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職場の声

る︒
●システム化に伴い人員削
減されたが︑システムの

思う！サービス残業が最

ういう風にさせていると

置されたこともない︒前

たのに︑非常勤職員が配

前に減員された︒減員し

せも多い︒しかし︑数年

まわしてきたベテラン職

は不十分︒今まで仕事を

●職員数だけの議論だけで

ってここまで忙しさが違

減っています︒部署によ

異動により残業はぐっと

部署にいました︒今年の

応︒評価制度の﹁崩壊﹂

﹁分かりません﹂との対

ても﹁よう答えません﹂

対評価結果の理由を聞い

任者も休日出勤や早朝出

さらに頭数がマイナスに

ても±０にはならない︒

員が抜けて︑新採が入っ

ストラしないので残業が

●人を減らしても業務をリ

⁝︒

ります︒同じ給料なのに

うことに︑不公平感があ

消すること︒再任用職員

への給与・手当差別を解

ではないか︒再任用職員

以上減る︒

もつらい︒

勤︵いずれも申請してい

なっているのだから︑時

効率的な運用がなされて

なかったと聞いている︶

間数が増えるのは当然

商工労働部
●評価者がほとんど在籍し

していたが︑私もかなり

いないため︑仕事のため

ていません︵週１日いる

休日出勤した︒その後︑

残業実態
調
査

かどうか︶
︒ 人事評価が

多いのだと思う︒

めるべき！

●サービスの低下も覚悟し

や過去の経過を﹁時間を

●資料の作成︑法律や制度

できません︒不安です︒

うか︒日々の業務相談も

務内容が脚光を浴びるも

新規事業でないため︑業

ように言われているが︑

ハリをつけて仕事をする

た︒所属長からは︑メリ

結局一年中残業してい

い︒

しょ ー もない仕事も多

すための資料作成など︑

めの資料作成︑予算を通

●評価制度や幹部報告のた

の部分を見直しては？

の当たり前のこと︑本音

までは病気になる職員が

が増大しており︑このま

●年々一人当たりの業務量

●給料削ってまでなぜ事業

が︑休憩もなくしゃべり

休憩が取れると思います

していれば時間が来れば

れない︒いつ心身が壊れ

な働き方では長く続けら

●魅力がある仕事でもこん

て勤務を減らさないと今

かけて﹂調査し︑そのあ

のではないので︑業務量

の仕事となっている︒
●個人のチャレンジシート

本当に適正か疑問です︒

だ︒﹁ 真 の 原 因 は 何 か ﹂

●事務補助者の増員︒

分間をお昼に回してほし
は不要︒職場チャレンジ

振替休日を取るのもかな

を突き止める前にその辺

への相対評価は直ちにや

シートを元に課員が業務
好き嫌いが態度に出てい

り無理して取ったので︑

財 務 部
●窓に網戸がないので︑夏
を行うことが大事であ

る︒これでいいのでしょ

１〜４階程度まで網戸を

の人員では無理︒時間外

との説明や事案を検討し

部
は蚊に刺されまくって︑
り︑個人におよぼす意味

つけてください︒床の掃

の増を容認してがんばら

て︑さらに﹁時間をかけ

務
●残業はなくて当たり前だ

ヶ所のかまれ

●相対評価は︑公平・公正

き掃除がされていないの

すのか︒事務はそのまま

総
●自由に物が言える職場に
と思う︒人事評価制度自
毎週５〜

な判断がなされているの

でホコリがたまりまくっ

で︑時間外を減らすのは

●繁忙期は電話対応に追わ

の多さや内容に理解を得

い職場環境にならない限

●みんなが年休を取りやす

思う︒その上︑チャレン

急増するのではないかと

通常業務にとりかかれる

続けることになります︒

れます︒電話交換を業に

る﹂という仕事を増やす

られていないようで悲し

うナンセンスなことを上

ために時間をかけるとい

超勤手当を出してほし

退庁時間も厳しく見て︑

●登庁時間と同じように︑

をしているんじゃない！

いる︒部長のために仕事

かげで仕事量が激増して

る部分もあるが︑そのお

ている︒立場上理解でき

か？４月の時間外が

辺りの業務量が大変多く

ンの副主査が激減︒その

いる︒総括主査やベテラ

齢構成がいびつになって

により︑職員の職階や年

●一時期の職員採用の停止

ずは認めるべき︒

時

なっ ているのではない

クがたまり︑時間外に作

なり︑結局︑デスクワー

ち︑そういった出張が重

要︒ 時 に は １ 週 間 の う

間に片道１時間程度必

への出張が多く︑移動時

●仕事の都合上︑北摂や堺

度は廃止以外にない︒

考えるべき︒相対評価制

すすめていくように﹂と

ループと協力して業務を

た時に﹁課内で忙しいグ

●係からグループ制に変え

●職員を増やしてほしい

止めていただきたい︒

要︒チャレンジシートは

●職場はチームプレーが必

●咲洲からの撤退を！

その他︑部局不明

す︒

●人員増しかないと思いま

のは時間外となっていま

ることはない︒年休もと

す︒

れない状況で超勤削減を

ジシートによる目標管理

行くなどの休みが取れな

押し付ける当局は許せな

により︑心身ともに休ま

●担当業務が異なるのに︑

い状況︒人員不足が全て

い︒即刻抜本的な対策を

り︑ 子 ど も の た め の 休

相対評価しても意味がな

の問題を生む︒人事局は
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人を増やすべきことをま
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申請は出さずに残業して

効率が上がらない︒イラ
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便であるといつも思う︒

った面で効率が悪く︑不
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で︑それを平滑化するよ
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健康医療部

