ました︒

会場いっぱいの参加者で
熱気あふれるものとなり

絡会主催の﹁つどい﹂は

育基本条例案・職員基本
条例案に反対する枚方連

３月３日開かれた︑教

のに︑この条例案では民
意の反映どころか教員人

の声を反映させるべきな

﹁本来︑教育条件や環
境整備には保護者や住民

た︒

のべた後︑中身の問題点
を丁寧に解き明かしまし

基本条例をめぐる状況を

うと呼びかけました︒

危険な条例案は市民の声
と運動で必ず廃案にしよ

がある﹂と述べ︑最後に

保護者による家庭教育の
義務付けなど多くの問題

定員割れの学校統廃合︑

６７ ５人から 賛同署名
が寄せられています︒

が︑ ３月３日 段階で︑

対す るアピー ル﹂への
賛同 者を募っ ています

阪教 育基本条 例案に反

渚南町１８−４５
℡849-7335

野口 光男

星丘２−２２−２５
℡848-3128

明記されました︒

れば 免職 にな るこ とが

員基 本条 例案 では 同じ
職務 命令 に３ 回違 反す

なく なり まし たが ︑職

教 員の 処分 も５ 段階
相対 評価 によ る処 分は

府議 会で は︑

日に

疑を行う予定です︒

理を 導入 する 内容 です︒ 原 議 員が ︑午 後か ら質

﹁府 内全 域と する ﹂と
して 学校 教育 に競 争原

ら高 校の 通学 区を 撤廃

﹁再 編整 備の 対象 ﹂と
なり ２０ １４ 年４ 月か

ます︒

３３００︶または党市委
員会事務所までお願いし

枚方教組気付☎８４８ー

わせなどは事務局︵全教

くださる方を募っていま
すので︑詳しいお問い合

ひきつづき︑賛同して

﹁つどい﹂では︑教職
員や保護者などによるコ
事や教育内容を管理統制

違 法性 が指 摘さ れて
いた 知事 の教 育目 標設
定は ﹁教 育基 本計 画﹂
案の 作成 に変 わり まし
た︒
し かし 教育 委員 を罷
免で きる 権限 も︑ 違法
と指 摘が ある のに 残っ

中西ひでみ

教 育 常任 委員 会が 開か
れ ︑ 日本 共産 党の くち

牧野北町５労住まきの
ハイツ２−６０４
℡868-3108

ント﹁２条例に立ち向か

おりぐち勲

﹁連絡会﹂では教育評

香里ヶ丘8-32-2-605
℡050-3795-5001

しようとしている︒教育

つつみ幸子

う物語﹂が披露され︑大

津田駅前１−７−４
℡859-8433

論家の尾木直樹さんや東
大教授の佐藤学さんら

広瀬ひとみ

には政治的な介入が許さ
れない︑それは第二次大

石村 淳子

ています︒
府 立学 校条 例案 は︑

☎841-7243

Fax:845-4141

入学 者が ３年 連続 して

市議員団

松岡ちひろ
☎844-6201

TEL :841-7243

定員割れした学校は

招提元町３−３６−３
℡856-3092

予約…市事務所

市会議員団

前治弁護士の﹁大阪の教
育とくらしに憲法の風を

※議会は誰でも傍聴できます。
ぜひ、お出かけ下さい。
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法で﹃教育は不

採択

３月26日（月）午後３時〜
場所は枚方市委員会事務所

℡:844-6201
Fax:841-0724

当な支配に服す
開 会中 の大 阪府 議会
ることなく行わ
に︑ 松井 府知 事が ﹁大
れるべき﹄と規
阪教 育行 政基 本条 例﹂
定しているから
﹁大 阪府 立学 校条 例﹂
だ︒
﹁職 員基 本条 例︵ 教職
知事の設定し
員を 含む ︶﹂ を提 案し
た目標に従わな
い教育委員は罷 ています︒
知 事案 は︑ 基本 的に
免するなどは︑
﹁橋 下・ 維新 の会 ﹂の
明らかに政治介
入であり法律違 言い 分が 濃く 反映 され
たものです︒
反である︒学力

テストの公表や
の10時からと26日の予定です
3月２８日 意見書、議会議案

３月14日（水）午後３時〜

伊加賀栄町１８−１６
℡846-3245
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人が呼びかけている﹁大

＊広瀬議員の質問は16日、23日

戦時に政府が﹃国のため

会が行われます。（共産党議員
団は広瀬議員）

ふかそう﹂と題する講演

２３日、２６日と予算特別委員

に死ぬ﹄ことを教えた痛
苦の反省から︑教育基本

３月１５日、１６日、２２日、

がありました︒
大前氏は︑現在の教育

http://www.jcp-hirakata.com
ホームページアドレス
市議団

