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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 25 年 11 月 12 日（火）10:00～12:00 北新館中会議室 

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 11 年にわたる長期の賃金独自カットおよび本

年７月からの国からの強要による平均 7.5％に

およぶ大幅な賃金カットについては、いずれも

人事委員会勧告制度など公務員の賃金決定原則

を逸脱しており、私たちの生活の破壊、働く権

利の侵害、地方自治の否定をもたらすものであ

り、これらの賃金カットを即時に解消すること。 

10 月 17 日に人事委員会から給与等に関する報

告が行われたが、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とこ

ろだが、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、非常に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 厳しい職場環境や生活実態のなか、県民ニー

ズに応えるため奮闘している職員の生活を守る

ため、基本給および諸手当の月例給与水準を改

善すること。 

先の人事委員会の給与等に関する報告は、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 

などの内容であり、給与水準の引き上げは困難で

ある。 

３ 職員の生活を守るため、必要な一時金支給月

数を改善すること。期末手当・勤勉手当の級別

加算に伴う行政職と教職員や現業職員との格差

年間支給月数については、人事委員会から勧告

がなかったので、引き上げは困難と考えている。 

次に、期末・勤勉手当における職務段階別加算
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を解消すること。また、勤勉手当の成績率の一

方的な導入および成績率の拡大・強化を行わな

いこと。 

いわゆる級別加算についてだが、給料表ごとの支

給要件については、行政職での運用を基本に、各

給料表の職階の状況や国の状況、各給料表間のバ

ランスを考慮して設定してきたものであり、これ

を変更すべき事情はないと考えており、変更する

ことは困難と考えている。 

また、勤勉手当の成績率についても、勤務成績

を反映することは必要と考えており、早期に実施

できるよう、検討していきたいと考えている。 

４ 50 歳台の昇給・昇格制度の見直しについて

は、公務の職場実態と乖離し、職務給の原則に

すら反するものであり、中高齢層の賃金水準の

低下に止まらず、職員の士気に大きく影響する

ことから、下記のとおり制度改悪を行わないこ

と。 

(1)  55 歳以降の昇給停止を行わないこと。 

(2)  中高年齢層の賃金水準の低下につながる昇

格制度の改悪は行わないこと。 

(3)  2006 年の給与構造改革に伴う経過措置の

廃止は行わないこと。 

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。 

５ すべての在職者が定年まで昇給が可能となる

よう、思い切った号給延長を行うこと。 

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ところだ

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 昇任時期の遅れによる昇格運用の格差が生じ

ないよう必要な改善措置を講じること。 

(1) 誰でも 50 歳で行政職給料表６級、教育職

（二）（三）表３級に到達するよう昇給昇格制

度を改善し、医療職（二）表の国公８級水準

の導入や研究職給料表５級到達のための昇格

運用改善を図ること。 

(2) 低位のまま推移する小・中学校事務職員の賃

金水準を改善するため、昇任および昇格制度

の改善を基本に主任事務主査の格付けや新た

な職の設置などで行政職給料表６級への到達

を保障すること。 

(3) 職務の格付けによる昇格運用の改悪を行わ

ないこと。 

主幹級、副主幹級の昇格については、引き続き、

話し合いをお願いしたいと考えている。 

次に、医療職給料表(2)の国公８級水準の導入に

ついての要望だが、国における８級水準とは、特

に規模の大きい薬局の長の職務級であり、また人

事委員会の勧告もないので、導入は困難である。 

次に、大規模試験研究機関の長の標準職務級で

ある研究職給料表５級の昇格運用についてだが、

標準職務級に見合った運用を行っているので、見

直しは困難と考えている。 

なお、教員や小中事務職員の給与については、

教育委員会と話してほしい。 

７ 人事評価制度については、公平性・公正性・

透明性・納得性等の保障が担保されておらず、

職場に無用の競争主義や差別的な取扱いが生じ

る危険性があることから、この制度による給

与・一時金への反映・導入は行わないこと。 

また、自律型人材育成制度については、この

間の管理職対象の試行の検証が不十分であり、

職員の納得性の面から課題も多いことから、一

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。 
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方的な対象範囲の拡大を行わないこと。 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。 

また、評価結果を給与に反映することについて

も早期に実施できるよう検討を進めていきたい

と考えている。 

次に、自律型人材育成制度については、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

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

ていきたいと考えている。 

８ 県政を支える優れた人材を確保するため、初

任給や青年層賃金について改善すること。 

また、多様な経験を持つ有為の人材を確保す

るために中途採用者の賃金水準を改善するこ

と。 

そのため、経験年数換算率、号給調整換算率、

年齢別初任給基準などの初任給決定方法の抜本

的改善を図り、前歴を有する職員全員に在職者

調整を行うこと。 

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。 

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。 

次に、中途採用者の初任給についてだが、国で

は５年までの経験については１年を４号とし、５

年を超える経験は 18月を４号とされているところ

だが、本県では、従来から７年までの経験につい

て１年を４号としており、国より有利な取扱いと

なっている。 

また、職員の職務に直接役立つと認められる経

験は、７年を超える経験についても１年を４号と

して初任給の算定を行うこととされており、これ

以上の改善は、困難と考えている。 

９ 現業職員の低賃金構造を抜本的に改善するた

め、技能労務職給料表の職種ごとの格付け運用

を一本化し、行政職給料表（一）表の５級への

到達を保障すること。 

また、行政職と同様の昇格メリットを確保す

ること。 

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。 

次に、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
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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。 

