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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

滋賀県職員組合、滋賀県職員組合現業職員協議会

２．当局側出席者

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 12 日（月）13:15～14:30 本館３B 会議室

４．内 容

県独自カットの解消、退職手当の改正に関する要求等

５．職員団体の要求および県の回答

職員団体 県

１．基本賃金の改善について

１ 長期にわたる給与の減額措置を速やかに廃

止すること。

現業職については、人事委員会勧告は直接適用

されないが、勧告が民間給与の状況等を調査され

た結果を踏まえたものという性格から考えると、

準じた対応をすることが必要と考えている。

また、給与カットについては、昨年度の話し合

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

をお願いしたところである。

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、誠に申し訳なく思っている。

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、

人件費の対応は必要であり、皆さん方に負担をお

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、もう少し時間を

いただき、収支見通しを見極めたいと考えている

が、引き続きカットをお願いせざるを得ないこと

について、理解いただくよう、よろしくお願いす

る。

２ 2006年の給料表引き下げに伴う経過措置額

である「現給保障額」は、差が無くなるまで

終期無く約束された措置であり、一方的な廃

止は許されず、継続すること。

現給保障額については、人事委員会の報告で「減

額措置が継続されている状況下では廃止すること

は適当でない」と指摘されているものの、「廃止に

あたっては本県の実情を十分踏まえた措置を検討

することが必要」としていることや、現給保障額

を廃止する報告がある都道府県のほか、国等の状

況を踏まえるよう報告を受けている都道府県も多

いことから、取扱いについては、もう少し他の都

道府県の動向を見ながら総合的に判断したいと考
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えている。

３ 技能労務職の賃金体系を一本化するととも

に、到達
・
等級を現行の行政職給料表５級水準

に改善すること。

賃金体系の一本化については、現在設けている

区分は、それぞれの職種に必要な資格・免許に着

目して、皆さんとの話し合いの経過の中で、必要

最小限の区分を設けて行ってきたものである。

一本化については、皆さん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。

賃金水準を行政職 5 級の水準に改善せよとのこ

とだが、5 級は課長補佐の級であり、職務給の原則

から困難と考えている。

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行政職 2 表水準もしく

はそれ以下の水準に見直され、また、その他の都

道府県においても見直しに向けた取組みがされて

いる状況である。

この見直しについては、昨年度の交渉の場で「定

年延長に向けた給与制度や高齢層の職員の昇給・

昇給制度の見直しなども踏まえて総合的に検討を

する必要があることから、今後、これらの制度改

正と合わせて検討する」と申し上げた。引き続き、

これらの制度改正と合わせて検討をしていきた

い。

４ 全ての職種に「技師」昇任の適用を行うと

ともに、2 欄への移行は現行経験年数を改善

し、昇任とともに 1 号上位格付けを行うこと。

また、1 欄から 2 欄の移行時に 4 号上位に格

付けすること。特に、免許・資格のない技術

員および業務員は速やかに改善すること。

従来からの皆さんとの話し合いにより、行政職

給料表との均衡を考慮しながら、現在の体系がで

きているものであり、これまでから改善もしてお

り、たちまち改善する必要はないものと考えてい

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だが、これは、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

るものであるので、引き続き話し合いをお願いす

る。

５ 一時金の職務段階別加算制度を見直し、

10％加算の適用年齢を改善すること。

期末・勤勉手当における職務段階別加算の要件

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、給料表間のバランスを

考慮して設定してきたものである。

技能労務職給料表については、これまで改善措

置を講じ、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。

６ 勤勉手当について、成績率の拡大、「適性運

用」の名による「勤務評定」の導入を行わな

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

き時期にきている。」との報告を受けた。

また、国においては、平成 21 年度から新たな人

事評価制度の運用が始まっており、都道府県にお
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いても、多くの団体で「人事評価」を昇給や勤勉

手当に反映する取組みが進められている。

平成 18 年度からの給与構造改革は、職務・職責

や勤務実績に応じた給与を確保することが目的と

されており、こうした取組みは、国家公務員・地

方公務員を通じ、公務員全般において進められて

いることを考え合わせると、本県においても何ら

かの取組が必要であり、早期に取り組みができる

よう引き続き検討していきたい。

７ 中途採用者の「前歴換算」の見直しと「年

齢別初任給基準」を改善し、大幅な在職者調

整を行うこと。

前歴換算については、平成 18 年度から職務に直

接役立つと認められる経験については、7 年を超え

る経験についても 1 年 4 号として初任給の算定を

行っている。

採用前に同種の職務に従事していた方について

は、直採者との給与上の差はほとんどなくなって

おり、従来に比べ非常に有利な取扱いとなってい

るところであり、改善は困難と考えている。

年齢別初任給基準については、皆さんとの話し

合いの中で一定の見直しについてご理解をいただ

き、平成 21 年度から見直しをさせていただいた.

