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平成 24 年度職員団体との交渉結果（第 1 回）

１．交渉団体

滋賀県地方公務員労働組合共闘会議、滋賀県職員組合、滋賀県公立高等学校教職員組合、全教滋賀

教職員組合

２．当局側出席者

総務部長、総務部次長、人事課長、福利厚生室長、他人事課員

３．交渉日および場所

平成 24 年 11 月 9 日（金）13:00～15:00 合同庁舎７－Ｃ会議室

４．内 容

県独自カットの解消、人事委員会勧告の対応に関する要求等

５．職員団体の要求および県の回答

職員団体の要求 県の回答

１ 基本賃金・一時金について

１ 地方公務員と関連労働者の暮らしを守り、職

員が「全体の奉仕者」として職務に専念できる

よう、人事委員会勧告で示されたプラス 2.48％

9,604 円もの実態賃金との較差を基本にし、月

例給を引き上げ、生活に見合った賃金・労働条

件の改善をはかること。10 年間もの長きにわた

り続いている賃金の独自カットについては、公

務員賃金の決定原則を逸脱するものであり、県

人事委員会も廃止することを強く求めており、

ただちに廃止すること。

給与カットについては、昨年度の皆さんとの話

し合いを経て、本年度の財源不足に対応するため、

カット率の引き上げを行い、10 年連続の給与カッ

トをお願いした。

10 年に及ぶ長期のカットをお願いしていること

については、県の財政、職員の勤務条件を担当す

るものとして、誠に申し訳なく思っている。

今年度も人事委員会からの給与に関する報告に

おいて厳しい意見をいただいており、また、人事

委員長さんが知事に勧告をされた際にも、知事に

対してカットについての人事委員会の意見を話さ

れた。こうした意見について、重く受け止めてい

る。

しかしながら、これまで数次にわたるプログラ

ムにより収支改善に努めており、こうした県を挙

げての取組みにより、どうにか収支の均衡を図っ

ている状況が続いている。

現在の行財政改革方針では、平成 26 年度まで計

画を策定しており、引き続き厳しい財政状況の中

で、人件費の対応は必要であり、皆さん方にご負

担をお願いしなければならないと考えている。

来年度、どのようにするかは、時間をいただき、

財政状況がどうなるかもう少ししっかりと見てい

きたいと考えているが、引き続きカットをお願い

せざるを得ないと考えている。

２ 初任給を引き上げるとともに、青年層、世帯

形成層の賃金水準を改善すること。

本県の初任給については、民間の初任給を考慮

して設定し、全国的に見ても遜色のない額として

おり、これ以上の引き上げは困難である。

また、近年の給与改定については、早期立ち上

がり型へ移行し、若手職員に配慮した対応がとら

れている。

全国の都道府県の状況を見ても、本県の若手職
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員の給与水準は、全国の中でも均衡のとれた水準

