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What is the General Union?  

We are a Kansai and Tokai based union affiliated to 

NUGW. We represent workers in three sectors: 大

学・学校: Mostly part timers and even the few full 

timers we have are one year contract workers. 民間

語学学校: A mix of full time and part time workers 

on one year contracts working at private language 

schools or dispatched to public schools as AETs. 商

工企業: Mostly individual consultations. We current-

ly have one small branch of mainly Filipina workers 

at Shinobu Foods. Recently, we are attracting 

teachers working at dispatch companies as AETs 

and private language schools from all around the 

country.  

 

Does the General Union have shunto 

activity?  

Because 99% of our members are 非正規, tradition-

al shunto activities don’t fit our activity schedule. 

Either we aren’t able to wait till March to submit 

our demands or the April to March schedule doesn't 

actually affect our members as they work on one 

year contracts starting at different times during the 

year. Also, a lot of traditional shunto activity is 

about wages. Unions compromised mainly of 非正 

規 are different in that often the most important 

things to achieve are much more basic. Job securi-

ty, shakai hoken, unemployment insurance, paid 

holidays, etc. Also, winning basic union rights like 

grievance procedures, pre consultation agreements 

and dues checkoff agreements so as to establish 

the union’s presence in the workplace Of course, 

wage demand are very important and in our more 

established branches we often have wage cam-

paigns, but not necessarily in March. Basically, the 

General Union  

ゼネラルユニオンとは？  

私達は全国一般合労働組合に所属し、関西及び東海地方

を基盤としています。そし て、以下の3分野の労働者を

代表しています。 大学・学校：大部分は非常勤で若干常

勤もいますが、単年契約の労働者です。 民間語学学校：

民間語学学校で働いたり、あるいはAET（英語指導助

手）として公 立学校に派遣される労働者です。単年契約

の常勤と非常勤とがいます。 商工企業：大部分は、個別

の相談を通じて加入した労働者です。現在、フィリピン

女性労働者を中心とする小さ な支部がシノブ・フーズに

あります。  

 

 

 

 

ゼネラルユニオンには春闘はあるのか？  

 

ゼネラルユニオンはその組合員の99%が非正規ですか

ら、伝統的春闘のスタイルには 合いません。要求の提出

を3月まで待つことは不可能で、また、3月から4月にか

けて 取り組みを計画することは組合員の役には立たない

のです。というのは、我々の組合 員は契約の開始がそれ

ぞれ異なる単年契約だからです。 また、伝統的な春闘は

その多くが賃金に関するものです。ですが、非正規が大

部分を 占める労働組合は違います。最も重要なものが賃

金よりもずっと基本的なものである ことがしばしばなの

です。仕事の確保、社会保険、雇用保険、有給休暇等で

す。ま た、職場に労働組合を確立するための苦情処理シ

ステム、事前協議制やチェックオフ についての合意形成

等、労働組合の基本的権利を勝ち取ることもあります。 

もちろん、賃金要求は非常に重要であり、組合が職場に

しっかり根付いている支部では我々はしばしば賃上げに 

取り組みますが、それは必ずしも3月とは限りません。

基本的にゼネラルユニオンの春闘は通年であって、強力

な 運動を展開するに足る労働者の組織化がその基礎とな

ります。  
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Schools and Colleges Reports 

 

Ashiya Gakuen 

This past year we have worked together with the 

main in house union, now affiliated to our national 

union, to fight cuts in bonuses and the present 

freeze on pay raises. In a major victory for employ-

ees, the rijicho, Oyagi, was forced to resign after a 

widespread scandal about him having employed his 

mistress as a professor, voted himself pay increases 

while everybody else was having theirs cut, 

amongst other issues.  

 

Doshisha Junior/Senior High School 

Part-time teachers were informed in meetings that 

next year’s contract would be the last. They were 

told that this was because if they were employed 

beyond this date that the school would have to 

“pay them redundancy pay like the tenured teach-

ers” because of the change in the law.  When the 

General Union contacted the Doshisha personnel 

department they claimed to know nothing about 

this. The following week part-time teachers were 

again summoned to a meeting where they were 

told that this had been a mistake and that there 

would be no mass non-renewal of teachers because 

of the new law. The teachers were told that since 

they are on a one year contract, they cannot be 

guaranteed a renewal. The trust has replied to the 

GU in writing that they have no plan to non-renew 

part-time teachers to avoid having to give them 

permanent contracts from April 2018 under the re-

vised labour contract law. This is a complete climb-

down on the part of the school but General Union 

members will still be on their guard to fight non-

renewals of Part-time teachers should the school 

attempt them. 

 

Doshisha Kori J.SHS 

We continued negotiations this year with our main 

demands being a dues checkoff and pay increase. 

But this year, having first submitted an unfair la-

bour practices protest over the lack of dues 

checkoff, a member of Doshisha’s main personnel 

section also participated. We moved from consider-

ing a checkoff system to a commitment to a 

checkoff system starting 2018. 

