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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

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 16 日（金）13:00～15:00 厚生会館大会議室

４．内 容

給与勧告取扱い、退職手当、人事評価制度、給与カット

５．県の回答

前回の交渉では、人事委員会勧告の取扱いや給与カットを中心に意見を聞き、また、この間の人事課

長交渉で出された意見について人事課長から詳しく報告を受けた。

こうしたことを踏まえ、現時点で整理している内容について、改めて回答する。

平成 24 年度の人事委員会勧告の取扱いについて申し上げる。

人事委員会勧告は、月例給について、地域手当を本年 4 月に遡って 0.1％引き上げ、高齢層職員の昇

給・昇格制度を改正し、来年度から自宅に係る住居手当を廃止するという内容であった。

この勧告の取扱いについては、人事委員会が県内の民間の状況を調査された結果であり、労働基本権

の制約の代償措置として、必要な勧告をされるものであることから、基本的に尊重するという立場にあ

る。

しかしながら、前回の交渉でも申し上げたが、厳しい財政状況の下にあり、地域手当の引き上げにつ

いては、もうしばらく検討させていただきたいと考えており、時間をいただきたいと考えている。

持ち家の住居手当については、国あるいは他の都道府県の状況から考えて、勧告どおり廃止せざるを

得ないと考えているので、ご理解いただきたい。

昇給・昇格制度の見直しについて、人事委員会勧告では「人事院が国家公務員について行った勧告に

準じて改めること。」となっているので、国の状況が、国会が解散することとなり、状況が不透明とい

うことになったので、11 月議会での提案は見送りたいという方向で検討したいと思っている。

退職手当制度については、従来から国家公務員の退職手当制度に準じて改正を行ってきており、全国

的にその内容は統一ということもあるので、他の都道府県においても概ね同様の状況にあると認識して

いる。

今回、国家公務員の退職手当制度の改正に併せて、総務副大臣から「地方公務員の退職手当について

は、各地方公共団体において制度の趣旨を踏まえ、今般の国家公務員の退職手当制度の改正に準じて必

要な措置を講ずるよう」要請があった。

今回の退職手当制度の改正にあたっては、職員の給与等を担当する専門機関である人事院が、民間給

与実態調査と同様に企業規模 50 人以上の企業を対象に行っており、この調査結果を踏まえるというこ

とが、県民の理解と納得が得られるものと考えている。

こうしたことから、国の法案が成立すれば、国に準じて調整率を 100 分の 104 から 100 分の 87 に段

階的に引下げ、早期退職の対象を 45 歳に引き下げるとともに加算率を退職までの残年数 1 年につき最

大 3％とするなどの内容で、本県の退職手当制度も改正したいと考えている。

自律型人材育成制度については、人事委員会の報告にもあったとおり課長補佐級以上で現在試行中の

ものを平成 26 年度から全職員へ適用を拡大して実施したいと考えており、来年度 1 年間かけて、試行

中の現行制度について検証を行っていきたいと考えている。

評価結果を給与等の処遇に反映することについては、前回も示したとおり早期に実施できるよう検討

をしていきたいと考えている。
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給与カットの内容については、これまでから皆さん方との話し合いを経て決めてきたが、今年度で

