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平成 25年度職員団体との交渉結果（第 1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 25 年 11 月 12 日（火）13:00～15:00 合同庁舎７－Ｃ会議室 

４．内 容 

給与カットの解消、給与構造改革経過措置の存続などに関する要求 

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 基本賃金・一時金について 

１ 人事委員会の報告で示されたプラス 7.57％ 

27,739 円もの実態賃金との較差を解消するた

め、国から押し付けられた 7.5％超の賃金カッ

トはただちに廃止し、削減分を返還すること。 

さる 10 月 17 日に人事委員会から給与等に関す

る報告が行われたところだが、その内容は、 

月例給について公民較差が極めて小さいことか

ら改定を行わないこととし、 

期末・勤勉手当については民間と概ね均衡して

いることから改定を行わない 

などの内容であった。 

その報告の中で、本年７月から実施されている

減額措置を本年４月から実施されたと仮定して試

算すると 7.57%、金額にすると 27,739 円民間の方

が高いという参考値が公表された。 

これは、本年１月 28日に政府より国家公務員に

準じた給与削減の要請があり、これに伴う地方交

付税等の削減に対応するため、本年５月から６月

に皆さん方との話し合いを経て実施しているが、

災害復旧の現場や国の経済対策への対応など行政

課題に取り組んでいる職員の皆さんや、教育現場

において頑張っている教職員の皆さんに対しまし

て、重ねて申し訳ない気持ちでいる。 

また、人事委員会の報告においても、「本年 7月

から職員が実際に受ける給与額は、民間準拠によ

る水準を大きく下回っており、これらの減額措置

による職員の士気や家計、人材確保への影響は避

けられず、その代償は極めて大きいと言わざるを

得ない。」とされた。 

５月の話し合いの場でも申し上げたが、私とし

ては独自の給与カットについて今年度限りの解消

に向け、最大限努力していきたいという思いに変

わりはない。時間をもう少しいただきたい。 

２ 民間と比較して低くなっている初任給を引

き上げるとともに、青年層、世帯形成層の賃

金水準を改善すること。 

本県の初任給は、民間の初任給を考慮して設定

し、全国的に見ても遜色のない額としており、こ

れ以上の引き上げは困難である。 
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また、近年の給与改定については、早期立ち上

がり型へ移行し、若手職員に配慮した対応がとら

れている。 

全国の都道府県の状況を見ても、本県の若手職

員の給与水準は、全国の中でも均衡のとれた水準

となっており、これ以上の賃金水準の改善は困難

と考えている。 

３  一時金については、教育費や住宅ローン等

を負担する職員の家計を支える上で欠かせな

いものとなっており、昭和３０年代以来の水

準となっている現行水準からの引き上げを行

うこと。 

また、一時金の「役職加算」については、

当面、５％支給開始年齢を引き下げるととも

に、10％支給開始年齢の遅い教職員、看護職

員、現業職員の加算措置を改善すること。 

なお、部次長に支給されている管理監督者

加算（25%・15%）は廃止すること。 

年間支給月数については、民間とおおむね均衡

していることから、人事委員会勧告がなかったの

で、引き上げは困難と考えている。 

職務段階別加算いわゆる「役職加算」について

は、平成２年の人事委員会勧告により、民間の支

給状況を受けて措置されたものである。 

５％、10％の平均的な支給開始時期については、

いずれの職種においてもこれを変更すべき事情は

ないと考えており、これ以上の改善は困難と考え

ている。 

次に、部・次長に措置されている管理職加算に

ついてだが、職務段階別加算同様、民間における、

特別給の支給状況を受けて（昭和 46年に）勧告に

基づき措置された。これについても、人事委員会

からの勧告がないので、廃止するといったことは、

考えていない。 

４  地域手当については、条例本則に定められ

たとおり７％に引き上げ制度を完成するこ

と。 

地域手当の支給率を条例本則に定められた７％

に引き上げよとの要求ですが、今年度については、

月例給の公民較差が極めて小さいことから人事委

員会から勧告がなかったので引き上げは困難であ

ると考えている。 

５ 給与構造改革の制度完成に向けて、多くの

職員が最高号給で昇給停止となっている本県

の実態を改善できるよう給料表の「号給延長」

を行うこと。また、これに逆行する昇給・昇

格制度の改悪は行わないこと。 

昇給・昇格制度については、昨年度の人事委員

会勧告において、「本県の昇給・昇格制度について

はこれまで、国の制度に準じることを基本として

きたところであり、国に準じて見直しを行う必要

がある。」との勧告を受けた。 

国においては昇格制度の見直しを既に平成 25年

１月から実施しており、55 歳を超える職員の昇給

抑制についても平成 26年１月の定期昇給から実施

する予定である。 

また、給与構造改革に伴う経過措置については、

国においては今年度末で廃止することとされてい

る。 

これら昇給・昇格の見直しと経過措置の廃止に

ついては、本県においても国に準じて早急に対応

する必要があるものと考えている。 

なお、号給延長については、平成 18年度の給与

構造改革に伴い、枠外昇給が廃止され、給料表に

ついては国に準じた号給の延長が実施されたが、

その後、人事委員会からの勧告もないので、実施

は困難なものと考えている。 

６ 教員が意欲を持って職務に専念できるよ

う、教育職給料表三表（小学校および中学校

等教育職給料表）の給与水準を引き上げや、

教育委員会に話してほしい。 
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二表（高等学校等教育職給料表）と三表の格

