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平成 26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、滋賀県職員組合、滋賀県公立高等学校教職員組合、 

全教滋賀教職員組合 

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 18日（金）13:15～14:30 本館３－Ｂ会議室 

４．内 容 

仕事と家庭生活の両立支援、母性保護、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（女性） 

職員団体 県 

１ 仕事と家庭生活の両立支援のためにも労働時

間を短縮するとともに、時間外労働をなくすこ

と。これ以上の人員削減を押し付けず定数を拡

大し必要な人員を確保すること。また、人事異

動には十分な配慮を行うこと。 

 勤務時間は、平成 21年４月から１日８時間を７

時間 45分に短縮したところであり、国や他の都道

府県との均衡の観点からも、さらなる短縮は困難

である。また、時間外勤務の縮減に向けては、こ

れまでから全庁で取り組んでいるところだが、現

行制度においても、３歳未満の子のある職員から

請求があった場合には、時間外勤務を免除する規

定を設けている。                                                  

定数の拡大については、職員の皆さんには、非

常にスリムで効率的な体制で行政運営を担ってい

ただいているものと考えている。 

 二巡目国体の開催準備など、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、必要な体制を整えていきたいと考えている。 

 また、人事異動については、公平・公正を基本

として、本人の希望を尊重しつつ、県民の負託に

応えた事業執行が適切に行えるものでなければな

らないと考えており、また、職員それぞれの個性

や能力を活かし、成長を促すような、人を育てる

人事に努めなければならないと考えている。 

職員の皆さんからは自己申告書を提出してもら

い、また、所属長からのヒアリングも実施してお

り、これらを踏まえながら、翌年度の業務運営を

考慮し、職員の持つ専門性、さらには健康状況や

家庭事情なども加味して総合的に考えている。 

ただ、異動には相手所属もあり、また人材育成

上の観点からも、必ずしも本人の希望どおりにい

くというものではないということはご理解願う。 

２ 育児休業等の取得等の有無にかかわらず、女

性の昇任の遅れがないように改善すること。 

これまでから県庁の中で女性職員の職域拡大や

女性職員の登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
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人事配置や、課長、参事などの職への任用にも努

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。 

 昇任については、本人の適性、知識や能力、人

物を考慮しながら行っており、在職や経験の年数

だけで昇任するということにはならないと考えて

いる。 

３ 嘱託職員、臨時的任用職員、日々雇用職員の

賃金単価を引き上げること。 

臨時的任用職員、非常勤嘱託員、日々雇用職員

の皆さん方には、それぞれの職場で欠かすことの

できない重要な役割を担ってもらっていることに

感謝申し上げる。 

 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

日額の金額としている。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、ご理解願う。 

 なお、学生アルバイトの単価については、今年

10 月の最低賃金を考慮して単価改定をしたいと考

えている。 

４ 継続雇用の実態のある日々雇用職員に年次有

給休暇を与えること。 

日々雇用職員は、職務の性質上同一人を継続し

て雇用する必要がなく、日々交替があっても職務

の遂行に支障がないと認められる業務に従事する

もので、所属長限りで雇用しているものである。 

改めて適正な取扱いについて、各所属長に周知

徹底したいと考えている。 

５ 病気の特別休暇を 180日に戻すこと。 病気休暇は、国や他府県との均衡を考慮し、平

成 20 年４月から 90 日とし、精神疾患および妊娠

に起因する疾病については特例として 180 日とし

たものであり、180日に戻すことは困難である。 

６  産休・育休には必ず代替職員を配置し、育休

の場合は正規職員を配置すること。少人数職場

では育児休業者が重ならない人事配置をするこ

と。 

代替職員との引き継ぎ日を２日に延長するこ

と。 

育児休業に伴う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、勤務の特殊

性や職場の実態等を考慮し、関係部局の考えを聞

きながら、できる限り正規職員の配置に努めてき

たところ。 

なお、技術職については、特に保健師、児童指

導員等の資格免許職種については、育児休業代替

の任期付職員でも対応してきた。 

また、平成 24年度からは事務職の代替について

も、任期付職員で対応をしてきているところ。 

職場の実情に応じて、何らかの代替職員の配置

を行っているところであり、少人数職場ではでき

る限り育児休業者が重ならないよう、人事配置に

配慮をしている。 

代替職員との引き継ぎ日の延長については、現

行の取扱いで適当と考えている。 

７  育休代替の任期付き職員について、産休中か

ら継続して一般職員として採用できるように改

育休代替任期付き職員は、地方公務員の育児休

業等に関する法律第６条により、育休の請求に係
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善することや採用時の研修の充実など処遇を改

