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平成 26 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 26 年 11 月 12 日（水）15:15～17:15 大津合同庁舎７－Ｄ会議室 

４．内 容 

賃金改善、給与制度の総合的見直しへの対応など 

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．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実質生活を

改善するため、基本給および諸手当の月例給与

水準を引上げること。 

さる 10 月 17 日に人事委員会から「職員の給与

等に関する報告および勧告」が出され、平成 26 年

度の職員の給与について勧告が行われたところ。 

その内容は、 

(1) 月例給については、公民較差の 0.45％を解

消するため、国に準じて給料表を引上げると

ともに、地域手当の支給割合を 0.2 ポイント

引上げること、 

(2) 自動車にかかる通勤手当について、各使用

距離の区分に応じてマイナス 500 円からプラ

ス 1,700 円の幅で改定を行うこと、 

(3) 期末・勤勉手当については、民間の支給割

合に見合うよう 0.15 月分引き上げること 

(4) 初任給調整手当、寒冷地手当、再任用職員

の単身赴任手当については、国に準じて改定

を行うこと 

などであった。 

11 年間にわたる給与カットを終わらせることが

できたが、その話合いの際にも人事委員会勧告を

基本とする給与制度の実現に向けて頑張っていく

ことを述べた。今年度についても基本的な考えは

変えておらず、人事委員会勧告の内容を実施でき

るよう検討しているところ。 

一方で、現在、パブコメ中だが、次期行財政改

革方針である「滋賀県行政経営方針」の策定作業

中である。来年度以降についても一定の財源不足

が見込まれ、国体への対応、公共施設等の老朽化

対策や年々増加する社会保障関係費など増大する

財政需要に対応する必要がある。 

今年度の勧告の内容は、例年になく引上げが大

きく、その所要額は来年度以降にも影響を与え、

今後の財源的な対応について検討が必要となる額

にのぼる見込み。先ほど申し上げたとおり、人事
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委員会勧告の実施を基本と考えているが、現時点

