めて

いましたが、今回、堺市教委

も政令市20市のうち10市が何

らかの形で2級格付けを行っ

ていることを認め、小中学校

講師給料表の上限延ばしと合

わせ、待遇改善の方向で年度

内提案を目途に検討中である

ことが明かされ、明るいニュー

スとなりました。長年の要求

事項、一歩前進、です。

給料表および一時金につい

て大阪市以外は、18日の回答

を待つことになります。

酒井さとえ（書記長）

●11月30日（土）13半～

大阪市立中央会館ホール

2019年小学校教科書採択 道徳

と社会科の実態

・特別報告「日韓関係の今を考

える」カン・ヘジョンさん

（アジアの平和と歴史教育連帯・

国際協力委員長）

・資料代：800円（学生、しょう

がい者無料）

●11月23日（土）15時～17時半

エルおおさか 10階宴会場

教育合同結成３０周年パーティー

●12月１日（日）14時

エルおおさか南館５Fホール

南京の記憶をつなぐ２０１９

・ドキュメンタリー映画『マギー

牧師が見た南京大虐殺』

・講演「南京から現在のメディ

ア状況を照らす」下地毅さん（朝

日新聞記者）

・資料代：前売り1000円/当日

1200円（学生500円）
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「なくそう！官製ワーキン

グプア第７回大阪集会」が10

月14日、エルおおさかで開か

れ、約150人が参加しました。

来年４月施行の改正地方公

務員法によって会計年度任用

職員制度がスタートし、自治

体で働く非正規公務員の多く

が、その会計年度任用職員に

移行します。

不利益変更を行う自治体も

国会附帯決議では「臨時的

任用職員及び非常勤職員から

会計年度任用職員への移行に

当たっては、不利益が生じる

ことなく適正な勤務条件の確

保が行わなければならない」

とされています。しかし、現

場の労働者からは、従前の非

常勤職員（特別職）から会計

年度任用職員（一般職）へと

位置づけが変わることに伴っ

て、給与が下がると言われた

り、この機会に外部委託に切

り替える（雇止め）と言われ

たりする事例が報告され

ました。

会計年度任用職員には、

フルタイムとパートタイ

ムがあり、フルタイム職

員には正規職に準ずる手

当（退職手当を含む）が

支給できるが、パートタ

イム職員には期末手当（週あ

たり勤務時間による制限あり）

しか支給されません。今まで

「常勤」と目されてきた非常

勤職員を含め、多くの非正規

公務員が「パートタイム会計

年度任用職員」と位置付けら

れることによって、労働条件

が劣化する、という報告もさ

れました。

そのような中、交渉を重ね

ることで週１５時間半未満で

あっても期末手当を支給する

ことや、報酬が下がる場合に

は５年間の現給保障を行うこ

となどの改善を勝ち取った仲

間たちからの報告もあり、今

後のたたかい方の参考となり

ました。

田辺岸代（執行委員）

160億円をかけた

「即位正殿の儀」

(別名「天皇が高御

座から国民を見下ろすの儀」)

▼仰々しく「天皇≒現人神」の

神道儀式を報道するメディア▼

高校で日本史の授業をしている

小生は生徒にこう質問してみる

「天皇の祖先は？」▼ある生徒

の答え「猿」▼正気はどっちだ？

【その３ 丑の巻】

今年のプロ野球もソフトバン
クの日本シリーズ制覇でめでた
く・・・・かどうかは別として
（個人的には、クライマックス
シリーズなどという安物のバラ
エティー番組のクイズコーナー
よろしく「最後の問題に正解す
れば500点」などというレギュ
ラーシーズンの成績を冒とくす
るがごときシステムには違和感
を禁じ得ないところであるが・・・・
それはともかく）2019年のシー
ズンも幕を下ろした。
ところでプロ野球がセパとも

に6球団となった1958年以降、
唯一「日本一」を経験できずに
消滅した球団をご存じであろう
か？その球団名こそ今回の丑の
巻にちなむことになる、「近鉄
バッファローズ」である。後続
発進となった楽天も2013年に日
本一を経験している。
球団創設当初は「近鉄パール

ス」という何と美しい（プロ野
球の球団名とは思えないような？）
名称であった。この名称は、近
鉄沿線の伊勢湾で養殖されてい
る真珠にちなんだものであった。

それがなぜ「真珠」→「丑」に
なったのか。
現役時代に「猛牛」のニック

ネームで親しまれた元巨人の名
二塁手、千葉茂が1958年のシー
ズンオフに近鉄の監督就任にあ
たり、ファン投票にて球団名が
「近鉄バッファロー」となった
（翌1960年より「バッファロー
ズ」に改められた）。ともかく、
個人のニックネームが球団名に
なったのは後にも先にもこのケー
スだけである。
余談であるが、この千葉氏、

現役時代、行きつけの食堂でい
つも「カレーライス」と「カツ
丼」を注文していたが、ある時、
時間に追われ、「カレーライス
にカツをのっけてくれ」とリク
エストしたのが「カッカレー」
の始まりだと言われている。
そんな千葉氏が近鉄の監督に

就任して、チームもさぞかしそ

の名のごとく猛進するかと思い

きや、監督在位3年間、全て最

下位・・・・。特に最後のシー

ズンは103敗と今でも日本プロ

野球に残るワースト記録まで献

上してしまったのは皮肉であっ

た。最初の「パールス」のまま

のほうが良かったかも・・・・、

というのは考え過ぎか。

（アタル）

(２２３）

大阪支部は、大阪市立泉尾

北小学校で５月８日に行われ

た「天皇陛下御即位記念」児

童朝会について、市教委と10

月11日に団体交渉を行いまし

た。

とりわけ問題にしたのは

「皇紀二千六百七十九年」

「第百二十六代天皇」と書か

れた色紙を持っている写真を

学校のホームページに載せて

いることに対して、教育長、

市教委の考えを質しました。

市教委は「特に問題はない」、

「ホームページの削除も必要

ない」と回答しました。これ

に対し組合は、これは戦前の

「皇国史観」であり、「皇民

化教育」を是認するものであ

ると抗議しました。学習指導

要領、教育基本法との整合性

はどうかと問うと、市教委は

「皇民化教育」はよくないこ

とと認めました。また、招待

した山口采希氏が歌った「行

くぞ！日の丸！」の歌につい

て、市教委は「オリンピック・

パラリンピックの応援歌と理

解している」と回答してきま

した。

組合は強く抗議し、同時に

歌われた「仁徳天皇」の歌詞

に出てくる「民のかまど」の

出典は教育勅語に基づく『修

身』の教科書の中に出てくる

ものであるとの組合の指摘に

対して、市教委は教育勅語は

よくない、ということは認め

ました。しかし、今回のこと

に関して小田村校長を指導す

ることなく、事情聴

取にとどまったこと

には強く抗議すると

ともに組合は今後も

同校校長による恣意

的な学校運営がない

か引き続き注視して

いきます。

山口昌孝（執行委員）泉尾北小学校ＨＰ５月８日付校長日記より

発言する酒井書記長

多くの参加者が各地の状況を報告


