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真に必要な人員を確保、配置するのは不可欠なこと
である。このため毎年度、業務量や内容に見合った
人員配置を行い、必要な措置を講じている。この趣
旨に沿って今後も運用していきたい。
事務局においては、これまでも専門業務を処理す
るための特任職員の配置、平成 30 年度における正

◆３月 23 日副理事長交渉

規事務職員 2 名の増員、課・係制の導入と業務の移

３月 23 日に副理事長交渉が行われました。要求

管に伴う配置の変更など、業務量に見合った職員配

事項に対する副理事長からの回答および組合との議

置になるよう努めてきた。さらに、令和 2 年度にお

論の概要は次のとおりです。

いては、学内施設の長寿命化対策業務についての人
員を補強する予定である。

（２）タイムカードによる出退勤管理について
2019 年 4 月から職員証による出退勤管理を開始
し、ほぼ定着したものと考えている。また、出退勤
管理表とは別に、時間外勤務に関して整理を行うた
め、実績のある職員については「時間外勤務手当等
命令簿兼整理簿」をあわせて提出してもらっている。
適正な時間外勤務手当の支給のため、各所属長には
《副理事長からの回答》

出退勤管理表の退勤時刻と時間外勤務命令簿の業務

１．運営費交付金の適正額の確保について

終了時刻に 30 分以上の乖離がある場合には、個々

2019 年 12 月に理事長とともに、知事に本学の状

に聞き取りを行って報告してもらっている。

況および重点課題を説明し、予算についてお願いし
てきた。その結果、令和元年度の運営費交付金 23 億

３．法人職員の人事評価の給与への反映について

8300 万円に対し、令和 2 年度には 25 億 200 万円

本年度から法人職員に対して、人事評価を給与に

で、対前年度 1 億 2600 万円、4.9％の増額を見込ん

反映していく仕組みを導入することを予定し、現在

でいる。

その準備を行っている。令和 2 年度から導入するに

そのほか、学内施設の長寿命化および授業料減免

あたり、当面対象となる事務局職員に対して説明に

関係の補助金として 6 億 2400 万円を見込んでいる。

努めるとともに、研修などにより評価への理解を深

結果として、交付金と補助金を合計すると 31 億

めてもらいたいと考えている。なお人事評価の給与

2600 万円となり、対前年度 3 億 3000 万円、11.8％

への反映にあたり、関係規程の改定が必要になる。

の増額を見込んでいるところである。

このあと職員の過半数代表者に意見をお伺いし、手
続きを進めていきたいと考えている。

２．事務職員の長時間労働について
（１）事務職員の長時間労働とその解消について
事務局職員の時間外労働については、衛生委員会

４．働き方改革について
（１）年休取得率が低い職場について

において状況を報告している。また 45 時間を超え

今後よりいっそう年休取得の啓発に努めていきた

る特別延長の適用の有無のほか、従事した職務の内

い。また、業務量に応じた適正な人員配置について

容や健康状態についても協議している。現在の第 3

引き続き検討したい。年次有給休暇の取得について

は、個人ということではなく、組織として業務を行

務手当を支給するものと考えている。

う認識のもと、情報共有を密にしながら、所属長に
も声掛けをしてもらうなど、休暇を取りやすい職場
づくりに努めていきたい。

（５）家族に関わる休業・休暇制度
令和２年４月から発効する男女共同参画推進計画
が、３月 17 日の男女共同参画推進本部委員会で決

（２）失効年休積立制度について

定された。そのうちの「目標１」には、家族に関わ

山口大学の「失効年休積立制度」は昨年 1 月 1 日

る運用休暇制度の周知に努める、取得手続きの簡素

から施行されたものであり、国立大学でもまだ例が

化を進めると掲げている。計画作成に際していただ

少ない。本学においても、働き方改革関連法案にと

いた意見を参考にしながら、ワークライフバランス

もない、年５日の年次有給休暇の義務化にしっかり

の推進に努めていきたい。

対応していきたいと考えているが、まずはすべての
職員のみなさんが気兼ねなく有給休暇を取得できる
よう努めていきたい。

（６）トイレ・託児スペースの整備やその後の運用
男女共同参画推進計画の目標にトイレ・託児スペ
ースの整備を進めると掲げた。ご意見を参考にしっ

（３）短時間契約職員の時間外勤務について

かり進めていきたい。

2019 年４月１日から改正施行した契約職員就業
規則では、週の労働時間の範囲内で始業、終業時刻

５．教員の働き方について

の繰り上げまたは繰り下げを明記して、勤務時間の

裁量労働制は業務遂行の手段や方法、時間配分の

弾力的運用を確認したところである。また 1 か月単

決定等について、対象者に具体的な指示をしないと

