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【衝撃事件の核⼼】

偽装結婚で結婚休暇、出勤率５割で給料ほぼ全額…⼤
阪市職員のバラ⾊公務員⽣活
2012.11.27 08:00 （1/4ページ） ［衝撃事件の核⼼ west］

４年半ほどの間に病気休暇を約３８０⽇繰り返し
た揚げ句、偽装結婚では結婚休暇も取得してい
た…。偽装結婚事件で⼤阪府警に逮捕された⼤阪市
環境局の男性職員（４９）のあきれた勤務実態が明
らかになった。ほかの休暇制度も駆使しており、約
４年半の出勤率はわずか５割。だが給与はほとんど
が⽀給され、さらには偽装結婚で扶養⼿当を詐取し
ていたとされる。税⾦をしゃぶり尽くした“バラ
⾊”の公務員⽣活が浮き彫りになった。

「west」のランキング

もっと読む

「どうか⼩さな命とひきかえに…」⾃殺…
【「体罰」を考える】（１７）⾮⾏と向…
【⽥所⿓⼀の⻁の⾒聞録】厳しい指導の…
【精神科⼥医のつぶやき】⽚⽥珠美（２…
橋下市⻑「公務員としてアウト」

⼈事評価、上から２番⽬の「Ｂ」

労組…

職員が偽装結婚事件で逮捕されるなど不祥事が

「ほとんど働いていない。休暇制度がおかしいの 続く⼤阪市役所。橋下徹市⻑も対策に頭を悩ま
せている
ではないか」。１１⽉９⽇の市議会委員会で、⼤阪
維新の会市議は市側にこう詰め寄った。橋下徹市⻑
も答弁で「頑張っている職員はたくさんいるのに、不良職員がいると頑張り分が相殺さ
れ、（市⺠からの）批判の対象になる」と憤りをあらわにした。
職員が⼤阪府警に逮捕されたのは１０⽉２４⽇。韓国籍のホステスに⻑期在留資格を取
得させるために虚偽の婚姻届を提出した電磁的公正証書原本不実記録・同供⽤容疑だった
が、その後に休みを⼤量に取得していた勤務実態が明るみに出た。
市によると、職員はごみ収集輸送業務に携わる技能職で、２０年度から逮捕までの約４
年半の間、腰痛、捻挫、逆流性⾷道炎などの診断書を提出して計約３８０⽇の病気休暇を
取得。さらに計８６⽇の有給休暇を取っていたほか、虚偽とされる婚姻届を提出した直後
の２３年８⽉には６⽇間の結婚休暇も取っていた。
【関⻄の議論】市環境局ネコババ…隠し撮り「内部告発」なのに免職

（次ページ）指導・改善、警告書「出勤してから⼿渡し…」

最新の話題
隕⽯が落下、１００
⼈以上負傷か

隕⽯落下、⾮常事態省が呼び掛け
「⽇本右傾化したから⽵島上陸」
トイレあふれ異臭…豪華客船哀れ
箸を使わず⾷べる⽜丼

松屋発表

⼩５⾃殺、意外な内容のメモ残す
< 前のページ
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次のページ >

「グラウンドの神様謝れ」と正座
姉妹殺害犯と結婚「悪魔に娘が」

MSN産経ニュースへ

親の遺産⾷い潰し…スリ２００件
MSN産経ニュースwestへ
“数を数える”能⼒を持つハエが

関連ニュース

PR

【衝撃事件の核⼼】遺体からカード盗んだ⼤阪市職員 “闇”抱えたまま急死
【衝撃事件の核⼼】家賃滞納の職員…業務は「滞納税の徴収」！？

奈良市の“トン…

⼤阪市職員に⼊れ墨より根深い“噂”浮上 採⽤経緯含め調査を
年１００億円タダ乗り⾼齢者…４０年間のタブー、踏み込めるか
中性脂肪、１⽇１本で約２０％低下！？ニッスイがトクホ開発・・ [PR]
ダルビッシュ有×流して聞くだけ！３年連続⽇本⼀の英語教材 [PR]
[PR] お役⽴ち情報

sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/121127/waf12112708010000-n1.htm
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【衝撃事件の核⼼】

偽装結婚で結婚休暇、出勤率５割で給料ほぼ全額…⼤
阪市職員のバラ⾊公務員⽣活
2012.11.27 08:00 （2/4ページ） ［衝撃事件の核⼼ west］

この約４年半、職員は要勤務⽇数の計約１１１０
⽇に対して、計約５８０⽇のみしか勤務していなか
った。出勤率は５２％程度にとどまっていたが、⼈
事評価は４段階で上から２番⽬の「Ｂ」評価だった
という。
給与も年間の病気休暇が９０⽇を超えた２２年
度、２３年度の超過⽇数計約２０⽇分だけ半額され
たのみ。⼀⽅で、職員は偽装結婚事件に絡み、２３
年８⽉から２４年１０⽉までの間に扶養⼿当など約
２９万円を市から詐取したとして、１１⽉１４⽇に
詐欺容疑で再逮捕されている。
橋下市⻑「⾔い訳の連続だ」

