
●【2013現闘】市側回答を基本了承－経営形態 誠意をもって交渉する（人事室） 

 市従は 10月１日、自治労の

基本目標にもとづく 2013 現

業統一闘争の個別具体 13 項

目の要求を申し入れて以降、

24 日のヤマ場にむけ市側と

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・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。 

 24日の団体交渉で市側は、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「提示できる内容が決まり次第提示し、課題別の小委員会交渉を速やかに行う」、１

級から２級への昇格改善については「職員の職務意欲の維持・向上をはかることは必要であり、

昇格制度に関する具体的な検討については現業管理体制など人事制度全体の観点をふまえ引き

続き行う」、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などを勘案して対処し、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う」などと答えた。 

 労働安全衛生管理体制の充実では「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課内で議論するとともに、職員自

身の意識の高揚をはかるためにも随時、安全衛生についての情報発信を行う」、「職員の心身の

健康管理については、状況に応じた検証を行いながら今後も引き続き取り組む」、「作業服等の

改善にむけ、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などの貸与を行う」

などと答えた。 

 市従は冒頭「この間の大震災において、大阪市としての復興・復旧の取り組みが被災地で大

変感謝されており、あらためて自治体の直営現場の有用性が明らかとなっている」と述べなが

ら「大阪府市統合本部の『経営形態の見直しに係る基本的方向性』や『市政改革プラン』の推

進により、各所属では大阪市労使関係に関する条例制定以降、労使関係の厳格化がはかられ、

管理運営事項を盾に所属の方針として一方的に経営形態の見直しにかかわる移行手続きが進め

られている。市従は再三再四、職員の勤務労働条件や身分問題などについて提示を求めている

にもかかわらず、現時点においても交渉に応じようとしない当局の姿勢は不誠実であると言わ

ざるを得ない」と厳しく指摘した。 

 また「経営形態の変更および事務事業の見直しにかかる課題別の小委員会交渉の開催時期」

や「技能労務職給料表１級から２級への昇格条件の改善の具体的な考え方」についても明らか

にするよう市側の認識をただした。再任用制度については、雇用と年金の接続をはかるため、

現業職場における業務実態を十分ふまえ、希望する職員全員の定年退職後の雇用確保するよう

求めた。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、今後における市側の誠意ある対応を要請した。 



 市側は「経営形態の変更にともなう職員の勤務労働条件については、人事室としても十分な

交渉時間の確保に努め、労使合意にむけて誠意をもって交渉を行う」と答えた。 

 市従は「市民が安心して暮らせるまちづくりにむけ、労使が忌憚のない意見交換を行うこと

や良好な労使関係づくりをめざすことが市政の発展につながると確信している。今後、行政サ

ービスのよりいっそうの充実にむけ、現業職場活性化運動を推進し、取り組みの強化をはかっ

ていく決意だ」と表明、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。 

（写真 ＝ 十分な交渉時間の確保に努めると述べる市側＜奥＞） 

 

●【市労連第 60回定期大会】確定闘争に総力あげ－書記長に黒田副委員長（市職） 

 市労連は 10月 16日、ヴィアーレ大阪で第 60回定期大

会を開きすべての議案を承認した。役員体制では、上谷

高正・執行委員長（市従委員長）が再任、田中浩二・書

記長（市職）は退任し新たに黒田悦治・市職副委員長が

書記長に就任した。 

 あいさつに立った上谷委員長は、大阪府労働委員会（府

労委）での取り組み、大阪市人事委員会勧告の状況などについてふれながら、2013年賃金確定・

年末一時金闘争を７単組の組織の総力をあげてたたかい抜く決意だと訴えた。 

 大会には尾立源幸・民主党大阪府総支部連合会代表（参議院議員）、稲見哲男・市労連特別執

行委員（前衆議院議員）、有元章博・市労連顧問らが駆け付けそれぞれあいさつを受けた。 

 議案審議では 2013年度活動方針、2013年度予算案、規約の一部改正などを満場一致で承認

した。 

 最後に上谷委員長の団結がんばろうで大会を締めくくった。 

 

