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2011 現業統一闘争 

大綱的な判断として市側回答を基本的に了承 
 

 自治労は、この間の取り組みの成果と総括のうえに立ち「職の確立と市民との連携による、自治体の責任に基づ

いた質の高い公共サービスの確立」を基本的な目標とし、10月 28日の統一基準日に１時間を上限とするストライキ

を配置した 2011 現業・公企統一闘争に取り組んできた。９月 29 日、市従は自治労の基本目標にもとづく個別具体

14 項目の要求を総務局に申し入れて以降、市側と断続的な事務折衝・小委員会交渉や意見交換を行い、合理化対策

委員会、労働安全衛生対策委員会、男女共同参画行動委員会、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 11日には市従主催の「2011

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。 

しかし 10 月 17 日に行った小委員会交渉での市側の考えに市従は「要求内容の主旨と差異があると受け止めざる

を得ない」として、24日にも市側との団体交渉を行うことを申し入れた。 

団体交渉で市従は「大阪市として、災害に強いまちづくりにむけた公的機関としての使命と役割について明らか

にすること」、「欠員不補充の対応については、各現場で創意工夫によって市民サービスに低下を来すことなく限ら

れた要員と器具機材で業務を遂行しているが、流動化による欠員対応では既に限界に達している。こうした各現場

の実態をどう認識しているのか」、「今後の現業業務のあり方や諸課題について『技能職員の今後の業務のあり方に

関する意見交換会』において十分な検討を行うこと」、「将来にわたって必要とされる現業職域の業務執行体制の確

立にむけ、早急に採用凍結を解除し新規採用を行うこと」などについて市側の認識をただすとともに、本日以降、

精力的な交渉・協議を重ね、労使合意を前提に、27 日のヤマ場にむけ市側として誠意を持って対応するよう、あら

ためて要請した。 

市側は「ご指摘の点もふまえ、今後、意見交換・小委員会等を行うこととし、引き続きの協議としていきたい」

と答えた。 

ヤマ場の 27 日、午後５時 30 分から小委員会交渉を行い、これまでの事務折衝・小委員会や協議会交渉などをふ

まえた市側の誠意ある対応を求めるとともに、午後６時 40分からは本部闘争委員会を開催し、小委員会・協議会交

渉到達点の報告ならびに検討・協議を行い、午後８時 30分から課題解決にむけた四役折衝に臨んだ。以降、午前 12

時 25分に本部闘争委員会を再開、三役折衝内容の報告と認識一致をはかり、市側との団体交渉に臨んだ。 

午前 12 時 45 分からの団体交渉で市側は、要員について「職員の勤務労働条件にかかわっては、職員団体や労働

組合の皆様と真摯な交渉・協議を行っていかなければならないのは当然のこと」と前置きしたうえで、業務執行体

制の構築など管理運営事項であっても、個々人の業務量をはじめとした業務内容の変更が見込まれる場合など、具

体の執行体制の検討段階において、必要に応じて状況の説明・意見交換を行うなど職制としての責任を果たしてい

きたい。今後、来年度の要員配置にかかわって全市的な対応の必要が生じた場合については、総務局－本部間にお

いて交渉を行っていきたい。また、各所属に委任した事項であっても、総務局においてその都度、協議内容の確認

を行っていきたいなどと答えた。 

 労働安全衛生管理体制の充実では「ヒヤリ・ハット報告について、安全管理施策の一環として職場安全衛生委員

会の取り組みにつながるよう推進をはかり、安全意識の高揚にむけ取り組む」、「公務災害の未然防止にむけ、災害

発生時の対応態勢の確立とともに各所属における作業の手順書等の作成・遵守について周知徹底をはかり、再点検

および実態に応じた更新を各所属に要請する」、「こころの健康管理について、引き続き、職員の相談事業や各種研

修・啓発活動、休職者の復職支援対策等を実施し『心の健康づくり計画』にもとづき、今年度より実施している管
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理監督者に対するラインケア研修については内容充実にむけ取り組む」などと回答した。 

