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平成 24 年度職員団体との交渉結果（予算交渉、課長交渉）

１．交渉団体

自治労滋賀県職員労働組合

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 12 月 27 日（木）13:00～14:15 本館３-B 会議室

４．内 容

人件費・人員削減、研究機関における機器購入などの職場環境等の改善、非常勤嘱託員・臨時的任

用職員の処遇改善、超勤縮減など

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 公共サービスの充実と行財政改革に関する要

求

(１)新行財政改革方針では、平成 26 年度までの財

源不足への対応策として、事業費削減とともに

人件費の削減を織り込んでいるが、このような

手法は既に 10 年間にわたってとられているも

のであり、安易であり、かつ恒常化している対

策と言わざるを得ない。必要な財源不足対策を

講じ、新行財政改革方針による人件費削減計画

について、中止を含めた見直しを図ること。

行財政改革方針では、財源不足に対する人件費

の対応として平成 26 年まで、毎年 35 億円の削減

を計画しており、その取り組みの一環として皆さ

ん方の給与カットをお願いしているところ。

来年度についても、引き続き給与カットをお願

いしなければならない状況について、職員の勤務

条件を担当する者として大変申し訳なく思ってい

る。 
着実に行財政改革方針の計画を実施する必要が

あることをご理解願いたい。

(２)全国最低水準の職員数となった現状が及ぼす

負の影響を真摯に総括し、新行財政改革方針に

掲げる「今後４年間で１２０名以上の定数削

減」を撤回し、県民ニーズに応えられる必要に

して十分な職員数を確保すること。

本県の一般行政部門の職員数は、人口同規模県

の中でも最も少ない人数となっており、職員の皆

さんには、非常にスリムで効率的な体制で行政運

営を担っていただいているものと考えている。

しかし、本県の職員定数の状況は厳しく、行革

基本方針やこれに基づく実施計画では、平成２６

年度までの間に事務事業の見直し等により１２０

人以上を削減することとしており、この方針に沿

った取組を進めて行かざるを得ない。

今後も各部における徹底した事務事業の見直し

など、予算編成作業とも整合を図りつつ、引き続

き厳しい定員管理を行わざるを得ないことをご理

解いただきたい。

一方、県政の重要課題や新たな行政需要には的

確に対応していく必要があることから、個別具体

に行政ニーズを勘案しながら、必要な体制を整え

ていきたい。

(３)地方財政の確立のため、政府に対して地方交

付税確保や地方の自主財源の確立を強く求め

ること。特に、国家公務員の給与削減に連動し

た地方交付税や義務教育国庫負担金の削減は

行わないこと。

地方財政の確立を図るためには、県自らが財政

再建の努力を重ねることはもとより、地方全体と

して、税源移譲など地方分権にふさわしい地方財

政基盤の充実が図られることが不可欠と考えてい

る。
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このため、政府提案等の機会を通じて、本県の

財政需要を適切に地方交付税の算定に反映すると

ともに地方税制度の改善を進めること等につい

て、国へ強く求めているところ。

また、地方公務員給与の取扱いについては、地

方は、厳しい財政状況を踏まえ、国に先んじて独

自の給与削減や定数削減等の厳しい行財政改革に

取り組んでいることから、国家公務員の給与削減

にあわせて、国が地方に対して給与削減を実質的

に強制するような、地方交付税や義務教育費国庫

負担金の減額は断じて行わないよう、全国知事会

を通じて国へ要請しているところ。

今後も引き続き、様々な機会を捉えて、国に対

し強く要請していきたい。

(４)「公共サービス基本法」の理念を地域で具体

化していくため、県段階で「公共サービス基本

条例」の制定を行うとともに、多様化する県民

ニーズにしっかりと応える予算措置や体制を

整備すること。また、安易な指定管理者制度の

拡大、市場化テストの導入、規制緩和や民間委

託は行わないこと。

「公共サービス基本条例」の制定については、

その内容について勉強するとともに、条例制定の

必要性なども含め、今後の取組みのあり方につい

て検討しているところ。

今後とも、施策の実施にあたっては、県民の皆

さんの声をよくお聴きして、「公共サービス基本

法」の基本理念に則り、安全かつ良質な行政サー

ビスを、必要とする方に、確実、効率的に提供で

きるよう努めてまいりたいと考えている。

限られた財源の中で、多様化する県民ニーズに

対応し、より質の高いサービスを効果的、効率的

に提供するには、指定管理者制度や市場化テスト、

民間委託等の手法も含めて、様々な主体がサービ

スの提供を行う、公共サービスのあり方の見直し

が必要であると考え、推進しているところ。

２ 予算編成に関する要求

(１)県民が期待する滋賀らしさや暮らしやすさに

つながる福祉・環境・教育・文化行政などの県

施策が後退することのないよう十分な措置を

行うこと。

「福祉」については、県財政が大変厳しい状況

の中、将来にわたって各種の制度や事業等を継続

実施していくためには、県民の皆さんや各市町の

施策にも一定の影響が及ばざるを得ない状況にあ

るが、県民の皆さんの暮らしや命へのしわ寄せを

極力回避していくとの考えのもと、緊急性や重要

性により、施策の優先度を勘案して、限られた財

源をできる限り効果的に活用し、施策を行ってい

くこととしているので、ご理解願いたい。

次に、「環境」については、滋賀県環境基本条例

に規定された「健全で質の高い環境」が確保され

ることを基本に、「第三次滋賀県環境総合計画」の

長期的な目標である「低炭素社会の実現」と「琵

琶湖環境の再生」に向けて、各分野における施策

の戦略的かつ重点的な推進を図っていくこととし

ている。

次に、「教育」については、本県の財政は危機的

な状況で、教育予算も大変厳しい状況にあるが、

「滋賀県教育振興基本計画」のもと、様々な教育

課題の解決に向け、引き続き必要な予算の確保に

努めていきたい。

次に、「文化」については、平成 21 年に滋賀県
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文化振興条例を制定・施行し、平成 23 年３月には

