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大阪市水道労働組合 

 

本交渉「2020年度産別統一要求・職場改善要求の申し入れについて」 (11/18) 
 

組合員の切実な要求実現こそが

勤労意欲の向上につながる 
勤務労働条件・職場環境の改善に向けて要求書を提出 

 

組合は、11月 18日に上本町共通会議室で、全水道中央本部

が取りまとめた産別要求に、各分会において集約された要求

事項をブロックで精査したものを加え、「2020年度産別統一要

求・職場改善要求」として当局に申し入れた。 

要求書を手渡した後、委員長より「本日申し入れた『2020

年度職場改善要求』は、組合員が引き続き市民・お客さまサ

ービスを担う上で重要な要求である。今後、真に組合員の勤

務意欲の向上につながる職場となるよう、問題解決に向け、

使用者である当局の誠実な対応を求めておく」と要請し交渉

を終えた。 

組合は、引き続き、当局と交渉を行い、要求実現に向け努力する。 

 

【申し入れ書】 

2020年 11月 18日 

大 阪 市 水 道 事 業 管 理 者 

水道局長 河谷 幸生  様 

大阪市水道労働組合 

執行委員長 粕谷 和彦 

2020年度産別統一要求・職場改善要求申し入れについて 

 日頃は、組合員の職場環境等の改善にも努力されている貴職に対し、敬意を表します。 

私たちは、全日本水道労働組合に結集し、水道事業に働く労働者としての自覚と誇りをもって、市民の信頼と期

待に応えるため、事業の発展のため、昼夜の区別なく精一杯の努力を傾注しているところです。 

本年７月、熊本県を中心に西日本から東日本にかけて、広範囲で記録的な大雨となった豪雨災害は、河川の氾濫

による浸水など各地で甚大な被害をもたらしています。近年頻発している災害にあって、市民生活の安全と安心を

根本から支えるライフラインである水道事業の重要性と、「持続可能な社会」実現のために事業体が果たすべき社会

的役割があらためて示されました。災害支援・復旧においては、長年にわたって培われた「現場の力」が大きな力

を発揮したところです。 

現下の新型コロナウイルス感染症が拡大する状況においても、私たち水道事業に働く労働者は、市民生活に欠か
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すことのできない仕事に従事する「エッセンシャルワーカー」として働き、「コロナ禍」の社会を支え、市民の衛生

的な生活を守り、感染のリスク低下に大きく寄与してきました。事業とそこに働く労働の重要性が、さらに明らか

になりました。 

市民の信頼と期待に応え、安全・安心な事業として円滑に運営され、「現場の力」が発揮されていくためには、そ

こに働く労働者の労働条件と職場環境が十分に確立されなければなりません。 

しかしながら、この間の当局の進めている人員削減や一方的に行われた給与制度改革により、職場環境と生活に

大きな犠牲と負担を強いてきました。そのため、私たちの職場には解決しなければならない課題が山積みしている

のが実情です。 

本年も各分会において職場要求の集約を行うとともに、本部としても全水道産別闘争の一環として、次のとおり

要求の集約を行いました。要求項目は、組合員の切実な要求であり、これらの実現こそが勤労意欲の向上につなが

るものであるといえます。 

貴職におかれましては、この要求に対し、当局として主体性をもって責任ある解決、実現に努力されるよう申し

入れます。 

2020年度産別統一要求・職場改善要求 

１．賃金・諸手当に関する要求 

（１）次年度の給与及び一時金の改定にむけて実質生活を改善するため 4%以上の賃金水準引き上げを行うこと。 

（２）特殊勤務手当については、業務の特性を踏まえて維持するとともに、必要な新設・増額をはかること。 

（３）水道事業に従事する委託民間労働者の賃金及び労働条件の内容を明らかにするとともに、向上をはかること。

合わせて、ＩＬＯ94号条約（公契約における労働条件）をふまえ、公契約条例の制定を市当局へ積極的に働

きかけること。 

（４）水道事業を支える組合員の働きがいや、やりがいが持てるよう給料表の改善を行うこと。特に最高号給に到

達している職員に対しての改善を行うこと。 

①昇格枠とりわけ水道局企業職給料表(1)の 3級昇格枠の拡大をはかること。  

②水道局企業職給料表(2)の 2級昇格条件の改善及び枠の拡大をはかること。 

③55歳以上の昇給停止を見直すこと。 

④号給延長などの給与水準の改善を行うこと。 

（５）課長代理級・係長級に対する管理職手当及び統括手当の新設を行うこと。 

（６）各種資格・免許所有者に対する手当の新設（代替措置含む）と有資格者の確保を行うこと。 

（７）事務・技術職員の月途中の異動に伴う交通費の支給方法の改善を行うこと。もしくは、異動日を従前の 5月 1

日に戻すこと。 

 

