職場から労働安全衛生活動を進め

ことも要求します︒

この運動

︵３︶
〝職場ワースト５運
動〟 の実践
は︑職場労働安全衛生委員
会を開催し︑職員に職場の

して調査し︑改善を図る活
数月の第２金曜日の

時よ

活動を推進するために︑奇
﹁ワースト５﹂をテーマに

らう取り組みを進め︑その

﹁ワースト５﹂を出しても

動が求められています︒こ

働きやすい職場をつくろう！

働くものの健康を
守る労安活動
〝労働安全衛生活動〟
は︑健康に働き続けること
のできる職場をつくってい
く活動であり︑働くものに
とって︑たいへん重要な活

生法でも義務付けられてい

うした活動は︑労働安全衛
会議﹂を開催しています︒

り﹁労働安全衛生委員交流

させようという運動です︒

を開催し︑職場環境を改善

して︑労働安全衛生委員会

化させ︑いつまでも健康で

そこで出された意見をも

ます︒

働き続けられる職場をつく

労働安全衛生活動を活性

を提案しています︒

︵２︶職員の健康診断が民

︵１︶府職労選出の職場労

とに︑今︑３つの取り組み

毎月１回の
安全衛生委員会を

間に委託されましたが︑健

っていきましょう

では︑労働安全衛生委員会

康診断での意見や不満の声

働安全衛生委員の交流推進

を設置することが労働安全

人以上いる職場

病気や自死︑事故の背景

衛生規則に義務付けられて
も多く出されおり︑健康診

職員が

として︑労働実態や労働環

条には﹁事業者

動です︒

境は︑その基本的な原因と
おり︑第

働と健康状況とは切り離せ

なければならない﹂と定め

１回以上開催するようにし

は︑安全衛生委員会を毎月

た︑ 職 員 診 療 所 を 復 活 さ

し︑ 改 善 を 求 め ま す︒ ま

意見等を職場ごとに集約

断に対する疑問点や不満・

タテのキー♡

⑯ある一つのこととの関連

⑬下働きのおとこ︑しもべ

㉓︱︱を上回る好結果

㉑体操競技の○○運動

⑱身ごもること︒︱︱告知

㉗︱︱の決意で取り組む

㉖色是即○○

㉔︱︱を張らずに柔軟に

⑳亀の○○より年の○○

で思い浮かぶこと

③片目で目配せ

㉒売り手の対

①恋しく懐かしく思うこと

④伊勢○○︑ペルシャ○○

㉔多すぎること︒胃酸○○

②邦画の対

⑤︱︱は成功のもと

㉕背水の○○

ヨコのキー♢

⑥いくらか︒採用︱︱名

⑧驚いて目が○○になる
⑩賛成の気持ち

電の試算︒原発稼働を目

せ︑健康診断を直営に戻す

クリがここにもある︒

企業が一人勝ちするカラ

て人間にたいしては無抵

品は物であり︑したがっ

かを明らかにしていく︒

定の商品が貨幣になるの

から貨幣の魔術が生まれ

等価物に仕上げる︒ここ

⑧一晩中寝ないでいること

⑦︱︱暴食は慎もう

①性質がよくないこと

府職労は︑労働安全衛生

論む信用ならぬ試算だ

⑪︱︱して染め直した

が︑
﹁家庭向け﹂ を引き

抗である︒もし︑商品が

銀である﹂
︒ 交換の不断

幣は生まれながらに金と

らに貨幣ではないが︑貨

﹁金と銀は生まれなが

を物のように扱う資本の

扱われ方もされる︒人間

交換され︑引用のような

労働力商品も物として

⑮仲間︑同伴者

⑭ホタル○○︑スルメ○○

⑫耳が痛いがためになる忠

⑩床屋で︱︱してすっきり

⑲結婚したて︒︱︱夫婦

告︒︱︱を呈する

⑨成功を求めて○○かけ
従順でなければ︑人間は

の繰り返しが︑交換を一

現状は第８章にこれでも

⑰採用の︱︱を受ける

る︒

暴力をもちいることがで

つの規則的な社会的過程

かというぐらい示され

きる︒

にし︑特別な商品︵金と

る︒

⑤○○する政党は特にない

下 げ︑
﹁企業向け﹂ に応

世紀丸﹂
物語

諸商品は︑じぶんたち

資本のカラクリ

神秘性と魔術が隠す

東京電力の驚くべき収

﹁蟹工船︱

にかけての長期的要請

さらに︑７月から９月

益内訳が明らかにされ

％を﹁家

料金を取る時には︑家

誤魔化しとカラクリ

政府節電要請の根拠も

