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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、滋賀県職員組合、滋賀県公立高等学校教職員組合、 

全教滋賀教職員組合 

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）14:45～16:00 本館３－Ｂ会議室 

４．内 容 

仕事と家庭生活の両立支援、母性保護、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（女性） 

職員団体 県 

１．仕事と家庭生活の両立支援をはかり女性の活

躍を推進するために、労働時間を短縮し、時間

外労働をなくすこと。職員定数を拡大し必要な

人員を確保すること。 

勤務時間は、平成 21年４月から１日８時間を７

時間 45 分に短縮したところであり、国や他の都道

府県との均衡の観点からも、さらなる短縮は困難

である。 

また、時間外勤務の縮減に向けては、これまで

から全庁で取り組んでいるところであるが、引き

続き、定時退庁や朝礼終礼の徹底、また週休日等

の振替や遅出等勤務制度を活用することとし、あ

わせて職員アンケートを踏まえた新しい取り組み

を実施したいと考えている。 

次に、「職員定数の拡大」についてだが、職員の

皆さんには、非常にスリムで効率的な体制で行政

運営を担っていただいているものと考えている。 

二巡目国体や全国障害者スポーツ大会の開催準

備など、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

ていきたい。 

２．嘱託職員、臨時的任用職員、日々雇用職員の

賃金単価を引き上げること。 

臨時的任用職員、非常勤嘱託員、日々雇用職員

の皆さん方には、それぞれの職場で欠かすことの

できない重要な役割を担っていただいていること

に感謝申し上げる。 

 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

日額の金額としており、嘱託職員の報酬について

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

ろなので、御理解願いたい。 

３．すべての病気の特別休暇を 180 日に戻すこと。

ガン治療後の定期検診（１年に数回程度）は特

別休暇が適用できるようにすること。 

病気休暇は、国や他府県の状況など全国的な均

衡を考慮し、平成 20 年４月から 90 日としたもの

であり、元に戻すことは困難である。 

なお、特例として、精神疾患、妊娠に起因する
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疾病または悪性新生物については休暇期間を 180

