ョン（事業費 億円）を実施する橋下知事の「優先順位」と「政治判断」は、知

等）の雇い止め（人件費５億円カット）をおこなう一方で御堂筋のイルミネーシ

橋下「改革」案に怒りの声が多数寄せられています。非常勤（教務事務補助員

けにはいかない。

民サービスカットも許すわ

革試案」
。 賃金カットも府

発言からスタートした「改

当たり前」等と、知事の嘘

ざるを得なくなった次男、

す！すきなサッカーをやめ

犯人、それは知事、貴方で

子どものチャンスを奪った

かざるを得ない。将来ある

思います。

によく耳を傾けてほしいと

ひかえ、国民や外国の意見

て、首長も無責任な行動は

史 的、 政 治 的 視 点 を 示 し

非管理職

の家族の声を橋下知事は真摯に受け止め、
「改革」案は撤回すべきです。
男性

事としても使用者としても無責任な態度であり大きな問題です。多数の職員とそ

代

知事を怨んでいます。



（家族）退職後の生活設計
◆来年３月に退職します。
退職金は給与の未払い部分

非管理職

であり、なぜ私達からのみ

男性

◆数日前に市府民税の特別

が支払わなければならない

代

年前から１００万円以

を狂わす気か

が

徴収決定通知書をもらった

のか。団塊世代のみ狙い撃

が高いとは言うが、通勤手

◆賃金・退職金を削減する

上減収になっている。知事
ちだ。



前に、大型開発を凍結する

はこの間の職員の給与がど



非管理職

など、無駄な事業を全てス

のようになっているか、ま
◆原油高騰による生活物

男性

なじまないものまで入れて

とか他地域との比較対象に

トップしてください。

た公務員の賃金がどのよう

代

比較するのはおかしい。職

（家族）退職金５％カット

当や地域手当、時間外手当

員宛のメールとマスコミの

は許されない。



前で言っていることが違う

申し訳ないと 言 い な が ら

のは、良くないのでは？

無慈悲に給与 の 削 減
い」とのやさしい内容でし

非管理職

た。うれしさ半分・悔しさ

男性

◆生活費も教育費もどんど

資、 食 料 品 の 値 上 げ の 最

代

ん上がっていくのに、何を
にして決められるのか知っ

女性

◆改革と言いながらやろう
としている事は以前と変わ

男性

非管理職

までして「ヒーロー」にな

代

りたいのか



◆赤字の責任は歴代知事と

男性

幹部にあるといっておきな

代
っていません。弱いところ

（家族）府民の方々、市町
へのしわ寄せばかりです。

村の職員、府職員、全ての

◆大阪府内に住み続けるに

なくなってきた。また、大
は今でも大変です。これ以

幅な賃金カットで、大阪府
がら寄付をお願いするしか

上の削減は府民として暮ら

無計画な流行改革や先進都

済悪化がおこっています。

で続き大阪の地位低下や経

ろ！それにその政治資金は

職員にもアルバイトを認め

ことが知事に許されるなら

ィーをするというがそんな

治資金を集めるのにパーテ

女性

家族から笑顔が消えるでし
ないといい、責任のない職

市化がかえっ て大阪を悪

代

は本当に元気になるのか
◆前知事からですが、横山

く、住みにくく、働きにく

何に使うのか。知事なら府
に寄付しろ！それとも４年

くしているのではないです



すなというおどしとしか思
非管理職

ょう。

非管理職



代
中、われわれ職員の生活に

非管理職

非管理職

これ以上削減するところは

女性

男性
た上で賃下げの提案をして

ない 何を急ぐのか

代

いるのか。そんな弁護士が

代



◆職員をバカにするのもい

いると思うと腹が立つ。



◆今回はパーセンテージで
いかげんにしろ。

管理職

（家族）これ以上府民感情

女性
カットされ、次に給料表が

自分の意思が正論のような

非管理職

やり方は許せません
女性

代

改悪されて本給そのものが
をあおるのはやめてくださ

代



い、申し訳ないと言いなが

◆一般職員には責任がな

下がったら、どうやって生
い。

マスコミを引き連れて、

ら無慈悲に給与の削減、こ
活していったらよいのか？





◆ 職 員 の 給 料 は、 全 国

そこ

れ以上の無責任なことはな
将来に不安を感じながら仕

非管理職

非管理職

い。今回の改革案は誰が見
事をしています。

男性

男性

◆入庁してすぐ、２年間の

ても理念や展望がない。や

代

代

昇給ストップ、給与カット

り直し撤回以外にない。





とこれからずっと賃金カッ

れないのは悲しいです。
非管理職

な。自分がよければという

女性

位、 知 事 の 給 料 は 全 国 ８

