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府民のための仕事をするために
残業減らす真の対策を!!

月

日・

時

・３％と約半数となって

﹁たまに非常に疲れる﹂が

てきて仕事をする状況︒対

所におらず︑時間外に帰っ

の職場︑日中ほとんど事務

﹁夜も働くことが当たり前

いますか？今では付与される

さん今年の年休は取得できて

年末になりましたが︑みな

日︑府職労は大手前庁舎と咲洲庁舎

間以上残業した職員の半数

のが当たり前の有給休暇です

います︒また︑

月に

行われている﹂と回答する
応会議や打ち合わせも時間

答えています︒

仕事は増えるのに人が増

る﹂などの声が寄せられて

牲でなんとか成り立ってい

働けない︒みんなの自己犠

育ても相当犠牲にしないと

時間も少ない﹂
﹁家庭も子

い︒自分の子どもと過ごす

る時間も相談する時間もな

得できるようになりました︒

の勧告により現在の日数が取

労働組合の運動やＩＬＯから

日数６日としていましたが︑

年︶によります︒当時は最低

れ た 労 働 基 準 法︵ １ ９ ４ ７

入されたのは︑戦後に定めら

子ども家庭センターを

えない︑欠員が補充されな

府職労は深刻化する恒常

なくされている状況のもとで

が増えず︑時間外労働を余儀

長時間労働が深刻化

はじめ出先職場でも

いもと︑残業実態は出先職

が︑日本で年次有給休暇が導

が﹁毎日非常に疲れる﹂と

時間以
います︒

先日の団体交渉では︑深刻

的残業の解消に向けて︑い

業務が増えているのに︑人

場でも深刻化しています︒

外に行っ ている﹂
﹁勉強す

一方で︑時間外手当をすべ
て請求できている職員は

で残業実態調査を実施しました︒

約半数が残業︑残業
が
﹁あたりまえ﹂
に

時 間 以 上 残 業︑
％

・８％が﹁過労死等の

過労死不安

月月

今回の調査でも半数近く ・９％にとどまっています︒
の職員が残業しており︑残
業が﹁あたりまえ﹂になっ
ている実態が明らかになり
ました︒また︑アンケート

月に

不安を感じたことがある﹂
と回答し︑
上残業した職員の中では︑

月の残業時間

では４３４名から回答があ

数では３割を超える職員が
・４％が過労死等の不安

りました︒

時間以上残業しており︑
な職場実態が出されまし

は︑
﹁年休を取るどころちゃ

年休を取得できる
職場環境を

労働安全衛生委員会
で労働環境の改善へ

委 員 会 で︑ １ 年 を 振 り か え

みなさんの職場の労働安全

り︑職員の年休取得率を委員

年４月に施行された

﹁労働時間等の設定の改善に

会で確認し︑取れる環境にも

平成

は﹁事業主はその雇用する労

っていけるよう管理者に認識

関する特別措置法﹂の第２条

働者の労働時間等の設定の改

労働安全衛生委員会で出さ

してもらうことで︑労働環境

れた課題や問題は︑必ず解決

善を図るため︑業務の繁閑に

を取得しやすい環境の整備そ

策をださないといけないこと

を改善するきっかけになるの

の他の必要な措置を講ずるよ

になっています︒労働安全衛

ではないでしょうか︒

う努めなければならない﹂と

生委員会を上手に活用し︑私

の時刻の設定︑年次有給休暇

定めています︒年休を取得で

応じた労働者の始業及び就業

きる環境整備を事業主に求め

たちの労働環境の改善につな

ないのだけれど︑体が疲れ

場の戦力にならないといけ

日残業して少しでも早く職

仕事はいくらでもあり︑毎

げてみませんか︒

ることは法的にも認められて

います︒

なっていると思うので︑引

ービスの提供ができるのか

て十分な施策構築︑行政サ

の人員配置では府民にとっ

情は理解できますが︑現状

人件費に多く費やせない事

いです︒／限られた財源を

均一な業務量になってほし

を求めます︒どの所属でも

適切な業務量︑配置職員数

に差があると感じます︒／

い︒／所属によって業務量

勤機を複数設置してくださ

対応してください︒／出退

した職員の欠員補充は常勤

中をお願いします︒／退職

る︒働きやすい環境整備を

い︒／命があってこそ働け

ている︒１人の業務量が多

せん︒／確実に残業が増え

は？／残業はしたくありま

曜の定時退庁を徹底して

トレスになっている︒／水

息時間がなくなったのがス

ていくべきだと思う︒／休

部︑管理職がしっかり示し

