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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、滋賀県教職員組合、自治労滋賀県職員労働組合

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）10:00～12:00 北新館中会議室

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 10 年にわたる長期の賃金独自カットについて

は、財政難を理由としているものの、最早、臨

時的・特例的と言えず、際限なく継続している

ものであり、県関係職員の労働基本権保障の観

点からこれ以上の継続は認められるものでな

く、現行の賃金独自カットを即時に解消するこ

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 厳しい職場環境や生活実態のなか、県民ニー

ズに応えるため奮闘している職員の生活を守る

ため、基本給および諸手当の月例給与水準を改

善すること。

人事委員会の勧告については、従来からの経過

がある。公務員の労働基本権の制約の代償措置と

して、設置されているものであり、県内の民間給

与の状況を反映したものであることから、これま

でどおり基本的に尊重するという立場にある。

しかしながら、極めて厳しい財政状況下にある

ことをあわせて、県内の雇用状況を始め、経済状
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況が全国的に見ても厳しい状況にあり、給与の引

き上げを回答できる状況にない。なお、引き続き

慎重に検討したいと考えている。

３ 職員の生活を守るため、必要な一時金支給月

数を改善すること。

期末手当・勤勉手当の級別加算に伴う行政職

と教職員や現業職員との格差を解消すること。

また、勤勉手当の成績率の一方的な導入およ

び成績率の拡大・強化を行わないこと。

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く、引き

上げは困難と考えている。

期末・勤勉手当における職務段階別加算につい

ては、給料表ごとの支給要件については、行政職

での運用を基本に、各給料表の職階の状況や国の

状況、各給料表間のバランスを考慮して設定して

きたものであり、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。

また、勤勉手当の成績率については、人事委員

会勧告に基づき措置するものと考えている。

４ 50 歳台の昇給・昇格制度の見直しについては、

公務の職場実態と乖離し、職務給の原則にすら

反するものであり、中高齢層の賃金水準の低下

に止まらず、職員の士気に大きく影響すること

から、下記のとおり制度改悪を行わないこと。

(1) 55 歳以降の昇給停止を行わないこと。

(2) 中高年齢層の賃金水準の低下につながる昇格

制度の改悪は行わないこと。

(3) 2006 年の給与構造改革に伴う経過措置の廃止

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、

基本的には国の制度改正の状況に注意しつつ実施

していきたい。

５ すべての在職者が定年まで昇給が可能となる

よう、思い切った号給延長を行うこと。

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が、その後、

人事委員会からの勧告がないので、現段階におい

て実施は困難なものと考えている。

６ 昇任時期の遅れによる昇格運用の格差が生じ

ないよう必要な改善措置を講じること。

(1) 誰でも 50 歳で行政職給料表６級、教育職（二）

（三）表３級に到達するよう昇給昇格制度を改

善し、医療職（二）表の国公８級水準の導入や

研究職給料表５級到達のための昇格運用改善

を図ること。

(2) 低位のまま推移する小・中学校事務職員の賃

金水準を改善するため、昇任および昇格制度の

改善を基本に主任事務主査の格付けや新たな

職の設置などで行政職給料表６級への到達を

保障すること。

(3) 職務の格付けによる昇格運用の改悪を行わ

ないこと。

行政職の昇格運用改善については、これまでの

経過や昨年の話し合いの内容も十分に踏まえなが

ら、引き続き、話し合いをお願いしたいと考えて

いる。

医療職給料表(2)の国公８級水準の導入について

は、国における８級水準とは、特に規模の大きい

薬局の長の職務級であり、また人事委員会の勧告

もないことから導入は困難である。

大規模試験研究機関の長の標準職務級である研

究職給料表５級の昇格運用については、標準職務

級に見合った運用を行っているので、見直しは困

難と考えている。

教員の給与については、教育委員会と話してい

ただきたい。

７ 人事評価制度については、公平性・公正性・

透明性・納得性等の保障が担保されておらず、

職場に無用の競争主義や差別的な取扱いが生じ

る危険性があることから、この制度による給

与・一時金への反映・導入は行わないこと。

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
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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。

