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平成 24 年度職員団体との交渉結果（第 3 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 22 日（木）11:00～12:30 北新館中会議室

４．内 容

給与改定、給与カット、退職手当、人事評価制度 など

５．県の回答

給与改定について

人事委員会からは、

・ 地域手当を本年 4 月に遡って 0.1％引き上げること

・ 自宅に係る住居手当について、来年 4 月から廃止すること

・ 50 歳代後半層における給与水準の上昇を抑制するため、国に準じて昇給・昇格制度を改正する

こと

などの勧告が行われた。

これらの人事委員会勧告のうち、地域手当の引き上げと住居手当の廃止については、勧告どおりの

内容で実施したいと考えている。

高齢層職員の昇給・昇格制度の改正については、国の改正が見送られたことから、本県においても

今議会での改正は見送ることとする。

私どもとしては、労働基本権制約の代償措置として行われた人事委員会の勧告は、基本的に尊重す

る立場にあると考えており、このような取扱いとしたのでご理解願う。

給与カットについて

滋賀県では、これまで数次にわたる財政構造改革の取組を通じ、一時 400 億円規模となっていた財

源不足を半分以下に縮小することができた。これは、この間における皆さんの給与カットに対するご

理解のお陰だと思っており、心より感謝申し上げる。

しかし、10 年間という長きにわたり皆さんの給与カットをお願いせざるを得なかったことについ

て県の財政、職員の勤務条件を担当する者として誠に申し訳なく思っている。

これまでの 2 回にわたる皆さんとの話し合いの中でも申し上げたが、行財政改革方針で当初見込ん

でいた財源不足は、不確定な要素はあるが、現段階でそれほど大きくぶれることはないと見込んでお

り、来年度においても引き続き給与カットが必要な状況にある。

これまでの交渉で、慎重に検討する時間をいただき、長きに渡りカットを継続していることや県財

政を取り巻く状況等を総合的に考えてきた。その結果、平成 25 年度の給与カットの内容を次のとお

りとする。

部次長級の職員については、現行 7％のカットを 6％に、課長級の職員については現行 5％のカッ

トを 4％に、参事級の職員については現行 3.5％のカットを 2.5％に、一般職の職員については現行

1.3％のカットを 0.8％に、一般職員のうち若手職員については現行 1％のカットを 0.5％とする。

また、現行 20％カットしている管理職手当については、10％カットとする。

給与カットに対する皆さんの強い思いをお聞かせいただいたこと、しかしながら 11 年連続の給与

カットをお願いせざるを得ないことなどを踏まえて、私としては精一杯の対応をさせていただいた。

ご理解いただくようにお願いする。
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退職手当制度の見直しについて

これまでの交渉で申し上げてきたとおり、本県の退職手当制度については、これまでから国家公務

員の退職手当制度に準じて改正を行ってきた。

国家公務員の退職手当制度の見直しについては、去る 16 日に法案が可決され、平成 25 年 1 月 1

日から施行されることとなったが、本県の退職手当制度についても国に準じた改正を行うこととし、

その内容について以下のとおり申し上げる。

退職手当を計算する際には、退職時の給料月額に条例本則の月数を乗じ、更に付則に規定している

調整率を乗じている。この調整率は、現行 100 分の 104 となっているが、これを 9 ヶ月ごとに段階

的に引下げ、平成 25 年 1 月 1 日から 100 分の 98 に、平成 25 年 10 月 1 日から 100 分の 92 に、平

成 26 年 7 月から 100 分の 87 とし、これにより最高支給月数は現在の 59.28 ヶ月から 49.59 ヶ月と

なる。

併せて早期退職者の優遇措置が改正され、現行、勤続 25 年以上かつ 50 歳以上の職員を対象として

いるものを勤続 20 年以上かつ 45 歳以上に拡大し、優遇措置の内容を、定年までの残年数に、現行で

2％を乗じているものを最大 3％に引き上げることとする。なお、この部分の実施については、今後

の国の実施時期に合わせることとする。

これらの条例改正については、来る 11 月議会に追加提案する。

今回の見直しは、今後 3 年間、順次引下げ、最終的に平均で 400 万円に及ぶものであり、退職後の

生活設計に大きな影響を及ぼす内容となっている。先日も皆さんから退職手当に関する申し入れがあ

ったと聞いており、その内容についても人事課長から報告を受け、皆さんの切実な思いをお聞きした。

しかしながら、今回の改正は退職者に支給される給付が、公務員が民間企業を上回っている状況を

是正するものであり、これに準じないとすることは県民の皆さんの理解が得られないものと思ってお

り、国どおりに実施しなければならないものと考えているので理解をお願いする。

人事評価制度について

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「「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。」とされており、現在、課長補佐

