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とは重要だが︑時間内は来
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とか︑効率が悪い仕事が多

点に関して上司のマネジメ
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仕事量も問題ですが職員ひ
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法令違反の実態も明らかに

︻本庁・大手前︼

る︒組織は現実を見ていた

内容を求めるのは無理があ

潔に﹁労働時間の考え方﹂や

守られていますか？﹂は簡

間適正化ガイドライン﹂は

すべき／府職労版﹁労働時

局評価が下がるとも聞い

時間外の少ない人間は結

と困惑した／協議会や懇話

たが︑どうすれば良いのか

しい上司からの指導があっ

残業してはいけないとの厳

実的に困難 以前

り︑二重三重にチェックが

︵府民︶ を意識するあま

と感じます／対外的な評価

ントが機能することが必要

点に関して上司のマネジメ

のが気になる︒また︑一人

務仕事が増えていっている

が︑減らすのは難しく︑事

／仕事増やすのは簡単です

いにくい雰囲気があります

ば時間外勤務を正確に把握
と思う︒時間外勤務時間の

時間外勤務時間は減らない
まとめられていて︑非常に

がわかりやすくポイントが

う／短時間の再任用︵週３

た︒本末転倒のようにも思

力がいる︒移管の工事や雑

増え︑連絡調整に多くの労

会など︑他機関との業務が

り業務量が増大しているよ

のことが簡単にすまなくな

入ったり書類が増え︑１つ

／児童福祉司はＨ 児童福

時間内で終わるのは難しい

がかかえる仕事量が多く︑

記録で

い
だきたい／時間外があたり
﹁使用者が講ずべき措置﹂

仕事でやることが決まっ
できる︒自宅へのメールを

日︶勤務だが︑メール数は

スリット時

刻を業務終了時刻とするこ
まえとなっている組織風土

ている以上︑時間外勤務を
わかりやすかった

もちろん

トとの重複が多く無駄
とが不適当な場合もあるの
は根本的に改めない限り︑

なくしたり︑年休の完全消
多い所属の所属長の評価に

個

人チャレンジシートの作成
で︑修正ができるようシス

︻出先職場︼

に非常にストレスを感じる
テムを改修する︒そうすれ

とにかく残業のない日も
禁止することで持ち帰り残

◆環境農林水産部

◆総務部

日中ずっと追われている状
化をすることは不可能︒職

◆教育庁

態で︑条例や根拠といった

価をしないように意識を改

＝がんばっているという評

明がしにくい／時間外勤務

った／細かい仕事が多く説

され︑いっそう業務増とな

ぎる︒非常勤の予算も減ら

し事務をやる人数が少なす

時間がない︒教職員数に対

根本となるものを勉強する

では︒所属長・Ｇ長の心が

ない限り︑定時に帰れるの

残業せざるを得ない職場で

る︒物理的に業務量が多く

いは職場の雰囲気にもよ

との差／早く帰る︑帰らな

配置がおかしい︒忙しい所

まるので良いのでは／人員

をする期間︑日︑時間が決

員個人の裁量で時間外勤務

する職場は初めてである

期ではなく︑恒常的に残業

長い府庁生活の中で︑繁忙

るのにかなり勇気がいる︒

かなりある︒そんな中︑帰

ない︵席を立たない︶時が

６時になっても誰一人帰ら

ばならない／夕方５時半︑

るという認識をもたなけれ

業をなくす︒残業は悪であ

／人が増えない中での時間

でなんの解決にもならない

を増加人員に含めたところ

たところで︑機能しない方

理でしょう／職員を増やし

せないが︑事業の性格上無

考え方を変えない限り減ら

会︵平日＋休日︶
についての

／時間外勤務は︑今の説明

直結させる等の工夫が必要

出している︒相対評価はほ

剣に業務に取り組み成果を

美味しかったです／各々真

ではあったが／あめちゃん

出さんといてな﹂と雑談風

﹁１時間とかで事前申請

◆教育庁

く計画的にできない

い／予定外の急な業務が多

ことについては何も言わな

職場となる／上司が残業の

の会話が少なくなり︑暗い

メールが多くなると職場で

に時間が大きくとられる︒

ある︒出勤日のメール確認

フルタイムの人と同じだけ

務はトップダウンでどんど

と年々感じる︒一方で︑業

づらい雰囲気になっている

き て お り︑﹁ 助 け 合 い ﹂ し

んどんわかりづらくなって

化され︑お互いの仕事がど

お願いしたい／業務が細分

増えた︒せめて欠員補充を

れず︑研修生の指導業務も

務が増えるのに欠員補充さ

しているため︑よい仕事を

いと思うが︑給料とリンク

力を高めていくためには良

ます／評価制度は個人の能

機能停止状態になると思い

こったときなどに︑職場が

った時や突発的なことが起

れば︑誰かが病気などにな

のある仕事をしておかなけ

うに思う／通常からゆとり

業務が回りません︒人員カ

て︑恒常的に残業しないと

人員が数名も減らされてい

︵むしろ増えている︶まま

業務は業務量が変わらない

況です︒また︑総務・企画

すぎて︑アンバランスな状

司の増員があまりにも違い

びとなりますが︑児童福祉

祉法改正により︑増員の運

す ぐ 限 界 が 見 え る︒
