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Private Language Industry  
  

Altia Central  

A mid-sized company based in the Tokai area that 

extends as far as Hiroshima. We have had a smaller 

number of members there for many years and have 

been able to solve some individual problems. We 

recently discovered the company has been breaking 

the paid annual leave law for many years. And in a 

desperate move have now been holding illegal 

workplace elections to try and solve the issue. This 

has allowed us to make contact with many new 

people. negotiations have broken down with the 

company and we are now looking at taking legal 

action 

 

Berlitz 

In has been a long road since Berlitz unilaterally set 

out to solve a problem that the General Union has 

long complained about. 

Like many other companies, Berlitz has never paid 

teachers for the time they spend working between 

lessons. 

While teachers have been compensated for their 

teaching time, the company failed to understand 

that this time is often used for preparing things, 

such as planning their next lesson, preparing text-

books, writing reports, and discussing issues with 

other teachers and members of staff. 

To that end, the General Union argued that this 

was actually work that needed to be paid for, and 

not "free time" in which the teacher could do what-

ever they wanted. 

However, in October of 2014, the company sudden-

ly and unexpectedly reversed their stance towards 

this issue, unilaterally deciding that, instead of ac-

knowledging the problem, it would instead draw up 

plans to compensate all teachers for this previously 

unpaid preparation time, and would go over the 

head of the union in order to do so. 

While their decision to snub the union's involve-

ment in this was suspicious, it is important to un-

derstand that had this proposal been in everyone's 

best interests, then everyone - including the Gen-

eral Union - would have been happy with the end 

result. 

The company's plan was this: while giving some-

 

民間語学学校 
 

アルティア・セントラル  

東海地域を拠点に広島まで広がっている中規模の会社で

ある。この会社には長年に渡り少数の組合員がいて、

個々人が抱えるくつかの問題を解決することはできた。

最近、この会社が長年、有給休暇について法を破り続け

ていることが明らかになったのだ。そして会社は、必死

になって違法な従業員選挙を行ってこの問題を「解決」

しようとしてる。こうした会社の動きは、我々と多くの

新しい人達との間につながりを作った。会社側との交渉

は暗礁に乗り上げ、我々は現在法的手段を検討中であ

る。 

  

 

 

ベルリッツ 

ゼネラルユニオンが長い間取り上げてきた問題につい

て、ベルリッツが自分だけで解決しようとし始めてから

の道のりは長かった。 

多くの他社同様、授業と授業との間に教師が仕事をして

いる時間に対して、ベルリッツは一切給料を払ってこな

かった。. 

教師達には、授業時間に対しては給料が支払われてきた

のだが、会社は、この授業と授業との間の時間は、次の

授業の計画、教科書の準備、報告書書き、他の教師やス

タッフと様々な問題についての討論などの準備作業にし

ばしば使われているということを理解できなかった。 

  

そのため、ゼネラルユニオンは、この時間は実際には仕

事時間なのであって給料が支払われるべきであり、教師

達が好きなことをやって過ごせる「自由時間」ではない

と主張した。. 

しかし2014年10月、会社はこの問題に対する態度を突

然、予想もしなかった方向へと変えた。こうした問題が

存在することを認める代わりに、全教師に対し、給料を

払ってこなかったこれまでの準備時間に対して弁償す

る、という計画を、組合を通すことなく実行すると一方

的に決定したのだ。 

 

この問題への組合の関与をないがしろにするというこの

決定は不審なものではあったが、この提案がみんなの利

益に沿うものであったならば、ゼネラルユニオンも含む

全員はこの結論を歓迎したに違いなかった。この点を理

解することは重要なことである。 

  

この会社の計画とは以下のようなものだった：一方でな
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thing to placate teachers with one hand, it would 

take as much away with the other. 

Part-time teachers (colloquially known as "per les-

son" teachers, due to their schedules being decided 

on a day-to-day basis) would have stood to lose the 

most from this "new deal", with Berlitz set to make 

massive claw-backs through the benefits that the 

plan would have granted them, including an end to 

paying salary during national holidays, a transpor-

tation allowance to replace the lump system which 

most teachers currently benefit from, and other 

miscellaneous cuts. 

After all of these cuts and detractions, the actual 

salary increase that teachers would have seen 

through being paid for their "preparation time" 

would have been negligible at best. 

However, union members and the teachers that 

they stand with are not so easily fooled, and would 

not let such a "pyrrhic victory" come to pass with-

out a fight. 

Within weeks of Berlitz announcing its new plan, 

the General Union laid out a plan of organization 

that would see the size of its Berlitz Branch more 

than triple in size. 

These were not frightened, cowering teachers who 

bolstered the branch's numbers, either - they al-

most immediately voted to put their branch on 

strike footing, and sent a clear strike deadline that 

it expected the company to take heed of. 

In short, the Berlitz Branch of the General Union 

was not ready to be messed around. 

This is the point at which the company's unilateral-

ism fell flat on its face, and the real negotiations 

began to take place. 

It took almost a year, but we are very proud to an-

nounce that the member's solidarity won the day, 

once again proving the power that a strong union 

can have. 

  

The union ended up winning the following 

• A ¥90 per lesson increase for "Per Lesson" teach-

ers, equaling a raise of between 3.5% and 4%. 

• A 10% lesson reduction for contracted 

(guaranteed salary) teachers, with no change in 

pay (equating to less work for the same pay, there-

fore covering the five minute "preparation time" 

gap). 

• An increase in overtime rates / out-of-contract 

 

だめるための何がしかのものを与え、他方で同じ程度の

ものを奪う。 

非常勤教師（スケジュールがその日毎に決められること

から、通常「授業毎」教師と呼ばれている）は、この

「新計画」の恩恵にはほとんど預からないし、ベルリッ

ツがこの計画で提供するとしている諸手当には、会社側

が教師達から多くの「取り返す」内容が含まれていたの

だ。例えば、祝日の給料支払いの廃止、大半の教師が恩

恵に浴していた交通費支給の長期間分一括払いへの変更

に加え、その他様々なな削減措置があった。 

 

全部の削減や切り下げを考慮すると、「準備時間」への

給与支払いによる給料の実際の増加は、せいぜい「ほと

んどこれまでと同じ」ということになった。 

 

だが、組合員とこれと連帯する教師達は簡単に騙されは

しなかった。闘うこともしないままにこのような「割に

合わない勝利」に甘んじはしなかったのだ。 

 

ベルリッツが新計画を発表してから数週間のうちに、ゼ

ネラルユニオンはベルリッツ支部の組合員数を3倍以上

に増やす計画を立てた。 

 

支部組合員達を支持してきた教師達は、恐れたり縮こ

まっていたりはしなかった。直ちに支部がストライキ体

制を固めるべく投票を行い、会社が無視できないよう

な、明確なストライキ突入の期限を会社に通告した。 

 

つまり、ゼネラルユニオンベルリッツ支部は、無駄に時

間を費やす気はなかったのだ。 

ここでベルリッツの独断専行は破産に至り、本当の交渉

が開始されることになった。 

 

それから約1年を要したが、我々は以下を誇りをもって

宣言する。組合員の連帯が勝利の日をもたらした、と。

そして、この組合員の連帯は、強い組合はいかほどの力

を持ち得るのかを再び証明した、と。 

  

以下が組合が勝ち取ったものである。 

•「授業毎」教師の、1授業当たりの給与の90円増加。こ

れは3.5～4%の賃上げに相当。 

•給与保障の教師の授業時間を、給与を変えることなく

10%減らす（1日の労働時間を減らすことで、「準備時

間」の5分間をカバーする）。 

 

 

•残業の賃金割増率を増やす。/ 従業員の全ての授業につ

PRIVATE LANGUAGE INDUSTRY・民間語学語学校 Page 2. 



rates for all classes of employees. 

