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 ４月１７日・１８日、第２０回全教女性部総会が開催さ

れました。最初に「女性差別撤廃条約を学び、運動に生か

そう」のテーマで学習をしました。昨年のニューヨークで

の国連女性差別撤廃委員会の傍

聴報告のＤＶＤを見た後、婦団連

会長の堀江ゆりさんから条約成

立の意義や条約の内容、締結国は

法整備や事実上の男女平等をす

すめなければならないこと、固定

的性別役割り分担の意識改革を

することが求められること、また日本の男女平等がいかに

遅れていることなどを統計を示しながらに分かりやすく

話していただきました。全労連女

性部部長の柴田真佐子さんから

は女性差別撤廃委員会が出した

「勧告｣では、前回勧告したにも

かかわらず民法の改正が行われ

ていないことなど、日本政府の課

題を話していただきました。 
また、年内に策定される「第３次男女共同参画基本計画」

についても積極的に意見を上げていくことが重要である

と話されました。 
【感想】 

◆バックラッシュもとても心配でした。学習会で条約の内容

を認識し、自身を持って運動していこうと思いました。 
◆女性の権利拡大をするとりくみにも役立つ情報がたくさ

んありました。特に「母性を保護することを目的とする特別

措置をとることは差別と解してはならない」と明文化されて

心強く思いました。 
 
 

 
【兵庫】 

 小６で兵庫型教科担任制が始まる。

今年 25％、来年 50％、再来年 100％
の実施となる。得意な教科を受け持つ

とは限らない。 

 

 
【愛教労】全国一斉学力テストについて、

結果を公表しない、中止を国に申し入れる

ことなどを県教委に要求してきた。市教委

へも退職教職員が傍聴など行った。抽出、

希望あわせて２５,４％になった。希望す
るなと働きかけてきた成果だ。 

 
【大阪府高】大阪府の母性保護な

ど特別休暇改悪のとりくみでは、

団交参加者に女性がふえ、発言も

女性が積極的に行った。子育て世

代も行動に参加。堺市では 20人組
合加入があった。管理職まで署名

を広げ、36000 筆集めた。谷団体
の支援や全教女性部の「権利一覧」

が役に立った。これからも権利獲得の歴史や、制度を伝えな

がら加入もがんばりたい。 

 
【京教組】京都府知事選、残念ながら当選にはいたらなかっ

たが、要求では負けていなかった。

パワハラ防止リーフができたが、内

容について意見を言い、表現を変え

させた。意見を言えば変わることを

実感した。こまめに要求を入れて交

渉していくことが大事であることを

実感した。 

 
【岐阜】全教女性部の「権利一覧」を

参考にアンケートをつくり、秋の交渉

に活用する。介護休暇の引継ぎがよそ

の県でできているか調べてほしい。短

期の介護休暇、子どもの看護休暇の改

善が 6月 30 日実施となった。今年度は

妊娠者へのアンケートをすすめたい。１３年ぶりに権利手帳

を発行する。(５月) 
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【都障教組】金崎裁判が 2月勝利確定。都教委の教育内容へ

の締め付けが厳しくなり、提出書類が増えて専門性を発揮す

ることが困難になっている。組合加入目標百五十人を超えて

壱百六拾人加入。つ

ながりをつくってい

くことで加入がすす

んだ。 

 

 

【都教組】働きやすい職場をつくるため

に、学習会を開催した。パワハラ防止を

呼びかける「三角柱」をつくり、目のつ

くところに置いている。若い人へのいや

みがへったという報告もある。都教委要

請をしたが、パワハラを認めていない。

および腰である。都教委へのはたらきかけを強めたい。加入

書をつけた権利リーフを毎年発行している。権利を知らせる

運動をしていきたい。  

【福島県立高】 

 女性教職員学習交流集会で義務制と

のつながりが広がった。大阪集会へも

つなげたい。岩倉政城先生の講演会を

開いたが、すべての幼稚園、保育園に

連絡をしたところ、当日は若い保育士

さんがたくさん参加した。共同が広が

った。 

【山口】県教委がパワハラリーフを作り４月に教職員に配布

された。アンケートをとって交渉し不妊

治療を病気休暇扱いにさせた。いい内容

の権利を活用することが忙しさの中でで

きていない。今年もアンケートの中に権

利を知らせ、1000 枚回収を目標にがんば

りたい。 

 

【埼玉】1 月の女性部学校でジェンダー

の視点での学習会行った。民法改正を慎

重にという請願が県議会で通ってしまっ

た。姓が違うと家族が崩壊するといって

いる。９条を守り生かす宣伝は、地域の

女性たちと毎月１回行っているが、「埼

教組女性部が来ると元気になる」といわ

れている。女性部独自でも大会後宣伝をおこなっている。 

 

