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秋季確定闘争 要求書回答N�w�

平成３０年１２月２５日（火）秋季闘争の要求書回答があった。秋季闘争については８月の人事院勧告を受けて、
その内容が１２月議会で上程されるかどうかが最大の焦点である。本来であれば１２月議会の追加議案の上程前
に回答を頂くのが理想だが、現状難しい部分もあり、２５日の回答となった。人事院勧告については昨年度のよ
うに群馬県の人事委員会勧告と異なる部分はなく、人事院勧告どおりの内容となった。
また独自要求については子どもの看護休暇の対象年齢が小学３年生までから小学校卒業までを対象となるように
拡充を検討すると言った前向きな回答であったほか、４級係長職においては一時金の傾斜配分を５％から１０％
と引き上げになった。係長職の組合員から要望のあった管理職特別勤務手当の支給にあたっては、「近隣他市も参
考にしながら支給基準を定めてまいりたい。」と一定の成果があった。
他市の状況を見ると労組の活動が活発な単組は対話を重ねながら要求を勝ち取り、組織力が弱いところは進展が
ないと労組の存在価値が問われている。現状では他市よりも良い待遇にあるが、今後、この待遇を維持するため
にも労使交渉が重要になる。　
年に２回の回答については組合員にも確認していただき、要求してもらいたい事項を組合 HP から声を届けても
らいたい。
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※変動金利型は、返済途中で固定金利特約型・ＬｏｏＦ１０

（上限金利特約型）に切替えた場合、以降、返済終了日まで

年１.４０％引下げとなります。※実際の融資金利は、申込時

点ではなく、借入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。※変動金利型は金利情勢によ

り返済期間中に金利が変わることがございます。※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１,０００万円の借入の場合、７２,２５０円～２３４,７

９０円）と、②『月次後払い方式』（年０.１０％～０.３４％を融資

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、カードローン（マイプラン）等の契約条件がござい

ます。詳しくは、店頭のチラシ等でご確認ください。※当金庫

のみの住宅ローン（借換・買替ローン含む）の借換には、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。※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

をご用意しています。※詳しいお問い合わせ・ご相談は、〈中

央ろうきん〉営業店までお問い合わせください。 

 

http://yasuyuki-yagita.main.jp
公式サイトを開設いたしました

太田市職労組織内議員
（太田市議会議員）

ろうきん個別相談会開催のお知らせ

期　日：平成　　　　年　　　月　　　  日（木）

時　間：

場　所：組合会議室

31 2 14
12:00-12:30

参加募集人数は 20 名程度とさせていただきます。
参加募集人数により、別の日程でお願いする場合もございますのでご了承ください。

イデコ・つみたて NISAを中心としたご相談

※昼食はご用意いたします
申込締切

2/8



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、人事院規則を
最低とすること。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へ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。

１.　基本要求項目
（1）　賃金、労働条件の決定及び変更にあたっては、従来どおり十分な交渉、協議を行っ
　　ていきたい。

（2）　現時点では、本市独自の賃金削減を実施する予定はない。
（3）　現時点では、条例化及び公表の予定はないが、現状を踏まえたうえで他市の状況
　　も参考にしてまいりたい。なお、現在は本市において企業職員はいない。

２.　2018 人事院・人事委員会勧告関連
（1）　給料表の改定については、2018 人事院勧告に準拠している。なお、増額の改定
　　に伴う差額については４月に遡及して支給する。

（2）   ① ②　一時金の支給月数の引上げ及びその配分については、2018 人事院勧告に
　　準拠している。
 　    ③　制度の趣旨及び現行の運用でご理解いただきたい。

（3）　2019 当初予算編成における給与関係経費については、時間外勤務手当等の必要
　　な額を的確に見積もり、予算化したい。

（4）　定年の引上げについては、国の動向を注視しながら適切に対応してまいりたい。

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
①②③④　現行の運用でご理解いただきたい。

⑤　中途採用者の初任給の決定にあたっては、人事院規則と同様に運用している。　
　  中途採用者の昇格時における前歴加算については、現行の運用でご理解いただき　
　  たい。

（2）　係長職については、一時金における加算割合の引上げを検討してまいりたい。

（3）　現行の運用でご理解いただきたい。また、労使交渉に基づく事項については、今
　　後とも誠意を持って対応してまいりたい。

（4）　管理職特別勤務手当の支給にあたっては、今後、近隣他市も参考にしながら支給
　　基準を定めてまいりたい。

４.　人事評価制度の対応
（1）　人事評価の運用、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。
　　また、評価シートについては、客観的及び多面的に評価するために必要な内容と
　　なっていることをご理解願いたい。

（2）　人事評価制度は、地方公務員法の改正趣旨に基づき人材育成を目的として、引き
　　続き運営してまいりたい。また、評価結果の開示については、現行の運用にて行っ
　　てまいりたい。