では、来年度以降の対応も含め財源的な調整を行

っている最中であり、人事委員会勧告の実施につ

いてはもう少し調整の時間をいただきたい。 

２．職員の実質生活を改善するため、一時金支給

月数を引上げること。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。 

今年度の人事委員会勧告は、期末・勤勉手当の

年間支給月数を 0.15 月引き上げる内容だが、これ

は勤勉手当の支給月数を引き上げるものであり、

期末手当の支給月数の引き上げは困難である。 

また、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。 

５％、10％の平均的な支給開始時期については、

行政職を基本に各給料表の職務の級を踏まえて決

めており、いずれの職種においてもこれを変更す

べき事情にないと考えており、これ以上の改善は

困難と考えている。 

なお、教職員の加算に関する要求については、

教育委員会にお話しいただきたい。 

３．「給与制度の総合的見直し」については地方の

職員の賃金抑制に止まらず、地方経済や活性化

にも大きな影響を与えるものであることから、

国に準じた見直しによる賃金の引下げは行わな

いこと。 

今年度の人事委員会の報告の中で、給与制度の

総合的見直しについては、「従来から、給料表をは

じめ本県の給与制度全体が、給与構造改革も踏ま

え、国に準拠することを基本として構築されてき

たことなどを考慮すれば、本県においても国に準

じて見直しを実施し、その上で、民間給与の水準

との均衡を図っていくことが必要であると考え

る。」とされ、平成 27 年４月からの実施が勧告さ

れたところ。 

その主な内容は、 

（１）平均２％引き下げた国に準じて給料表を

見直し、 

（２）地域手当の支給割合を県内一律 7.5％、東

京都特別区 20％、医師 16％まで段階的に引上

げを行い、 

（３）国に準じて単身赴任手当および管理職員

特別勤務手当を改定する 

ものであり、給料表の引下げについては３年間現

給保障措置を行うなどの内容となっている。 

人事委員会勧告については、実施を基本に考え

ていくべきものであり、その場合でも一部のみを

実施などの検討ではなく、全体として実施を検討

するものと考えており、給与制度の総合的見直し

についても平成26年度の給与改定と併せて検討し

ているところ。 

４．高齢層の賃金については抑制措置が続いてい

るが、高齢期に職責が増していく公務の実態を

無視するものであり、職員の士気に大きく影響

することから、現行賃金を維持し職務に見合っ

た改善を図ること。 

今年度の人事委員会勧告では、世代間の給与配

分の見直しの観点から若年層に重点を置いた国の

給料表に準じて平成26年４月に遡って給料表を改

定するとともに、官民の給与差を踏まえた 50 歳代

後半層の水準の見直しに対応するため給与制度の

総合的見直しを実施することとなっている。 

これらは、民間や国家公務員の状況を踏まえた

ものであり、基本的には人事委員会勧告に基づき
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検討するものと考えている。 

５．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。 

今年度の人事委員会勧告においては、民間との

間に差があることを踏まえ、１級の初任給を 2,000

円引き上げるように言及されており、勧告の内容

を基に検討したい。 

また、近年の給与改定については、若手職員に

配慮した対応がとられており、今年度の勧告にお

いても若年層については平均を大きく上回る引上

げとなっており、給与制度の総合的見直しにおい

ても引き下げが見送られているところ。 

他の都道府県の状況と比較しても、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

準となっているところであり、これ以上の賃金水

準の改善は困難である。 

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。 

６．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、今年度の人事委員会勧告

において、給与制度の総合的見直しとして給料表

を国に準じて引き下げ、行政職では５級および６

級について８号給の号給延長を行うよう言及され

たところ。 

号給延長については、勧告の内容を基本に検討

すべきものと考えている。 

７．「能力・実績に基づく人事管理」の名の下に、

職場のチームワークなどの協働性の弱体化や、

職員間の不要・不当な格差を生じさせることな

く、以下の改善を図ること。 

(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

度を改善すること。また、他の給料表につい

ても同様の改善を図ること。 

 (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。 

一部の職階の昇格運用については見直す必要が

あると考えており、必要な見直しについては、引

き続き話合いを行っていきたいと考えている。 

なお、教員や小中事務職員の給与については、

教育委員会とお話しいただきたい。 

８．人事評価制度については、公平性・公正性・

透明性・合目的性・客観性・納得性の原則や、

労働組合の関与、苦情処理制度の整備等の要件

が担保されていなければ、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、労働組合との交渉・協議・合意を前提と

すること。 

本年度の人事委員会の報告の中で、「本年５月の

地方公務員法の改正では、能力・実績に基づく人

事管理の観点から、人事評価を任用、給与、分限

その他の人事管理の基礎として活用することとさ

れており、人事評価制度の導入と、その目的を実

現するための制度設計は喫緊の課題である。任命

権者においては、地方公務員法の改正に適切に対

応するために、公平性・公正性等が担保された人
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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。」とされている。 

地方公務員法の一部改正法は２年を超えない範

囲内で施行されることとなっており、法の施行に

併せ実施できるよう、すでに取り組まれている国

や他府県の例を参考に制度設計を進めて参りた

い。 

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。 

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

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たい。 

なお、平成 20 年度の交渉で継続交渉となりまし

た、昇給運用の見直しについてだが、これは、行

政職と現業職の間に不均衡が生じている部分を見

直そうとするものであるので、引き続き、話し合

っていきたいと考えている。 

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。 

医師に対する初任給調整手当については、人事

委員会から引上げの勧告があり、勧告の内容を基

に検討して参りたい。 

なお、病院勤務者の取扱いについては、病院事

業庁とお話し願いたい。 

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。

特に本年７月に総務省から臨時、非常勤職員等

の処遇改善の観点から通知が発出され、県人事

委員会勧告においても同通知の趣旨徹底を要請

されていることから以下の具体的改善を図るこ

と。 

(1) 臨時・非常勤職員の賃金については、職務

内容、職務経験等の要素を踏まえて月例給を

改善するとともに定期昇給を保障すること。

時間外勤務手当、一時金・退職金などの諸手

当の支給を行うこと。また、休暇制度、福利

厚生、教育訓練等について、正規職員との均

等待遇を行うこと。 

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

行に携わってもらっていることに、感謝申し上げ

る。 

賃金・報酬についてだが、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。嘱託職員については、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で

