府民が安心して
生活できる住宅を
時間を超える残業をしてい

月末現在で既に２４０

が多くいます。私の職場で

ず、残業せざる得ない職員

ど、労働者犠牲により企業

よる労働時間規制の撤廃な

者の拡大や残業代ゼロ法に

し、使い捨ての非正規労働

方改革」 を進めると宣言

業振興が制定されています

れます。大阪府では都市農

なる自給率の低下も懸念さ

主権」の問題であり、さら

した。農業分野では「食料

も

る人もいます。大型補正に

土砂条例に伴う現場巡回・

農と緑の総合事務所では、

が、予算や人員が削減され

働かせてはならないと定め

指導に加えて、監視活動も

が最ももうかる国づくりを

ています。違法なサービス

続き、連日早朝から日没ま

よる業務の追加に加え、水

せんし、精いっぱいの状態

残業、ブラック企業の規制

しています。鳥インフルエ

ん出されました。職場内で

る中、条例を現場で活かせ

です。このような状況のも

の徹底こそ、政治の使命で

ンザが不幸にも府内で発生

は助け合うことが本来の姿

進めようとしています。労

と、大地震などが発生すれ

方もいるかもしれません。

したときの対応にも不安の

ですが、助け合うことがで

防や道路陥没など自然災害

府職労講座に若手執行委

ば対応できるのか疑問を感

しかし、残業代ゼロ法がで

声があがっています。日常

ないのが実態です。また、

員を中心に参加していま

じ て い ま す。 土 木 の 仕 事

いる職員、夜８時に「早め

きれば、府庁の長時間労働

業務に見合った人員配置を

基法は１日８時間を超えて

す。ものごとをいろいろな

は、 道 路 ・ 河 川 の 維 持 保

に帰ります」と言って帰る

やサービス残業が合法とな

きました。
「衣 ・ 食 ・ 住」

宣伝、学習会を取り組んで

絡会」を立ち上げ、署名、

もに「府営住宅削減反対連

員増は当然の要求です。府

技術の向上が必要であり人

ることです。そのためには

つ、府民の命や暮らしを守

は、人生にかかわる大きな

せる家庭を支援すること

の命を守り、安心して暮ら

れる職員もいます。子ども

ます。府民のためにするべ

生活に土足で踏み込んでき

関心でも、政治は私たちの

にさらされます。政治に無

・８％で沖縄県に次いでワ

過労自殺は全労働者の置か

電通で発生した痛ましい

の情報開示がほとんどな

た。国会審議でも交渉過程

賛成多数で可決されまし

応える仕事を

に府民の願いに

での業務と残業が続き、当

角度からとらえ、分析し、

全、より低いコストで道路

職員など、終電で帰る、休

り、当局の是正義務もなく

の１つである「住まい」が

民のための仕事ができるよ

き仕事も国、府の政治によ

す。労働組合がなぜ政治の

みんなで討論、行動できる

や河川をつくり、府民が生

日出勤は当たり前です。激

きない状況です。職員は住

あってこそ生活ができ、働

問題です。その責任を担う

って阻まれます。安倍政権

初の人員配置計画は破たん

執行部づくりをめざしたい

活しやすい安全なまちをつ

務の中、メンタル不全によ

求める取り組みが重要で

民のためと頑張っています

くことができます。府民が
う頑張ります。
子ども家庭センターの機能

や維新府政の実態を知り、

問題に言及するのか疑問の

と思います。府営住宅削減

くることです。そして、大

なります。そして、平和の

す。

安心して生活できる取り組

・体制強化は急務です。安

らないことは明らかです。

咲州庁舎が防災拠点にな

みを進めます。

安心して働ける

心して働き続けられる職場

知らせることが大切です。

職場と子どもの

解消をめざして取り組みを
進めます。

マンパワー が

づくりと子どもの貧困問題

東日本大震災や熊本、鳥取
地震などが次々と起きてい

貧困解消めざす

職場か
政治に無関心で 不足し、
も政治は土足で らは不安の声
踏み込んでくる

ースト２です。子ども家庭

れている実態を象徴した犯

ガンも確認しました。深刻