 所属内における事業所間の相互巡視については「各職場での活用が有効と見込まれることから、引き続き実施す

る」、所属の枠を超えた相互巡視については「所属内相互巡視の実績にもとづく検証結果を基礎に、技能職員が培っ

てきた知識・技術・技能を横断的に活用できるよう、労働安全衛生連絡会議を活用し、具体策については今後も引

き続き協議検討する」などと答えた。 

これに対し市従は冒頭「震災などの災害時に、基礎自治体として求められる行政責任として、地域・住民の安心

と安全を確保するために『現場力』を有する技能職員の役割は必要不可欠である」、「採用凍結、退職不補充などの

総人件費の抑制施策については、責任ある質の高い公共サービスを将来にわたって提供していくうえで必要な『人

財』を確保できず、次世代へ継承すべき『技術・技能・経験』という『財産』をも失うものである」と指摘、組合

員は労働環境の悪化や勤務労働条件が低下する状況にあっても行政サービスの低下を来すことなく日々、各現場で

創意工夫を重ねており、円滑な市政運営は現場の努力によって成し得ていると確信しているとして、こうした組合

員の努力に対する市側の認識をただした。 

業務実態にもとづく適正な要員配置については「ここ数年来、数字ありきの安易な事務事業の見直しや廃止によ

り、連年にわたって流動化が生ずることとなり組合員は配置転換等を余儀なくされ、これまで培ってきた『技術・

技能・経験』を活かすことができないばかりか、組合員の仕事に対する労働意欲の喪失感と職場での閉塞感にもつ

ながる」と指摘し、「職員団体及び労働組合との交渉等に関するガイドライン（指針）」の主旨をふまえた取り扱い

を行うことを昨年の団体交渉で確認してきたところであり、今後も確認事項を遵守し、職場混乱を来すことのない

よう、各所属において労使による意見交換および交渉が行われるよう、市側責任のもと十分に周知・徹底を行うよ

う強く要請した。 

また、要員問題は各所属における業務に直接影響することから、総務局として支部－所属間における協議内容を

十分に把握し全市的な対応の必要性が生じた場合については本部－総務局間で十分な交渉を行うこととするとした。 

労働安全衛生対策の充実については、今後も労働安全衛生体制のさらなる充実・強化にむけ取り組みを進めるよ

う要請、相互巡視については、具体策の検討にむけて十分な協議検討の場が必要であるとの認識のもと、今後にお

ける市側の誠意ある対応を要請した。 

市側は市従の指摘に対し「現場の職員が、複雑化、多様化する市民ニーズに応えるべく、公共サービスの提供に

努力し、市民サービスの低下を招くことのないよう創意工夫を行いながら日々、業務に精励いただいていることは

十分認識している」と述べながら、持続可能な大阪市を支える行財政基盤の構築をはかるため、今後「新しい市政

改革基本方針」を推進する必要があると答えた。 

要員については「勤務労働条件に影響を及ぼすことが想定される場合には、具体の交渉・協議を委任している関

係所属－支部間において十分な説明、意見交換、協議がなされるべきであると認識している」、「各所属に委任した

事項であっても適宜協議内容の確認を行う」、「平成 18年６月に策定した『職員団体及び労働組合との交渉等に関す

るガイドライン（指針）』の主旨をふまえた取り扱いとなるよう、所属への周知をするなど十分な連携をはかり職制

責任をはたしていきたい」との考えを明らかにした。 

労働安全衛生対策については「必要に応じ、労働安全衛生管理体制協議会において十分協議を行い、来年度の安

全衛生管理計画に反映し、大阪市安全衛生常任委員会において確認したい」と答えた。 

市従は「今後も現業職場活性化運動を充実・発展させ、市民・利用者の視点に立った『質の高い公共サービス』

の提供に努め、市民が安心して暮らせるまちづくりをめざすため、地域主権改革の一翼を担う立場からも取り組み

の強化をはかっていく決意である」と表明し、要員について「組合員がこの間培ってきた『技術・技能・経験』が

発揮できる業務執行体制を確立するため、適正な要員配置を行うよう所属への指導を要請するとともに、労使で十

分に議論を尽くすよう」要請、また「『質の高い公共サービス』の提供の継続と職場・組織の活性化にむけた要員を

確保していくことが何よりも重要である」として、早期に新規要員の確保を行うよう強く求めた。加えて、今後、



地域・市民からの要望に対して各現場で判断を可能とする業務執行体制の確立が必要であることから「現業管理体

制の充実・強化と権限・裁量権などのあり方について今後、現業管理体制協議会においてさまざまな観点から十分

な検討・協議を行う」よう求めた。 

また、小委員会交渉等の場で指摘してきた、所属の枠を超えた相互巡視の効果的な活用については、引き続き労

働安全衛生管理体制協議会において検討・協議し、今後も誠意ある対応を行うことを求め、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 

