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すが︑いずれも０・
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ッパ並みならば消費税

％

をもち︑政治を動かそう﹂

周りに語り︑行動する勇気

﹁私たちが真実を見抜き︑

﹁女性にとってＬＤＬコ

性など幅広い内容でした︒
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題して講演し︑その後は５
私たち府職員の賃金は

要観察 33.0％

要医療 38.3％
り０・

20
し︑国民・労働者の要求実
現をめざして︑大きな運動

主催）と府職労
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し か し︑ 大 阪 で は 橋 下

んといっしょに﹁府職労自
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った人員配置︑相対評価の
ＴＣ移転や成人病センター

異常なし 28.1％

要精検査 0.6％
難﹂を理由に︑一時金の削
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条件を確立することが急務
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対︑オスプレイ配備反対︑

と 回 答 し ま し た が︑
﹁来年
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なっています︒

15

賃金・労働条件を

められています︒
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働者の所得も減少していま
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全国にも増して低迷し︑府
民生活を悪化させていま

また︑大幅な人員削減も
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小山副委員長

守る﹂自治体労働者の役割
が求められています︒

国民の声と行動に

を提出しました︒府立病院

今こそ︑憲法や地方自治
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﹁全体の奉仕
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守る災害に強いまちづく
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者﹂として﹁府民の役に立

ススメ ④

労働安全衛生委員会の
月１回以上の開催を求めよう
ローアンの

わき起こる国民的運動と連帯し︑根本から政治の流れを変え︑
いのちと生活︑安全をまもる社会をつくろう！

2月12日（水）大阪府社会福祉会館５階ホール
９時受付 ９時30分開会

民のみなさんといっしょに
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って解散に追い込まれ、総選挙
の直前に開催される大会となり
ます。大会を大きく成功させる
とともに、総選挙で政治の流れ
を根本から転換させましょう。
大会の成功に向けて、大会の
ポイントを小山副委員長に聞き
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府職労と病院労組は 12 月 12
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向けて方針を決定する重要な大
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府職労第92回定期大会
府立病院労組第８回定期大会
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住民共同を広げ︑憲法と地方自治が生きる自治体をつくろう！
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また︑大幅な人員削減も
進められ︑職場からは﹁仕
事がまわらない﹂
﹁府民 ・

挙での要求実現をめざし︑
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展開することが重要となっ
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営利の追求を目的とする民

住 民 団 体 と の﹁ 対 話 と 共

﹁女性にとってＬＤＬコ

レステロールは動脈硬化の
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結果を示してのお話はたい
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の形﹄の問題︑どういう国
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組合員本人 休業（30日以上）
の傷病休業 休業（90日以上）
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の納得性など︶をかかげ交

雇を許さず︑恣意的な評価

50,000

子ども死亡

すめてきました︒

を通して住民のニーズや地

による大幅な人員削減の結

雇用化︶と成果主義賃金制

渉で追及し︑それを背景に

域の実態を把握し︑憲法・

果︑短期的に生産性を上げ

度こそ大きな原因であるこ

200,000

が今こそ問われています︒

ても労働者が潜在的に雇用

制度を一掃し︑安心して働
き続けられるルールの確立

職場合意と庁内世論を形成

大規模半壊

風水害に
よる損害

とを実質的に認めていま
す︒このように︑仕事への

2

浴槽と釜

風呂の
住宅災害 空焚き
見舞金

20年・30年

長期組合員表彰

減退させています︒リスト

を求め︑職場と地域から運
動をすすめることが重要と

してきました︒引き続き︑

さず︑これまでの職場要求

なっています︒

府職労学習会

全焼・全壊

火災等

小学校入学

入学卒業

祝い金

職員基本条例の具体化を許
処遇こそが労働意欲の源泉

と庁内世論を背景にこれま

改正後
（円）

12月1

「成果主義」
④
を考える

不安を拡大し︑労働意欲を

府職労が毎月行っている働くルール宣伝

11月17日、府職労は女性労働学校（女性部主催
学習会「日本の政治と社会はどうなっている」を
名が参加し学習を深めました。

6,000

親死亡

6,000

親族死亡

傷病
見舞金

正当な評価に基づく正当な
い込み︑能力・成果主義で

であり︑評価の公平性や客

府職労学習会・女性労働学校 を開
12

配偶者死亡
死亡
弔意金

ラ経営で中高年を退職に追

賃 下 げ に 成 功 し て も︑
﹁技

しっかり学んでいきいき働こ
12

100,000

不慮死亡
組合員

普通死亡

府職
府立

府職労共済の改定のお知らせ