日としている。 

 また、病気休暇からの職務復帰後、ガン治療の

一環として投薬や経過観察のため受診する場合に

ついては、私傷病特別休暇を取得することが可能

である。 

４． 育休代替の任期付き職員について、産休中か

ら継続して一般職員として採用できるように改

善すること。任期付き職員の採用時の研修を充

実させるなど処遇を改善すること。 

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

期間を限度として任期が定められており、産休中

から採用することは困難である。 

ただ、その方を産休期間中は臨時職員として継

続した配置となるように対応しているところ。 

また、採用時の研修については、職務遂行上、

必要な基礎的な知識の習得を図るため、24 年度か

ら任期付職員を対象とした研修を年２回実施して

いるところ。 

５．育児短時間勤務、部分休業などについて、小

学校低学年までとれるようにすること。 

育児短時間勤務および部分休業の取得期間につ

いては、地方公務員の育児休業等に関する法律に

より、全国一律の制度となっているので、本県の

み取扱いを変更することは困難。 

６．ハラスメント防止対策が機能しておらず、不

幸な事件が発生している。ハラスメントを未然

に防止し、発生した場合は初期の段階で確実に

対策が講じられるよう対策を徹底すること。現

在のパワーハラスメント防止対策指針について

は次の改善を行うこと。 

(1) 被害者保護を徹底し、些細な事でも相談で

きる環境を整えること。 

(2) 申し立てのあったハラスメント事案につい

ては、労働者代表を委員に加え、第三者性を

持つ調査対策委員会を設置すること。 

(3) ハラスメント相談による対応に不服がある

場合は、被害者・加害者双方が申し立てでき

るようにすること。 

パワーハラスメントやセクシャルハラスメント

については、それぞれ指針を策定し相談窓口も設

置しており、全職員向けに周知を図っているとこ

ろ。 

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。 

さらに、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。 

その上で、職員から相談があった場合には、プ

ライバシーに配慮しつつ、広く聞き取りを実施し

て事実確認を行い、原因を突き止めた上で、所管

部局や所属との話し合いの場を持つなど丁寧に対

応しているところであり、今後もそのように対応

していく。 

また、これまで説明してきたハラスメント対応

は、今後ハラスメントを起こさない職場環境づく

りのために行っているものであり、必ずしも事実

の判定や職員の処分をするためのものではないの

で、不服申立てを制度化することはなじまないも

のと考えている。 

今後とも、これまでの取組を継続し、指針や相

談窓口の周知を図り、ハラスメントの防止に努め

ることで、働きやすい良好な職場環境づくりに努

めていく。 

７．学校等行事休暇の対象や日数を拡大すること。

保育園・幼稚園の進級式、登下校時の立ち当番、

進路説明会、○○親子フォーラム、○○カーニ

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。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
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バル等の親子で参加を要請される学校行事も対

象とし、１学期に１日以上とすること。 

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。 

８．看護休暇について、子としての対象を中学生

まで拡大し、家族について日数を拡大すること。

また、子どもに障害があるときは年齢制限を廃

止すること。不登校の子に対応する必要がある

場合は日数を拡大すること。 

本県の看護休暇は、平成 16 年度から、対象者を

拡大しているところ。国や他の都道府県との均衡

という点から、さらなる拡大は困難。 

 また、子どもに障害がある場合や、子どもが不

登校となった場合についてであるが、その子の治

療に必要となる時間については、医師の診断に基

づき、看護休暇とは別の特別休暇である短期介護

休暇を取得することも可能。 

９．介護休暇の「連続する６月の期間」を見直し

て、一定期間内なら分割して通算６月以上とれ

るようにするなど、利用しやすい制度に改善す

ること。 

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、国や他の都道

府県との均衡から、通算して６ヶ月と数えるよう

な制度拡充は困難。 

10．更年期の健康管理休暇を新設し、リフレッシ

ュ休暇を復活させること。 

体調が悪く、勤務が困難な場合は、医師の診断

に基づき、治療に必要な期間について、特別休暇

により対応することとしている。 

また、リフレッシュ休暇についてであるが、特

別休暇としての長期勤続休暇は昨年度末に廃止し

たところであり、制度の復活は困難と考えている。

職員が心身のリフレッシュを図ることは大切なこ

とであり、今後も引き続き、年休の積極的な取得

を奨励していく。 

11．病院・福祉施設に勤務する妊婦の勤務軽減措

置を行うこと。夜勤については本人の申請がな

くとも妊娠とわかった時点から免除すること。

50 才以上の職員の夜勤も免除すること。 

福祉施設に勤務する妊娠中の職員に対しては、

担当業務について過度の負担がかからないよう、

それぞれの所属において配慮がされているものと

認識している。 

福祉施設における夜勤は、職務の必要上やむを

得ないものであり、50 歳以上の職員のみ夜勤を免

除することは困難。 

また、病院のことについては、病院事業庁とお

話し願いたい。 

12．病院等の交替勤務職場において、夜勤免除が

とりやすい条件を整備すること。 

病院事業庁とお話しいただきたい。 

13．水防等夜間の待機等へ入ることについては、

育児や介護を行う職員の条件や意志を尊重し一

律的な取り扱いはしないなど十分に配慮するこ

と。 

土木事務所長会議において、「職員と十分な話し

合いを行った上で、職員の了解を得て配備体制に

組み入れること」、また妊娠中の職員、育児や介護

に携わる職員については、「職員の意志をできる限

り尊重する形で配備体制を定めること」を申し合

わせていると聞いており、それぞれの所属で他の

職員の協力も得ながら工夫して実施されているも

のと理解している。 

14．教育現場では、妊娠判明時から全期間に指導

軽減措置を拡充すること。養護学校の妊娠軽減

時間を週１０時間から週２０時間に増やすこ

と。養護教諭については複数配置の学校にも軽

減措置をすること。また、学期を限定しないこ

と。 

教育委員会とお話しいただきたい。 

15．育児休業取得者に対する退職手当の除算期間

の撤廃など不利益を一切なくすこと。育児休業

手当金は１歳半までは無条件に支給すること。 

退職手当については、従来は育児休業を取得し

た期間については、２分の１を除算することとし

ていたが、国家公務員の退職手当制度の改正に準
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じ、平成 18 年度からは、育児休業を取得した期間