現在、全国的に見て、遜色の無い内容となって

いるので、改善については困難である。

８ 現行給料表の号給延長をはかり、中高齢職

員の賃金を大幅に改善すること。

技能労務職給料表は、行政職給料表を合成した

給料表としている。行政職給料表について延長の

勧告がないことから、技能労務職給料表について

も号給の延長は困難と考えている。

２．諸手当について

１ 年度途中の採用者については、退職金算定

基礎に端数月数を加算すること。

退職手当の算定に係る勤続期間の計算について

は、都道府県や国との相互通算規定を設けている

関係から、本県だけが異なる扱いを行うことは困

難と考えている。

２ 土日曜日が社会の休日化する中で、交替変

則勤務に対する手当を新設すること。

土日・休日勤務者等に対する手当の新設につい

ては、土日・休日勤務であるということのみをも

って手当を支払うことはできないものと考えてい

る。

３ 夏期ハウス内薬剤散布手当を新設するこ

と。

夏季ハウス内作業に係る手当の要望について

は、危険、困難、不快、不健康といった特殊勤務

手当の構成要素において、特段業務内容に変化も

なく、全国的な状況からしても、新設は困難であ

る。

４ 水防・雪寒対策については命令を受けた時

点から超過勤務手当の支給対象とすること。

また、年末年始の勤務については年末年始手

当を支給すること。

水防・雪寒対策にかかる時間外勤務手当につい

ては、現実に業務に従事していない通勤等の時間

帯を時間外勤務手当の対象時間とすることは、他

の業務においても同様に支給対象としていない。

なお、昨年度の特殊勤務手当の見直しで、「深夜

緊急業務等手当」のうち年末・年始の勤務に支給

している手当については、廃止した。全国的にみ

て同種手当が廃止されていることからも支給対象

とすることは困難である。

５ 自宅にかかる住居手当の廃止を行わないこ 人事委員会からは、自宅に係る住居手当を来年
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と。 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

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。

６ 超勤手当縮減のための週休日の振替を強制

しないこと。

週休日、休日に特定の業務に従事する場合は、

従事する日の 4 週間前の日から 8 週間後の日まで

の間に振り替えて休みをとることができるため、

振替が可能な業務に従事した場合は原則として振

替で対応してもらっている。

職員の健康管理の面や、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ことから

も、週休日、休日に特定の業務に従事した場合は、

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、できる限り振替で対応してい

ただきたい。

３．現業業務体制の確立について

１ 現業職員の欠員・退職の補充は速やかに正

規採用で行い、以下職種ごとに次の事項につ

いて改善すること。

執行体制は、現業職場に限らず、常に全体を見

ながら、より効率的で適切なものにしていかなけ

ればならない。そのためには、常に社会の動きに

合わせて、業務の必要性やその実施方法も、その

時々に検討を加えていく必要がある。

したがって、退職に伴う補充は、即その職で補

充するというのではなく、その業務の将来的な見

通しや必要性、代替性などを総合的に検討する必

要がある。

① 畜産技術振興センターの技術員の定年退

職者については正規職員で補充を行うこ

と。

これまで、業務量を見ながら、必要なものは補

充してきたところであるが、所管部局の考えも聞

き、業務量の推移や将来的な見通し、業務の代替

性、社会経済情勢などを総合的に勘案しながら、

効率的で適切な方法を検討する必要があると考え

ている。

② 道路管理技術員は、一班 3 名体制を正規

現業職員で維持すること。

現在、３名体制を基本に、一部の事務所におい

ては、再任用職員などの応援により、業務の執行

に支障が生じないよう体制を確保している場合も

ある。

業務の体制については、基本的に、業務量や業

務内容の変化、また、社会の動きなどを見ながら、

どうすれば最も効果的かを常に考えて対応してい

るところであり、道路維持補修業務についても土

木交通部とも十分に協議しながら、対応していき

たい。

③ 石田川ダムにダム管理技術員を正規採用

し、配置すること。

ダム管理技術員の退職に伴い、平成 19 年度から

土木技術職員で対応しているところだが、ダム管

理上問題があるとは聞いていない。

④ 技術員・業務員の退職補充については正

規職員で行うこと。

県立学校の業務員、農業技術振興センターなど

の現業業務の体制については、業務量の推移や将

来的な見通し、代替性などの観点からの検討に加

え、社会の動きや県民の理解等といったものを考

慮しながら、効率的で適切な方法を検討する必要
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があると考えている。

