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去る10月５日、堺支部が放
射線・原発問題への誤った認
識を子どもに教え込む「放射
線教育出前授業」の再考・中
止を堺市教委に申し入れたこ
とに対する回答のため、交渉
が持たれました。
市教委の回答は「放射線教
育に関する教職員セミナー及
び出前授業実施事業について」
の文部科学省事務連絡を堺市
立学校園に流したが、堺市教
委として主体的に関与してい
るものではない、一方的な誤
解を招く内容があるとすれば、
適切に指導したい等でした。
回答に対する交渉の中で明
らかになってきたことは、組
合が申入れをしたにもかかわ
らず、市教委がこの「出前授
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クまで触れる授業をやり直す
こと、教員自身が放射線に対
する正しい認識持つよう研修
を行なうこと、大きく議論が
対立する課題について一方の
側の授業を許したのだから、
反対の立場の授業も設定する
べきだ等の要求を行い、市教
委からおおむね10月中に回答
するとの確認を得ました。今
後の動きを引き続き注視して
いきます。 高畠伸（堺支部）
業」を行った学校を特定せず、
当該学校の保護者が校長に要
望書を出し、その校長が市教
委に報告して初めて、当該校
やその授業の中身を知ったと
いうこと、また外部団体によ
る授業が予定されていても、

その費用負担が市に対して請
求されない以上報告があがっ
てくるとは限らない、などが
明らかになりました。
これに対し支部は、まず今
回の授業の中身の問題点を指
摘し、きちんと放射線のリス

●10月22日（土）11時〜 大阪空港
駅前 JAL大阪支援共闘宣伝行動
●10月27日（木）18時15分半〜
組合事務所

第99回本部委員会

※終了後、学習会「政令指定都市へ
の権限移譲問題について」開催
●11月３日（木・祝）10時〜 エル
おおさかシアター 『なくそう！
官製ワーキングプア第４回大阪集会』

とても暑かった10月８日、
関西レインボーフェスタ2016
が大阪・扇町公園で開かれま
した。これはLGBTなどセクシュ
アル・マイノリティの当事者
によって毎年開かれているも
のです。
公園のあちこちに協賛団体
のブースが開かれ、ステージ
では様々なアーティストがパ
フォーマンスを繰り広げてい
ます。また、途中でパレード
もありました。

関西レインボーフェスタ2016に参加

そんな中、グッズ販売が主
流の他のブースとは異彩を放っ
ているブースがありました。
アーティストのひびのまこと
さんが中心になっているこの
ブースでは、ともすれば政治
性抜きのフェスタのためのフェ
スタに終始しようとする傾向
に対するアンチテーゼとして
の反天皇制を積極的に打ち出

していこうという姿勢が垣間
見えました。まさに、映画
『パレードへようこそ』（原
題"PRIDE"。本紙566号「文化
おちこち」欄でで紹介）が問
いかけている問題です。
ところで、教育合同はこの
フェスタに協賛して、今年は
〈違ったままで一緒に生きよ
う！〉〈教室の中を虹色に！〉
と大書されたレインボーカラー
の横断幕を作成しました。防
水加工の丈夫な生地で素敵な
出来栄えのものです。教育合
同にとって性の多様性の問題
は児童生徒の問題としても、
組合員の問題としても他人事
ではありません。
実は、後者の問題について

教育現場の労働者が

誰でも入れる

は、教育合同と同じく大阪
全労協加盟労組の仲間で、
今回のフェスタでブースを出
している郵政産業労働者ユニ
オンが、まさに当事者（MTF）
組合員の職場でのカミングア
ウトを支え、組合運動として
支援を担っていくということ
を訴えているのです。郵政ユ
ニオンもきれいなレインボー
カラーの横断幕をつくってい
ました。
竹林隆（特別執行委員）
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昨年度に続き、今年度もま
た、吹田市で週３日勤務再任
用者が病休に入っても代替講
師が配置されないという深刻
な事態が４月に発生しました。
実際には府下でもっと多くの
事例が発生していると思えま
すが、泣き寝入りか、握りつ

吹田支部と本部が府と交渉を
行いましたが、担当者は『学
校の事情を見て判断する』を
繰り返すばかりで、教職員の
負担増や子どもの授業への影
響など全く意に介さない無責
任な姿勢に終始してきました。

ぶされているかと思われます。
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市教委を先述の理由で府教委
は跳ね返してきました。

