会会
春春 談談
新新 座座

地域住民に支えられ

病センターをつくるとき︑
﹁地元のみなさんの病院で
はない﹂と言われ︑初めは
反対でした︒しかし︑どこ
にもないがん治療のための
立派な病院と聞いて協力す

なりました︒病院周辺に花

て︑看護師さんとも仲良く

り︑将棋をしに行ったりし

の人が︑花を持っていった

芝山

した︒

て移転が決まってしまいま

選挙で維新の会が多くなっ

れましたが︑４月の府議会

けではなく︑住民にかけら

す︒これは︑職員の問題だ
というのは︑困ったことで

住民説明会では毎回

を植えたり︑掃除とかも町

︵１面よりつづき︶
陸前高田に約２㎞の防潮
堤を作る積算業務です︒国
の事業としてスケジュール
が決まっており︑積算・査
定も終了しましたが︑予算
規模が多きすぎ︑保留にな
っています︒２１２億６千
万円︑それでも５億円査定
でカットされました︒

年︒岩手県は

どれくらいで完成するん

計算上は

ですか

加したとき︑住民のほうが

鈴木
い﹂と思っても﹁おかしい

か り ま せ ん し︒
﹁おかし

本当に渡したかどうかも分

かります﹂と言うだけで︑

陳情書を出しましたが﹁預

けでは困りますね︒何回も

徳井 ﹁お伝えします﹂だ

えですか︒

やって住民本位のものにし

が問題になりますね︒どう

芝山

ね︒

しっかり聞いてほしいです

票ですからね︒住民の声を

ます︒しかも︑４割は批判

票してるのではないと思い

東東
今回の選挙も政策で投

思います︒

間がかかるのではないかと

調整がいるので︑そこに時

す︒地元の都市計画など︑

成人病センター は

まともなことを言っている
ですよ﹂ と言えなくなれ
ていくかが課題ですね︒

５年でやると言っ ていま

芝山 移転の話は事前に説

と思っ て聞いていたんで
ば︑知事のやりたい放題で

になります︒

明がありましたか︒

す︒そしたら﹁成人病セン

で利用しています︒

すが︑徳井さんはどうお考

徳井 新聞を見て初めて知

ターの職員はどう思ってい
ょう︒
いうかもしれませんね︒

きは︑拍手喝采だったと聞

り ま し た︒ 橋 下 前 知 事 は

るのか﹂ という質問があ
徳井 腹が立つというか︑
芝山

﹁西のがんセンター﹂と言

﹁地元も知ってるはず﹂と

り︑発言しようと思ったん
あきれてしまいます︒橋下

きましたが︒

言っ てると書いてました

で す︒
﹁ あ な た た ち︵ 説 明
前知事はたくさんで傍聴に

われるようにもなりまし

が︑何も聞いておらず︑大

に来た府職員︶は︑憲法に
行ったとき︑私たちと目が

府民のいのち ・ 健康守

騒ぎになりました︒

もとづいて︑住民のいのち
あ っ た ら﹁ 迷 惑 か け て い

住民無視の大手前
移転計画

きたい
２回目の説明会に参

着いてきました︒
休日はどうやって過ごし

ランニングが趣味なので

ていますか

やりがいは感じますか

今以上に人がいるようです
し︒
困っていることはありま
すか

大阪のみんなに伝えたい

名が派

分で︑昼休みは１時

はそれを計画に反映させて

確保が中心ですが︑来年度

す︒今年は︑国からの予算

やりがいは多いと思いま

海・東南海・南海地震が起

まり知られていません︒東

事業をしていましたが︑あ

西大阪治水事務所で津波

ことは

遣されています︒通勤は岩

感じます︒来年度の方が

今度は市長だからど

分〜

徳井

みなさんに支えられている

時

すね︒

きる可能性もあり︑みんな

域の取り組みを全て市役所
ためて実感しました︒これ

病院だということを︑あら

大阪での本来の仕事もあ
す︒阪神淡路大震災の時も

も︑静岡県は動きが軽いで

派遣されている他府県で

り︑これ以上離れていいの

いち早く支援に来てくれま

たいですか

期限が決まっ ているの
かと思うと微妙です︒仕事

しまいました︒岩手県の人

