安倍働き方改革 のねらいを学び
支局長の東海林智さんが

集会では︑毎日新聞新潟

批判しました︒派遣会社の

ア宣言﹂に逆行すると強く

の政策は﹁フィラデルフィ

倍政権の働き方改革や一連

働基準法を大改悪し﹁高度

間労働の是正﹂を口実に労

また︑安倍政権は﹁長時

ました︒

ひどい働かされ方を指摘し

に︑派遣や非正規労働者の

ならないためにも労働組合

プライベート・コマンドと

に﹁公務労働者が権力者の

う必要性を強調するととも

円など︶
﹂ を掲げてたたか

求︵最低賃金時給１５００

な暮らしができる賃金の要

がまともに働けば︑まとも

▼

﹁安倍働き方改革のねらい

チラシに﹁電話一本︑ 分

プロフェッショナル制度﹂

が必要である﹂と強調しま

憲法９条を変えて

﹁戦争する自衛隊﹂にしていいのですか？

台風21号による災害に、犠牲になられた方に哀悼の意を表し、
被害にあわれた方に心からお見舞い申し上げます
超大型の台風21号により、全国各
地で多くの方が被害にあわれ、大阪
府内でも道路の陥没や、鉄道の駅・
線路の冠水・破損など大きな影響が
出ています。
台風21号は、近畿地方で大きな犠
牲を出し、大阪府内で２人が亡くな
り、20 人の方が軽傷を負われまし
た。また、床上・床下被害含め住宅
被害も120件を数えています。
（10月
24日、大阪府発表）
府職労は、犠牲になられた方に哀
悼の意を表し、被害にあわれた方に
心からお見舞い申し上げます。
あわせて、台風通過当日から、災
害被災地での道路などの復旧をはじ
め、被害にあわれた方に関係するさ
まざまな支援の業務にご尽力されて
いる大阪府職員や、関係する多くの
方に敬意を表するものです。
※台風21号の風・大雨で、浸水（床
上 ・ 床下）
、家屋の損壊などの被
害はありませんか。被害状況によ
っては、自治労連火災共済（加入
者が対象）
、
府職労共済
（全組合員
が対象）の支給対象となる場合が
ありますので、
お問合せください。

１．府職労共済（全組合員が対象）
自家、借家を問わず、組合員が現に居住する建物の被害に対し、下表の給付となります。

全壊、全流失
大規模半壊

60,000
42,000

半壊、半流失
一部壊

30,000
2,000

床上浸水

6,000

２．火災共済（加入者が対象）
建物および家財を収容している建物本体について 10 万円を超える損害が発生した場合、
「共済金＋臨時費用」が給付
されます。家財だけに加入の場合も給付されます。最高限度は、100口（建物と家財の合計口数）を限度です。
なお、建物本体および、電気、冷暖房等の建物の付属設備も対象とします。門や塀、物置等建物の付属物は損害の対
象外です。損害の程度によって次表に基づき給付されます。
風水害等共済金は、建物本体、または窓、扉など建物の一部が直接、雨、風等によって破損したために
生じた損害（急激・偶然・外因）について対象とするものであり、建物の開口部（窓や戸の閉め忘れ等）
から雨・風・ひょう・雪等の吹き込みによって建物の内部に生じた損害は対象となりません。

建物と家財両方に加入
区

分

全壊全流失
大規模半壊
半壊半流失
一部壊

床上浸水

認定基準
建物の70％以上の損壊・流失
建物の50%以上の損壊・流失
建物の20％以上の損壊・流失
建物の損害額が
100万円を超える場合
建物の損害額が10万円を超え
100万円以下の場合
150㎝以上
100㎝〜
150㎝未満
１階の全床面積
70㎝〜
50％以上に
100㎝未満
わたる浸水
40㎝〜70㎝未満
40㎝未満
100㎝以上
１階の全床面積
50％未満の浸水
100㎝未満

建物、家財の
どちらか一方だけに加入の場合
１口当たり
最高限度
共済金
（100口）
15,000
1,500,000
10,500
1,050,000
7,500
750,000

