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単組要求交渉
府職労は、５月27日、東日本大震災で延期となっていた
単組要求交渉を行いました。
交渉では、これまでの労使慣行について従前どおりであ
ることを確認し、年度当初からの欠員、人員確定後すぐの
組織機構の改編での欠員問題や恒常的残業問題、昨年度だ
けで７名もの自殺者や震災派遣者の病死など、健康問題に
ついて厳しく追及しました。
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