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い職場をつくるためにがん

輩たちがつくった働きやす

視し︑毎月１回開催し︑先
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の若い看護師でも体調を壊
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から４〜５回へと増やさ

し︑委員会の開催を年２回

善に向けた発言をくり返

の健康問題︑職場環境の改
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効な場だ︒大手前庁舎の異
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点を指摘し︑その解決策に

ことなく︑さまざまな問題

は︑他の公務に妨げられる

診療報酬が高く取れるため

る人員体制がない︒また︑
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ガンに伴う救急患者を受け
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加算があり︑収益アップに

受け入れでさまざまな料金

を上げるとともに︑救急の

安を感じる︒入院の稼働率

に傾いてきていることに不

も︑いかに利益を上げるか

・ 安全の医療の提供より
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過重負担となっていると痛

営方針が優先され︑職員の

効率化・利益追求型の経
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条件だけでなく︑危機管理
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化しなければならない︒
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いる︒保健師の代替は臨時
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や家族の健康にも影響す

ことにもつながり︑子ども

くりに奮闘する︒

って働き続けられる職場づ

図りながら︑やりがいを持

や住民団体との共同も大切

る︒また︑地域の労働運動

けとりくみをすすめてい

保の最大の原資になってい

えなど人件費削減が内部留

がある︒非正規への置き換

運営になっていることを実

をあげ︑まさに利益重視の

を増やし︑ベッドの稼働率

る︒しかし︑人員削減で仕

事がまわらない状況になっ

ている︒危機管理的な突発

事態が起こればたちまち業

の行使が﹁国の人殺しを容

異なっており︑地理的にも

としている︒研究の形態も

は化学・食品系を得意分野

ンフラを管理する仕事をし

と安全を守るための公共イ

の出先職場は︑府民の生活

生が報道されている︒土木

務がまわらなくなる︒ゆと

認するもの﹂であれば︑医

離れていて︑二重行政には

感し︑この現状を何とか改

療介護・総合法案は
﹁国が弱

な課題である︒地域運動の

国民の命と健康を
守る運動強化を

ている︒しかし︑大阪府の

府民が利用しや

あたらない︒統合のメリッ

善したいと思い︑病院労組

知事部局の非常勤職員は

すい研究所を

は︑患者や家族の立場はほ

をしたときに︑いまの医療

る︒母親が病気になり手術

が確実に共感を広げてい

少数だが地道な日々の活動

と実感している︒組合員は

府立は機械・金属系︑市立

をしているわけではない︒

は同じだが︑全く同じ仕事

援という両機関の設立目的

ていた︒中小企業の技術支

業研究所の統合が検討され

府立産技研と大阪市の工

日本各地で大規模災害の発

地震や噴火︑大雨など︑

する︒

に強い大阪にするため奮闘

災について語り合い︑災害