●【賃金確定年末一時金】△4.19％給与改定へ－一時金 2.035月（標準）を支給 

 市労連は 10月 29日、2013年賃金確定・年末一時金

問題等についての第２回団体交渉を行った。 

 この間の市側との事務折衝および小委員会交渉で市

労連は、連年にわたる給与減額措置（平均 7.2％）や

国並み給与削減（一時金 9.77％カット）の再考を強く

求めてきたが、市側は一切譲歩を示さない頑なな態度

に終始していたことから、課題の解決と前進にむけて

引き続き交渉を強化することを確認するとともに、団

交前には市役所南側公園で幹部集会を開き、市側の一

方的な提案を許さず、合意を前提とした多様な折衝・

交渉を進め、賃金確定・年末一時金闘争を全力でたた

かう意思一致をはかってきた。 



 しかし、集会後の団交でも市側は「人事委員会勧告どおりマイナス 4.19％にもとづく給与改

定を行う。実施時期は 12月１日」、給与減額措置は「現行どおりの内容で継続」、年末一時金に

ついては「標準で 2.035月分を 12月 10日支給するが、国並み給与削減の 9.77％カットを行う」

と回答、市労連は「到底、納得も理解もできない」として団交を中断、あらためて再考するよ

う強く求めた。 

 再開した団交で市側は、マイナス改定と期末・勤勉手当の減額措置が重なることによる職員

への負担について、あらためて検討したとして「給与改定の実施時期を再考する」との考えを

示した。 

 これに対し市労連は、この間、求めてきたことからすれば当然であると受け止めつつも具体

的な実施時期については明らかにされていないことから引き続き交渉を行うことを表明、給与

減額措置についても交渉を継続することとした。また国並み給与削減についても合意にむけた

検討を求めつつ残る確定要求事項について引き続き交渉を継続するとして市側提案を単組討議

に付し、引き続く市側の誠意ある対応を求め団体交渉を終えた。 

（写真 ＝ 幹部集会で決意を訴える上谷委員長） 

 

