２０１５年度賃金確定市労組連要求に対する回答
要

求

回

答

１．地域経済の振興・消費不況の克服・生
給料月額の減額措置については、本市の
活改善のために、賃金カットを中止する 危機的な財政状況に対応するため、さらに
こと。また、生活改善につながる基本賃 は将来世代に負担を先送りしない、持続可
金の改定と一時金の引上げを行うこと。 能な行財政基盤の構築に向けた取り組みと
して、引き続きご協力いただいているとこ
ろである。
４．公務の「公平性・中立性・安定性・継
続性」の確保を歪める「能力・成果主義」
賃金や「人事評価制度」「相対評価」の
結果と「給与制度」のリンクを止めるこ
と。
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人事評価の給与反映については、大阪市
職員基本条例においても、
「人事評価の結果
は、任用及び給与に適正に反映しなければ
ならない。」としており、さらには「昇給及
び勤勉手当については、人事評価の結果を
明確に反映しなければならない。」と規定し
ている。
これに関しては、人事評価結果を活用し
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
ことが職員のやりがいや、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
る。
これまで以上に職員の頑張りや実績に報
い、執務意欲の向上に資するため、平成 26
年度から昇給制度並びに勤勉手当制度を変
更し、さらに平成 27 年４月から昇給制度の
改善を行ったところである。今後とも職員
の士気の向上につながる制度となるよう、
制度検証を積み重ねてまいりたい。
また、勤勉手当制度においては、原資月
数の改定を踏まえ、別紙「勤勉手当の支給
月数について」のとおりの支給月数とする。

５．給料表の改善を行うこと
(1)大阪市に働くすべての労働者の基本
賃金を月額 10,000 円以上引き上げる
こと。
(2)号給を追加し、昇給間差額 1,500 円
を保障すること。
(3)幼稚園教員・保育士の給料表を廃止
すること。幼稚園教員は小学校・中学
校給料表を、保育士は行政職給料表を
適用すること。また、職務の専門性及
び他都市の水準を考慮し抜本的に改
善すること。

別添「給料表」のとおり。
また、保育士の給与については、本市人
事委員会報告を踏まえた新たな給料表を平
成 27 年４月に導入したところである。
給与制度の総合的見直しについては、全
ての政令指定都市において実施勧告が行わ
れていることから、国及び他の地方公共団
体との均衡の観点も踏まえ実施することと
する。詳細は別紙「給与制度の総合的見直
しについて」のとおりとする。
幼稚園教員の給与については、本市人事
委員会報告を踏まえた新たな給料表を平成
27 年４月に導入したところである。
幼稚園教員の「給与制度の総合的見直し
について」は、府費負担教職員の地域手当
の改定状況を踏まえ、判断することとする。

６．諸手当の改善をはかること
(1)住居手当は、支給額、支給基準を改
善すること。
(2)扶養手当について、引き上げをはか
ること。また、扶養認定の所得限度額
の改善をはかること。さらに、配偶者
の父母が同居している場合も、扶養手
当の支給対象とすること。

住居手当については、平成 21 年、国にお
いて自宅にかかる手当が廃止され、また、
地方公共団体においても廃止を基本として
見直しを行うこととする総務省からの通知
が出された。こうした国の動きや、全国の
自治体の状況を鑑み、本市においても平成
24 年８月より廃止した。なお、平成 27 年
４月１日時点において、全国の自治体の
83.4％で持家に係る手当が廃止されてい
る。
扶養手当については、困難である。
なお、平成 28 年４月以降の地域手当、単
身赴任手当については、別紙「給与制度の
総合的見直しについて」のとおりとする。

(3)通勤手当はアルバイト等臨時職員を
含め全額実費支給とすること。また、
経路認定にあたり時間的・精神的な負
担を考慮し改善すること。さらに、交
通用具を利用する場合の認定基準を
改善するとともに、省エネの観点から
希望する職員の自転車通勤を認め、交
通用具利用者(駐輪場代を含む)に対
する手当を改善すること。