すべき︒不要な部長級︑

時出勤︑９時退庁︵カー

時までしか基本的に残
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●チャレンジシートが職員

目標決定が難しいせいか
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チャレンジシートはＧ員

人員配置をしてほしい︒

る︒業務の平準化︑適正

●部署毎に残業の偏りが有

なっても実際はなくなっ
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という考えをなくすべ

環境農林水産部

育成に役立っているとは

●毎年のように仕事を変え

ていない︒
到底考えられない︒単な

教育委員会
る時間の無駄だ︒咲洲は

も︒
に特に業務が集中する︒

●うちのグループは上半期

人が少ない︒
次長級︑課長級が多すぎ

ド︶
︒ そのあとさらに残

務量の偏りが大きいの
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都市整備部

どは給料に見合う仕事を

出せない︒

間３６０時間を超えない

時間または年

ように調整される︒サー

●

生している︒

●結局︑月
本庁に異動となったが︑

があるのか不明︒今年︑

人が不足しているのが明

ジシートがない︵Ｇ長の

●チャレンジシートは意味

●﹁意識改革﹂のような精

いることになります︒

いでしょうか︒休職者を

をやるのか不思議︒

も︑無理を強要するもの

ーションの低下につなが

んの人を増やして下さい
無理︒

が不明︒時間のムダ

以外の何者でもない︒仕

るものである︒評価制度

︵本館も別館も同じ状況

たアザができています︒

事をためてもいいのなら

を見直すべきです︒

廃止すべきだ︒

いいが︑成果を出さない

られない︒

●人がいない︒

です︶
︒

●ワークライフバランスを

府民文化部

ぜひ減らす対策をお願い

こともあると思います

●残業は健康に悪いので︑

します︒育休の代替職員
図りたいが現実には無
が︑多くの職場で増えて

一つ︒慣例業務︵監査・

原因は職員の削減による

について業務に見合った
理︒

議会︶に不要と思われる

●時間外︵残業︶が増える

人材を配置してほしいで

時を意識して︑そこまで

時 分や

●人事評価制度にかかるコ
に仕事を終わらせて帰ろ

●今の職場は

ストを数値化︵金額︶す
うという雰囲気が皆無で

す︒

れば︑興味深い結果が得
すね︒

●人が増えても残業は減ら

作業・ムダが多い︵ペー

間を取られるのも要因の

●大手前と咲洲の移動に時

られるのではないか︒例
えば非常勤職員を数十人

ないと思う︒他人の仕事

ジ打ちなど︶
︒

雇用できるとか︒

への取り組み方︒職場の

●給料上がらない︑時間外

年４月に期待します︒

勤できませんでした︒来

●転勤希望しましたが︑転

福 祉 部

雰囲気の問題もあるので
は？
●若手は単価が低いんだか
ら残業代ぐらいは出して
ほしい︒

すべきだと思います︒咲

減らないなら︑せめて職

●本庁機能は大手前に集結

洲庁舎があることによっ

場 環 境 の 改 善︵ エ ア コ

業しています︒

たが︑しんどくて辞めた

ン︑机の新調など︶くら

していない︒
●一年目の研修に府庁ワー

いと思っている︒

て︑無駄な出張費などが

ビス残業は当たり前︒家

ド︑一門一答問題集など

発生していると思いま

らか︒始発で出勤して夜
館︑別館の職場環境が悪

を作成し︑