●【市従第 97回定期大会】主な質問内容 

 大会では、運動方針案、当面の闘争方針案などに対しのべ 17人の代議員から質問・意見が出

された。質問内容の一部は次のとおり。 

【組織団結強化】 

Ｑ．本部は組織団結のもと組合員の雇用を守るとしているが、この間の給与制度の改悪、組合

費チェックオフ廃止問題など、市従を脱退する組合員の増加が危惧されている。組合員が非組

合員との良い意味での格差を感じなければ組合離れに拍車がかかる状況と言える。市従として

組合員に対してスケールメリットを活かした取り組みを求める。 

Ａ．これまでも、組合員とその家族を対象としたファミリーイベントなど組合員への還元型事

業に取り組んできた。今後においても組織強化と財政事業の観点に立った議論を同時並行的に

進め引き続き、さまざまな角度から鋭意検討していきたい。 

【事務補助業務】 

Ｑ．区役所の事務補助業務が設置され今年で７年目を迎えるが、組合員の今日にいたるまでの

過程は一言で言えないほど過酷だ。職場によっては行政職の係員や係長以上の職責を担ってい

る組合員もいると聞いており、労働条件に格差があると感じる。こうした業務に従事していな

がら主任格付けもなく、将来にわたる昇格の道筋すらない状況であることを、本部としてどう

考えているのか。 

Ａ．現在、事務補助業務は行政職の管理職の指示・命令による業務執行体制で業務を遂行して

おり、現業管理体制を含め複線型人事制度の導入ができない状況となっている。 

 昨年８月の給与制度改革時の交渉で市従は、これまでの職務給の原則にもとづく給料表体系

が崩れ、給与制度だけでなく人事制度面の改善が喫緊の検討課題となっていることから、組合

員が「働きがい・やりがい」を持てるよう昇格条件を改善するなど、人事制度と給与制度を一

体のものとして構築するよう追求してきた。あわせて今年の現業統一闘争でも昇格条件の改善

にむけた具体的な考え方を早急に検討するよう求めてきた。 



 区政改革が推進され、将来の区役所における技能職員のあり方が研究・検討されている状況

のなか、業務執行体制について十分な議論が必要であると考えており、組合員が「働きがい・

やりがい」を持てるよう市側との十分な交渉を行っていく。 

【市政改革・府市統合】 

Ｑ．中央卸売市場の指定管理者制度の導入、保育所の民間移管、大阪府立大学と大阪市立大学

との統合や健康局の一部事業所における統合などが大阪市の方針として示されているが、現在、

支部－所属間での交渉はなく、当局の責任所在すらあいまいな状況が続いている。 

また、市民病院や環境科学研究所においても、2014年度に非公務員型の独立行政法人への移

行が示されているが、同様に、移行までのスケジュールが出されているのみで主体的な交渉が

行われていない状況である。 

人事室に対し、支部－所属間で主体的な交渉を早急に行うよう強く働きかけを行っていただ

きたい。 

Ａ．人事室は、経営形態の変更についての具体的な実施方法や職員の勤務労働条件については

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、速やか

に交渉で考え方を示すとしている。 

 市従は市側に対し、６月 20日の「市政改革プランに伴う経営形態の変更及び事務事業の見直

しにかかる勤務労働条件についての申し入れ」や 10月１日の「2013自治労現業統一闘争に関

する要求書の申し入れ」の際、経営形態の変更および事務事業見直しにともなう組合員の勤務

労働条件を早急に提示し、組合員の身分・勤務労働条件については本部－人事室間および支部

－所属間において労使合意を基本に十分な交渉・協議を行うよう要請してきており、今後、人

事室から各所属に対し指導するよう強く求めていきたい。  

