日（木）府教委交渉を実施

と考える。
おっしゃるとお

教職員の日常の働き

たちの教育を支援するこ

含めることを求める。

を、教育振興基本計画に

れている。教育条件改善

ない。

式を）規定するものでは

府教委

つけるな。

一的な形式を学校に押し

は、学校協議会・学校評

府教委

体性を尊重せよ。

市町村教委の自主性・主

議会を設置する場合、各

大教組

参考である。

行う評価の一つの要素、

うのではなくて、校長が

護者に全部ゆだねてしま

り。教員評価を生徒・保

く、休憩時間もとれま

と気が休まることな

ス内レク、トイレ休憩

合。バスへの乗車、バ

「朝は６時に学校集

すさまじいものです。

海など）の勤務実態は

（修学旅行、林間・臨

以上に、泊を伴う行事

方も異常ですが、それ

市町村教育委員会の自主

一部の保護者の

映するのは適切ではない

市町村の場合

少人数学級・学校選択制・
臨時教職員問題
大教組「教職員の採用数を増やし、

定数内講師を減らすという立場か」

会の自主性と中立性を堅

理にもとづき、教育委員

行政は、憲法と教育の条

大教組は、まず「教育

府教委

うか。

教育行政基本条

その通りです。

で、上位法と考えるがど

例 で は、 憲 法 が 最 高 法

・職員基本条例などの条

基本条例・府立学校条例

立高校「授業評価ガイド

大教組は、改訂中の府

を府教委に求めました。

部科学省に上申すること

現場の声をくみとり、文

押しつけないこと、学校

標準時数の上乗せなどを

編成権を尊重すること、

示し、各学校の教育課程

けるな。

念日の授業などをおしつ

休業期間の削減、創立記

授業期間の見直し、長期

せ、土曜日の授業、短縮

大教組

れば、聞かせてほしい。

場のさまざまな意見があ

習指導要領について）現

府教委

標準時数の上乗

程編成権を尊重せよ。

数学級を実現すること、

校のすべての学級で少人

大阪府として小・中・高

となどを指摘した上で、

いとまとめられているこ

籍した子どもの学力が高

人以下学級に２年以上在

策研究所の報告書でも

であること、国立教育政

の３府県で全国最低基準

道府県があることは承知

熟度授業かを選択する都

府教委

せよ。

して選択制の導入を検討

も増えている。府教委と

数学級かを選択する府県

る。 加 配 定 数 を 活 用 し

人学級実施を強く要望す

て、習熟度別授業か少人

の勤務が夜中まで続き

それ以上のことを求める
た、
「教育に穴があく」

教 委 に 迫 り ま し た。 ま
まず府教委内部で研究し

は、あくまでも全府的目標であって、各
○教育課程の編成権は各学校にあり、各学

○
「大阪の教育力向上プラン」の数値目標
制はなじまない。

学校に押し付けるものではない。
校の創意・工夫は尊重する。

○
学校選択制の導入については、学校の序
し、長期休業期間の削減、土曜日の授業

列化や学校間格差が発生する可能性があ
などは、押しつけない。

ること、学校と地域社会の結びつきが弱

〈教育条件整備〉
○「 教育行政基本条例」
「府立学校条例」

○
少人数学級か習熟度授業かを選択する都
などの具体化にかかわる諸事項について

道府県があることは承知している。現状
は、大教組と十分協議する。

の中では（選択制などについて）まず府

７月

日、

府教育会館で
スタート集会
が開催され、
人が参加し
ました。集会
のオープニン
グは天王寺・
中央区の学童
の子どもたち
の 剣 玉 で、
「忍たま」の
テーマソング

人が一生

に合わせて総
勢

懸 命 に「 わ
ざ」を披露し
てくれまし
た。大技を連

発する子、まだまだ剣玉
に慣れていない子、それ
ぞれのがんばる姿に会場
から大きくあたたかい拍
手が送られました。
続いて、電気通信大学
名誉教授の野中一也氏に
「子どもたちの全面発達
に沿った教育を！」とい
うテーマで講演していた
だ き ま し た。
「今
の支配層が弱肉強
食、拝金主義をす
すめる中で、人間
疎外、人間解体や
地域解体が起こっ
ているが、だから
こそ人間らしい生
き方を求める運動

