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平成 26年度職員団体との交渉結果（最終） 

 

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、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 25日（火）10:00～11:50 北新館４－Ａ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．県の回答 

平成 26年度の給与改定について 

人事委員会からの勧告は尊重すべきものであり、勧告どおり実施したいと考えている。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は、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、年間支給月数を 0.15 月分引き上げることとし、平成 26 年度につ

いては 12月期の勤勉手当を 0.15月引上げ、平成 27年度以降については６月期、12月期それぞれ

現行より 0.075月引き上げること 

(4) 初任給調整手当については、医療職給料表(1)適用の医師、歯科医師の限度額を 1,300円引上げ

ること 

(5) 寒冷地手当については、国の見直しを受け廃止すること 

(6) 単身赴任手当については、再任用職員を支給対象とすること  

等である。 

 

給与制度の総合的見直しについて 

人事委員会からは「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。」と報

告されており、その具体的な内容は、 

(1) 国に準じて給料表を見直すこと、 

(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う

こと、 

(3) 単身赴任手当については、基礎額を 7,000円引上げ、加算額についても国に準じて引上げること、 

(4) 管理職員特別勤務手当については、災害への対応等の臨時・緊急の必要により平日深夜に勤務し

た場合に手当を支給すること 

というものであった。 

また、給料表の見直しに当たっては、３年間の経過措置が行われるとともに、行政職においては５

級、６級について８号給の増設が行われ、給与水準が低下する職員の生活への影響を一定考慮した内

容となっている。 

 給与制度の総合的見直しについては、皆さん方から強い意見をいただいた。これまでの話合いの中

でも申し上げたが、本県の給与制度は国に準拠することを基本としており、このことは先ほど述べた

人事委員会の報告でも指摘しているところ。今回の給与制度の総合的見直しの実施に当たっても基本

的な考えを変更することなく、人事委員会勧告の内容で実施することとする。 
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退職手当調整額について 

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、このことはこれ

までの話合いの中でも申し上げてきた。 

皆さん方からは、改正に伴う職員間の格差について指摘があったが、国家公務員の退職手当法の改

正が去る 11月 12日に可決成立しており、他の都道府県でも同様の改正を行う流れが進んでいる。全

国一律の制度という退職手当の性格から考えると、国に準じて改正を行わざるを得ないと考えてい

る。 

これまで申し上げた平成 26 年度の給与改定、給与制度の総合的見直し、退職手当の改正について

は、関係条例案を来る 11月県議会に提案したいと考えている。 

なお、平成 26年度の給与改定のうち、平成 26年４月に遡って改定される給与の差額については、

条例案可決後の給与支給日に併せて支給したいと考えている。 

 

特別休暇について 

リフレッシュ休暇については、今年度末で廃止することとするが、今後は年次有給休暇の取得促進

に向けて具体的な取組を進めていきたいと考えている。この点については、知事からも指示があった

ところ。 

次世代育成支援、特に男性職員の子育て参加促進の観点から、育児時間休暇については対象となる

子の年齢を、現行１歳半までから３歳までに拡大することを考えている。 

病気休暇については、上限 180日まで取得できる特例として、現行は精神疾患と妊娠に起因する疾

病を対象としているところ、ガンも新たに対象とすることにする。 

職員への安全配慮の観点から「職員が退勤途上で危険を回避するための休暇」を新設したいと考え

ている。これは、台風などの非常災害時に際して、交通遮断により職員が退庁することができなくな

る事態が予測される場合に、退勤途上における危険を回避するため、特別休暇により早退を認めるも

の。 

いずれも、来年４月１日からの適用を考えている。 

 

人事評価制度について 

地方公務員法の改正に適切に対応するため、すでに取り組まれている国や他の都道府県の例を参考

に制度設計を進めていく。 

制度の概要がまとまった段階で、話し合いをお願いしたいと考えている。 

 

非常勤嘱託員等の勤務条件について 

非常勤嘱託員の報酬改定については、別の話し合いの場があるので、引き続き話し合いをお願いし

たいと考えている。 

再度の任用の場合の空白期間の設定については、平成 27 年４月以降に産休代替臨時的任用職員を

引き続き育児休業任期付職員として任用する場合には、これまで１日の中断期間を設けていたが、こ

れを廃止することとする。 

日々雇用職員の年次有給休暇については、労働基準法上、年次有給休暇付与の要件に該当する方に

ついては、勤務日数等に応じて付与しなければならないものであるので、改めて各所属長に周知する

こととする。 

 

教職員の勤務条件について 

これまでの話合いの中で、学校現場での実情を直接聞いた。また、教育委員会を通じて、皆さん方

との話合いの経過、強い要求内容も聞いた。 

 皆さんの勤務条件の改善については、教育委員会からの回答とさせていただく。 

 