【雇用と年金の接続】 

Ｑ．公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢引き上げにともなう雇用と年金の接続は必須。人

事室から各所属に雇用確保を徹底させ、大阪市の総枠として人の配置が出来るよう、本部のさ



らなる交渉の強化をお願いする。 

Ａ．市労連は８月「現行の再任用制度を活用し、勤務形態はフルタイムを基本とする」との市

側提案を確認してきた。 

 市従もこの間、雇用と年金の接続をはかるため、希望する職員全員に定年退職後の雇用確保

と大阪市における現業職場の実態を十分ふまえた高齢者雇用制度を確立するよう市側に求めて

きた。指摘のとおり、高齢者雇用については雇用を希望する全組合員の職域確保と雇用確保を

求めていきたい。 

【給与制度改革】 

Ｑ．昨年８月の給与制度改革では半数以上の組合員が最高号級に到達し、また技能統括主任と

部門監理主任が２職１級の位置付けとなるなど職務給の原則に準拠しない状況となっている。

労働対価としての努力・実績を正当に給与反映できる仕組みが必要だ。 

Ａ．本部は昨年の交渉時、大幅に引き下げられた１級の給料水準の回復をめざして１級から２

級への昇格改善を求め、人事制度と給与制度は一体のものであると追及し、昨年の現業統一闘

争で市側から「昇格制度を含めた人事制度全体において、さまざまな観点から引き続き研究す

る」との回答を引き出した。今年の現闘でも１級から２級への昇格改善にむけ、引き続き市側

と粘り強い交渉を行っていきたい。 

また、給与制度改革や大幅給与カットなどを一方的に推進する市側姿勢をただすとともに市

労連に結集し、技能職員の給与引き下げについても労使対等の立場で交渉・協議を行っていき

たい。 

【経営形態の変更】 

Ｑ．ごみ収集事業の民営化や焼却工場の一部事務組合化が一方的に進められようとしている。

本部としてどういったスタンスでどのように交渉していくのか。またどういったことを交渉事

項としてあげていくのか。下水道事業においては、26・27年度に新組織を設立して身分を移管

するというスケジュールとなっているが、本部としてどのように交渉していくのか。今後の方

向性を。 

 また、経営形態の見直しによって、仮に民営化・一部事務組合・指定管理といった違う形態

となった場合でも、今よりも交渉力が低下することのないようにしなければならない。本部が

想定している考えがあれば聞きたい。 

Ａ．経営形態の変更にかかる勤務労働条件等については、いまだに市側から何も示されていな

い状況。今年の現業統一闘争では市側の考えを早急に示すよう強く要請してきた。この間、本

部は「経営形態の見直し及び市政改革プラン市従対策会議」を設置し、６月20日には市側に対

し、①経営形態の変更および事務事業の見直しにあたっては、大阪市職員基本条例第38条およ

び第39条にもとづく「分限免職」の適用を回避し組合員の雇用を守ること、②経営形態の変更

および事務事業見直しにともなう組合員の勤務労働条件について明らかにすること、③経営形

態の変更および事務事業見直しにともなう勤務労働条件の変更については、本部－人事室間お

よび支部－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－の３項目の申入書

を提出している。組合員の将来の生活設計にかかわる大きな課題であることから引き続き、人

事室の姿勢について追及していきたい。 

 また、民営化など違う形態になると仮定した場合、複数の民間業者になる可能性やこれまで



と同様のサービスが提供できるのかという問題もあるが、賃金などの勤務労働条件は統一すべ

きものであると考える。協約などの締結も方策としてあると考える。 

 

