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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 

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 20日（金）15:15～17:15 大津合同庁舎７－C会議室 

４．内 容 

給与カット、現給保障、高齢層職員の昇給・昇格等 

５．県の回答 

前回の皆さん方との話し合いで聞かせてもらった意見を踏まえ、また、この間人事課長との話し合い

でもらった意見などについても人事課長から報告を受け、検討した結果について冒頭に回答させてもら

う。 

 前回の交渉では、今職場で起こっていることを聞かせてもらった。国の経済対策や台風被害への対応

などに少ない人員で頑張っている職員のモチベーションは限界に達していること、その上、給与カット

を継続することは、職員の仕事に対する士気の低下にとどまらず、県民サービスへの影響を心配する声

も聞かせてもらった。一方で台風 18 号の被害への対応として９月議会で補正予算を計上したが、更な

る補正予算の計上が必要となっており、県財政を取り巻く環境はまだまだ予断を許さない状況にある。 

 しかしながら、前回の話し合いの中で、厳しい定数事情の中で頑張ってもらっている皆さんの声、困

難な職場環境の中で士気を高く保ち県民サービスに尽力してもらっている皆さんの様子を聞かせても

らい、私としても何とか皆さんの気持ちに応えることができないか、皆さんの意見を知事にも報告し、

検討してきた。 

 その結果であるが、県独自の給与カットについては、今後大きな状況の変化がない限り、来年度は実

施しないこととする。 

 この間、財政構造改革のため 11 年におよぶ給与カットを実施してきたが、これに協力してもらった

皆さんには、心より感謝を申し上げる。今後とも県の財政運営にはしっかりと取り組んで参りたい。 

 なお、７月から実施している国の要請に基づく減額措置についても、この 11月 15日に総務副大臣か

ら通知があり、本年度をもって終了するとされ、来年度の減額要請を新たに行うことは予定していない

こととされているので、今年度をもって終了することとする。 

次に現給保障措置の廃止について申し上げる。 

 前回の話し合いでも申し上げたが、国家公務員の現給保障が今年度末で廃止される。また、人事委員

会からは平成 23 年度に国に準じることが適当であるとする報告が出されている。こうしたことを踏ま

えて、前回「現給保障については、国に準じて早急に対応する必要がある」と回答した。 

 当時の人事院勧告においては、高齢層における給与差が依然として公務が民間を相当程度上回ってい

ることから、早急に経過措置額を廃止し、高齢層の職員の給与水準の是正を図ることとしている。 

 本県の人事委員会の報告では、こうした人事院勧告を受け、国に準じることが適当であるとしたうえ

で、給与の減額措置が継続されている状況下では廃止は適当でないとされていた。 

 先に答えたように、平成 26 年度は給与カットを行わないこととすることを考えあわすと、本県にお

いても、この現給保障措置は廃止しなければならないものと考えている。 

 ただ、本県の人事委員会は、平成 23 年度の勧告において「廃止にあたっては、本県の実情を十分に

踏まえた措置を検討する必要がある。」とされており、平成 23年当時と比べて対象者はかなり減ってき

ているものの３万円を超える経過措置を受けている職員がいることを考慮して、廃止の具体的な内容に

ついては、当初の人事院勧告の内容に準じて平成 26 年度中は現給保障額の２分の１を減じ、平成 27

年度から廃止することとしたい。 

ただし、平成 26年度中は減ずる額が１万円を超える場合は１万円を上限とする。 
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次に、高齢層職員の昇給・昇格制度の見直しについてだが、 

