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 2015年 10月 22日 ＮＯ．２ 

2015 現業統一闘争 － 市側回答を基本的に了承 

経営形態の変更「大阪市として誠意をもって対応する」 

昇格条件の改善「要請の趣旨をふまえ早急に検討する」 
 

自治労は、2015現業・公企統一闘

争を産別統一闘争として「市民との

協力・信頼関係の構築と質の高い公

共サービスの確立」を基本目標に掲

げ、安全かつ良質な公共サービスを

確実、効率的、かつ適正に実施する

という「公共サービス基本法」の基

本理念の実現をめざすため、個別の

具体取り組み指標を設定して、産別

闘争としての位置づけを明確にし

ながら、10月23日の統一基準日に１

時間を上限とするストライキを配

置し取り組んできた。 

市従は９月29日に自治労の基本

目標にもとづく個別具体13項目の要求書を申し入れて以降、市側と断続的な事務折衝・小委員会交渉を行い、合理

化対策委員会、労働安全衛生対策委員会、本部闘争委員会で進捗状況の報告ならびに検討・協議を行ってきた。  

また、自治労本部や府本部の総決起集会等に結集するとともに、10月14日には「2015現業統一闘争勝利！市従総

決起集会」を開き、要求の前進をはかるため組合員の意思統一をはかってきた。  

同16日の第１回小委員会交渉では、①経営形態の変更および事務事業の見直しについて、②１級から２級への昇

格条件の改善について、③高齢者雇用制度について、④労働安全衛生管理体制の充実・強化、⑤作業服生地の改善

について市側の認識をただすとともに、引き続き精力的な交渉・協議を重ね、労使合意を前提に誠意を持って対応

するようあらためて要請、市側は「ご指摘の点もふまえ、引き続き検討したい」と答えた。  

ヤマ場の22日、第２回小委員会交渉で、これまでの事務折衝をふまえた市側の考えが示されたことから、午後７

時30分から本部闘争委員会を開いて交渉内容の報告ならびに検討・協議を行い、午後8時からの団体交渉に臨んだ。 

団体交渉で市側は「経営形態の変更や、施策事業の再構築にともなう職員の勤務労働条件については、各所属の

事務事業にかかわる事であるため、現在、関係所属において検討を行っているところである。提示できる内容が決

まり次第、各所属から交渉においてお示しすることとなる。人事室としても状況把握をしたうえで関係所属と連携

をはかり、全市的な対応が必要な場合には本部の皆様と交渉を行う。また、労使交渉において確認した内容につい

ては責任をもって対処することは当然のことと考えており、大阪市として誠意をもって対応していきたい」、技能労

務職給料表１級から２級への昇格条件の改善については「職員の職務意欲の維持・向上をはかることは必要と考え
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ている。昇格制度について、現業管理体制のあり方など各職場の現在の業務実態をふまえ、関係所属とも十分な連