通勤手当の経路認定基準については、認
定事務の効率化及び通勤時間の観点等を含
めた合理性の向上を図るため別紙「通勤手
当における経路設定の基準の見直しについ
て」のとおり改定し、これに合わせて旅費
の取扱いの一部を別紙「旅行区間に通勤定
期利用区間が重複している場合の取扱いの
変更について」のとおり改定する。
また、１箇月当たりの通勤所要回数の算
出については、国民の祝日に関する法律の
改正に伴い、別紙「国民の祝日に関する法
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律の改正（山の日の制定）に伴う改定につ
いて」のとおりとする。
その他の事項については、困難である。
(4)初任給調整手当(医師)を改善するこ
初任給調整手当については、平成 26 年４
と。また、保育士に支給すること。
月に本市人事委員会勧告及び国の改正内容
を踏まえ改定を行ったところであり、困難
である。
保育士についても、困難である。
(5)夜勤手当(現行を 100 分の 50 に)、
超勤手当(現行を 100 分の 150 に)、
深夜超勤手当(現行を 100 分の 200
に)の支給率の改善をはかるととも
に、超勤手当の算定基礎に住居手当を
算入すること。また、休日出勤につい
ては代休取得とともに超勤手当の割
増分(100 分の 35)の支給も行うこと。

(6)宿日直手当を改善すること。

夜間勤務手当及び超過勤務手当（深夜超
勤を含む）の支給率については、本市職員
の水準が他都市と同水準であることを踏ま
えると、改善を図ることは困難である。
その他の事項についても困難である。
なお、超過勤務手当及び夜間勤務手当の
額の基礎となる勤務１時間当たりの給与額
については、国民の祝日に関する法律の改
正に伴い、別紙「国民の祝日に関する法律
の改正（山の日の制定）に伴う改定につい
て」のとおりとする。
困難である。

(7)退職手当を引上げること。

困難である。
なお、国においては、人事院による「平
成 23 年民間企業退職金実態調査」の結果を
踏まえ、退職手当支給水準の官民較差を解
消するため、平成 25 年１月１日より退職手
当の支給水準を引き下げることとしたとこ
ろである。本市においても国に準じるため、
平成 25 年４月１日より、退職手当の支給水
準を引き下げることとしたところである。
平成 28 年４月以降の退職手当について
は、別紙「給与制度の総合的見直しについ
て」のとおりとする。
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７．格付・昇格・昇給基準の改善をはかる
こと
(1)臨時期間を含む前歴の格付通算など
格付基準の改善をはかること。
(2)行政職給料表５級までの昇格制度の
抜本的改善をめざし、だれもが行政職
４級・技能労務職３級へ昇格できる制
度を確立すること。特に行政職３級へ
の昇格基準の改善をはかり、すでに昇
格からもれた職員への実損の回復を
はかること。
(3)保育士の２級への昇格基準を改善す
ること。
(4)技能労務職２級への選考基準を改善
すること。
(6)技能職員から事務職員等への任用替
は、当局の都合による流動化であるこ
とを踏まえ格付基準を改善すること。

技能労務職３級、行政職４級への格付に
ついては、任用を伴うものであり、能力・
実績に基づき適材適所の観点から任用を行
ってきたところである。今後とも、職員の
士気高揚といった観点から引き続き研究し
てまいりたい。
行政職３級相当級については、主務の級
に位置づけ、人事委員会の選考試験を行う
こととしたこと、平成 24 年度からは、若手
職員の職務意欲の向上・モチベーション付
与の観点から、所属推薦を廃止し、昇格選
考要件を満たした者すべてに受験機会を与
えたこと、また、平成 27 年度からは、社会
人経験者等の 3 級昇格にかかる必要在級年
数を短縮するなど、この間、大きな変更を
行ってきたところである。
技能労務職２級への選考基準について
は、主任選考基準に基づき主任への格付け
を実施しているところであり、引き続き研
究してまいりたい。
行政職への転任にかかわっては、人材の
有効活用等の観点、また技能職員のもつ「知
識・技能・経験」を最大限に活用するとい
う観点から実施しているところである。ま
た、格付けにあたっては、技能職員として
在職期間も考慮しているところである。