• Easier Shakai Hoken enrolment conditions, as well 

as easier conditions to receive things such as spe-

cial paid leave and sick days. 

• An established grievance procedure, with discipli-

nary action being deferred if the union submits a 

grievance prior to any disciplinary action taking 

place. 

• A "dues check off" agreement. A "dues check off" 

agreement is an extremely powerful tool for the 

union, as it makes it very easy for people to join 

and pay their dues directly from their salary, there-

by increasing the strength of the union as a whole. 

(Berlitz consistently refused to make this conces-

sion until the very end.) 

• A strike notice agreement, in which the union 

agrees to give around eleven hours notice prior to 

any strike actions. While some may say that such 

an arrangement weakens the union, we believe 

that it's basically a guarantee from the company 

that it will recognise our strikes and prevent inter-

ference. 

 

Also, we have been able to make a new branch 

amongst Berlitz teachers who are dispatched to a 

private junior and senior high school. The main is-

sue that we are dealing with here is the fact that 

there is no yearly pay rise and because of this since 

members have worked for four years with no 

change in their basic wage. 

Members have applied for negotiations for a pay 

increase for the future and to cover the past and 

while Berlitz has made an offer, members are still 

trying to win a better offer. 

  

Boards of Educations (Assistant Language 

Teachers) 

We conducted a survey by post of all of the boards 

of education in Osaka, Kyoto, Nara, and Hyogo pre-

fectures concerning the working conditions of their 

ALTs—are they dispatch, contractors, directly em-

ployed, or JETs? Do they teach alone or do they do 

team teaching? Who trains them? How many hours 

do they work? Nearly half of all the boards of edu-

cation answered and returned our survey. We pre-

sented the results to the Japanese Diet to use in 

the national fight to crack down on illegal dispatch 

and contractors. 

 

いて契約外の割増率を適用する。 

•社会保険への加入条件を緩和し加入し易くする。特別

有給休暇及び病欠を取得し易くする。 

 

•懲戒処分に先立って組合から苦情申立が提出された場

合には懲戒処分の実行を先延ばしにするように、苦情申

立の手続きを定める。 

 

•「チェックオフ」についての同意。これは組合にとっ

て大きな力となる。給与から直接組合費を支払うことに

なるので、組合への加入と組合費の支払いが非常に容易

になり、したがって、全体として組合の強化につながる

（ベルリッツは、この点については最後の最後まで難色

を示し譲歩を拒んだ）。 

 

•ストライキ通告協定。組合はいかなるストライキにつ

いても11時間程度以前に通告することに同意した。こう

した協定は組合を弱体化させる、という意見があるが、

この通告は、会社がストライキを認めこれへの干渉を行

わないことを会社側に保障させることがその基本であ

る。 

 

 

加えて、我々は私立中学、私立高校に派遣されているベ

ルリッツの教師の中に新しい支部を設立することができ

た。ここで現在取り組んでいる主要な課題は年収ベース

での賃上げがないこと、及びこのために、組合員は4年

働いてきても基本給が変わらないことである。 

組合員は将来のために、また、過去の賃金据え置きをカ

バーするために賃上げ交渉を申し込んだ。ベルリッツか

ら回答は提示されたが、組合員はより良い回答を目指し

ているところである。 

  

  

  

教育委員会の下で働くALT 

  

我々は、大阪・京都・奈良・兵庫の各府県下の全教育委

員会に対し、ALTの労働条件に関する調査を郵送によっ

て行った。派遣か、委託か、直接雇用か、JETプログラ

ムか？ 授業は一人で行っているか、チーム・ティーチ

ングか？ 誰が研修を行っているか？ 週何時間労働

か？ など。約半数の教育委員会が回答を寄せた。われ

われはこの結果を、違法派遣や違法委託の一掃を全国的

に行うことに資するため国会に届けた。 

我々は現在、調査を再度実施中である。今回は特に、労

働時間と社会保険への加入に関するものである。これに

よって得られた情報は、労働条件の改善と教育委員会に
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We are now resending the survey again asking spe-

cifically about working hours and enrollment in 

shakai hoken. We hope to use this information to 

win both improved working conditions and direct 

hire with the boards of education. 

 

diBec 

At this company, one teacher had a yearly class 

contract cancelled one month before completion, 

and in the course of the year there had been many 

class cancellations.  The company was offering oth-

er work but the member had no desire to continue 

the work. He did want what he was entitled to 

though – 30 days paid notice of the cancellation. 

The union went in and demanded this along with 

payment for the cancellations that occurred during 

the contract. The company relented and paid. 

In both of these cases it was clear what the em-

ployees were legally entitled to. Saying that 

though, we can’t recall any other cases in business 

English where paid holidays and cancellation fees 

have been demanded. It is potentially contentious 

and will need more discussion. Years ago most peo-

ple did business classes as part-time work after say 

a school or university job, and they were relatively 

well paid but not the bulk of someone’s income. 

Some people disagree with pushing for these rights 

while others say it is the law. The first group of 

people fear that pushing for these rights will lead to 

lower hourly rates but in reality, hasn’t this already 

happened? We see some companies advertising 

business classes for as low as 2500yen per hour. 

More discussion is needed. Should the union take a 

public stand on conditions in this part of the indus-

try? 

  

ECC 

ECC had a big year! The branch started out last 

summer with demands for a 5% across-the-board 

pay raise and a strike deadline to back it up, while 

the company refused to negotiate pay. A strike was 

averted, however, when the company accepted 

mediation with the General Union for the first time 

ever. Out of mediation came an agreement that 

every union member would get a pay raise for the 

2015 year, and more importantly, a promise from 

the company that they would negotiate pay with 

the union starting from 2016. 

