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平成 27年度職員団体との交渉結果（第 1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 

総務部長、総務部次長、人事課長、人事課主席参事、他人事課員 

３．交渉日および場所 

平成 27年 11月９日（月）13:00～15:00 北新館５－Ｂ会議室 

４．内 容 

賃金改善、人事評価制度の導入など 

５．職員団体の要求および県の回答 

職員団体の要求 県の回答 

１．厳しい職場環境や生活実態のなか、県民ニー

ズや教育への要請に応えて奮闘している職員の

実質生活を改善するため、物価上昇分を超える

基本給および諸手当の月例給与水準の引上げを

行うこと。 

さる 10 月 14 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 27年

度の職員の給与について勧告が行われたところ。 

一方で、「滋賀県行政経営方針」にもあるように、

「滋賀県基本構想」に基づく施策の展開や国体開

催に向けた施設整備をはじめとする大規模事業、

公共施設等の長寿命化対策、年々増加する社会保

障関係費など増大する行政需要や、今後も見込ま

れる財源不足へ対応するためには、引き続き、財

政健全化に向けた取り組みを進めていく必要があ

る。 

今年度の勧告の内容は、昨年度に引き続き月例

給・ボーナスともに２年連続の引上げであり、そ

の所要額は昨年度並みになる見込みであり、来年

度以降の予算にも影響を与えることから、今後の

財源的な対応について慎重な検討が必要。 

また、国では年内の臨時国会の召集が見送られ

る可能性があり、国家公務員の給与改定に係る法

案について年内成立が不透明な状況にある。地方

公務員の給与については、国家公務員の給与との

均衡を考慮する必要があることから、法案の見通

しを慎重に見極める必要がある。 

これまでどおり、人事委員会勧告を尊重する立

場に変わりはないが、今申し上げた状況等を考え

合わすと、人事委員会勧告の実施についてはもう

少し検討の時間をいただきたい。 

２．職員の実質生活を改善するため、一時金支給

月数を引上げること。期末手当・勤勉手当の級

別加算に伴う行政職と教職員や現業職員との格

差を解消すること。 

また、勤勉手当の成績率の一方的な導入およ

び成績率の拡大・強化を行わないこと。 

今年度の人事委員会勧告は、期末・勤勉手当の

年間支給月数を 0.1 月引き上げる内容だが、勧告

の実施についてはもう少し検討の時間をいただき

たい。 

また、職務段階別加算いわゆる「級別加算」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であり、 
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５％、10％の加算開始時期について、行政職では

他の都道府県と比較しても遜色ない状況であり、

他の給料表は行政職との均衡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。 

３．今年度から実施されている「給与制度の総合

的見直し」について、この制度による給与水準

の低下をきたさないため、給料の水準調整も含

めた必要な措置を講じること。また、不利益変

更を生じさせないため、現給保障に終期を設け

ないこと。 

昨年度の人事委員会勧告において、地域間・世

代間の給与配分の見直し等を内容とする給与制度

の総合的見直しが勧告され、今年度から実施して

いるところ。実施に当たっては、平成 29年度末ま

で３年間の経過措置が講じられている。 

また、県内の地域手当を平成 30 年度に 7.5％と

する内容の勧告が併せて行われ、平成 30年度まで

に段階的に実施する措置を講ずることとなってい

る。 

今年度の人事委員会勧告においては、給与制度

の総合的見直しに係る給与改定として、地域手当

の県内の支給割合を平成 28年４月から 0.5ポイン

ト引上げるよう言及されており、平成 27年度の公

民較差に伴う引上げと合わせて 7.15％とするも

の。 

人事委員会勧告の実施についてはもう少し検討

の時間をいただきたい。 

「現給保障に終期を設けないこと」との要求は、

人事委員会からの勧告がないので、実施は困難。 

４．中高齢層の賃金については抑制措置が続いて

いるが、この時期に職責が増していく公務の実

態を無視するものであり、職員の士気に大きく

影響することから、現行賃金を維持し職務に見

合った改善を図ること。 

近年の給与改定は、若手職員に配慮した対応が

とられているが、これは民間給与の状況や国の給

与改定の内容を踏まえた人事委員会勧告に基づく

もの。 

今年度の人事委員会勧告についても、これらの

考え方を踏まえたもの。 

今年度の勧告の実施については、もう少し検討

の時間をいただきたい。 

５．県政を支える優れた人材を確保するため、初

任給や青年層賃金について改善すること。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。 

本県の初任給については、民間における初任給

の状況を踏まえ、均衡を図っているところ。 

また、昨年度の人事委員会勧告においては、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、勧告どお

り改定した。 

若手職員に対しては、近年の給与改定において

配慮した対応がとられており、昨年度の勧告にお

いても若年層については平均を大きく上回る引上

げを行い、給与制度の総合的見直しにおいても引

き下げが見送られている。 

他の都道府県の状況と比較しても、本県の若手

職員の給与水準は、全国の中でも均衡のとれた水

準となっているところであり、これ以上の賃金水

準の改善は困難。 

中途採用者の初任給について、これ以上の改善

は、困難。 

６．すべての在職者に定年まで職務に見合う賃金

を保障するため、昇給停止の撤廃や思い切った

昇給停止については、一昨年度の話し合いを踏

まえて、本県の高齢層職員の実状を考慮して対応
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号給延長を行うこと。 したものであり、人事委員会からの勧告もなく、

