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時給1,600円、月最大40時間の
「部活動指導員」
「部活動指導員」は昨年３
月に文科省が制度化し、昨年
の定期交渉でも年度末までに
具体的な導入案を示すとされ
ていたものです。府が説明す
る職務の内容は、部活指導に
おける教員の働きと全く変わ

りがないものとしています。
ただし、「部活動指導員」の
みでクラブ顧問を担当はせず、
必ず複数顧問の中に位置づけ
ることとしています。また、
教員や学校での部活指導経験
のあるもの、スポーツリーダー
などの資格が必要とすること
から、現に働く非常勤講師や
退職教員が応募することが想
定されると答えました。非常
勤講師が放課後の勤務まで残
る際の待機時間はどうするの
かという組合からの質問には
未だ答えられていません。ま
た、導入されるのは10校10名
の限定です。

ヘイトスピーチに対する抗
議から生まれ、多様性の尊重

別を超えた連帯をテーマにし
た「EXCITED WOMEN」。教育

「朝鮮の農楽」あり、「中国
の龍舞」あり、それぞれの参

を訴えるダイバシティパレー
ドが、４月１日に大阪市内で

合同からも10名程が参加し、
「No Union No Rights」「憲

加者がそれぞれの表現方法で
自分の存在を主張しました。

開催されました。中之島公園
で集会を行った後、難波まで

法28条（勤労者の団結権など）
の条文」のゲートフラッグや、

ファッショナブルで楽しくて
元気の出る、素敵なパレード

３つのフロートとともにパレー
ドをしました。

組合の幟や団結旗などをもっ
て、「労働梯団」でパレード
しました。酒井書記長はフロー

でした。「生きたいように生
きてやる」というシュプレヒ
コール、これこそ大阪の文化

労働組合は

トの上から、多様性を尊重す
る教育と労働組合の権利が大

われていますか？労働者には、
憲法28条で労働組合を結成し

です。これからも様々な市民
や団体とこの運動をさらにひ

阪から失われてきていること
への危機感を訴えました。

て闘う権利が保障されている
んですよ。一緒にパレードし

ろげ、根づかせていきたいと
思いました。

街ゆく人に語りかける大椿委員長

ましょう！」難波駅近く、若
い警察官がたくさん並ばさ

「労働梯団」のＭＣのひと
りは、われらが大椿委員長。

れていたところでは、「警
察官にも労働組合を！」と

３つのフロートは、①ヘイ
トスピーチに反対・NO HATE

歯切れの良いシュプレヒコー
ルとともに、路上の人々によ

呼びかけたところ、微笑ん
でくれている（苦笑する？）

を掲げた「WE ARE HERE」、
②労働者の尊厳と労働環境の

く通る声で語りかけました。
「今日、日曜日も働いている

警察官もいました。

改善を訴えた「労働梯団」、
③女性のエンパワメントと性

みなさん、ちゃんと生活でき
る賃金ですか？残業代は支払

府教委は３月15日、「働き
方改革に係る取り組み」の具
体例として「部活動指導員」
と「在宅勤務（テレワーク）」
を組合に提示しました。組合
は３月26日に提示内容の詳細
に関し府教委に追及しました。

すべての差別とたたかう

知事部局と府立学校で
要件に差をつけた在宅勤務
「在宅勤務」については、
育児や介護の要件により急に
職場を離れなくてはならなく
なった場合、「在宅勤務」用
のPCを持ち帰って仕事を続け
ることで、年休などの対応を
せずに済むという内容です。
ただし、このPCで個人情報が
含まれる情報は取り扱えない
となっており、どこまで負担
軽減に繋がるのかは疑問です。
しかし、昨年度すでに試行が
始まったという知事部局の一
部では、約３ヶ月で50件程度
の利用があったということで

http://www.ewaosaka.org

す。２日に一人ぐらいがこの
制度を使って在宅勤務を行っ
た計算になります。しかし、
府立学校での導入にあたって
は知事部局ではつけていない
介護、育児の要件をつけてい
ます。この要件の差について
は、学校という場の「特殊性」
によるとしていますが、時間
外手当を支払っていない「働
かせ放題」教員の「特殊性」
と言えるでしょう。このPC導
入も10校10台の試行というこ
とであり、画餅に終わりそう
な気もします。
酒井さとえ（書記長）

増田俊道（書記次長）

大阪の文化に根づかせよう！
「沖縄のエイサー」あり、

教育現場の労働者が

誰でも入れる
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有期契約が通算５年となる

であり、支部内での議論を重

10年以上も前から両校に勤務

有期労働者は、労働契約法18
条により2018年４月１日より

ね、この日に向け周到に準備
を重ねて来ました。

している組合員もおり、単年
度契約を繰り返してきた組合

無期転換の申し入れができる
ようになりました。早速、組

【天王寺学館高校 ４名が申し入れ】

年度末、次年度の契約更新

員にとって、無期雇用に転換
されることは悲願でした。

合員たちが各職場で無期雇用
転換の申入を行っています！

と無期雇用転換に不安を抱い
た天王寺学館高校（通信制高

無期雇用転換申し入れに関し
ては、多言語での情報が少な

校）の常勤講師たちが、立て
続けに組合に加入しました。
２月27日に団交を開催し、無
事に次年度も契約更新される
ことと、法律に基づいて無期
雇用転換の申入があれば受け
入れるとの回答を得ることが
出来ました。４月２日に、組
合員４名で無期雇用転換の申
入を行い受理されました。

