
●【市従本部】新執行体制が始動 － 任期は８月から１年間 

 ７月 19日に開票が行われた本部役員選挙（信任投票）はすべての立候補者が信任され、８月

１日から新体制が始動した。 

 新しく選出された本部役員の任務分担も確認し、決意も新たに上谷高正・執行委員長を先頭

に向こう１年間の任務に就く。 

 書記の配置も含めた役職員の任務分担は左記のとおり。 

 また、今回の役員改選では、井村雅胤・執行委員（組織担当部長）が退任となった。 

 永い間大変ご苦労さまでした。 

 なお、信任投票ならびに規約改正投票の開票結果については別記のとおり。 

 

 執 行 委 員 長   上谷 高正 環境事業支部 

 副執行委員長  

          藤本 初雄 市民生活支部 

 組織局長     中原 康夫 環境事業支部 

 財政事業局長   吉田 隆一 環境事業支部 

 企画総務局長   大田 道雄 環境事業支部 

 書  記  長  

 調査政策局長   日吉 一彦 公園支部 

 書 記 次 長  

 政策担当局長   栗本 正則 市民生活支部 

 執 行 委 員  

 調査部長      田中 清文 港湾支部 

 調査担当部長   青野 敬治 市民生活支部 

 調査担当部長   川口 篤志 環境事業支部 

 調査担当部長   西尾  淳 下水道支部 

 調査担当部長   木村 智也 港湾支部 

 組織部長     西川 徹二 公園支部 

 組織担当部長   吉村 秀則 土木支部 

 組織担当部長   川口 美穂 区役所支部 

 組織担当部長   安藤 和男 下水道支部 

 事業担当部長   貫名  透 市民生活支部 

 特別選出執行委員  

（連合本部・自治労大阪府本部） 

          南部美智代 直属支部 

          石子 雅章 直属支部 

 会計監査委員   白石  誠 市民生活支部 

          兼田 一茂 土木支部 

          濱口 正則 区役所支部 

書記の任務分担 

◆財政事業局 酒田 佳裕（財政） 

       中村 浩実（事業） 

◆調査政策局 清水 邦久 

◆組 織 局 西条 胤徳 

◆企画総務局 清水 邦久 

       宇都宮由佳 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本部役員選挙（信任投票）開票結果 

 

 執行委員長 

   上谷 高正  信任 4,757票 不信任 306票 

 副執行委員長（確定順） 

   大田 道雄  信任 4,712票 不信任 364票 

   藤本 初雄  信任 4,697票 不信任 379票 

   吉田 隆一  信任 4,691票 不信任 385票 

   中原 康夫  信任 4,677票 不信任 399票 

 書記長 

   日吉 一彦  信任 4,551票 不信任 499票 

 執行委員（確定順） 

   田中 清文  信任 4,685票 不信任 196票 

   貫名  透  信任 4,681票 不信任 200票 

   川口 篤志  信任 4,680票 不信任 201票 

   川口 美穂  信任 4,679票 不信任 202票 

   吉村 秀則  信任 4,676票 不信任 205票 

   栗本 正則  信任 4,675票 不信任 206票 

   西川 徹二  信任 4,675票 不信任 206票 

   木村 智也  信任 4,673票 不信任 208票 

   西尾  淳  信任 4,655票 不信任 226票 

   青野 敬治  信任 4,649票 不信任 232票 

   安藤 和男  信任 4,617票 不信任 264票 

 会計監査委員（確定順） 

   濱口 正則  信任 4,673票 不信任 279票 

   白石  誠  信任 4,668票 不信任 284票 

   兼田 一茂  信任 4,633票 不信任 319票 

 

■規約改正投票 開票結果 

 

投票区分 規  約 賛成票数 反対票数 無効票数 白  票 

１ 第36条 4,762 267 １ 435 

２ 第40条 4,712 318 １ 434 

３ 第64条 4,753 271 １ 440 

 