差是正、教育職給料表１級の給与水準の引上

げ、教職調整額を引き上げにより、給与水準

を引き上げること。 

７ 総務省による現業職員の賃金決定への介入

を許さず、現業職員の賃金水準を大幅に改善

するために、行政職給料表３級水準の運用時

点を早め、到達号給を行政職給料表５級水準

とすること。 

また、「昇格特昇」の実施に伴う行政職給料

表との格差を是正するとともに、技能労務職

の給与体系の運用を段階的に一本化するこ

と。 

現業職の給料表については、従来から行政職の

昇格運用に準じて措置しているが、行政職の昇格

運用の見直しを行っていない中、現業職のみを改

善することは困難と考えている。 

また、到達号給を、行政職給料表５級水準にす

ることについては、職務の級は本来「職務給の原

則」により決定すべきものであり、課長補佐の級

である５級水準を導入することは困難と考えてい

る。 

なお、給料表の水準については、多くの都道府

県で、現業職の給料表について国の行政職２表水

準もしくはそれより低い水準に見直され、または

見直しに向けた取組みがされている状況となって

いる。 

本県においても見直すべき時期に来ていると考

えているので、昨年度に引き続き話し合いをお願

いする。 

次に、職種区分の一本化についてだが、職種ご

との区分は、それぞれの職種に必要な資格・免許

に着目して、必要最小限の区分を設けてきたもの

だが、皆さん方と私どもの認識との間には大きな

開きがあることから、時間をかけてお互いに研究

していくことが必要であると考えている。 

８  公社・事業団職員など県関係職員の賃金改

善を図ることとし、少なくとも県職員に対す

る改善内容については各団体においても同様

の改善が行える予算を措置すること。 

公社・事業団等外郭団体においては、独立した

経営体として責任を持って経営にあたっていただ

いており、団体職員の給与についても、それぞれ

の団体の規程等により決定されるものである。 

県としては、団体の各事業にかかる経費を適切

に積算して必要な予算措置をしているところであ

り、これを踏まえ、各団体は賃金水準等について

も適切に判断されているものと考えている。 

２ 諸手当について 

 １ 持ち家に係る住居手当が廃止されたが、住

宅ローン・固定資産税など住宅関連費の支出

に見合う手当の支給等の改善を行うこと。 

本年４月から自宅に係る住居手当を廃止した

が、これは昨年度の人事委員会勧告を踏まえて廃

止したものなので、理解してほしい。 

２ 退職手当は、生涯設計や退職後の生活に欠

かせない賃金の一部であり、今年度から押し

付けられた２年間で 400 万円超を削減する段

階的な大幅削減を中止すること。また、早期

退職にかかる割り増し制度を改善すること。 

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おり、昨年度

の皆さん方との話し合いを経て、本年１月１日か

ら改正を行った。 

これは、国において、公務員と民間企業従事者

の退職給付を比較して行われた改正に準じたもの

であり、これを中止することはできないものであ

る。 

また、定年前早期退職特例措置の拡充についは、

国では既に政令が公布され、勤続 20年以上で定年

年齢から 15年を減じた年齢以上の職員を対象に特

例措置が設けられ、給料月額について、定年まで
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の残年数１年につき３％、定年の１年前は２％の

加算を行う内容となっており、本年 11月１日より

施行される。 

本県においても、国に準じた改正を行うよう、

現在、準備を行っている。 

３ 諸手当について次のとおり改善すること。 

① 扶養手当について、支給額の改善、「教育

加算」の引き上げをおこなうこと。 

② 通勤手当は職員に自己負担させないこと

を基本にし、高騰する燃料費を踏まえた大

幅な改善、駐車・駐輪料金、特急料金・高

速料金等の改善、交通機関利用者の臨時的

な交通用具利用時等の費用への支給拡大を

行うこと。 

また、通勤経路は実距離主義を改め個々に

詳細な確認を必要としない制度とするとと

もに、個別に確認された通勤方法で通勤して

いる場合には通勤手当の返還を求めないこ

と。 

さらに、学校等勤務所敷地内で駐車料金が

課せられる場合についても、支給対象とする

こと。 

今回、人事委員会からの勧告がないので、支給

額の改善や臨時的な交通用具等の利用に対して手

当を支給することなどはいずれも困難であると考

えている。 

また、通勤手段や通勤距離に応じて支給する制

度であり、詳細な確認を行わず認定することはで

きない。 

なお、学校敷地内の駐車料金については、教育

委員会に話してほしい。 

③ 時間外（休日）勤務手当の割増率につい

ては、月60時間を超える時間数に限定せず、

全ての時間を対象に 150/100、深夜を

200/100 に引き上げること。当面は、月 45

時間を超える時間数を対象に引き上げるこ

と。 

また、代休を取得した場合にも 50/100 の

割増賃金を支払うこと。 

時間外勤務の割増率の引き上げは、人事委員会

からの勧告もなく、引き上げは困難であると考え

ている。 

④ 「宿日直制度」「拘束呼び出し制度」など、

所定外労働時間以外の「拘束・勤務」につ

いては、これを正当に評価し、手当の支給

等、処遇の改善をはかること。 

人事委員会からの勧告もないので、現在の措置

以上の対応は困難と考えている。 

⑤ 水防等による夜間の呼び出しや深夜の帰

宅時に、通勤手当で認められた交通機関で

登庁や帰宅ができない時に要する実費（往

復の自動車交通費、高速料金等）を支給す

るとともに、出勤に要する負担に見合う手

当を支給すること。 

災害の防止のための応急作業等を行う職員が、

深夜の呼び出しにより緊急に対処する必要がある

作業に従事するために登庁した場合、１回につき

500円の「深夜緊急業務手当」を支給している。 

要求にある臨時的な通勤に対して手当を支給す

ることは、人事委員会より通勤手当についての勧

告がないことから困難である。 

なお、昨年度から緊急出勤時に高速道路を使用

した場合は、使用料を支給できるように改めた。 

⑥ 教員の測定可能な超過勤務に対し手当を

支給すること。 

⑦ 部活動指導に係る教員特殊業務手当を大

幅に引き上げること。また、時間外の家庭

訪問や保護者対応を「児童生徒の緊急補導

手当」の対象とし、従事する時間要件の短

縮と手当額の引き上げを行うこと。さらに、

非常災害時に学校が避難場所として指定さ

 教育委員会に話してほしい。 
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れていることから、「児童もしくは生徒の保