善すること。 

る期間を任用の期間の限度として任期を定めたも

のであり、産休中から採用することは困難である。 

 また、採用時の研修については、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。 

８ 育児時間を１日２時間とし、当面３歳まで期

間の延長をはかること。育児時間・部分休業取

得者が取得しやすい条件整備をはかること。 

これまで、取得できる時間を１日当たり「90分」

に延長し、また取得できる期間を生後「１年６月」

まで拡大してきたところ。国や他の都道府県との

均衡という点からして、さらなる時間の延長や取

得期間の拡大については困難である。 

 また、育児休業や子育て支援制度について、各

種制度や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。 

９ 介護休暇の「連続する６月の期間」を見直し

て、一定期間内なら分割して通算６月以上とれ

るようにするなど、利用しやすい制度に改善す

ること。 

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、通算して６ヶ月と数えるような制度

拡充は困難である。 

10 学校等行事休暇の対象や日数を拡大するこ

と。保育園・幼稚園の進級式、登下校時の立ち

当番等も対象とし、１学期に１日以上とするこ

と。 

今年度から取得日数を拡大したところであり、

これ以上の対象や日数の拡大は困難である。 

11 看護休暇について、子の対象を中学生まで拡

大し、家族について日数を拡大すること。 

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。国や他府県との

均衡という点から、さらなる拡大は困難である。 

12 病院・福祉施設に勤務する妊婦の勤務軽減措

置を行うこと。夜勤については本人の申請がな

くとも妊娠とわかった時点から免除すること。

50才以上の職員の夜勤も免除すること。 

福祉施設に勤務する妊娠中の職員に対しては、

担当業務について過度の負担がかからないよう、

それぞれの所属において配慮がされているものと

認識している。なお、50 歳以上の職員の夜勤免除

については、困難であると思っている。 

また、病院のことについては、病院事業庁とお

話しいただきたい。 

13 病院等の交替勤務職場において、夜勤免除が

とりやすい条件を整備すること。 

病院事業庁とお話しいただきたい。 

14 水防等夜間の待機等へ入ることについては、

育児や介護を行う職員の条件や意志を尊重し一

律的な取り扱いはしないなど十分に配慮するこ

と。 

土木事務所長会議において、「職員と十分な話し

合いを行った上で、職員の了解を得て配備体制に

組み入れること」、また妊娠中の職員、育児や介護

に携わる職員については、「職員の意志をできる限

り尊重する形で配備体制を定めること」を申し合

わせていると聞いており、それぞれの所属で他の

職員の協力も得ながら工夫して実施されているも

のと理解している。 

15 教育現場では、妊娠判明時から全期間に指導

軽減措置を拡充すること。養護学校の妊娠軽減

時間を週 10 時間から週 18 時間に増やすこと、

複数配置の学校にも軽減措置をすること。また、

学期を限定しないこと。 

教育委員会とお話しいただきたい。 

16 育児休業取得者に対する昇給延伸を完全復 昇給昇格における育児休業期間等の取り扱いに
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元、退職手当の除算期間の撤廃など不利益を一