●【市労連】給与制度の総合的見直しで対市団交－総務省に申し入れるよう要請 

 市労連は７月 28日、市側と「給与制度の総合的見直し」についての団体交渉を行い「給与制

度の拙速な見直しについて反対の意見を、全国市長会を通じて総務省に申し入れること」を要

請した。 

 団交で市労連は「国が進める『給与制度の総合的見直し』は地方公務員給与と地方交付税引

き下げをねらったものであり、高年齢層職員の引き下げと技能・労務関係職種の給与の見直し

を示唆しており容認できない」と表明、市としてこれまでの市労連との交渉・協議の経過を十

二分にふまえ、全国市長会を通じ、給与制度の拙速な見直しに反対する意見を総務省に申し入

れるよう要請した。 

 これに対し市側は「地方公務員の給与改定を行うにあたっては地方公務員法の趣旨に沿い、

国における取り扱いならびに人事委員会の給与に関する報告および勧告、財政状況などの実情

をふまえつつ、十分に検討のうえ適切に対処していくべきものと考えている。要請については

これらの状況もふまえ慎重に検討していく」と述べた。 

 市労連は同日、市人事委員会に対しても同様の要請を行った。 

 

● ボランティアインフォメーション  

 各種の団体やイベントではボランティアを広く募集しています。単発のボランティア（１回

だけの活動）や、初心者・親子参加を歓迎するものも多いです。興味のある活動や分野に参加

し、新しい世界にチャレンジしてみませんか。 

 

▼内容の詳細、相談、参加希望などは、それぞれの活動の「問い合わせ先」に直接連絡を。 

 

【病院内ボランティアを募集中】 

 病院内でのボランティアです。外来案内、入院患者の病棟案内、診察・検査支援（車椅子介

助）、病児保育、医療看護資材作成、メイクセラピーなどをお願いします。まずはボランティア

活動を見学して下さい。▼日時／月～金曜日で都合の良い曜日（基本活動時間帯午前９時～正

午）※活動日・頻度は相談。継続して活動できる方を希望▼場所／地域医療機能推進機構大阪

病院（旧大阪厚生年金病院）（ＪＲ東西線「新福島」駅、京阪中之島線「中之島」駅下車徒歩約

５分）▼対象／ボランティア活動に支障のない程度に心身とも健康な方▼見学申込方法／電話

もしくはメールで見学日を連絡（最初に「病院内ボランティアの件で」と伝える）▼問い合わ

せ／独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院・ボランティア「ライラック会」ボランティ

アコーディネーター・金澤 ＴＥＬ０６（６４４１）５４５１（受付時間＝平日の午前９時～

午後４時 45分） 

【あなたの特技で施設を盛り上げて下さい】 

 高齢者が利用するデイケアセンターです。聴力の弱い利用者も多いので、音だけでなく視覚

でも魅力が伝わるものを。みんなが一緒に楽しめて安全であればジャンルにこだわりません。

手品や演奏、演劇、ダンス、バルーンアートなど、特技を披露して下さい。 

▼日時／月～土曜日、午後２時半～３時 15分▼場所／デイサービスセンターゆう（阪急「淡路」

駅下車、徒歩約３分）▼参加条件／男女・年齢問わず。高齢の方との交流が好きな方▼その他



／要支援や要介護の方、認知症などさまざまな高齢者が施設を利用。１日の利用者数は 15～20

人。継続的なボランティアも募集中▼問合せ／デイサービスセンターゆう・池川 ＴＥＬ０６

（６３２２）２７８３、ＦＡＸ０６（６３２２）７９９８ 

＜情報提供／大阪ボランティア協会 ＴＥＬ０６（６４６５）８３９１＞ 

 

