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梅田さん わ･たしさんを先頭に

大阪から政治の流れを変えよう！
例案﹂に対す

と 等︑
﹁２条

のか︱を挙げ︑府政・市政

﹁大阪都﹂で府政を牛耳る

﹁一人の指揮官﹂が動かす

波が発生したら？といった

ＴＣに勤務して大地震や津

て︑渡部土建支部長が︑Ｗ

日︵水︶府教育会

る批判と良識

月

府労組連決起集会﹂が

利
の輪の広がり

に自治体の﹁魂﹂をとりも

職 場 の 不 安 や︑
﹁府営住宅

開催されました︒

削減反対連絡会﹂に寄せら

ット前の公民較差で比較

府労組連
決起集会

コスモスク

エア駅を降り

て咲州庁舎を

探す︒３６０

度手をでこに

あて見渡すと

高くそびえ建

つビルが旧ＷＴＣビル︒

億円で大阪市から購入

したものであり︑地震や

津波が押し寄せてきたと

労委員長︶による行動提起

最後に橋口書記長︵府職

思いを貫き通した知事に

かわらず何がなんでもの

とを指摘してきたにもか

ら防災拠点にならないこ

た︒あらためて︑以前か

を満場の拍手で確認し︑ダ

も医療費助成︵通院

億

２

諸般の情勢を踏まえるこ

甚大さを考えれば︑広く

据え置く理由も﹁被災の

置くとしています︒その

ず︑
是正勧告をせず︑据え

は民間調査の結果が４・

た︒
また︑
一時金について

定見送りの勧告をしまし

差であるからとして︑改

あったにも関わらず︑微

が１９９円
︵０・ ％︶で

員会勧告では︑公民較差

さらには昨年の府人事委

わ寄せがでてくること︒

の調整は特定の部分にし

こと︒
また︑
その手当部分

を許さず︑諸要求の実現

引き上げ︑諸手当の改悪

即時中止と一時金の月数

年末闘争で独自カットの

抗議するとともに︑秋季

労は︑この不当な勧告に

に留まっています︒府職

も
﹁国の検討を注視する﹂

齢期の雇用問題について

ています︒さらには︑高

は国を上回る勧告を行っ

は岡山県や福岡市などで

す︒事実一時金の勧告で

すような勧告をすべきで

向ではなく被災地を励ま

えるなら︑賃金削減の方

本当に被災地のことを考

はない﹂
ということです︒

をもって︒

が府政に届くことに確信

われば︑職場や府民の声

ばなりません︒府政が変

政を実現していかなけれ

で力を合わせ声が届く府

今度の知事選挙でみんな

しています▼この期待︑

が高まって踏み出そうと

してほしいと府民の期待

安全・安心できる府政に

３・５億円︒震災以後︑

の補助金の削減はわずか

また︑救命救急センター

校卒業までが助成対象︒

きます︒東京都は︑中学

で引き上げすることがで

円あれば小学校入学前ま

歳 入院

就学前︶

▼全国一遅れている子ど

にさらに怒りが沸騰する

とらずにやめていくこと

金をムダ使いした責任を

怒りを感じるとともに税

ブル選勝利をめざそうと訴

えました︒

住居手当廃止・扶養手当減額で
特定の職員にしわ寄せ

か⁝多様な声が息づく府

しマイナス０・ ％︵▲３

とが必要﹂﹁かつて府が国

に向け全力を挙げます︒

月であったにも関わら

︵Ｎ︶

を上回る月数としたこと

一時金改定見送りの不当な勧告

政︑子どもたち一人一人の

１５円︶
であるとして︑給

すぐにわかった▼これが

きは防災拠点にはならな

どすために奮闘しようと呼

いことがあきらかになっ

を紹介︒ダブ

ま た︑ 府 職 労 を 代 表 し

集会の冒頭あいさつで田

の焦点として

れた府民の声を紹介しなが

①東日本大震

びかけました︒

﹁教育基本条例﹂
﹁職員基

ル選挙の３つ

本条例﹂が公務員制度を破

いのちを守るのか︑防災そ

災から何を生

っちのけで︑旧ＷＴＣへ固

壊することを目指してお

中村さんは教育基本条例を

執し︑危険な﹁湾岸開発﹂

かすのか⁝震

めぐって︑橋下氏の肝いり

にさらにのめりこむのか②

り︑府の職場や教育現場に

なるとして︑この２条例を

で任命した教育委員や関西

庶民のくらし︑福祉と大阪

災・津波・原

なんとしても阻止しようと

財界出身の教育委員が反対

発から府民の

呼びかけました︒

し︑日本ペンクラブが﹁こ

混 乱 を も た ら し︑ そ の 結

続いて﹁明るい会﹂事務

経済をどう立て直すのか⁝

果︑子どもと府民が犠牲に

局次長の中村正男さんより

れはまるで工場の品質管

行動提起をする
橋口書記長
（府職労委員長）

中 委 員 長︵ 大 教 組 ︶ は ︑

でこそ職場要求も前進でき

館で﹁府・市ダブル選挙勝
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情勢報告が行われました︒

しをあたため︑中小企業が

た︒公民較差が給与カッ

日に勧告を出しまし

大阪府人事委員会は

ど巨大開発と外国頼みで大

ト後で２１︑７９１円
︵５

月

阪経済をさらにゆがめるの

・

ための教育︑府民のための

料表の改定は見送り︑住

％︶
でありながら︑カ

か③どんな府政をつくるの

公 務 員 制 度 に す る の か︑

養手当のうち︑配偶者に

居手当持家分の廃止︑扶

係る手当てを１︑２００
円
︵ １ ５ ︑０ ０ ０ 円 を １

よう勧告しています︒こ

３︑
８００円に︶
減額する

の勧告は全く不当です︒
その理由は給与カットさ
れているにも関わらず︑
手当部分で調整している

10

23

あいさつする
田中委員長
（大教組）
08

05

﹁主役﹂の大阪経済か︑リ

ると発言しました︒

ら︑府民にあたたかい府政

発言する
渡部土建支部長
02

ニアや高速道路︑カジノな

府人勧
21

86

85

10

仕事と雇用を増やし︑くら

会場いっぱいに
集まった参加者 380名

人勧無視「賃下げ法案」優先の
閣議決定に抗議し、
廃案に向け全力をあげよう！
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‼

理﹂と声明を出しているこ
情勢報告をする
「明るい会」
事務局次長の中村さん
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