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長は︑官公庁や民間大企業
約にしてほしいと訴えまし

上げに見合う料金の委託契

を指摘し︑最低賃金の引き

中で料金の改定がないこと

引き上げられても︑年度途

間らしい最低限の生活を保

いて︑すべての労働者に人

です︒生計費原則にもとづ

中で︑極めて不十分な答申

すめましょう︒

制度﹂を実現する運動をす

障する﹁全国一律最低賃金

日︑大阪労連は大
からの清掃委託料金が下が

７月

阪労働局前で早朝宣伝＆座

活と健康を守る会の江田事

とが適当であるとの答申を

８８３円に改正決定するこ

間で最も高い引き上げ額に
な り ま し た が︑引 き 上 げ 率

入の増などにより歳入は３

よると︑４年連続の府税収

につながる勧告はありませ

時給

８月といえ

ば夏休み真っ

只中で︑子ど

もたちにとっ

事委員会が勧告した月例給

支の悪化﹂を理由に︑府人

が 見 込 ま れ る 等︑
﹁財政収

調整基金の大幅な取り崩し

今年１月︑府当局は財政

終わらないかな﹂と︑学

うか︒
しかし
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方がお持ちではないだろ

うイメージをほとんどの

せる季節とい

と楽しく過ご

て︑海に山に

の引き上げ︵官民較差１・

校が始まる日を指折り数

す︒

％︶の実施を見送りまし

億円としてい

算時の５９９億円から大幅

いますが︑その額は当初予

りに取り崩す﹂と説明して

賃上げを実施しないための

政収支の悪化﹂は︑職員の
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も明らかなように︑府の財

た︒今回発表された決算で

から子どもの貧困率は増

況にある▼１９８０年代

の貧困は待ったなしの状

こえてくるほど︑子ども

る﹂など︑切実な声が聞

みは給食がないから痩せ

んが食べられない﹂﹁夏休

﹁学校でしか温かいごは

えている子どもがいる︒

﹁財政調整基金を

に圧縮して

年ぶ

ます︒しかも︑一般会計で

口実であっ たに過ぎませ

・３％を記録した︒

億円の黒字を計上してお

り︑結果的には取り崩しの

必要はなかっ たといえま

実施を実現させまし

りまえの給与改定の

大幅な賃上げ︑あた

▼﹁サザエさん﹂で描か

過去最悪を更新している

状態となっていて︑今も

実に６人に１人が︑貧困

てみては

︵Ｕ︶

堂 ﹂に こ の 夏 少 し 参 加 し

地域にもある
﹁こども食

動力となる︒みなさんの

り希望をもって生きる原

とって素晴らしい糧とな

ことは︑子どもの成長に

大人の見守りを経験する

と感じる︒地域の温かい

ろの栄養もとても大切だ

温かい声かけなど︑ここ

けでなく︑ちょっとした

みせている▼体の栄養だ

堂﹂が全国的な広がりを

場 所 と し て﹁ こ ど も 食

かい食事を食べられる居

に︑子どもが安心して温

去のものにしないため

れる﹁一家団らん﹂を過

ょう︒

は

加傾向で︑２０１２年に

４年連続収入増︑
実質収支

日に発表された平

総活躍プラン﹂による年３

００億円増加し︑普通会計

億円︶で８年連
続の黒字となっています︒

りも︑まずは非正規労働者
の均等待遇︑長時間労働の
規制・縮減や仕事と家庭・
子育ての両立支援など︑女
性も男性も働きやすい職場
づくりこそが必要です︒

非常勤職員の
実態放置は許せない

年に発出した

非常勤職員の賃金につい
ては﹁平成

指針の内容に沿った処遇の
確保﹂ と述べるにとどま
としていたにもかかわら

んでした︒再任用職員の待

り︑大幅賃上げや待遇改善
ず︑突如見直しを勧告した

遇改善についても見送られ

雇用形態による賃金格差

ました︒
る等の目的から税制上の優

の 是 正 に 向 け て︑ 引 き 続

背景には︑女性の多くを安

遇措置とともに扶養手当の

き︑とりくみをすすめまし

昨年の見送り分も含めた

ん︒
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財政調整基金の取崩は 億円のみ
７月

％程度の引き上げなど︑安

年度の大阪府の決算に

倍政権の意向に強く配慮し

の実質収支は

