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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、滋賀県教職員組合、自治労滋賀県職員労働組合 

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（火）10:45～12:00 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．厳しい職場や生活の実態を踏まえ、月例給与

の水準を改善するとともに、生活を守るために

必要な一時金支給月数を改善すること。また、

一時金の級別加算について、青年層にも拡大す

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

こととした。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

ましたが、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

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
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にのぼる見込み。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。 

 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。 

２．県政を支える優れた人材を確保するため、初

任給基準を改善すること。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ついては、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

をもとに検討したい。 

 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号としているところ。 

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。 

３．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、全体として地方の職員の

生涯賃金の抑制につながるものであり、地方経

済や活性化に悪影響を及ぼすものであり、国追

随ではない県としての基本姿勢を明確にされた

い。 

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
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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。 

７ 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

具体的な超勤縮減策を積極的に進めること。 

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。 

一方、本県の財政状況は、一定の収支改善が図

られてきているが、国体開催準備をはじめとする

大規模事業や公共施設等の老朽化対策、社会保障

関係費などの増大する財政需要に的確に対応して

いく必要があることを考慮すると、決して楽観で

きるものではない。 

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

もに適切な定員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。 

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であり、引き続き、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超

勤縮減を図ってまいりたい。 

８ 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じる

こと。 

(1) 時間外勤務として命じる場合は県給特条例

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。まずは、各学校において、時間外勤

務の時間把握を行い、その結果に基づいた改

善への指導を行うことを徹底すること。 

教育委員会と話し合っていただきたい。 

11 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。 

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
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(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。 

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

取得を可能とするほか、取得要件を緩和し運

用や制度の改善を行い、より取得しやすいも

のにすること。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、

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。 

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。 

 また、介護に係る部分休業制度や短時間勤務制

度の導入についてだが、地方公務員法上、部分休

業の制度は、①修学部分休業と②高齢者部分休業

の２つであり、また、地方公務員育児休業法に基

づく部分休業の制度も法定されているが、介護に

関する制度は法定されておらず、独自の部分休業

制度を導入することは困難である。 

また、介護など家庭事情など配慮が必要な部分

については、所属の御意見も聞きながら、人事の

なかで工夫をしてきたところであり、今後もその

ようにしていきたい。 

(3) 育児休業については、男性の取得率が数値

目標の５％を超えるよう、育児休業がとりや

すい環境づくりに取り組むこと。また、制度

の説明や周知が進むよう管理職への指導に努

め、取得促進に向けた具体的な策を講じるこ

と。 

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、育児休業

を取得することを奨励しているところ。 

 また、昨年度から、男性も含め育児休業を取得

しやすくなるよう、事務職においても育児休業代

替任期付職員の配置を行っているところ。 

 育児休業を取得するためには、制度への理解が

重要であることから、子育てハンドブックや育児

休業体験談の配布により啓発を行っているとこ

ろ。さらに、知事から育児休業の取得を促すメー

ルを送る取り組みを行っており、引き続き、取得

促進に努めてまいる。 

(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。また、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運用改善を図ること。 

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。 

 次に育児のための短時間勤務制度の改善につい

てですが、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。 

12 母性保障の観点から、以下の労働条件の改善

を図ること。 

(3) 生理休暇が時間単位で取得できるなど、母

性保障の特別休暇が取得しやすい環境整備を

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。 
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行うこと。  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。 