のうち子が１歳になるまでの期間については、３

分の１の除算とするように改正したところ。 

退職手当は、都道府県や国との間で勤続期間の

相互通算規定を設けており、勤続年数や算定基礎

額の計算方法、調整額の基準など退職手当の計算

を行ううえでの基本的な部分については、全国一

律のものとなっており、本県だけが異なる扱いを

行うことは困難。 

なお、昇給昇格における育児休業期間等の取り

扱いについては、平成 19年の８月以降の育児休業

の期間については、全期間勤務したものと同等に

換算して、復職時に号給を調整している。 

次に、育児休業手当金については、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お

り、本県のみ異なる扱いとすることは困難。 

16．生理休暇について、臨時職員についても有給

でとれるようにすること。 

臨時職員の特別休暇については、人事委員会規

則により定められているところ。任期の定めのあ

る臨時職員の勤務形態等を考慮すると、すべての

特別休暇について、一般職員と同様の措置をする

ことは困難。 

17．人事評価制度は、個人競争の激化による協働

意識の低下、長時間労働・精神疾患の激増、組

織力の低下等を招き、育児や介護に支障を来し

かねないことから、職場へ導入・拡大しないこ

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、

個別に応えるほか、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。 

なお、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と

考えている。 
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６．職員団体の要求および県の回答（青年） 

職員団体 県 

賃金・諸手当について 

１．依然として民間初任給との隔たりが大きい初

任給を大幅に引き上げるとともに、青年層が希

望を持って働けるよう賃金水準を改善するこ

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、国の基準より４号上乗せを行い、

民間との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

り改定したところ。 

 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。 

２．「給与制度の総合的見直し」は、ベテラン層で

大幅に賃金水準が低下し、青年も将来設計を大

きく狂わせることになる。将来設計が見通せる

賃金体系にすること。 

当然のことながら、地方公務員の給与は、人事

委員会勧告を尊重することが基本である。 

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

であった。 

先の総務部長交渉でも部長から申し上げたとお

り、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。 

３．地域手当については、条例本則に定められた

とおり、直ちに 7.5％に引き上げるとともに水準

調整を実施すること。 

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に係る給与改定

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。 

 先ほど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

し検討の時間をいただきたい。 

 なお、条例本則の 7.5％へ直ちに引き上げること

は、人事委員会勧告がない中で実施は困難である。 

４．民間経験を持った新規採用職員の初任給を改 平成 18 年度からは、経験の号給換算方法を国に
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善し、採用後一定期間内に標準入職者の賃金水

