
 

 

小委員会交渉議事録 

 

１ 日 時：令和 3 年 8 月 30 日（月）午後４時 30 分～午後５時 30 分 

２ 場 所：ATC 共通会議室１・２ 

３ 議 題：「職員に対する熱中症対策等安全衛生について」 

４ 出席者：局 側：職員課担当係長 他３名 

組合側：書記次長 他４名 

５ 内 容 

（局） 

ただいまから、職員に対する熱中症対策等安全衛生についての交渉を始めさせてい

ただく。本件については、８月 19 日に労働組合から職員に対する熱中症対策等安全衛

生について申し入れがありましたので、当局から初めに回答させていただき、その後労

働組合からの意見を伺いたい。 

   連日暑い日が続く中、施設課工務課の職員については、現場での監督業務等に励んで

いただき、お礼申し上げる。 

まず、工務課・施設課への電動ファン内蔵作業服の導入については、2019 年度職場

要求での交渉を受け、夏場等の立ち合い業務について随時水分補給を行うこと等によ

り熱中症に注意するなどの対応をお願いするとともに、他局の事例も参考にして導入

に向けた検討を行うと回答している。 

しかしながら、工事監督業務に従事する職員については、客観的なデータが不足して

いるなど検討が不十分であることから、導入の必要性を継続して検討することとなっ

た。また、職員課としても基準や仕様等を統一するほうが効率的であると考えることか

ら、被服制度として整理することを検討しており、改めて熱中症リスクの有無や有用性

などを調査しているところである。 

次に、当局における熱中症対策については、健康局から発信される暑さ指数に関する

情報提供や熱中症予防に関する注意喚起に取り組むとともに、各所属において、業務内

容や作業環境などに応じた環境整備を行っている。 

具体的には、気温が上昇する夏季に入る前に、各所属に対し熱中症予防情報等を周知

しており、安全衛生委員会等においても同内容について周知しているところである。併

せて所属においては、ミーティング等を活用し、熱中症対策に関する注意喚起を行って

いる。 

また、局施設内で業務に従事する場合には、現場詰所等を設置し、水分補給などを適

宜実施できるよう環境整備を行ってきたところである。 

いずれにしても、職員の安全衛生を考慮し、熱中症対策に引き続き取り組んでまいり

たいと考えている。 

以上が回答となるが、労働組合の方からのご意見等を伺いたい。 



 

 

（組合） 

只今、申し入れに対する回答をいただいた。導入に向けて検討するということで、

確かに 2019 年度の職場要求の回答としてはそのような内容があった。ただ、今言わ

れているのは、客観的データが無いから継続して検討していく、そこについては、お

聞きしていない内容である。昨年の 2020 年度の職場要求の中でも、被服については

労使で検討していくことを確認しているが、今回、被服制度として電動ファン内蔵作

業服について整理するということも聞いたことはない。そういった話がまだきていな

い中で、申し入れの内容としては、１つは電動ファン内蔵作業服についての議論経過

を教えてくださいということ。２つめは、今導入されていない、その判断理由を伺い

たいという内容であるが、これは検討中ということが局の答えになるのか。 

 

  （局） 

 そうである。 

 

（組合） 

局としての安全配慮の考え方は、暑さ指数、予防喚起、ミーティング等で熱中症に気

を付けるように、ということであるが、それは必要なことだと思う。ただ、例年暑くな

ってきており、気候変動等、いろんなことを言われているが、専門家ではないのでわか

りませんけど、実際、暑さは身体で実感している。その中で、いつまでも注意喚起だけ

ではなく、何らかの対策というのは当局としても考えていただかないといけないので

はないかと思っている。今、街中を歩いていてもいろいろな労働現場がある中で、やは

り、それぞれの会社でも労働者に対しての熱中症対策をやっていると思う。皆さんも見

られたことあるかと思いますが、例えば、守衛で立っている人の後ろにスポットクーラ

ーが設置されているし、駅中でも、スポットクーラーを置いて背中に冷気を当てながら

仕事をしている。また、工場を見学しに行くこともあるのですが、やはり、冷水器が置

いてあったり、塩分摂取のための飴が置いてあったりと、使用者側として労働者に対し

て様々な安全対策を行っている。今までと同じような考え方では、猛暑日が続く中でな

かなか難しいのではないか。そのあたりも含めた、熱中症に対する安全配慮を当局には

考えていただきたい。ミーティングでの注意喚起だけが当局の安全配慮とは考えられ

ないので、今までと違う状況というのも考慮し判断いただきたい。 

 今回、小委員会交渉ということで、ブロック、当該の分会長にも来てもらっているの

で、現場の声を伝えさせていただきたい。まずは、ブロックの方からは何か意見はある

か。 

 