以上で実施している自律型人材育成制度を拡充する必要があると考えている。

今回の交渉における皆さんのご意見も踏まえ、来年度 1 年間かけて現行制度の検証を行い、必要に

応じて改善を行って平成 26 年度から全職員を対象に実施していきたいと考えている。

また、人事委員会からは「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。」

との報告も受けており、早期に実施できるよう検討を進めていく。

非常勤嘱託員の勤務条件について

非常勤嘱託員の報酬改定については、前回の交渉でも申し上げたが、別の話し合いの場があるので、

引き続き話し合いをお願いしたいと考えている。

次に非常勤嘱託職員の雇用制限について申し上げる。

非常勤嘱託職員の任用期間は 1 年を原則として、必要に応じて更新を認め、5 年を限度に雇用を行

っている。

基本的に特定の人が長期間雇用されるのは適当でないと考えているが、消費生活相談員について

は、これまで、5 年経過後の再受験は適当な応募者がいなかった場合のみ可能としていたが、一定の

資格が採用要件となっており、消費者庁からも雇用制限に関して通知されていることから、この制限

を廃止し、5 年経過後の再受験を可能な運用とする。今後、所管部と調整したい。

次に、非常勤嘱託員の特別休暇制度のうち、特に皆さんから要望のあった夏季休暇の取得単位につ

いては、現行 1 日単位で取得する運用としているが、月 16 日勤務で 1 日の勤務時間が正規の職員と

同じ者に限り、来年度から半日単位で取得できる運用に改める。

なお、この取扱いは、1 日の勤務時間が正規の職員と同じ再任用職員にも適用することとする。

日々、現場で正規職員と伴にがんばっていただいている非常勤嘱託職員の皆さんの強い思いに応え

る、私として、精一杯の措置であるので、ご理解願う。
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特別休暇について

