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12月11日、芦屋市ＡＬＴの
賃金・一時金団交が行われま
した。阪神間ＡＬＴにあって、
先陣を切っての団交でした。
今年４月からＡＬＴたちの
地位は会計年度任用職員に転
換され、労組法が適用除外と
なりました。また、継続雇用
を「再度の新規任用」と表現
する法制度の建前もあり、団
交の性質も微妙に変化してい
ます。しかし、そんなことに
こだわらず、例年通り団交は
行われました。

大阪府は11月12日、組合へ
パワハラ加害者への懲戒処分
の基準を定めた条例案を提案
しました。今年６月１日に施
行された「労働施策の総合的
な推進並びに労働者の雇用の
安定及び職業生活の充実等に
関する法律（パワハラ防止法）」
で、事業主に対して、パワハ
ラ加害者への対処方針が義務
付けられたためです。組合は
11月19日に府教委と団交を持
ちました。
第三者機関創設で相談者を守れ
組合が取り組んだ多くのパ
ワハラ相談の経験から、加害
者となる管理職を窓口とする
相談体制や加害者と近い教育
委員会が設ける相談機関では
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た。
一時金削減は次年度から
コロナ危機を反映した年間
一時金0.05月削減の人事委勧
告については、「2021年度か
ら実施」「賃金は据え置き」
という回答が行われました。
正規職員の一時金削減が12月
から実施されるなか、会計年
度任用職員は次年度への先延
ばしとなります。これは会計
年度内には賃金を下げられな
いという「契約」原則が働く

とも考えられますが、賃上げ
勧告の場合はどうするのかと
いう問題を提起しています。
年休日数は21日へ
賃金引下げの代償ではあり
ませんが、労働条件の改善が
回答されました。他の職員と
同様の労働条件へ引き上げる
として、年休の上限を20日か
ら21日へ、看護休暇有給日数
を0.5日 引 き 上 げ ると し ま し

ＡＬＴとコロナ
ＡＬＴの働き方は各市でさ
まざまですが、近年の傾向と
して、複数校への配置が増え
ています。このことにより、
接触する児童・生徒の数は、
他職に比べて数倍にも上りま
す。コロナ感染の危険性が高
まるとともに、海外への「帰
省」ができなくなり、ＡＬＴ
の働き方改革の議論も必要と
なっています。
山下恒生（顧問）

なく、第三者機関の創設を求
めてきました。しかし、府教
委は具体的な数値を示すこと
なく、パワハラ加害は管理職
よりも教員間に起こりがちと
し、今の相談体制に問題はな
いと回答しました。組合は実
態を把握できていないとし、
資料提供を求めました。する
と、私たちの想定通り、管理
職からのパワハラ相談が多数
を占めることがわかりました。

み開示するとしています。過
去５年間に相談から懲戒処分
に至った事例は３件であり、
加害者の内訳は、教員・首席・
事務長によるものとしました。
これが、府教委が管理職によ
る加害だけではないとする根
拠であるとすれば、管理職を
加害者とした相談の結果がど
のように対処されたのかを示

す必要があります。確かに、
教員間のパワハラ相談が増え
てきているのも事実ではあり
ますが、これも任命制による
「プチ管理職」気取りを容認
する職場環境も大きく影響し
ているのです。パワハラ被害
に困っている人がいれば、ぜ
ひ、組合に相談してみてくだ
さい。 酒井さとえ（書記長）

●１月８日（金）18時半 組合事務所 支部代表者会＆ＥＷＡ連続学習

管理職のパワハラ処分はゼロ？
昨年度のパワハラ相談は59
件、一昨年度は44件であった
としますが、相談の結果、ど
のように解決されたのかは不
明です。また、相談者への調
査結果は相変わらず口頭での

会 第２回（吹田支部）
●１月16日（土）13時 エルシアター
中村哲さんの意志を引き継ぎ世界の
平和をめざそう！講演：藤田千代子さ
ん（ペシャワール会）
●１月16日（土）14時 エルおおさか
６階大会議室
グループＺＡＺＡ・連続講座第３回平
井美津子さん講演会｢『慰安婦』問題
をなかったことにしない｣
●１月21日（木）18時半 エルおおさ
か701
大阪全労協学習会「コロナを生き延
びろ！」
講師：前田純一さん（さかいユニオン・執行委員）
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12月12日エル大阪でZoomを併
用して集会が開催されました。
育鵬社敗北の背景・日本会議
勢力の実態
昨年12月に日本会議の下部
組織である日本教育再生会議
大阪が解散に追い込まれ、右
派の活動がほとんどストップ
している状況について報告が
ありました。また、育鵬社を
敗北に追い込んだ要因が以下
のように分析されました。１
つは草の根の市民運動。採択
の場への多数の傍聴、教育再
生首長会議の介入への情報公
開など多彩な取り組みが行わ
れました。2つ目は公民教科

書における「子ど も 食堂」
等の無断写真掲載問題への追
及。教科書の会から、、育鵬
社に責任をもって回収させよ
と府教委に要請したのに、府
教委は一般閲覧をできないよ
うにしてはいますが、シール
を貼って保管したままになっ
てます。3つ目は採択制度の
変更。学校現場の教師の意見
が大きく取り上げられ、長所、
短所を上げた学校調査の評価
を重視した点で、育鵬社はマ
イナス評価が多くありました。