２．労働条件に関する要求 

（１）定年年齢の引き上げについて以下のとおりとすること。 

①職員の定年年齢を段階的に 65歳まで引き上げること。 

②60歳を超える職員の賃金は、60歳時点の賃金を維持すること。 

③役職定年制は導入しないこと。 

④職員の多様な働き方の選択肢として、定年年齢引き上げ後も再任用短時間勤務制度や再雇用制度等を維持す

ること。 

（２）それまでの間、雇用の継続をはかるため退職者本人の意向を十分に踏まえ、再任用制度を活用すること。具

体的な給与水準等の労働条件については以下のように行うこと。 

①希望者全員の再任用（フルタイム・短時間とも）を行うこと。 

②再任用の賃金水準は、60歳前の概ね 70％（年収ベース）以上とすること。 



 

③再任用制度の活用が出来ない場合は、雇用と年金の接続する制度として再雇用制度 

を確立し、勤務条件は再任用制度に準ずること。 

（３）年間総労働時間を早期に 1,800時間に短縮するため、次の事項の実現をはかること。 

①超過勤務縮減のための実効性ある施策を進めること。 

②超過勤務縮減をはかるため、時間外割増率を 50％、休日割増率を 100％に引き上げ 

ること。 

③年次休暇の取得を積極的に促進すること。 

④労働時間短縮の為の必要な人員確保をはかること。 

⑤休憩・休息時間について、職員の拘束時間の延長とならないよう留意しつつ、拡充・ 

整備をはかること。 

（４）昨年、労働基準監督署から指導票が出されたことにより、超過勤務申請を伴わないままの業務遂行が多数あ

る事が発覚した。当局側(管理監督者)に起因するもの、職場風土に起因するもの、労働者側の考え方に起因

するものなど理由は様々であると分析するが、「サービス残業は違法行為」である事を再認識し、二度とこの

ような事がおこらない体制づくり・仕組み作りを、労使で取り組むこと。 

（５）各種休暇制度を新設･拡充し、総合的な休暇制度を確立すること。 

  ①家族看護休暇及びリフレッシュ休暇、有給教育休暇（リカレント休暇）の新設、夏季休暇日数の拡大をはか

ること。 

  ②子育て、看護、介護などの休暇制度についての充実をはかること。具体的には育児職免については継続して

実施し、小学校就学以降も朝夕で職免が取れる制度への拡充をはかること。なお、小学校就学以前に利用で

きる制度についても就学以降も利用できる制度へ変更を行うこと。 

③近年、世界規模での気候変動により、台風の大型化や限られた地域に長時間大雨が降るなど、命に関わる気

象警報が出される頻度が高くなっている。小さな子どもを預かる幼稚園や保育園、小学校などは警報発令時

には保護者によるお迎えによって帰宅させており、小さな子どもを持つ組合員は現状休暇による対応を余儀

なくされていることから、特別休暇や職務免除等、必要な組合員が利用できる制度の充実をはかること。 

（６）男女平等・共同参画のための諸施策を推進し、女性の権利確立や環境整備をはかること。また、次世代育成

支援対策推進法に基づく「行動計画」を着実に実施すること。 

①女性職員の採用・登用拡大をはかること。 

②育児休業・介護休暇制度の改正を踏まえ、妊娠・出産・育児・介護に関わる制度の 

改善を行うこと。合わせて、これを実施できる環境（要員の配置）を整備すること。 

（７）労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、各種ハラ

スメント防止に向けた雇用管理上講ずべき措置について協議の上、実施すること。また、いわゆるカスタマ

ーハラスメント(お客様・消費者によるハラスメント)についても、相談体制及びハラスメントを受けた職員

の救済について協議すること。 

（８）水道局では、ストレスチェックの結果においても、全国平均や市長部局と比較してもリスクが高いと結果が

出ている。また、精神および行動の疾患による休職の原因は様々であるが、職場における業務過多も一因と

聞き及んでいる。近年の休職者の実態をふまえ、メンタルヘルス対策のより一層の充実をはかること。特に、

心の健康の保持・増進の観点から職場環境の改善をはかること。 

（９）ワークライフバランス推進の取り組みとして、テレワーク制度の積極的利用や時差勤務制度の活用促進が行

われている。しかしながら、この制度利用ができない職場もあることから、誰もが利用できるような対策を