廃止することは困難。 

また、号給延長については、昨年度の人事委員

会勧告を踏まえ、給与制度の総合的見直しとして、

行政職では５級および６級について８号給の号給

延長を行うよう改正したところ。 

今年度の勧告では、号給延長についての言及は

なく、これ以上の対応は困難。 

７.「能力・実績に基づく人事管理」の名の下に、

職場のチームワークなどの共同性の弱体化や職

員間の不要・不当な格差を生じさせないこと。 

(1) 「等級別基準職務表」の創設により、従来

の昇給昇格内容の改悪を生じさせないこと。 

 (2) 低位のまま推移する小・中学校事務職員の

賃金水準を改善するため、昇任および昇格制

度の改善を基本に主任事務主査の格付けや新

たな職の設置などで上位級への昇格を保障す

ること。 

総務省からの通知によると等級別基準職務表の

条例化については、職員の職務の複雑、困難およ

び責任の度に基づく給料表の運用について、議会

審議等を通じて、地方公務員給与における職務給

の原則を一層徹底させようとする観点から行うも

のである。 

本県では、滋賀県職員等の給与に関する条例で

既に級別標準職務表を定めているが、その内容に

ついては、総務省の通知を踏まえて見直しが必要

と考えており、条例で級ごとの標準職務を明確に

定め、議会で審議いただき、県民の皆さんにお知

らせし、給料表を適切に運用して参りたい。 

教員や小中学校事務職員の給与については、教

育委員会とお話しいただきたい。 

８．人事評価制度については、職場に無用の競争

主義や差別的な取扱いが生じる危険性があるこ

とから、次の事項を重点に交渉・協議・合意を

図ること。 

(1) 人事評価制度の意義・目的を示し、職員間

に格差をつけることが目的でないのか明らか

にすること。 

(2) 公平性・公正性・透明性・納得性・合目的

性・客観性の保障の原則が担保できるか、具

体に示すこと。 

(3) 公平で解決機能のある苦情処理システムの

整備、労働組合の関与などの要件を保障する

こと。 

(4) 次の必要条件を確保すること。 

① 職員の意欲向上とチームワーク力向上を

重視すること。 

② 制度に対する職員の信頼性を確保するた

めの対応が十分図られること。 

③ 給与等への反映は労使合意を抜きに行わ

ないこと。 

地方公務員法の改正に伴い、「能力及び実績に基

づく人事管理の徹底」を図るため、人事評価の実

施が義務付けられた。 

この制度の意義である「組織全体の士気高揚、

公務能率の向上」を通じて、より質の高い県民サ

ービスを実現していくことが必要。 

来年４月の法施行に併せて人事評価制度を円滑

に実施するため、今年４月から全職員を対象に試

行しているところ。 

試行に当たっては、「人事評価制度実施の手引

き」を作成したり、説明会等を開催するなどによ

り、制度の周知を図っており、問合せについても、

個別にお応えするほか、Ｑ＆Ａを作成して、丁寧

に対応しているところ。 

さらに、公正性や透明性、制度に対する信頼性

を確保するため、 

・ 面談や評価結果の開示 

・ 評価に関する苦情相談・苦情処理の仕組み

の構築 

・ 制度の周知や評価者研修 

といった取組を行っているところ。 

職員の皆さんの意欲やチームワーク力の向上に

ついては、以前より重要なことと認識しており、

本県においても、上司や同僚とのコミュニケーシ

ョンを通じて十分に意思疎通を図り、制度の意義

がしっかりと生きるように、来年４月からは、全

職員を対象に、本格実施をしていきたい。 

９．現業職員の低賃金構造を抜本的に改善するた

め、技能労務職給料表の職種ごとの格付け運用

職種区分の一本化について、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、
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を一本化し、行政職給料表（一）表の５級への

到達を保障すること。 

必要最小限の区分を設けてきたが、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。 

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、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、課長補佐の級である

５級水準を導入することは困難。 

給料表の水準については、見直すべき時期に来

ていると考えているので、今回、話し合いをお願

いしたい。 

10．人材確保の観点から、医師や看護職をはじめ

とする医療従事者に対して、賃金その他の思い

切った待遇改善を行うこと。 

医療職給料表の運用については、行政職との均

衡を考慮したものとしており、その業務の特殊性

を踏まえ、特殊勤務手当や宿日直手当等を措置し

ているところ。 

今年度の人事委員会勧告では、医師に対する初

任給調整手当について引上げの勧告があったが、

その実施についてはもう少し検討の時間をいただ

きたい。 

病院勤務者の取扱いについては、病院事業庁と

お話し願いたい。 

11．臨時・非常勤職員など県関係職場に雇用され

るすべての労働者の処遇改善、安定雇用に関わ

って必要な対応および抜本改善を行うこと。

2014年７月に総務省から発出された通知「臨時、

非常勤職員及び任期付き職員の任用等につい

て」や県人事委員会の報告を踏まえて以下の具

体的改善を図ること。 

(1) 臨時・非常勤職員の賃金については、職務

内容、職務経験等の要素を踏まえて月例給を

改善するとともに定期昇給を保障すること。

時間外勤務手当、一時金、退職金などの諸手

当の支給を行うこと。また、休暇制度、福利

厚生、教育訓練等について、正規職員との均

等待遇を行うこと。 

臨時職員、非常勤職員の皆さんには、県のさま

ざまな職場で、職員と一緒になって公務遂行に携

わっていただいていることに、感謝申し上げる。 

賃金・報酬について、臨時職員については、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、嘱託職員については、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、御