滋賀県文化振興基本方針を策定したところ。基本

方針では、滋賀の目指す将来の姿として「多様な

主体による協働のもとに、自然とともに日々の暮

らしの中で魅力ある文化を育み、誰もが誇りや愛

情を持てる滋賀」を目指しており、その実現に向

けて文化行政の推進を図っていきたい。

(２)先般発生した中央自動車道笹子トンネル事故

を教訓にし、県内の公共構造物の維持管理につ

いて、施設の安全確保や長寿命化の観点から、

必要な事業費や人員の確保を早急に行うこと。

「事業費」については、施設の安全確保や長寿

命化の観点から、橋梁の長寿命化修繕計画にもと

づく計画的な修繕を行うための費用をはじめ必要

な維持管理の費用を適切に算出し、確保に努めて

いるところ。

「人員」については、事業量と人員のバランス

を考慮しながら、事業量の平準化や効率的な業務

執行により、計画的な維持管理に努めていきたい。

(３)近江学園や淡海学園などの福祉施設、県立図

書館、近代美術館、琵琶湖博物館、高等技術専

門校（米原・草津校舎）などについては、引き

続き県直営を堅持するとともに、予算や人員を

十分確保し、その機能の充実を図ること。

近江学園については、「外郭団体および公の施設

見直し計画」にもあるとおり、県直営による運営

を継続しつつ、施設利用児に必要な支援やニーズ

に十分配慮しながら、より効果的、効率的な運営

に努めたい。

淡海学園（児童自立支援施設）については、法

令に基づき、引き続き県が管理運営を行うととも

に、その機能の充実に努めているところ。

県立図書館については、その役割として、県民

へ専門性の高いサービスを提供するとともに、県

内市町立図書館とのネットワークを推進する必要

があることから、引き続き、県が直営で運営を行

うことが望ましいと考えている。厳しい財政状況

の中、全庁的に改革に取り組んでいるところであ

り、限られた予算や人員を有効に活用しながら創

意工夫によりサービスの確保に努める必要がある

と考えている。

琵琶湖博物館は、琵琶湖に対する総合的な理解

を深めるため、湖と人間をテーマとし、研究、調

査を基礎におきながら、情報発信や資料整備、展

示を総合的に行っていくことにより運営している

ところであり、これらの機能が一体的・継続的に

発揮され維持されることが不可欠であることか

ら、現行での県直営を継続していく必要があると

考えている。来年度に向けて、必要な予算と人員

を確保し、機能の充実に努めていきたい。

近代美術館は「社会教育機関」として、美術作

品の収集、保存、展示などの諸機能を果たしてい

く必要があり、学芸員の研究成果や関係者との信

頼関係など、専門性の高い業務の蓄積が必要であ

ること等の理由で、県の直営を維持している。

平成 23 年度に近代美術館機能・発信力強化検討

委員会報告書等を受け、現在、新生美術館基本計

画検討委員会において、新生美術館の機能や運営

計画などについて検討を進めているところであ

り、今後の運営体制についてさらに検討していき
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たい。予算や人員の確保、機能の充実を図ること

については、昭和 59 年の開館以来、現在まで、そ

の特色ある運営によって県内外から高い評価を得

てきていると認識しており、今後とも、魅力的で

発信力のある展覧会の開催や、学校教育・地域等

と連携した教育普及活動に力を入れていくことと

して、そのために必要な予算確保に努めていきた

いと考えている。

さらに、平成 26 年に開館 30 周年を迎えること

を機に、近代美術館がより一層県民のみなさんの

期待に応え、滋賀ならではの美を守り、育て、発

信していく拠点としての役割を果たすよう、現在、

新生美術館基本計画策定に向けて検討を行ってい

る。

高等技術専門校は、雇用のセーフティネットと

しての職業訓練や民間教育訓練機関では極めて限

られている、ものづくり分野の職業訓練を担う施

設として重要な役割を果たしていると考えてい

る。今後も、米原、草津両校舎がそれぞれの地域

で、職業能力の開発の推進において総合的な機能

を果たし高い水準による訓練サービスができるよ

う、必要な設備等の更新や適切な人員配置に努め

るとともに両校舎の施設・設備が有効活用できる

体制づくりに取り組んでいく。

(４)各試験研究機関の試験・検査機器(設備)等の老

朽化が進んでいるが、設備の更新はおろか、検

査や維持に係る予算まで縮小されており、公共

サービスの低下が危惧されることから、速やか

に予算の確保を行い、計画的な機器の更新・整

備を図ること。また研究期間が独自に確保して

いる外部予算については、別枠として、通常予

算の削減に結びつけないこと。

工業技術総合センターなどの試験機器の整備

（更新）については、歳出予算を工夫して、前年

を上回る機器整備予算を要求している。外部予算

は、工業技術センターの経常研究などを高度化す

るために活用しており代替するものではないこと

から、通常予算を削減することと結びつけては考

えていない

衛生科学センターの試験研究関係等の機器の更

新・整備については、厳しい県予算の中にあって

も、現場からの予算要求を真摯に受けとめ、必要

な機器について、予算を要求している。

農業技術振興センターについては、県財政がま

すます厳しさを増す中ではあるが、試験研究に支

障を来さないよう、優先課題を考慮しつつ、計画

的に更新・整備していきたい。また、試験研究予

算が厳しくなる中で、県の農業振興に資する共同

研究事業に積極的に参加し、外部研究資金と成果

を得てもらっており、これをもって通常予算（一

般財源）を削減することは考えていない

水産試験場においては、試験研究関係の機器の

更新については、できる限り計画的な更新に努め

てきたところであり、分析調査等、一部外部委託

で対応しているところ。今後も県予算は大変厳し

い状況が続くと思われるが、国等の交付金や委託

研究費なども上手く活用しつつ、琵琶湖の水産資

源の回復等、本県水産業の振興に必要な調査・研

究の推進やそれに必要な機器等の更新・整備に努
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めていきたい。

