
 1

平成 2７年度職員団体との交渉結果（第３回） 

 

１．交渉団体 

滋賀県職員組合・県職労連、滋賀県職員組合嘱託職員協議会 

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 20 日（金）14:45～16:00 本館３－Ｂ会議室 

４．内 容 

処遇改善 

５．職員団体の要求および県の回答 

職員団体 県 

１ 雇用 

① 知識と経験を県民のために生かせるよう、

必要な人材を確保できるよう「更新期間の制

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、業務量等を勘案して設置され

ているが、当該事業の必要性や進捗状況等を見極

めながら、年度ごとに職の必要性が吟味されてき

たところ。 

また、地公法第３条第３項第３号に基づく非常

勤の特別職であり、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。 

 平成 26 年７月の総務省通知においても、「同一

の者が長期にわたって同一の職に繰り返し任用さ

れることは、長期的、計画的な人材育成・人材配

置への影響や、非常勤職員の身分および処遇の固

定化などの問題を生じさせるおそれがあることに

留意する」旨明記されており、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、県民に広く雇用の門戸を開放しておくと

いったことから考えても、５年が限度ではないか

と考えている。 

 なお、26 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。 

② 子ども・子育て応援センターについては、

相談体制を常時３人・３回線とし増え続ける

県民ニーズに応えられるよう体制を強化する

こと。また、採用試験実施時期を繰り上げ、

年度当初に相談員の不足が生じないようにす

ること。 

悩みを抱える子どもや保護者からの相談に応じ

ることは大切なことと考えている。 

今後の体制面や採用試験の実施時期について

は、健康医療福祉部の考えも聞きながら対応して

いきたい。 

③ 嘱託職員設置要綱は労働協約に準ずるもの

であり、労働組合の合意無く一方的な改悪は

行わないこと。また、労働条件改善のため必

要な改正を行うこと。設置要綱を雇用要綱に

名称変更すること。 

本県の非常勤嘱託員は、地方公務員法第３条第

３項第３号に基づき任用される特別職の地方公務

員であり、服務・勤務条件等について地方公務員

法が適用されないことから、それらについて個々

の非常勤嘱託員設置要綱により定めているとこ

ろ。 
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本要綱は、労使の合意に基づき作成される労働

協約とは異なるものと考えている。 

 勤務条件に関する事項については、引き続き、

みなさんと話し合いを続けていきたい。 

 なお、要綱の名称についてであるが、非常勤嘱

託員の職については、１年ごとにその職の必要性

が吟味される「新たに設置された職」であり、現

在の名称で問題ないと考えている。 

④ 退職者がある場合には、補充を確実に行う

こと。 

嘱託職員については、それぞれの所管部局にお

いて、業務の必要性、内容、業務量等を勘案して

設置されているが、当該事業の必要性や進捗状況

などを見極め、また、業務量や予算等を勘案して、

毎年度、人員・体制についても、判断されている

ものと考えている。 

２ 賃金 

① 正規職員との均等・均衡待遇を基本に、仕

事内容に見合う賃金、生活できる賃金に改善

すること。基本賃金を大幅に引き上げるとと

もに、地域手当相当額を賃金に加算するなど、

抜本的な改善を行うこと。  

非常勤嘱託員の方は勤務時間に制約もあり、事

業に対して果たす役割や、負う責任も正規職員と

は異なるものであり、処遇面で違いがあることは

やむを得ないものと考えている。 

また、報酬の改善や地域手当相当額の上乗せに

ついてであるが、嘱託職員の報酬月額については、

職務内容や職務経験等の要素を考慮して個別に決

定している。 

② 嘱託職員は、職場での経験を重ねることに

より職務内容は質的に向上し、その責任も重

くなっており、経験年数による昇給・加算を

行うこと。 

また、一時金、退職金、扶養手当を支給す

ること。 

雇用期間の更新は、同一の職務内容の職に再度

雇用するものであり、職務の責任や困難度に変更

はなく、職務の内容と責任に応じて報酬を決定す

る「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。 

また、一時金・退職手当等の諸手当の制度化に

ついては、非常勤職員には、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理

