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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 

滋賀県職員組合、滋賀県職員組合現業職員協議会 

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 25 年 11 月 14 日（木）13:15～14:30 本館３B 会議室 

４．内 容 

給与カットの解消、昇給・昇格制度の見直し等に関する要求 

５．職員団体の要求および県の回答 

職員団体 県 

１．基本賃金の改善について 
１ 長期にわたる給与の減額措置を速やかに廃

止すること。 

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、７月から国家公務員に準

じた減額措置を実施している。 
 日々の業務に頑張っておられる現業の皆さんに

は、非常に申し訳なく思っている。 
 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。 
 先日の総務部長交渉において総務部長から「お

時間をもう少しいただきたい」と回答を申し上げ

たところなので、理解してほしい。 
２ 2006年の給料表引き下げに伴う経過措置額

である「現給保障額」は、差が無くなるまで

終期無く約束された措置であり、一方的な廃

止は許されず、継続すること。 

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おり、

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。 
 また、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、高齢層職員の昇給抑制に

ついても平成26年１月の定期昇給から実施されて

おり、これら昇給・昇格の見直しについても、早

急に対応する必要があるものと考えている。 
 ３ 技能労務職の賃金体系を一本化するととも

に、到達
・
等級を現行の行政職給料表５級水準

に改善すること。 

賃金体系の一本化については、現在設けている

区分は、それぞれの職種に必要な資格・免許に着

目して、皆さんとの話し合いの経過の中で、必要
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最小限の区分を設けて行ってきたものであるが、

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研究していく

ことが必要であると考えている。 
 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。 
５ 一時金の職務段階別加算制度を見直し、

10％加算の適用年齢を改善すること。 
 期末・勤勉手当における職務段階別加算の要件

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、給料表間のバランスを

考慮して設定してきた。 
 技能労務職給料表については、これまで改善措

置を講じ、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。 
８ 現行給料表の号給延長をはかり、中高齢職

員の賃金を大幅に改善すること。 
 技能労務職給料表は、行政職給料表を合成した

給料表としている。行政職給料表について延長の

勧告がないことから、技能労務職給料表について

も号給の延長は困難と考えている。 
２．諸手当について 
４ 水防・雪寒対策については命令を受けた時

点から超過勤務手当の支給対象とすること。

また、年末年始の勤務については年末年始手

当を支給すること。 

  現実に業務に従事していない通勤等の時間帯を

時間外勤務手当の対象時間とすることは、他の業

務においても同様に支給対象としていない。 
なお、平成 23 年度の特殊勤務手当の見直しで、

「深夜緊急業務等手当」のうち年末・年始の勤務

に支給している手当については、廃止した。全国

的にみて同種手当が廃止されていることからも支

給対象とすることは困難である。 
５ 超勤手当縮減のための週休日の振替を強制

しないこと。 
 週休日、休日に特定の業務に従事する場合は、

従事する日の４週間前の日から８週間後の日まで

の間に振り替えて休みをとることができるため、

振替が可能な業務に従事した場合は原則として振

替で対応してもらっている。 
 職員の健康管理の面や、公務能率の向上の観点

から十分に休養をとることが必要であることから

も、週休日、休日に特定の業務に従事した場合は、

業務の繁忙等により振替が困難な場合があること

は承知しているが、できる限り振替で対応してほ

しい。 
３．現業業務体制の確立について 
１ 現業職員の欠員・退職の補充は速やかに正

規採用で行い、以下職種ごとに次の事項につ

いて改善すること。 

 執行体制は、現業職場に限らず、常に全体を見

ながら、より効率的で適切なものにしていかなけ

ればならない。そのためには、常に社会の動きに

合わせて、業務の必要性やその実施方法も、その
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時々に検討を加えていく必要がある。 
 したがって、退職に伴う補充ということ全般で