となっており、これ以上の賃金水準の改善は困難

と考えている。

３ 一時金については、教育費や住宅ローン等を

負担する職員の家計を支える上で欠かせない

ものとなっており、昭和 30 年代以来の水準と

なっている現行水準からの引き上げを行うこ

と。また、一時金の「役職加算」については、

当面、5％支給開始年齢を引き下げるとともに、

10％支給開始年齢の遅い教職員、看護職員、現

業職員の加算措置を改善すること。

なお、部次長に支給されている管理監督者加

算（25%・15%）は廃止すること。

年間支給月数については、民間とおおむね均衡

していることから、人事委員会勧告がなかったの

で、引き上げは困難と考えている。

職務段階別加算いわゆる「役職加算」について

は、平成 2 年の人事委員会勧告により、民間の支

給状況を受けて措置されたものである。

5％、10％の平均的な支給開始時期については、

いずれの職種においてもこれを変更すべき事情は

ないと考えており、これ以上の改善は困難と考え

ている。

次に、部・次長に措置されている管理職加算に

ついては、職務段階別加算同様、民間における、

特別給の支給状況を受けて昭和46年の勧告に基づ

き措置されたものである。これについては、人事

委員会からの勧告がないので、廃止するといった

ことは、考えていない。

４ 地域手当については、条例本則に定められた

とおり 7％に引き上げ制度を完成すること。

今年度の人事委員会からの勧告において地域手

当を 6.1％とするよう勧告があった。

この取り扱いについては、給与の引き上げをお

答えできる状況にないので、引き続き慎重に検討

したいと考えている。

５ 給与構造改革の制度完成に向けて、多くの職

員が最高号給で昇給停止となっている本県の

実態を改善できるよう給料表の「号給延長」を

行うこと。また、これに逆行する昇給・昇格制

度の改悪は行わないこと。

昇給・昇格制度については、今年度の人事委員

会勧告において、50 歳台後半層を中心とした制度

改正が勧告された。

高額となっている高齢層職員の給与の見直しと

して、人事委員会から勧告があったものであり、

国の制度改正の状況に留意しつつ実施する方向で

考えていくべきものと認識している。

なお、号給延長については、平成 18 年度の給与

構造改革に伴い、枠外昇給が廃止され、給料表に

ついては国に準じた号給の延長が実施されたとこ

ろだが、その後、人事委員会からの勧告もないの

で、実施は困難なものと考えている。

６ 教員が意欲を持って職務に専念できるよう、

教育職給料表三表の給与水準を引き上げや、二

表と三表の格差是正、教育職給料表 1 級の給与

水準の引上げ、教職調整額を引き上げ一律支給

等、給与水準を引き上げること。

教育委員会にお話いただきたい。

７ 総務省による現業職員の賃金決定への介入

を許さず、現業職員の賃金水準を大幅に改善す

るために、行政職給料表３級水準の運用時点を

早め、到達号給を行政職給料表５級水準とする

こと。また、「昇格特昇」の実施に伴う行政職

給料表との格差を是正するとともに、技能労務

職の給与体系の運用を段階的に一本化するこ

と。

現業職の給料表については、従来から行政職の

昇格運用に準じて措置しているところなので、こ

れを改善することは困難と考えている。

到達号給を、行政職 5 級水準にすることについ

ては、職務給の原則から課長補佐の級である 5 級

水準を導入することは困難と考えている。

なお、給料表の水準については、多くの都道府

県で、現業職の給料表について国の行政職 2 表水

準もしくはそれより低い水準に見直され、または

見直しに向けた取組みがされている状況となって
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いる。

昨年度の交渉の場で本県においても、給料表の

水準の見直しの検討を始める時期にあると認識

し、高齢層職員の昇給制度の見直しを踏まえて総

合的に検討を行う必要があると申し上げた。

今年度、人事委員会勧告から高齢層職員の昇

給・昇格制度の改正が勧告されたので、これらと

併せて検討を行いたいと考えている。

次に、職種区分の一本化については、職種ごと

の区分は、それぞれの職種に必要な資格・免許に

着目して、必要最小限の区分を設けてきたものだ

が、皆さん方と私どもの認識との間には大きな開

きがあることから、時間をかけてお互いに研究し

ていくことが必要であると考えている。

なお、平成 20 年度の交渉で継続交渉となった、

昇給運用の見直しについては、行政職と現業職の

間に不均衡が生じている部分を見直そうとするも

のなので、引き続きお話し合いをお願いする。

８ 公社・事業団職員など県関係職員の賃金改善

を図ることとし、少なくとも県職員に対する改

善内容については各団体においても同様の改

善が行える予算を措置する。

公社・事業団等外郭団体においては、独立した

経営体として責任を持って経営にあたっていただ

いているところであり、団体職員の給与について

も、それぞれの団体の規程等により決定されるも

のであることから、申し上げる立場にないと考え

ている。

２ 諸手当について

１ 自宅に係る住居手当については、住宅ロー

ン・固定資産税など住宅関連費の支出に見合う

住宅保障政策として維持し、廃止は行わないこ

と。

人事委員会からは、自宅に係る住居手当を来年

度から廃止するよう勧告が行われた。

すでに国においては廃止され、全国の状況を見

ましても、30 団体で廃止または廃止が決定されて

おり、その他にも今年度は多くの団体で廃止が勧

告されていることから、本県においても勧告どお

りに廃止する必要があると考えている。

２ 退職手当は、生涯設計や退職後の生活に欠か

せない賃金の一部であり、下記のとおり現行水

準の拡充をはかること。また、その変更につい

ては労使合意が前提であり、一方的に「削減」

しないこと。

① 育児休業等の勤続年数算入を改善し、端数

月数は一年に切り上げること。

② 地域手当を算定基礎額に加算すること。

③ 部長級で 300 万円にものぼる調整額の格

差支給を廃止し、全体の支給月数を改善する

こと。

退職手当は、勤続年数や算定基礎額の計算方法、

調整額の基準など退職手当の計算を行ううえでの

基本的な部分については、全国一律のものとなっ

ており、本県独自で異なる扱いを行うことは困難

と考えている。

したがって、要求があった「育児休業期間等の

勤続年数算入の改善」「端数月数の取扱い」「地域

手当を算定基礎額への加算」「調整額の廃止」につ

いては措置することは困難と考えている。

また、国家公務員の退職手当については、支給

水準引下げについて法案が提出され衆議院で審議

中であるが、改正に係る法案が成立した場合は、

本県の退職手当制度についても国に準じて改正す

ることが必要と考えている。

３ 諸手当について次のとおり改善すること。

① 扶養手当について、支給額の改善、「教育

加算」の引き上げを行うこと。

② 通勤手当は全額実費支給することを基本

に、駐車・駐輪料金、特急料金・高速料金等

の改善、交通用具利用者の臨時的な交通機関

今回、人事委員会から勧告されていないので、

支給額の改善などはいずれも困難であると考えて

いる。

また、学校敷地内の駐車料金については、教育

委員会にお話いただきたい。
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利用時の運賃への支給拡大を行うこと。ま

