で廃案にすることこそ、
民主主義をつらぬくこと

％を占めます。国民世

論が法案の衆院通過後も

は衆院を通過した法案が

す。「毎日」の世論調査で
国民の中では日に日に孤

会の中では多数ですが、

意思です。民自公は、国

は、主権者である国民の

政治の方向を決めるの

止しましょう。

す。怒りを力に増税を阻

国民の怒りは広がりま

を強行しようとするほど

人が参加しました。増税

会」に全国から２万４千

京都、名古屋などでも連

でいます。家族連れや背
り、日本の歴史を大きく

人を呼び増え続けてお

産業を破壊するだけでは

維新政治塾の入塾式で気

ロになったらどうするの

変わり、原発依存度がゼ

し か し 実 際 は、「 政 権 が

第 ２ は、
「反原発」 の

対することが避けられま

民の願いと真正面から敵

「維新八策」は、今後、国

いに発展しています。す

「オール沖縄」のたたか

め た「 オ ー ル 北 海 道 」

や議会、経済界なども含

海道や沖縄などでは首長

たかいとして発展し、北

大な人びとを結集するた

者団体、自治体など、広

教委と行っ ています

いて、重要な確認を府

勤務を命ずる条件につ

そって大教組は時間外

原則です。その趣旨に

は超勤を命じない」が

目）を除いて「教員に

別 の 場 合（ 限 定 ４ 項

給特法の趣旨は、特

が、過労死ラインの月

学校では３人に１人
類の増加などで超過勤

の教育施策への提出書

医師会、建設業界、消費

でに全国農協中央会、日
・

・

（１９７１年）。
務が恒常化・深刻化し

１１年６月調査）
。こ

へ、新たな行動の出発点

器のない世界」 の実現

務実態調査とＯＥＣＤ

６年に実施した教員勤

文部科学省が２００

時間過密労働を加速さ

数や校務分掌過多が長

多すぎる授業持ち時間

員の絶対的不足です。

し か も、 行 政 当 局

『一致団結』…自分は

れ、また、大阪府独自

外の準備に時間が割か

要領改訂による教科内

けや会議の増加、指導

究指定校などの押しつ

ところが実際には、研

なければなりません。

よい環境・条件を整え

務をおこなわなくても

照）を尊重し、超過勤

性 」（ ＊ １ 回 目 を 参

職員の「自発性・創造

ると、行政当局は、教

給特法の建前からす

っ といい先生に」
「子ど

たのは、
“組合”とは
「も

ればならないのです。

そのものを改正しなけ

問題の解決には給特法

妨げとなっています。

態を覆い隠し、改善の

めになるどころか、実

長時間過密労働の歯止

ています。給特法は、

はない」と言い逃れし

のだから、時間外勤務

払わないと決めている

し、
「時間外手当を支

した部分だけを強調

手当の支給はない」と

は、給特法の「時間外

古い人間なのかもしれな

から存在しているという

もの笑顔のために」
「つ

ことのように感じた。そ

い。しかしこの言葉が似

青年部長、大教組中央

ういった当たり前のこと

ながりを大切に」といっ

執行委員会の藤川先生の

に、改めて気付かされる

合う、そんな大会となっ

あいさつ、それから、常

発言ばかりだった。

た、いろんな願いや思い

任の議案に関して述べた

・ 交 流 に つ い て、 述 べ

知識があれば、意見する

得ることができること。

組合の良さは、知識を

る。それだけいつも以上

みや課題、発言者自身や

りだった。新歓の取り組

で、個性溢れるものばか

あった。その全てが新鮮

大会となった。

そんな思いのこもった、

こそ組合拡大が大切だ。

できない権利がある。今

その中でも、印象的だ
った単組の発言を、ここ

周囲の近況報告、組合活
動で大切にしていること

青年部長 西岡健司

に紹介したい。



な ど、 と て も で は な い
が、全てを列挙すること
はできない。共通してい

そこで『学び庵』の紹
介もしましたが、なか
なか人が集まらず苦戦
しました。枚方の青年

進めます！

『したたかに、しなや
かに』組合活動を推し

よって社会も変えられ
るんだという意識で、

できるが、組合はみん
なでするもの、それに

が大切だということを
確認。勉強は一人でも

部大会では、組合拡大

るこのシステムの廃止
を強く願います。

師のやる気を損ない、
本来の業務の妨げにな

問に思います。子ども
のためにもならず、教

それが果たして子ども
のためになるのか、疑

けで、子どもが判断で
きるとは思えないし、

と、点数などによる数
値目標でした。数値だ

けばいいのか確認する

評価育成システムは廃止！

今年度で６年目にな
りますが、評価育成シ
ステムの原稿を提出し
て、初めて書き直しし
てくれと言わ まし
れ
た。 そ の 理 由 が、
「目
標があいまいでわかり
にくいから」
。 どう書