申し上げると、即その職で補充するというのでは

なく、その業務の将来的な見通しや必要性、代替

性などを総合的に検討する必要がある。 
① 畜産技術振興センターの技術員の定年退

職者については正規職員で補充を行うこ

と。 
② 農業技術振興センター花・果樹研究部と

栽培研究部の技術員の補充を正規職員で行

うこと。 

 これまで、業務量を見ながら、必要なものは補

充してきたが、所管部局の考えも聞いて、効率的

で適切な方法を検討する必要があると考えてい

る。 

③ 県立大学圃場実験施設の技術員の退職補

充は正規職員で行うこと。 
 県立大学は公立大学法人となっているが、県か

らは派遣法に基づき、圃場実験施設の技術員とし

て２人の職員を派遣しているが、技術員の正規補

充については大学法人と話してください。 
④ ダム管理技術員の退職補充は正規現業職

員を採用配置すること。 
 ダム管理技術員についても、同様の考え方であ

る。 
⑤ 道路管理技術員は一班３名体制を正規現

業職員で維持すること。 
 現在、事務所によっては、再任用職員などの応

援や委託パトロールにより、業務の執行に支障が

生じないよう体制を確保している。 
 業務の体制については、基本的に、業務量や業

務内容の変化、また、社会の動きなどを見ながら、

どうすれば最も効果的かを常に考えて対応してい

るところであり、道路維持補修業務についても土

木交通部とも十分に協議しながら、対応していき

たいと考えている。 
⑥ 近江学園ならびに福祉施設調理師の退職

補充は正規職員で確保すること。また短時

間勤務の再任用配置で不足する時間帯はパ

ート職員等で補充すること。 

 福祉施設の調理師は配置基準や入所者児の実情

に合わせて配置しているところでありますし、さ

らに、必要に応じて日々雇用職員の雇用をお願い

している。 
⑦ 長浜養護学校の調理師を正規職員で確保

するとともに、食器洗浄機等導入し職員の

負担軽減をはかること。 

長浜養護学校の調理師の正規職員の確保等につ

いては、教育委員会に話してください。 

⑧ その他職種にかかわらず欠員が生じたと

きは、正規職員で補充すること。 
 先ほども申し上げたとおり、業務量や内容、将

来的な見通し、代替性等、部局の意見も聞きなが

ら検討し、対応していきたい。 
２ 再任用制度については、現業職員に対して

定年時勤務職場に配置するなど適正な運用を

行い、賃金労働条件等の改善を行うこと。 

 職務の経験を活かすという観点から、現業職員

の方については退職前と同じ職務で再任用するこ

とが基本であると考えている。 
 また、希望者全員の雇用を保障するという制度

ではないが、再任用を希望する方については、健

康で働く意欲と能力のある方については、できる

限り採用するよう努力したい。 
 なお、再任用の給料については、行政職等との

均衡にも留意しながら決めている。 
４．人事異動について 
１ 人事異動については「現地採用」の経緯を

踏まえ、本人の希望を最大限尊重し公平・公

正に実施すること。 
２ 組織の再編など、県の機構の改変・統廃合

時および統廃合後の組織内の人事異動につい

 技能労務職員の皆さんは、配置先所属での勤務

を前提に採用されていることから、基本的には異

動はないものと考えている。 
 ただし、組織の統廃合や業務の廃止など人事上

の必要がある場合には、本人の同意を前提に配置

換えをお願いすることもある。 
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ては、事前に職員組合と協議し、本人の希望

を最優先すること。 
５．公用車の更新基準等について 
２ 公用車および建設・農業作業車等の更新に

ついては個別の状況に即して対応すること。 

 公用車の更新については、目安として 10 年 10
万ｋｍとしているものの、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

と聞いている。 
 厳しい財政状況の中、整備、点検等を適確に行

うことで有効に使用していきたいと考えている。 
６．回答後の交渉状況 

職員団体 県 

 今回の給与減額措置は今まで経験したことのな

い下げ幅であり、現業職員については 4.77％に圧

縮されている。国のカットが３月で終わる中、４

月以降もカットがあるかのようにきいているが、

現状はどうか。 

 総務部長交渉で部長が回答したとおり、基本姿

勢としては最大限努力するということだが、財政

面での影響等もあるので今しばらく検討させてい

ただきたい。 

独自カットについては財政面を見て検討してい

るとのことだが、現業職の収入トータルを考える

と、4.77％でも厳しい。１月からでもカットを解

消してほしいが、財政状況をみてどうか。 

総務部長として、県財政全体を見て検討してい

るということなので、私としても検討していると

しか言えない。１万円から２万円のカットという

ものが軽いとは考えておらず、申し訳ないと考え

ている。 
現給保障廃止について、現在現給保障対象者は

全現業職員で何人くらいいるのか。 
全現業職員数が 179 人、そのうち 11 人が現給保

障対象。そのうち、今年度末で８人が退職される。 
賃金制度の改悪時に、間違いなく現給保障する

と言われた。 
地域手当が制度完成していないのに、現給保障

だけ完成させていいのか。国は地域手当という制

度を完成させている。 
平成 23 年度の人事院勧告では、その時点では廃

止すべきではない、というのが結論であった。 

国が今年度末で廃止するとしており、また人事

委員会勧告でもうたわれている。 

昇給昇格制度の改悪も提案されているが、現業

職員に対する具体的な説明を。 
現業の方の昇給停止の考え方については、一般

職員は 55 歳だが、現業の方は 57 歳。国に準じて

おり、57 歳で昇給が停止する。 
昇格については、現業の方には昇格というもの

がないので、直接の影響はない。ただ行政職の影

響がどうなるかによる。関係がある場合には事前

に話し合いさせてもらう。 
再任用は「必ず採用する」が基本で「できる限

り採用する」ではない。 
再任用職員の賃金は低水準にある。退職金が削

られる中、改善する必要がある。 

再任用制度については、国の方針に準じる。 
社会全般として、年金支給が遅くなる状況を踏

まえ、人事委員会から報告が上がってくると思う。

今後の状況については注視していきたいと思う。 
果樹研究のハウス手当新設について、夏の暑い

中、ハウス内での農薬散布は大変な作業。農家で

は日中になどやらないが、業務なのでやむを得ず

行っている。 

作業環境への配慮が改善されていると聞いてい

るが、手当の新設は難しい。 

 