On the pay front, we were able to introduce an new 

学校／大学報告 

  

芦屋学園 

昨年の定期総会以降、我々は学内の組合とボーナス削減

及び賃上げ凍結に対して共闘してきた。そしてこの学内

の組合は現在、我々と同じ全国組織に加盟している。大

きな勝利も勝ち取った。ここで働く者全てが収入の削減

を強いられるなど様々な問題を抱える中で、大八木理事

長は愛人を教授にするスキャンダルに見舞われ、更に自

らの給与を増額するなどを行った末、辞任に追い込まれ

た。 

 

 

同志社中学校・高等学校 

非常勤教師達は会合の中で「来年度の契約が最後の契約

となる」と告げられた。そしてその理由として、これ以

降も契約を続けると「常勤教師同様に余分な支払いをし

なければならなくなるからだ」と説明された。ゼネラル

ユニオンが同志社の人事部に連絡すると、人事部は「そ

んなことは全く知らない」と答えた。次の週、非常勤教

師たちは再び会議に呼ばれ、「あれは間違いだった。新

しい法律を理由にした大規模な契約更新拒否はないが、

あなた方は１年契約なのだから、契約更新の保障はでき

ない」と告げられた。法人はゼネラルユニオンに対し文

書で「労働契約法の改変によって２０１８年４月以降、

有期契約を無期にしなければならなくなるが、これを避

けることを目的にして非常勤教師の契約更新を拒む計画

はない」と回答している。これは大学側の完全な譲歩だ

が、組合員は、大学側の契約更新拒否の試みへの備えを

崩していない。 

  

 

 

 

 

 

 

 

同志社香里中学校・高等学校 

この１年、組合費チェックオフと賃上げとを主要な要求

として交渉を行ってきた。しかし、このチェックオフ導

入の拒否は不当労働行為にあたるとする抗議を初めて

行ったところ、同志社人事部の主要人物の一人が交渉に

出席するようになり、チェックオフは「考慮する」もの

から「２０１８年後からの導入の準備を行なう」ものへ

と進展した。 

 

賃上げの分野では、交渉を新しい考え方で行なうことに
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idea to the pay negotiations.. Instead of a standard 

pay increase, make one more pay level. Most of our 

members are on the maximum so they will never 

be eligible, the addition of one more pay level will 

fix this. We will be carrying on our negotiations 

over these two points in May and June. 

We were also able to ascertain that the employer 

will renew contracts past 2018 which means that all 

of our members will soon be able to ask for unlim-

ited term contracts. 

 

Doshisha International School (Shotobu) 

After winning the removal of a five-year limit, our 

members have continued to fight for benefits en-

joyed by the tenured teachers such as bonuses etc. 

 

Josho Gakuen (Setsunan and Osaka Kogyo) 

All union members were able to retain all of their 

koma for 2017. We are still trying to ascertain what 

the university intends to do with unlimited term 

contracts in 2018, but it appears from their written 

answer that they just intend to follow the law. 

Our checkoff system at Josho also started in April. 

This is the first university that has agreed to a 

checkoff system with the General Union. 

 

Kansai University (Kandai) 

We declared our members with a demand for no 

cut in classes or worsening of conditions. No mem-

bers had cuts. 

 

Kansai University of International Studies 

We declared our members with a demand for no 

cut in classes or worsening of conditions. Classes 

were not cut. 

 

Kansai Gaidai 

Our branch has campaigned on a number of issues, 

from the retirement age of part-time teachers to 

the problem of teachers dispatched by the company 

Seico. In the recent past a major problem has been 

attempts by management to get our members to 

teach more than the 10 classes specified in their 

contract. While the contract allows them to teach 

two extra-classes, teachers fear this becoming the 

norm rather than the exception. 

 

 

成功した。通常の賃上げに替えて、賃金レベルをもう一

段引き上げるのである。通常の考え方では、我々の組合

員の大部分は上限に達していてこれ以上の賃上げは不可

能である。そこで、この「レベル引き上げ」がこの問題

を解決することになる。これら２点についての交渉は５

月から６月にかけて行なわれる。 

また、学校側は２０１８年度以降も契約を更新すること

を確認した。これは、組合員は間もなく無期契約への転

換が要求できるようになることを意味している。 

  

 

同志社国際学院（初等部） 

「契約は５年まで」という制限の撤廃を実現して以降、

組合員は常勤教師達には与えられているボーナスなどの

手当や福利厚生を要求して引き続き闘っている。 

  

常翔学園（摂南大学・大阪工業大学） 

全組合員が２０１７年度のコマ数を削減なく確保でき

た。我々は引き続き大学に対して、２０１８年度からの

無期解約についての対応の確認を求めているが、書面に

よる回答に「法に従います」としているのみである。 

４月から常翔学園でのチェックオフが始まった。ゼネラ

ルユニオンとチェックオフについて合意した最初の大学

である。 

  

 

関西大学 

組合員を通告し、コマ数の削減など労働条件を悪化させ

ない要求を提出した。組合員のコマ数削減はなかった。 

  

 

関西国際大学 

組合員を通告し、コマ数の削減など労働条件を悪化させ

ない要求を提出した。組合員のコマ数削減はなかった。 

  

 

関西外国語大学 

支部は、非常勤教師の定年の年齢の問題から派遣会社

Seicoから来ている教師達の問題まで、多くの課題に取

り組んできた。最近の主要な問題は、組合員の契約には

「１０クラス」と明記されているにも関わらず、大学側

がそれ以上をやらせようとしていることである。契約に

は２クラスまでの追加は認められているが、教師達が危

惧するのは、これが例外ではなく通常となることであ

る。 
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Kinkidai University (Kindai) 

The union has continued to grow at Kandai this 

year. We declared 28 members with a demand for 

no cut in classes or worsening of conditions. None 

of the declared members had a cut in classes. We 

are continuing to monitor the situation vis a vis 

Berlitz’s involvement on the campus. As previously 

reported we have been promised that teachers dis-

patched from Berlitz will be directly employed by 

Kindai and receive the same pay as other Part-time 

teachers. We still have problems with the use of 

illegal itaku (teachers on services contracts) in the 

first semester. The teachers are dispatched from a 

Berlitz subsidiary. 