の職員の立場で︑住民と防

と安全を守る土木出先職場

る傾向にある︒府民の生活

ための経費は切り捨てられ

るか分からないため︑その

能なはず︒災害はいつ起こ

を最小限に抑えることは可

はできないが︑災害の規模

いか︒人が自然に勝つこと

者を間接的に死に追いやる

る︒低賃金・不安定雇用を

２０００名いると言われて

賃上げ闘争での全職場を

大規模災害に対応で

きがんばる︒

もの﹂
だ︒
国民の命と健康を

なくすため︑大企業と一部

ための奮闘を呼びかける︒

いる︒非常勤作業員は月

対象にした署名活動では︑

防災対策は不十分であり︑

活性化をめざし︑地区評の

職能を超えた横断的な団結

日で賃金は約

組合員以外の職員からも大
きな協力を得ることができ

トもなく︑利用者も望んで

の役員になった︒先の国会

いま︑全国的に現業職場

をはかるうえでも地区評の

のためダブルワークを余儀

守るため全力で奮闘する︒

富裕層だけが潤うアベノミ

・職員に対する攻撃が続い

役 割 は 重 要 だ︒
﹁職場から

なくされている職員もい

た︒組合の違いを超えて要

必要な職員数も確保されて

あり方についての議論を積

ている︒大阪府では﹁財政

仕事を見直す運動﹂をすす

る︒非常勤職員の中でも非

きる職場・人員を

とんど考えず︑オペの件数

求で団結することが大切だ

いない︒両議会ですでに否

では︑国民の知らないうち

構 造 改 革 プ ラ ン︵ 案 ︶
﹂を

めるうえでも︑自分の仕事

常勤作業員だけが時給千円

いないのが現状だ︒リニア

クスではなく︑労働者保護

踏まえ︑一部を除き現業業

以外にどんな仕事があり︑

以下であり︑早期に千円以

やカジノよりも災害に強い

極的にすすめたい︒

しかし︑臨時任用職員が見

安倍暴走ストップ
地域運動強化を

務のアウトソーシングがす

どんな役割を果たしている

上をめざす決意︒非常勤職

決されているが︑利用しや

に﹁医療・介護総合法﹂が

すめられている︒こうした

かをお互いに共有し︑とも

すい研究所︑職員が働きや

強行された︒集団的自衛権

賃金底上げ
働くルール確立を

動きの背景には﹁民間でで

にとりくむことは大切だ︒

員のつどいでは︑やりがい

まちづくりこそ必要ではな

を確立することが重要だ︒

るよう時短とあわせ︑通勤
時間を１時間以内にするな

やりがいを持って働き
続けられる現業職場を

日︶秘密保

きる業務はすべて民間へ﹂

ある仕事を求める声も多く

すい職場になるよう引き続

法制を強化し︑働くルール

つからないのが現状になっ

20

分な対応をつくる必要があ

し︑ ３ 交 替 に 戻 る 人 も い

型経済について学ぶ場にす

時以降で８００

できる人員体制を

る︒有給休暇も取れず︑若
の自治体の青年と交流し︑

るために成功をめざして奮

された︒

今年４月から府立の病院

年退職も多く︑ベテラン看
平和や米軍基地問題などを

闘している︒

安心して子育て
できる職場環境を
ている︒正規職員で対応す
ども要求し︑とりくみをす

だ︒帰宅時間が遅くなれば

すめていきたい︒

るよう要求している︒女性
は︑家事・育児や介護など
の仕事があることも多く︑

団塊の世代の退職が続
子どもや家族の生活リズム

昨日︵ 月

﹁安ければなんでもいい﹂

北大阪地区評は成人病セン

出された︒要求実現のため

（精神医療センター支部）

時短はとりわけ強い要求

き︑若い職員が増え︑産育
が夜遅くにずれこんでいく

護法が施行された︒安倍政
権の憲法や民主主義を破壊

という考え方がある︒住民

ターの移転︑公衆衛生研究

奮闘する︒大企業には国家

する暴走をストップさせる

サービスの向上や迅速な現

所の独法化阻止︑中之島図

予算３年分のためこみ利益

万円︑生活

場対応を行う現業の業務は

書館の存続という３課題を

大原代議員

は非公務員型の独立行政法

護師は少ない︒結婚し︑子
学習し︑貴重な経験をする

（青年部）

