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平成 24 年度職員団体との交渉結果（第 2 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

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 13 日（火）14:45～16:00 本館３－B 会議室

４．内 容

仕事と家庭生活の両立支援、母性保護、県独自カットの解消、自宅住居手当の維持等

５．職員団体の要求および県の回答（女性）

職員団体 県

１ 仕事と家庭生活の両立支援のためにも労働時

間を短縮するとともに、時間外労働をなくすこ

と。また、異動には十分な配慮を行い、過密労

働の押しつけで働き続けられない状況を作り出

さないこと。さらに、生じた欠員はただちに補

充すること。

勤務時間については、平成 21 年 4 月から 1 日 8

時間を 7 時間 45 分に短縮したばかりであり、さら

なる短縮は困難であると考えている。

次に、人事異動は、厳正・公平を基本として、

本人の希望をできる限り尊重しつつ、適切な事業

執行が行える体制を整備しなければならないと考

えている。職員の皆さんからは自己申告書を出し

てもらい、また、所属長からのヒアリングも実施

しており、これらを踏まえながら、翌年度の業務

運営を考慮し、職員の持つ資格免許や専門性、さ

らには健康状況や家庭事情なども加味して総合的

に考えている。

業務量については、グループリーダーが中心と

なり、グループ制を有効に活用することで、グル

ープ内の繁閑調整が適切に行われているものと認

識している。

なお、年度途中に生じた欠員については、基本

的には補充すべきものと考えているが、業務遂行

や代替措置について職場から話を聞きながら、ま

た、補充要員の都合もあり、総合的に判断してい

る。

２ 夜間の待機等へ入ることについては、育児や

介護を行う職員の条件や意志を尊重し、一律的

な取り扱いはしないなど十分に配慮すること。

水防待機については、各土木事務所において職

員の家庭環境等に配慮し、担当業務について過度

の負担がかからないよう、それぞれの所属におい

て配慮がされているものと認識している。

３ 母性保護や子育ての諸制度を活用することが

できるように、職員・教員定数を増やすこと。

交替制勤務職場については特別の対策をたてる

こと。

厳しい財政状況を踏まえ、これからも、事務事

業の見直しを進めるとともに、スリムで効率的な

組織体制の構築に向け、一層の努力が求められて

いるところであり、定数増は困難な状況である。

交替制勤務職場における職員配置については、

所属の意見も聞きながら対応している。

なお、教員に関することについては、教育委員
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会とお話し合いいただきたい。

４ 産休・育休には必ず代替職員を配置すること。

また、雇用経費を削減しないこと。育休の場合

は正規職員を配置すること。少人数職場では育

児休業者が重ならない人事配置をすること。代

替職員との引き継ぎ日を現行の 1 日から最低 2

日に延長すること。

育児休業に伴う代替職員については、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

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、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。

