2016年２月３日（昭和26年12月26日第三種郵便物認可）
（毎月１、15日発行） 第2033号
＜１＞

2033

解決までの道のりなどが具

学んで しゃべって つながろう
日︵土︶府職労は︑２０１６国民春闘﹁学習と交流のつ
体的に紹介され︑青年のひ

日︵金︶〜

どい﹂を開催しました︒この﹁つどい﹂は︑すべての労働者の賃上げの実現︑

１月

戦争法廃止など︑春闘課題を実践するために︑みんなで学び︑交流することを
き寝入りせずに声を上げる

どい働かされ方の実態と泣

目的に開催しました︒

ていく力になることを学ぶ

ことが︑職場や社会を変え

が 参 加 し ま し た︒ 学 習 で は ２人 の 講 師 を 招 き︑
﹁戦争のリアルと安保法制のウ

に深めることができまし

や疑問も出し合い︑お互い

は︑それぞれ分散会で感想

２つの講演を聞いたあと

ことができました︒

じんぶあかい

ソ﹂ と 題 し て ジ ャ ー ナ リ ス ト の 西 谷 文 和 さ ん︑
﹁職場での無力感を打ち破るた

いて説明があり︑暴力やテ

があることが事実にもとづ

めに﹂と題して︑首都圏青年ユニオン委員長の神部紅さんに︑それぞれ講演し
ていただきました︒

﹁戦争法﹂ではなく︑

た︒また︑夕食や交流会で

い職場や職種の人とも交流

は︑普段なかなか交流のな

神部さんの講演では︑首

し︑楽しく元気の出るとり

声を上げることで
変わる

も︑﹁戦争法﹂
ではなく︑
憲法

都圏青年ユニオンに寄せら

くみとなりました︒

ロの連鎖を断ち切るために

西谷さんの講演では︑Ｉ
９条こそ必要だということ

れる労働相談の事例やその

今こそ９条

Ｓなどによるテロの起きる
を学ぶことができました︒

住民の健康といのち︑
安心・安全に責任を持つ研究所の存続を

府立公衆衛生研究所・大阪市立環境科学研究所

﹁公衛研の存続と発展をめざす会﹂
が吉村大阪市長へ要望書提出︵１月８日︶

今に始まっ

たことではな

いが︑政治家

の金にまつわ

る不祥事はあ

とをたたない

▼今回の甘利

大臣の辞任は当然なこと

だが︑任命した安倍首相

の責任は重い︒しかし︑

安倍首相は﹁甘利大臣は

丁寧に詳細に説明してい

た﹂
﹁石原大臣とともに

全力を尽くしていきた

い﹂と︑疑惑閣僚の任命

責任などどこ吹く風で

す︒疑惑にフタをしての

暴走政治を続けていくと

いうものです︒国会の中

で︑安倍首相の任命責任

の追及はもとより︑甘利

大臣の辞任で終わらせて

の技術継承は途絶えるな

の予算が削られれば︑職員

恐れがあります︒日常検査

研究所に変えられてしまう

﹁金もうけ﹂を目的とする

けに辞任で幕引きさせて

最優先させてきた閣僚だ

財界やアメリカの利益を

ベノミクスやＴＰＰなど

いがしろにしながら︑ア

税の増税で国民生活をな

はいけない︒また︑消費

ど︑危機事象の際に対応で

国民

はいけない▼今︑

大阪府と大阪市は︑市立

して前に進めるための議論

のについても︑具体像を示

など︑機能強化が図れるも

の統合︑港湾管理の一元化

挙後︑吉村市長は﹁研究所

拠となる検査を行っていま

明や公権力行使の科学的根

体となって︑迅速な原因究

機関で︑保健所・行政と一

調査や研究をおこなう行政

日常生活にかかわる検査︑

射能︑水道水の質といった

ター内に移転が決まってい

度中に近隣の健康科学セン

りであり︑公衛研はＨ 年

耐震化工事が終わったばか

定はありません︒環科研は

んし︑施設は統合される予

が増えるわけではありませ

の存続と発展をめざす会で

大阪府立公衆衛生研究所

してはなりません︒

べきもの﹂であり︑独法化

任をもって﹁直接に実施す

阪市・大阪府がそれぞれ責

す︒地方衛生研究所は︑大

ようと取り組んでいる︒

ての職場で地域ですすめ

法廃止のたたかいをすべ

求めている︒また︑戦争

の賃上げで景気回復﹂を

組合は﹁すべての労働者

春闘がスタートし︑労働

組織を統合しても研究員

環境科学研究所と府立公衆

をしていきたい﹂
と述べ︑従

薬混入︑危険ドラッグ︑放

衛生研究所を
﹁二重行政﹂
と

来の統合・独法化案にこだ

月のダブル選

して︑
統合・独立行政法人化

国民・労働者のたたかい

しかし︑

しようとしています︒これ

は︑両研究所がそれぞれの

わたり研究所の廃止案を否

行政を行うべき﹂と３回に

︱１５７などの食中毒︑農

熱︑結核などの感染症︑Ｏ

インフルエンザやデング

地方衛生研究所は︑新型

る必要性をさらに訴え︑市

い︒あま〜い利益からか

民春闘にしないといけな

で安倍政権を包囲する国

長あてに要望書も提出し︑

ら〜い国民世論で暴走政

役割を持って公立で発展す
のです︒

２月市会でも研究所の廃止

治をすすめる安倍政権の

︵か︶

を議決させないためのとり

頭に立とう︒

退陣に向け労働組合が先

メリットも機能強化もない
です︒特に人口密集地であ

と︑限られた予算の中で︑

くみをすすめています︒

か所すべてが公立運営

る大阪市で公立運営をやめ
るのは重大なリスクとなり
ます︒

統合による機能強
化はない

独立行政法人化される

独法化は住民の健
康 ・ 安全のための
機能を低下させる

国

ます︒施設統合のスケール

保健所・行政と一体

決し︑
両研究所の統合・独法

となって役割発揮

化はストップしています︒

して責任をもって保健衛生

のムダはない﹂
﹁大阪市と

大阪市会では﹁二重行政

想﹂
を前提にしたものです︒ 提案しようとしています︒

す︒地方衛生研究所は︑全

11

わり︑２月市会に再度議案

大阪市会でこれま
で３回否決

きなくなることは明らかで

○労働条件はその会社が権力をもって決めている
ので、愚痴を言い合うだけで何もできないと思
っていました。労働組合で団結して現状を変え
ることができるかもしれないということがわか
りました。
（20代・男性）
○府職労が府以外の労働問題にとりくんでいるこ
とが不思議でしたが、そうではないことに気づ
きました。日本の労働環境の底上げが大切と思
いました。負の連鎖を止めるには、個人では無
理。 みんなでがんばる必要があると感じまし
た。
（30代・女性）
○国民にメディア等を通して真実を伝えようとせ
ず、自らの安全しか考えずに、自己防衛してい
る現実に悲しく感じた。戦争の残虐さはわかっ
ていたつもりでしたが、１日 100 人近くも子ど
もたちを含めて亡くなっていることに関して心
が痛くなった。行政のあり方に疑
問を感じた。
（20代・女性）
○テレビ ・ 新聞 ・ 報道を何でも信
じてしまうので、そうではない側
面もあると気づけたし、こういう
ところに来ないとそれに気づく
ことはできないと思いました。参
加することが大切と思いました。
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﹁つどい﹂には︑支部・分会役員をはじめ︑青年・女性組合員も含めて 名
72

は︑
大阪市を廃止する
﹁都構
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感想文より
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