⑤ 近江学園で食数に見合う調理師を正規職

員で確保すること。また、福祉施設調理師

の退職補充については正規職員で行うこ

と。

福祉施設の調理師は配置基準や入所者児の実情

に合わせて配置しているところであるし、さらに、

必要に応じて日々雇用職員の雇用をお願いしてい

る。

⑥ 長浜養護学校の調理師を補充すること。 学校の調理師の増員については、教育委員会に

お話いただきたい。

⑦ その他職種にかかわらず欠員が生じたと

きは、正規職員で補充すること。

その他の職種の欠員についても、業務量や内容、

将来的な見通し、代替性等、部局の意見も聞きな

がら検討し、対応してまいりたい。

２ 再任用制度については、現業職員に対して

定年時勤務職場に配置するなど適正な運用を

行い、賃金労働条件等の改善を行うこと。

平成13年度末の定年退職者から制度を運用して

おり、職務の経験を活かすという観点から、現業

職員の方については退職前と同じ職務で再任用す

ることが基本であると考えている。

また、希望者全員の雇用を保障するという制度

ではないが、再任用を希望する方については、健

康で働く意欲と能力のある方については、できる

限り採用するよう努力したい。

なお、再任用の給料については、公務部内の均

衡にも留意しながら規則で決められている。

３ 現業業務体制の配置定数の変更・確定につ

いては、職員組合との協議事項とし労使間の

協約を締結すること。

今後とも、話し合いをしていくということで対

応したい。

４．人事異動について

１ 人事異動については「現地採用」の経緯を

踏まえ、本人の希望を最大限尊重し公平・公

正に実施すること。

２ 組織の再編など、県の機構の改変・統廃合

時および統廃合後の組織内の人事異動につい

ては、事前に職員組合と協議し、本人の希望

を最優先すること。

技能労務職員の皆さんは、配置先所属での勤務

を前提に採用されていることから、基本的には異

動はないものと考えている。

ただし、組織の統廃合や業務の廃止など人事上

の必要がある場合には、配置換えをお願いするこ

ともある。

５．公用車の更新基準等について

１ 公用車の装備選定に当たっては運転技術員

の意見・希望を取り入れること。

２ 公用車および建設・農業作業車等の更新に

ついては個別の状況に即して対応すること。

公用車の仕様選定に当たって、一般の公用車に

ついては会計管理局主催の公用自動車購入車種等

審査会で検討されており、総務課からも職員が参

加している。

同審査会で仕様案が示され、検討、議論を行っ

た上で仕様が決定されており、意見を反映させる

場は設けられていると考えている。

公用車の更新の目安としては 10 年 10 万ｋｍで

あるものの、最近の車は性能が良く、10 年以上経

過しても十分な機能を有しているものと考えてい

る。厳しい財政状況の中、整備、点検等を適時、

確実に実施して、できる限り有効に使用していき

たいと考えており、基準の見直しは考えていない。

６．職場環境の改善について

１ 被服貸与は事務支障のないものとし、材質

は職場実態に合わせたものとすること。

被服の貸与は、業務の内容、使用頻度により、

必要に応じて行っている。また、損傷した場合に

は所属長の判断により弾力的に更新できる制度と

している。

材質については、夏冬用、半袖、長袖等、気候
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に合ったものを貸与しているが、スケールメリッ