理解願いたい。 

嘱託職員については４回を限度として更新でき

ることとしているが、この雇用期間の更新は、同

一の職務内容の職に再度雇用しているものであ

り、職務の責任・困難度に変更はなく、職務の内

容と責任に応じて報酬を決定するという職務給の

原則からすれば、経験の積み重ねにより報酬額を

引き上げることは困難。 

一時金・退職手当等の諸手当の制度化について

は、非常勤嘱託職員には、地方自治法第 203 条の

２、第 204 条の定めにより、一時金等の手当を支

給することはできないこととなっているので御理

解願いたい。 

正規職員との均等待遇について、基本的に、非

常勤嘱託員は非常勤という勤務形態を考慮する

と、正規職員と同様の措置をすることは困難。 

臨時、非常勤職員の福利厚生について、法定の

定期健康診断は、一般の職員と同様に受診いただ

いているところ。 

共済組合、職員互助会において実施している福

利厚生事業への参加については、組合員、会員と

そうでない方を、同等に扱うことは困難であり、
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御理解願いたい。 

(2) 嘱託職員の雇用期間を１年更新とせず継続

した雇用を保障するとともに、行政サービス

の低下を生じている５年間の雇用制限を撤廃

すること。 

嘱託職員は、それぞれの所管部局において、業

務の必要性、内容、業務量などを勘案し設置され

ているが、常に当該事業の必要性、進捗状況など

を見直しながら事業を推進されてきたところであ

り、また地公法第３条第３項第３号を任用根拠と

する非常勤の特別職であることから、永続すると

いったものでもないので、任用期間は１年を原則

として、必要に応じ更新することとしている。 

継続して設置の必要のある職であっても、非常

勤という任用形態で特定の人を長期間にわたって

任用し続けることは、県民に広く門戸を開放して

おくといったことから、５年が限度ではないかと

考えている。 

なお、昨年度から４回更新後の再度の受験につ

いて、可能としたところ。 

(3) 臨時教職員の待遇を正規の教職員に準じて

改善するとともに、臨時講師等の２級格付け、

号給の頭打ち制度の撤廃を図ること。また、

臨時学校事務・栄養職員の劣悪な待遇（賃金、

休暇）を改善すること。特に、未支給の手当

（地域手当・扶養手当・住居手当）を支給す

ること。 

(4) 臨時学校事務職員・臨時講師の正規職員へ

の道を開くため、採用年齢上限を引き上げる

こと。 

(5) 臨時教職員の産休・病休等の代替職員を確

保すること。 

(6) 臨時学校事務職員・栄養職員が年度を越え

て１ヶ月以内に引き続き任用される場合は、

前年度の年休の残りを繰り越せるようにする

こと。 

(7) 臨時教職員の任用期間を４月１日から翌年

３月 31日までとすること。 

教育委員会の方へお話いただきたい。 

(8) 任期付職員について、職員研修の受講や雇

用期間の継続等の改善を図ること。 

研修について、職務遂行上、必要な基礎的な知

識の習得を図るため、平成 24年度から任期付職員

の方を対象とした研修を年２回実施しているとこ

ろ。 

雇用期間の継続について、育休代替任期付職員

は、地方公務員の育児休業等に関する法律第６条

により、育休の請求に係る期間を任用の期間の限

度として任期が定められている。 

(9) 最低賃金が引上がっていることなどから

日々雇用職員も含む臨時非常勤職員の時給単

価の改善を図ること。 

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し、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

きたところであるので、御理解願いたい。 

なお、学生アルバイトの単価については、今年

10 月の最低賃金の改定を踏まえて、単価改定を行

ったところ。 
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12．退職手当については、退職後の生活設計に大