位あるいは 1 年単位の変形労働時間制、およびフレ

いう制度である。とはいえ、授業やゼミなどカリキ

ックスタイム制について、職員の過半数代表者との

ュラムに基づくものは時間が割り振られているため、

協定を行ったうえで適用できるようにしたところで

個々の教員の持ちコマなど配分は一律に定めるもの

ある。契約職員のみなさんには労働契約時に渡して

ではなく、それぞれの所属において充分話し合って

いる労働条件通知書に従い、勤務をお願いしている。

もらいたいと考えている。一方、本学には多くの学

ただ、業務の性格上、勤務時間の弾力的運用でまか

内委員会があり、多くの教員に参加してもらってい

ないきれない場合は、9 月末をめどとして各所属長

る。必須となっているもの以外は、大学の運用上の

から勤務実態とその対応案を聞きとった上で、変形

理由で設置したものであり、業務が過重である場合

労働時間の適用などについて検討することとしてい

には、委員会の構成あるいは会議のあり方等も含め

たが、申し出はなかった。所属長が就業規則に規定

て見直しを行う余地はあると認識している。

する勤務時間の振り替え等の範囲を超えて、やむを

働き方改革は、事務局職員だけでなく教員にも当

得ず時間外勤務を命ずる場合には、時間外勤務手当

てはまるものである。教員のみなさんにも働き方の

を支給するものと考えている。

見直しと勤務時間の削減に努めてもらいたいと考え
ている。

（４）フルタイム職員の時間外勤務について
勤務を要しない日に勤務を命じる場合には、原則
として振り替え休日を指定する対応としている。ま

要求の勤務実態調査の再実施については、職員証
による出退勤記録により勤務時間の把握はできるた
め、不要と考えている。

た各所属において業務の都合により始業・終業の繰
り上げ、繰り下げ等柔軟に対応しているものと考え

６．有期雇用教職員の待遇改善について

ている。ただし、所属長がやむを得ず所定の勤務時

（１）不合理と認められる相違が残ったままになる

間を超えて時間外勤務を命じる場合には、時間外勤

ことについて

2 月 18 日づけで組合から提出された、同一労働同
一賃金ガイドラインの適用開始にともなう契約職員

のようなことから契約職員および特任職員の契約更
新回数の上限撤廃は考えていない。

等の待遇改善についての要求書については、３月 27
日に事務局次長から回答した。地方独立行政法人法

（４）新型コロナウイルス拡大にともなう非常勤職

57 条において、
「給与の基準は同一又は類似の職種

員の休暇

の国及び地方公共団体の職員並びに民間企業の従事

本件に関しては、2 月 27 日の事務局次長交渉でも

者の給与、当該一般地方独立行政法人の業務の実績

話があり、さらに翌 28 日づけで組合から緊急要望

並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情

を受け取ったところである。これと並行して新型コ

を考慮して定められなければならない」とされてい

ロナウイルス感染症に関わる危機対策本部員会議を

ることから、その認識のもと同一労働同一賃金ガイ

経て、本人および家族が罹患した場合は教職員、常

ドラインに対応してきた。今後とも設立団体である

勤・非常勤職員ともに就業禁止として、非常勤職員

滋賀県の制度や他の公立大学の動向など注視してい

については就業規則の規定に関わらず、給与等の減

きたいと考えている。

額は行わないこととしたところである。
また小中高の休校措置を考慮して、3 月 2 日から

（２）パートタイム有期雇用労働者に説明を求めら

当分の間、子の世話のために職員が出勤しないこと

れた場合の対応

がやむ負えないと認められる場合には、不可抗力の

４月１日から改正施行されるいわゆるパートタイ

事故として職員就業規則、契約職員就業規則、無期

ム有期雇用労働法では、当該労働者から求められた

転換契約職員就業規則が適用される職員、および非

場合には、正規職員との待遇差の内容等を説明する

常勤職員のうち、1 週間の勤務日が 3 日以上または

義務があると認識をしている。

1 年間の勤務日が 121 日以上の場合は、同様に有給
の特別休暇を有することとしたところである。非常

（３）契約職員、特任職員の更新回数の上限を撤廃

勤職員はそもそも勤務日数や勤務時間が限定されて

することについて

いることから、国や県に準じた扱いとしたところで

現在、契約職員就業規則により、契約職員の任用

ある。

は年度単位で更新は 4 回、継続雇用期間は最長 5 年
としており、その運用について問題がないことは滋
賀労働局に確認している。
平成 25 年から施行されている労働契約法に定め
られている無期雇用に対応するため、一昨年度末か

７．授業料減免制度の維持・拡充について
2 月 6 日付で理事長あてに提出された「授業料減
免制度の維持・拡充に関する要望」と照会について
は、書面回答のとおりである。