ＦＯＲ ＯＮＥ」 のスロー

Ｅ ＦＯＲ ＡＬＬ ＡＬＬ

支部大会を開催し「ＯＮ

しまうものです。本当はど

気づかなかったり、忘れて

いいことをしてもらっても

つまでも覚えていますが、

人は嫌なことをされるとい

うことを考えていける活動

民にとってどうなのかとい

員のつながりを大切に、府

大きな力になります。組合

ば、職場はもっと良くなり

を向ける職場づくりをすれ

か、そのことにみんなが目

れだけ助けてもらっている

な職場の悲痛な声がたくさ

いという声もありました。

ることをアピールしてほし

金や労働条件が守られてい

組合活動があるおかげで賃

加入しない人もいますが、

「お金がない」と組合に

がっています。

ほしいという切実な声もあ

難を極め、常勤で採用して

が、もう限界です。専門職

ところ

者

選

当

にも対応しなければなりま

ずに夕方にパンをかじって

方針に対し、住民団体とと

災害や緊急時にも備えつ
る休職や退職を余儀なくさ

うちに生存する権利も危機

が欠員になり、人探しも困

府職労会議室

つながりを大切

府職労中高齢者集会
2017
を進めます。

募集期間

４月１日から１年間
２月24日（金）

補償期間

年間1,000円

金

掛

答え＝今年も暮らし向き好転せず

締め切り

２月24日（金）

※３

２月23日（木）19時
き
と

布井 敬二（泉州農と緑の総合事務所）
西川
信（茨木土木事務所）
井﨑 直子（藤井寺保健所）
三輪恵梨子（八尾保健所）
伏尾智栄子（三島府税事務所）

自転車走行中の事故、マンションでの水も
れによる階下への被害、愛犬が他人に嚙み
ついた、スノボをしていて他人にぶつかっ
てケガをさせた、子どもがボール遊びをし
ていて窓ガラスを破損…など、日常生活の
アッ！という事故を補償します。

る中、府民の生命・財産を
守る立場の私たちが緊急に
活動できない施設では話に
なりません。咲州庁舎から
の撤退を強く求めます。

安心し て 暮 ら せ

子ども家庭センターの児

童虐待件数は１万件を超え
ました。虐待に至る原因の

ＴＰＰ（環太平洋連携協

センターの業務はいっそう

定）が自民・公明・維新の

土木事務所では人員不足

く、議論は深まりませんで

（保健所支部）

12月号の解答と当選者

クロス
ワード

満期更新と新規加入募集スタート

個人賠償
責任共済

るまち づ く り を

一つとして厳しい生活状況
が大きく影響しています。

嶋野代議員
罪です。安倍政権は「働き

大阪の子どもの貧困率は

（総務農林支部）
多忙化し、昼飯も食べられ

（府税支部）

植村代議員

大会宣言する
茂内代議員
（書記局支部）

（健康福祉支部）

21

申し込みは、府職労
（☎06－6941ー3079）
まで

※２

10

に伴い、通常業務が終わら

山崎代議員

堀野代議員

参加申し込み２月17日（金）まで

自転車保険に対応！しかも示談交渉代行付き
年間掛金たった1000円で家族全員まるごと保障

（土建支部）

（土木現場支部）

★年金や税金のお話
※１

谷代議員
中森代議員

2017年１月25日 ＜４＞
第2052号 （第三種郵便物認可）

※１ 事故の場合の被害者対応（治療費の支払い、最終の示談）も保険会社が行います。最も大変な被害者との賠償金の折衝が不要とな
ることで、加入者の物理的・精神的負担はかなり軽減されます。また自転車で車と衝突した事故の場合、相手の車の損害を確認する
ための修理見積もり等も保険会社の鑑定人が直接修理工場と話をして修理金額の協定を行います。
※２ 補償の対象となる家族範囲は、①加入者本人および配偶者、②加入者本人および配偶者と生計を共にする同居の親族（６親等以内
の血族及び３親等以内の姻族）、③加入者本人および配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
※３ 満期更新の方には組合役員より「満期継続のご案内」をお渡ししますので、手続きをお願いします。

再生紙を使用しています。