10 年間という長きにわたり給与カットをお願いせざるを得ない状況にあることを、部長として、大変

申し訳なく思っている。

前回の皆さんとの話し合いにおいて、給与カットに対する強い思いを聞かせていただいた。また、先

日、人事課長からも皆さんとの話し合いの内容について報告を受けた。

前回、皆さんからは平成 22 年度、平成 23 年度の決算で基金の積み増しを行いながらカットを継続し

ていることについて疑問の声があったが、平成 22 年度は当初見込んでいたより税収が増加したことに

より基金を積み増すことができた。税収が増えるとその後 3 年間で交付税の方で減額の精算をする仕組

みになっている。

現に平成 23 年度は約 40 億円の減額の精算が行われたところである。今後、来年度もこういった精算

が続く見込みであり、財政的に余裕があるような状況ではないと認識している。

基金残高は人口類似県中最も少ないということもあり、想定外の県税収入の大幅な減少があった場合

などの対応を考えると、非常に厳しい状態にあると考えている。

それから、単年度の収支の状況を見ると、行財政改革方針を策定した当時に見込んでいた単年度で

155 億円程度の財源不足が大きくぶれることはないと考えており、財政の状況を見ると、これまで行っ

てきた事業見直しと合わせて大変申し訳ないが、人件費の対応も取らざるを得ないと考えている。

カットの中身についてまだ明確に答えられない状況であり、大変申し訳ないが、もう少し時間をいた

だきたいと考えている。

６．回答後の交渉状況

職員団体 県

１．退職手当について

退職手当の法案については、あまりにも急な

法案の強行であり、国の勝手な動きにつられて

県もやるということでは、到底受け入れられな

い。退職後の生活設計への影響は本当に大きい。

退職手当でローンを支払うという見込みを持っ

ている人も多いというのが実態である。

大変影響が大きいし、そういった気持ちは大変

よくわかるが、人事院という職員給与の専門機関

が、全国の民間企業の支給状況について客観的に

調査したものであり、基本的に全国一律の制度で

ある退職手当制度においては、この結果に準じる

ことが重要だと考えている。

国会の審議を通じて、なぜ 5 年間に 400 万円

を超えるような差が生じたのかということを明

らかにされるのかと思っていたが、それも全く

期待できないような状態だ。しかも、退職勧奨

年齢を下げて割増率を上げるということをやら

れたが、非常に早期の退職者が増えるのではな

いか。国で法律が通ったから、それをストレー

トにやるということは絶対に納得できない。

今まで、国に準じてやってきたということで

あっても、400 万円の削減はかつてやったこと

がないと思う。3 月退職を目前にして 11 月にま

だ、法案が決まっていない。ほぼ、手にあるは

ずの額を取られてしまうのは、無茶苦茶だ。交

渉での合意が必要と考えるので、少なくとも来

年度に向けた話し合いとすることを強く求めた

い。

額も大きいということで、皆さんの気持ちにつ

いてはある程度わかる部分もあるが、国で法律が

成立した以上は、国家公務員に準拠せざるを得な

いというふうに考えているのでご理解いただきた

い。

1 日足らずで成立するような法案は手続き上

極めて大きな問題があると思う。そこに県が機

械的に国に準拠していくというのは、説明責任

が欠けていると言わざるを得ない。

老後の賃金の後払いが 400 万円も削られると

いう大きな話で、労働基本権が奪われている

我々が、国に準ずると言われただけで認めてし

基本的な認識は、全国一律の制度であるし、国

に準拠するという認識については、変わっていな

いが、引き続き議論させていただく。
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まわなければならないのか。