 

よる直接雇用との実現に活用したいと考えている。 

  

 

  

  

  

diBec  

この会社では、一人の教師が1年間授業を行う契約を、

契約終了の1ヵ月前に終わらせられた。授業を行ってい

た期間には授業がキャンセルされることが多くあった。

会社は別の仕事を用意したが、組合員はその仕事を続け

る意志はなかった。組合員は、自分に権利があるものを

受け取ることを強く求めた。30日分の違約金である。組

合はこれに加えて、契約期間中にキャンセルされた授業

についての支払いを求めた。会社は軟化し、支払った。 

  

  

上に述べたどちらのケースについても、労働者にどうい

う法的な権利があるのかは明確だった。だがそうは言っ

ても、ビジネス英語の世界で有給休暇やキャンセル料が

要求された前例はないようである。異論があり得ると思

われ、更に議論が必要であろう。昔、大部分の人は学校

や大学で仕事をした後ビジネス英語を教えていた。収入

は比較的良かったが、収入全体の大部分を占めるという

ことはなかった。こうした権利を主張することには賛成

しない人もいれば、それは法律で認められている、とい

う人もいる。前者の人達は、そんな権利を主張したら時

給が下がるとして恐れている。だが、実際にはそうした

ことはすでに起きている。ビジネス英語授業の教師を募

集しているいくつかの会社の宣伝を見ると、時給は

2,500円というものもある。 

  

  

  

  

  

ECC 

この1年はECC支部にとって大きな1年だった！ 支部は

昨年夏、5%の一律賃上げを要求して、決行日時を明示

したストライキを背景に受け入れを迫るところから闘い

を開始した。会社は賃上げについては交渉することその

ものを拒んだ。だが、会社が歴史上初めてゼネラルユニ

オンを相手とするあっせんを受け入れたことでストライ

キは回避された。このあっせんで、2015年の全組合員の

賃上げを行うことに合意するとともに、更に重要なこと

として、2016年から組合と賃上げ交渉を行う、という約

束を我々は会社から引き出したのである。 
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In 2016 the branch signed a partnership agreement 

with the ECC chapter of Tokyo Roso, and together 

the two unions submitted new demands, including 

one for an across-the-board pay raise of 100 yen 

per hour. However, the company continued its old 

ways of refusing to negotiate pay, and the branch 

took a successful strike vote. The branch rejected 

an eleventh-hour weak proposal from the company 

and on April 23, 73 General Union members in Kinki 

and Chubu and over 50 more Tokyo Roso members 

struck. The threat of a second strike forced the 

company to accept a minimum across-the-board 

pay raise proposal from the unions, and we held 

real pay negotiations at ECC for possibly the first 

time! Our battle for a pay raise is still not over; we 

are still negotiating toward our goal of 100 yen per 

hour for every union member. 

We are also demanding other standard-of-living 

improvements at ECC, including the ability to take 

half-days off, and paid wedding and bereavement 

leave (it is currently unpaid). 

  

IES (International Education Services) 

After holding a consultation with a new member in 

regards to a possible contract non-renewal, union 

staff found that the member was not enrolled in 

shakai hoken (health and pension insurance) as he 

should have been since he was a full time worker 

dispatched as an AET (assistant English teacher) to 

a public school board. The union made demands on 

the employer to compensate the member for losses 

in his health insurance. The member was enrolled 

in Kokumin Kenko Hoken (National Health Insur-

ance) and was paying a lot more in premiums than 

if he had been enrolled in Shakai Hoken through 

the employer. The member would also suffer a 

huge loss in future pension earnings as he was not 

enrolled in the pension system (the other half of 

Shakai Hoken) for the fourteen years he worked for 

the company. 

While the employer agreed that the member was 

eligible for enrollment, they stated that the member 

had chosen not to be enrolled (according to the 

member, he was never offered enrollment). Since 

enrollment is not a choice but rather the employer’s 

duty, the member with the help of the General Un-

ion filed a suit against the company for the health 

insurance losses (since the member is not of pen-

2016年、支部は東京労組ECC分会との連携協定に署名

し、両組合は、時給一律100円賃上げを含む新たな要求

を共同提出した。だが会社側はこれまで同様に賃上げ交

渉を拒否し続け、支部はストライキ投票を成功させた。

会社側は土壇場になって僅かばかりの回答を提示した

が、その翌4月23日、近畿地区及び中部地区の73名のゼ

ネラルユニオン組合員と50名の東京労組組合員はストラ

イキに入った。第二波のストライキは会社への大きな圧

力となり、会社側は組合からの一律賃上げの最低限要求

を受け入れざるを得なかった。ECCで多分初めての本当

の賃上げ交渉を行ったのだ！ 我々の賃上げ交渉はまだ

終わってはおらず、「全組合員に時給一律100円賃上

げ」を目指して交渉中である。 

  

 

  

  

また我々はECCにおいては、半日有給休暇、現在無給で

ある慶弔休暇の有給化などの生活改善要求も提出してい

るところである。 

  

  

IES 【インターナショナルエジュケーションサービス） 

契約更新拒否の可能性について新しい組合員と相談を

行ったところ、この組合員が社会保険（健康保険と厚生

年金）に加入していないことが判明した。この組合員

は、教育委員会へ常勤のAET （英語指導助手）として派

遣されていたので、その時点から加入していなければな

らなかった。組合は会社に対して、この組合員が被った

健康保険についての損失を補償するように要求した。こ

の組合員は国民健康保険に加入しており、社会保険に比

べて多額の保険料を支払ってきた。また、この会社で働

いてきた14年間に渡って厚生年金（社会保険の一方）に

加入して来なかったために、将来の年金給付額の損失は

大きな金額となる。 

  

  

  

  

  

会社はこの組合員に社会保険への加入資格があることは

認めたものの、この組合員自身が加入しないことを選択

した、と述べた（本人によれば、加入を提示されたこと

はない、とのこと）。社会保険への加入は選択する性質

のものではなく会社の義務であるので、この組合員は組

合の援助の下、健康保険の損失について支払いを求める

訴訟を会社に対して行った（厚生年金については、本人

が支給年齢に達していないために、現時点での損失への
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sionable age, the pension loss issue was not able to 

be dealt with). In court sponsored mediation, the 

employer paid for all the losses AND agreed that 

they would properly enroll employees in the future. 

  

Teachers at IES are now enrolled in Shakai Hoken 

(as well as receiving their proper paid holidays) but 

the employer has passed on some of the extra 

costs through a pay cut. We will be dealing with 

this issue in the very near future. 

  

Interac 

Membership at Interac had peaked a few years 

back but with an increased focus on using Face-

book, we have been able to recruit more members 

across the country, and have won them enrollment 

in shakai hoken, even though Interac denies it to 

most other workers. Many of you will know of the 

Interac scandal just late year when it was uncov-

ered that the former company president had bribed 

a government minister. We are looking to use this 

as a tool to help push for improvements in the in-

dustry and at Interac itself. 

  

KinderKids 

For years, this company has been breaking the law 

not enrolling clearly qualified workers in health & 

pension. Even worse, they have been pushing peo-

ple into travel type insurances and going as far as 

to actually illegally deducting the fees from salaries. 

Attempts at negotiating failed to bring a settlement 

and we are preparing to lodge a “group case” at the 

Labor Standards office. 