 本来であれば、総務局長がこの場に出席し、回答すべきところであるが、大都市労連連絡協議会との交渉のため、

理事兼人事部長である黒住が、局長の意を汲み、回答させていただくので、よろしくお願い申し上げる。 

 去る 9 月 29 日に申し入れを受けた 14 項目の要求内容について、その後、関係局とも連携しながら、皆様方と意

見交換・事務折衝・小委員会交渉、また 10 月 24 日の団体交渉等を重ね、鋭意検討・協議し、努力してまいったと

ころである。 

 これまでの交渉等の経過を踏まえ、組合の皆様方のご理解とご協力を賜るべく、私どもとして精一杯の回答を申

し上げてまいりたいと考えている。 

 まず、要員についてであるが、業務内容に応じた適正な要員配置は、職制が主体性をもって検討を行い判断すべ

き管理運営事項と考えており、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企画・検討

がなされている状況にあると認識しているところである。職員の勤務労働条件に関わっては、職員団体や労働組合

の皆様と真摯な交渉・協議を行っていかなければならないのは当然のこととして、業務執行体制の構築など管理運

営事項であっても、個々人の業務量をはじめとした業務内容の変更が見込まれる場合など、具体の執行体制の検討

段階において、必要に応じて状況の説明、意見交換を行うなど、職制としての責任を果たしてまいりたいと考えて

いる。 

 今後、各所属において方針が検討された後、職員の勤務労働条件にかかる事項が生じた場合は、去る 9月 29日の

団体交渉以降、各所属－支部へ交渉の委任を行っていることから、必要に応じて、適宜交渉がなされるものと考え

ているところである。 

 なお、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た場合については、総務局－本部間にお

いて交渉を行ってまいりたいと考えている。 

 いずれにしても、職員の勤務労働条件に関する事項については、今後、引き続き皆様方と交渉・協議させていた

だく所存であり、各所属に委任した事項であっても、総務局において、その都度、協議内容の確認を行ってまいり

たいと考えているので、よろしくお願い申し上げる。 

 次に、労働安全衛生対策について回答させていただく。 

 職員の安全衛生対策を適切に講じることは、市政の円滑な推進にも寄与するものであると認識している。 

 公務災害の未然防止・再発防止の観点からも、災害状況の把握や原因究明は非常に重要であり、安全管理業務の

一層の充実を図るため、平成 19年度より本市の安全衛生管理の一環として労働安全コンサルタントを設置し、各事

業所の作業巡視、安全診断、指導及び相談を行ってきたところである。 

 平成 21年度より実施しているヒヤリ・ハット報告も安全意識の向上に有効であることから、報告事例を回収し労

働安全コンサルタントが当該事例を講評したのち、庁内ポータルに掲載するなどの情報の共有化を図ってまいった

が、今後は安全管理施策の一環として、職場安全衛生委員会における取り組みに繋がるよう推進してまいりたい。

また、安全管理の手順書等の作成および遵守については、引き続き周知徹底を図るとともに、再点検および実態に



応じた更新を各所属へ要請してまいりたい。 

 次に、同じく平成 21年度より実施している所属内における事業所間の相互巡視については、安全衛生にかかる改

善事例や取り組み状況を把握することによって、各職場での活用が有効と見込まれることから引き続き実施してま

いりたい。また、所属の枠を超えた相互巡視については、所属内相互巡視の実績に基づく検証結果を基礎に、労働

安全コンサルタントによる安全教育や指導のもと、技能職員が培ってきた知識や技術・技能を横断的に活用できる

よう、労働安全衛生連絡会議を情報共有の場と位置づけ、更なる活性化に向けた具体策について、今後も引き続き

協議検討してまいりたい。 

 安全衛生管理体制については、適切な安全衛生管理業務の遂行に向け、平成 19年度に総括産業医・健康管理担当

医および労働安全コンサルタントを設置するなど、安全衛生管理体制の整備・充実に努めてきたところである。体

制についてのより一層の充実を図るため今後も引き続き検証をしてまいるが、とりわけ労働安全コンサルタントに

関しては、その必要性や活用方法を十分に検討し、協議してまいりたい。 

 こころの健康管理については、現在、職員の相談事業、職員への教育・研修、啓発活動をはじめ、休職者の復職

支援策等を実施しているところである。特に、職員の相談事業における相談窓口の周知の徹底を目的として、今年

度もリーフレットを作成し、配付している。また、平成 23年 3月に策定した｢心の健康づくり計画｣に基づき、ここ

ろの健康の保持増進と各職場における早期の適切な対応を重要視する観点から、今年度より管理監督者に対するラ

インケア研修を実施したところである。研修受講者のアンケート結果や現状を反映させながら、研修内容の充実に

向けて検討してまいりたい。 

 次に、職員のからだの健康保持に備え、定期健康診断の受診結果に基づく保健指導の実施や熱中症対策について、

各所属安全衛生委員会での検討を促すとともに、引き続き、各事業の実施状況等を検証しながら取り組みを進めて

まいりたい。 

組 合 

 ただ今、市側より、2011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、過日 24日の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

労使で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、全国の現業労働者の先頭に立ち、地方分権に基づく地域主権の確立に向けて市民・利用

