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加入・カンパにご協力を！

「府職の友」
は組合費で作成しています。
組合未加入のみなさんにはカンパにご協
力お願いします。

振込先 りそな銀行大手支店

普通0006688
大阪府関係職員労働組合

日

日産自動車

の無資格者検

査に続き︑神

タ改ざん常態

戸製鋼のデー
の導入や

起こっているのか︒国際

化が相次ぎ発

間過密労

競争力や納期を理由に安

無理な職

働が深刻

全性を無視して車や飛行

覚︒世界に誇

まずは職場で改善できそう

化し︑働

機などに使われていたこ

員削減が

な些細な不満や身近な要求

きづらい

とは断じて許されない︒

る﹁メイド・イン・ジャ

そのあとは︑コーディネ

から取り上げよう︑④職場

状況が広

パン﹂の名門企業で何が

ーターとして参加していた

の過半数の組合員をめざそ

大企業の社会的責任が問

れ︑長時

だいた大阪職対連の藤野ゆ

う︑の４点が示され︑本部

がってい

進 め ら

﹁職場を働きやすくするつどい﹂を開催
﹁ 職 場 で 目 に 見 え る 労 働 組 合 活 動 を み ん な で す す め よ う ﹂ と︑ ９ 月

︵土︶に﹁職場を働きやすくするつどい﹂を開催しました︒保育室も設置し︑

い話で元気になった

きさんと産業カウンセラー

として﹁サポート体制﹂も

﹁つどい﹂の初めには︑

の福田茂子さんから﹁改善

２つの職場からの特別報告

われる▼大阪の貧困層が

要求のための﹃話し合い﹄

ました︒

ます︒ま
を考える﹂
﹁職場をみる目

具体化するとの報告があり

がありました︒報告では︑

をつくる﹂
﹁感度を上げる

％︵全国２位︑全国平

毎月１回の職場集会を目標

・８％︶
︑
﹁子ども生

た予算の削減で職場環境も

ざ し て︑ 職 場 活 動 を 強 化

て働き続けられる職場をめ

国１位︑全国平均１・

活保護率﹂４・ ％︵全

均

悪化しています︒

％︶と最悪の事態︒しか

府職労は︑誰もが安心し

し︑取り組みを進めます︒

理由にし

広がり﹁子ども貧困率﹂

に取り組んでいることや組

︵アサーション権︶
﹂ とい

た︑
﹁財

合員みんなで役割分担して

うテーマで︑それぞれお話

いま職場では︑相対評価

みんなで
働きやすい職場を

いること︑職場集会で出し

がありました︒

境の改善に取り組んでいる

ことなど︑職場活動と要求

実践でも
大盛り上がり

合った意見をもとに職場環

政難﹂を

た︒

名の参加︵女性参加率 ％︶がありました︒
63

役に立つ報告と楽し

力あわせよう
実現の経験が語られまし

昼食のお弁当を食べなが
らのグループワークでは︑
職場の空調問題を中心に︑
それぞれの問題点などを出
し合い︑グループごとに労
働安全衛生委員会に向けた
準備の話し合いを行い︑模

年齢は

月か

歳︑女性比率４

がスタート！役員の平均

ら新たな本部執行部体制

優先の課題▼さて

ことは憲法にもとづく最

て住民福祉を向上させる

び︒大阪府が責任をもっ

つらい﹂という悲痛な叫

できていないのが本当に

﹁府民に寄り添う仕事が

し て い る︒ あ る 職 員 の

巨大開発をすすめようと

カジノ︵ＩＲ︶や万博︑

など府民施策を削減し︑

し︑福祉医療費助成改悪

91

10

擬労働安全衛生委員会も開
催しました︒
集会の最後には小松書記

22

13

︵あ︶

で力あわせて頑張りたい

来も輝く社会を〜みんな

ｏ Ｌⅰ ｆｅ ﹄ 〜 今 も 未

も﹃Ｎｏ Ｕｎ ｉｏｎ Ｎ

ンバーで構成︒これから

備・看護師など多様なメ

福祉・保健師・土木・設

割︑行政をはじめ︑社会

47

長より﹁職場活動強化方針
︵討議案︶〜働きやすい職

みんなで

場をつくるために！今こそ
労働組合の出番

力をあわせ︑できることか
ら始めよう！﹂ が提案さ
れ︑職場活動のポイントと
して︑①職員・非常勤職員
の声に耳を傾けよう︑②組
合員が力を合わせ全員参加

た。
に寄っ
いて、まずは職場集会など
〇２つの職場の活動報告を聞
で取り
とや多くの人が何らかの形
てもらうことから始めるこ
。
じた
が大切だと感
組みに参加してもらうこと
で継続
でも、労働安全衛生委員会
議題
〇なかなか改善されない
に向け
改善
いくことで、少しでも
して議題として取り上げて
った。
て進めるのではないかと思

27

30

したいと思った。
労働安全衛生委員会に生か
〇おもしろかった。
短く感じた。
間が
で時
濃密だったの
〇話が分かりやすく内容が
くわかって
がよ
ぞれの職場の様子
〇グループで話し合い、それ
非常に参考になった。
思う。
多くを学べるよい方法だと
〇模擬労働安全衛生委員会は
った。
と思うので勉強しようと思
知らなければ何も感じない
た。多
さんの意見が聞けてよかっ
〇グループワークでは、たく
。
大切さを実感した
くの感性を持って話し合う
「ちょっ としたことが職
ている」
ざし
〇「全員参加の行動をめ
、見習
場報告を聞き、すばらしい
場改善につながる」との職
おうと思った。
組みを
いて、これから職場で取り
〇２つの職場の活動報告を聞
安全衛
労働
た。
をたくさんもらっ
進めるときの、大切な視点
に感じ
よう
す身近で心強い存在の
生委員会の存在が、ますま

をつくる
ために

働きやすい職場

43

の職場活動を進めよう︑③

声
参加者の

2068号 2017年10月4・18日

発行所／大阪府関係職員労働組合
〒540-0008 大阪市中央区大手前2-1-59
電話 06（6941）
0351・内線3740
直通06（6941）
3079 FAX06（6941）4541
Ｅメール info@fusyokuro.gr.jp
URL/http://www.fusyokuro.gr.jp
発行人／有田 洋明 編集人／小松 康則
（一部10円）
組合員の購読料は組合費に含まれています。

あなたの力を府職労へ