  

Nova 

Almost 2 years ago, Nova introduced a new system 

to hire teachers. They have taken the route well 

worn by Gaba – “Independent Contractors” – deny-

ing them benefits like paid holidays, health & pen-

sion, worker’s accident insurance etc. Independent 

contractors (itaku) work side by side with regular 

“employee” teachers. Even in negotiations Nova 

was unable to tell us how they two jobs differed.  

We had debated if to take Gaba or Nova to court 

over the “independent contracts“. Nova’s situation 

is much more clear cut for a judge to see. With the 

two types of workers doing the same work and be-

ing treated exactly the same by the company, it 

 

対処はできない）。裁判所立ち合いの下でのあっせんの

席で、会社側は損失の全額を支払うことにも、また、今

後従業員を社会保険に適切に加入させることにも同意し

た。 

 

現在IESの教師達は社会保険に加入し（有給休暇も法に

沿って与えられている）ているが、会社側はこの費用増

加分の一部を賃金の切り下げで捻出している。我々は近

日中に、この課題にも取り組む。 

  

  

インタラック 

インタラックの組合員数は数年前に最多を記録したが、

Facebookに同社の問題が多く取り上げられていること

によって、全国範囲で組合員の獲得が可能になってきて

おり、インタラックが大部分の労働者の社会保険への加

入を拒んでいる中でも、組合員は加入を実現している。

多くの皆さんはしばらく前に発覚したインタラックのス

キャンダルをご存じだろう。この会社の前社長が大臣に

賄賂を渡していた件である。我々はこの件を利用して、

業界全体とインタラック自身の改善を進めることを目指

している。 

  

  

キンダーキッズ  

この会社は長年に渡って法律に違反し、明らかに加入資

格を持つ労働者を健康保険にも厚生年金にも加入させて

こなかった。更に、労働者に旅行保険のような保険を奨

め、その給与から保険料を違法に天引きすることまで

行っている。交渉によって解決しようとしたがそれは出

来なかったので、労働基準監督署への「集団申立」を準

備している。 

  

  

ノヴァ 

約2年前、ノヴァは新たな教師採用システムを導入し

た。 ガバが使い古してきた「独立契約者」というもの

で、有給休暇、健康保険、厚生年金、労災保険などの保

護制度を否定するシロモノである。委託労働者が常勤の

「被用者」である教師と一緒に働くもので、交渉の中で

さえ、ノヴァはこの両者の違いを説明することもできな

かった。  

  

数年に渡って、我々はガバにおいてこの違法なシステム

を廃止することを求めてきたが、我々の関心はガバでは

なかった。ノヴァがこのシステムを開始した時、法廷で

訴えるにあたっては、ノヴァの方がより良い（つまり、

より悪質な）見本となることが我々にはわかった。ガバ

2015 Activity Report・2015年度活動報告 JUNE 2015~MAY 2016・2015年6月～2016年5月 

PRIVATE LANGUAGE INDUSTRY・民間語学語学校 Page 6. 



should be an easier case to win.  This is not some-

thing that will happen overnight and it could be a 

year or 2 before we see any initial verdict.  

 

 

 

 

 

 

We have seen an increase in the number of places 

using Independent contractors (itaku) type con-

tracts to deny benefits. It is happening in universi-

ties and some kindergartens. How can a kindergar-

ten teacher not be under control of the company? 

There is no independence in any way. 

For most teachers at Nova, 6 minutes of the 10 mi-

nute breaks between lessons are unpaid. Members 

have been collecting data and we will be making an 

application to the Labor Standards Office to investi-

gate. 

  

  

OTC (Overseas Training Centre) 

This was a case of non-renewal after many years of 

employment on renewed one year contracts. The 

problem was compounded by the fact that the 

member was not enrolled in Koyo Hoken 

(employment insurance). The union has a long his-

tory with this employer and was able to resolve the 

issue to our satisfaction. 

  

Peppy Kids Club 

In 2012 the Peppy Kids Club Branch was formed 

and we demanded that: the company follow the 

law and provide working rules as per Article 106 of 

the Labor Standards Act; pressed the company to 

provide unemployment insurance; tackled the com-

pany's unenforceable confidentiality agreements; 

and butted heads several times over the company's 

insistence on making employees pay for their own 

business-related travel expenses up front and out 

of their own pocket. 

In December of 2012, Peppy Kids Club notified the 

Chair of the Peppy Kids Branch that his employ-

ment contract would not be renewed.  

We filed our first unfair labour practice case soon 

afterwards and settled the issue in a mediated set-

tlement resulting in the branch chair being prom-

 

のシステムが違法であることは確かなのだが、 

我々は、この「独立契約者」に関して、ガバかノヴァを

裁判に訴えるかどうかに議論を行ったことがある。ノ

ヴァの方が裁判官には問題がより明確になる。二つの異

なった契約下にある労働者が同じ仕事をし、会社も全く

同じに取り扱っているのだから、より簡単に勝訴するに

違いない。こうしたことは一朝一夕には片付かない。第

一審の判決までには1～2年は要するであろう。 

 

こうした「独立契約者」（委託）の契約を使って保護制

度を否定する場所が増えている。大学や幼稚園などでも

進んでいる。幼稚園の教師が、会社の管理下で働かない

ことなどあり得るだろうか？ どんな「独立」もあり得

ない。 

ノヴァの大部分の教師には、我々は授業と授業との間の

10分間の休憩時間うちの6分間のに対しては賃金が払わ

れていない。組合員はデータを収集しており、我々は労

働基準監督署に調査を申請することになる。 

  

  

 

 

OTC (海外研修センター) 

1年契約の契約更新を長年重ねてきて、契約の非更新を

通告された。これに、この組合員が雇用保険に加入して

いない事実が合わさることとなった。組合は長年に渡っ

て経営側と関係を築いていたので、組合の満足できる内

容で問題の解決をみた。 

  

  

  

ペピーキッズクラブ 

2012年、ゼネラルユニオンペピーキッズクラブ支部が設

立され、我々は「会社は法に従い、労働基準法第106条

に沿って就業規則を作成せよ」との要求を提出し、雇用

保険への加入を求め、会社が押し付ける無効な秘密保持

契約の撤廃に取り組み、また、会社が従業員に仕事のた

めの交通費を前もって自腹で払わせることを頑強に繰り

返すことと何度か激しく対立した。 

 

 

 

2012年12月、ペピーキッズクラブはゼネラルユニオン

ペピーキッズクラブ支部長に契約を更新しない、と通告

した。 

この直後我々は最初の不当労働行為からの救済申立を行

い、この問題はあっせんによって解決し、支部長には同

一会社へ復職しその後教育委員会の直接雇用に行くこと
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ised a job within the same company and then direct 

hire by a city board of education. The company 

failed in its efforts to win direct employment as 

agreed in the settlement agreement and the union 

filed yet another case with the labour commission, 

and in January of this year the union finally settled 

with Peppy Kids Club via mediation at the Osaka 

Prefectural Labour Commission with the company 

offering a settlement for the case and the branch 

chair voluntarily retiring. 