たので︑産業医に呼ばれて

り︑土日も勤務していまし
気持ちもあります︒岩手の

としては︑継続してみたい

思 い ま す︒ 他 人 事 で は な

波への認識が高いからだと

した︒日ごろから地震や津

生かして︑岩手でも大阪で

土井豆さん︒今回の経験を

語ってくれた入庁６年目の

爽やかな笑顔でていねいに

仕事に対する熱い思いを

できるようにしたいです︒

をいかして大阪でも仕事が

が︑現場の惨状を見た経験

では︑イメージだけでした

ないと思いました︒これま

り︑事実を知らないといけ

業 し て い ま し た︒ や っ ぱ

ったら︑散髪屋は普通に営

と思って︑丸坊主にして行

るとき︑散髪屋なんてない

笑い話だけど︑派遣され

思っています︒

く︑意識を持ってほしいと

人と話していると来年度は

・ ７ｍ まで到達した津波の跡

も同じです︒今は少し落ち

で︑繁忙期は

時頃まで残

残業は多いですか

間です︒大阪から

鈴木 それは腹が立つでし
いくので︒

の職員がしたらいいと言っ

に知ってもらいたいです︒

手県が車を５台用意してく

させていただきましたが︑
自治体労働者と住民が一緒
に︑地域をどうするか懇談
することが有意義だと思う

ら︑職員基本条例案が出さ
てるんですよ︒どれだけ大

来年度も派遣で岩手に来

れているので︑チームごと

住民と自治体職員
の共同が住民自治

この間︑成人病セン

か︒病院を民間に売るって

芝山 今回の知事・市長の

うすると言うのでしょ う

す︒勤務時間は８時

公舎として使用していま

ありません︒岩手県はい

鈴木 ２００９年６月に橋

や健康を守るために働いて
る﹂ とパッ と変わるけど

少し離れた温泉地の湖畔を

下前知事が視察に来て︑現

いるのではないか︒なぜ住
も︑その後はケロッとして

っ て︑ 誇 り を 持 っ て 働

地建て替えの方向で動いて

民の声を聞かないのか﹂と
いました︒

あります︒

いましたが︑急に﹁大手前

言 い ま し た︒ そ の 答 え は

ろいろ設備もそろえてく

移転﹂となりました︒病院

﹁知事にお伝えする﹂だけ
ターの建て替え問題で︑私

らいい﹂ と言っ たそうで

ランニングすることが多い

当局に︑地元に説明したの

でしたが︒
選挙結果どう思いますか︒

支部でアンケートを取りま
す︒そう言われて職員は聞

一日の生活の流れは

か聞くと﹁出ていくのだか

知事が説明会に来て
たちの組合と︑住民である

した︒回収は約１５００名
くことしかできなかったん

合って︑おかしいことはお

んですが︒

かしいと言わなあかんと思

の基本
すとか言ってますが︒
います︒

徳井 お互いに連絡を取り

徳井 そんなことなら︑い
東東

芝山 地域振興会費もなく

何してるんや﹂とヤジがあ
りません︒その代わり行政

会場では﹁公務員は

りましたが︑私は仕事に誇
と住民をとりつぎません︒
ていただいて︑地域住民の

鈴木

りを持って働いているし︑
回覧板や地域の清掃など地

れ︑新規採用者を減らし︑
変か分かってるのでしょう

いろいろとお話をさせ

議会に維新の会か

職員も同じだと思います︒

準特別職員を採用する︵５
か︒

たいと思います︒

芝山

年任期の知事の意に従う職
芝山 住民自治組織の必要

芝山 お忙しいところ︑あ

・ ５ｍ の防潮堤を作るんです︒鉄筋の入って

に府職労から
・ ８争 議 支 援 総 行

月８日︑大寒波と雨の
中︑
﹁

動﹂が行われました︒民間
企業では︑不当解雇や一方
的な賃金カット・労働条件
の切り下げ︑見せしめ的差
別処遇が公然と行われてい

名が参加

思いが伝わってきました︒

を務めるキヤノンが﹁偽装
請 負 ﹂ で 告 発 さ れ る と︑
﹁法律が悪い︒法律を変え
ろ﹂と迫ったことで有名で
す ︒ 東 京 電 力 は ︑﹁ 安 全
だ︒安全だ﹂と政府とグル

