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民の理解を得られる﹂と説

決定しました︒その理由に

倍首相は国会での質問に答
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要求実現へ

えて﹁大企業の内部留保を

明しています︒
また︑香川県︑徳島県︑
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活用した賃上げを財界にお
願いする﹂と述べ︑府議会

滋賀県などでも次々と独自
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までの考え方は破たんしつ

2014新春決起集会

テーマは憲法にかかわるものなら何でもオッケー
募集期間 12月25日（水）府職労本部必着
申込方法 メール・郵送・ファックスで府職労まで
（府職労に送っていただいた作品は、府職労が責任をもって大阪
自治労連へ応募します）
必要事項 ①職場名 ②氏名 ③住所 ④作品
※優秀作品に選ばれた場合は、大阪自治労連の機関紙上で氏名・
作品名が紹介されます。
※応募いただいた作品は「府職の友」で紹介します（氏名は掲載
しません）
※応募できるのは１人３本まで

では﹁デフレからの早期脱
却をめざす上で︑賃金の上
昇はきわめて重要だ﹂とい
う考え方も示されました︒
経済界からも﹁公務員の給

料表の改定と地域手当を１

つ あ り ま す︒
﹁賃上げでこ
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与水準は民間企業の賃金設
定に大きなインパクトを与
える﹂
﹁地方公務員の給与
削減はデフレ脱却とは矛盾

％引き上げるよう勧告し︑

そ︑ 景 気 回 復 が で き る ﹂
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道理ある追及で切りひらいた情勢を力に

日の夜８時過ぎから行われた団体交渉で︑総務

する﹂などの声もあちこち
であがっています︒

財政難は
理由にならない
﹁コスト削減のためには
賃金を削減すればいい﹂

賃金カットについても﹁終

﹁そのために公務員も民間

募集要項

2014年１月８日
（水）
18時30分〜20時

≪大阪自治労連≫
最優秀作１本（図書カード１万円）
優秀作 ３本（図書カード５千円）
特別賞 １本（図書カード５千円）
≪府職労賞≫
応募者の中から抽選で10名（図書カード500円）
府職労特別賞１本（図書カード５千円）

すべての労働者の
賃上げで景気回復を！
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大阪自治労連が「憲法を実行せよ！」大運動と大阪自治労連結成 25 周年
事業の一環として、
「憲法川柳」を募集しています。府職労としても大いに
「憲法川柳」を募集します。応募のあった作品は、大阪自治労連へ応募する
とともに、
「府職の友」
へ掲載し、
府職労オリジナルの賞も用意しています。
みなさんのチャレンジお待ちしています。

き

と

優秀作品

府労組連秋季年末闘争がたたかわれています︒
月

部長は﹁引き続く協議をお願いしたい﹂と回答し︑
交渉は継続となりました︒私たちの当然の要求と圧
倒的な職員の声を背景にした道理ある追及と﹁賃上
げで景気回復を﹂という世論の力で︑松井知事と府
当局を圧倒的に包囲しています︒この間の組合員・
職員のみなさんのご協力に心より感謝申し上げると
ともに︑引き続くとりくみへの参加・ご協力をあら
ためてよろしくお願いします︒

了すべき﹂
﹁これ以上の継
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﹁国や自治体の財政難は︑

続は許しがたい﹂と述べま

論が着実に広がっ ていま

運動が反映した
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日︑府人事委員会
は︑大阪の民間企業の賃金

張してきたことが反映され

月

を調査した結果として︑府

「世論」
はあなたの声で
レッツ川柳

憲法川柳 大募集

団体交渉で「すべての労働者の賃上げに
つながる回答を」と迫る府労組連
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職員のほうが３万円も低い

大阪自治労連結成25周年事業
「憲法を実行せよ！」
大運動

15
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募集中！
12／１・15

賃上げ実施・カット中止を勝ちとろう！

圧倒的な
職員の声と
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