どもを産み︑育てながら人

中曽根代議

休を取得する職員が増えて

（北大阪地区評）
地区評の中心課題と位置付

11

村下代議員

下村代議員

（総務農林支部）

（土木現場支部）

10

単純業務ではない︒今後も

（産技研労組）

12

30

草野代議員

馬場代議員

鳴尾代議員

（現業評議会）
現業職員・組合員の交流も

渡辺代議員

（府公職労）

20

吉岡代議員

（女性部）

20

府民が安心でき

の行財政計画が最優先さ
れ︑法的にも問題のある業

印低脂肪乳食中毒事件でも

となりとりくんでいる︒雪

いた司書採用があり︑採用

た︒昨年は支部も要求して

理者制度の導入も決定され

で司書業務を除いて指定管

ざ し︑ と り く み を す す め

る︒良質な住宅の提供をめ

間で１万戸の削減計画があ

れてくれるところを作って

れない患者を地域で受け入

蒙をしてほしい﹂﹁自宅で看

﹁地域ごとに予防医学の啓

れた︒今後も定期的に懇談

公衛研の調査・研究で原因

かの見学会などのとりくみ

会を開催し︑住民とともに

ほしい﹂などの意見も出さ

加入した︒今年も３名が採
をすすめている︒安倍政権

病院の充実をめざしたい︒

る︒
﹁どけん ・ どげん９条

らこそできる業務であり︑
用された︒また︑文化財保
の戦争する国づくりを食い

の会﹂では︑ピースおおさ

利益や効率化︑採算性の重
護課の職員も採用試験が行
止めるためにもとりくみを

された３名全員が府職労に

視ではできない︒しかし︑
われた︒今後も計画的な採
強化したい︒

支部は毎月支部ニュース

を道理ある要求と運動で跳

は︑松井知事・維新の攻撃

すい図書館を

公衛研は健康危機管理に

充実させるよう要望してき

が利用しやすい施設として

い︑図書館を存続し︑誰も

病院の充実めざす

康課題と向き合うのが保健

所の仕事︒待ったなしの仕

事 も 増 え て い る︒
﹁生きて

い る 価 値 が な い︑ 死 に た

い﹂ という電話相談もあ

り︑命を絶つことを止める

ために緊急の対応もしてい

し︑住民との意見交換もす

ン ケ ー ト﹂ の 結 果 を 報 告

﹁病院利用者・地域住民ア

た︑住民懇談会を実施し︑

宣伝をとりくんでいる︒ま

場まわりや更衣室前の署名

りくんでいる︒支部では職

働条件を求める署名﹂をと

仕事にふさわしい賃金・労

府民のいのちと健康を守る

い︒

を引き継ぎながら奮闘した

重要︒先輩のつくった活動

場にするために組合活動が

げ︑自由に意見が言える職

い︒おかしいことに声をあ

府政にしなければならな

事に必要な人員を配置する

しにはできない︒必要な仕

保健師の仕事であり︑後回

面に寄り添い支援するのが

る︒また︑難病の対象疾患

す め て い る︒ 住 民 か ら は

先着50名
限定

府政・市政 まるごと ウォッチングバスツアー

を究明した︒府立直営だか

松 井 知 事 と 橋 下 市 長 は︑
用を求めつつ︑組織拡大に

職場は組合あってこそ

自由に意見の言える

﹁二重行政﹂と決めつけ︑

とりくみ強化を

憲法いかし守る

公衛研を独法化し大阪市の

もとづく国民の運動が安倍

も奮闘する︒

﹁住まいは人権﹂
良質な住宅を

を発行し続け︑組織強化・

ね返し︑賃上げと賃金カッ

新型インフルエンザやエ

拡大にもつなげている︒都

ト終結を勝ち取るという大

する国づくり﹂や労働法制

市整備部では土木現場支部

きな到達を築いた︒一方で

ボラ出血熱などの感染症︑

と協力し︑新規採用職員と

来年４月の２％カットは断

改悪など安倍政権の暴走を

的自衛権行使などの﹁戦争

挙にまで追い込んだ︒集団

政権を追いつめ︑解散総選

環境科学研究所との統合を
打ち出した︒初めは﹁あき
らめるしかないのか﹂とい
う声も多かったが︑支部・
本部とも連携し︑住民にも
呼びかけ﹁めざす会﹂を結
成し︑公衛研の役割を広く
府民に知らせるための運動
を進めている︒独法化を許

