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府職労府職労ででいっしょに力いっしょに力をを合わせましょう合わせましょう

大切なあなたに心から加入を呼びかけます！大切なあなたに心から加入を呼びかけます！

2016年８月３・17日第2044号　（第三種郵便物認可）

再生紙を使用しています。

府職労府職労 のご案内のご案内定例法律相談定例法律相談
顧問弁護士 城塚健之 先生
９月13日（火）午後２時～４時
　府職労では、毎年６回、顧問弁護士による定例無料法
律相談を実施しています。毎年１・３・５・７・９・
11月の第２火曜日を予定しています。
　１回、１人30分、４名をメドとしています。
◉相談の申し込みは、９月12日（月）午前中までに
　電話（06－6941－3079）で府職労本部福祉法制部まで
　申し込んで下さい。
＊なお当日は、相談時間の10分前には、府職労本部書
記局までお越しください。

非常勤職員の

みなさん20　　年　　月　　日
□大阪府職員労働組合　
□府立病院機構労働組合
□府立環境農林水産総合研究所職員労働組合
□府立産業技術総合研究所職員労働組合　　
　　　　　　に加入します（いずれかに ）

府職労加入届

★新規加入特典★ 
自治労連セット共済10型の掛金プレゼントを希
望しますか？　
□する　□しない　□説明を詳しく聞きたい
（いずれかに ）

▶ リーズナブルな掛金で安心・充実の保障内容の自治労連共済に加
入できます。また、余った掛金がすべて加入者に還元されるしく
みです。いま府職労に加入すると、セット共済（生命・医療・交通災
害・手術見舞金）10型（月掛金1070円）を最大15ヶ月プレゼントし
ます。※健康告知に該当する方は加入できない場合があります。

▶ 府職労には、結婚、出産、子どもの小中学校入学・卒業祝金、死亡弔
慰金、住宅災害見舞金、退職餞別金、障害見舞金などの慶弔制度が
あります。また、顧問弁護士による無料法律相談や「ろうきん」も
利用できます。

氏名

性別 男　女 職員番号

生年月日 19　　年　　月　　日
職場名

あなたの力を府職労へあなたの力を府職労へ
加入・カンパにご協力を！加入・カンパにご協力を！

「府職の友」は組合費で作成しています。
組合未加入のみなさんにはカンパにご協力お願いし
ます。
　振込先　 りそな銀行大手支店　普通0006688
　　　　　大阪府関係職員労働組合

大幅賃上げ・均等待遇の実現をめざして

　同じ府庁の職場で働いているのに、非常勤職員の賃金や労働条件は一
般の府職員に比べても、非常に低くなっています。
　府職労はこれまで、非常勤職員や臨時的任用職員など、非正規労働者
が働きやすい職場にするため、要求・交渉を積み上げてきました。ま
た、全国の仲間とも力を合わせ、厚生労働省や総務省へ交渉・要請する
など、改善を求めています。

◆雇用期間の延長をもとめ、２月以内を３年上限まで引き上げ
　　→現在、３年上限をなくすように要求しています。

◆ 賃金の大幅引き上げを粘り強く要求し、専門職の賃金の大幅引き上げ
（2011年）をはじめ、改善させてきました！
　　→現在、だれでも時給1000円以上へ早急に引き上げを求めています。

◆交通費の自己負担をなくしました！
　　→現在、定期券購入までの自己負担を解消するよう求めています。

◆一般定期健康診断を希望者全員が受診できるようになりました！

◆ハラスメントのない職場づくりをすすめています！
　　→研修の拡充や相談体制を改善させてきました。

府職労府職労のとりくみでのとりくみで実現実現させてきました！させてきました！

府職労に加入すれば、民間保険より断然お得なセット共済や
日本一安い掛金の火災共済を利用できます

や

クロス
ワード ７月号の解答と当選者

答え＝幸せ願い選挙権行使

当　選　者当　選　者
斎藤　美央（薬務課）
有馬　彩花（中央子ども家庭センター）
瀧藤　敬介（住宅建築課）
西川　　信（茨木土木事務所）
宮本　妙子（泉佐野保健所）

映 画  校庭に東
こ

風
ち

吹いて

学校で声が出せない心を閉ざした少女ミチル、教師は何ができるのか…
話題の小説待望の映画化！

完成披露有料試写会

９月９日（金）
ドーンセンター７階ホール

８８月月2727日（土）日（土）
 14 14時時～16～16時時（開場13：30）（開場13：30）

中央区民センターホール中央区民センターホール

一般1500円（前売り1200円）　　　小・中学生800円
学生1000円（高校・大学）　シニア（65歳～）1000円

監督：金田敬　出演：沢口靖子、岩崎未来、向鈴鳥、村田雄浩、星由里子

①14：00　②16：30　③19：00
（開場時間は、各回30分前です）

上映時間上映時間

原作者原作者
キャスト・スタッフキャスト・スタッフ
当日舞台挨拶予定当日舞台挨拶予定

問い合わせ　府職労本部（☎06－6941－3079）まで

なくすのやめて！府と市の衛生研究所 大阪市を残そうなくすのやめて！府と市の衛生研究所 大阪市を残そう

５・17後の「都構想」を考える市民集会５・17後の「都構想」を考える市民集会
環科研・公衛研まもれネットワークの主催で「公共
政策」「都構想」研究の第一人者である藤井聡教授
を講師に迎えた市民集会が開催されます。

【藤井聡さんのプロフィール】
京都大学大学院教授。専門は国土・経済等の公共政
策。文部科学大臣表彰・若手科学者賞などを受賞。
「大阪都構想が日本を破壊する」「大都市自治を問う
大阪・橋下市政の検証」など著書多数。「ゆうがた
LIVEワンダー」「教えて！ニュースライブ正義のミカ
タ」などテレビ出演多数

［ 講　演 ］藤井 聡さん（京都大学教授）

衛生研究所問題の報告／特別報告など

主催：環科研・公衛研まもれネットワーク

（資料代500円）

◆集会プログラム◆
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