  （組合） 

  この間、書記次長の方からもあったように、職場要求含めて電動ファン内蔵作業服に



 

 

ついては、要求してきたところであり、何よりも、この話の始まりは、計画施設分会か

ら上がってきた話である。実際、技術職員には導入されている事例がないが、技術職員

から導入してほしいという話が始まりであり、繰り返しになるが、局内における熱中症

の予防・対策が、情報提供または周知、ミーティング、何か物は出して後は所属でお願

いしますというものが多い。実際どのように周知されたかというのは、職員課で把握さ

れているのか。また、毎日の暑さ指数等のメールにおいて、厳重警戒であるとか危険に

変わるとき、所属はどのように周知しているのか。 

 

（局） 

まず、庁舎の安全衛生委員会の中では、夏季に入る前に熱中症の予防に関しての周知

を行っている。それを職員課（研修・厚生）から発信して、各所属の安全衛生委員会に

も周知して予防対策を行っているということを確認している。併せて、メールでの周知

を職員課（研修・厚生）から各所属に対して実施しており、それを受けて各所属から関

係者にメール転送やミーティングで声掛けなどにより周知している。 

 

  （組合） 

  必要な作業をされる方には届いているという認識か。 

 

（局） 

 そうである。 

 

  （組合） 

 例えば、そういったメールが来た日は、管理職等は職員への声かけや、当日の体調把

握、例えば「昨日お酒を飲んだか」などを確認する等、熱中症等は体調が悪い時になり

やすいということを踏まえ、もう一歩踏み込んだ声かけみたいなことがされているの

か。 

 

（局） 

  メールについては庶務を通じて、全員に周知している。その内容によって、個別に工

事の方の係長が個人的には声掛けはしているとは思うが、組織的にというところでは

そこまでできていない。 

 

  （組合） 

  わかりました。 

 

 



 

 

（局） 

  工務課でも同じで、現場に係長と監督が勤務しており、係長を中心に熱中症に関わら

ず、体調の管理ですとか夏季休暇の取得であるとか、そういうところを一緒にやっても

らっている。 

 

  （組合） 

  聞いていると、当局の安全配慮の考え方が、注意喚起と言いながら職員課の方は把握

していないし、組織としては、メールについては配布しているが、そこまでのことはで

きていない、というような回答と理解している。係長が何らかのことをやっているだろ

うと言うが、係長任せになっているのではないか。夏季休暇は夏季休暇で絶対取らない

といけないものなので、そこは安全配慮義務という話には関係がない。やはり、そうな

ってくると、当局として本当に熱中症のことを考えているのか疑問に感じる。回答とし

て、ミーティングであったり予防の周知であったり、注意喚起をやっていますと言うの

であれば、具体的な話であったり、実例などを話していただいた上で、適切にやってい

ると言っていただければ、やっていますねという話になる。どんな感じでやっているか

わからないとか、係長に任せているとかの話になると、本当に安全配慮をしているのか、

というふうに疑問に思ってしまう。 

 

  （組合） 

  実際、各職場では人員の配置の方法など、別途課題はあると思うが、それであるなら

ば、局として大枠の熱中症対策、屋外作業等の高温多湿になるような場所での業務があ

る所属への異動の配慮や、作業をするにあたって体調などを確認するなどは行ってい

るのか。高血圧や糖尿病など、持病がある人は熱中症の危険性が高いなど、こういった

ことは周知の事実であるが、健康診断結果により配慮するなどは行っていないのか。 

 

（局） 

  持病のある人への配慮について、すべてを把握しているわけではないが、体調が悪い

ということであれば、申し出を受ければ業務から外す、別の職員を入れるといったこと

は行っている。 

 