携が必要となることから、引き続き具体的な検討を行っていきたい」、再任用制度については「具体的な活用につい

ては人事室としても各所属と十分連携をはかり、職務の内容や職場の実態等を勘案して対処していく。職員の勤務

労働条件に関することは誠意をもって交渉を行っていきたい」などと答えた。 

労働安全衛生対策の課題については「各所属において現場実態に即したリスクアセスメントや対策が実施できる

よう取り組んでいくとともに、職員自身の意識の高揚をはかるためにも、随時、安全衛生について効果的な情報発

信を行う」、作業服等の改善については「作業服の生地の改善については、この間、色合いを含め検討を行ってきた

ところであり、平成 28年度より実施する」などと答えた。 

これに対し市従は冒頭「大阪市の『市政改革プラン』にもとづき、各所属では、効率化を最優先した事務事業の

見直しを行うとともに、この数年来の新規採用凍結、退職不補充などの総人件費の抑制施策により、大規模災害時

に必要な実動体制を保持するための人員と機材の確保に影響するだけではなく、次世代へ継承すべき『技術・技能、

知識や経験』という長い歴史の中で積み重ねてきた『財産』をも失い、ひいては基礎自治体である大阪市として、

日常の公共サービスの提供にも影響を来たし、公的役割を発揮できない事態となり得る」と述べながら、コストを

最優先した単なる総人件費削減・経費削減ではなく「働きがい・やりがい」を持てるよう勤務労働条件を改善し、

早期の採用凍結解除と新規採用を行い、市民に必要とされる「質の高い公共サービス」を提供するよう強く求める

と指摘した。 

そのうえで「下水道事業における経営形態の見直し」について、建設局が下水道支部に対し、今後、新組織にお

ける勤務労働条件を提案するとの考え方を示しており、新組織の設立にともなう非公務員化は、この間の大阪市職

員の勤務労働条件を承継する経営形態の変更ではなく、新たな勤務労働条件の移行と雇用環境の変化をともなうも

のであり、大阪市職員から身分移管するということは組合員の一生涯を左右する大きな問題であると指摘、経営形

態の変更等にともなう組合員の身分の変更と勤務労働条件は、本部－人事室間の交渉事項であることから、労使交

渉のあり方について、人事室としての認識を明らかにするよう求めた。 

技能労務職給料表１級から２級への昇格条件の改善については「給与制度改革以降の懸案課題である昇格条件を

改善するべきである。市側として具体的に検討してきた昇格制度や昇格基準など明らかにし、早急に労使交渉を行

うべきである」として市側の認識をただした。 

再任用制度については「定年退職後、年金支給開始までの間の生活に不安を覚えることなく職務に専念できるよ

う、再就職を希望する全職員の雇用確保をはかるとともに、技能職員の業務実態を十分ふまえた高齢者雇用制度の

構築にむけ、具体的に検討するべきである」として再度、市側の認識をただした。  

労働安全衛生対策の課題については「今後、公務災害ゼロをめざし、リスクアセスメント対策を含め、労働安全

衛生対策の充実・強化をはかるよう強く求める」、熱中症対策については「現場組合員は炎天下の現場において業

務を行っており、市側としてこうした状況を認識するとともに、熱中症対策にかかる職員への周知方法を改善する

よう求める」、心の健康づくり対策については「今後、市側は大阪市職員心の健康づくり第２次計画について実行

あるものとし、精神及び行動疾患者数の増加に歯止めをかけるため、予防対策として『働きやすい職場環境づくり』

への取り組みを推進するよう強く要請する」、作業服等の改善については「今後、旧作業服の貸与期間を経て、新

作業服への移行となることから十分な職場周知を行い、職場混乱を来たさないよう要請する」などと求めた。 

市従の指摘に対し市側は、経営形態の変更および事務事業の見直しにともなう身分や勤務労働条件について「繰

り返しになるが、各所属の事務事業にかかわる事であるため、具体的な内容をお示しできる段階で、各所属から、

交渉の場において提案することとなる。人事室としても状況把握をしたうえで関係所属と連携をはかり、全市的な
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対応が必要な場合には本部の皆様と交渉を行う。また、労使交渉において確認した内容については責任をもって対

処することは当然のことと考えており、大阪市として誠意をもって対応する」と答えた。 

昇格条件の改善については「昇格制度について、この間、大阪府や他都市状況等を調査し、そのうえで検討を進

めてきたところである。また、現業管理体制と密接にかかわることから一部の所属に対し聞き取りを行った結果、

現場実態がそれぞれ異なることから様々な意見が出されている。今後とも、現業管理体制のあり方など各職場の現

在の業務実態をふまえ、関係所属とも十分な連携が必要となることから、要請の趣旨をふまえ早急に検討を行う」

との考えを明らかにした。 

再任用制度については「職員が無年金期間の生活に不安を覚えることなく、職務に専念できる環境を整備するこ

とは必要であると考えており、本市では再任用制度により対応する。再任用制度の具体的な活用については、人事

室としても各所属と十分連携をはかり、職務の内容や職場の実態等を勘案して対処していくとともに、制度につい

ては引き続き、国、他都市の動向を注視する」と答えた。  

労働安全衛生対策の諸課題については「ご指摘の点をふまえ、引き続き取り組む」と答えた。  

市従は、経営形態の変更および事務事業の見直しについて「現時点において市従本部に対し、身分や勤務労働条

件を提案することなく、下水道支部に対して、都市技術センター派遣職員の派遣期間の延長や新組織設立等にかか

るスケジュールのみを先行して提示していることに疑念を抱かざるを得ない」、「市側が経営形態の変更や、それ

にともなう転籍を行い、職員の将来不安をあおることが結果的によりよい市民サービスを提供できるのか疑問であ

る。人事室は、各所属の事務事業にかかわる内容は各所属長のマネジメント事項であり、支部－所属間の交渉事項

であるとの認識を示し、具体の交渉については支部－所属間に委ねているとしているが、職員の転籍にあたっては

大阪市として責任をもって対処すべきである」と再度、強く求めた。 

昇格条件の改善については「速やかに、人事室が市従に対して昇格基準の改正にむけた具体案を示すとともに、

労使双方が現在の現業管理体制にもとづく業務執行体制の課題・問題点を明らかにし、１級から２級への昇格条件

の改善にむけた労使交渉を行うべきである。昨年の確定交渉の市側回答で将来の人事・給与制度の全体像を描くな

かであるべき昇給制度等の検討を行っていくと示されており、昇格制度についても具体的な検討を行うべきである」

と強く要請した。 

市側は「職員の勤務労働条件については、労働組合の皆様と誠意をもって対応する」と答えた。  

市従は市側に対し、本日以降の精力的な取り組みと交渉・協議を重ね、労使合意を前提に誠意を持って対応する

ようあらためて要請し、本日までの市側回答を基本的に了承した。 

 