者の視点に立った「質の高い公共サービス」を提供するため、現業職場活性化運動に邁進してきているところであ

る。 

 住民生活に欠かすことのできない廃棄物・都市環境整備・社会福祉・病院などの直営事業については、この間、

市従組合員が日々現場の第一線で努力を積み重ね、地域の実情に即した業務を遂行し、「質の高い公共サービス」の

提供に向け、それぞれの立場で「職の確立」を図るため、各現場で努力を重ねてきているところである。 

 今日、多種・多様化する市民ニーズへの対応と地域の課題解決に向けては、日常の市民要望を政策情報として収

集し、市政に反映するとともに、迅速に対応していかなければならない。そうしたことから、日常的に業務を通し

て市民と直接接し、地域を現場とする現業職員の役割は極めて大きいといえ、安心・安全なまちづくりに向け、将

来にわたって、地域・市民との協働、さらに基礎自治体である大阪市としての公的役割を果たすため、安定した公

共サービスを提供しなければならないと考える。 

 10月 24日の団体交渉時にも指摘したが、東日本大震災でも明らかになったように、災害時の対応について、災害

規模が大きければ大きいほど、初動体制、早期の復旧に向けた体制確立が求められ、とりわけ、基礎自治体として

求められる公的責任として、地域・住民の安心と安全を確保するために「現場力」を有する技能職員の役割が必要

不可欠である。 

 この間の採用凍結、退職不補充などの総人件費の抑制施策は、大阪市として責任ある質の高い公共サービスを将



来にわたって提供していくうえで必要な「人財」を確保することができず、長い歴史の中で積み重ねてきた次世代

へ継承すべき「技術・技能・経験」という「財産」を失うものであると考える。 

 市従組合員は、これまで行われてきた事務事業の見直しや欠員不補充、さらに人件費削減などによって労働環境

の悪化とともに、勤務労働条件が低下する状況にあっても行政サービスの低下を来すことなく日々、各現場で創意

工夫を重ね、大阪市職員としての自覚と誇りを持ち、円滑な市政運営に努めてきている。 

 市従はこの間、現業職場活性化の取り組みを基礎とした組合員一人ひとりが市民・地域に必要とされる「質の高

い公共サービス」の提供と「職の確立」に向け、それぞれの立場で各現場において業務に取り組んできているとこ

ろであり、円滑な市政運営は現場の日々の努力によって成し得ていると確信しているところである。こうした市従

組合員の努力に対して再度市側の認識を質しておきたい。 

 業務実態に基づく適正な要員配置についてであるが、9 月 29日の要求申し入れ以降、具体的な交渉・協議につい

て各支部・所属に委任し、適宜交渉がなされているとのことである。しかし、申し入れの際にも指摘してきたとこ

ろであるが、この数年来、数字ありきの安易な事務事業の見直しや廃止が行われ、連年にわたって流動化が生ずる

こととなり、組合員は、配置転換等を余儀なくされてきている。これまで各現場において組合員が現業職場活性化

運動を実践しながら培ってきた「技術・技能・経験」を活かすことができないばかりか、各現場では、組合員の仕

事に対する労働意欲の喪失感と職場での閉塞感に繋がるものであることを再度指摘しておきたい。 

 また、昨年の団体交渉で指摘した労使関係についてであるが、一部の所属において、要員配置や事業見直しにつ

いて将来的に勤務労働条件にも影響を及ぼす事項であるにもかかわらず、職制による説明責任が果たされることな

く、一方的な見直し方針が示されるなど、組織混乱を招くこととなった。 

 その際、管理運営事項であっても、職制責任において「職員団体及び労働組合との交渉等に関するガイドライン(指

針)」の主旨をふまえた取り扱いを行うことを昨年の団体交渉で再確認してきたところであり、今後も、確認事項を

遵守し、職場混乱を来すことのないよう各所属において労使による意見交換及び交渉が行われるよう市側責任のも

と十分に周知・徹底するよう強く要請しておく。 

 要員問題は、各所属における業務に直接影響することから総務局として支部―所属間における協議内容を十分に

把握し全市的な対応の必要性が生じた場合については本部―総務局間で十分な交渉を行うこととする。 

 次に労働安全衛生管理体制の充実についてであるが、事業主として安全衛生対策を適切に講じることは重要な課

題であり、ヒヤリ・ハット報告については安全管理施策の一環として職場安全衛生委員会の取り組みに繋がるよう

推進をはかり、安全意識の高揚に向け取り組んでまいるとの回答が示された。 

 また、日々の公務災害の未然防止に向け、事業主として安全配慮義務を果たすことが大変重要であるが、公務災

害発生時の対応態勢の確立とともに、各所属における作業の手順書等の作成・遵守については、周知徹底をはかり、

再点検および実態に応じた更新を各所属に要請するとの考え方が示された。 

 こころの健康管理については、引き続き、職員の相談事業や各種研修・啓発活動、休職者の復職支援対策等を実

施し、「心の健康づくり計画」に基づき、今年度より実施している管理監督者に対するラインケア研修については内

容充実に向け、取り組んでいくとの回答が示された。 

今後も、労働安全衛生管理体制のさらなる充実・強化に向け、取り組みを進めるよう要請しておく。 

 次に、所属内における事業所間の相互巡視については各職場での活用が有効と見込まれることから、引き続き実

施するとの考え方が示されたところである。 

 今後も内容充実に向け、十分な議論を行うよう要請しておく。 

 また、事務折衝、労働安全衛生管理体制協議会、現闘小委員会の場で要請してきた所属の枠を超えた相互巡視の

効果的な活用についてであるが、所属内相互巡視の実績に基づく検証結果を基礎に、技能職員が培ってきた知識・

技術・技能を横断的に活用できるよう、労働安全衛生連絡会議を活用し、具体策については今後も引き続き協議検

討するとの回答が示された。市従としても、具体策の検討に向けては十分な協議検討の場が必要であるとの認識を



持っており、今後における市側の誠意ある対応を要請しておく。 

 安全衛生管理体制の整備・充実に関しては労働安全コンサルタントの必要性や活用方法を十分に検討し、協議し

てまいりたいとの考え方が示された。 

 市従は、労働安全衛生対策を確立していくことが、「いのちと健康」・「こころとからだ」を守り、「ゆとり・豊か

さ」を追求するために欠かすことのできない重要な課題として位置付け、市従総体の取り組みとして推進してきた

ところであり、引き続いて十分な協議検討をはかるよう強く要請しておく。 

市 側 

 ただ今、委員長から、要請と指摘を受けたところである。 

 はじめに、これまで技能職員の皆様が、直営体制の中で複雑化、多様化する市民ニーズに応えるべく、公共サー

ビスの提供に努力し、今日まで地域コミュニティーサービスの担い手として、円滑な市政運営のために果たしてき

ている役割と実績や、各所属における業務の円滑な遂行のために現場の職員が、市民サービスの低下を招くことの

ないよう創意工夫を行いながら、日々、業務に精励いただいていることは、十分認識しているところであるが、本

市の財政状況は依然として厳しい状況であり、持続可能な大阪市を支える行財政基盤の構築を図るため、今後、「新

しい市政改革基本方針」を推進する必要がある。 

 次に、要員問題についてであるが、業務執行体制の検討にあたっては、職制が主体的に行う事項であるが、勤務

労働条件に影響を及ぼすことが想定される場合は、具体の交渉・協議を委任している関係所属－支部間において十

分な説明、意見交換、協議がなされるべきであると認識しており、先に述べたところであるが、各所属に委任した

事項であっても、適宜協議内容の確認を行ってまいりたいと考えているところである。 

 今後とも、平成 18 年６月に策定した「職員団体及び労働組合との交渉等に関するガイドライン（指針）」の主旨

を踏まえた取扱いとなるよう、所属への周知をするなど、十分な連携を図り、職制責任を果たしてまいりたい。 

 最後に、労働安全衛生対策については、職場実態や各所属・事業所における安全衛生管理体制の現状を把握した

うえで、労働安全衛生に関する様々な課題について、必要に応じ、労働安全衛生管理体制協議会において十分に協

議を行い、来年度の安全衛生管理計画に反映し、大阪市安全衛生常任委員会において確認いたしたい。 

組 合 

 ただ今、市側より、要員配置に関する基本的な考え方や、労働安全衛生対策について考え方が述べられたところ

である。 

 私たち市従としても、行政サービスのより一層の充実に向け、今後も現業職場活性化運動を充実・発展させ、市

民・利用者の視点に立った「質の高い公共サービス」の提供に努め、市民が安心して暮らせるまちづくりをめざす

ため、地域主権改革の一翼を担う立場からも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。 

 また、業務実態に基づく適正な要員配置についてであるが、厳しい財政状況の中にあっても「質の高い公共サー

ビス」の提供に欠かすことのできない業務については、組合員がこの間培ってきた技術・技能・経験が発揮できる

業務執行体制を確立するために、適正な要員配置を行うよう所属への指導を要請するとともに、労使で十分に議論

が尽くされるよう要請する。 

さらに、これまでも幾度となく要請している技能職員の技術・技能を将来にわたって継承するために必要な要員を

確保については、市民・地域が必要とする「質の高い公共サービス」の提供の継続と職場・組織の活性化に向けた

要員を確保していくことが何よりも重要であると考えており、早期に新規要員の確保を行うよう強く求めておく。 

 また、技能職員の業務面における権限・裁量権及び現業管理体制の充実・強化については、今後、地域・市民か

らの要望に対して各現場で判断を可能とする業務執行体制の確立が必要であり、現業管理体制の充実・強化と権限・

裁量権などのあり方について今後、現業管理体制協議会においてさまざまな観点から十分な検討・協議を行うよう

求めておく。 

 職場における労働安全衛生に関する様々な課題の進め方や、これまで小委員会等の場で指摘してきた所属の枠を



超えた相互巡視の効果的な活用については、引き続き労働安全衛生管理体制協議会での十分な協議を行いたいとの

回答が示されたところである。 

 市従としても、引き続き労働安全衛生管理体制協議会において検討・協議していくこととするが、今後も誠意あ

る対応を行うよう、強く要請しておく。 

 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なり得ないが、現時点での大綱的

な判断を行うこととし、本日以降の精力的な取り組みと交渉・協議を重ね、労使合意を前提に市側として誠意を持

って対応されるよう改めて要請しておく。 

 なお、現在も全国に働く現業労働者の仲間は職の確立をはかり、直営の必要性を確固たるものとするために闘っ

ている真只中であり、私たち市従は、その牽引的役割を担う立場として自治労の全国統一行動に参加している。 

 本日までの市側回答を基本的に了承することとし、明日の対応については、追って連絡することとしたい。 

 