ら勤続５年を迎えた契約職員が希望した場合、新た
な採用選考で採用となった際には 5 年を超えて継続

《回答後の議論・交渉内容》

勤務してもらっており、今年度からは契約職員 2 名

運営費交付金について

がすでに無期雇用となっている。その後も複数の無

【組合】運営費交付金が不十分であることを理事会

期雇用希望の申し出を受けているところである。

でも大きな問題と認識していることが確認できた。

また特任職員でも一部を除き、更新回数を 4 回、
継続雇用期間は最長 5 年としている。その運用につ

今後も引き続き改善をお願いしたい。
【副理事長】今後もしっかり要求していきたい。

いても問題のないことは滋賀労働局に確認をしてい
る。なお特任職員についても、本学との雇用契約が

事務局の長時間労働について

5 年を超え、再度任用されることを本人が希望する

【組合】新年度の運営費交付金の増分はどのような

場合、申し出により無期雇用となるものである。こ

内容で予算措置されるのか。職員増には結びつかな

いのか
【総務課長】施設設備関係でフルタイムの特任職員

法人職員（事務局）の人事評価制度について

を 1 名増とする。

【組合】人事評価について、この後、過半数代表へ

【組合】それでは現状の事務局職員の時間外労働の

の手続きをしたいとのことだったが、この後とは労

改善は見込めない。心身の不調をきたして休職して

使の合意ができたらということか。この交渉が終わ

いる職員が何名もいる。2018 年度の時間外年間総計

ったら過半数代表の意見を求めるという手続きに入

は 12,264 時間であり、年間法定労働時間で割ると総

るということか。

務課、財務課各１名、教務課２名、それ以外の各課

【副理事長】はい。

は１名の計６名の人員増が必要ということになる。

【組合】とんでもないことだ。評価制度のような大

なぜ人員増ができないのかということと、特任と契

きい問題を労使協定抜きで進めるなどありえない。

約職員をこれまで増やしてきているにも関わらず、

以前に提案は受けたが、人事評価制度はモチベーシ

事務局職員の時間外労働がなぜ減らないのかという

ョンを上げるどころか分断などをもちこむもので必

ことは理解しがたい。すみやかに人員配置計画を提

要がないと申し上げてきた。そのことについて、お

示して、事務局職員の増員を行なわなければ改善し

互いに理解を求めるようなやり取りをして、それで

ない。

も意見の一致を見ないということはありえるが、そ

【副理事長】今年度（2019 年度）は昨年度に比べて

んな努力はこの間一切されていない。県の場合は法

時間外労働が増えている。これだけ時間外をしてい

定なのでやらざるを得なかったが、大学の場合は違

るという事実をふまえ、正規を雇えるといいが、ま

う。４月からどうしても導入しなければならないも

ず特任で 1 名増員することとした。それ以上の対応

のではない。導入しなければならない理由があるな

については、時間外労働が増えた原因を分析したう

ら、それを具体的に示すべきだ。

えで考えていきたい。

【副理事長】昨年８月の理事長交渉時には組合側か

【総務課長】毎年、正規の職員の法人職員採用試験

ら意見が出なかった。

をしているが結果はよくない。辞退があったり予期

【組合】具体的な提案がないのだから意見を出せな

せぬ退職などがあったりする。人材を育てていきた

いのは当然だ。労働者にとって不利益になる可能性

いが今までと同じではだめなので、採用試験の時期

があること。中身についての議論もせず一方的に４

や資格など変えていかないといけないと思っている。

月から導入しようとするのは不誠実交渉、不当労働

【組合】絶対数として人員が不足しているというこ

行為ということになる。過半数代表への意見照会の

とがある。今年度の時間外が増えていることについ

期間もわずか１週間しかなく、職員は十分な意見を

て分析したいとのことだが、タイムカード導入によ

届けることができない。あまりに不誠実だ。また、

り、これまでの「サービス残業」が表面化しただけ

年度末で、学会などで出張している人も多い中、こ

なのではないか。むしろ今年度の時間外労働が実態

んな大事な制度についてわずか１週間で意見を求め

を反映しているのではないか。さらに、現在では、

ることは不可能だ。結果ありきであり、意見を聞き

タイムカード打刻後に残って仕事する、あるいは休

それを反映させる気はないように見える。押し付け

日に来てタイムカードを打刻せずに仕事するなどの

にしかなっていない。

「サービス残業」があると聞いている。職員はルー

【副理事長】この時期に確かに時間はないが、提案

ル違反をしたいわけではなく、仕方なくそうしてい

はさせていただいた。持ち帰ってどのような日程で

るのだろう。しかし、本来そういうことがあっては

やっていくのか回答したい。

ならず、管理者として超勤の時間を把握する義務が

【組合】充分な労使交渉の期間がないと無理である