  （組合） 

  実際、そのような作業を行う職員や管理職など対し、熱中症対策を含んだ労働衛生教

育を行っているのか。 

 

（局） 

  夏季に入る前に、熱中症の予防に関するパンフレットなどにより安全衛生委員会等



 

 

を通して周知する対応は行っている。 

 

  （組合） 

  局として、熱中症対策の関しての方針や指針などを決定するにあたり、国や都道府県、

環境局などが作成している方針など、参考にされているものはあるのか。 

 

  （局） 

  当局独自のものや、市が作成するものは、今日現在は存在しない。厚生労働省が熱中

症対策要綱を作成しており、それを各所属に情報提供し、業務内容や環境に応じた対策

を実施している。 

 

  （組合） 

  私も厚生労働省の要綱を確認したが、いわゆる職場で配慮しなければならないもの

とされている部分を質問させていただいた。また、要綱の中には、被服の中で通気性の

いい服、また体を冷却する服の着用も好ましいというのがある。これは、最近の話では

なく、平成 21 年頃からすでにあった文言である。我々は、国などの指針等に沿って対

応することが多いと思うが、この要綱で好ましいとされている対応を取らないとする

検討などがあったのか。 

 

（局） 

  厚生労働省の要綱やガイドラインにおいては、基本的な総合的な対策が記載されて

いるものと認識している。水分補給を適宜とるというのも必要ですし、あとは、長時間

労働にならないようにする、健康管理のことなどが記載されており、被服に関しては通

気性のいい服ということが書かれている。なお、熱中症対策は、作業内容や現場の状況

を勘案して、とるべき対策を決定し実施するものと思う。実際、現場で作業される水道

センターや浄水場に関しては、一定そういったガイドラインの趣旨も勘案したうえで、

個別の業務内容や作業環境などを精査し、電動ファン内蔵作業服に関して導入してき

ているところである。ただし、技術職員の工事監督業務については、そのあたりの検討

が不十分であるということで、今年度継続して検討するということである。 

 

  （組合） 

  工事監督をする技術職員だから、検討が要るということか。 

 

  （局） 

  工事監督業務については、直接作業を行っているわけではないということが、現場作

業との違いと認識している。また、工事監督業務に関しては、現場事務所などの環境整



 

 

備を行っており、そこで水分補給などをとることが可能となっている。現在の対策に加

え、さらに電動ファン内蔵作業服が必要かどうか、というところについて、もう少し検

討が要るということで調査しているところである。 

 

  （組合） 

  今のところ、技能職と技術職の違いというのは、この気温下で長時間現場作業をして

いるかどうか、ということか。後程、分会長を含めた現場の生の声をご説明させていた

だくが、認識としては、技術職員は現場で長期に留まって作業をしているケースがごく

少ないから、現場の検証をしているという認識でよろしいか。 

 

（局） 

  直営作業をしているところに関しては、労働強度が高いと考えている。工事監督の業

務に関しては、日によってバラつきがあろうかと思うが、労働強度としては直営作業と

比較して低いのではないかということである。 

 

  （組合） 

  工務課だが、先ほど、技術職は技能職と比べてそこまでというお話があったが、私も

現場事務所に勤務することがあるが、やはり、直射日光が当たる中で、なかなか日影が

少ないというところもある。水分補給は大事だと思うが、なかなか、体の中から冷やす

ということができているのか疑問である。電動ファン内蔵作業服の必要性について検

討されているということだが、何かあってからでは遅い。私としましては一刻も早く導

入してほしいところである。現場作業される民間の作業員は皆さん着用されていて、

「結構、いいですよ。」という声も聞いている。それを着用しているから熱中症が減っ

ているとか、そういったことは直接うかがってはいないが、やはり、全然違うというこ

ともおっしゃっていましたので、早急な対応をお願いしたい。 

 

  （局） 

  業務によって、日によって状況も異なるという認識であり、実際、私も工事現場に伺

い作業状況について確認させていただいた。そういったところに関して、客観的なデー

タが不足したため、今年度に調査等を行っている状況である。 

 

