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大阪市環境局カラ残業疑惑
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大阪市環境局職員の力た。

ラプルの原因と対応を報告 件、肥年度四件と増加傾向。
する冬っ求めた。
原因は、機器不良や寶理不
市鍛会計画消防委員会 十分が多いとしている。
で、金沢一博蕊員（公明）
が質問。市によるく市富
住宅でのトラブルは、２０
０３年度には引件だった
が、“年度娼件、略年度団

住民ら閉じこめ枢蝋華

大阪市は西曰、市営住宅
のエレベーターで住民らが
閉じこめられるトラブルが
今年度、、件超きているこ
とを明らかにした◎市では、
他の市立施殴も含め計約２
６００基を琶理運薑するⅢ
社に対し、過去５年間の卜

鑓臘蹴亀鐡
》、

莞冒

ラ残業疑惑を追及する市今月中旬の再調求を受
民グループの情報公開譜け、平松邦夫市長が改め
求に対し、昨年五月に市て調査を命じたところ、

９

「調査不十分｣と謝罪

が、「担当者の個人的資
料で公文霞に当たらず、
本来なら公開する譲務は
ないが、資料を提供する」
と話す。
しかし、市民グループ
「見張り番」の松禰米子
・代表世話人は「公文霞
の意図的な情報隠しでは
ないかと感じる」として、
一連の経緯について脱明

を求める考えだ。

億円には届かない結果 の約沁億円には属かな
になる」と全額回収が いという。【井上直樹】

で、「（回収金は）邪 どと合わせても貸付金

弱曰の市蟻会委員会振の基本資産１億円な―

祉局の白井大造局長はな見通し。しかし、医蠣｜

璽野許鯆鶴銃船糊蕊蕊一

壱八保慰葹鯉芝をし、老人保健葹墾憲
邇雪する大阪市の外郭業継続可能な法人に完
団体帝医霞霊棗振興知して返済に充てる方
協会」（医事振）への針。２月中旬までに売
市からの融實沁億１８却先を正式決定する
００万円がまったく迫が、現時点で約３億８

「全額回収困難」鰯罪した。
３市議会妻で市は経富饒の医事痘
乢魂健康福祉局長を３月末までに整理

医事振の貸付金》し割一緬密懸毫季

側が「存在しない」と回職場に保管されている
害していた業務日誌が、露の一部を見つけた。
実際には作成されていた境局は「当初の調査が
ことが一一十五日分かつ十分だった」と謝罪し

`実害ＧＩリ求ニラ

市営住宅エレベーター薑

不一雛製蕊鵠が躰繍

ノ

ている」として憶報公開
の徹底を求める要望雷
を、平松市長に提出。市
が徹底鏑宣した結果、す
べてのセンター・出張所
で昨年四月分の露類が見
申し訳ない」と謝罪した。 つかったという。同局は
大阪市環境局の西北環 を明らかにした。
境率蘂センターでカラ残 市議会民生保健委員会 見張り番の摘報公開鏑 「出欠状況や収蘂車両に
業などがあるとして、市 で、辻譲隆議員（公明） 求は、不正を告発した職 乗り込む職員を記してお
民グループ「見張り番」 の質問に答えた。同局は 員が「業務日露で勤務状 り、超過勤務を記録した
が業務日露を情報公開請 資料について、各環境事 況が分かる」と指摘した ものではない」としてい
求したのに対し、市が「作 業センター・出張所（十 ことを受けて昨年一一一月に る。
成する必要がないため不 一カ所）や収集蓬ごとに 実施。その後、同七月か 民生保健委員会では、
存在」と回答していた問 密式や名称が違い、保存 ら環境局は公文書として 辻議員が「内部の努力だ
題で、市の再謂査の結果、 期限も決まっていない個 業務日誌を作成する冬つ けでは信用できない。市
業務日誌に類似する資料 人寶料のため公開しなか になったが、それ以前の 民の目線に立った改革
があったことが一一十五 ったというが、「作成状 ものは「爾求された趣旨 を」と求めたのを受け、
日、分かった。不祥蕊が 況を把握せず、情報提供一 の寅料ではない」と判断 平松市長が外部有識害に
相次ぐ環境局の改革に向 として不適切だった」と した。
よる委員会の設置を検討
け、平松邦夫市長は年度
今局十五日に見張り番 すると答えた。
内にも外部有職壱による
が、雷類が「隠ぺいされ
委員会を立乞上げる方針 民の信頼を損ねた。誠に

