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積︑その感覚を得るための
窓口業務の重要性︑それを
学ぶゆとりがなくなってい
ることなど︑熱い議論がさ
れました︒
地域に根付き︑地域の学
びをサポートするという公

わがまちワークショップ

大手前・森ノ宮まちづくり研究会主催

たい﹂という回答が多いことか

成人病センターの跡地は︑
住民の
声が反映できるまちづくりに
ー周囲︶の住民に大阪市が行っ

か﹂
﹁海抜が低いが津波は大丈

夫か﹂
﹁成人病センター の跡地

は避難場所として空間確保すべ

きではないか﹂
﹁猫間川は朝鮮

人を強制労働させて作らせたと

いう歴史もあり︑街をもっと知

り︑みんなで街づくりを考えた

続けることができず︑空き

能でも１人の年金では住み

チングしよう﹂など︑たくさん

くればいい﹂
﹁みんなでウオッ

放し︑必要なものが決まればつ

くても︑貸農園にして市民に開

い﹂
﹁府 ・ 市の土地は住民のた

月５日﹁大手前・森ノ宮ま

家が目立ち︑孤独死が２ヶ

の意見が出されました︒

ちづくり研究会﹂の主催で﹁わ

民館と図書館の共通の役割

はじめに大阪府の﹁成人病セ

月続いていること︑森ノ宮

成人病センターの移転を機に

を発見でき︑厳しい状況で

ンターの移転を前提とした大手

のごみ焼却場は来年１月に

つながりを持った府職労と地域

めに活用するよう要求し︑開発

前・森ノ宮地域の土地利用基本

廃止になるので︑地下鉄操

住民のつながりが︑街づくり運

らコミュニティが違うことが明

計 画︵ 素 案 ︶
﹂ の概要をスライ

車場と合わせどんな街にす

動へと発展しています︒大きな

らかになりました︒

ドで説明し︑２０１２年度６３

るか住民アンケートを行い

視野で見る﹁鳥の目﹂と細部ま

たアンケートによると︑森ノ宮

１万円の調査費がついているこ

月末めどに取りまとめる

で見る
﹁虫の目﹂
をもち︑街づく

団地の住民は﹁死ぬときは施設

とや︑
９月府議会で知事が
﹁成人

予定にしているとの報告も

がまちワークショップ﹂が開催

病センターの跡地は地元の意見

ありました︒

ためて公務の必要性を再確

すが︑専門性を磨き︑住民

を十分に聞く﹂と答弁している

また﹁古い住宅が多く防

認しました︒さらには東京

業者に売却するなと要求する﹂

国の出先機関の地方への

ことなどの報告がありました︒

災時の避難場所をどうする

都や所沢市から︑すでに外

ま た︑ 森 ノ 宮 団 地 は 高 齢 化

委譲の問題で﹁ハローワー

話し合いの中では︑森ノ宮団

治家︵知事︶のために働か

部委託等となった職場での

で死にたい﹂ と答える人が多

クの地方移管で雇用はどう

地と北中道地域︵成人病センタ

める取り組み︑
政府・財界が

なあかんのかと憂鬱な気持

諸問題の発生事例などが報

されました︒地域住民が７名︑

なるのか﹂について全労働

きていく姿︑風評被害に苦

進めるＴＰＰの狙いとその

ちになっていたので︑その

告され︑公務の民営化を阻

と共に生きる地域づくりの

省 労 組 か ら 報 告 が あ り︑

しみながらも大好きな農業

りました︒
厳しい状況の中︑ あたりを勉強させていただ

影響などについて報告があ

２日目は﹁住民のために

くいい機会となりました︒

﹁今すぐに活用法が見つからな

﹁地域主権改革で道路の安

た︒
﹁地域主権改革﹂ の問

を続けていく強い覚悟が心

懸命に農業に取り組む農家

し︑夫婦２人の年金では入居可

や名古屋市の指定管理者問

全は守られるのか﹂につい

題点が浮き彫りになった分

に強く響きました︒関西で

の思いに応えるためには私

く︑北中道の住民は﹁家で死に

題︑ふじみ野市における公

て国土交通労組から報告が

科会でした︒

は風化しつつある原発事故

府職労から３名が参加しまし

営形態の変更などの問題が
開事業評価と首長部局への

ありました︒

私も﹁大阪都構想と維新

の影響について︑あらため

必要性をあらためて感じる

出てくる︒なぜ自治体病院

移管を示唆する動きが報告

特に東日本大震災を期に

の会﹂をテーマに︑橋下府

た︒

が必要か︑よく議論するこ
されました︒

全国市長会でつくる﹁地方

政の３年９か月の府民いじ

ことができました︒

とが必要︒行政を含む関係

公民館については︑補助

を守る会﹂が発足し︑出先

住民のいのちと健康を
守る地域医療の確立を
急性期・総合医療センター支部

牧野先生は﹁自治体病院の

地域主権改革で都道府
県・市町村はどうなる
府職労執行委員長

て厳しく重いものだと実感

活躍することが求められて

たち普及指導員が最前線で

を考える﹂という分科会に

働く公務員のあり方︑仕事

重要となっていると痛感し

止する取り組みがますます

橋口 紀塩

めの実態や橋下市長の行っ

しました︒総務農林支部と

多くが建て替えの時期で経

が展開されており︑国の出

ている市民サービスの切り

ました︒この現実を国民・

芝山光代︶

教育行政化﹂が話題となり

先機関の重要性をあらため

参加しました︒この分科会

︵府職労副委員長

私は︑住吉市民病院廃止

ま し た︒
﹁官から民へ﹂ だ

いるとひしひしと感じ︑大

康秀

言葉が使われることが多い

問題に関する報告を行いま

しても支部結成記念品に福

田岡

が︑医療・保健・介護・社

捨ての実態などについてレ

府民に広げ︑世論を変えて

て実感しました︒また︑社

いく取り組みが︑自治体職

けでなく︑教育委員会の学
校教育支援特化による生涯

では小松書記長が﹁職場か

員としての誇りを守るため

ら仕事を見直すアンケー

ト﹂にもとづいた大阪での

変有意義な２日間でした︒
力ながら応援しています

分科会

島の桃を購入するなど︑微

が︑少しずつ復興支援に協

にも必要なんだと再認識す

ポート報告を行いました︒

分科会

取り組みについて報告しま

会資本整備の財源が建設国

５２兆もある建設国債も委

住民のために働く公務員

特定の企業のためでなく

っていた現実が浮き彫りに

体職員魂〟を発揮して頑張

て︑職員が非常時に〝自治

震災後の被災地周辺自治体

ることができました︒

債で賄われているため︑２
の傾向がみられました︒

力できればと思います︒

のあり方︑仕事を考える
土木現場支部

住民のために仕事ができる

なったと報告があり︑あら

譲されると地方は大変にな

２日目の分科会では﹁農

で︑中山間地の限界集落に

公務員という職業を選んだ

林水産業を守り︑食の安全

おける今後の農業のあり

はずだったのに︑特定の政

その一方で︑岡山市では
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総務農林支部
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た︒初日は福島農民連の亀

交流を通じた農業理解を進
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同で実現しています︒必要

奈川・千葉からその実態が
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報告され︑市町村では事務

き︑つらい中でも必死に生

正規職員配置を住民との共
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学習の再編︑首長部局移管

した︒
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職員へのアンケートによっ
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藤原 亮介
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安達 明子
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話を通じて︑どのような地
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助言者の牧野忠康さん
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