た、学校敷地内で駐車料金が課せられる場合

についても、駐車料金を手当として支払うこ

と。

３ 諸手当について次のとおり改善すること

③ 超過（休日）勤務手当の割増率については、

月 60 時間を超える時間数に限定せず、全ての

時間を対象に 150／100、深夜を 200／100 に

引き上げること。当面は、月 45 時間を超える

時間数を対象に引き上げること。

また、代休を取得した場合にも 50／100 の割

増賃金を支払うこと。

時間外勤務の割増率の引き上げは、人事委員会

からの勧告もなく、引き上げは困難であると考え

ている。

④ 「宿日直制度」「拘束呼び出し制度」など、

所定外労働時間以外の「拘束・勤務」につい

ては、これを正当に評価し、手当の支給等、

処遇の改善をはかること。

人事委員会からの勧告もないので、これ以上の

措置は困難と考えている。

また、病院事業庁における宿日直手当について

は、病院事業庁とお話しいただきたい。

⑤ 教員の測定可能な超過勤務に対し手当を支

給すること。

教育委員会にお話しいただきたい。

３ 人事制度について

１ 「成績主義賃金」およびこれにつながる人事

評価制度は、処遇に対する納得感の低下、個人

競争の激化による協働意識の低下、人材育成機

能の低下、長時間労働・精神疾患の激増、組織

力の低下などの「構造的欠陥」が明らかになっ

ており職場へ導入しないこと。

今年度の人事委員会からの給与等に関する報告

において、「昇給・昇格や勤勉手当の各制度におい

て人事評価の結果が反映され、より実効性の高い

ものとなるよう、新たな人事評価制度の早期確立

に向けた取組を進める必要がある。」とされてお

り、また、「「自律型人材育成制度」については、

試行等を通じて検証を行い、次の段階に移行すべ

き時期にきている。」との報告を受けた。

他の都道府県の状況をみても、多くの団体で人

事評価の結果を昇給や勤勉手当に反映しており、

本県においても導入を進める時期に来ていると考

えている。

そうしたことから、まず、自律型人材育成制度

については、平成 26 年度から全職員へ適用を拡大

して実施できるよう、来年度に準備を進めたいと

考えている。

また、評価結果を給与に反映することについて

も早期に実施できるよう検討を進めていきたいと

考えている。

２ 教職員評価の本格実施をしないこと。いじめ

問題を評価の対象に加えるという教育長の答

弁を撤回すること。

教育委員会にお話いただきたい。

３ 「地方公務員一般職の任期付き採用制度」は、

不安定雇用の拡大につながり人材育成の面か

らも問題があることから、安易で無原則な運用

は行わないこと。また、採用された任期付職員

に対しては、均等待遇を基本に、研修の充実等

の改善を図ること。

この制度は公務部内では得られにくい高度の専

門性を備えた民間人材の活用や期間が限定される

専門的な行政ニーズへの効率的な対応を図ること

を目的として導入されたものである。

任期付職員の採用にあたっては、滋賀県一般職

の任期付職員の採用等に関する条例に採用できる

場合が具体的に規定されており、これに基づき適

切に運用している。

現在、消費生活相談指導、公衆衛生、文化・芸

術等の分野で任用している。

４ 育児休業に伴う代替職員は正規職員を基本 育児休業に伴う代替職員の確保については、臨時



5

とすること。 職員での対応を基本としつつも、育休の取得期間

が１会計年度を超える場合や、勤務の特殊性や職

場の実態等を考慮して、また関係部局の考えを聞

きながら、できる限り正規職員の配置に努めてき

たところである。

なお、代替の臨時職員等の確保が困難な保健師

や児童指導員といった専門職においては任期付職

員の採用により対応してきたが、本年度からは行

政職にも導入しているところである。

５ 「公務能率に課題がある職員に対する指導に

ついて（通達）」に基づく職員研修については、

研修を通じて精神疾患の悪化や休職・退職に追

い込まれたケースが生じており、是正するこ

と。また、分限処分については労働組合の合意

を前提とし、恣意的な処分を行わないこと。

平成 19 年 7 月に策定した「指導指針」に基づき

特別研修や受診指導等を行い、職員本来の力を引

き出し、能率的な職務遂行ができるよう、取り組

みを進めているところである。

この取り組みは、人事課の集中研修では、研修

生が自らの課題に気づき、課題を克服できるよう

自発的な自己改革を支援し、職場では集中研修の