℃

平松市長「徹底調査凡肺
薫霊獣未明異例の登昆大

鱸綻刺Ⅷ燗や徹底鰡噸舵Ⅷ洲噸乢鮓｜艦鵬醐謝鴎瀝

つける異例の騏態に．環境局は「職員が私一か肺鮮変わったの

出勤状況や引き継ぎ 邦夫市長は未明に駆け結果だった。
噸項を記した文醤が単
なるメモなのか－ｌｂ 思いとは襲腹な現実に的に管理していたメモ｜は、平松市長が脱明に．
市民からの情報公開謂 初めて直面した平松市で公文雪ではない」と一合流した酪曰午前１時
求に対し、大阪市環境
局が「不存在」として

た。

－た」と主張し見解が分

管し、組織全体で管理
しておらず、当時の決
定はやむを得なかつ

これに対し、環境局
は文蕾管理の不適切さ
は認めたものの、「作
成した職員が個々に保

との見解を示した。

一「私的なメモとは考
えられない」と報道陣
の追及を受け、総務局
が情報公開制度を所管
する立場から現物を確
認。深夜に「公務遂行
の曰盈の内容を管理す
る文霞で、公文雷とし
て管理すべきだった」

の担当者に問いただす

的に徹底しないと」と一

や、ということを全庁一船っだ。

輿も応えてほしい。認
繊の違いを乗り越えら
れない部分を感じる」
と思わずぼやき、「情
報公開、公文雷とは何

肚帥Ⅷ鰍流Ⅷ崖＃齢朋辨熊山面ｗ誇噛の」と一眺墹宅鮴靴鐘陥←と鵬

図的な曰鰭隠しでは」的に用いるものとして一調査する。画任の所在

つかったのは、平松市では、公文轡を「聯員は「問鼬がど｝」にあっ
長が松浦さんから「意が職務上作成し、組織だのか、とことんまで

ないはずのものが見一同市の燗報公開条例墹面もあり、平松市長

開決定した。

業務曰臆は、市民団は同一の露式も多く、にし、「メモとの露蝋し
非公開にした環境駆業
体「見躯り番」の松浦ごみ収集業務に誰が出かなかったが、厳密に
米子代表世話人が昨年動し、どの収集軍に粟言うとメモではなく公
４月に公開謂求した車したかをほほ毎日記文掴として管理すべき
が、環墹局は翌月、「作録。備考欄には引き継だった」と位腫づけた。
成していない」と非公ぎ事項も記載されてい報道陣の前で環境局

センターの業務日誌の
存在が躯曰に判明した
問題は、役所内で「公
文圏とは何か」との潔
繊が共有されていない
実態をもあぶり出し
た。環境局の記者脱明
が同曰夕刻から配曰に
なっても断続的に続く
中、戦後初の民間出身
として情報公開の函要
性を強調してきた平松

画境局職輿に脱明を求める平松市歴（左）
Ⅱ大阪市役所で沁曰午前１時幻分、堀雅充掴彫

■
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「不存在」公文書あった絆

を公開鏑求。市は翌月 た。文邇の存在を組織
に非公開決定し、「か
かる公文薑を作成して った。今後は震式を銃
おらず、存在しないた
め」と理由を記した。
しかし同７月以降の業
務曰誌については「舅
張り番」が行った住民
監査請求の過程で存在
が礎寵され、その際、
平松市長は「申し訳一
環境局は「曰誌は昨年