あるので、御理解願う。 

なお、嘱託職員については４回を限度として更

新できることとしているが、この雇用期間の更新

は、同一の職務内容の職に再度雇用しているもの

であり、職務の責任・困難度に変更はなく、職務

の内容と責任に応じて報酬を決定するという職務

給の原則からすれば、経験の積み重ねにより報酬
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額を引き上げることは困難である。 

また、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

御理解願いたい。 

次に、正規職員との均等待遇についてだが、基

本的に、非常勤嘱託員は非常勤という勤務形態を

考慮すると、正規職員と同様の措置をすることは

困難であると考えている。 

臨時、非常勤職員の福利厚生についてだが、法

定の定期健康診断は、一般の職員と同様に受診い

ただいているところ。 

なお、共済組合、職員互助会において実施して

いる福利厚生事業への参加については、組合員、

会員とそうでない方を、同等に扱うことは困難で

あるので、御理解願いたい。 

(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。 

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

おくといったことなどから、５年が限度ではない

かと考えている。 

なお、今年度から４回更新後の再度の受験につ

いて、可能としたところ。 

(3) 臨時・非常勤職員の特別休暇について、正

規職員の取扱いと全て同等にすること。 

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や学校行事休暇、子の看護休

暇など、正規職員に準じた日数としているほか、

無給ではあるが、育児休業、介護休業の制度も設

けているところ。 

今年度からは、災害による交通遮断、交通機関

等不可抗力の事故、公民権行使の特別休暇につい

て、一般職員と同様に有給の特別休暇とし、改善

を図ってきたところであるので御理解願いたい。 

基本的に、非常勤嘱託員は非常勤という勤務形

態を考慮すると、一般職員と同様の措置をするこ

とは困難である。 

(4) 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。また、

臨時学校事務・栄養職員の劣悪な待遇（賃金・

教育委員会の方へお話いただきたい。 
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休暇）を改善すること。 

(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) 臨時学校事務職員・栄養職員が年度を越え

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。 

(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。また、６月の一時

金を満額支給すること。 

(9) 任期付職員について、研修の充実や産休代

替職員からの継続雇用の場合の空白の解消を

行うこと。 

まず、研修についてだが、職務遂行上、必要な

基礎的な知識の習得を図るため、一昨年度から任

期付き職員の方を対象とした研修を年２回実施し

ているところ。 

産休代替の臨職から育休代替任期付職員として

任用する場合の１日の空白については、任用の根

拠法が変わることから、間を１日空けているとこ

ろだが、この取扱いについては全国の状況も調査

し、検討したいと考えている。 

(10) 最低賃金が引上がっていることなどから

日々雇用職員も含む臨時非常勤職員の時給

の改善を図ること。 

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

日額の金額としており、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

たところなので、御理解願いたい。 

なお、学生アルバイトの単価については、最低

賃金を満たすよう単価改定したいと考えている。 

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、次の事項を踏まえた対

応を図ること。 

（1）「給与制度の総合的見直し」に関わって、退

職手当への影響も危惧されており、少なくとも

現行支給水準を維持すること。 

（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、公務員

と民間企業従事者の退職給付を均衡させるため、

条例を改正し、本年７月に制度が完成したところ。 

一方、国では給与制度の総合的見直しによる退

職手当への影響を踏まえ、現行の支給水準の範囲

内で退職手当の調整額を引き上げる法案を国会に

提出している。 

先ほど申し上げたとおり、本県の退職手当制度

については、これまでから国に準じて改正を行っ

てきており、調整額の引き上げについても国に準

じて改正すべきものと考えており、給与制度の総

合的見直しと併せて検討している。 

13．住居手当については、持家手当を復活すると

ともに、家賃等の最高支給額を引き上げること。 

自宅に係る住居手当については、既に廃止した

ところだが、これは人事委員会からの勧告を踏ま

えて廃止したものであるので、ご理解願いたい。 

また、限度額の引き上げについて、今回、人事

委員会からの勧告がないので、実施は困難である。 

14．地域手当については、条例どおり全県一律で

７％支給を今年度完成させること。また、今後

において、給与水準が維持・改善できるよう支

今年度の支給割合について、人事委員会からは、

公民較差の状況を踏まえ 0.2 ポイントの引上げが

勧告された。 
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給割合を引上げること。 この実施について、給与改定全体の中で検討を

