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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

滋賀県職員組合

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 25 年１月 11 日（金）15:00～16:10 本館３-B 会議室

４．内 容

人件費・人員削減、超勤縮減、非常勤嘱託員・臨時的任用職員の処遇改善、特殊勤務手当など

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 県民の生活守る行財政の確立

３ 県の職員は人口規模県で比較して全国最低

であり、人件費削減の押し付けは行わず職員定

数を拡大し県の職場で必要な人員を確保する

こと。下水道公社の解散に伴う知事部局への移

籍職員分については定数増とすること。

また、来年度の見通しを明らかにするととも

に、職場合意のない人員削減は強行しないこ

と。 

本県の一般行政部門の職員数は、人口類似県の

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ことに感謝する。

しかし、本県の財政状況は非常に厳しい状況に

あり、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こと

をご理解願う。

下水道公社の解散に伴う知事部局で直営化をは

じめ、来年度の体制については、現在、部からの

意見を伺いながら検討を行っているところ。

２ 仕事の進め方、労働条件の改善

１ 時間外勤務の縮減が求められる中で、サー

ビス残業が押し付けられることがあってはな

らず、厚生労働省が定めた「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」で求められている実態調査を実施し、管

理職への徹底にとどまらないサービス残業を

根絶する措置を講じるとともに、時間外勤務手

当支給に必要な予算を確保すること。また、時

間外勤務縮減の目標を設定し押しつけること

は、厚生労働省の示す基準にも反しており、行

わないこと。ましてや、県議会から職場へ直接

働きかけられることがあってはならない。

さらに、指定管理となっている職場につい

てもサービス残業が生じないよう予算措置等

必要な手だてを講じること。

「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。

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。

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。

また、時間外手当も予算の制約があり、縮減目

標を設定するのはやむを得ないものと考えてい

る。

指定管理職場における労働条件については、第
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一義的に指定管理者、すなわち団体内部における

使用者と労働者の間の問題であると認識してい

る。

３ 臨時・非常勤・嘱託職員の賃金・労働条件の

改善

１ 臨時・嘱託職員・日々雇用職員の賃金につ

いて、人事委員会が勧告した公民較差に見合う

引き上げを行い、さらに生活できる賃金を保障

するため大幅な賃金の引き上げを行うこと。ま

た、改正パート労働法の趣旨が公務にも活かさ

れ、正規職員と均等待遇となるよう、労働条件

の抜本的な改善を行うこと。

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。

このほかの勤務条件に関しては、勤務時間や担

う役割、責任も正規職員と異なることから、違い

があることについてご理解願う。

４ 特殊勤務手当等の改善

２ 深夜緊急業務等手当について、災害防止の

ための深夜の呼び出しでは、深夜に出勤するこ

とへの負担が重く、車を利用して出勤すること

への費用も支給されていないことから、抜本的

な改善を行うこと。

災害防止のための応急作業や水防・雪寒等の緊

急対応のため、深夜の呼び出しで登庁した場合は、

深夜緊急業務手当を支給しているところ。

深夜の呼び出しに係る手当については、他の都

道府県でも支給している団体は少なく、これ以上

の改善は困難であると考えている。

５ 平成２３年度から直営化された流域下水道

事務所の湖西処理区および高島処理区ならび

に来年度から直営化される湖南中部および湖

西処理区の維持管理業務において、下水処理手

当と創設すること。

これまでから下水道公社で月額手当が支給され

ていたことは承知しているが、昨年度に「特殊勤

務手当が対象となる業務に従事した場合ごとに支

給すべきである」という手当本来の性格に着目し、

月額手当を日額手当に見直しており、新たに月額

手当を措置することは困難と考えている。

一方、日額手当については、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

あると考えている。その内容については、個別業

務を整理したい。

５ 職場環境の改善

１ 各庁舎等について、安全衛生の確保のため

にも、耐震補強等の老朽庁舎の改修改築、税職

場でのプライバシー確保、休憩室・仮眠室の設

置、洋式トイレやウォッシュレットの設置等の

トイレの改修、南部合同庁舎の文書庫への文書

箱用昇降機の設置、落雪防止装置等の対応を行

うこと。

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

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。

２ 公用車については、20年近く使用している

実態もあり、安全性を考慮して更新を行えるよ

う予算枠を確保し、エアバッグ未設置車やマニ

ュアル車、老朽化の著しい車については、早期

に更新すること。

積雪寒冷地については、職場の要望に合わせ

て４輪駆動車や軽自動車への更新を行うこと。

また、身体障害者も運転できる公用車を各総

合庁舎に配置すること。さらに、県庁などで公

用車が不足している実態があり、調整による台

数の確保や緊急対応時に公用車が確保できる

ようにすることなど改善すること。

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。

７ 県民を守る執行体制・施設の確保・改善

２ 「指定管理者制度」は、公的責任の後退か

ら県民サービスの低下や関係職場の雇用・労働

指定管理者制度は、多様化する住民ニーズによ

り効果的、効率的に対応するため、公の施設の管

理に民間事業者等が有するノウハウを活用しつ
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条件の改悪につながっており、他県では利用者