講じること。また、業務の都合上制度利用ができない職場については職員間の勤務労働条件の不公平感を是

正するために新たな手当の新設も含む対策をはかること。 

（10）業務委託等を行う場合は、社会的な公正労働基準の遵守を必要条件とするとともに、業務の継続性を確保す

ること。 



 

（11）改正障害者雇用促進法に基づき、障がい者の雇用を促進するとともに、必要な職場環境の整備をはかること。 

（12）「職員基本条例」に基づく人事考課制度における相対評価を廃止すること。人事評価制度については、「公平・

公平性、透明性、客観性、納得性」を確保し、人材育成を主眼として、個々人の資質向上をはかること。 

（13）安定的な業務遂行ができるよう現状の職場実態に見合った異動基準に改正すること。特に技能職場において

は、長期採用凍結の中、職員の高齢化が進み、係の半数近くが再任用職員となっているところもあり、配属

期間や所属内の割合だけの基準で判断することなく、職場の年齢構成、職員数の数や技術経験が必要となる

職場に対して配慮した新たな異動基準とすること。 

（14）事務職の再任用職員が増える中、1年毎に配置場所が見直される事が多く、引継ぎに弊害がでるなど業務効率

が悪くなっている。同一職場に複数年の配置をするなど、引継ぎや業務への影響がでないような配置とする

こと。 

（15）現在、定期異動外で係員の昇任昇格があった場合、原則欠員となっている。特に大阪市における組織改編が

多い時期は、イレギュラーな時期に欠員となることもあり、繁忙期と重なることで残る組合員に負担が増え

ることから、定期外の昇任昇格であっても、早期に欠員を解消すること。 

（16）水道センター職員の勤務労働条件の改善のため変則勤務制度を早急に見直すこと。 

（17）技術職員の勤務労働条件について 

①工務課及び施設課において、業務量と人員数の割合が合っていないため有給休暇を取得しづらく、慢性的な

超過勤務が続いている状況となっているため労働条件の改善をはかること。 

②水道センターについては、長年欠員を抱えていることから慢性的な超過勤務依存状態となっている。また、

緊急時や災害発生時では、他都市応援に派遣されることから、人員の確保が難しい現状もある。当局が進め

る超過勤務削減やワークライフバランスの積極的推進と並行して新規採用等により人員の確保を行い適切な

職場バランスの改善をはかること。 

（18）技能職員の勤務労働条件について 

①欠員による職員の労働条件悪化とならないよう定数確保すること。 

②水道センター工事部門については、長期にわたり採用がなく技術の継承が厳しい状況 となっている。シフ

ト制度導入理由であった超過勤務縮減によるワークライフバランスの実現についても、現状は昼間人員が不

足する結果となっている。また、緊急時や災害発生時では、他都市応援に派遣されることから、人員の確保

が難しい現状もある。職場実態に即した人員のあり方を再検討し職員の負担を軽減すること。 

③給水装置工事グループについては、業務量にあった人員体制ではない中で、暫定配置の２人が解消された。

また、２人が増員されたが、それに合わせ新たな業務も加わり、依然として業務量にあった人員体制ではな

く、労務管理をする職員（所属統括・部門統括）が現場出動することが多い現状となっている。職場実態に

即した人員のあり方を検討し職員の負担を軽減すること。 

（19）水道センター庶務グループの人員体制については、ベテラン職員が退職していく中、新規職員が補充されな

いことは、職場が先細りする事は明白であると考える。技術継承のためにも若手職員が必要であることから、

人員増は当然ながら勤続年数や職歴等加味した適切な職場バランスを保てるように改善を図ること。また、

東部水道センターにおいては、現状、給水装置工事グループの庶務業務も管轄としているが、他センターと

人員体制がほぼ変わらない。職場実態に即した人員のあり方を検討し、過度な労働条件とならないよう適切

な対応をはかること。 

（20）災害時の通勤等の在り方について 

①災害時など緊急時における交通費の自己負担の解消に向けた対応をはかること。 

②災害発生時の職員の安全を確保するための休暇制度を構築すること。 

③災害発生時の職員の安全を確保するための宿泊等を含めた移動手段を確保すること。 

④公共交通機関の計画運休時による通勤方法や休暇のあり方、業務のあり方を早急に 

示すこと。 



 