以下、団交文と市側回答 

市 側 

去る９月 29日に申し入れを受けた交渉項目について、この間、事務折衝や小委員会交渉を重ねてきたところであ

るが、本日は、これまでの交渉経過を踏まえ、本市の回答をお示ししたい。 

経営形態の変更や、施策事業の再構築に伴う職員の勤務労働条件については、各所属の事務事業に関わる事であ

るため、現在、関係所属において、検討を行っているところであり、提示できる内容が決まり次第、各所属から、

交渉において、お示しすることとなる。 

 人事室としても、状況把握をした上で、関係所属と連携を図り、全市的な対応が必要な場合には、本部の皆様と

交渉を行ってまいりたいと考えている。 

また、労使交渉において確認した内容については責任をもって対処することは当然のことと考えており、大阪市
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として誠意をもって対応していきたい。 

技能労務職給料表２級については、現在、業務主任への任用を伴うものであり、その選考にあたっては、「技能

職員主任選考基準」に基づき、能力・実績を勘案した上で、適材適所の観点から任用を行っているところである。 

人事室としても、職員の職務意欲の維持・向上を図ることは必要と考えているところであり、昇格制度について

は、現業管理体制のあり方など各職場の現在の業務実態を踏まえ、関係所属とも十分な連携が必要となることから、

引き続き具体的な検討を行ってまいりたい。 

 再任用職員については、勤務成績が良好であり、任用する職の職務遂行に必要な知識・経験を有し、公務内の職

務を遂行できると認められる者の中から、選考により任用することとしている。 

なお、再任用制度の具体的な活用については、人事室としても、各所属と十分連携を図り、職務の内容や職場の

実態等を勘案して、対処していく。その上で、職員の勤務労働条件に関することは、誠意をもって交渉を行ってま

いりたい。 

 労働安全衛生対策について、本市においては、総括産業医・精神科総括産業医・健康管理担当医・労働安全コン

サルタントおよび各所属産業医を配置し、安全衛生管理体制の整備に努めている。 

公務災害の未然防止・再発防止の観点においては、各所属の要請により労働安全コンサルタントを派遣し、各所属

で有効活用されているところである。今後も必要に応じて、公務災害防止にかかる取り組みについて検討し、引き

続き、各所属において現場実態に即したリスクアセスメントや対策が実施できるよう取り組んでいくとともに、職

員自身の意識の高揚を図るためにも、随時、安全衛生について効果的な情報発信を行ってまいりたい。 

 最後に、作業服等の改善については、お手元に配付している別紙のとおりであり、内容については、先の小委員

会交渉で説明したとおりである。特に、生地の改善については、この間、色合いを含め検討を行ってきたところで

あり、平成 28年度より実施してまいりたい。 

組 合 

ただ今、人事室長より、2015現業統一闘争の要求に対する回答を受けたところである。 

市従は、去る９月29日の申し入れ団体交渉で要求内容に対する市側の考え方や認識を質し、引き続き、本日のヤ

マ場に向けて労使協議を行ってきたところである。ただ今の市側回答を受け、再度いくつかの点について要請する

とともに、市側の考え方を質しておきたい。 

これまで私たち市従は、市民・住民が安全で安心して暮らせるまちづくりに向け、「質の高い公共サービス」の提

供と「職の確立」を図るため、現業職場活性化運動に邁進してきているところである。 

また、地域を熟知している市従組合員は、日常業務を通じて市民・利用者の意見・要望を把握するとともに、市民

の声を反映したより良い公共サービスの提供に向け、「働き方改革」に基づく業務改善を進め、大阪市のまちづくり

に貢献していると自負している。 

しかし、大阪市の「市政改革プラン」に基づき、各所属では、効率化を最優先した事務事業の見直しを行うとと

もに、この数年来の新規採用凍結、退職不補充などの総人件費の抑制施策により、大規模災害時に必要な実動体制

を保持するための人員と機材の確保に影響するだけではなく、次世代へ継承すべき「技術・技能、知識や経験」と

いう長い歴史の中で積み重ねてきた「財産」をも失い、ひいては基礎自治体である大阪市として、日常の公共サー

ビスの提供にも影響を来たし、公的役割を発揮できない事態となり得ると考えているところである。あらためて市

側の認識を質しておく。 

さらに、財政難を理由にこれまで実施されてきている給与削減により、市従組合員の勤務意欲の低下を招いてい

ることから、コストを最優先した単なる総人件費削減・経費削減ではなく、「働きがい・やりがい」を持てるよう勤
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務労働条件を改善し、早期の採用凍結解除と新規採用を行い、市民に必要とされる「質の高い公共サービス」を提