を減らすための方策は幹

うことがある︒時間外勤務

課員の士気が下がってしま

︵個人の努力を期待して︶

減 ら せ ﹂ ば か り 言 わ れ︑

上席から﹁時間外勤務を

では士気が下がる

﹁時間外減らせ﹂だけ

に時間外勤務が増えている

あまりにも多い︒そのため

移動で勤務時間中の無駄が

さい︒／咲洲庁舎と本庁の

困っています︒助けてくだ

り︑時間外がつけられず︑

せっ ぱつまっ ていない限

で残業していても︑よほど

収められるはず﹂とのこと

くらいの残業なら時間内に

ま し た︒
﹁７時まで１時間

す︒／サービス残業が増え

／人を増やしてほしいで

かなりいたのではないか︒

請求できずに残業した人が

時間外が減ったそうだが︑

確認することで︑総務部の

間外の内容をグループ長が

の仕事量は減らない︒／時

感じる︒／精神論では実際

でや︒／人員配分に不満を

増やしてください︒

ます︒お願いですから人を

す︒効率化には限界があり

に３００時間を超えていま

り削減できそうですがすで

度は効率化︑慣れなどによ

０時間︶の２倍以上︒今年

業時間数は上限基準︵３６

すべきです︒／昨年度の残

くいことなので初めに説明

せんでした︒下から聞きに

１年目はまったく申請しま

金︶方法が分からないので

間 外 申 請︵ 入 力 方 法 ・ お

がしないのが悔しい︒／時

しても全然報われる気持ち

いと思ってはいるが︑残業

もいい仕事をして頑張りた

る︒／府民のために少しで

て仕方ないので困っ てい

疑問を感じています︒／時

お願いします︒／業務量に

き続き頑張ってほしい︒

間外の認識が薄い人が多す

見合った人員を配置してほ

退︑大手前庁舎への機能集

ぎ︒／業務量が多すぎる︒

ことは明らか︒一日も早く

忙しくて休暇も
取れない

しい︒人員を減らすなら業

咲洲庁舎からの即時撤

18

／精神的疲労で毎日非常に

１時間半は残業
つけない慣習に

アンケートで出された意見︵抜粋︶

ないでしょうか︒

らない職員の方も多いのでは

い﹂など︑年休取得もままな

うわ﹂
﹁人を増やしてほし

62.6％

年休取得できていますか？
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45
っそうとりくみを強化しま

80.2％

ローアンの
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す︒

１時間超の
場合に請求
ない

を訴えています︒また︑普

2,040

た︒子ども家庭センター職
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時間以上が８・９％とな
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295

﹁時間外勤務命令が適正に
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47

216

7.0％

１時間未満で
あってもすべて請求
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していない

60

19

268

30時間以上
45時間未満
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46
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退庁した職員数

47
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あなたは時間外勤務手当の請求
をどうしていますか。

12

86

498
45時間以上
60時間未満

11月は政府のよびかける過労死
防止月間になっています。あな
たはこれまで過労死等の不安を
感じたことがありますか。
ヶ月間におおむね 100 時
いし６ヶ月間にわたって、
0 時間を超える時間外労
ています。
この１年間で月
務は何回ありましたか。
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18時30分以降の退庁者数（2015年11月調査）
あなたが直近の１ヶ月（10月）
に実際に残業した時間数（休日
出勤も含む） を教えてくださ
い。
）
さ