  

Relo Panasonic Excel International 

The program most of our branch members teach in 

was drastically cut down for the 2016 year. In col-

lective bargaining, the company explained the 

changes in class availability and curriculum to the 

General Union in detail. We are currently in the pro-

cess of compiling our members' comments on the 

changes in order to send them to the company. 

  

Rainbow International School 

We have dealt with unpaid overtime here in the 

past and won payment. We are taking up the issue 

again this year but the person has left Japan and 

the company may not be so ready to settle. If not, 

it will be a good opportunity to use the Labor 

Standards Office and have an official order made. 

  

Sapporo City Board of Education 

In just the past month or so things have heated at 

Sapporo City. On the heels of the bribery scandal, 

Interac unexpectedly lost the contract to supply 

ALTs to the city. It is conjecture but we believe the 

scandal played a part. This allowed Nova to swoop 

in and win the bid. BUT…. they were out on their 

butts even before classes started.  

On the last day of training, ALTs were advised that 

Nova had failed to supply the required number of 

teachers and that the city was terminating the con-

tract. Teachers were terminated without 30 days’ 

notice, or payment in lieu, on their 9th day of em-

ployment. 

We have become involved because we do have for-

mer Interac teachers up there who were already 

members, and we are able to negotiate begin set-

tlement talks in Osaka with Nova directly. We are 

also submitting demands for negotiations to Sappo-

ro BoE as this is the perfect opportunity to highlight 

 

が約束された。会社はこの和解合意にある直接雇用の実

現を果たさず、組合は別件として労働委員会に申立を

行った。そして今年1月、大阪府労働員会のあっせんに

よって組合はペピーキッズクラブとの間で最終的な和解

に達した。会社は和解金を支払い、支部長は自主退職す

ることとした。 

  

  

  

  

  

リロ・パナソニックエクセルインターナショナル 

我々の支部組合員が担当する授業計画が、2016年は激減

された。団体交渉の中で会社側は、可能な授業とカリ

キュラムについてゼネラルユニオンに対して詳細に説明

した。現在、会社への送付に向けて組合員の意見を集約

中である。 

  

  

  

レインボウ国際学校   

我々は過去にここでサービス残業の問題を取り上げて支

払わせたことがある。今年再び同じ問題を指摘している

が、労働者本人は日本を離れ、会社側は解決する姿勢が

なさそうである。会社がそうであれば、我々は労働基準

監督署に持ち込み、公式の命令を下させるようにする。 

  

  

札幌市教育委員会 

つい先月、札幌市で事件は勃発した。賄賂スキャンダル

に続いて、インタラックは突然、札幌市にALTを派遣す

る契約を失った。推測だが、これにはあのスキャンダル

が関係していると思われる。ここにノヴァが入り込み受

注に成功した。だがしかし……。ノヴァは授業が始まる

前で倒れてしまったのだ。 

  

研修最終日、ALT達はこう告げられた。ノヴァは必要な

数の教師を揃えられず札幌市は契約を解消した、と。こ

うして、教師達は雇用開始から9日目にして、30日前の

解雇予告通告も30日分の解雇予告手当もなしに職を失っ

たのである 

  

我々は対応を開始した。前インタラックの教師で札幌に

いる組合員がいて、また、大阪でノヴァと直接解決につ

いての話を始めることができるからである。我々はま

た、札幌市教育委員会に要求を送り交渉を申し込んでい

る。それは、派遣の問題点を全国の教育委員会と文部科

学省に対して浮き彫りにするまたとない機会であって、
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the problems of dispatch to BoEs and the Ministry 

of Education, building on talks earlier in the year 

with the Ministry. 

Depending on the final outcome (direct hire, a To-

kyo based company, or Interac winning the bid) we 

will later decide if GU is the appropriate union or if 

we will look to work with a Sapporo based union. 

Either way there is a need for GU to be involved as 

other unions do not have our experience in this in-

dustry, and ultimately, we need to push for change 

across the country. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年内の早い時期に同省と交渉を行うことを目指すからで

ある。 

  

最終的な結果（直接雇用か、東京の会社あるいはインタ

ラックが受注するのか）次第で、我々自身が取り組むか

あるいは札幌にある組合と協力して取り組むかをいずれ

決めることになる。いずれにせよ、ゼネラルユニオンは

取り組む必要がある。この業界に関して我々のような経

験を持つ組合は他にないし、そして、我々は究極的には

全国で現状の変革を進める必要があるからである。  
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Schools and Colleges 
 

Ashiya Gakuen 

The financial situation facing the university is very 

severe and there have been scandals which have 

surfaced in weekly magazines. Severance pay has 

been cut and annual pay increases suspended. De-

spite this we have been able to win some conces-

sions. When the school cut bonuses for our mem-

bers at the high school we were able to force its 

withdrawal on the basis that it was written in our 

members’ contracts. We also discovered that bo-

nuses had previously been improperly cut and were 

able to win compensation for our members. The 

main union organising university teachers affiliated 

to our national union, National Union of General 

Workers and we are working closely with them. 

 

Doshisha International Academy 

From this April all of our members received con-

tracts without a five-year limit. This had been a 

major demand of our union. However, other chang-

es mean that our members pay has fallen by 

200,000 yen p/a. The school has also rejected our 

demands for increased bonuses and other benefits 

enjoyed by sennin. At the same time our members 

are facing increased duties connected to the 

schools push to get International Baccalaureate ac-

creditation. We have refused to sign the new con-

tracts and we have threatened a dispute unless our 

members are promoted to sennin status or at least 

given similar benefits. 

 

Doshisha Kori J.SHS 

In the autumn of 2015 we submitted demands for 

a pay increase, lockers for part timers, and a check 

off for union dues.  

We weren’t able to win any pay increase due to the 

employer’s plea of poverty, but really it’s because 

Japanese part timers earn even less.  Like at most 

schools in this sector, unless we begin seriously or-

ganising amongst Japanese workers we will have a 

very difficult time winning pay increases. 