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

度に準備を進めていきたいと考えている。

評価結果を給与に反映することについてもでき

るだけ早期に実施できるよう検討を進めていきた

い。

８ 県政を支える優れた人材を確保するため、初

任給や青年層賃金について改善すること。

また、多様な経験を持つ有為の人材を確保す

るために中途採用者の賃金水準を改善するこ

と。

そのため、経験年数換算率、号給調整換算率、

年齢別初任給基準などの初任給決定方法の抜本

的改善を図り、前歴を有する職員全員に在職者

調整を行うこと。

本県の初任給の状況については、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と考えて

いる。

近年の給与改定については、早期立ち上がり型

へ移行し、できるだけ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

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。

中途採用者の初任給については、国では５年ま

での経験については１年を４号とし、５年を超え

る経験は 18 月を４号とされているが、本県では、

従来から７年までの経験について１年を４号とし

ており、国より有利な取扱いとなっている。

平成 18 年度からは、経験の号給換算方法を国に

準じた内容で改正され、職員の職務に直接役立つ

と認められる経験は、７年を超える経験について

も１年を４号として初任給の算定を行うこととし

ており、従来に比べ有利な取扱いとなっている。

改正に伴う在職者調整についても、平成 18 年４月

１日付けで実施した。

９ 現業職員の低賃金構造を抜本的に改善するた

め、技能労務職給料表の職種ごとの格付け運用

を一本化し、行政職給料表（一）表の５級への

到達を保障すること。

また、行政職と同様の昇格メリットを確保す

ること。

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

さん方と現段階で認識に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。

給料表の到達号給を、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。

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
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合的に検討を行う必要があると考えている。

今年度、人事委員会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。

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、引き続き話し合いをお願いする。

10 人材確保の観点から、医師や看護職をはじめ

とする医療従事者に対して、賃金その他の思い

切った待遇改善を行うこと。

病院においては、初任給調整手当の独自措置や

医療技術者についてのカットの軽減などの取組み

がされていると聞いている。

今後の取扱いについては、病院事業庁において、

その経営状況も踏まえ検討されると考えているの

で、病院事業庁とお話ししてください。

11 臨時・非常勤職員など、県関係職場に雇用さ

れるすべての労働者の処遇改善、安定雇用に関

わって必要な対応および抜本改善を行うこと。

(1) 臨時・非常勤職員に対して、定期昇給を保障

するとともに、一時金・退職金などの諸手当の

支給を行うこと。

臨時職員の賃金については、補助的な業務に携

わっていることから、一律で日額の金額としてい

る。嘱託職員の報酬については、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。なお、嘱託員はもと

もと必要な経験や専門性に着目して採用してい

る。

一時金・退職手当等の諸手当の制度化について

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。

(2) 嘱託職員の雇用期間を１年更新とせず継続し

た雇用を保障するとともに、行政サービスの低

下を生じている５年間の雇用制限を撤廃するこ

と。

嘱託職員は、それぞれの所管部局において、必

要性、内容、業務量などを勘案しながら設置して

いる。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してきた。また、非常勤の

職であることから永続するといったものでなく、

任用期間は１年を原則として必要に応じて更新す

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任用をし続

けることは適当でなく、県民に広く門戸を開放し

ておくという趣旨から考えても、５年が限度では

ないかと考えている。

(3) 臨時教職員の待遇を正規の教職員に準じて改

善するとともに、臨時講師等の２級格付け、号

給の頭打ち制度の撤廃を図ること。また、臨時

学校事務・栄養職員の劣悪な待遇（賃金・休暇）

を改善すること。

基本的に教育委員会で決められることなので、

教育委員会の方へお話しいただきたい。

(4) 臨時・非常勤職員の全ての特別休暇を正規職

員と同じく有給とすること。特に母性保障のた

めの特別休暇は早急に実現すること。

臨時職員の特別休暇については、人事委員会規

則により定められている。

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、有給の子の看護休暇を２

日から５日に拡大し、正規職員に準じた日数とす

るなど、これまでから改善を図ってきた。

しかし、勤務形態や制度の趣旨から全ての特別

休暇を正規職員と同様に有給とすることは困難で
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あると考えている。

(5) 臨時事務職員の正規職員への道を開くため、

学校事務職員の採用年齢上限を引き上げるこ

と。

(6) 臨時事務職員の産休・病休等の代替職員を確

保すること。

(7) 臨時教職員が年度を越えて１ヶ月以内に引き

続き任用される場合は、前年度の年休の残りを

繰り越せるようにすること。

教育委員会の方へお話いただきたい。

12 退職手当について、国では 400 万円以上の減

額という、過去に例を見ない厳しい制度見直し

がなされようとしているが、このことは、退職

後の生活設計を大きく狂わすものであり、全て

の世代の職員の士気にも重大な影響を与えるも

のであることから、現行支給水準を維持するこ

とを基本にし、次の事項を踏まえて交渉・協議

を行うこと。

(1) 退職手当制度の見直しは重大な勤務条件の変

更であることから、組合との交渉・協議・合意

に基づく実施を前提とすること。

(2) 制度改正については、国と同様の措置を拙速

に求めることなく、本県における見直し理由を

明らかにするとともに、国の制度化以降の決着

とすること。

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ている。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。