10 人材確保の観点から、医師や看護職をはじめ

とする医療従事者に対して、賃金その他の思い

切った待遇改善を行うこと。 

病院勤務者以外の医療従事者に対する給与につ

いては、人事委員会から勧告がないので、改善は

困難と考えている。 

なお、病院勤務者の取扱いについては、病院事

業庁と話してほしい。 

11 臨時・非常勤職員など、県関係職場に雇用さ

れるすべての労働者の処遇改善、安定雇用に関

わって必要な対応および抜本改善を行うこと。 

（1）臨時・非常勤職員に対して、定期昇給を保

障するとともに、一時金・退職金などの諸

手当の支給を行うこと。 

まず、臨時職員、非常勤職員の皆さんには、県

のさまざまな職場で、職員と一緒になって公務遂

行に携わっていただいていることに、感謝申し上

げる。 

賃金についてだが、臨時職員については、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

ところなので、理解してほしい。 

一時金・退職手当等の諸手当の制度化について

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

こととなっていることから、理解してほしい。 

(2) 嘱託職員の雇用期間を１年更新とせず継続

した雇用を保障するとともに、行政サービス

の低下を生じている５年間の雇用制限を撤廃

すること。当面、５年を経過した者の再度の

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、今年度か

ら消費生活相談員については、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ところである。 

(3) 臨時教職員の待遇を正規の教職員に準じて

改善するとともに、臨時講師等の２級格付け、

号給の頭打ち制度の撤廃を図ること。 

基本的に教育委員会で決められることなので、

教育委員会に話してほしい。 
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また、臨時学校事務・栄養職員の劣悪な待

遇（賃金・休暇）を改善すること。 

(4) 臨時・非常勤職員の全ての特別休暇を正規職

員と同じく有給とすること。 

臨時職員の特別休暇については、人事委員会規

則により定められている。 

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。 

しかし、勤務形態や制度の趣旨から全ての特別

休暇を正規職員と同様に有給とすることは困難

であると考えている。 

(5) 臨時学校事務職員・臨時講師の正規職員への

道を開くため、採用年齢上限を引き上げるこ

と。 

(6) 臨時教職員の産休・病休等の代替職員を確保

すること。 

(7) 臨時教職員が年度を越えて１ヶ月以内に引

き続き任用される場合は、前年度の年休の残

りを繰り越せるようにすること。 

  また、６月の一時金を満額支給すること。 

(8) 臨時教職員の任用期間を４月１日から翌年

３月３１日までとすること。 

教育委員会の方へ話してほしい。 

12 退職手当については、退職後の生活設計に大

きく関わり、職員の士気にも重大な影響を与え

るものであることから、次の事項を踏まえ対応

を図ること。 

（1）退職手当制度への信頼性が大きく低下して

いることから、今後の見直しにおいて、労

働組合との十分な交渉・協議を保証するこ

とはもとより、公民格差方法などの基本ル

ール等の明確化を図ること。また、このこ

とを国へ要請すること。 

（2）現行の退職手当制度について、職階による

調整額加算を改めて基本額算定に一本化す

ること。また、勤続年数の１年未満の端数

処理を四捨五入方式とすること。 

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

である。 

なお、退職手当制度については、調整額の加算

や勤続年数の計算方法など基本的な部分について

は、全国一律の制度となっており、本県独自で異

なる扱いを行うことは困難と考えている。 

また、定年前早期退職特例措置については、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

行された。 

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。 

13 自宅に係る住居手当および単身赴任手当の自

宅に係る住居手当について、今年度か ら廃止

されているが、復活すること。また、家賃等の

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

止したものであるので、理解してほしい。 
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最高支給額を引き上げること。 また、借家・借間に係る手当の最高限度額の引

き上げということだが、勧告もないことから、こ

れ以上の改善は困難であると考えている。 

14 地域手当については、条例どおり全県一律で

７％支給となるよう措置すること。 

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。 

15 以下の諸手当について積極的な改善を図るこ

と。 

また、厳しい職務の実態を踏まえ、現行の特

殊勤務手当の一方的な縮小・廃止・統合などを

行わないこと。 

まず、特殊勤務手当については、今後も、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、その時は皆さん方と十分に話し

