
みおつくし（２０１７／０３／０１） 

第 42 回定期総会議案 

第１号議案 2017年度活動方針（案） 

一，情勢の特徴と活動の基調は、紙面の関係で省略 

二、具体的な取り組み 

（１）全国・近畿・大阪の   退職者会運動への結集 

退職者会の運動課題は、全 国的な運動展開が重要です。 本年も、全日本自治体退職者 会（自治退＝５２３

単会２５ ６，９８９人、市職退からは 水上副会長を自治退副会長に 派遣）に結集し、日本退職者 連合（退

職者連合＝７１８， １０１人）や、地方公務員退 職者協議会（地公退＝ 37 万人） の運動に積極的に結集

します。   

また、市職退は、自治退傘 下の最大組織であり、自治退 近畿・自治退大阪（市職退が 会長・事務局長を派

遣）にも 結集し、自治退の組織と運動 の強化・前進に努めます。さ らに、大阪退職者連合は（大 阪退連＝

５５，０００人）は、 社会保障制度の充実に向け、 大阪府下自治体への申し入れ などの具体的行動に取り組

む とともに、近畿ブロック退職 者連合ハイキングなど会員相 互の親睦・交流に努めてきました。有元市職退

会長が大阪 退連の会長を担っていること もあり、市職退としても積極 的に運動参加し、その役割を 果たし

ていきます。   

 具体的な行動として、本年も９月 14 日（木）の「全国高 齢者集会」に参加します。ま た、６月６日（火）

にドーン センターで開催される「大阪 高齢者集会」、 10 月 17 日（火） に大阪万博跡地（予定）で開 催

される近畿ブロックハイキ ングなどにも積極的に参加します。 

（２）大阪市退職公務員協   議会（市退協）の運動強化 

市退協は、全国に先駆けて 組織された地方公務員退職者 の組織です。７単会２１，４ ６７人が結集し、交

流行事と して定着している「ハイキン グ」「囲碁大会」「将棋大会」「グ ラウンドゴルフ大会」や施設 見

学会、学習会など、相互交 流の取り組みを積み重ねてき ました。市職退は、１９８７ 年以来、会長と事務局

機能を 担ってきましたが、引き続き 市退協運動の強化に向け努力 します。特に、再挑戦すると している「都

構想」阻止に向 けた取り組みを協同して強め ます。また、公営交通や水道 事業の民営化、現業部門の非 公

務員化などが強行されよう としていますが、市退協の運 動と組織にとって重要な課題 であり、市退協として

の団結が一層求められています。 

（３）市職退の組織の強化 ・拡大の取り組み 

①市職退は、会員、賛助会 員、遺族会員を合わせ１０， ００６人（住所不明会員含む） の会員数となってお

り、引き 続き組織強化・拡大が重要な 課題です。数年前から大阪市 内の居住者会と職域組織の確 立に取り

組んできました。大 阪市内の居住者会は、 14 組織 （ 21 行政区）で組織化されて おり、残りは３行政区

となりました。いずれも会員数が少 数であり単独での組織化が困 難な場合、隣接する居住者会 との再編など

により組織化を 図ります。   



 一方、職域組織はここ数年 で区役所組織が相次いで誕生 し、全体で 30 職域組織となり ましたが、まだ

目標の半分強 です。引き続き組織対策委員 会を中心に、職域組織の拡大 に向け取り組みを強めます。 また、

組織ごとに連絡会議を 開催して、取り組み課題と活 動内容の充実に向け努力します。   

なお、長年の活動歴がある 大阪市外４地域の居住者会 （堺、東大阪、生駒、八尾・柏 原）については、各

組織の活 動の一層の充実を期待して引き続き連絡会議を開催します。 

 ② 近年、新規加入会員の確 保は、市職退の最重要課題で す。２０１６年調査では、退 職者の半数以上が未

加入となっています。また、２０１５ 年４月から課長代理級が組合 員化されたことにより、賛助 会員加入が

著しく減少しています。これらは、組合への攻 撃により、市職の組合活動の 弱体化が大きく影響していま す。   

吉村市長も、橋下前市長の 組合敵視政策を踏襲しており、 厳しい環境ですが、市職本部 および支部と連携し

て、引き続き加入者拡大に努めます。 さらに、未加入者についても、 職域組織などと連携して加入 拡大に取

り組みます。  

③ 退職者版「みおつくし」 は、全会員への情報提供の唯 一の手段として会員に大きく 期待されています。

年６回発 行は維持することとし、引き 続き会員に読んでもらえる紙 面づくりに向け「、編集委員会」 など

で、充実に努力します。   また、ホームページの充実 に努めます。  

④ 「住所不明会員」が５３ ７名と増加しています。住所 不明会員取り扱い基準に基づいて、本人などへの電

話照会 を行い、それでも新住所がわ からない会員は、「住所不明会 員」としています。会員の皆 さんには、

住所が変わった場 合、必ず事務局へ連絡いただき、「住所不明会員」が少なくなるようにご協力をお願いしま

す。 

（４）財政の抜本的改善策 の実施 

昨年度、財政検討委員会や 機関会議において、市職退の 財政はこのまま推移した場合、 あと 10 年から 15 

年で保有資金 がなくなるとの共通認識のも と、抜本的改善策を確認しました。   本年度から以下の改善策

を 実施します。   財源確保の対策として、 ① 現役支部役員の協力を得て新 規加入者の確保に努めるとと