 

Kobe Shoin Women’s University 

We declared our members with a demand for no 

cut in classes or worsening of conditions. No mem-

bers had cuts. 

 

Konan Women’s University 

We declared our members with a demand for no 

cut in classes or worsening of conditions. No mem-

bers had cuts. 

 

Kun’ei Gakuen 

Members’ main demands for 2017 were pay in-

creases and more information on unlimited term 

contracts in 2018. While we didn’t push the pay 

increase demand this year, it appears that the em-

ployer will simply renew contracts in 2018 and offer 

unlimited term contracts to those members who 

want it. 

 

Kwansei Gakuen University (Kangaku) 

We declared our members with a demand for no 

cut in classes or worsening of conditions. One 

member did lose classes. After negotiations with 

the university they were offered alternatives. How-

ever, the members were not in a position to take 

these alternatives. 

 

Senri International Saturday School (Kangaku) 

The Saturday school and summer program at Senri 

International School, run by Kwansei Gakuin, is 

threatened with closure from April 2018. The uni-

versity has claimed that they need to use the facul-

ties at the school on Saturdays for other education-

近畿大学 

近畿大学では、この１年も組合は拡大してきた。２８名

の組合員を通告し、コマ数の削減など労働条件を悪化さ

せない要求を提出した。通告した全組合員の誰もコマ数

削減はなかった。我々はベルリッツの大学への関与につ

いて監視を続けている。以前報告したように、大学は

我々に対し、「ベルリッツから派遣されている教師達は

大学が直接雇用するようになり、他の非常勤教師と同じ

給料になる」と約束している。前期には、違法な業務委

託の問題もまだ存在している。これらの教師はベルリッ

ツの子会社から派遣されている。 

  

 

 

 

神戸松蔭女子大学 

組合員を通告し、コマ数の削減など労働条件を悪化させ

ない要求を提出した。組合員のコマ数削減はなかった。 

 

 

甲南女子大学 

組合員を通告し、コマ数の削減など労働条件を悪化させ

ない要求を提出した。組合員のコマ数削減はなかった。 

  

 

薫英学園 

２０１７年後に向けた主要な要求は、賃上げと２０１８

年度の無期契約についての情報提供であった。我々は、

今年は賃上げは強く要求しなかった。一方、大学側は２

０１８年度も契約を通常通りに更新し、希望する者につ

いては無期契約とするようである。 

 

 

  

関西学院大学 

組合員を通告し、コマ数の削減など労働条件を悪化させ

ない要求を提出した。１名の組合員のコマ数が削減され

た。交渉後、大側側は代案を提示したが、組合員はこれ

を受け入れなかった。 

 

 

  

千里国際キャンパス土曜学校（関西学院大学） 

関西学院大学が運営する千里国際キャンパスでの土曜学

校とサマープログラムが２０１８年４月終了の危機に瀕

している。大学側は「他の教育活動のために土曜日もこ

この施設を使う必要がある」としている。ここでは６０

名以上の教師、職員、助手が働いており、プログラムの
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al activities. The school employs in excess of 60 

teachers, staff and teaching assistants. Many have 

joined the General Union, including those responsi-

ble for the running of the program. The employees 

have linked up with parents who have signed a pe-

tition and campaigned to keep the school open. 

Kangaku are presently discussing passing the pro-

gram over to another educational trust to run. Un-

ion members are not opposed to this in principal, 

but are on their guard to ensure that the jobs and 

conditions of the employees are safeguarded. 

 

Nagoya University of Foreign Studies 

General Union members have been campaigning 

against the University’s plans to cut the number of 

classes on the school’s Power Up Tutorial program. 

A representative from the school had promised to 

maintain the class numbers of union members. 

However, in the summer members received an e-

mail warning them that from the 2017-18 academic 

year they would only have two classes each, a ma-

jor reduction from the number of classes they teach 

at present. After union protests the e-mail was 

withdrawn and blamed on a foreign contract teach-

er. In the end all of our members received the same 

number of classes as last year. However, our branch 

is busy organizing against expected cuts from next 

year. Also there are fears that the university plans 

to outsource some of the program, after having 

signed an agreement with the British Council to dis-

patch teachers. 

 

Osaka CNETs (Native English Teachers working 

for Osaka City) 

All of our members who reached the 3-year mark 

were re-employed this year. Unfortunately, we had 

one first year member who was non-renewed in 

their first year. We have succeeded in getting the 

Osaka Board of Education to accept teachers’ right 

to claim sick pay from the health insurance rather 

than being forced to take annual leave. We are still 

campaigning for parity with permanent employees 

in terms of annual leave and sick leave. 