合いを行いたいと考えている。 

(1) 扶養手当については、支給額を引き上げると

ともに、属性区分を見直し、扶養順位による

支給となるよう制度改革を行うこと。また、

教育加算額を引き上げること。 

(2) 通勤手当については、交通用具利用者に対す

る手当額の引き上げを行うとともに、支給除

外距離を「１㎞未満」に改善すること。 

(3) 駐車・駐輪の手当については、実質支払い金

額まで増額すること。 

(4) 宿日直手当については、支給額を大幅に引き

上げること。 

今回、人事委員会からの勧告がないので、いず

れも困難であると考えている。 

(5) 交替制職場および変則勤務者や土日・休日勤

務を常態とする者への手当を新設すること。 

(6) 教職員の教員特殊業務手当を抜本的に引き

上げること。 

土日・休日勤務であるといったことのみをもっ

て手当を支給することはできないと考えている。 

次に、教員特殊業務手当については、教育委員

会に話してほしい。 

(7) 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

自家用車による往復の交通費等の実費負担分

を支給されるよう改善すること。 

自宅から勤務公署へ登庁することは、「通勤」で

あるため、時間外勤務手当や旅費などの支給は、

困難と考えている。 

なお、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。 

また、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。 

16 年間総労働時間を 1,800 時間程度に短縮する

ため、次の事項の実現を図ること。 

(1) 恒常的な超過勤務を縮減させ、サービス残業

を根絶させるため、職員定数の回復を基本に、

関係職員の職場実態を踏まえた実効ある具体

的な超過縮減策を積極的に進めること。 

また、この間の、県当局においては、一層

の超過勤務の管理を行っているが、県関係職

場におけるサービス残業の実態把握を行い、

その結果による必要な対策を講じること。 

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。 

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。 

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った上で、全庁で活用でき

るよう情報提供したり、また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
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成し各所属に活用を呼びかけるなど、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。 

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。 

当然のことながら、サービス残業はあってはな

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時間外勤

務縮減を図っていきたいと考えている。 

(2) １ヶ月あたり 45 時間を超える超過勤務につ

いて、超過勤務手当の割増率を引き上げるこ

と。 

(3) １時間当たりの給与額の算出方法を労働基

準法に準じるように改善すること。 

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。 

次に、時間外勤務手当等の算定基礎についてだ

が、要求のような１時間当たりの給与額の算出方

法の改正は、受ける手当によって時間外勤務手当

の単価が異なるなど部内均衡の面で課題があるの

ではないかと考えており、こうした面も踏まえて、

慎重に検討する必要があると考えている。 

(4) 厚生労働省の「労働時間等見直しガイドラ

イン」を踏まえ、年次有給休暇の計画的取得

を積極的に推進し、完全取得（年間 20日取得）

を促進すること。そのため仕事の進め方・シ

ステムを見直すとともに、必要な部門につい

ては人員確保を講じるなど環境整備を図るこ

と。当面、年間 15日の取得実績となるよう実

効ある措置を講じること。 

年間９連休や夏季５連休の推奨に加え、次世代

育成支援にかかる特定事業主行動計画に基づき、

職員の年休取得を一層促進するため、年間 13日の

取得を目標に、毎月最低１日は年休取得できるよ

う呼びかけを行っており、引き続き職員が休暇を

取得しやすい職場環境づくりに努めている。 

また、時間外勤務の多い所属については、厳し

い定数事情の中でも事務処理方法の改善等の措置

と併せて、人員配置について一定の配慮をしてき

た。 

今後も職場の実態を伺いながら、公務の運営に

支障をきたさないよう対応していく。 

17 教職員の多忙化解消や労働時間短縮を図り、

健康で元気に働き続けられる労働条件を整備す

るため、次の事項の実効ある措置を講ずること。 

(1) 時間外勤務として命じる場合は県給特例条

例第６条２項の業務に限定するよう管理職を

指導し、やむを得ず勤務時間を超過した場合

は、回復措置を徹底するよう関係機関に働き

かけること。まずは、各学校において、時間

外勤務の時間把握を行い、その結果に基づい

た改善への指導を行うことを徹底すること。 

(2) 文部科学省が実施した教職員の勤務実態調

査を分析し、その結果を活用して学校を多忙

化させている原因の究明と改善策の確立およ

び教職員の健康破壊の防止に努めること。こ

教育委員会と話してほしい。 
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れらの実効ある取組を進めるため、教育委員