(5)休職者などの昇格基準の改善と昇給
休職者等の昇給抑制者に対する復職時調
延伸の復元措置を行うこと。
整については、国等の制度を鑑みて一定の
措置を講じているため改善は困難である。
８．一時金については、期末手当一本とし
て引き上げること。また、住居手当など
を算入し基準給与月額を改善すること｡
さらに、職務段階別加算制度はこれを撤
廃し一律増額をはかるとともに、格差解
消にむけての具体的措置を講ずること。
勤勉手当の成績率については撤廃し一
律増額をはかること。
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期末・勤勉手当の職務段階別加算制度に
ついては、平成 19 年６月期から、職務･職
責の違いを明確に反映させるため、年功的
な要素である在級年数や年齢を加算対象要
件とすることを改めたところであり、改正
は困難である。
その他の事項についても困難である。

９．年金制度の改悪にともなう生活保障の
ため、高齢者の雇用制度の充実・改善を
はかること。また、再任用職員の処遇に
ついて一時金支給率を正規職員と同様
にするとともに、フルタイム職員の賃金
を改善すること。さらに、定年まで働き
続けられる職場環境を整えること。

本市における公的年金の支給開始年齢の
段階的な引上げに伴う年金不支給期間への
対応については、再任用制度を活用するこ
ととして、平成 25 年９月の本交渉におい
て、労使双方で確認したところであり、今
年度末定年退職者の取扱いについても、昨
年度と同様に実施することとしている。
本制度の運用にあたっては、業務執行体
制における要員の調整と密接に関わり、ま
た、職場実態等についても異なることから、
勤務労働条件に係わる諸課題が発生する場
合については、各単組毎での協議として取
り扱っていく。
いずれにしても、再任用制度の適切な運
用がなされるよう各所属と連携を図ってま
いりたい。
再任用職員にかかる一時金支給率を正規
職員と同様にすることは、国・他都市等と
の均衡を考慮すると困難である。

10．１日 7 時間、週 35 時間労働を労使合
意によって実現すること。同時に、拘束
時間の延長なしに休憩時間を 1 時間と
すること。また、「ノー残業デー」の実
施をはじめとし「１日 2 時間以内・週 5
時間以内・月 20 時間以内・年間 120 時
間以内」の時間外労働の規制を労使合意
によって実現するとともに、交替制勤務
について改善をはかること。

勤務時間については、国と均衡を失しな
いよう取り扱う必要があり、改正は困難で
ある。
時間外労働については、これまでも平成
20 年４月に策定した時間外勤務の縮減にか
かる指針に基づき、超過勤務時間の縮減に
向け取り組んできたところであるが、今年
度は、新たな取り組みとして、平成 27 年７
月 15 日から８月 31 日までの期間を「ワー
ク・ライフ・バランス推進期間」として設
定し、定時退庁や事務室の 19 時消灯の取り
組みを行ってきたところである。
今後も、使用者の責務として適正な勤務
時間管理の徹底に努めてまいるとともに、
引き続き時間外勤務の縮減に向け取り組ん
でまいりたい。
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11．使用者の労働時間の管理責任、時間外
労働の本人確認・労働組合の閲覧権を保
障した厚生労働省労働基準局長通達の
徹底により、サービス残業・不払い労働
を解消し、休憩時間を確保すること。

労働時間の管理については、平成 18 年
10 月よりＩＣカードによる出勤簿のシステ
ムの本格運用を開始し、職員の出退勤状況
の把握を含めた労働時間の適正な管理に努
めているところである。
本市としても、平成 20 年４月に策定した
時間外勤務の縮減にかかる指針に基づき、
使用者の責務として適正な勤務時間管理の
徹底に努めてまいるとともに、実際行われ
た超過勤務に対しては、法令に基づく手当
を適正に支給するとともに、労働基準法で
定められた休憩時間の適切な付与の徹底を
図ってまいりたい。