琵琶湖環境科学研究センターにおいては、琵琶

湖と滋賀の環境にかかる課題に対応した調査研究

に支障のないよう機器の更新について十分配慮し

ていきたいと考えている。外部資金については、

その性格上、必ずしも継続的に安定して確保でき

るものではなく、またその採択要件も他地域への

波及効果を問われるなど、琵琶湖と滋賀の課題に

必ずしも合致しないところから、外部資金の活用

による研究はあくまでもセンターの研究にとって

より充実した成果が得られることを目的とする補

完的な位置づけとしており、引き続き、県立の試

験研究機関として、その責務を果たすべく県費に

よる研究予算の確保に努めていきたい。

(５)福祉施設の建て替えや大型改修および防災対

策を速やかに実施すること。特に、全施設への

スプリンクラーの設置を早急に行うこと。

大型施設の改修やスプリンクラー整備について

は、地域活性化・公共投資臨時交付金を活用して、

老朽化した施設の耐震化整備や消防法施行令の改

正によりスプリンクラー整備が義務づけられる入

所施設等の改修等、安全・安心な施設利用への取

り組みを進め、平成 23 年度に整備を完了したとこ

ろ。

県立淡海学園（児童自立支援施設）について、

現在使用している３棟の寮舎は、いずれも平成６

年～８年度（布引寮：Ｈ６年度、甲賀寮：H７年度、

鈴鹿寮：Ｈ８年 度）に改築したものであり、当面、

改築等の必要はないと考えている。

その防災対策については、非常通報装置等の消

防法に基づく必要な設備の設置と定期的な点検を

行うとともに、消防計画に基づき、避難訓練等を

実施するなど、日頃から非常時に備えた取組を行

っているところ。

なお、県が年一回実施する社会福祉施設指導監

査時において、県下、民間福祉施設も含め、非常

災害対策の面からも監査指導を行い、防災対策に

努めている。

３ 勤務労働条件の改善に関する要求

(１)臨時・非常勤職員に対して、低位な賃金水準

改善を行うとともに、定期昇給を保障するこ

と。また、一時金・退職金などの諸手当の支給

を行うこと。

嘱託職員は、もともと個人の経験や専門性に着

目して採用しているところであり、その報酬につ

いては、従前から職務の内容、経験や専門性を勘

案して決定しており、県職員の給与改定に準じて

改定してきたが、過去の経緯も勘案しながら、そ

の対応を検討したいと考えている。

昇給については、総務省の通知でも、同一の職

務内容の職に再度任用され、職務の責任、困難度

が同じである場合には、職務の内容と責任に応じ

て報酬を決定するという職務給の原則からすれ

ば、報酬額は同一となることに留意すべきものと

されており、嘱託員の報酬額に昇給はないものと

考えている。

なお、一時金・退職手当等の諸手当については、

非常勤嘱託職員には、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
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することはできないこととなっている。

