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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、総務事務・厚生課長、他人事課員 

３．交渉日および場所 

平成 26 年 11 月 14 日（金）14:45～16:00 本館３－Ｂ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 県 

１．基本賃金の改善について 

１．「給与制度の総合的見直し」は、賃金水準を

大きく引き下げる重大な不利益変更であるの

で行わないこと。 

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、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。 

 併せて平成26年度の職員の給与について勧告が

行われ、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
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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。 

 現在、現業職の皆さんの給与については、行政

職の給与制度や昇給昇格運用に準じた形で運用し

ているところ。 

 現業職の皆さんについては、人事委員会勧告は

直接適用されないが、勧告が民間給与の状況等を

調査された結果を踏まえたものという性格から考

えると、準じた対応をすることが必要と考えてい

る。 

２．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。 

まず、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、

必要最小限の区分を設けて行ってきたものである

が、この件についてはこれまでから皆さん方と話

し合いを行ってきた。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

てお互いゆっくり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、給料表にかかる職務の級は本

来「職務給の原則」により決定すべきものであり、

課長補佐の本来級である５級水準を導入すること

は困難と考えている。 

 なお、技能労務職給料表の水準については、多

くの都道府県で、現国の行政職（二）表の水準も

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。 

３． 全ての職種に「技師」昇任の適用を行うと

ともに、２欄への移行は現行経験年数を改善

し、昇任とともに１号上位格付けを行うこと。

また、１欄から２欄の移行時に４号上位に格

付けすること。特に、免許・資格のない技術

員および業務員は速やかに改善すること。 

従来からの皆さんとの話し合いにより、行政職

給料表との均衡を考慮しながら、現在の体系がで

きているものであり、これまでから改善もしてい

る。たちまち改善する必要はないものと考えてい

る。 

 なお、平成 20 年度の交渉で継続交渉となった、

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、引き続き話し合いをお

願いする。 

４．一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、国の状況

や給料表間のバランスを考慮して設定してきたも
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の。  

 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。 

５．給与や勤勉手当について、「人事評価制度」

の導入や成績率の拡大を行わないこと。 

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

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（平

成 28年度）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。 

６．中途採用者の「前歴換算」の見直しと「年

齢別初任給基準」を改善し、大幅な在職者調

整を行うこと。 

前歴換算については、平成 18年度から職務に直

接役立つと認められる経験については、７年を超

える経験についても１年４号として初任給の算定

を行っている。 

 採用前に同種の職務に従事していた方につい

ては、直採者との給与上の差はほとんどなくなっ

ており、改善は困難と考えている。 

年齢別初任給基準については、これまでの皆さ

ん方との話し合いを踏まえた形で措置したもので

あり、全国的に見て、遜色の無い内容となってい

るので、改善については困難である。 

７．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。 

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

することになるが、技能労務職給料表に影響する

部分の号給延長はなかったので、技能労務職給料

表について号給の延長は困難である。 

２．諸手当について 

１．年度途中の採用者については、退職金算定

基礎に端数月数を加算すること。 

２．土日曜日が社会の休日化する中で、交替変

則勤務に対する手当を新設すること。 

退職手当の算定に係る勤続期間の計算について

は、都道府県や国との相互通算規定を設けている

関係から、本県だけが異なる扱いを行うことは困

難と考えている。 

「土日・休日勤務者等に対する手当の新設」に

ついては、人事委員会勧告もなく、行政職の給与

制度との均衡からも、土日・休日勤務であるとい

うことのみをもって手当を支払うことはできない

ものと考えている。 
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３．夏期ハウス内薬剤散布手当を新設すること。 