 

Osaka City University 

We won a major victory at this public university 

that has lead to the formation of a new branch of 

the union. Last spring part-time teachers received a 

運営に責任を持っている者も含んでその多くがゼネラル

ユニオンの組合員である。保護者とも連携しており、こ

の保護者達は土曜学校とサマープログラムの存続を求め

る署名を集め運動に取り組んでいる。現在関西学院は、

このプログラムを他の教育機関に譲渡して運営してもら

うことを考えている。組合員はこれ自体に反対はしてい

ないが、仕事と労働条件とが保障されるかどうかを監視

している。 

  

 

 

 

名古屋外国語大学 

ゼネラルユニオンの組合員は、大学がPower Up Tutori-

al プログラムでコマ数を大幅に削減するという計画に反

対してきている。大学の代表者は、「組合員のコマ数は

維持する」と約束していた。 

 

だが昨年夏、組合員達にメールが届き、そこには「２０

１７－２０１８年度以降、コマ数は２つのみ」との警告

が書かれていた。現状からの大幅な削減である。組合は

これに抗議し、このメールは撤回され、ある外国人の契

約教師が非難されることになった。結局、全組合員が前

年と同じコマ数を持つことになった。だが、来年度から

はコマ数が削減される恐れがあり、組合はこれに反対す

る準備に全力を挙げている。更に、大学はBritish Coun-

cilと教師派遣の契約を行ない、プログラムの一部をここ

に外注することを計画する恐れもある。 

  

 

 

 

大阪CNETs 

３年契約の満期を迎えた組合員の全員が再雇用されるこ

ととなった。だが、１年契約の一人の組合員は計画が更

新されなかった。大阪市教育委員会に対して、教師が病

気になった際に年次有給休暇を使うのではなく健康保険

から支給される傷病手当を申請する権利を認めさせるこ

とに成功した。年次有給休暇や病気休暇で常勤教師との

同等の処遇を引き続き要求して取り組みを進めている。 

  

 

 

 

大阪市立大学 

この公立大学で大きな勝利を収め、これが新たな支部の

結成につながった。昨年の春、非常勤教師達に示された

契約書には「これが最後の契約となり、以降はベルリッ
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new contract that stated it would be their last and 

that they were going to outsource the English pro-

gram to a private company such as Berlitz or ECC. 

The teachers organized themselves and joined the 

General Union. After negotiations the university de-

cided to abandon the plan. The new contracts that 

were non-renewable were withdrawn and the plan 

abandoned. Faculty were informed that the plan 

had been abandoned because the teachers con-

cerned had unionized, there were legal difficulties 

with the plan and they feared adverse publicity. The 

result was a major victory for the union. 

 

Osaka Educational University 

After working for the university for 9 years a mem-

ber was threatened with a new contract that in-

volved a 60% pay cut. After the union sent a ques-

tion letter to the university the existing contract 

was renewed. 

 

Osaka Gakuin Junior/Senior High School 

A bad year for recruitment has led to a one class 

cut for all of the members. However, the school did 

create extra English classes for sports students 

which meant members did not have such a large 

cut as expected. We believe this was because of 

pressure from the union. 

 

Osaka Gaigo Senmon Gakko 

The union won our unfair labour practices case 

against Osaka Gaigo at the Osaka Prefectural La-

bour Commission. Simply stated, the commission 

agreed with the union that the employer must sup-

ply the union with financial data to back up their 

claim in collective bargaining that they do not have 

the financial means to increase salaries. The em-

ployer has now taken this case to the Osaka District 

Court where they are suing the Labour Commission 

itself. Members are still deciding how to deal with 

this victory as it is still in the court system. 

As we stated last year, the union is supporting a 

member who is suing Osaka Gaigo over pension 

losses caused by the employer’s failure to enroll 

him in the pension system during his first nine 

years of employment. We have filed a case for over 

8 million yen in pension losses and the trial is just 

getting underway. 

 

ツやECCなどの民間会社に英語のプログラムは外注する

予定」と書かれていた。教師達はゼネラルユニオンに加

盟した。交渉を経て、大学はこの計画を破棄することを

決定した。更新なしの契約は撤回され、民間への外注計

画は破棄された。この計画を懸念した教師達が組合に加

盟したこと、この計画は法的にも難しい点があること、

そして、大学が評判を悪くする恐れがあることーーこれ

らが破棄の理由である、との説明が教職員に行われた。 

  

 

 

 

 

大阪教育大学 

９年間この大学で働いてきた組合員は、６０％の賃金削

減を含む新しい契約を受け入れるように迫られた。組合

が大学に質問状を送付した後、現行の契約が更新され

た。  

 

 

大阪学院大学中学校・高等学校 

入学者数が減り、組合員全員が１コマ削減されることに

なった。だが、大学がスポーツをする学生向けに英語の

クラスを作り、その結果、予想された程の大幅な削減に

はならなかった。これも組合からの圧力がもたらしたも

のである。 

  

 

大阪外語専門学校 

組合は、大阪府労働委員会で大阪外語専門学校による不

当労働行為の認定を勝ち取った。要約すれば、労働委員

会は「労働組合に財政に関する情報を提供すべきだ」と

いう組合の主張を認めたのである。組合はこの情報を、

賃上げをめぐる団体交渉においてその要求を裏付けるも

のとして求めていた。学校側はこの労働委員会の命令に

対して、労働委員会を大阪地方裁判所に提訴した。裁判

中にあって、この勝利をどう生かすかについて組合員は

決めることにしている。 

昨年述べた通り、組合は厚生年金に関して大阪外語専門

学校を裁判に訴える組合員を支援している。学校が９年

間に渡ってこの組合員を厚生年金に加入させなかったた

めに、組合員は年金受給額が減少する損害を被った。８

００万円を越える損害賠償を請求しており、裁判は始

まったばかりである。 
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Osaka Gakugei Junior and Senior High 

This year we dealt with a member who lost all of 

his part time hours for the 2017 academic year. We 

were able to secure a settlement in this case. 

 

Osaka YMCA International School 

We dealt with this employer to solve a problem re-

garding our member’s continuation of employment 

after the employer threatened not to renew the 

employment contract at it’s expiration. 

The union was able to secure a settlement in this 

case. 