(２)各種手当や調整額については、職場から強い

要望が出されている手当を中心に改善を行う

こと。

特殊勤務手当や給料の調整額については、昨年

度の話し合いを経て、全般的な見直しを行ったと

ころ。

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。

また、その他の手当については、基本的には人

事委員会の勧告に基づき改定を行うものと考えて

おり、人事委員会の勧告があった場合は、改めて

話し合いをお願いしたい。

(３)時間外勤務の縮減について、今年度に入り、

一層の縮減の目標管理がなされているが、目標

を超えて割当て同然になっており、職場の業務

実態に相応しなければ、サービス残業を招くも

のである。労働法令遵守の観点から適切な時間

外管理へ正常化を図ること。また、時間外勤務

の根本的な解決を図るため、適切な人員配置、

業務量の縮減について、県当局として責務をし

っかり果たすこと。

「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。

日々の業務については、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

いるところ。

また、時間外勤務は命令に基づいて行われるも

のであり、当然にグループリーダーや所属長が勤

務内容や時間数を把握しなければならないもので

ある。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

うお願いしているところ。

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

勤縮減を図っていきたい。

(４)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

家用車による交通費、タクシー代等の実費負担

分を支給されるよう、特殊勤務手当での対応を

含め改善すること。

水防・雪寒等の夜間の緊急対応にかかる通勤時

間については、勤務に従事していないことから、

時間外勤務手当等の対象とはできないと考えてい

る。

また、出勤に要する経費については、自宅から

勤務公署への登庁は「通勤」にあたり、旅費の支

給はできないと考えている。

(５)高齢期の雇用について、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、交渉・協議・

合意を前提に、今年度中に制度の枠組みを確立

現在、国において制度が検討中であることから、

国の動向に注視しながら、適切に対応していきた

いと考えている。



7

すること。

４ 職場環境等の改善の要求

(１)老朽化したり手狭となっている職場、会議室

や書類の事務所内保管場所が不足している職

場については、安全性の確保や公務能率の向上

の観点から早急に予算化し、改築改修を実施す

ること。また、ユニバーサルデザインの観点か

ら庁舎・施設・設備の改修を継続的に行うこと。

狭小な職場については、スペースを確保してい

きたいが、県庁舎の限られた面積の中でやりくり

しているのが現状であり、御理解願いたい。

なお、本庁舎等の改修については、緊急性の高

いものから順次計画的に進めている。県庁の本

館・新館等の施設のユニバーサルデザイン化につ

いては、障害者用エレベーター、出入口のスロー

プ化、自動ドア化、車椅子対応便所、思いやり駐

車区画の設置など、順次整備してきたところであ

り、今後も、整備の必要なものがあれば、関係機

関と協議しながら進めていきたいと考えている。

また、県立施設におけるユニバーサルデザイン

化については、平成７年度から12年度にかけて181

施設について、身体障害者用トイレ、出入口のス

ロープ、点字ブロック等の整備を行ってきたとこ

ろ。

平成 13 年度からは、「だれもが住みたくなる福

祉滋賀のまちづくり条例」（平成 17 年 4 月改正条

例施行）も踏まえ、平成 21 年度までに 75 施設を

整備したところ。

また、例年、全所属に設置しているユニバーサ

ルデザイン推進員に対する研修を実施し、各所属

でそれぞれに、だれもが利用しやすい環境整備に

ついて自ら考え、できるところから実施してもら

っている。

(２)パソコンの配備については、引き続き計画的

な更新を行うこと。あわせて、労働安全衛生の

観点から、VDT 作業環境の向上を図ること。

また、県職員出向先（外郭団体等）や病院職場

等において、業務や福利厚生面等で、情報格差

が生じていることから、共通事務支援端末の配

備を行うこと。

パソコンの配備については、古い共通事務支援

端末については順次更新しており、修理不可ある

いは高額修理を要する故障の場合に備えて予備機

を一定数確保するなど、事務事業の執行に支障が

生じないよう対応している。

職員の出向先における端末については、県の管

理の及ばない範囲となるため配備は行えないの

で、出向先のパソコンおよびネットワークを利用

するようお願いしたい。

ＶＤＴ作業については、滋賀県職員ＶＤＴ作業

労働衛生管理基準を定め、正しい作業姿勢や照

明・採光等の作業環境、適度な休憩、体操の実施

等について、毎年、衛生推進者等講習会を開催し、

その周知を図っている。

また、「ＶＤＴ作業従事職員特殊業務健康診断」

において、全所属で検診が必要となる職員を対象

にした１次検診のあと、作業区分や作業時間等の

確認を行っている。その結果、必要な者について

は、視力、握力などの検査や医師による２次検診

を実施している。

(３)公用車の更新については、走行距離や使用年

数のみを一律的に基準とせず、使用目的や安全

確保の観点から使用に支障をきたさないよう

早急に更新すること。特に、多数が乗車するバ

スについては、利用者の安全面から更新等行う

公用車の更新については、目安として１０年１

０万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

のと考えており、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
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こと。また、公用車が不足する職場や、共用公