護または緊急の防災もしくは復旧の業務」

に係る手当の支給要件のうち、従事する時

間要件を短縮すること。 

４ 旅費の支給方法を見直す場合には、職員に

手間や費用で負担が生じないようにするこ

と。 

新財務会計システムが平成 26年４月に稼働する

ことに伴い、旅費システムも刷新され、職員本人

が自ら端末で旅行申請を行うことになる。 

このシステムが稼働すると、現在、庶務担当者

が行っている財務システムへの旅行経路の登録、

会計管理局での対照作業などがなくなる。 

また、システムの稼働に合わせて、旅費制度に

ついても一定の見直しが必要になるので、内容が

整理できた段階で皆さんへも示したいと考えてい

る。 

３ 人事制度について 

１ 「行財政改革」による大幅な人員削減によ

り、人材育成や技術の継承に支障を来してい

る状況であり、これ以上の人員削減を押し付

けず定数を拡大し必要な人員を確保するこ

と。 

また、学校現場でも３５人以下学級の拡大

など教職員定数を大幅に改善することや、本

来正規職員であるべき職種の採用が長期にわ

たって行われていない現業職員・司書・実習

助手・寄宿舎指導員・栄養士等について正規

職員での採用をすぐに行うこと。 

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、行財政改革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、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、この計画

に沿った取組を進めていくべきものと考えてい

る。 

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

に行政の需要を勘案しながら、必要な体制を整え

ていきたいと考えている。 

なお、教職員定数等については、教育委員会と

話してほしい。 

２ 「成果主義賃金」およびこれにつながる人

事評価制度は、処遇に対する納得感の低下、

個人競争の激化による協働意識の低下、人材

育成機能の低下、長時間労働・精神疾患の激

増、組織力の低下などの「構造的欠陥」が明

らかになっており職場へ導入しないこと。 

また、目標設定と評価手法を取り入れた「自

律型人材育成制度」は、職員の意欲向上や職

場の活性化という導入目的に接近するもので

はなく、設定目標の妥当性、客観的な評価の

困難性、ノルマ管理への傾斜、制度実施の労

力負担などの問題が指摘され、廃止を求める

声が出ており、検証を行った上で議論し、廃

止の方向で見直すこと。さらに、大幅な人員

削減により疲弊する現場で、人材育成制度の

対象を拡大することは、職員の負担を増やし

時間外勤務を増大させ、心身の健康や職場の

組織力を破壊し、職務の遂行を困難にするこ

とから行わないこと。 

本年度の人事委員会の報告では、「職員の士気の

高揚や組織の活性化を図るため、本県の昇給・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。また、現在、一部の職階で導入さ

れている「自律型人材育成制度」については、そ

の対象範囲を拡げる必要がある。」とされている。 

国においては平成 21年度から新たに人事評価制

度の運用が始まっており、全国の都道府県におい

ても、既に人事評価制度を導入し、給与等に反映

されているところもある。 

自律型人材育成制度は、人材育成基本方針に基

づき平成 17 年度から導入し、上司と部下とのコ

ミュニケーションを通じて職員の意欲向上や職

場の活性化、組織目標の達成を図ることを目的と

するものである。 

この制度の実施にあたり、上司が部下職員の育

成に責任を持って取り組むことは、上司が果たす

べき重要な役割であることから、管理職および制



 6 

度運用のキーパーソンとなるグループリーダー

を対象に、必要な研修を継続して実施している。 

この制度の目指すものを実現していくために

は、現在の課長補佐級以上から全職階に拡大する

必要があると考えており、来年４月から全職員に

拡大したいと考えている。なお、拡大にあたって

は、職員への負担を軽減するなど必要な改善を行

って参りたい。 

３ 教職員評価の本格実施をしないこと。また、

現行の「教職員の人事評価に関する規則」を

廃止すること。 

 教育委員会に話してほしい。 

４ 育児休業に伴う代替職員は正規職員を基本

とし、任期付き採用は不安定雇用の拡大につ

ながり人材育成の面からも問題があることか

ら、安易で無原則な採用拡大・運用は行わな

いこと。 

また、育児休業に伴う代替のため採用され

た任期付き職員について、産休中から継続し

て一般職員として採用できるように改善する

ことや研修日数の確保など処遇を改善し、一

般職員への移行も図ること。 

さらに、専門職種の代替職員が確保できる

よう、免許職種以外の心理職についても任期

付きの採用ができるようにすること。 

代替職員については、育休の取得期間が１会計

年度を超える場合や、勤務の特殊性や職場の実態

等を考慮して、また関係部局の考えを聞きなが

ら、できる限り正規職員の配置に努めてきた。 

また、昨年度からは、臨時職員等の確保が困

難な保健師や児童指導員といった専門職の代替に

加え、事務職の場合にも任期付き職員の採用によ

り対応してきた。 

この育休代替任期付き職員は、地方公務員の育

児休業等に関する法律第６条により、育休の請求

に係る期間を任用の期間の限度として任期を定

めたものであり、産休中から採用することは困難

である。ただ、実際上はその方を産休期間中は臨

時職員として継続した配置となるように対応し

ている。 

なお、任期付き職員の研修については、年に２

回、政策研修センターで実施している。 

また、心理職の任期付き採用についてだが、健

康福祉部から話を聞きたいと思っている。 

５ 「公務能率に課題がある職員に対する指導

について(通達)」に基づく職員研修について

は、研修を通じて精神疾患の悪化や休職・退

職に追い込まれたケースが生じており、是正

すること。また、分限処分については、労働

組合の合意を前提とし、恣意的な処分は行わ

ないこと。 

平成 19 年７月に策定した「指導指針」に基づき

特別研修や受診指導等を行い、職員本来の力を引

き出し、能率的な職務遂行ができるよう、取り組

みを進めている。 

 この取り組みは、人事課の集中研修では、研修

生が自らの課題に気づき、課題を克服できるよう

自発的な自己改革を支援しようとするものであ

り、職場では集中研修の成果を生かし、職員の本

来もてる能力を発揮して仕事ができるよう職場の

みんなで支えようとするものである。研修後に同

僚と協調して仕事に取り組めるようになったとの

声も聞いており、引き続き、研修を受けた職員が、

職場において円滑に職務を遂行できるよう支援し

ていきたい。 

 なお、分限処分の決定を行うにあたって、恣意

的な処分とならないよう、専門的知識を有する第

三者の意見も聞きながら、客観的な資料と視点に

基づいて判断を行うこととしている。 

６ 参事級や課長補佐級職員の範囲が拡大して

おり、管理職の範囲の見直しを行うこと。 

人事委員会の「管理職員等の範囲を定める規

則」は地方公務員法第 52条の規定にあるように、

重要な行政上の決定を行う職員、重要な行政上の
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決定に参画する管理的地位にある職員について

