府職労に加入し
感謝と応援の声
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台風︑地震︑感染症などの危機から

新型コロナウイルス感染者は増え続けています︒単に感染者が何人かという問題
だけでなく︑陽性者の入院︑療養等の調整︑陰性となった方や濃厚接触者への対応
など︑その業務は多岐に渡り︑保健所や健康医療部︑危機管理室を中心に︑深刻な
長時間過密労働が続いています︒この間︑部局を超えた応援体制や年度途中の人事
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「ピークが過ぎたからもう大丈夫なんじゃ ない
の？」「大阪府はIT導入したから他の都道県より効
率化してるよね」「府知事が迅速に対応してくれて
いいよね」なんて「幻想」が吹き飛ぶ。現場を外部
から想像することの難しさがわかる。だからこそ現
場の声が大事。
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「残業減らすために残業を減らせと部下に指示する」
ほど、間抜けな
「管理職」
はいない。管理職の仕事は
部下の残業がなぜこんなにも多いかを分析し、自分
の持つ権限と予算を減らすための行動をすることで
あって、それなしに部下に行動を促すことではない
のでは。管理職は残業減らすために何をするのか。

加入をお待ちしています︒

勤務は右肩上がりに増加

お母さんの気持ち、
保健師さんの気持ち、
どちらの気
持ちも想像しただけで涙が出てきます。
辛すぎます。

所職員をはじめ︑職員の大

だけの増員・応援を行った

保健師増やして！看護師増やして！家族も自分も犠
牲にしたくない！

幅な定数増をめざすことに

本条例﹁職員数管
理目標﹂は直ちに

し︑メ ン タ ル ヘ ル ス で 休 職
する職員も高止まりしてい

うえでも︑昨年度をはるか

公衆衛生という文字に重みを感じます。公務員バッ
シングの中、最前線を担う方々のディーセントに敬
服と感謝。大阪府の保健師を増やしてください。
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組合加入は
こちらから

府民の命とくらしを守れる体制を

あなたの力を貸してください！
府職労は、現場の実態を広く知らせるため、保健所職員から寄せら
れる声を連日ツイッター（#大阪府の保健師を増やしてくださ
い）で発信しています。そこに寄せられた声の一部を紹介します。

職員定数を
増やすため
最前線を担う保健所職員に寄せられる
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に上回る時間外勤務も発生

2018年 号台風では︑咲洲庁舎に
隣接する駐車場で多数の自動車が風に
飛ばされて散乱︵大阪民主新報提供︶

管理職から全職員に残業を減らすように周知され
た。それで次のピークがきたとき、やっていけるの
だろうか。 残業を減らすのは大切かもしれません
が、 根本問題を解決せず、 締め付けを厳しくして
も、解決には繋がらない。#大阪府の保健師を増や
してください

府職労
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「ピークが過ぎても通常業務もあり全く余裕があり
ません。緊急事態宣言後からは精神保健相談も急増
し、自殺未遂ケースも多発。相談者のニーズに応え
られるよう、事故が起きないよう、気持ちを切り替
えながら対応するのに必死の日々です。」#大阪府
の保健師を増やしてください
府職労

既往症のある子がPCR検査結果待ちの間、急変した
らどうしようと不安になり泣きながら入院させてほ
しいと訴えてきたお母さん。ゆっくり話を聞いても
っと共感して安心してもらえる関わりがしたいけ
ど、 時間に追われて心に余裕がもてないのがつら
い。#大阪府の保健師を増やしてください
府職労

子育て中の保健師も多い。それでも休日勤務もして
いる職員。 親が知らぬ間に学校へ行ってなかった
り、子どもへの影響が深刻。でも過労死ライン超え
の残業してる職員を見てると、 子どもを残してで
も、 少しの時間でも役立てるようにしないとと思
う。#大阪府の保健師を増やしてください
府職労

毎日新規感染者が発表され、増えた減ったばかり報
道されるけど、１人でも状態の悪い方がいれば、入
院調整、ベッド確保と業務は膨大に。大切なのは数
や統計では見えない一人一人の命の重み。そこに向
き合うのが公衆衛生の仕事。#大阪府の保健師を増
やしてください
府職労
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