周知もされず
職場は混乱
節電は大事なことで
す︒今までも昼休みは︑
電気を半分は消していた
し︑長く離席する時はＰ
Ｃの電源を落としていま
した︒でも︑今回の昼休
み時間の変更は︑大した

時半に

周知もされておらず︑あ
たり前のように
なっても問合せの電話が

マンスだけなのであれ

せんが︑もし︑パフォー

有益な努力なら惜しみま

等の話も聞いています︒

法もはっきりしていない

い ま す︒ま た︑﹁ 来 庁 す る

どの意見も多く出されて

やり方を考えるべき﹂な

ぽど効果がある﹂﹁ほかの

部勤をやめるほうがよっ

のか﹂﹁節電と言うなら２

ービスの低下を招く今回

態を考えず︑また府民サ

らない状態です︒職場実

節電できているのか分か

になっており︑以前より

普段より電気を使うよう

長するなど︑ピーク時に

広報やホームページに掲

ています︒あの短期間で

今までどおりの対応をし

ス低下をさせないために

とはいうものの︑サービ

て き て い て︑
﹁昼休み﹂

ない件数の電話がかかっ

時半頃に長い

しています︒
また︑

電話︵１時間を超えるも
のも頻繁にある！︶を受

今までより電気を使う時

︵都市整備部︶ 代男性︼

や め る べ き で す︒︻ 出 先

ると︑夕食までの時間が

も︒ようやく昼食を食べ

ラフラになるし︑生活リ

間を変更していないも

先機関の多くが昼休み時

め︑何度もチャイムが鳴

の時間帯がバラバラなた

は︑職場によって昼休み

る部署では︑変更後の昼

府民対応を直接してい

洲︶

立ってくる！︻本庁︵咲

用対効果を考えると腹が

ズムがおかしくなる︒費

と︑
強行しましたが︑
職場

休み中にも以前と変わら

代男性︼
り︑食堂は営業時間を延

58

視した咲洲庁舎の問題﹂な

庁職場からは﹁安全性を無

活動や職場要求実現など目

取り組んでいる﹂
﹁女性部

活動やセクハラ・パワハラ

来年退職を迎える組合員

に見える活動を通して︑組

きない﹂
﹁２交代制勤務に

を許さない運動の重要性に

の﹁力を合わせて要求を前

どの実態も示されました︒

より︑夜勤明けのストレス

ついての積極的な発言もあ

進させてきた︒府民のため

合加入者を迎えた﹂などの

の増大﹂
﹁夜勤回数が月９

りました︒視覚障がいのあ

により良い仕事をと取り組

ど︑国民の願いに逆行す

強行採決︑原発再稼動な

導入により府民サービス低

ど公務職場への市場原理の

ま た︑
﹁市場化テストな

者雇用に責任を持ってほし

保し︑大阪府として障がい

続けられる職場・職種を確

﹁障がい者が安心して働き

た︒

は代議員の心に響きまし

ンをつなげたい﹂との発言

が自慢︒若い人たちにバト

催されました︒

る悪政の数々に大きな怒

下が起こっている﹂﹁公衆衛

発言がありました︒

ターにおいて︑府職労女

〜 回にのぼる状態﹂など

る組合員からは︑異動も考

んできたこと︑働く仲間と

また︑職場労働安全衛生

回定期大会が開

疲労困ぱいしながら︑命を

慮した電話交換機の機種の

日︑ドーンセン

今回の大会は︑民・自

守るために奮闘している姿

組合活動を続けてきたこと

りが渦巻く中での開催と

い﹂との要望も出されまし

発言も多数ありました︒本

い〟という思いのあふれる

〝府民に役立つ仕事がした

議やニュースの発行などに

職場カンパの取り組み︑会

﹁母親大会参加のために︑

女性部活動の点からは︑

立されました︒

決され︑一年間の方針が確

いて︑満場一致で承認・可

案︑当面の闘争方針案につ

受け︑経過報告︑運動方針

代議員の積極的な発言を

生の向上︑住民の安心・安全

なりました︒大会では

た︒

人の代議員が発言しまし
た︒
病院職場からの発言で
は﹁ 欠 員 状 態 が 続 く 中