 前回の話し合いの中で、国においては、高齢層職員の昇格については既に見直しを実施しており、 

55歳以上の職員の昇給停止については来年１月の定期昇給から実施することが決定していることから、 

本県においても国に準じて早急に対応したいと回答した。 

 前回以降検討してきたが、平成 26 年度はカットを行わないこととすることから国に準じて見直しを

実施する必要があると判断した。 

 具体的には、カットが終了する平成 26 年４月以降の昇給昇格から実施することとし、医療職給料表

(1)と技能労務職給料表以外の職員については、55歳に達した年度の翌年度から、医療職給料表(1)と技

能労務職給料表の職員については、57歳に達した年度の翌年度から昇給を停止することとしたい。 

併せて昇格についても、国の内容に準じた見直しを行う。 

次に、地域手当についてだが、 

 今年度の率については、人事委員会の勧告もないので引上げは困難と考えており、前回答えたとおり

である。 

 また、来年度の率についても、これまで労使間の話し合いで決めていた経緯もあるが、次年度の率に

ついて、人事委員会の勧告もない中、労使の交渉のみで決定することについては県民の理解が得られな

いと考えている。 

 次に、自律型人材育成についてだが、 

 前回、来年４月から全職員に拡大したいと回答したが、この思いに変わりはない。 

 現在、課長補佐級以上で実施している自律型人材育成制度の課題について指摘してもらったが、人事

課でも、過去４年間で計 32 回実施した評価者研修の参加者約 1,000 人分の受講アンケートから、この

制度に関する意見をつぶさに拾い上げるとともに、各部局の担当者を交えた議論を行い、先進県にも担

当者が出向いて生の声を聴くなどの調査も行ってきた。 

 代表的な意見としては、「評価項目が多い、評価の着眼点が細かすぎる、行動記録を取ることが難し

い」という制度の簡素化を求める意見が多くあったが、その一方で、「制度の運用と定着の中で浸透が

図られてきていると実感する」という意見や「部下を育てるヒントが得られるため継続して取り組みた

い」などの意見もあった。 

 また、先月の知事への人事委員会報告・意見の申し出の際には、人事委員会委員長からは、「現在の

自律型人材育成制度は良くできている。コミュニケーションを深めるためにも評価制度は必要。対象範

囲を広げるべき」との意見をもらっている。 

 昨年から県議会においても評価の実施を求める声は特に大きく、新年度から対象を全職員に拡大する

必要があると考えている。 

なお、全職階での実施に当たっては、アンケートでの意見等を踏まえて、職員への負担を軽減するなど

必要な改善を行い、実施していきたいと考えている。 

冒頭、私からの回答は以上である。 

６．回答後の交渉状況 

職員団体 県 

１．財政状況 

冒頭回答で、とりわけ給与カットについては、

１回目はもうしばらく検討したいということだ

ったが、今回給与カットの廃止を明言してもら

い、我々とすれば 11年におよぶ独自カットと７

月からの国からの要請のカットは６月の交渉の

ときに、今年度限りで終わるように努力すると

いう回答をもらっていたことから、その約束が

果たされたということで当然という思いもあ

る。 

一方、財政面でも困難な状況でこの決断をさ

れたことはありがたいと思う。しかし、部長の

回答の中で、今後大きな状況の変化がない限り

と発言されたが、部長の想定される大きな状況

特段のことがない限りは努力をしたいと考えて

いる。例えば、もちろん給与カットの廃止は財政

面での見通しを立てた上で回答していることだ

が、よほどのことがない限りは大丈夫だと思って

いる。あとは、議会への説明を尽くしていきたい

と思う。 
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の変化とは何か。 

２．現給保障 

平成 18年度に給与が大幅に引き下げられて、

それからずっと実質的な昇給停止の状態の中、

給与カットが一番降りかかってきた世代に対し

て、このような措置をして士気に影響が出ない

はずがない。新しい給料表になったときに現給

保障が始まったが、本来の意味を考えるべきで

はないか。この間の努力を担ってきた人たちの

現給保障を廃止するのはあり得ないことであ

る。 

部長は職員の士気の問題をどのように考えて

いるのか。 

現給保障の廃止は平成23年度に人事委員会から

勧告されたことだが、給与カットが継続している

状況においては、廃止は適当ではないとされてい

たところ、平成 26年度は給与カットを行わないこ

とと併せて考えると、現給保障の廃止の条件は整

ったと考えている。 

現給保障は早急に廃止したいと考えている。た

だ、職員の方たちからいろいろ話を伺ったうえで、

直ちに廃止するのではなく平成26年度は現給保障

を 1/2に減じ、平成 27年度から廃止することとし、

平成 26年度中は上限１万円とした。 

２年間というわずかな経過措置と上限を設け

ることで当事者の影響を軽減できるとは到底思

えない。対象者が少ないからというが、その人

たちの仕事の役割を考えると、彼らに冷水をか

けるような仕打ちであり、再検討が必要である。 

人事委員会勧告もあったことから現給保障につ

いては、廃止を提案した。 

滋賀県の職員数は全国でも最小数であり、災

害の対応を含めて職場はきりきり舞いで働いて

いる。我々は人数の面で人件費の抑制に協力し

ている。本人のせいじゃないのに給与が下がる

のは納得できるものではない。いろんな形で要

請があるのは分かるが、県として何の努力もし

ていない。その中で筋の通らない国準拠、人勧

準拠は声を大にして反対すべき。滋賀県の現実

をもっと見てほしい。 

滋賀県の職員定数は最小だが、予算に占める人