用車の増車を行うこと。公用車の購入にあたっ

ては環境に優しい低公害車や低燃費車の導入

を図ること。

使用していきたい。

バスの更新については、使用年限、走行距離等

から、直ちに更新することは困難な状況であるも

のの、安全面等からの必要な改良については、で

きる限り対応していきたい。

現在、総務課では２８台の集中管理車を所管し、

うち４台を彦根、長浜、近江八幡に配置のうえ、

効率的な運用に努めているところ。あわせて、集

中管理車が不足がちとなることを補うため、各所

属で所管している車両の他所属への貸出につい

て、引き続き、各所属に対して協力をお願いして

いきたい。

なお、公用車更新にあたっては、「滋賀県環境に

やさしい物品の購入基本指針」に基づき、原則、

環境対応製品（低燃費車、低公害車）としている。

(４)空調の運転については、労働安全衛生法遵守

を基本にして、職員の健康管理や業務の効率性

への影響を十分に考慮し、職場実態や地域性を

十分に踏まえた対応や弾力的運用を行うこと。

また、老朽化した空調設備の全面更新を検討す

ること｡

空調の運転期間については、「事務所衛生基準規

則」を基準に、室温および湿度を監視のうえ実施

している。設備のメンテナンス、省エネルギーを

進める観点等から、冷暖房の期間や時間帯は一定

の制限を設けて運用せざるを得ないことについて

は、引き続き、ご理解願いたい。

室温調整については、新館では南・北の２系統、

本館では４系統に分けて温度を検出し、各系統の

温度を一定に保つよう制御しているが、各部屋の

条件が異なるため温度差が生じることから、ファ

ンコイル・ユニット等の操作により、こまめに調

整をお願いしたい。

空調設備については、本館、旧新館、東館は更

新済み（本館、旧新館は平成 11 年度完了、東館は

平成 14 年度完了）であるが、新新館については、

平成２２年度から改修工事に着手し、順次、改修・

更新を進めている。

(５)節電対策として今夏から導入されたＬＥＤ卓

上スタンドについては、当局が行ったアンケー

ト調査においても、まぶしさや照度不足から業

務に支障が生じているとの意見が多数出され

ており、今後の利用方法を再検討すること。ま

た、天井照明へのＬＥＤ化については、職務環

境への影響や規格等を十分検証して実施する

こと。

導入したＬＥＤスタンドは、

・ＪＩＳ規格の照度基準をクリアする十分

な明るさを備えている。

・チラツキがない光である。

・ＰＳＥ（電気用品安全法）に適合した安全

性が確保されている。

・環境に配慮したグリーン購入法適合製品と

なっている。

などの条件を満たしているものである。

今冬の節電では、全執務室の窓側消灯を徹底す

る際の代替照明として、ＬＥＤスタンドの活用を

お願いしているが、職員の皆さんに過度の負担の

生じないよう、必要に応じ所属長の判断で部分点

灯もできるとしている。

ＬＥＤ等による天井照明の省電力化について

は、庁内関係課（総務課、温暖化対策課、建築課、

議会事務局）によるワーキンググループにより、

規格・性能や環境面への影響、ライフサイクルコ

スト、光の色合い等実際の使用感等を総合的に検
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討しており、執務環境にふさわしいものを導入し