会において、「多忙化対策のための労使協議

会」を設置すること。 

(3) 病気休職者等の迅速な補充を行うこと。部活

動の外部指導者の増員を行うこと。 

(4)休憩時間の確保のため、勤務時間の割振り等

を実施するよう管理職を指導すること。 

(5) 勤務時間の割り振りの特例の対象に、複数校

の特別支援学級で実施する合同の宿泊体験学

習など、既対象業務と同種の業務も含めるこ

と。 

(6) 教職員の年休取得を促進するため、管理職、

関係機関に実効性のある施策を実施するよう

働きかけ、年休の１暦年を９月から翌年の８

月末までに改めること。 

18 病気休暇、介護休暇を取得したことにより、

昇給延伸の扱いを受けている職員に対して、速

やかに復元措置を講じること。 

また、育児休業、介護休暇期間中の所得保障

について改善を図ること。当面、育児休業手当

金の支給期間については、全ての対象者に１年

６月間とすること。 

病気休職期間等については、人事委員会規則に

基づき一定割合を勤務したものとして換算してい

るし、国や全国の都道府県の状況からも対応が必

要とは考えていない。 

また、育児休業、介護休暇期間中の手当金につ

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

更することは困難と考えている。 

なお、育児休業手当金については、子が１歳に

達した後でも「１歳の時点で保育所への入所を希

望しても入所できない場合」など総務省令で定め

る場合に該当するときは、１歳６ヶ月まで支給が

延長されているので、これ以上の改善を本県のみ

で行うことは困難である。 

19 自己啓発等休業制度(修学や国際貢献活動の

ための休業)や修学部分休業制度を拡充するな

どし、自己実現、職業能力開発、社会貢献等の

ための総合的休業制度の早期具体化を進めるこ

と。 

まず、自己啓発休業だが、これまで３名がこの

制度を活用している。 

修学部分休業制度については、これまでに４名

がこの制度を利用して修学している。 

現行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おり、新たな制度の

導入は必要ないと考えている。 

20 ゆとり・豊かさが実感でき、ワーク・ライフ・

バランスの時代にふさわしい休暇制度を確立す

るため、各種休暇制度を新設・拡充すること。 

 (1) ボランティア休暇の日数（現行５日間）を拡

大するとともに、利用範囲の拡大を図ること。 

 (2) 「リフレッシュ休暇」の維持・拡大を図るこ

と。 

これまで児童や生徒を対象にしたスポーツ、文

化芸術活動を指導または支援する活動等にも休暇

の対象とするなど、順次対象範囲を拡大してきた

ところであり、さらなる日数や利用範囲の拡大に

ついては、国や他の都道府県とのバランスを踏ま

えると困難である。 

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

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
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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。 

(3) 「学校等行事休暇」の日数および適用範囲の

拡大を図ること。 

(4) 「スクーリング休暇」「リカレント休暇」（有

給教育休暇）を特別休暇として新設すること。 

学校等行事休暇は、順次制度の拡充を図ってき

たところであり、さらなる対象行事の拡大や日数

の増加は困難である。 

スクーリング休暇等の新設は、国や他の都道府

県との均衡という点からみても、困難でありる。

なお、本県では、スクーリングについては、職務

と密接な関連を有するなど、内容によっては職務

専念義務の免除による対応が可能としている。 

(5) 「更年期障害」に対応する休暇を新設するこ

と。 

(6) 忌引休暇を子は父母なみに７日、孫は祖父母

なみに３日に拡充すること。 

(7) 休憩時間が完全に取得できる条件を整備す

ること。 

更年期障害に対応する休暇の新設については、

現在、国や他の都道府県で特別休暇として制度化

しているところはなく、新たな休暇の設置は困難

である。 

忌引休暇の日数増については、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。 

来客その他やむを得ない事由により昼休み中に

勤務した場合には、その勤務の後、必要な休憩時

間をとらせるよう所属長に対して指導していると

ころであり、職員の健康保持の観点からも、所定

の休憩時間は必ず与えられるべきものと考えてい

る。 

21 次世代育成や安心して働き続けられる社会

づくり、ワーク・ライフ・バランスのための積

極的な支援施策を実施すること。 

 (1) 「看護休暇」については、子の対象年齢を

18 歳までに延長するとともに、取得日数の拡

大を図ること。 

看護休暇については、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。国や他の都道府県との均衡からも、さらなる

対象範囲の拡大は困難と考えている。 

また、日数については、平成 22年６月に中学校

就学前の子一人につき５日、同二人以上で最大 10

日と、従来の制度と比べて、大幅な拡大を図った

ところでありさらなる日数の拡大は困難であると

考えている。 

(2) 介護休暇については、有給、原職復帰、正職

員の代替措置を保障するよう引き続き改善す

るとともに、取得期間を「１年」に延長、分

割取得を可能とすること。また、介護に係る

部分休業制度や短時間勤務制度を導入するこ

と。併せて、介護対象者の拡大や当該職員を

定数外にするなど運用や制度の改善を行うこ

と。 

有給にとのことだが、人事委員会からの勧告が

なく、給与を支給することは困難である。 

また、介護休暇を最長６ヶ月取得されても原職

への復帰が通常である。 

正職員の代替職員をということだが、６ヶ月と

いう短期間であることから、正職員による代替は

困難である。 

現行制度では連続する６ヶ月の期間のうちで必

要と認められる期間となっており、国や他府県と

の均衡からも期間を延長したり、この６ヶ月を分

割することなどは困難である。 

介護に係る部分休業制度や短時間勤務制度の導

入についてだが、本県においては、すでに介護休

暇において１時間単位での取得を可能としている

ところであり、実質的には短時間勤務が可能とな

っている。 
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また、介護対象者については、同居の配偶者の

祖父母や同居のおじ、おばなど、すでに県独自で

拡大しており、国との均衡からさらなる拡大は困

難であると考えている。 

介護休暇を取得する職員を定数外とすることに

ついては、６ヶ月という短期間であることから困

難である。 

(3) 育児休業については、男性の取得促進を一層

図るとともに、正規による代替職員の配置を

はじめ、制度が実効あるものとなるよう措置

すること。 

男性職員の育児休業の取得促進を図るため、配

偶者の産前産後の期間に育児休暇（男性職員育児

休暇：５日以内）を取得することと合わせて短期

間であっても育児休業を取得することを奨励し

ている。 

また、育児休業の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、できる限り正規職

員の配置に努めてきた。 

なお、代替職員の確保が困難な保健師や児童指

導員といった専門職においては、任期付職員の採

用により対応してきたが、昨年度からは事務職に

も導入している。 

(4) 「育児時間」については、期間を「３歳まで」

に、時間を「120 分」に延長すること。育児

のための短時間勤務制度については、取得者

が増加するよう制度の改善を図ること。 

これまで、取得できる期間は生後「１年６月」

まで、取得できる時間は１日当たり「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、さらなる取得期間の拡