きくかかわり、職員の士気にも重大な影響を与

えるものであることから、次の事項を踏まえた

対応を図ること。 

(1) 退職手当制度の見直しがある場合は労働組

合との十分な交渉・協議を行うとともに、公

民比較方法などの基本ルール等の明確化を図

ること。またこのことを国へ要請すること。 

(2) 現行の退職手当制度について、職階による

調整額加算を改めて基本額算定に一本化する

こと。また、勤続年数の１年未満の端数処理

を四捨五入方式とすること。 

本県の退職手当制度については、これまでから

計算方法も含めて国家公務員の退職手当制度に準

じており、公務員と民間企業従事者の退職給付を

均衡させるため、必要に応じて皆さん方との話し

合いを経て条例を改正しているところ。 

今後も、国に準じた取扱いをしていくものと考

えている。 

13．住居手当については、借家等の最高支給額を

引き上げること。 

借家等の限度額の引き上げについて、今回、人

事委員会からの勧告がないので、実施は困難。 

14．地域手当について、県内 7.5％支給を早期に完

成させること。 

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 0.35ポイントの引上げが

勧告された。 

また、給与制度の総合的見直しとして、平成 28

年４月から更に 0.5 ポイントの引上げが勧告され

た。 

先に回答したとおり人事委員会勧告を尊重する

立場に変わりはないが、実施についてはもう少し

検討のお時間をいただきたい。 

15．以下の諸手当について積極的な改善を図るこ

と。また、厳しい職務の実態を踏まえ、現行の

特殊勤務手当の一方的な縮小・廃止・統合など

を行わないこと。 

諸手当の見直しについては、人事委員会勧告を

基本に検討していく。 

また、特殊勤務手当については、その時々の情

勢に応じ、必要な見直しを行っており、今後もそ

の考えに変わりはない。 

見直しを行う場合は、皆さん方と十分にお話し

合いを行いたい。 

(1) 扶養手当については、支給額を引き上げる

とともに、属性区分を見直し、扶養順位によ

る支給となるよう制度改革を行うこと。また、

教育加算額を引き上げること。 

 (2) 通勤手当については、実費全額支給を基本

に手当額の引上げを行うこと。また、支給除

外距離の 1 ㎞未満への改善や高速道路等利用

の要件緩和を行うこと。 

 (3) 駐車・駐輪の手当については、実質支払い

金額まで増額すること。 

 (4) 宿日直手当については、支給額を大幅に引

き上げること 

いずれの手当についても、人事委員会からの勧

告がないので、対応は困難。 

(5) 交替制職場および変則勤務者や土日・休日

勤務を常態とする者への手当を新設するこ

と。 

(6) 教職員の教員特殊業務手当について、職務

内容に見合うよう、さらに引き上げること。 

土日・休日勤務であることのみをもって手当を

支給することはできないものと考えており、手当

の新設について人事委員会からの勧告もないので

新設することは困難。 

要求項目 15の(６)の教員特殊業務手当について

は、教育委員会にお話しいただきたい。 

(7) 水防等の緊急出勤時において、職場までの

時間外勤務手当の支給や自家用車による交通

費の実費負担分を支給できるよう改善するこ

水防等の緊急出勤時の呼出しによる通勤につい

ては、移動時間であるため、時間外勤務手当の対

象とすることは困難。 
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と。 また、臨時的な通勤に対して手当を支給するこ

とは、人事委員会から通勤手当についての勧告が

ないことから困難。 

16．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。

また、この間、県当局においては、一層の超

過勤務の管理を行っているが、県関係職場に

おけるサービス残業の実態把握を行い、人員

配置も含めて必要な対策を講じること。 

「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。 

本県の財政状況は楽観できるものではなく、定

数を拡大することは困難。 

一方、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

るとともに適正な定数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、時間外勤務については、命令に基づいて