皆さんから幅広い要求があったが、私どもとして、できる限りの対応として、母性保護の観点から、

妊娠障害休暇の上限日数を、現行 7 日から 10 日に拡大し、来年 4 月 1 日から適用することとする。

また、学校等行事休暇、看護休暇における里子の取扱いについて、休暇の対象児童に含める運用に

改める。

教職員の勤務条件について

教職員の皆さんについては、教育現場の第一線でがんばっておられることに感謝申し上げる。この

間、教育長を通じて、皆さんとの話し合いの経過、強い要求内容をお聞きした。

教職員の皆さんの勤務条件の改善については、教育長からの回答とさせていただく。

継続交渉について

「昇格運用の見直し」については、早期の見直しに向け、引き続き話し合いをお願いする。

「現業職の給与の見直し」については、給料表の水準見直しの検討を始める時期にあると認識して

いる。

今年度、実施を見送った高齢層の職員の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

があると考えている。

また、現業職の昇給運用における行政職との均衡についても課題があると考えているので、引き続

き話し合いをお願いする。

次に、「長期勤続休暇」いわゆるリフレッシュ休暇については、本来年休で取得すべきであるとい

う指摘もあるので、是正に向けて引き続き話し合いをお願いする。

６．回答後の交渉状況

職員団体 県

１．カットについて

回答のあった率は、1 年前の平成 23 年度の水

準に戻る率であるということだが、財政が改善

しているではないか。全国的にカットを実施し

ているところは減少し、解消の傾向に向かって

いる。ましてや、10 年もカットを続けているの

は北海道と滋賀県の 2 つだけだ。カットはもう

解消すべきだ。

カットを抜け出すというのが、いささかも見

出せない。経済的に損失以上に職員の士気が左

右されるのではないかと危惧している。

職員の頑張りを正当に評価するというのは、

すなわち人事委員会の勧告に基づいた適正な賃

金を支払うということである。その正当な賃金

が支払われていないということは職員にずしん

とくる問題だ。

10 年間カットが続いていることは申し訳ないと

思っている。ただ、従来から話をしているように、

今直ちにカットを解消するというような財政状況

ではない。私としては精一杯の努力をさせてもら

ったので、ご理解願いたい。

国や地方の財政が一挙に大きく改善されるの

は難しい。それこそ、エンドレスにカットが続

くということになるのではないか。もう財政の

問題とは切り離して、支払うべきものはしっか

り支払うべきだ。人事委員会の勧告を守って、

10 年間続けているカットを止めて、戻るところ

に戻るべきだ。

基本認識としては、以前から申し上げていると

おり、人事委員会の勧告を尊重すべきであり、こ

の状況は好ましいものではないということを認識

している。行財政計画にしっかりと取り組んで、

将来的に光が見える方向で我々も頑張っていきた

いし、対応していきたいと思う。

税収が良くなるとか、交付税が増えるとか、

県の景気が良くなるとか、事業費をこれ以上削

減するのは難しいということは、職場でも予算

を担当する職員であればわかる。そういった状

来年度の予算については、まだ税収等が不明確

なので、現段階で十分に立てられていないが、概

ね当初見込んでいた財政不足が大きく変動するこ

とはないかと思っている。
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況で、どうやってカットから脱却していくつも

りなのか。話がどうどう巡りするだけだ。3 回目

でやっと額や率の方向性が示されたが、これを

わかりましたという状況には到底ならない。

例えば、平成 23 年度では人件費での削減が

35 億だった。これは当初見込んでいた収支不足

209 億、結果として 133 億やったわけで人件費

分を飲み込めたではないか。財政不足がどれほ

どなのか、一定計算した数字を教えて欲しい。

基金を積んだのだから、その分で 1 回カット

を止めて欲しい。人事委員会の勧告でも言って

いることをいつまで続けるのだ。来年もやれば

11 年になる。財源不足を理由にしていたら、ず

っと続くことになる。

基金の指摘があったが、今後 3 年で減額精算が

行われて、毎年 40 億円減額される。基本的には、

今の行財政計画にしっかりと取り組んでいき、そ

の中で強い思いを聞きながらカットの緩和に向け

て最大限努力していく。

納得のいく水準の回答ではなかったので、改

めて知事にきちんと話をしてもらい、再回答を

していただきたい。

もう一度知恵を絞って検討する時間をいただき

たい。

２．退職手当について

県も国準拠ということで、あまりにも性急な

舵取りをしているとしか思えない。やりとりも 2

回しかしていない中、400 万円という大幅なカ

ットを行うのであれば、職員自身がそれを受け

止める期間もないまま実施されることになり、

極めて荒い。早期退職制度を進めていくことも、

45 歳に下げて率を上げるということがしっかり

とした人材育成につながるのか。このスピード

感で実施するのは急ぎすぎではないか。

国会での成立は急であったかもしれないが、内

容等については、やはり給与の専門機関である人

事院が行った結果に準ずることが、県民の皆さん

の理解と納得が得られる方法と考えている。

まともな議論をしていないことは明白だ。こ

んな大きな問題が、回答の中で十分に協議した

とは到底言えない。退職手当が削減となれば、

相当な額が財源に補充される。そのようなこと

が一方で行われているのに、給与カットについ

て本当にギリギリのところで検討されているの

か。

この部分についても、きちんと知事まで話を

上げてもらい、再回答をいただきたい。

話を上げておくが、国準拠という姿勢に変更は

ない。

３．持ち家の住居手当について

持ち家手当の 2,000 円というのは、決して小

さな額ではない。持ち家手当を継続する根拠も、

論拠もきちんとある。4 月から手当を廃止すると

いうのであれば、公民格差の範疇ということで、

地域手当の 7％の実現というのがなされていな

いことと併せて当然地域手当でもって、対応し

てもらいたい。

来年度の地域手当については、人事委員会の勧

告を基本的に遵守し、持ち家手当の廃止に伴う官

民格差というものを踏まえて、人事委員会の勧告

全体を見ながら判断していきたい。

４．人事評価制度について

人事評価に対する透明性や客観性、職員の納

得、苦情処理といったことをしっかりと検証し

て欲しい。来年度は試行ということなので、我々

と十分な交渉を行い、協議をして、職員の理念

に関わることなので職員の合意を得るべきだ。

カット問題については、解消に向けてどのよう 持ち帰ってもう少し知恵を絞りたいと思う。退
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にハンドルを切るか、退職手当制度については、

あまりに急ぎすぎるという課題を中心に、このこ

とについて改めて回答を要請する。

職手当制度の問題は、基本的には先ほどの回答と

同じように国に準ずることが適当であると考えて

いる。

何とか頑張ってもらい、我々職員が頑張ろうと

思えるような回答を考えてもらい、3 回目の交渉を

終わりたい。


