験しました︒税務の仕事は
持ち帰ることが難しいの
で︑在宅勤務が馴染まない
ことも実感しました︒コロ
ナ対策でやむを得ないこと
もありますが︑在宅勤務を
すると︑どうしても仕事が
止まってしまい︑その止ま
った分を取り戻すのも負担

仕事は忙し過ぎて︑

でした︒
黒木
在宅勤務どころではありま
せんでした︒休業要請支援

時︑

時まで続くこ

金業務は手探りの仕事で︑
夜中
ともありました︒暗闇の中
を手探りで走ってる感じで
し た︒
﹁給付が遅い﹂ とか
怒られることもありまし
た︒仕事が忙しかったこと
もありますが︑休日は外に
出ることもなく︑自分自身
の時間の過ごし方を見直す
機会になりました︒

府税事務所から商工

間も大きく変わった一年で

態です︒職場環境も労働時

く本来の業務をしている状

生活面では︑子どもと話

りました︒

が引き返してくることもあ

黒木
労働部に異動して一ヶ月で

したが︑職場のみなさんの
は︑応援業務にも行ってい

で感じたことはありました

ね︒仕事では︑手術や救急

が︑会えずに辛かったです

結果が困っている人や社会

がどう絡んでいくのかが見

で︑そこに保健所の相談員

ようになっ てきているの

かつては府の保健師さん

削減されなかったのは大き

でも一時金︵ボーナス︶が

山本 病院経営が厳しい中

中でも︑労働組合は声を上

と思わざるを得ない状況の

といけない﹂
﹁仕方ない﹂

事だと思います︒

げることができます︒コロ

タッフとして応援に行きま

池邊

池邊 誰もが﹁我慢しない

ナ禍だからこそ︑そのこと

業している﹂という情報ま

した︒あらためてコロナと

いことだと思います︒特殊

で︑いろんな電話を受けま

いう病気の怖さを思い知り

い︒

業務手当︵コロナ特勤︶も

山本

した︒いろんな電話を聞く

ました︒ビニールシートを

池邊

をあらためて感じました︒

棟への応援が大きな変化で

ことで︑社会のひずみを痛

隔てた向こうにコロナ患者

小松
いうことがこれほど明らか

交渉して勝ち取れました︒

す︒面会禁止で︑誰にも会

感しました︒休業要請支援

がいて︑現場ではいろいろ

での年明けになりました
になったことはないと思い

コロナで職を奪われるとい

えない人の看護をするとい

金業務の応援にも行きまし

なトラブルもありました︒

が︑これからの大阪府政の

ただ︑お金の問題だけでは

うこと︒患者とのコミュニ

たが︑いち早く支援しなけ

全てが理解できているわけ

進むべき道についてどう思

う事態も起こっています︒

ケーションが看護の大切な

ればならないという気持ち

ではありませんが︑あらた

労働組合の役割が本当に大

１つの要素なのですが︑そ

がありつつ︑解雇や給料減

めて医療従事者の大変さを

ないので人員確保も課題だ

れが発揮できないことは辛

額された労働者への支援が

と思います︒

いです︒うちの子どもも看

できないという矛盾も感じ

療養ホテルのロジス

護師をめざしているのです

思い知りました︒

仕事では︑コロナ病

が︑実習先の受け入れ中止
ていました︒

︵コロナ特勤︶もすぐに実
られています︒まずはしっ

地に足の着いた行政が求め

やＩＲ︑副首都ではなく︑

が如実になったので︑万博

では危機管理できないこと

西野 人が足りない︑これ

いますか︒

代わる代わるなので︑現場

て助かっていますが︑人が

の方にも応援に来てもらっ

植村

要だと思います︒

ワーが発揮できる府政が必

ますので︑しっかりマンパ

大変なコロナ禍の中

現して現場の励みになりま

なっ たような気がしまし

て︑労働組合の存在が薄く

す︒非正規で働く人の雇用

望を持てる府政にしたいで

味で大切にされ︑未来に希

山本 一人一人が本当の意

くしなければならない︒

かり府民を支える土台を強

対策に関わる保健所などの

働省への提言には︑感染症

識者会議がまとめた厚生労

ンフルエンザ流行後も︑有

せん︒２００９年の新型イ

の問題解決にはなっていま

本当にこの１年は︑

感する年だっ たと思いま

た︒仕事が忙しすぎて︑青

たとき︑早期に職免対応を

サービスを停止したときの

は大変です︒介護施設等が

いましたが︑仕事との両立

なかったのが残念です︒

黒木 コロナ禍になって笑

す︒

をつけてほしいと思いま

も必要なので︑必要な予算

前田 コロナ対策にはお金

ってほしいです︒

や待遇が守られる社会にな

に尽きると思います︒狭い

菊本

政にしてほしいです︒

と災害の備え強化をする府