 

Takatsuki Board of Education 

On 28 June 2016 the Osaka Labour Bureau issued a 

ruling in line with the union’s position that Takatsu-

ki AETs were employees of Takatsuki City. The city 

was unable to challenge leading to our total victory 

of this matter at the end of 2016. 

Also, on 14 October 2016, the Osaka Prefectural 

Labor Commission ruled that that Takatsuki BoE 

committed unfair labor practices against the Gen-

eral Union and its AET members by banning AETs 

from attending the elementary school graduation 

ceremonies on19 March 2015 and slandering our 

union activities at the plenary session of City As-

sembly on 18 March 2015. 

On 15 November 2016, in order to challenge this 

decision, the city sued Osaka Prefecture at the Osa-

ka District Court. Hearings began 23 January 2017. 

Against the ruling, Takatsuki City sued the Osaka 

GU Chair Dennis Tesolat is participating in the hear-

ings as the assistant intervener to support the rul-

ing. 

The union is also pushing Toowomba City to partici-

pate in collective bargaining via skype in order to 

get them to restart the AET programme. 

 

We have now won at every round of this dispute 

since it began in 2014. 

The ruling from yet another unfair labour practices 

case at the Osaka Prefectural Labour Commission is 

set for June or July of this year, and also expect a 

decision at the Osaka District Court before too long. 

 

 

 

 

大阪学芸中学校・高等学校 

２０１７年度に非常勤としての仕事が全く与えられな

かった組合員の問題について取り組んだ。組合は解決を

実現しみした。 

 

大阪ＹＭＣＡインターナショナルスクール 

組合員の雇用契約が終わるにあたって、経営側はこれを

更新しないと通告してきたのでこの雇用継続について取

り組んだ。 

 

組合は解決を実現しました。 

  

 

高槻市教育委員会 

２０１６年６月２８日、大阪労働局は「高槻：ＥＴは高

槻市に雇用されてきた」とする決定書を交付した。ゼネ

ラルユニオンの主張に完全に沿う内容であった。高槻市

はこれに対して何の対応もできず、２０１６年末、我々

の完全勝利が確定した。 

２０１６年１０月１４日、大阪府労働委員会は命令を交

付した。高槻市教育委員会は、２０１５年３月１９日に

高槻市の小学校で行われた卒業式への：ＥＴ組合員の出

席を禁止し、また、２０１５年３月１８日の高槻市議会

本会議でゼネラルユニオンの活動を中傷したことによっ

て、ゼネラルユニオンとその：ＥＴ組合員に対して不当

労働行為を行なった、と認定した。 

 

この命令に対し、高槻市は２０１６年１１月１５日、大

阪地方裁判所に大阪府への訴えを起こした。公判は２０

１７年１月２３日に始まった。テソラット・デニス・ゼ

ネラルユニオン委員長は、この命令を支持する立場で補

助参加人として公判に参加している。 

 

 

またゼネラルユニオンは、：ＥＴプログラム再開に向け

てＴＲＣがもっと積極的に動くよう圧力を加えるため

に、ＴＲＣに対してＳｋｙｐｅでの団体交渉を要求して

いる。 

２０１４年から始まったこの闘いで、ゼネラルユニオン

は一度も負けていない。 

この６月か７月には、大阪府労働委員会から別件の不当

労働行為申し立てへの命令が出ることになっており、大

阪地方裁判所の判決も遠くないと思われる。 
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Private Language Industry  

 

Berlitz 

Union members at this workplace were able to 

make more gains again this year. 

In the case of Berlitz members dispatched to a pri-

vate junior/senior high school, we won the biggest 

monthly pay increases ever. This pay increase cov-

ered two years and the members received the full 

benefit right from the first year of the agreement. 

Unfortunately, a few months after this victory was 

secured, three of the four members decided to 

leave the union (another had quit Berlitz and the 

teaching industry) as they felt that they got what 

they were looking for. The union immediately can-

celled the collective agreement with the employer 

as we do not feel they should be able to leave the 

union and still feel that they are covered by the pay 

agreement. 

In the main part of Berlitz members have been ne-

gotiating mainly over job and income security for 

part timers (called per lesson teachers as their 

schedules are decided day by day) and pay increas-

es for teachers with guaranteed hours (contract 

teachers), lesson monitoring, and payment for any 

and all unpaid work. We have made some progress 

in terms of lesson monitoring and pay, but the de-

mand over income and employment security is at a 

standstill and we may have to consider other ways 

to push this demand forward. Collective bargaining 

continues and the process should end in mid April 

(after this report has already been submitted). 

 

ECC 

The ECC branch has had such an eventful. 

We started off the 2016-2017 year in the midst of a 

dispute over demands for an across-the-board pay 

raise and the company’s refusal to budge in bar-

gaining. After a strike during the second week of 

classes in April 2016, General Union and Tokyo Ro-

so ECC Foreign Employees Union, working in tan-

dem, entered into a series of collective bargaining 

and labour-management talks with ECC. The unions 

and the company began discussing a tentative 

agreement during Golden Week and the situation 

seemed to be improving, but the president of ECC 

put his foot down, asserting that the company and 

the company alone would decide how pay raises 

民間語学学校業界 

 

ベルリッツ 

この職場の組合員達は、この１年もまた大きな成果を収

めることができた。 

私立の中学校・高校に派遣されている組合員は、過去最

大の賃上げを獲得した。この賃上げは２年間をカバーす

るもので、組合員は合意直後から全面的にその恩恵に預

かることとなった。残念なことに、この勝利が確定した

数か月後、３～４名の組合員が組合からの脱退を決めた

（別の１名はすでにベルリッツを辞めてこの業界からも

離れていた）。望んでいたものを獲得できた、と感じた

のだ。組合は直ちに経営側との協約を破棄した。我々は

この人々が組合を離れることができるとは考えず、まだ

賃金に関する合意の対象となる、と考えるからである。 

 

