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ています︒これまでも府

生して６年になろうとし

橋下﹁維新﹂府政が誕

間の皆さんの職場からの

たかってきました︒この

ず︑むしろ真っ向からた

審議を求める﹂との意見

定すべきでない﹂
﹁慎重

任委員会では﹁条例は制

悪政を私たちの運動が追

た︒橋下﹁維新の会﹂の

の方針が決定されまし

げ実施・カット中止すべ

は︑小西副知事が︑賃上

昨日の府議会本会議で

継続交渉となりました︒

きとの思いを答弁しまし

い込んでいる証です︒引
き続き︑彼らが狙う﹁大

も多数出されています︒
月 日の閉会まで制定

いに盛り上げ︑何として

す︒職場からの運動を大

継続を求めている状況で

に賃上げ見送り・カット

た︒松井知事だけが頑な

を許さない運動をすすめ
ましょう︒
阻止するとりくみをより

阪都構想﹂を何としても

奮闘にあらためてお礼を

今府議会は︑公衛研の

職労は﹁住民のためにい

廃止法案をはじめ︑権利

申し上げます︒

立場で運動をすすめてき

い仕事がしたい﹂という

ました︒しかし︑橋下知

府職労の運動に確信を持ち︑組合員の拡大で

も要求を実現させようで
はありませんか︒
要求実現のためには︑

の廃止をめぐっては﹁明

この間の中之島図書館

は︑私たちの運動によっ

賃金確定闘争の問題で

すすめ︑要求を大きく前

す︒いっそう組織拡大を

て い ま す︒
﹁数は力﹂ で

しい仲間を府職労に迎え

﹁大阪都構想﹂ストップ︑諸要求実現に奮闘しよう
侵害の﹁政治活動制限条

日の中之島図書館を考え

て︑私たちの要求が﹁あ

職場から仲間を増やすこ
事誕生以降︑財政危機を
例﹂や﹁労使関係条例﹂

る会﹂のみなさんが先頭

たりまえの要求﹂である

とが何よりも大切です︒

理由に賃金削減が強行さ
などの議案についても︑

に立って全国的なたたか

一層強めていく必要があ

れ︑トップダウンによる
知事提案のもとで審議が

いを展開した結果︑一転

私たちの府民と共同し

この間も多くの職場で新

職場運営が押しすすめら
始まります︒

悪は職員の働く意欲を奪う

も多く︑調整にも時間がか

を切り捨てる公衛

創意工夫ある運動を展開し

に広くアピールするなど︑

﹁中之島まつり﹂では府民

書館のお誕生会﹂の開催︑

部局との交渉や﹁中之島図

の声を大切にした取り組み

規制緩和に反対し︑生産者

参入が進んでいる︒安易な

め︑担い手不足から企業の

阪でも耕作放棄地解消のた

業にも押し寄せている︒大

められ︑規制緩和の波が農

ら奮闘する︒

引き続き仲間を増やしなが

現・カット中止をめざし︑

間を迎えている︒賃上げ実

責任を果たせ

職業訓練行政に
た︒こうした運動の結果︑

が必要だ︒

の安全を考える

川から見て府民

中之島図書館の存続が決定

自治研分科会で

迎え入れることもできた︒

みの中で︑新たな組合員を

携した支部・分会の取り組

さ れ た︒
﹁考える会﹂ と連

考える会﹂が発足し︑担当

は﹁明日の中之島図書館を

みが始まった︒ 月５日に

存続と充実を求める取り組

進させましょう︒

ばかりか︑府民の安全をも

かるため︑現状の人数では

研の独法化反対
はなく︑これまでの委託先

ことを当局に認めさせ︑

市町村に移譲され︑人員算

軽視した誤った経費削減施

昨年の夏︑節電を理由と

不十分な状態であり︑経験

る︒独法化を許さない立場

してリニューアル・存続

定では１名に満たないにも

策である︒今後も職場実態

した昼休み時間の消灯に対

の少ない保健師も多く︑不

職員に賃下げを前提に移籍
を要請し︑委託先職員は賃

で引き続き奮闘する︒

た運動が反映し︑総務常

かかわらず人員が削減され