っていました︒感染症対策

の解決もされないままとな

り込まれていましたが︑何

育成︑検査体制の強化が盛

体制の大幅な強化や人材の

本庁職場に異動し

前田

す︒この一年間︑労働組合

年部の活動に十分かかわれ

マスクなどの確保に苦慮し

ールシートやアルコール︑

ていますが︑仕事ではビニ

総務担当の仕事をし

小松

した︒

西野

ました︒旅行が好きなんで

になり︑医療従事者や保健

社会のひずみや矛盾が顕著

黒木

減らず︑感染リスクの不安

の必要性や役割について何

実現したことはものすごく

職免制度がないとやめざる

いが少なくなっていると感

虐待対応の仕事量は

が大きかったです︒出歩け

か感じたことはありました

大きかったと思います︒子

を得なくなる職員もいると

じるので︑もっとみんなが

か︒

センターの応援業務に行き
育てをしている職員にとっ

思います︒声をあげれるの

私も親の介護をして

ま し た︒
﹁マスクが売っ て
ては︑すごく大切なことだ

は労働組合だけなので︑期

を持っていて︑一人一人が

いソーシャルネットワーク

いたことに心から感謝して

キャンペーンをしていただ

いる︒保健所職員を増やす

している︒私は病院勤務の

起きるのではないかと心配

承知しているし︑過労死が

なことになっていることは

んでいるが︑いずれ保健所

ストが削られ外部委託が進

を感じた︒

少なく︑地域保健法の影響

西野

な い の で︑ 仕 事 に い け な

て労働組合の必要性を強く

ったと思います︒あらため

問題解決のために一生懸命

いる︒一人では何もできな

ソーシャルワーカー とし

植村

い﹂
﹁仕事の面接に行けな

マンパワーの必要性

いので就職できない﹂とい

大阪にたくさんの人を集め
るよりも︑弱い
立場の人︵非正
規労働者や高齢
者など︶に目を
向ける府政であ
ってほしいと思

になっていることに信頼を

いが周りの人にも他人事で

います︒

している︒このコロナ禍の

はないと伝えたい︒

る︒保健師さんに相談でき

もらっ たりすることもあ

に相談をしてアドバイスを

った︒保健所︑保健師さん

ながら対応を待つしかなか

なって︑感染の恐怖に怯え

合により︑保健所が少なく

制をとってほしいと思って

言わなくても良いような体

言えない状態︒そんなこと

んと答えてくれるよ﹂とは

健所に電話してみて︑ちゃ

今は相談者に対して﹁保

い︑努力をしたけど辞めら

ず︑ も う 酒 を 切 ろ う と 思

たのだがなかなか辞められ

毒なのかという自覚はでき

をした︒俺はアルコール中

る思いで保健師さんに相談

コロナ禍で保健所が大変

は家内と連絡を取り合って

た︒あとから聞くと相談員

に相談員が迎えに来てくれ

に電話をしてくれた︒すぐ

てましたとばかりに保健所

せてくれ﹂と言うと︑待っ

﹁どこでもええから入院さ

ったが現場に保健所職員が

治体保健所職員と応援に行

ている︒東日本大震災で自

援ができていないと実感し

るべき保健所の個別介入支

だけになっていて︑本来あ

最近は医療機関を紹介する

のが当たり前だった︒ここ

スメントし︑病院につなぐ

携してきた︒相談してアセ

門性のある保健師さんと連

て︑依存症対策などでは専

家内が楽だったろうかと考

イスをしてくれてどれだけ

ってくれて︑適切なアドバ

健師さんが家内に連絡を取

いな人はたくさんいる︒保

今でも覚えている︒私みた

に足りない︒

る︒今の人員体制では絶対

るために本当に必要であ

い︒普段から予防活動もす

りしているがそうではな

も余るのでは﹂と言われた

たら保健所職員を増やして

感 じ る︒
﹁コロナが収まっ

ダなのかと非常に違和感を

健康と生活を守ることがム

危機感を感じている︒命と

も外部委託されるのではと

ことがあると︑保健師さん

けだと思う︒

なって浮き彫りになっただ

忙しい状態の中でコロナに

ではなく︑もともと本当に

るが︑コロナになったから

るとすごく安心できる︒そ

を減らしてきた結果がこの

れず︑泣きながら朝まで酒

える︒

普段の予防活動の
ためにも今の人員
体制では足りない

れは保健所の方々が専門的

ような重大な事態になった

くれていた︒

仕事や活動の中で困った

な知識を持っていて︑幅広

ことは明らか︒コロナ禍の

を飲む日々だった︒家内に
ていくような気がして心配
でならない︒保健所のみな

社会の平和が保たれてい

ちに連絡が来る︒本当にた

繋がっていきそうな方はう

