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﹁財政健全化﹂と言え

題でなければなりません︒

で位置づけられるべき問

長期的な国家政策のなか

の程度重視するかは︑中

件費削減﹂
﹁非正規職員

行われたのは﹁職員の人

均衡﹂です︒その結果︑

﹁短期間に特化した財政

いうことでした︒まさに

の範囲で予算を組む﹂と

となった考え方は﹁収入

私たちのくらし・仕事と日本国憲法

ば︑この間の大阪府をは

の首切り﹂
﹁民間委託の

財政︱ 国の根幹を支える規定も改憲

じめ自治体でも頻繁に用

拡大﹂
﹁府民関連施策の

康則

いられてきた言葉です︒

縮小・切り捨て﹂
でした︒

府職労書記長 小松

大 阪 府 で は︑ 橋 下 知 事

増税︑
社会保障切

り捨ての口実に

自民党が発表している

︵現大阪市長︶が就任と

同時に﹁大阪府は破産会

社 ﹂ と 声 高 に 叫 び︑
﹁財

政健全化﹂の大号令がか

けられました︒その中心

長期組合員表彰
子どもの入学・卒業祝い

長期組合員表彰
20年 1994
（平成６）
年４月２日から1995年４月１日の間に加入した組合員
30年 1984
（昭和59）年４月２日から1985年４月１日の間に加入した組合員
給付品の内容
20・30年記念品 １万円相当の図書カードか旅行券（どちらかを選らべます）

小・中学校入学・卒業祝い
小学校入学記念品 2015年４月に小学校入学予定の子どもを持つ組合員
＜2008
（平成20）年４月２日〜2009年４月１日生まれの子＞
中学校入学記念品 2015年４月に中学校入学予定の子どもを持つ組合員
＜2002
（平成14）年４月２日〜2003年４月１日生まれの子＞
中学校卒業記念品 2015年３月に中学校卒業予定の子どもを持つ組合員
＜1999
（平成11）年４月２日〜2000年４月１日生まれの子＞
給付品の内容
小学校入学
3,000円相当の図書カード
両親とも組合員なら両方
から請求できます。
中学校入学・卒業 2,000円相当の図書カード

〈記念品請求方法〉
◆20・30年長期組合員：分会（支部）役員まで、採用年月日、職員番号、記念品
の希望をお伝えください。
◆小・中学校入学・卒業：府職労共済請求書（分会・支部にあり）に必要事項を
記入の上、分会（支部）役員まで提出してください。

﹁Ｑ ＆Ａ﹂では︑この具

体的基準は﹁財政健全化

責任法案﹂
︵自民党提案

個人賠償
責任共済

年間掛け金1,000円で…

最高補償額 １億円
組合員の家族も自動的に補償します。
日本国内の事案のみ補償します。
補償期間は４月１日から１年間です。

２月27
２月
27日
日（金
（金）
）
タテのキー♡

日に食べる︱︱粥

15

①物事を終わりにすること

②１月

③○○同文

⑨碁を打たせ︑教える所
ドン

㉕文化系と○○系

⑮インド洋に発生する熱帯

低気圧

⑰消して除く︒登録︱︱

⑲猿沢の○○︑ため○○

⑳○○保一元化の問題点

㉑○○を抜く強さ

㉒となりのいえ

㉔霧のように細かい雨

正解者の中から抽選で５人の方に図書カード（1000
円分）を進呈します。①解答②お名前③支部分会職場
名④最近のできごとやメッセージを書いて、府職労本
部まで、届けて下さい（はがき、メールやファックス
も可）。当選者は、次の１日号で発表します。メッセ
ージは、つぶやきに採用させていただくことがありま
すので、匿名希望の方は、その旨お書き添え下さい。

㉖駅売り弁当の略

応
募 府職労本部まで
締め切り ２月25日（水）

㉗上院の対

貴志菜穂子（急性期総合医療C）
橋爪 麻美（守口保健所）
三輪恵梨子（保健医療室）
飯田 健斗（呼吸器アレルギー医療C）
北田 俊子（中央子ども家庭C一時保護所）

【補償事例】
・愛犬が他人にかみついた
・止めていた自転車が倒れ駐車中の
自動車を傷つけた
・自転車などで歩道の歩行者に接触
・スキー、スノボやスケート中に誤
って他人に接触
・水漏れにより階下に損害を与えた
・ゴルフプレー中に打球が他人にあ
たりケガをした
※詳しい内容については募集ビラを
ご覧ください。