  （組合） 

  施設課です。現場の状況としては、先程から皆さんがお話しされているとおりである。

実際、現実的なところで話をさせていただくと、監督業務ももちろんだが、設計業務に

ついても現地調査が必要になってくる業務のひとつである。どうしても、春から夏の時

季にかけて、現場を調査することがメインになってくる。私も先日、暑い時季に現地調



 

 

査を行ったが、センターや浄水場の作業と比較すると軽度に当たるのかもしれないが、

私が行った電気関係業務についても、マンホールの開閉やケーブルを引くなど、比較的

軽度ではない作業も日によっては存在する。日数でみると、現場で毎日業務している方

と比較すると少ないのかもしれないが、作業日数よりも、熱中症リスクが高い日に技術

職員についても業務していることを考慮してほしい。また、別の課題ではあるが、人員

的に厳しいところもあるので、熱中症対策としてスポーツドリンクなどにより水分や

塩分を摂取するだけではなく、ハード面での熱中症対策として電動ファン内蔵作業服

の導入を前向きに検討いただきたい。 

 

  （局） 

  ご意見いただいたとおり、現場調査などにおいても一定作業が出てくるというのは

聞いており、そのあたりも踏まえて調査検討をしていこうと考えている。また、現場に

行く日数は少ないが、そういった状況もあるということを考慮していただきたいとの

ご意見もいただいたため、そのあたりについても検討等していきたいと考えている。 

 

  （組合） 

  今、分会長２人から現場の内容を発言してもらった。現場としては、電動ファン内蔵

作業服があれば快適に業務ができるし、快適に業務ができるということは次の日にも

疲れが残らない、という部分もあり、それが水道局としても良いことに繋がっていくと

思っている。ただ、気になるのが調査検討中ということである。本件は 2018 年度から

出ている内容ですので、施設課、工務課でこの間どういう議論、検討をしてきたのか教

えてほしい。施設課、工務課の業務は本日お越しの皆さんも担当されてきていると思う

が、皆さんが担当されていた頃よりは気温もだいぶ上がっており、電気室での調査など

は本当に暑い。そういう環境での作業というのは本当に苦しい作業だと思いますので、

長時間、短時間は関係なく判断いただきたい。そのあたりの作業は、お２人はご存じだ

と思うので、その辺も含めてこの間、どういう調査検討をされてきたか教えていただき

たい。 

 

  （局） 

  調査検討というと、現在職員課で行っている検討に終始すると思うが、工務課として

は基本的に屋外作業も多く、現場に出ていただく機会もあるということは認識してい

る。安全衛生委員会からいただく知識などは常々共有しながら、現場に行くときや、現

場事務所に電話するときには声掛けは必ず実施している。そういうことも踏まえて職

場要求も頂いており、昨年予算要求を行ったところである。結果、まだ予算措置がされ

ていない状況であるが、これにつきましては、引き続き調査に協力しながら、次年度以

降に何とか導入したいと考えている。 



 

 

  （局） 

  施設課としても、職場要求で上がっているため、どのような作業において環境の悪い

中での作業となっているのかを確認し、現場の声からもあったように、夏場の拘束時間

が長い中で作業いただいているという現実を確認し、業者の作業員も、近年、現場作業

に従事される方がほぼ着用されているということも確認した。また、他都市においても、

導入実績があるということを踏まえ、予算要求いう形で進めていく。 

 

（組合） 

  施設課、工務課ともに必要という考え方でよいか。 

 

  （局） 

  そうである。そのため予算要求を行っている。 

 

  （組合） 

  施設課、工務課ともに、現場で働く職員を見て空調服があればいいのにと、いう考え

を持っていただいていると。働いている現場は、お二人が働いていた何年か前とは気温

も違い、毎年上がっている状況であり、実感としても暑くなってきているので、そこは、

施設課、工務課としては職員の熱中症対策、安全配慮として必要だと思っていただけて

いるということを今確認できたことは、非常に重要だと思っている。となれば、所属と

して必要だと言っているのに、なぜ当局としてまだ調査しなければならないという見

解になるのか理解できない。一番近くで見ている人たちが必要だとなっているのに、な

ぜ局としての安全配慮としての電動ファン内蔵作業服の購入に踏み切れないのか。そ

こが、いわれている現場作業と監督業務は違うとか、そういう単純な問題ではなく、本

当に今気温が上がってきている中で、それが必要だという現場や所属の声というもの

を当局として聞いていただき、そこは、局としての安全配慮として考えて頂きたい。 

 