も管理職員等の範囲に含まれるという考え方で

制定されているものと考えており、この規則に沿

って、判断すべきものと考えている。 

４ 労働時間・休暇制度などについて 

１ 職員の「過労自死」が公務災害として認定

されるなかで、職員の健康破壊を防止するた

めに、県職員・教職員の慢性的な異常に多い

時間外勤務を解消できるよう、これ以上の人

員削減を押し付けず定数を拡大し必要な人員

を確保すること。 

また、次の措置を講じること。 

時間外勤務の縮減は、職員の皆さんの健康管理

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。 

ただ、定数の面では、本県の危機的な財政状況

に対応するため、行財政改革方針やこれに基づく

実施計画で、法令で配置基準が定められている教

員、警察官を除き、先ほども申し上げたように平

成26年度までに120人以上の削減を行うこととし

ている。 

こうした中にあっても、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

していきたいと考えている。 

① 時間外勤務について、上限規制を伴う労

基法第 36 条に基づく協定（36 協定）を締

結するとともに、職員の健康ならびに家族

の養育および介護等の事情に配慮し、時間

外勤務を縮減できるよう、上限や人員体制、

業務分担等の見直しを行うこと。 

また、一般的に 36 協定締結の対象とされ

ていない官公署と位置付けられる職場につ

いて、恒常的な時間外勤務が解消されるよ

う人員を確保すること。 

現在、所属説明会の開催等、事務を着実に進め

ているところです。各所属においては、36 協定の

締結に向けて協議を進める中で、時間外勤務の縮

減や事務分掌の見直しなども必要に応じて検討さ

れるものと考えている。 

 また、時間外勤務の縮減は、36 協定の締結の対

象外とされる部署も含めて全庁で取り組む課題で

あると認識している。特に時間外勤務の多い所属

については、勤務時間の弾力的な運用や事務処理

方法の改善等の措置もとりながら、今後も引き続

き各部や所属と話し合っていく。 

 職員定数については厳しい状況ではあるが、県

行政が取り組むべき課題については、しっかりと

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。 

② 給特法に反する教員の時間外勤務につい

ては、小中学校を含めて時間外勤務時間と

その人数や業務内容を把握し、その結果を

公表するとともに、実効ある縮減措置を実

施すること。また、勤務の割り振り変更が

可能な業務を大幅に拡大すること。 

教育委員会に話してほしい。 

③ 30 人学級の実施、教職員定数の大幅拡大、

勤務の割り振りの拡充など、時間外勤務解

消に向けた抜本的改善を行うこと。 

 教育委員会に話してほしい。 

④ 災害対策で業務が増大している部署につ

いて、人員を補充する等により、職員の健

康を守ること。 

台風第 18 号災害の復旧に向けて、森林整備事務

所、農業農村振興事務所および土木事務所の地方

機関を中心として職員の皆さんが大変頑張ってい

ただいていることに感謝申し上げる。 

そうした中で 11 月からは、関西広域連合の構成

団体等から林業職２名（三重県、徳島県）、土木職

２名（大阪府、神戸市）を派遣いただくといった

対応もとっている。 

今後、来年度に向けて復旧工事の事業量等を勘

案しながら、体制を検討していきたいと考えてい
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る。 

なお、土木職については、６月実施の上級試験

で確保できなかった分について、追加募集を行う

こととした。 

２  人員削減と業務の複雑化、ストレス要因の

増大などで職場では精神疾患になる 

人が増えており、メンタルヘルスなどの健

康問題は個人の問題ではなく職場環境の悪化

から増大していることを認識し、使用者の責

任において予防対策強化など抜本的な対策を

講じ、支援体制も強化すること。 

メンタルヘルス対策は、職員が日々、健康で安

心して職務に従事するうえで、大切なものと受け

止めている。 

 これまでメンタルヘルス対策として 

①人材育成指導員を対象としたメンタルヘルスセ

ミナーの実施 

②「こころのシグナルチェック事業」としてポイ

ント年令でのストレスチェック（30･35･40･45･

50･55･60 歳） 

③管理監督者を対象としたメンタルヘルス学習教

材による研修 

を実施しているし、今年度から新たに 

④全職員を対象として、メンタルヘルスセルフケ

アについての学習教材による研修の実施に取り組

んでいる。 

 また、産業医、精神科医師、カウンセラー、保

健師による相談事業も実施しており、本人からの

相談はもとより、所属の管理監督者からの相談に

も随時応じている。今年度からは定期健康診断時

に９項目のストレスチェックを実施し、ストレス

度の高い職員に対して２次検診を行うなど早期支

援につなげる取組を実施している。 

さらに、必要に応じ主治医との連絡調整を図る

ことなどにより、復職のための支援を行っている。 

３  病気休暇については、精神疾患以外の特定

疾患やがん等についても集中して長期間の療

養を要する場合があることから上限時間を

180 日に復元すること。 

また、病気休暇から復職して一定期間の勤

務を行った後には、それまでに取得した病気

休暇の期間を通算しないこと。 

病気休暇は、国や他府県との状況など全国的な

均衡を考慮して、平成 20 年４月から 90 日とした

ものであり、これ以上の期間の拡大は困難である。 

 また、病気休暇から一旦復職した後、引き続き

通院治療を受けている場合には、通算することは

やむを得ないものと考えている。 

４ 配偶者の転勤に伴う休業制度について、国

外への転勤に限らず制度化すること。 

今国会で地方公務員法改正案が提出されてお

り、法案の制定状況をみて検討していきたい。 

５ すべての職員が子育て・介護など家庭と職

場を両立できるよう、下記のとおり条件を整

備すること。 

① 部分休業、育児時間、育児短時間勤務等

が確実に取得できるよう、定数拡大や代替

職員の配置等、実効ある措置を講じること。 

基本的に部分休業の場合は、仕事と育児を両立

するための勤務を前提としたものであるため、代

替職員の配置は困難である。 

 また、育児短時間勤務は、職員が希望する勤務

の形態や時間帯で行うこととなり、その代替補充

については統一的に扱うことが難しいが、その職

員の職種や担当している業務内容を十分に考慮

し、該当所属の意見も聞きながら、必要な対応を

行っている。 

② 介護休暇や育児休業の所得保障、育児時

間の取得期間の３才までの延長など、制度

の改善・充実を図ること。 

介護休暇、育児休業期間中の所得保障について

は、地方公務員等共済組合法により、全国一律の

制度となっているので、本県のみ取扱いを変更す

ることは困難であると考えている。また、部分休

業に対する制度はない。 
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 なお、育児休業手当金については、平成 17 年に