準に到達できる措置を講じること。 

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。 

５．住居手当について、全額支給限度額と最高支

給限度額を引き上げること。また、家賃や住宅

ローンの負担が青年層に重くのしかかっている

実情をふまえ、住宅ローン・固定資産税など住

宅関連費の支出に見合う手当の支給等の改善を

行うこと。 

支給額や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。 

６．職員住宅は、当面の居住場所の確保のため、

県外から就職された方はもとより、青年層や世

帯形成層の生活に欠かせない施設であり、維

持・改善すること。また、空室が増えている状

況も踏まえて、使用料を軽減できるよう見直す

こと。 

職員住宅は自宅からの通勤が困難な職員等に必

要な施設であり、適切な維持管理に努めている。 

使用料については、今年度から新使用料を適用

しているが、来年度の使用料については、民間住

宅の賃料を勘案しつつ見直しを進めているとこ

ろ。 

なお、昨年度から空室解消のため入居要件の緩

和と随時募集を実施しており、今後もＰＲにも努

めていく。 

労働時間・休暇制度について 

１．時間外勤務手当計画の提出を含め超過勤務縮

減対策が押し付けられるなか、「時間外勤務をし

ても申請できない」不払い残業が広がっている。

「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措

置等に関する指針」や「労働時間の適正な把握

のために使用者が講ずべき措置に関する基準」

を徹底し、時間外勤務の実態把握を行うととも

に不払い残業を是正すること。 

時間外勤務を命じて勤務をさせたにも関わらず

手当を支払わない「賃金不払い残業」については

あってはならないもの。また、職員の健康管理、

公務能率の向上、ワーク・ライフ・バランスとい

う面からも、時間外勤務の縮減は非常に重要と考

えており、引き続き事前命令・事後確認を徹底し、

勤務時間の適正な管理を図ることとしている。 

２．36 協定の時間外勤務の上限時間が過労死ライ

ンである月 80時間を超える職場にあっては、次

回の協定更新時には過労死との関連性が強まる

月 45時間以内に上限時間が収められるよう、人

員増の計画を示し実行に移すこと。 

36 協定は、事業所ごとの労使の話し合いによっ

て締結されるものであり、人事当局が一律の上限

時間を示すものではない。 

 また人員については、業務の量的、質的な側面

を十分に勘案した上で、限られた人員の効果的な

配置に努めているところ。特に、時間外勤務の多

い所属については、事務処理方法の改善等の措置

もお願いしながら、重点的な人事配置にも配慮し

たいと考えている。 

３．水防待機用務の「振替」は、労基法上の代休

であることから本人申請によるものとし、本人

申請なき場合は時間外勤務手当を支払うこと。

また、「振替」申請の強要は行わないこと。 

振替により十分休養することは、超過勤務縮減

に資するのみならず、職員の健康管理や公務能率

の向上の観点からも重要であると考えている。 

また振替は勤務命令ではあるが、職員の業務の

繁忙等を考慮し、振替が可能な日を調整している

ところであり、基本的に振替で対応することとし

ている。 

４．臨時教職員について一般職員との均等待遇を

実現すること。 

５．教育現場では業務量の増大と教員不足により

教育委員会とお話し願いたい。 
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長時間過密労働化が進行している。青年教職員