継続交渉について 

昇格運用の見直しについては、係制の全庁実施と併せて検討が必要と考えているので、改めて話し

合いをお願いする。 

現業職の給与の見直しにいては、この交渉でも申し上げたとおり、給料表の水準見直しの検討を始

める時期にあると認識している。 
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昇給運用の是正と併せて引き続き話し合いをお願いする。 

 

６．回答後の交渉状況 

職員団体 県 

今年の賃金改定についての回答については、人

事委員会の勧告どおりということ。地域手当も含

めて、勧告どおり。われわれの実賃金の改善、消

費者物価３％上昇と比べて開きがある。 

われわれとしては、回答と要求とに開きがある

と思っているが、カット解消と引上げの決断につ

いては、決して軽いとは思っていない。 

しかしながら、生活レベル、生活費、生計費と

いうことからすると、消費者物価に追いついてい

ない。われわれは引き続き来春闘に向けて更なる

賃上げを求めていく。民間春闘の押し上げも含め

て、われわれも精一杯の取り組みを継続していき

たい。 

その結果として、実質賃金を改善するための引

き上げに結び付くと思っている。その点からは、

当然財政負担も出てくると思うが、腹をくくって

いただき、対応していただきたい。社会全体の改

善が、地域経済を良くすると考えている。継続し

た要求を引き続きしていきたい。 

通勤手当については、勧告どおりとはいえ、10

ｋｍ未満の短距離部分の 500円の引下げについて、

納得できないという思いがある。 

短距離部分の区分が引き下げは、生活部分に目

を向けていないということで大いに不満である。

この部分については、問題意識を持っているので

引き続きの改善を継続して求めていく。 

給与制度の総合的見直しについては、見直し反

対の立場でやり取りをしてきた。これはある種の

地方いじめであり、格差をいたずらに広げるもの

だと言ってきた。この見直しについて、国準拠の

姿勢を変えていないことは不満だ。 

人事委員会の勧告や報告でも触れられているよ

うに、給料表２％引き下げのための水準の維持の

ために地域手当は少なくとも 7.5％に引き上げる

といったところと、それでもまだ民間との開きが

あったときは、給料表の水準調整という形の検討

をしていくというようなことについて示してもら

い、水準維持ができるか確認しておきたい。最後

になってそんなことは保障しませんという話とな

って、結果的に水準が下がることがあってはなら

ないと考えている。地域手当 7.5％で制度完成して

も、なおかつ民間と開きがある場合はどうするの

か。 

水準調整については、人事委員会から勧告があ

れば、尊重するということを基本に対応していき

たいと考えている。 

世代間の見直しについて、高齢層の部分の抑制

が甚だしいと訴えてきた。給料表平均２％引下げ

のところが、とりわけ 55 歳以上のところを３～

高齢層の職員の士気高揚を総合的見直しの中で

どう実現するかを中で協議してきた。皆さんの思

いを全部受け止められていないかもしれないが、
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４％の引き下げということになっている。 

