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平成 27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 27年 11月 17日（火）13:15～14:30 本館３－Ｂ会議室 

４．内 容 

人事委員会勧告の実施、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 

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。 

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

たところ。 

 次に、中途採用者の初任給についてであるが、

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、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。 

４．青年層賃金について、昇給昇格運用等の改善

を図ること。行政職給料表２級から３級の昇格

時期の改善を早急に実施すること。 

近年の給与改定についても、若手職員に配慮し

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とな

っており、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ところ。 

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

準の改善は困難である。 

５．人事評価制度の導入については、公平性・公

正性・透明性・納得性・合目的性・客観性等の

保障が担保されていなければ、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、労働組合との交渉・協議・合意を前

提とすること。 

  「等級別基準職務表」の創設については、職

員の生涯賃金に関わるものであり行わないこ

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。 

この制度は、「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

現することを目的としている。 

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、

個別に応えるほか、Ｑ＆Ａを作成して、丁寧に対
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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。 

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と考えている。 

等級別基準職務表については、総務省からの通

知によると「等級別基準職務表の義務化について

は、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、職員の職務を給料

表の各等級に分類する際の具体的な基準となる等

級別基準職務表を給与に関する条例で定めるこ

と」とされている。 

 また、「等級別基準職務表に基づく個々の具体的

な職務の各等級への格付けの運用に係る地方公共

団体の説明責任を強化し、職務給の原則の徹底を

図るため、等級及び職制上の段階ごとの職員の数

を公表することと」されたところ。 

８ 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。 

・  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。 

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である。 

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である。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、
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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

勤縮減を図っていきたいと考えている。 

９ 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。 

・ 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。 

教育委員会と十分話し合っていただきたい。 

１２ 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（現行子１人につ

き２日）・適用範囲の拡大を図ること。 

平成 26年度から、取得日数を拡充したところ。

この休暇は国や多くの都道府県で制度がなく、国

や他の都道府県との均衡を踏まえると、さらなる

日数や利用範囲の拡大については困難である。 

（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

困難である。 

（３）「更年期障害」に関わ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。 

１３ 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

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。 

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

る拡大は困難である。 

また、日数については、平成 22年６月から拡大

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と考えてい

る。 

（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である。 

 また、「③介護対象者の要件緩和」については、

すでに県独自で拡大しており、さらなる拡大は困

難である。 

 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である。 

 最後に、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

での対応は困難である。 

（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

今年度、４月 30日に、知事を先頭に管理職が「イ

クボス宣言」を行い、仕事と家庭の両立ができる
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をはじめ、制度が実効あるものとなるよう措

置すること。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。 

職場づくりを全庁的に推進しているところ。 

 男性の育児休業についても、 

 ・子の出生予定のある男性職員とその所属長に

対する知事メッセージの発信 

 ・「お父さんの子育てプラン」に基づく所属長面

談（イクボス面談） 

などにより積極的な取得を促進しているところ。 

 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て、また関係部局の考えも

聞きながら、できる限り正規職員の配置に努めて

きた。 

 また、24 年度からは、臨時職員等の確保が困難

な保健師や児童指導員といった専門職の代替に加

え、事務職の場合にも任期付職員の採用により対

応してきたところ。 

（４） 育児時間については、取得時間を 120分

に延長すること。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。 

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

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

いてだが、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）による法定事項であり、

県独自に制度を改善することは困難である。 

（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措置を行うこと。 

育児休業を取得した期間については、現在、勤

務したものとして取り扱っており、介護休暇を取

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

取り扱うこと」との要求だが、休んでいた職員と

良好に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。 

 なお、退職手当制度上は除算の対象にはなって

いない。 

 また、人事やその他の面においても、皆さんが

安心して、いきいきとした雰囲気の中で、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と

考えている。 

 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、困難であると考えている。 

１４ 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

産前休暇と産後休暇の取得期間および多胎妊娠

の場合の産前休暇の取得期間は、国や他府県との

均衡から、さらなる延長は困難である。 

 また、妊娠中の職員の勤務軽減に伴う代替職員

の配置についてであるが、これまでから該当所属
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大し、条件を緩和すること。 

（２）多胎妊娠の場合、産前休暇を「16 週間」

に延長すること。 

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。 

（３）生理休暇が時間単位で取得出来るなど、

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。 

生理休暇の時間単位での取得は、国や他の都道

府県との均衡から、困難である。 

 生理休暇を始めとした、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、

妊娠障害休暇といった母性保護のための休暇など

については、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）妊娠した女性教職員が安心して勤務でき

るように、マタニティハラスメント防止策

を推進し、諸権利の行使に関する説明や職

場で共通理解するための研修を重点的に行

うこと。 

（５）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するこ

と。 

教育委員会と話し合っていただきたい。 

１５ 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（女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律）」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

予定である。 

（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

「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
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こと。 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。 

１６ 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、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。 

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

口を設置している。 

 相談窓口については、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、周

知を図ったところ。 

 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

参りたい。 

１７．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においては、行政

職で、採用予定 53人程度として人事委員会で実施

していただき、67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、優秀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、大