カギを解き、二重ワクに入る文字を
アルファベット順に並べてできる言葉
は何でしょう。

12月号の解答と当選者
答え＝結局景気回復ならず

日常生活での
「アッ」
と
いう事故に

クロスワードクイズ

⑬単葉機の対

①剣道等での相手との距離

ヨコのキー♢

⑰負けまいとする気性

④地震で土塀が︱︱した

⑮隠語で警察の意

⑱︱︱教師とは悪いお手本

⑧ゴミを入れる入れ物・籠

⑯○○多くして功少なし

⑲海や湖が陸地に入り込ん

⑪潮の満ち○○

⑩︱︱黙考

⑫未亡人

だ所

㉑自分の妻の謙称

⑤○○弁慶︒福は○○！

㉓○○に突き当たる︒○○
⑭○○得勘定で動く奴

！

⑥貧しくさびれた村

り︑あえて憲法に規定す

答】

⑦明治︱︱による大政奉還

在でも繰越明許費や国庫

る必要はありません︒

古紙配合率１００％再生紙を使用しています。

【解

債務負担行為制度︑継続

費などは認められてお

答え＝ジンギスカン鍋

森下 輝久（財産活用課）
藤原 亮介（泉州農と緑の総合事務所）
橋木
勉（修徳学院）
馬迫れいか（地域保健課）
岡本 和己（建築指導室）
佐佐木一仁（用地室）
岸本 昌典（阪南港湾事務所）
松坂 崇司（安威川ダム建設事務所）
中西 勝壽（寝屋川水系改修工営所）
堤
理浩（南大阪高等職業技術専門校）
津田 信子（守口保健所）
藤岡 裕子（八尾保健所）
谷山 和央（中央図書館）
原田
敬（南河内府税事務所）
森内 宏美（大阪自動車税事務所）

１月号の解答と当選者

1000円分図書カード

満期更改と
新規加入募集

示談交渉サービス付！

口実にして︑増税や社会

保障の改悪が強行される

ことが危惧されます︒

条は﹁毎会計年度の

ま た︑
﹁改憲草案﹂ の

複数年度予算を
規定

第

予算は︑法律の定めると

ころにより︑国会の議決

を経て︑翌年度以降の年

度においても支出するこ

とができる﹂と複数年度

にわたる予算についての

規定を設けています︒そ

もそも︑予算の単年度主

義は︑戦時中の臨時軍事

費︵※︶の戦時公債の乱

発や軍艦建造に濫用され

たことへの歯止めの意味

から導入されました︒現

※ 臨時軍事費は､ 戦争終結までを一会計年度
とする特別の予算制度であり､ 単年度原則の文
字通りの例外となった。また、追加予算は全く
随時随意であって､ 約８年半に及ぶ会計年度内
に､ 前後15回の追加予算が編成された。また、
予算科目はほとんど区別されず､ 最終的には陸
海軍の区別すらなくなり､ わずかに臨時軍事費
と予備費の一款二項を掲げるにすぎない。予算
の議定も形式的で､ 多くの場合２日ないし３日
で議会を通過している。 審議も約 10 分程度の
「秘密会」形式であり､ 全くのおざなりであっ
た。しかも成立した予算については､ 軍の構想
の変化に応じて自由に改編していた。
（参考：昭和財政史、第四巻「臨時軍事費」
）

中野 理絵（危機管理室
〈岩手県〉
）

２月27
２月
27日
日（金
（金）
）

※請求は分会・支部を通じて（各支部で締切日があります）
給付時期
３月11日
（水）
以降

申込締切日

5000円分図書カード

請求お忘れなく！
本部請求締切日

14

﹁国等の責任ある財政運

営を確保するための財政

の健全化の推進に関する

法律案﹂
︶ のような法律

で規定するとしています

が︑単年度のプライマリ

ーバランス︵基礎的財政

収支︶の黒字化を機械的

に義務づける政策が適当

であるかは明らかになっ

ていません︒しかし︑少

なくともこのことを憲法

に規定する意味があると

は考えられませんし︑こ

れまで自民党政治がすす

めてきたことや大阪府の

例から考えれば︑この新

規定の﹁財政健全化﹂を

86

憲法をいかし実行しよう！

第７章

﹁財政健全性﹂
を規定

自民党の発表した﹁憲

法改正草案﹂は︑第 条

に 新 た な 項 を 加 え て︑

﹁財政の健全性は︑法律

の定めるところにより︑

確保されなければならな

い﹂と財政健全性を規定

しました︒

もちろん︑財政の健全

化は大切な問題ですが︑

短期的な財政の均衡をど
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府職労組合員ならでは！