行われるものであり、当然に係長や所属長が勤務

内容や時間数を把握しなければならないもの。

日々の係員の勤務予定を確認する朝礼、業務進捗

状況や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

勤縮減を図りたい。 

(2) 労働基準法第 36条に基づく「36協定」の締

結については、80 時間を超えるような上限時

間の設定のあり方など課題改善へ向けて継続

的に組合と協議すること。 

36 協定については、労使の話し合いのもと、各

所属で締結したものであり、上限時間の設定につ

いても、業務改善の取組とあわせて、各所属にお

いて協議されるものと考えている。 

(3) １ヶ月あたり 45時間を超える超過勤務につ

いて、超過勤務手当の割増率を引き上げるこ

と。 

(4) １時間当たりの給与額の算出方法を労働基

準法に準じるよう改善すること。 

時間外勤務の割増率について、人事委員会から

の勧告もなく、引き上げは困難。 

ご要求のような１時間当たりの給与額の算出方

法の改正は、受ける手当によって時間外勤務手当

の単価が異なるなど部内均衡の面で課題があるの

ではないかと考えており、こうした面も踏まえて、

慎重に検討する必要がある。 

(5) 厚生労働省の「労働時間等見直しガイドラ

イン」を踏まえ、年次有給休暇の計画的取得

を積極的に推進し、完全取得を促進すること。

そのため仕事の進め方・システムを見直すと

ともに、必要な部門については人員確保を講

じるなど環境整備を図ること。当面、年間 15

年休の取得促進については、年度を通した取得

に加え、夏季時期における集中取得、年休取得促

進期間における各２日以上の取得、勤続年数の節

目における連続休暇の取得など、職員に計画的な

年休取得を呼びかけているところ。 

また、時間外勤務の多い所属については、事務



 8 

日の取得実績となるよう実効ある措置を講じ

ること。 

処理方法の改善等の措置と併せて、人員配置につ

いて一定の配慮をしてきたところ。 

今後も職場の実態をお聞きしながら、公務の運

営に支障をきたさないよう対応していく。 

17．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ずること。 

 (1) 時間外勤務として命じる場合は県給特例条

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。 

(2) すべての県立学校において衛生委員会が機

能するよう最大限努力すること。併せて、各

学校が時間外勤務の実態把握を行い、結果に

基づいた改善策が実行されるよう強く働きか

けること。また、市町立学校でも同様の環境

が整うよう市町教育委員会を指導すること。 

 (3) 文部科学省が実施した教職員の勤務実態調

査（2006 年）や小中学校教職員の在校時間等

の調査（2014 年）を分析し、その結果を活用

して学校を多忙化させている原因の究明と改

善策の確立および教職員の健康破壊の防止に

努めること。これらの実効ある取組を進める

ため、教育委員会において、「多忙化対策のた

めの労使協議会」を設置すること。 

 (4) 病気休職者等の迅速な補充を行うこと。部

活動の外部指導者の増員を行うこと。 

 (5) 休憩時間の確保のため、勤務時間の割振り

等を実施するよう管理職を指導すること。 

 (6) 勤務時間の割り振りの特例対象にすべての

泊を伴う学習を含めること。 

 (7) 教職員の年休取得を促進するため、管理職、

関係機関に実効性のある施策を実施するよう

働きかけること。また、暦年としている年休

の周期を９月から翌年の８月末までに改める

こと。 

教育委員会の方へお話いただきたい。 

18．病気休暇を取得したことにより昇給延伸の扱

いを受けている職員に対して、復元措置を講じ

ること。 

私傷病の特別休暇を取得した期間については、

その取得期間に応じ、人事委員会規則に基づき、

休暇期間の３分の１を勤務したものとして昇給運

用を行っている。 

「復元措置を講じること」との要求であるが、

休んでいた職員と勤務していた職員を昇給上同じ

扱いとすることは困難と考えており、国や全国の

都道府県の状況からも対応が必要な状況にはない

と考えている。 

19．自己啓発等休業制度(修学や国際貢献活動のた

めの休業)や修学部分休業制度を拡充するなど

し、自己実現、職業能力開発、社会貢献等のた

めの総合的休業制度の早期具体化を進めるこ

と。 

自己啓発休業について、これまで３名の方がこ

の制度を活用している。 

修学部分休業制度については、これまでに４名

の方がこの制度を利用して修学している。 

現行の制度を活用することにより職員の自己実
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現や社会貢献等に寄与されており、新たな制度の

導入は必要ないと考えている。 

20．フレックスタイム制については、育児・介護

に活用できる反面、県関係職場や教育現場の実

態に馴染まない要素もあることから、一方的な

導入を行わず労働組合との交渉・協議・合意を

前提に慎重な対応を図ること。 

メリット・デメリットを十分に勘案した上で、

職場の実情を踏まえた制度の導入の可能性につい

て、国や他の都道府県の状況も参考に検討する必

要がある。 

21．ゆとり・豊かさが実感でき、ワーク・ライフ・

バランスの時代にふさわしい休暇制度を確立す

るため、各種休暇制度を新設・拡充すること。 

(1) 学校等行事休暇の日数および適用範囲の拡

大を図ること。 

平成 26年度から、取得日数を「子１人につき２

日以内」に拡充したところであり、さらなる日数

や利用範囲の拡大については困難。 

（2） ボランティア休暇の日数（現行５日間）を

拡大するとともに、利用範囲の拡大を図るこ

と。 

これまで児童や生徒を対象にしたスポーツ、文

化芸術活動を指導または支援する活動等も休暇の

対象とするなど、順次対象範囲を拡大してきたと

ころであり、さらなる日数や利用範囲の拡大につ

いては、国や他の都道府県との均衡を踏まえると

困難。 

(3) スクーリング休暇、リカレント休暇（有給

教育休暇）を特別休暇として新設すること。 

国や他の都道府県との均衡という点から困難。

なお、スクーリングについては、職務と密接な関

連を有するなど、内容によっては職務専念義務の

免除による対応が可能。 

(4) 更年期障害に対応する休暇を新設するこ

と。 

体調が悪く、勤務が困難な場合は、病気休暇を

取得することができる。治療に必要な期間につい

ては、医師の診断に基づき、病気休暇を申請して

いただきたい。 

(5) 忌引休暇を子は父母なみに７日、孫は祖父

母なみに３日に拡充すること。 

国や他の都道府県との均衡という点から日数

の拡充は困難。 

(6) 休憩時間が完全に取得できる条件を整備す

ること。 

来客その他やむを得ない事由により昼休み中に

勤務した場合には、その勤務の後、必要な休憩時

間をとらせるよう所属長に対して指導していると

ころ。 

22．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。 

(1) 看護休暇については、子の対象年齢を義務

教育終了時まで延長するとともに、取得日数

の拡大を図ること。 

本県の看護休暇は、平成 16年度から、対象者を

中学校就学前まで拡大しており、さらに平成 20年

度から子どもだけでなく家族まで拡大していると

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。 

日数については、平成 22年６月から中学校就学

前の子一人につき５日、同二人以上で最大 10日と

拡大してきたところであり、国や他の都道府県と

の均衡からも、さらなる日数の拡大は困難。 

(2) 介護休暇については、①取得期間の１年延

長、②分割取得、③介護対象者の要件緩和、

④取得者の定数外扱いなど、運用や制度の改

善を行うこと。さらに、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。 

「①取得期間の１年延長」と「②分割取得」に

ついては、国や他の都道府県との均衡から期間を

延長することは困難。 

「③介護対象者の要件緩和」については、同居

の配偶者の祖父母や同居のおじ、おばなど、すで

に県独自で拡大しており、さらなる拡大は困難。 

また、「④取得者の定数外扱い」については、６

ヶ月という短期間であることから困難。 

介護に係る部分休業制度や短時間勤務制度の導

入については、法律事項であり、本県のみでの対
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応は困難。 

