10月現在の現業組合員116人＜正規107人､再任用９人＞です。
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①人事課との意見交換会報告
現評定期大会のお知らせ

②調整額見直し関係

人事課と現業職員の業務実態や要望事項などを話
し合う「意見交換会」を 月 日に開催しました。
その概要をお知らせします。
①「現業業務のあり方見直
し」に係る状況変化
２０１０年に「現業業務
のあり方見直し」を行った
が、現時点で状況変化はあ
るのか。
人事課 特
･･に状況の変化は
ない。見直し等が必要となっ
た場合は、これまでどおり
情報提供していきたい。
②愛知病院の廃止関係
愛知病院が今年度末で廃
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止されるが、人事異動等知
事部局含めた対応は検討さ
れているのか。
人事課 病
･･院事業庁で検討
しているところである。
③コロニー給食課関係
給食業務が２０２０年で
なくなるが、その後の対応
が未だ明確なものがない。
職員が安心して働けるよう
にしてほしい。
人事課 健
･･康福祉部におい
て検討されており人事課に
相談はまだない。異動等が
必要であるなら対応を検討
する。
④主任級・主査級昇任の一
般職との格差改善
主任級・主査級昇任につ
いて一般職との格差が大き
い。新規採用者も入ってい
るので、若い人たちの意欲
を確保するためにも主任級

昇任等の条件改善が必要で
ある。
人事課 主
･･任級昇任の条件
（
の
） 基準を準用した
は行 一
のではなく、他の給料表と
のバランスをみて決められ
ている。平成 年度の現業
職給料表導入の際に８号給
前倒ししており、これ以上
の改善は考えていない。
国では４級は相当の部下
がいることが要件とされ、 て採用時期を早くして、現
４級以上の職員が ％であ 場での適性を把握できるよ
る。本県では４分の３であ うにしていただいた。引き
る。このことをどう考えて 続きこうした対応をしてい
いくのかということがある。 ただきたい。
⑤現業職員の常勤再任用時 人事課 現
･･在の対応でやっ
ていきたい。
の職級
常勤再任職員に関しても
来年度は運転手と農業Ⅱ
現業のみ技師級となってお で採用を予定している。県
り、他の職種に比べ給与が としても良い人材を確保し
低く設定されており改善が たい。
必要である。
⑦正規から、再任用、一般
人事課 平
･･成 年度に、現 職非常勤職員への置き換え
業職の職責及び、職制や給
正規職員で行う業務とさ
料表の構造から主事技師級 れた職種でも、正規から常
と整理したものであり、見 勤再任用、短時間再任用、
直しは考えていない。
一般職非常勤職員への置き
⑥現業職員の採用方法
換えがすすんでおり、業務
現業職員の採用に当たっ に支障がある。
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日 時 12月15日(土)14時30分〜
場 所 アイリス愛知
参加者 支部等選出の代議員(25人)
と現評本部役員
議 題 2018年度活動経過報告
2019年度運動方針
現業評議会規約改正

特にノウハウのある人が
確保できない実態があり業
務に支障がある。経験者で
対応できるものであり単純
に業務量での評価ではなく
業務の経験をきちんと評価
してほしい。
人事課 「
･･現業業務のあり
方」で決めた方向で、業務
量を勘案して対応している
ところである。
⑧定年延長に伴う現業の給
与見直しの今後の課題
定年延長に伴い現業の給
与見直しで確認してきたこ
となど、今後の見直し課題
はあるか。
人事課 現
･･業職給料表見直
しの際に経過措置として退
職時までの現給保障制度が
あるが、この点についても
全体の見直しを見ながら見
直しが必要となる。
⑨募集しても応募がないな
どの人員確保策
非常勤職員をハローワー
クに求人を出しても応募が
なく困っている。
人事課 正
･･規職員について
は応募がある。一般職非常
９月 日、県当局から給
料の調整額見直し提示があ
りました。
●見直し提示の内容
今回の見直し提示は、
①動管指導員
調整数「２」 特殊勤務
手当の日額６５０円
②女性相談センター介護員
調整数「０・５」 廃止
③給食業務
定額 「２５００円」 廃止
となっています。
●提示を受けての対応
県当局の見直し提示を受
けて、組合は意見・要望の
ためアンケートや職場集会

勤職員については職場で採
用を行っているので、人事
課で何か対策を検討してい
るということはない。
⑩調整額の見直し
調整額の見直しは動管指
導員部会では大きな問題と
なっている。
動管センターでは、捕獲
や処分を行っていることか

を実施しました。
給食業務については、コ
ロニー給食課で 月９日に
職場集会が開催し、「身の
危険を感じて仕事をしなけ
ればならない状況下にある」

ら、差別的な意見も受ける
し非常勤職員を募集しても
採用できないということも
ある。嫌がられる仕事であ
るし、猫のひっかき傷は日
常的、犬にかまれることも
あり、こういう状況につい
てよく理解してほしい。
人事課 ･･年間見直しをし
ていなかったので、今回全
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般的見直しをしている。
提示の内容説明、交渉にか
業務の内容の変化、今日 かる質疑、職場実態や要望
的な観点から調整額が適切 の意見交換を行いました。
なのかということと、国・
また、動管指導員部会か
他府県との比較で見直しを ら、 月 日に組合本部の
守山委員長あてに「指導員
提示した。
今後、業務の特殊性など、 の現状を正確に把握し、集
いただいた意見を踏まえて 約した意見を活用して ････
組合と交渉をしていきたい。 調整数『２』を維持するこ
と」との要望書が提出され
ました。
などの実態が出されました。 ●今後の交渉
組合本部は、実態把握等
病院組合でも給食業務に
同様な提示がされ現行維持 をまとめて 月 日の交渉
で組合から主張を行い、
の要求をしました。
動管指導員については、 月９日に県当局から再提示
月４日に尾張支所で職場 の予定です。
集会を開催するとともに、
引き続き、調整額の廃止・
月 日 日
（
に
） アイリス愛
特殊勤務手当日額化の提示
知において全員集会を開催 撤回に向けて取り組んでい
し、組合本部からの見直し きましょう。
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◆給料の調整額とは◆
給料の調整額は、職務の複雑･
困難度などが著しく特殊な職に
勤務する職員に対して給料月額
を調整して支給されます。
調整額は時間外勤務手当、期
末･勤勉手当や退職手当の計算の
基礎額にも反映されるため、見
直しは生活設計にも大きく影響
します。
支給額は調整数「１」につき
現業職給料表の場合下記の額で
す。
１級＝6,000円 ２級＝7,500円
３級＝8,500円 ４級＝8,700円
５級＝9,700円
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