⑤災害発生時や計画運休時における交替勤務など定数職場での人員確保や勤務方法など浮き彫りとなった多く

の課題について、早急に改善がはかれるように各種制度の充実など対策を講じること。 

⑥災害時や感染症などでの緊急時における、車通勤を含めた通勤方法の見直しをすること。 

 

３．水道事業に関する基本的要求 

（１）ライフラインとして生活に欠くことができない水道事業の公営原則を堅持し、住民サービスの向上をはかる

こと。 

（２）料金改定検討にあたっては、逓増制料金体系を基本に、事前に労働組合に情報提供すること。 

（３）水道事業はライフライン事業であり、法の趣旨に沿って事業目的を達成するために、これ以上の業務委託・

人員削減を行わないこと。合わせて、事業体自らが財政と技術の両面から運営基盤の強化をはかること。ま

た、施設を災害・震災から守るための施策を講じること。そのために必要な労使協議を行うこと。 

①事業の継続に必要な人材を確保し、技術継承・人材育成を行うこと。 

   ア．安心・安全の水道事業を持続するために新規採用を含む人員計画を明らかにし、労使協議を行うこと。 

   イ．技術基盤の低下を招くような人事交流は実施しないこと。 

②既に委託化した事業についても、実態を検証し、必要な再直営化を行うこと。 

③施設の総点検を行い、耐震化などの必要な更新事業を実施すること。これに合わせ 

た人員を確保すること。 

④業務実態に基づく人員配置を行うとともに、人員の見直しに伴う勤務労働条件につ 

いては十分な労使協議を行うこと。 

  ⑤事業の統合、広域化などの事業のあり方の根幹となる課題については、運営基盤の強化、公共サービスの向

上のために充分な労使協議を行うこと。 

（４）利用者・住民、労働組合などの参画と情報提供 

水道事業は住民の共有財産であり、事業を健全に発展させるために、事業のビジョン策定などにかかわって、

利用者・住民が共同意思決定に参画できる仕組みづくりを進めること。また、労働組合は事業を推進する上で

のパートナーであり、事業に関する情報を積極的に提供するとともにその活動を十分保障すること 

 

４．震災及び原子力発電所事故に伴う放射能汚染に関する要求 

（１）震災等に伴う、下記の要求に誠実に対応すること。 

①この間の震災等を教訓に、災害時の体制確立と合わせ、事業計画・業務執行体制を見直し、技術継承・人材

育成の検討、適切な人員体制を確立するための労使協議を行うこと。 

②今後の災害応援へ向けて｢災害時等の緊急派遣に関する協定｣などの労働協約の協議を行うこと。 

③災害時における応急給水用バルーンや自家発電設備と燃料の備蓄などの重要性が指摘されており、実効性の

ある対策を講じること。 

④ボランティア休暇の拡大を行うこと。 

（２）原発事故に伴う、下記の要求に誠実に対応すること。 

①原発事故により水道水中に放射性物質が検出されたことは安心・安全の水道事業に  とって重大なことであ

る。引き続き、放射能汚染のモニタリングを関係機関とともに行うこと。 

②原発事故は、今後も何時何処で起きるかわからない。職員の緊急避難を含め、地域の実情に合わせた原発事

故緊急体制の整備・徹底をはかること。 

（３）再生可能エネルギーへの転換について 

大量の電気エネルギーを消費する水道事業においては、再生可能エネルギーへの転換は重要な責務である。

浄水場における、再生可能エネルギーや省エネルギー対策に向けた検討を行うこと。 

 



 

