大阪労連は６月 日に国労大阪
すすんでいると報告があり、組合
員に依拠して、結成 周年を迎え
る定期大会までに仲間を増やそう

会館で組織集会を開催し、この１
年間の組織拡大・強化の取り組み
たたかう労働組合・大阪労連を

と決意を固めあいました。

集会では、組織拡大が特別なこ
大きくして、職場要求の実現をす

の交流をすすめました。
とではなく、日常の中での対話や
すめていきましょう。

たたかいの必要を共有し
ました。
参加者からは「今後は
春闘の要求書を見せ、要
求を実現するために組合
に入って欲しいときちん
と伝える」など、積極的
な感想が多数寄せられま
した。
午後の分科会では、サ
ービス残業をなくすツー
ルとして 協定を活用す
ること、非正規雇用改善
の闘いは同時に正規雇用
を守ること、簡単にはう
まくいかない組合活動の
悩みの共有などを学習・
交流し、充実した取り組
みとなりました。

府職労

青年部企画〝阪堺電車でゴー〟

頑張らせて儲ける仕組み
が強化され、雇用責任を
限りなくゼロにし、労働
者を自己責任で際限なく
働かせるのが安倍政権の
働き方改革。組合の組織
率が下がれば賃金が下が
り非正規雇用が増える事
を歴史的な統計で知り、

つながりから信頼が高まり加入が

福祉保育労

学習と交流でパワーアップ！

福祉保育労大阪地方本
部は、５月 日に大阪市
内でパワーアップ学習会
を開催しました。
これは、組合役員力の
強化・向上を目指し役員
向けの学習会で、毎年開
催しています。過去には
合宿形式でじっくり学習
交流もしていましたが、
交代勤務が多い福祉労働
者が参加しようと思える
設定を模索し、今回は、
日曜日の 時半～ 時半
ここ数年の府職労の新
歓イベントは、本部が主
導し、青年部が協力する
形で実施されてきました
が、青年部の会議で話し
合いを進める中で「今年
は青年部として主体的に
やりたい」
「青年だけを
集めて成功させたい」と
いう意見でみんなが一致
し、今回の「阪堺電車で
ゴー 」の開催に至りま
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した。
車内では、ゲームなど
の企画は行わず、青年部
役員が準備した飲み物と
食事、スイーツを食べな
がら、仕事や職場で困っ
ていること、不満に感じ
ていることなどをみんな
で話しました。途中の我
孫子道駅では、電車をバ
ックに記念撮影も行い、
車内の盛り上がりは絶え
ることなく、楽しく交流
しました。
参加者からは「若い人
だけでこんなに集まって
話す機会はないので本当
に楽しかっ た」
「若手職
員が自分たちで取り組み
をしている組合ってすご
い！楽しめる組合だと思
った」などの感想が寄せ
られました。

新たな市民運動展開へ

はわかりやすくて楽し
かったと好評で、参加
者の交流タイムでは、
様々な職場の様子が出
されていました。
参 加 者 は、
「職場の
労働安全の視点を学ん
だ」「職場で活用してい
きたい」と職場の実践
へ思いを強めました。

職場で活かしたい
大阪労働健康安全セ
ンターは第 回安全衛
生基礎講座を５月 日
（土）・ 日（土） 午
後に開催しました。職
場のハラスメントや夜
勤と睡眠、労安活動の
基礎や安全問題につい
て４講座をじっくりと
学びました。グループ
討議を取り入れた講義
26
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「ちん電」の愛称で親
し ま れ て い る「 阪 堺 電
車」―天王寺と浜寺公園
を結ぶ路面電車です。
府職労青年部は、この
電車の車両をまるまる貸
し切って、新歓イベント
を開催しました。
６月６日（木）出発地
点の天王寺駅には、大阪
府、府立病院、府立研究
所の各職場から青年 人
が続々と集まり、定員満
員で浜寺公園駅へ向けて
出発しました。
は全て公開すべき」
「最
賃審議員も最賃生活をし
てみればいい」など発言
について、労働局は形式
的な回答に終始しまし
た。
大阪労連は引き続き組
合員のみなさんとともに
最賃署名を積み上げ、た
だちに１０００円、１５
００円を求め取り組みを
すすめていきます。

争議を直ちに
解決しろ

!!