【島根】臨採が増えていて、市費扱いの人は時給 800 円、1

日数時間しか働けず暮らしていけない。

臨採が妊娠すると産休に入るときやめ

ざるを得ない状況だった。確定のとき

正規と同じ仕事をしているのに臨採の

人が職を失うのはおかしいと交渉した。

県教委の前で「産休で首を切るな！」

と宣伝。４月から改善された。取り組

みの成果だ。全教女性部の権利一覧を有効に活用している。 

【島根高】定時制高校に勤務。様々な

困難を抱えた生徒が入学してくる。バ

イト代の半額を親に渡している生徒

もいる。授業が 90 分を 2 コマ。人数

を少なくしてがんばっている。教員生

活最後の年。３８年年間組合員でよか

った。 

 

【滋賀】扶桑社版の社会科教科書を「こん

な教科書使わせたくない」と組合と保護者

と共に署名運動をすすめる中で変えさせ

ることができた。半貧困ネットワーク滋賀

への親の訴えがあり、ランドセルや使って

いない文房具などのリサイクルをよびか

けた。マスコミも報道してくれた。 

 

【全国私教連】疲労蓄積アンケートで

85％がとても疲れていると回答。パワ

ハラアンケートを行い集約した。自分

の思うようにならないと「解雇だ！」

んだり、妊娠すると「役に立たない教

員はやめろ」などの回答があった。こ

れをもとに理事者の連合会事務局との

懇談をおこなった。争議のとりくみもおこなっている。 

  

【京都府高】子どもの看護休暇は今まで 1子の場合 7日増え

るごとに 1 日追加されていたが 2 人目以上 10 日に。中学校

卒業まで対象になりそう。短期の介護休

暇も新設されるが診断書の有無につい

てはこれからの交渉。退職する人が「制

度を知らせ、若い人を励ます活動をして

いきたい」と言っている。 

 

【北海道高】北教組 問題が発端に道教

委が教職員の服務 規律の調査を行う

ことを通知した。勤 務中の組合活動や、

カンパなど、校長の 対面の聞き取りも

含んで５２項目に もわたっている。人

権や身分にかかわ る問題として、とり

くみをすすめてい る。 

 

【大教組】特別休暇の改悪のとりくみ

で男性が街角で「生休は大事」と訴え

た。新採に生休が取れているかと聞い

たら「生休って何ですか」の回答。権

利を知らせていくことが大事。今組合

の風が吹いている。転勤を期に声をかけて３人を拡大した。

職場づくりが大事。 
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【群馬】日教組が強い中で全教のたたか

う姿勢をどうつなげていくか、組織拡大

をどうすすめていくかが課題。新しく加

入してくれた人が、青年部としてがんば

っている。 

 

【高知】第一の柱に組織拡大を位置づけ。

組合活動の中心にしている。辞令交付式

で若い人たちに組合を知らせるパンフ

（竜馬パンフ）を配布。選択的夫婦別姓

のとりくみを他団体とすすめている。沖

縄への平和ツアーにもとりくんでいる。 

 

【愛知高】5 月のＮＰＴ再検討会議に 11 人派遣。カンパを呼

びかけたくさん集まってきた。代表団

は、一生懸命署名を集めている。文化

祭などでもとりくんだが若者のほう

が聞く耳を持っていると思う。毎週女

性部ニュースを発行している。すすん

で部長を引き受けた。がんばりたい。 

 

【和教組】組合加入がすすんだ。育児短時間勤務の代替が 3

年目にして可能になった。臨採も正規に準

じるとなった。50 代後半の人がとれる制

度で高齢者部分休業があるが、補充がない

ので負担感がある。改善させていきたい。 

 

 

【長野高】 

 権利一覧を活用している。男性職員にも

好評で、組織拡大にも活用してアピールし

ていく。全教女性部役員に 

長野高から加わるのでよろしく。 

 

【大阪市】  

 4 月から毎日、日の丸が揚がっている。

卒業式もフロアー形式はけしからんと言

っている。政治がゆがめられ物言えぬ教

師が増えてきている。教育を守るために

地域との連携が必要。 

 

  

 

 

 

 

 

 2 日間の発言は 23 組織 24 人。厳しい状況の中でもアンケ

ートをとったり、権利パンフなどを作成したりして、どんな

小さな要求でも大切にして活動している様子とその中で加

入がすすんだことが生きいきと語られました。また、特別休

暇改悪を許さないたたかいで、共同のとりくみの中で子育て

中の人や組合未加入者、管理職や民商の人も含めた運動の広

がりが語られました。同時に権利が切り下げられる危険性が

ある中で情報をキャッチし、全国の連帯でたたかいを強めて

いくことが確認されました。 

   

 

 

 

