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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 

自治労滋賀県職員労働組合、自治労滋賀県職員労働組合現業評議会 

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）13:15～14:30 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．賃金の改善について 

(1) 県関係職場に働く現業職員の賃金、諸手当

を改善するため、積極的な措置を講じること。

賃金確定に当たっては労働組合との十分な協

議を行い、合意の上に進めること。 

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。 

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) 県人事委員会が勧告した「給与制度の総合

的見直し」については、地域間・世代間の給

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
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与配分の見直しが目的とされている。とりわ

け高齢化が進んでいる現業職員については影

響が大きいことから、この見直しによる賃金

水準の引下げを行わないこと。 

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。 

 先の総務部長交渉でも部長が申し上げたが、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。 

(3) 技能労務職給料表の適用において職種で異

なる格付け運用を一本化して職種間格差を解

消するとともに、全ての職種に技師昇任を保

障すること。 

なお、昇格運用基準における経験年数は、

全ての職種を高卒免許職種基準とすること。 

現業職の皆さんの職種ごとの区分は、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。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。 

(4) 現業賃金水準を 50 歳で現行給料表の「行

（一）５級」に到達する運用に改善すること。 

賃金水準を国の行政職（一）表５級の水準に改

善せよとのことだが、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、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．退職手当について、国では「給与制度の総合

的見直し」による退職手当の削減を調整するた

め、調整額増額の措置が進められようとしてい

るが、現業職員については、調整額でのカバー

には限界がある。県として現行支給水準の維持

を図ること。 

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。 

 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、今回の調整額

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
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全体の中で検討している。 

４．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) 雇用形態は、フルタイム勤務、短時間勤務

の選択制とし、短時間勤務には複数の時間数

を設定すること。 

退職共済年金の支給開始年齢が平成25年度以降

段階的に 60 歳から 65 歳に引き上げられることに

伴う雇用と年金の接続に関しては、昨年度末に閣

議決定された「国家公務員の雇用と年金の接続に

ついて」を踏まえながら対応していくが、基本的

に現在運用している再任用制度で問題がないと考

えている。 

雇用形態については、現在、週３日勤務、週４

日勤務、フルタイム勤務の中から、再任用される

方の意向はできるだけ尊重した運用としている

が、配属先の業務の都合等で、例外的に希望と異

なる任用形態での勤務をお願いする場合もある。 

(2) 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。 

(3) 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、定年前の職を前提とし

ているので新たな職域を開発することは困難と考

える。 

加齢にともなう措置については、毎年度の再任

用募集の際に、フルタイム勤務、週４日勤務、週

３日勤務の中から希望する勤務形態を確認するこ

ととしており、対応が可能と考えている。 

(4) 職員定数については、定数カウントから除

外すること。 

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

外として扱うことは困難であると考える。 

(5) 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。 

再任用職員の給料表については、これまでから

一般職員の給料表と同じく、人事委員会勧告に基

づき措置されてきたもの。 

今年度の人事委員会勧告では、給与制度の総合

的見直しとして再任用職員の給料表についても引

き下げるように勧告されたところなので、勧告の

内容をもとに検討している。 

５．現業職員の人員確保と業務の見直しについて 

(1) この間、現業職員の新規採用がストップさ

れており、どの職場においても見通しが見え

ない状況となっている。今後の採用方針や職

のあり方を組合と協議すること。 

業務の体制は、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。 

現業職員の補充については、業務量を見ながら、

また所管部局の考えも聞き、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。 

(4) 福祉現場の調理師の現行配置数を今後とも 福祉施設の調理師は配置基準や入所者児の実情
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維持すること。退職等で欠員となる場合は速

やかに正規職員で補充すること。また、再任

用配置等で不足する場合はパート職員等で補

充するとともに、パート職員（日々雇用職員）

の時間単価等を大幅に改善すること。 

に合わせて配置しているところであるし、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

るところ。 

今後の業務の体制については、先程も申したと

おり、業務の将来的な見通し、必要性、代替性な

どを考えて、また、社会の動きや県民の理解等と

いったものも考慮しながら、効率的で適切な方法

となるよう、健康医療福祉部とも十分に協議し、

対応していきたい。 

また、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

金額としている。 

なお、学生アルバイトの単価については、今年

10 月の最低賃金（746 円／時間）を勘案し、単価

改定をしたいと考えている。 

(6) 特別支援学校の調理師について、増加し続

ける給食数に対応できる人員体制の確保のた

め、正規職員での増員を基本にし、パート職

員や嘱託職員の配置・増強を図ること。 

教育委員会にお話いただきたい。 

(7) 道路管理技術員は、１班３名体制の確保が

前提であるにも拘わらず、現行で充足されて

いない土木事務所が年々増加している。安全

面や仕事のやりがいの面から先の見通しが持

てない状況となっているが、今後の対応方針

を示されたい。 

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、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．現業職員の採用経過（現地採用）を引き続き