月

自治体労働者が先頭に立

か変えてくれる﹂という思

新 政 治 に 幻 想 を 抱 き︑
﹁何

だに多くの府民・市民が維

く募らせているもと︑いま

①すべての労働者の賃上げ

とはできませんでしたが︑

維新府政を終わらせるこ

の展望につながっています︒

広い住民との共同を中心に

②住民要求実現をめざす幅

咲洲庁舎から早く撤退して

く通勤時間の短縮も重要︒

う︒／時間外勤務だけでな

ない限り変わらないと思

員が評価される風潮を変え

疲れる︒／残業している職

／精神的疲労で毎日非常に

毎日疲れています︒

人が少なくなり業務が増え

が少なからずあります︒／

れの原因には咲洲への通勤

員配置を希望します︒／疲

家族も疲れて限界です︒人

務量を精査しろ︒／自分も

しい︒人員を減らすなら業

れた︒今年度初めての試み

えていたのでヒアリングさ

時間外勤務３００時間を超

人事グループより上半期の

ある︒／先日︑福祉総務課

で担当業務の分担に偏りが

すべき︒／同じグループ内

大手前周辺に庁舎を一元化

ことは明らか︒一日も早く

土日に家で資料を作成して

不足している感じです︒／

ている状況です︒／一人分

せず︑本当に何とかこなし

できず︑日中無駄口を一切

い︒／家庭の事情で残業は

正職員を増やして欲し

忙しくて休暇も
取れない

ほしい︒わずかでも﹁職住
接近﹂に近づけることが必

る︒／部署や業務によって

ることが慣習になっ てい

／１時間半だとつけずに帰

と残業手当をつけれない︒

２時間程度の残業をしない

理由は納得できません︒／

いから充て指導主事という

なり厳しいです︒年齢が若

つきません︒この現状はか

資料の見栄えを追及するこ

いことまで想定させたり︑

よほど発生しなさそうにな

ゆる事態に対応することを

い︒危機管理と称してあら

け声だけでは残業は減らな

のための一歩前進だが︑か

呼びかけることは残業縮減

り月間と称して定時退庁を

咲洲庁舎は遠い︒／ゆと

り下げた︒残業処理は退勤

すべき︒

あることについて現状分析

ない所属があるが︑偏りが

時間外勤務の多い所属と少

ほしい︒／部局によっては

ングの総括結果を公表して

だということだが︑ヒアリ

以上の残業代は出してほし

り道がしんどい︒／１時間

毎日毎日残業しています︒

明らかに私の部署ばかりが

い︒／人が少なすぎます︒

い︒ ／ 夏 季 休 日 も 使 え な

休日をとることができな

でも仕事している︒／振替

おり職場での残業時間以外

要だと思う︒／充て指導主

残業時間に大きな違いが生

とをやめるなど︑具体的な

をしてから行うように言わ

い︒／とにかく人員が少な

咲洲庁舎も残業の
主原因のひとつ

じていると思う︒組合が残

対 応 を 考 え る べ き︒ ／ 即

れた︒毎日２時間近くサー

い︒

いくら残業しても残業代が

問題があると思います︒／

育休・産休者の代替要員を

と︑遅くまで残業すると帰

重 過 ぎ る︒ ／ 咲 洲 庁 舎 だ

手厚くしてほしい！負担が

時までしても取

残業が緊急性がないと言

安島さんのHPには「戦跡写真をメインとして見ていただきます。１
枚の写真から戦争の愚かさ悲惨さ、そして平和の尊さを感じてくださ
い」と記されています。
戦争の記憶を若い世代に語りつぐ絶好の機会です。職場からはもちろ
ん家族・友人を誘ってご参加下さい。参加費無料です。

われた︒

プロフィール：1959年福岡生まれ、大阪芸術大学写真学科
卒業。1995 年「日本の戦争」をテーマに国内外の撮影開
始。2010年「若い世代に語り継ぐ戦争の記憶」プロジェク
ト開始。2015年、戦後70年企画児童書写真集「平和を考え
る戦争遺産図鑑」を出版。当日、本の販売も行います。