解願いたい。 

なお、報酬額については、従前から、職務内容

やその職に求められる専門性、経験を勘案して決

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。 

③ 所定労働時間を超えた労働には時間外勤務

手当相当の報酬を支給すること。 

また、勤務時間の振替によりこれを支給し

ない扱いとする場合は、その取り扱い方法等

について職員組合との協定を締結すること。

嘱託職員は現に時間外勤務を行っており、36

協定の対象とすること。 

嘱託職員のみなさんには、基本的に、各嘱託員

設置要綱で定められた勤務時間内で勤務していた

だいていると認識しているが、これを超えて時間

外勤務を命じた場合には、特別な事情により困難

な場合を除いて、勤務時間の割振変更を行ってい

ただくことが原則であると考えている。割振変更

については、出来るだけ早めに行うことが基本で

あると考えている。 

なお、過去に、時間外勤務の実態があった嘱託

については、時間外勤務手当相当分の報酬の支払

いについて、各所属で対応していただいたところ。 

３ 労働条件 

① 正規職員との均等待遇の実現 

(1) インフルエンザ等の理由により休まざる

を得ない状況が生じた場合に安心して休め

非常勤嘱託員の休暇は、労働基準法に定められ

ている休暇に加え、たとえば、有給の休暇として

夏季特別休暇や学校行事休暇、看護休暇など、正

規職員に準じた日数としているほか、育児休業、
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るよう、病気休暇やボランティア休暇など

の特別休暇等、一般職員に準じた有給の特

別休暇が取得できるようにすること。 

介護休業の制度も設けているところ。 

昨年度からは、災害による交通遮断、交通機関

等不可抗力の事故、公民権行使の特別休暇につい

て、一般職員と同様に有給の特別休暇とし、改善

を図ってきたところであるので御理解願う。 

ただ、非常勤という勤務形態や制度の趣旨から

全ての特別休暇を正規職員と同様に有給とするこ

とは困難である。 

(2) 短期介護休暇等が有給で取得できるよう

に改善すること。 

非常勤嘱託員の有給休暇については、これまで

から改善を図ってきたところであるが、非常勤嘱

託員の方の勤務形態の面からも、すべて一般職員

に準じた有給休暇の制度とすることは困難。 

(3) 現在、休暇などの付与を制限している月

16 日、週 28 時間 45 分の基準を改善するこ

と。 

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、一般職員と同様の措置をするこ

と、また、勤務日数や勤務時間の制限をなくすこ

とは困難。 

(4) 本人申請による勤務の振替を半日単位で

行えるようにすること。 

嘱託職員の方の勤務日等はそれぞれの設置要綱

により定められているが、様々な勤務形態がある

ことから、月 16日以内または週 28時間 45 分以内

で定められた勤務時間の中で割振変更により対応

いただいているものと考えている。 

② 初任者研修、専門性を高める研修への参加

を確保すること。（県政資料室、子ども・子育

て応援センター） 

職務遂行する上で必要なものについては研修等

を受講することも必要であると思われ、各所属で

必要な対応をしていただいているものと考えてい

る。 

また、人事課においても、臨時的任用職員や嘱

託職員の方を対象に、接遇に係る研修を、年２回

実施しているところ。 

③ パワハラのない職場環境をつくること パワーハラスメントについては、防止指針を策

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。 

今後とも、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る。 

④ 消費生活相談センターにあっては、相談件数

の増加と人員削減により土日勤務の増加と担

当講座数の増加など負担が増えている。結果、

持ち帰り残業が発生し、相談業務以外は業務と

認定されず賃金不払いが発生している。早急に

是正すること。 

消費生活相談センターの相談受付件数は、25 年

度から 26年度にかけて減少し、今年度上半期も、

前年同期比△2.2%と聞いている。 

26 年度に１名が消費生活主任相談員となったた

め、１人当たりの相談件数や土日勤務は増加して

いるが、困難な相談案件等について、知識・経験

の豊富な消費生活主任相談員の助言等が受けられ

るなど、良い効果が生まれているとも聞いている。 

相談業務について、途中で打ち切ることができ
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ない特殊性があることから、やむを得ず時間外に

