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５月28日、第28回定期大会
がエルおおさかで開催されま
した。
今回の分科会では、組合員
からの提案を受け、「組織化」
をひとつのテーマとして議論
を行いました。安倍政権のも
と、これだけ労働法制の改悪
が進められ、労働環境が悪化
しているにも関わらず、労働
組合の組織率は17％と低迷し
たままです。しかし、労働組
合に所属していない若者によ
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る最賃1500円運動の広まりに
象徴されるように、多くの労
働者が声を上げ始めています。
その人たちをどう労働組合に
繋げていくか、分科会での議
論の内容を以下に報告します。
また、特別決議では、「私
たちはこのような極右政治を
一国も早く止めるため、反安
倍勢力と連携し、次の参院選
において民主的勢力の伸長を
目指してたたかい、安倍政権
を打倒し、憲法改悪を許さな
いこと」が決議し、承認され
ました。
私たちは今、未来を左右す
る大変厳しい局面に立たされ
ていますが、怯まず、同じ志
を持つ人々と立ち上がりましょ
う！
大椿裕子（執行委員長）

【第１分科会/公立学校部門】

組合離れが加速しているのは、公立学校の現場も例外ではあり
ません。そのようななか、本分科会では、組織拡大にはまず、各
支部でのこれまでの取り組み（労働条件の改善、講師問題、ハラ
スメント対応など）の成果を情宣で多くの人に伝えることの重要
性が確認されました。そして、職場で信頼を得たこれまでの各支
部での具体的な取り組みが共有され、これらをさらに様々なメディ
ア媒体を使って情宣していくことの重要性についても議論されま
【第３分科会/非正規労働者部門分科会】

本分科会では、非正規労働の問題点と、組織拡大に向けた取り
組みについて意見を出し合いました。そこでは、「教育合同は講
師の雇用を確保する組合、という認識を持たれている」「管理職
も教育合同の組合員に対しては構えて対応してくるところがある」
などの報告がありました。昨年度の闘いの成果として、非常勤講
師の時間外勤務に対する手当を支給させた取り組みが報告されま
した。非常勤講師の契約書には、「授業＋授業に付随する業務」
と書いており、労基法をしっかり見て、見逃さず取り組むことの
豊嶋登（執行委員）
大切さが共有されました。
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多くの組合員が参加し、活発な議論が行われた第28回定期大会
【第２分科会/私学・民間部門】

私立大学、私立高校、専門学校のほか、公立学校からも参加があ
りました。
私立大学では教員の中に組合員数が少なく、周囲に存在を知らせ
ることの困難さが指摘されました。
私立高校からは、学校内に４つの組合があり、活動がまとまらな
いこと、正規教員に比べて非正規教員が増えていることが報告され
ました。若い非常勤講師はそこで継続して働こうと思っていないこ
とが問題としてあるようです。
日本語教育の専門学校では、少しでもいい条件を求めて他校・他
業種に移っていく人が多いことが報告されました。
組合員を増やすには、レターボックスを活用すること、ネット上
で今起きている問題を話し合う場が作れないか検討すること、同業
他校へのアプローチといったことが提案されました。
公立のように一律の基準がなく、学校ごとの違いが大きいことが
吉田佳寿美（執行委員）
協働を難しくしていると感じました。
【第４分科会/ 英語で運営する分科会〉】
The TNC Workshop was well attend this year.
Greg Patton and Rube Redfield co-chaired the meeting, which was standing
room only.
The four major topics were the situations at Tezukaiyama Gakuin University ,
Osaka City University , Itami public schools and Ashiya public schools, and the
need to expand our presence in the social media.
Discussion was also held concerning the upcoming, 2017 ‘Curtain,’ and
what we could do about it..
John Boyle presented a summary of the workshop to the conference
immediately aftarwards.

Rube Redfield(Executive Officer)

スト権批准投票は、６月22日（水）１７時までに必ず投票を!!
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職場で報告会開催

エール学園では今年度より
講師を対象とした新人事制度
が導入されました。
しかし、待遇や評価につい
て多くの講師から疑問の声が
上がったため、エール学園支
部は、新制度開始にあたって、
組合の取り組みを振り返る
「報告会」を開催しました。
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非常勤の社会保険加入を阻む新制度

今回の人事制度では、非常
勤講師は週４日までの勤務で、
社会保険加入はないとされま
した。その結果、これまで週
５日だった人も４日に減らさ
れ、社会保険加入への道を断
たれました。報告会に参加し
た組合未加入の講師からもこ
れについての疑問や不満が多