採択された公民教科書
育鵬社は今回、唯一公民教
科書だけが泉佐野市で採択さ
れました。また、育鵬社だけ
でなく、2017年度の新学習指
導要領から「労働者の権利」
の記述が後退し、経営者の立
場からの「起業」について幻
想を抱かせるような記述が目
立ってきたことや新自由主義
に迎合するような記述、例え
ば一番採択の多かった帝国書
院では「非正規雇用」や「成
果主義による査定」を当然の

11月14日に「私学・民間の
なかまはどうたたかってきた
か?エール学園支部」学習会
が、本部事務所とウェブをつ
ないで行われました。
コロナ禍の影響は？

留学生に日本語を教え、大
学・大学院・専門学校などへ
の進学および就職をめざす日
本語学校であるエール学園が
COVID-19にどんな影響を受け
ているか、はじめに下のよう

なクイズが出されました（答
えは、末尾に掲載）。
支部結成以降、一度も
雇い止めなし
支部が考える「組合が学園
にある意味」、それは、結成
以降、一度も雇い止めがなかっ
たことにある、と言います。
また、無期転換が実現したこ
と、さらには、コロナ禍であっ
ても非常勤に４、５月の生活
保障をする観点から賃金が支
払われたこと、なども、支部
が団交・府労委・労基署など
多岐にわたる方法と長い積み
重ねによって勝ち取って来た
ものだとわかりました。団交
とは別に、支部と法人が定期
的に学校の様々な面について
提案や意見交換を行う形は、

に恥じることなく、順調に

(２３２） 出 世 の 階 段 を 駆 け 上 り 、

「巨人・大鵬・卵焼き」な
る流行語まで生み出した。
そうして昭和三十六年秋場
【その１２ 酉の巻】
所後に当時の史上最年少の
夏目漱石や芥川龍
記録でもって第四十八代横
之介が漢籍の知識が
豊富であったのは、つとに 綱に昇進する。
そんな大鵬も年齢ととも
有名であるが、角界にもひ
に、けがや病気に悩まされ、
とり造詣が深い者がいた。
元大関佐賀ノ花の二所ノ関 幾度か限界説や引退の噂も
飛び交ったが、不死鳥のご
親方である。
百年に一人の大器と謳わ とくカンバックを果たした。
れた納谷幸喜が新十両昇進 そんな大鵬の不死鳥伝説の
の際に、親方が長年あたた クライマックスが昭和四十
めてきた四股名があった。 六年初場所千秋楽であろう。
同じ二所一門の後輩横綱で
そう、大鵬である。
これは荘子逍遥遊篇にで あり、双葉山の再来と称さ
てくる文字である。「北冥 れた玉の海が十四戦全勝、
に魚あり、その名を鯤とな これを追う一敗の大鵬が本
す。鯤の大いさ、その幾千 割、決定戦と二番続けて勝
里なるを知らず。化して鳥 ち、見事な逆転優勝を飾る。
となる。その名を鵬となす」 これが彼自身最後となる三
と説明され、このとんでも 十二回目の優勝であった。
この翌々場所の昭和四十
ない巨鳥が三千里の翼を一
六夏場所五日目に次代を担
振りすると一気に九万里を
飛ぶということになってい う貴ノ花に破れ、その大き
る。現在のメートル法換算 な翼を静かにおろした。時
率に従えば、三十六万キロ、 は流れる。来る初場所で大
月まで一飛びというわけで、 鵬の孫にあたる納谷幸之介
正に宇宙戦艦なみの壮大な が十両デビューを果たす。
偉大な祖父にどこまで迫る
名前である。
その後の大鵬は、四股名 か、注目である。
（アタル）

「桜疑惑」で検察
から事情聴取、安
倍前首相危うし！
▼盟友橋下からも議員辞職勧告
▼菅首相(黒幕)はどうする？▼
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こととして受け入れさせるよ
うな記述がみられます。教科
書はその時の国家の公式見解
であり、社会の基準になって
いくので私達も人権の観点か
ら育鵬社以外の教科書もしっ
かりと見て、授業の改善に取
り組んでいくことが大切だと
指摘されていました。その後、
Zoomで横浜市など全国各地か
ら、会場からは東大阪市、四
条畷市、泉佐野市からの報告
がありました。最後にヘイト
ハラスメント裁判のフジ住宅
の原告からの連帯のアピール
があって、集会を終えました。
山口昌孝（執行委員）

参加した他支部からも関心が
寄せられていました。
多様性を確保しつつ、民主
的な人事制度を目指したい
今後、支部としては、民主
的な学園運営を要求し、「同
一労働（力）・同一賃金」を
エール学園でどのように実現
するかを模索する、と抱負を
語ってくれました。時間を忘
れるほど豊富な内容の学習会
でした（ホームページに詳報）。
次回は、１月８日支部代後
に、吹田支部のパワハラの取
り組みなどの報告です。ふるっ
て参加を！
五十里元子（書記次長）
答え：１入国、２全員で授業・
募集活動、３再入国、出国
新型コロナの第３波だろうが大
津波だろうが、衆議院解散で、
｢不出馬｣(健康上の理由)という
｢勇退｣演出が好都合？▼これぞ、
「 GO TO DEATH キャンペーン
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