 

 

 

ベルリッツ組合員が行っている交渉の中心は非常勤教師

（いわゆる「レッスン毎教師」。スケジュールは日毎に

決められる）の仕事と収入の保障についてと、労働時間

が保障されている教師（契約教師）の賃上げ、授業の監

視、無償労働への賃金支払いなどである。授業の監視の

問題及び賃金に関してはいくらか前進したが、収入と雇

用の保障については膠着状態であり、これらの要求を前

進させるには別の方法を考えることが必要かも知れな

い。団体交渉は続いており、４月半ば（この報告が作成

された後）には区切りがつくと思われる。  

 

 

 

 

ECC 

ＥＣＣ支部には本当にたくさんのことが起こった。 

我々が一律賃上げを要求し会社側は団体交渉の中でこれ

を拒否する姿勢を変えない状態の中で２０１６－２０１

７年は始まった。２０１６年４月第２週のストライキの

後、ゼネラルユニオンと東京労組ＥＣＣ外国人従業員支

部とは協力して、ＥＣＣとの間の一連の団体交渉、労使

交渉に入った。ゴールデンウィーク中の暫定合意につい

ての議論を始めて、状況は好転するかに思えたが、ＥＣ

Ｃ社長が「賃上げ分の分配は全て会社が決める」と強硬

に主張したことにより、結局振り出しに戻った。こうし

て６月の第二波ストライキが決行されることになり、第

一波以上の参加人員となった。 
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were distributed, and we ended up right back at 

square one. This led to a second strike in June, with 

even more employees participating than in the April 

strike. 

ECC composed and distributed two letters bashing 

the unions: one letter that was sent to all students, 

explaining that the unions were striking because 

they wanted ECC to pay a portion of their individual 

shakai hoken payments (in actuality we were de-

manding a pay increase to cover inflation and tax 

increases and shakai hoken was never the main 

issue); and another letter that was sent to all na-

tive English teachers in the company, which painted 

the unions as always demanding benefits for our-

selves and never giving back to the company. 

More strikes seemed to be inevitable, but then the 

unexpected happened: the COMPANY filed for me-

diation at the labour commission. One would think 

that since the company filed for mediation, they 

would be willing to negotiate, but they continued to 

fight the union regarding the amount of the raise 

and how it would be distributed. After several 

rounds of meetings in Tokyo over four months, an 

agreement was finally reached: an across-the-

board 30 yen/hour pay increase, and an evaluation-

based pay increase on top of that. 

Meanwhile, after the second strike, some members 

of management pulled an executive officer of the 

ECC branch, who worked at the headquarters build-

ing, into a meeting and asked him questions about 

union activity based on a Facebook post he had 

written—a clear unfair labor practice. Later, the 

company claimed that they had talked to him be-

cause his profile picture contained the ECC logo and 

threatened to fire him over the use of the logo, but 

the logo issue was never mentioned in his meeting 

with management. The company eventually backed 

down over firing him, but they are continuing to 

punish him nonetheless, using company-wide reor-

ganization as an excuse: his hours have been cut, 

and he has been demoted from his position.  

With the 2016 battle over, the ECC branch of the 

General Union and Tokyo Roso ECCFEU decided to 

get the 2017 battle started early, submitting new 

demands in January. Along with the usual pay in-

crease demands, the unions also submitted de-

mands for welfare, including the option to use paid 

leave in half-day increments and the right to take 

 

 

 

 

ＥＣＣは、組合を攻撃する二つの手紙を作り配布した。

一つは全ての学生に送られたもので、「組合は社会保険

料の自己負担分を会社に払って欲しいのでストライキを

やろうとしている」と書かれている（実際には、我々は

物価の上昇と増税に対処するために賃上げを要求してい

て、社会保険は論題の中心ではない）。もう一つの手紙

は全てのネイティブ英語教師従業員宛に送られたもの

で、「組合はいつでも自分の利益になる要求ばかりを行

ない決して会社を顧みない」と決めつけている。 

 

 

更なるストライキは不可避と思われた。だが、そこで予

想外のことが起こった。会社が中央労働委員会にあっせ

んを申請したのだ。会社があっせんを申請したのだか

ら、会社は交渉を歓迎している、と誰もが思うが、そう

ではなかった。会社は引き続き、賃上げ額とその分配に

ついて組合と争い続けた。４か月に渡り東京で数回の会

合を行なって、最終的に合意が成立した。一律３０円時

給を引き上げ、これに査定による賃上げを加える、とい

う内容であった。 

 

 

一方、第二波ストライキの後、経営側の数人が本社ビル

で働くＥＣＣ支部執行委員を会議室に連れ込み、彼の

Facebookへの投稿を材料に組合かつどうについてあれ

これ質問を行なった。――明白な不当労働行為であっ

た。後に会社は、彼のFacebookページにＥＣＣのロゴ

が使われていてたのでそのことについて話したのだと言

い、このロゴ使用を理由に解雇をチラつかせた。だが、

会議室での話の中にはロゴのことは全く出てきてはいな

かった。結局会社側は、彼の解雇については引っ込めた

が、それでも彼への攻撃を続け、全社規模の組織再編を

口実にして彼の仕事時間を減らし、役職を奪った。 

２０１６年の闘いが終わるとともに、ゼネラルユニオン

ＥＣＣ支部と東京労組ＥＣＣ外国人従業員支部とは２０

１７年の闘いを直ちに始めることを決め、１月に新しい

要求を提出した。通常の賃上げ要求とともに、半日単位

での有給休暇の取得や有休慶弔休暇（現在、いずれも職

員は持っていて教師は持っていない）などの要求も加え

られている。更に、現在の就業規則の中で「常勤教師は

病気やケガの場合も含めて1か月以上仕事を休むと解

雇」とされている部分を撤廃するように会社に求めた。 
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paid leave for funerals and wedding, both of which 

staff (but not teachers) currently have the right to. 

