しかし︑ここではコロナ禍

足なし﹂と発表しました︒

ス︶
﹂ で﹁ 特 別 区 は 収 支 不

シ ョ ン︵ 一 般 財 源 ベ ー

施すべきでない﹂が

投 票 は﹁ 延 期 す べ き ﹂
﹁実

ンケート﹂結果でも︑住民

ロナウイルス感染症対策ア

府職労が行った﹁新型コ

％と

の影響について﹁感染症対

は２０２５年１月１日に廃

れば︑政令市である大阪市

住民投票で賛成多数とな

る﹂とされていますが︑そ

時の市民サービスは維持す

とになります︒﹁特別区設置

どの業務は特別区が担うこ

教育委員会︑児童相談所な

は府に一元化し︑保健所や

ち︑都市計画など広域行政

は良くなる﹂などと言われ

﹁二重行政の解消で大阪

参照︶
︒

新たに設置されます︵図②

局や消防庁︑水道局などが

﹁局﹂となり︑特別区連携

協 定 書 で は 今 の﹁ 部 ﹂ が

大阪府の組織としては︑

・公衆衛生︑教育の充実に

路線を転換し︑福祉や医療

ウンド頼みの﹁成長戦略﹂

また︑これまでのインバ

ものです︒

るようにする仕組みを作る

指揮官
︵知事︶
﹂が推進でき

らに巨大な開発を﹁一人の

を大阪府に集中させて︑さ

なく︑大阪市の権限と財源

ような失敗に対する反省も

あったに過ぎません︒この

金のムダ遣い︶が間違いで

型公共事業推進の政策︵税

付けています︒しかし︑前

分かりやすい説明﹂を義務

は﹁協定書の内容について

大都市地域特別区設置法

することも危惧されます︒

めには住民サービスが低下

います︒収支不足を補うた

よる経費削減も盛り込んで

ンターなどの廃止・削減に

ーツセンター・老人福祉セ

に各区にあるプール・スポ

当て込んだままです︒さら

たのに黒字による納入金は

ロナ禍の影響で赤字になっ

反映せず︑大阪メトロがコ

算は現時点で困難﹂として

策︑税収等の動向など︑試

続き取り組みを進めます︒

くらしを守る立場で︑引き

治にもとづき︑住民の命と

な役割です︒

大阪府・市のやるべき重要

体制の強化と予算増こそが

機能の充実をはじめ︑職員

をあげ︑医療体制や保健所

りも新型コロナ対策に全力

なっています︒住民投票よ

不要不急の 住民投票 より
住民の命とくらしを守る

止され︑４つの特別区︵淀
の詳細については明確にな
ていますが︑大阪府と大阪
よる自治体が求められてい
回開催された住民説明会

回︵５年前︶の住民投票で

大阪府議会と大阪市会において︑大阪市を廃止し︑特別区に再編する協定
書︵設計図︶が維新の会や公明党などの賛成多数で可決・承認されました︒
大都市地域特別区設置法では︑府市両議会で協定書を承認し︑府市の法定
協議会に通知後︑ 日以内に住民投票を行うと定められています︒

