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労務者を現場におくるためのパス､タクシー､トラックの行列

昭和39年度事業(予定)

I　職業紹介都

1･求人開露　約200件(会社､エ境､事

業所)を目標に､直接訪問､書面による依

頼､連絡協議会組織等を通じ､求人運営を

円滑にし､就労の増大をはかる｡ (前年度

の実績150件)

2･就労あっせんと職業紹介

1日平均1,500名×360日- 540,000名(

前年度の予定･ 900名×360日- 342,000名

)就労あっせんから漸次に職業紹介に移行

する.

3･常用化の促進　100名以上を目標に､

常用定職化をはかり､これを奨励するた

め､常用化される者には､常用第1月の生

計援助費と仕度金を貸与する⊃

4･日雇労勝者健康保険の適用

1,000名の労薫香を対象に､雇用者が,ij

の協力を得て､剛釆険の適用を実施する_

5･失業体験の適用　500名を目標とする_

6　求職登録票の整備

冨田,

38年度は約2,200名の登録を実施したが､

本年度(39年)は新に1,000名を追加､登録

カードを整備する｡

Ⅱ　職業･生活相談部

7･職業相談　(月) 300名×12月-3,600件

8･事故相談　　　200　×12　-2,400

9･身上家庭相談　150　×12　-1.800

10iその他の相談　300　×12　-3,000

Ⅲ　厚　生　部

11･医療-現場(整数)処置

(局)500名×12-6,000

12　医療-病院(重症)処置

20名×12-　240

13　健康珍断　　　　　　50　×12-　600

14･生活援助　　　　　100　×12-1,200

15　理髪援助　　　　　　40　×12-　480

16･冬季あ主語.援助　　100名× 5日-500

17　貯金の毒殺　　　200名×12月-2,400

Ql

ee

庶　　務

4月23日　大波蒋庁内で討蒋していたセンター総筋郭

な新事業所へ移霞,落戎開所式準I結こ着手

する｡

4月26日　昭和…8"~雲量事会

5月12日　西成田東四条町の労勘弁霊前で長雨のため

あぶれた労腕首が投石などして掻いたので

全職員で非常偉観をしく｡

5月13日　課魂対策怒鼓会(於談之茶畳小学校)

5月15日　落成ならびに開所式挙行､労鋤大臣(代理)

大阪附知事.大阪市長(代理) ､府市会議

員､地元l't表書､学識経験者､労拗音代表

ほか約250名参列した｡

5月17日　長雨のため､仕肇なく労拗音の若干が掻き

出したので､非常体制でのぞむ｡大阪府特

別援助隊1ケ中隊徹宵侍旗｡

5月28日　環境対策委員会単糖会

6月5日　中央職業安定瞳察官高山誠､府同監督官平

田米語氏ら観察

6月6日　環境対策委員会

6月10日　求職受付票の登淀を開始

6月21日　労務音にコレラ予防瑳霞とⅩ線鎚轟診断実

施

6月22日　中馬大鼓市長の本財田顧問就任承諾書受理

7月1日　分室撤去の件で東四条町会と懇談会｡大阪

市大教授岡村重夫氏見学

7月10日　大阪府諌市木質一氏視察

7月18日　分室撮去

7月19日　パス.こよる移動事琉所､現場において業務

開始

7月30日　大波府読会商工労解委員･大阪府議宇治万

之的､小畑一刀,松井行遣各氏ら祝祭､セ

ンター主駈部と懇談

8月1日　釜ケ崎調印櫛2年の当日､宿直員増員､警

戒体制

8月1日　朝日薪鞠大阪写生文化膿軸と通じ西浦圃l

伯より100号治国の寄贈を安く3東京浅草i

署長,山谷派出所箸薄ら祝祭｡カリフォノレ

ニヤ大学リブセット敬愛､九州大学客員譜

緬をオrノン･テラノノンド氏､大阪アメリカl

文化センター館長チヤールス･L･ノット

氏,大坂市大･大鼓助教授ら来観

8月14日　東京都立大学拙守突放愛来所　　　　　　1

8月20日　日立追飴労組桜島支部より手動輪転機の寄!