代

◆公務員は「公僕」であっ


女性
るとはどういうことか！政

代

員には賃金カットを強制す


計画なき行財政改革が大阪

気持ちはないけど、過去の

元知事の突然の退陣から、

（？）位、この違いはいっ

代

ょうに。


非管理職

意味での施策ではないでし

たいなに？
府を「倒産会社」と白を黒
と 言 い く る め、
「民間なら
そこの社員は賃金カットが

女性

えません。まさかそういう

て「奴隷」ではないといっ

女性

◆ 億円の黒字決算の大阪

た人がいるがそのとおりで

代

割り切れない。



◆給料あがらず、物価や掛

非管理職

分もおんぶされたみたいで

◆知事へ…対外的な一面

賃金・退職金を削減する
け金は上がるばかり。さら
に賃下げとは、どういうこ

歴代知事と議会の責任を

後に国政に打って出るため

っちゃ。
か。

に集めて今回の改革案もそ

前に大型開発を凍結せよ
（家族）高齢、少子、家族

のときに成果として出すた

（家族）酒飲むな、一品減

崩壊、学校崩壊、地域の信

めだけにやっているのでは

ものではない。生活できま
内々するのはおかしい！破

イトをしてギャラをポッポ
校に合格していながらラン

のことにより有名私立進学

かりと科学的、文明的、歴

えていきます。もっとしっ

改革とやらのつみ重ねで増

ままはやめろ！

化」は全部切りすてるわが

数年、赤字をなく

す。

せん。それに、本当に赤字
クを落とした公立高校に行

◆ここ

◆開発事業の見直しは聖域


産会社の社員は家族を守る

非管理職の

職員と府民に押し付けるな
頼 感 の 低 下、 考 え な い 若

ないか！大阪府は踏み台

非管理職

者、福祉や医療の切捨て、

か！自分が関心のない「文

男性
ためアルバイトをしてでも

失業というフリーターの増

代

収入を得なければならない

加、離婚の増加など無理な

らす。

◆「破産会社」というなら

が、それもできない。

少し秘策があって立候補さ

社長（知事）自らの私財を

（家族）
“給料が下る” こ

◆がっかりしました。もう

投げ打って会社を救うべき

府民福祉が前進するならと

すためと賃金カットをされ

と考える。知事のみアルバ

◆私たちの給料が下がって

れたのだと思ってました。

続け、さらなる大幅カット

裕を持っ て生活できませ

もかく、どちらも後退させ
何を考えておられるのかが

となると、もう割り切れる

ん。現場の生活実態に目を

るってどういう事ですか？
よくわかりました。残念で

化しておき、府民の福祉を
◆景気もわずかに上向きと
がなくなるとは思いませ



犠牲にし、財政運営の意志
思っていたが、原油も上が

非管理職

育てもおわり、やっとゆっ

決定に関係ない職員給与を

男性

たりした気持ちで生活でき

削減するなどとんでもない

の笑顔がなくなります。

い。時間もなく、お金もな

張ろうと思っても頑張れな

賃金削減はひどすぎる。頑

る職員を信頼せず、赤字の

た、知事の手足となってい

されて、とても悲しい。ま

う考えていくかが全く無視

で、弱い府民のくらしをど

予算の中で、府民の方の生

◆今まで、限られた少ない

ない。本来の赤字、ケタち

通り越してボスと思いたく

てしていることは、失望を

たような表現を府民に対し

原因を職員のムダがつくっ

の声を聴きながら保健所業

非管理職

務をやってきた！保健、医

がいの原因はもっとちがう

女性

療、福祉の事業に「大型プ

ところにあることを学ん

代

ロジェクトの失敗のつけ」

で、職員との話の中から府
代の知事も、自分たちの政

代

女性

治責任を取るべき



非管理職
◆住宅ローンを返済できな

非管理職

なければ政治ではない。タ
レントさんのおあそびに大

代

非管理職

阪府を使わないで！



◆私は機械でも知事の奴隷
でもおもちゃでもありませ

男性

◆事業の見直し作業は必要

ん。一生懸命働いている感

代

くなります。

民のくらしを学習していか

をまわさないでほしい 歴



く、心にも余裕なく、家族

非管理職

ると思っていたのに、ロー

財政改悪案。これではいつ

せられるのは納得できませ

男性

ンもあるし退職金も減らさ

ヶ月の懲戒処分を受けた

ん。しかも、赤字は解消し

代

れたらどうしよう。退職後
までも待っても「子どもや

年以上、

けるかもしれませんが、こ

府民いじめでは本当の再建

ません。なぜなら、赤字の



の生活が今から心配です。
府民に笑顔」は出ようがあ

◆私たちはここ

賃金削減はひどすぎる

業務は増える一方なのに