収用委員会

収用委員会事務局

（土地の収用に関する裁決関係事務等）
海区漁業調整委員会

海区漁業調整委員会事務局（漁業調整関係事務等）

れまでも業務が増えるもと

症が拡大し続けるもと︑こ

大きな問題があります︒

業務の継続性︑専門性にも

者や非常勤職員の配置は︑

また︑有期限の派遣労働

において︑保健所が業務を

化が必要ですが︑コロナ禍

の人員増︑保健所機能の強

いことを提言します︒

に取り組まなければならな

持続・遂行するために直ち

で人員が減らされ続け︑オ
こうした状況を改善する
には︑保健師と保健所職員

今今 ここ そそ全国一律最低賃金制度の
確立と中小企業への支援強化を

年の大阪の最低賃金につい

﹁審議会﹂という︶は︑今

方 最 低 賃 金 審 議 会︵ 以 下

した︒

同額の９６４円が確定しま

日開催︶において︑昨年と

３９回審議会総会︵９月７

と言わざるを得ません︒

きは︑世界的に見ても異常

賃金の引上げを抑制する動

す︒コロナ禍を理由に最低

０００円﹂などを内容とす

最低８００円︑全国平均１

て﹁最低賃金引上げ

０２０年までの目標﹂とし

政府は２０１０年に﹁２

て﹂ を閣議決定していま

る﹁
﹃新成長戦略﹄ につい

全国

て﹁ 現 行 ど お り と す る ﹂

景気回復には
賃上げが不可欠

︵改定無し︶との答申を行

全国 県で
最賃引上げ

これを受けて︑府職労は

いました︒

定 し て い ま す︒ ま

県で２円引上げが決

１円︑埼玉県・千葉

奈川県︑愛知県では

と同じＡランクの神

が︑全国的には大阪

﹁改定なし﹂でした

会の意見にもとづき

大阪では中央審議

きました︒その結果︑国民

する﹁経済復興﹂を進めて

とで︑企業利益だけを優先

壊させ︑賃金を抑制するこ

唯一日本だけが︑雇用を崩

きました︒先進国の中で︑

の拡大を図って乗り切って

金を引上げることで︑内需

欧米の各国は︑労働者の賃

リーマンショックの際︑

全ての労働者が先頭となっ

充させるためにも︑官・民

るための具体的な施策を拡

備を行い︑賃上げを支援す

に︑中小企業の経営環境整

と賃上げの両立を図るため

の実現が必要ですし︑雇用

最低賃金の抜本的な引上げ

会﹂を実現するためにも︑

安心して普通にくらせる社

保健所の役割と公衆衛生の

あったため︑緊急受診が必
要と判断し︑所内に報告し
対応を確認のうえ︑救急車

所では発生前から情報収集

ンフルエンザに感染︒保健

校生が国内で初めて新型イ

なくても命に別状はなかっ

をさせたのか︒緊急受診し

からは﹁なぜ︑何度も検査

した︒しかし︑翌日︑母親

を要請するよう母親に指示

を行い︑府民への正しい情

私は︑医師の対応を確認

たのではないか︒救急車を

しつつ︑母親の気持ちを聞

報 提 供 に 努 め て い た︒ 当

の電話があり︑容態を確認

きながら︑厚生労働省への

呼べといっ たあなたが悪

すると︑すでにインフルエ

い﹂という怒りの電話があ

ンザと診断され︑タミフル

確認まで行い︑医師の判断

時︑私は感染症チームに所

を 処 方 さ れ た が︑ 解 熱 せ

が間違っていなかったとこ

属し︑第一線で対応してい

ず︑呼びかけにも答えない

とを説明した︒時間をかけ

った︒

意識障害が疑われる症状で

て丁寧に話をすることで︑
医師の立場も守りつつ︑母
親の気持ちも落ち着かせ︑
子どもが元気でいてくれる
ありがたさに注目させるこ
とができた︒

生活する人々を支える

金制度の早期の実現を求
め︑運動を強めましょう︒

と︑
職員基本条例が作られ︑
職員定数を増やさないとい
うルールが作られている︒
このルールを突破するのは
相当困難なことだが︑ここ
を突破すれば︑新しい希望

ずに流行すると言われてお

新型感染症は５年を置か

わめて大きなものがある︒

が︑陰の働き手の価値はき

表舞台に立つことはない

や努力を積み重ねている︒

生活する人々を支える苦労

療行為だけでなく︑そこで

保健所の感染症対応は医

め︑大いに仲間づくりも進

です﹂という呼びかけも強

い︑あなたの力が必要なん

め に︑ 組 合 に 入 っ て ほ し

職員の定数増を勝ち取るた

る︒また︑同時に﹁保健所

画の拡散などを考えてい

イン署名︑キャンペーン動

現場の声の発信やオンラ

まがそのチャンスのとき︒

を感じることができる︒い

り︑公衆衛生・保健所機能

めていく︒
行はそれを示唆している︒
感染症発生時の危機管理対

新型コロナウイルス感染

策は︑発生後にすれば良い
ものではなく︑発生前から

気な人は病気の人を︑差別

症が教えてくれたことは︑

するのではなく︑喜びも苦

の準備が必要であり︑感染

特に保健所においては︑

しみも分け合って生きてい

人と人とのつながりの大切

一刻も早く︑組織や人員体

く社会︑その必要性を教え

症対策に関わる人員体制や

制を構築すべき︒職員数の

さ︒ 大 き な 国 は 小 さ な 国

削減が続けられた今の状態

てくれた︒それは︑家庭に

を︑若い人は高齢者を︑元

では︑長時間労働を改善す

お い て も︑ 職 場 に お い て

予算の充実なくして︑抜本

ることはできず︑今後︑府

も︑社会においても︑国に

キャンペーンに取り組む︒

としても定数増を勝ち取る

職員の資源を力に変え︑何

府職労は︑
保健師︑
保健所