成

た中央最低賃金審議会の目

会計では

億円︵一般
安に留まっており︑労働者

２・ ％ は︑﹁ ニ ッ ポ ン 一 億

年度大阪府決算

た︒

務局長は﹁賃金水準によっ

行いました︒私たちの運動

今回の人事院勧告では︑

平成

っていることや最低賃金が

長に対し︑大阪府最低賃金

て将来の年金額が変わる︒

を反映し︑昨年度実績の

の貧困が大きな問題となる

２０１６人事院勧告

労働組合運動の力で
３年連続の賃上げ勧告

配偶者の扶養手当を半減

億円︑８年連続黒字

り込み行動を開催しまし
人が参加

８月４日︑大阪地方最低

大阪の最賃 時給 円引上げ８８３円へ

早朝宣伝を行うととも
賃金審議会は︑大阪労働局

座り込み行動を展開しまし
を

日本の所得保障の大きな柱

この日開催された審議会

年

円を５円上回り︑ここ

張ろう﹂と力強いエールを

きることを求めてともに頑

社会保障だ︒人間らしく生

が賃金・年金・生保などの

円引き上げて︑時間額

た︒激励に訪れた全大阪生

に︑

時からは労働局前で

る行動となりました︒

し︑全体で１００人を超え

た︒府職労から

28

送りました︒

８月８日︑人事院は国家公務員の賃金改定につい
て︑官民較差７０８円︵０・ ％︶にもとづく月例
給の引き上げと一時金０・１月分の引き上げを勧告
しました︒３年連続となる月例給・一時金の引き上
げは﹁すべての労働者の賃上げ﹂をスローガンに︑
民間労働者や全国の労働組合と連帯したとりくみを
すすめてきた大きな成果です︒ 月には︑大阪府人
事委員会による勧告も行われます︒大幅賃上げの実

賃金の実態を

し︑子の扶養手当の増額が

廃止を狙う財界・政府の意

上がり労働力として動員す

現で﹁賃上げのサイクル﹂を定着させましょう︒

語りました︒

勧告されました︒昨年まで
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27
ょう︒

扶養手当の﹁見直し﹂よ

16

25

向があります︒

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
基金現在高 383 434 1,256 1,385 1,438 1,500 1,612 1,602
積立額 370
51 823 129
53
61 112
19
取崩額
30

最賃アップを求めて宣伝・座り込み行動

公務もも民間も今こそ大幅賃上げを！

1000円以上に！
総会では︑労働者側から３
名︵万代ユニ
オン︑働く女
性の人権セン
ター﹁いこ☆
る ﹂︑ 生 協 労
連︶ が陳述
し︑子育て中
のシングルマ
ザーが正社員
として働けな
い実態やパー

使用者側の

人事院は民間企業の実態か

生活無視︑政府主導の
扶養手当
﹁見直し﹂

立場で陳述し

らも﹁見直す状況にない﹂

ト労働者の低

たビル清掃の

財政調整基金現在高（地域活性化・公共投資臨時交付金分等を除く）

30

1.1
1.0
−
−
−

30,170
29,102
1,068
▲ 1,412
2,480

2,816,635
2,794,522
22,113
15,486
6,627
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請負会社の社

加えて一般会計の黒字分の半分27億円も積み立てられる

（単位：億円）

（A）
ー（B）＝（C） （C）/（B）
（B）
（A）
分
区

2,846,805
2,823,624
23,181
14,074
9,107

歳 入 総 額（a）
歳 出 総 額（b）
形式収支 （a）
ー（b）＝（c）
翌年度へ繰越すべき財源
（d）
実質収支 （c）
ー（d）＝（e）

増減率
増減額
平成26年度
平成27年度
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55

・実質収支は、91億７百万円の黒字となり、８年連続で黒字を維持。
・決算規模は、府税収入の増等に伴い、前年度より約300億円の増。
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54

（単位：百万円、％）

決算規模及び決算収支
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最低賃金を今すぐ

