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5月27日、第一ゼミナール
やファロス個別指導学院、第
一学院高等学校などを運営す
る「株式会社ウィザス」は、
労働基準法に定められた労働
時間を超えているにもかかわ
らず残業手当を認めないのは
不当だとして労働基準監督署
に救済を求めていた組合員に
対し、労働基準監督署の是正
指示により未払い残業が存在
することを認め、2017年10月
から2019年9月までの未払い
残業代を支払いました。
しかし、それは平坦な道の
りではありませんでした。集

団指導第一ゼミナール、ファ
ロス個別指導学院では、年間
休日が法定基準ギリギリの
105日しかなく、必然的に7日
連続、10日以上連続の勤務が
恒常的に発生していました。
しかしウィザスは、「会社が
定めた『公休日』以外は勤務
日であり未払い賃金は存在し
ない」と主張、2019年春より
組合が指摘してきた未払い残
業代の存在を否定してきまし
た。今年に入り、労働基準監
督署からの是正勧告に従い未
払い残業代を支払うとし、5
月にようやく支払いが行われ

たのです。ウィザスは、支払
い直前に「合意書」を組合員
に結ぶように要求、未払い残
業代について他の社員には口
外しないよう求めました。こ
れに対し労働基準監督署は、
未払い残業代は労働に対する
正当な報酬であるため「合意
書」は必要ないとして、これ
までの電話対応から踏み込み、
同5月、ウィザス本社に赴き
早急に支払うように求めまし
た。なお、2020年6月現在で
も、第一ゼミナール、ファロ
ス個別指導学院では年間休日
105日を変更せず、そのため

堺支部では例年のように５
月末、29日に夏期一時金等に
関わる団交を行い（新型コロ
ナ対策として少人数で１回の
み）、①一時金については正
規職員、臨時的任用職員、任
期付職員に2.25月分、再任用
職 員 に 1.175月 分 、 会計 年 度
任 用職 員 に 1.3月 分 を ６月 30
日に支給 ②夏期特別休暇の
日数については規定通りとす
るが、夏休みを短縮するのに
伴って取得期間を１月延長し
７月から10月とする、との回
答がありました。②の夏期特
休については閉庁日期間中に
取得するよう強要されるもの
ではないことを確認しました。。

の給与月額が減額されている
こと自体許されないのに、一
時金でさらに半分近くまで削
られるのはまったく納得がい
きません。給与条例の規定を
盾に正当性を主張する市教委
に対しては、同一労働同一賃
金の原則に基づいて条例を改
正するよう要求を強める必要
があります。

度任用職員の取り扱いとの権
衡等を踏まえて」とあります。
単に数字的な「均し」を意味
する「均衡」でなく「権衡」
という語を用いているのは、
勤務態様、職務内容に見合っ
た条件設定をせよ、という意
味です。勤務態様がまったく
異なるフルタイム行政職の会
計年度任用職員と同列の条件
設計をするのは間違いです。
しかも、客員教授等において
は週２日未満を不支給とする、
とも言っているわけですから、
週２日以上の非常勤講師には
支給すべきです。支部は、市
教委にマニュアルの読みが浅
い、と指摘し、この問題につ
いてこれからも納得いくまで
交渉を続ける旨を予告しまし
た。平野 広朗（堺支部代表）

再任用の一時金減額を許すな
再任用職員の一時金につい
ては昨年度の議論同様、毎月

総務省マニュアルどおり非常
勤に一時金を支給せよ
また会計年度任用職員に移
行させられた非常勤講師に対
する一時金については週15時
間30分の「線引き」が立ちは
だかって、ほとんどの講師が
支給対象にならないというひ
どい実態となるわけですが、
総務省のマニュアルでは「常
勤職員やフルタイムの会計年
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未払い残業代が発生し続けて
います。また、組合や労働基
準監督署から指摘を受けても、
本来支払うべき残業代の存在
を社員に知らせることさえし
ていません。さらに、昨年春
「社員に知らせることなく、
幹部社員を労働者代表にして
勝手に労働基準監督署に36協
定を提出していたこと」も社
員には説明せず今日に至って
います。「訴えがない限り、
法律違反でも是正はしない」
という姿勢には組合内外から
も疑問の声が上がっています。
蓑田 智洋（ウィザス支部代表）
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「緊急事態宣言」が解除され、
各地の学校が分散登校や通常
登校へと切り替えられていま
す。大阪府では、吉村知事が
マスコミに連日のように登場
するも、各学校では再開後の
動きがまったく不透明な状態
です。組合は５月22日、学校
再開にむけての要求書を提出
し、６月４日に改めて組合の
考え方を伝えました。
組合は、学校再開後の授業
日確保、非常勤講師への給料
保証、高校入試・大学入試に
関する要求について改めて申
し入れを行いました。

