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賃金確定闘争要求書の提出

新たな一般職非常勤職員制度・会計年度任用職員制度 要求書

※マイバンク引下げの引下げ幅は返済終了日まで同一です。た

だし、返済途中で変動金利型から固定金利特約型・ＬｏｏＦ１０
（上限金利特約型）に切替えた場合は、以降、返済終了日まで
マイバンク引下げの対象となりません。※実際のご融資金利は、
お申込み時点ではなく、お借入れ時点の金利が適用となります。
※新規適用金利は毎月見直しを行いますが、金利情勢により月
中に変更となる場合がございます。※別途、保証料が必要となり
ます。保証料は①『一括前払い方式』（例えば、２０年１,０００万
円のお借入れの場合、７２,２５０円～２３４,７９０円）と、②『月次
後払い方式』（年０.１０％～０.３４％をご融資金利に上乗せ）がご
ざいます。※金利引下げの適用には、給与振込等２項目以上の
条件や会員資格等の条件がございます。詳しくは、店頭のチラシ
等でご確認ください。※当金庫の住宅ローン（借換・買替ローン含

む）のお借換えには、ご利用いただけません。※別途、不動産担
保取扱手数料として１０,８００円または３２,４００円（ともに消費税
込み）がかかります。※返済条件の変更等に際して、別途手数
料が必要となる場合がございます。※団体会員の構成員以外の
方は、ご利用にあたって中央ろうきん友の会に入会すること、また
は当金庫の個人会員（最低出資金１,０００円が必要）となること
が必要です。※ご返済が滞った場合は、金利引下げが受けられ
ない場合がございます。※店頭やホームページで、ご返済額の
試算ができます。※審査の結果、ローン利用のご希望にそえない
場合がございます。※店頭に説明書をご用意しております。 

〈中央ろうきん〉へ取次ぎを希望の方は組合事務所まで 

商品の詳細は〈中央ろうきん〉太田支店へ 

ＴＥＬ：０２７６‐４６‐５１７１ 

◆最高１億円  ◆最長３５年  ◆不動産担保   
◆団体信用生命保険付（最高１億円 ※ご融資額の範囲となります。） 

　11 月 5 日（月）午後 4 時、東部水道企業団 3 階 3B 会議室にて、当局からは石坂企画副部長他 3 名、市職労から

は山本委員長他 16 名が出席し、新たな一般職非常勤職員制度・会計年度任用職員制度の確立に向けた要求書と賃金

確定闘争要求書を当局に提出した。

　新たな一般職非常勤職員制度・会計年度任用職員制度の確立に向けた要求書（別頁参照）については、山本委員

長より 2020 年 4 月からの会計年度任用職員制度の導入に伴い、公務職場においても「同一労働同一賃金」の観点か

ら正規・非正規の不合理な格差を是正していくことが求められており、制度のスタートまで 1 年半余しかなく、早

急な制度の検討・構築が必要でも、組合との十分な交渉・協議と合意が重要であることを申し入れ、任用や賃金、

一時金、手当など 7 項目について求めた。また、賃金確定闘争要求事前アンケート結果も組合員の意見であるとして、

要求書に添えて提出した。

　続いて、賃金確定闘争要求書（別頁参照）については、相場書記長より前文を読み上げ、要求項目について説明を行っ

た。具体的には、2018 人事院・人事委員会勧告に関連しての月例賃金と一時金の引上げ及び遡及。賃金水準の確保

として、4 級昇格基準の 1 年前倒しや中途採用者の昇任における在職者調整の実施、一時金における傾斜配分の 4

級と 6 級課長の加算割合の引上げ。男女平等参画の実現に向けての仕事と家庭との両立支援の拡充、促進。職場に

おける要求の実現など、重点項目に関しては補足を交えて要求を行った。

　なお、要求書の回答については、次号以降の「職友おおた」にてお知らせします。引き続き、組合員である皆様

には取り組みへのご理解ご協力をお願いします。

　

1. 任用について
（1）現在自治体で働く臨時・非常勤等職員の雇用を継続すること。
（2）現在自治体で働くすべての臨時・非常勤等職員の勤務実態、労働条件について明
　　らかにするとともに、本来常勤職員が行うべき業務については、常勤職員を配置
　　することとし、その際、現に業務を担っている職員の常勤職員への移行を前提と
　　し検討すること。

（3）新たな一般職非常勤職員である会計年度任用職員の勤務時間（フルタイムまたは
　　短時間）の設定については、現場の実態把握や当事者の意見を集約した上での制
　　度設計とすること。
　　　また、勤務時間等の労働条件が変更となる場合には、必ず本人の同意を得た上
　　での変更とすること。

（4）会計年度任用職員の新規の任用にあたっては、選考採用（面接・書類選考等）　　
　　とするとともに、再度の上限を設けないこと。

２．賃金（または報酬の基本額）について
（1）会計年度任用職員の賃金については職務内容に応じ、均衡・権衡をはかることとし、
　　類似する職務の常勤職員に適用される給料表を使用すること。