し、 人が参加、大い
に盛り上がりました。

ートしました。早速４
月２日に飲み会を開催

したたかに しなやかに

「組合活動を楽しく
していきたい！」そん
な思いで今年度、スタ

ないと、勝ち取ることが

こともできる。組合じゃ
もの単組から発言が

に熱気を感じたから。

それを差し置いて、討論

いことはある。けれど、

たような気がする。

りました。

いている）ことがわか

諸国の教職員の働き方

さらに最も大きな要

ています。

時間超えです（２０

均の超勤実態は、小学
の異常な実態は、全府

河内長野市での月平

・

本医師会、全国町村会、
消費者団体などが共同し

時

た全国集会を何回も開
き、全ての政党への参加
校

時間、中学校

をよびかけています。署

島まで３名の通し行進者

に立っています。核兵器

せ、
「子どもたちとの

因は、府独自加配の大

が歩かれています。８月

廃絶の流れとともに、世

を比較すると、日本の

幅な削減による、教職

４日の原水爆禁止世界大

界各地で反戦平和、原発

時間」を奪い、教職員

下に蔓延していると考

会に大阪からは５００名

ＮＯ、貧困と格差の解消

教職員は、１年間に１

えられます。

の代表団を送ろうと運動

をもとめる多様な運動が

を過労死寸前まで追い

間（持ち帰り仕事は含

こそ「基地のない沖縄・

スプレイの配備反対、普

勢を上げました。しかし

か」と迫っただけで、原

ポーズです。橋下市長は

を進め、職場では代表団

こんでいます。

まず、休憩時間がとれ

日本」をめざし、日米安

会すべてがオスプレイの
天間基地の無条件撤去

反対したのは「民主党の

発そのものには反対して

大飯原発の再稼働に「反

せん。現在の情勢は今後

派遣のカンパも取り組ま

００日も多く働いてい

月に政府に提
ているとした調査）と

障 体 制 」 の 問 い に、「 日
米同盟を基軸」はわずか
％、「 ア ジ ア や 多 く の

国々 との関係を軸に」

村長すべての反対表明な
保条約の破棄へ踏み出す

％です。今

「外交によって安全を築

いま沖縄では、墜落事
どが、沖縄県民の揺るが
ことが重要です。

く」が合計

故が相次いでいる米軍の
ぬ総意であり、解決のた

「米軍基地はいらない」
県民の揺るがぬ総意

欠陥機・オスプレイ
（垂直
めには無条件撤去しかあ

イの低空飛行訓練は、沖

離着陸輸送機）の普天間

みの怒りが噴き上がって
縄だけでなく本土の住民

りません。またオスプレ

います。県知事や県議会
も危険にさらします。オ

配備に反対しています。
へ、全国からのたたかい

には日米安保条約があり

さらに基地問題の根源

が求められます。

大会や、沖縄県議会の全
ます。ＮＨＫ世論調査で

増税プロセス」だけで、

会一致決議、県内

市町

る９万人の大規模な県民

「県内移設反対」を求め

普天間基地問題では

をはじめ

市町村長と議

基地配備に対して島ぐる