地方公務員等共済組合法が一部改正され、子が１

歳に達した後でも総務省令で定める場合に該当す

るときは、１歳６ヶ月まで支給が延長されている。 

 いずれも地方公務員共通の制度であるので、本

県のみ独自の扱いとすることは、困難と考えてい

る。 

 次に育児時間休暇についてですが、これまで、

子どもの対象年齢を生後１年６月まで、また一日

あたりの時間を90分まで延長してきたところであ

り、国や他の都道府県との均衡という点からも、

さらなる延長については困難である。 

③ 看護等休暇について、子の対象を中学生

まで拡大すること。 

平成 16 年度から、中学校就学前までに拡大して

おり、さらに平成 20 年度から対象者を子どもだけ

でなく家族まで拡大している。国や他府県との均

衡という点から、さらなる拡大は困難である。 

④ 学校等行事休暇の対象や日数を拡大する

こと。 

この休暇は、順次制度の拡充を図ってきたとこ

ろであり、さらなる日数の増加や対象行事の拡大

は困難である。 

⑤ 女子の深夜労働の禁止など「女子保護」

規定の立場を引き続き堅持し、正規職員・

臨時職員を問わず学校職場における妊娠・

出産に関わる軽減措置を拡大すること。ま

た、土木職場等における水 

妊娠中の職員に対しては、母性保護の観点から、

母体や胎児への健康保持のため適宜休息や補食が

できるよう職免を認めており、併せて通勤緩和休

暇や産前産後の受診休暇を設けている。国や他府

県との均衡からこれ以上の制度拡充は困難であ

る。 

 困難な課題を抱えた職員にかかる水防や雪寒待

機への従事についてだが、土木事務所長会議にお

いて、「職員と十分な話し合いを行った上で、職員

の了解を得て配備体制に組み入れること」、また妊

娠中の職員、育児や介護に携わる職員については、

「職員の意志をできる限り尊重する形で配備体制

を定めること」を申し合わせしており、それぞれ

の所属で他の職員の協力も得ながら工夫して実施

されているものと理解している。 

なお、学校現場における勤務軽減については教

育委員会と話してほしい。 

６  様々なハラスメント防止のため、相談窓口

の充実・周知や第３者による対応、被害者の

迅速な保護等の措置を講じ、働きやすい職場

環境の確立にむけ改善をはかること。 

全庁的な対応指針として、「職場におけるセクシ

ャル・ハラスメント防止に関する指針」および「パ

ワー・ハラスメント防止に関する指針」を策定し、

全職員向け周知をしている。 

 それぞれ相談窓口を設置しており、また統一テ

ーマによる職場研修を行い相談窓口の設置情報の

提供や、部下職員への適切な指導など、職員の意

識啓発を図っている。 

 今後も引き続き指針や相談窓口の周知に努め、

働きやすい良好な職場環境づくりに努めて参りた

い。 

７  「有給による長期勤続休暇（リフレッシュ

休暇）」の取得を促進し、「長期勤続休暇」（11

年目・２日 21 年目・２日 31 年目・５日）

を拡大すること。 

リフレッシュ休暇については、平成 19 年度から

是正に向けた協議を続けてきた。 

 長年勤務に励んできた職員が心身のリフレッシ

ュを図ることは、健康維持に大切なことだと認識
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しているが、以前から話してきたとおり、本来は

年次有給休暇を活用していただくべきものと考え

ている。 

 この休暇については、国家公務員にはない休暇

制度であり、勤務条件の権衡を保つという地方公

務員法第 24 条の観点から、国の是正指導を受けて

いる。以上を踏まえると、長期勤続に係る特別休

暇については廃止することが妥当ではないかと考

えている。 

８  夏季休暇の取得期間を拡大すること。 取得期間については、職員の勤務時間条例で「７

月から９月まで」と規定されていることから、取

得期間を拡大することは困難であり、この期間内

において計画的に取得していただきたい。 

９  忌引き休暇等について、平均寿命が延びる

なかで、対象に曾祖父母等を含めるよう改善

すること。 

国や他の都道府県との均衡という点から日数の

拡充は困難である。 

10 自己啓発のための休暇制度について、対象

を拡大するなど改善をはかること。 

これまで３名がこの制度を活用することによ

り、職員の自己実現や社会貢献等に寄与している。 

現行制度のもとで、自己啓発休業を活用して得

られた知識や経験を公務に還元できていることか

ら、制度対象を拡大する必要はないと考えている。 

５ 臨時・嘱託職員・日々雇用職員の賃金・労働

条件について 

人事院が出している「非常勤職員の給与決定

に関する指針」を最低基準に、改正パート労働

法の趣旨が公務にも生かされるよう、臨時・嘱

託職員・臨時教職員・日々雇用職員の賃金や労

働条件について正規職員と均等待遇となるよ

う、以下の事項を中心に抜本的な改善を行うこ

と。 

① 県で働く日々雇用職員等、全ての労働者の

賃金を時給 1,000 円以上とすること。 

臨時的任用職員、非常勤嘱託員、日々雇用職員

の皆さん方には、それぞれの職場で欠かすことの

できない重要な役割を担っていただいていること

に感謝申し上げる。 

 臨時職員の方、日々雇用の方の賃金については、

補助的な業務に携わっていただいており、一律で

日額の金額としているし、嘱託職員の方の報酬に

ついては、従前から職務の内容を勘案して決定し

た上で、例年県職員の給与改定に準じて改定して

きたので、理解してほしい。 

② 嘱託職員に対する雇用期間の更新回数制限

については、撤廃すること。当面、５年を超

えての再度の応募について採用を認めるこ

と。 

嘱託職員は、それぞれの所管部局において、業

務の必要性、内容、業務量などを勘案し設置され

ているが、常に当該事業の必要性、進捗状況など

を見直しながら事業を推進されてきたところであ

り、また地公法第３条第３項第３号を任用根拠と

する非常勤の特別職であることから、永続すると

いった性質のものでもないので、任用期間は１年

を原則として、必要に応じ更新することとしてい

る。 

 継続して設置の必要のある職であっても、非常

勤という任用形態で特定の人を長期間にわたって

任用し続けることは、県民に広く門戸を開放して

おくといったことから考えても、５年が限度では

ないかと考えている。 

 なお、昨年度に回答しているとおり、消費生活

相談員については、今年度から一定の資格が採用

要件となっており、消費者庁からも雇用制限に関

して通知がされていることから、５年経過後の再

受験を可能としている。 
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③ 嘱託職員の賃金について、基本賃金の大幅