第32回定期大会が、かつて
ない形式で行われました。委
任状多数による大会成立、修
正案締め切りの早期化と執行
部見解のホームページ掲載、
大会当日はウェブ会議方式で
の参加・議論・採決、と何か
ら何まで異例ずくめでした。
委任状は組合員の約８割近く
まで集まり、本部・支部両方
の組合員の協力が大きな力を
発揮しました。当日も、最高
30人以上の組合員がウェブ会
議に３時間以上も参加しまし
た。執行部では反商業主義と
プライバシー保護の観点から
提案のあったjitsi meetとい
う会議室（無料、アカウント
なし、誰でも主催者）を利用
し、事前に使い込んできまし
た。
しかし、問題点も多数ありま
した。個人のよる通信環境に
差があることから、音声が聞
こえにくい人が出る、人数が
多すぎて重たくなり画面を保
持できない人が出る、多数参
加のウェブ会議での議論の難
しさ、などです。課題は多い
ですが、これからのICT社会で
の活動を考える上で貴重な経
験になったのは間違いありま
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安易な土曜授業導入はすべき
でない
府教委は５月29日、20年度
府立高等学校行事予定の考え
方を示しています。これによ
ると、５日間の土曜日授業を
含め長期休業期間を短縮する
ことによって年間35週の必要
授業日数を確保することとし
ています。文科省はこの間、
教育課程の授業時数を下回る
こと、家庭学習を評価の対象
とすることを容認する通知を
出していますが、府教委の考
え方では検討された様子がみ
られません（後に府教委は、

せん。今後は、教育でも組合
活動でも、さらに多様性を確
保し、選択可能な参加の仕方
を保障することを大切にして
いきたいと組合は考えていま
す。
さあ、そして次はスト権の確
立です。多くの公立学校非常
勤講師がスト権のない会計年
度任用職員になったことで、
スト権は、民間・私学の仲間
だけが行使できる大切な権利
になってしまいました。必ず
スト権を確立し、コロナ禍で
さらに進む理不尽な職場環境
や経済格差と戦う力を手に入
れましょう。投票は６月24日
が締め切りです。
五十里元子（書記次長）

文科省通知を踏まえたと回答）。
土曜授業の安易な実施につ
いては、勤務の振替えが適切
に行われない可能性が大いに
あります。組合は、2014年７
月に行った団体交渉で、「土
曜授業を行う場合には、学校
から適切に教職員の勤務の振
替えが行われていることを府
教委が確認することが前提」
と府教委から回答されていま
す。また、教員は振替えが取
りにくい状況にあるとして、
事後16週までに行えば良いと
されていますが、長期休業が
削減されるかもしれない状況
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ではより困難になります。
また、現在もっとも力を入
れて進めているオンライン授
業導入は、一週間以上の臨時
休業時での活用としています。
第二波が予想されるなか、数
字合わせではない抜本的な対
策を学校現場は求めています。
酒井さとえ（書記長）

いるひとつの要因になっている
(２２８） のが夢で ある。寝入り ばなに
“けったいな”夢を見て、目を
覚まして、そこからなかなか眠
【その８ 未の巻】
未が一匹、未が二匹…、ご存 られない。先日は、夢のなかで
知、眠られない時のおまじない 私がビジネスホテルと思しきと
である。眠られない夜に、ため ころに宿泊していると、なんと
しにやってみたが、130を越え そこの従業員が皆宇宙人で、最
たあたりで馬鹿馬鹿しくなって、 期は彼らに追い掛け回される、
といった何とも子どもじみた夢
やめてしまった。
某有名人の方もＴＶで不眠症 であった。
さりとて、しっかりと寝つき
の悩みを吐露されていた。知り
合いから聞かされた色々な方法 につけたからといって夢を見な
を試してみたそうだが、どれも いわけではない（専門家による
効き目がないということで、不 と、覚えているかどうかの違い
眠症で悩むのを諦めた、と語っ であって、誰しも夢は見るそう
であるが…）。電車、タクシー、
ておられた。
かくゆう私も寝つきの良し悪 船、飛行機、とにかく私の場合
しでいえば、かなり悪い部類に は乗り物の夢をよく見る。不思
属するはずだ。ここ数年は精神 議に思い、ネットのサイトを覗
安定剤や睡眠導入剤を服用する くと、夢診断なるものの記事で
時もあるにはあるが、それでも は、乗り物の夢をよくみるのは、
なかなか眠られない。上記の方 今の自分を変えたい意識が強い、
ではないが、私も最後は朝まで とあったが…。
現代人と睡眠の問題はよく指
一睡もしないことを覚悟する。
不思議なもので、そのように開 摘されるところであるが、さて
き直れば、大抵は２～３時間は 今宵はどんな夢を見て、質のよ
ろしくないであろう睡眠を抱え
眠ることができる。
私の睡眠のリズムを狂わして 込むことになろうか…。
（アタル）
コロナショックで
揺れる教育界▼発
想の転換が必要だ
▼「義務教育」は大人の「押し
つけ教育」「詰め込み教育」と

なっていないか？▼強制的ＨＲ
学級も学校行事も思い切って全
部辞めてしまおう▼そうすれば、
みんなゆっくり教え学べる▼こ
れこそ「新しい日常」の教育
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