As for the dues check off, members were very keen 

to follow this us because the tenured teachers’ un-

ion members DO have a check off system. Even 

though the employer originally refused we have 

 

学校・大学 
 

芦屋学園 

この大学は非常に厳しい財政状況に直面しており、加え

て、週刊誌にスキャンダルが掲載された。退職金は削減

され昇給は凍結されている。こうした状況の中でも、

我々は学校側に一定の譲歩をさせることができている。

高校にいる組合員がボーナスを削減された時には、我々

はこれらの組合員の契約書の記載内容を根拠にこれを撤

回させることができた。また、過去ボーナスが不当に削

減されていたことを発見し、組合員への賠償を実現でき

た。大学の教師を組織している当大学の最大の組合がわ

れわれと同じ全国一般に加盟し、我々はこの組合と緊密

に連携して活動している。 

 

 

 

 

同志社国際学院 

この4月から、組合員には5年の期限を伴わない契約が示

された。これは我々の主要な要求だった。しかし、その

他の変更で年収は最大で20万円減となるのである。また

学校側は、ボーナスの増額や専任教師が受けている様々

な手当についての組合の要求を拒んでいる。同時に、学

校が国際バカロレア認定を得ようと躍起になっているた

めに、組合員はこれに関連した仕事量の増加にも直面し

ている。我々はこの新しい契約へのサインを拒否し、組

合員に専任教師のポストが与えられるか、あるいは最

低、専任教師と同様の手当が与えられない限り争議に入

る、と学校側に圧力を加えている 

  

  

 

同志社香里中学校・高等学校 

2015年秋、我々は賃上げ、非常勤教師用のロッカーの設

置、組合費のチェックオフを要求した。 

 

学校側が財政難を訴えたために賃上げは実現できなかっ

たが、本当の原因は日本人非常勤教師の賃金が我々より

また一段低いことにある。ほとんどの学校と同様、日本

人労働者の組合への組織化を真剣に始めない限り、賃上

げは極めて困難だと思われる。 
  

組合費のチェックオフについては、この学校の組合員の

関心はは非常に高い。なぜなら、常勤教師の組合は

チェックオフを行っているからである。学校側は当初こ

の要求を拒んだが、我々は組合間の差別を禁じた不当労

働行為に当たるとして警告を発し、このチェックオフの
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submitted a warning of unfair labour practices 

(discrimination between unions) and hope to follow 

this issue up, even including an unfair labour prac-

tices case.  

 

Gifu Shotoku Gakuin 

We submitted demands on behalf of one of our 

members originally employed on a tenure track 

contract who can been given a letter of appoint-

ment stating that it would be his last. We have 

been given reassurances from the personnel de-

partment that his employment will be continued. 

However, we will continue to monitor the situation.  

 

Josho Gakuen (Setsunan and Osaka Kogyo) 

The union branch of part time teachers at these 

universities and this year, after dealing with the 

employer in collective bargaining (last year a mem-

ber did lose some koma), we are pleased to an-

nounce that all Koma for the 2016 was safe. 

While being a small branch of part timers this year 

we decided on a strategy to try to win some more 

recognition for the union in the hope that this 

would be a daily reminder to the employer that 

there was a union in the workplace willing to fight 

for members’ rights. 

We demanded some basic union rights such as a 

pre consultation and grievance procedure, and 

posting rights and a dues check off system. While 

not being able to secure all these rights, the em-

ployer did agree to start a union dues check off 

whereby the union dues are deducted automatically 

from salary and remitted to the union. 

 

Kansai University (Kandai) 

Submitted demands on behalf of five members for 

no cut in koma and no change in working condi-

tions. None of these members had a reduction in 

koma.  

 

Kansai Gaidai 

We have been successful in getting our second 

group of members renewed for an extra five years. 

Major issues that the branch plan to take up this 

year are problems with the bonus and evaluation 

system, maternity issues, as well as the tricky 

problem of finding a way to extend our members 

beyond the five years. We also need to find a way 

 

要求と不当労働行為の件も併せて実現と解決を目指して

いる。 

 

 

 

岐阜聖徳学園 

我々は一人の組合員に関する要求を提出した。この組合

員は元々終身雇用として雇用されたのだが、中途での契

約終了もあり得る、というものである。人事部から雇用

継続の保障は得てきていだが、今後も監視を続ける。 

 

 

 

 

常翔学園（大阪工業大学・摂南大学） 

これらの大学には我々の支部があり、今年は経営側との

団体交渉によって、組合員全員の2016年度の授業コマ数

を確保した（昨年は一人の組合員のコマ数が削減され

た）ことを報告する。 

 

今年は、非常勤教師の小規模な組合ではあるが組合の認

知度を高めるという戦略を立て、そのことによって、権

利のために闘う用意がある組合が職場にあるということ

を経営者に日々認識させることを目指すことにした。 

  

 

 事前協議制や苦情申立、掲示物展示の権利、組合費

チェックオフ等の組合の基本的権利のいくつかを要求し

た。これらの要求全部を勝ち取れてはいないが、経営側

は組合費チェックオフを始めることについては同意し、

これによって組合費は給料から天引きされその後組合の

銀行口座に振り込まれることになる。 

 

 

関西大学 

組合員の授業コマ数を削減せず労働諸条件を維持する要

求を提出した。組合員の誰もコマ数は削減されなかっ

た。 

 

 

関西外国語大学 

組合員の第二グループについて向こう5年間の契約更新

を成功裡に実現した。支部が今年取り組むことを計画し

ている主な課題は、ボーナス、評価システムや出産関連

の課題で、これに加えて、組合員の契約を5年間より長

いものにする方策を考案するという難題もある。また、

我々が学校側と最初の合意を交わした際に大学にまだい

なかった、最近加入したメンバーについても二度目の5
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to get a second five years for recent recruits who 

were not at the university at the time of our first 

agreement. 

 

Kinkidai University (Kindai) 

Submitted demands on behalf of members for no 

cut in koma and no change in working conditions. 

The university notified us that no members were 

facing a cut in koma this year. All of our members 

who were in faculties with reduced intake, such as  

law, have been given classes in other faculties. The 

big issue continues to be the involvement of 

Benesse/Berlitz with the new International faculty. 

We are opposed to outsourcing but we are not 

strong enough to stop this outright. In what is a 

major victory for us, we have heard from the uni-

versity that Berlitz teachers brought in to teach sec-

ond and third year classes in the new faculty will be 

directly employed by Kindai, receiving the same pay 

and working conditions as existing part-time teach-

ers. The problem still remains of ELS teachers 

brought in from the US to prepare students for 

their year at US colleges. These teachers are at the 

university teaching first  year students in their first 

semester. However, they are employed by ELS on 

service contracts. (itaku) We believe this arrange-

ment is of dubious legality. 

We handled individual grievances around an apolo-

gy letter and possible maternity harassment. Both 

cases appear to have been successfully resolved. 

In another success for the union we also one a 

10,000 yen p.m. pay increase for our member at 

the affiliated high school.   

 

Kobe Shoin Women’s University 

Submitted demands on behalf of members for no 

cut in koma and no change in working conditions. 

No members had a reduction in koma this year.  

