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臨時嘱託職員の皆さん
会計年度任用職員の説明会を開催します！
平成３２年度から導入される会計年度任用職員とは何か？

なぜ今、制度が変わろうとしているのか？
それによって皆さんの待遇がどう変わるのか？

自分たちの待遇を自分たちで交渉しませんか？ぜひ、この機会に組合に加入してく
ださい。今まで直接伝えられなかった想いを当局にぶつけませんか？まずは、ご都
合のつくどちらかの説明会にご参加ください。

丁寧に説明しますので、ぜひご参加ください。説明は３０分程度です。当日は軽食を用意しますので、
ご参加いただける方は別紙にご記入の上、書記局までご提出ください。また、お電話での受付もいたし
ます。

場所：東部水道企業団３階　３Ｂ会議室
対象：本庁勤務の臨時嘱託職員

日時：5月 2日 ( 水 )18 時から・5月 8日 ( 火 )18 時から

  
    

２０１３年 ７月２７日 太田市臨時嘱託職員労働組合 結成 

２０１３年 ６月 有給休暇の日数の見直し（日数増と繰越） 
２０１４年 ４月 賃金改定 

２０１４年１１月 時間外勤務（追加報酬） 

２０１５年 ４月 交通費の支給 
２０１６年 ４月 賃金改定 

２０１６年 ８月 全給食室にエアコン設置 

２０１８年 全給食室、換気扇フード清掃が業者委託 
２０１８年 ４月 嘱託・臨時栄養士の賃金改定 

 

２０１３年、臨・嘱労組の組合結成準備及び結成されてから以下のような見直し、改定が行われ

ました。組織化したことで私たちの声を当局に届けることが出来るようになったのです。その為

にも一人でも多くの方の組合加入が組合としての力が増すことにつながり要求実現の近道に

なります。 

太田市臨時・嘱託職員組合結成後の賃金・労働条件の変更について

組合費

福利厚生

自治労共済及び組合から福利厚生サービス（お見舞い（災害）、慶弔（祝金、 
弔慰金）、慰労（慰労金））を受けることが可能となります。 

     また、組合員間の親睦を目的としたレクリエーション等を企画しています。 
     （参考）・インフルエンザ助成事業・・・・・・・・・・・・・助成額 １，０００円 

・ブリザーブドフラワーアレンジメント・・・・・・組合員 １，０００円程度 
         ・ブリザーブドフラワー正月飾り・・・・・・・・・・組合員 １，０００円程度 
         ・ボウリング大会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・組合員 １，０００円程度 
         ・蘭入盆栽風苔玉作り・・・・・・・・・・・・・・・・・組合員 １，０００円程度 
         ・バスツアー（桃狩り）・・・・・・・・・・・・・・・・・・組合員 ２，５００円程度 
         ・ブリザーブドフラワー「フレッシュリース」・・組合員 １，０００円程度 
         ・バスツアー（秩父満喫ツアー）・・・・・・・・・組合員 ２，５００円程度 

臨時職員 
（１）月額組合費 
    勤務時間７時間未満の人・・・月１，０００円 
    勤務時間７時間以上の人・・・月１，２００円 

      嘱託員 
       （１）月額組合費 

   基本給  ×  １２／１，０００  
          夏季一時金（期末手当相当分） 
           基本給  ×  １．２２５  ×  ５／１，０００  

臨時職員 
（１）月額組合費 
    勤務時間７時間未満の人・・・月１，０００円 
    勤務時間７時間以上の人・・・月１，２００円 

      嘱託員 
       （１）月額組合費 

   基本給 × １２／１，０００ 
          夏季一時金（期末手当相当分） 
           基本給 × １．２２５ × ５／１，０００ 



　
　
　3 月 28 日午後４時に当局からの回答があっ
た。今回の春闘要求書については前進したこ
とがなく、当局の一方的な回答が目立った。
建築主事に課長職を配置することについては
口頭では課長職以上を配置すると言いつつも、
今後の人事運営上、不安があることから明文
化することはできないとし、人事政策の運営
の脆さを吐露した格好となった。また現行の
運用でご理解いただきたい、必要に応じて協
議をしたい等の後ろ向きな回答が目立ち、労
使交渉においても終始守りに徹した。
　人事評価制度の一時金の反映については平成３０年度の上半期の結果を 12 月の一時金に反映させる
とし、管理職の反映結果を踏まえて随時課長補佐職以下も実施していくとしたことから、平成３０年度
中の組合員への反映は難しいのではないかとの問いに対し、当局からは明確な回答はなかった。12 月
に反映をし、その反響も含めたことを鑑みた場合、下半期の結果を翌年 6月の一時金に反映することは
当局が言う、管理職の結果を踏まえて実施するには通常のタイムスケジュールでは実行できない。仮に
平成３０年度の下半期の人事評価から組合員にも反映させることになれば、最初からスケジュールが決
まっているとしか思えない。人事当局ヘは釘を刺しておきたい。
　また再任用職員においては議会答弁で４級再任用職員への登用も示唆したにも関わらず、退職時の役
職に関わらず一律３級再任用職員とし、3月28日現在においては内示の通り人事配置すると言い切った。
　給食現場において人材が足りなく、平成２９年度退職の再任用職員についてはリーダーとして継続勤
務することから、給食現場においては週４日の勤務であればリーダー不在の日が必ず週 1日生じること
から、原則論ではなく、週５日勤務を要望したが、人事当局は現場の人材補充を求める声よりも再任用
職員制度を厳格に運用することを優先させた。
　最後に今回の要求では専門職の力を十分に発揮していただくために一般事務職員を配置することで保
健師の一般事務の軽減を提言したが、当局は一般職員においても日々努力していることから専門職員に
おいてもご協力いただきたいとし、あたかも専門職員が努力をしていないと受け取れるような回答をし
た。近年の当局の姿勢は労使交渉というよりも組合への報告でしかなく、交渉に応じる姿勢を見せてい
ない。今後の労使交渉においては交渉となるようにしていき、担当部長は部長の言葉で回答をもらいた
い。