の死亡事故が続くなど、問題が深刻化していま

す。安易に経費削減を押し付けることなく、安

定した運営が行えるよう非公募での選定を原

則とするなど、利用者が安心して利用できるよ

う改善すること。また、国に対しては、制度の

廃止等抜本的な見直しを求めること。

また、職員の賃金削減や不安定雇用の拡大に

つながる県の指定管理料の引き下げを見直す

こと。また、県職員を派遣することにより、賃

金での負担額が予定を超える場合には、補填を

行うこと。

つ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の

節減等を図るものであり、本県においても、制度

導入により、厳しい財政状況の中、住民サービス

の向上に一定寄与してきたと考えているところ。

また、指定管理料は、人件費も含めた標準的な

経費を、適切に積算して募集時に参考額として示

し、申請団体は、これをもとに事業計画を提案さ

れており、賃金水準等についても、各団体が適切

に判断されているものと考えている。

４ 各試験研究機関について、県民のニーズに

応えて将来に向けた積極的な業務展開が図れ

るよう、特定財源に拘束されずに試験研究に取

り組めるよう、必要な予算を措置すること。

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。

５ 老朽化した近江学園について早期に全面改

築し、入所者の処遇向上をはかること。また、

当面、給食、調理施設の改築を行うこと。

近江学園改修については、必要な箇所から順次

進めているが、現在の厳しい県の財政状況から、

全面改築は困難。

なお、厨房設備については、来年度、空調機器

改修工事を行いたいと考えているところ。

６ 淡海学園について、設置されている寮の改

善、使用されていない古い寮の解体を行うこ

と。また、多目的に利用できる寮の設置につい

て検討すること。

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、改築や設置等の必要はないと考えていると

ころ。

なお、現在寮として使用していない建物につい

ては、入所児童の作品の展示等に利用しており、

引き続き有効な利用に努めたい。

10 外郭団体や公の施設が果たす公的な役割を

ないがしろにせず、県民にとって貴重な公の施

設が存続できるよう、県が将来に亘って担うべ

き「公共性」をしっかりと位置づけること。

また、多くの県民が利用している現に存在す

る文化・スポーツ・福祉施設については引き続

き県立施設とし存続・運営をすること。

さらに、実質的な設置者・雇用者として、各

外郭団体の運営や施設の管理・運営、団体職員

の雇用については、県がその責任を果たすこ

と。 

県の外郭団体や公の施設については、これまで

それぞれの行政分野で県の施策推進に大きな役割

を果たしてきたものであるが、社会の状況も大き

く変化し、行政経営改革委員会の提言を受け、平

成 21 年 12 月に見直し計画を策定し、取組を進め

ているところ。

今後とも、関係団体との協議や利用者の声、団

体・施設を取りまく状況の変化等を踏まえ、県民

の皆さんの理解を得ながら計画の推進に取り組ん

でいく。

外郭団体見直しに伴う団体職員の雇用問題につ

いては、県から独立した経営体として、当該団体

が主体的に対応することを基本としつつも、設立

や運営に県が相当の関与をしてきた団体について

は、団体の取組に対して、県民の理解が得られる

ことを基本に、県として可能な方策を検討し取り

組んでいるところ。
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６．全体回答後の交渉状況

職員団体の主張 県の回答

国家公務員の人件費削減を地方に及ばさないた

めの取組を強めてもらいたい。

地方は国よりも早くから給与カットに取り組ん

できた経緯がある。国家公務員の人件費削減にあ

わせて地方交付税や義務教育国庫負担金が減額さ

れることのないよう、現在、知事会等で国に働き

かけを行っているところ。

国の大型補正を受ければ、それに応じて執行体

制の枠組みを見直す必要がある。当局も認めると

おり滋賀県の人員体制は人口同規模県の中で最低

であり、行財政改革方針による人員削減計画を撤

回して必要な人員を確保すべき。また、賃金引き

上げや雇用の確保こそが景気対策につながるもの

であって、人件費を削減するだけでは財政は改善

しない。

国の補正については、現在、各部局が情報収集

を行っている。これから当初予算、補正予算編成

の中でどういった体制が必要か、各部局の話を聞

きながら適切に執行できるよう努力したい。行財

政改革方針の削減計画については、残り２年の計

画期間で達成できるよう工夫していきたい。

少ない人員の中で時間外勤務の削減が押しつけ

られサービス残業が増えている。当局は、実態を

把握し是正するべきである。

時間外勤務の命令をして、手当を支給しないの

は明らかな法令違反である。具体の事例があれば

その都度教えてもらいたい。そういった事態を招

かないよう、毎日の朝礼・終礼を徹底し、事前命

令・承認を担保できるようにしていきたい。

嘱託員の報酬について 0.09%引き上げという前

向きな回答をもらったが、自分の収入が家計の主

な収入源となっている非正規労働者の割合が増え

ていることが労働経済白書でも明らかになってお

り、県の職場でもそういう実態がある。生活でき

る額とするため、経験加算等の抜本的な改善が必

要である。

0.09%の増額改正は、精一杯の対応である。

畜産技術振興センターの歳入予算は７割以上が

特定財源であり、仔牛の競りでの販売実績が研究

事業の実施に影響する。畜産技術振興にかかる予

算が、不安定な歳入に左右されるので、もっと安

定した財源を確保してもらいたい。

基本的には、各部局の枠内で全体として必要な

予算を財政課へ要求してもらっていると思ってい

る。この話については、財政課にも伝えたい。

下水処理手当は、下水処理という不快な業務に

対して手当されてきたものであり、公害等調査業

務や毒物・劇毒取扱といった他の手当で代えられ

るものではない。これについては、きちっと現場

の作業の中身を見て欲しい。

具体的な個別の業務の危険性などに着目して手

当を措置したい。