＜2011 現業統一闘争申し入れに対する市側回答＞ 

組  合  要  求 市  側  回  答 

１．自治・分権・参加

を基本に、市民の基礎

自治体として責任を明

確にし、住民生活に欠

かすことのできない廃

棄物・都市環境整備・

社会福祉・病院などの

業務は直営を基本とす

ること。災害に強いま

ちづくりに向け、直営

体制を活用した防災体

制の充実・強化を図る

こと。 

 項目１の要求に対する本市の基本的な考え方ですが、本市においては、今後、市政改

革基本方針に基づき、地域社会の維持・再生に向けて、行政が担うのが最適な公共活動

を自ら行うこととし、誰もが必要とするセーフティ―ネットの維持と再構築などについ

て、責任をもって取り組むとともに、市民との協働などによる地域の活性化などにより、

大阪全体の持続的発展を図る役割を担うこととしている。 

 そのような中で、本市を取り巻く今日的状況のもと、ますます高度化・多様化する市

民ニーズを的確に把握するとともに、住民生活に欠かすことのできない業務について、

公的役割を果たすためにも行政責任を明確化し、職制責任のもと、業務内容・業務量に

見合った業務執行体制を構築してまいりたいと考えています。 

 また、本市における防災対策については、大阪市地域防災計画等の方針に基づき、推

進するが、先の東日本大震災を踏まえ、市民の生命・財産を守るのは基礎自治体である

との認識のもと、大規模災害発生時に必要な初動体制のあり方を含め、今後、防災計画

の見直しについて、検討してまいりたいと考えている。 

２．地域・市民に必要

な質の高い公共サービ

スの提供体制の確立と

職場の活性化を図るた

め、技能職員の技術・

技能を将来にわたって

継承するために必要な

要員を確保すること。 

 項目２の要求に対する本市の基本的な考え方ですが、市政改革基本方針において、市

民に最も近い現場で、市民と向き合い日々業務を遂行する技能職員業務の特性を「地域

から市政を変える」新しい取組みに最大限活用するとともに、協働の理念のもと、市民

とともに地域課題の解決に取り組むことを業務の基本認識とし、また区役所と事業所の

連携を強化することが、技能職員の今後の業務のあり方として明確化されたことから、

今後その推進を図るとともに、住民生活に欠かすことのできない業務について行政責任

を明確化し、職制責任のもと、技術の承継といった観点も持ちながら、多角的な視点で

の検討を行い、質の高い公共サービス提供の継続に必要な要員を確保するなど、業務執

行体制を構築してまいりたいと考えています。 

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、業務における権

限の付与や裁量権の拡

 項目３の要求に対する本市の基本的な考え方ですが、この間、行政の企画・立案部門

へ技能職員から課長代理級への登用を行っており、今後も引き続き必要に応じて検討し

てまいりたいと考えています。 

 また、現業管理体制の充実・強化については、今後、ますます高度化・多様化する市

民ニーズに対応するためにも、現業管理体制の果たす役割は重要であると認識していま

す。いずれにしましても、現業管理体制協議会等の場において皆様方と意見交換を行い



大とともに現業管理体

制の充実・強化にむけ、

「現業管理体制協議

会」において検討・協

議を行うこと。 

ながら職制として主体性をもって判断してまいりたいと考えています。 

４．現業職場の確立に

向けた、技能職員のあ

り方及び、事業所のあ

り方について労使で設

置してきた「技能職員

の今後の業務のあり方

に関する意見交換会」

で十分な検討を行うこ

と。 

 項目４の要求に対する本市の基本的な考え方ですが、技能職員の今後の業務のあり方

については、「技能職員の今後の業務のあり方に関する意見交換会」にて意見交換を行

い、「新しい大阪市をつくる市政改革基本方針」の中で、「技能職員の今後の業務のあり

方の明確化」として示し、各所属においては、示された基本的な考え方に基づいて、今

後どのような業務の展開が考えられるかを、適宜、支部―所属間において意見交換等を

行いながら、検討しているとこです。 

 今後とも、市政改革基本方針を推進するとともに、技能職員が培ってきた知識・技能・

経験をより有効に市政に活かしていくという観点からも引き続き十分な意見交換を行

ってまいりたいと考えています。 

５．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

働の推進に向け、「現業

職場事業所等連絡会

議」の体制充実と機能

強化を図ること。また、

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。 

 項目５の要求に対する本市の基本的な考え方ですが、現業職場事業所等連絡会議は、

区行政連絡調整会議小会議の専門会議的な小会議として、市民生活に密接な関係にある

事業所等技能職員が、事業所間の情報共有を図るとともに、区内事業所間の業務運営上、

連絡調整を要する事項、各事業所共通の課題等について意見交換・検討を行うこととし

ております。 

 地域ニーズについては、単独の事業所等だけでは解決が困難な課題も多いことから、

課題解決のために現業職場事業所等連絡会議を活用し、情報共有を図ることや、事業所

間での連絡調整や検討を行うことは有効であると考えております。また、現業職場事業

所等連絡会議は「連絡会議」であり、事業主体とはなりえませんが、検討内容について

は、必要に応じて区行政連絡調整会議・区行政連絡調整会議小会議に上げ、各局事業所

や区役所が実施する事業として適切であるとの判断がなされた場合は、それぞれの事業

に反映されることになります。 

 この間、各区の実情に応じて、区役所と事業所が情報共有を図り、また連携した事業

を実施する中で、現業職場事業所等連絡会議を活用している事例もあり、こういった事

例の共有化にも努めてまいるとともに、今後とも趣旨・目的に基づいた活動が実施でき

るよう努めてまいりたいと考えています。 

 一方で、現業職場事業所等連絡会議の運営については、区により活動内容に差が生じ

ていると認識しており、平成 22 年度に、要綱を整備することにより、会議の運営方法

の整理と周知を図ったところですが、現業職場事業所等連絡会議の実施状況について、

検証を進めるとともに、今後の区における現業職域の体制についても、皆様方と十分に

意見交換を行いながら、区役所と事業所の新たな連携方策など、新たな市政改革の推進

に向けて、検討を進めてまいりたいと考えています。 

６．多種・多様化する

市民ニーズに対応し、

質の高い公共サービス

を提供するため、技能

職員が培ってきた技

 項目６の要求に対する本市の基本的な考え方ですが、この間、新たな現業管理体制に

合わせて研修体系を再構築し、同時に若年層の研修の充実を図ってきたところであり、

今後、階層別研修の充実にも努めてまいりたいと考えております。また、並行して受講

者のニーズに合わせ、希望・選択する専門・スキル系研修の拡充を図ってきているとこ

ろであるが、多種・多様化する市民ニーズに対応し、質の高い公共サービスを提供する



術・技能・経験を継承

しながら、一層の能力

向上に向けて現場実態