た。そして、集団的自衛権行
(165） 使や辺野古新基地建設のこと
にも触れ、「教え子を戦場に
行かせないという一点で、私
たちは連帯しましょう」と訴
アメリカで日本の労働問題を報告 えました。
Labor Confronts U.S.Inte
rventionと題したワークショッ
プで、沖縄統一連事務局長の
瀬長和男さんが、米軍基地を
抱える沖縄の状況について報
告を行いました。コロンビア
からの報告者は、多国籍企業
を守るために米軍基地が機能
し、反対の声を上げる労働
教員ワークショップの様子
組合の活動家たちが弾圧さ
れている状況について報告
レイバーノーツ大会では、
しました。中南米では、労働
数多くのワークショップが企
組合の活動家が殺害されるこ
画されており、参加者はそれ
とも珍しくありません。今、
ぞれ関心のあるワークショッ
私は、少なくとも「殺される」
プに参加します。
という危機感を抱きながら労
日本から参加した私たちは、
働運動を行うことはありませ
Organizing for Labor and
ん。しかし、中南米の活動家
Human Rights in Japanと題
たちの命をかけた闘いを知り、
したワークショップを行い、
改めて憲法28条の重みを感じ、
日本における若者、女性労働
弾圧と闘い、ここまでの道の
者の状況、清掃労働を題材に
りを築いてくれた労働運動の
職業差別との闘いについて報
先輩たちへの畏敬の念が湧い
告しました。
てきました。
教員のワークショップに参
さて、シカゴ報告も今回で
加した際には、憲法９条改正
終わり。もっと話を聞きたい
に向けたこの間の劇的な変化
方はこちらにご参加ください。
が、歴史修正主義の教科書採 【レイバー・ノーツ大会
択、18歳選挙権により教師に
おしゃべり報告会 】
求められる政治的中立性とい
日時：６月４日（土）17時
う名の管理監視強化、朝鮮学
場所：トロイカ＆リビエラ
校への補助金カット等につな
(玉造) 参加費無料 （Camellia）
がっていることを報告しまし

●６月６日（月）18時半〜 エル・シアター
法律家８団体共催集会 STOP！安倍政権雇用破壊
解雇規制と労働時間規制を守れ！ 参加費無料
●６月19日（日）14時〜中之島水上ステージ（案）
元海兵隊員による女性殺害事件に抗議し、沖縄県民
大会と同時アクションで開催。詳細後日連絡。
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く出されました。組合では、
今後も粘り強く働きかけてい
きます。
組合活動の成果をアピール
組合への新規加入の呼びかけ

報告会では、今までの組合
活動の成果も紹介し、参加者
からは、「団体交渉は学園側
の誰とやるの？」といった素

朴な質問も出て、組合活動に
興味を持ってもらえたようで
す。
支部では、今後もこのよう
な場を設け、新規組合員獲得
にも取り組んでいきたいと思
います。
吉田真美子（エール学園支部）

よる差別。ま
た、従軍慰安
婦問題にから
み「風俗の活
用を」と妄言
し、その後、
発言を撤回せ
ざるを得なかっ
た橋下徹が再
100名以上の参加者がアメリカ領事館前で怒りの声を上げた
び、「撤回し
沖縄で米軍属（元海兵隊員） ない方が良かったかも」、米
の逮捕により、一部白骨化し 軍基地の否定は「移民排斥と
た状態で発見された女性殺害 同じ主張」などと妄言を繰り
事件に対し、５月25日、STOP！ 返していることも指摘されま
辺野古新基地建設！大阪アク した。外国に駐留する軍隊と
ションの呼びかけにより100 移民を同一視するなど笑止千
名を超える人たちがアメリカ 万です。
領事館前に集まり、日米両政
沖縄県議会は26日、抗議決
府に対して抗議の声をあげま 議と意見書を可決し、米海兵
した。
隊の撤退を求めました。６月
犠牲者となった女性に対し 19日には沖縄県民大会も予定
１分間の黙祷を行ったあと、 され、それに連帯する形で大
参加者から様々な発言が行わ 阪でも取り組みが予定されて
れました。わずか20歳という います。米軍基地問題を沖縄
年齢で殺された女性への悲し だけの問題せず、私たちの問
み、性暴力に対する怒り、そ 題としてともに取り組んで行
して、基地が集中するゆえの きましょう。
沖縄の苦悩と日米地位協定に
酒井さとえ（書記長）
ネーネーズの「情
け知らずや」より
▼♪五十年〜五十
年〜知らない顔したアメリカ
（政治家）さんは〜情け知らず
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や〜♪▼これは「戦後」五十年
に歌われたが、五十年が七十年
になっても変わらない沖縄の犠
牲▼情け知らずはヤマトの国も
同じ▼そこに住む自らを恥じる
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