く、外国人労働者に正しく伝
わっていないのが現状です。
組合は、権利のある組合員が
全員無期雇用転換出来るよう、
今後も働きかけをしていきま
す。
大椿裕子（執行委員長）

【エール学園支部 ８名が申し入れ】

４月５日、エール学園（日
本語学校）に勤務する組合員
８名が、法人に無期雇用転換
の申し入れを行い受理されま
した。その場で受領書は貰え

エール学園支部 無期雇用転換申し入れの様子

なかったものの、「理事長印
を押印後すぐに返却する」と
の回答を得ました。エール学
園支部は全員が非正規労働者

【安倍9条改憲許さない！
5･3おおさか総がかり集会】

安倍9条改憲許さない！お
おさか総がかり集会が、５月
３日（木）13時半から、扇町
公園で行われます。15時から
市民パレードも行います。戦
争へと導く憲法改悪を許さな
いため、全国市民アクション
からの連帯スピーチや市民か
らのスピーチがあります。多
くの方々の参加を期待してい
ます。
田辺岸代（執行委員）
【第89回 中之島メー デ ー に参加を‼】

今年も、５月１日（火）13
時より中之島公園で、「第89
回中之島メーデー」開催れま
す。『8時間働けば生活でき
る賃金を』スローガンに集会
が行われます。集会後はデモ
に出ます。職場からメーデー
に参加しにくくなっている現
状がありますが、多くの方々
の参加を呼びかけます。

●４月18日（水）11時半 大阪地裁809号法廷
岸和田支援学校 非常勤看護師パワハラ解雇撤回訴訟
●４月22日（日）13時半(13時開場) 大阪ドーンセンター５階大会議室
ドキュメンタリー米映画「南京」（2007年公開 監督ビル・グッテン タグ）主催：南京
大虐殺60ヶ年大阪実行委員会
●４月22日（日）14時 エル大阪・南734号室 2018年 グループ ZAZA・連続講座『メディ
アの現場から−歴史をふり返り、今 を考える』 朝日新聞・下地毅記者
主催：グループZAZA
● ４月22日（日）13時〜 関西電力本店前 集会後、御堂筋デモ 15時15分 うつぼ
公園からデモ出発 15:15 大飯原発うごかすな！関電包囲全国集会
●５月１日（火）13時 中之島公園剣先ひろば 第89回中之島メーデー

【訂正】625号で2018年度新執行
部の紹介をしましたが、誤りがあ
りましたので下記の通り訂正しま
す。（誤）会計鑑査 半澤慎次
（南河内支部）→（正）高畠伸
（堺支部）

(197）
【その９】
南京師範大学の経盛鴻・元教授
の話を続けます。
2002年に慰安婦問題に取り組ん
でいる西野留美子さんから朝鮮人
「慰安婦」の朴永心（パクヨンシ
ム）さんの居た慰安所を探してほ
しいという依頼の手紙が届きまし
た。「東雲」という名前の慰安所
で2階19号室にいたこと、近くに
グラウンドと池があり、汽車の音
が聞こえたという手がかりを元に
探しました。利済巷慰安所がその
条件に合っていました。翌年、81
歳の朴泳心さんに、当時住んでい
た平壌から来てもらいました。３
年間、慰安所から出ることがなかっ
た事もあり、景色も代わり、はじ
めは、分かりませんでした。建物
の2階にあがり、19号室の前に立っ
た時、指さして「ここにいました」
と言いました。
朴永心さんは、1939年、17歳の
時に、「看護婦になれる」と言わ
れて、朝鮮から南京まで連れてこ
られました。騙された事が分かり、
反抗しましたが、殴られ、強姦さ
れ、「慰安婦」にされてしまいま
した。１日に少ない時でも5、6人、
多い時には10人以上の日本兵の相
手をさせられたそうです。月経時
４月14日、国会前
では３万人が結集
し「安倍退陣」の
声をあげた▼同日大阪では2000
人が結集、各地で怒りの声が上

教育現場の労働者が

誰でも入れる

に、断ったら、酔っぱらった日本
兵が軍刀で首に切りつけてきて大
怪我を負ったそうです。
1941年から1942年にかけて日本
軍の転戦とともに、ビルマを経て、
雲南省の松山まで連行されていき
ました
1944年9月に、4人の慰安婦とと
もに脱出し、中国軍と米軍の兵士
に保護されました。松山では、日
本軍はほぼ全滅し、他の「慰安婦」
達も戦闘に巻き込まれて亡くなっ
たそうです。
救出された時、朴泳心さんは、
妊娠していましたが、死産でした。
再開発計画で取りつぶされかかっ
ていた利済巷慰安所は、朴泳心さ
ん来訪後、中国の研究者やマスメ
ディアらが保存運動を行った結果、
「南京利済巷慰安所旧跡陳列館」
として修復され、2015年に開館し
ました。
様々な資料が展示されており、
庭には、「慰安婦」達の彫像と写
真が置かれています。
ぜひ、見学してください。
水

がった▼遂に支持率は３割を切っ
たが、こんな時期に来阪して鶴
橋で焼き肉食べる安倍晋三▼人々
を欺き続け嘘に塗り固められ首
相は、私たちの力で葬り去ろう！

みんなでつくる教育合同