てくださっている︒就労に

げで何も起こっていないこ

ている︒保健所があるおか

て︑それで市民の評価を得

さんがいることでずっと平

いうことではなく︑保健師

かがめちゃくちゃ増えると

保健師さんが活躍すると何

に日々活動をされている︒

社会に何も起こらないため

保健所や保健師さんは︑

なく︑非常時にも受け止め

リでコスト削減するのでは

る︒社会資源の限界ギリギ

増えていくことを願ってい

して保健所や保健師さんが

思う︒このような活動を通

ャルな時代に必要だと強く

ような今回の活動がソーシ

して何とか届けていくこの

さん︑保健師のみなさん︑

るのは保健師さんが必死

和が保たれている︑それが

られるようなバッファがあ

この運動をさらに広げてい

豊能地域で若者サポート

保健所や保健師さんの役割

る状態を市民みんなで作っ

保健所や保健師の方々に

ステーションという就労支

だと思う︒何とか社会が保

ていくために︑草の根で連

は︑私たち難病患者が一番

援をする施設で働いてい

たれているのは︑保健師さ

帯してつながってしっかり

くさんの業務をされている︒ とを見える形にして︑発信

る︒今回のキャンペーンで

んが必死で限界を超えて仕

発信していくことが大事と

で仕事をしているから

動画も配信されているのを

事をしているからだ︒大阪

思う︒一緒に活動をしてい

ただき︑私たち弱者が安心

見て﹁何かしないといけな

の行政を見ていると︑成果

きたい︒

お世話になっている︒保健

い﹂
と思い参加した︒
保健所

主義というか︑目の前に見

して暮らせるように︑頑張

と若者支援とは関わりがあ

えるものを打ち出していっ

師の方々が難病に対しての

まず保健所にはお礼を言

って︑引きこもりのところ

っていただきたい︒私も頑

わないといけない︒酒をず

で保健師さんが主に活動し

張ります︒

医の先生は常に保健所に電

っと飲んでいた私のことを

不安など相談に乗ってくだ

話をしなさいと言う︒熱が

心配した家内が藁にもすが

もつながらず︑かかりつけ

たい保健所は︑電話をして

やられている︒最も相談し

怖と我慢の自粛生活に追い

物するのもままならず︑恐

行くのもはばかられ︑買い

化のリスクが高く︑病院に

を有する者にとっては重症

染拡大で︑私たち基礎疾患

出たらどうしようか不安の

保健所に助けられた
お礼を言いたい

毎日でした︒保健所の統廃

さり大変心強い︒コロナ感

年前のできごとだが︑

中で人とのつながりが壊れ

社会保険︑社会保障はコ

中︑保健所が注目されてい

笑えるようになっ てほし

待しています︒

保健師さんに
相談すると安心できる

突然一斉休校になっ

ないのがストレスでした︒

保健所へは派遣職員

すが︑全く行けなかったの

所職員の仕事の大切さを実

こんなときだからこそ
労働組合が必要

も残念でした︒

行政はマンパワーと

職員の知恵と力︑
マンパワーが発揮できる府政に

で困っていました︒

山本 桃代
感じました︒特殊勤務手当

う相談や﹁○○○の店が営

を痛感
と︑帰路についていた職員 ﹁社会のひずみ﹂
医療従事者への感謝

休業要請支援金業務が始ま

す時間がなくなりました︒
たと聞いていますが︑そこ

か︒

西野さんと池邊さん

り︑本来の仕事をしないま
サポートもあって︑何とか
うちの子はいま就職活動を
しているのですが︑その状

小松

ま時間が過ぎていきまし
やってこれました︒

況を聞くことすら忘れてい
西野

が圧倒的に増えました︒過

が気になります︒

危機管理室のコール

ました︒

労死ライン超えの時間外労
の制限があったので︑治療

孫ができたのです

小松

働をしている職員がたくさ
が遅れている人がいること

菊本

影響で仕事でも生活でも︑

時までに退庁

するように言われています
池邊

初めて在宅勤務を経

が︑陽性者の発生届が来る

的に孤立に陥っている人た

コロナ禍で多忙な思いを

地域で活動するようにな

と一緒に家庭訪問させても

思う︒相談されたら病院を

菊本 浩子

た︒９月ぐらいからようや

手探りで暗闇を
走り続けた一年

大きな変化があった一年だ
んいます︒

みなさん︑コロナの

ったと思います︒一番大き

保健所の時間外労働

な変化は何でしたか︒
植村

地域住民の命と健康を守りたい

ちがよりしんどい立場にお

保健師︑
保健所職員を増やしてください
キャンペーン に寄せられる切実な願い
保健所削減が地域の
弱い人たちにしわ寄せ

ということは社会的包摂と