１口当たり
共済金
30,000
21,000
15,000

最高限度
（100口）
3,000,000
2,100,000
1,500,000

3,000

300,000

1,500

150,000

1,000

100,000

500

50,000

15,000

1,500,000

7,500

750,000

10,000

1,000,000

5,000

500,000

7,000

700,000

3,500

350,000

5,000
3,000
3,000
1,000

500,000
300,000
300,000
100,000

2,500
1,500
1,500
500

250,000
150,000
150,000
50,000

実態などを紹介しました︒

と職場からのたたかい﹂と

でお届けします﹂
﹁春の無

︵残業代ゼロ制度︶を導入

講演の最後には﹁柔軟な

題した講演を行いました︒

料お試しキャンペーン﹂な

し︑労働時間規制を除外す

月４日︑自治労連都道府県職部会は﹁賃金・リストラ交流集会﹂を開催し

東海林さんは︑まず初めに

どのフレーズが使われてい

働き方﹂をすすめる安倍政

﹁労働は商品ではない﹂

る実態が紹介され︑労働が

11

13

権への対抗軸として﹁誰も

﹁一部の貧困は全体の繁栄

30

ました︒府職労から青年を中心に 人が参加しました︒

にとって危険である﹂を根

ることを狙っていることも
した︒

あからさまに商品化されて

講演の後は参加した各府

本原則とした﹁フィラデル

県からの取り組みを大いに

指摘し︑大企業などの現場

で起こっている長時間労働

交流しました︒

いる実態を指摘するととも

や不払い・サービス残業の

各組織からの活動報告に

声

今回の交流集会では︑毎

ついては︑まだまだ分から

誠大 ︵青年部書記長︶

日新聞記者の東海林智さん

ないことだらけで︑難しい

加藤

のお話を聞くとともに︑各

話でしたが︑全国的な組合

保健所支部

単組の活動報告を聞いて非

活動のおかげで今の良い労

人間らしい働き方を確保

働環境があるのだなと感じ

するためには︑労働組合の

働き方改革の﹁高度プロ

象者を年収４００万円まで

活動が不可欠だとよりいっ

常に勉強になりました︒

拡大することを狙っている

ることができました︒

ことや﹁労働時間の上限規

そう感じることができ︑も

フェッショナル制度﹂の対

制﹂と言って過労死ライン

っと良い労働環境にしてい

くためにも私自身も頑張ろ

時間から１００時

間も含まれていることなど

うと思いました︒

である

を新たに知ることができま

80

参加者の

﹁人間らしい働き方﹂
には労働組合が必要

講演する東海林さん

フィア宣言﹂を紹介し︑安

職場からのたたかいを

した︒

生活改善につながる大幅賃上げ︑

みんなの力で秋季年末要求を前進へ

2017年11月８日 ＜２＞
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正規も非正規も、すべての職員が
やりがいをもって働ける職場に！