ために︑奮闘したい︒

とのできる社会を実現する

与えあって︑生きていくこ

るのではなく︑分け合い︑

いあい︑奪いあい︑対立す

おいても︑言えること︒競

大阪府では維新府政のも

状態になりかねない︒

民対応を削らざるを得ない

的な改善は実現不可能︒

﹁競争﹂よりも
支え合える社会を

の強化が必要︒コロナの流

のが保健所の役割

﹁８時間働けば︑誰もが

た︑この間の豪雨災

の消費購買力は回復せず︑

す︒

害で大きな打撃を受

て︑今後も全国一律最低賃

こうした経験を踏まえて

なくなりました︒

深刻なデフレから抜け出せ
を引上げるなど︑
県が引上げを決定し

９月 日︑府内自治体の労働組合で作る大阪自治労連は第 回定期大会を
開催しました︒コロナ禍の中︑例年より日程を短縮し︑十分な感染症対策を

う﹂と意思統一しました︒

ました︒

向上をめざす決意を発言し

今から 年前︑大阪の高

時間をかけた
丁寧な対応が必要

一刻も早く組織・人員体制の強化を

植村副委員長の発言

副委員長が討論に参加し︑

府職労を代表して︑植村

行いながらの開催となりました︒
大会は有田委員長のあい
さつで始まり︑議長には山
本 さ ん︵ 府 職 労 ︶︑ 春 崎 さ
ん︵岸和田市職労︶を選出

人が討論に参加

し︑すべての議案を決定し
ました︒

し︑
﹁いのち最優先のコロ
ナ対策で︑コロナ危機を職
場から乗り越え︑自治体労
働運動のさらなる前進をめ
ざそう﹂
﹁ 大 阪 都 構 想︵ 大
阪市廃止・特別区設置︶で
はなく︑憲法に基づいた地
方自治の役割を発揮しよ

11

けた熊本県では３円

40

政令市がなくなり
４つの特別区に
職員体制の強化と予算増を

金引上げを凍結・抑制する

﹁不況﹂を理由に︑最低賃

世界を見てみると︑この
のではなく︑中小企業への

ています︒

長あてに異議申出書︵①大
コロナ禍においても︑韓国
支援と合わせ︑大幅に引上

審議会会長及び大阪労働局

阪の最低賃金を時間額１５
げることが必要です︒

するため︑誰もがどこでも

（労働争議の調整関係事務等）

ーバーワークが続いていた

では１・５％︑イギリスで

ロラド州など４州で

安心して生活できるよう全

労働委員会事務局

保健所での業務遂行は︑極

は６・２％︑アメリカはコ

へ引上げ︑ニュージーラン

国一律最低賃金制度の確立

労働委員会

めて厳しい状態となってい

万円に引上げる

こと︒②全国一律最低賃金
ドはコロナ禍以前に決定し

（任用、勤務条件についての措置要求関係事務等）

ま す︒ 休 憩 時 間 す ら 取 れ

００円︑日額１万２０００

制度を確立すること︒③審
た６・８％の引上げを政府

人事委員会事務局

ず︑毎日終電前後までの残

円︑月額

議会︑大阪府最低賃金専門

人事委員会

業が続き︑職員は著しく疲

府職労は︑憲法と地方自

川・北・中央・天王寺︶に
っておらず︑特別区の﹁努
るにもかかわらず︑新型コ

コロナ対策に全力をあげ

移行します︵図①参照︶
︒
市の仕事は地域や役割によ

が︑今回は
審議会が地域別最低賃金に
部会︑小委員会等を公開で

って分担されており﹁ムダ

はオンライン︶しか開催し
ついて﹁引上げが雇用調整
が必要です︒

（事務・事業の監査、決算審査等）

弊し︑健康危機に晒されて

また︑地域間格差を解消

ロナウイルスの感染拡大前

ないなど︑住民に対する説

が﹁延期しない﹂として︑

監査委員事務局

コロナ禍における保健所業務軽減のため
の緊急アンケート （2020.８.29／回答68人）

ドル

の﹁ 財 政 シ ミ ュ レ ー シ ョ

明は不十分と言わざるを得
開催し︑再調査と審議を行

監査委員

できるよう形式的なオンライン診療でなく、きめ細やか

回︵うち３回

な二重行政﹂は存在してい

ン﹂を前提にしていること
の契機とされることは避け

（学校教育、社会教育等）
選挙管理委員会事務局（選挙の管理執行等）

⑦宿泊療養者支援ついては、体調悪化時等にスムーズに対応

日︑中央最低賃金

も問題であると指摘されて
ません︒

教育庁
選挙管理委員会

と。

７月

ません︒

います︒
４月１日から予定通り引上

教育委員会

の安定した患者の搬送については委託業者に委託するこ

９月３日、異議申出書を提出する樋口書記長

反省すべきは
開発優先の府政・市政
うこと︶を提出しました︒

（水道）

47.1%

８時間働けば普通に
くらせる社会を

る必要がある﹂と﹁現行水

（消防）
水道局

消毒等の業務は委託すること。また、無症状者等の症状

・８％

コロナ禍のもと︑十分な

消防庁

いいえ
44.1%
め、患者搬送車を各保健所へ配置するとともに、運転、

20

そもそも︑ＷＴＣやりん

（出納、審査等）

どちらともいえない
⑥スムーズな入院を可能にし、保健師の負担を軽減するた

15

げています︒ドイツでは２

会計局

一部の業務が集約・委託

新型コロナウイルス感染症で「陽性」となり、宿泊
施設や自宅で療養した場合も「不慮の事故による入
院」 として取り扱い、 共済金が給付されます（ただ
し、医師の診断が必要です）
。
「不慮の事故」
扱いですので、通常の病気入院よりも
給付金額は高くなります。また、新型コロナウイルス
感染症は、健康告知に該当し
ないので、共済金が給付され
た場合であっても、今後の型
上げ等は可能です。詳しくは
府職労本部までお気軽にお問
い合わせください。