使ってほしい︒

いしてもらいたい︒
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に持ち帰っての業務も発

す ぎ ま す︒ こ の ま ま で

●クーラーがほしいです︒

は︑職員の本来持ってい

す︒ ま た︑ 大 手 前 の 本

!!

時に帰宅する日が続い
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30

１年目職員の勉強時間を

12

17

る能力が発揮されず︑モ

21

●人員削減しておいて時間

と給与カットではやって

10

い︒

したい︒ストレスたまり
体ないほうがいいので︑

18

疲れるときがある︒

１面のつづき

も︒

る時間の無駄だ︒咲洲は

教育委員会
●毎年のように仕事を変え

セット共済は掛金の一部が還元されると聞きましたが、プレゼントを受け取った場合はどうなる
の？
Ａ プレゼント加入者にも還元金が支払われます。セット共済は、みなさんの掛金のうち事務費用や
請求のあった給付金を支払った後、残った掛金を還元しています。毎年給付状況によって還元金の
額は変わりますが、プレゼント加入者にも同じように支払われます。

Ｑ 火災共済もあるんですか？地震にも対応して
いますか？
Ａ あります。 自治労連の火災共済は全国で一番
掛金の安い共済です。また、
「地震特約」や「賠
償特約」をつけなくても、落雷、車の飛び込み、
風水雪害、 地震のときのお見舞いまで広く保障
しています。

に特に業務が集中する︒

30,000円

業の入力を認めさせない

４万〜90万円 360万〜16万円

●クーラーがほしいです︒

400万円

１年目職員の勉強時間を

100万円

る能力が発揮されず︑モ

1,500円

られては︑業務がうまく

1,000円

●時間外手当は代休で取っ

Ｑ

7,000円

手術見舞金

引き継げるのか心配︒

2,000円

後遺障害
交通事故

●昨年度までは年間３００

セット共済10型の保障内容

遠すぎる︒大手前に戻れ

Ｑ 慢性疾患があり、 健康告知に該当するのです
が？
Ａ 健康告知に該当する場合はセット共済には加
入できません。 ただし、 交通災害共済（交通事
故によるケガの入院や通院の保障） に加入でき
ます。 プレゼントもありますので、 お気軽にお
問い合わせください。

プレゼントされるセット共済の保障内容って…？
10型はセット共済で一番低い保障の型ですが、入院日額２千円、手術見舞金３万円などの保障が
あり、 万が一のときの助けになります。 より大きい保障の型に加入したい方には、 掛金の一部
（1,070円／月）を割引します。

法律で定められた調査の

Ｑ
Ａ

風潮はおかしい！８時

Ｑ もし、 ケガや病気で入院や通院する場合は、
どうしたらいいの？
Ａ 職 場 の 組 合 役 員 か 府 職 労 本 部（06-69413079）にご連絡ください。必要書類等の説明を
させていただきます。 組合事務所が窓口になり
ますので安心です。

短縮し︑
業務の効率化を︒ ●人が少ないうえ︑不要と

プレゼント期間が過ぎたら自動的に継続加入しないといけないのでは…？
健康告知に該当しない方を対象で「10型（掛金1,070円／月）
」を最大15ヶ月（６月１日〜８月31
日まで）プレゼントしています。セット共済は１年ごとの契約ですので、プレゼントを受け取った
からといって継続加入しなければならないということはありません。
自分のライフプランに合った共済や保険をじっくり考えるためにも、まずは基本的な保障のつい
たセット共済のプレゼントを受け取ってください。