「west」のランキング

もっと読む

「どうか⼩さな命とひきかえに…」⾃殺…
【「体罰」を考える】（１７）⾮⾏と向…
【⽥所⿓⼀の⻁の⾒聞録】厳しい指導の…
【精神科⼥医のつぶやき】⽚⽥珠美（２…
橋下市⻑「公務員としてアウト」

労組…

職員が偽装結婚事件で逮捕されるなど不祥事が
続く⼤阪市役所。橋下徹市⻑も対策に頭を悩ま
せている

⼤阪市では病気休暇についてチェック体制を整えていたが、この職員のケースでは事実
上、機能していなかった。
市の病気休暇制度では１年間の休暇⽇数が３回にわたり計３０⽇以上になった段階で、
原則として産業医の⾯談や指定医療機関での受診を求める。「療養の必要性がない」との
診断が出た場合には改善の指導書を交付。改善が⾒られなければ警告書交付、分限処分と
追加措置を講じていく。
同市は２３年４⽉、この職員に対して指導書を交付したが、職員はその後も病気休暇を
繰り返した。環境局は「直近の病気休暇を終えて出勤してきたときに警告書を交付する⽅
針だったが、その前に逮捕された」と説明する。
調査すれば続々…勤怠不良の市職員、少なくとも２７４⼈
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隕⽯が落下、１００
⼈以上負傷か

隕⽯落下、⾮常事態省が呼び掛け
「⽇本右傾化したから⽵島上陸」
トイレあふれ異臭…豪華客船哀れ

（次ページ）交互に病⽋・出勤…「バラ⽋」職員３２⼈
< 前のページ

最新の話題

箸を使わず⾷べる⽜丼
次のページ >
MSN産経ニュースへ

「グラウンドの神様謝れ」と正座
姉妹殺害犯と結婚「悪魔に娘が」

MSN産経ニュースwestへ

親の遺産⾷い潰し…スリ２００件
“数を数える”能⼒を持つハエが

関連ニュース
【衝撃事件の核⼼】遺体からカード盗んだ⼤阪市職員 “闇”抱えたまま急死
【衝撃事件の核⼼】家賃滞納の職員…業務は「滞納税の徴収」！？

松屋発表

⼩５⾃殺、意外な内容のメモ残す

PR

奈良市の“トン…

⼤阪市職員に⼊れ墨より根深い“噂”浮上 採⽤経緯含め調査を
年１００億円タダ乗り⾼齢者…４０年間のタブー、踏み込めるか
中性脂肪、１⽇１本で約２０％低下！？ニッスイがトクホ開発・・ [PR]
英語が早⼝で聞こえない⼈達に今「バカ売れ」の英語教材は？ [PR]
[PR] お役⽴ち情報
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【衝撃事件の核⼼】

偽装結婚で結婚休暇、出勤率５割で給料ほぼ全額…⼤
阪市職員のバラ⾊公務員⽣活
2012.11.27 08:00 （3/4ページ） ［衝撃事件の核⼼ west］

橋下市⻑は「（警告書を）出勤してから渡すなん
てあり得ない。出勤する前に渡せばいい。そんなの
⾔い訳。⾔い訳、⾔い訳の連続だ」と批判。⼈事評
価が「Ｂ」だったことにも「（このようなケースで
は）評価も基本的には（最低の）Ｄ」と述べ、⼀連
の経緯に関する管理職の責任を問う意向を表明し
た。

「west」のランキング

「どうか⼩さな命とひきかえに…」⾃殺…
【「体罰」を考える】（１７）⾮⾏と向…
【⽥所⿓⼀の⻁の⾒聞録】厳しい指導の…

過去には「バラ⽋」問題も

【精神科⼥医のつぶやき】⽚⽥珠美（２…

不適切な病気休暇は特殊例ではなく、過去にも問
題になっていた。

橋下市⻑「公務員としてアウト」

最新の話題
隕⽯が落下、１００
⼈以上負傷か

休暇制度をめぐる問題はほかの⾃治体でも起きている。奈良市では平成１８年１０⽉、
環境清美部の男性職員が過去５年間に８⽇間しか勤務していなかったことが発覚し、管理
監督責任で当時の市⻑を含む上司２７⼈に減給などの処分が出た。この⻑期病⽋問題で同
市が全職員を対象に実態調査を進めたところ、９０⽇を超える病気休暇を取った年が３年
以上ある職員が１８⼈いたことも判明した。
⼤阪市の橋下市⻑は今回の問題で「処分の指針をかえる。裁判も辞さずに厳しくやって
いくよう指⽰を出した」と発⾔。病気休暇制度を改正し、勤務態度が悪い職員を徹底処分
する意向を⽰している。
1