行っており、もう少し調整の時間をいただきたい。 

なお、条例本則の７％への引き上げは、人事委

員会勧告がない中で実施は困難である。 

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。 

(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、ガソリン代高騰の状

況に対応するため、全ての交通用具利用者に

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 

今年度の人事委員会勧告の中で、自動車にかか

る通勤手当について、各使用距離の区分に応じて

マイナス 500 円からプラス 1,700 円の幅で改定を

行うよう言及されている。 

具体的には 10ｋｍ未満の各区分については、そ

れぞれ 500 円の引下げ、10ｋｍ以上の各区分につ

いては、100円から1,700円の引上げとなっている。 

実施に当たっては、全体の検討の中で考えて参

る。 

なお、その他の手当については、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が今年度改善さ

れたが、引き続き職務内容に見合うよう、さ

らに引き上げること。 

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ものと考えてい

る。手当の新設について人事委員会から勧告もな

いので新設は困難である。 

教員特殊業務手当については、教育委員会にお

話しいただきたい。 

(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。 

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。 

要求にある時間外勤務手当や臨時的な通勤に対

する手当を支給することは、人事委員会からの勧

告がないことから困難である。 

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、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。 

本県の財政状況は楽観できるものではなく、定

数を拡大することは困難である。 

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

に行政ニーズを勘案しながら、必要な体制を整え

るとともに適切な定数管理をしていかなければな

らないと考えている。 

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、全庁で活用がで

きるよう情報提供をするなど、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とこ

ろ。 
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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

うお願いしているところ。 

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。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引き続き超勤縮減

を図ってまいりたい。 

(2) 労働基準法第 36 条に基づく「36 協定」の

締結については、取組が進んでいるところで

あるが、上限時間の設定のあり方など課題改

善へ向けて継続的に組合と協議すること。 

36 協定については、労使の話し合いのもと、各

所属で締結したものであり、上限時間の設定につ

いても、業務改善の取組とあわせて、各所属にお

いて協議されるものと考えている。 

(3) 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。 

(4) 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。 

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、慎重に検討する必要がある。 

(5) 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、完全取得を促進すること。

そのた仕事の進め方・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。 

年休の取得促進を図るために、年度を通した年

休取得の促進通知に加え、夏季の休暇の時期にあ

わせて休暇の奨励通知を出し、職員に計画的な年

休取得を呼びかけている。 

更に今年度は年休取得促進期間を新たに設定し

て、５月と 11 月のそれぞれの期間で年休を取得す

るよう呼びかけている。 

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

たところ。 

今後も職場の実態をお聞きしながら、公務の運

営に支障をきたさないよう対応する。 

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。 

(2) すべての県立学校において衛生委員会が機

能するよう最大限努力すること。併せて、各

学校が時間外勤務の時間把握を行い、結果に

基づいた改善策が実行されるよう強く働き掛

けること。また、市町立学校でも同様の環境

が整うよう市町教育委員会を指導すること。 

 (3) 文部科学省が実施した教職員の勤務実態調

教育委員会とお話しください。 
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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

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。 

 (4) 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。 

 (5) 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。 

 (6) 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、教育課程として行うすべての泊を

伴う学習を含めること。 

 (7) 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

働きかけること。また、暦年としている年休

の周期を９月から翌年の８月末までに改める

こと。 

18．病気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、復元措置を講

じること。 

私傷病の特別休暇を取得した期間については、

その取得期間に応じ、人事委員会規則に基づき、

昇給運用を行っている。 

「復元措置を講じること」との要求だが、休暇

を取得した職員と良好に勤務していた職員を昇給

上同じ扱いとすることは困難と考えており、国や

全国の都道府県の状況からも対応が必要な状況に

はないと考えている。 

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名の方が

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

の方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) 「リフレッシュ休暇」の維持・拡大を図る

こと。少なくとも現行制度の改悪や廃止を行

わないこと。 

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、皆さん方と話し合いを続けてきたと

ころ。 

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、今年度末で廃止したいと考えている。 

(2) 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

えると困難である。 

(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。 

今年度から、取得日数を拡充したところであり、

さらなる日数や利用範囲の拡大については困難で

ある。 
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(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。 