（2）会計年度任用職員の賃金の決定にあたっては、初任給基準を行（一）1 級 8 号とし、
　　学歴・免許および職務経験等に基づく調整（前歴換算）を行うこと。その他の給
　　料表が適用の場合は、それぞれの初任給基準を参考として決定すること。

（3）職務の級については、等級別基準職務表や在級期間表に基づき位置づけ、現行の
　　職務経験も加えて決定すること。

（4）短時間の会計年度任用職員の報酬は、常勤職員やフルタイムの会計年度任用職員
　　との均衡の観点から、基礎額（フルタイム職員の場合の給料額に相当）に手当相
　　当額を加え、勤務の量（時間数）に応じて支給すること。

3.　一時金について
（1）期末手当は、最低でも常勤職員の支給月数（現行 2.6 月）を支給すること。
（2）再度の任用の場合は、在職期間が継続しているものとして期末手当を支給すること。

４. 手当について
（1）手当については、常勤職員に支給される手当を支給すること。特に、通勤手当、　
　　時間外勤務手当、地域手当は確実に支給すること。

（2）短時間の会計年度任用職員の報酬については、手当ても含めた時間比例とすること。

5.　退職手当について
（1）支給要件を満たす会計年度任用職員に対して、退職手当を支給すること。

6.　休暇制度について
（1）常勤職員との権衡に基づき、次の休暇等を制度化すること。
　　ア　年次有給休暇　　　　　　イ　産前・産後休暇　　
　　ウ　病気休暇　　　　　　　　エ　忌引休暇　　　　
　　オ　短期介護休暇　　　　　　カ　子の看護休暇
　　キ　育児・介護休業（休暇）　  ク　生理休暇　　　
　　ケ　夏季休暇　　　　　　　　コ　結婚休暇　
　　サ　特別休暇

7.　社会保険の適用等について
（1）要件を満たす会計年度任用職員について、共済、社会保険および労働保険の加入
　　を確実に行うこと。

（2）すべての会計年度任用職員に健康診断を受けさせること。
（3）日常的な安全衛生活動の対象とすること。
（4）業務上必要となる研修を実施すること。
（5）常勤職員との均衡の観点から厚生福利を適用させること。

２０１８年１１月１５日現在



賃金確定闘争 要求書 賃金確定闘争要求事前アンケート結果
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５（３）年次有給休暇は何日くらい取得できていますか
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５（４）お子さんの看護休暇は何日取得していますか
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１．基本要求項目
　（1） 　賃金・労働条件の決定および変更にあたっては、労使関係ルールに関する協定
　　　書に基づき十分な交渉・協議を行うとともに、書面協定を結ぶこと。
　（2）　 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。
　（3） 　級別・役職段階ごとの職員数の公表については、労働組合との十分な協議に基
　　　づき行うこと。なお、現業職員・公営企業職員については、等級別基準職務表
　　　の条例化・公表が義務付けられていないことから、条例化・公表は行わないこと。

２．2018 人事院・人事委員会勧告関連
　（1） 　2018 群馬県人事委員会勧告に準じて月例賃金の水準の維持・改善、是正をは
　　　かること。給料表のプラス改定は、４月に遡って差額分を支給すること。
　（2） 　一時金
　　①　2018 群馬県人事委員会勧告に準じて一時金の支給月数を引き上げること。
　　②　期末・勤勉手当の割り振りについては、期末手当の割合に重点を置くものと
　　　すること。
　　③　勤勉手当への成績率の一方的な導入及び成績率の拡大・強化を行わないこと。
　（3）　 2019 自治体予算編成においては、給与関係経費について、時間外勤務手当等
　　　必要な額を的確に見積もるとともに、2018 人事院勧告程度を目安に給与改定原
　　　資を含めて予算化すること。
　（4） 　雇用と年金の接続について、人事院の「定年引き上げ」意見申出に対する検討
　　　にあたっては、重要な労働条件の変更となることから組合との交渉・協議、合
　　　意を前提とすること。

３．組合員の生活を維持・改善するための賃金水準の確保
　（1）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。
　　②　昇格の運用基準については、十分な労使交渉・協議、合意のうえで決定する
　　　こと。
　　③　４号給を超える昇給区分の原資（８号給５％、６号給 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。
　　④  ４級昇格基準における在級年数または在職年数を１年前倒しすること。
　　⑤  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。
　（2） 　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％にするこ
　　　と。また６級課長においても１０％から１５％へと引き上げること。
　（3） 　現業職員の賃金については、非現業職員との格差を解消すること。また、当該
　　　職員に労働協約締結権が保障されていることを踏まえ、労使交渉に基づく自主
　　　的･主体的決定を尊重すること。
　（4）　 災害対策本部が設置された場合において、組合員が勤務した場合は一般職員の
　　　給与に関する条例第２１条第２項に基づき一般職の職員の管理職員特別勤務手
　　　当の支給に関する規則に掲げる給与を支払うこと。