○
府教委としてこれまでの就学適正の観点
はない。

が大事であること。人間
とは『つながりあって生
きる存在』だからこそ地
域に根ざした教育のとり
くみやいのち・人権・平
和を大切にする運動が必
要であること。また『グ
チを言い合って共感の輪
を広げる』ことや教室に
は『笑いとユーモアが大

切』であること」等、話
されました。講演に共感
する多くの参加者とゆき
とどいた教育をすすめる
運動への思いが共有でき
ました。その後、署名に
とりくむ５団体の代表が
発言し、最後に事務局か
ら情勢と行動提起をおこ
ないました。
署名数は昨年度全国で

万２４２５筆、

年

９２１万６千筆、大阪で
は

間で４億１千万筆を超え
る署名が集められ、国や
地方自治体の教育条件を
すすめる大きな力になっ
ています。今年度の課題
は、民・自・公「３党合

員を採用するかというこ

か、そのためにどう教職

０人も増えたと考える。

間で定数内講師が１３０

府教委として定数内講師を減らしていき

る公立高
校授業料
不徴収の
見直しな
ど逆行を
許さない
こと、３
年連続で
文科省概

たい。

採用数の確保に努めていきたい。

定数内講師は減

減らす立場か。
府教委

らしていきたい。

ていない学校が一部に
あり、毎年のように現

時間 分から 時間

る勤務時間の限度を

り 府 教 委 は、
「割振れ

このような経過もあ

す。

と質してきたところで

責任をはたすべきだ」

と健康を守るためその

対 し、
「職員のいのち

長や市教委・府教委に

ました。その都度学校

け方まで続く場合も）。 場では問題となってい
ほとんど睡眠もとれ
ず、眠気を吹き飛ばし
２日目のプログラムを
終えて、ぐったりして
帰校。子どもたちが無
事帰宅するまで学校で
待機」
教職員にこれだけの
勤務をさせておきなが
ら、また給特法にもと
づく回復措置「１回６
時間、月８時間を超え
て長時間の勤務をさせ
た場合においては、学
校運営上可能な限り、
１日を単位とした休養

府教委

措置を講じること」
（１９７１年

と確認）の確認があり

分」とし、１泊２日の
行事においても１日以
上の勤務を要しない日
を設けるとしました。
（勤務の割振り、勤務
の割振り変更等の具体
例は、調査部通信２５
４号に添付した資料を
参照してください）

園では様々な慰霊の催し

ながら、管理責任者で

宣言で来年８月
広島市で開かれ
る平和市長会議
総会を通じ「核
兵器禁止条約の
締結、核兵器廃
絶の実現を願う
圧倒的多数の市
民の声が発信さ
れる」と核兵器
廃絶への決意を

原水爆禁止２０１２年

が あ り、
「風化させな

のべました。公
直しが全国的にもすすん

世界大会・広島が８月４

い」気迫がみなぎってい

学校選択制の見

でいるにもかかわらず、

日から３日間、開催され

大教組

大阪府の一部の自治体で

ました。

列化や学校間格差が発生

しました。６割

パなどで送り出

職場からのカン

加、また６割以
上が青年でし

開会総会では

た。

の代表、広島市

です。全国からみても大

の会場へ。８時

り、平和記念式典

年前に引き戻され

長が「浪江町民

浪江町の馬場町

閉会総会では、福島県

開会総会は６８００人、

人の代表団を

参加。大教組は

閉会総会は７２００人が

は学校選択制導入の動き

学校選択制の導

がある。
府教委

する可能性があること、

の

入については、学校の序

学校と地域社会の結びつ

人が初参
きが弱まることなどの課
題が考えられる。慎重な

府教委としてこ

判断が必要である。
大教組

れまでの就学適正の観点

長が発言し、世

国連や非核政府
府教委

界の草の根運動

を堅持する立場か。

の学習を保障するという

すべての子ども

機会均等を含め、その観

が交流され、世

変遅れている大阪の教育

点は変わらない。

論と運動が展望
を開くことがし
めされました。
５日は、岩国
・呉基地調査や
碑めぐり、など
の「 動 く 分 科
会 」、 フ ォ ー ラ
ム、シンポジウ

ムなどに分かれて参加し
て学習を深め、青年交流
集会、女性のつどい、教
職員のつどいにも積極的
に参加しました。
６日、早朝から
町は目覚めていま
した。平和公園に
組み込まれながらも実現