若い人ががんばっているの

自治の放棄である。こんな

大阪府解体を言うなど地方

は…。これから子育てや教
改革案は即刻廃棄してくだ

りません。挙げ句の果ては

育にお金がかかる人に大き
ことと同じです。

数年、

「財政危機」を理由に賃金

いてきました。住民のため

私たちはずっとまじめに働

さい。
削減を押し付けられてきま

なしわ寄せです。今でも大

し た。 し か し、
「財政危

えげつなくしただけで、同

非管理職

に自腹を切ることはあって

な気がする。
んな形で職員に痛みを負わ

は不可能です。ぼろ儲けし

じじゃないですか

家族

ている大企業とそれを支え

男性

って家庭の支出をへらすか

画が狂ってしまうので困り

ですが、先に数値有りでス


員も府民であり、二重に負

情や生活を持つ人間であり

最大の原因である大型開発
トされた分で、府民生活が

府民です。

ている国に責任とってもら

はほとんど見直していない

タートすると、職員間の感

してください。

情が前向きにならないので

非管理職

担強いるのではないか。賃

女性

金カット、退職金カットは

代

よくなったという話もきか



ない。むしろ、府民の生活

通い、ガソリン代、食料品

非管理職

からです。箕面の森の開発

管理職

女性

を今すぐやめてくださいで

女性

代

代

女性

非管理職
◆少ない給料の減に怒って



の削減はやめて下さい。

◆命、健康に関する部分へ



◆知事の言葉は場面によっ

代

非管理職

の値上げも続き、先行きが



女性

◆最近、嫁に行った娘から

ている。そのような状況の

代

はないでしょうか。
森の高級住宅を購入できる



絶対反対である。

ん。今回の賃金カットで生

◆業務は増える一方なのに

非管理職

は苦しくなっていると感じ

非管理職の

中、更なるカットを数字合
わせのためにされるのは納

男性

す。大阪府の職員で箕面の

男性

非管理職

人はいません。
女性

活ができなくなります。サ

代

代

て変わるので信用できませ

代

家族

ービス残業の日々なんです

得 で き な い。
「民間では



◆そもそも、財政赤字にな

い ま す。 物 価 の 高 騰 す る

す。

が…こんな人のもとで働か

府民のくらしをどう



なかった事業に目を向けて

…」と言われるが、民間に

中、ぎりぎりの生活です。
府が赤字財政になった元々

◆現状でも決して余裕のあ

◆勤めて

欲しいと思います。弱者を

った原因が明らかにされて

考えていくかを全く無視
とでも言える。人気とりの

る生活ではないのに、これ

が多いと思ったことは一度

苦しめることはやめてほし

は何なのか？過去の財政か

為に不要に公務員への反感

どれだけ私たちに痛みを負

以上賃金が下がるなんて。

もない。夫婦共働きで、何

い！今まで府民のためにが

っとここ数年貯蓄が可能と

か”と知事はＴＶインタビ

か、 職 員 の 給 料 を 減 ら す

◆
“府民サービスを削る

非管理職

なり、老後に向け準備を始

ューでおっしゃっていまし

女性

めたところ。大学卒業後、

たが、両方削っていること

代

世代には大きい額です。給

ずっと突っ走ってきた。せ

に本当に気づいていないの



ら考えてほしい。一番お金

を被るようなことはやめて

とか人並みの生活をしてき

んばってきたことが評価さ

を使っているところから、

の朝礼が批判されたら

欲しい。賃金カットされた

た。子どもは２人いるが、

れていないのか？がっかり

非管理職
「休息時間の廃止」
「敷

からと言って、月々必要な

◆これまでもほとんど給料

は私立だが、１人は国立。

高校迄は公立。大学は１人

女性

地 内 禁 煙 」、 職 員 か ら

お金はそうかわらない。支

があがってない中での削減

代

「尊敬できない」と言わ

出をやりくりするのにも限

は生活をしていくことがき

多額の借金をしないといけ

れ た ら「 職 を か え て 」

界がある。副業の出来ない

料をへらすのであればそれ

歳以降はゆっくり

非管理職

だけの業務時間を短縮して

めて、

女性

ほしい。通勤手当うんぬん

旅行でもしてと考えていた

代

◆賃金、退職金カットとい

より遠距離通勤をなくせば



数年、今迄給料

「自衛隊研修」と、上司

公務員は知事のように別途

わせるんですか

への「絶対服従」を求め

なくてはならないのかと思

い、 次 の 一 手 に 備 え た

ているかのような橋下知

しています。

も色々ある。色々ある中で

