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平成２５年度職員団体との交渉結果（第 2 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 

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 15 日（金）13:15～14:30 本館３－B 会議室 

４．内 容 

県独自カットの解消、時間外勤務縮減に関する要求等 

５．職員団体の要求および県の回答 

職員団体 県 

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。 

 本県独自の給与カットについては、昨年度の皆

さん方との話し合いを経て、11 年連続となるカッ

トをお願いしている。 
 さらに、今年度については、本年５月から６月

に皆さん方との話し合いを経て国家公務員に準じ

た給与減額を実施している。 
 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。 
 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

たところであり、ご理解願いたい。 
３ 県政を支える優れた人材を確保するため、初

任給基準を改善すること。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。 
 中途採用者の初任給については、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

いる。 
また、平成１８年度からは、経験の号給換算方

法を国に準じた内容で改正され、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、改正に伴う在職者調整につい

ても、平成１８年４月１日付けで実施した。 
９ 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。 
 「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
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（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

体的な超勤縮減策を積極的に進めること。ま

た、この間、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。 

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。 
 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、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。 
 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。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

勤縮減を図ってまいりたい。 
11 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、条件をつけることなく全ての対象者に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お

り、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

律の制度となっており、本県のみ取扱いを変更す

ることは困難。 
 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。 
13 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。 

 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。 
（２） 「リフレッシュ休暇」の日数の拡大（１０

年目、２０年目で１０日、３０年目で１５日）

を行い、分割取得を可能とするなど弾力的な

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、皆さん方とお話し合いを続けてき

た。 
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運用を図ること。  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、以前からお話ししてきたとおり、本

来は年次有給休暇を活用していただくべきものと

考えており、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（現行子１人に

つき１日）・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）「メモリアル休暇」を特別休暇と

して新設すること。 

 さらなる対象行事の拡大や日数の増加は困難。 

（５） 「更年期障害」に関わる休暇を新設するこ

と。 
 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。 
（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。 
 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。 
14 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。 
（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。

また、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運用改善を

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。 

15 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「１

３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） 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。 

（３） 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。 
（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。 
（５） 妊娠した女性教職員が安心して勤務できる

ように、諸権利の行使に関する説明や職場で

共通理解するための研修を重点的に行うこ

と。 

 教育委員会の方でお話いただきたい。 

18 男女平等参画社会に対応する勤務労働条件の

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

 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
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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

数値目標を含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。 

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

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、教育委員会とお話いただ

きたい。 
６．その他の職員団体の主張および県の回答 

職員団体 県 

厳しい職場体制。もともと 100％の力であれば、

災害に対しても 120％の力をだしてチームワーク

で乗り越えられる。しかし現状は災害が起こる前

から 120％でフル稼働している。これ以上は太刀

打ちできない。 
せめて 100%の定数見直しをお願いしたい。 

必要な人数を話し合い、トータルとして 120 名

削減で厳しいが事業は止められない。余裕はない

中数十年ぶりの災害でみなさんには大変な仕事を

してもらっていると認識している。 
技術職は少し多めに採用確保するという対応を

している。 
新採職員は昔と違い、１年目から新採とは思え

ないような仕事を任せられている。民間の初任給

のほうが高い。 

本県は大卒 189,706 円（地域手当込み）で民間

は 194,343 円。現状 4,637 円の差。 

3 年休まないと子育てができない。3 年休んでし

まうのではなく、3 年育児時間休暇を取得すること

ができたら、キャリアが止まることもないし、仕

事に復帰しやすい。育児時間休暇を 3 年、1 日 120
分に延長することを強く要望する。 

育休を取得する職員に帰ってきてほしいと考え

ているが、仕事を離れると復帰に支障を感じるた

め、復帰前に研修を行っている。県の動きのメー

ルを出すなど、隔離しないようにソフト面での取

り組みを行っている。 
子育て支援は国レベルの大きな制度。経験する

人は増えるので、今後も広がりを期待している。 
育児で休むことに対する不安もある。チームワ

ークでやっているので休むことで職場に迷惑をか

けたくない。不安を払しょくできるような制度を。 

職場の理解が必要。リーダーやメンバーの文化、

雰囲気などは命令するものではなく醸成していく

もの。実感としては昔と比べて変わってきている。

歩みだけはとめずに今後とも要望を聞きながらや

ってまいりたい。 
 


