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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 

滋賀県職員組合、滋賀県職員組合現業職員協議会 

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 27 年 11 月 12 日（木）13:15～14:30 本館３－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 県 

１．基本賃金の改善について 

１．給与の総合的見直しによる削減部分につい

ては現行水準に達するまで現給保障するこ

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。 

 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。 

 今年度の人事委員会勧告についても、行政職に

準じた対応を行いたい。 

 なお、「現行水準に達するまで現給保障を」との

要求であるが、人事委員会勧告以上の現給保障の

継続は困難。 

２．技能労務職の賃金体系を一本化し、職種間

格差を解消するとともに、到達等級を現行の

行政職給料表５級水準に改善すること。 

職種区分の一本化については、現在設けている

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であ

るが、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。 

 また、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。 

 なお、給料表の水準については、多くの都道府

県で、現業職の給料表について国の行政職２表水

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

えており、今回、話し合いをお願いする。 

３． 全ての職種に「技師」昇任の適用を行うと

ともに、２欄への移行は現行経験年数を改善

し、昇任とともに１号上位格付けを行うこと。

従来からの皆さんとの話し合いにより、行政職

給料表との均衡を考慮しながら、現在の体系がで

きているものであり、これまでから改善もしてお
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また、１欄から２欄の移行時に４号上位に格

付けすること。特に、免許・資格のない技術

員および業務員は速やかに改善すること。 

り、たちまち改善する必要はないものと考えてい

る。 

４．一時金の職務段階別加算制度を見直し、10％

の適用年齢を改善すること。 

期末・勤勉手当における職務段階別加算の要件

については、行政職での運用を基本に、国の状況

や給料表間のバランスを考慮して設定してきたも

の。  

 技能労務職給料表については、これまで改善措

置を講じ、これを変更すべき事情はないと考えて

おり、これ以上の改善は困難。 

５．中途採用者の「前歴換算」の見直しと「年

齢別初任給基準」を改善し、大幅な在職者調

整を行うこと。 

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って

いる。 

 採用前に同種の職務に従事していた方について

は、新卒の採用者との給与上の差はほとんどなく

なっており、平成 18年度改正前に比べ非常に有利

な取扱いとなっているところであり、改善は困難。 

 次に、年齢別初任給基準については、これまで

の皆さん方との話し合いを踏まえた形で措置した

ものであり、全国的に見て、遜色の無い内容とな

っているので、改善については困難。 

６．現行給料表の号給延長をはかり、中高齢職

員の賃金を大幅に改善すること。 

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。 

号給延長については、勧告の内容を基本に検討

することになるが、今年度の勧告では、号給延長

についての言及はないので、技能労務職給料表に

ついても号給の延長は困難。 

７．技能労務職への人事評価制度導入は、実態

にそぐわないので実施しないこと。 

平成 26 年５月の地方公務員法の改正により、人

事評価制度の導入が義務付けられ、その結果を任

用・給与・分限等の人事管理の基礎として活用す

ることとされた。 

技能労務職の皆さんについても、地方公務員の

身分を有して職務に従事されているものであり、

人事評価の対象となるもの。 

２．諸手当について 

１．年度途中の採用者については、退職金算定

基礎に端数月数を加算すること。 

２．土日曜日が社会の休日化する中で、交替変

則勤務に対する手当を新設すること。 

退職手当の算定に係る勤続期間の計算について

は、都道府県や国との相互通算規定を設けている

関係から、本県だけが異なる扱いを行うことは困

難。 

次に、２の「土日・休日勤務者等に対する手当

の新設」についてであるが、人事委員会勧告もな

く、行政職の給与制度との均衡からも、土日・休

日勤務であるということのみをもって手当を支払

うことはできないものと考えている。 

３．夏期ハウス内薬剤散布手当を新設すること。 

４．水防・雪寒対策については命令を受けた時

点から超過勤務手当の支給対象とすること。

また、年末年始の勤務については年末年始手

真夏の暑い時間のハウス内の作業は、薬剤の吸

入・付着がないようにマスク、ゴーグル、帽子、

長袖、えりまき等を着用する必要があり、衣服で

の調整ができない作業であると認識している。 
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当を支給すること。 しかしながら、作業に当たっては、 