  （局） 

  局の中で、そういった導入を判断するにあたっては、検討プロセスを経ないといけな

いところがある。所属として、必要性等を主体的に検討していくにあたっては関係各所

に説明等が必要になってくる。そういった中で、全体を通してみたときに、最終的な判

断がされていく。それに関して、不十分な部分があったため、今年度引き続き調査検討

することになったということである。 

 

  （組合） 

  何が不十分だったのか。 

 



 

 

  （局） 

  「暑い」という部分は理解しているが、客観的にデータなどが不十分であったため、

そのあたりを調査検討しているところである。 

 

  （組合） 

  浄水場と水道センターはデータがあったのか。また、調査はしたのか。 

 

  （局） 

  水道センターは、現場で写真撮影を行い、その時の気温測定を行い、それらを資料化

していた。 

 

  （組合） 

  それはどのくらいの期間測定していたのか。 

 

  （局） 

  調査期間等については、手元に資料ない。 

 

  （組合） 

  浄水場はどうだったか 

 

  （局） 

  水道センターのものしか確認できていない。 

 

  （組合） 

  言いたいことはわかる。何かを購入、導入するときに調査をして、検討するというの

はもっともだと思う。確かに、温度などを測るのも必要だと思う。ただ、この間すべて

そのようにやってきているのであればまだしも、ここの部分だけ作業している、してい

ない、監督業務だからということをおっしゃるが、ここは不要だというふうに受け取れ

て仕方がない。そこは、調査しなければわからないという感じになっているが、水道セ

ンター、浄水場ともそこまでの調査はしていないはずである。 

 

（組合） 

  いわゆる暑さ指数に応じたメールは送信いただいている、それに応じて周知されて

いるということだと思うが、実際、それに対してのデータはどこから取っているのだろ

うと思い調べると環境省であり、過去 5 年、10 年の日別時間別の暑さ指数が出ている。

それを見るだけで、実際この 3 年だけで 40 日超えていて、今年はまだ 8 月ですけど 30



 

 

日を超えています。それだけで十分だと思うし、むしろ、そのデータは局から各課にだ

しているのでは、とも思う。測る、測らないというところよりも、実際、国が暑いです

よ、気を付けてください、と言っているわけである。軽作業ならば軽作業の指針も出て

いるし、実際、監督業務における筆記作業などは軽作業に分類されており、暑さ指数は

30 とか 29 とかそれ以上なら注意が必要となっている。そのデータだけで充分ではな

いか。暑いですよ、注意してください、と通知するのであれば、局としてどんな対策を

とるのか。結局は、自分たち次第なのかと思ってしまう。一歩踏み込んで、国からも有

用性があって、導入を検討しなさい、といわれている、今回我々が要求している電動フ

ァン内蔵作業服は、実際、先ほどから出ているように、業者では導入されています。ATC

においても、空調の業者や警備関係の業者も皆さん着用されている。屋内作業でも着用

するくらい必要とされているものと感じるところで、実際、屋外作業される監督員の皆

さんにはなぜ無いのか、と思うところである。熱中症は非常に危険なものと我々は認識

をしており、下手をすれば、最悪の事態に陥ることもあるということを認識いただきた

い。また、炎天下での作業に出る際に声掛けができない場合や、一人で行く作業もあろ

うかと思う。そういったときに、空調服の一つもあれば、環境整備されているなと職員

も感じると思う。 

 

  （局） 

  熱中症対策につきましては、厚生労働省の要綱でもいろいろな対策が書かれている。

水分や塩分がなくなることで健康障害を起こすというのが、熱中症の基本的な症状に

なっている。そのため、水分補給や塩分補給の必要性などを注意喚起し、併せて現場事

務所を整備するなど、対策を行ってきている状況である。電動ファン内蔵空調服に関し

ては、ここ最近普及してきているという認識であり、民間業者も現場作業員の方を中心

に、会社が支給しているのか個人で購入しているのかは把握していないが、普及はして

きている。浄水場、センターなどを含め、色々な職場からそういった要求もでている。

そういった中で、各所属がバラバラの基準で検討するのではなく、局としての基準を作

るということも必要であると考えている。電動ファン内蔵空調服の仕様等に関しても

同様である。そういったことから、被服としての検討を行っている状況である。熱中症

のリスクが年々上昇してきているということは認識しているが、必要性についてはも

う少し調査検討が必要であるということで今現在、進めているところである。 

 