13 自宅に係る住居手当および単身赴任者の自宅

に係る住居手当について、現行支給水準を維持

すること。

また、家賃等の最高支給額を引き上げること。

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。

国においては廃止され、全国の状況を見ても、

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。

最高限度額の引き上げについては、本県の借

家・借間に係る住居手当の制度は国を上回ってお

り、他の都道府県と比較しましてもかなり有利な

状況にある。勧告もないことから、これ以上の改

善は困難であると考えている。

14 地域手当については、条例どおり全県一律で

７％支給となるよう措置すること。

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。

地域手当については、現段階で給与の引き上げ

を回答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。

15 以下の諸手当について積極的な改善を図るこ

と。

また、厳しい職務の実態を踏まえ、現行の特

殊勤務手当の一方的な縮小・廃止・統合などを

行わないこと。

昨年度の交渉を経て、税務手当をはじめとする

月額手当などについて見直しを行った。

今後についても、その時々の情勢に応じ、必要

な見直しを行っていきたいと考えており、その時

は十分に話し合いを行いたいと考えている。

(1) 扶養手当については、支給額を引き上げると

ともに、属性区分を見直し、扶養順位による支

給となるよう制度改革を行うこと。また、教育

加算額を引き上げること。

(2) 通勤手当については、交通用具利用者に対す

人事委員会の勧告がなく、支給額の引き上げや

制度改正については困難であると考えています。
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る手当額の引き上げを行うとともに、支給除外

距離を「１㎞未満」に改善すること。

(3) 駐車・駐輪の手当については、実質支払い金

額まで増額すること。

(4) 宿日直手当については、支給額を大幅に引き

上げること。

(5) 交替制職場および変則勤務者や土日・休日勤

務を常態とする者への手当を新設すること。

(6) 教職員の教員特殊業務手当を抜本的に引き上

げること。

土日・休日勤務であるといったことのみをもっ

て手当を支給することはできないものと考えてい

る。

教員特殊業務手当については、教育委員会とお

話しいただきたい。

(7) 水防等の緊急出勤時において、現行では措置

されていない、職場までの時間外勤務手当や自

家用車による往復の交通費等の実費負担分を

支給されるよう改善すること。

自宅から勤務公署へ登庁することは、「通勤」で

あるため、時間外勤務手当や旅費の支給は、困難

と考えている。

昨年度の話し合いを経て、緊急出勤時に高速道

路を使用した場合は、使用料を支給するように措

置した。

16 年間総労働時間を 1,800 時間程度に短縮する

ため次の事項の実現を図ること。

(1) 恒常的な超過勤務を縮減させ、サービス残業を

根絶させるため、職員定数の回復を基本に、関

係職員の職場実態を踏まえた実効ある具体的な

超勤縮減策を積極的に進めること。また、この

間、県当局においては、一層の超過勤務の管理

を行っているが、県関係職場におけるサービス

残業の実態把握を行い、その結果による必要な

対策を講じること。

「時間外勤務の縮減」は、職員の健康管理と公

務能率の向上の観点から大変重要な問題であると

受け止めている。

全体として定数削減を進めているわけだが、県行

政として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当然必要であり、

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。

毎日の業務については、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

ている。

また、時間外勤務は当然命令に基づいて行われ

るものであり、当然グループリーダーや所属長が

業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

しっかりと行っていくためには、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。

当然のことながら、サービス残業についてはあ

ってはならないものであり、引き続き、事前命令、

事後確認を徹底していくとともに、職員の健康管

理、ワーク・ライフ・バランスという面からも超

勤縮減を図っていく。

(2) １ヶ月あたり 45 時間を超える超過勤務につ

いて、超過勤務手当の割増率を引き上げるこ

と。

(3) １時間当たりの給与額の算出方法を労働基準

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。

時間外勤務手当等の算定基礎については、現在
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法に準じるように改善すること。 の取扱いは国に準じた内容となっており、また、