供するよう強く求めておく。 

先日の申し入れ団体交渉や事務折衝及び小委員会交渉において、市従より指摘した「下水道事業における経営形

態の見直し」についてであるが、建設局が下水道支部に対し、今後、新組織における勤務労働条件を提案するとの

考え方を示しており、新組織の設立に伴う非公務員化は、この間の大阪市職員の勤務労働条件を承継する経営形態

の変更ではなく、新たな勤務労働条件の移行と雇用環境の変化を伴うものであり、大阪市職員から身分移管すると

いうことは組合員の一生涯を左右する大きな問題である。 

市従は、経営形態の変更等に伴う組合員の身分の変更と勤務労働条件は、本部－人事室間の交渉事項であると認

識していることから、労使交渉のあり方について、人事室としての認識を質しておく。 

次に、技能労務職給料表1級から2級への昇格条件の改善について、先ほど人事室長より「現業管理体制のあり方

など各職場の現在の業務実態を踏まえ、関係所属とも十分な連携が必要となることから、引き続き具体的な検討を

行う」との考え方を示しているが、市従としては給与制度改革以降の懸案課題である昇格条件を改善するべきと考

えているところである。 

市側として具体的に検討してきた昇格制度や昇格基準など明らかにするとともに、早急に労使交渉を行うべきで

ある。 

この点について市側の認識を質しておく。 

次に、高齢者雇用制度についてであるが、定年退職後、年金支給開始までの間の生活に不安を覚えることなく職

務に専念できるよう、再就職を希望する全職員の雇用確保をはかるとともに、技能職員の業務実態を十分ふまえた

高齢者雇用制度の構築に向け、具体的に検討するべきであり、市側としての見解を求めておきたい。 

次に、労働安全衛生対策の課題についてであるが、先ほど人事室長より「各所属において現場実態に即したリス

クアセスメントや対策が実施できるよう取り組んでいくとともに、職員自身の意識の高揚を図るためにも、随時、

安全衛生について効果的な情報発信を行う」との考え方が示されたところであり、今後、公務災害ゼロをめざし、

リスクアセスメント対策を含め、労働安全衛生対策の充実・強化を図るよう強く求めておく。 

次に、熱中症対策についてであるが、現場組合員は炎天下の現場において業務を行っており、市側としてこうし

た状況を認識するとともに、熱中症対策にかかる職員への周知方法を改善するよう求めておく。 

次に、心の健康づくり対策についてである。 

国の改正労働安全衛生法に基づき事、業者に対する「ストレスチェック制度」が義務化され、2011年度に策定さ

れた大阪市職員心の健康づくり計画についても、改正労働安全衛生法に基づくストレスチェックの内容を盛り込み、

一次予防対策を強化するため、2016年度から第２次計画が策定予定となっている。 

今後、市側は、第２次計画について実行あるものとし、精神及び行動疾患者数の増加に歯止めをかけるため、予

防対策として「働きやすい職場環境づくり」への取り組みを推進するよう強く要請しておく。 

次に、作業服等の改善についてであるが、今後、旧作業服の貸与期間を経て、新作業服への移行となることから、

十分な職場周知を行い、職場混乱を来たさないよう要請しておく。 

市 側 

ただ今、委員長から、数点の要請と指摘を受けたところである。 

まず、去る 9月 29日の団体交渉においても申したとおり、本市では、「平成 27年度 市政改革基本方針」を策定

し、市民サービスの向上や事務処理の効率化といった新たな視点からの取組も加えて、民間でできることは民間に

委ね、ムダを徹底的に排除した効果的・効率的な行財政運営をめざす「市政改革プラン」の取組を継承・発展させ
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つつ、引き続き市政改革を推進していくこととしており、業務執行体制の構築にあたっては、業務量・業務内容に

