
教育基本条例(案)に
反対します
大阪府教育基本条例（案）が府議会に提出されています。これに対して、次々に不安や反対の声が

上がりました。PTA や府立学校の校長先生、教育委員会、弁護士団体、教職員組合なども反対してい

ます。17 日には、尾木ママで知られる尾木直樹さんや竹下景子さんら著名人からの反対アピールも出

され、あさのあつこさんや杉良太郎さんらも賛同しています。大阪府の条例に対して、各界から、そ

して全国から反対の声が上がるのは異例のことです。大阪の教育を壊してしまうのみならず、日本社

会全体にとって、未来を担う子どもたちにとって見過ごすことができないからです。

子どもたち一人一人の人格と成長を大切にし、学校で奮闘する先生たちを支えながら、保護者や地

域の人たちも含めいろいろな人たちが信頼し合い教育に関わることで子どもたちは育っていきます。

子どもたちの将来の夢や進路は様々です。多様な価値、考え方、生き方を認め合い、豊かな人間関係

をつくることをイキイキと学ぶところが学校教育であってほしいです。しかし大阪府基本条例では、

教育の目的を「グローバル社会に役に立つ人材育成」という型にはめ、競争や強制、罰則、切り捨て

などによって学校をがんじがらめにする項目ばかりが並びます。

○教職員は校長に絶対服従（第 9条）、○問題行動を起こすのは家庭教育がなってないから（家庭教

育の義務 第 10 条）、○３年連続定員割れした高校は統廃合の対象に（第 44 条）、○２年連続最低評

価の先生は免職の対象に（第 19 条）、○学力テスト結果を公表し学校を序列化（第７条）などなど。

こんな条例が成立したら大変です。

（次のページから、教育基本条例が成立したらどうなるか、ちょっと怖いお話を紹介しています。）
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本日 １１月２３日（水・祝）