で︑夜勤職員の確保もで

所の独法化は反対﹂など︑

を守るために公衆衛生研究

10

性部第

・公三党の密室談合政治

統一などの要求が出され︑

12

が明らかになりました︒

28

による消費税増税法案の

６月

女性部第 回定期大会開く

ば︑無駄な押しつけはや

府民が混乱する﹂
﹁知ら

代女性︼

め て ほ し い で す︒︻ 本 庁
︵大手前︶

職場は混乱︑
効果に疑問

パフォーマンスの昼休み変更やめて

時をまわること

けたりすると︑昼食を摂

間が長くなっている﹂と

るのは

また︑府民センターで

の事態も起きています︒

縮まるし︑食べないとフ
土木の職場は︑他の出

昼休みが
取れない状況も

節電に
逆効果では

く周知されてないと実感

載するだけでは︑まった

田中 祐介さん（急性期医療Ｃ支部）
広島には行ったことがあるが、組合が関わっ
ていることがわかり、どんな関わり方をしてい
るか知りたくて参加することにしました。華々
しい式典だけでなく地道な活動を見てきます。
もちろん、夜の広島も見てきます（笑）
の時間変更は︑ただちに

私も参加します
ずに来た来庁者の接客で

被爆から 67 年目の８月、広島と長崎で原水爆禁止 2012 世
界大会が開かれます。今年も、日本中の草の根の運動と、世
界の反核平和運動が連帯して、 核兵器全面禁止を目指しま
す。また、放射能被害の根絶と原発依存からの脱却、自然エ
ネルギーへの転換を求める運動とも連帯する今年の大会とな
ります。 今年の世界大会に、 府職労からも代表を派遣しま
す。代表派遣へのカンパにぜひご協力をお願いします。

では
﹁本当に効果がでる

古紙配合率１００％再生紙を使用しています。

13

15

鳴り︑対応で内容確認を
しながらメモを取ってい

時 分と

ても全ての電気が消され
ます︒また︑
時にもチャイムが鳴る
ので︑みんなでイライラ
し て し ま い ま す︒ し か
も︑大手前庁舎の電気供
給は関電ではなく他社か
らで︑節電分の有効活用

６月30日、和歌山加太で第20回目の海釣り大会を開催しました。
若手からベテランまで、14名が参加しました。
あいにくの雨の中での開催となりましたが、今回もベテラン勢を
抑え、アジの部では、若手の宝来さん（保健所）が37.5㎝で１位と
なりました。ベテラン勢からのやさしい指導もあり、それぞれに釣
果をあげ、和気あいあいと楽しむことができた釣り大会となりまし
た。
大会後は、冷えた体を温泉で温め、バーベキューメンバーと合流
し、自ら釣った魚をおいしくいただきました。
釣り大会の入賞者は、アジの部：宝来さん（保健所）37.5㎝、ガ
シラの部：真庭さん（退職者会）20㎝、他魚の部：阪本さん（保健
所）イシモチ28㎝でした。

村下 正人さん（精神医療Ｃ支部）
日本は第二次大戦末期、広島、長崎と二度に
渡り核の脅威にさらされた。昨年、３月の東日
本大震災の津波により、福島原発爆発という脅
威に、またもやさらされてしまった。今もなお
被害に苦しむ人々が大勢いる。核に安全なもの
はないとはっきり証明している。世界で唯一の被爆国の国民
として、この世界からの核廃絶をこころより願う。
40
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府職労海釣り大会
楽しく開催 in和歌山加太
第20回

国際会議：８／２・３・４ 広島大会：８／４・５・６ 長崎大会：８／８・９
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40

核兵器のない平和な世界と
原発依存からの脱却を実現しよう
13

12

職場の声

原水爆禁止世界大会の代表派遣カンパにご協力を
13
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