なお、技術職については、非常勤嘱託員での対

応や、また保健師、児童指導員等の資格免許職種

については、育児休業代替の任期付職員でも対応

してきたが、本年度からは行政職にも導入した。

このように、職場の実情に応じて、何らかの代

替職員の配置を行っており、また、少人数職場で

は育児休業者が重ならないよう、人事配置に配慮

をしている。

代替職員との引き継ぎ日を最低 2 日に延長する

ことについては、現行の取扱が適当と考えている。

５ 教育現場では、妊娠判明時から全期間に指導

軽減措置を拡充すること。また、小学校では一

人目の妊娠者から体育実技軽減措置を、特別支

援学校では障害種に関わらず軽減措置をとるこ

と。

教育委員会とお話しいただきたい。

６ 病院・福祉施設に勤務する妊婦の勤務軽減措

置を行うこと。夜勤については本人の申請がな

くとも妊娠とわかった時点から免除すること。

50 歳以上の職員の夜勤も免除すること。

福祉施設に勤務する妊娠職員に対しては、担当

業務について過度の負担がかからないよう、それ

ぞれの所属において配慮がされているものと認識

している。なお、50 歳以上の職員の夜勤免除につ

いては、困難であると思っている。

また、病院の関係については、病院事業庁とお

話しいただきたい。

７ 病院等の交替勤務職場において、夜勤免除が

とりやすい条件を整備すること。

病院事業庁とお話しいただきたい。

８ 育児時間を 1 日 2 時間とし、当面 3 歳まで期

間の延長をはかること。育児時間・部分休業取

得者が取得しやすい条件整備をはかること。

これまで、取得できる時間は、1 日当たり「90

分」に延長し、取得できる期間は生後「1 年 6 月」

まで拡大してきており、国や他の都道府県との均

衡という点からも、さらなる時間の延長や取得期

間の拡大については、困難である。

また、育児休業や子育て支援制度について、各

種制度や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。

９ 育児休業取得者に対する昇給延伸を完全復

元、退職手当の除算期間の撤廃など不利益を一

切なくすこと。育児休業手当金は 1 歳半までは

無条件に支給すること。

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、平成 19 年の 8 月以降の育児休業の期間

については、全期間勤務したものと同等に換算し

て、復職時に号給を調整している。

退職手当については、従来は育児休業を取得し

た期間については、2 分の 1 を除算することとして

いたが、平成 18 年度の制度改正において、育児休

業を取得した期間のうち 1 歳までの期間について

は、3 分の 1 の除算とするようにした。

退職手当は、都道府県や国との間で勤続期間の

相互通算規定を設けており、勤続年数や算定基礎
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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、本県だけが異なる扱いを

行うことは困難と考えている。

次に、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 ヶ月まで支給が延長されていると

ころであり、法に基づく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

である。

10 介護休暇の「連続する 6 月の期間」を見直し

て、一定期間内なら分割して通算 6 月以上とれ

るようにするなど、利用しやすい制度に改善す

ること。

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、国や他の都

道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は困難である。

11 学校等行事休暇の対象や日数を拡大するこ

と。（保育園・幼稚園の進級式、登下校時の立ち

当番等）

この休暇は、本県独自に制度化した休暇であり、

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、順次制度の拡大を図ってきたと

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。

12 看護休暇について、子の対象を中学生まで拡

大し、家族について日数を拡大すること。

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で

ある。

また家族分の日数については、子の看護休暇の

枠内で最大 5 日間取得できるよう制度を拡充して

おり、さらなる日数の拡大は困難である。

13 看護休暇など子育て支援のための制度を県職

員である里親にも適用拡大すること。

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。

14 パワー・ハラスメントで泣き寝入りする職員

を生まないために、パワハラ指針に実効性を持

たせること。

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

りに努めたい。

６．職員団体の要求および県の回答（青年）

職員団体 県

１ 賃金・諸手当について

県独自カットについては、県人事委員会も「遺

憾」としており、速やかに廃止すること。

近隣府県では初任給を含む青年層の給料を引

き上げる勧告もなされており、本県もさらに初

任給を引き上げ、在職者調整を行うとともに、

給与カットについては、昨年度の皆さん方との

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、誠に申し訳なく思っている。
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将来への蓄えや健康で文化的な生活を保障する

ため、青年層賃金を大幅に引き上げる県独自措

置を行うこと。

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、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と考えている。

次に初任給については、本県は、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、近年の給与改定では、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。

さらなる賃金水準の改善ということについて

は、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

準となっているところであり、これ以上の賃金水

準の改善は困難と考えている。

２ 地域手当については、条例本則に定められた

とおり 7％を支給すること。

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。

３ 青年層の賃金レベルは低く抑えられている中

で、生活費の一部である一時金の支給額を引き

上げる県独自措置を行うこと。また、「職務段階」

による差別支給を廃止し、すべての青年層に最

低 10％の加算を保障することを基本として、当

面は 5％支給開始年齢を引き下げること。

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」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％の支給開始年齢は、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。

