待遇悪化ばかりでは逆効果

範囲 内にはな りますが 、努

県庁 の中でも 現行の制 度の

ろん 、その辺 の適正化 は、

たい と思って います。 もち

拡大 を県全体 でやって いき

げだ け。現業 職、研究 職、 間企 業で中間 管理職を した
5
6歳 を超える 人の給料 が削 経験 から申し ますと、 残業

され たのは初 任給の引 き上 ェク トも進行 中ですが 、民

度の 見直しで 、待遇が 改善

２ ００５年 以降、給 与制

（Ｇ Ｏ）５ （ＧＯ）プ ロジ

残 業を減ら すスマー ト５

制度 を導入し 、正規雇 用の

う県 独自の思 い切った 助成

雇用 で新規採 用される 場合

非 正 規 は 官 製ワーキングプア
一 般質問で は財政問 題に引き 続き、 県庁の正 規職員が

職員のサービス残業危惧
減る 一方で非 正規職員 が増えて いる問 題なども 質しまし

られ ました。 もちろん 県民 を減 らす方法 は人を増 やす

０円 。１年毎 に昇給し ます
6
が、 ５年目の 1万７１ ００

は承 知してい ます。
し かし、 は無 理です。 県と市町 村の

円が 上限で、 継続勤務 した

でし た。頑張 った人に は頑 るか を、中間 管理職に 選択

暇も 無給です 。そして 、ボ

個 人消費の 喚起こそ が好

勢を 驚くほど 敏感に反 応い

張っ ただけ報 いる制度 でな させ るだけで す。サー ビス

サラ リーマン のモチベ ーシ 二重 行政を抜 本的に見 直す

与が 高いと批 判がある こと かあ りません 。意識改 革で

の皆 さんの中 に県職員 の給 か、 業務をば っさり切 るし

めて やって参 ります。

た。 時間がな く予定し た質問の 半分し かできま せんでし
た。 質問は本 当に難し いと改め て実感 しました 。

非正規職員の増加疑問

況に つながり ます。賃 金の

い人 は５年毎 に採用試 験を

たし ます。県 内の企業 も県

けれ ばなりま せん。

ョン は賃金で 決まりま す。 な ど 業 務 を 減 ら さ な い限

低下 は景気の 低迷に直 結し

受け なければ なりませ ん。

庁 を し っ か り と 見 て いま

ー ナ ス も 正 規 職 員 は 昨年
5
度、 ３・8カ 月分支給 され

ます 。県内最 大の雇用 主は

す。 県庁で働 く非正規 労働

プ ロジェク トの結果 、１ スと ３段階で の査定を １回

非 正規職員 の皆さん の勤
7
9
務は 、月1日 か週2時 間が
4
基本 で初年度 は1万１ ００

県庁 で、個人 消費の動 向に

正 規職員と の格差も 大き
0
く、 有給休暇 は半分の 1日

者の 皆さんの ためだけ では

年間 で約３割 の超過勤 務減 で 決 着 す る よ う に し まし

えて 経費を削 減して良 いも

は２ ８７７人 と６・５ ％減

与え る影響は 大きく、 雇用

間。 公務災害 での休暇 も、

働者 のために も、県庁 で働

なく 、県内で 働く非正 規労

私も 元会社員 ですが、 経営 り、 うその残 業報告書 を作

です 。一方、 緊急雇用 対策

政策 は熟慮が 必要です 。知

間は 取得でき るのに対 し、

正規 職員は必 要と認め る時

です 。私は議 員のおっ しゃ た。 何回も何 回も同じ 資料

まし たが、非 職員には 支給

もあ りますが 、臨時任 用職

事の 公約の１ 万人雇用 は正

く非 正規労働 者の皆さ んの

る本 当の意味 での行政 改革 を作 り、１カ 月で終わ ると

ので しょうか 。

員や 非常勤職 員の皆さ んは
3
５２ ０人から ７４５人 と4
6
％増 え、合計 すると2 人の

規雇 用で目指 すべきで す。

非正 規の場合 には最小 限必

待遇 を整えて はいただ けな

業務のスリム化徹底したい

残業 を危惧し ています 。

われ ても納得 ができま せん 評価 を承知で 正直に報 告す

増加 です。し かし、人 件費
7
は0 年の９８ ３億円か ら、
1
2
1年 は９４１ 億円と4 億円

まず 隗より始 めよ。県 庁か

要な 時間しか 認められ てい

をや ろうとし ています 。明 ころ を３カ月 かけるの は無

が悪 いから５ ％カット と言 成す るか、ダ メな部局 との

の減 です。行 政のスリ ム化

ら非 正規職員 の正規化 に取

いで しょうか 。

来年度さらに見直したい

県 内の市町 村は、県 の姿

と評 価もでき ますが、 正規

ませ ん。結婚 休暇や育 児休

地方公法の制約が問題

り組 んでくだ さい。

され ません。

非正規職員の待遇改善を

は、 お一人１ ００万円 とい

質問

規職 員と正規 職員の区 別が

より も公務員 の方が、 非正

得な い制度な んです。 民間

制約 からして 、要はや むを

って いません が、法律 上の

とで すが、正 常だと正 直思

正 規、非正 規の区分 のこ

考え ています 。民間で 正規

正規 雇用を増 やすべき だと

基本 的なスタ ンスとし て、

で執 行してい かなけれ ばな

ばい いのです が、その 枠内

公務 員法など が改正さ れれ

うに 、なるべ く働くモ チベ

すが 、議員の おっしゃ るよ

だき たいと思 います。ただ、 うい う制約の 中ではあ りま

らな いことを 御理解を いた

ーシ ョンを上 げるよう にし

を組 む必要が あります 。そ

系が あり、そ の枠内で 制度

いて は、地方 公務員法 の体

非 常勤職員 のあり方 につ

いと 思ってい ます。

をや って職場 環境を整 えた

す。 来年度、 さらに見 直し

的に 改善いた したとこ ろで

給休 暇の改善 もやり、 金額

遇の 改善をや りました 。有

は、 他県とは また違っ た処

0
ます 。平成2 年に鳥取 県で

ス、 部長ベー ス、知事 ベー 実施 して見直 します。

いや っていま した。馬 鹿馬 た。 公募委員 も参加す る事
1 4 5
鹿し いことで す。課長 ベー 業棚 卸しを1 月1、1 日に

ーを 使い切っ てしまう ぐら 改革 のテーブ ルを作り まし

予算 獲得のた めにエネ ルギ つ。 日野郡と は今、行 財政

議論 をする以 上に、庁 内で 二 重 行 政 の 廃 止 も そ の一

市町村 との役割 分担、
予算 編成。県 民の皆さ んと 通り 、

やり 方があり ます。典 型が も進 めました 。議員指 摘の

事と 言われる ような仕 事の クヨ がやって いる改善 運動

治以 来の伝統 で、お役 所仕 駄だ からです 。トヨタ やコ

知事

厳し くなって います。 地方

知事

った 県庁の正 規職員は 、今

質問

職員 を非正規 職員に置 きか

２ ００７年 ３０７６ 人だ

質問

知事
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