要求のような改正は、受ける手当によって時間外

勤務手当の単価が異なるなど部内均衡の面で課題

があるのではないかと考えており、こうした面も

踏まえて、慎重に検討する必要があると考えてい

ます。

(4) 厚生労働省の「労働時間等見直しガイドライ

ン」を踏まえ、年次有給休暇の計画的取得を積

極的に推進し、完全取得（年間 20 日取得）を

促進すること。そのため仕事の進め方・システ

ムを見直すとともに、必要な部門については人

員確保を講じるなど環境整備を図ること。当

面、年間 15 日の取得実績となるよう実効ある

措置を講じること。

年間９連休や夏季５連休の推奨に加え、次世代

育成支援にかかる特定事業主行動計画に基づき、

職員の年休取得を一層促進するため、年間 13 日の

取得を目標に、毎月最低１日は年休取得できるよ

う呼びかけを行っており、引き続き職員が休暇を

取得しやすい職場環境づくりに努めている。

また、時間外勤務の多い所属については、厳し

い定数事情の中でも事務処理方法の改善等の措置

と併せて、人員配置について一定の配慮をしてき

た。

今後も職場の実態を十分伺いながら、仕事に支

障をきたさないよう対応していきたい。

17 教職員の多忙化解消や労働時間短縮を図り、

健康で元気に働き続けられる労働条件を整備す

るため、次の事項の実効ある措置を講ずること。

(1) 時間外勤務として命じる場合は「県給特例条

例第６条２項」の業務に限定するよう管理職を

指導し、やむを得ず勤務時間を超過した場合

は、回復措置を徹底するよう関係機関に働きか

けること。まずは、各学校において、時間外勤

務の時間把握を行い、その結果に基づいた改善

への指導を行うことを徹底すること。

(2) 文部科学省が実施した教職員の「勤務実態調

査」を分析し、その結果を活用して学校を多忙

化させている原因の究明と改善策の確立およ

び教職員の健康破壊の防止に努めること。これ

らの実効ある取組を進めるため、教育委員会に

おいて、「多忙化対策のための労使協議会」を

設置すること。

(3) 病気休職者等の迅速な補充を行うこと。部活

動の外部指導者の増員を行うこと。

(4) 労働安全衛生法の改正にもかかわらず、労働

時間管理や安全衛生体制が確立されていない

職場が多数見受けられるため、速やかに法に従

って体制を整えるよう指導すること。

(5) 休憩時間の確保のため、勤務時間の割振り等

を実施するよう管理職を指導すること。

(6) 教職員の年休取得を促進するため、管理職、

関係機関に実効性のある施策を実施するよう

働きかけ、年休の１暦年を９月から翌年の８月

末までに改めること。

(7) 勤務時間の割り振りの特例の対象に、複数校

の特別支援学級で実施する合同の宿泊体験学

習など、既対象業務と同種の業務も含めるこ

と。

教職員に関する要求については、教育委員会と

お話ください。
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18 病気休暇、介護休暇を取得したことにより、

昇給延伸の扱いを受けている職員に対して、速

やかに復元措置を講じること。

また、育児休業、介護休暇期間中の所得保障

について改善を図ること。当面、育児休業にお

ける給付金の支給についての期間延長と支給要

件の緩和を行うこと。

病気休職期間等については、人事委員会規則に

基づき一定割合を勤務したものとして換算してい

るが、国家公務員の取扱いと同様のものなので、

これ以上の措置は困難である。

育児休業、介護休暇期間中の所得保障について

は、地方公務員等共済組合法により、全国一律の

制度となっているので、独自の取扱いを行うこと

は困難と考えている。

育児休業手当金については、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に該当するとき

は、１歳６箇月まで支給が延長されている。

19 自己啓発等休業制度(修学や国際貢献活動の

ための休業)や修学部分休業制度を拡充するなど

し、自己実現、職業能力開発、社会貢献等のた

めの総合的休業制度の早期具体化を進めるこ

と。

自己啓発休業については、本県では大学・大学

院等における修学とＪＩＣＡ（独立行政法人国際

協力機構）が行う国際貢献活動のために３年以内

の期間で休業できる「自己啓発等休業に関する条

例」を平成 20 年１月から施行しており、これまで

３名がこの制度を活用している。

修学部分休業制度については、平成 17 年４月か

ら制度を導入し、これまでに４人がこの制度を利

用して修学している。

現行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おり、新たな制度の導

入は現在のところ必要ないと考えている。

20 ゆとり・豊かさが実感でき、ワーク・ライフ・

バランスの時代にふさわしい休暇制度を確立す

るため、各種休暇制度を新設・拡充すること。

(1) ボランティア休暇の日数（現行５日間）を拡

大するとともに、利用範囲の拡大を図ること。

これまで児童や生徒を対象にしたスポーツ、文

化芸術活動を指導または支援する活動等にも休暇

の対象とするなど、順次対象範囲を拡大してきた。

さらなる日数や利用範囲の拡大については、国や

他の都道府県とのバランス等、状況を踏まえると

困難である。

なお、東日本大震災の災害支援については、特

例措置として本年 12 月末まで７日間としている。

(2) 「リフレッシュ休暇」の維持・拡大を図るこ

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。

(3) 「学校等行事休暇」の日数および適用範囲の

拡大を図ること。

この休暇は、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」、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。