５．その他各職場等に関する要求 

要求内容 項目 理  由 

水道局庁舎（ATC）の空調設備

の拡充 

【継続課題】 

（本庁ブロック） 

全分会 

安全衛生 水道局庁舎の空調設備については、移転当初から課題となって

いる。これまでの間、所属の安全衛生委員会で二酸化炭素濃度

の課題に対し取り組み、空気清浄機の設置など対策もしてきた

が、２ヶ月に一度の二酸化炭素濃度測定において、未だ基準値

の 1000ppm を超える測定箇所がある。また、新型コロナウイ

ルス感染症対策として室内換気を求められる現在では、窓もな

いＡＴＣ庁舎の換気システムに不安を覚える組合員も多い、庁

舎での空調・換気に優れた設備の拡充も含めた換気対策の強化

を求める。 

執務室の拡大 

【新規課題】 

（本庁ブロック） 

全分会 

安全衛生 コロナウイルス感染防止のため、ビニールシートや分散配置な

ど対策がされているところであるが、工務課など配置人員に対

して元々の執務空間が狭い所属がある。緊急事態宣言時は一部

の繁忙所属の対応であったが、さらなる対策が必要となった場

合に対応できるスペースには限りがあると考える。平常時の職

場環境改善と、有事の際に柔軟に対応できるよう執務室の拡大

を求める。 

 

衝突被害軽減装置付き新作業車

両（軽ハコバン）の導入 

 【継続課題】 

（配管ブロック） 

全分会 

安全衛生 作業車両の経年劣化による故障が発生しており、修理費や運転

時に重大な故障等が起こりうることを考えると、新たな車両の

導入が必要と考える。なお今後車両の入れ替え時は、衝突被害

軽減装置付き車両など、安全装置を装備している車両などの導

入すること。 

公用車のバックモニターの設置 

【継続課題】 

（配管ブロック） 

全分会 

安全衛生 車両事故の多くは、後退時に発生しており、コメンタリー運転

は日常行っているが、同乗者がいない単独運転の場合が多く、

周囲の安全確保のために必要だと考える。 

職員数の減少に伴い 1 人での運転が増加し、左右確認は行えて

も、後退時の目視によるコメンタリー運転には限界がある。緊

急車・給水車・特殊車両は導入済であるが、稼働率の高い、現

行車両のハコバンに設置必要と考える。 

休養室の増設 

【継続課題】 

（配管ブロック） 

 全分会 

安全衛生 職員数に対してのスペースが確保されていない状況である。他

グループ間での業務の違いもあり、作業終了後翌日業務まで、

仮眠として利用している。また、災害等の発生により緊急時に

多くの職員が利用することを考えると 増設が必要である。特

に東部給水装置工事グループには休憩・休養室がないのが現状

である。 

熱中症対策 

①電動ファン内蔵作業服貸与 

【継続課題】 

（配管ブロック） 

 全分会 

安全衛生 近年、猛暑となっており、気温・路面温度が非常に高い中、長

時間の作業を行っている。そのため熱中症・脱水症状等になる

危険性が非常に高くなっていることから早急に次の対策をとる

こと。 

①現場作業を行う職員に対し、電動ファン内蔵作業服を貸与す



 

（浄水ブロック） 

 浄水分会 

 送水分会 

 庭二分会 

 豊野分会 

②半袖作業服及び帽子貸与 

【新規課題】 

（配管ブロック） 

 全分会 

③無人機場空調設備 

【新規課題】 

（浄水ブロック） 

維持分会 

④溶存オゾン濃度計点検 

【新規課題】 

（浄水ブロック） 

庭二分会 

ること。その際着回しではなく個人貸与とすること。 

②屋内作業や調整業務などの安全衛生上長袖作業服を着用しな

くても問題ない軽作業（交渉・ＰＲ・申請・協議など）につい

て、半袖の作業服（ポロシャツなど）及び略帽の導入も含めた

新たな被服貸与基準の検討を求める。 

③無人機場に設置している空調設備は故障しているものが多

く、夏場の現場作業中の休憩や作業後のクールダウンができな

いことから熱中症になる可能性が高い。したがって、空調設備

の早急な修繕または交換を要求する。 

④中排オゾン処理装置上屋内にある溶存オゾン濃度計の点検は

時間を要するが、処理装置には高温を保つ設備（約55度）が設

置してあり、室内の気温は常に高い状態であるため、工場扇の

導入などの対策を講じること（４か所） 

夏作業着の改良について 

【新規課題】 

（配管ブロック） 

 全分会 

（浄水ブロック） 

庭二分会 

 浄水分会 

 