尊重するとともに、人事異動の必要が生じた場

合は事前に労働組合と協議をするとともに、本

人の希望を最大限尊重すること。 

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、原則として本

人の希望による異動は困難である。 

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。 

７．公用車問題について 

(2) 公用車の安全管理の立場からも、更新基準

を「７年または 10万ｋｍ」とすること。 

総務課のバスについては、利用目的や実態

に見合う対応ができるよう早期に更新を行う

こと。 

公用車の更新については、目安として 10 年 10

万ｋｍであり、基準の見直しは考えていない。 

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判断しており、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。 

総務課のバスの更新については、現在のバスを

平成 17 年３月に購入しており、現状から更新は難

しいと聞いている。 

８．労働安全衛生の充実および職場環境の改善に

ついて 

(5) 県庁ＩＴ化が進められ、旅費や給与の面か

らも端末機器による処理が増加していること

から、現業職全員への端末機器配備を行うこ

と。また、ＩＴ講習にも積極的に参加や職場

でのフォローを行うこと。 

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配備しており、

配備にあたっては、所属からの申請に基づいてい

るところであり、必要とされる場合はこの手続き

をお願いしていると聞いている。 

情報化研修については、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。  
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なお、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｡ 

６．その他の職員団体の主張および県の回答 

職員団体 県 

部長交渉でもお願いしたが、11 年間カットを受

け続けてきた。今年度のプラス勧告に加えて、上

積みの検討の余地はあるのか。 

11 年間カットを行ってきたことについては、申

し訳なく思っている。財源不足への対応など、そ

の時々の理由でやむなくカットを行ってきた。 

ただ、公務員給与を考えた時には、人事委員会

勧告制度が法律上でも定められているものであ

り、現業は直接適用されないが、他の職種とのバ

ランスを考慮すると勧告をベースに考えていく必

要があると考えている。 

実質生活の改善が必要である。消費者物価が

３％上昇し、国民全体が厳しい生活をしている。

家計支出が縮小しており、実質賃金を上げていか

ないといけない。 

いろいろな制約はあろうかと思うが、中途採用

者が多く一般職よりも水準が低い現業の生活を守

ってほしい。手法は限られているかもしれないが、

改善する方向で検討してもらいたい。 

今年度の勧告とセットで実施すると思うが、現

業は労使協議で決まるという点からすれば、納得

しなければ、セットでなくてもよいのではないか。

他府県では切り離しという向きもあると聞いてい

る。 

世代間の見直しも含めて、どういうスタンスで

臨むのか。 

今年度分の勧告だけの実施というよりは、国に

準じてセットで検討し、給料表の改定を実施した

い。 

今年の勧告で一度上げておいて、さしたる根拠

もなしに下から 12 県と全国の平均とを比較して

２％下げる。滋賀県には下げる要素はない。労使

協議で決まる現業にはなおさら根拠に欠ける。 

現業にとって、総合的に見たら不利益を受ける

ものであり、納得性に欠ける。どうしても必要だ、

民間も含めて厳しい、というような根拠がない。

ただ国が言っているだけのこと。国準拠路線とい

うだけでは理解につながらない。 

今回の減額は、人件費の削減のためではない。

オールジャパンで給料を引き下げて、地域手当で

調整をするというもの。今までの経過を考えると、

人事委員会勧告準拠、国準拠というのが、県民に

理解してもらえるのではないか。 

退職手当について、現業は中途採用が多く、影

響が大きい。実損もあるが、どのような影響があ

るのか。 

個々人でばらつきがあるのは認識している。 

再任用職員については引き続き同じようにやっ

ていくとのこと。全員の雇用保障を要求している

が、現業の職場は体を張っている。加齢の問題が

出てくる職員もいる。 

年金が出ない中で雇用を保証したうえで、働く

意欲のある職員を雇用することとしてほしい。週

３日でも４日でも希望者の意思を反映して意欲が

あれば雇用されるか。 

希望は尊重するが、業務の都合上どうしても調

整はあり得る。 
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新規採用が止まっていることの弊害についてず

っと要求を出しているが、採用はない。新しい行

革では、今までと違い新しい視点が入っていると

思うが、各職場のぎりぎりの状況を受けて、新し

い人を入れるという道もあるのではないか。調理

員、道路管理技術員、農業技術員の各職場も少人

数で回っているが、技術が引き継げなくなる。そ

ういう部分については、スタンスとしては、こう

いう状況を見て新しい視点、検討は持っているか。 

財政面で、施設の老朽化対策や社会保障費など

の増加が見込まれる中で、トータルとしての定数

を増やしていくのは難しい。そうした中で、技術

の継承については、各部と相談して、ケースバイ

ケースで考えていくことは必要かと思う。 

 