４ 「査定昇給制度」導入や、勤勉手当への勤務

評定導入は、むやみに 競争意識をあおりたて、

風通しの良い職場づくりや、公平・公正な公務

の遂行に悪影響を及ぼすものであり、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

では、「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。

５ 民間経験を持った新規採用職員の初任給を改

善し、採用後一定期間内に標準入職者の賃金水

準に到達できる措置を講じること。

本県では、従来から 7 年までの経験について、

国より有利な取扱いとなっている。

また、平成 18 年度からは、職員の職務に直接役



5

立つと認められる経験については、従来に比べて

非常に有利な取扱いとなっていることから、これ

以上の改善は困難と考えている。

６ 住居手当について、家賃や住宅ローンの負担

が青年層に重くのしかかっている実情をふま

え、引き下げを行わないこと。

７ 通勤手当については全額実費支給を基本に駐

車場料金も含め改善を行うこと。また、通勤距

離が 2km 未満であっても、自転車通勤を認め支

給対象とすること。

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。

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。

通勤手当については、今回、人事委員会から勧

告されておらず、改善は困難であると考えている。

８ 時間外勤務が恒常的となっている職場が依然

として多く存在し、有給休暇さえ満足に取得で

きない状況がある。発注率など数値目標による

強力な進行管理を行う一方で、必要な時間外勤

務命令すら抑制するという相矛盾した業務管理

が行われており、少なくない青年が精神的肉体

的疲労を訴えている。人員増や業務量の適正配

分など実効ある措置を講じ早急に改善するこ

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。

９ 今年度から実施されている水防・雪寒業務に

係る週休日・休日の振替は、事前に予測しがた

い業務に係る振替で、事前に代休を取得するこ

とが事実上不可能であり、あらかじめ振替える

日を指定して本人に通知するという労働基準法

上の要件をみたしていない。

上記の趣旨を各所属に徹底し、振替は本人の同

意があった場合に限定し、強制しないこと。

水防や雪寒待機業務については、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。

10 県議会の一部会派による所属への不当な介入

により、職場では時間外勤務を書きにくい雰囲

気が生じている。厚生労働省の通達「労働時間

の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に

関する基準」および「サービス残業解消対策指

針」に基づき、広がりつつあるサービス残業の

実態に目を向け、直ちに改善措置を講じること。

サービス残業についてはあってはならないもの

であり、職員の健康管理、ワーク・ライフ・バラ

ンスという面からも、事前命令、事後確認を徹底

し、勤務時間の適正な把握と管理を図っていきた

い。

11 臨時講師に対する一時金、交通費、特別休暇

などの待遇面での抜本的な改善を行うこと。

12 教職員の超過勤務の解消に向けて、勤務実態

を把握するために学校長の管理責任において、

全教職員の勤務時間を把握し原因について調査

すること。また、勤務時間内で教材研究などの

時間を確保できるようにするために、学校長へ

の指導をするとともに、県教委としてその具体

的な策を講じること。

教育委員会とお話いただきたい。

13 健康で文化的な生活を保障するために勤務時

間の短縮を行い「拘束 8 時間、実働 7 時間」、「週

35 時間労働」の実現を目指して 9 時出勤、5 時

退庁を実施すること。

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

時間としたばかりであり、さらなる短縮は困難と

考えている。

労働時間・休暇制度などについて

14 民間や市町への派遣研修について、自主性を

人選にあたっては、職員のチャレンジ精神に基

づいて、円滑かつ効果的に実施できるよう、公募
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尊重し押しつけないこと。また、労働条件等で