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

としているところ。 

(5) 「更年期障害」に対応する休暇を新設する

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

難である。 

(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

拡充は困難である。 

(7) 休憩時間が完全に取得できる条件を整備す

ること。 

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。 

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

対象者を拡大しているところ。国や他の都道府県

との均衡からも、さらなる拡大は困難と考えてい

る。 

また、日数についても拡大を図ってきており、

さらなる日数の拡大は困難と考えている。 

(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。 

まず、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ヶ月取得されましても

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

入については法律事項であり、本県のみでの対応

は困難である。 

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。 

また、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

から難しいものと考えている。 

(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ところ。 

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
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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ところ。 

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、24 年度からは事務職に

も導入しているところ。 

(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。 

次に育児のための短時間勤務制度の改善につい

てだが、この制度は、地方公務員の育児休業等に

関する法律により法定されているものであり、県

の裁量で制度を改善することは困難である。 

(5) 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、育児休業者も含め昇任等の

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。 

介護休暇を取得した期間については、その取得

期間に応じ、人事委員会規則に基づき昇給運用を

行っている。 

「勤務したものと取り扱うこと」との要求だ

が、休んでいた職員と良好に勤務していた職員を

昇給上同じ扱いとすることは困難と考えており、

国や全国の都道府県の状況からも対応が必要な

状況にはないと考えている。 

また、人事やその他の面においても、育児休業

者を含め、皆さんが安心して、いきいきとした雰

囲気の中で、意欲を持って仕事ができるような人

事に努めてきたし、今後もそうした考えのもとに

対応していきたい。 

(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

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。 

労働基準法上の「フレックスタイム制」は地方

公務員には適用除外となっており法制上の制約が

あるところ。 

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、当然皆さんと話合いをさせていただく。 

(8) 育児休業、介護休暇期間中の所得保障につ

いては、共済・互助会制度のみでなく給与制

度としての措置を行うこと。 

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。 

なお、給与制度として独自に措置することは、困

難であると考えている。 

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

 

 

取得期間は、国や他府県との均衡から、さらな

る延長は困難である。 
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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。 

また、妊娠中の職員の勤務軽減に伴う代替職員

の配置についてだが、これまでから該当所属の状

況やご意見を踏まえながら対応しているところで

あり、今後もそのように対応してまいりたい。 

(3) 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

いるところ。 

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ところ。 

23．教員採用試験においては、小学校を主として

競争倍率が長期にわたり低くなっており、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。 

教育委員会の方にお話いただきたい。 

24．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。 

これまでから県庁の中で女性職員が、県の政策

や方針決定に参画できるよう人事配置や管理職へ

の任用に努めてきたところであり、平成 30 年４月

に、課長補佐級以上の管理職に占める女性職員の

割合を 10％以上とすることを目標に、こうした取

組を一層進めていくこととしている。 

具体的には、庁内のワーキンググループを設置

するとともに、職員意識調査を通じて、女性職員

の活躍推進に係る現状と課題を把握するなど、年

度内の取組方針策定へ向け検討を進めているとこ

ろ。この方針に沿って女性職員の育成等に一層努

めてまいりたい。 

(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、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

っているところ。また、相談窓口も設置しており、

昨年度は５件の相談に対応したところ。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。 

なお、学校現場については、教育委員会とお話

いただきたい。 

25．「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「障がい者雇用」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

行っているところ。 

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ところ。 

なお、障害者教員の採用については、教育委員

会とお話いただきたい。 

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
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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ところ。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。 