は部活指導や初任者・経験者研修などによって

さらに業務が増大している実態がある。2013 年

度から行っている教職員の勤務時間調査の結果

を公表し、長時間労働の実態把握と要因分析を

行い、解消に向けた実効ある措置を行うこと。

また、勤務時間内で教材研究などの時間を確保

できるようにするために、学校長への指導をす

るとともに、県教委としてその具体的な策を講

じること。 

６．健康で文化的な生活を保障するために勤務時

間の短縮を行い「拘束８時間、実働７時間」、「週

35 時間労働」の実現を目指して９時出勤、５時

退庁を実施すること。 

勤務時間は、平成 21年４月から１日８時間を７

時間 45 分に短縮したところ。 

県民に対し、十分な行政サービスを提供するた

めには、一定の勤務時間の確保が必要であり、ま

た国や他の都道府県との均衡という点からも、こ

れ以上の勤務時間の短縮は困難。 

７．休暇制度について、次の項目を改善すること。 

① 結婚休暇を 10日とすること。 

② 夏季休暇の取得時期は、７月～９月である

が９月は、第２四半期のまとめを行う時期で

あるために業務量が多いので、夏季休暇を取

得しにくい実態がある。夏季休暇取得期間を

６月から 10 月までに拡大し、取得しやすくす

ること。 

結婚休暇については、平成 24年度に、取得日数

について週休日・休日を除いた７日間とする運用

改正を行っており、国や他府県との均衡からも、

これ以上の拡充は困難。 

また夏季休暇についてであるが、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。 

その他について 

１．福利厚生制度について 

互助会は地方公務員法による県の福利厚生制

度の一環を担っている。条例に基づく県負担金

を復活し、必要な事業を実施すること。 

過去において公務員の厚遇問題から互助会への

補助金が全国的に廃止されてきた経緯から、県負

担金を復活することは、困難。 

なお、今年度は会員の皆さんの意向を聞くため

にアンケートを実施したところであり、アンケー

ト結果を踏まえて事業の見直しについて検討して

いるところ。 

２．人事評価制度について 

人事評価制度の本質は、憲法の定める「全体

の奉仕者」に反し、職場支配を強め、権力に奉

仕する公務員を作るための制度です。組合のア

ンケートには、「公務能率が増進しない 87％」「職

場が活性化するとは思わない 85％」と、地方公

務員法で期待する「公務能率の向上」や「組織

の活性化」は果たし得ないことの声が圧倒的で

ある。また、すでに実施している自治体では、

処遇に対する納得感の低下、個人競争の激化に

よる協働意識の低下、長時間労働・精神疾患の

激増、組織力の低下などの「構造的欠陥」が明

らかになっている。教育の現場では、共同で教

育を進める教職員を分断し、職場の力と教員の

志気を削ぐことになる。 

さらに、相対評価による避けがたい矛盾は、

様々な工夫を施したところで解決できるもので

はなく、公平性、公正性、納得性の確保は不可

能である。職場を破壊する人事評価制度は導入

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、

個別に応えるほか、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 
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しないこと。 ・ 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。 

 なお、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。 

３．メンタルヘルス対策について 

人員削減の影響から、青年が職場で孤立し、

メンタル不全に陥っている例が多く見られる。

精神疾患は個人の問題ではなく、職場環境の悪

化から増大していることを認識し、早急に改善

するため、職員定数を増やすこと。 

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。 

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

チェックを実施したところ。 

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。 

今後とも、職員本人、家族、所属、主治医、産

業業保健スタッフなどの関係者間の連携を密に

し、個々の状況に応じて精神疾患の予防や早期発

見とともに、円滑な職場復帰の取り組みを進めて

いく。 

４．セクハラ・パワハラ対策について 

ハラスメント防止対策が機能しておらず、不

幸な事件が発生している。ハラスメントは未然

に防止するとともに、発生した場合は初期の段

階で確実に対策が講じられるよう対策を徹底す

ること。また、現在の指針については次の改善

を行うこと。 

(1) 被害者保護を徹底し、些細なことでも相談

できる環境を整えること。 

(2) 申し立てのあったハラスメント事案につい

ては、労働者代表を委員に加え、第三者性を

持つ調査・対策委員会を設置し、ハラスメン

トの根絶を目標に被害者・加害者双方が納得

できる対応をすること。 

(3) ハラスメント相談による対応に不服がある

場合は、被害者・加害者双方が申し立てでき

るようにすること。 

パワーハラスメントやセクシャルハラスメント

については、それぞれ指針を策定し相談窓口も設

置しており、全職員向けに周知を図っているとこ

ろ。 

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。 

さらに、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。 

その上で、職員から相談があった場合には、プ

ライバシーに配慮しつつ、広く聞き取りを実施し

て事実確認を行い、原因を突き止めた上で、所管

部局や所属との話し合いの場を持つなど丁寧に対

応しているところであり、今後もそのように対応

していく。 

また、これまで説明してきたハラスメントに係
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る対応は、今後ハラスメントを起こさない職場環