トを発揮し購入単価を抑えるためにも、会計管理

局管理課において一括発注する必要があり、その

場合、各所属の個別の要望に応えることは困難で

あると聞いている。

しかし、各所属で予算の範囲内において、物品

請求書により購入することは可能なので、各所属

において検討頂きたい。

２ パソコンが利用しやすい職場の環境整備を

すること。

現業職員についても、事務遂行上、共通事務端

末が必要とされる職種については、所属からの申

請に基づき、配備することとしているところであ

り、必要とされる場合はこの手続きをお願いして

いる。

また、情報化研修についても、所属長が事務遂

行上必要と判断した場合は、受講申込を行ってい

ただければ、一般職員と同様の手続きで受講して

いただける。

なお、総合事務支援システムの利用については、

「一般行政事務を行う職員」を基本としているが、

その他の職員についても、業務内容に応じて利用

できることとしているので、情報政策課と協議い

ただきたい｡

３ 現業職場から出ている改善要求について

は、誠意をもって対応すること。

職場の改善要求については、個別の事項に応じ、

話を聞き、また話し合いをしていきたい。

ただ、現在極めて厳しい財政環境のもとに置か

れている現状についてもご理解いただきたい。

４ 職場の勤務実態を把握したうえで、夏季休

暇の取得期間を拡大すること。

「夏季休暇」は体力が消耗しがちな夏場におけ

る職員の元気回復と、家庭や地域において充実し

た時間を過ごしてもらうことを目的に実施してい

るもので、滋賀県職員の勤務時間条例に「7 月から

9 月まで」と定められており、この期間内において

計画的に取得していただきたい。

７．その他

１ 政策研修センターにおける技能労務職員研

修について、見直しと改善を図ること。

技能労務職員の方を対象とした政策研修センタ

ーでの研修は、専門的な技能・技術の習得を目指

すものではなく、広く「公務員として人権問題等

への理解を深めるとともに、行政を取り巻く環境

の変化に対応する広い視野と知識を習得し、職務

遂行能力を高める。」ことを目的としている。今年

度は県政の課題、人権研修、公務員倫理、健康管

理、運動習慣の５つの構成で研修を実施した。

人権や公務員倫理といった基本的な内容に加

え、現場業務を遂行するため「健康管理」や「運

動習慣」についても大切な項目であると考えてい

る。

研修終了後のアンケートでも研修内容は適当で

あるとの意見も多く、現在のところ基本的な構成

内容を見直すことは考えていないが、具体的な内

容については、従前と同様県政の課題全般の中か

ら時宜を得た内容をとりいれることとしている。

なお、アンケートには、車両運転等の研修をし
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てほしいとの意見もあったが、業務に密着した専

門的内容は必要に応じ、それぞれの部局において

対応いただくものと考えている。

６．回答後の交渉状況

職員団体 県

平成 22 年度、23 年度とカット措置され、削減

額よりも剰余金が出て基金に積み立てられたと認

識しているが、どのように認識しいているのか。

税収の伸び等により基金に積み立てできたが、

一時的な積み上げであって、将来的には交付税が

精算されるものであり楽観視できない。来年度の

収支については、行財政改革方針策定時と比べて

大きなぶれはない。

現業職に財政責任は問えない。全体のバランス

で現業職にもお願いするということだ。本来は交

渉権があるのだから、行政職と横並びは納得でき

ない。

確かに現業職に経営責任を、ということではな

い。ただ、行政職や教育職、皆さんにもお願いし

ているものであり、ご理解願いたい。

10 年という長きにわたるカットで、とりわけ現

業職には財政責任を問えないということも含め

て、カットをやめるという決断を、この場で回答

するのは難しいと思うが、そういう方向で検討を

お願いしたい。

本来は人事委員会の勧告制度があるので、それ

に基づき支給すべきものという理解はあるし、人

事委員会勧告を尊重するのはその通りである。し

かしながら、事業費を削る中で、併せて人件費の

対応をお願いしているのが現実で、理解をお願い

しなければならない。

退職手当の問題だが、国の状況を見ながらの実

施だと思うが、老後の生活設計を打ち砕くような

話である。国で決まっていないものを交渉に入れ

るのは認められない。

国の状況もあるが、国に準じてやることはない。

国は 3 段階に分けて引き下げていくという法案

を出している。まだ法案が出されたという段階な

ので、国の取扱い等がはっきりしてきた段階で情

報提供していく。

職員研修については、毎年代わり映えのしない

内容だという声がある。現業職は 3 年に一度研修

があるが、同じ内容をそんなにやってもらわなく

て良い。

仕事に直結するということではなく、公務員と

して広く最近の問題、動きというものを学んでも

らい、健康管理についても科目に入れている。研

修後のアンケートで見直しを求めるような意見は

ない。ただし、要望があれば所長に伝える。