見合った適切な要員配置を、職制が主体的に検討を行い判断すべきものであると考えている。 

次に、建設局の下水道事業における経営形態の見直しについては、平成 27年 2月に戦略会議に諮った大阪市下水

道事業経営形態見直し基本方針（案）に基づき、平成 27年度上半期に新組織を設立し、同年度下半期に職員を転籍

のうえ、新組織による業務開始をめざしてきたところであり、本年５月には「下水道事業経営形態見直しに係る職

員アンケート」を実施したところである。その後、９月 16日に実施した建設局と下水道支部との団体交渉において、

新組織設立等にかかるスケジュールの変更及び都市技術センター派遣職員の派遣期間の延長、また新組織における

勤務労働条件については今後提案するとの考え方をお示ししたと聞き及んでいる。 

経営形態の変更等に伴う職員の勤務労働条件の労使交渉については、先ほどの繰り返しになるが、各所属の事務

事業に関わる事であるため、具体的な内容をお示しできる段階で、各所属から、交渉の場において提案することと

なる。人事室としても、状況把握をした上で、関係所属と連携を図り、全市的な対応が必要な場合には、本部の皆

様と交渉を行ってまいりたい。 

また、労使交渉において確認した内容については責任をもって対処することは当然のことと考えており、大阪市

として誠意をもって対応していく。 

次に、昇格制度についてであるが、この間大阪府や他都市状況等を調査し、その上で検討を進めてきたところで

ある。また、現業管理体制と密接に関わることから、一部の所属に対し聞き取りを行った結果、現場実態がそれぞ

れ異なることから、様々な意見が出されたところである。 

今後とも、現業管理体制のあり方など、各職場の現在の業務実態を踏まえ、関係所属とも十分な連携が必要とな

ることから、要請の趣旨を踏まえ、早急に検討を行ってまいりたい。 

次に、「雇用と年金の接続」についてであるが、職員が無年金期間の生活に不安を覚えることなく、職務に専念で

きる環境を整備することは必要であると考えており、本市では、再任用制度により対応することとしている。 

任用に関する具体的な要件については、勤務成績が良好であり、任用する職の職務遂行に必要な知識・経験を有

し、公務内の職務を遂行できると認められる者の中から、選考により任用することとしている。 

再任用制度の具体的な活用については、人事室としても、各所属と十分連携を図り、職務の内容や職場の実態等

を勘案して対処していくとともに、制度については、引き続き、国、他都市の動向を注視してまいりたい。 

労働安全衛生に係る諸課題については、ご指摘の点を踏まえ、引き続き取り組んでまいりたい。 

組 合 

ただ今、人事室長より市従の指摘に対する考え方が示されたところである。 

業務実態に基づく適正な要員配置についてであるが、先程も述べたが、この間の長期間にわたる新規採用凍結や

大幅な人員削減は責任ある行政サービス水準の維持にも影響するものと危惧している。併せて、組合員の勤務労働

条件にも大きく影響を及ぼし、各職場では、ぎりぎりの状態で業務を遂行しており、限界に達してきている。 

今後、市側は、市民サービスの低下を来たすことなく、業務執行体制の構築に向け、新規採用凍結を解除し、支

部―所属間の労使交渉に基づき、現場実態に即した要員確保を行うよう強く求めておく。 

「下水道事業における経営形態の見直し」についてであるが、経営形態の変更に伴う非公務員化の問題は、組合

員の一生涯を左右する大きな問題であるにもかかわらず、現時点において市従本部に対し、身分や勤務労働条件を

提案することなく、下水道支部に対して都市技術センター派遣職員の派遣期間の延長や新組織設立等にかかるスケ

ジュールのみを先行して提示していることに疑念を抱かざるを得ない。 

こうした市側の対応は、本来、雇用安定に向け、労働者保護政策を取り組むべき基礎自治体としての使用者責任
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の放棄につながりかねず、看過できるものではない。 

この間、市従組合員は、市民生活を支えるライフラインである下水道施設の機能維持に向け、昼夜努力を重ね、

集中豪雨を始めとする災害発生による緊急時の即応体制を整えてきた。 

「下水道事業における経営形態の見直し」にかかる公共サービスへの影響と組合員が果たしてきた任務と役割に

ついて、市側も十分に認識すべきである。 

また、下水道支部より報告を受けているアンケート調査結果についてであるが、81%の職員が、転籍に応じない、

条件によっては転籍に応じるとの考え方を示しており、多くの市従組合員が経営形態の変更等に伴う組合員の身分

の変更について不安を抱えていることが明確になった。 

さらに、市側が経営形態の変更や、それに伴う転籍を行い、職員の将来不安を煽ることが結果的によりよい市民

サービスを提供できるのか疑問である。 

この間の交渉で人事室は、各所属の事務事業に関わる内容は各所属長のマネジメント事項であり、支部―所属間

の交渉事項であるとの認識を示し、具体の交渉については、支部―所属間に委ねているとしているが、職員の転籍

にあたっては、大阪市として責任をもって対処すべきであることを、再度強く求めておく。 

技能労務職給料表 1 級から 2 級への昇格条件の改善についてであるが、昨年の現業統一闘争において市側は、昇

格条件の改善に向け、具体的に検討するとの考え方を示しているにもかかわらず、一部の所属に対し現業管理体制

の聞き取り調査を行っただけであり、この間の市側対応について、疑問を覚えるところである。 

速やかに、人事室が市従に対して昇格基準の改正に向けた具体案を示すとともに、労使双方が現在の現業管理体

制に基づく業務執行体制の課題・問題点を明らかにし、１級から２級への昇格条件の改善に向けた労使交渉を行う

べきである。昨年の確定交渉の市側回答で将来の人事・給与制度の全体像を描く中で、あるべき昇給制度等の検討

を行っていくと示されていることから、昇格制度についても具体的な検討を行うことを強く要請する。 

 なお、市従としては、高齢者雇用制度の構築に向け、2015 賃金確定闘争において市労連に結集し取り組むととも

に、労働安全衛生管理体制の充実・強化については大阪市職員安全衛生常任委員会等において、継続課題として取

り組むこととする。 

市 側 

ただ今、委員長から、数点の要請を受けたところである。 

 人事室としても、職員の勤務労働条件については、労働組合の皆様と誠意をもって対応してまいりたい。 

組 合 

ただ今、示された人事室長の「職員の勤務労働条件については、労働組合の皆様と誠意をもって対応する」との

考え方に基づき、市側として、主体性を堅持し、市従組合員が「働きがい・やりがい」のもてる雇用・労働環境の

確保と勤務労働条件の改善に向け、誠意をもって対処されるよう強く求めておく。  

市従としては、組合員の生活と権利を守ることはもとより、市民が安心して暮らせるまちづくりの実現のため、

現業職場活性化運動を推進し、市民・利用者の視点にたった「質の高い公共サービス」の提供に向け、取り組みの

強化を図っていく決意であることを表明しておく。 

いずれにしても市従として、この時期をもってすべての事項を解決することにはなりえないが、本日以降の精力

的な取り組みと交渉・協議を重ね、労使合意を前提に市側として誠意を持って対応されるよう改めて要請するとと

もに、本日までの市側回答を基本的に了承することとしたい。 
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平成 27年度 技能職員の勤務労働条件について 回答 