・作業時間を短時間にする。 

・休憩時間を多く取る。 

・体調が悪いときには作業を控える。 

・複数人で作業する。 

・開口部などがある場合は、開ける。 

などの、作業方法、作業環境の配慮がされている

と聞いている。 

 また、同様の手当を措置していた団体にあって

も、見直しの際に廃止するなどされており、全国

では支給している団体はわずかになっている状

況。 

このような状況を考えると新設は難しいと考え

ている。 

 また、水防・雪寒対策にかかる時間外勤務手当

については、現実に業務に従事していない通勤等

の時間帯を時間外（休日）勤務手当の対象とする

ことは困難。 

なお、年末・年始の勤務に対して支給する手当

については、平成 23年度の特殊勤務手当の見直し

で廃止したところ。全国的にみて同種手当が廃止

されていることからも支給対象とすることは困

難。 

５．超勤手当縮減のための週休日の振替を強制

しないこと。 

職員の健康管理および公務能率向上の観点か

ら、時間外勤務の縮減は重要なことであり、十分

に休養をとるためにも、週休日等に業務を命じる

場合は振替で対応することとしている。 

３．現業業務体制の確立について 

１ 現業職員の欠員・退職の補充は、その技術

の継承等の課題をふまえ、速やかに正規採用

で行い、以下職種ごとに次の事項について改

善すること。 

執行体制は、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。 

したがって、退職に伴う補充ということ全般で

申し上げると、即その職で補充するというのでは

なく、その業務の将来的な見通しや必要性、代替

性などを総合的に検討する必要がある。 

① 畜産技術振興センター技術員の退職補充

については正規職員で行うこと。 

これまで、業務量を見ながら、必要なものは補

充してきたところであるが、所管部局の考えも聞

きながら、検討したい。 

なお、一般的な考え方としては、常に業務量の

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。 

② 農業技術振興センター花・果樹研究部と

栽培研究部の技術員の補充を正規職員で行

うこと。 

これまで、業務量を見ながら、必要なものは補

充してきたところであるが、今後とも効率的で適

切な方法を検討する必要があると考えている。 

③ 県立大学圃場実験施設の技術員の退職補

充は正規職員で行うこと。 

ご承知のとおり、県立大学は公立大学法人とな

っている。県からは公益的法人等への一般職の地

方公務員の派遣等に関する法律に基づき、圃場実

験施設の技術員として２人の職員を派遣している

ところであるが、技術員の正規補充については大
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学法人とお話いただきたい。 

④ ダム管理技術員の退職補充は正規現業職

員を採用配置すること。 

ダム管理技術員についても同様の考え方であ

り、土木交通部の意見を聞きながら、今後とも効

率的で適切な方法を検討する必要があると考えて

いる。 

⑤ 道路管理技術員は一班３名体制を正規現

業職員で維持すること。 

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、基本的には、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 近江学園ならびに福祉施設調理師の退職

補充は正規職員で確保すること。また短時

間勤務の再任用配置で不足する時間帯はパ

ート職員等で補充し、時間単価を大幅に改

善すること。 

福祉施設の調理師は配置基準や入所者児の実情

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。 

 日々雇用職員の時間単価については、平成 27 年

４月から増額改定しているが、調理師については、

先んじて昨年度途中から調理師免許を持つ職員を

雇用できるよう他の職員より高い単価を設定して

いるところ。 

⑦ 長浜養護学校の調理師を正規職員で確保

するとともに、食器洗浄機等導入し職員の

負担軽減をはかること。 

教育委員会にお話いただきたい。 

⑧ その他職種にかかわらず欠員が生じたと

きは、正規職員で補充すること。 

執行体制は、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。 

したがって、即その職で補充するというのでは

なく、業務量や業務内容の変化、将来的な見通し

や代替性など、部局の意見も聞きながら検討し、

対応していきたい。 

２．再任用制度については、現業職員に対して

定年時勤務職場に配置するなど適正な運用を

行い、賃金労働条件等の改善を行うこと。 

職務の経験を活かすという観点から、現業職員

の方については退職前と同じ職務で再任用するこ

とが基本であると考えている。 

また、希望者全員の雇用を保障するという制度

ではないが、再任用を希望する方のうち、健康で

働く意欲と能力のある方については、できる限り

採用するよう努力したい。 

なお、再任用の給料については、行政職等との

均衡にも留意しながら決めているところ。 

３．現業業務体制の配置定数の変更・確定につ

いては、職員組合との協議事項とし労使間の

協約を締結すること。 

これまでから、現業業務にかかわらず話し合い

をさせていただいており、今後もそのように対応

したい。 

４．人事異動について 

１ 人事異動については「現地採用」の経緯を

踏まえ、本人の希望を最大限尊重し公平・公

正に実施すること。 

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、基本的には異

動はないものと考えている。 

ただし、組織の統廃合や業務の廃止など人事上
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２ 組織の再編など、県の機構の改変・統廃合