 全教女性部では「集まったら宣伝」をモットーにしていま

す。今回も 1日目の夕方、ＪＲ市ヶ谷駅と四ッ谷駅に分かれ

て「核兵器廃絶・憲法を守りいかそう！」の宣伝署名をおこ

ないました。30 分弱でティッシュ 300 個を配布し、署名 40 筆・

カンパ１０００円が集まりました。 

参加した人の感想 

＊若い人たちが「戦争は絶対ダメです。核兵器も相手が持てば

自分が持とうと思う。だからみんな持たないと決めるべき」な

どと話しながら署名をしてくれました。 

＊配るティッシュがすぐなくなり残念。リレートークで各地の

人が話したが、みんな話す内容を持っていることに感激。 

＊街頭宣伝がなかなかできないので、久しぶりに外に出ての行

動は勇気づけられました。「一歩踏み出そう！」と呼びかけて

行動したいと思いました。 

 

 

 

最後はやっぱり記念撮影！場所が違うのに同じ構図にびっくり！
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楽しい夕食交流会 

 
  

 宣伝の後は、楽しい夕食交流会。最初に日本平和委員会が作

成した「どうするアンポ」のＤＶＤを観たあと乾杯！ブロック

ごとの交流では歌あり踊りありで大いに盛り上がりました。 
 交流会の中で、セクハラ裁判を闘

っている川崎礼姫（あやき）さんか

ら支援の訴えがありました。全教女

性部も「支援する会」に入って連帯

しています。川崎さんは中国人で、

日本の男性と結婚して日本国籍を取

得しました。勤務している大手のビ

ルメンティナンス会社東京美装の上

司から度重なるセクハラを受けたの

です。会社の不誠実な対応を許せな

いと東京地裁に訴えました。ところが 1 月東京地裁はセクハ
ラ・パワハラ行為がなかったとする不当判決を言い渡しました。

「セクハラはしていない」という主張を全面的に採用したもの

です。証拠の真偽がきちんと検証されず、被告の主張を全面的

に認める判決が通用すれば、勇気を持ってセクハラ・パワハラ

被害を告発する女性はいなくなります。川崎さんは不当判決は

許せないと控訴しました。女性、非正規、外国人であることの

三重の人権侵害を見逃すわけには行きません。川崎さんは判決

後ショックで体調を崩していましたが、交流会に参加し一緒に

歌ったり踊ったりして女性部の熱気に元気を取り戻してくれま

した。「皆さん先生ですか？」とびっくりしていました。川崎

さんがまたがんばろうという気持ちになってくれてよかったと

思いました。皆さんからいただいたカンパ 5 万 7446 円を支援
する会に送りました。ありがとうございました。 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
  

 

【京教組】 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
【全群馬】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【埼教組・埼高教】 
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涙ながらに訴える川

崎さん。 

4 月 24 日、女性部大会のあと、二条城前で、23 名ほどで、
41筆の署名を集めました。やはり、修学旅行生、外国人の方
が多く署名をしてくれました。参加者も元気いっぱい、笑顔

で終えることができました。(京教組・堀信子)

 4 月 24 日（土）沖縄連帯街宣、5月 1日（土）メーデ

ーと 2週にわたって宣伝行動をしました。24 日高崎駅西

口街宣はなんと…自民党の街宣とバッテイング、力が入

りなかなか終わらないため、急遽、場所を変えて行いま

した。5 月 1 日のメーデー、集会、デモ行進のみならず

集会前のアトラクションにも参加、集会に文字通り”

華”を添えました。総会でお話しした、がんばっている

若い女性たちも（デモ初参加の組合員も！）参加しての

女性部の行動でした。（群馬・小野里正子） 

2010 年度新役員よろしくお願いします

部長    小畑雅子 （埼教組） 

副部長   井上美恵子（都教組） 
      川本律子 （大教組） 
    須田真理 （長野高）   

事務局長  木原秀子 （本部・都教組）

常任委員  松島恵美子（青森高） 
      高田美恵子（埼教組） 
      関谷陽子 （埼高教） 
      相曽涼子 （静岡高） 
      阪上晃子 （奈教組） 
      石川美喜子（香川高）  
      北代いづみ（高知県教組）

   
担当役員  本田久美子（本部・京教組）

担当書記  湯浅妙子 （本部） 

 4 月 29 日、大会終了後、埼高教女性部の皆さんとともに、浦和駅西口前で、

宣伝を行いました。埼教組 28 名、埼高教 5 名、全教女性部の小畑女性部長、

木原事務局長も参加して、全教女性部からの新しい横断幕もお披露目し、５人

が交代でハンドマイクを握り、日本のどこに基地はいらないと訴えました。テ

ィッシュの受け取りもよく、２つの署名合わせて９３筆を集めました。(埼教

組・高田美恵子)  