チベーションも上がらな

Ｑ
Ａ

ている︒二次評価者に相

参加希望の方は、お近くの組合役員か府職労まで

〜５００時間残業がある

★夕食パーティー（利き酒大会やお楽しみゲームも！）
★交流会 少しお酒も飲みながら、わいわい話しましょう
★知らなきゃ損！聞いて得する話（給料のしくみ、給料表の見
方、共済（税金・保険・年金）のしく
み、どうやったら給料が上がるか
⁉共済や互助会の給付制度など…）
★グループ・トーク
（職場のことや仕事のこと、近況
を報告し合おう！）

ば通勤時間が往復１時間

参加費無料

集計は膨大で︑問い合わ

おもなプログラム

詳しくは府職労まで

病気

45

大阪リバーサイドホテル（JR環状線桜ノ宮駅前）

40歳以下の組合員のみなさん、新たに府職労に加入されたみなさん
セット共済プレゼントは受け取りましたか？ まだの方は、とりあえず受け取ってください

入院日額
通院日額
死 亡
病気けが 交通事故 病気けが 交通事故 病気けが 交通事故

分ごろに流れる放送がそ

ところ

７月29日
（金）
19時〜30日
（土）
15時〔１泊３食つき〕

15
思われる業務が多々 あ

き

●時間外勤務の前の休暇

と

いと思います︒

回府職労女性部定期大会がドーンセンター で開催されまし

900円

日︑ 第

掛金

６月

2016年８月1日
〜2017年３月31日

による代替を求める強い要

追加募集の補償対象期間

求が出されました︒

・自転車で走行中に歩行者に接触しケガをさせた
・停めていた自転車が倒れ駐車中の車を傷つけた
・スノボやスキーで他人にぶつかってケガをさせた
・子どもがキャッチボールしていて窓ガラスを割った
・水もれにより階下に損害を与えた
・愛犬が他人にかみついた
＊新規加入組合員の方は今だけ500円で加入できます！

公衛研の役割をもっ と

日常生活のアッという事故を補償

62

いろんな職種・職場の若手職員が集まって、楽しく交流します！
職場での悩み、
同じ職種や年代での情報交換など…楽しく交流しよう！

７月21日
（木）
まで

７月から自転車保険の加入が義務づけられました。府職労では、組合員と家
族を対象に「個人賠償責任共済」をとりくんでいます。年間 1000 円の掛金で
生計を一にする家族も含めて、最高１億円の補償があります。

住民に知らせよう

健康福祉支部からは︑府

立公衆衛生研究所と市立環

個人賠償責任共済
緊急追加募集

しかも家族全員が補償の対象

境科学研究所の統合・独法

年間1000円で
最高１億円

化問題について報告があ

り︑公衛研の役割について

もっ と多くの住民に知ら

せ︑９月議会に向けて引き

続き奮闘する決意が語られ

ました︒女性の多い子ども

家庭センターでの過酷な勤

務実態も報告されました︒

教委支部からは︑改正さ

れた育児・介護休業法等に

もとづいて︑仕事と家庭の

両立支援制度を拡充するた

め︑女性部として運動を大

きく広げてほしいとの要望

が出されました︒

いずれの発言も︑厳しい

職場環境を反映した発言

で︑女性が安心して働き続

「自転車保険」が義務化

12

23

2016若手職員のつどい

７月より

（４月施行）
大阪府自転車条例

名の代議員から発言があり︑活発な討論を通じて向こう１年間

の運動方針を全会一致で決定しました︒

れました︒また︑来年３月

には大手前に﹁国際がんセ

ンター﹂がオープンし︑手

けられる職場をつくるため

に奮闘する決意も語られま

した︒

大会では﹁戦争法廃止を

求める決議﹂を全会一致で

採択しました︒

今年度はこれが最後です！

た︒大会では

欠員・人員不足で
職場は多忙化

保健所支部からは︑産休

術件数や業務量の増加が予

・ 育休の代替配置ができ

病院職場からは︑恒常的

看護師をめざした長期自主

ず︑職場が多忙化している

測されることも報告されま

研修支援制度の影響もあ

実態が報告され︑正規職員

した︒

り︑いっそう職場が多忙化

な欠員や専門看護師や認定

している実態などが報告さ

女性部定期大会

第62回

女性が安心して働き続け
られる職場をつくろう
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