26．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

止めており、セルフケア、所属によるラインケア、

健康管理室の産業保健スタッフによるケア、民間

医療機関等によるケアを４つの柱として、取り組

んでいる。 

今年度は、新たに相談切符配布による予防対策

に取り組んでおり、また、管理監督者等に対して

は、メンタルヘルスの重要性を強く意識づけるた

めの研修など、機会を捉えて、その充実を図って

いるところ。 

休職者の職場復職に向けては、所属や主治医と

も連携しながら、鋭意、支援しているところ。 

27．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ところ。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いる。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。 

28．高齢期の雇用について、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、「再任用制度」について必要な改善を図るこ

と。 

(1) 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。 

(2) 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。 

(3) 今年度からの新たな再任用者は、報酬比例

部分の年金が支給されないことから、生活水

準を確保できる賃金改善を図ること。 

人事委員会勧告がないので、困難である。 

(4) 職員定数については、定数カウントから外

すこと。 

再任用制度の導入により行政需要が増加する

わけではないため、常勤の再任用職員は定数条例

の対象となり、再任用短時間勤務職員は、常勤職

員と区別して別途管理することとなるが、再任用

短時間勤務職員の導入によって軽減された常勤

職員の業務量に見合う定員を削減することを基

本とするものであると、総務省（当時、自治省）

の施行通知に明記されており、定数外として扱う
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ことは困難である。 

(5) 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。 

29．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、あるいは収支の実

績を踏まえて、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。 

30．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参りたい。 

６．全体回答後の交渉状況 

職員団体の主張 県の回答 

今年の給与勧告についてだが、厳しい職場環境、

少ない人員のなかで切り盛りしながら頑張ってい

ただいている。４月からカットがなくなりやっと

一息ついている。今年ようやくプラス勧告がされ

たことをお願いするのは当然だが、11 年間にも及

ぶカットに頑張ってきた皆さんに報いるような引

き上げをお願いしてきた。この４月から消費税も

上がり、消費者物価指数も昨年度に比べ３％以上

上がり、職員の生活・家計に対する負担も増えて

いる。今まで 11年間当局のカットを飲み込んでき

たことも踏まえながら今年度の賃上げを検討して

いただいているのか、今年度のプラス勧告に加え

てさらに報いるようなプラス改定を考えていただ

きたい。 

昨年度からも人事委員会勧告を基本とした制度

にすると話してきたところであり、今年度につい

てもその方針で考えている。人事委員会勧告どお

り実施できることを期待しているが、19 億という

金額も少ない金額ではないことから最終的な財政

見通しを調整しているところ。これまで 11 年間給

与カットをしてきたことなども踏まえ、人事委員

会勧告どおり実施したいという方向で調整してい

るので、理解していただきたい。 

我々は、11 年間カットを受けてきた。初めは、

財政が厳しい中、我々としても無関心ではいられ

ないことから、厳しい中ではあるが協力してきた。 

昨年は大幅なカットをうけ不満ではあったが、

我々は受け入れざるをえなかった。金額的には 100

億のカットがあったと思うが、それをいきなり返

せという単純な議論をするつもりはない。ずっと

我慢してきて、社会全体が上向こうとしていると

きに県も合わそうとするもの。我々が頭を下げて

してもらうというよりもこの間ずっと我慢してき

てようやく出てきたものをしっかり受け止めても

らいたい。今まで人事委員会勧告の実施が踏みに

じられてきたので、そこを基本に考えると気持ち

としてはうれしいが、ずっとカットが続いてきた

ことや物価見合いからも部長・当局ともしっかり

ここ数年、どちらかというと後ろ向き、制約、

我慢してくださいといった環境のなかで職員の皆

さんには励んでいただいていると私も思ってい

る。 

今回新しい行政経営方針を策定するにあたり

「職員が元気のでるような方針にしてください」

と知事から再三強く指示をいただいた。これまで

のような後ろ向きの話は活字にしない。具体的に

は、職員の士気に影響するのであらかじめ人件費

削減を前提にした収支見通しをやめようと、私の

強い思いでそういったことにはしなかった。 

それは単にマイナスを零にしただけの話かもし

れないが、マイナスの要素は極力なくしていきた

いという思いで今回の経営方針については取り組

んだ。総務部長を２年させていただき、皆さんと
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受け止めてもらいたい。知事も三日月知事に代わ