(3) 育児休業については、男性の取得促進を一

層図るとともに、正規による代替職員の配置

をはじめ、制度が実効あるものとなるよう措

置すること。 

男性職員の育児休業の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

と合わせて短期間であっても育児休業を取得する

ことを奨励しているところ。 

また、育児休業の代替職員については、育休の

取得期間が１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、できる限り正規職員の

配置に努めてきたところ。 

なお、代替職員の確保が困難な保健師や児童指

導員といった専門職においては、任期付職員の採

用により対応してきたが、24 年度からは事務職に

も導入しているところ。 

(4) 育児時間については、取得時間を 120 分に

延長すること。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改

善を図ること。 

育児時間休暇の取得時間については、１日あた

り「90 分」まで延長してきたところで、国や他の

都道府県との均衡という点からも、さらなる時間

の延長については、困難。 

育児のための短時間勤務制度の改善について、

この制度は、地方公務員の育児休業等に関する法

律第１０条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。 

(5) 育児休業・介護休暇取得については勤務し

たものとして取り扱い、昇任等の人事やその

他の面においても不利益が生じないように措

置すること。また、取得期間中の所得保障に

ついては、共済・互助会制度のみでなく給与

制度としての措置を行うこと。 

現在、育児休業を取得した期間については勤務

したものとして、介護休暇を取得した期間につい

ては休暇期間の２分の１を勤務したものとして昇

給運用を行っている。 

介護休暇の取得期間について、「勤務したものと

して取り扱うこと」との要求については、休んで

いた職員と勤務していた職員を昇給上同じ扱いと

することは困難と考えており、国や全国の都道府

県の状況からも対応が必要な状況にはないと考え

ている。 

また、人事やその他の面においても、皆さんが

意欲を持って仕事ができるような人事に努めてき

たし、今後もそうした考えのもとに対応していき

たい。 

育児休業、介護休暇期間中の手当金については、

地方公務員等共済組合法により、全国一律の制度

となっているが、給与制度として独自に措置する

ことは、困難。 

(6) 子どもの引きこもり、不登校や機能回復訓

練に対応できる休暇・休業（部分休業含む）

を新設すること。 

単に不登校だけの事由では該当しないが、子ど

もの不登校等が疾病に起因するもので、面倒をみ

なければその子の日常生活に著しい支障を及ぼ

すような場合であれば、看護休暇や介護休暇の対

象となることがあるので、事前に人事課と相談い

ただきたい。 

23．母性保障の観点から、以下の労働条件の改善

を図ること。 

(1)  産前休暇を 10週間に、産後休暇は 13週間

に延長すること。妊娠中の職員の勤務軽減に

伴う代替職員の配置対象職場を拡大し、条件

を緩和すること。 

取得期間は、国や他の都道府県との均衡から、

さらなる延長は困難。 

また、妊娠中の職員の勤務軽減に伴う代替職員

の配置について、これまでから該当所属の状況や

意見を踏まえながら対応しているところであり、

今後もそのように対応していきたい。 
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(2) 多胎妊娠の場合、産前休暇を 16週間に延長

すること。 

(3) 生理休暇など母性保障の特別休暇が取得し

やすい環境整備を行うこと。 

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。 

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。 

(4) 特別支援、アレルギー対応、教育相談など

養護教員の担う業務が増加している実態か

ら、妊娠期の労働軽減を通年適用にすること。 

教育委員会の方へお話いただきたい。 

24．教員採用試験においては、小学校を主として

競争倍率が長期にわたり低くなっており、今後

の教育現場の人材確保の観点から放置できない

問題である。その原因を究明して教員の採用年

齢上限のさらなる引き上げなど採用条件や採用

方法を抜本的に見直すよう関係部局に働きかけ

ること。 

教育委員会の方へお話いただきたい。 

25．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。 

(1) 公務における男女平等を実現するため、国

の第３次男女共同参画基本計画に準じて、女

性の積極的な幹部への登用、女性の職務・職

域範囲の拡大、男女平等実現に向けた環境整

備と教育の強化策などについての年次計画や

数値目標を含めたポジティブアクション（積

極的平等施策）を策定すること。 

男女共同参画社会の実現を目指して、県におい

ても、これまでから女性職員の管理職への登用や

職域拡大に積極的に取り組んできたところ。 

今年３月には様々な行政分野で女性が活躍し、

県政を担うことを目指して、「女性職員の活躍推進

のための取組方針」を策定し、採用、人材育成、

登用、職場の環境整備など、あらゆる面から女性

職員の活躍推進について全庁的な取組を進めるこ

ととしている。 

具体的な数値目標として 

・管理職（課長補佐級以上）に占める女性の割

合：平成 30年度 10％以上 

・係長に占める女性の割合：平成 30年度 15％

以上 

・男性職員の育児休業取得率：平成 30年度 13％ 

などを掲げている。 

また、今年８月には、自らの意思により職業生

活を営もうとする女性の能力が十分に発揮され、

豊かで活力ある社会の実現を目的とした「女性活

躍推進法」が成立したところ。 

県には事業主として「特定事業主行動計画」の

策定が義務づけられており、今年度中に策定する

予定。 

(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、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４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。 
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26．共生社会の実現を図る立場から、県職員の募

