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最賃アップで︑労働者
みんなの賃上げを
日に

は︑最低賃金の大幅引上げ

め ら れ ま す︒ ７ 月

も あ り ま す︒ 自 治 体 非 正 規 労 働 者 は︑ 職 員 の 半 分︑ ３ 分 の １ の 賃 金︑ 最 低 賃 金
をめざして︑大阪労働局前

低クラス ②アジア諸国は

本の最低賃金は先進国で最

た﹁ミニ講座﹂では︑①日

午前中︑厚労省で行われ

の引き上げに努める﹂こと

実現できるよう︑最低賃金

上昇と企業収益の好循環を

は﹁すべての所得層で賃金

審議会で田村厚生労働大臣

に開催された中央最低賃金

の運
低賃金制度は世界の主流 ﹁最賃アップ﹂
⑤最低賃金を引き上げたイ 動をさらに大きく

し︑最賃の大幅引き上げを
実現させましょう︒

務のノウハウは府職員から

況です︒同時に委託した業

して進めているに等しい状

ングプア拡大を行政が率先

のみ押し付けられ︑ワーキ

化﹂はそこで働く労働者に

と は 明 ら か で す︒
﹁効率

撤回︑謝罪と

題での発言の

軍慰安婦﹂問

らによる﹁従

の会共同代表

は︑日本維新

堺市議会

経験やスキルは次々に失わ

うちに︑府政に求められる

共サービスを民間開放する

ればいい﹂方式で公務・公

大阪府が効率化＝﹁安け

厳を深く傷つけるもので

人格︑また人としての尊

﹁すべての国民の人権や

性 の 人 権 を 侵 害 ﹂ し︑

・石原両氏の発言は﹁女

可決した︒決議は︑橋下

公職辞任を求める決議を

れ︑人員は削減され︑最終

あり︑断じて容認できな

失われます︒

的に府民と現場職員に矛盾

る▼これに対し︑維新の

い﹂と厳しく批判し︑両

これらの問題の大もとに

会市議は﹁可決されたら

が押しつけられることにな

は︑労働者の使い捨てを法

﹃左翼の巣窟﹄ だと誹

氏の公職辞職を求めてい

律上可能にした労働者派遣

ります︒

これ以上引き下げれば違法

の申告受付等業務の委託会
社 が︑ 一 般 競 争 入 札 の 結

︵そし︶りを受ける﹂と
果︑予定価格の

どにより︑ある分室ではこ

働条件の大幅な切り下げな

ります︒しかし︑賃金・労

く︑これまでの委託先職員

確保 ・ 育成するのではな

らノウハウを有する職員を

ていますが︑派遣会社は自

くを大手派遣会社が独占し

現在︑府の委託業務の多

循環が続いています︒

と所得が悪化するという悪

れ︑結果︑全労働者の雇用

げ︑サービス残業が強要さ

正社員の賃金水準を引き下

安定雇用が広がり︑それが

る﹂との決議を可決して

会一致で﹁橋下市長の姿

ランシスコ市議会は︑全

だけではない︒米サンフ

をあげているのは︑堺市

言に対し︑批判する決議

反論した︒橋下氏らの暴
いう低価格で落札した

れまで業務を行ってきた委

労働者の使い捨てやめ

い る︒ 彼 ら の 言 い 分 で

︵株︶アイビジットに変わ

託先職員のほとんどが継続

に時給引き下げを前提に移

公契約条例制定せよ

下げとなるしくみになって

託先職員は入札のたびに賃

とが常です︒その結果︑委

ではなく︑少なくとも公契

た委託業務の拡大を行うの

金化・使い捨てを前提にし

大阪府は︑労働者の低賃

国家権力によって国民が

カ﹂
﹁ 非 国 民 ﹂ と さ れ︑

対﹂を唱えただけで﹁ア

帝国憲法下では﹁戦争反

なるのか▼戦前の大日本

議会も﹁左翼の巣窟﹂と

が利益を確保するために

て︑庁内では窓口業務の民

する﹂
﹁効率化﹂ などとし

﹁民間のノウハウを活用

から︑民間委託の根本的な

職員の専門性の向上の立場

務・公共サービスの充実︑

ことを求めるとともに︑公

滑な業務遂行に責任を持つ

府職労は︑引き続き︑円

ろうか

るのは︑私の考えすぎだ

いて戦争への足音を感じ

らかだ︒彼らの反論を聞

んだことは歴史的にも明

由を縛り︑戦争へ突き進