学訪問など試験実施機関である人事委員会事務局

とともにリクルート活動等に力を入れているとこ

ろである。 

６．その他の職員団体の主張および県の回答 

職員団体 県 

いろいろな休暇制度があったとしても現場の状

況とか、現場の雰囲気とか、もう少しついていっ

ていないような点もあるので、その辺、マタニテ

ィハラスメントの現状をどのように認識されてい

るのかということと、休暇制度の取りやすい環境

作りということで課長としての考えや、県の事例

でもいいが、今どのように取り組んでいるのかと

いうことを聞かせてほしい。 

どういう子育て計画をしていくのかということ

を所属長と話してもらうことが大事。周りの方の

フォローも含めて業務を円滑に進めていく体制を

所属なり職場として考えていく必要があると考え

ている。 

制度を知ってもらうために、子育てハンドブッ

クについて、しっかり周知を図っていきたい。 

いろいろな休暇制度があるということを管理職

の皆さんや職員の皆さんに知ってもらい、必要な

ものはしっかりと活用していただくという取り組

みが必要かと思う。 

育児休暇制度自体はありがたく使わせてもらっ

ているが、やはり仕事が忙しい、常に忙しいとい

うわけではないが部分的に忙しい時間や時期に来

ると申請した通りには休暇を実際には取れないと

いうことが多々ある。 

育児時間休暇は有休制度なので是非使いたいけ

れど、取消しもシステムで容易にできることもあ

育児時間休暇の基本的な考え方としては、それ

ぞれの所属の中で、業務量など一定配慮されてい

ると考えている。そういった中で、仕事というの

はどうしても繁閑というものも出てきて、一定の

間であるとか、日によってはどうしても取れない

といったことが出てくるかと思う。 

なお、所属が配慮する中でずっと取れないとい



 7 

って、実際はなかなか取れないという現状も多々

聞いているので、制度を活用されている方に対し

ては、仕事上の配慮をお願いしたい。 

う話になると、それは所属の管理職員と話をして

いただきたい。 

人を評価するということはすごく難しい。未だ

に評価の時期だけは自分の心もしんどくなって、

どうやって付けようかと色々悩むことが多くあ

る。それを今度は自分が評価される側の立場にな

るということで、それを考えたときに基準などに

ついて少し不安があると感じている。 

また、職員間で有利不利が生じない工夫はぜひ

お願いしたい。 

他に不安なところとして、例えば超過勤務に繋

がるのではないかと思う。若い教職員は特に頑張

り、やらないといけないという時に必死で力を出

そうとするが、評価に際して、それが超過勤務に

繋がってしまったら本末転倒だと思うし、チーム

ワークについても、コミュニケーションを図るよ

うにということだったが、どの職場でもチームワ

ークは大事だと思うので、人事評価を実施してそ

こら辺が崩れないかどうかということも少し不安

に思っている。 

行政にとっては新しい制度であり、教員は人事

評価制度を実施してきた中で、それが給与に反映

されることへの不安があるのだと思う。 

判断するのは上司という中での評価が難しいと

は思う。ただ、そのようなことをできるだけ客観

的に評価できるように、研修を行い、評価者のレ

ベルの統一を図っていく必要があると考えてい

る。 

ただ、人事評価の評価結果を給与へ反映するこ

とでチームワークが壊れるということには疑問。

やはりその方がどう評価されて、どこが良くでき

ているのか、どこができなかったのかということ

を上司と話合いをしてもらい、良いところはもっ

と伸ばし、できていないところは、それをできる

ようにやっていただくということがこの評価の目

的である。 

結果として処遇にも反映するという部分はある

が、そういう部分でチームワークが壊れるという

よりも、全体的な能力の底上げをしていく中で組

織の最大化という部分を目指していければよいと

考える。  

ツールとしてこの人事評価を使っていきたい。

それが全体を通じて県民サービスの向上に最終的

に繋がっていくという制度にしていきたい。 

なお、昨年５月、地方公務員法改正に伴って人

事評価制度の導入が義務付けられたということが

大前提としてあるので、法律に違反するわけには

いかないと考えている。 

処遇への反映の仕方というのは法律では決して

謳われていないので、今の県の現状、今の若い職

員の声を聴いた中で、県らしい考え方を出し方が

良い。 

上司とのコミュニケーションがどこの職場でも

円滑かというと、やはりそうではない現実もある

かと思うので、そういった方へのフォローアップ

の仕方というのを、苦情申立機関、受付窓口とい

う話もあったかと思うが、どう救済していくのか、

きちんと我々が適正に評価されたなと実感を持て

る評価制度になるような努力を、今回一回限りで

は難しいと思うので、継続して改善なりしていた

だくような姿勢を示していただきたい。 

処遇への反映も別に県が独自でするわけではな

く、やっていくべきものとして位置付けられてい

る。 

この制度では、上司とのコミュニケーションが

大事だし、それがなければなかなか難しい。 

管理職がしっかりと話をすることが非常に大事

かと思うし、文書だけのやりとりで成績が決まる

のでは制度は活きない。 

また、本格実施するにあたって、人事評価制度

については、相談の処理ということは考えており、

できるだけ円滑に実施できるようにしていきた

い。 

技術の継承などもあるし、若手の即戦力がいな

い現場というのは大変なので、定期的な採用とい

うのは 10年先とか見越して考えてほしい。 

退職がどれだけあるかという話があって、翌年

にたくさん退職があるとすると前倒しで採用する

ということも考えながらやっている。 

 