し︑職員の声を聞くために

ります︒

れてきました︒府職労は
橋下・松井府政の攻撃に
対して一切の妥協を許さ

時とすると説明し︑圧倒的
な職員の声や職場実態を無

た︒地域での高度医療児等

と府民のいのち・安全を守

視して強行した︒今回の改

の支援体制は整っ ておら

る業務にふさわしい手当支

代議員の発言
目に見える身近な
分会活動を大切に

ず︑保護者の負担が大きく

給を強く要求していく︒

分会でアンケートを実施

安を抱えながら業務を進め

府民の安全・安心

なっている︒支援には市町
村や関係機関との連携も不

し︑職員の声をまとめて所

ている︒地域の中で必要と

生産者と意見交換

資格審査委員長
藤江さん
（府税）

る職場の実現に奮闘する︒

組合員拡大で働

きやすい病院職

場をつくろう

）

大会役員のみなさんご苦労さまでした

業務量や職場実態を無視し

技術専門校の職場では︑

の入替が激しく︑空床があ

げるため︑短期入院で患者

の視点から病床稼働率を上

府立５病院は︑採算重視

た人員削減や指定管理者制

時間体制で緊急入院

れば

（商工労働支部）

議事運営委員長
吉村さん
（健福）

（

前田 博史

ん

笹江 昭雄

ん

清水ただし

全大阪生活と健康を守る会連合会会長

大阪自治労連副執行委員長

大口耕吉郎さん

ん

さ

さ

さ

度が強行された︒指導員職

井上代議員

有田さん
（教委）
〈右〉
徳利さん
（呼吸器Ｃ）
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急性期総合医療
センター支部
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府職労退職者会会長

日本共産党

16

働 く ル ー ル の 確 立︑

下げになる仕組みだ︒問題
の根底には労働者派遣法が

（土木現場支部）

て学ぶ川から見た〝おおさ

研・分野別集会として﹁見

阪市労組と共同して︑自治

丘技専校が民間事業者の運

理者制度も導入され︑夕陽

導員が削減された︒指定管

員の配置基準も見直され指

レスのかかる勤務が続き職

ながら対応している︒スト

れない疾患・治療に戸惑い

も受け入れ︑スタッフは慣

月９日︑土建支部や大

不死原代議員

議長

遠山代議員

来 賓
11

可欠で︑目に見えない業務

属長に申し入れを行い︑一

される母子保健活動を行っ

ある︒支部は働くルールの

藤原代議員

月７日︑府職労・市労

（総務農林支部）
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公契約条例の制定を

確立と公契約条例の制定︑
全労働者の賃金底上げに全
力をあげる︒
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ていくためにも︑人員確保

府議会で公衛研の独法化
関連法案が上程された︒職

（府税支部）

部の要求を前進させた︒現

や研修体制などが必要だ︒

府民のいのち・安全

員の理解も得ておらず︑労
使慣行を無視する暴挙であ

戸高代議員

在︑業務をするうえで職員
個人の携帯電話などを使わ
ざるを得ないこともある
が︑分会では業務に必要な

を守る業務にふさ

中之島図書館を
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洋明
有田
（総務農林支部）

携帯電話をきちんと支給さ

支給

（健康福祉支部）

執行委員長

小西代議員
せるよう求めている︒全庁

手

田口代議員

委員長あいさつ
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せるよう求めている︒全庁
的な問題でもあるので︑ぜ