  （組合） 

  今、そのおっしゃっている調査というのは、どういったところから数値が上がってく

るのか。現場にも調査を依頼されているのか。 

 

 



 

 

  （局） 

   そうである。 

 

（組合） 

  施設課、工務課の現場にデータの提供をお願いしているのか。 

 

（局） 

  熱中症の計数機を調達しており、それを用い測定を依頼している。 

 

（組合） 

  その機械は購入したのか。 

 

  （局） 

  調査するには必要なので購入した。 

 

  （組合） 

  空調服に関しては、施設課から始まったものである。この時は、言われているとおり、

世間一般にそこまで広まっていなかったと思う。ただ、現在はその有用性も認められて

いるのか、猛暑日が続いていることもあって売れている。先ほど、個人で買っているの

か会社で買っているのかというお話もあったが、我々は個人で買って着ることはでき

ない。そのあたりを考慮し、局として導入していただきたい。ちなみに、水道局ではま

だ誰も熱中症患者は出ていないのか。 

 

  （局） 

  出ていない。 

 

  （組合） 

  例えば、熱中症患者が出た際に、横にいた業者さんは大丈夫だったと。一緒に水分取

っていたけど何が違うのか、となった時に、局としてどう対応していたのかという話に

なってくるだろう。こういう話は安全衛生委員会でもされており、それでも導入されて

いない。言われているように、水分補給が一番大事だとは思うので、空調服が無いだけ

で倒れることはないかもしれないが、やはり、防護にはつながる。その時には倒れなく

ても、一週間ずっと暑い環境にいれば、土日に疲労が抜けないこともあるだろう。やは

り、熱を浴び続けるのはよくないと思うし、空調服を着ているだけで、その辺が和らぐ

こともあるだろう。言われているように、局として基準がバラバラというのは良くない

のでまとめたい、というのも理解できるが、それは次の段階であって、今まだ導入され



 

 

ていない職場もあるので、まずはそこに導入してから、局としての方向性を決定すれば

よいのではないか。民間では、守衛にスポットクーラーを設置しているケースも見受け

られるが、それこそ莫大なお金がかかる。でも、そのように会社として導入しているケ

ースもある。それだけ、社員のこと考えているところもあるという話である。他の会社

ではちゃんと対応されているけど、水道局ではされていない。じゃあ、何がされている

のかというと、注意喚起と各自の水分補給、事務所は空調が効いているから大丈夫だろ

うと。そんな中で、皆仕事している。そのあたり含めて、局が本当に職員のことを考え

るのであれば、電動ファン内蔵作業服の導入をすべきである。また、所属のほうも必要

と認めている。特に電気関係業務などは、体調不良の状態では危険が伴う。そういうと

ころも含めて安全配慮はしていただきたい。当局としても、安全配慮をきっちりしたう

えで、所属の声も聞いてほしい。必要性を訴えているだろう。ちなみに現在調査をして

いる現場の測定結果はどうなっているのか。結果によっては不要となるのか。 

 

  （局） 

  まだ、途中なので何とも言えないが、７月の結果をみる限りでは、熱中症リスクはあ

ると考えている。ただ、基準等を考えていく中では、もうちょっと整理していく必要が

あると考えている。今、様々なご意見をいただいて、やはり、熱中症リスクが上がって

いる中では、職場の安全配慮として必要なものだという認識はしている。これまでの状

況と比べ、空調服のような新たな対策を講じるということは検討していく必要はある

とも考えており、職員への安全配慮に関しては引き続き検討を重ね、熱中症で倒れるこ

との無いように、予防対策に力を注ぐ。引き続き、ご理解ご協力いただきたい。 

 