3.28 春闘要求書回答
１．基本要求項目
組合員の生活を維持・改善するための水準を確保すること。また、財政事情などを理由にした自治体
独自の賃金削減は行わないこと。

２．組合員の生活を維持・改善するための賃金水準の確保
（1） 賃金水準について、国の給与構造改革前の賃金水準に回復することを基本とし、民間春闘の要求実
態を踏まえ、４％程度の賃上げとすること。
（2） 運用基準等
①給料表については、国公行（一）表 9級水準とし、運用については 6級到達を確保すること。
②４号給を超える昇給区分の原資（８号昇給５％、６号昇給 20％相当分）を確保し、公平な運用によっ
て賃金水準を確保すること。
③ 中途採用者（社会人経験のあるもの）の初任給決定にあたっては、人事院規則の改正を最低とした
改善をはかること。あわせて、昇任においても中途採用者全員を対象に在職者調整を実施すること。
（3） 給与の総合的見直しに伴う現給保障が終了することから組合員の生涯賃金が減少しないように一時
金における傾斜配分の加算割合を４級については５％から１０％に引き上げる等の施策を講ずること
で生涯賃金に影響がでないように配慮すること。
（4） 建築主事においては職責を明文化し、課長級以上の職員を割り当てること。また、建築主事は資格
取得のためには相応な経験が必要であり、責任を伴うことから資格手当を創設し、職員が業務に要す
る資格取得に前向きに取り組める環境を整備すること。

３．人事評価制度に対する対応
（1） 人事評価制度の運用にあたっては、十分な労使交渉・協議を行うとともに、処遇反映は重要な労働
条件の変更となることから組合との合意を前提とすること。また、労使交渉を踏まえた定期的な検証・
見直しを行うこと。
（2） 人材育成が目的で、職員間に差をつけることが目的でないことを明確にし、評価結果を組合員に開
示すること。
（3） 公平・公正性、透明性、客観性、納得性と組合の関与を確保し、実効性のある苦情解決制度を整備・
確立すること。

４．再任用職員の賃金・労働条件
（1） 再任用職員や配属先からの意見を聴取し、安定した制度運営を行うこと。

（2） 今後の再任用職員の増加に向けては、政府が検討を開始した定年延長も含めて検討を進めること。
（3） 再任用職員にあたっては３級主任専門員の登用に留まらず、参与等の名称を設け、４級再任用職員
のポストを用意すること。
（4） 雇用と年金の接続の措置としての義務化の主旨から、希望者全員の再任用を行うこと。また多用な
働き方を実現するため、フルタイムか短時間か再任用者が選択できるよう職を確保すること。

５．臨時・非常勤等職員の処遇改善
（1） 継続して勤務している臨時・非常勤等職員の賃金については、勤続年数に応じて定期昇給分を加算
すること。
（2） 恒常的業務に１年以上勤務している臨時・非常勤等職員については、一方的な雇い止めは行わない
こと。
（3） 臨時・嘱託職員の雇用更新年限の上限については本人の意向を考慮し、現行の６０歳から引き上げ
ること。
(4)  新たな一般職非常勤職員制度（会計年度任用職員）の検討にあたっては、現在働くすべての臨時・
非常勤職員の勤務実態、労働条件を明らかにするとともに、労働組合との交渉・合意に基づき設定す
ること。また現行の嘱託職員で週４日勤務の者については希望調査をとり、週５日勤務希望の場合に
おいては週５日勤務になるように制度設計すること。
(5)  教育訓練・研修の実施および福利厚生への配慮をすること。特に、栄養士、介助員においては、児
童・生徒の支援が多様化しているので、専門的研修を各学期に実施すること。
(6)  給食代替職員については、現行の登録型のみならず、代替専用の臨時給食職員を採用すること。常
時派遣する給食職員と臨時的に対応する登録型給食職員の両輪で対応し、常に派遣できる状況を作る
ことで、配食に影響が出ない環境を作ること。