を守る業務にふさ
使慣行を無視する暴挙であ
る︒府市統合も決まってい

中之島図書館を

かの防災〟
﹂ を 開 催 し た︒

て学ぶ川から見た〝おおさ

営となり︑授業料の有料化

丘技専校が民間事業者の運

員は疲弊し︑相次ぐ退職︑

レスのかかる勤務が続き職

月７日︑府職労・市労
組合同自治研の分野別集会

今年７月に大阪自動車税

恒常的な欠員︑労働環境悪

事務所分室の委託業者が交

も実施された︒大阪は全国

ない状態で︑あたかも決ま

代し︑これまで業務を支え

予想されている南海トラフ

ったかのように私たちの賃

てきた委託先職員は賃金・

として﹁食と農を考える集

金が決められるのは納得で

労働条件の大幅な切り下げ

わしい手当支給を

きない︒現業職員の継承に

を迫られ︑大半の職員が退

開き︑意見交換を行った︒

ひ本部としても取り組んで

つ い て は︑ 市 は﹁ 継 承 ﹂︑

職意向を表明し深刻な事態

レストランで働く人の大半

化という悪循環に陥ってい

府は﹁派遣﹂と同じ法人で

を招いた︒自治体市場化の

昨年６月︑橋下大阪市長

は地元の女性で︑みんな楽

に見える身近な分会活動か
ら組合活動を頑張っていき
たい︒

母子保健活動推進に
必要な人員確保を

泉州野菜や果物・米や加工

民間公募の商工労働部長

え︑過酷な労働実態の改善

㎞に達すると言わ

れている︒東日本大震災か

が部下の女性職員にセクハ

を訴える声がぎっしりと書

総延長

ェが特徴のレストランとな

ら２年半︑阪神大震災から

ラを行い︑懲戒処分を受け

品などを利用したビュッフ

っている︒ここで食事し地

年が過ぎようとしてい

題では︑親が職を奪われ健

国政ではＴＰＰ交渉も進

元ＪＡ︵農協︶の方の話を
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守るたたかい通

扱いが異なるなどの問題も

問題点が改めて浮き彫りに

は中之島図書館の廃止を打

い︒

る︒７月に当局から非公務

ある︒府は将来的にはアウ

なった︒業務委託の落札金

ち出した︒図書館利用者を

しくいきいきと笑顔でやり

的にも高い失業率があり対

水防業務は風水害から府

トソーシングして規模縮小

額が下がり続け予定価格の

はじめ︑図書館問題協議会

がいをもって仕事をしてい

策も求められている︒職業

民を守る業務として︑水防

も狙っている︒Ｏ︱１５７

半額まで落ちている︒委託

や全国書店組合など︑多く

るとのこと︒

年以内

が発令され勤務命令を受け

や結核︑インフルエンザ︑

業務の多くを大手派遣会社

の識者・住民から反対の声

巨大地震は︑近年

れば︑そこから時間外勤務

ＨＩＶなどの大規模な感染

が独占する形で︑派遣会社

があがり︑中之島図書館の

健康に働き続けられ

に起きる可能性が高いと指

が発生していた︒しかし︑

症が起こりかねない危険が

は自前で業務のノウハウを

２㎞以内のタクシーチケッ

会﹂を岸和田市の﹁愛彩ラ

昨年５月に都市整備部当局

あるもと︑業務を民間の価

有する職員を確保するので

トの利用︑就職準備資金貸

ンド﹂で開催した︒３年前

は︑管理運営事項として︑

格競争にさらせば︑府民の

研究所があるが︑独法化さ

付制度︵上限 万円︶３年

働いても一緒﹂と退職を考

康保険料が払えず︑必要な

２条例は許せない
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いただきたい︒今後も︑目

災害・水防業務時における

安心 ・ 安全は守れなくな

れ大阪市立環境科学研究所

員化の提案があった︒病院

時間外手当を見直し︑時間

あった︒２交代制について

との統合が狙われている︒

間の試行導入などの前進を

る職場を実現しよう

訓練行政に直接責任を果た

外手当の発生は事務所到着

人事当局は﹁恒常的な時間

公衛研の役割を考えると独

勝ち取った︒しかし︑４月

摘され︑液状化で決壊・浸

が 開 催 さ れ﹁ Ｄ Ｐ Ｃ 制 度

外勤務の解消﹂といい︑看

法化は適していないと考え

の採用者は定数ぎりぎりで

にオープンした道の駅で︑

︵包括的医療︶で診療単価

護部は﹁若い人から要望が

る︒府立産業技術総合研究

月には退職・病気・妊娠等
で人数が減り︑夜勤が月９

果︑産技研独自の互助組織

えるベテラン・若手職員の

医療が受けられない︑貧困

長年に渡って粘り強く当

には貧困の問題があること
を痛感している︒子ども家

月以後６名の仲

支部長や支部書記長が先頭

組織拡大については︑副

みを二度と味わいたくな

が︑あのとき味わった悲し

る︒私の実家も神戸にある

絶︑安心して働き続けられ

し︑セクハラ・パワハラの根

が あ る︒ 民 間 公 募 は 中 止

命した知事にも重大な責任

することは到底許せず︑任

働行政のトップがセクハラ

依願退職した︒大阪府の労

スととらえ運動していく︒

揮し︑組合員拡大のチャン

いる︒組合の存在意義を発

以外の職員からも出されて

ほしい﹂という声が組合員

期待している︒がんばって

か れ て い た︒
﹁病院労組に

件数は全国でもトップレベ

え続け︑一人当たりの担当

ってきたが︑虐待件数は増

治を地方自治体に拡大させ

たかう︑そして﹁維新﹂政

ちが自らの要求を掲げてた

難しい側面を持つが︑私た