ていくこととしている。

５ 職員の健康と安全を守る要求

(１)職員の健康増進を図る立場から、定期健康診

断および健康相談、カウンセリングなどを一層

充実させること。

これまでから、労働安全衛生法および滋賀県職

員安全衛生管理規程に基づき、定期健康診断およ

び健康相談、カウンセリングを実施し、疾病の早

期発見、早期治療に努めてきているところ。

併せて、職員の日常の健康保持増進を支援する

ための個別指導、個別相談、健康講座なども実施

している。

今後とも、産業医、健康管理医、カウンセラー、

保健師が十分連携を図りながら、各種事業、相談

の充実に努めていきたい。

(２)メンタルヘルス対策については、患者の病状に

合わせたきめ細かい対応に努めるとともに、職場

復帰において、年度途中の職場の配置換えも含め

効果的で弾力的な運用を行うこと。また、管理職

はもとより職員全体が病気に対する理解を深める

よう一層の工夫を行うこと。

メンタルヘルス対策は、早期発見・早期対応が

重要であり、職員個人がストレスチェックができ

るようにチェック表を庁内ＬＡＮに掲載し、その

利用に供しているところ。

また、管理監督者に対しては、６月に人材育成

指導員対象のメンタルヘルスセミナーを基礎知識

編として実施し、来月には、応用・実践編のセミ

ナーを開催することとしている。

さらに、今年度から新たに、グループリーダー

を含む管理監督者を対象として、メンタルヘルス

学習教材を用いた研修を前期・後期の２回に分け

て実施したところ。

なお、職場復帰に関しては、昨年度から「試し

出勤制度」を導入して、スムーズな職場復帰への

支援に努めている。

年度途中に休職から復職する場合の配属所属に

ついては、厚生労働省の「心の健康問題により休

業した労働者の職場復帰の手引き」や総務省の通

知において、「たとえ好ましい職場へ配置転換であ

っても新たな環境への負担もあることから、まず

は元の職場への復帰を原則とする」としているよ

うに、復職時の配置は元の職場を基本に考えてい

る。

(３)職員定期健康診断の検査項目を充実するとと

もに、検査結果に基づくアフターケアを所属長

との十分な連携のもとに進めること。

①疾病の予防や早期発見のため「人間ドッグ」

制度の助成年齢の引き下げや助成の拡大な

どの充実を図ること。

平成 21 年度までは対象者の年齢を 50 歳以上に

限定していたが、平成 22 年度からは 40 歳代隔年

（40、42、44、46、48 歳）に拡大し、共済事業と

して検査を希望する職員に対し一人最大２万円の

助成を行っている。

また、昨年度からは実施時期を８月からとし、

夏季休暇期間中の利用を促進するなど利便性の向

上を図ったところ。

②生活習慣病検診は、年齢制限をなくし、希望

者全員を対象とすること。

生活習慣病検診のうち受診年齢を定めているが

ん検診は、有効性評価を踏まえ、受診年齢が定め

られた「がん予防重点健康教育及びがん検診実施

のための指針」（平成 20 年４月 厚生労働省策定）

に基づき実施しているので、ご理解願いたい。

③臨時・非常勤職員への健康診断について、一

般職員に準じた内容の充実を図ること。

生活習慣病検診のがん検診は法定検診でないた

め、臨時的任用職員や非常勤嘱託の方は、各市町

で実施されます住民検診を受診してもらうよう、
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年度初めの４月にお知らせしたところ。