切なくすこと。育児休業手当金は１歳半までは

無条件に支給すること。 

ついては、平成 19年の 8月以降の育児休業の期間

については、全期間勤務したものと同等に換算し

て、復職時に号給を調整している。 

退職手当については、従来は育児休業を取得し

た期間については、２分の１を除算することとし

ておりましたが、平成 18年度の制度改正において、

育児休業を取得した期間のうち１歳までの期間に

ついては、３分の１の除算とするようにしたとこ

ろ。 

退職手当は、都道府県や国との間で勤続期間の

相互通算規定を設けており、勤続年数や算定基礎

額の計算方法、調整額の基準など退職手当の計算

を行ううえでの基本的な部分については、全国一

律のものとなっており、本県だけが異なる扱いを

行うことは困難と考えている。 

次に、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

ところであり、法に基づく地方公務員共通の制度

であるので、本県のみ異なる扱いとすることは困

難である。 

17 生理休暇について、臨時教職員についても有

給でとれるようにすること。 

教育委員会とお話しいただきたい。 

18 パワーハラスメントで泣き寝入りする職員を

生まないために、パワハラ指針に実効性を持た

せること。 

パワーハラスメントについては、防止指針を策

定し相談窓口も設置しており、全職員向けに周知

を図っているところ。 

また、コンプライアンス指針に基づき、全職員

が四半期ごとにチェックシートによるセルフチェ

ックを行うことにより、パワーハラスメントの防

止も含めたコンプライアンス意識の向上を図って

いる。 

今後も引き続き指針や相談窓口の周知に努め、

働きやすい良好な職場環境づくりに努めて参りた

い。 

19 人事評価制度は、個人競争の激化による協働

意識の低下、長時間労働・精神疾患の激増、組

織力の低下等を招き、育児や介護に支障を来し

かねないことから、職場へ導入・拡大しないこ

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。 
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６．職員団体の要求および県の回答（青年） 

職員団体 県 

賃金・諸手当について 

１．「給与制度の総合的見直し」は、青年層の生涯

賃金を 250 万円以上も引き下げる重大な不利益

変更であり、将来設計を大きく狂わせることに

なるので行わないこと。 

「給与制度の総合的見直し」についてだが、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

こととしていた。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、先の総務部長交渉でも部長が申し上げ

たが、現在、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が、来年度以

降についても一定の財源不足が見込まれ、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
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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。

人事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．地域手当については、条例本則に定められた

とおり７％を支給すること。 

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。 

この実施については、先の総務部長交渉でも部

長が申し上げたが、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。 

３．青年層の賃金レベルは低く押さえられている

中で、生活費の一部である一時金の支給額を引

き上げる県独自措置を行うこと。また、「職務段

階」による差別支給を廃止し、すべての青年層

に最低 10％の加算を保障することを基本とし

て、当面は５％支給開始年齢を引き下げること。 

今年度の人事委員会勧告は、勤勉手当の支給月

数を 0.15月引き上げる内容であり、人事委員会勧

告の内容で実施できるよう検討している。 

 また、職務段階別加算いわゆる「役職加算」に

つきましては、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である。 

 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。 

４．民間経験を持った新規採用職員の初任給を改

善し、採用後一定期間内に標準入職者の賃金水

準に到達できる措置を講じること。 

国では経験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１年６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、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し、職員の職務に直接役

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年を４号として初任給の算定を

行うこととしており、これ以上の改善は困難と考

えている。 

５．住居手当について、家賃や住宅ローンの負担

が青年層に重くのしかかっている実情をふま

え、住宅ローン・固定資産税など住宅関連費の

支出に見合う手当の支給等の改善を行うこと。 

平成 25年４月から自宅に係る住居手当を廃止し

たが、これは平成 24年度の人事委員会勧告を踏ま

えて廃止したものであるので、ご理解願う。 

６．独身住宅使用料、職員住宅使用料を改悪前の

金額に戻すこと。 

使用料の引き上げについては、皆さん方の意見

を踏まえ、段階的な引き上げとさせていただいた

ところなので、ご理解願う。 

７．通勤手当については、改悪すること無く、全

額実費支給を基本に駐車場料金も含め改善を行

うこと。交通用具を使用する場合、費用負担と

支給負担をより実態に近づけるため、距離区分

２km 毎の区分とすること。また、通勤距離が２

km 未満であっても、自転車通勤を認め支給対象

とすること。 

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。 

 人事委員会勧告の内容を基本に、全体の検討の

中で考えている。 
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８．時間外勤務が恒常的となっている職場が依然