成果を生かし、職員の本来もてる能力を発揮して

仕事ができるよう職場のみんなで支えようとする

ものである。研修を受けた職員が、研修後に同僚

と協調して仕事に取り組めるようになったとの声

も聞いており、引き続き、職場復帰を果たすこと

ができるよう支援していきたいと考えている。

なお、分限処分の決定を行うにあたって、恣意

的な処分とならないよう、専門的知識を有する第

三者の意見も聞きながら、客観的な資料と視点に

基づいて判断を行うこととしている。

６ 参事級や課長補佐級職員の範囲が拡大して

おり、管理職の範囲の見直しを行うこと。

人事委員会の「管理職員等の範囲を定める規則」

は地方公務員法第 52 条の規定にあるように、重要

な行政上の決定を行う職員、重要な行政上の決定

に参画する管理的地位にある職員についても管理

職員等の範囲に含まれるという考え方で制定され

ているものと考えており、この規則に沿って、判

断すべきものと考えている。

４ 労働時間・休暇制度などについて

１ 職員の「過労自死」が公務災害として認定さ

れるなかで、職員の健康破壊を防止するため

に、県職員・教職員の慢性的な異常超勤を解消

できるよう、必要な人員を確保すること。

また、「超過勤務の縮減」を押し付けにより、

サービス残業や週休日の振替を押し付けない

こと。学校現場においては、休息時間の取得を

保障できるようにすること。

組織全体として定数削減を進めていく中にあっ

ても、県行政が取り組むべき課題については、し

っかりと県がその役割を果たすことが必要であ

り、事務事業について、量的、質的な側面から十

分勘案した上で、限られた人員を効果的に配置し

ていきたいと考えている。

特に時間外勤務の多い所属については、勤務時

間の弾力的な運用や事務処理方法の改善等の措置

もとりながら、全庁で取り組む課題であると認識

しており、職員の皆さんの健康管理に配慮しなが

ら、今後も引き続き各部や所属と話し合っていき

たいと考えている。

日々の業務については、マニュアル等を作成し

定型業務の効率化を図るだけでなく、全庁で活用

ができるよう情報提供したり、各課で共通する庶

務事務については、新たに「庶務事務の手引き」

を作成し各所属に活用を呼び掛けるなど、効率的

に仕事が進められるよう、業務改善の取組を行っ
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ている。

また、時間外勤務は命令に基づいて行われるも

のであり、当然にグループリーダーや所属長が勤

務内容や時間数を把握しなければならないもので

ある。各グループ等において業務の進行管理を的

確に行うためには、日々のグループ員の勤務予定

を確認する朝礼、業務進捗状況の確認と時間外勤

務の必要性を確認する終礼の実施が効果的である

と考えており、各所属には、朝礼・終礼の実施を

徹底するようお願いしている。

水防や雪寒待機について振替対象業務へ拡大し

たところだが、職員の健康管理や、公務能率の向

上の観点から十分に休養をとることが必要である

と考えている。他の振替業務と同様に、業務の繁

忙等により振替が困難な場合があることは承知し

ているが、基本的に振替で対応するようお願いし

たい。また「サービス残業」については当然あっ

てはならないものと認識している。

また、教職員の超過勤務の改善、あるいは学校

での休憩時間の取得については、教育委員会の方

へお話しいただきたい。

２ 平成 18 年 4 月 3 日付、文科省通知「労働安

全衛生法等の一部を改正する法律等の施行に

ついて」に基づき、使用者である任命権者と服

務監督権者の責任を明確にして、今年度中にす

べての小・中・高・特別支援学校で、実効ある

勤務時間の把握を実施すること。

教育委員会とお話いただきたい。

３ 人員削減と業務の複雑化、ストレス要因の増

大などで職場では精神疾患になる

人が増えており、メンタルヘルスなどの健康

問題は個人の問題ではなく職場環境の悪化か

ら増大していることを認識し、使用者の責任に

おいて予防対策強化など抜本的な対策を講じ、

支援体制も強化すること。

メンタルヘルス対策は、職員が日々、健康で安

心して職務に従事するうえで、大切なものと受け

止めている。

これまでからメンタルヘルス対策として

①人材育成指導員を対象としたメンタルヘルスセ

ミナーの実施

②「こころのシグナルチェック事業」としてポイ

ント年令でのストレスチェック（30･35･40･45･