We also demanded that the company rescind a pol-

icy in the working rules for full-time teachers that 

states that after a teacher has missed a month of 

work, they will be fired, including in cases of illness 

and injury. 

Unfortunately, at the first round of collective bar-

gaining, it became painfully clear that ECC was in 

no mood to compromise. Around fifteen members 

of ECC management from all over the country at-

tended bargaining in a clear show of unity against 

the unions. During a heated bargaining session, 

several things became clear: 

 Teachers on one-year contracts will not receive 

any pay raise for the 2017-2018 academic year, 

but staff working in the same department will 

receive pay raises and bonuses. 

 Staff can take long-term leave from work in cas-

es of illness or injury. Teachers, as stated above, 

will be fired after 30 days. 

 The company intends to instate a mandatory re-

tirement age for teachers who choose to go on a 

permanent contract starting from 2018, but is 

not planning to offer retirement pay to those 

teachers. 

 The company, in general, sees its teachers as 

expendable. 

The company also refused to allow the unions to 

introduce themselves to newly hired teachers at 

training, as we have been doing for years, using 

the excuse that the newest wave of teachers have 

a different job title and therefore our agreements to 

do not apply to them. (Fortunately, thanks to the 

efforts of our members, several of these new 

teachers have already joined the union.) 

In the face of this kind of response to our demands, 

the unions made the decision to bypass a protract-

ed cycle of collective bargaining, and file an unfair 

labor practice case against ECC at the Labor Com-

mission. The main points are the treatment of our 

member who was harassed over his Facebook post, 

the cancellation of the union introductions to newly 

hired teachers, and the employer refusing to pro-

vide office space to the union after it stopped pay-

ing for rent for the ECC branch union office off of 

premises. 

The theme for the ECC branch this year is: “Let’s 

 

 

 

 

 

 

 

残念なことに、最初の団体交渉ではＥＣＣには要求に耳

を傾ける姿勢は皆無であった。全国から１５名が経営側

からこの団体交渉に参加し、組合への対決姿勢を鮮明に

した。熱のこもったやり取りの中で、いくつかのことが

明らかになった。 

 

 

 ２０１７－２０１８年度には、１年契約の教師には賃

上げはないが、同じ部署で働く職員には賃上げもボー

ナスもある。 

 

 職員は病気あるいはケガの場合には長期休暇が取得で

きるが、上述したように、教師は３０日で解雇とな

る。 

 会社は、２０１８年から始まる無期契約への転換を選

択する教師については定められた定年を適用するが、

これらの教師に退職金を支給することは考えていな

い。 

 

 総じて会社は、教師については「消耗品」のように考

えている。 

また会社は、長年行なわれてきた新規採用の教師への研

修での組合紹介を行なうことは認めない、とした。その

口実として、これらの教師は新しくできた役職に就くの

だから、労使合意は適用されない、としている。（幸い

なことに、組合員の努力によってこれらの新規採用に教

師達の一部はすでに組合に加入している。） 

 

 

経営側の対応が上述したようなものであったことから、

両組合はいたずらに団体交渉を繰り返すことを避け、Ｅ

ＣＣによる不当労働行為からの救済申立を労働委員会に

提出することを決めた。Facebookへの投稿について組

合員が威嚇を受けたこと、新規採用の教師を対象にした

組合紹介が拒否されたこと、会社の施設外にあるＥＣＣ

支部の事務所家賃の支払を止めた後も社内に組合事務所

用の場所を会社側が提供しないこと、がその主要な内容

である。 

 

 

ＥＣＣ支部の今年のテーマは「Let’s 同等」。ＥＣＣに
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parity!” There is a lot of inequality at ECC: teachers 

don’t get the welfare benefits that staff do, staff are 

forced to work overtime when teachers aren’t, etc. 

This year, we are fighting to make a better compa-

ny, and a stronger union, for all. 

 

GABA 

Members at GABA are currently working on a ques-

tionnaire to send to the employer. The list will in-

clude things like employment rights, sexual harass-

ment, and union activity. 

 

International Education Services (IES) 

There was much less activity at IES this year, but 

the union still carried on protecting the rights of our 

members. A grievance was settled after the em-

ployer refused to issue the final salary and separa-

tion documents to a member. 

After a quick letter from the union all money and 

documents owing were delivered. 

 

Minerva 

The union was able to secure a settlement for a 

member who was non-renewed a this job. 

 

Nova 

After our attempts to resolve two important issues 

at collective bargaining, Nova members have 

moved into action. 

False subcontracting: Nova has started issuing sub-

contracting contracts to teachers doing the exact 

same job as teachers in employment contracts and 

have the same duties and obligations under work-

ing regulations/rules . This leads to many losses to 

new workers in terms of loss of paid holidays, no 

rights to Shakai Hoken forcing people on to the 

more expensive and inferior Kokumin system, no 

unemployment insurance in case of job loss, and no 

protection under any labour laws.  