さらなる対象行事の拡大や日数の増加は困難で

ある。

(4) 「スクーリング休暇」「リカレント休暇」（有

給教育休暇）を特別休暇として新設すること。

国や他の都道府県との均衡という点からみて

も、困難であると思っている。なお、スクーリン

グについては、職務と密接な関連を有するなど、

内容によっては職務専念義務の免除による対応が

可能としている。

(5) 「更年期障害」に対応する休暇を新設するこ

と。

現在、国や他の都道府県で特別休暇として制度

化しているところがないことから、新たな休暇の
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設置は困難である。

(6) 忌引休暇を子は父母なみに７日、孫は祖父母

なみに３日に拡充すること。

国や他の都道府県とのバランスという観点から

日数の拡充は困難である。

(7) 休憩時間が完全に取得できる条件を整備する

こと。

来客その他やむを得ない事由により昼休み中に

勤務した場合には、その勤務の後、必要な休憩時

間をとらせるよう所属長に対して指導している。

職員の健康保持の観点からも、所定の休憩時間

は必ず与えられるべきもの考えている。

病院や学校現場については、病院事業庁や教育

委員会とお話をしていただきたい。

21 次世代育成や安心して働き続けられる社会づ

くり、ワーク・ライフ・バランスのための積極

的な支援施策を実施すること。

(1) 「看護休暇」については、子の対象年齢を 18

歳までに延長するとともに、取得日数の拡大を

図ること。

看護休暇については、平成 16 年度から中学校就学

前までに拡大しており、国や他の都道府県との均

衡からも、さらなる対象範囲の拡大は困難と考え

ている。

日数については、平成 22 年６月に中学校就学前

の子一人につき５日、同二人以上で最大 10 日と、

従来の制度と比べて、大幅な拡大を図った。さら

に平成 20 年度からは父母や祖父母等についても、

看護休暇の枠内で最大５日間取得できるよう制度

を拡充してきた経緯から、さらなる日数の拡大は

困難であると考えている。

(2) 介護休暇については、有給、原職復帰、正職

員の代替措置を保障するよう引き続き改善す

るとともに、取得期間を「１年」に延長、分割

取得を可能とすること。また、介護に係る部分

休業制度や短時間勤務制度を導入すること。併

せて、介護対象者の拡大や当該職員を定数外に

するなど運用や制度の改善を行うこと。

介護休暇を有給にとのことだが、人事委員会か

らの勧告がなく、給与を支給することは困難であ

る。

また、介護休暇を最長６ヶ月取得されましても

原職への復帰が通常である。

正職員の代替職員をということだが、６ヶ月と

いう短期間であることから、正職員による代替は

困難である。

現行制度では連続する６ヶ月の期間のうちで必

要と認められる期間となっており、国や他府県と

の均衡からも期間を延長したり、この６ヶ月を分

割することなどは困難である。

介護に係る部分休業制度や短時間勤務制度の導

入についてですが、本県においては、すでに介護

休暇において１時間単位での取得を可能としてい

るところであり、実質的には短時間勤務が可能と

なっている。

また、介護対象者については、同居の配偶者の

祖父母や同居のおじ、おばなど、すでに県独自で

拡大しており、国との均衡からさらなる拡大は困

難であると考えている。

介護休暇を取得する職員を定数外とすることに

ついては、６ヶ月という短期間であることから困

難である。

(3) 育児休業については、男性の取得促進を一層

図るとともに、正規による代替職員の配置を

はじめ、制度が実効あるものとなるよう措置

すること。

男性職員の育児休業の取得促進を図るため、配

偶者の産前産後の期間に育児参加休暇を取得する

ことと合わせて短期間であっても育児休業を取得

することを奨励している。

育児休業の代替職員につきましては、臨時職員

での対応を基本としつつも、育休の取得期間が１
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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、できる限り正規職員の配置に努