改善と経験年数・専門的職務・地域性に対す

る上積みや一時金の支給、退職金の支給、扶

養手当の支給などについて改善すること。 

報酬額は従前から職務内容や専門性、経験を勘

案して決定した上で、例年県職員の給与改定に準

じて改定してきた。 

 一時金・退職手当等の諸手当の制度化について

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ので理解

してほしい。 

④ 臨時講師は、２級に位置付け上位制限を撤

廃すること。また、退職金を支給するととも

に、６月の期末・勤勉手当の支給にあたって

は前年度３月以前の勤務期間も合算するこ

と。さらに、住居手当については任用要件６

月以上としている支給要件を撤廃すること。 

教育委員会に話してほしい。 

⑤ 非常勤講師の報酬については、会議や採点

などの時間を加算し、時間単価を引き上げる

こと。 

教育委員会に話してほしい。 

⑥ 日々雇用職員について、年次有給休暇を保

障すること。 

日々雇用される制度の趣旨から、年次有給休暇

はなじまないものと考えている。 

⑦ 臨時教職員の年次有給休暇の繰り越しを認

め、９月末までは 10 日を限度とする制限を無

くすこと。また、有給の私傷病休暇について

も、９月末までは 15 日を限度とする制限を無

くすこと。 

教育委員会に話してほしい。 

⑧ 臨時・非常勤・嘱託(教)職員の休暇・福利厚

生について、一般職員と均衡ある措置を講じ

ること。とりわけ、嘱託職員が有給の病気休

暇やボランティア休暇、災害や交通機関の事

故等により勤務出来ない場合等の特別休暇が

取得できるようにすること、がん検診等の法

定外の健康診断も受診できるようにするこ

と。 

臨時職員の特別休暇については、人事委員会規

則により定めている。 

 また、非常勤嘱託員の休暇は、労働基準法に定

められている休暇に加え、たとえば、有給の休暇

として夏季特別休暇(最大６日間)や学校行事休暇

(１日)をはじめ、昨年度からは、看護休暇を２日か

ら５日に拡大し、正規職員に準じた日数としたほ

か、無給ではあるが、育児休業、介護休業の制度

を新設し、今年度からは、一定の嘱託員について

夏季休暇の取得単位を半日単位を可能とするな

ど、改善を図ってきたところであるので理解して

ほしい。 

 がん検診については、法定検診でないため、各

市町において実施される住民検診を受診いただく

よう、年度当初に各所属長あてに通知している。

なお、費用負担をいただければ、共済組合が実施

するがん検診を受診できることとしている。 

なお、非常勤教員の方の休暇・福利厚生につい

ては、教育委員会に話してほしい。 

⑨ 臨時教職員の勤務実績を公平・公正に評価

する採用選考制度にすること。当面一定の勤

務実績を有する臨時教職員については、選考

基準をクリアしている内容について免除する

こと。また、採用選考試験の受験年齢制限を

撤廃すること。 

教育委員会に話してほしい。 

６ 高齢期雇用について 

高齢期雇用については、誰もが働き続けられ

再任用職員の給料、期末・勤勉手当の引き上げ、

扶養手当・住居手当の支給については、人事委員
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る職場環境を整備し、雇用と年金の接続を行え