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。 

真夏の暑い時間に、ハウス内で薬剤の吸入・付

着がないようにマスク、ゴーグル、帽子、長袖、

えりまき等を着用する必要があり、衣服での調整

ができない作業であると認識している。 

 しかしながら、作業に当たっては、 

・作業時間を短時間にする。 

・休憩時間を多く取る。 

・体調が悪いときには作業を控える。 

・複数人で作業する。 

・開口部などがある場合は、開ける。 

などの、作業方法、作業環境の配慮がされている

と聞いている。 

 また、同様の手当を措置していた団体にあって

も、見直しの際に廃止するなどされており、全国

では支給している団体はわずかになっている状況

である。 

 このような状況を考えると新設は難しいと考え

ている。 

  また、水防・雪寒待機にかかる時間外勤務手当

については、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

る。 

 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、廃止したところ。

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。 

休日等に勤務した場合に、振替によって十分休

養することは、職員の健康管理や公務能率の向上

の観点からも重要であると考えており、基本的に

振替で対応することとしている。また、振替を行

う場合は、他の振替業務と同様に、職員の業務の

繁忙等を考慮し、振替が可能な日を調整している

ところ。 

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

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技術員の退職補充

については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

充してきたところ。所管部局の考えも聞きながら、

検討したい。 

なお、一般的な考え方としては、常に業務量の

推移や将来的な見通し、業務の代替性、社会経済

情勢などを総合的に勘案しながら、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。 
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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

充してきたところ。今後も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。 

ご承知のとおり、県立大学は公立大学法人とな

っている。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とこ

ろだが、技術員の正規補充については大学法人と

お話いただきたい。 

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。 

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ところ。 

 業務の体制については、基本的には、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。 

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、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

るところ。 

 なお、日々雇用の確保が困難となっていること

は、健康医療福祉部から聞いているところであり、

部と相談しているところ。 

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。 

教育委員会にお話いただきたい。 

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。 

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

時々に検討を加えていく必要がある。 

したがって、即その職で補充するというのでは

なく、業務量や業務内容の変化、将来的な見通し

や代替性など、部局の意見も聞きながら検討し、

対応してまいりたい。 

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と考えている。 

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ところ。 

３．現業業務体制の配置定数の変更・確定につ

いては、職員組合との協議事項とし労使間の

協約を締結すること。 

これまでから、現業業務にかかわらず話し合い

をさせていただいており、今後もそのように対応

したい。 

４．人事異動について 技能労務職員の皆さんは、配置先所属での勤務
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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

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。 

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、本人の希望を尊重しつつ、

配置換えをお願いすることもある。 

５．公用車の更新基準等について 

 １．公用車の装備選定に当たっては当該現業職

員の意見・希望を取り入れること。 

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。 

公用車の仕様選定に当たって、一般の公用車に

ついては会計管理局が実施する公用自動車購入車

種等審査会で検討されており、総務課からも職員

(管理担当ＧＬおよび自動車運転技術員の計２名)

が参加している。 

同審査会で仕様案が示され、検討、議論を行っ

た上で仕様が決定されており、意見を反映させる

場は設けられていると聞いている。 

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。 

今後とも、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。 

６．職場環境の改善について 

１．被服貸与は事務支障のないものとし、材質

は職場実態に合わせたものとすること。 

被服の貸与は、業務の内容、使用頻度により、

必要に応じて行っている。また、損傷した場合に

は所属長の判断により弾力的に更新できる制度と

している。 

材質については、夏冬用、半袖、長袖等、気候

に合ったものを貸与しているところ。スケールメ

リットを発揮し購入単価を抑えるためにも、会計

管理局管理課において一括発注する必要があり、

その場合、各所属の個別の要望に応えることは困

難であると聞いている。 

しかし、各所属で予算の範囲内において、物品

請求書により購入することは可能なので、各所属

において検討頂きたい。 

２．パソコンが利用しやすい職場の環境整備を

すること。 

現業職員についても、事務遂行上、共通事務端

末が必要とされる職種については、所属からの申

請に基づき、配備することとしているところであ

り、必要とされる場合はこの手続きをお願いして

いる。 

情報化研修についても、所属長が事務遂行上必

要と判断した場合は、受講申込を行っていただけ

れば受講していただける。 

なお、メールや掲示板等総合事務支援システム

の利用については、「一般行政事務を行う職員」を

基本としているが、その他の職員についても、業

務内容に応じて利用できることとしているので、

情報政策課と協議いただきたい｡  

３．現業職場から出ている改善要求については、

誠意をもって対応すること。 

個別の事項について、話を聞き、また話し合い

をして参りたいと考えている。 

ただ、財政状況は、今後も楽観できる状況では

ないことについてもご理解いただきたい。 
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４  職場の勤務実態を把握したうえで、夏季休

