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平成 24 年度職員団体との交渉結果（予算交渉、部長交渉）

１．交渉団体

自治労滋賀県職員労働組合

２．当局側出席者

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 25 年１月 11 日（金）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。 
先の給与確定交渉の際にも申したとおり、給与

カットは例外的な異例の措置であり、早期に解消

できるよう努めなければならないと考えている。

(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

た地方交付税や教育国庫負担金の削減は行わ

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
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ないこと。 る。

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。

２ 予算編成に関する要求

(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。

(４)各試験研究期間の試験・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や衛生科学センターなど

の試験研究や検査を行うために必要な機器等の更

新・整備について対応したい。

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。

嘱託職員の報酬については、例年県職員の給与

改定準じて改定してきたところ。

今年度の人事委員会勧告においては、県職員の

給与改定率が 0.09%の増額改定であったことを踏

まえて、非常勤嘱託員の報酬についても 0.09%の増

額改定を平成 25 年１月分から行うこととする。

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困難なもの

と考えている。

また、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

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

ころだが、平成 25 年度から流域下水道維持管理業
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務が県直営化となり、これに伴い、公害調査等業

務手当と毒物および劇物取扱手当の対象となる業

務があるものと考えている。その内容については、

個別業務を整理していきたい。

(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。

(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

すること。

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。

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。

来年度については、湖北合同庁舎の庁舎東壁面

サッシ取替工事や、県立学校の耐震改修工事など
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について、対応したい。

その他、設備関係については、共通事務支援端

末の更新、近江学園の厨房空調機器改修工事、南

部・東近江・湖北の健康福祉事務所での自家発電

装置設置工事、工業技術総合センターの暖房用真

空式温水ヒーターなどについて対応したい。

(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

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。

農業技術振興センターの普通車、南部健康福祉

事務所の軽自動車、西部県税事務所の普通車など

に対応したい。

５ 職員の健康と安全を守る要求

(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、１月 28日には、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。
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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。

６．全体回答後の交渉状況

職員団体の主張 県の回答

効率的な事務執行や体制づくりという観点か

ら、行革方針・計画があるということは理解する

が、人件費・人員削減については、計画ありきで、

その間の職員の努力や情勢の変化というものがま

ったく反映されないというのはおかしい。

25 年度は 155 億円の一般財源不足を見込んでお

り、当初の予想どおりの水準になると思っている。

給与カットについては中長期的には何とか解消し

ていきたいと思っているが、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

う。 
地方財源の確立にとって、地方交付税の確保は

最重点課題であり国に強く要請するべき。また、

国家公務員の給与削減にあわせた交付税の削減が

なされることのないよう国に強く要請するよう求

める。

国に対しては、琵琶湖を抱える滋賀県特有の事

情の交付税への反映や税源移譲など様々な機会を

捉えて訴えている。また、地方は国に先んじて行

財政改革、特に給与カットに取り組んできており、

国家公務員の給与削減にあわせて交付税が削減さ

れることがないよう、知事会等を通じて国に訴え

ている。

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。

県としてもこれまでから橋梁の長寿命化などに

財政負担が平準化されるよう計画的に取り組んで

きた。現在、アセットマネジメントについては、

検討していきたい。

試験研究機関については、設備や機器の更新が

なく、運営費も外部資金に頼るという状態になっ

ている。各研究機関にどのようなアウトプットを

求めているのか、そのアウトプットのために必要

なものは何かという観点に立って予算を確保して

もらいたい。

限られた枠の中で、各部局において優先順位を

つけながら予算要求してもらっている。出来るだ

け各部局の話を聞きながら対応したい。お話は財

政課にも伝える。

非常勤職員や臨時職員は、正規職員が削減され

る中、不可欠な存在となっているが、あまりにも

処遇が低位すぎる。官製ワーキングプアといわれ

る所以であり、自治労として改善に向けて法改正

を求める取組もしているが、県としても今までと

は違うスタンスで処遇の改善を考える段階にきて

いるのではないか。

専門的知識を持った方も多く、職場の戦力にな

ってもらっているという思いは強くある。しかし、

現在の対応は、法と制度を踏まえた精一杯のもの

である。

超勤の縮減は労使双方で努力すべき課題である

が、この間の目標管理のやり方は、現場段階では

行き過ぎたものが目立つ。上位下達の一方的な目

標管理ではなく、キャッチボールしながら進める

べき課題だ。今後、大型補正が見込まれる中、サ

ービス残業が危惧される。実態把握して改善すべ

き。 

サービス残業はあってはならないもの。そうな

らないよう事前命令・事前承認の原則の徹底が必

要。毎日の朝礼・終礼の中で、職員のスケジュー

ルや時間外勤務の必要性をきっちり把握するため

の工夫が大事。

メンタルヘルス対策は、一定強化されてきたが、 仕事の中身が細かくなり責任も重くなる中、メ
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人員減や業務の複雑化などから職員が孤立化する

状況が深まっている。誰もが当事者になるとの認

識に立って、県職場のチーム力を高める試金石と

して、人員やグループ制など組織の問題、職場風

土や健康管理体制など総合的に取り組むべきだ。

ンタルヘルス対策はしっかりと取り組むべきテー

マであると思っている。管理監督者に対する研修

を行っているが、職場に相談できる雰囲気がなく、

職員が仕事を抱え込んで孤立化することがないよ

う、職場全体でフォロー・サポートすることにつ

いても、留意したい。