 

被服関係 

 

夏作業着ズボン横のポケットを冬作業着と同じく２か所（両方）

に設置することを要求する。巡回点検や現場確認時に安全確保

のため、できるだけ手に持つものを少なくする必要がある。現

場へは、懐中電灯、簡単な工具、タオル、施設の鍵等をポケッ

トに入れることがあり、ポケットが１つでは足らない。また、

金属製のカギなどを腰にぶら下げていると、電気養生の際に危

険を伴う可能性もあるので、ポケットに入れる必要がある。 

全無人機場への冷蔵庫と電子レ

ンジ設置 

【継続課題】 

（浄水ブロック） 

整備分会 

 

福利厚生 全無人機場は冷蔵庫と電子レンジが設置されておらず、無人機

場での業務の際は、弁当や飲料水を高温多湿の地下機場等での

保管となり、食中毒や熱中症等の不安がある。持参弁当を電子

レンジで温めることによる殺菌効果もあることから無人機場に

冷蔵庫と電子レンジの設置を求めた。 

昨年の回答では、「電子レンジについては、無人地下機場等での

業務の際に持ち込める電子レンジの購入を念頭に購入を検討し

てまいりたい。冷蔵庫については、クーラーボックスの活用に

より、対応してまいりたい。」とあったが、現場の無人機場に登

庁前直行や自宅直帰の場面が多々発生している状況で、携行す

るのが困難であると思われることから、無人機場に冷蔵庫と電

子レンジの設置を強く要求する。 

 

 

 

 



 

業務提言 

職場改善要求集約で業務上のことが多数出たため、業務改善のため参考に提出します。 

要求内容 理  由 

ETCの全保有車両への設置 

【新規課題】 

（浄水ブロック） 

整備分会 

 維持分会 

政府が高速道路料金の現金徴収ブースを廃止検討しているなか、今後は現金

にて高速代の支払いが困難になると予想される。また、コロナ対策として、

現金徴収ブースでの高速道路職員との接触や、現金を介しての感染を防ぎ、

感染リスクを最小限に抑えることができることから、ETC の全保有車両への

設置を要求する。 

なお、複数台で配水場等に行く場合にETC未装着の車両とでは、到着時間と

帰場時間に差が出るため、ETC装着車両も高速で帰れない状況があることも

聞き及んでいる。 

軽油の給油をガソリンカードで

の取り扱いに変更 

【新規課題】 

（配管ブロック） 

 全分会 

（浄水ブロック） 

整備分会 

現在は軽油を給油する際に庶務担当へ事前に給油量を申告し、小口現金にて

給油を行っているが、給油日が指定され、また、現金給油に伴う手続きに手

間が掛かることから、一般的なガソリンと同様にガソリンカードでの取り扱

いを要求する。 

コピー機及びカラー印刷に対応

したプリンターの設置 

【新規課題】 

（浄水ブロック） 

送水分会 

 

コロナ対策により、総合管理棟３階で執務していた技能職員（日勤及び交替

Ａ）が１階大会議室へ移動をしたが、執務室にコピー機とカラー印刷に対応

したプリンターがなく印刷する際は、執務室から離れた事務所などに借りに

いかなくてはならず不便である。コロナ対策の弊害としか言わざるを得ず、

早期にコピー機及びカラー印刷に対応したプリンターの設置を要求する。 

大型工事の手直し対応 

【新規課題】 

（浄水ブロック） 

豊野分会 

 

豊野浄水場、楠葉取水場において複数年をかけての大型工事が行われている

が、工事完了後に見つかった不具合に対し手直しを確実に行うこと。完成後

は数十年も使う設備のため、使用時に見つけた不具合などは、次の大型工事

に活かすのはもちろんのこと、業者による瑕疵とはならない手直しなどは予

算を確保し、改修すること。 

 



 

【交渉録】 

（局１） 

○ それでは、ただ今から、「2020 年度産別統一要求・職場改善要求の申し入れ」についての交渉を始めさせてい

ただく。 

 