れている︒昨年１月には病

ど︑職員はより追い詰めら

容を細かく指示されるな

で︑チャレンジシートの内

から所属に変わっ たこと

に立って

ルになっている︒支部では

ないというところで奮闘す

不合理な提案に対し︑女性

公衛研統合・独法化反対運

部からも厳しく追及し撤回

休制度も改悪提案された︒

泉南地区評は︑府民セン

させた︒先輩たちが必死に

れば︑住民のための市政を

ターの建物共闘学習会や懇

たたかい︑勝ち取ってきた

動 や 百 舌 鳥 学 園︑ 明 光 学

親会を行ってきた︒出先機

母性保護の権利を職場で根

病休で挟まれた産休・育休

関の統廃合や職員の減少等

づ か せ︑ 育 て て い く た め

・生休も通算するといった

で職場が減っているが︑地

に︑機関紙﹁かなりあ﹂の

貫く市政の基礎ができると

に進めてきた歴史がある︒

域住民との共同を進めるう

発行等を通して知らせてい

いうことを確信した︒

府民福祉充実のための運動

えで地区評活動の強化は重

きたい︒現在︑産休・育休

園︑八尾学園などの福祉施

に規制をかける政治活動制

要である︒各支部でも地区

設を守る運動を府民ととも

限条例等の２条例の反対の

評の運動強化をめざして︑

からの復帰者アンケートに

る地区評活動強化を

住民との共同を広げ

運動にも奮闘する︒

役員の派遣を含め︑積極的

取 り 組 ん で い る︒
﹁妊娠し

や制度のありがたさを実感

て職場の同僚のあたたかさ

な議論をお願いする︒

母性保護の権利を

保護者の都合に合わせ夜間

闘している︒相談活動は︑

な成長や発達のため日々奮

合い︑子どもたちの健やか

いった問題に正面から向き

民要求と一致する政策を打

に運動をすすめる中で︑市

人であったが︑市民と一緒

た︒信貴さんは元々保守の

貴よしのりさんが当選し

主市政の会﹂が支持した信

岸和田市長選挙では﹁民

れ︑相対評価の単位が部局

相対評価が本格実施さ

の一翼を担っていきたい︒

動に取り組み︑府職労運動

している︒要求し守り続け

になることが多く残業も蔓

ち出した︒一点共闘とは︑

ている︒女性の視点での活

い﹂と感謝の言葉も寄られ

ることを忘れないでいた

く︑みんなの努力で今があ

る︒ 当 り 前 の 制 度 で は な

てくれたことに感謝してい

延 し て い る︒ 支 部 の 運 動

根づかせ育てよう

で︑大幅な人員増も勝ち取

庭センターの職員は︑そう

19

じて組合員拡大

を上げることが医療の質を

ある︒３交代制だから敬遠

所も２０１５年４月に大阪

代の人たちとも一緒に︑働

︵産技研職員互助会︶がつ

声も出されている︒新たな

家庭で育った子どもたちの

回のところもある︒非

き続けられる職場づくりを

くられた︒今後とも職員の

働く場が確保されず︑貧困

〜

労組の緊急アンケートの結

上げることになる﹂という

される﹂と本末転倒な説明

市立工業研究所との経営統

公務員化の問題では︑職員

すよう取り組みを進めてい

ことを強調している︒非公

をしている︒支部は︑慢性

合が検討されている︒

は大きな不安も抱えており

水する可能性がある堤防が

務員化になれば︑病院の生

的な人員不足が原因と指摘

独法化に伴い府職員互助

﹁民営化になるならどこで

％ が﹁ 納 得 で き な

き残りをかけた競争によ

・追及している︒２交代で

会の会員資格がなくなった

％ が﹁ 不 安 ﹂ と 答

り︑いっそうの労働強化が

は健康で働き続けることは

が︑ 労 使 交 渉 を 重 ね た 結

果︑

今年４月︑母子保健法改

行われることになる︒５月

できず︑医療の質の低下に

い﹂

正に伴い未熟児への支援は

には当局が２交代制試行の

つながる︒支部は︑若い世

きたい︒

４月に赴任した病院長に
アンケート実施の申入れが

（土木現場支部）

よる﹁経営ゼミ﹂なるもの

めざし奮闘する︒

就業規則制定に向け学習も

局と交渉を重ねた結果︑緩

児童虐待や児童養護の問

もたちをめぐる問題の背景

が連鎖していくなど︑子ど

動に規制をかける

府民福祉充実の運

て要求実現に奮闘したい︒

行い︑みんなで力を合わせ

る決意だ︒

産総合研究所とともに非公

和ケア病棟の準夜勤務者が

30

12

勤務条件向上のため奮闘す

独法化後も勤務条

件向上のため奮闘 学習を力に要求

務員型の地方独立行政法人

２人から３人へ増員︑通勤

（女性部）

を結集しよう

に移行した︒同じ府立の公

藤本代議員

袋井代議員
田中代議員

（地区評〈泉南〉
）

30

（教委支部）
（健康福祉支部）

三村代議員

12

10

10

戸高
有井代議員

設試験研究機関の公衆衛生

０１２年４月に環境農林水

産業技術総合研究所は２

（産業技術総合研究
所職員労働組合 ）

坂部代議員
谷沢代議員

林代議員

（府税

）

呼吸器・アレルギー
医療センター支部

（

渡辺代議員

（保健所支部）
（成人病センター支部）

業務への使命感を
誇りに今後も奮闘

現業職場では︑業務の民

ない﹂という職場も出てい
る︒
﹁財政構造改革プラン
案﹂では︑一部職種を除く
現業業務全てを委託化・非
常勤化する方向も示されて
いる︒現業業務は単純業務
ではない︒多くの職場で事
務職的な業務や専門外の業
務まで行っている︒委託化
と直営との大きな違いは業