国に準拠するという以外の理由が何もない。

時間をかけて納得できるように説明するのが基

本だと思う。定員削減でギリギリの状態で皆が

仕事をしている。そこで、退職金が削られれば、

どっと辞める可能性が出てくる。そういう問題

を含めて十分検討したうえで、問題ないと胸を

張って言える状況でない段階で提案すべきでは

ない。

２．給与カット

10 年間も続くカットの問題については、カッ

トの継続の方向性を示しながらも、その内容に

ついては、具体的な回答がない。本日、具体的

な話がなければ、次の交渉でいきなり具体的な

話があっても、我々は到底「わかった」という

ふうには言えない。

収支不足の見込みを根拠に削減を押しつけよ

うとしているのだろうが、それが終わればその

状況が解消されるのかといえば、そのような状

況になるとは思えない。延々と続くことになっ

てしまう。余裕がなければカットが終わらない

ということになるのではないか。

基本的には、今策定している行財政改革方針に

基づく収支改善計画に取り組んでいく必要がある

ことには変わりがないと思っている。

人口類似県での職員給の比較を見ても、奈良

県に次いでワースト 2 だ。少ない給料で皆が頑

張っている。

今の状況は、年々超過勤務で本当に忙しくな

って、教員などは持ち帰りも含めて仕事をして

いる。こんなにカットを続けているのは、もう

北海道と滋賀県だけだ。それをさらにカットを

続けるという理由はないはずだ。

引き続き、慎重に検討させていただきたい。

平成 22 年度、23 年度の決算の状況を見たと

きに、カットを飲まないと仕方がないという状

況ではないことは明らかだ。

人事委員会が、「職場に対する影響は計り知れ

ないものがある。」といっている。人事委員会の

勧告の内容を重く受け止めているのなら、人事

委員会の言葉は重い。

10 年というのはマイナスの全国一だ。なぜ、

そんなことで滋賀県が一番にならないといけな

いのかというのも職場の率直な声だ。

職員の皆さんには、本当によく頑張ってもらっ

ているが、その反面カットを長期間続けるという

ことについては、申し訳ないという思いがある。

３．地域手当について

地域手当については、いつ 7％になるのかとい

う強い疑問がある。完成に向けた道筋を、いい

加減示して欲しいというのが、強い思いだ。本

年 4 月からの 0.1%の明言と 7％完成に向けた道

筋を示して欲しい。

地域手当については、今日も返事ができないの

が申し訳ないのだが、これについてももう少し時

間をいただきたい。

他都道府県でも、官民格差の問題でこんなに

細かくやっているのは滋賀県だけというふうに

聞いている。全国では 5 年間の間にとっくに制

度を完成させている。

平成 22 年度の段階で 7％になっていないとい

人事委員会の勧告を尊重する方向で検討してい

きたい。
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けないと思っているが、段階を追ってというこ

とで 7％に近づける努力は今まで必ずしてきて

もらった。

この間、7％の制度完成に向けて努力してくれ

たではないか。今年、突然努力できなくなった

のはなぜか。何か変わったのか。地域手当は、

もう労使交渉の課題ではないのか。

翌年度の地域手当を引き上げるという際には、

県民の理解と納得を得るためにも人事委員会の勧

告に基づいて対応していきたい。

他の都道府県はどこも制度の問題は完成させ

てきている。国や他府県に準じてやるというの

であれば、すぐに制度完成できるはずだ。

地域手当については、住民の皆さんに分かりや

すい仕組みとする必要があると考えている。翌年

度の率については、人事委員会の勧告を待って、

対応したい。

来年の 4 月 1 日現在で、もし、住居手当をな

くした場合、その分だけ我々の賃金は下がるこ

とになる。その格差はどうしてくれるのか。

持ち家の住居手当については、全体としての水

準が下がってくる。格差がどうなるかについては、

また来年度の人事委員会の勧告で判断されると思

っている。

４．嘱託職員や学校の臨時教員について

臨時講師が何をしているかというと、もちろ

ん普通の教員と同じように授業をやっている。

学級担任をすることもあるので、部活動の指導

もする。職務給の原則からいえば、正規の教員

と大きな開きがあるのは絶対におかしな話だ。

嘱託職員の雇用制限を撤廃し、処遇の改善が必

要だ。

教育長から実態について話を聞かせていただき

たい。

５．時間外勤務の縮減について

当局も、人が少ないから時間外勤務をせざる

を得ない状況があるということを認識し、仕事

に対して必要な人員をしっかり配置することで

時間外勤務を縮減するということを改めて強く

求めてきたい。

週休日の振替については、押しつけるもので

はないということは確認しているが、実態とし

ては押しつけになっていることがある。

基本的には、サービス残業はあってはならない

と考えている。グループリーダー等がしっかりと

管理することが必要だ。例えば、朝礼や終礼など

を通じてグループ員の業務の進捗状況などをグル

ープリーダーがしっかりと把握していくことが必

要だ。

人員配置については、限られた人員をどのよう

に配置していくかについては、引き続き十分検討

していきたい。

振替の命令に当たっては、職員の個人個人の仕

事の進捗状況というのもあるので、職場において

いろいろな状況を踏まえながら、適切に対応して

いただければと思っている。決して押しつけとい

うことではない。健康管理ということが基本であ

る。