大や時間の延長については、困難であると考えて

いる。 

平成 20年４月から制度を運用している育児短時

間勤務は、職員が希望する勤務の形態や時間帯で

行うこととなるため、その代替補充については育

児休業の場合と比べて統一的に扱うことが難しい

ことから、育児短時間勤務によって欠ける時間数

とともに、その職員の職種や担当している業務内

容あるいはその専門性や特殊性といったことなど

も十分に考慮し、該当所属の意見も聞きながら、

短時間再任用職員を配置したり、嘱託職員配置す

るなど必要な対応を行っている。 

(5) 育児休業、介護休暇取得に伴う昇給・昇格、

退職手当に関わる取り扱いについては、勤務

したものとして取り扱い、昇任等の人事やそ

の他の面においても不利益が生じないように

措置すること。 

昇給昇格における育児休業期間等の取り扱いに

ついては、人事委員会規則に基づき一定割合を勤

務したものとして換算しているし、国や全国の都

道府県の状況からも対応が必要とは考えていな

い。 

また、退職手当制度については、全国的に同様

の制度となっており、本県だけが異なる取扱いを

行うことは、困難と考えている。 

(6) 子どもの「引きこもり」「不登校」や「機能

回復訓練」に対応できる休暇・休業（部分休

業含む）を新設すること。 

単に不登校だけの事由では該当しないが、子ど

もの不登校等が疾病に起因するもので、面倒をみ

なければその子の日常生活に著しい支障を及ぼす

ような場合であれば、看護休暇や介護休暇の対象

となることがあるので、事前に人事課と相談いた

だきたい。 

(7) 業務の都合によるフレックスタイム制など 労働基準法上の「フレックスタイム制」は地方
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勤務時間の弾力化については、労使合意が前

提であり、一方的な導入を行わないこと。 

公務員には適用除外となっており法制上の制約が

ある。 

１ヶ月単位の変形労働時間制を活用し、フレッ

クスタイム制度の趣旨を生かした勤務形態を国に

準じて導入する場合には、勤務条件の変更を伴う

ことから、当然皆さんと話し合いをすることにな

る。 

(8) 育児休業、介護休暇期間中の所得保障につい

て改善を図ること。 

要求項目 18で答えたとおり。 

22 母性保障の観点から、以下の労働条件の改善

を図ること。 

(1) 産前休暇を「10 週間」に、産後休暇は「13

週間」に延長すること。妊娠中の職員の勤務

軽減に伴う代替職員の配置対象職場を拡大

し、条件を緩和すること。 

(2) 産多胎妊娠の場合、産前休暇を「16 週間」

に延長すること。 

取得期間は、既に他府県と比べても遜色なく、

さらなる延長は困難である。 

(3) 産妊娠障害休暇（つわり休暇）を「14 日間」

に延長すること。 

今年度から取得日数を 10日まで延長しており、

これ以上の延長は、国や他府県との均衡から、困

難であると考えている。 

(4) 生理休暇など母性保障の特別休暇が取得し

やすい環境整備を行うこと。 

母性保護の観点から、生理休暇を始めとして、

妊娠中の勤務時間内の休憩や通勤緩和措置、また

産前産後の受診休暇、妊娠障害休暇などを設けて

いる。 

これらの休暇等を積極的に活用してもらえるよ

う、制度内容を詳しく解説した「子育てハンドブ

ック」を総合事務支援システムに掲示し、所属や

職員に周知を図っている。 

23 学校教育法の一部改正による指導教諭の導入

と副校長、主幹教諭の拡大については、教育現

場に重大な影響を与えるとともに、勤務労働条

件の大幅な変更を伴うことから、労使交渉によ

り解決されるべき課題であり、拙速で一方的な

導入を行わないこと。 

24 教員採用試験（小学校）の競争倍率が長期に

わたり相当に低くなっていることは、今後の教

育現場の人材確保の観点から放置できない問題

であり、その原因を究明して教員の採用年齢上

限の引き上げなど採用条件や採用方法を抜本的

に見直すよう関係部局に働きかけること。 

25 学校図書館の充実のため、第 140 国会での審

議・付帯決議に基づく専任司書教諭制度を早急

に確立し司書教諭を全校に配置すること。また、

そのための準備を進めること。 

教育委員会の方に話してほしい。 

26 男女平等参画社会に対応した勤務労働条件の

整備を図るため、以下の改善を図ること。 

(1) 公務における男女平等を実現するため、国の

第３次男女共同参画基本計画に準じて、女性

の積極的な幹部への登用、女性の職務・職域

範囲の拡大、男女平等実現に向けた環境整備

と教育の強化策などについての年次計画や数

これまでから県庁の中で女性職員の職域拡大

や女性職員の任用に積極的に取り組んできてい

る。女性職員が県の政策や方針決定に参画できる

よう人事配置や、課長、参事などの職への任用に

も努めてきた。 

また、国における若者・女性の活躍推進の取組

の動向等を踏まえ、庁内においても、幅広い業務
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値目標を定めたポジティブアクション（積極