50･55･60 歳【55・60 歳は今年度から拡大】）

を実施している。

今年度から新たに

③管理監督者を対象としたメンタルヘルス学習教

材による研修の実施

に取り組んでいる。

また、産業医、精神科医師、カウンセラー、保

健師による相談事業を実施しており、本人からの

相談はもとより、所属の管理監督者からの相談に

随時応じている。さらに、必要に応じ主治医との

連絡調整を図ることなどにより、復職のための支

援を行っている。

４ 病気休暇については、精神疾患以外の特定疾

患やがん等についても集中して長期間の療養

を要する場合があることから上限時間を 180

日に復元すること。また、病気休暇から復職し

病気休暇は、国や他府県との状況など全国的な

均衡を考慮し、平成 20 年４月から 90 日としたも

のであり、これ以上の期間の拡大は困難である。

また、病気休暇から一旦復職した後、引き続き
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て一定期間の勤務を行った後には、それまでに

取得した病気休暇の期間を通算しないこと。

通院治療を受けている場合には、通算することは

やむを得ないものと考えている。

５ すべての職員が子育て・介護など家庭と職場

を両立できるよう、下記のとおり条件を整備す

ること。

① 介護休暇や育児休業の所得保障など、制度

の改善・充実を図ること。

介護休暇の要件緩和については、国や他府県と

の均衡からも、これ以上の期間延長は困難である

と考えている。

本県独自の制度として、介護休暇に引き続く 6

箇月を介護欠勤として認めている。

共済組合の介護休業手当金の支給については、

要介護家族の介護を行うための介護休暇を取る場

合に支給されているが、その支給要件については、

雇用保険法に準じた取り扱いとされており、全国

一律の取り扱いとなっているので、ご理解願いた

い。

また育児休業手当金は、平成 17 年に地方公務員

等共済組合法が一部改正され、子が 1 歳に達した

後でも総務省令で定める場合（待機児童等の場合）

に該当するときは、1 歳 6 ヶ月まで支給が延長され

ている。

いずれも地方公務員共通の制度であるので、本

県のみ異なる扱いとすることは、困難と考えてい

る。

② 看護等休暇について、子の対象を中学生ま

で拡大すること。

平成 16 年度から、中学校就学前までに拡大し、

現在でもほとんどの府県が中学校就学前までであ

ることから、さらなる対象範囲の拡大は困難と考

えている。

③ 学校等行事休暇の対象や日数を拡大するこ

と。

16 年度から日数を子ども一人当たり 1 年度 1 日

に拡大し、また、17 年度からは「保護者懇談会」、

18 年度からは「運動会」「音楽会」、22 年度からは

「家庭訪問」、そして今年度からは「校外活動」も

対象とするなど、順次制度の拡充を図ってきたと

ころであり、さらなる日数の増加や対象行事の拡

大は困難である。

④ 学校等行事休暇や看護等休暇などの特別休

暇の対象に「里親に委託されている児童」も

含めること。

国や大多数の府県において看護等休暇の対象範

囲となっておらず、他府県との均衡からも困難で

あると考えている。

⑤ 女子の深夜労働の禁止など「女子保護」規

定の立場を引き続き堅持し、学校職場におけ

る妊娠・出産に関わる軽減措置を拡大するこ

と。また、土木職場等における水防等での軽

減を行うこと。さらに、臨時教職員にも母性

保護や妊娠・出産に関わる労働軽減を拡大す

ること。

妊娠中の職員に対しては、母性保護の観点から、

母体や胎児への健康保持のため適宜休息や補食が

できるよう職免を認めており、併せて通勤緩和休

暇や産前産後の受診休暇を設けているところで

す。国や他府県との均衡からこれ以上の制度拡充

は困難であると考えている。

困難な課題を抱えた職員にかかる水防や雪寒待

機への従事については、土木事務所長会議におい

て、土木交通部次長から「職員と十分な話し合い

を行った上で、職員の了解を得て配備体制に組み

入れること」、また妊娠中の職員、育児や介護に携

わる職員については、「職員の意志をできる限り尊

重する形で配備体制を定めること」を申し合わせ

しているところであり、それぞれの所属で他の職

員の協力も得ながら工夫して実施されているもの

と理解している。
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なお、学校現場における勤務軽減については教