﹁残業

では業務のマネジメントは

外縮減は︑業務が多い部署

に︑口だけは時間外勤務縮

放題仕事を振ってくるくせ

ランクは廃止すべき／好き

めて職員をのばすよう下部

すぎる︒ここ

年くらいに

費やしている／人員が少な

評価シートに多大な時間を

なのかかなり疑問︒面談・

チャレンジシートが有効

無駄を減らすことは大事だ

に優先順位を考えること︑

かない⁝という状況︒確か

﹁整理﹂して切っていくし

い︒積み上げてきた仕事を

ん増えるのに︑人は増えな

しまう︒上の評価は気にせ

気が上司にあるのか疑って

い／本当に時間外を減らす

員つくりにつながりよくな

くくなり︑もの言わぬ公務

するための会議等ができに

たいです

ットに歯止めをかけて頂き

にすべき！／内部統制︑コ

プ長が退庁をうながすよう

は︑定時前に課長やグルー

異動１年目は評価が低くな

につながっている︒また︑

直後の負担が大きく︑残業

かり行われないため︑異動

異動による引継ぎがしっ

果として業務が増加してい

部 ︶は︑問 題 提 起 す る が︑結

います／上の人間︵特に幹

仕事の効率下がってると思

コもいいですが︑かえって

暑いです︒時間内も︒エ

労も追加されて精神状態も

られないという身体的な疲

疲労に加えて︑達成感を得

長時間残業による身体的な

ぁ﹂とその場を済ませる／

ともグッと堪えて﹁まぁま

なくて︑職員は言いたいこ

いる方がかわいそうに思う

ために︑まじめに残業して

に感じる︒こういう残業の

要ではない残業もあるよう

して生活しているため︑必

外勤務手当を給料の一部と

がない／職場の中には時間

に自覚がないので救いよう

ことが信じられない︒本人

全上も問題が生じている

渡りの状態が続いていて安

かけている︒窓口業務は綱

説明などにも大変な労力を

業務は増えている︒ＰＴの

されてきたが︑一方で新規

わたり︑人員が大幅に削減

ュールで︑今でも緊急事態

加えて︑日中も過密スケジ

が恒常的になっているのに

状況はつらい／残業するの

トせざるを得ない⁝という

が︑大事なところまでカッ

けない

ない人は管理職にしてはい

そのような能力判断ができ

ントをしてほしいし︑また

ず︑業務の本当のマネジメ

務状況に不満を感じます／

では︑可能だっただけに勤

ありません︒異動前の職場

現在の職場では叶いそうに

きたいと思っていますが︑

自分の時間を持ちつつ働

福祉の職場に
評価制度なじまない

せんと早く帰るように﹂と

減と言う上司が未だにいる

◆商工労働部

﹁１時間とかで
事前申請出すな﹂

革する必要がある／時間外

︻本庁・咲州︼

府民のための業務
に時間を割くべき

けである

決裁してくれません︒決裁
のなかで﹁時間外縮減﹂が
行われている実態を調査し

所属長が言うが何の効力も

ンプライアンスも過度にな
る／職員が減らされるばか

不安定になる︒職場ではみ

◆環境農林水産部

りすぎると︑不当・違法性
りで︑一人当たりの業務量

んながそんな状態で︑会話

◆都市整備部

が立証されるので考え直す
ることを理解しようとしな

性の確保や丁寧な対応のた

餅﹂だ／総務課が幹部に気

時間の縮減は﹁絵に描いた

時間近くまで毎日残業して

夜遅く迄の残業で︑終電の

くなってきて︑また毎日の

や冗談を言う暇や余裕もな

職員を大量に入れ替えるた

望んでいます／毎年Ｇ内の

ないので︑廃止することを

チベーション向上に繋がら

／相対評価制度は職員のモ

の両立もあり︑残業できな

きれず︑かといって家庭と

どうしても時間内にやり

めに色々考えて悩んで︑時

間を費やしてしまっていま

め新しい業務に不慣れな者

成︑集計︑企画案の素案づ

い時は自宅でできる文書作

請していない／上司の業務

ーバーするのですべては申

間やゆとり月間は仕事が減

ていると思った／ゆとり週

間で残業が多いのに逆行し

載っていたが︑これだけ世

化を打ち出したニュースが

政府が労働事務所の民営

遅 い ﹂﹁ 時 間 か か り す ぎ ﹂

組んでいましたが﹁事務が

やっていこうと思って取り

とか時間外勤務となっても

ると憂鬱になります／なん

ジシート提出する時期にな

す︒本当にいつもチャレン

が増え︑時間外が発生する

◆都市整備部

なので︑意思疎通が取れな

協定上限超えは
申請しない

くなってくる︒
一方で︑管理

残業は 協定の上限をオ
らしと命を守る業務に時間

と思います

に何とかしないといけない

異動して残業ばかりで
めの余計な業務が多すぎ

を使い過ぎて︑担当課にい

もゴールなど見えない状態

チャレンジシート作成のた

べき／評価制度の廃止

い︒こんな状況だと︑残業

す︒子ども︵小学低学年含
る︒意識を変えるだけでも

公務員がやるべき府民のく

ろいろ要求しすぎ／本来︑

残業増えると
評価を下げる？

が多く大変な思いをしなが

む︶だけで夜を過ごさせる
っと効率的にできるはず／

残業できない時は
持ち帰り

こともあり︑この先が不安
報道されているような︵月

を割くべきだと常々感じる

職は職場の事情も目の当た

す︒定時で帰るメリットっ

は︑ か ま わ な い と 思 い ま

庶務担当︵発生源入力と言
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