件費の割合は大きいものになっている。人勧を守

らずに給与カットをしてきたことは非常に申し訳

ないと思うが、やはり本来あるべき姿に戻すべき

であり、人勧に従う姿勢にしなければならない。 

高齢層が給与カットで一番影響が大きかった

のに、その人たちのやる気を無くしたいのか。 

私としては廃止をしなければならないと思う。 

ただ、今回強い意見をもらったのでもう少し何

か工夫ができないか検討したい。 

３．高齢層 

55 歳以上について単にその年齢において官民

の給与が逆転しているから昇給停止というが、

この年齢が一番、脂がのってきて職務の責任が

重くなるところであり、職務給の原則に反して

いる。 

国や人勧に従って杓子定規に行おうとするの

は給与の決定原則に反している。現場でしっか

り働けるような賃金制度を構築すべきだ。ただ

国の制度に乗っかるだけで当局としてはいいの

か。 

55 歳になったから能力が落ちるわけでも横ばい

になるわけでもないし、意見もよく理解できる。 

ただ、高齢者の給与の実態を踏まえて国に準じ

ることが適当と判断している。 

昇給昇格の制度見直しは実施しなければならな

いものと考えているが、意見を聞いたうえで、そ

のあり方についてはもう少し考えてみたいと思

う。 

４．地域手当 

地域手当は、給与構造改革において調整手当

が廃止されたことに対応して給与の落ち込みを

補うものとして出てきたもので、給与とのバラ

ンスをとる手当であり、本来の手当７％が完成

してやっとバランスがとれる。国の制度は既に

完成しているのだから人勧がなくても実施でき

るものだ。条例にも７％と書いている。このま

までは先の見通しが一向に立たない。 

地域手当の創設時の経緯はその通りである。地

域手当は民間との均衡を図るものである。 

それで今年度は人事委員会で勧告がされなかっ

たわけである。地域手当を引き上げるということ

になれば、少なくとも人勧がなければ県民の理解

が得られるものではないと考えているし、交渉の

場の話し合いで決められるものではない。 

５．特別休暇 休暇を取得してリフレッシュすることはもちろ
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リフレッシュ休暇については、この休暇があ

ることによって本人も職場も区切りがつけら

れ、リフレッシュしてくださいという思いを持

つことができる非常に有意義なものであるか

ら、廃止というのは撤回していただきたい。 

ん奨励しているが、本来であれば年休を取得して

もできることである。年休が取りづらいという意

見については連続して取得できるような環境づく

りをしていきたい。 

子育て、母性の休暇は、制度があっても、職

場環境によってそれが十分に働いていない。こ

れは女性だけの問題ではなく、男性であっても

子どもと関わる人の人生が有意義なものとなる

ようにすべきだ。育児時間休暇の期間を延ばす

ことで職場もまわりやすくなる。また、子供が

小学校にあがっても、行事がいろいろあるので

学校行事休暇ももっと増やしてほしいと思う。 

働く女性の立場を聞いて、子育てしながら働く

ことの大変さや制度の使いにくさというのは私も

実感している。母性保護や次世代育成に関する特

別休暇について何かできることはないか検討した

い。 

６．自律型人材育成度 

人材育成については、反対することではない

が、職場への影響や風通しがよくなるのかわか

らない。この方法がツールとして職場のコミュ

ニケーションがよくなり人材育成につながるの

であればいいが、今のところ効果が全くわから

ない。 

また、方法については改善が必要であると思

う。上司と部下の関係性について評価に納得性

がなければ立ち行かなくなる。我々との協議を

保証すべきである。 

現在、課長補佐級以上で実施している自律型人

材育成制度についての課題等はアンケートとった

り、各所属から話を聞く中で丁寧に進めている。

やる目的は職員の意識向上であるので、その目的

のためにしっかりと考えていきたい。 

７．教育現場 

教育現場では正規も非正規も同一の仕事をし

ている。職場でアンケートを取ると 61％の人が

賃金と待遇について実際の労働に見合っていな

いと回答している。臨時職員も非常勤職員も仕

事は正規職員と変わらないのに条件はずっと悪

い。臨時、非常勤も時間外勤務をしている。 

教育現場において正規職員と同じ仕事をしてい

ただいていることは非常に感謝している。教育長

とも話し合いをされていると思うので、教育長か

ら話を伺いたい。 

８．再任用職員 

再任用について雇用と年金の接続の問題だ

が、年金の支給開始月が来年４月から１年ずつ

延びることとなるので、再任用についても雇用

を義務化してしっかりと保障してほしい。定数

については職場の在り様が違うので定数をカツ

カツにするべきではない。技術の伝承について

不安に感じることがあり、再任用で職場を回す

方法ではなく、再任用職員の定数カウントを見

直すべきだ。 

また、今までとは違って来年から無収入にな

るのだから、不安定になってしまう人が生じな

いよう希望者は全員雇用すべきだ。再任用職員

の給与水準についても人勧待ちではなく、低い

給料になって他に収入もなくなることを踏まえ

て当局がしっかりと検討すべきだ。 

再任用の定数外の扱いについては、定数は行政

需要や仕事の量に応じて決めることなので、再任

用制度を確立するために行政需要を高めるのは本

末転倒である。 

一方で職場の年齢構成のバランスについてはよ

く考えて配置していく必要がある。希望者全員の

雇用については意欲と能力を判断して決めている

が、基本的にはほぼ全員の任用になっている。給

与水準については、他の職員と同様に勧告に従う。 

 