育委員会の方へお話しいただきたい。

６ セクシュアルハラスメントやパワー・ハラス

メント防止のための措置を講じ、働きやすい職

場環境の確立にむけ改善をはかること。

セクハラ対策については、「職場におけるセクシ

ャル・ハラスメント防止に関する指針」を策定し、

全職員向け周知を図っている。また、相談窓口も

設置しており、昨年度は５件の相談に対応した。

引き続き、相談窓口の周知など、働きやすい職場

環境の推進を図ってまいりたい。

パワー・ハラスメントについては、昨年 9 月に

「パワー・ハラスメント防止に関する指針」を策

定し、統一テーマによる職場研修を行い相談窓口

の設置情報の提供や、部下職員への適切な指導な

ど、職員の意識啓発を図った。今後も引き続き指

針の周知に努め、働きやすい良好な職場環境づく

りに努めて参りたい。

７ 「有給による長期勤続休暇（リフレッシュ休

暇）」の取得を促進し、「長期勤続休暇」（11 年

目・2 日 21 年目・2 日 31 年目・5 日）を拡

大すること。

リフレッシュ休暇については、平成 19 年度から

是正に向けた提案をしているが、引き続き、皆さ

ん方と話し合いをしていきたいと考えている。

８ 自己啓発のための休暇制度について、対象を

拡大するなど改善をはかること。

平成 19 年 5 月に地方公務員法の一部が改正さ

れ、地方公務員の自己啓発休業制度が創設された

ことに伴い、本県でも「自己啓発等休業に関する

条例」を制定し、平成 20 年 1 月から施行している。

この条例では、公務の運営に支障がなく、かつ、

当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認

めるときは、大学・大学院等における修学または

国際貢献活動のために３年以内の期間で休業でき

ることとされており、これまで３名がこの制度を

活用することにより、職員の自己実現や社会貢献

等に寄与している。

現行制度のもとで、自己啓発休業を活用して得

られた知識や経験を公務に還元できておりますこ

とから、制度対象を拡大する必要はないと考えて

いる。

５ 高齢期雇用について

高齢期雇用については、誰もが働き続けられる

職場環境を整備し、雇用と年金の接続を行えるよ

う「定年延長」を基本に短時間勤務や早期退職を

選択できるようにするとともに、早期退職による

不利益をもたらさず、60 歳前後の賃金水準を低下

させることのないように以下の事項を実現するこ

と。

① 60 歳を超える職員の賃金水準については、

年金の支給開始年齢が引き上げられるなかで

生活を保障できる賃金水準が確保できるよ

う、基本賃金や一時金を改善し、扶養手当・

住居手当を支給すること。賃金は退職時の職

や級で機械的に決定せず、同一労働同一賃金

の原則に基づく公平・平等なものとすること。

再任用職員の給料、期末・勤勉手当の引き上げ、

扶養手当・住居手当の支給については、人事委員

会からの勧告もなくは困難と考えている。

また、再任用職員の給与決定に関しては、一般

職員と同様に、その職階に応じた職務の級で決定

しているところであり、同一賃金とすることは困

難と考えている。

なお、雇用と年金を接続するための新たな任用

制度について、現在、国において検討中であるこ

とから、国の動向に注視しながら、適切に対応し

てまいりたい。

② 再任用の運用にあたっては、希望者全員の

雇用を保障すること。

雇用と年金の接続を図るための新たな再任用制

度については現在国において検討されているとこ
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ろだが、現行の再任用は希望者全員の雇用を保障