 

Kun’ei Gakuen 

A new teacher employed by this school was in-

formed that he would not be offered a new contract 

in April. While employers do have rights to non-

renewal (especially during the first few years of one 

year contract employment), the union felt that the 

employer was not fair in that instead of trying to 

correct problems which they considered important 

issues, they chose to simply not renew. In most 

 

年契約を実現する必要もある。 

 

 

 

近畿大学 

組合員を代表し、授業コマ数を削減せず労働諸条件を維

持する要求を提出した。大学側は、今年度は組合員のい

ずれにもコマ数削減はないと回答した。法学部など入学

者数が減少した学部に所属する組合員にも全員、他学部

の授業が割り当てられている。引き続き大きな問題は、

ベネッセ/ベルリッツの新しい国際学部への関与である。

我々はこの外部への委託に反対しているが、これを即刻

止めさせるほどの力はない。 こうした中での主な成果

は、この新しい学部で2回生、3回生を教えるベルリッツ

の教師達には、近大が直接雇用した現在の非常勤教師と

同様の給料と労働条件が与えられる、ということを大学

側から知ったことである。アメリカの大学に行く学生の

準備のためにアメリカから来たELSの教師達の問題は依

然残っている。これらの教師達は、1回生の1学期に大学

で英語を教える。だが、契約はELSとの委託契約で、こ

れは違法の疑いがあるからである。 

 

 

 

 

 

 

我々は、謝罪文及びマタニティ・ハラスメントに関する

個々人の苦情申立を取り上げて対応した。どちらの問題

も、前向きに解決できたと言える。 

 

また、付属高校にいる組合員について月1万円の賃上げ

を実現した。 

 

神戸松蔭女子大学 

組合員を代表し、授業コマ数を削減せず労働諸条件を維

持する要求を提出した。今年度コマ数が削減された組合

員はいなかった。 

 

薫英学園 

この学校に新たに採用された一人の新人教師は、4月の

契約更新は行わないと通告された。学校側には契約を更

新しない権利（とりわけ1年契約の最初の数年は）があ

ることは確かであるのだが、自分達が重要と考える問題

について正そうとするのではなく、その代わりに安易に

契約を更新しない、というのは公正ではない、と組合は

考えた。その問題の大半は、組合が対処することは非常

に困難なものだったが、薫英学園には長年に渡って支部
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cases the union would have had a very difficult time 

dealing with this issue but because of the fact that 

we have had a union branch at Kun’ei for a number 

of years, we were able to engage the employer in a 

dialogue over the non-renewal. 

In the end, even though it was a non-renewal after 

only one year of employment, the union and the 

school were able to solve the problem to our satis-

faction.  

 

Kwansei Gakuen University (Kangaku) 

Submitted demands on behalf of members for no 

cut in koma and no change in working conditions. 

None of these members had a reduction in koma. 

We also had a Japanese member, a part-time 

teacher in the Social Science faculty where all 

teachers were forced to re-apply for their own jobs 

because of a “new curriculum” all of the Japanese 

teachers who applied were rejected. Our members 

total number of classes increased this year because 

of employment in other faculties, however, she will 

face a cut next year because of the loss of second 

year classes in this faculty. We are pursuing this 

issue. 

 

Nagoya Gaidai 

After winning a series of improvements for teachers 

over the last few years management have rejected 

all of our demands this year, including calls for a 

pay increase for all teachers and even for disaster 

drills at a time when part-time teachers and stu-

dents can participate, rather than in the holidays. 

We are concerned that there may be changes that 

hit our members on the PUTs program. We are pre-

paring for a fight over this. 

 

Osaka CNETs (Native English Teachers working 

for Osaka City) 

The major battle we have faced this year has been 

for the rehiring of our members, who have to reap-

ply for their jobs and compete with outsiders after 

their third contract. The rehiring process was out-

sourced to Interac, a company which has been 

dogged by a scandal linked to the minister for the 

Olympics. We launched a struggle for the rehiring 

of our members on the waiting list this involved a 

large protest by members to the Board of Educa-

tion. Some member went on strike on the day of 

 

が存在していたのでこの契約非更新について学校側と交

渉することが可能だった。 

 

 

 

結局1年契約に続く契約更新とはならなかったが、組合

側が満足できる内容で、両者は問題を解決することがで

きた。 

 

関西学院大学 

組合員を代表し、授業コマ数を削減せず労働諸条件を維

持する要求を提出した。コマ数が削減された組合員はい

なかった。我々には、社会学部の非常勤教師である日本

人組合員がいる。この学部では、「新カリキュラム」の

ために全ての教師がそれぞれの仕事について再申請させ

られた。日本人教師は全員受理されなかった。この組合

員の今年度の総授業時間数は他の学部での仕事で増えた

が、この学部の2回生の授業時間は減るので、この組合

員は来年度には授業数減少の事態に直面することにな

る。この課題への取り組みが必要である。 

 

 

 

名古屋外国語大学 

ここ数年、教師達の労働条件向上に成果を上げてきた

が、今年、経営側は我々の要求を全て拒んでいる。要求

は、全教師の賃上げ、休日ではなく平日に非常勤教師も

学生も参加できる災害避難訓練を行うこと、などであ

る。PUTプログラムで、組合員に影響を及ぼす変更があ

るのではないかということが懸念される。これについて

は闘いを準備中である。 

 

 

大阪CNETs (Native English Teachers working for 

Osaka City) 

今年の主な闘いは組合員の再雇用についてのものであっ

た。3回の契約更新を経た後、改めて求職申し込みを行

い新規求職者と競争しなければならない、というもので

ある。この再雇用作業は、インタラックに委託されてい

た。オリンピック担当大臣とのつながりがスキャンダル

として取り上げられている会社である。我々は待機リス

ト扱いとなった組合員の再雇用を目指して闘いを展開

し、大阪市教育委員会に対する大きな抗議行動も行われ

た。大阪ユニオンネットワークの行動日に数名の組合員

がストライキを行った。組合員もそうでない人も、現職
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the Osaka Union Network’s day of action. Union 

and non-union members alike were shocked by the 

large number of existing CNETS who were not re-

hired. Over fifty of them signed the union’s petition. 

In the end we got some of our members on the 

waiting list rehired. Others have gone on to differ-

ent jobs. Branch members helped members who 

were not rehired find work and all of them eventu-

ally did. Anger at the rehiring process has provoked 

a lot of interest in the union and we expect to soon 

make good our losses due to members not rehired. 

We are pursuing the demand that Osaka City BoE 

reclassify our members as specialists to allow them 

to be employed for over three years. We will also 

be fighting against the BoE forcing teachers to use 

their annual holiday when sick, instead of drawing 

the shobyoteate from their health insurance, which 

they pay into. 

 

Osaka City University 

Submitted a demand for a pay increase for one of 

our members who is a tokunin. They rejected our 

demand. 

All part-time English teachers at the university have 

had a clause inserted into their contracts saying 

that due to curriculum change they will “in princi-

ple” not renew them from the next academic year. 

We have had a very successful meeting and it looks 

like most of the teachers will join the General Un-

ion. There are rumours that some faculty members 

are pushing for teaching to be outsourced to Ber-

litz. This promises to be the major battle we face in 

the university sector in the coming year.  

  

Osaka Gaigo Senmon Gakko 

While we continue waiting on an unfair labour prac-

tices verdict regarding bargaining in bad faith over 

pay and bonus demands for the last two years, we 

have some good news to report. 