分、原爆投下時刻

向かう人波にの
しなかった、高校の「給

条件整備のとりくみを前

筆の署名目標達成に全力

ともに重く長く

付型奨学金」 創設の実

万
の責任でつくらせるこ

広島市長は平和

たようでした。
閉会しました。

をあげることを確認して
人以下学級の実現など

と、小学校３年生以上の

万筆、私学

の黙祷は鐘の音と

場で教育振興基本計画を策定する。

進させるために、今年こ

○教育振興基本計画に教育条件改善を含め

現、また障害児学校だけ

○すべての子どもたちの教育を支援する立

そ公立

に十分留意し、慎重に対応する。

にない「設置基準」を国

算要求に

○
できるだけ定数内講師数が減るように、

府教委は、定数内講師を

ては、学校現場に混乱が起こらないよう

とは、府教委としても重

教委内部で研究していく。

意」によ

○
定数内講師数が増えていることは事実。

少人数学級を望

を堅持する。
〈「教育行政基本条例」
「府立学校条例」
「教

大教組

まることなどの課題が考えられる。慎重
○年間の総授業時数の確保に努める必要は

ます（就寝指導では明

夕食指導→キャンプフ

ものではない。

少人数学級か習

つけないことなどを求め

はい。

と確認したことは厳守していく。
○一般的に教育内容については、命令 ・ 強

確認点

府教委

とを掲げているので、今

府教委

大教組

性・主体性を尊重するこ

む父母の声は切実。府独

「定数内講師は減らしていきたい」府 教委
大教組は、小学校１・
自の施策として小学校３

持すること」
「労使慣行

大教組

ライン」について、授業

している。現状の中では

ました。
府教委

総授業時数の確

ある学校の例です。

おっしゃった点について

である。具体的な内容に

一方的な主張や理不尽な

大教組は、改訂学習指

とを、府教委に明言させ

市町村で学校協

は十分、基本的方向とし

つきましては、事業をま

導要領が本格実施になっ

ました。

（授業評価の形

てつくっていきたい。

とめた事業計画を別につ

当然、その方向

大教組

学校耐震化で

も、少人数学級でも大阪
ある校長によっては、

せん。昼食もゆっくり
ァイヤー→入浴指導→

議員制度など、さまざま
就寝指導までぶっ通し

要求、児童・生徒の一面
できずに、体験学習→

くることを考えている。
な形が考えられる。

は全国に比べて非常に遅

教育課程・学校協議会・授業評価

たもとでの独自アンケー

人学級は、

を引き続き遵守するこ

例や府立学校条例などの

評価の目的は、あくまで
特に小学校３年生・中学
（選択制などについて）

２年生のみ

と」
「一般的に教育内容

条例の具体的な中身に関

人学級を府

はい。
ていく。
教職員の採用数

〈教育施策全般〉
使慣行を引き続き遵守する。

その措置が十分とられ

的な見方を教員評価に反

「学校選択制の導入は、
慎重な判断が必要である」

大教組は、７月
し ま し た。 交 渉 の 冒 頭 田 中 康 寛 委 員 長 は、
「教
育行政基本条例」
「府立学校条例」 制定が強行
されたが、上位法である憲法に違反することは
できず、憲法に基づく教育をすすめることを府
教委に強く求めました。
また、滋賀県大津市の中学生の自殺に触れ、
こうした痛ましい事件が２度と起こらないよう
に、人間を大切にする教育の実現、子ども一人