めてきた。

代替職員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。

(4) 「育児時間」については、期間を「就学前ま

で」に、時間を「120 分」に延長すること。育

児のための短時間勤務制度については、取得者

が増加するよう制度の改善を図ること。

これまで、取得できる期間は生後「１年６月」

まで、取得できる時間は１日当たり「90 分」まで

延長してきた。国や他の都道府県とのバランスと

いう点からも、さらなる取得期間の拡大や時間の

延長については、困難であると考えている。

平成20年４月から制度を運用している育児短時

間勤務は、職員が希望する勤務の形態や時間帯で

行うこととなるため、その代替補充については育

児休業の場合と比べて統一的に扱うことが難しい

ことから、育児短時間勤務によって欠ける時間数

とともに、その職員の職種や担当している業務内

容あるいはその専門性や特殊性といったことなど

も十分に考慮し、該当所属の意見も聞きながら、

短時間再任用職員を配置したり、嘱託職員配置す

るなど必要な対応を行っている。

(5) 育児休業、介護休暇取得に伴う昇給・昇格、

退職手当に関わる取り扱いについては、勤務し

たものとして取り扱い、昇任等の人事やその他

の面においても不利益が生じないように措置

すること。

昇給昇格における育児休業期間等の取り扱いに

ついては、人事委員会規則に基づき一定割合を勤

務したものとして換算しているが、国家公務員の

取扱いと同様の水準なので、これ以上の措置は困

難である。

退職手当制度については、基本的に全国一律の

制度であり、本県だけが異なる取扱いを行うこと

は、困難と考えている。

育児のための短時間勤務制度については、平成

20 年４月から制度を運用している育児短時間勤務

は、職員が希望する勤務の形態や時間帯で行うこ

ととなるため、その代替補充については育児休業

の場合と比べて統一的に扱うことが難しいことか

ら、育児短時間勤務によって欠ける時間数ととも

に、その職員の職種や担当している業務内容ある

いはその専門性や特殊性といったことなども十分

に考慮し、該当所属の意見も聞きながら、短時間

再任用職員を配置したり、嘱託職員配置するなど

必要な対応を行っている。

(6) 子どもの「引きこもり」「不登校」や「機能回

復訓練」に対応できる休暇・休業（部分休業含

む）を新設すること。

単に不登校だけの事由では該当しないが、子ど

もの不登校等が疾病に起因するもので、面倒をみ

なければその子の日常生活に大きな支障を及ぼす

ような場合であれば、介護休暇の対象となること

があるので、事前に人事課と相談いただきたい。

(7) 業務の都合によるフレックスタイム制など勤

務時間の弾力化については、労使合意が前提で

あり、一方的な導入を行わないこと。

労働基準法上の「フレックスタイム制」は地方

公務員には適用除外となっており法制上の制約が

ある。

１ヶ月単位の変形労働時間制を活用し、フレッ
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クスタイム制度の趣旨を生かした勤務形態を国に

準じて導入する場合には、勤務条件の変更を行う

ので、当然話し合いをさせていただく。

(8) 育児休業、介護休暇期間中の所得保障につい

て改善を図ること。

育児休業期間中については、地方公務員等共済

組合法に基づき、育児休業に係る子が１歳に達す

るまでの期間、育児休業手当金を支給することと

されている。

なお、１歳の時点で保育所への入所を希望して

も入所できない場合などの要件に該当する場合に

は、１歳６カ月に達する日まで、支給を延長する

こととなっている。

また、介護休暇期間中についても、共済組合法

の規定に基づき、介護休業手当金を介護開始の日

から３カ月を超えない範囲で、支給することとさ

れている。

いずれも地方公務員共通の制度でありますの

で、本県のみ異なる扱いとすることは、困難と考

えております。

22 母性保障の観点から、以下の労働条件の改善

を図ること。

(1) 産前休暇を「10 週間」に、産後休暇は「13

週間」に延長すること。妊娠中の職員の勤務軽

減に伴う代替職員の配置対象職場を拡大し、条

件を緩和すること。

取得期間は、既に他府県と比べても遜色がない

状況なので、さらなる延長は困難である。

教員の代替職員については、教育委員会とお話

いただきたい。

(2) 多胎妊娠の場合、産前休暇を「16 週間」に延

長すること。

(3) 妊娠障害休暇（つわり休暇）を「14 日間」に

延長すること。

国や他府県との均衡から、期間延長や日数の拡

大は、困難であると考えている。

(4) 生理休暇など母性保障の特別休暇が取得しや

すい環境整備を行うこと。

母性保護の観点から、生理休暇を始めとして、

妊娠中の勤務時間内の休憩や通勤緩和措置、また

産前産後の受診休暇、妊娠障害休暇などを設けて

いる。

これらの休暇等を積極的に活用してもらえるよ

う、制度内容を詳しく解説した「子育てハンドブ

ック」を総合事務支援システムに掲示し、所属や

職員に周知を図っている。

(5) 体育実技担当者と特別支援学級担当者につい

て、妊娠判明時から産前休暇までの業務の軽減

措置を拡大すること。特に、14 学級以上の小学

校への体育実技非常勤講師配置条件「３週間以

上の重なりで複数になった場合」を削除し、す

べての小学校で１人目から配置すること。

教育委員会とお話いただきたい。

(6) インフルエンザ流行時は、妊娠している職員

に対して配慮すること。

妊婦が感染した時には、場合によっては重症化

するおそれもあることから、本人が予防策をとる

ことはもちろんだが、各所属においても来庁者の

受付対応など不特定多数の人との接触は、なるべ

く控えるよう一定の配慮がされるものと考えてい

る。

23 学校教育法の一部改正による「指導教諭」の

導入と「副校長」「主幹教諭」の拡大については、

教育現場に重大な影響を与えるとともに、勤務

教育委員会とお話いただきたい。
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労働条件の大幅な変更を伴うことから、労使交