▼戦前の日本が国民の自

職員の専門性低下

は︑委託職員の時給を下げ

間委託などが広がっていま

見直しを求め︑とりくみを

背景には︑一般競争入札に

います︒

約条例を制定し︑委託先職

は︑サンフランシスコ市

勢と発言を強く非難す
拒否を表明するなど︑業務

籍を要請し︑時には責任者
います︒

低価格競争で
時給ダウン

員の賃金水準の底上げを図

逮捕︑拷問︑虐殺された

ることが前提であり︑ハロ

すが︑ノウハウは派遣会社

すすめます︒

よる低価格競争がありま

ーワークのホームページに

にあるのではなく︑そこで

す︒契約金額を下げて会社

掲載されている求人内容は

働く労働者に蓄積されるこ

︵コ︶
給なし︑６か月契約﹂と︑

﹁時給８００円︑交通費支

ワーキングプア拡大

このような事態となった

るべきです︒

にして業務を継続させるこ

運営に大きな不安を抱えて

なっています︒

法があります︒低賃金・不

大阪自動車税事務所分室

落札企業
比率

となる最低賃金での募集と

落札金額の推移
・２％と

2013 年 423,631,289 229,770,000

財団法人
大阪陸運協会
㈱フジスタッフ
68.4% （現・ランスタッド
㈱）
54.2% ㈱アイヴィジット

2010 年 373,238,266 255,435,609

いま︑自治体職場では非正規労働者が急速に増え︑職員の５割をこえる自治体

︵大阪は８００円︶ぎりぎりで働かされている人も少なくありません︒誰でも働

での座り込み行動も展開し

最低賃金を大幅に引き上げ

今後︑７月末をめどに中

見書︑署名をたくさん集中

けば自分と家族が生活できる賃金保障が必要です︒同じ公務の仕事で低賃金労働

全労連は︑最低賃金闘争

ている ③国連社会権規約

ギリスやアメリカなどでは

央最低賃金審議会の答申が

官製ワーキングプア拡大する民間委託の実態 大阪自動車税事務所分室

97.0%

2007 年 396,000,000 384,120,000

30

ます︒一言メッセージや意

を重視し︑今年も早い段階

を求めました︒

まれ︑全国から約３００人

所得も雇用も税収も増えて

出され︑そのあと各地方最

「安上がりの府政」で本当にいいのか？
これで府民サービスは守れるのか？

落札金額
入札書比較
予定価格
契約年

運動の成果で
７月２日︑厚生労働大臣
も引き上げを諮問

春闘では﹁内

から署名や宣伝︑国会議員

委員会が日本の最低賃金の

が参加し︑厚生労働省前で

いる ⑥最低賃金引上げは

低賃金審議会でも審議が進

大阪自動車税事務所分室は、府内３ヶ所（寝屋
川市・和泉市・住之江区）
の陸運支局にあり、
自動
車を取得したときに課税される自動車取得税や自
動車税の賦課・徴収に関する業務を行っています。
同分室の窓口業務が民間委託されて以降、一般
競争入札によって落札金額は減り続け、委託先の
労働者の賃金も下がり続けています。
54

私たちの運動の積み上げ
によって︑

要請などにとりくんできま

の座り込み︑厚生労働省交

日本経済再生の第一歩など
した︒

最賃デー中央行動がとりく

渉︑日本商工会議所など使

が報告されました︒

した︒６月

改善を勧告 ④全国一律最

これを受けて︑７月２日

方針が盛り込まれました︒

に最低賃金アップに努める

要 請 し︑
﹁成長戦略﹂ の中

安倍政権も財界に賃上げを

の国会での追及によって︑

ました︒また︑日本共産党

マスコミでも取り上げられ

いう私たちの主張が多くの

部留保を賃上げに回せ﹂と

13

日には第２次

最低賃金を
1000円以上に！

用者団体との懇談を行いま

28

７月21日
（日）
参議院議員選挙
７／15

者が増えれば︑職員全体の賃金は下がるばかりです︒

28

６・ 最賃デー

６・28厚労省前要請行動に参加する自治労連の仲間

必ず投票に行こう！
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