に応じた研修体制の充

実を図るとともに必要

な予算を確保するこ

と。 

ため、今後もさらなる研修の充実に努めてまいりたいと考えています。 

７．市民生活と密接に

関わる現業職場におけ

る「質の高い公共サー

ビス」の提供にむけた

任用替えの必要性およ

びあり方について検証

を行うとともに事業担

当主事の昇任・昇格等

の課題について協議を

行うこと。 

 項目７の要求に対する本市の基本的な考え方ですが、本市の財政状況について本年 2

月に公表された中期的な財政収支概算において、引き続き非常に危機的な状況であるこ

とが明らかとなったところです。そうした本市を取り巻く状況を鑑みると、行政職業務

や現業業務のあり方、これまでの転任制度の検証を踏まえ、新たな転任制度として、技

能職員のもつ「知識・技能・経験」が最大限活用され、現業管理体制との連携のもと、

今後の事業所運営を担いうる新たな専門職種として「事業担当主事補」、「事業担当主事」

を設置することとし、転任制度の拡充を図ったところです。 

 これまでの実績としましては、平成 19年度から実施している技能職員から一般事務・

技術職員への転任試験において、5ヵ年で 192 名の技能職員の方が任用替えにより、幅

広く行政職エリアで活躍いただいているところです。 

 また、事業担当主事補への職種変更については、本年４月に 61 名が配置され、来年

度に実施される人事委員会選考を経て、平成 25年４月に事業担当主事へ転任するよう、

現在、職場でのＯＪＴと共通事務研修を行っているところです。 

 今後におきましても、各所属と連携を図り、検証を行うとともに、この制度の主旨に

鑑み必要とされる職域を精査しながら、対象所属の拡大など、広範なものとなるよう更

なる転任制度の拡充にむけ検討を進めてまいりたいと考えております。 

 事業担当主事の今後の昇格、昇任等の課題とりわけ行政職３級昇格については、本市

としても今後の課題として認識しており、関係先とも協議の上、皆様方とも意見交換等

を行い、積極的に検討してまいりたいと考えています。 

８．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、評価者・

被評価者間における認

識の共有化と人材育成

としての制度を十分に

理解できるよう継続し

た研修などの実施・充

実を図ること。また、

常に評価項目及び着眼

点については、業務実

態に応じたものとなる

よう検証と改善を行う

こと。給与反映につい

 項目８の要求に対する本市の基本的な考え方ですが、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

あると認識しております。この間、労使間での意見交換を行い、全 17 業務系列の「期

待行動事例集」を作成したほか、昨年は、第１次評価者である部門監理主任、技能統括

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、育成面談訓練を実施しました。 

 また、昨年に引き続き、各職場単位で評価者・被評価者相互の認識の共有化、納得性

の向上等を図るため、職場グループワークを実施するなど、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ります。 

 今後も引き続き、より良い人事評価制度となるよう検証を行い、研修等の取り組みの

充実を図ってまいりたいと考えています。また、併せて業務実態に応じた評価項目や着

眼点についても検討をすすめるとともに、現業管理体制協議会等の場を通じて、労使に

よる意見交換を行いながら、よりよい制度の運用となるよう努めてまいりたいと考えて



ては、組合員の「働き

がい・やりがい」の観

点も踏まえた制度とす

ること。 

います。 

 また、人事評価制度に基づく給与反映については、人事評価制度を活用しつつ給与反

映方法等を工夫することが、頑張っている職員に報いることであり、そのことが職員の

生きがいや、ひいては、市民サービスの向上につながるものと考えています。 

 今後とも職員の士気の向上につながる制度となるよう、十分な議論を行ってまいりた

いと考えています。 

９．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

い、庁内公募のあり方

も含め、実施方法の充

実を図るとともに要綱

との整合性を検証する

こと。 

 項目９の要求に対する本市の基本的な考え方ですが、所属間人事交流については平成

19年 4 月にはじめて実施し、昨年で４回目の人事交流を行い、今後、より効果的な運用

となるよう、これまでの実施状況の検証等を行い、昨年 12月 28日に、交流対象者の在

職年数を引き上げる等の要綱改正を行ったところです。 

また、所属間人事異動における庁内公募については、要綱改正と併せて、その整合性

を検証し、取扱細目に実施目的等を明記したところであり、昨年度は、積極的に働きか

け、実施所属の拡大を図ったところです。 

所属間人事交流の目的としては、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り、多様化する市民ニーズに柔軟かつ的確に対応するための業務執

行体制の確立を図ることとしています。 

よって、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、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すること

により、円滑な市政運営のための人材活用を図って行きたいと考えています。 

10. 労使関係について

は、労使自治の原則の

もと、これまでの労使

交渉のあり方を尊重す

ること。 

 項目 10 の要求に対する本市の基本的な考え方ですが、労使交渉のあり方に関しまし

ては、平成 18 年 6 月に「職員団体及び労働組合との交渉等に関するガイドライン（指

針）」を策定し、皆様方と交渉等を実施してきたところです。 

 職員の勤務労働条件に関わっては、職員団体や労働組合の皆様と真摯な交渉・協議を

行っていかなければならないのは当然のこととして、業務執行体制の構築など管理運営

事項であっても、個々人の業務量の増加をはじめとした業務内容の変更が見込まれる場

合など、具体の業務体制の検討段階において、必要に応じて状況の説明、意見交換を行

うなど、職制としての責任を果たしてまいりたい。 

 今後とも、ガイドラインの主旨を踏まえた取扱いとなるよう、適宜、所属へ周知をす

るなど、十分な連携を図ってまいりたいと考えています。 

11．業務実態に基づく

適正な要員配置を行う

とともに、経営形態及

び業務の見直しに伴う

組合員の勤務労働条件

の変更については、労

使合意を基本に十分な

交渉・協議を行うこと。

また、非正規職員につ

いては定数化し、正規

職員とすること。 

 項目 11 の要求に対する本市の基本的な考え方ですが、業務内容に応じた適正な要員

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と考えており、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企画・検討がなされてい