及ぶ場合は、勤務時間の割振変更で対応いただい

ているところ。 

出前講座の準備等の業務については、通常の勤

務時間内で行っていただくことが原則であり、準

備等の負担が少なくなるようＷＧを設け資料作成

の効率化等について検討を進めている旨、部から

は聞いている。 

６．回答後の交渉状況 

職員団体 県 

例年、正規職員の賃金改善の話がまとまると、

１月から嘱託職員の賃金についても正規職員に準

じて改善しているが、今年は、国会の動きなどか

ら、現状では正規職員の賃金改定の時期について、

具体的に言及されていない。嘱託職員の報酬につ

いては、４月に遡って報酬を改善すべきだと要求

しているが、少なくとも従来どおり１月からの改

定で大丈夫だと回答頂きたい。 

前回（昨日）、総務部長から回答があった状況も

勘案しながらと認識している。その中で、嘱託の

方に関しても、正規職員に準じてと回答している

ところである。まだ、私の口からいつかという話

は出来ない。基本的なスタンスとしてこれまで正

規職員に準じて給与を改定してきたことから、そ

うしたものも踏まえながら検討すべきだろうと考

えている。 

土木の登記嘱託員の報酬は経験を配慮して加算

される。他の嘱託員も同様に職務内容が変わって

いくことに着目し、この経験を評価すべきである。

これは主管課が判断すればできるのか。 

基本的な考え方としては、平成 26 年７月７日の

総務省の公務員部長通知を踏まえた対応が必要と

考えている。同一内容の職に再度任用されて責

任・困難度が同じである場合は、職務級の原則か

ら同一ということも書かれている。 

時間外勤務をした場合の割振変更については、

労使協定が必要であり使用者が恣意的に行うもの

ではない。一般的な時間外勤務による割振変更と

は違う。例えば、振替は本人選択によるなどのル

ールを決めてはどうか。 

割振変更については、非常勤嘱託員の任用にあ

たり示している個別の設置要綱で定めている。基

本的にはそれにそって対応することが必要と思っ

ている。最終的に、割振変更が出来ずに時間外勤

務になった場合は、時間外勤務手当を支給して対

応している。 

少なくともインフルエンザによる特別休暇を有

給で認められたい。仕事に行きたくても行けない。

これは交通機関等不可抗力の事故と同様であり、

事故が起こってからでは遅い。改めて要求する。 

現状どおり、年次有給休暇を使って対応いただ

きたい。休暇の創設については、夏季休暇や学校

行事なり一定の部分は措置してきたと認識してい

るところである。 

労務管理をする人事課として各部局が設置要綱

に基づき適切な運用をしているか、チェックする

体制はあるのか。 

労務管理として、特に正規職員であれば人事課

が把握すべきと考えている。ただ、個々の雇用に

関する設置要綱は、各所属で責任を持って対応し

ており、そういった中で嘱託職員の労務管理は、

基本的には各所属で行うのがルールである。 

消費生活相談員については、３年雇用後に市町

への巡回相談業務が加わる。このような仕事は、

経験がないと出来ないため登記嘱託員と同様に経

験加算すべきことではないのか。 

人事課としては、先ほどの総務省公務員部長通

知も踏まえて対応することになり、ご理解頂きた

い。そうした中で、皆さんが御苦労頂いているこ

とは十分聞かせて頂いたので、部等にも連絡し、

体制等を含めた話を今後していきたい。 

人事評価制度については現業職員にはなじまな

いとそのことついては終始一貫、そのスタンスを

持っている。 

地方公務員法の改正により、人事評価制度が義

務付けられた中で、来年度からは本格実施をして

いかなければならない。そうした中でどういう形

でやっていくか考えていきたい。 

今回の再任用制度の格付変更は現業には該当し

ないということで良いか。 

再任用については、昨日部長から行政職で課長

級、参事級で退職した者について、これまで主幹

級で格付けをしていたものを来年度から副主幹級
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での格付とさせていただくということを申し上げ

た。そうした中で、この件については、技労職に

は影響を与えないと考えている。ただし、社会情

勢の変化等により、今後については、未定である。 

 