怒
怒
増税そのものには反対し

対」から容認に転じ、一

の日本の進路を切り開い

いません。

挙に「化けの皮」は剥が

ていく上で歴史的な段階

ていません。

れました。しかし関電の

にあります。橋下「維新

役所で出発集会を行い、

広がっています。
平和を求める願いの大
きな力を実感し、一緒に
歴史の新しいページを開
きましょう。
た声に足どり
◀う
も軽く

る（７９９時間多く働

名は１１６７万人に達

出されました。全国の地
なっています。特に中

し、昨年

方議会で「参加に反対」

おり、幅広い国民的な共

第 １ は、
「消費税増税

株主総会ではマスコミ各

の会」のウソとごまかし

市長さん、議長さんの激

藤 井 寺 市 役 所 で は、

歴史のページを
開こう
いま、私たちは「核兵

ピール力満点の
▶ア
ポンチョ

【限定４項目】
①生徒の実習に関する業務
②学校行事に関する業務
③教職員会議に関する業務
④非常災害等のやむを得な
い業務

消費増税反対！
になります。６月
は「いのちと暮らしを守

日に

消費税増税を支持せず、
今国会での成立も望んで
れ！

今国会で成立することを
立を深めています。参院

怒りの国民大集

いないのは明らかです。

「望まない」
という答えが

帯した関電包囲行動が取

広姿の人など、続々と参
変える力を発揮しつつあ

り組まれています。人が

加者が増え、ついには６
ります。
「慎重対応」を求める意
見書可決が、都道府県・

うなら原発

ＴＰＰは、食料自給率

で 埋 ま り ま し た。
「再稼

会にのぼっています。た

万人集会」

―国民の命とく
らしを、
アメリカ
に売り渡すな―

怒

車線ある官邸前の道路は
７月

日 に は、
「さよ

全面通行止めとなり、人

当初３００人ほどだっ

たかいは大きく広がって

市町村を合わせて１４７

（原発なくす全国連絡

な く、 金 融 ・ 保 険、 医

％に急落させ農林水

働反対」の熱気が首相官
会）
が、
７月

療、労働者の移動自由化

を

日に

原発国会大包囲」
（首都

た参加者が、６月
邸をつつんでいます。こ

圏反原発連合）が計画さ

同をさらに広げ、打ち破

％の地方議

の抗議行動は、首都圏反

により、国民全体に重大

っていくことが求められ

４を超え、

４万５千人

原発連合の有志がツイッ

月
れています。空前の規模
な問題を引き起こす「亡

ています。

日には「脱

日には

になり、６

―空前の規模で
広がり続ける毎
週金曜日の官邸
前抗議行動―

あっという間に 万人

国民の過半数が反対、
たたかいはこれから

民主、自民、公明の３

―揺るがぬ国民の
反対、 大義も道理
もない法案を廃案
へ―

怒
党が衆院を通過させた消
費税増税法案に対し、国
民の反対の声が収まりま
せん。採決後おこなわれ
た世論調査でも「反対」
が過半数を超えていま
す。共同通信の世論調査
では、消費税増税法案に