事
︵ 学 校 籍 の 指 導 主 事 ︶は︑

業実態調査を取り組んでい

時︑咲洲撤退！咲洲の自販

ビス残業をしています︒／

人員配置や採用人数に大変

ることが︑サービス残業や

機は大手前より高い！なん

毎日２時間近く
サービス残業

際限のない残業への抑止に

お話と写真「戦跡が語り掛けるもの」
写真家
安島 太佳由さん

大 阪・府 民 の た め に 仕 事 が で き る 府 政・職 場

って運動をすすめよう

維新府政・市政の８年間

据えた方針と運動の正しさ

第２部

をつくるため︑
これからも力を合わせよう

日投開票で行われた大阪府知事・大阪市長

選挙は︑明るい大阪民主府政をつくる会が自主的に
支援したくりはら貴子さん︑柳本あきらさんは当選

と働くルールの確立をめざ

で大阪がどう変わっ たの

に確信を持ち︑いっそう大

す全ての労働者との共同︑

か︑大阪維新の会がすすめ

きく発展させる決意を固め

らかになりました︒

一 方︑松 井・吉 村 両 氏 は︑ いを強くしていることも明
政界引退を表明した橋下前

ころか自らが争点とした

る破壊的な
﹁ 改 革 ﹂で は︑大

市長を前面に出し︑政策ど

た︒
また︑
住民１人ひとりに ﹁都構想やり直し﹂
すら︑ま

阪は良くならないことをわ

からの撤退や相対評価の廃

に︑対話と協調によりマジ
メに大阪のため︑府民のた
めに仕事ができる府政の実

TEL：06ー6941−3130
FAX：06ー6941−4541

大阪府職員労働組合保健所支部

に至らず︑現職の松井知事と橋下前大阪市長が後継
に指名した吉村氏が当選しました︒

ともに語ることができず︑

策に掲げてたたかいまし

ウソとペテンに満ちた既成

止など︑私たちに直結する

咲洲庁舎︵旧ＷＴＣビル︶

寄り添う府政にするため︑

ることができるものです︒

選挙戦でくりはらさんと

課題も掲げました︒くりは

府民のために誇りを持っ

ん︑柳本さんが訴えたよう

かりやすく丁寧に知らせる

柳本さんは︑維新府政・市

らさん︑柳本さんの真剣な

働者を分断し対立させ︑自

て仕事のできる府政に

これらは住民や自治体労

政党批判︑８年間の大阪の

政を終わらせ︑オール大阪

訴えと誠実な人柄は多くの

らの失政から目を逸らさせ

人形劇団 ねこじゃらし おたのしみにーー
「さんさん△ちゃん」
「ぽんたのじどうはんばいき」
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るために全力で奮闘する決
意です︒

ドーンセンター

3 (0.7%）
５回

府 職 労 は︑ く り は ら さ
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るものです︒しかし︑大阪
今回のたたかいが確信を

所

１回

とりくみをいっそう大きく

え︑まっとうな府政・市政

オール大阪の共同をより強

深め︑これからのたたかい

場
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77（18.0％）

く落ち込み︑閉塞感を大き

時

18.1％

衰退を隠すための公務員バ

をつくろうと︑中小企業対

く大きくし︑未来に展望を

大会議室２
日

121（28.3％）
たまに非常に疲れる

なし

行われている

広げなければなりません︒

策の強化を軸にした大阪経

ひらくものとなりました︒

10周年のつどい

6.0％

ッシングに終始しました︒

済の立て直し︑福祉・教育

ほけんしょ・けんぷく９条の会

普段の仕事で心身に疲労を感じますか。

68.7％
１回

86.9％

６回以上

4.4％
行われていない

0.2％
３回

５回

1.6％

わからない

４回

10.3％

0.9％
２回

2.8％

厚生労働省は「発症前１ヶ月
間又は発症前２ヶ月間ないし
１ヶ月当たりおおむね 80 時間
働」を過労死ラインとしていま
80時間を超える時間外勤務は
毎日非常に疲れる

あなたの直近の１ヶ月（10月）
の休日出勤回数を教えてくださ
い。

・医療の充実を中心的な政

（地下鉄谷町線天満橋駅５分）

10

連絡先

マジメに
22

あなたの職場では時間外勤務命
令（申請・承認）や支給は適切
に行われていますか。

府民
府
残
残業
2015年 秋
本庁（大手前・咲洲）
残業実態調査
11

﹁オール大阪﹂の
政策が明らかに

＜３＞ 第2030号 （第三種郵便物認可）

