う状況です︒
橋下知事︵当時︶の言っ
ていた﹁財政非常事態﹂と
は言いがたい状況であり︑

ることは大きな矛盾です︒

職員みんなで
力を合わせよう

撃の一部をはね返してきま

提案を撤回させるなど︑攻

ない︑夏季休暇の日数減の

ためには︑さらに大きな力

ね返し︑要求を前進させる

ています︒攻撃を大きくは

由や権利を奪う攻撃も続い

みなさんの府職労への加入

守るため︑すべての職員の

自由に意見の言える職場を

賃金カットを中止させ︑

何と言っても数の力です︒

て大きな力を示せるのは︑

す︒労働組合が当局に対し

ることが何よりも大切で

すべての職員の力を集め

ら

っている︒今春︑民間か

スで話題とな

問題がニュー

相次いでいる

長の不祥事が

民間出身の校

募で就任した

大阪市の公

人が採用されたが︑
が必要です︒
え︑
﹁政治活動制限 ・ 労使

職員基本条例の制定に加

るためのさまざまな制度

関係条例﹂の制定が狙われ

今こそ︑
府職労に加入しよう

した︒

置﹂ ではなくなっ ていま

は︑私たちの先輩が力を合

るなど︑いっそう職員の自

私たちが健康で働き続け

す︒府当局は︑直ちに賃金

わせ︑長い年月をかけて築

賃金カットが﹁緊急的な措

カットを中止し︑まずは職

き上げてきた大切な﹁働く

全国青年大集会in東京に行こう！

ひ府職労に加入してくださ

を心より呼びかけます︒ぜ

返したとして減給処分さ

者︑セクハラ行為を繰り

３ヶ月足らずで退職した

園にて﹁全国青年大集会﹂が開催

もあるので︑ぜひ︑みんなで参加

いろな人と友達になるチャンスで

て厳重注意を受けた者︑

トを保護者に配ったとし

私は︑景気をよくする方法や若

出身だからすべてが悪い

題を起こしている▼民間

間出身校長が何らかの問

場離脱と半数の６名の民

ハラ︑手続きをせずに職

ほかにもセクハラやパワ
青年が要求を持ち寄って大集合し

者の生活をいい方向に変えていく

というつもりはないが︑

万紀子︵保健所支部︶

方法については︑詳しく分かって

もっと慎重に議論して制

ます︒府職労青年部も代表を送り

いませんが︑今の若者の生活実態

ます︒あなたも参加しませんか？

私たちも参加します！

が悪いということだけはわかりま

度設計すべきではないだ

困﹂
﹁過労死﹂ などニュ ースで報

ここまでこだわっている

るとしているが︑人数に

度︑採用を

ろうか▼市教委は来年

道されており︑少しでもいい方向

名に拡大す

に変えたいと思います︒

﹁ブラック企業﹂
﹁若者の貧

す︒

いっしょに行きませんか？

中曽根

して一緒に盛り上がりましょう︒

れた者︑虚偽のアンケー

い︒

11
されます︒この集会には全国から

日︵日︶︑ 東京 ・ 明治公

ものの権利﹂です︒

るかのように︑賃金カット

月

員に対し︑あたりまえの賃

しかし︑ここ数年︑無権
利な状態に置かれている民
間労働者や非正規労働者の

ットは︑大阪の民間労働者

・ 抑 制 を は じ め︑
﹁働くも

状態が﹁あたりまえ﹂であ

の賃金にも影響し︑大阪の

のの権利﹂を奪う攻撃が続

勤労者所得は

以上も減っています︒その
ことが︑深刻化する大阪経
済の低迷の原因にもなって

府職労の奮闘で
攻撃をはね返す

けられています︒

年間で１割

この間の府職員の賃金カ

賃金カットが
大阪経済にも悪影響

金を支払うべきです︒

※カット額は45歳主事級職員の試算

みんなで府職労に加入し︑
当局に中止の決断を迫ろう

﹁非常事態﹂
と言いな
がら︑
５年連続黒字
ここ数年の大阪府の財政

います︒

貴大︵土木現場支部︶

用は自画自賛し︑問題点

と︑民間出身者の校長登

のはどうしてなのだろう

私は﹁原発なくせ﹂の集会には

は市教委の責任である

たくさんの仲間の考え方や意見

参加したことはありますが︑青年

と︑まるで成功すれば自

かと勘ぐってしまう▼市

が中心となって行う集会は初めて

分の手柄︑失敗すれば他

を聞き︑勉強できればと思い︑参

参加します︒たくさんの青年に参

人の責任と言っているよ

長のコメントを見ている

加してほしいです︒一緒に参加し

月から新年度が

︵Ｍ︶

てがんばっていこう︒

ざし︑気持ちを新たにし

いの届く府政の実現をめ

きやすい職場︑住民の願

スタートする︒職員が働

職労は

大してしまう▼さて︑府

うで︑嫌悪感がさらに増

ましょう︒

加しようと思いました︒

35

状況は︑全体として厳しい

そうした中であっても︑

中森

現在︑若者の生活実態が非常に
悪く︑給料もカットばかりで︑生
活が苦しい状況が続いています︒
さらに追い討ちをかけるように︑
消費税の増税も迫っています︒ま
た︑ブラック企業の増加により︑
あり得ない労働条件やいきなりの
切り捨てなど︑多くの許せない実
態があります︒若者の声で変えて

10
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(H21)
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(H20)
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全国の青年が参加します︒いろ

11：00 分科会
13：00 メイン集会
15：00 アピールウォーク

府職労と多くの職員のみな

40

10

いきたいと思い参加します︒

とき 10月20日（日）
場所 東京・明治公園

いまや政府も﹁景気回復

60

2013
(H25)

には賃上げが必要﹂と認め

207,564円

状況にありますが︑決算は

212,916円

さんの力で︑賃金カット額

80
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13:00〜16:30

エルおおさか 大会議室

10／１

10

197,280円

ていますし︑松井知事も関

賃金カットによる年間の削減額

５年連続で黒字となり︑財

120

政調整基金に１千億円もの

199,080円

100

350

を圧縮させ︑一時金︵期末

（単位：億円）

西財界に対し︑賃上げを要

123億円

積み立てをしています︒さ

2012
(H24)

・勤勉手当︶のカットを中

105億円

請しています︒民間企業に

2011
(H23)

らに︑今年度については地

257億円

止させる︑国家公務員に準

2010
(H22)

じた賃金カットを導入させ

310億円

賃上げを要請しながら︑府

2009
(H21)

職員の賃金カットを継続す

103億円

方交付税も当初予算額より

2008
(H20)

も２６３億円も上回るとい

81,900円

0

201,888円

20

︵単位 万円︶

全国青年大集会
2013

賃金カット
今すぐ中止を！
大阪府一般会計決算の黒字額
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６年前、橋下知事（当時）は、就任直後に
「財政非常事態」を宣言し、賃金カットを強
行しました。この賃金カットが、６年経った
今でも当たり前のように継続され、府職員の
賃金カット ・ 抑制は、13 年間も続いていま
す。府職労は賃金カットを直ちに中止させる
ため全力をあげます。
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