
●【第３ブロ総決起集会】毅然とたたかい抜く － 様々な立場から激励と連帯のあいさつ 

▲ 集会には 1200人の組合員が結集した 

 

 自治労大阪府本部市内第３ブロック共闘会議（市従・学給労・学職労）は５月 30日、中央公

会堂で「良質な公共サービスを提供し、市民の安心と安全を守る！５・30総決起集会」を開き、

３単組組合員約 1200人が結集した。 

 主催者あいさつに立った上谷高正・議長（市従委員長）は「大阪市民がこれまで築き上げて

きた多くの有形・無形の財産が失われようとしている。府本部に結集する現業三単組は統一と

団結を基礎に今後も自信と誇りを持ち、諸課題の解決にむけ全力で取り組みを進め、良質な公

共サービスを提供し、市民の安心と安全を守っていかなければならない。そして、組合員の生

活と権利を守るため、組織の統一と団結で毅然とたたかい抜く決意だ」と訴えた。 

 集会には多くの来賓から激励と連帯のあいさつが述べられた。 

 自治労大阪府本部の高橋篤・書記長は「皆さんはこれまで、どうすれば大阪市の行政サービ

スを高めることができるのか、どうすれば子どもたちの幸せをより高めることができるのかを

考えながらたたかってきた。こうした３ブロの取り組みをここで潰されるわけにはいかない。

府本部は全力をかけ、皆さんとともに一緒にたたかっていきたい」と述べた。 

 続けて、自治労本部の藤本初雄・現業局長は「小泉改革の時もそうであったが、橋下改革は

誰のための改革なのかが明確でない。自分たちの全国的な政治力を高めたいだけのこと。地域

の子どもたちや高齢者のために何をしようかなどというものではまったくないということ。よ

りいっそう、日々の活性化運動に自信と誇りを持って進めていただきたい」と呼びかけた。 

 また、南大阪平和人権連帯会議の大野進・議長からは「今日は激励あいさつではなく連帯の

あいさつに来た。私たち民間労働者はこれまで、反戦平和や人権課題などについて公務員労組

の皆さんと一緒になってたたかってきた。この間の皆さんの悲鳴を聞くと、いてもたってもい



られず、これまで市労連

とも連携して２回の集会

を成功させてきた。民間

も公務員も同じ労働者で

あることを受け止め、幅

広く連帯し団結していき

たい」との連帯あいさつ

を述べた。 

 府本部組織内議員で東

淀川区選出の長尾秀樹・

大阪市会議員は「市民生

活に直結する市政改革プラン、本格予算・補正予算の審議が行われる６・７月はヤマ場のたた

かいになると思っている。財政再建は必要だが市民サービスの切り捨てを許してはならない。

また、皆さんの職場環境、労働条件も確保されなければ、ひいては市民生活に影響が出てくる。

ともに頑張る決意だ」、同じく、府本部組織内議員で市従組織内議員の中野 昇・松原市議会議

員からは「将来、戦後最大の労働組合への弾圧事件であったと記録されるのではと思う。私た

ちは、これまで民主主義という手法で、お互いの妥協点を見い出して物事を決めてきた。使い

勝手は悪いかもしれない。手間暇はかかるし時間を要するものもある。しかし、それが行きつ

くところは市民生活の幸せにつながるんだということを、私たちは歴史を通じて知っている。

最後までがんばろう」、市従協力議員で港区選出の奥野正美・大阪市会議員も駆け付け「ご承知

のとおり、彼は選挙で当選したことをひとつの大きな根拠として、大阪市、市民をバラバラに

しようとしている。そうしたなか、橋下・維新の会の行っていることがどれだけ問題であるか

を発信し続けていくことが重要だ。私たちも皆さんからの問題提起に対して積極的にアピール

をしていきたい」とのあいさつを述べた。 

 また、ＲＲ厚生会の小橋年雄・常務理事（市従顧問）からも「私たち退職者には皆さんのよ

うに公務員身分というしばりはない。一般の市民という立場を有利に生かしながら、皆さんと

ともに現職者と退職者が一緒になった運動、すなわち現退一致の運動を積極的に展開していき

たい。頑張って欲しい」とのエールを送った。 

 その後、西川徹二・副議長から「いま、大阪府民・大阪市民は立ち上がりつつあります。そ

れぞれの動きは小さくとも、教育について保護者自らが語り、住民サービスの切り捨てに対し

て抗議の声をあげ、しかも単に反対するのではなく、公共サービスがどうあるべきかを主体的

に考え合意形成をはかろうとする運動が生まれつつあります。そこに参画する市民は労働組合

の正当な権利主張にも耳を傾けてくれる人たちです。私たちはこうした市民の動きに共感し、

語り合い、つながっていかなくてはなりません」などとする集会基調を、また、寺西由記江・

副議長（学給労委員長）からは「市場原理主義にもとづく自治体施策・事業の見直しは自治体

行政の責任放棄につながることから、労働組合の果たす役割として市民生活の安心・安全を守

る取り組みを推進する」との集会決議を読み上げ、全体の拍手で確認した。 