りを広げるため︑クリスマ
スパーティ︑スキー・スノ
ボツアー︑フットサル大会
などのとりくみを行ってき
た︒全国の青年が集う東京
での青年大集会は︑雇用問

貴重な経験になった︒

者の声を聞くことができ︑

尊厳に相応しい住生活を営

は人権であり︑人間らしい

状況になっている︒住まい

で︑なかなか入居できない

善・正規化など雇用の安定

今後︑契約職員の処遇改

を勝ち取った︒

させないという一定の成果

続の場合の特別研修は導入

新﹂を追い込もう︒

そ ︑ 共 同 の 力 で 橋 下﹁ 維

限切れになっている︒今こ

でも﹁維新の会﹂は賞味期

や堺・岸和田市長選の結果

を一つの起爆剤として今後

り要求し続け新規採用が実

一丸となって︑長年にわた

続けてきた︒支部・分会が

いう異常な状況に置かれ

員を抱えスタートすると

である︒セーフティーネッ

れた最低限度の基本的権利

組合の取り組みなどを学ん

からないことが多いが他の

化が課題となっている︒分

験が９年ぶりに実施され︑

図書館司書の新規採用試

は署名目標を上回る運動を

る︒賃金カット撤回を全力

ート︑残る１名は来年度当
初︑中之島図書館に配属予
定となっている︒図書館は
団塊の世代の大量退職の時

とも司書の計画的採用︑府

として司書をしっかりと育

成していく体制を取ること

を求め続けていきたい︒

雇用を確定させ

安心して業務に

打ち込める環境を

人の

万博職員組合は役職員・

非常勤職員を含め

内︑プロパー職員 名で構

新規採用が行われず︑司書

を検討するという理由で︑

制度を含めた運営の在り方

会で可決された︒万博公園

月には機構の廃止法案が国

する方針が出され︑本年５

政府行革で機構組織を廃止

成されている︒平成 年の

職は年度当初から大きな欠

期を迎えても︑指定管理者

現した︒中之島図書館存続

図書館司書を

計 画 的 に 採 用・
育成する体制を

部 を め ざ し た い︒ ６ 月 の
トの役割を担うことができ

３名の合格者が発表され

環境農林水産総合研究所

展開した︒闘争が越年とな

環農水研労組は﹁相対評

でがんばり︑滞留問題解消

に奔走している︒組織廃止

とになり︑現在は承継事務

大阪府に管理運営されるこ

は４月には府営公園として

答え＝大企業栄えて民滅ぶ

方針が出されて以降︑プロ

パー職員の処遇について多

くの時間を費やし交渉して

きた︒一刻も早く雇用を確

定させ︑安心して業務に打

ち込み︑大阪府への承継事

務に専念し︑万博記念公園

がより良い形で府営公園と

してスタートできるよう奮

闘したい︒

府職労の一貫した

とりくみが政治の

流れを変える

６年間に渡る不当な賃金

カットが続くもと︑今季の

確 定 闘 争 で は﹁ ２ 条 例 撤

回﹂
﹁賃金確定闘争﹂ と２

回の全職員署名を執念でや

り遂げ︑職場の怒りを結集

した︒この間︑府職労が一

貫して主張し︑取り組んで

選 者

藤本 明治（設備課）
松葉 義尋（障害者自立相談支援センター）
坂本美由紀（四條畷保健所）
遠山 公美（急性期総合医療センター）
安岡 政光（富田林土木事務所）

古紙配合率１００％再生紙を使用しています。

でいきたい︒

年

働者として全力で取り組ん

守り活かす運動を自治体労

倍政権を食い止め︑憲法を

り開いている︒暴走する安

たたかいが今日の局面を切

ている︒公務・民間共同の

ック企業規制へとつながっ

払い残業是正や今日のブラ

動は︑労働者を励まし︑不

ルールの確立﹂を求める運