 

要求 回答 

１．自治・分権・参加を

基本に、住民生活に欠か

すことのできない公共サ

ービスについては、直営

を基本としつつ、基礎自

治体の責任を明確にし、

公的役割を果たすこと。

また、市民の安心と安全

を守るための必要な要員

を確保すること。 

 本市においては、平成 24年７月に策定された「市政改革プラン」に基づき、「成長

は広域行政、安心は基礎自治行政」といった考え方を基本に、さまざまな取組みを進

めてきたところである。 

また、平成 27 年３月に策定された「平成 27 年度 市政改革の基本方針」において

は、市民サービスの向上や事務処理の効率化といった新たな視点からの取組も加えて、

歳出削減や歳入確保等これまでの「市政改革プラン」の取組を継承・発展させつつ、

引き続き市政改革を推進していくこととしている。 

そうした中、業務執行体制を構築するにあたっては、効果的・効率的な行政運営を

図ることとし、職制責任のもと、業務内容・業務量に見合った体制としてまいりたい。 

２．経営形態の変更及び

事務事業の見直しに伴う

組合員の身分・勤務労働

条件の変更については、

本部－人事室間及び、支

部－所属間において労使

合意を基本に十分な交

渉・協議を行うこと。 

 経営形態の変更や、施策事業の再構築に伴う職員の勤務労働条件については、各所

属の事務事業に関わる事であるため、現在、関係所属において、検討を行っていると

ころであり、提示できる内容が決まり次第、各所属から、交渉において、お示しする

こととなる。 

 人事室としても、状況把握をした上で、関係所属と連携を図り、全市的な対応が必

要な場合には、本部と交渉を行ってまいりたいと考えている。 

また、労使交渉において確認した内容については責任をもって対処することは当然

のことと考えており、大阪市として誠意をもって対応していく。 

３．「質の高い公共サー

ビス」を提供するため、

技能職員の持つ知識や技

能を最大限生かせるよ

う、研修体制の充実と業

務における権限の付与や

裁量権の拡大とともに現

業管理体制を充実・強化

すること。 

現業管理体制については、この間、服務規律の観点から各主任制度要綱を改正し、

主任の役割の明確化を図ってきたところである。研修体制の充実については、各所属

等との連携を図り、引き続き検証してまいりたい。 

また、行政の企画・立案部門へ技能職員から課長代理への登用を行っており、引き

続き必要に応じて検討していく。 

４．組合員が「働きがい・

やりがい」を持てるよう

技能労務職給料表１級か

ら２級への昇格条件を改

善すること。 

技能労務職給料表２級については、現在、業務主任への任用を伴うものであり、そ

の選考にあたっては、「技能職員主任選考基準」に基づき、能力・実績を勘案した上

で、適材適所の観点から任用を行っているところである。 

人事室としても、職員の職務意欲の維持・向上を図ることは必要と考えているとこ

ろであり、昇格制度については、現業管理体制のあり方など各職場の現在の業務実態

を踏まえ、関係所属とも十分な連携が必要となることから、引き続き具体的な検討を

行ってまいりたい。 
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５．全区役所における

区・事業所・地域の有機

的な連携を可能とするた

めに区における現業職域

の体制充実を図ること。

区役所改革については、

区行政連絡調整会議（同

小会議）・現業職場事業

所等連絡会議（現業連）

の機能を維持し、地域・

市民ニーズに即した事業

の企画・立案と各区、各

事業所間の連携による市

民協働の取り組みを推進

すること。 

区における現業職域の体制については、平成 25 年 12 月から区役所内の業務主任等

の配置替について、平成 27年４月からは区役所単位の現業管理体制について、区長マ

ネジメントのもとで実施することとし、これまで区役所が実施していない新たな職域

（新規業務）への配置や、既に区役所が実施してきた業務（技能職員が従事していな

い業務も含む）の体制強化など、区の実情に応じた体制の充実を図ってきたところで

あり、今後も区役所からの意見を踏まえながら、関係部局と調整してまいりたい。 

区行政連絡調整会議（同小会議）・現業職場事業所等連絡会議（現業連）については、

これまで区の総合行政の推進について統一的に定めてきた「区における総合行政の推

進に関する規則」（平成元年大阪市規則第 59号）の下、区役所と市民生活に密接な関

係にある各事業所との情報共有、業務上の連絡調整を要する事項や各事業共通の課題

等にかかる意見交換・検討などを行ってきたものであるが、区長が各区の事情や特性

に即した区政運営を推進していく観点から、平成 25年 6月に同規則を廃止した後も、

区役所と事業所が情報共有を図り、連携した事業を実施する中で、これらの会議を活

用している事例もあり、自律した自治体型の区政運営を円滑に推進する観点から、こ

のような事例の共有化に努める等、各区の実情に応じた活動が実施できるように努め

てまいりたい。 

６．「職員基本条例」に

基づく人事考課制度にお

ける相対評価を廃止する

こと。人事評価制度につ

いては「公平・公正性、

透明性、客観性、納得性」