関わらず︑その姿勢を根本

として断罪されているにも

何度も裁判で不当労働行為

当配転を繰り返し︑何度も

るＮＴＴは︑見せしめ的不

過ごせるものではありませ

実 態 は︑
﹁当たり前﹂ で見

す︒しかし︑多くの民間の

たり前﹂ を連発していま

事あるごとに﹁民間では当

橋下・維新の会代表は︑

前﹂などという発言は許さ

罪 し︑
﹁民間では当たり

うな民間の不当な行為を免

逃れをしています︒このよ

と﹁想定外﹂を口実に責任

りまき︑過酷事故が起きる

になって﹁安全神話﹂を振

的に改めようとしていませ

れません︒

が非正規雇用を強いられ︑

くルールの確立めざす運動

現するために︑引き続き働

が﹁当たり前﹂の社会を実

活ができる賃金と労働条件

安定雇用︑人間らしい生

す︒

引き下げるテコにされま

の雇用や賃金・労働条件を

的論理﹂ですべての労働者

り︑橋下氏などの﹁確信犯

労働条件をなくさない限

安定雇用や低賃金︑劣悪な

雇用・労働環境を変え︑不

ん︒日本経団連の御手洗会

・４％

％が年収２００

いま︑労働者の
なる不当解雇も一方的賃金

そのうち

を広げましょう︒

・労働条件の引き下げも許

からも 名が参加し︑いか

を展開しています︒府職労

議をなくそう﹂とこの行動

回︑
﹁大阪からすべての争

会議と大阪労連は毎年２

たない中︑大阪争議団共闘

違法・不法行為が後を絶

無法を行いました︒

用のすえに雇い止めという

性が告発されると︑有期雇

違法派遣を繰り返し︑違法

イキン工業は︑偽装請負や

ん︒空調設備で世界一のダ

ます︒名だたる大企業であ

長︵当時︶は︑自らが社長

大阪争議団﹁ ・８争議支援総行動﹂

波の激しさを語ってくれました︒

いる建物がここまで壊れるのはなかなかない﹂ と津

に︑

からも住民のみなさんの声

員 ︶︑ 職 務 命 令 に ３ 回 反 し
性は震災の経験でも明らか

りがとうございました︒

も︑住民のいのちや暮らし

たらクビ︑５％の最低ラン
です︒安全・安心のまちづ

陸前高田の現場で︑

クの職員を作り︑２回続い
くりには必要と思うのです

を 説 明 し て く れ た 土 井 豆 さ ん︒
﹁ 第 一 堤 と し て５ ・

たらクビというものです︒

の届く病院︑府政を実現し

こんな条例ができれば︑鈴
が︒

を守る仕事がしたいという

木さんのように住民の立場
徳井 とても大切なことで

16

５ｍ の堤防を作り︑ 砂浜なども復興する︒ その後ろ

で発言したら︑職務命令違

す︒そのためのお金がムダ

府政をめざしましょう︒

って働ける仕事のできる

しを守る仕事︑誇りをも

め︑府民のいのちとくら

語る﹂ 運動を大いに進

足 を 踏 み 出 し︑
﹁仕事を

識し︑もっと府民の中に

ち府職員はその役割を認

求められています︒私た

運動があらゆるところで

らしのすみずみに生かす

憲法を守り︑職場やく

でしょう︒

求実現の大きな力になる

こそが︑今後︑府民の要

広がりました︒この共同

中で︑かつてなく共同が

２条例反対の取り組みの

この間のダブル選挙や

み出しています︒

影響し︑多くの困難を生

のことが︑復興に大きく

り崩されてきました︒こ

と健康を守る最前線が切

反でクビになります︒憲法
に 定 め ら れ た︑
﹁全体の奉
仕者﹂としての公務員︑公
平性・中立性︑福祉の向上
に寄与することではなくな
り︑知事の言いなりになら

のちが奪われ︑多くの人
が住む場所を追われまし
た︒復興には︑まだまだ
時間がかかります︒被災
地の自治体職員は自らと
家族が被災しながら︑住
民のいのちと暮らしを支
えるために働き続けてい
ます︒
震災で﹁自治体とは何
か﹂
﹁自治体で働くこと
は何か﹂があらためて問