的平等施策）を策定すること。 

経験等を通じ、一層の登用に向けた育成に努める

こととしている。 

(2) 職場でのセクシュアル・ハラスメント、学校

においては、児童生徒に対するセクシュア

ル・ハラスメント（スクール・セクシュアル・

ハラスメント）についても実効ある防止策を

推進するため、対策を強化すること。 

「職場におけるセクシュアル・ハラスメント防

止に関する指針」を策定し、全職員向け周知を図

っている。また、相談窓口も設置しており、昨年

度は３件の相談に対応した。引き続き、相談窓口

の周知など、働きやすい職場環境の推進を図って

参りたい。 

学校現場については、教育委員会と話してほし

い。 

27 「共生社会」の実現を図る立場から、県職員

の募集採用では、さらに「障害者雇用」を拡大

するとともに、必要な職場環境の整備を行うこ

と。 

また、普通学校における障がい者教員の採用

を積極的に促進すること。 

また、日本国籍を有しない職員に対する任用

上の制限を撤廃すること。 

平成５年度から身体障害者を対象とした採用を行

っている。 

今年６月１日の知事部局の障害者雇用率は、

2.31％となっているが、引き続き障害のある方の雇

用に努めていきたい。 

環境整備については、障害のある職員がやりが

いを持って仕事に取り組めるよう、これまでも一

人ひとりの障害の程度に配慮した人事配置や周

囲の職員のサポートなどに努めてきた。 

なお、障害者教員の採用については、教育委員

会と話してほしい。 

次に、県職員の採用に係る国籍要件について

は、全ての職種で国籍要件を撤廃しているが、任

用上の制限については、公権力の行使または公の

意思の形成への参画に携わる職員のうち、職務の

内容または権限と統治作用とも関わり方の程度

の強い職を告示により指定している。このこと

は、内閣法制局の見解や総務省の考え方、最近の

裁判例に基づくものであって、この取り扱いを続

けて行きたいと考えている。 

28 職員の心身における健康管理を図るため、時

間外労働の軽減はもとより、医師による健康チ

ェックおよび相談などの適切な対応・措置を講

じること。また、複雑高度化する職務や仕事量

の増大等に伴うストレスにより精神的不調を

訴える職員が増加している現状を踏まえ、メン

タルヘルス対策の充実、試し出勤制度など、復

帰のための支援対策の充実を図ること。 

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。 

これまでから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 

を実施してきているし、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を実施しており、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

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



 13 

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。 

また、円滑な職場復帰を支援するために試し出

勤制度を、平成 23年度から実施している。 

29 職場のパワー・ハラスメントへの積極的な対

策を行うため、策定された指針に基づき、実効

ある防止策を推進すること。 

パワー・ハラスメントについては、「パワー・ハ

ラスメント防止に関する指針」を策定し、全職員

向け周知を図っている。また、相談窓口も設置し

ている。 

本年度においても、「滋賀県職員コンプライアン

ス指針」に基づき、「ハラスメントの禁止」などに

ついて、コンプライアンス意識の向上の観点から

も、統一職場研修を実施しております。こうした

取組を継続し、指針等や相談窓口の周知を図り、

ハラスメント等の防止に努めることで、働きやす

い良好な職場環境づくりに努めて参りたい。 

30 高齢期の雇用について、国では年金の支給開

始年齢が引き上げられることに伴い、再任用の

義務化で対応するとの方針を決定しているが、

県においては、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」について次の事項を踏まえて早急な

措置を講じること。 

(1) 雇用形態は、フルタイム勤務、短時間勤務の

選択制とし、短時間勤務には複数の時間数を

設定すること。 

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。 

雇用形態については、現在、週３日勤務、週４

日勤務、フルタイム勤務の中から、再任用される

方の意向はできるだけ尊重した運用としていく

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。 

(2) 希望者には、フルタイム、短時間ともに全員

の雇用を保障すること。 

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という考え方で運用して

いる。 

(3) 給料・諸手当については、定年までと同様に

支給し、一時金の支給月数も定年前と同月数

とすること。賃金水準については、定年前の

80％水準を確保すること。 

人事委員会勧告がないので、困難である。 

(4) 加齢等に伴う身体機能の低下が職務遂行に

支障をきたすおそれがある職務については特

段の対応策を講じること。 

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。 

(5) 新たな再任用制度での再任用者は、報酬比例

部分の年金が支給されないことから、現行再

任用制度での再任用者との給与等の処遇や職

務についての整合性を図ること。 

人事委員会勧告がないので、困難である。 

(6) 職員定数については、定数カウントから外す

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。 

(7) 再任用されない場合の苦情処理システムを

確立すること。 

再任用は、定年退職者を改めて再度採用するも

のであり、不利益処分には該当しないことから、

地方公務員法第 49 条に基づく不服申し立ての対
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象とはならず、苦情処理システムの確立は困難と