するものではなく、再任用職員として働く意欲と

能力のある方を選考して任用するものである。

③ 再任用職員については、職員定数に含めず、

新規採用を抑制しないこと。

再任用職員の定数管理については、フルタイム

勤務の職員は当然定数内とすることとしており、

短時間勤務の職員であっても、勤務時間に見合う

分を定数相当としている。

④ 本人の希望を尊重しフルタイム勤務と短時

間勤務が選択できる制度とし、本人の希望に

よって短時間勤務からフルタイム勤務への変

更を可能とすること。

再任用される方の勤務形態の意向はできるだけ

尊重した運用としているが、配属先の業務の都合

等で、例外的に希望と異なる任用形態での勤務を

お願いする場合もある。

⑤ 現在の幹部職員を中心とする外郭団体への

「天下り」・再雇用を見直すとともに、住民の

くらしと密接な部門での新たな業務・職域の

開拓につとめること。

退職者の再就職については、県の行政運営と密

接に関連している団体について、当該団体からの

要請に基づき、必要な知識、経験を有する者を紹

介しているものであり、給与も退職時の４割程度

で、退職金も支給されないなど、いわゆる「天下

り」とは異なるものと認識している。

また、再任用の方には、在職中に蓄積した知識、

経験、ノウハウを退職後も活かしていただくこと

を基本としているので、業務については、現に県

で行っている業務の中から従事いただくこととな

る。

⑥ 加齢により就労が困難な職種については、

働き続けることができる職域を公務部内に開

発すること。

再任用は、在職中に培われた知識、経験、ノウ

ハウを退職後も、県で行っている業務に活かして

いただくことを基本としているので、再任用のた

めに新たな職域を開発することは困難である。

⑦ 長時間過密労働の解消、所定勤務時間の短

縮、各種休暇制度の充実と運用改善など、職

員が健康で意欲をもって働き続けられる職場

環境の整備に努めること。

時間外勤務については、高齢者に限らず、職員

の皆さんの健康管理という点からも大変重要な課

題であると受け止めている。職場全体で適正な事

務分担を図るとともに、今後とも事務処理方法の

改善等の措置もとりながら、朝礼・終礼による業

務把握と計画的な進行管理に努め、時間外の縮減

に取り組んでまいりたい。

所定労働時間の短縮については、平成 21 年 4 月

から 1 日 8 時間を 7 時間 45 分に短縮し、昼の休憩

時間も正午から午後 1 時までの 1 時間としたとこ

ろであり、さらなる短縮は困難であり、また高齢

期の職員のみ勤務時間を短縮することも困難であ

ると考えている。

各種休暇制度については、これまでから制度改

善を行ってきたところであり、これ以上の改善は

困難である。

⑧ 夜勤・交替制勤務者については、高齢期に

おいて夜勤・変則勤務を免除する制度を設け

ること。

福祉施設など夜勤・交替制勤務職場においては、

職務の必要性やむを得ないものであり、高齢者の

職員のみ夜勤免除とすることは困難である。

６ 臨時・嘱託職員・日々雇用職員の賃金・労働

条件について

人事院が出している「非常勤職員の給与決定

に関する指針」を最低基準に、改正パート労働

法の趣旨が公務にも生かされるよう、臨時・嘱

託職員・臨時教職員・日々雇用職員の賃金や労

臨時的任用職員、非常勤嘱託員、日々雇用職員

の皆さん方には、それぞれの職場で欠かすことの

できない重要な役割を担っていただいていること

に感謝申し上げる。

臨時職員の方、日々雇用の方の賃金については、

補助的な業務に携わっていただいており、一律で
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働条件について正規職員と均等待遇となるよ