時および統廃合後の組織内の人事異動につい

ては、事前に職員組合と協議し、本人の希望

を最優先すること。 

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。 

５．公用車の更新基準等について 

１．公用車の装備選定に当たっては当該現業職

員の意見・希望を取り入れること。 

２．公用車および建設・農業作業車等の更新に

ついては個別の状況に即して対応すること。 

公用車の仕様選定に当たって、一般の公用車に

ついては会計管理局が実施する公用自動車購入車

種等審査会で検討されており、総務課からも職員

が参加している。 

同審査会で仕様案が示され、検討、議論を行っ

た上で仕様が決定されており、意見を反映させる

場は設けられていると考えている。 

次に、２の「公用車等の更新」についてである

が、公用車の更新については、目安として 10年 10

万 km としているものの、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

と判断している。厳しい財政状況の中、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。 

６．職場環境の改善について 

１．被服貸与は事務支障のないものとし、材質

は職場実態に合わせたものとすること。 

被服の貸与は、業務の内容、使用頻度により、

必要に応じて行っている。また、損傷した場合に

は所属長の判断により弾力的に更新できる制度と

している。 

材質については、夏冬用、半袖、長袖等、気候

に合ったものを貸与しているところであるが、ス

ケールメリットを発揮し購入単価を抑えるために

も、会計管理局管理課において一括発注する必要

があり、その場合、各所属の個別の要望に応える

ことは困難であると聞いている。 

しかし、各所属で予算の範囲内において、物品

請求書により購入することは可能なので、各所属

において検討頂きたい。 

２．パソコンが利用しやすい職場の環境整備を

すること。 

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、所属からの申

請に基づき、配備することとしているところであ

り、必要とされる場合はこの手続きをお願いして

いる。 

情報化研修についても、所属長が事務遂行上必

要と判断した場合は、受講申込を行えば受講でき

る。 

なお、メールや掲示板等に使用する総合事務支

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、所属を通じて情報政策課と協議いただ

きたい｡  

３ 職場の勤務実態を把握したうえで、夏季休

暇の取得期間を拡大すること。 

取得期間については国と同様であり、延長する

ことは困難。職員の勤務時間条例に定められた「７

月から９月まで」の期間内において、計画的に取

得していただきたい。 

４．現業職場から出ている改善要求については、

誠意をもって対応すること。 

これまでから誠意をもって対応しており、今後

も同じ姿勢で対応して参りたい。 
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７．その他 

１．政策研修センターにおける技能労務職員研

修について、見直しと改善を図ること。 

技能労務職員の方を対象に政策研修センターが

行う研修は、広く「公務員として人権問題等への

理解を深めるとともに、行政を取り巻く環境の変

化に対応する広い視野と知識を習得し、職務遂行

能力を高める。」ことを目的としている。 

３年間に２回開催し、そのいずれかを受講する

もので、今年度は、11 月 30 日（月）に予定してお

り、昨年度、受講していない方を対象に、県政の

課題、人権研修、公務員倫理、健康管理および運

動習慣の５科目で研修を実施する予定。 

人権や公務員倫理といった基本的な内容に加

え、現場業務の遂行に必要な「健康管理」や「運

動習慣」も大切な項目であることから、大幅な変

更は考えていないが、皆さんの意見も踏まえ、昨

年度、一部内容の変更を行ったところ。 

昨年度の研修後のアンケートには「前回と科目

名は同じだったが、それぞれの講義の中身は違い

があり、改めて県職員としての常識を再認識でき

た。」や「当初プログラムを見て、前回と変わらな

いと思っていたが、内容は充実していたのでよか

った。」等の意見があり、基本的な構成内容を見直

すことは考えていないが、具体の内容については、

県政の課題の中から時宜を得た内容としていきた

い。 

なお、業務に密着した専門的内容については、

必要に応じ、各部局において対応いただくものと

考えている。 

６．回答後の交渉状況 

職員団体 県 

毎年退職補充をしてほしい旨を課長に訴えてい

るが、全体をみて「効率的」「適切な」ばかり言わ

れている。全体をみてどうかという建前ではなく、

それぞれの職場に必要なことを言ってもらいた

い。 

 退職者の状況、再任用はどうされるのか、そし

て今後どうしていくのか、各部と相談をしながら

体制を決めていきたい。 

 