渉により解決されるべき課題であり、拙速で一

方的な導入を行わないこと。

24 ここ数年、教員採用試験（小学校）の競争倍

率が相当に低くなっていることは、今後の教育

現場の人材確保の観点から放置できない問題で

あり、その原因を究明して教員の採用年齢上限

の引き上げなど採用条件や採用方法を抜本的に

見直すよう関係部局に働きかけること。

25 学校図書館の充実のため、第１４０国会での

審議・付帯決議に基づく専任司書教諭制度を早

急に確立し司書教諭を全校に配置すること。ま

た、そのための準備を進めること。

26 男女平等参画社会に対応した勤務労働条件の

整備を図るため、以下の改善を図ること。

(1) 公務における男女平等を実現するため、国の第

３次男女共同参画基本計画に準じて、女性の積

極的な幹部への登用、女性の職務・職域範囲の

拡大、男女平等実現に向けた環境整備と教育の

強化策などについての年次計画や数値目標を定

めたポジティブアクション（積極的平等施策）

を策定すること。

これまでから県庁の中で女性職員の職域拡大や女

性職員の任用に積極的に取り組んできている。女

性職員が県の政策や方針決定に参画できるよう人

事配置や、課長、参事などの職への任用にも努め

てきた。

これまでの採用の経緯などから、女性職員の職

階、年齢別の在職者数にばらつきがあり、数値目

標を設定等することは難しいが、引き続き、女性

職員に能力を発揮していただき、その意欲に応え

る積極的な任用を進めていきたいと考えている。

(2) 職場でのセクシュアル・ハラスメント、学校

においては、児童生徒に対するセクシュアル・

ハラスメント（スクール・セクシュアル・ハラ

スメント）についても実効ある防止策を推進す

るため、対策を強化すること。

「職場におけるセクシュアル・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

いく。

学校現場については、教育委員会とお話いただ

きたい。

27 「共生社会」の実現を図る立場から、県職員

の募集採用では、さらに「障がい者雇用」を拡

大するとともに、必要な職場環境の整備を行う

こと。

また、普通学校における障がい者教員の採用

を積極的に促進すること。

また、日本国籍を有しない職員に対する任用

上の制限を撤廃すること。

平成５年度から身体障害者を対象とした採用を

行っている。本年６月１日の知事部局の障害者雇

用率は、法定雇用率である 2.1％を超え 2.33％とな

っているが、引き続き障害のある方の雇用に努め

ていきたい。

障害のある職員がやりがいを持って仕事に取り

組めるよう、これまでも一人ひとりの障害の程度

に配慮した人事配置や周囲の職員のサポートなど

に努めてきた。引き続き、障害を持つ職員が仕事

がしやすい職場環境となるよう、努めていく。

障害者教員の採用については、教育委員会とお

話いただきたい。

次に、県職員の採用に係る国籍要件については、

平成 12 年度に実施した採用試験から、全ての職種

で国籍要件を撤廃したが、任用上の制限について

は、公権力の行使または公の意思の形成への参画

に携わる職員のうち、職務の内容または権限と統

治作用とも関わり方の程度の強い職を告示により

指定している。このことは、内閣法制局の見解や

総務省の考え方、判例を参考にしており、この取
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り扱いを続けていきたい。

28 職員の心身における健康管理を図るため、時

間外労働の軽減はもとより、医師による健康チ

ェックおよび相談などの適切な対応・措置を講

じること。また、複雑高度化する職務や仕事量

の増大等に伴うストレスにより精神的不調を訴

える職員が増加して現状を踏まえ、メンタルヘ

ルス対策の充実、試し出勤制度など復帰のため

の支援対策の充実を図ること。

メンタルヘルス対策は、職員が日々、健康で安

心して意欲を持って職務に従事するうえで、非常

に重要だと受け止めている。

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】）

を実施してきているし、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、様々な支援を行

っている。

また、円滑な職場復帰を支援するために試し出

勤制度を、昨年度から実施している。

29 職場のパワー・ハラスメントへの積極的な対

策を行うため、策定された指針に基づき、実効

ある防止策を推進すること。

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、職員の意識啓発を行った。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