不利とならないよう条件整備を行うこと。

制も採用している。

また、派遣先での勤務条件については、原則と

して派遣先団体の規程によることとなるが、別途

派遣先団体と身分の取扱等に関する協定書を交わ

す際には、派遣によって勤務条件が不利にならな

いよう留意している。

なお、人事課においても、派遣先の職場を訪問

して実情を把握したり、派遣職員と意見交換を行

うなど、派遣研修制度の趣旨が生かされ、人材育

成につながるよう努めている。

15 県が開催するイベントなどの事業への半強制

的な動員は行わないこと。また、清掃活動等の

事業について、ボランティア休暇の取得を職場

へ数の割合を示すことなどで押しつけないこ

と。併せて、ボランティア休暇の適用で、環境

保全活動について国や自治体の関与を前提とし

ないこと。

主催者として業務に従事する場合以外は、職員

の自主的な参加となっていると考えている。

また、環境保全活動については、平成 13 年度か

らボランティア休暇に含めることとして、職員が

参加しやすい環境整備を図ったが、当休暇は有給

の休暇であることから、県民の納得を得られる活

動に限定する必要があり、県等が一定関与するも

のに限定している。

16 勤務地の変更に伴う寮間の移動について、弾

力的に運用すること。また、教職員住宅につい

ても独身住宅を増築するとともに、新築・改築

をすすめること。併せて使用料の引き上げは見

直すこと。

勤務地の変更に伴う寮間の移動の弾力的な運用

については、これまでと同様、空き室等の状況も

踏まえて対応したいと考えている。

教職員住宅については、教育委員会とお話いた

だきたい。

なお、使用料の引き上げについては、皆さん方

のご意見を踏まえ、段階的な引き上げとしたとこ

ろなので、ご理解願いたい。

17 休暇制度について、次の項目を改善すること。

① 結婚休暇を 10 日とし、準備のため前日にも

適用できることとすること。

本年 4 月から、週休日・休日も含め連続する 7

日間から、週休日・休日を除く 7 日間に変更し、

実質2日間増える運用改正を行ったばかりであり、

他府県との均衡からもこれ以上の改善は困難であ

ると考えている。

なお、現行制度においても結婚の日の 5 日前の

日から結婚の日後 6 月を経過する日までの期間に

取得することが可能となっている。

② 夏期休暇の取得時期である 9 月は、第 2 四

半期のまとめを行う時期であることにより業

務量が多いうえ、祝日が 2 日あることにより

出勤すべき日数がもともと少ないため、夏期

休暇を取得しにくい実態がある。夏期休暇を

取得できる期間を 6 月から 10 月までに拡大

し、取得しやすくすること。

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。

18 福利厚生制度については、次のとおり充実を

図ること。

① 公益法人制度改革による互助会の一般財団

法人化に伴い、事業の縮小が見込まれる。互

助会は地方公務員法による県の福利厚生制度

の一環を担っている。条例に基づく県負担金

を復活し、必要な事業を実施すること。

財団法人滋賀県職員互助会の一般財団法人化に

伴い、現在、移行後の事業内容について検討を行

っているが、限られた財源となるため、事業の廃

止・縮小は避けられない。

過去において公務員の厚遇問題から互助会への

補助金が全国的に廃止されてきた経緯からして、

県負担金を復活することは、困難である。

② 自己啓発研修への参加費補助を増やすこ

と。

自己啓発研修に対する参加費補助については、

現在、職員互助会の実施するカフェテリアプラン

助成事業の一つのメニューとして位置づけてい
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る。

③ 福利厚生事業のアウトソーシングを青年層

が利用しやすい制度となるようにすること。

福利厚生代行事業（リロクラブ）については、

平成 18 年度の導入後、利用サービスの向上やコン

ビニでの申込みなど利用方法の簡便化、コンパク

トなハンドブックの配布やスキーやウォーキング

などの参加型イベントの実施などにより、参加機

会の拡充や情報提供の充実などに努めている。ま

た、平成 22 年度からは、出産・育児中の会員向け

冊子を配布したことにより、利用者が増加してい

ると事業受託者から報告を受けている。

④ 助成対象となる施設が湖南、湖東に偏って

いる現状を修正し、どの地域に住んでいても

等しく利用できるようにすること。

福利厚生代行事業（リロクラブ）で利用できる

施設については、地域ごとのバランスを考え、可

能な限り対象施設の拡大にこれまでから取り組ん

できているが、ケースによっては、利用価格の設

定面や一定の利用見込者数を求められるなど利用

条件が施設側と折り合わない場合もあると聞いて

いる。

なお、職員互助会と施設との間で直接契約を結