 最後に、山田一雄・副議長（学職労委員長）の団結がんばろう三唱で集会を締めくくった。 

（写真＝主催者する、上谷議長） 



●【大阪公務労協総決起集会】巨大なうねりを － 運動は社会的使命 

 自治労をはじめ、都市

交、全水道、日教組など、

連合大阪に結集する公務

員関係の労働組合で構成

する、大阪府公務公共サ

ービス労働組合協議会

（大阪公務労協）は 11

日、エルシアターで「民

主的な公務員制度改革の

実現と大阪市長による労

働組合つぶしを許さない

６・11大阪公務労協総決

起集会」を開催し、約 800

人が参加した。 

 主催者あいさつに立っ

た、一ノ瀬英剛・議長（府教組）は、国家公務員の労働基本権を部分的ながら回復する関連４

法案がようやく６月１日になって衆議院本会議で審議入りをしたことについてふれ「国会情勢

は不透明ではあるが、大阪公務労協として正確な情勢を知り、今後の行動提起を行っていく必

要がある」と述べた。また、この間の大阪市をはじめとする労働組合攻撃の問題については「日

本国憲法で保障されている労働基本権を、公職である市長が保障することは務めであり義務だ

が、橋下市長が取った行動は、それをいとも簡単にふみにじる極めて不当なもの。最終的には

府民・市民への独裁的支配をめざすに違いない。よって今、私たち労働組合への攻撃をはね返

すという運動は、大阪のすべての基本的人権を守るという言わば社会的使命を担ったものであ

る。独善に陥ることなく多くの人々とつながり、人々の心に響く運動を地道に積み重ね、粘り

強く反対の声をあげ続けることが、反橋下維新の巨大なうねりを作り出していくことにつなが

る。大阪の公務労働のすべての仲間の団結の力で、この困難に立ちむかうことを強く訴える」

と述べた。 

 続けて、多賀雅彦・連合大阪事務局長からも「公務労働者と民間労働者の連帯、未組織労働

者と組織労働者の連携、さらには未組織労働者の組織化にむけた諸取り組みについて、ともに

力強い一歩をふみ出すことをお願いしたい」との連帯のあいさつを述べた。 

 その後「橋下市長・維新の会の攻撃とたたかい」と題して北本修二・弁護士から、また「公

務員制度改革の現状と今後の課題」と題して徳永秀昭・公務労協副議長（自治労本部中央執行

委員長）から基調報告が行われた。 

 集会では「大阪の自治と民主主義を守る取り組みを市民とともに進める」などとする決議を

田中浩二・市労連書記長が提案、全体の拍手で採択された。 

 最後に、一之瀬議長の団結がんばろうで集会を締めくくった。 

（写真＝集会には 800人が参加した） 

 



●【夏期一時金】市側回答引き出す 

 市労連は５日、市側と夏期一時

金問題についての第２回団体交渉

を行い「期末手当１・２２５月分・

勤勉手当０・６７５月分（原資）、

成績上位区分への配分は従前どお

り。６月 29日支給」との回答を引

き出した。再任用職員については

「期末手当０・６５月分・勤勉手

当０・３２５月分、合計０・９７

５月分。６月 29日支給」。 

 市側からの回答について、市労

連闘争委員会は「先の団体交渉で

も指摘したが、連年にわたるマイ

ナス給与改定や大幅な給料カットだけでなく、市民生活にも影響をおよぼす新たな市政改革案

によって、組合員は大きな不安を抱えながらも日々の業務に励んでいることを市は雇用主とし

てしっかり受け止めていただきたい。市側回答については再任用職員に対する内容も含め、わ

れわれの要求からすればなお不満な点もあるが、市側回答として持ち帰り、各単組の機関判断

を行ったうえで、あらめて回答することとしたい」として、夏期一時金問題についての団体交

渉を終了した。 

 市従は同日、本部闘争委員会を開いて市労連交渉内容ならびに市側回答を協議し、機関確認

を行った。 

 なお、夏季休暇については従来どおりの付与。 

 

● 惜しくも準優勝 － バレー府予選 

 第 34 回全日本自治体職員等ス

ポーツ大会大阪府予選大会（バレ

ーボールの部）が６月９日に千島

体育館で開かれ、市従は惜しくも

準優勝となった。 

 大会は市従・大阪市職・枚方市

共闘の３チームが近畿大会出場を

かけ、たたかわれた。 

 冒頭、自治労大阪府本部の山下

博司・執行委員長があいさつに立

ち「府予選優勝チームが近畿大会

への出場権を得て大阪府代表とな

るが、同様に活躍いただきたい」と語った。また、この間の大阪市の労働組合攻撃に対してふ

れ「労使で協議を重ねて決めてきたルールを勝手に破るような市長が登場しているが、本大会

2012年度夏季手当について（市側回答） 

● 期末手当  １．２２５月分 

● 勤勉手当 

評価区分 支 給 月 数 

Ａ ０．６６＋α 月分 

Ｂ ０．６６   月分 

Ｃ ０．６２５  月分 

Ｄ ０．５９   月分 

（原資） （０．６７５  月分） 

 

 

 

 

 

 

 