として多く存在し、有給休暇さえ満足に取得で

きない状況がある。「時間外勤務縮減通知」が出

される中で、時間外手当の申請が憚られる雰囲

気もあり、不払い残業も深刻化している。また、

36 協定の時間外勤務の上限時間が過労死ライン

である月 80時間を超える職場もあることから、

定数増を行うこと。 

時間外勤務を命じて勤務をさせたにも関わらず

手当を支払わない「賃金不払い残業」については

あってはならないもの。職員の健康管理、ワーク・

ライフ・バランスという面からも、事前命令・事

後確認を徹底し、勤務時間の適正な管理を図って

まいりたい。 

 また、人員については、業務の量的、質的な側

面を十分に勘案した上で、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。特に、時間外

勤務の多い所属については、事務処理方法の改善

等の措置もお願いしながら、人事配置に努めてい

るところ。 

９．水防待機用務の「振替」は、労基法上の代休

であることから本人申請によるものとし、本人

申請なき場合は時間外勤務手当を支払うこと。

また「振替」申請の強要は行わないこと。 

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する取扱

いをしているところ。 

10．サービス残業は、あってはならない労働基準

法違反である。厚生労働省の通達「労働時間の

適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関

する基準」および「サービス残業解消対策指針」

に基づき、広がりつつあるサービス残業の実態

に目を向け、直ちに改善措置を講じること。 

時間外勤務を命じて勤務をさせたにも関わらず

手当を支払わない「賃金不払残業」についてはあ

ってはならないもの。職員の健康管理、ワーク・

ライフ・バランスという面からも、事前命令・事

後確認を徹底し、勤務時間の適正な管理を図って

まいりたい。 

11．臨時教職員について一般職員との均等待遇を

実現すること。 

教育委員会とお話いただきたい。 

12．教育現場では業務量の増大と教員不足により

長時間過密労働化が進行している。青年教職員

は部活指導や初任者・経験者研修などによって

さらに業務が増大している実態がある。昨年度

から行っている教職員の勤務時間調査の結果を

公表し、長時間労働の実態把握と要因分析を行

い、解消に向けた実効ある措置を行うこと。ま

た、勤務時間内で教材研究などの時間を確保で

きるようにするために、学校長への指導をする

とともに、県教委としてその具体的な策を講じ

ること。 

教育委員会とお話いただきたい。 

13．健康で文化的な生活を保障するために勤務時

間の短縮を行い「拘束８時間、実働７時間」、「週

35 時間労働」の実現を目指して９時出勤、５時

退庁を実施すること。 

国や他の都道府県との均衡という点から短縮は

困難である。 

14．勤務地の変更に伴う寮間の移動について、弾

力的に運用すること。 

また、教職員住宅についても独身住宅を増

築するとともに、新築・改築をすすめること。

併せて使用料の引き上げは中止すること。 

勤務地の変更に伴う寮間の移動の弾力的な運用

については、これまでと同様、空き室等の状況も

踏まえて対応したいと考えている。 

 教職員住宅については、教育委員会とお話いた

だきたい。 

 なお、使用料の引き上げについては、皆さん方

の意見を踏まえ、段階的な引き上げとさせていた

だいたところなので、ご理解願う。 

15．休暇制度について、次の項目を改善すること。 平成 24年度に、取得日数について運用改正を行
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① 結婚休暇を 10日とすること。 ったばかりであり、国や他府県との均衡からもこ