び割引利用できる施設の増加にも努めている。

労働時間・休暇制度などについて

19 自律型人材育成制度について

公平性、透明性、納得性の問題があり、導入し

ないこと。また、競争意識をあおらず、青年が

働きやすい環境で仕事にやりがいを感じること

が出来ように努めること。

人材育成基本方針は、自律型人材を育成してい

くための人材戦略のマスタープランである。

この方針に基づき平成17年度に自律型人材育成

制度を導入し、人材育成や職場の活性化を進め、

県民サービスの向上を実現していくこととしてい

る。

職員同士の指導・助言による「現場での育ち合

い」は職員の育成にとって大切なことだが、上司

が部下職員の育成に責任を持って取り組むこと

は、上司が果たすべき重要な役割であり、人材育

成の大変重要なしくみであると考えている。

こうしたことから、管理職および制度運用のキ

ーパーソンとなるグループリーダーを対象に、必

要な研修を継続して実施している。

本年度の人事委員会の報告にもあったように、

現在段階的に導入されている「自律型人材育成制

度」について、試行等を通じて運用上の問題や取

組の検証を行い、次の段階に移行すべき時期に来

ていることから、皆さんのご意見も伺いながら、

一般職員での試行に入りたいと考えている。

20 メンタルヘルス対策について

人員削減の影響から、グループリーダーも固

有の業務を持ち多忙である。青年がグループリ

ーダーなどと相談しながらゆとりを持って業務

が行えるよう、人員体制を整備すること。

また、青年が職場で孤立し、メンタル不全に

陥っている例が多く見られる。管理職などを対

象にメンタル不全を早期に発見し、対処できる

よう必要な研修を行うとともに、青年に過度な

量の仕事を与えないこと。

人員体制の整備については、組織全体としての

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、しっかりと県が役割

を果たすことが必要であり、現場の実態も十分に

踏まえ、事務量について量的、質的側面からの検

討を行い、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。

また、メンタルヘルス対策は、職場の管理監督

者への研修が大変重要であると考えており、これ

までから、

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
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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】)

を実施してきており、今年度は新たに

③管理監督者を対象としたメンタルヘルス学習教

材による研修も実施している。

21 セクシュアルハラスメント、パワー・ハラス

メント防止の措置を講ずるとともに、相談体制

を充実強化し、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、職員からの相談に応じている。引き続

き、相談窓口の周知など、働きやすい職場環境の

推進を図っていきたい。

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ところ。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

境づくりに努めたい。

22 病院看護師の労働条件改善について

① 夜勤回数月 8 回以内を厳守すること。

② 欠員状況を早急に解消できるように対応す

ること。

③ 子育て支援の観点からも、妊婦の夜勤免除、

育児時間を完全取得出来るようにすること。

また、この意志を申し出やすい職場環境をつ

くること。（②の内容が必須）

④ 夜勤業務に入る際には ILO 条約に準じ、勤

務間の時間を 12 時間はあけること。

病院事業庁とお話いただきたい。

７．回答後の交渉状況

職員団体 県

今の青年層は、採用されてからずっとカットさ

れている。10 年で止めて欲しいのと、いつまで続

くのかという不安がある。この時点でカットを止

めていただきたいと強くお願いする。

職員の給与は、人事委員会の勧告に基づいて実

施することが基本であるが、一方でカットをして

いることは異例のものであると認識している。そ

れが10年も続いていることは申し訳ないと思って

いる。いつまで続くかということだが、財政上の

課題もあり、いつまでとは言えない。

昇給昇格制度の改悪については、まだ、国家公

務員と政府の間で話し合いが進んでいない状態で

あるし、退職手当の削減についても国会に法案は

出されたが、委員会での審議すらこれからといっ

た状態だ。最終の形がどうなるかわからないもの

を、今の交渉で「はい、わかりました」とは言え

ない。我々としては、今の交渉の中で決めるとい

うことは到底できない。