５月24日、早朝宣伝から始まった春の争議支援行
動では、解雇争議をたたかう関西大学やにちほＨＤ
への要請行動、賃金不払いをはじめ数々の不当労働
行為とたたかうアクアラインへの社前行動などが行
われ、争議の早期解決を求めました。

の時間で、午前中がメイ
ン講演、午後が分科会で
の交流をしました。
内容も、様々詰め込み
たくなるところ１回の学
習会では無理と割り切り
ました。むしろ、今後の
学習活動活性化のきっか
けとなり、組合活動の中
に学習を定着させるサポ
ートになる取り組みとし
て位置づけました。
とはいえ、腰を据えた
学びも必要という事で、
メイン講演では全労連か
ら黒澤幸一事務局次長を
お招きし、働き方改革が
何を目指し職場からどう
反撃すればいいのか、正
面から学びました。
生活とやりたい仕事の
両立を目指しても、生活
がすぐ後回しになる福祉
職場の特徴をふまえ、長
時間、少人数で、過密に

方最低審議員の任命につ
いては総合的に勘案して
選んでいる。時間給１５
００円以上、日額１万２
０００円以上、月額 万
円以上に引き上げること
については審議会へ報告
すると同時に中央の目安
委員会が開かれるまでに
本庁にも伝える」
と回答。
参加者からの「福祉労
働者の代表がなぜ選ばれ
なかっ たのか」
「職場へ
の実施調査を行っている
と聞くが、労働者の生活
実態が反映されているの
か公開すべき」
「審議会

カジノより○○

介し、最低賃金の大幅引
き上げを求めました。ま
た、大阪の労働者側最賃
審議員で大阪労連から選
ばれなかった理由を求め
ました。
大阪労働局は「大阪地

▲毎月の京橋での宣伝でも署名が集まる
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普通に生活するには
時間給１５００円はあたりまえ！

６月４日、大阪労連は
「最賃１５００円以上へ
の引き上げ、全国一律最
賃制度の法制化、最賃審
議会の公開性を求め」大
阪労働局と交渉を行いま
した。
はじめに、最賃引き上
げを求める署名も個人３
４５９筆、 団体も提出
し、菅義人議長から自民
党の中でも全国一律最賃
制度を求める声も出てい
ることと、全国の仲間が
生計費調査を行い、時間
給換算すると１６００円
台になっていることを紹

ろーれんフラッ シ ュ

働きやすい職場へ

統一地方選挙後はじめての府議会が開かれる５月
23日に、大阪労連も参加する府民要求連絡会は早朝
宣伝、議会要請、府庁前ランチタイム集会＆パレー
ドなどを行いました。パレードでは、カジノより教
育、医療、福祉の充実を！と呼びかけました。

研修・学習会などにご利用ください
６月９日、大阪憲法会議は大阪市内で憲法大学習
会を開催。講師の中晃一上智大学教授（立憲デモク
ラシーの会）は、改憲の国会発議をさせない野党の
共闘は市民の後押しがあるから。夏の参議院選挙は
正念場、
勝利するために頑張ろうと呼びかけました。
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５月20日、大阪労連青年部は青年部委員会＆学習
会を国労大阪会館で開催。学習会では講師の藤野ゆ
き職対連事務局長から事例を基にパワハラについて
わかりやすく話され、グループに分かれディスカッ
ションを行い、終了後も交流を深めました。
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▲最賃引き上げを求め労働局交渉が行われた

「自分ための豊かな時間」
を
生きるため、たたかおう！
大阪労働局
交渉
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