12．使用者として、年休の計画的取得を行
人事室としても、職員の健康保持・増進
うための取組を進め、年休取得を阻害す 及び職業生活と家庭生活等との調和を図る
る調査を行わないこと。
ために、年休の計画的取得を行うことが重
要であると認識している。
年次休暇の取得状況の調査については、
平成 25 年度より行っているところである
が、あくまで、突発的な休暇を早いペース
で繰り返している等があった場合の、職員
の心身の健康状況等を把握する目的で行っ
ているものであり、休暇取得の内容自体を
調査するものではなく、また、年次有給休
暇の取得を阻害する目的ではない。
また、今年度においては、調査時期の年
休残が一定日数を超えている職員について
は、報告の対象外とし、より目的に沿った
調査となるよう改善を図っている。
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13.次世代育成支援対策について、特定事
業主として安心して子どもを生み育て
られる労働環境を保障するため、代替要
員の配置を前提として待遇改善を抜本
的に行うこと。

職業生活と家庭生活の両立支援策につい
ては、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、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し、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を導入するな
ど、諸制度の整備に努めている。
また、特定事業主行動計画については、
平成 26 年４月に次世代育成支援対策推進
法の 10 年間の延長等を内容とする「次代
の社会を担う子どもの健全な育成を図るた
めの次世代育成支援対策推進法等の一部を
改正する法律」が成立したことを受け、本
市においても、平成 27 年３月に、平成 27
年度から平成 31 年度の５年間を前期行動
計画とした新たな特定事業主行動計画を策
定したところである。
また、新たな計画においては、毎年所属
単位で目標設定することを定めたほか、今
年度は管理者層向けにワーク・ライフ・バ
ランス研修の開催等の取組みを行ってきた
ところである。
今後とも事業主の責務として、計画の周
知徹底を図るとともに男性職員の育児休業
等の取得促進など、職業生活と家庭生活の
両立支援に向けた取り組みを推進してまい
りたい。

14．休職、休業、休暇制度などの改善を行
うこと。
(1)メンタルヘルス対策の強化・充実と
ともに、病気休暇・休職後の職場復職
が円滑にすすむよう「病気休職者の復
職支援」の制度を改善すること。また、
年次有給休暇・特別休暇を取得しやす
い職場環境を整えること。

休職者のうち心の健康問題による休職者
の割合が依然として高い状況の中、心の健
康づくり対策は積極的に取り組むべき重要
な課題であると認識している。
引き続き、職員相談事業や啓発活動、職
員への教育・研修等心の健康づくり対策を
計画的に取り組んでまいりたい。
また、病気休職者の復職支援については、
管理監督者向けの「心の健康問題への早期
対応と職場復帰支援の手引き」に沿って実
施している。

(2)介護休暇・看護欠勤制度は取得条
介護休暇・看護欠勤制度については、国
件・有給保障など改善をはかること。 から、従前より国の制度と均衡を失しない
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また、代替要員を制度化すること。

よう強い指導を受けており、取得要件・有
給保障などの改正を行うことは困難であ
る。
また、育児休業者にかかる代替要員の制
度化については、育児休業法第６条に基づ
く任期付職員制度並びに育児休業法第 18
条に基づく育児短時間勤務に伴う任期付短
時間勤務制度について、平成 22 年度より導
入し、平成 23 年度からは、病気休職者や年
度途中での退職等の欠員の代替として臨時
的任用職員制度を活用しているところであ
り、引き続き、適切に運用してまいりたい。

(3)病気休暇の当初三日間の有給化を行
休暇制度については、平成 25 年４月１日
うこと。
付けで、公務能率の向上、職員の適切な健
康管理及び制度の悪用・濫用防止を図る等
の服務規律確保の観点から、病気休暇の当
初３日間の無給化を含む抜本的な見直しを
実施した。
今後も引き続き、適切な制度の運用に努
めてまいりたい。
(4)ボランティア休暇の復活、結婚休暇
特別休暇、職務免除制度については、民
の改善、各種休暇の取得単位を改善す 間並みを基本とする人事制度の構築に向け
ること。また、人工透析にかかる職務 て抜本的な見直しを行うため、平成 22 年度
免除を改善すること。
に国家公務員の勤務条件を基本に民間状況
も踏まえた改正を行った大阪府の制度を参
考に改正・廃止等を実施し、適正に運用を
行っているところである。
今後も国や他都市、民間状況の動向を踏
まえ、適正な職員の勤務労働条件の確保に
努めてまいりたい。
15．職場におけるパワーハラスメント根絶
にむけ、
「パワーハラスメント防止指針」
にもとづき実効あるとりくみを行うこ
とや第三者による相談窓口の開設など
必要な施策を早急に講じること。また、
「服務規律」
「成績主義」の強化、
「分限
処分」を前提とする指導強化によって発
生するパワーハラスメントを防止する
とともに、是正すること。
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パワーハラスメント対策については、平
成 27 年 9 月に指針及び運用の手引きを策定
し、安全衛生管理の観点から取り組むとし
たところである。10 月の人事委員会報告に
おいても「今後は当該指針等の内容を、研
修を実施すること等を通じて広く職員に周
知啓発し、本市におけるパワーハラスメン
ト防止の取組を推進していくことが求めら
れる」とされており、引き続き、研修等の
機会を通じて職員に対する啓発を行うなど
により取組みを推進してまいりたい。