を確保し、人材育成を主

眼として、個々人の資質

向上を図ること。 

相対評価による人事考課については、大阪市職員基本条例に基づき、職員の資質、

能力及び執務意欲の向上を図ることを目的に平成 25年度から本格実施している。 

人事評価制度については、公平・公正性、透明性、客観性、納得性を確保すること

はもちろん、円滑な運用を図るためには評価者・被評価者ともに、本来の制度趣旨を

十分に理解することが非常に重要であると認識している。この間、全 17業務系列の「期

待行動事例集」を作成したほか、新任部門監理主任を対象に、人事評価制度の本来目

的（人材育成・能力開発）達成に欠かすことのできない制度の理解や面談の意義や重

要性を再確認し、効果的な能力開発につなげる面談スキルの向上を図るため、「評価者

訓練」を実施している。 

また、平成 26年度は、制度の一層の理解、納得性の向上等を図るため、被評価者に

て「e ラーニング」を実施するなど、人材育成としての制度理解の向上等に努めてき

たところである。 

今後とも職員の士気の向上につながる制度となるよう、検証してまいりたい。 

７．技能職員の所属間人

事交流については、人材

育成と職場活性化の観点

から、制度趣旨に基づい

た実施となるよう都度の

検証を行うこと。 

所属間人事異動については、平成 19年４月から実施しており、その目的としては、

技術・技能の継承を含めた幅広い人材の育成、職場の活性化の推進を図ることとして

いる。本市の貴重な人材である職員が、これまで培ってきた技術・技能・経験を活か

せるよう、庁内公募を含めて、適材適所の観点に立って十分に検討を行い、必要とな

る業務へ配置してまいりたい。 

８．業務実態に基づく要

員配置を行うとともに、

 業務内容に応じた要員配置は、職制が主体性をもって検討を行い判断すべき管理運

営事項であり、現在、各所属において主体的に来年度の業務執行体制の確立に向けた
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要員の見直しに伴う勤務

労働条件については十分

な労使協議を行うこと。

非正規職員については定

数化し、正規職員とする

こと。 

企画・検討がなされている状況にあると認識している。 

 その上で、職員の勤務労働条件に変更が生じる場合は、誠意を持って交渉してまい

りたい。なお、具体の交渉については、各所属へ交渉の委任を行っており、「大阪市

労使関係に関する条例」に基づき、適宜交渉がなされるものと考えている。 

 また、今後、来年度の要員配置に関わって、全市的な対応の必要が生じる場合につ

いては、人事室－本部間において交渉を行ってまいりたい。 

９．定年退職後、再就職

を希望する全職員の雇用

確保と高齢者雇用制度を

構築すること。 

 再任用職員については、勤務成績が良好であり、任用する職の職務遂行に必要な知

識・経験を有し、公務内の職務を遂行できると認められる者の中から、選考により任

用することとしている。 

なお、再任用制度の具体的な活用については、人事室としても、各所属と十分連携

を図り、職務の内容や職場の実態等を勘案して、対処していく。その上で、職員の勤

務労働条件に関することは、誠意をもって交渉を行ってまいりたい。 

10．賃金・労働条件をは

じめ、あらゆる差別を撤

廃し、大阪市として主体

的に現業労働者の生活と

地位の向上を図るととも

に、大阪市に働く全ての

職員の勤務労働条件の改

善を図ること。 

職員の給与・勤務時間その他の勤務条件に関し、解決すべき具体的な事項について

は、労使間で十分な交渉を行ってまいりたい。 

11．すべての公務災害・

職業病を一掃するという

強い決意を持って労働安

全衛生管理体制の充実・

強化を図り、現場実態に

即した労働災害防止対策

を講じること。 

 本市においては、総括産業医・精神科総括産業医・健康管理担当医・労働安全コン

サルタントおよび各所属産業医を配置し、安全衛生管理体制の整備に努めている。 

公務災害の未然防止・再発防止の観点においては、各所属の要請により労働安全コ

ンサルタントを派遣し、各所属で有効活用されているところである。今後も必要に応

じて、公務災害防止にかかる取り組みについて検討し、引き続き、各所属において現

場実態に即したリスクアセスメントや対策が実施できるよう取り組んでいくととも

に、職員自身の意識の高揚を図るためにも、随時、安全衛生について効果的な情報発

信を行ってまいりたい。 

12．労働安全衛生面に十

分に配慮し、作業実態に

見合った作業服等を貸与

すること。 

別紙のとおり 

13．労使関係については、

法令を遵守し、「労使対

等の原則」「相互不介入

の原則」「労使自治の原

則」「相互理解の原則」

等に基づくこと。 

労使交渉のあり方に関しては、平成 24年８月に「大阪市労使関係に関する条例」（以

下「条例」とする。）を施行したところであり、今後も条例に則って、適切に交渉を行

っていかなければならないのは当然のこととして、職制としての責任を果たしてまい

りたい。 
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平成 27年度 技能職員の勤務労働条件について 回答 