  （組合） 

  それは分かるが、なぜこんなに時間がかかっているのか。この話は 2018 年に出た話

であり、今は 2021 年である。2019 年に検討が始まって。まだというのが私的には信じ

られない。その中で、熱中症に対して危惧していると言われても、それが本当なのかと

疑念を抱く。もしそのように考えているのであれば、今すぐ購入すべきではないのか。

過去、被服委員会において、労使で被服制度について確認しながらやっていこうという

話にもなっていたはずである。気候変動で猛暑続きの中で、今言われている電動ファン

内蔵作業服だけではなく、さまざまな被服についていろいろなことを考えていかなけ

ればならないであろう。なのに、今回、労働組合が知らないままに、基準を揃えるため

にと、勝手に調査を開始している。その辺も、なぜ急にそのようなことをしているのか、

そういうのは一緒にやっていきましょう、としていたはず、という話になるってくる。

熱中症対策をしなければいけないと思っていますと、それはありがたい言葉ではある

が、2019 年に検討すると言って全然検討もせず、今から調査するとなっていることを

踏まえると、信じることができない。また、その調査の内容も結構大きい調査をしよう



 

 

としていて、局として全体的に考えるとなった場合、被服制度の話になりますよね。被

服制度については、労使で一緒にやっていきましょうよって言ってくれているのに、勝

手に進めているっていう。そこが、私としては裏切られた感がある。当局として、今ど

う考えられているのかを聞かせてほしい。 

 

（局） 

  調査に関する説明が遅かったことに関しては申し訳なく思っている 

 

  （組合） 

  それは、情報提供だけの話である。そうではなく、こういう調査をしたいということ

も本当は相談してほしい。こういうことを考えていて、こういう調査をしようと思って

いるということを。それは交渉事項ではないが、一緒にやっていきましょうと言ってい

る中で、労働組合の意見も聞きますよと言ってくれているのであれば、新しいことを行

うのであれば、そのあたりはちゃんとしてほしい。当時はそのように対応していたが、

今後は局だけで検討します、と言うのであれば別ですけど。そこは、労使でやっていき

ましょうと言ってくれている。それであれば、勝手に進めていくのはどうかと思う。今

までの話は嘘だったのかと。多分、熱中症対策をしたいというのは本心だと思っている。

当局と同様に労働組合も、職員、組合員の安全衛生を守るために、というのは持ってい

る。ただ、そこで一緒にやりましょうと言いながら、勝手にやられたり、検討すると言

いながらその結果も出さずに 2 年後に検討を開始したりと、そういうことをされると

ね。今回、職場の思いも聞いていただけたと思います。所属の方も、必要性の判断して

いることを分かっていただけたのかなと思いますし、現在、猛暑日が続いており、実感

できる暑さ、異常気象と言える状況になっているので、労働者に対する業務上の安全対

策についてきっちりしていただきたい。今回、職場の思いを聞いていただいて、当局と

して、安全配慮を行っていただきたいと思っているで、再度、誠実な対応をしていただ

くように求める。 

 

  （局） 

  本日はさまざまなご意見、ご要望をいただいた。やはり、労使として、職員の安全配

慮、特に熱中症対策に関しては取り組んでいく必要があると、改めて認識させていただ

いたところである。職員が安全に、効率的に職務が遂行できるよう適切に対応していき

たいと考えている。また、現在行っている調査に関してはある程度、結果がまとまれば

説明の方をしていきたいと思うので、今後ともよろしくお願いする。 

 

  （組合） 

  今、ブロック及び分会長からの意見を聞いていただきました。それをもって、改めて



 

 

検討いただき、その回答を示していただきたいと思っている。今回、職場の思いも理解

していただけたと思うので、もう一度、当局に検討いただき、検討の結果を基に、再度

交渉をさせていただきたいと思うがどうか。 

 

（局） 

  改めて、交渉の場を持つということか。 

 

  （組合） 

  再度交渉の場を設けて頂き、その中で、回答をいただきたい。我々としては早期の導

入を求めており、それに代わるものも示されていない。水分補給や注意喚起しか言われ

ておらず、それは当局の安全配慮になると思っていない。 

 

（局） 

  再度検討して、回答させていただきたいと思うので、本日の交渉はこれで終了させて

いただく。 

 

（継続協議） 