腔を安く｡

8月31日　社会綿址協議会近畿代表者約100名見学

9月7日　雇用主懇談会

10月14日　妓坊連絡員会合40名曲席

11月16目　方岱路斑次官観察

11月18日　婁陵地区年末対策既報会

11月21日　毎日新聞大技社会華柴田を通じ大丸百貨店1

日朔日

日　　誌(昭和38年度)

より中古玄科866点の融雪を安く｡社会医

学孫究会に出)常

11月23日　たけのこ会､辻大生7名来所

Il月28日　年末対策のため百村浪速菓長､中野みなと

寮長､吉村白彊蒐員ちと打合せ｡

11月29日　中央職業安定惹議会委員尾形公益舌代麦､

森田使用者代表､加藤労組代表､野田労働

省安定局業務指導課長ら複葉､詳細な懇談

をIテラ｡

12月4日　西成区役所における年末霜厳委員会に出席

12月5日　阿倍脅公共職業安定所労閏事務宮村地政､

森庭夫民ら来所

12月6日　角田房子氏(評論家)来所

12月13日.毎日新聞大阪社会事業団を通し､大丸百貨

店より第二次中古衣料182貴の寄贈を安く｡

西成署相談コーナー長大相警部.救世車高

粍氏来所

12月14日　銀高木財田理事来所､懇談

12月18日　大阪府庁において年末対策懇談会開腿､府

より中田労動静励まか6名､本財田より船

尾専務以下3名出席

12月26日　大阪肘失業媒挨謀適用係井上事跡官紀寮､

懇談

12月27日　大阪婦中Ⅲ労働節度､玉経業務課長､川西

係長ら米所､懇談

12月28日　材木財閥理事来所

12月31日　大晦日とJJり仕事が全然たくごく一部のあ

昭和39　　ぶれた労働者が投石する騒ぎあり

1月1日　前日につづき,予定の非常鮭勘を3日まで

継続｡西成警察署註桟勤桜を動員して厳重

警戒した｡

1月13日　面蚊署和し8割荷課長と労琉音のあぶれ対策

について打合す｡

1月14日　大阪府中Ⅱ労働部長米所､打合せ｡済生会

西的高濃度滝谷)-7人､再話局長罷光i志士民

ら来所

1月16日　愛隣会館における西成地区医寮社会環境衛

生懇談会に議員数名!出荷

1月27日　西成輩架署･府労働都懇談会

2月7日　安活用陸会懇談会

2月8日　大阪社会事業垣覇大学孝櫓正一教授米所

2月13日　労的蜜職業安定局平椎主任中央臓業安定監

察官､玉置六度府,jl鴎都業↓葦課蔓.神谷課

長仕理､Jii函係長､平田監察官ろ視察懇

談っ　同日､労働省職業安定局失業様改悪､葛

西､村田両労使主据方言ら祝祭｡大政公衆衛

士協会医療補償研究会が搬大医学部で開催
センターより専務以外3名山市

2月18日　東京轟企画室柴山主≡`三､愛隣薫長押貧民来

所､懇談

2即7日　等淑媒倉吉中津福祉面'i所転社課長市既武

氏来所



組　　　織

!理　事　会

事　務　局　事務局長　松　尾　雑　娃

(I)総　務　部　蔀　長　小Jii　礼　二

職　員　天　瀬　　誠

人　見　貞　三

中　崎　隆　夫

池　田　万睦夫

池　田　和　美

安　見　和　子

(2)斑柴紹介蔀　蕊　長　都　　昇　作

職　員　今　村　清　吉

池　氷　寅　彊

三　塚　寅　男

橋　本　正　宣

正　信　　　晃

釈　　　智　怒

庶務日誌追加分

2月28日　日雇労鶴首健蘭般取扱実彊摺会,こ

擬親睦出情　動時　木村正二氏
3月10日　上智大筆致抜刀ルロ･かしタローラ民

地3名実所懇談
3月20日　ミ操の套ミニ周年記念文化禁.木財田

後援のもとに開催
3月23日　府労燭都より融輝覇所用として大型

重箱の蕪姓貸与をうげろ｡
3月30日　日本社会椋祉大学山下醤夫氏来所

上　畑　恵　宣

山　上　　　仁

佐　藤　清　次

(3)生活藻業相談部

鄭長(兼)郡　　昇　作

職員　〝　今　村　清　吉

′!高　木　千代吉

l/今　忠　孝　通

′/人　見　良　三

〟　細　川　順　正

(tl　厚　生　蔀　部長(莱)小　川　礼　二

職員　　　高　木　千住吉

今　蔦　孝　造

山　口　清　子

昭和38年5月31日　　太　田　信　江

同　　　8月15日　　黒　岩　律　次

回　　9月30日　　佐々木　五　郎

同　　10月1彊　　　高　田　　満

昭和39年1月31日　　三　森　千　男
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