 

要求 回答 

１．作業服について 

（１）労働安全衛生面に十分に配

慮した作業服を貸与すること。 

（２）作業実態に見合った作業服

とすること。 

（３）生地・デザイン・部分改正

などの改善を図ること。 

（４）規格寸法の厳守と拡大を図

ること。また、縫製を厳格にする

こと。 

（５）リサイクル素材の改善を図

ること。 

（６）特に消耗の激しい職種につ

いては貸与増とすること。 

作業服については、労働安全衛生上の配慮はもとより、職場環境や業務内

容の変化及び、男女共同参画の視点を踏まえた女性職域の拡大などに適応し

たものとなるよう協議を行ない、より安全性、機能性に優れ、また、多様化

する市民ニーズへ対応し、市民に好感をもたれる作業服として、平成 17年度

から改正したものを貸与しているところであるが、必要に応じて検証するな

ど、引き続き、業務実態に応じた作業服等の貸与を行ってまいりたい。 

リサイクル素材については、今後も引き続き活用していくとともに、生地の

改善については、この間、色合いを含め検討を行ってきたところであり、平成

28年度より実施してまいりたい。 

また、規格・縫製の問題については、安全面及び機能面からも作業服の基

本事項として、作業服全般にわたり留意しており、今後とも引き続き厳格な

ものとしてまいりたい。 

２．防寒衣について 

（１）生地・デザインの改善を図

ること。 

（２）縫製を厳格にすること。 

（３）リサイクル素材の改善を図

ること。 

（４）対象職種の範囲拡大をする

こと。 

（５）厳寒職場について貸与期

間、職種に見合った貸与などを検

討すること。 

防寒衣については、より安全で機能性の高いものとなるよう生地・デザイ

ン・色等の検討・協議を行ない、平成 17年度から改正したものを貸与してい

るところであるが、必要に応じて検証するなど、引き続き、業務実態に応じ

た作業服等の貸与を行ってまいりたい。 

リサイクル素材については、今後も引き続き活用してまいりたい。 

３．作業帽子について 

（１）対応職種に見合った帽子に

改善すること。 

（２）類別変更を認めること。 

作業帽については、職場環境や業務内容に適したものとなるよう検討を行っ

てきており、作業服と同時に改正し、貸与している。 

なお、作業帽の製造を取り巻く状況が厳しくなってきているが、引き続き品

質の保持に努めるとともに、類別変更についても必要に応じ協議を行ない実施

してまいりたい。 
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４．作業靴について 

（１）作業実態に基づく、良質な

素材を使用した優良な製品を貸

与すること。 

（２）供給品目と職種を拡大する

こと。 

（３）消耗の激しい職種に対し、

貸与増とすること。 

（４）業者変更に影響されないよ

う規格寸法を一定とすること。 

作業靴については、ＪＩＳ規格改正を踏まえて平成 18年度貸与より靴底の仕

様を変更するなど、品質向上を図るべく努力してきているが、職場環境や作業

内容に適した作業靴の改善に向け、引き続き協議を行ないながら進めてまいり

たい。 

また、規格の均一性と貸与品の品質向上に向け、今後とも努めてまいりたい。 

５．備蓄制度について 

（１）備蓄対応のさらなる充実を

図ること。 

貸与期間の延長が、業務に支障をきたすことのないよう備蓄を充実させ、引

き続き適切に貸与を行うよう努めてまいりたい。 

６．交付日について 

（１）決定されている貸与期日ま

でに必ず貸与すること。 

（２）人事異動に伴う被服貸与

は、異動日に必ず貸与すること。 

被服の交付日については、遅延のないよう十分留意してまいりたい。 

７．検査について 

（１）被服全般の検査・検収を強

化すること。 

今後も引き続き厳格な検査・検収を行ってまいりたい。 

８．労働安全衛生面からの充実に

ついて 

（１）職場環境整備として、洗濯

機、乾燥機、石鹸等の設置および

設置場所の確保を各局に指導す

ること。 

各所属における職場環境整備については､今後もその充実に向けて指導する

よう努めてまいりたい。 

９．作業被服等の予算確保につい 

て 

（１）作業被服等、労働安全衛生

面に関する十分な予算の確保を

行うこと。 

作業服等の貸与については労働安全衛生上重要であることから、引き続き、

効率的・効果的な事業運営を行ってまいりたい。 

10．各所属交渉について 

（１）人事室は、各支部・所属交

渉における内容を十分尊重し、合

意事項の早期実現に向けて努力

すること。 

各所属交渉の内容把握に努め、各所属とも十分協議を図り、被服制度の充実

に努めてまいりたい。 

 