畜産技術振興センターの退職者の補充は、嘱

託・再任用で行われている。危険な作業が多く自

分たちより高齢の先輩に危険な作業等を任せられ

ず、正職員でカバーしているため仕事がまわらな

い。人の配置が少なく、現場が疲弊していること

が公務中の事故の原因にもなっている。 

回り切れないというのは部からは聞いていない

が、お聞きした意見を踏まえ部とも相談していき

たい。 

家畜の危険性については認識しており、突発的

な事故がおこる可能性も承知している。現業職の

方々は機械を扱い、危険な作業もしておられる。

そうしたなかで全体を見据えてどうしていくかと

いうことを部とも相談していきたい。 

高齢の嘱託員では技術継承はできない。今のう

ちに若い職員を採用してもらい、技術継承したい。

経験を積み重ねて得てきた技術は、県の財産であ

り今のうちに継承しないと県の損失になる。 

全体の話では先ほどから言わせていただいてい

るとおりだが、農業技術振興センターの件につい

ても詳しい話を農政水産部から聞かせてもらい、

進めていきたい。 

収穫ピークは夏場であり、夏季休暇の時期と重

なっている。休みたくても休みをとれない現状。

夏季休暇をとれる期間の拡大をお願いしたい。 

夏季休暇については、他の都道府県の状況も踏

まえ延長というのは難しい。条例で定めている７

～９月の期間でお願いしたい。日数については、

国では３日となっているところを独自に６日とし
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ていることからご理解いただきたい。 

人事評価について、公務能率の面から考えると

日本一高いと思うが、今でも精一杯やっているの

に、今以上どうやれというのか。若い時より動け

というのか。 

 人事評価の意味としては、地方分権の一層の進

展、厳しい財政状況のなか、高度化複雑化する住

民ニーズに的確に対応するために個々の職員につ

いて困難な課題を解決する能力と高い業績をあげ

ることが求められる。そうしたことから人事管理

の必要性があり、士気の高揚等を目指したものが

背景である。今いる職員の人材育成、士気をあげ

ていくというのがこの制度の趣旨であり、これか

らの私どもがやっていくべきことかと思ってい

る。 

かろうじて回っている職場に勤務評価制度を入

れると、職員のモチベーションは絶対下がる。評

価の高かった者に仕事は任せておけばいいという

雰囲気になる。士気をあげる制度というが、まさ

に競争をあおる制度ではないか。 

現業の職場では誰かが休んだら誰かがフォロー

して成り立っている。人事評価を導入するとその

ようなチームワークが崩壊する。人事評価シート

は一般職員と同じ項目だと書きにくい。現業の職

場に人事評価制度はふさわしくない。 

この制度は、競争をあおるということではなく、

上司とコミュニケーションを図り、自分の仕事を

どう効率化させたらいいだろうかという点にあ

る。 

各部局に意見を聞き、制度の確認をしていると

ころだが、コミュニケーションが図れ、そういう

機会は非常に大事だという意見もいただいてい

る。制度設計のなかでコミュニケーションを図り

ながら、職員に伸ばしてほしいところを伝えるこ

とも一つのモチベーションになるのではないかと

考えている。 

今年から試行しており、実態として反映されて

いない部分もあると思うので、各部局の意見を踏

まえ、必要な見直しも考えたうえで来年からの円

滑な実施に向けて考えているところである。 

 

ギリギリの状態で仕事を回している状況であ

り、士気はすでに高い。これ以上士気をあげる必

要がどこにあるのか。 

この制度をいれることで士気が本当に向上する

のか、制度をいれることで想定・危惧される点を

人事当局としても考えてほしい。 

職員の士気が低いから実施したほうがいいと話

をしたことはない。評価が必要かどうかは法律を

つくる段階の議論であって、昨年 5 月に地方公務

員法が改正されて人事評価が義務付けられた現状

では、その人事評価をどのように活かすのかがい

ま求められている。法の趣旨が活きるような運用

とするため、今後も必要に応じて検証・見直しは

必要かもしれない。そのあたりも踏まえ来年度か

ら実証していきたいと思う。 

人事評価結果を賃金にリンクさせたら、現場は

ギスギスし、混乱する。人事評価結果を賃金にリ

ンクさせないといけないのか。 

やり方、運用、制度設計については、所管の省

庁である総務省から通知がある。技術的な助言と

いう位置づけもあるが、そういったなかでの運用

をさせていただきたい。 

 