● 情 報  

【咲くやこの花館 － 虫を食べる植物展】 

 花博記念公園内にある咲くやこの花館で「謎解き！？虫を食べる植物展」が開かれている。 

 館内のフラワーホールや熱帯雨林室などに展示されているのは、食中植物の代表であるウツ

ボカズラやハエトリグサから、コブラの形に似たコブラリリー（アメリカ）や南米ギアナ高地

に育つヘリアンフォラなど普段見る機会がないものまで、世界の食虫植物数十種類だ。 

 期間中、毎日３回「食虫植物ミニ講座＆ハエトリグサ疑似捕虫実演」が開かれるほか、土・

日曜日（日にち限定）には「食虫植物観察教室」（要申し込み・先着順）もある。詳細は問合せ

を。夏休み、虫を食べる不思議な植物の生態に迫る植物展に足を運びたい。 

▼期間／８月 31日（日）まで▼会場／咲くやこの花館（地下鉄長堀鶴見緑地線「鶴見緑地」駅

下車、徒歩約 10分）▼開館時間／午前 10時～午後５時（入館は４時半まで）▼入館料／大人

５００円、中学生以下・障害者手帳をお持ちの方・大阪市内在住の 65歳以上の方は無料（要証

明）▼問い合わせ／ＴＥＬ０６（６９１２）００５５ 

【大阪文化館・天保山で機動戦士ガンダム展】 

 「機動戦士ガンダム展 ＴＨＥ ＡＲＴ ＯＦ ＧＯＮＤＡＭ」はガンダム 35周年を記念し

たもの。 

 第１章のオープニングシアター「大気圏突入」で来場者をガンダムの世界に一気に引き込み、

第２章メイキング・オブ・ガンダムでは、富野由悠季総監督の企画メモやアニメーション・デ

ィレクター安彦良和さんが描いた原画といった数々の貴重な資料展示に映像や音、空間演出が

加わり、ガンダム一色に。そして第３章では、富野総監督が手がける最新作も披露され、さま

ざまな角度からガンダムを味わうこととなる。 

▼期間／８月 31日（日）まで▼会場／大阪文化館・天保山（地下鉄中央線「大阪港」駅下車、

北西へ徒歩約５分、海遊館となり）▼開館時間／午前 10時～午後８時（入場は７時まで）▼観

覧料／一般・大学生２０００円、高・中学生１５００円、４歳から小学生まで８００円▼ＴＥ

Ｌ０５０（５５４２）８６００ 

 

● あふた～ざか～にばる 

 みんなの「最近ハマっていること２」…ウェイクボード…ダイエット…ママさんバレー…登

山…酒のつまみを自分で作る…家庭菜園…名城めぐり…月１回の温泉旅行…ウォーキング…Ｄ

ＶＤ観賞…メダカの繁殖…孫…難解ナンプレ…マウンテンバイク…マラソン…ツムツム…息子

が公園の砂場に作った落とし穴にハマる…試写会の応募…ネットでお買い物…ぬか漬け…ツー

リング…親の介護と筋トレ…ヒアルロン酸ゼリー…コブクロ…船釣り…家具屋めぐり…ウクレ

レ…鉄道模型のジオラマ…家族でババ抜き…バナナカステラ…軍師官兵衛…１００均めぐり…

赤ワイン…海鮮丼…食べ歩き…（ＪＯＥ） 



● クロスワードパズル 

＜タテのカギ＞ 

１ 弱点 

２ ↑↓地上 

３ 種 

４ 工事用の小型ショベルカー 

５ かたな・つるぎ類の総称 

６ 電話で話をすること 

７ たとえ 

８ ムービー 

９ 政府や公共団体が、一般の人に 

  発表して示すこと 

10 相撲で互いに下手を差して組み合うこと 

11 どっちつかずで、はっきりしないさま 

12 ↑↓過疎 

13 時化 

14 流れ星 

＜ヨコのカギ＞ 

１ 宇宙船の乗組員 

10 夜、道端などで物を売る店 

12 牛 

15 思いどおりでなく残念なこと 

16 ○○○○こやけで、日が暮れて♪ 

17 採用されない作品 

18 ジャングル・○○ 

19 髪の毛をすく道具 

20 ↑↓下 

21 長い柄の先にとがった細長い刃をつけた武器 

22 甘みの強い暗紫色のブドウ酒 

23 移り動くこと 

24 都道府○○ 

25 亜鉛でめっきした薄い鉄板 

26 ２つで１組になること 

 

＜９月 10日の消印有効、当選者の発表は９月 15日号で＞ 

 答えを 52円ハガキ に明記し、住所、名前、支部名、職場名、また「私の過去の栄光」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３Ｆ301号 

 大阪市従業員労働組合 組織局 宛 