リブインピース＠カフェ

日時 11 月 23 日（水） 13：30～ 16：30

場所 浪速区民センター

（ＪＲなんば駅、環状線芦原橋駅から 10分

地下鉄桜川駅より 5分）

・つくる会系、教科書の危険 東大阪育鵬社版

「公民」教科書採択など

・大阪府教育基本条例の問題点（その３）

１２月１日（木）

「教育基本条例」案反対！府庁包囲行動

集会 １８：１５～１９：３０

デモ １９：４５～２０：１５

場所 エルおおさか 南館ホール（京阪・地

下鉄谷町線天満橋駅より西へ 300m）

主催 「日の丸・君が代」強制反対ホットラ

イン大阪全国集会実行委員会



寸劇「ユーケーリョクのコーシ」（家庭教育義務違反の悲劇）
──食卓のイスに母が座って今晩のおかずを考えているところへ、小学 5年生の息子が帰ってくる

子: お母さん、ただいま。腹減った。なんか食べさせて。今日給食

抜きやってん。

母: おかえり。なんやいきなり。何で給食食べへんかったんや。

子: 給食の時の食事作法がなってへんて言うて、給食食べさせても

らえへんかってん。

母: なんで食事作法ができてへんだら、給食食べさせてもらえへん

のん？

子: “ユーケーリョクのコーシ”て言うんや。ようわからんけど。

家庭教育ができてないとか言うて、グランド走らされたり、別

の教室で反省文書かされたりするんや。

先生だけとちゃうで。クラスの中でもはやってるねん。ちょっ

と人と違うことしたら「社会常識に反する」て言うて“ユーケ

ーリョクのコーシ”するねん。※注１ ※注１

こないだなんか、山田が、今中学校行ってるお姉ちゃんのお下 大阪府教育基本条例

がりの体操服袋もっててな、みんなが“ユーケーリョクのコー （児童生徒に対する懲戒）第四十七

シ”や言うて、体操服を袋から放り出して踏みつけたんや。 条 校長、副校長及び教員は、教育

母: あんたの友だちの山田君な。あの子んとこ、母子家庭で家計苦 上必要があるときは、必要最小限の

しいやろうし、お姉ちゃんのお下がり持つなんて偉いやんか。 有形力を行使して、児童生徒に学校

なんでそんなことするんや。 教育法第十一条に定める懲戒を加え

子: オレはしてへんで。せやけど、みんな、持つとこがピンクにな ることができる。但し、体罰を加え

ってて、男がそんなもん持つんは「社会常識に反する」言うて。 ることはできない。

母: いじめたらあかんやんか。

子: “いじめ”て言わへんねん、“ユーケーリョクのコーシ”や。“ユ

ーケーリョクのコーシ”で、遊ぶ仲間にいれたらへんてゆうの

もあるんや。最近、ちょっとだれかが変わったことしたら、「社

会常識に反する」言うて“ユーケーリョクのコーシ”するのが

はやってるんや。せやからみんなびくびくして、みんなと同じ

ことしかせえへん。



母: さっきから言うてる“ユーケー

リョクのコーシ”てなんや？

子: せや、先生からお母さんに渡す

ようにってプリントもろてきた

わ。

母: なんやて？ ※注２

「保護者の方へ 橋下徹氏ツイッター(2011年 6月 12

当該児童は社会常識及び基本 日）より

的生活習慣に反する行動をした 「ご飯を食べるときには肘を付く。

ため、有形力を行使しました」 今の世の中のルールって、全て人間

なんや、これは？ の本能ではできないことばかり。だ

「社会常識及び基本的生活習慣逸脱の内容：食事作法違反 から教えるしかないんです。場合に

有形力行使の内容：給食中止」 よっては、子どもを脅してでも」

ちゃんとひな形がつくってあるんやな。

あんた、食事作法違反て何したんや、ヒジでもついてご飯食べ

たんか。

子: そんなことするわけないやろ。ヒジついてご飯食べたら食事作

法違反で“ユーケーリョクのコーシ”されることくらい知って ※注３

んで。知事が言うたんは有名や。※注２ 大阪府教育基本条例

母: ほんなら、何したんや。 （教員及び職員）

子: 箸の使い方違反や。お母さん何でオレに箸の使いかた教えてく 第九条 教員は、自己の崇高な使命

れへんかったんや？ を深く自覚するとともに、組織の一

母: 箸の使い方て、あんた、親指と人差し指と中指で持って上手に 員という自覚を持ち、教育委員会の

箸使えるやろ。 決定、校長の職務命令に従うととも

子: それは箸の持ち方や。オレが言うてるのは箸の使い方。給食で に、校長の運営方針にも服さなけれ

“迷い箸”してしもたんや。 ばならない。

母: 迷い箸てなんや？

子: 魚食べようとおもて、やっぱり気が変わってほうれん草のおひ

たし食べてしもたんや。それを先生に見られた。

母: それ、あかんことなんか？

子: 嫌い箸てゆうんやて。箸の禁じ手いろいろあんねんで。探り箸

とか、掻き箸とか。食器に口付けて箸で食べ物を掻き込んだら ※注４

あかんねんで。 大阪府教育基本条例

母: なんでそんな厳しいんや。 （基本理念）

子: 先生もほんまはやりたないらしい。せやけど、今度来た校長先 第二条

生がそう決めたんや。校長先生が決めたことに先生が反対した 五 我が国及び郷土の伝統と文化

ら条例違反なんやて。※注３ を深く理解し、愛国心及び郷土愛に

母: それにしても何で箸の使い方なんやろな。 溢れるとともに、他国を尊重し、国

子: 「愛国心を持て」て言われてるやろ。そのためにまずは日本の 際社会の平和と発展に寄与する人材

伝統やゆうて箸の使い方をマスターせなあかんねん。※注４ を育てること



母: そんな箸の使い方なんてお母さんでも知らんで。それで給食抜 ※注５

きはひどいな。おかあさんが明日文句言いに行ったるわ。 大阪府教育基本条例

子: あかんで。家の人が学校に要求出来へんようになったんや。 （保護者）

母: ほんまや、プリントに書いたぁるわ。 第十条 保護者は、学校の運営に主

「教育基本条例に従い、生活のために必要な社会常識及び基本 体的に参画し、より良い教育の実現

的生活習慣を身に付けさせるため家庭教育の義務を果たして下 に貢献するよう努めなければならな

さい。」 い。

「なお、学校に「社会通念上不当な態様で要求」するのは条例 ２ 保護者は、教育委員会、学校、

違反となります。」※注５ 校長、副校長、教員及び職員に対し、

社会通念上不当な態様で要求等をし

先生に会うて話するだけやねんけどなぁ。 てはならない。

子: 先生は、家の人が何か言いに来ただけで評価が下がるて言うて ３ 保護者は、学校教育の前提とし

んで。せやから、受け付けてくれへん。「モンスターペアレント」て、家庭において、児童生徒に対し、

てゆうねん。 生活のために必要な社会常識及び基

でな、田中先生て、いてはったやろ。 本的生活習慣を身に付けさせる教育

母: あんたの３年の時の担任の先生やな。いろいろ話聞いてくれる を行わなければならない。

ええ先生やったな。

子: 結構人気があってんで。山田も好きやって。家のことも気にか ※注６

けてくれてはったんやて。せやけど、保護者の話きいて、校長 大阪府教育基本条例

先生にもいろいろ伝えたんが悪かったらしいて、学校辞めさせ （人事評価）

られたんや。Ｄ評価 2回とか言うてはったわ。※注６ 第十九条 校長は、授業、生活指導

及び学校運営等への貢献を基準に、

教員及び職員の人事評価を行う。人

事評価はＳを最上位とする五段階評

価で行い、概ね次に掲げる分布とな

るよう評価を行わなければならな

い。

一 Ｓ 五パーセント

二 Ａ 二十パーセント

三 Ｂ 六十パーセント

四 Ｃ 十パーセント

五 Ｄ 五パーセント

４ 府教育委員会は、前項の人事評

価の結果を教員及び職員の直近の給

母: メチャメチャやな。 与及び任免に適切に反映しなければ

最後にまだなんか書いたぁるわ。 ならない。

※今度の運動会では、当該児童の保護者の役目が白線引きに決

まりましたので朝 6 時にお越しください。この決定は、条例第 懲戒処分対象の教員

１０条“保護者の「学校の運営に主体的に参画」する義務”に （別表第三）「人事評価の結果が二

基づくものです。 回連続してＤであった教員等」

（幕）