（3）　苦情については、人事評価相談制度を活用願いたい。

（4）　現時点において、３６０度評価は予定していない。

５.　再任用職員の賃金・労働条件
（1）　再任用にあたっては、職員の意向希望の調査や面接、自己申告調査を実施してい
　　るとともに、所属からも意見聴取を実施して安定的運営に努めているところであ
　　る。

（2）　現行の運用でご理解いただきたい。

（3）　フルタイムでの再任用職員の任用については、職責及び職務内容を踏まえつつ新
　　規採用職員との均衡も考慮しながら、必要に応じて検討してまいりたい。

６.　臨時・非常勤等職員の処遇改善
（1）　現行の運用でご理解いただきたい。

（2）　現行制度では、勤務年数に応じた定期昇給は予定していないが、今後、会計年度
　　任用職員制度の導入にあたり検討してまいりたい。

（3）　臨時及び嘱託職員の雇用更新回数については制限を設けていないが、継続雇用に
　　ついては、法令による制度運用を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、必要に応じて組合とも協
　　議していきたい。

要　求　事　項（群県本発 2019 第 10 号　2018.11.5） 回　　　答（2018.12.25）

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
職員の補充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 病休として妊娠障害休暇（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。

（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。
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７.　男女間賃金格差の是正と男女平等参画の実現
（1）　女性職員については、中堅職員に対して自己のキャリア目標を明確にする研修の
　　実施や、女性職員同士の意見交換及び先輩職員との交流の場を設けるとともに、　
　　副部長を対象とした女性活躍推進セミナーを実施するなど、組織全体での育成と
　　働きやすい組織づくりを推進している。

（2）　結婚等による不利益な取り扱いはないと認識している。また、仕事と家庭の両立
　　支援ガイド等を用い、さらに仕事と家庭の両立支援の促進を図りたい。

（3）　代替職員の補充については、配慮していきたい。また、妊娠障害休暇（つわり休暇）
　　の取得については、母性健康管理指導事項連絡カードを提示することで休暇を取
　　得できるようにしている。

（4）　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。

（5）　女性職員については、各役職階段における人材プールの確保を踏まえた人材育成
　　やキャリア支援等を通じて活用を図っていきたい。また、人員配置については各
　　所属の業務内容等も勘案しながら適材適所な人員配置に努めてまいりたい。

（6）　子の看護休暇については、小学校６年生までとすることを検討してまいりたい。
（7）（8）
　　  男性職員の育児休業取得促進については、仕事と育児の両立支援ガイドの周知を
　　図るとともに、特定事業主行動計画策定委員会等において研究してまいりたい。
　　また、育児休業期間が１月未満の場合の昇格等の取り扱いについても、近隣他市
　　の状況を参考にしながら研究してまいりたい。
　　その他、病気休暇等の取り扱いについては、現行の運用をご理解願いたい。

8.　以下の職場要求の実現をはかること。
（1）　適切な人員配置に努めるとともに、各所属においても事務事業のスクラップアン
　　ドビルドにより、業務及び事業の効率化を図ってもらいたい。

（2）　 ①　現時点において病気休暇及び特別休暇の削減は考えていない。
          ②　現行の運用でご理解いただきたい。

（3）　年次有給休暇の取得促進については、特定事業主行動計画でも取り組んでいると
　　ころであり、提案内容も踏まえ研究していきたい。

（4）　保健師等の専門職における業務の重要性は認識しているが、一般事務職の配置に
　　ついては市全体の業務量を勘案して検討していきたい。

（5）　人事院規則の改正内容を踏まえ、総労働時間縮減とワークライフバランスの実現
　　を図ってまいりたい。

要　求　事　項（群県本発 2019 第 10 号　2018.11.5） 回　　　答（2018.12.25）

組合員の皆様、先月は給与実態調査へのご協力ありがとうございました。
さて、今回の要求書回答の中で、「4 級係長職の一時金における加算割合の引き上げを検討してまいりたい」
と回答がありました。この文言を皆様と一緒に確認したいと思います。
次のとおり係長職の役職加算率が 5％から 10％へと引き上がることになります。

この役職加算率が引き上がることで、役職加算額も引き上がります。
役職加算額＝（給料月額＋これに対する地域手当）× 役職加算率
そして、期末勤勉手当支給額は増えることになります。
期末勤勉手当支給額＝（給料月額＋扶養手当＋これに対する地域手当＋役職加算額）× 支給率
引き続き、組合活動へのご協力よろしくお願いします。

回答前

職名

役職加算率

課長・課長補佐

10/100

係長・係長代理・主任

5/100

回答後

職名

役職加算率

課長・課長補佐・係長

10/100

係長代理・主任

5/100