が︑政府はそれに輪をか

電気料金の
庭 な ど ﹂ が 払 わ さ れ︑
﹁企業など﹂は９％しか
払っていないのだ︒販売
電力量は﹁企業など﹂へ

銀︶を貨幣という一般的

大企業が一人勝ちするカラクリ

﹃資本論﹄第２章の冒

小山 国治
で市場にゆくことはでき

頭 で あ る︒
﹁交換過程﹂

大阪府職労執行委員

ないし︑じぶんでじぶん

※表は2012年５月24日付
「東京新聞」

庭などからガッポリ︒節
電する時には︑家庭の節
電が一番重要と強調︒値
上げする時には︑家庭に
有無を言わせない︒こん

だ︒仮に猛暑でも︑電力

たちを交換することもで

100

％︑
﹁家庭など﹂ へ
％の割合なのに︑この大
逆転はなぜだ︒
そ の カ ラ ク リ は︑
﹁企
業向け﹂は︑規制緩和だ

が不足するのは︑数日間

４月号の解答と当選者

クロス
ワード

答】

【解

69
31
38

50
0
100
50
0

なことは許されない︒

の数時間だ︒今からその

縄

62
全国平均

といって自由化して値下

％だと

政府は︑今夏の節電目

という章で︑交換過程の

州

沖

標を関電管内は

きない︒だからわれわれ

なかで使用価値と価値の

国

九

げ︒
﹁家庭向け﹂ は規制

対応を取れば十分対策可

は︑商人の番人たち︑商

統一体としての商品の性

国

四

されているので高料金︒

定めた︒しかし︑昨年並

能なはずだ︒国民の不安

品所持者たちを︑さがさ

西

中

これが﹁規制緩和﹂の本

みの気候なら約７％の余

を煽り︑原発再稼働を目

関

質だ︒

剰電力︑猛暑なら約３％

質を明らかにし︑なぜ特

陸

91

最近︑電気料金の値上

なければならない︒諸商

北

14

府職労本部まで
６月25日（月）

言っても過言ではなく︑労

ない関係にあります︒

られています︒

職員 ・ 組合員の病気休
職︑ 健 康 悪 化 な ど に 対 し

カギを解き、二重ワクに入る文
字をアルファベット順に並べてで
きる言葉は何でしょう。

分の負担をしてもらうこ

７月10日（火）午後２時〜４時

た︒

府職労 定例法律相談 のご案内

けた節電を要請︒

て︑職場の労働環境を徹底

クロスワードクイズ
部

古紙配合率１００％再生紙を使用しています。

‼

2
論む︑誤魔化しと一部大

北海道

21

の電力不足というのが関

答え＝富分かち合えば共栄

50

23

とこそが先だろう︒

38

城塚健之 先生
顧問弁護士

19

労安活動
のススメ
62

げが取りざたされている

電力10社の収益構造

正解者の中から抽選で５人の方に図書カード（1000円分）を
進呈します。①解答②お名前③支部分会職場名④最近のできご
とやメッセージを書いて、府職労本部まで、届けて下さい（は
がき、メールやファックスも可）
。当選者は、次の１日号で発
表します。メッセージは、つぶやきに採用させていただくこと
がありますので、匿名希望の方は、その旨お書き添え下さい。

和田
真（南部流域下水道事務所）
笠井 香織（急性期・総合医療センター）
橋本 信夫（西大阪治水事務所）
奥野 伸一（北河内府税事務所）
岡田 敏男（北部流域下水道事務所）

＊なお当日は、相談時間の10分前には、府職労本部書記局までお越しく
ださい。
京

中

家庭向け
企業向け
家庭向け

91
9
38
東

62
北

事業利益（％）
（2006~10年度平均）
販売電力量（％）

応
募
締め切り

◉相談の申し込みは、７月９日（月）午前中までに
電話
（06−6941−3079）
で府職労本部福祉法制部まで申し込んで下さい。
東

選 者

当

府職労では、毎年６回、顧問弁護士による定例無料法律相談を実施し
ています。毎年１・３・５・７・９・11月の第２火曜日を予定しています。
１回、１人30分、４名をメドとしています。
企業向け

15
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