ものではなく、時間講師とい
う形で値切られた。
②４月当初に校長が講師派遣
願いを出してから５カ月もの
期間を費やし、その間の、教
職員の負担は計り知れない。

【代替講師の速やかな配置は
当然の権利 】
吹田支部はこの間、事ある
ごとに、市教委には、『府と
のやり取りはどうなっている？』、

【運動をさらに広げていこう！】

【現場は火の車
それでも突っぱねる府教委】

また校長にも『市教委とのや
り取りはどうなっている？』

府によって「講師請求を諦
めさせられる」ということで

【府教委の無責任体質】
府の基本姿勢は、『週３日

授業時数いっぱいいっぱい
でやっている教科にこのよう

と相手が嫌がるくらい迫り続
けて来ました。結局は、それ

表に出てこなかった短時間勤
務再任用病休代替の問題は、

の再任用者が病休に入っても、
代替講師は配置しない。その

なことが起これば、その教科
の担当者の負担増となり、加

が功を奏したのか、９月中旬、
７時間の非常勤講師が配置さ

府にこれまでの姿勢を改めさ
せる好機になったことから、

分は、その教科でカバーし合
え。カバーのしようが無かっ

えて、校務分掌や学年分掌の
負担も増え、労働強化に拍車

れることが決定されました。
組合としての大きな勝利であ

今後は、各支部での各地教委
追求が大きな課題となってき

たら、その事情に応じて考え
る』ということです。

がかかります。現場が困りか
ねて校長を通じて市教委に講

りますが、次のような大きな
課題も残りました。

ました。運動の広がりを切に
願っています。

師派遣の申請をしても、その

①再任用の病休代替講師その

峰岡和義（吹田支部）

６月と８月の２回にわたり、

10月10日は「体育の日」で
はなく、沖縄では1944年10月
10日、那覇の町の９割が破壊
されたという十・十空襲（じゅ
う・じゅうくうしゅう）を忘
れてはならない、と1971年に
復活された「那覇まつり」の
日として知られています。
その10月10日、エルおおさ
かで行われた「戦争あかん！
基地いらん！関西のつどい20
16」で沖縄選出の参議院議員
である糸数慶子さんは、沖縄
の歴史をひもときながら、沖
縄の人々がなぜ辺野古や高江
の新基地建設に反対している
のかを訴えました。糸数さん
は、沖縄の経済は基地に依存

している、そのように考える
「本土」に住む私たちに、沖
縄の経済は観光やアジアへの
窓口としての物流・交流で支
えられていること、またその
発展には、基地のない平和な
島でなければならないことを
訴えました。
9.11アメリカ同時多発テロ
事件の後、予定されていた沖
縄への多くの修学旅行がキャ
ンセルされたことから、基地
のある島が常に戦争と隣合わ
せであることを、「本土」に
住む私たちが口に出さずとも
実感しているのは明らかです。
集会の後、参加者一同で、
「辺野古新基地建設反対！高
江にヘリパッドはつくらせな
い」とシュプレヒコールをあ
げ、沿道の人々に訴えながら
梅田までデモ行進を行いまし
酒井さとえ（書記長）
た。

国は危険にさらされるかのよ
うに思わされている節があり
(171） ます。オキナワにいる海兵隊
の皆さんは、ほぼほぼその任
務は東南アジアの巡回らしく、
オキナワにいる米軍の多く 有事となれば本国から50〜60
はご存じ、海兵隊。その数１
万８千人。米軍再編計画で、

万の部隊がこないと話になら
ないらしいです。こんな話を

この10年で１万人以下に減ら
す ら し い で す 。 約 9,000人 を

現地まで来ないと聞けないこ
の国の事情がおかしすぎます。

グアム、オーストラリアに移
転予定だとか。現在のアメリ

この話を知ってから、高江、
辺野古へ行きました。新基地、

カ軍事戦略では、海兵隊の役
割は低減し、予算の確保も困

オスプレイ配備の戦闘訓練場、
もしかしたら軍隊を持つ普通

難な部隊らしい。オキナワの
基地縮小チャンスの到来！？

の国になりたがっているこの
国が将来の軍隊の訓練場にし

そうならないように手を貸し
ているのがこの国のようにみ

たいんじゃないの？という思
いが頭をよぎりました。経済

えます。この国は、ままなら
ない予算の確保に利用されて

的徴兵制の餌食になりそうな
私の住む貧困な町、教え子が

いるようです。私たちの税金
で。辺野古に新基地、高江に

将来、このオキナワの地で迷
彩服を着て歩いてそうです。

ヘリパッド。サービス過剰、
やりすぎなのです。

いろんな意味でこのオキナワ
から目が離せません。

沖縄に米軍がいないとこの

Harumi

来る11月３日「文
化の日」は明治天
皇の誕生日「天長
節」▼自民党内でこれを「明治
の日」にする策動があるという

教育現場の労働者が

誰でも入れる

▼祝日を素直に喜べない…▼嘘
八百の建国記念の日は勿論▼昭
和の日（みどりの日から変更）
も昭和天皇の誕生日▼勤労感謝
の日も元は天皇の新嘗祭の日…
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