16. 職員の元気回復・福利厚生のための事
業は、民間企業・他都市の実態を調査し、
安心して働き続けられる制度保障を行
うこと。
(1)正規・臨時・非常勤職員を含めた制
度として改善すること。
(2)互助会への雇用者負担を行うこと。
(3)労働安全衛生法を順守し、仕事によ
る強いストレスや過重な仕事による
精神疾患、脳・心臓疾患等に罹患する
ことを防止する取り組みを積極的に
行うなど、職員の健康を確保するこ
と。
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職員の福利厚生については、職員の士気
の高揚や勤労意欲の向上を図る観点からも
その果たす役割は重要であると認識してい
る。
福利厚生の実施にあたっては、時代の要
請にあった、適切かつ公正なものとなるよ
う、絶えず見直しを図ることが重要である。
本市の福利厚生事業については、地方公
務員法第 42 条の趣旨を踏まえ、また、平成
22 年に国より公表された「福利厚生施策の
在り方に関する研究会報告書」の内容にも
留意したうえで、今後とも適切かつ公正な
福利厚生制度の構築に向け、取り組んでま
いりたい。
また、本市では、職員の健康確保のため、
労働安全衛生法に基づく健康診断や長時間
勤務職員に対する産業医による面接指導な
どを実施してきたところである。加えて、
平成 23 年度からは、心の健康づくり対策が
積極的に取り組むべき重要な課題であると
の認識から、ストレス調査を実施してきた
ところである。平成 27 年 12 月施行の改正
労働安全衛生法に基づくストレスチェック
についても実施する予定であり、引き続き、
職員の健康確保を目的として取り組んでま
いりたい。

17．大阪市に働く非正規職員(任期付職員、
非常勤嘱託職員、パート、アルバイトな
ど)の労働条件について、均等待遇をす
すめる立場から正規職員と同等程度に
改善するとともに、正規職員への任用替
えをすすめること。最低賃金について、
「最低賃金協定」を締結し、月額
180,000 円以上､日額 9,000 円以上、時
間額 1,200 円以上の最低保障を確立す
ること。あわせて、一時金、退職金や休
暇等の労働条件を整備すること。
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国において、平成 21 年１月 23 日に地方
公務員の短時間勤務の在り方に関する研究
会が報告書をまとめ、平成 21 年４月 24 日
付け総務省通知「臨時・非常勤職員及び任
期付短時間勤務職員の任用等について」が
出されたところである。
任期付職員の給与について、平成 26 年７
月４日付け総務省通知「 臨時・非常勤職員
及び任期付職員の任用等について」の内容
も踏まえ、平成 27 年４月１日以降、専門的
な知識経験を有する場合においては、昇給
や過去の経験を踏まえた号給の決定等を行
うこととしたところであるが、専門的な知
識経験を有しない事務職員及び技術職員の
育休代替任期付職員の給与についても、昇
給や過去の経験を踏まえた号給の決定等を
行うこととする。
また、平成 28 年４月以降の臨時的任用職
員の給料については、別紙「給与制度の総
合的見直しについて」のとおりとする。
非常勤職員の報酬については、職務の内
容と責任に応じて、決定しているものであ
る。
今後とも、国・他都市の状況も注視して
まいりたい。