えにくい︒一つは保健所が

いうものにつながっていく

かれていたり︑人を育てる

精神障害のある方の相談

のではないかと思います︒

非常に忙しくなって︑一緒

支援に従事している︒保健

力がなくなっ てしまっ た

所は困りごとなく暮らして

何年も前から
保健所職員不足の
問題は聞いている

副委員長
保健師
藤井寺保健所

社会的弱者にもっと 保健所が少なくなっ
手を差しのべて
て感染の恐怖に怯え
ながら対応を待った

に動いてもらう余裕がなく

精神疾患の相談をたくさ

いる方にはわからないこと

なってきている部分もある

ん受けている︒自粛生活も

も多いが︑精神疾患を発症

り︑弱い人たちにしわよせ

始まり︑ぎりぎりの状態で

された方や引きこもり状態

が集中したりすることと思

生きている方は多くいる︒

の方やそのご家族のような

のだと思う︒今後も一緒に

生活も仕事も心もギリギリ

っています︒逆に目に見え

という状態が現にあって︑
社会的に孤立しやすい方々

考えていけたらと思う︒

コロナ禍の中で浮き彫りに
には︑フットワーク軽く︑

ない部分を大事にしていく

なった︒心の病の患者を支
よく相談を聞いてくれると

の数はすごく多く︑とても

り︑府からの地域移行や退

らったりしていたが︑こう

保健所と一緒に
地域で活動

えていくときに︑府職労や

されていると思うが︑平常

身近な存在で︑精神保健福

院促進がどんどん進む中

時の保健所の仕事内容が府

得ている︒もう何年も前か

祉相談員の方にケースの困

で︑現場で中心となって働

年ほど前は保健所

ころ︒

ら保健所職員不足の問題は

りごとの相談にのってもら

員さんとも一緒に仕事をし

紹介してもらったりして︑

いという想いを痛切に感じ
ている︒

急性期・総合医療センター支部長
看護師
急性期・総合医療センター
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鶴 幸一郎さん
寺戸 慎也さん

保健所のみなさんの協力も

聞いている︒それでも仕事

い︑本当に多くのことを教

民に伝わっていない︒

を必ず守り抜こうと頑張っ
てくださっている︒

ていた︒そういうところか

それはありがたいことだ

いう日常の仕事が伝わって

ら保健所と出会った︒保健

が︑もう一歩進んで︑その

いていたのが保健師やワー

保健所が減らされたとき

所の相談員さんと一緒に行

後のフォローもあれば少し

えてくださった︒若手の地

の地域に与えた衝撃という

動する中で︑教えていただ

社会的な弱者に対して︑

違うのかなと感じている︒

コロナが拡大していく中

メッセージひとつ送れなか

のはかなり大きなものだっ

くこともくさんあり︑お互

ないのではないだろうかと

った︒それは︑そのメール

た︒保健所の距離が遠くな

いに切磋琢磨しながらやっ

カーだった︒保健所の相談

に答えるためにきっと時間

って︑業務もずいぶん変化

て来た︒

域のスタッフも育ててくだ

をとってくれることを知っ

して︑以前のように気軽に

い ま︑ 行 政 と 地 域 が 直

で︑大丈夫だろうか︑休め

ていたから︒私たちの命と

足を運んでいくことが減っ

接︑行政や相談支援の窓口

さった︒

健康︑生活を守るためには

てしまい︑今ではほとんど

で具体的にサービスを使う

ているだろうか︑心配だが

自治体職員の処遇が上がっ

なくなっている︒よくムダ

もっと手を差しのべてほし

ていかなければいけない︒

を削るということは︑その

前田 治敏
黒木 海任

24

副委員長
看護師
はびきの医療センター
府税支部書記長
行政職
北河内府税事務所

23

執行委員
社会福祉職
東大阪子ども家庭センター
青年部副部長
行政職
中小企業支援室
社会福祉法人フォレスト倶楽部
一般社団法人キャリアブリッジ

21

これからも保健所の皆さん

貝塚市断酒会

河野 和永さん

池邊 勇人

感染症対策、災害への備
えを強化し

を盛り立てていきたい︒

北川 弘さん

ＮＰＯ法人 陽だまりの会

福田 茂子さん
松本 信代さん

榎原 紀子さん

産業カウンセラー
ＮＰＯ法人大阪難病連

藤野 ゆきさん

総務農林支部長
行政職
泉州農と緑の総合事務所

（１面の続き）

2021年

植村 亜由
山本 秀起さん

大阪労災職業病対策連絡会

西野 健造

ひとりひとりが
大切にされる社会へ
20
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