う、以下の事項を中心に抜本的な改善を行うこ

と。

① 県で働く日々雇用職員等、全ての労働者の

賃金を時給 1,000 円以上とすること。

日額の金額としており、嘱託職員の方の報酬につ

いては、従前から職務の内容を勘案し、決定して

おり、例年県職員の給与改定に準じて改定してき

たところである。

賃金や報酬については、職務内容や職務に必要

とされる経験や専門性などを考慮して、決定すべ

きものであることから、全ての方の時間給を 1,000

円以上とすることについては、困難である。

② 嘱託職員に対する雇用期間の更新回数制限

については、撤廃すること。当面、5 年を超え

ての再度の応募について採用を認めること。

嘱託職員は、それぞれの所管部局において、業

務の必要性、内容、業務量などを勘案し設置され

ているが、常に当該事業の必要性、進捗状況など

を見直しながら事業を推進されてきたところであ

り、また地公法第 3 条第 3 項第 3 号を任用根拠と

する非常勤の特別職でありますことから、永続す

るといったものでもないので、任用期間は１年を

原則として、必要に応じ更新することとしている。

継続して設置の必要のある職であっても、非常

勤という任用形態で特定の人を長期間にわたって

任用し続けることは、県民に広く門戸を開放して

おくといったことから考えても、5 年が限度ではな

いかと考えている。

③ 嘱託職員の賃金について、基本賃金の大幅

改善と経験年数・専門的職務・地域性に対す

る上積みや一時金の支給、退職金の支給、扶

養手当の支給などについて改善すること。

報酬額は従前から職務内容や専門性、経験を勘

案して決定し、例年県職員の給与改定に準じて改

定してきた。

一時金・退職手当等の諸手当の制度化について

は、非常勤嘱託職員には、地方自治法第 203 条の

2、第 204 条の定めにより、一時金等の手当を支給

することはできないこととなっている。

④ 臨時講師は、2 級に位置付け上位制限を撤廃

すること。また、退職金を支給するとともに、

6 月の期末・勤勉手当の支給にあたっては前年

度 3 月以前の勤務期間も合算すること。

⑤ 非常勤講師の報酬については、会議や採点

などの時間を加算し、時間単価を引き上げる

こと。

教育委員会の方へお話いただきたい。

⑥ 日々雇用職員について、年次有給休暇を保

障すること。

日々雇用される制度の趣旨から、年次有給休暇

はなじまないものと考えている。

⑦ 臨時教職員の年次有給休暇の繰り越しを認

めること。また、9 月末までは 10 日を限度と

する制限を無くすこと。

教育委員会の方へお話いただきたい。

⑧ 臨時・非常勤・嘱託(教)職員の休暇・福利厚

生について、一般職員と均衡ある措置を講じ

ること。とりわけ、夏季休暇を半日単位で取

得できるようにすることや私傷病休暇やボラ

ンティア休暇、産前産後休暇等の有給の特別

休暇が取得できるようにすること、嘱託職員

の休暇制度全般を改善すること、がん検診等

の法定外の健康診断も受診できるようにする

こと。

臨時職員の特別休暇につきましては、人事委員

会規則により定めている。

また、非常勤嘱託員の休暇は、労働基準法に定

められている休暇に加え、たとえば、有給の休暇

として夏季特別休暇（最大 6 日間）や学校行事休

暇（1 日）をはじめ、今年度からは、子の看護休暇

を 2 日から 5 日に拡大し、正規職員に準じた日数

としたほか、無給ではあるが、育児休業、介護休

業の制度を新設するなど、これまでから改善を図

ってきた。

一般職員と同様の措置については、基本的に、
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非常勤嘱託、日々雇用職員については、非常勤と

いう勤務状況あるいは制度の趣旨から困難であ

る。

また、非常勤嘱託職員の方の半日単位の夏季休

暇の取得については、勤務形態が一律ではないた

め制度化することは困難であると考えている。

がん検診については、法定検診でないため、各

市町において実施される住民検診を受診いただく

よう、年度当初に各所属長あてに通知している。

なお、費用負担をいただければ、職場において受

診いただけるような体制を今年度も引き続き取っ

ている。

なお、非常勤教員の方の休暇・福利厚生につい

ては、教育委員会の方へお話いただきたい。

⑨ 臨時教職員の勤務実績を公平・公正に評価

する採用選考制度にすること。当面一定の勤

務実績を有する臨時教職員については、一次

試験のすべて等、選考基準をクリアしている

内容について免除すること。また、採用選考

試験の受験年齢制限を撤廃すること。

教育委員会の方へお話いただきたい。

７ 公務員の労働基本権の回復に向けて憲法とＩ

ＬＯ勧告に基づき公務員労働者の労働基本権を

保障するなど民主的公務員制度確立にむけ積極

的に働きかけ以下の事項を実現すること。

① 民間給与実態調査については、中立性を保

つため第三者機関が実施すること。

② 人事行政の公正を確保するための第三者機

関のチェック機能や権限を保障すること。

③ 結社の自由の原則に反する労働組合の認証

を求めないこと。

④ 労働条件や勤務条件はもちろんのこと、こ

れらに関連する人員・予算等についても交渉

事項とすること。

現在、国において、地方公務員の自律的労使関

係制度に関する検討が行われており、その動向を

注視して参りたい。

６．全体回答後の交渉状況

職員団体の主張 県の回答

公務員の賃金は、この 10 年間の人事委員会の勧告

によるマイナス改定で、100 万円近く下がってい

るのが現状である。その上、カットが 10 年近く続

いている。安易にカットを続けることは許せない。

全国の状況を見てもカットを止めているところが

あり、実施しているところは少数となっている。

独自カットは廃止するべきだ。

来年度の財源不足額については、行財政改革方針

での見込みと大きくぶれることはないと見てお

り、今後も着実に取り組みを実施する必要がある。

引き続き厳しい財政状況の中、人件費の対応は必

要であり、給与カットを継続しなければならない

状況と考えている。

来年度、どのような内容にするかはもう少し時間

をいただきたいが、引き続きカットをお願いせざ

るを得ないことを理解いただきたい。

人事委員会の勧告で求められている 0.1%引き上げ

を明言すべきだ。また、来年 4 月から、7.0%に引

き上げることを早々に示すべきだ。

条例本則の 7.0%は念頭に置いて対応するものと考

えているが、人事委員会の勧告では 6.1%となって

いる。全体の状況を見ながら、対応を検討してい

きたい。
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自宅に係る住居手当の廃止は、世帯形成層に大き

な影響がある。維持すべきだ。

昇給・昇格の改悪については、法案が提出されて

いないので、来年度の課題という認識でよいか。

人事委員会の勧告の内容は、国に準ずるというこ

となので、国の動向を注視して検討したい。

退職手当については、国の法案どおりなら、この 1

月から削減が始まる。早期退職も増えるのではな

いか。慎重に対応すべきだ。

国に準じて改正することが必要と考えている。

評価制度の目標管理は、負担感が強いと現場から

の声があり、認められない。人材育成基本方針か

ら議論することが必要だ。

平成 26 年度導入に向けて来年 1 年間かけて、検討

したい。