るよう「定年延長」を基本に短時間勤務や早期

退職を選択できるようにするとともに、早期退

職による不利益をもたらさず、60 歳前後の賃金

水準を低下させることのないように以下の事項

を実現すること。 

① 60 歳を超える職員の賃金水準については、

年金の支給開始年齢が引き上げられるなかで

生活を保障できる賃金水準が確保できるよ

う、基本賃金や一時金を改善し、扶養手当・

住居手当を支給すること。 

併せて、賃金は退職時の職や級で機械的に

決定せず、同一労働同一賃金の原則に基づく

公平・平等なものとすること。 

会からの勧告もなく困難であると考えている。 

また、再任用職員の給与決定に関しては、一般

職員と同様に、その職階に応じた職務の級で決定

しており、同一賃金とすることは困難であると考

えている。 

なお、雇用と年金を接続するための新たな任用

制度について、現在、国において検討中であるこ

とから、国の動向に注視しながら、適切に対応し

てまいりたい。 

②再任用の運用にあたっては、希望者全員の雇

用を保障すること。 

 退職共済年金の支給開始年齢が平成25年度以降

段階的に 60 歳から 65 歳に引き上げられることに

伴う雇用と年金の接続に関しては、昨年度末に閣

議決定された「国家公務員の雇用と年金の接続に

ついて」を踏まえながら対応していくが、基本的

に現在運用している再任用制度で問題がないと考

えている。 

 もとより再任用は希望者全員の雇用を保障する

ものではなく、再任用職員として働く意欲と能力

のある方を選考して任用するものである。こうし

た考え方でこれまで運用してきた。 

③ 再任用職員については、職員定数に含めず、

新規採用を抑制しないこと。 

再任用職員の定数管理については、フルタイム

勤務の職員は当然定数内とすることはもとより、

短時間勤務の職員であっても、勤務時間に見合う

分を定数相当としている。 

④ 本人の希望を尊重しフルタイム勤務と短時

間勤務が選択できる制度とし、本人の希望に

よって短時間勤務からフルタイム勤務への変

更を可能とすること。 

再任用される方の勤務形態の意向はできるだけ

尊重した運用としているが、配属先の業務の都合

等で、例外的に希望と異なる任用形態での勤務を

お願いする場合もある。 

⑤ 現在の幹部職員を中心とする外郭団体への

「天下り」・再雇用を見直すとともに、住民の

くらしと密接な部門での新たな業務・職域の

開拓につとめること。 

退職者の再就職については、県の行政運営と密

接に関連している団体について、当該団体からの

要請に基づき、必要な知識、経験を有する者を紹

介しているものであり、給与も退職時の４割強で、

退職金も支給されないなど、いわゆる「天下り」

とは異なるものと認識している。 

 また、再任用の方には、在職中に蓄積した知識、

経験、ノウハウを退職後も活かしていただくこと

を基本としているので、業務については、現に県

で行っている業務の中から従事いただくこととな

る。 

⑥ 加齢により就労が困難な職種については、

働き続けることができる職域を公務部内に開

発すること。 

再任用は、在職中に培われた知識、経験、ノウ

ハウを退職後も今、県で行っている業務に活かし

ていただくことを基本としているので、再任用の

ために新たな職域を開発することは困難であると

考えている。 

⑦ 長時間過密労働の解消、所定勤務時間の短

縮、各種休暇制度の充実と運用改善など、職

時間外勤務については、高齢者に限らず、職員

の皆さんの健康管理という点からも大変重要な課
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員が健康で意欲をもって働き続けられる職場

環境の整備に努めること。 

題であると受け止めている。職場全体で適正な事

務分担を図るとともに、今後とも事務処理方法の

改善等の措置もとりながら、朝礼・終礼による業

務把握と計画的な進行管理に努め、時間外の縮減

に取り組んでまいりたい。 

 所定労働時間の短縮については、平成 21 年４月

から１日８時間を７時間 45 分に短縮し、昼の休憩

時間も正午から午後１時までの１時間としたとこ

ろであり、さらなる短縮は困難であり、また高齢

期の職員のみ勤務時間を短縮することも困難であ

る。 

 各種休暇制度については、これまでから制度改

善を行ってきたところであり、これ以上の改善は

困難である。 

⑧ 夜勤・交替制勤務者については、高齢期に

おいて夜勤・変則勤務を免除する制度を設け

ること。 

福祉施設など夜勤・交替制勤務職場においては、

職務の必要上やむを得ないものであり、高齢者の

職員のみ夜勤免除とすることは困難である。 

７ 公務員の労働基本権の回復に向けて 

公務員労働者の労働基本権の全面的回復な

ど、憲法とＩＬＯ勧告に沿った民主的公務員制

度を確立するよう国など関係機関に働きかける

こと。 

これまで国全体の問題として議論されてきた

が、具体的な法制化の動向などはうかがえない状

況である。引き続き国における議論の状況を注視

してまいりたい。 

 

６．全体回答後の交渉状況 

職員団体の主張 県の回答 

 要求した項目について、ほとんどの回答が改善

等困難となっている。我々は何を励みに頑張って

いけばよいのか。 

最初に回答してもらった大幅なカットについて

は、５月に今年度限りの解消に向けて最大限努力

するという姿勢に変わりはないが、明言できない

という回答をもらった。職員は大変な思いをして

生活している。本当に大変な状況に置かれている

中で４月からの解消を明言できないというのは不

満である。なぜ、明言できないのか、その辺の状

況を改めて伺いたい。 

現在、実施している国からの要請に基づく給与

カットについては、今年度末で終了するものと考

えている。来年度以降、国家公務員がどうなるか

注視していたが、報道等によると給与カットは実

施されないとなっている。このようなことから、

当然、地方公務員に対しても要請はないものと考

えている。 

なお、独自の給与カットについては、繰り返し

になるが、申し訳なく思っており、今年度限りの

解消に向けて努力していきたい。 

年度途中で退職、メンタル問題で休んでいるな

ど、各職場では大変な状況が発生している。 

人事委員会の報告の中でも暮らしや職場の士気

にも重大な影響を及ぼしていると言われている。 

今までの部長の発言、今日の前向きで含みのあ

る発言から、次回きちっと給与カットについて発

言してほしい。 

災害対応や恒常的な業務がたくさんある中で、

職員は大変な思いで頑張っている。 

ぎりぎりの職員数の中で、県民から求められて

いる仕事をこなせない状況が生じているのが職場

の実態である。そのような中で給与カットや人件

費削減を公務員攻撃に迎合して押し付けられると

独自カットについては、先ほど申し上げたとお

りである。 

定員については、行革方針が平成 26 年度まであ

るので、その部分についてはやり遂げないといけ

ないと思っている。 

ただ、一方で今回のような災害が起きた際の職

員の負担の急激な増大に対しては対応しないとい

けないということで、今回は広域連合に要請をさ

せてもらった。土木職員の確保についても引き続

き追加募集するという対応を図っている。 

人員配置については、もっといろいろな工夫が

できるのではないかと思っているので、何とか改

善を図っていきたいと考えている。 
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職員はもたない。これを直視して改善してほしい。 