13 男女共同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。 

(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）についても実効ある防止策を

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、

昨年度は知事部局では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。 

15 行政職場では長年の行政改革によって、どの

職場も人員不足が慢性化し、特に若年層の割合

が少なく、中高齢層からの知識や経験が継承し

にくい状態にある。今後の県政を担う人材を確

保・養成するためにも新規採用者を増員するこ

と。 

今年度の県職員採用上級試験は、行政職の場合、

採用予定 60 人程度（昨年度は 40 人程度）として

人事委員会で実施していただき、74 人の最終合格

となったところ。 

また、技術職種や専門職種については、従前か

ら、技術の継承や年齢構成も踏まえながら、その

年度末の退職者の見込みだけでなく、数年先の退

職動向も踏まえて、採用すべき人数を検討してい

るところ。 

なお、有為な人材を確保するためには、まずは

多くの受験者を確保する必要があることから、試

験実施機関である人事委員会事務局とともに大学

訪問などに力を入れていきたい。 

６．その他の職員団体の主張および県の回答 

職員団体 県 

超過勤務について、長年訴えてきた。ここ数年、

人事課でも方策を練っていただいているが、職員

のためではなく、予算削減のためではないか。や

るべき仕事をやって帰ると、ゆっくり眠られる。

帰れ、帰れと言われるから、帰らざるお得ない、

それがストレスになり、メンタルにもつながる。

仕事量にあった人員配置が必要。行政基本方針で

示していただきたい。 

これまでの行政の取り組みでは、一定の財源不

足に対応する必要があった。歳入の確保と、歳出

においては事業の見直しと人件費の抑制を行って

きた。これは 11年間にわたる給与カットと定数抑

制である。 

給与カットがなくなったから、財政状況がよく

なったというわけではない。公共施設、老朽化施

設、社会保障といった県として対応すべき課題も

多く、決して楽観視できるものではないと認識し

ている。県政の重要課題を対応するための人員配

置を考えるが、トータルで増やすことは難しい。 

超過勤務縮減の方策を打ち出している。定時退

庁日は計画的に仕事をしようとするきっかけづく

りと考える。どうしたら一番効率的なのか、常に

考えていただきたい。通知にもあるように、担当

者として考えがまとまれば、早めに上司と協議し、

結局、仕事が早く終わることにもなる。マニュア

ル等作成による定型業務の効率化を図っていただ

きたい。 

循環社会推進課では、新聞でも賑わしているよ

うに、事件が多い。事件が発生しやすい。事件が

多い中、通常業務をしなければならない。県民へ

のサービスが犠牲にならないか不安。自分たちへ

高島のチップ、ダイオキシン、その他にも新た

な問題が起きていることは承知している。皆さん

大変だと思う。なかなか余裕のある人員に増やす

ことは難しい。 
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の犠牲は限界にきている。事件が起きたときにも

対応できる人員体制が必要。40～50 代は頑張って

いるが、若手が少ない。技術継承が難しい。技術

継承できるよう若手の人数を増やしていただきた

い。 

部の方とも相談が必要。技術継承がスムーズに

いけるよう採用しているつもりだが、更に考えて

いきたい。 

三日月知事は育児、子育ては支持している。国

準拠、他府県とのバランスではなく、滋賀の元気

をアピールしていただきたい。 

子育て支援は、県として独自にやっている部分

もあるが、他府県とのバランスも大事。 

昔に比べれば、若い方は、男女に関わらず、育

児に関わろうとする意識が上がっている。男性の

育児休暇制度については、仲間どうしでの意識も

必要だが、県全体で取得しやすい環境、雰囲気、

条件を整えていただきたい。 

また、男女に関わらず、取得が当たり前といっ

た環境を整えていただきたい。 

男性の取得の増加を取り組んでいるところ。社

会情勢の変化や理解が高まり、徐々に進んでいる。

昨年から任期付職員を配置し、所属としても取り

やすい状況をつくっている。もっと取得できるよ

う、制度の周知を図る必要がある。 

セクハラについて、指針を出してもらったのが

15 年位前になる。情勢は変わっている。相談する

窓口の周知が必要。これを言ったらマズイ、二次

被害が怖い、言った者がバッシングを受けるとい

うケースがある。これを防ぐフロー図を作ってい

ただきたい。個人的なことを聞いてもらえるが、

解決には至らない。 

被害者は女性だけではない。男性にもあり、同

性間でも起こっている。学校だと校長からのセク

ハラもある。現実は厳しい。安心して働ける職場

にしていただきたい。他府県での取り組みを入手

し、現状に合う指針をつくっていただきたい。 

何をもって二次被害を防ぐのかは難しい。まず

は指針に沿って、被害者に窓口を伝えるのが大事。

言ってもらわなければ、我々にもわからない。セ

クハラする者にも、それはセクハラに該当すると

いう意識をもたせることが必要と考える。 

 