られて「一緒に頑張ろう！」という前向きなメッ

セージを出してもらっている。明るい雰囲気で三

日月知事に期待して頑張っていこうという声もあ

る。 

この 10 年は職員の消耗感が強かった。厳しいと

ころをぬけて希望がもてるという状況をいかに考

えてもらうか、知事からのメッセージを具現化す

るのが部長のスタンスではないかと思う。総括的

な話だがこの思いをしっかり受け止めてもらった

うえで具体的な話に我々も入っていけると思う。 

地方公務員の状況や議会の状況等制約のことを

言ってもらっているが、現実的な話を思いとして

伝えてもらいたい。 

話をさせていただくなかで、職場の皆さんは疲弊

していると感じる。一方、いま政策課題協議で来

年度の重点課題について協議しているが、私の方

からは財政上の措置もそうですが、各部長には、

限られた人員体制のなかで拡充・新規事業もある

が、その際には徹底した事業のスクラップをお願

いしている。 

疲弊感がなくなるような職場環境をつくってい

きたい。 

人事委員会勧告において、今年はプラス勧告が

出ているのに総合的見直しのためプラスのイメー

ジはなく給料がまた下がるのかと皆が感じてい

る。今年度の改定と併せて交渉となっているが、

給与制度の総合的見直しは、我々地方の職員にと

って賃金抑制、世代間の区分け、これから働いて

いくためには頑張っても給料が上がらない、抑制

としかとらえられない。我々としては給与の総合

的見直しには反対と要求をあげているが、再度こ

の件について、部長から意見を伺いたい。 

今回の総合的見直しについては、職員の皆さん

だけでなく知事会、市長会、町村会等からも反対

の意見をいただいている。反対意見がある中、総

合的見直しが、国の方でも人事委員会の方でも勧

告があった。これまでから本県の給与制度は国に

準じてきたところであり、今回の給与制度の総合

的見直しについても基本的には人事委員会勧告ど

おり国に準じた制度の改正をすることを検討して

いる。 

国に準じた制度にすることが安定した給与制度

を維持していくためには必要な判断と考えてい

る。 

給与制度の総合的見直しは、早い段階から人事

院で言われていたので兼ねてから国、人事院に

様々な形で反対を訴えてきた。単に地方公務員と

いう問題をこえて、地方自治や地域のありように

関わってくる問題と受け止めて知事会や市長会、

町村会からも強いメッセージが出されている。 

総合的見直しのネガティブなメッセージを、県

はどのような形で受け止めて、どのような考え方

で対応しようとしているのか考え方が見えてこな

い。 

長いものにまかれているとしか受け止められな

い。給料表などが制約を受けているのはわからな

くはないが、このような地方への抑制は、地方再

生・地方創生と言っておきながら、都市部集中、

格差拡大となるから、地方団体は反対している。

県内の自治体、首長さんも悩んで困っていると直

接耳にする。自治体を束ねる県としてメッセージ

を出す立場にある総務部長としてどのような影響

がありどういう懸念があるのか考え方を示しても

らうべきではないかと思う。 

総合的見直しの実施で民間との格差が生じたと

きは、来年度以降の人事委員会勧告のなかで均衡

が図られると考えている。 

そうした中で給与制度の総合的な見直しについ

ては、国に準じた制度、勧告どおりの制度という

のが、今、検討しているところである。 

給与制度の見直しについて、人事委員会の勧告

にあったように給与水準を下げるべきものではな

いと理解していると回答をもらったが、給料表の

水準調整ということで、人事委員会勧告の方法を

とっても、世代間の配分に問題がでてくると思う。 

今回の総合的見直しが、人件費の削減を目標と

するものではないというように理解している。高

齢層の職員の皆様にも頑張っていただいており、

当然中堅・若手の職員の皆様にも頑張ってもらっ

ている。 
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ベテラン層には給与水準でもカバーしきれない

者がでてくるのではないかと思う。ベテラン層に

とっては厳しい制度ではないかと考えている。ベ

テラン層の職員は、長年働き、公務の現場では経

験を活かし、部下に指導するという重要な立場で