あるはずだ。

し、少なくとも３月中にそういった時間をもつこと

【副理事長】徹底できるよう所属長に確認したい。

は、組合としても、働くみなさんの意見を聞くとい

うことにしても難しい。そのことも踏まえたうえで

具体的には学部にお任せしている。危機対策本部の

持ち帰っていただきたい。

構成については人間看護学部長が入っているので、

【副理事長】ご意見を踏まえる。

学部内で調整した結果を学部長に出していただく。
以上

有期雇用職員・特任教員の扱いについて
【組合】有期雇用職員の同一労働同一賃金について、

＊なお、法人職員の人事評価制度の導入について

同一事業主に雇用される労働者の待遇の是正という

は、3 月 27 日に組合に対して「制度導入を半年遅

ことが法律の趣旨であるので、本学で雇用されてい

らせる」との回答があり、4 月からの実施は阻止す

る労働者を比べての是正を考えなければならない。

ることができました。しかし、4 月 23 日に大学側

法の趣旨にのっとって適切な対応をお願いしたい。

から改めて提案があり、これに対して 6 月 5 日に

独立行政法人法の規定でもってその問題を解決した

組合から「滋賀県立大学法人職員（事務職員）を対

かのようなことでは、パートタイム労働法の趣旨か

象とした人事評価制度の給与への反映提案に反対す

らは逸脱しているといわれている。

る要求書」を提出しました。7 月 15 日にこの課題

今年度から語学の特任教員に研究業務の追加が打

での副理事長交渉を行います。

診されているが、研究費が支給されていないことが
問題である。現在は実験実習費を支給しているよう

◆7 月 15 日副理事長交渉を行います

だが、学会の年会費等に支出できないなどの問題が

「法人事務局職員に対する人事評価制度の給与反

ある。研究業務に従事することを前提にするのであ

映」と「新型コロナにかかる大学対応」の 2 つの課

れば研究費の支給が必要である。現在支給されてい

題について、以下のとおり副理事長交渉を行います。

る実験実習費の金額はそのままでもよいので、せめ

日時：7 月 15 日（水）

てその内訳を、研究費と実験実習費に分けてほしい

場所：管理棟 3 階

16:30～17:30

第 2 会議室

という要望があるので検討してもらいたい。また、
特任教員の基本給は据え置きになっているが、非常
勤の単価を根拠にするのであれば、特任教員の基本

◆組合に新しく９名が加入！
教員２名、法人職員１名、特任職員１名、契約職

給も上げないとおかしいのではないか。

員５名の方が新たに加入いただきました。退職・脱

【総務課長】特任教員のことについては事前に要求

退は６名です（うち２名は評議員就任のため）。今後

書になかったのでいまお答えできない。

も教職員の声を組合の要求として大学に伝え、より
よい職場環境への改善につながるよう活動していき

人間看護学部の教職員の労働状況について

ます。

【組合】人間看護学部では勤務時間の５割以上の研
究時間を確保できている人はゼロである。会議や

◆シネマチケット・お風呂チケット斡旋

色々な雑務、週５日の実習が半期ずっと続く。タイ

格安で斡旋し、たくさんの方にご利用いただいて

ムカードでは研究時間とそれ以外の業務の内訳を把

いるシネマチケット、お風呂チケットについて、コ

握できない。また、控え室の職員がコロナの対応も

ロナウイルス拡大防止のため対象施設のほとんどが

あり、ものすごい長時間労働になっている。さらに、

休館していましたが、現在はすべての施設で営業が

本学の危機対策本部のメンバーに看護の公衆衛生の

再開されています。現在お持ちのチケットについて

専門家を入れてほしい。

は有効期限延長など施設ごとの取り扱いがあります。

【副理事長】勤務時間の内訳については個人で把握

詳しくは県大教書記局へお問い合わせください。

してもらっている。実習補助の職員についてはわれ
われとしては４名確保をお願いしたいということで、

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

◆書記局より
◎組合専任職員の交代・連絡先変更
お世話になった田口仁子さんが３月末で退職され、
４月から宮永未央さんが着任されました。また、滋
賀県立大学教職員組合書記局の電話番号が
080-2364-1362 に変わりました。メールアドレスは
変わりません。書記局（組合室）には火・水曜日
（10：00～16：30）に在室しています。

◎役員会議について
役員会議には役員以外の組合員の方も参加できま
す。ご意見、ご興味のある方はぜひお気軽にご参加
ください。また、いつでも組合の活動に対するご意
見、お問い合わせを受け付けていますので、下記ア
ドレスまでご連絡ください。

◎組合室について
組合室の場所は下図のとおりです。
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