・９％

「反対」と「どちらかと
いえば反対」が
を占めます。「朝日」の世
論調査では「社会保障の
ターやフェイスブックな
で成功させ、政府に『原
国の道」です。ＴＰＰ参

万人もの
どで呼びかけたもの。大

加反対の運動は、農協、

り、矛盾をいっそう深め

②ＴＰＰの推進、③「日
に反対」のポーズです。

脱原発

励メッセージを受け、曇

「カルピス」も用意され

れています。

怒

社が「橋下市長

を許さず、幅広い共同を

天をついて出発。１２０

ていました。どの市役所

越えれたから、あと６日

▼個性あふれる単組の発言

財源にあてるため」と条
空前の規模
発ゼロ』への政治決断を

ていくことになります。

米同盟を基軸」など、Ｔ
消費税増税法案に橋下市

は、「 こ れ か ら の 安 全 保

させていきましょう。

いま全国に広がる国民

そこで橋下市長は、マ

ＰＰ、消費税、基地問題
長は「大反対。こんなこ

67

沖縄基地撤去！

阪２２００人をはじめ、

95

にふくらん

の「 怒 り と た た か い 」

スコミをフルに利用して

怒

迫る」と脱原発の旗手の

広げていきましょう。

動となっています。大阪

名を超える人が富田林市

を通ります。

豪雨の中、前進

５時過ぎ松原市役所に

ールにこたえて、ベラン

間はもう大丈夫」とます

７月７日、池田市から

◀あいさつする西岡青年部長

件をつけても消費税増税

農協、
医師会、
経済界、
自治体も立ち上がる

ように報道しています。

では幹線（通し行進者と

役所を目指しました。麦

でも職員の方が行進参加

ことなく行進しました。

歩く）８コースと網の目

わら帽子、ポンチョ、プ

者のためにお茶を準備し

７月１日、河内長野市

す。
「核兵器をなくしま

到着、大阪府内通し行進

自信つきました

コースで府下全自治体

ラカード等手作り感満載

て下さっています。

しょ う」
「原発はいらな

者は

名、
「今日を乗り
いぞー」のシュプレヒコ

ダや窓から手を振っ た

ます元気でした。

う途中、激しい雨に見舞

兵庫の川西市へバトンタ

みんなで
広島へ行こう

り、家から出て、見送っ
てくれる人もいてたくさ
んの声援をいただきまし

われました。道路は川状

ッチします。こうして広

た。羽曳野市役所へ向か

19

％で

を、一番恐れているのが

新 た な 幻 想 を 広 げ、
「改

をはじめ、国民的要求運
とでは日本政治は終わっ

治体を通過し、毎年

ＴＰＰ反対！

13

51

23
41

法案に「反対」は

下「維新の会」が、国政
へ進出すればするほど、

橋下「維新の会」です。

革者ポーズ」をアピール

国民の反対運動とぶつか

「維新八策」の中身は、

動と真正面から敵対する
てしまう」と６月

道府県と８割を超える自

から半世紀以上毎年続け
人が参加する国民的大運

万

られ、今ではすべての都

平和行進は１９５８年

続け、６月 日奈良から大阪に入りました。

ネルギーへの転換」などを呼びかけながら歩き

出発し、「なくそう核兵器、 原発ゼロ、 自然エ

国民平和大行進は５月６日、東京・夢の島を

なくそう核兵器！原発ゼロに

日の

ものとなっています。橋

る「消費税の地方税化」
、 しようとしています。

①消費税増税を当然視す

―ウソとごまかし
を打ち破ろう―

29

41

態、それでも立ち止まる

井上 哲也さん

大阪でも関西電力本社前で毎週の抗議行動が続いています

のグッズが目をひきま

東京から広島まで 日間歩き続ける渡邊さん
（左）
と山口さん
（ 歳）

岸和田市立城北小学校

20

「増税反対」
と
「反原発」
は
ポーズにすぎない

80
13

11

63

橋下「維新の会」の暴走許すな！

時間外勤務を命ずる条件
１． 臨時又は緊急にやむを
得ないとき
２． 当該学校の教職員の過
半数の同意が必要
３．一定の限定の枠内
（月８時間、１回６時間）
40

23

ひろしまへむけ
平和行進すすむ

67

菅

15
80

10

30

シリーズ 人間らしく働きたい ②

大教組青年部定期大会

10

16

10

つながりを意識した大会に

耕史さん

大きく広がる
「怒りとたたかい」
い
な
悪政は許さ
――橋下
「維新の会」
を打ち破る力に――
90

現行給特法のなかで、
まんえんする長時間過密労働
枚方市立中宮小学校

原発ノー！

22

29

20

52
52

いま全国各地で、野田内閣と民・自・公による悪政推進に対して、
国民の大きな「怒りとたたかい」 が広がっています。 橋下「維新の
会」は、ウソとごまかしで「改革者」ポーズをとっていますが、
「維
新八策」は民・自・公の悪政をさらに強権的に推進するものです。大
きく広がる国民の「怒りとたたかい」と結び、橋下「維新の会」の本
質を明らかにし、反動的なねらいを打ち破っていきましょう。
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