2

3

労組…

職員が偽装結婚事件で逮捕されるなど不祥事が
続く⼤阪市役所。橋下徹市⻑も対策に頭を悩ま
せている

同じ環境局で平成１９年度に、当時は診断書がい
らなかった７⽇未満の病気休暇を５回以上繰り返し
取得していた職員が３２⼈いたことが発覚した。このうち１０回以上だったのが１２⼈。
当時、病気休暇は「病気⽋勤」という名称で、数⽇休んで数⽇出勤して再び数⽇休む⾏為
が「バラ⽋」と呼ばれ、問題視された。市はその後、１⽇でも診断書を義務づけるなど、
休暇制度の改正を重ねた。

< 前のページ

もっと読む

4

次のページ >
MSN産経ニュースへ

「⽇本右傾化したから⽵島上陸」
トイレあふれ異臭…豪華客船哀れ
箸を使わず⾷べる⽜丼

松屋発表

⼩５⾃殺、意外な内容のメモ残す
「グラウンドの神様謝れ」と正座
姉妹殺害犯と結婚「悪魔に娘が」

MSN産経ニュースwestへ

親の遺産⾷い潰し…スリ２００件
“数を数える”能⼒を持つハエが

関連ニュース
【衝撃事件の核⼼】遺体からカード盗んだ⼤阪市職員 “闇”抱えたまま急死
【衝撃事件の核⼼】家賃滞納の職員…業務は「滞納税の徴収」！？

隕⽯落下、⾮常事態省が呼び掛け

PR

奈良市の“トン…

⼤阪市職員に⼊れ墨より根深い“噂”浮上 採⽤経緯含め調査を
年１００億円タダ乗り⾼齢者…４０年間のタブー、踏み込めるか
中性脂肪、１⽇１本で約２０％低下！？ニッスイがトクホ開発・・ [PR]
英語が早⼝で聞こえない⼈達に今「バカ売れ」の英語教材は？ [PR]
[PR] お役⽴ち情報

sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/121127/waf12112708010000-n3.htm
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【衝撃事件の核⼼】

偽装結婚で結婚休暇、出勤率５割で給料ほぼ全額…⼤
阪市職員のバラ⾊公務員⽣活
2012.11.27 08:00 （4/4ページ） ［衝撃事件の核⼼ west］

職員不祥事に頭を悩ませる橋下市⻑。⼤阪市が６
〜１１⽉までの不祥事に関する懲戒処分を過去５年
の平均処分数から半減となる４０件以内に抑えると
いう数値⽬標も、１１⽉１⽇現在で３７件と達成が
危うい状況だ。

「west」のランキング

もっと読む

「どうか⼩さな命とひきかえに…」⾃殺…

⽇本維新の会代表代⾏でもある橋下市⻑は衆院選
を⽬前に控え、公務員改⾰を成果の１つに挙げてい
る。だが、その⾜下では深い病巣が広がっている。

【「体罰」を考える】（１７）⾮⾏と向…
【⽥所⿓⼀の⻁の⾒聞録】厳しい指導の…
【精神科⼥医のつぶやき】⽚⽥珠美（２…
橋下市⻑「公務員としてアウト」

そのほかの「衝撃事件の核⼼」を読む

労組…

職員が偽装結婚事件で逮捕されるなど不祥事が
続く⼤阪市役所。橋下徹市⻑も対策に頭を悩ま
せている

< 前のページ

1

2

3

4

次のページ >
MSN産経ニュースへ

MSN産経ニュースwestへ

最新の話題
関連ニュース

隕⽯が落下、１００
⼈以上負傷か

【衝撃事件の核⼼】遺体からカード盗んだ⼤阪市職員 “闇”抱えたまま急死
【衝撃事件の核⼼】家賃滞納の職員…業務は「滞納税の徴収」！？

奈良市の“トン…

⼤阪市職員に⼊れ墨より根深い“噂”浮上 採⽤経緯含め調査を
年１００億円タダ乗り⾼齢者…４０年間のタブー、踏み込めるか
隕⽯落下、⾮常事態省が呼び掛け

中性脂肪、１⽇１本で約２０％低下！？ニッスイがトクホ開発・・ [PR]

「⽇本右傾化したから⽵島上陸」

ダルビッシュ有×流して聞くだけ！３年連続⽇本⼀の英語教材 [PR]

トイレあふれ異臭…豪華客船哀れ

[PR] お役⽴ち情報

箸を使わず⾷べる⽜丼

松屋発表

⼩５⾃殺、意外な内容のメモ残す

40代、引き締めてモテ男

「グラウンドの神様謝れ」と正座

減らしたいのに、減らない理由とは？

姉妹殺害犯と結婚「悪魔に娘が」
親の遺産⾷い潰し…スリ２００件

サントリー【ダイエッツＢＢ】

“数を数える”能⼒を持つハエが
PR

できごとのトピックス

もっと読む

ｗｅｓｔセレクト
【⽥所⿓⼀の⻁の⾒聞録】厳しい指導の背後にある「愛」
伊勢参道の⽯灯籠は「不法設置状態」

半世紀“放置”の県など対応協議へ

【桜宮⾼２⾃殺】橋下市⻑「志望が減るのは当たり前だ」

公務員不祥事
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