れ︑仕事しやすいです︒

ら必要ない﹂と言ってまし
徳井
徳井 維新の会の勝ちすぎ
徳井さんと︑いろいろ懇談

・

ず︑労働者全体の賃金底

われています︒市町村合

ですね︒

た︒病院機構と病院で責任
説明するよう求めました
ですね︒ますますやりたい

芝山
で﹁現地建て替え﹂が

い﹂が７％でした︒

スローガンは︑多くの若

上げ運動に︑いっそう力

併や自治体リストラな
ど︑
﹁構造改革路線﹂ の
押しつけによって︑自治
体破壊がすすめられ︑自
治体職員の削減と非正規
化も進み︑住民のいのち

土井豆さんたちが復興を担当し、堤防
を作る陸前高田の海岸

大船渡市内の宿を借りて

のなすりつけあいしている
が︑知事は﹁思いは部下と

りがとうございます︒成人

い︒
芝山 連合振興町会として

者たちの共感を得ていま

をつくすことが求められ

今後︑森ノ宮の開発

様子でした︒

た︒地元からの紹介も多く

鈴木

す︒ますます地域のつなが

司会：府職労副委員長

りが︑なくなっていくこと

ることに︒その頃は︑地元

光代さん
芝山

順子さん

れている攻撃だと思うので

府立成人病センター 看護師

たくさんの住民の方が集ま

府職労成人病センター支部長

り︑鈴木さんが発言したと

東成区北中道連合振興町会長

会でしてきました︒

出席者

る〝成人病センター〟 東東 ２０１０年２月に病院 一緒やから部下が説明した 放題になりますね︒

病センターに対する地元住
６ ％︑
﹁大手前移転﹂ が

徳井 戦後まもなく︑成人
移転反対の署名に取り組ん
でおられますが︑そのきっ
かけは︒
徳井 地元住民に何の説明
もなしに移転が決まるのは
納得いきませんし︑成人病
センター に愛着もありま
す︒ ２ 回 署 名 を 集 め ま し
た︒説明会も何回も開かせ

人ほど

ました︒２月議会の保健福
祉常任委員会にも
で傍聴に行きました︒その
ときは︑知事が﹁地元には
迷惑をかけた︒善処する﹂
と言って頭を下げ︑否決さ

ですね︒

民の思いを聞かせてくださ
・ ９ ％︑
﹁どちらでもい

お忙しいところ︑あ

一郎さん
東

一夫さん
徳井

一郎さん
東
ないとクビになる条例で

格差と貧困なくす賃金底上げ運動に全力

％﹂が今後の社会の

大きな流れとなるのでは
ないでしょうか︒
日本でも非正規労働者
が半数近くを占め︑年収
２００万以下のワーキン
グプアと言われる層も多
くなり貧困と格差が急速
に広がっています︒貧困
と格差をなくすために

す︒この動きは︑資本主

ています︒

も︑正規・非正規を問わ

義の限界を示すもので

本大震災と原発事故で︑

か︒私たちは ％だ﹂の

﹁

憲法を職場とくらしのすみずみに

新年︑あけましておめ

合言葉に︑アメリカの若

す︒あらゆる国で︑資本

でとうございます︒

者たちによるウォール街

主義が行き詰まり︑貧困

％だ﹂を

占拠が始まり︑この動き

被災地は大変な被害を受

日に起きた東日

が世界各国に広がりまし

と格差が広がっているこ

けました︒多くの人のい

﹁私たちは

30

24

万円以下です︒このような

35

３月

た︒
﹁１％の大金持ちが

とを示しています︒この

12 12

府民のいのち・健康・くらしを守る府政へ

支配する社会でいいの

30

13

光代さん
芝山

15

13

33
22

一夫さん
徳井

17
12

さないと声をあげました︒

74

11

「民間では当たり前」
発言は違法・不
法を免罪するも
のだ
働くルールの確立こそ
が「当たり前」の社会を
実現しよう

99

12

12

大阪府関係職員労働組合
執行委員長 橋口 紀塩

鈴木

不当解雇や一方的な賃金カット
労働条件引き下げを許さない社会にしよう！

橋下前知事による府庁のＷＴＣ移転に伴い、突如、大手前への移転が
強行された府立成人病センター。
地元住民の声も聞かずに、独断で決められた移転に地元住民は怒って
います。この間、移転反対を求め、共同の取り組みをすすめてきた連合
振興町会長の徳井さんにお話を聞きました。
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順子さん
鈴木
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住民と府職員が力をあわせて
99
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