大教組「授業評価は、画一的な形

ひとりと向き合う時間確保のためにも教職員の
定数増、教職員の長時間過密労働の是正をはじ

式を学校に押しつけるな」

ト結果を踏まえ、子ども

「（形式を）規定するものではない」 府教委



めとした教育条件の抜本的改善を、府の責任で
実施するよう迫りました。

労使慣行・教育振興基本計画
大教組「憲法と条例では、憲法が

上位法と考えるがどうか」
大教組

については、命令・強制

わる事項については、大
府教委
校１年生の

各学校の教育課

達への過重負担の実態を

はなじまないこと」の３

も授業改善のためであ
保はお願いしているが、

年生・中学校１年生の

点の確認を求め、府教委
教組と十分協議するこ
り、画一的な形式を押し

すべての子ども
大教組
大教組

○
「評価育成システム」に関して、大教組
〈教育内容・学習指導要領等〉

15

大阪府・広島県・熊本県

は了承しました。特に、
と。
府教委

事態の解消、長時間過密
採用の中で、大阪の教育

が少ないから、この４年

憲法が上位法で最高法規である。

45

は い。
（改訂学

「教育行政基本条例」な

大教組
大教組
労働の是正のためにも、
水準をどう維持するの

要な課題であると認識し

どが強行されたもとで、

府立学校の学校協議会
は、あくまでも授業改善
定数内講師を減らし、正

○大教組との事前協議を含む従来からの労

ているか。

憲法の位置づけや教育振
たちの成長・発達を保障
については、２００３年
のためという基本点に変

条例」
「職員基本条例」などの条例では、

大量退職、大量

興基本計画に関して、以
する立場で教育振興基本

わりはないな。

リズムに合わせて「剣玉」 超真剣

どの条例具体化にかかわる諸事項につい

授業評価の目的

下の通り府教委を追及し
度の府教委確認をもとに

立性を堅持してすすめる。

すべての子ども

府教委を追及しました。

府教委

計画を策定せよ。
憲法と教育行政

○憲 法と「教育行政基本条例」
「府立学校

ました。
大教組

き、地方教育委員会としての自主性と中

核兵器ＮＯ、
原発ＮＯの思いを
さらに強めた大教組代表団

て、大阪に帰りました。

め、行動する決意を持っ

りをさらに大きくするた

現へ、世論と運動のうね

ない世界」の実

せ、
「核兵器の

びを世界に響か

ナガサキ」の叫

マ、ノーモア・

ーモア・ヒロシ

ヒバクシャ、ノ

「ノーモア・

されました。

ないことが確認

を二度と作らせ

「核の被害者」

と訴えました。

はいりません」

に核兵器や原発

「私たちの未来

女子高校生が

避難生活を送る

く困難を語り、

すか」と今も続

権利はないので

には幸せになる

核兵器も原発もゼロに

35

規教職員の大幅採用増を

評価に反映することは適切ではない。

はい、
そうです。 強く求めました。

要求、児童 ・ 生徒の一面的な見方を教員

府教委

校に）規定するものではない。

また、市町村で学校協議

○
一部の保護者の一方的な主張や理不尽な

授業評価は、画

○
「授業評価」は、画一的な形式を（各学

大教組

改善のためである。

会を設置する場合は、各

○
「授業評価」の目的は、あくまでも授業
○教育行政は、憲法の理念と原則にもとづ

子どもは私たちの未来です

現場実態を告発し、追及する大教組執行部

る方向である。
〈基本事項〉

30 11
「女性のつどい」
で訴える福島の高校生
と東京高校平和ゼミナールのメンバー

2012年 原水爆禁止世界大会

府教委

今回の提案は、教職員の働き過ぎの実
態の改善にむけた一歩と言えますが、泊
を伴う行事の勤務実態は、15時間30分以
上になるのが常で、夜通し勤務について
いる教職員も少なくありません。抜本的
な改善は、
「教職員の定数増」しかありま
せん。

働き過ぎの実態改善へ
70

15
67

30

育振興基本計画」「授業評価」
〉

23

人間とは
「つながりあって生きる存在」
と
講演する野中一也さん

な判断が必要である。
あるが、それ以上のことを求めるもので

51

20

45

「その通りです」 

①給特法にもとづく回復措置の考え
方がなくなったわけではない。
②１泊２日の宿泊を伴う学校行事の
回復措置の運用は廃止となる。

泊を伴う行事の勤務の割振り

19

2012年 教育全国署名
大阪スタート集会

27

35
35

シリーズ 人間らしく働きたい ③
10

○標準時数の上乗せ、短縮授業期間の見直

府立高校30人学級をすす
める会 小橋川茂子会長

90

35

○
「教育行政基本条例」
「府立学校条例」な

35

【府教委の主な回答事項】

府 教 委
交 渉

教育条件の抜本的改善を

府教委
!!
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