る状況にあると認識しているところです。かかる業務執行体制の検討の際に、職員の勤

務労働条件に影響を及ぼすことが想定される場合には、十分な意見交換を行うことが重

要と考えています。 

 各所属の方針が検討された後、職員の勤務労働条件にかかる事項が生じた場合は、各

所属－支部へ交渉の委任を行っており、去る 9 月 29 日の団体交渉以降、適宜交渉がな

されているものと考えているところです。 

 なお、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た場合につい

ては、総務局－本部間において交渉を行ってまいりたいと考えているところです。 

 いずれにしても、職員の勤務労働条件に関する事項については、今後、引き続き皆様



方と協議させていただく所存であり、各所属に委任した事項であっても、総務局におい

てその都度協議内容の確認を行ってまいりたいと考えているところです。 

12．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。 

 項目 12 の要求に対する本市の基本的な考え方ですが、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勤務条件に関する事項につきましては、十分な

労使協議を行ってまいりたいと考えています。 

13．男女共同参画社会

の実現に向けて市の施

策を着実に実行すると

ともに、職業生活と家

庭生活の両立支援策に

ついて実効ある制度と

すること。 

 項目 13の要求に対する本市の基本的な考え方ですが、本年 6月 30日にお受けした「大

阪市男女共同参画施策に関する要望書」でも回答したとおり、現在、本市では男女共同

参画社会の実現の推進に向け、昨年度に改訂した「大阪市男女共同参画基本計画－大阪

市男女きらめき計画－」に基づき、「魅力あるまちづくり」を重点的な取り組みとして、

企業への啓発活動も積極的に展開しているところです。 

 また、平成 18 年 8 月から副市長プロジェクトである「子育て世代の男女の仕事と家

庭の両立支援プロジェクト」を設置し、各局が連携しながら局横断的に取り組んでいる

ところです。 

 いずれにしましても、先の要望書の回答をふまえ取り組むとともに、職員における職

業生活と家庭生活の両立支援策に関わり、施策の実施に伴って職員の勤務労働条件に関

する事項につきましては、皆様方と協議してまいりたいと考えています。 

14． 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、所属の枠を超えた

相互巡視の効果的な活

用や労働安全衛生管理

体制の充実・強化を図

ること。また、新たに

作成された「心の健康

づくり計画」に基づき、

職員の心の健康に関し

て、保持増進に努める

こと。 

 項目 14 の要求に対する本市の基本的な考え方ですが、労働安全衛生対策について、

職員の安全衛生対策を適切に講じることは、市政の円滑な推進にも寄与するものである

と認識しています。 

 公務災害の未然防止・再発防止の観点からも、災害状況の把握や原因究明は非常に重

要であり、安全管理業務の一層の充実を図るため、平成 19 年度より本市の安全衛生管

理の一環として労働安全コンサルタントを設置し、各事業所の作業巡視、安全診断、指

導及び相談等を行ってまいりました。 

 平成 21 年度より実施しているヒヤリ・ハット報告も安全意識の向上に有効であるこ

とから、報告事例を回収し労働安全コンサルタントが当該事例を講評したのち、庁内ポ

ータルに掲載するなどの情報の共有化を図ってまいりましたが、今後は安全管理施策の

一環として、職場安全衛生委員会における取り組みに繋がるよう推進してまいります。

また、安全管理の手順書等の作成および遵守については、引き続き周知徹底を図るとと

もに、再点検および実態に応じた更新を各所属へ要請してまいります。 

 次に、同じく平成 21 年度より実施している所属内における事業所間の相互巡視につ

いては、安全衛生にかかる改善事例や取り組み状況を把握することによって、各職場で

の活用が有効と見込まれることから引き続き実施してまいります。また、所属の枠を超

えた相互巡視については、所属内相互巡視の実績に基づく検証結果を基礎に、労働安全

コンサルタントによる安全教育や指導のもと、技能職員が培ってきた知識や技術・技能

を横断的に活用できるよう、労働安全衛生連絡会議を情報共有の場と位置づけ、更なる



活性化に向けた具体策について、今後も引き続き協議検討してまいります。 

安全衛生管理体制につきましては、適切な安全衛生管理業務の遂行に向け、平成 19

年度に総括産業医・健康管理担当医および労働安全コンサルタントを設置するなど、安

全衛生管理体制の整備・充実に努めてまいりました。体制についてはより一層の充実を

図るため、今後も引き続き検証してまいりますが、とりわけ労働安全コンサルタントに

関しましては、その必要性や活用方法を十分に検討し、協議してまいります。 

 こころの健康管理については、現在、職員の相談事業、職員への教育・研修、啓発活

動をはじめ、休職者の復職支援策等を実施しているところです。特に、職員の相談事業

における相談窓口の周知の徹底を目的として、今年度もリーフレットを作成し、配付し

ています。また、平成 23 年 3 月に策定しました｢心の健康づくり計画｣に基づき、ここ

ろの健康の保持増進と各職場における早期の適切な対応を重要視する観点から、今年度

より管理監督者に対するラインケア研修を実施しております。研修受講者のアンケート

結果や現状を反映させながら、研修内容の充実に向けて引き続き検討してまいります。 

 次に、職員のからだの健康保持に備え、定期健康診断の受診結果に基づく保健指導の

実施や熱中症対策について、各所属安全衛生委員会での検討を促すとともに、引き続き、

各事業の実施状況等を検証しながら取り組みを進めてまいります。 

 