※ 評価区分は 2011年度年末手当の区分を基本とする。 

● 支 給 日  2012年６月 29日（金） 



はルールに則って正々堂々とした闘いを繰り広げていただきたい」と述べた。 

 試合は３チーム総当たりで行われ、第１試合の枚方戦は市従の攻守にわたるプレーが光りセ

ット数２－０で勝利したが、第２試合の市職戦では決定力に押し切られセット数０－２で惜敗

した。優勝は大阪市職（２勝）、準優勝は市従（１勝１敗）、３位は枚方市共闘（２敗）。 

 個人賞では、市従から石橋朋美さん（市民生活支部）がレシーブ賞に選ばれた。 

 試合終了後の閉会式であいさつに立った石子雅章・大会実行委員長（府本部副執行委員長）

は、選手、大会役員らに労をねぎらいながら「いま、自治体を取り巻く状況は厳しいが、公共

サービスを守るという観点で、自治労大阪府本部としても皆さんとともに歩んでいきたい」と

述べた。 

 ７月 30日から滋賀県・彦根市で行われる近畿地連大会には、シードの豊中市職、大阪府代表

の大阪市職が出場することとなった。 

（監督・コーチの掛け声で気合いを入れ直す、バレー部員） 

 

●【ユニカレ】現地の状況を肌で感じ － 19人がボランティアに従事 

 市従ユニオンカレッジは、

５月期「震災復興について

考えるフィールドワーク」

を５月 26日から 27日にか

け仙台で行い、本部スタッ

フ含め 19人が参加した。 

今回のフィールドワークは

昨年の東日本大震災をふま

え、これまでの班別行動で

はなく受講者全員が一緒に

参加した。 

 初日は、ボランティアの受け入れ団体である被災地障がい者センターみやぎの案内で視察を

行うとともに、活動場所である山元町に移動して現地の状況などを聞いた。山元町は沿岸部の

町で被災してから１年以上経過しているが、いまだなお道路が損傷し、電気などのライフライ

ンも復旧せず家屋も倒壊したままになっており、災害廃棄物だけが除去されている状況。その

後、名取市閖上地区を視察した。閖上地区は沿岸部の居住区で、とくに津波の被害が大きい地

域でもあったため家屋のほとんどが流され、現在は、わずかに家屋の基礎が残っている程度。

受講生は津波の恐ろしさを肌で感じとることができた。 

 ２日目も山元町に移動し、ＮＰＯ法人ドリームゲートの指示のもとでボランティア活動に従

事した。活動は、津波によって畑の土に多くの流木やガラス、プラスチックなど、そのままで

は使用できない状況の土を手作業で取り除く内容であった。受講生は汗をかきながら、土のう

袋に取り除いた流木やガラスなどを分別していった。 

 受講生はフィールドワークで体験したこと、気付いたことを中心に今後、ワークショップを

経て中央委員会で発表する。 

（写真＝畑から災害廃棄物を取り除く受講生） 



● クロスワードパズル 

 

＜タテのカギ＞ 

１ マイクロ波中継用のアンテナ 

２ 浮標 

３ ムーン 

４ となりの席 

５ ガバメント 

６ 車内モニターで交通情報が得られるシステム 

７ 慈姑 

８ 土木工事用の運搬用の四輪台車 

９ 一度使って不要となった紙 

10 ○○とキリギリス 

11 牛 

12 まわり道をすること 

13 観客の収容施設がある運動競技場 

14 ↑↓味方 

 

＜ヨコのカギ＞ 

１ ↑↓メンバーズコース 

５ 折りえりの平常服 

15 線 

16 イーグル 

17 ワールド 

18 スプーン 

19 ○○○○セプン 

20 フォール、オータム 

21 元素記号Ｎａ 

22 仕事などの段取りをつけること 

23 道具などを上手に使う人 

 

＊■ＡからＧまでの文字をならびかえると… 

 

＜７月 13日の消印有効、当選者の発表は７月 25日号で＞ 

 今号の答えをハガキに明記し、住所、名前、支部名、職場名、また「私・家族の自慢話」を

記入して下記まで送って下さい。 

 〒550-0013 大阪市西区新町１－５－７ 四ツ橋ビルディング 301号 

       大阪市従業員労働組合 組織局 宛 

 



● 漫録伝 

                   どれも同じカード… 

                市従まんが集団 古谷 綱康 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● あふた～ざか～にばる 

 「私の職場のあんな人・こんな人２」…毎朝、雨が降ったなかを歩いてきたかのように汗を

かいている人…つり好きなのに魚が嫌いな人…顔の運動と言うが、どう見ても変顔になってい

る人…個性の強い人（アイドルおたく、ボディビルダー、アメフト選手、鉄道マニアなど）が

いますが、やさしい人が多いので今日も平和が保たれています…１年間のうち約半分が寝違い

で首が回らない人…ガソリン給油の際、毎回、間違えてボンネットを開ける人…本物のゴリラ

に噛まれたことがある人。労災？…通勤は自転車、休み時間はランニング・逆立ち歩きと体力

が有り余っている 59才がいます…（ＪＯＥ） 