暇の取得期間を拡大すること。 

取得期間については、職員の勤務時間条例で「７

月から９月まで」と規定されており、この期間内

において計画的に取得をしていただきたい。 

７．その他 

１．政策研修センターにおける技能労務職員研

修について、見直しと改善を図ること。 

技能労務職員の方を対象に政策研修センターが

行う研修は、広く「公務員として人権問題等への

理解を深めるとともに、行政を取り巻く環境の変

化に対応する広い視野と知識を習得し、職務遂行

能力を高める。」ことを目的としている。 

３年間に２回開催し、そのいずれかを受講いた

だくもので、今年度は前回開催の平成 24 年度に受

講されていない方を対象に、県政の課題、人権研

修、公務員倫理、健康管理（健診結果と生活習慣

病の予防等）および運動習慣（ストレッチ体操）

の５科目で研修を実施したところ。 

人権や公務員倫理といった基本的な内容に加

え、現場業務の遂行に必要な「健康管理」や「運

動習慣」も大切な項目であることから、大幅な変

更は考えていないが、皆さんの意見も踏まえ、今

年度、一部内容の変更を行ったところ。 

研修後のアンケートには「前回と科目名は同じ

だったが、それぞれの講義の中身は違いがあり、

改めて県職員としての常識を再認識できた。」や

「当初プログラムを見て、前回と変わらないと思

っていたが、内容は充実していたのでよかった。」

等の意見があり、基本的な構成内容を見直すこと

は考えていないが、具体の内容については、県政

の課題の中から時宜を得た内容としていきたい。 

なお、業務に密着した専門的内容については、

必要に応じ、各部局において対応いただくものと

考えている。 

６．回答後の交渉状況 

職員団体 県 

給与の総合的見直しが来年度から実施される

が、国が恣意的に見直すものであり、県が従う必

要はない。３年後には間違いなく下がる。撤回を。 

通勤手当についても改悪となる部分については

認められない。 

現場の頑張りは認識しているが、国に準じてや

っていくことが妥当と考えている。毎年の勧告が

民間準拠でされている。 

地公法でも生計費が給与決定の原則として一番

に上がっている。安心して仕事をするためにも国

準拠ではなく、生計費準拠でお願いしたい。現業

職は賃金水準が低い。 

総合的見直しが実施されれば、職員の士気は下

がる。見直しにより退職金は下がることになり、

将来に展望が持てない。 

みなさんの思いは部長に伝えるが、税金で給与

が支払われていることや、人事委員会の役割など、

踏まえるものは踏まえないといけない。 

諸手当についてだが、週休日の振替については

基本的に振替との回答だったが、現場は非常に忙

しく、振替を行った先でも休めなかった場合、超

勤として処理するということでよいのか。 

基本的には振替だが、振替先で休めなかった場

合で、他にどこにも振替先がない場合は別の話で

ある。 

水防は事前振替できない。休養というのなら、

一週間以内に休むなら理屈に沿うが、６週間も先

基本的には振替で休んでいただく。健康保持や

公務能率向上のため。時間外の縮減は結果の話で
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では休養にはならないのではないか。 

時間外縮減通知の中で振替が書かれているか

ら、時間外を減らすために何が何でも振替をとれ

というふうにとる人も出てくる。 

ある。 

夏季ハウス手当について、現に支給している県

もある。現場では色々と改善は行っているものの、

大変厳しい業務であり、特殊勤務手当で対応をお

願いしたい。 

特殊勤務手当については、見直しの際には廃止

という流れがある中で、今新たな手当というのは

難しい。所管部の中でも議論してほしい。 

畜産技術振興センターでは、定数削減の影響を

一番被ったのは現業と考えている。効率化とは逆

の結果。正規の職員は平成 15 年の 20 名から平成

26 年は 10名と半減している。替わりに嘱託や日々

雇用で対応している。 

非正規化が進むことで、年中無休で対応する必

要がある現場では必要最低限の人数も確保できて

おらず、余裕のない労働環境の中公務災害も発生

している状況。この間採用はなく、職員の高齢化

は著しい。速やかに採用を。職員の育成も必要で

ある。 

また、施設の老朽化も著しい。一度現場に足を

運んで実態を見てもらいたい。 

365 日気が抜けない職場と認識している。全体で

定数を削減してきたが、将来的な見直しを含め、

所管部の考えを聞いていきたい。 

夏季休暇を取得すると、その分他の人が休めな

くなる。７月から９月までと条例で決まっている

というが、期間を１か月伸ばすことはできないか。

農業の現場は７月から９月が忙しく、誰かに代わ

ってもらわないと休めない。 

条例でこの期間と申し上げたが、国や他府県を

みても大部分が７月から９月までである。その中

で滋賀県だけ広げるのは難しい。 

 