４．人事評価制度の対応
　（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、人事評価の内容が複雑で評価の効果を感じない、負担が大きいという声
　　　が多いことから、簡易な様式に変更し、組合員が納得できる評価シートにする
　　　こと。
　（2）　 人材育成が目的で、職員間に差をつけるものではないことを明確にすること。
　　　また被評価者が振り返りをできるように評価結果については原則開示とするこ
　　　ととし、評価結果を紙または電子データで開示すること。
　（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）　 人事評価については上司から部下からの一方通行の評価だけでなく、３６０度
　　　評価とし、双方が納得した評価制度とすること。

５．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収し、安定した制度運営を行うこと。
　（2） 　再任用職員が担っている業務実態も踏まえ、60 歳前の７割を前提として、給
　　　料表・一時金の改定をはじめとした賃金・労働条件の改善をはかること。
　（3） 　フルタイムの再任用職員は職員定数に含まれるため、条例定数の拡大など必要
　　　な措置を講じつつ、実施にあたっては組合と協議を行うこと。

６．臨時・非常勤等職員の処遇改善
　（1）　 地方自治体に任用される労働者の賃金を月額 153,000 円以上（行 ( 一 )1-9・
　　　日額 7,700 円以上、時間給 990 円以上）とすること。
　（2）　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。
　（3）　 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。
　（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。

７．男女間賃金格差の是正と男女平等参画の実現
　（1） 　女性の管理職の数値目標を達成するために早い段階からの育成するための措置
　　　を講ずること。
　（2）　 結婚・妊娠・出産・育児・介護などを理由に、不利益な取り扱いをされること
　　　のないよう、仕事と家庭の両立支援を拡充・促進すること。
　（3） 　妊産婦、育児に携わる職員の業務軽減に配慮するとともに、休暇・休業中の　
　　　代替職員の補填について配慮すること。また妊娠時の負担を軽減するため、母
　　　性健康管理指 導事項連絡カードを提示することで病休としてつわり休暇を取得
　　　できるようにすること。
　（4） 　育児休暇後の復帰については本人に復帰後の仕事の仕方についてアンケートと
　　　面接を用いて十分にヒアリングをし、職場復帰しやすい環境を整え、ワークラ
　　　イフバランスの実現を図ること。
　（5）　 職場ごとの男女別の配置数と昇任者数を明らかにし、配置・昇任の男女間の異
　　　なる扱いを是正すること。すべての課、係に男女を配置するとともに、すでに
　　　１人が配置されている職場はいずれの性も複数配置を行うこと。また、女性の
　　　昇任比率についての数値目標を設定するなど、機会の拡大をはかるための条件
　　　整備を行うこと。
　（6） 　子の看護休暇については、対象を小学校卒業までとすること。
　（7） 　男性の育児休業取得促進のための具体策を示し、現行制度の説明を充分に行う
　　　ことともに育児休業の取得期間について、１カ月に達するまでの期間は昇格基
　　　準における在級年数の勤務期間から除算しないこと。
　（8） 　育児休業期間が１ヵ月以下の場合は、期末・勤勉手当の支給割合を減じないよ
　　　う措置すること。また、病気休暇、介護休暇、介護時間、育児時間の期間が 30
　　　日以内である場合についても勤勉手当の支給割合を減じないよう措置すること。

8. 以下の職場要求の実現をはかること。
　（1） 　恒常的に時間外勤務の多い部署においては人員を増員することで労働環境の改
　　　善を図ること。そのために再任用職員を理由とした新規採用職員の採用を抑制
　　　しないこと。
　 (2) 　 休暇制度等について
　　①　病気休暇や特別休暇等の一方的な削減を行わないこと。
　　②　夏季休暇の取得を促進するため、夏季休暇取得月を６月から９月末までと１ヶ
　　　月前倒しすること。
　（3） 　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。例えば家族世代も含めて家族休暇やバースデー休暇を奨励する等、現行の
　　　制度内でもネーミングすることで取得すべき休暇を指定し、年休を取得しやす
　　　くすること。
　（4） 　保健師等の専門職においては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ように求めたが、行政改革の一環として職員数の
　　　適正化を理由として業務偏重を正当化する回答があった。子育て支援を重点に
　　　おいて、保健師業務は多様化、重要性を増していることから一般事務職の適正
　　　な人員配置を行うこと。
　（5） 　人事院規則に時間外上限が設けられることを踏まえて、総労働時間縮減とワー
　　　クライフバランス実現に向けた具体的な対策を講ずるようにすること。

■アンケート対象者 (基本情報 )

■アンケート設問