④インフルエンザ等必要な予防接種について

は、県の責任において無償で行うこと。

これまでから業務に起因するインフルエンザ等

の予防接種については、県が費用負担して実施し

てきている。

⑤近年、職員の現職死亡が増加している状況を

深刻に受け止め、健康診断や生活習慣病検診

において、ＣＴ検査や腫瘍マーカー等の検査

項目を追加するなど、早期発見、早期治療の

ための対策を講じること。

ＣＴ検査は集団検診時に行う項目としては検査

技法の簡便性や検査者に与える危険性の観点から

適当でないとされている。

また、腫瘍マーカーは進行したがんの動態を把

握するのに（治療効果を判定するのに）使われて

いるのが現状であり、早期診断に使えるという意

味で確立されたものではなく、追加することは困

難と考えている。

(４)試験研究機関、保健所、福祉施設、動物保護関

係職場等での感染症、劇物・毒物等による人体へ

の影響を防止するため、予防や検査体制を設備

面も含めて強化すること｡当該職場の衛生委員

会を通じて職場全体で安全衛生教育が進むよ

うにすること｡また、委託先の職員についても、

必要な検診や予防接種等が実施できるよう委

託料の積算等においても留意するとともに、関

係企業を指導すること。

特殊業務従事職員の健康診断については、「Ｂ型

肝炎感染予防対策対象業務」や「と畜・家畜業務」

などの検診についても県独自の措置として、これ

までから実施してきている。

また、地方衛生委員会に対しては、産業医等産

業保健スタッフから技術的な助言を行ったり、安

全衛生教育のための費用を負担しているところ。

なお、委託先の職員については、委託先で措置

されるべきものと考えている。

６ 福利厚生の要求

(１)県は地方自治体の責務として、福利厚生の維

持・拡充を図ること。

①福利厚生事業の縮小傾向が顕著であるが、本

来、県として実施すべき「元気回復」の事

業を積極的に実施すべきものとの認識に立

って、事業の回復や充実を図ること。

福利厚生事業については、職員を取巻く社会状

況に応じて考えていく必要がある。今後とも、県、

共済組合、職員互助会が連携しながら取り組んで

いきたい。

②互助会について、一般財団法人へ移行後にお

いても、医療給付を始めとする現行互助会事

業の継続が最大限可能となるよう必要な支

援を行うこと。

昨年度から、移行後の事業内容について検討を

行っており、組合員の意向を踏まえ医療給付を中

心とした事業となるものと考えている。なお、限

られた財源となるため、現行の事業の廃止や縮小

は避けられないものと考えている。

③地方職員共済組合の保健事業等での各種セ

ミナーや助成の充実を図ること。

共済組合においては、組合員の健康増進を図る

ため、「糖尿病予備群の人に対する健診事後教室」

や「メタボ予備群の人に対するスポーツジムの利

用助成」、また、「子育て支援のための一時預かり

保育費用の助成」、さらには「元気回復を図るため

のライフスタイル講座」の充実に努めてきている。

④職員診療所について、今後も継続した運営

ができるよう必要な支援を行うこと。

職員診療所については、現在、経費削減による