﹁戦争する自衛隊﹂にしていいのですか？

隊が海外で戦争に巻き込

らいです︒これまで自衛

自衛隊明記で米軍とともに海外で戦争する国に

防軍﹂の創設に対し︑国

生活改善につながる大幅賃上げ
働きやすい職場をつくろう！

民の強い批判が予想され

要求の実現とあわせて︑安

いま︑なぜ９条に自衛

出る状況をつくっ ていま

月１日﹁２

まれることがなかったの

府労組連は

るため﹁９条１項︑２項

倍政権が狙う憲法９条改悪

に職場から怒りの声をあつ

導センター

になりません︒

支給しない理由

賃金・一時金を

が厳しい﹂は︑

し か し︑
﹁経営

上げが未実施のままです︒

ましたが︑０・１月分の引

を年間４・２月に引き上げ

あわせて︑非常勤職員の賃

るよう引き続き求めます︒

の非常勤職員が無期転換す

これまで働いてきたすべて

は無期転換になりません︒

降に雇用された非常勤職員

が︑２０１７年４月１日以

全員無期転換となります

員は︑５年経過した時点で

に雇用されている非常勤職

つながる賃金引

あげて︑働きやすい労働条

を行います︒みんなで声を

の後︑継続して折衝・交渉

もに海外で戦争する国に

しようとしているので
このタイミングで﹁自衛

い﹂と考えています︒そ

条を守らなければならな

隊 は ︑ も は や﹁ 専 守 防

憲法に明記される自衛

日本に強い﹁肩代わり﹂

の意図をむき出しにし︑

す︒武力による世界支配
隊明記﹂を打ち出す必要

年間︑憲法９

となるよう圧力をかける

れは戦後

衛﹂の自衛隊ではありま

事行動を世界中で展開す

トランプ政権との共同軍

があったのでしょうか︒

条が日本の平和に大きく

置づけることによって︑

せん︒９条に自衛隊を位

で９条２項の削除と﹁国

るための突破口です︒

貢献してきたからに他な

国民をごまかして
改憲の道ひらく
国民の多くは﹁憲法９

と迅速な対応と小児への

持続点滴︑モニター監視

き分けながら酸素流量︑

シー対応等︑呼吸音を聞

行います︒アナフィラキ

いられています︒長期入

ため親と離れ︑入院を強

長期入院児は︑治療の

けなくてはなりません︒

に対応できるよう目を向

き声が響き︑一人ひとり

子どもたちに合わせ
た対応は緊張の連続
私の勤務する小児科病

きめ細やかな観察が必要

受け入れるため︑常にベ

緊急入院をスムーズに

応しています︒夜間の緊

繰り返し説明しながら対

で理解してもらえるよう

治療の必要性も生活の中

す︒その一方で︑子ども

にやるせなさも感じま

世の中になっており︑時

らしを苦しめ生きづらい

の社会背景がみえます︒

イコプラズマ・ＲＳウイ

膚炎︑食物アレルギー等

ッドコントロール行いな

今の社会が人としてのく

の呼吸器疾患の子どもた

がら毎日部屋移動が必要

院している幼児もおり︑

ちが入院しています︒レ

で緊張の連続です︒

スパイト入院︵神経難病

たちの成長を垣間見たと

きに大きなやりがいを感

急入院や重症者への対応

に手をとられつつ︑一方

の転落防止のために︑対

入院中は︑子どもたち

術も受け入れています︒

生は病棟から通学し︑治

長期入院している小中学

羽曳野支援学校もあり︑

病院敷地内には︑府立

子どもたちをとりまく

ともに考え対応していか

けるよう私たち医療者は

子どもたち一人ひと

では夜泣きしている子ど

もをあやすという目まぐ

じます︒

となります︒
介護者を対象に医療保険
で短期入院を受け入れる

象に合わせ柵の高さが違

療を行いながら学んでい

状況は厳しく︑ネグレク

なければならないと思っ

制度︶や小児の耳鼻科手

うベッドの準備が必要で

ます︒日中は子どもたち

ト︵児童虐待の一つ︑育

ています︒

もたちがより成長してい

られるよう少しでも子ど

ます︒子どもが笑顔でい

り︑無限の力を秘めてい

す︒乳児にはサークルベ

の元気な声が響いていま

児放棄︶や貧困問題など

るしい毎日です︒

ッド︑幼児や小中学生に

すが︑ときには大きな泣

背景に子どもたち
の貧困も

は小児用ベッドの準備を

治療しながら
学ぶこどもたち

患者やがん患者などの要

ル ス 等 ︶︑ ア ト ピ ー 性 皮

棟には︑喘息や肺炎︵マ

病気に立ち向かう子どもたちの成長にやりがい感じる

２項を空文化するのがね

りません︒このような中

隊を書き加えるのか

す︒職員基本条例に基づく

は︑９条２項があったか

０１７年秋季年末要求書﹂

を残し︑自衛隊を書き込

約から解き放し︑戦争法

らです︒自衛隊をこの制

そもそも︑自民党がつ

むだけだからいいじゃな

を許さず︑過労死を増やす

いか﹂と国民をごまかそ

労働法制改悪反対︑すべて

は︑憲法９条第２項を削

うとしているのです︒

職員数削減計画の実施によ

の労働者の賃金引上げやは

除し︑戦力としての﹁国

っ て異常な長時間労働で
﹁過労死ライン﹂を超える
たらくルールの確立をめざ

防軍﹂を位置づけるとし

を︑知事あてに提出し︑職

よう強く求めました︒私た
職員も増えています︒いま
し︑職場から取り組みをす

月

員の切実な要求を実現する

ち府職員の賃金・労働条件
こそ︑あたりまえの賃金引
す め ま す︒ 当 面︑
﹁府労組
連学習決起集会﹂
︵

く っ た﹁ 改 憲 草 案 ﹂ で

については︑財政状況を口
上げとともに︑圧倒的な職
員が反対している相対評価

時間残業をなくし人間らし

め大きく成功させ︑切実な

２０１７年府人

き上げと︑各種

件をつくりましょう︒

︵安保法制︶で米軍とと

実 に し た﹁ 賃 金 決 定 の 原
則﹂にも反する賃下げ攻撃

時︑社会福祉指

い生活を戻すためにも﹁業

日︹火︺

ーション低下が進んでいま

務量に見合う必要な人員

を直ちに中止し︑異常な長

す︒ 全 体 の ７ 割 を 占 め る

要求実現へ全力で取り組み

によって生活悪化とモチベ

﹁Ｂ﹂評価の良好な職員の
増﹂など早急に解決すべき

月１

勧どおりの支給

金・労働条件など待遇改善

手当の新設・増

５階ホール︶

内︑２割の職員を相対化で

ましょう︒

機構当局は︑今年

均等待遇をめざそう

非常勤職員の待遇改善︑

府労組連では︑秋季年末

課題が山積しています︒

給反映で生涯賃金にも差が

﹁下位区分﹂に落とし︑昇

19

医療の現場から

自衛隊明記で
９条２項を空文化
ています︒では︑なぜ︑
14

桃代

月 ６ 日︑ 府 立 病 院 機 構 労 働 組 合︵ 病 院 労 組 ︶
は︑２０１７年秋季年末要求書を機構理事長あて提
出しました︒正規職員も︑非正規職員も︑賃金の増

ついて更新上限を５年とし

日以降採用の非常勤職員に
は︑機構当局は﹁厳しい経

ました︒今年３月

と︑未支給分を

と均等待遇を求めます︒

日以前

営状況﹂を理由に︑一時金

額︑労働条件の改善︑均等待遇の実現を求めました︒

安心して働き続け
られる賃上げを

11

②
府民のいのちと健康を守る府立病院に

11

昨年度の秋季年末交渉で

さかのぼって支

月

病院労組は︑今後︑

◇
めます︒あわせ

日に団体交渉を行い︑そ

◇

て︑生活改善に

給することを求

11

山本
大阪はびきの医療センター

11

31

72

11

額を求めます︒

17

2017年秋季年末要求書提出
府立病院機構労働組合