＜2011 男女平等産別統一闘争における「大阪市男女共同参画施策に関する要望書」要望項目と回答＞ 

組  合  要  望 市  側  回  答 

① 「大阪市男女共同

参画推進条例」「大阪市

男女共同参画基本計画

－大阪市男女きらめき

計画－」にもとづいた

男女共同参画社会への

施策を着実に実施する

こと。 

本市では、男女共同参画に関する取組みを総合的かつ計画的に推進するため、「大阪

市男女共同参画推進条例」を平成 15年１月に施行しました。 

 また、平成 18年３月には、条例に則り施策を推進していくための基本計画である「大

阪市男女共同参画基本計画－大阪市男女きらめき計画－」を策定し、平成 18 年度から

の 10年間を計画期間と定め、「政策・方針決定過程への女性の参画の拡大」をはじめと

する 10 の課題に取組むこととしています。 

 前半期５年間においては、「企業等の取組みへの支援」「女性のチャレンジ支援」「両

立支援・子育て支援」を重点的な課題と位置付けて、「多様な働き方のもとでの仕事と

家庭の両立」に取り組み、企業への啓発活動等を積極的に展開して参りました。 

また、今年度からの５年間の後半期は、大阪市男女共同参画審議会より、その重点的

取組みに対する基本的な考え方について答申を受け、さらにパブリック・コメント手続

きを経て平成 22年度に計画を改訂し、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」

「女性のライフコースに沿った自立への支援（エンパワメント）」「男女共同参画の実現

に向けた男性の意識改革と積極的支援」を重点的な課題と位置付け、「魅力あるまちづ

くり」に取り組んでいるところです。 

 本計画を実効性のあるものとし、的確な進捗管理を行なうために、10の課題に「指標・

数値目標」を設定しており、その進捗状況については、男女共同参画施策の実施状況等

とともに毎年公表しております。例えば、課題１の「施策・方針決定過程への女性の参

画の拡大」では、「市の審議会等での女性委員の占める割合」を平成 27年度までに 40％

以上とすることを数値目標としており平成 23年４月１日現在 35.1％まで、女性委員が

０の審議会は解消されており、目標の早期実現をめざして、大阪市男女共同参画推進本

部において全庁的に取組みを進めております。 



 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を推進するためには、企業への働き

かけだけでなく、本市も事業主として、職員のワーク・ライフ・バランスの推進に取り

組んでいるとともに、引き続き全庁的な男女共同参画施策の推進を図ってまいります。 

② 次世代育成支援対

策推進法にもとづく、

2010 年度からの「大阪

市特定（一般）事業主

行動計画（後期）」の進

捗については、今年が

行動計画の中間期間と

なるため、労使での意

見交換を十分におこな

うこと。また、施策を

実効あるものとするた

め、さらなる所属推進

体制の充実と強化をは

かること 

「大阪市特定事業主行動計画」につきましては、平成 15 年に制定されました「次世

代育成支援対策推進法」に基づき、平成 17 年４月１日より取り組みを進めているとこ

ろです。 

 この計画は、平成 17 年４月から平成 22 年３月までを前期、平成 22 年４月から平成

27 年３月にまでを後期としており、昨年３月に平成 17 年４月に策定した特定事業主行

動計画（前期）における実施状況や職員アンケートの結果を踏まえ、特定事業主行動計

画（後期）を「仕事と子育ての両立支援プラン」と称し、「みんなで支えあう職場をめ

ざして」という新たなサブタイトル設定の下、新たに策定し、その推進に努めていると

ころです。 

 プランの進捗につきましては、大阪市特定事業主行動計画策定・実施委員会及びワー

キンググループなどを活用しながら、計画の進捗状況の検証、計画の見直しについて検

討していくとともに、所属推進委員会の活動の充実を図り、事業主として職員が安心し

て子どもを生み育てやすく、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を確保で

きるよう、労使での意見交換を行い職場環境の実現に向けて取り組んでまいります。 

③ 職場における男女

平等の観点から、均等

法・地公法第 13条（平

等取り扱いの原則）を

遵守する立場で、具体

的な改善策を講じるこ

と。また、職場環境課

題など不十分な点を改

善するための場とし

て、職場に「男女共同

参画に関する協議会

（仮称）」を設置するこ

と。 

今後とも関係法令を遵守し、職場における男女平等の観点から、職員の意識改革も含め

た取組みを進めてまいりたいと考えております。 

 また、事業主として、男女共同参画の視点に立った職場環境整備の推進にあたりまし

ては、労使双方の必要に応じて適宜意見交換を実施することで、職員にとって平等な職

場環境の整備に努めてまいります。 

④ 募集・採用・配置・

昇任について、男女

別・職種別・職階別、

雇用形態データを明ら

かにすること。また、

男女別平均賃金の実態

を調査し、特に男女間

格差がある場合は是正

策を講じること。 

 本市においては、採用・配置転換並びに主任昇任の際に性別に関する規定は設けてお

りません。 

⑤ 結婚・妊娠・出産・

子育て・介護などを理

 「地方公務員の育児休業等に関する法律」などの関係法令を遵守し、仕事と家庭の両

立支援を拡充・促進してまいりたいと考えております。 



由に、不利益な取り扱

いがされることのない

よう、仕事と家庭の両

立支援策を拡充・促進

すること。 

⑥ 尐子高齢化社会が

進む中、妊娠・出産・

子育て、介護に関する

諸制度の充実と、男女

がともに積極的に育児

参加するために必要な

職場環境整備をはかる

こと。 

 昨年６月 30日からは、「地方公務員の育児休業等に関する法律」が改正され、職員の

配偶者の就業の有無や育児休業等の取得の状況に関わりなく、職員は、育児休業・育児

短時間勤務・部分休業を取得することができることとなったほか、子の看護休暇の取得

上限日数の緩和や３歳に満たない子を養育する職員の超過勤務の免除が新設されるな

ど、男女がともに育児に参加できるよう諸制度の充実が図られているところです。 

 今後とも、こうした制度の改正の状況を踏まえつつ、諸制度の取得促進に向けた職場

環境整備及び両立支援を目的とした休暇・休業制度における運用面での改善等につい

て、検討してまいりたいと考えております。 

⑦ 大阪市に働くすべ

ての職員が、男女共同

参画施策を推進するた

めの諸制度について理

解を深め、積極的に取

得促進ができるよう、

周知の徹底・工夫と運

用に努めること。 

 特定事業主行動計画（後期）の初年度である昨年度においては、｢仕事と子育ての両

立支援プラン｣にかかる周知文章を５月に全職員に対して配布し、また、10 月には「出

産・子育てのための各種制度ガイドブック」を作成し、各所属へ配布したところであり、

実施状況についても本市ホームページにおいて公表を行ったところです。 

 さらに、管理職（新任課長代理）を対象とした「管理監督者の役割」として研修を実

施するなど、制度の理解を深めてきたところです。 

 今後とも、職員が制度を理解し、また有効に活用できるよう、「次世代育成支援推進

委員会」、「所属推進委員会」を活用して、周知徹底が図れるよう取り組んでまいりたい

と考えている。 

 

 