●【下水・土木・建設 三支部共闘 狭山前段集会】再審開始への世論形成を 

 1963年５月１日に発生した狭山事件は、石川一雄さんが不当逮捕され 50年が経過し、また

1974年 10月 31日の東京高裁・寺尾裁判長による無期懲役の差別判決から 39か年をむかえた。 

 そうしたなか、市従下水道支部・市従土木支部・市職建設局支部の三支部共闘会議は 10 月

28日、狭山第３次再審闘争勝利にむけた時間外 10・28前段集会をヴィアーレ大阪で開き、組

合員約 150人が参加した。 

 主催者を代表してあいさつに立った、

輪違敏裕・土木支部支部長は「この間、

便宜供与の廃止などで組合活動が制約

される状況にある一方で、こうした集

会に結集する力こそ組合の原点であり

根幹になっていくものだ。共闘の大事

さ・結集の重要さを十分に理解いただ

き最後までの結集をお願いしたい」と

述べた。 

 続いて、井上明憲・建設局支部副支

部長から基調報告が行われた。井上副支部長は「反差別・部落差別を容

認・温存させる社会は私たち労働者をもないがしろにする社会だ。石川

さんが今も見えない手錠に縛られていること自体、部落差別の体現であ

るということをあらためて確認し、石川さんの無実を勝ち取らなければ

ならない」と訴えた。 

 集会では、部落解放同盟大阪府連合会・特別執行委員の山根健二さん

を招き「狭山事件から 50年について」と題した特別講演を受けた。山根

さんは「本日、東京高裁で 15回目となる三者協議が行われた。弁護側は、指紋証拠や捜査証拠、

犯行現場でのルミノール反応の証拠開示を迫ったが、検察側は『不見当（見当たらない）』、『応

じる必要がない』に終始し結果的に進展はみられなかった。海外の多くの国では、すべての証

拠を開示しなければならないとの法律があるが、日本はプライバシーの問題などを理由として

法律がつくられていない現状にある。最低、証拠の全リストだけでも開示すべきだ」と指摘し

た。 

 また、11月 13日にも阿倍野区民ホールで完成上映会が行われる、映画「ＳＡＹＡＭＡ」の

紹介をしながら「再審開始にむけた、あとひと押しの世論形成を」と呼びかけた。 

 最後に「再審の実現をはかり、第三次再審闘争に勝利し、完全無罪を勝ち取るまで職場・地

域から粘り強いたたかいを進める」などとする集会決議を、高嶋真司・土木支部組織部長が読

み上げ全体の拍手で確認、高倉芳隆・下水道支部副支部長の団結がんばろうで集会を締めくく

った。 

（写真㊤ ＝ 集会には３支部の組合員約 150人が参加した、㊦ ＝ 講演する山根さん） 



●【期間編集者クラブ入門セミナー】基本と応用 実習で 

 機関紙編集者クラブは 10月 27日（土）エルおおさかで「入門セミナーＬｅｓｓｏｎ１」を

開き、労働組合の機関紙担当者ら 13人が参加した。 

 セミナーでは、記事の書き方・見出しの付け方・レイアウトの基本と写真のトリミングの各

講座を企画、参加者はそれぞれの講義をふまえ実際に記事や見出しを書いたり紙面に必要な具

材を切り出してレイアウトするなどの実習を行った。 

 記事の書き方では、読者（組合員）に事実を分かりやすく伝えるためには、まず５Ｗ１Ｈ（い

つ・どこで・だれが・なにを・なぜ・どのように）の記事作りを基本として、そのうえで記事

の流れとしてはじめに要点を書き、そのあと詳細説明の順に簡潔に記述していくことが重要で

あると説明、その後サンプルの取材メモを

題材にひとつの記事を書きあげる実習を行

った。 

 見出しの付け方では、読者の心をつかむ

心得として「見出しだけを見て記事を読む

かどうかを決めている『見出し読者』がい

る。見出しが面白ければおのずとその記事

は読まれる。読者が見やすく読みやすい見

出しのバランス（字数や書体）も重要にな

ってくると説明した。その後、実際に発行

された新聞の記事を読み参加者みずからが

その見出しを付ける実習を行った。 

 レイアウトの基本と写真のトリミングで

は、記事の書き方・見出しの付け方をふま

え、限られたスペースのなかで、紙面の構

成、文字のジャンプ率、写真は主題を大き

くすることなど、より紙面が生きるレイア

ウトを学んだ。実習では、版下用紙に参加

者がトリミングした写真、見出しや記事を

切り貼りする作業を行い１枚の機関紙を作

り上げた。 

 

●あふた～ざか～にばる 

 みんなの「新年号クイズで欲しいモノ２」…こたつ…洗濯機…ミニ電動自転車…電子辞書…

ウォークマン…ノートパソコン…デジタルカメラ…スマートフォン…ハードディスク（１Ｔ）

…ファックス付き電話…東京オリンピック入場チケット…ハワイ旅行…ディズニーランドのペ

アチケット…ヤンキース黒田選手のサイン…阪神ＶＳ巨人戦のペアチケット（ボックス席）…

タイガースの年間シート…オリックスの年間シート…森伊蔵（芋焼酎）…ビール券…快眠グッ

ズ…「お、ねだん以上。」ニトリのお値段以上が感じられるもの（？）…キン肉マンの火事場の

クソ力（笑）…やっぱり商品券！…（ＪＯＥ） 



● クロスワードパズル 

＜タテのカギ＞ 

１ 宇宙の連絡船 

２ ←→アウト 

３ ピーチ 

４ 飲食物などに生ずる菌類 

５ アース 

６ ←→上位 

７ カギ 

８ 初めての戦い 

９ 寄付金などを広く一般から募ること 

10 欧米種のマクワウリ 

11 文章などを削ったり加えたりすること 

12 銃 

13 歩いて行くこと 

14 家財などを貯蔵するための倉庫 

15 長方形の旅行かばん 

＜ヨコのカギ＞ 

１ 水の中で使うメガネ 

６ 炭素 

11 模範 

13 タイガー 

16 顔料を油とねって作った塗料 

17 ある論と違った意見 

18 フレンド 

19 相撲 

20 ←→上（かみ） 

21 ←→田舎 

22 人柄や態度がさっぱりして明るいこと 

23 ふりがな用の小さい文字 

24 根気の強さを争うこと 

＊■ＡからＧまでの文字をならびかえると… 

 

＜12月 11日の消印有効、当選者の発表は 12月 15日号で＞ 

 答えをハガキに明記し、住所、名前、支部名、職場名、また「鉄板ネタ・鉄板ギャグ」を記

入して下記まで送って下さい。 

 〒550-0013 大阪市西区新町１－５－７ 四ツ橋ビルディング３Ｆ301号 

 大阪市従業員労働組合 組織局 宛 

 