集採用では、さらに「障がい者雇用」を拡大す

るとともに、合理的配慮や職場環境の整備を行

うこと。 

  また、普通学校における障がい者教員の採用

を積極的に促進すること。 

    また、日本国籍を有しない職員に対する任用

上の制限を撤廃すること。 

平成５年度から障害者を対象とした採用を行っ

ているところ。 

今年６月１日の知事部局の障害者雇用率は、

2.42％となっているが、引き続き障害のある方の

雇用に努めていきたい。 

環境整備については、障害のある職員のみなさ

んがやりがいを持って仕事に取り組めるよう、こ

れまでも一人ひとりの障害の程度に配慮した人事

配置や周囲の職員のサポートなどに努めてきたと

ころであり、引き続き努めていきたい。 

なお、障害者教員の採用については、教育委員

会とお話いただきたい。 

県職員の採用に係る国籍要件については、全て

の職種で国籍要件を撤廃しているが、任用上の制

限については、公権力の行使または公の意思の形

成への参画に携わる職員のうち、職務の内容また

は権限と統治作用とも関わり方の程度の強い職を

告示により指定しているところ。このことは、内

閣法制局の見解や総務省の考え方、裁判例に基づ

くものであり、この取り扱いを続けて行きたい。 

27．職員の心身における健康管理を図るため、時

間外労働の軽減はもとより、医師による健康チ

ェックおよび相談などの適切な対応・措置を講

じること。また、複雑高度化する職務や仕事量

の増大等に伴うストレスにより精神的不調を訴

える職員が増加している現状を踏まえ、メンタ

ルヘルス対策の充実、試し出勤制度など、復帰

のための支援対策の充実を図ること。また、ス

トレスチェック制度がメンタルヘルス対策に有

効に機能するよう実施するとともに、その結果

を検証し、予算措置を含め対応策に反映するこ

と。 

メンタルヘルス対策は、職員が日々、健康で安

心して職務に従事するうえで、大切なものと受け

止めており、セルフケア、所属によるラインケア、

健康管理室の産業保健スタッフによるケア、民間

医療機関等によるケアを４つの柱として、取り組

んでいる。 

臨床心理士によるストレス相談については、相

談者の利便を考え、相談時間を延長した。 

また、精神保健相談にあたる精神科医について

は、昨年度より１名増の６名を配置するなどして、

メンタルヘルス対策の充実を図っている。 

さらに、管理監督者向けのメンタルヘルス研修

や懇話会などにおいては、実例をもとに、より実

践的なものとなるように工夫するなど、その充実

に努めている。 

休職中の職員の職場復帰に際しては、所属の管

理監督者や主治医とも連携しながら、療養中の支

援、復職時の支援、復職後の支援に至るまで一貫

したサポートの実施に努めている。 

今後とも、職員本人、家族、所属、主治医、産

業保健スタッフなどの関係者間の連携を密にし、

個々の状況に応じた取り組みを進め、計画的で円

滑な職場復帰を支援していく。 

セルフケアの一環として、労働安全衛生法の改

正によるストレスチェックの義務化に先駆けて、

今年度、地方職員共済組合と協働して、ストレス

チェックを試行したところ。 

この試行の結果を踏まえ、今後の職場環境改善

につながるよう、調整を行っていく。 

28．職場のパワー・ハラスメントへの積極的な対

策を行うため、これまでの取組状況を総括し、

パワー・ハラスメントについては、「パワー・ハ

ラスメント防止に関する指針」を策定し、相談窓
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相談窓口の強化や迅速な救済措置など具体的で

実効ある防止策を講じること。 

口を設置している。 

相談窓口については、今年度、庁内ポータルサ

イトのトップページに窓口の案内を掲載すること

などによって、改めて周知を図ったところ。さら

に、職員が相談しやすいように、相談専用のメー

ルアドレスを新たに設置した。 

また、本年度においても、「滋賀県職員コンプラ

イアンス指針」に基づき、「ハラスメントの禁止」

などについて、コンプライアンス意識の向上の観

点からも、統一テーマによる職場研修を実施して

いる。こうした取組を継続し、指針等や相談窓口

の周知を図り、ハラスメント等の防止に努めるこ

とで、働きやすい良好な職場環境づくりに努めて

いきたい。 

29．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) 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お

り、引き続きそうした運用をしていく。 

(2) 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ているので、再任用のた

めに新たな職域を開拓することは困難。 

(3) 今後、新たな再任用者は、報酬比例部分の

年金の未支給期間が延びていくことから、生

活水準を確保できる賃金改善を図ること。 

人事委員会勧告がないので、困難。 

(4) 職員定数については、定数カウントから外

すこと。 

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は、常勤職員

と区別して別途管理することとなる。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。 

(5) 再任用されない場合の苦情処理システムを

確立すること。 

再任用は、定年退職者を改めて再度採用するも

のであり、不利益処分には該当しないことから、

地方公務員法第 49条に基づく不服申し立ての対象

とはならず、苦情処理システムの確立は困難。 

30．県関連労働者の賃金労働条件の改善を県職員

に準じて行うこと。 

また、指定管理者制度の導入等により、雇用

が不安定化し、賃金労働条件の切り下げ等が行

われているため、指定管理料の改善など必要な

予算措置を行うこと。 

公社、事業団等の出資法人の職員の給与その他

の勤務条件については、独立した経営体としてそ

れぞれの団体の規程等により決定されているも

のであり、基本的に、私どもとしては、申し上げ

る立場にない。 

また、指定管理料については、収支の実績を踏

まえて所要経費を適切に積算し、募集時に参考額

として示している。申請団体は、これをもとに事

業計画を提案されており、賃金水準等についても

各団体が適切に判断されているものと考えてい

る。 
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31．給与改定等の実施時期などについては、当共

闘会議との合意を踏まえて実施すること。 

皆さん方と十分に話し合いをして参りたい。 

 