考えている。 

(8) 交渉・協議・労使合意を早急に図ること。 これまで必要に応じ話し合いを行ってきたと

ころであり、今後もそのように対応していきた

い。 

31 県関連労働者の賃金労働条件の改善を県職員

に準じて行うこと。 

また、指定管理者制度の導入等により、雇用

が不安定化し、賃金労働条件の切下げ等が行わ

れているため、指定管理料の改善など必要な予

算措置を行うこと。 

公社・事業団等外郭団体の職員の給与その他の

勤務条件については、独立した経営体としてそれ

ぞれの団体の規程等により決定されているもので

あり、基本的に、私どもとしては、申し上げる立

場にないと考えている。 

また、指定管理料については、人件費も含めた

標準的な経費を適切に積算し、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。 

32 給与改定等の実施時期などについては、当共

闘会議との合意を踏まえて実行すること。 

皆さん方と十分に話し合いをしていきたい。 

 

６．全体回答後の交渉状況 

職員団体の主張 県の回答 

我々の今年の確定交渉の最大の課題は、賃金カ

ットをきちんと解消するという完全回答をもらう

ことである。一刻も早く解消してもらいたいとい

う立場であるし、７月からのカットについては労

使間で合意したわけでもない。 

７月からの５か月間新カットへの危惧が深まっ

ている。人事委員会からも出ていたが、士気の影

響が相当大きい。 

特に人が少ない中で頑張っているにもかかわら

ず、また、何の落ち度もないのに減額されている。

このような中、愚痴も言わずに頑張っているが、

雇用主に対する信頼が落ちている。国のやり方は、

あまりにも地方自治をないがしろにしている。地

方交付税や教育の国庫負担を減らしながら国の政

策を押し付けている。こういうやり方で地方自治

に今後の未来はあるのか、地方自治を維持・発展

させていくという観点から、本当に頑張ってくれ

たのかという思いが強くある。改めて部長から７

月以降のカットについての認識と今年度限りで解

消という認識を持っているのか聞かせてほしい。 

７月からの大幅なカットについては、国からの

一方的な要請に基づくものであるとはいうもの

の、職員へは迷惑をかけ大変申し訳ないと思って

いる。この間、例年以上に災害対応などで大変な

中、士気の面でも影響があったと思う。その中で

頑張って仕事をしていただいたことに改めて感謝

する。 

国からの要請に基づく給与カットについては、

国家公務員については来年度このようなカットを

しないと報道されている。その背景には、国家公

務員の給与をカットすると連動して地方公務員の

給与までカットすることになり、それに対して地

方からの反発が強いことがある。全国知事会を中

心にこのようなカットを二度とするなと強く要請

してきたことで一定の効果があったのかと思う。

来年は国からの給与カットの要請はないと思って

いる。 

 新しいカットについては、今年度で終了すると

明言したと受け止める。独自カットについては、

６月の交渉で部長から今年度限りと時期を明示さ

れながら回答したということは並々ならぬ決意で

臨んでもらっていると受け止めている。 

 独自カットの解消が冒頭に明言されたうえで、

我々の要求課題の回答に入っていくのが本来では

ないか。なぜ明言できないのか。 

 頑張りについてどう応えていくのかということ

独自カットについては、今年度限りの解消に向

けて最大限の努力をしたいという思いは変わらな

い。もう少し時間をいただきたい。 

この間災害対応等で頑張っている皆さんを見

て、頑張っていかなければという思いが強くなっ

た。 
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は、人員の面等もあるが、せめてこのカットにつ

いては、その頑張りに光を当てるという面からも

部長の方からすっきりと回答してもらうべきだと

考えている。 

 独自カットも 11 年目に突入した。昨年の確定交

渉で基金が積みあがっているにもかかわらず、

先々を見れば苦しいということでカットが続い

た。 

 我々も県が破たんするのにいろいろと主張する

という立場ではないが、常によくわからない財政

状況を持ち出されて給与カットを強制されてい

る。労使関係としてフェアではない。 

財政問題に振り回されるのは、もうやめてほし

い。 

 皆さんの思いに応えられるように次の回答まで

に努力したい。 

 地域手当は、条例制定では７％となっていた。

昨年はわずか 0.1％しか解消されなかった。確かに

人事委員会からの勧告はなかったが、条例７％と

いうのは、本来国の状況からすれば、すでに解決

されるべき問題であるにもかかわらず、県として

実施されていない。今年度については勧告がなか

ったが、今までは翌年度の率をこの場でやり取り

し、決めてきたという過去の経緯がある。 

 カットが続く中で、来年度の地域手当について、

まったく回答がないのか。何の決意もなしに回答

が終わっている。 

 地域手当については、条例本則の７％を念頭に

置いて対応すべきと考えている。しかし、直ちに

７％にできる状況ではない。人事委員会勧告に基

づいて対応すべきと考えている。次年度について

も人事委員会勧告に基づいて対応すべきと考えて

いる。 

 50 歳台の昇給昇格の問題と現給保障についてで

あるが、この間の国の動きは承知している。 

 しかし、民間の実態は 50 歳台半ばで役職をおり

て定年を迎える。公務は、職務職階制で、最後の