ありながら、給料は抑制されるという不合理な状

態となっている。そのあたり世代間の争いになら

ないような、実態による賃金カーブにするべきだ

と思うので、号給延長や現給保障の継続について

は再考願いたい。 

更なる考え方として若い世代の処遇を改善する

という中で、今回の勧告が出てきたと理解してい

る。 

私としては世代間の取り合いを求めているので

はなく、人材確保という部分から、初任給基準、

青年層の改善を厚めに改善されるのは大いに結

構。 

一方で配分の見直しということで、とりわけ高

齢層の見直しについて、総合的な見直しの他に 55

歳の昇給停止がされていることも踏まえ、民間と

同じように責任から解放され、職務等の責任が下

がり、職務給としての給料が下がるのであれば、

100 歩譲って理解できるが、教育でも行政の現場に

おいても最後の頑張りが問われる。今まで頑張っ

てきた努力や経験が活かされ、それで若い人を引

っ張っていける。それが現場のチーム力の源泉の

一つではないか。世間では久しぶりのベースアッ

プとか言われているが、ベースアップもない。あ

まりにも仕事と職務と処遇の賃金との関係のアン

バランスが今後も出てくるのではないか。 

県としての賃金カーブの行き過ぎたところを是

正するのは、大事なことではないか。 

そういったご意見も重々承知している。そうい

ったことを配慮するということで、号給延長もさ

れている。 

高齢層ももちろん、中堅若手も同じように重い

責任を持って、取り組んでいただいている。もち

ろん高齢層の方もリーダーとして頑張っていただ

いているが、今回の号給延長や現給保障なりで緩

和されているのではないかと考えている。 

今年度人事委員会勧告では10キロ未満は500円

マイナス勧告が出ていたが、消費税増税、消費者

物価もあがっており、ガソリン代も高騰している

中で庶民に対する負担が増えている。このような

中でのマイナスは納得できない。負担の軽減とい

うところから考えると、マイナスは思いとどまっ

ていただけないか。 

今回人事委員会の勧告のなかで10キロ未満区分

については 500 円のマイナス勧告がされている。

国の人事院勧告、民間事業者、他の都道府県の支

給状況等から人事委員会から勧告があったものと

理解している。基本的には実施すべきものと考え

ているが、現在検討しているところである。 

我々はリフレッシュ休暇の維持拡大を求めてい

た。リフレッシュ休暇があるということで「30 年

20 年頑張っていただいたので、少しは休んで」と

いう雰囲気ができあがる。そのなかで廃止という

のは納得いかない。再考願いたい。 

休みをとることを否定するものではない。ただ、

そこは年休で取得いただきたいというのが基本的

な考え方である。 

ただ、年休が取得しにくい、特別休暇だから取

りやすいという話も聞いている。忙しい中、年休

がとりにくいから特別休暇をつくって取得を促す

というのも違うと考えている。年休を取得しやす

い状況をつくることを一生懸命取り組んでいきた

い。 

特別休暇を取得する部分を年休で取得していた

だければ年休の取得率も上がると思う。近年廃止

している自治体もあり、それらも踏まえて提案し

ている。 

人事評価制度については、承知しているが、趣

旨をはき違えると、人と人との競争を奨励し、格

人事評価制度について、個人的な体験からかつ

て勤務した県ではすでに導入されていたが、皆さ
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差を生じさせ、疑心暗鬼を生み、風通しの悪い職

場づくり、チームワークを弱くすると心配してい

る。人事や給与との連動もある。 

当事者である職員がどれだけ納得できて、どれ

だけ人材育成につながるのかが大事なところだと

思うが、まだまだ職場では手間だけかかるという

イメージが現実。 

その中で格差をつけ、賃金に反映させるには開

きがある。一定の原則等を整理し、組合と協議し、

議論はできると思う。 

んが心配されるほどぎくしゃくした感じはなかっ

た。一方で民間企業において、行き過ぎた人事評

価制度の導入が問題になっていることも承知して

いる。多くの県で導入されているので課題等を研

究しながら制度設計していきたい。 

 