The union decided to act asked for six volunteer 

union members to act as plaintiffs in a case against 

Nova. We are demanding that the court agree that 

we are employees and that Nova pay damages. 

More importantly though is our goal from having 

Nova turn into another gab which acts as a nega-

tive impact in wages and conditions in the private 

language industry. 

 

はたくさんの不平等がある。職員が受けている福利厚生

は教師達には与えられていない。教師達は残業は強制さ

れないのに職員は残業を強制されている等々。この１年

我々は、みんなのために会社をより良くし組合をより強

くするために闘う。 

  

GABA 

GABAの組合員は現在、経営側に要求を提出するための

アンケート活動を行なっている。雇用に関する諸権利、

セクシャルハラスメント、組合活動などがアンケート用

のリストには含まれている。 

  

インターナショナル・エデュケーション・サービス 

この１年、IESでの活動は非常に少なかったが、組合員

の権利を守る取り組みは勧められてきた。会社が組合員

に対して源泉徴収票と退職証明書の発行を拒否したこと

への苦情申立が解決された。 

 

組合が速やかに手紙を送ると、会社は組合員に渡すべき

全てのお金と書類が届けられた。 

 

ミネルヴァ 

契約が更新されなかった組合員に対して、組合は解決を

実現しました。 

 

ＮＯＶＡ 

二つの重要な課題を我々は団交を通じて解決しようとし

たがそうはならず、ＮＯＶ：の組合員達は行動を起こし

た。 

虚偽の委託：ＮＯＶ：は教師達に委託契約書を提示した

のだが、それは、就業規則に従って、雇用契約を結んで

いる教師達と全く同じ仕事をし同じ職務と義務とを負

う、という内容である。この契約は、新しい教師達に有

給休暇を与えず、社会保険に加入させず、これより負担

は大きく給付は劣る国民健康保険・国民年金への加入を

強制し、失業保険にも加入させず、労働諸法が定めてい

る労働者への保護を一切奪うなど、多大な損害を及ぼす

ものである。 

 

組合は６名の組合員に対し、自ら進んで原告となり、Ｎ

ＯＶ：を相手取って裁判を起こすことを呼びかけること

を決定した。我々はこれらの教師達が被用者であって、

ＮＯＶ：は与えた損害を賠償することを認める判決を裁

判所が下すことを求めている。我々には、この裁判を通

じて実現を目指すもっと重要な目標がある。ＮＯＶ：は

こうした詭弁を弄することによって、民間語学業界の賃

金及び労働条件に悪影響を及ぼしている。これをできな

くすることである。 



大阪全労協 ２０１７年春闘交流会 2016 Activity Report・2016年度活動報告 

Page 12. ２０１７年４月２７日 

Another important issue is the case of unpaid work 

before, between, and after lessons. While the com-

pany counts only teaching time and four minutes 

between lessons as work time, teachers lose out on 

pay for work they are doing and lose rights to 

Shakai Hoken as the company keeps working time 

falsely under 30 hours per week. 

 

We have filed a complaint with the Labour Stand-

ards Office and in order to keep up the pressure 

during the investigation union members have made 

direct claims to Nova to pay for work between les-

sons. Winning this important issue will add up to a 

big pay rise for Nova workers. 

 

Dispatch ALTs 

This year we did a giant survey of boards of educa-

tion in the whole of the Kinki Region to learn about 

the use of dispatch ALTs vs direct hire ALTs work-

ing for boards of education, and in the case of dis-

patch, if they were dispatched as under the dis-

patch law (hakken) or as subcontractors (itaku). 

We are hoping to be able to use the information to 

push for more job security at dispatchers like In-

terac, Altia Central, International Educational Ser-

vices, using the changes to the dispatch law as our 

basis. A push to make sure that dispatch under the 

haken law is the primary basis for dispatch will also 

allow us to target boards of education to make sure 

that all applicable labour laws are followed. 

 

 

もう一つの重要な問題は、授業の前、授業と授業の間、

そして授業後の無償労働の問題である。会社は授業時間

と授業と授業の間の４分間だけを労働時間として計算し

ているが、これによって教師達はやった仕事に見合う給

与を受け取っておらず、更に会社はこうすることで教師

達の週当たりの労働時間を３０時間以下とごまかし、こ

れによって教師達は社会保険に加入する権利を奪われて

いる。 

我々はこれを労働基準監督署に訴えた。そして、その調

査が行われる期間に圧力をかけ続けるべく、組合員達は

授業と授業の間の労働に対して給与を支払うように直接

ＮＯＶ：に対して要求している。この重要な課題に勝利

すれば、ＮＯＶ：で働く労働者は更に大幅な賃上げを実

現することになる。 

 

派遣外国語指導助手（ALT) 

今年我々は、近畿地域全体の教育委員会を対象に大規模

な調査を行なった。その目的は、各教育委員会がALTを

派遣で賄っているのかあるいは直接雇用を採用している

のかを、及び、派遣の場合には労働者派遣法に基づく

「派遣」なのか「委託」なのかを把握することであっ

た。 

これらを通じて得た情報を活用し、加えて労働者派遣法

の改変に基づいて、インタラック、アルティア・セント

ラル、インターナショナル・エデュケーショナル・サー

ビスのような会社で雇用の更なる安定の実現を目指す。

労働者派遣法に基づく派遣を確実なものにする取り組み

は極めて重要で、これを基礎とすることによって、全て

の教育委員会が労働諸法に全面的に従うよう働きかける

ことが可能となる。 

 