10 年、５年でぐっと責任も重くなる。そこで頑張

ってもらう職員がいなければ県庁として持たな

い。何十年の集大成として、いろいろな知識や経

験を発揮してもらう形で役職が上がる。民間と構

造が違うのに、55 歳から給料が全く上がらないの

は、大きな問題である。これまでは職階が上がれ

ば責任が大きくなるから給与も上げていくという

考えが定着している。制度として我々の実態に合

わない。このあたりをどう考えているのか。 

高齢層の実態は、民間と全く同じではないと理

解している。しかし、国ではすでに行われており、

人事委員会からも国に準じて改正するように言わ

れている。その点を踏まえると導入しないとする

ことは困難である。国に準じて早急に実施してい

きたい。 

 給与制度が国に準じた部分が多いのはわかる

が、何でもかんでも国通りとやってきたのが、7.5％

のカットに他ならない。県として経営側としての

要因を見て判断しているとは思えない。我々の立

場に立ってくれているのかと思う。国に準じない

で独自カットを続けてきたのに、マイナスの要素

が出てきた途端に国に準じることを根拠としてい

る。滋賀県としての独自の判断を聞かせてもらい

たい。 

確かに国に準じると言いながら、独自カットを

してきたことは矛盾している。きちんと国の制度

に合わせたいという思いもある。 

その中で、昇給昇格の見直しについては、国も

そうであるし、他府県でも導入するところが増え

ている。早急に導入したいと思っている。 

 50 歳台の昇給昇格制度については、納得できな

い。給与構造改革の現給保障についても廃止と言

ったが、人事委員会も県当局のやり取りでも期限

を切られたわけではない。急に方針が変わった。

制度ができた当時は、終期が明確ではなかった。

対象者が減ったことや人事委員会からも一昨年度

の勧告で廃止するよう言われている。国も今年度

で廃止する。そのような状況を踏まえ、県として
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現給保障の対象者から見れば、カットも受け、給

与も上がらない中で、現給保障もなくなれば、一

気に給料が下がる。延々と独自カットにつきあっ

てきたのに、国がやっている、他府県がどうこう

という理由で我々の現実を顧みないやり方を進め

ることについてどう思うのか。 

も早急に廃止すべきと思っている。 

 勧告を尊重することは否定しない。ただ、賃金

カットについて、部長は「士気への影響があった

ものと思っている。」と言った。職員のモチベーシ

ョンを高めることを大事にしようと思うのなら

ば、士気を維持するためにどうするべきかをまず

考えてほしい。今までのカットも高齢層に大幅な

カットを強いてきて、やっとカットが終わると思

ったら、また、高齢層が狙い撃ちにされる。モチ

ベーションを高めようとしているのか下げようと

しているのかわからない。 

 部長としてどのように職員の頑張りに答えるの

か考えてくれたら、もう少し歩み寄れるのではな

いか。国や他府県、人勧がどうかというのでは議

論が進まない。どうやって高齢層のモチベーショ

ンを高めようとするのか聞かせてほしい。 

高齢層に限らず、皆さんに誇りを持って士気を

高く持って仕事をしてほしい。そのためには、で

きることは小さなことでもやっていきたい。 

一方で国や他府県の動向も踏まえなければなら

ないので、もう少しいろいろと考えていきたいと

思う。 

 リフレッシュ休暇の廃止に向けた考えというの

が、過去継続交渉となっているので、そういう話

をしていきたいということは承知している。 

 国どおりにしたいという話の横並びでリフレッ

シュ休暇をあげるのは大きな間違いだ。リフレッ

シュ休暇を県として制度化してきたのは、長い労

使交渉の中で積み上げてきた結果でもあるし、年

休ではなく、職場全体から節々の勤続を労いを込

めて送り出すところに大きな意味がある。この休

暇が果たしてきた役割は大きい。 

リフレッシュ休暇については、平成 19 年度以降

ずっと協議してきた。他の自治体でも近年廃止さ

れていることもあり、廃止を提案させていただき

たい。年休とは違う意味合いがあることは理解で

きないわけではないが、年休を取得しやすい状況

を作ることで対応したい。節目の時だけでなく、

普段からも連続休暇等を取得しやすい状況を作っ

ていくことで理解願いたい。 

 人事評価制度については、客観性・公平性・納

得性が担保されないまま一方的に導入されること

は納得できない。自律型人材育成制度についても、

一年かけて検証と言っていたが、我々からすれば

どのような効果があるのかという意見が多々出て

いる。先ほどの回答は納得できない。 

 再任用についても今の延長でと回答されたが、

４月からは無収入・無年金状態になる。賃金水準

もさることながら今までやってきた職場で現役世

代と再任用とのつながりの中でどのようなしっか

りとした制度を作るのか、60 歳以上の雇用をどう

確保するのか、新たな観点で定数カウントも含め

て考えてほしい。 

 

 昨年労働契約法が改正され、民間では同じ仕事

をするのなら、同じ労働条件で働かなければなら

ないとされたが、残念ながら、公務員には適用さ

れない。非常に不条理である。適用除外でも、同

じ労働条件になるように頑張ってほしい。 

臨時職員、非常勤職員の方々の普段の頑張りに

よって、県政・県の教育行政が回っていることは

日々感じている。どうしたら、皆さんの思いに応

えられるのか教育委員会とも考えていきたい。 

 