他府県から支援を受け入れている状況、県内で

も県庁各課から出先の事務所に支援を行っている

状況である中で、機械的に行革方針で決まった人

数を減らすということが、なぜできるのか。 

また、人材確保という観点でも支障が出てきて

いる。計画通り採用できない状況などがあり、今

年度当初でも見込んでいた人が確保できていない

状況があると聞いている。そういう中で、賃金の

面でも労働条件の面でも支障が出てきていると思

っている。 

もう一つ、技術系の職場では、あと５年、10 年

もするといま中心を担っている人たちが退職して

しまい、若い人たちがそれに見合った形で補充さ

れていないので、技術の伝承等ができていないと

いう問題がある。 

災害が発生し、今の状況では立ち行かないと議

会に対して言いやすい時期であり、機械的に行革

方針に基づき人を減らすというのは、少なくとも

今年度はやめるべきだ。中長期で考える人事管

理・定数管理が必要ではないか。 

技術継承の中で問題が発生していることは、

我々も共通の認識を持っている。今の採用に当た

っては、相対的に技術職員を多く募集していると

ころであり、必要人員プラスアルファという形で

土木や農業で募集を行っている。 

人員を確保ができていない点については問題意

識を持っている。人事委員会と協議して職員を確

保できるよう努めていきたい。 

 人材確保の視点からも青年層の賃金水準は大切

だと思っている。民間と比べると青年層の賃金水

準はまだ低いところにあると思っているし、生計

費でも独自の調査で20万円を超える額が必要との

数値が出ている。そういうことで、青年層の賃金

改善は切実である。 

 初任給の青年層の賃金水準について、どう認識

しているのか。 

国よりも高い水準にあり、民間の初任給と比べ

て上回っていないが、遜色ないと考えている。 

また、これまでの給与改定においては、若手職

員に配慮した対応をしてきたところである。今の

段階では、これ以上の改善は難しいと考えている。 

地域手当については、７％の制度完成に向けて

労使交渉を踏まえながら引揚げ続けてきた経過が

ある。それを我々が中断させることがあってはな

らないと思っている。わずかでも今年度格差があ

るし、来年度に向けて新たな格差が生じることも

あり、格差が広がる状況もある。今後の引き上げ

に向けて、もっと前向きな回答をお願いしたい。 

地域手当については、議会からも注視されてい

る。基本的な考え方としては、条例本則の７％を

念頭に置いて対応すべきものだと認識している。 

ただ、地域手当を引き上げる際には、議会・県

民が納得するためにも人事委員会勧告に基づいて

対応していくことが適当であると考えている。今

年度は勧告がなかったので、引き上げは困難であ

ると考えているが、来年度以降についても人事委

員会勧告をもとに対応していきたい。 

地域手当が導入されたときは、人事委員会は何

も勧告していない。基本的に労使の間で決めても

らっていいというのが、人事委員会のスタンスで

あって、それでスタートしている。国も他府県も

制度完成している。国も人事院の毎年の勧告に基

づいているのではない。 

途中から滋賀県では勧告が出てきたが、勧告な

しでも引き上げられるものである。 

給与カットは勧告なしでもするのに、地域手当

の７％の完成は勧告なしではできないというのは

納得できない。 

これまで独自カットは、その時の財政の収支見

通しを見ながら、お願いしてきた。一方、地域手

当については、公民格差の範囲内で改定を行うべ

きものと考えている。 

独自カットについては先ほど申し上げたし、地

域手当についてはくどいようだが、公民格差の範

囲内で人事委員会の勧告の中で対応してきたいと

考えている。 

地域手当は、通常は次の年の４月改定で変わっ

ている。人事委員会の勧告で変わったのは１回か

人事委員会の勧告に基づいて引き上げたのは平

成 21 年１月に 4.55％に、平成 22 年４月に 5.1％
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２回ではないか。公民格差で引き上げるかどうか

という理屈になれば、永遠に７％は到達できない。

本来、地域手当は５年で引き上げて平成 23 年に完

成させるべきものであった。７％の本則を尊重さ

れるのであれば、早くそれをしなければならない。 

毎年、地域手当の率は部長交渉で決めてきた。

そこに戻してほしい。 

次回に向けて、経過を踏まえた再検討をお願い

したい。 

に、平成 22 年 12 月に 5.2％に、平成 24 年４月に

6.1％という経過がある。７％を早期に完成すべき

という点についても、公民格差の範囲内でと考え

ている。本則７％にすると結局人事委員会の勧告

の中では地域手当を含めてということになってく

るので、基本給を引き下げるとか、民間の範囲を

飛び出すのは難しいと考えている。 

これまでは話合いで決めてきたとのことだが、

今の環境からすると引き上げる環境にないと考え

ている。 

号給延長について課題がある。 

今年出された人事委員会の人員分布を見ても、

５級を中心に最高号給に到達されている人の割合

が多い。そういった人が事実上昇給停止しており、

その部分の号給延長は欠かせないと思っている。

それと合わせて、国が実施した昇給停止、昇格制

度の改悪、現給保障の廃止というのは、そうした

人を守るためにも非常に重要だと思っている。そ

の点について、改めて認識をお願いしたい。 

先ほど、回答したが、昇給昇格の見直し、経過

措置の廃止については、国に準じて早急に対応す

る必要があると考えている。 

経過措置についても、個人にとっては大きなこ

とと承知しているが、対象者が減ってきているこ

と、国や他府県の状況を考えると早急に実施した

いと考えている。 

現給保障については、追いつくまで保証すると

いうことで約束されてきたと認識しているので、

そのあたり反故にすることのないようお願いす

る。 

現給保障については、昨年度、人事委員会から

の勧告もあった。早急に廃止すべきものと考える

が、皆さんからの意見も踏まえて、回答を考えた

い。 

昇給昇格制度の改悪についても、この世代の層

だけでなく、これからそこに到達する若い世代も

含めて影響が出る課題である。当時の試算で生涯

賃金が 100 万円も削減になると言っている。そこ

を実施しないというのも、今回のカット分を返す

という点で重要なポイントではないかと思う。青

年層の賃金水準が民間に比べて低い状況にあると

いう点も踏まえて、再検討をお願いしたい。 

早急に実施したいと考えている。 

嘱託職員等については、生活できる賃金水準を

確保するため、少なくとも手取り 20 万円以上にな

るよう、抜本的に改善してほしいし、雇用制限も

見直してほしい。 

また、臨時講師の一時金がカットされている状

況を解消してほしい。 

臨時講師の皆さんが教育現場で苦労されている

と思っている。一時金の算定についても全国と取

扱いが違うところは承知している。 

教育委員会とよく話をさせていただきたい。 

自律型人材育成制度については、管理職員を含

めて拡大されたら大変なことになると思ってい

る。負担が増えるとただでさえ回らない職場が壊

れてしまう。人材育成というのであれば、組織的

にしっかりと仕事ができるようにしてもらうこと

が一番である。目標管理を入れたら、それに縛ら

れ、本来の仕事の分野でしっかり仕事をして育て

るという大切な人材育成の観点が職場から失われ

ると思う。絶対拡大すべきではない。 

負担感については、負担が著しく増大しないよ

うに意識して検討していく。これは、目標管理と

いう捉われ方をするかもしれないが、上司と部下

のコミュニケーションを活発化したいということ

を我々としては目的として考えている。そうした

中で、対象範囲を全職員に広げていきたいという

ことで検討を進めている。 

36 協定については、しっかりと議論をしたうえ

で、締結していただきたい。 

また、上限が守られるように人員の確保を含め

て実効ある措置が取られるようにしてもらう必要

がある。 
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併せて、サービス残業が生じない手だてをとれ

るようにしていただきたい。 

 