収支の改善や利便性の向上に取り組んでいるとこ

ろであり、病気になられた際には、職員の皆さん

の積極的な利用をお願いしたい。

（２）「ホテルピアザびわ湖」について、安定的

な経営環境を整えるため、県として設置者責任

の立場から組合員の利用拡大を促す積極的な

対策を行うこと。

今年度、新たに職員による利用促進のための検

討会を立ち上げ、利用拡大方策の検討を進めてい

る。今後、その内容も踏まえ、利用拡大のための

具体策を実施していきたい。

（３）「県職員生活協同組合」における、職員食

堂や売店、旅行サービス等の事業については、

職員生協は、職員の福利厚生制度の一翼を担う

ものと考えており、これまでから食堂における修
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職員の福利厚生の一環をなすものとして、県と

して積極的な支援を行うこと。

繕費や備品購入費の支援、また使用料の減免措置

を行ってきている。

(４) 本庁・各地方機関ともに、適度な休息がと

れ、リフレッシュが可能となる「休憩スペース」

の確保を図ること。

これまでから、本庁および各合同庁舎には、職

員福利厚生の施設として職員会館（集会室、和室、

静養室、図書室等）を設置し、職員の利用に供し

ているところ。

６．全体回答後の交渉状況

職員団体の主張 県の回答

10 年にわたって給与カットをして、財政状況は

必ずしも均一に困難な状況が続いているわけでは

ないのに、新行財政改革方針による計画ありきで

人件費削減、定数削減が続いている。計画ありき

で何をしても変わらないということであれば職員

の士気が損なわれるし、人員については、たちま

ち今はやっていけても若手が少なく仕事がまわら

なくなる状況も予想される。職場の実態に即して、

人件費削減・定数削減計画を見直すべきである。

少ない人数で頑張ってもらっていることには感

謝している。しかし、計画は滋賀県の運営を将来

につなげるためのものであり、着実に実施してい

く必要があることをご理解願う。個々の業務につ

いては、各部の話を伺いながら、県民の方にきち

っとした行政サービスが届けられるような体制を

構築していきたい。

中央自動車道笹子トンネルで事故があったが、

県内の公共構造物にも寿命を迎えるものが多くあ

る。この維持管理のために予算と人の体制が必要

である。人員削減ありきだけでは、必要な技術力

が保てないおそれもある。

重要な問題であると十分に認識している。各部

で対策を考えるなかで、必要な体制について協議

を受けていきたい。

超勤縮減の目標がきつく職場におろされる中、

政権が変わり大型補正が言われており、今後の業

務量増が見込まれる。一方では業務増、他方では

人員減、さらに超勤縮減ということでは現場がま

わるか心配だ。どう対応するのか。

大型補正について、現段階で詳細はわからない

が、県としても当然対応していく必要がある。そ

のために時間外勤務が増えるということもあろう

が、どこから問われてもこれだけの時間外勤務が

必要であることを説明できるようしっかりとした

時間外勤務の管理が必要。