もに、未加入者の加入拡大に も努めます。 ②本年度より「相互福祉基金会計」を廃止 して一般会計に統合

し、繰越 金は保有資金に繰り入れます。 ③今回の改善策の推移を見な がら、将来課題として、「現行 の終

身会費を入会金に改め年 会費制度の導入」（試案）に ついて検討します。   

 経費節減対策として、①各 種団体助成金について、計画 に沿って削減します。②総会 を中央公会堂から

大成閣に変 更し、参加費を３，０００円 に引き上げます。③退職者版 「みおつくし」は、業者など と協議

の結果、印刷経費や発送経費の削減で計画額の削減 ができるので、現行通り年６ 回発行とします。④常駐者

報酬は、本年度より勤務日数を週４日として 20 ％削減するとともに、一時金についても計 画に沿い削減し

ます。⑤弔慰 金は、総会で会則改正のうえ、２０１７（平成 29 ）年 12 月末 で廃止します。 

（５）相互福祉活動の充実 

①福祉チームが、１９９３ 年以来、毎年実施してきた 75 歳以上の会員に対する「近況 お伺い」の取り組み

は、会員 の反響も大きく、退職者会の 連帯強化につながってきまし た。しかし、経費が大きな負 担となっ

たこともあり、一昨 年より、傘寿（ 80 歳）を迎えた方（約２３０人）を対象に 実施し、２０１７年度も継

続 実施することとします。また、 「ハッピーライフセミナー」 については、毎回好評を得て おり、昨年は

「運動でカラダ もアタマも元気アップ〜転倒 予防・認知症予防に役立つプ ログラム」「介護施設への入 居



を考えたとき〜施設選びを する前に知っておきたいこと」 をテーマに開催しました。本 年もタイムリーなテ

ーマを選 び、内容の充実に努めます。  

②   傘寿の祝い金（５，００ ０円の百貨店の共通商品券） の贈呈は、本年度、昭和 13 年 １月〜 12 月

生まれの会員が対 象になります。来年１月の贈 呈に向けて、漏れがないよう に取り組みます。 

（６）同好会活動の充実 

同好会は、現在 20 同好会が、 参加会員により自主的に運営 されており、約１，０００人 余りの会員が

参加しています。 また、同好会としては認定されていませんが、２つのサー クル団体が、自主的に月１回 以

上活動しています。   

長寿化が進む今日、退職者 にとっては仲間との親睦・交 流を深め、生活に潤いと充実感をもたらす同好会

活動の意 義は、ますます大きくなって います。今後とも、参加会員 の拡大をめざすとともに、会 員相互の

努力により活動を一 層充実させます。   

 また、市職退の一大イベン トである「同好会交流大会」 は 12 月７日（木）に予定して おり、引き続き

成功に向け充 実に努めます。 

（７）福利厚生の充実 

「安心総合共済」をはじめ とする自治退保険や共済事業 は、会員の福利厚生とともに 市職退の財政運営にも

寄与し ており、加入拡大に積極的に 取り組みます。 

 ①  （株）自治労サービスが 扱っている「安心総合共済」 は、㋐ケガの補償（病気は対 象外）㋑日常生活

の賠償事故 の補償、㋒外出時の携行品事 故の補償を総合して補償する 保険商品であり、東京海上日 動との

団体契約であるため、 保険料と補償内容は会員にと って有利であるとともに、加 入者６〜７人に１人が保険

金の支払いを受けており、会員 の福利厚生に役立っています。 また、助成金（単会交付金約 ２００万円収入）

は、市職退 の財政確立に貢献しています。 そのため、引き続き情報提供 を通じて加入拡大に取り組み ます。  

＜市職退 安心総合共済過去３年間給付状況＞ 

年  度 加入会員数 給付件数 給付額 １件平均給付額 

2014年度 626人 115件 8,153千円 70,896円 

2015年度 609人   62件 3,023千円 48,762円 

2016年度 577人   72件 5,908千円 82,056円 

②   退職後の全労済・自治労 共済（火災共済・自然災害共 済、交通災害共済、じちろう マイカー共済）

を引き続き利 用するためには、退職者会加 入が必要条件です。市職共済 事業本部と協力して退職予定 者の

全員が退職者会に加入し、 共済事業を利用できるように します。また、じちろうマイ カー共済の継続加入・

拡大に も取り組みを強めます。  

③   約１万人の組織を背景と した物品や保険事業の斡旋な どは、割安で、会員に喜ばれ 利用されていると

ともに、手 数料収入は市職退の財政にも 貢献しています。引き続き良 質の商品の選定や会員の要望 の把握

に努めます。  

④   ２００５（平成 17 ）年頃 までは、退職者についても互 助組合の特約店が利用出来て いましたが、

「職員厚遇問題」 もあり、退職者については、 冠婚葬祭関係などの施設利用 に限定されてきました。市退 協



では会員の福利厚生の充実 にむけ独自の取り組みが展開 され、本年１月現在、 45 施設 の特約店利用が可

能となり、 市退協会員カードも新しく作 成されたところです。これか らも特約店の拡大に向け、事 務局機

能を担っている市職退 として引き続き努力していき ます。 

 

第２号議案 2017（平成29）年度一般会計予算（案）  省略 



 


