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カジノ
︵ＩＲ︶
・万博推進よりも

所の独法化をはじめ︑福祉

制度の改悪や公衆衛生研究

春︒ 年位前

もうすぐ

ギャンブルは何の生産物

カジノ資本に差し出すのが

か︑日本人の貯蓄を海外の

中之島線延伸︵約３５００
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大阪の地域経済の活性化

事態となっています︒
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務を工夫し︑膨大な業務
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の大型開発を再び復活さ
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自分が倒れず出勤し︑ミ

睡眠不足の中︑とにかく
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す︒

の期待に応える府政を

狙いが明らかです︒
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カジノを合法化するには︑
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ました︒国民の過半数が反

競馬や競輪などの公営賭博

対し︑大手メディアもこぞ
って反対する中での暴挙で

改革﹂の中で︑時間外労
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ようとしているが︑政府

は１００時間まで認める

時間を大き

案を検討している︒過労

死ラインの
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︵Ｎ︶
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治に騙されないように大
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者の命を奪うような真逆
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労働者は過労死してしま
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民営カジノの合法化
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スをせず業務をこなすこ

※大阪府動物愛護管理センターの設置については、平成29年２月議会に担当部局より「大阪府動物愛護管理
センター設置条例案」を提出予定。

国会を会期延長し︑公明党

〈備考〉本庁室課の組織改正は、大阪府処務規程の改正による。

民の生活を支える府政こそ

○動物愛護の普及啓発を中心とした動物愛護管理行
政の拠点施設として、「大阪府動物愛護管理セン
ター」を設置。

大阪府は︑カジノ誘致を

大阪府動物愛護管理センター

とが精一杯だ▼﹁働き方

（廃止）

必要です︒

（新設）

﹁カジノ関連﹂として︑地

※IR推進局の設置にあたっては、平成29年２月議会に「大阪府組織条例の一部改正案」の他、担当部局より
「IR推進局共同設置規約案」及び「IR推進局の職員の給与の額の特例に関する条例案」を提出予定。

進める一方で︑福祉４医療

国際課
文化・スポーツ室
文化課
スポーツ振興課

下鉄中央線延伸︵約５４０

都市魅力創造局
企画・観光課
魅力づくり推進課

す︒
﹁観光立国﹂ どころ

改正のポイント

本 人 の 貯 蓄︑ 金 融 資 産 で

というのが

改正後

民の４・８％にあたり︑世

従来の法体

（７）環境農林水産部

と同等の要件が必要です︒

施法ができたわけでも︑大

※大阪府立公衆衛生研究所の廃止については、平成25年９月議会で「大阪府立公衆衛生研究所条例を廃止す
る条例案」を可決済。

す︒

阪へのカジノ︵ＩＲ︶誘致
系であり︑

○「働き方改革」として業務プロセスの見直し・効
率化をより一層進めるため、「行政改革課」から
業務改革に関する業務を「IT推進課」に移管し、
「IT・業務改革課」を設置。

公営で︑
公益のため﹂ 界に比べても際立って高い
しかし︑これでカジノ実 ﹁公設︑

が決まったわけでもありま

平成29年度組織改正について
（案）

99

現行

※平成29年８月１日設置予定

民間事業者

万博誘致推進室

せん︒にもかかわらず︑大

※平成28年11月21日設置

の私的利益

改正のポイント

○「大阪府立公衆衛生研究所」と「大阪市立環境科
学研究所」を統合し、（地独）大阪健康安全基盤
研究所を設置することに伴い、「大阪府立公衆衛
生研究所」を廃止。

大阪府立公衆衛生研究所

改正後

（６）健康医療部
現行

改正のポイント
改正後

（５）IR推進局
現行

改正のポイント
改正後

追求のため

改正のポイント

○３大スポーツイベントをはじめスポーツ関連施策
を強力に推進するため、「都市魅力創造局」から
文化・スポーツ施策を独立させ、１室２課の「文
化・スポーツ室」を設置。

（４）府民文化部
現行

○業務改革に関する業務を「IT推進課」に移管する
とともに、公民連携の推進など経営的な視点から
行政運営を進めていくため、「行政改革課」の名
称を「行政経営課」に変更。

行政経営課
行政改革課

改正のポイント
改正後

（３）財務部
現行

○IR誘致に係る体制を強化するため、地方自治法に
基づく府市共同の内部組織として、部並の「IR推
進局」を設置。

IR推進局
企画課
推進課
（新設）

改正後

都市魅力創造局
企画・観光課
魅力づくり推進課
文化・スポーツ課
国際課

IT・業務改革課
IT推進課

庁舎室
庁舎管理課
庁舎整備課

○咲洲庁舎のテナント誘致の促進や長周期地震動対
策の本格化に伴い、より一体的な組織運営を図る
ため、「庁舎管理課」及び「庁舎周辺整備課」を
１室２課の「庁舎室」に再編。

庁舎管理課
庁舎周辺整備課

改正のポイント
改正後

（２）総務部
現行

○万博誘致に係る体制を強化するため、「万博誘致
推進室」を設置。

万博誘致推進室
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（１）政策企画部
現行

山田洋次
監督作品

家族はつらいよ２

阪 府 は ４ 月 に﹁ Ｉ Ｒ 推 進
局﹂
︵概ね約
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