６．全体回答後の交渉状況 

職員団体の主張 県の回答 

人事委員会の勧告の尊重については言及された

が、国の臨時国会の動向が決まらないことには決

められないといった話があった。勧告の尊重を言

及されているのであれば、早々に勧告の実施につ

いて明言されるべきではないか。 

地方公務員の給与は国家公務員の給与に準拠す

るというようなこともある。国がはっきりしない

中で、県独自でということは現状では厳しい。人

事委員会勧告の扱いについてはもう少し検討させ

ていただきたい。 

国の言うことを滋賀は聞いていくみたいな話が

往々にある。都合のいい時は国に準拠、県が苦し

くなってきたら独自でと。これでは職員の側から

すると、理屈が通らない納得がいかない話である。 

今までから実態として地方公務員の給与は国家

公務員との均衡を考慮するということで進んでき

た。国の方でも勧告はあったが、実際に決定をさ

れたわけではない。その中で国家公務員との均衡

を考慮すると、現時点で独自に実施するとは言え

ない。 

給与制度の総合的見直しについて、来年 4 月か

ら地域手当が 7.15％になったが、最終的には 7.5％

に対してまだ若干ある。国の方は来年度に制度完

成という中で、7.5％の早期完成を要求していきた

い。 

地域手当の完成形は 7.5％であるが、今年度の人

勧で 7.15％ということになった。7.15％を基本に

検討したい。 

来年度地域手当について、我々とすれば、制度

完成を視野に入れて、次の 7.5％、そして給料の水

準調整という勧告とは別途のスタンスのことを部

長として聞かせてもらわないと納得できない。 

地域手当については、7.15％という勧告を基本

に検討をしていく。また、その先の水準は、民間

の状況等があるのでどうなるかわからないが、い

ずれにしても人事委員会勧告の内容を尊重しつつ

検討をしていく。 

人事評価制度の導入について、平成 28年 4月よ

り全職員で本格実施をしたいという回答であった

が、この人事評価制度が我々の職場に与える影響

は非常に大きい。これについて最終合意を図って

からしか実施をしないということでよいか。 

基本的に法で実施をすると決まっているので、

まずは導入をするという基本的なスタンスは分か

ってもらいたい。 

法律上の規定は我々も承知しているが、法律に

書いているこの思想の部分について、本当に職場

にマッチしているのかという点で疑問を抱く。一

時、民間の企業での評価制度導入がもたらしたの

は、競争意識で個人主義に走って、組織はバラバ

ラになり、実績も上がらないという形になって、

次々と見直しがされている。その中で、何故にそ

れに追随するような形になるのか。職員の士気と

かそういう部分についてどうお考えか。 

滋賀県は人口同規模県のなかで非常に少ない人

数の中で頑張っていただいていると、どこに対し

ても堂々とそう言える。そういった中で、人事評

価制度の導入を前向きに捉えていきたい。これか

ら人口が減少していく中で、これまでにない課題

が出てくる。そういう中でどのように対応してい

くのかというのは、これから職員一人ひとりのま

さに能力とやる気とにかかわってくる。 

要求書に、5 原則、2 要件、3 条件を書いている

が、その中に合目的性がある。我々が懸念をして

いる、競争して格差をつけるというような目的な

のか。どういう目的で、どういう仕組みで実施す

るのか。 

この制度は法の精神もあるし、プラス県として

前向きに活用していきたい。それは上司と部下が

きちんと話をすることによってより良い事業の進

捗に結びつけていきたいという思いが一番強い。

給与等への反映もあるが、結果として頑張ってい

ただいた人に対して何らか報われるといい。初め

から格差をつけることを目的にしているものでは

ない。頑張っていただいた結果として何らかの形

で報いられればいいという考えである。 
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人事委員会の勧告の中でも公平で客観性で納得

性も含めてしっかりとした対応をされたいとあ

る。それぞれ分担の違う職種で、職階も色々違う

という中にあって、均質的に、公平的・客観的に

見られるのか、そもそも根本的に疑念がある。 

公平性を保つ手段として評価をする人の研修が

何よりも重要である。引き続き来年度以降もしっ

かりと取り組んでいきたい。 

もう一つ、直近の上司とさらにその上位の上司

の二人で評価をすることで、客観性なり公平性を

高めて取り組んでいきたい。 

県庁の仕事、教員の仕事は、教えあったり助け

合ったりしている。評価制度が導入されると、チ

ームワークの弱体化という部分が重大なテーマで

あると思う。 

先輩が後輩を教えることの大切さは私もまった

くその通りだと思う。これをなくしたら、県庁は

組織的に崩壊する。だから、一定の経験を積んだ

人間には部下の育成もしっかりやっていただく。

そういうことも踏まえて上司との面談の中で伝え

ていくべきだと思う。次の世代を育てていく制度

に活用していけるように、研修の中で評価制度に

ついてきちんと伝えていきたい。 

能力実績主義、賃金にまつわる課題を中心に大

きな問題があるということを、我々としては強く

指摘し、この問題が次の交渉の中で前進されるよ

うに強く求めておきたい。 

 

 