に渡って続けてきた﹁働く

世論へとなっている︒

上げで景気回復﹂は社会的

企業の内部留保批判や﹁賃

言わざるを得なくなり︑大

気回復のために賃上げ﹂と

している︒安倍首相も﹁景

を包囲する状況をつくり出

く反映し︑当局と松井知事

きたさまざまな運動が大き

当

題や労働環境︑若年層の貧
困化をはじめ︑政治や社会

青年部はレクリエーショ
条に保障さ

﹁おきプロＮＥＸＴ﹂は︑

で運動を進めていきたい︒

は６年前に環境・農林・水

ったことは当局を追込んで

価 導 入 撤 回︑ 賃 金 反 映 反

にもつなげていきたい︒小

12月号の解答と当選者

クロス
ワード

情勢に対する意見を出し合

ン活動を通じて仲間を増や
むことは憲法

う場で︑さまざまな働く若

し︑アクティビティな青年

全国の自治体の若者が１０

るよう府営住宅の充実を求

賃金カット撤回

ら中央図書館で勤務をスタ

10

共同の力を広げ︑

た︒そのうち２名が 月か

００人を超える規模で参加

（教委支部）

め運動を進めていく︒

契約職員の処遇
改 善 な ど ︑雇 用

を実現しよう

府営住宅を半減するという

産関係の府内の遠く離れた

いる証だ︒２００８年に始

対﹂のアピールを出し︑他

西副知事が議会で﹁職員に

かし︑府内には

（日本万国博覧会記念
機構職員労働組合 ）

谷山代議員

し︑仲間を増やす貴重なチ
ャンスであり︑全力で取り
組んでいきたい︒

﹁住まいは人権﹂

府営住宅の充実を の安定をめざす

う︒現業活動の前進に向け

方針案が前知事時代に出さ

４か所に散らばっている試

まった賃金カットは５年半

秋季年末闘争では︑支部

トラを一層進めようとする
奮闘する︒

れた︒支部は府民と一緒に

験研究機関が統合され︑そ

を超え︑２・３級滞留者は

万８千戸ある

流れがある一方で︑東日本

この案に反対する﹁府営住

の後独法化された経過があ

発揮し︑住民の安全・安心

の最前線で専門性と経験を

大震災などを通じて︑現場

横のつながりの

宅削減反対連絡会﹂を立ち

１８００人もいる︒これは

動をすすめる

強化で元気な活

るが︑そもそも寄せ集めの

を担う役割が注目されてい
る︒自治体労働者として︑

の削減を計画している︒し

組合へも共同を呼びかける

あたりまえの給与を支給し

いことが大きな問題であ

万世帯の

などの運動を進め︑賃金反

たい﹂と発言した︒参院選

年間に１万戸

住宅困窮者が存在し︑府営

映は府と同様︑最低評価連

移管などで

住宅の応募も毎年高倍率

減﹂を撤回したが︑市への

上げ︑署名や宣伝行動︑学

府内に約

（保健所支部）

柳田代議員

66

大会宣言する中曽根代議員
（保健所）

茨木代議員

昇任昇格が改善されていな

（環境農林水産総
合研究所労組 ）
統合自体にも問題があっ

藤岡代議員

26

19

25

習会等を開催し奮闘してき

務に対しての使命感だと思

（土建支部）
た︒

間委託や賃下げなど︑リス

渡部代議員

た ︒ そ の 後 ︑ 当 局 は﹁ 半

住民や民間の仲間との共同
の取り組みを強めることが
重要だ︒大阪府ではこの３
年間で１２０名が一般行政
職へ転任し︑定年退職によ

青年部では︑横のつなが

60

16

13

10

（府税支部）

（現業評議会）

る縮小整理などで﹁これ以

（青年部）

池辺代議員

小池代議員
上人員が減ると仕事が回ら

森藤代議員
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