れ以上の改善は困難であると考えている。 

② 夏期休暇の取得時期である９月は、第２四

半期のまとめを行う時期であることにより業

務量が多いうえ、祝日が二日あることにより

出勤すべき日数がもともと少ないため、夏期

休暇を取得しにくい実態がある。夏期休暇を

取得できる期間を６月から 10 月までに拡大

し、取得しやすくすること。 

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。 

16．福利厚生制度については次のとおり充実を図

ること。 

① 互助会は地方公務員法による県の福利厚生

制度の一環を担っている。条例に基づく県負

担金を復活し、必要な事業を実施すること。 

滋賀県職員互助会の一般財団法人化に伴い、移

行後の事業内容について検討を行ってきたところ

だが、限られた財源となるため、事業の廃止・縮

小は避けられないところ。 

② 助成対象となる施設を増やすこと 職員互助会の福利厚生代行事業は、えらべる倶

楽部に委託して実施しているところ。利用できる

施設については、地域ごとのバランスを考え、可

能な限り対象施設が拡大できるよう取り組んでま

いりたい。 

 なお、職員互助会と施設との間で直接契約を結

び割引利用できる施設についても拡大に努めてい

るところ。 

17．能力成果主義賃金について 

公平性、透明性、納得性の問題があり、導入

しないこと。また、競争意識をあおらず、青年

が働きやすい環境で仕事にやりがいを感じるこ

とが出来るように努めること。 

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

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。 

18．メンタルヘルス対策について 

  人員削減の影響から、グループリーダーも固

有の業務を持ち多忙である。青年がグループリ

ーダーなどと相談しながらゆとりを持って業務

が行えるよう、人員体制を整備すること。 

また、青年が職場で孤立し、メンタル不全

に陥っている例が多く見られる。管理職などを

対象にメンタル不全を早期に発見し、対処でき

るよう研修を行うとともに、青年に過度な量の

仕事を与えないこと。 

まず、人員体制については、県行政が取り組む

べき課題については、しっかりと県が役割を果た

すことが必要であり、現場の実態も十分に踏まえ、

事務について量的、質的側面からの検討を行い、

限られた人員を効果的に配置していきたい。 

次に、メンタルヘルス対策についてだが、職場

の管理監督者への研修が大変重要であると考えて

おり、 

①人材育成指導員を対象としたメンタルヘルスセ

ミナーの実施 

②「こころのシグナルチェック事業」としてポイ

ント年令でのストレスチェックの実施 

③管理監督者を対象としたメンタルヘルス学習教

材による研修の実施に取り組んできているとこ
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ろ。 

19．セクシュアルハラスメント、パワーハラスメ

ント防止の措置を講ずるとともに、相談体制を

充実強化し、働きやすい職場環境の確立にむけ

改善をはかること。 

パワーハラスメントやセクシャルハラスメント

については、それぞれ指針を策定し相談窓口も設

置しており、全職員向けに周知を図っているとこ

ろ。 

また、コンプライアンス指針に基づき、全職員

が四半期ごとにチェックシートによるセルフチェ

ックを行うことにより、ハラスメントの防止も含

めたコンプライアンス意識の向上を図っている。 

今後も引き続き指針や相談窓口の周知に努め、

働きやすい良好な職場環境づくりに努めて参りた

い。 

20．病院看護師の労働条件改善について 

① 夜勤回数月８回以内を厳守すること。 

② 欠員状況を早急に解消できるように対応す

ること。 

③ 子育て支援の観点からも、妊婦の夜勤免除、

育児時間を完全取得出来るようにすること。

また、この意志を申し出やすい職場環境をつ

くること。（②の内容が必須） 

④ 夜勤業務に入る際には ILO 条約に準じ、勤

務間の時間を 12時間はあけること。 

病院事業庁とお話いただきたい。 

７．回答後の交渉状況 

職員団体 県 

独身住宅使用料、職員住宅使用料についてだが、

段階的引上げについて、福利厚生の一つとして使

用料の引上げはずっと反対してきた。引上げを行

った結果、退去者が相次ぎ、共益費がどんどん上

がっていき、青年の生活費を圧迫している状況で

ある。共益部分の掃除や草刈りなどの労力負担も

大きくなっている。 

福利厚生機能の点で言えば、経済的負担だけで

はなく、労力的負担も大きくなっており、引上げ

たこと自体が間違っている。ただちにやめるべき

であるというのが我々の強い思いである。共益費

については家主責任ではないか。民間なら入居者

が減るようなことは絶対にしないし、それによっ

て共益費が上がることはありえない。設置者とし

ての責任として県が負担すべきであると要求して

いるが、どう考えているか。 

現在、入居率は低い状況である。改善のために

入居要件の改正を検討しており、多くの方に入っ

てもらえるよう取り組みを進めたい。入居者の募

集については、期間を定めず、申し出があればそ

の都度対応できるようにして、できるだけ多くの

方に利用していただけるように取り組んでいる。 

なぜ学生アルバイトの賃金単価は上がるのに、

日々雇用職員は上がらないのか。 

学生アルバイトの賃金は、最低賃金が９月に改

正されたことで単価改正を行う。 

国の場合は、通常勤務を 20日間すれば疾病が治

ったとすると決まっており、クーリング期間が明

確である。滋賀県の基準は不明確であるし条件が

厳しい。 

国は特定の疾病を延長していないなど、色々な

違いはある。そこだけを国と比べられても。全体

の中で判断すべきと考える。 

「滋賀県がん対策の推進に関する条例」が昨年

12月に施行され、「治療をしながら働けるように」

という条文もあるので、滋賀県がそのような条例

を出しているなかで当の職員についても配慮して

180 日特休を取得している人はほとんどない状

況である。その中で 180 日にするのはなかなか難

しい状況である。話があったことは部長に伝える。 
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ほしい。 

学校行事休暇について、保育園、幼稚園の進級

式にもぜひ拡大してほしい。保育園や幼稚園にと

っては入学式と同様に大事なイベントである。 

学校行事休暇には色々なものがあり、現状でど

こまでやるかという話だと思うが、制度がないと

ころが多い中、更なる拡大は厳しい。 

 