高齢層の見直しについては、この見直しだけで

なく、この間 55歳昇給停止など、ここ数年、高齢

層の抑制が続いてきた。われわれとしては、公務

と民間での仕事の中身の違いを、行政の現場も教

育の現場も、むしろ責任が増すばかりのこの世代

のところに抑制を続けていくということは、ベテ

ラン職員になったところでの職員の士気をすこぶ

る低下させると訴えてきた。 

われわれとしては、高齢層全体の水準の引き上

げを訴えている。部分的な引き上げということに

とどまらず、大きな賃金改善が必要だと強く求め

ておく。引き続き改善の努力をお願いする。 

現行昇給制度の範囲内で一定の措置を考えたい。 

 退職手当の支給水準の維持については、総合的

見直しで退職手当の水準が下がるものに対応した

ものとは思っている。そういうところでは一定の

対応はされていると思っている。 

勤続 24年以下の場合に退職手当の調整が出ない

という部分について、今回の見直しによって、行

政職３級に水準がある場合には調整額が支給され

るようになったことについては、大きな改善であ

ると思っている。 

ただ、職務給的な、職階の度合いが高まってき

ていると思われる。最後の５年間の職階によって

大きく退職手当の額が左右されることになる。わ

れわれは、給料の中で一定差がついているのだか

ら、この格差をできるだけ縮小させて、最後の退

職手当については、均等に支払うべきという立場

から、問題意識を持って訴えていく。 

リフレッシュ休暇の廃止については、皆さんか

ら廃止反対の強い要望があった。かなり悩んで出

した結論である。10年目、20年目、30年目の節目

に職場全体で労うという趣旨については、そのと

おりだと思う。 

リフレッシュ休暇を廃止するが、本人それから

所属に対して年度の初めに「当該職員は 10年目だ

よ、20年目だよ、30年目だよ」と知らせ、所属に

おける年度当初の面談で所属長から率先して休み

を取ってくれと言うようにしたいと思っている。 

休暇については、リフレッシュ休暇の維持を求

めていた。県独自の判断として継続してもいいの

ではないかという強い思いを訴えてきた。そうい

う訴えにもかかわらず、廃止の判断をされたこと

については、大きな不満だ。 

知事の方から具体の指示があったと言っていた

が、年休取得の促進策と合わせて具体化を図りた

いということだが、われわれとしては、なかなか

年休の取得率が上がらないと思っている。少なく

とも、年休であろうと職場において取得してもら

うようにしなければならない。少なくとも経済的

な支援としての旅行券は継続して引き続くという

点と、職場に対して該当者をしっかりと特定して

年休の集中的な取得を要請するということをして

もらいたい。 

リフレッシュ休暇を廃止するにあたって、10年、

20年、30年に限らず、きちんと休んでほしいと思

っている。たまたま 10 年目、20 年目、30 年目に

非常に忙しい職場で取りきれなかった、取れなか

ったというようなことではなく、やはり必要な時

に必要なリフレッシュをしてほしいとの趣旨であ

り、今、年休取得促進期間などを設けているが、

更なる促進策について具体的に年度内に検討した

いと思っている。 

子育て支援策に関して、育児時間の１歳半まで

から３歳までの拡大について決断してもらったこ

とは、われわれの長らくの要求であった。ここの

効果は大きいと訴えていた。 

次世代育成、男女が共に担う職場づくりという

ようなところでいえば、非常にここの効果が大き

い。男性の取得促進という点での第一段階になる。

病気休暇の期間の通算についてだが、厳格な運

用が必要だと考えている。病気休暇の趣旨から考

えると休暇に係る病気が完治するまで期間を通算

するのが妥当だと考えている。 
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３歳まで男性が参画できるという道を開いてもら

ったことは、極めて大きい前進だと思っている。

大いに評価する。 

私傷病特別休暇の期間について、90 日の例外と

して 180日とする取扱い、精神疾患と合わせて「が

ん」についても広げるというのは大きな前進と受

け止めている。リセット期間を短縮するとか、分

かりやすくするというところでの改善を強く求め

ていく。これからの重点課題として訴えていきた

い。 

県の行政においても、嘱託の皆さんに限らず、

パートや日々雇用職員などのウェイトが大きくな

り、不可欠な存在となっている。どんどん改善を

進めていってもらいたい。 

雇止めというのが非常にネックになっているの

で、必要に応じた現実の対応、杓子定規になりす

ぎない対応が必要だ。 

５年の更新制限の件については、制度論からす

ると非常勤職員が再度任用されるという場合であ

っても職の必要性が認められて新たに設置された

職に改めて任用されたというように整理されるも

のである。 

同じ人があまりにも長期に渡って同じ職に繰り

返し任用されるということについては、長期的、

計画的な人材育成、人材配置への影響や非常勤職

員にとっての身分や処遇が固定されてしまうとい

う問題が生じる。 

再度試験を受けることができるようにしたわけ

だが、当面はそういった取扱いをしていきたいと

思っている。 

人事評価制度については、平成 28年度の実施に

向けて制度設計を進めていきたいということだ

が、行政でいえば、今年度から自律型人材育成制

度という枠組みが一般に広がったばかりで、そこ

の部分の評価なり、総括もこの半年で見えていな

い中で、評価制度そのものについて制度設計をし

ていくということについては、私は粗っぽ過ぎる

と思っている。 

節目で交渉・協議を求める。予算交渉や人事の

交渉もあるので、そういった場面で、かみ合う議

論をしていきたい。 

人事評価制度については、上司がきちんと見て

いることが、職員の士気高揚につながると感じて

いる。 

不安を解消し、組織が活性化するような、いい

評価制度になるように制度設計を進めていきた

い。 

昇給、昇格の運用のところの是正の継続協議に

ついては、そこの部分の見直しを改めて来年度す

るという話だが、そのような見直しについては、

給与制度の総合的見直しで煽りをくっている。 

そこの年齢層のところにさらに見直しをするこ

とは何重もの打撃を与え、意識を低下させ、実態

と合わない状況を作り出していくというのは、認

められない。 

係制の導入に際して様々な検討が必要と考えて

いる。 

子育て支援ということでわれわれが求めていた

育児時間休暇の１歳半までから３歳までへの拡大

は非常にありがたい。しかしながら、時間延長に

ついても引き続き検討をお願いしたい。 

また、女性が働きやすい職場ということで、生

理休暇の時間単位で取得できるように要求した

が、これについても回答がなかったので、引き続

き検討をお願いしたい。 

 

 