Members were able to win demands over leave 

time for one year contract workers. Last year we 

made demands for the employer to make working 

regulations which cover such things as special paid 

leave (time of for weddings, birth of a child, funer-

als, etc.), care leave (to take care of family mem-

bers), and the right to return to work after such 

care leave. The employer has now produced work-

ing rules that give one year contract workers the 

 

にあるCNETS の多くが再雇用されなかったことに

ショックを受けた。50名を超える非組合員が、組合の再

雇用要請に署名を行った。最終的には、待機リストに掲

載されていた組合員のうちの数名は再雇用され、その他

の者は他での仕事に移った。支部組合員達は再雇用され

なかった組合員の求職を手伝い、結局全員が職を得た。

この再雇用の経過と顛末への怒りは組合への関心を高め

ることとなっており、再雇用されなかった組合員がいた

ことによる組合員数の減少は、程なく回復すると考えら

れる。我々は、組合員を専門性を持つ者として認識し、

3年を越えても雇用するように大阪市教育委員会に要求

している。また我々は、教育委員会が教師達が病気に

なった際に健康保険の傷病手当を使うのではなく有給休

暇を充てるよう強制していることとも闘う。 

 

 

 

 

 

大阪市立大学 

特任の地位にある組合員について賃上げ要求を提出し

た。大学側は拒否。 

  

全ての非常勤英語教師の契約書に、「カリキュラムの変

更により次年度から『原則的に』契約は更新しない」と

いう一文が加えられた。教師の会合は非常にうまくいっ

ており、教師の大部分はゼネラルユニオンに加入すると

見込まれる。いくつかの学部には、英語についてはベル

リッツへの外部委託を奨める声がある、という噂が飛び

交っている。来年、この大学では間違いなく大きな闘い

が起こるだろう。 

 

 

 

大阪外語専門学校 

過去2年間の給与及びボーナスの要求に関する不誠実団

体交渉への不当労働行為申立に対する救済命令を我々は

待っているところだが、その他にいいニュースもある。 

組合員は、1年契約の労働者の休暇に関する要求を実現

した。特別有給休暇（結婚、出産、葬儀など）、介護休

暇（家族対象）、及びこうした介護休暇後に職場に復帰

する権利などを明記した就業規則を作成することを、

我々は昨年経営側に要求した。そして経営側は、1年契

約の労働者についても休暇に関して正規、常勤、無期限

契約の労働者同様の権利を与える就業規則を作成した。 

また組合は経営側に対して、長年に渡って勤務してきた

組合員を、経営側が、私学共済会（健康保険及び厚生年

金）として知られる私立学校教職員共済制度に当初の9
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same rights over leave time as the regular, full 

time, unlimited contract workers. 

The union also made demands to the employer in 

regards to a long terms union member’s pension 

loss as the school did not enroll him in Private 

Schools Mutual Aid System, aka Shigaku Kyosai 

(health and pension insurance) for the first nine 

years of his employment (the employer started en-

rollment AFTER a union branch was formed in 

2001). As the employer has refused to make pay-

ment over the pension loss, the member with the 

help of the union will file a legal suit to recover his 

pension losses.  

 

Osaka Gakuen University H.S. 

The school announced reductions in the number of 

classes for part-time teachers. After negotiations, 

while we were not able to stop cuts entirely, we 

were able to reduce the scale of the cuts to a point 

acceptable to our members.  

 

Osaka University (Handai) 

Submitted demands on behalf of four members for 

no cut in koma and no change in working condi-

tions. No members had a reduction in koma. The 

university has announced that its limit on renewal 

of part-time teachers has been increased from 5 

years to 10 years. While offering a respite, our un-

ion and others remains opposed to any limit at all. 

 

Ritsumeikan University 

We have submitted joint demands and participated 

in joint negotiations with Hijokin Union and Union 

Bochi Bochi, calling for the scrapping of the new 

“teacher-in-charge-of-class” position. This is a part-

time position with a five year limit on renewals. 

 

Senri International Saturday School (Kangaku) 

Kangaku management have announced the closure 

of the Saturday school from the end of the 2017 

academic year. No reason for this has been given to 

either teachers, students or their guardians. The 

school employs over 70 people plus teaching assis-

tants. We have a number of union members who 

work there and we are attempting to build a cam-

paign against the closure. 

 

 

 

年間加入させてこなかった（当組合員が加入したのは

2001年に組合支部が設立された後）ことによって、この

組合員が被った損失についての要求を提出した。経営側

はこの厚生年金の損失についての支払いを拒んでいるた

め、当該組合員は組合の支援の下、この厚生年金の損失

の補償を求める訴訟を行うことになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪学院大学高等学校 

学校は、非常勤教師の授業数の削減を明らかにした。交

渉を通じて我々は、削減の完全撤回は実現できなかった

ものの、組合員が受け入れることのできるところまで削

減幅を縮小することができた。 

 

  

大阪大学 

組合員を代表して、授業コマ数を削減せず労働諸条件を

維持する要求を提出した。コマ数が削減された組合員は

いなかった。大学は、非常勤教師の契約更新の上限を5

年から10年に延ばすと表明した。これは一時の息抜きで

はあるが、我々もその他の組合も、上限設定そのものに

依然として反対している。 

 

 

立命館大学 

我々は非常勤組合、ユニオンぼちぼちと共同要求を提出

し共同交渉を行った。要求は新役職の「授業担当教師」

の撤廃である。これは5年を契約更新の上限とする非常

勤の役職となっている。 

 

 

千里国際学園土曜学校 (関西学院大学) 

関学は、2017年度をもって土曜学校を閉鎖すると表明し

た。教師、学生、保護者のいずれにも、その理由の説明

はない。ここでは70名以上の人も助手も働いている。数

名の組合員がここにはおり、我々は閉鎖に反対する運動

の組織化を目指している。 

 

 

 

 

 

JUNE 2015~MAY 2016・2015年6月～2016年5月 2015 Activity Report・2015年度活動報告 

Page 15. SCHOOLS AND COLLEGES・学校/大学 



Takatsuki Board of Education 

Our two labour commission cases are continuing 

and we have a very strong chance of winning. We 

dropped our case against Toowoomba city after 

they promised in negotiations to us that our mem-

bers could go back on the program as soon as it is 

restarted. Takatzuki city has so far blocked the re-

starting of the program, but we are hoping that we 

can reach a negotiated settlement that will allow for 

a restart of the program and the possibility of any 

of our members, should they wish, to return to the 

program. 

  

  

 

 

  

  

 

 

高槻市教育委員会 

労働委員会に2件の救済申立を行っており、いずれも審

議中だが我々は非常に優勢である。トゥーンバ市が、プ

ログラム再開に当たっては組合員が復帰できる旨を交渉

の中で約束したことによって我々は同市に対する申立を

取り下げた。高槻市はこれまでのところプログラム再開

を阻んでいるが、我々としては交渉によって問題解決を

図り、プログラムを再開させ、組合員は本人が希望すれ

ば復帰できるようにすることを目指す。 
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