〇 本件については、10 月 21 日に予備交渉を行い、書記次長を通じて交渉事項として取り扱う事項について、事

前に労使双方で確認を行っており、本日は労働組合から産別統一要求・職場改善要求について、申入れがあると

いうことであるので、よろしくお願いする。 

 

＜申し入れ書手交＞ 

 

 

（組合） 

● それでは、2020年度職場改善要求について、申し入れを行ってまいりたい。 

  

＜申し入れ書(前文)読み上げ＞ 

 

（組合） 

● なお、要求項目の詳細については、10月 21日に行った予備交渉で確認したとおりとしているので、よろしくお

願いする。 

 

● 賃金については、新型コロナウイルス感染症の影響により、月例給を含む報告・勧告が未だされていない状況

の中、一時金の引き下げ勧告だけが先行して行われた。 

 

● 大阪市においては 2012年度に一方的な給与制度改革により、組合員の給与水準が大幅に引き下げられ、生活水

準に大きな影響を与えていることから、組合員の一時金に対する期待は非常に強く、かつ切実なものとなってい

る。 

 

● そのような状況での一時金引き下げであり、コロナ禍においても、市民の生活と生命を守るため、安心・安全

で良質な水を絶やすことなく安定的に供給ができるように、自らの不安を顧みず、全力で職務に励んでいる組合

員の努力を踏まえているものとは言い難いものであるが、社会情勢もあり、市労連交渉も踏まえ、単組としても

基本的に了承としてきた。 

 

● 「給与制度改革」以降、多くの組合員が昇給・昇格もできずに、各級最高号給に達しており、組合員のモチベ

ーションは、低下する一方である。組合員の「働き甲斐」の向上につながるよう、給料表構造等の抜本的な改善

を行うとともに、昇給・昇格改善を含めた総合的な人事・給与制度を、早急に構築するよう求めておく。 

 

● 人事評価制度については、この間、市労連交渉で指摘しているように、相対評価そのものが公務に馴染む制度

ではないと認識しており、相対評価の給与反映については即時廃止するよう改めて強く求めておく。 

 

● 人事評価制度の目的は人材育成であり、評価結果を勤勉手当や昇給号給数に反映することで組合員の間に格差

を生じさせることを目的とするものではない。組合員一人ひとりの能力の違いや各職場事情等を十分考慮し、制

度の趣旨に合致した制度構築が必要である。 



 

 

● 勤務労働条件の改善について、この間、水道センターの変則勤務制度を早急に見直すことを求めてきた。当局

の回答は常に検討するとのことであり、一向に前進した回答となっていない。早急に、この間の検討結果を踏ま

えた改善策を示すよう強く求める。 

 

● 福利厚生についても、事業の廃止・見直しが行われており、この間、市労連の確定交渉において使用者の責務

として職員の福利厚生の充実について求めているが、残念ながら前進した回答とはなっていない。 

 

● 我々は、快適な職場環境づくりの取り組みを通じ、組合員の安全と健康、さらに福利厚生の充実を確保してい

くことが、組合員の士気の向上につながり、 

ひいてはそのことが市民サービスの向上につながるものと考えている。 

 

● そのことからも、本日申し入れた「2020年度産別統一要求・職場改善要求」は、組合員が引き続き市民・お客

さまサービスを担う上で重要な要求である。  

今後、真に組合員の勤務意欲の向上につながる職場となるよう、問題解決に向け、使用者である当局の誠実な

対応を求めておく。 

 

（局２） 

○ ただいま労働組合から2020年度産別統一要求・職場改善要求について、申し入れがあったところである。 

当局としても、職員の安全衛生対策、福利厚生を適切に講じ、働きやすい環境を整備することは、本市水道事

業の円滑な推進及びお客さまサービスの一層の充実につながる大変重要なことと認識している。 

本市水道事業を取り巻く状況は引き続き厳しい状況が見込まれるが、今後とも職員が職務に専念できるよう、

環境の改善に誠実に取り組んでまいりたいと考えているのでよろしくお願いしたい。 

 いずれにしても、本日は要求を受けたところであり、今後、交渉事項について局内で十分に検討し、改めて回

答してまいりたいと考えているので、本日のところはよろしくお願いしたい。 

 

（局１） 

○ それでは、「2020 年度産別統一要求・職場改善要求の申し入れについて」の交渉はこれで終了する。 

 