先輩職員の交流会も実施し

じて許せない︒２％引下げ

結核︑原因不明の難病︑先

た︒また︑住民団体といっ

を許さないたたかいに全力

許さず︑憲法をいかし守る

しょに府営住宅削減反対連

をあげる︒安倍首相は﹁景

が大幅に拡大されるが保健

今季の秋季年末闘争で

絡 会 を 結 成 し︑ 署 名 ・ 宣

気回復︑この道しかない﹂

病院機構当局は︑経営状

所の人員をいっさい増やそ

さず公衛研を充実・発展さ

伝︑大阪府への要請などと

と言うが︑もはやアベノミ

況を理由に賃上げ実施を回

うとしていない︒人生の危

天的な子どもの病気︑慢性

り く ん で い る︒
﹁住まいは

クスの本質は格差の拡大で

答しないという不当な態度

機を迎える場面や重要な選

運動に全力でとりくむ︒

橋下市長の﹁中之島には

人権﹂であり︑安心して働

あることは明らかだ︒沖縄

をとっている︒病院労組で

かかわる検査︑食品検査︑

た︒運動の結果︑存続が決

特定疾患︑精神疾患など健

図書館はいらない﹂との発

き︑生活できるのは住まい

のたたかいに象徴されるよ

択をしなければならない場

切り離そうとする意図も感

空気や水道水の安全性調査

定され︑リニューアル工事

住民と懇談し

言により︑図書館の存続が

があればこそだ︒府営住宅

は﹁あたりまえの賃上げ︑

誰もが利用しや

危ぶまれたが︑中之島図書

うに︑一致する要求課題に

せるため奮闘する︒

（保健所支部）
年

じられる︒大阪のタクシー

など︑多岐にわたる試験・

を経て２０１６年４月にグ

菊本代議員

務委託を強行することは許
せない︒支部はタクシーメ
ーター の検査水準を維持
し︑府民が安心して商取引
やものづくりができる計量
行政の実施のため︑引き続
き奮闘する︒

公衛研の役割知らせ

山本代議員

半減は撤回させたが︑

は運賃体系もばらばらで他

研究・調査を行い︑府民の

ランドオープンする︒一方

独法化阻止へ

（府税支部）

館を守ろうとの運動が起こ
り﹁明日の中之島図書館を
考える会﹂が結成され︑府
民や図書館利用者との意見

府県以上に専門的知識も必

安全・安心のため本庁・公

（急性期・総合医
療センター支部）

る計量行政を

タクシーメーター装置検
査は計量法において都道府
県知事が行うと規定され︑
府内２万台のタクシーは年
１回検査を受けなければな
らない︒府はこの業務の民
間委託を強行した︒将来的
には計量検定所のすべての

要である︒民間委託に反対

衛研・保健所が連携し一体

交換やイベントなどを行

した職員の評価を落とすと

業務を強引に府の業務から

渡部代議員

古紙配合率１００％再生紙を使用しています。

FAX：06-6941-4541
MAIL：1946.komatsu@fusyokuro.gr.jp

FAX・メールのみ受付

日置代議員

→淀川左岸線→神崎川護岸補強工事→箕面トンネル

・箕面森町など→大阪ふれあいの水辺（都島区）

★参加希望の方は、氏名・住所・職場・連絡先を明記し、府職労まで
申し込んでください。

池辺代議員

大会宣言する小林代議員
（急性期・総合医療センター支部）

（教委支部）

（土建支部）
10

（商工労働支部）

いう事態も起きている︒府

河合代議員

大阪市役所南側女神像前集合→中之島図書館

９：30

2000円（昼食弁当・咲洲庁舎展望台入場料込み）

参加費

（健康福祉支部）

上田代議員

★ツアーコース（予定）

※諸事情により変更する場合もあります

き ２月11日
（水・休日）９時30分受付

と
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大阪府・市地方自治研究集会 分野別集会

外観見学→大阪府咲洲庁舎（旧 ： WTCビル）展望台