６．以下の職場要求の実現をはかること。
（1） 若年層の年次有給休暇については取得しづらい状況となっていることから、動員等の偏りの是正、
若年層の休暇取得率を向上させた管理職を評価する仕組みを導入するなど、引き続き若年層の年休取
得促進に向けた取組みを実施すること。
（2） 職場でのコミュニケーション不足により、若年層からの提案がしにくい状況となっていることから、
管理職が率先してコミュニケーションを取ることでより意見をしやすく、働きやすい環境づくりを行
うこと。
（3） 管理職等の範囲に係長職を指定するなど、不当に範囲を拡大しないこと。また、新規に指定を行う
場合は労使協議を行うこと。
（4） 保健師等の専門職においては専門的技術を有意義に活用できるように一般事務職を配置することで
一般事務が過度な負担にならないように配慮すること。
（5） １年以上の育児休業等から復職する際には当該職員からアンケート等を用いてヒアリングを行い、
復職後の職員の負担が適切になるよう配慮すること。
（6）　現業職場において、非現業と連携して実務を行う部署においては非現業だけでなく、現業の管理
職を配置することで、効率的な業務が行える環境を整えること。そのためには主幹等の適切なポスト
を創設すること。

１．基本要求項目
今後も人事院勧告、群馬県人事委員会勧告及び県内他市の動向等を考慮して判断し、組合員の生活
を維持・改善するための水準確保を図ってまいりたい。
また、現時点では自治体独自の賃金削減の予定はない。

２．組合員の生活を維持・改善するための賃金水準の確保
（1） 現行の賃金水準でご理解いただきたい。

（2） 一時金運用基準等
①②③現行の運用でご理解いただきたい。

（3） 給与の総合的見直しによる現給保障の終了に伴う賃金の減少と一時金における加算割合の引き
上げについては別であると認識しているが、他市の状況等も考慮し検討していきたい。

（4）建築主事に割り当てる役職については、その職責を鑑み検討していきたい。また、建築主事の
資格取得に向けた環境整備については他市の状況も勘案しながら検討していきたい。

３．人事評価制度に対する対応
（1） 人事評価制度の運用、検証、見直し及び処遇反映にあたっては、誠意を持って協議を行ってい
きたい。

（2） 制度は、人材育成を目的として地方公務員法の改正趣旨に基づき実施していきたい。

（3） 苦情については、人事評価相談制度を活用願いたい。

４．再任用職員の賃金・労働条件
（1） 再任用職員については自己申告調査を実施し、所属からの意見も聴取しているところであり、
今後も安定運用を図っていきたい。
（2） 国及び県内他市の動向を注視していきたい。
（3） 再任用職員の格付けやポストについては、再任用職員の役割及び今後の定年延長を視野に入れ
て検討していきたい。
（4） 現行では、再任用希望者については全て再任用職員として任用している。また、フルタイムの
再任用職員の任用については、職務内容や業務量及び新規採用職員数との均衡を考慮しながら検討
したい。
５．臨時・非常勤等職員の処遇改善
（1） 現時点では、勤続年数に応じた定期昇給は予定していない。

（2） 臨時・非常勤職員については、制度上期間を設けざるを得ないのでご理解いただきたい。

（3）現行の運用でご理解いただきたい。

(4)  会計年度任用職員制度については、慎重に制度設計し、内容に応じて組合とも協議していきたい。
また、嘱託職員の勤務日数は、希望によるものではなく総合的に勘案した職場条件であることをご
理解いただきたい。

(5)  教育訓練や研修については、衛生意識向上と知識習得を図るため引き続き実施していきたい。
また、栄養士、介助員については、より専門的内容も取り入れた研修となるよう検討していきたい。
 (6)  給食代替職員については、有効性、課題等を関係課で協議するとともに、必要に応じて組合と
も意見・情報交換しながら、さらに研究していきたい。

６．以下の職場要求の実現をはかること。
（1） 年次有給休暇の取得については、特定事業主行動計画でも取り組んでいるところであり、取得
手法についても研究していきたい。

（2） 働きやすい環境づくりは、当局も望むところであり、職場内でのコミュニケーションの重要性
は認識している。まずは、人事評価での期首及び期末面談を充分にご活用いただきたい。

（3） 管理職員等の範囲については、各機関の状況を勘案した適正な範囲であると認識している。また、
新規に指定を行う場合は、必要に応じて組合に報告したい。
（4） これまで、行政改革の一環として職員数の適正化を図ってきたところであり、一般職員におい
ても日々努力していることから専門職員においてもご協力いただきたい。
（5） 育児休暇後の復帰については、まず所属長とヒアリング等を実施し、復帰しやすい職場環境に
努めていただきたい。
（6) 現業職場における事務職員の必要性及び今後の方針等総合的に勘案した上で検討していきたい。

要　　求　　事　　項（群県本発 2018 第 168 号　2018.2.28　） 回　　　　　　　　答（2018.3.28）