年半で段階的に約

（住宅、公共建築、りんくうタウン等）

な相談フォロー体制を確立すること。

います︒

40

府職労のほかにも１４９の

住宅建築局

されていますが︑業務改善

みなさんのご協力でセット共済・火災共済の満期更
新手続きが完了しました。
今回の更新の効力は９月１日から発生しています。
また証書については10月以降にお届けとなります。
セット共済・火災共済は、随時新規加入を受け付け
ています。ぜひ、ご検討ください。
24

準を維持することが適当﹂

（下水道）

につながらなかったり︑現

自治労連セット共済・火災共済のお知らせ

との答申を行いました︒そ

下水道局

場に混乱を生じさせたりし

今こそ
コロナ禍の
最低賃金の
要
引上げが必

説明もできないまま︑大阪

（港湾）

ている場合もあります︒

コロナでの宿泊施設、
自宅療養も給付対象です
自治労連
セット共済

62

力目標﹂とされています︒

※ 上記については、変更の可能性がある。

市を廃止する住民投票を行

港湾局

せて氏名の入力も行うこと。

（議会事務等）

住民サービスは
維持どころか低下

（道路、河川、公園等）

⑤間違いを防止するため、キントーンでの管理はIDと合わ

議会事務局

くうゲートタワーの破綻は

都市整備局

8.8%
はい
うな体制づくりをすること。

内水面漁場管理委員会

二重行政が原因ではなく︑

（都市計画、まちづくり、広域インフラ（計画）等）

の意見を聞き、現場の保健所がスムーズに対応できるよ

議会

の引上げを決定していま

都市計画局

④入院フォローアップセンターの運用については、各保健所

（警察）

労組・団体から異議申出書

（環境、エネルギー、緑化、農林水産業振興、市場等）

と。

警察本部

が提出されましたが︑第３

環境農林水産局

所の感染症チームの意見を丁寧に聞きながら対応するこ

公安委員会

日には大阪地

（産業振興、企業支援、雇用、人材育成等）

③濃厚接触者フォローアップセンターの運用ついては、保健

11

の後︑８月

経済労働局

り時間を柔軟化すること。

固定資産評価審査委員会

うことに疑問の声もあがっ

（医療、健康づくり、公衆衛生等）

副首都推進局は︑特別区

健康医療局

当時も府職労が指摘・批判

（地域福祉、障がい者、高齢者、子ども等）

保健所からの緊急提言を発表
優先ではなく、実態と必要性を踏まえて、回数や締め切

ています︒

福祉局

設置後の﹁財政シミュレー

（IR
（統合型リゾート）推進等）

していたように︑開発・大

IR推進局

現在の大阪市の業務のう

（予算、税務、公民連携等）

トーン入力、陽性者報告等）についても、
「報道発表」を

33

財務局

②保健所電話相談件数の集計を廃止し、その他の報告（キン

22

た︒ある高校生の母親から

植村副委員長

（法務、人事、市町村等）

を含む）すること。

11

総務局

をあげることができるよう体制確立（緊急の応援体制等

13

（成長戦略、府政の総合企画、副首都化、万博等）

①健康医療部として、各保健所が長期的なコロナ対策に全力

22

政策企画局

新型コロナウイルス感染

（観光、文化・スポーツ振興、博物館、動物園等）

CCFC
（濃厚接触者フォローアップ
センター）で保健所業務は軽減され
ると思いますか？

主な事務

保健所からの緊急提言

新型コロナ危機を乗り越え
いのちとくらし守る新しい社会を築こう

都市魅力文化局

事

（特別区との連携、大阪府・特別区協議会（仮称）等）

４
天王寺区
（人権、男女共同参画、大学、広報・広聴、治安、青少年等）

知

特別区連携局

３
中央区
府民生活局

大阪自治労連第33回定期大会を開催

スマートシティ戦略局（スマートシティ、
ICT、
業務改革等）

60

２
北区
１
淀川区
（防災、危機管理、被災地支援等）

コロナ最前線

危機管理局

大阪市分割地図
図①
組織図（「特別区設置協定書」より）
図②
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コロナ対策 にに全力 をを
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