学校・中学校ともに元の削

提案でしたが︑修正案は小

した︒橋下知事就任後︑予

会議では修正案に反対しま

会では賛成しましたが︑本

した︒維新の会は総務委員

正案を賛成多数で可決しま

関連予算２億円が削減され

移転・建て替えするための

宮から大手前の府庁横への

ー移転関連については森ノ

となります︒成人病センタ

た︒額にして

府立５病院の2011年度人員配置

前年度より72名増

のか︒ごはんも食べず︑ト

常な働かせ方とは思わない

き要求し今年の４月から分

た︒このような中︑引き続

部の定数増はしませんでし

厳しい情勢の中︑職場の

イレも我慢し︑ひたすら走

みんなが団結し︑要求しつ

娩部は準夜・深夜とも３人

はある︒それが相互サポー

づけたことで︑人員増を勝

っている現状を知ってほし

トと言えるのか？事故が起

ち取りました︒今後︑手術

体制の定数になり︑母性棟

護師増は支部が強く要求し

こったら誰が責任をとるの

い﹂
﹁切迫早産等で分娩部

増員を勝ち取りました︒

か︑システムとしておかし

も人員増になりました︒

母子センターの分娩部の

から︑経過を見に来ること

定数は設立当初の２人夜勤

日︑法人本部は２

について︑府立病院労組に

名増︑看護師 名

内容は︑５病院トータル

人員増の要求書を提出し︑

がりになる中︑病院当局に

数︑病床利用率とも右肩上

の配置定数のまま︒分娩件

と思う事もしばしば︒同期

い︒助産師として情けない

看護を提供できる状況にな

しと妊婦さんに怒られるが

い﹂
﹁正常分娩は放たらか

ちと健康を守り︑人員増を

は引き続き︑母と子のいの

が建設されますが︑支部で

治療室︶等の拡充など新棟

室及びＰＩＣＵ︵小児集中

で医師
増︑ 診 療 放 射 線 技 師 ５ 名

団体交渉に参加した看護師

多い中で数値のみで比較さ

らの訴えが続きました︒

が日常会話﹂など︑涙なが

にも︑病院労組への加入を

現に奮闘します︒そのため

はじめとした職場要求の実

れるのは納得いかない︒分

名多い︑３︑３

娩部の夜勤２人は少なすぎ

定数より
７０名の配置となっていま

援で３人夜勤の体制になり

あり︑揺れが収まるまで

場での議論される

な︑ゆっくりした大きな揺

船に揺られているよう

て止まり︑防火扉も作動し

よってエレベーターがすべ

音が不気味でした︒地震に

分近くかかりました︒

ことが求められて

れ が 続 き︑ あ ち こ ち か ら

います︒

機関紙大賞を受賞

日本機関紙協会大阪府本部主催の︑第

回年末 ・ 新年号機関紙コンテストにおい

て︑
﹁ 府 職 の 友 ・ 本 庁 ニ ュ ー ス﹂ が 機 関 紙

１階まで階段を歩いて移動

ターが使えず︑最上階から

点検︑状況把握にエレベー

だけでもぞっとします︒耐

どんな目にあうのか考えた

南海・東南海地震を思うと

大賞をおさめました︒

ばたばたと閉まりました︒

とられていたと思います︒

も行われ落ち着いた行動が

課内では職員の所在確認

られると︑予想されている

方の津波の惨状を見せ付け

の被害︑ましてや︑東北地

震度３で︑この揺れとこ

が守られるわけではありま

してや中で働いている職員

でしょうが︑建物内部やま

が︑建物本体は守られるの

やめるべきです︒

います︒府庁移転は絶対に

り勤務したくないと思って

は危ない︑怖いと感じてお

た多くの職員は︑咲洲庁舎

この揺れの恐怖を経験し

知らされることでしょう︒

の地が島であることを思い

交通網も遮断されると︑こ

能しないのは明らかです︒

難です︒防災拠点として機

行が不自由な方は︑なお困

にも支障をきたします︒歩

閉じ込められ︑上下の移動

確実で︑超高層ビルに人が

系統が損傷を受けることは

せん︒エレベーターや電気

庁舎管理課の職員は館内の

道されていたとおりです︒

建物の被害は︑新聞等で報

37

府職の友・本庁ニュース

日本機関紙協会大阪府本部主催

震強化もされるようです

第37回年末・新年号機関紙コンテスト

されました︒

呼びかけていきます︒

す︒これは病院労組が求め

る︒準夜勤務で明け方まで

﹁ 怖 い ﹂﹁ こ の ビ ル に は お

防災拠点として機能しない

地震時の被害・
危険明らかに

昨年度は母性棟からの応

てきた医師︑看護師の増員

ましたが︑病院当局は分娩

員要求が反映されていま
す︒特に母子センターの看

に必要な３分の２を得るこ
となく否決されました︒
また︑府職労が反対し︑

まず︑震災被災者の方々

継続審議になっていた環境
農林水産総合研究所の独立

れ ん ﹂﹁ 大 手 前 に 帰 ろ う ﹂

で聞いたのですが︑気分が

にお見舞い申し上げます︒

のか？何か変だと感じてい

悪くなりもどした人もいた

行政法人化については維新

ると周りでも﹁揺れてない

そうです︒

と声が上がりました︒仕事

民要求連絡会や府

か﹂
︑﹁揺れてるよな﹂と声

パソコンに向かっている

営住宅削減反対連

が上がりました︒これが噂

の会・自民・民主の賛成で

絡会が提出してい

のＷＴＣビルが風で揺れる

ゆっくりした揺れであっ

り直す﹁再議﹂を要求して

た請願署名につい

というものか思ったのです

たため︑机の上のものが散

をするという気力がまった

てはいずれも不採

が︑だんだん揺れが大きく

乱するようなことはなかっ

く失せてしまいました︒後

択となりました︒

なっていきます︒地震で揺

と目まいがしてるのか？ふ

今後とも府議会で

れていると認識するまでし

わふわし体調が悪くなった

福祉・医療・教育

たのですが︑部屋のきしむ

決されました︒府

の低下を許さず府

ばらくかかりました︒

その後大きな余震が２回

民生活の向上の立

独立行政法人化へ移行が可

③
咲洲レポート

働かなくてはならない︒異

に会うと﹃いつ辞める？﹄

増︵プロパー

人事務職員

34

化等︶など︑２０１０年度

41

をはじめ︑医療技術者の増

からは﹁ハイリスク分娩が

増︑理学療法士３名増︑法

０１１年度の定数配置計画

対して提案を行いました︒

10

13

72

きましたが︑﹁再議﹂の可決

２億円削減

３月

母子Ｃ﹁分娩部︑母性棟﹂
などで
看護師を 名増

修正案可決

た︒橋下知事が提案した２

減率

％に戻す修正でし

０１１年度予算案について

算案が修正されるのは初め

ました︒橋下知事は修正案

億円の増額

てのことです︒修正された

可決を不服として審議をや

咲洲庁舎
40

２月府議会閉会

は私立学校の運営費補助の
50

35

11

19

関
連

催されていましたが︑最終

％に削減する

％

削減率
に中学校で

％を小学校で

日での本会議等の時間が延

す︒私学助成では当初提案

センターの移転関連予算で

成人病センターの移転
２月府議会が２月 日か
ら３月 日までの予定で開

21

は自民党などが提案した修

16

のは﹁私学助成﹂と成人病

Ⓒ大阪民主新報社

支部の
強い要求で
15

び︑３月 日に閉会しまし

25
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