秤繩雛灘鮒一
めて平松市長に鯛査を
要望したところ、環境
局はこの曰の市議会蚕・

員会で、昨年４月分の一

業務曰睦が見つかった一

織瀞鱗鱗に

大阪市のカラ残業問題を
めぐり、市民グループの摘
報公開請求に対して市が
「存在しない」と回答した
璃境局の蘂務曰麩が、同局
の環椀頚業センターと出張

所計Ⅱか所すべてに保存さ
れていたことがわかった◎
平松邦夫市長は「公文書で
あり、隠したと薑われても
仕方がない」として、カラ
残業の実態を調査するとと

もに、関係者の処分を検肘
する意向を明らかにした。
市民グループ「見張り書」
が昨年３～４月、西北環境
事業センターなど５か所の
業務曰践を公開鏑求した

が、同５月に「作成の必要
がなく、不存在」という決
定通知を受けた。
しかし今月、同局が昨年
７～９月の業務曰睦を監査
委圓に提出したことが分か

環境局平松市長、処分を検討

業務日誌実はあった州

うえで「条例対象の公が、文露寶理のずさん
文霞として扱うべきもさと職員の意識の低さ
の」との見解を示したが浮き彫りになった。
が、環境局は「公文霞市民団体「見張り番」
ではなくメモとして萱の松浦米子代表世鐇人
理していた」と脱明。が職員のカラ残業につ
先月就任した平松邦夫いて調べるため、昨年
市長は情報公開を施政４月、西北環境事業セ
方針の注にすえている一ンターなどの業務曰誌

業務日誌、「メモ」と説明大

大阪市環境局が昨年
５月、憤報公開調求に
対し「不存在」を理由
に非公開決定した環境
事業センターの業務曰
鰭が存在していたこと
が分かった。憶報公開
条例を所雷する市総務
局は弱曰、現物を見た

秘蝿大阪市が隠蔽？

’１

癖》雛駄鯲》灘

かつだ。曰鰭にはゴミ収
「ない」日誌 蘂寧の乗潜状況などが記
実はあった されている。平松邦夫市
長は笏曰、「鯛査をし、問
題があれば寳任の所在を
大限市瞥のカラ蔓
問題にからご市民団体の
監査謂求に関連し、同市 がなかったか調査する。｜
が「存在しない」と回答し
市民団体「見鎭り舂」
た大鴇漫局の西北環 （松浦米子代表世話人）が．
境蕊センターの薬務日 、～四年度の業務曰鑑を
誌が、実際には曰常的に 憤報公開諭求したのに対一
艦されていたことがわ

札一雫咀率輻燕寵致穴剥壷一

一しかし、昨年９月にカラ
蕊蘂に絡む監査爾求で、
監査委輿に、同年７月以
降の業務曰誌を提出し

た。同局は朝曰新聞に対
し「、年７月から作成ぞ
始めた」と晩明していた。

大阪市
カラ残業

り、「見譲り番」は昨年４
月分の日露を改めて讃求。
平松市長の指示で同局が蕊
べだところ、昨年４月の時
点で、Ⅱか所で曰睦が作成
されていたことがわかった
という◎業務曰誌や曰報な
どの名称で、職員の出勤状
況のほか、ごみ収集章ごと

の迩転手と乗務員の名前、
突然に休んだ場合の理由な
ども記載している。
同局は「私的なメモとし
て廃棄したと思っていた」
と釈明しているが、「鳧譲

り番」の松浦米子代表世話
人は「勤務状況を知られな

い七つ意図的に隠したので
はないか。徹底的に調査す

べきだ」と話している。

ｦ

「業務日誌」の存在隠蔽域
大阪市環境局カラ出勤問題ゾ

大阪市が円乍成していない」としていた
西北環境寧桑センターの業務曰薩

組みになっていた。鋼求
では平成Ｍ～旧年度まで
に駐車場の売上高に変化

分の２を市に納入する仕一

委員はお曰、噸求を却下
した。
住民監査では市職員の
不法行為を指摘する必要
があるが、今回は不法行
為の指摘がなかったた
め、要件を滴たしていな
いとして、額求自体は門
前払いとなったが、市監
査委員は「鋼求の趣旨を
滴たすためには、法改正
等の立法政策が必要にな
る」と指摘。法改正にま
で踏み込んだ異例の付記
を付けた。
市と市人権協会は、駐
車場委託契約の際、収益
が費用を超えた場合、３