りに努めていく。

30 高齢期の雇用について、国では年金の支給開

始年齢が引き上げられることに伴い、再任用の

義務化で対応するとの方針を決定しているが、

県においては、定年延長を基本にしつつ、当面、

雇用と年金の確実な接続を図るため、「新たな再

任用制度」について次の事項を踏まえて早急な

措置を講じること。

(1) 雇用形態は、フルタイム勤務、短時間勤務の

選択制とし、短時間勤務には複数の時間数を設

定すること。

(2) 希望者には、フルタイム、短時間ともに全員

の雇用を保障すること。

(3) 給料・諸手当については、定年までと同様に

支給し、一時金の支給月数も定年前と同月数と

すること。賃金水準については、定年前の 80％

水準を確保すること。

(4) 加齢等に伴う身体機能の低下が職務遂行に支

障をきたすおそれがある職務については特段

の対応策を講じること。

(5) 新たな再任用制度での再任用者は、報酬比例

部分の年金が支給されないことから、現行再任

用制度での再任用者との給与等の処遇や職務

についての整合性を図ること。

現在、国において制度が検討中であることから、

国の動向を注視しながら、対応していきたい。
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(6) 職員定数については、実態に即した定数カウ

ントを行うこととし、特に再任用短時間職員は

別途管理とすること。

(7) 再任用されない場合の苦情処理システムを確

立すること。

(8) 交渉・協議・労使合意を前提に、2012 年度中

に制度の枠組み確保することとし、職員の意向

調査や想定される再任用職員の雇用枠の確保

を早急に行うこと。

31 県関連労働者の賃金の改善を県職員に準じて

行うこと。

外郭団体および公の施設の見直し計画によ

る、廃止・縮小等により職場がなくなる職員に

対し、公社・事業団と協力し、雇用問題の解決

を図ること。

また、指定管理者制度の導入等により、雇用

が不安定化し、賃金労働条件の切り下げ等が行

われているため、指定管理料の改善など必要な

予算措置を行うこと。

公社・事業団等外郭団体の職員の給与その他の

勤務条件については、独立した経営体としてそれ

ぞれの団体の規程等により決定されているもので

あり、基本的に、申し上げる立場にないと考えて

いる。

外郭団体見直しに伴う団体職員の雇用問題につ

いては、県から独立した経営体として、当該団体

が主体的に対応することを基本としつつも、設立

や運営に県が相当の関与をしてきた団体について

は、団体の取組に対して、県民の理解が得られる

ことを基本に、県として可能な方策を検討し取り

組んでおり、今年４月までに、下水道公社の７名

および住宅供給公社の１名の方が再就職された。

他の方々についても、早い段階で一定の方向・

展望を示し、安心して仕事をしていただけるよう

に、現在、関係団体や所管部局と一緒に、検討、

努力している。

また、指定管理料は、人件費も含めた標準的な

経費を、適切に積算して募集時に参考額として示

し、申請団体は、これをもとに事業計画を提案さ

れており、賃金水準等についても、各団体が適切

に判断されているものと考えている。

32 給与改定等の実施時期などについては、当共

闘会議との合意を踏まえて実行すること。

給与改定の実施時期などについては、十分にお

話し合いをしたいと考えている。

６．全体回答後の交渉状況

職員団体の主張 県の回答

財政難を理由に独自カットを10年にわたって続け

ているが、平成 22 年度、23 年度の決算では、財

政調整基金等に上積みしている。また、全国状況

から見てもカットを実施する県は減少している。

終期を示されないカットをいつまで継続するの

か。

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、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。

人事委員会から地域手当が勧告されたが、この実

施については明言せず、自宅に係る住居手当や 50

歳台の昇給・昇格の改悪は勧告どおりの実施を提

案しており、不誠実だ。

人事委員会の勧告については、基本的に尊重する

という立場にあるが、地域手当については、厳し

い財政状況や県内の経済状況から現段階ではお答

えできない。引き続き慎重に検討したい。
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50 歳台の昇給・昇格制度の改悪については、国も

実施を決めていない段階では、実施を議論する必

要はない。

基本的には、国準拠と考えている。

国の退職手当については、国会審議中であるのに、

国準拠を決める段階ではない。

国に準じて改正することが必要と考えている。

評価制度は、恣意的なものになれば、士気も低下

させる。公平・公正性、透明性、客観性、納得性

の 4 原則と、組合の参加と苦情処理システムの整

備の 2 要件が必要と要求している。

平成 26年度導入に向けて来年 1年間かけて検討し

たい。