境づくりのために行っているものであり、必ずし

も事実の判定や職員の処分をするためのものでは

ないので、不服申立てを制度化することはなじま

ないものと考えている。 

今後とも、これまでの取組を継続し、指針や相

談窓口の周知を図り、ハラスメントの防止に努め

ることで、働きやすい良好な職場環境づくりに努

めていく。 

７．回答後の交渉状況 

職員団体 県 

職員住宅の廊下の電気や街灯の電気は共益とい

うが、建物を維持するための必要最低限のもの。

これを一部の入居者で負担しようというのは満室

のときはよかったかもしれないが、これだけ利用

者が減ってきたら積極的に見直してもらえないの

か。補修するのは県が行っており、共益費は一部

住んでいる人に負担させるのはおかしいと思う

が、見直していこうという考えにならないのか。 

入居者の共益費については、今まで入居者でご

負担いただいてきたので公費での負担はできな

い。こちらとしてもできるだけ多くの方に入居い

ただけるように努力したい。 

職員住宅は青年の福利厚生の一環でもあり、優

秀な人材を確保するためには必要である。人が増

えないのは、入居者のせいではなく、県が入居者

を増やすために効果的な対策をしていないからだ

と思うがどう考えているか。 

また、入居者が減ってきたから共益費を値上げ

する民間企業はない。民間では部屋のエアコンや

ネット配線の整備は当たり前。民間の状況を勘案

して家賃を見直すとのことだが、民間ができてい

ることを職員住宅はできていないのだから家賃額

は引下げしかない。 

去年より入居要件の緩和という形で、単身者の

入居条件を長くしたり通勤要件を緩和するなどで

きるだけ多くの方に入ってもらえるようにしてき

ている。随時の申し込みもできるだけ早く対応で

きるようにしている。家賃については、現在見直

しについては調査をしているところであり、しば

らくお待ちいただきたい。 

係制になり、上の者が持っていた仕事が下り、

業務量が増えた。上にも相談できず抱え込み悩ん

でいる事例がある。負担を若年層に押しつけるよ

うなことはしてほしくない。 

職員のメンタル不調も体力を消耗する時間外の

あり方も不払い残業のこともそうだが、人を大事

にしていないことが重なっている。人員増は避け

て通れない課題だと思う。 

また、地方機関に長い間在籍していた職員が、

いきなり本庁で議会対応を求められるのはつら

い。若いときから丁寧に育ててほしい。 

若手が一人で悩んでしまうとメンタル的に不調

をきたすこともあるので、係長がもっと下の面倒

をフォローしてほしいという思いである。対外的

な調整や下の者が相談できる体制として係長とし

ての研修も行っている。人事評価制度をどのよう

に運用していくかが大事だと思っている。 

人員増は財政とリンクしており、財政が楽観で

きない状況で拡大していくのは難しい状況であ

る。 

女性の活躍については、今年 3 月に女性活躍の

取り組み方針をまとめ、数値的な目標も設けたと

ころであり、まずは経験していただく、育成して

いく観点が大事と思っている。今後、環境にも配

慮しながら女性の活躍の場を考えていきたいと思

っている。 

人が増えないから係制になっただけ、ある係長

は下の係員の仕事を移せないから従前通り仕事も

持ちながら係長もしている。結果的にオーバーワ

ークで、係長が係長の役割を果たせていないのが

問題。係長の役割が果たせる客観的要件を人事課

半年たった10月くらいに係長にきてもらい聞き

取りをしている。そういうなかで意識として部下

職員に配慮したり、業務管理やチェックをし、係

長としてやりがいもあるとしている。そうしたな

かすぐに効果があらわれるのは難しいかもしれな
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に整えてほしい。 いが、係長としての役割を果たされることを期待

している。 

また、業務をどう減らしていくかという観点は

重要だし、そういう動きもしている。やはり大き

なことでなくても一つ一つの業務を簡素化する、

効率化することを積み上げれば効果は大きいと感

じている。 

相談員に直通の窓口を作ってくれたことはいい

が、パワハラの指針をもっと第三者的にみて納得

できるものにしてほしい。人事課だけで完結しな

いでほしい。 

また、人事課がパワハラから職場を守るという

メッセージを出すことが求められている。人事課

として何ができるかを検討してもらいたい。 

パワハラの指針について、職員から相談があっ

たときのプライバシーは非常に大事である。そう

したなかで、繰り返し対応したこともあり、結論

をだしたから終わりじゃなく、本人が納得するま

で対応した例もある。パワハラもセクハラもあっ

てはいけないことで組織として取り組む必要があ

り、様々な研修や指導をしているところである。 

もし疑いがあるような行為があれば職員の皆さ

んから相談をいただく窓口を設けているので、ま

ずはその窓口にご相談いただきたい。そこから組

織として動いていけるし、それが職員を守ってい

くことになる。 

また、人事課だけで終わっているかというとそ

うではなく、所管部局にも入ってもらいながら、

事実確認等行い、最後の対処まで考えているのが

実情である。 

学校行事休暇であるが、１子に対して、１日を

２日にしてもらったのは有り難かった。ただ、学

校からはいろんなことで連絡があり、学校行事の

限定列挙では限界があるので、学校から文章で連

絡があったものを添付することにより学校行事休

暇と認めてもらえるとありがたい。 

 

 