一』籔鑿起藤蔀

て不存在とした判断に誤 ｜会が市へ収益の納入を恵
りはなかった」と主張し
ているが、市公文霞館

異例の付記

は、蘂務曰誌の露式など
から二段的には公文霞
と考えざるを得ない」と
平成旧年４月に、同セン している。
ターの騒員がどのごみ収 市は、屑報提供に問
集車に乗務したかを記載 題があった」として処分
した霞類。市内、ヵ所の を検酎。平松市長は「公
環境事業センターと１カ 文霞の蕊識に甘さがあ
所の出張所すべてで存在 り、惰報隠しといわれて
していた。センターごと も仕方ない。極めて遺憾
に密式は違い、表題も だ。こういうことを繰り
「業務曰誌」や「作業日 返していたら信用がなく
報」などと異なるが、内 なってしまう」と賭して
いる。
容はほぼ同じだった。
これまで、同センター これに対し、松浦代表
は、情報公開議求を受け 世話人は「これまで大阪
て行われた環境局の調査 市はいったい何を情報公
に対し「作成する必要が 開といってきたのか。基
ないため存在しない」と 本的なことがわかってい
回答。惰報公開請求でも ない」と話している。
「不存在のため非公開」
監査請求で
とした。

がないにもかかわらず、
存在しないとされたが作 しかし、鑪査では各セ
大阪市監査雲員 市への納付金は旧年度に
成していたとの現職職員 ンターで日常的に作成し
の証言がある」という求 ていたことが判明。市環 大阪市が市人権協会と 激増したことを受け、川
めに応じ、平松市長の指 境局は雲務曰誌はあっ の間で結んだ駐車場など ～ｎ年度までの納入を怠
示で行われた。
たが、文醤は担当者のメ の管理委託契約に絡み、 っているのではないかと
今回見つかったのは、 モにすぎず、公文書とし 住民グループなどが、巌 指摘していた。

大阪市環境同西北環境 された後、市環境局は
窺蘂センター（西淀川 「公開対象になる文雷で
区）でカラ出動があった はなく私的な文替」と主
などとする情報に基づき 張を変えたが、市公文書
行われた禰報公開鯛求で 鑓はこの文露を「公文露
「存在しない」と回答さ として扱われるべきだ」
れた「業務曰誌」が、日 としている。
常的に作威されていたこ 平松邦夫市長は一連の
とが西曰、市の内部調査 騒動を「情報隠しととら
で分かった。寳類が確寵 れても仕方ない」とし、
不祥事が相次ぐ環境蕊蘂
センターの意識改革など
を検討する外部委員会を
設置する考えを示した。
今回の鯛査は、内部告
発について調べていた市
民グループ「見張り番」
（松浦米子・代表世鱈
人）から「情報公開調求で

露

露

◆

惰報公開について調査するよう担当者らに
指示を出す平松市長（中央）＝午前１時４０
分、大阪市役所
七

見「議蟹鶏碁騨錐譲爾頴

〈三「業務曰誌」が確露された在しないとされた。

急問題で、平松邦夫市長が顕会見では、西北農事蒙

の關害業務曰誌の存在が莞と報告したことをうのみに

緊曰未明、異例の譽会見をセンターが叉霞はない」

明党した経驚どき晩明。して、環境局が存在の蔦
未「職風の公文霞に対する意を鋼くず文篁宋存在仁
で識も含め、どこを正していよる非公圏と回答してい

蔽鰹藤鵺鵺溺轤元涯鰯蝿隷關と古

ロ〕は、西北環壊事蘂センターだ上で「見張り番の方には

れた詳しい経緯などについ

纈元欝となった業務曰蕗て再鯛査することを約束し
難霊嬰医蕊鍬鍾鯛窪震》
ｒ－ループ「見張り番」（松浦公開の体制をつくりたい」

再調査」熟議一議鴨

平松市長「徹底的に

雲霧篝ii議篝Ｉ

咄》》搾

嚇岨剛一

航認躍

を開いた。

とが分かった・平松市長一

大日市 問題の文雷は西北環境 は午前１時ごろから約如
霞思の壕衛鋼 率蘂センターの業務曰 分にわたって配者会見に一
求にからみ、大豊攪 誌。環境局は「業務白露 霞み、「彌報公開を掲げ
鳧が「墓しない」とし は７月から作成をはじ て就任した直後にこうし
ていた文雷豊在した問 め、それ以前のもの陰存 たことになって申し訳な
題で、平籔奇醤配 在しない」としていた い。極底的に調査する」
曰未明、爵の薯会見 が、４月分が存在するこ と表明した。