い」と誘ったが、幹部は

それでやっとなんとか２人

いないし改善されていな

うと悲しいです。

よると、部長会議の場面

「死んでしまう」と弱り



不安でたまりません。

へってかわいそう。携帯の
家族からぬいてちょ うだ

怒りの声

で知事が提案したとこ

びしくなります。家のロー

とも大学を卒業させた。や

府よりも状況の厳しいこと

衛隊への職員の体験入隊

ろ、
「府が必要とする研

収入を得る手段もない。私

ンや教育費など出費が多い

ばかりつなぎ合わせれば何

非管理職

研修の検討を表明した橋

事。批判を受ければマス

達にも家族があり生活があ

い。入庁以来、ずっと賃金

女性

％カットは、減給

代

陸上自衛隊の駐屯地を

下知事。マスコミ報道に

コミを使い、権力を振り

う行為は経営者として最低

その分交通費がうくと思

非管理職

る。

組織運営は、とうてい風

ではないか。大阪府を赤字

女性

かざして職員を攻撃し、

通しの良い職場づくりに

へと導びいている事業は何

でしょうか。御堂筋のイル

はつながりません。

のに。人生設計を大きく狂

代
黙らせようとする横暴な



カットが続いている。カッ



◆給与

（危機管理監）など否定

も知事は部長ら幹部 人

的な意見が続出、それで

に体験入隊を呼びかけ

視察し「あいさつや姿勢

「チーム力、団結力を養

などを学ばせたい」と自

「府庁の事務職にどっ

顔だったとのこと。

ぷり慣れ親しんだ職員

修メニューとは違うので
はないか」
（総務部長）
、

に、あいさつ、姿勢から
学んでほしい。僕も含め

対して様々な価値観を持
っており、研修への参加

て」と知事の発言が報道

「職員や府民は自衛隊に

は行き過ぎという印象を

されていますが、時間外

う。毎日の金額は大きいの

ミネーションに 億円！意
代

女性

代

女性

味わかりません。



非管理職

20

持たれる可能性もある」

であるかを確認し事業を見

わせられた気持ちである。
は命の削減と将来をになう

◆赤字に目をむけるばかり

非管理職

教育・医療費の削減
という行為があるのではな

子ども達の頭脳の削減で



では

職員を自衛隊へ体験入隊

いか。府民犠牲は、我々職

30

職員と家族の

ます。収入がこれ以上減る

◆家のローンがあり返済計

代

職員・

男性

機」の原因を正さない「改
も、公金横領などしていま



代

◆子どものいる家では、生

革」のおかげで今のような

府民の方からはお叱りを受

せん。こんなことを言うと



活設計が成り立たないと思

事態になっています。橋下

ない

う。 ３ 年 間 の み と は 言 う

知事の「改革」も今までを

匿名

女性

が、ボーナスみたいに引き

ないで。



代

◆今でも生活が苦しいの

下げが続くことになるよう

変なのに、経済が成り立た

いい人材も去っていくので

女性

向けてください。
代

!!

電 話 が あ り ま し た。
「給料

す。どうか家庭の平和を戻

40

直すべき。その後、カット

30

60

「私の政治判断」と連呼
まともな論議できず
橋下知事は
「人権蹂躙」
の
府政をめざしているのか？

50

40

ってください。

婦のバトルがつづいていま

◆家庭での話題は、どうや

30

がテーマになって、連日夫

非管理職の

に、これ以上給料を減らさ

32

年以上働いてきて、子

50
50
40
50

19

40
40

!!

40
30

10

50
40
!!

第２弾

50

50

中、子どもも私学の高校に

!!

代

50

に、やる気をなくすよね！

家族

!!
50

!!

!!!

10

◆

非管理職

トが続いても赤字が解消さ

60
!!

50

50

40

匿名

男性

と、職員に見せる説明が矛

非管理職

代

ある。諸手当を含めた給与

女性



盾しています。どちらにも
いい顔を見せようとしてい
るが、職員はついていきま

代

間だけではないのです。

せん。知事の責任は任期の



50



◆最低賃金での生活は、余

40

30
50

50

非管理職

半分の心境です。

ん。

50

どう切り詰めればよいのか

り、また、先行きがわから

40
10

50

20

50

50
30

!!!

30
50
50

50

10

20

40

42

!!

30
20

30
30

60

!!!
20
30

87

30

2008年７月１日 ＜２＞
＜３＞ 第1868号 （第三種郵便物認可）

