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１. 若干の経過と情勢 

 

【経済と雇用および2021春闘をめぐる情勢】 

１．新型コロナウイルス感染症は、ＷＨＯがパンデミックを宣言してから約１年半を迎え、

全世界での感染者は約２億人超、（８月初旬時点）となりました。次々と発生する変異

株によって、ワクチン接種が進み感染が抑制傾向であったイギリス・イスラエルでも感

染者が増加に転じるなど、感染状況は衰える気配が見えません。 

２．国内経済では、内閣府が８月26日の月例経済報告において「景気の先行きについては、

コロナの感染者の増加を受けて「下振れリスクの高まりに十分注意する必要がある」と

表現しています。」 

  2021年４～６月期の実質ＧＤＰ成長率はプラス０．３％で、２期ぶりにプラスに転じ

ましたが、個人消費の伸び率が低く、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて４月、東

京都などに３回目の緊急事態宣言が出されたことが影響し、ＧＤＰ全体の伸びを鈍らせ

る形となりました。 

３．７月11日には東京都と沖縄県に対して４回目となる緊急事態宣言が発出され、８月20

日には13都府県に拡大されました。このことから、７～９月期ＧＤＰへの悪影響は必至

のため、経済回復への道のりは険しいといえます。 

４．総務省が７月30日に発表した労働力調査（2021年６月分）では、完全失業者数は206

万人（前年同月比：11万人増、17ヵ月連続の増加）で、完全失業率は2.9％（前月比：

0.1ポイント減）となるなど、長引くコロナ禍によって、雇用環境は依然厳しい状況が

続いています。 

５．加えて、厚労省は７月21日時点のコロナ禍関連による解雇や雇い止めは、見込みを含

めて111,442人と発表し、関連倒産件数は７月28日時点の累計で1,847件となりました。

打撃を受けた企業への金融支援策は継続されていますが、事業環境が回復しないままコ

ロナ融資の返済がスタートする過剰債務の問題も浮上しており、息切れや事業継続をあ

きらめて倒産に至るケースも目立ち始めています。とくに６月はコロナ禍関連倒産が過

去最多の155件を記録し、６月以降も高水準の推移が続く可能性が高く、予断を許さな

い状況が想定されます。 

６．連合の2021春季生活闘争まとめ（７月15日）では、加重平均は5,180円・1.78％（前年

同時期比：326円減・0.12ポイント減）となり、有期・短時間・契約等労働者の月給は

加重平均3,667円・1.72％（同2,645円減・1.30ポイント減）となりました。その上で連

合は、コロナ禍による緊急事態下であっても、賃上げの流れを継続することの重要性を

確認した闘争であり、これまでの労使の信頼関係を礎に真摯な協議・交渉が行われ、企

業・産業の持続性とコロナ禍からの経済回復にむけた大きな基盤づくりにつながったも

のとしています。 

  また、2022春季生活闘争にむけては、引き続き社会のセーフティネット機能の強化に
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取り組むとともに、「感染症対策と経済の自律的成長」の両立と「社会の持続性」実現

にむけた対応について検討を深めていくとしています。 

  ７月の最低賃金の引き上げ（10月１日発行）で奈良では28円引き上げの866円の答申

も出されました。厳しい社会情勢であっても、勤労者の生活改善と格差是正にむけた取

り組みが必要です。 

 

【国際的な情勢】 

７．中国において香港や新疆ウイグル自治区に対する人権抑圧が続いています。香港では

６月12日に、2020年12月に実刑判決を受け服役していた民主活動家の周庭さんが出所し

ましたが、周さんは今後国安法により訴追される可能性があります。加えて、中国や香

港政府に批判的な論調であるリンゴ日報が、国安法に違反したとして警察に資金が凍結

されたことなどを受けて、発行停止に追い込まれました。同紙の廃刊は「報道の自由」

の牙城が崩れたことを象徴しており、今後は民主化勢力への不当な弾圧がより一層強ま

ることが想定されます。また、新疆ウイグル自治区では、依然として強制労働、大規模

な強制収容などが強く疑われる問題が解明されていません。 

８．これらに対してＧ７サミットでは、中国について新疆ウイグル自治区の人権問題や香

港情勢等について、人権や基本的自由を尊重するよう求めましたが、中国はその後の中

国共産党創立100周年記念式典でも、習近平国家主席が、台湾も含めた「国内問題」へ

の他国の介入を一切認めない姿勢を明確にするなど、お互いの溝は深まるばかりです。

さらにＧ７では、ミャンマーについて人道状況に深い懸念を示した上で、クーデターと

治安部隊による暴力を最も強い言葉で非難しました。 

  アフガニスタンではイスラム原理主義タリバンが全土を掌握し女性や子どもの人権と

安全が守られない社会がつくられようとしています。 

９．国際社会の大きな課題として浮上してきた「国際課税のルールづくり」について、７

月１日にはＯＥＣＤの交渉会合において、各国共通の最低税率を15％以上とし、2023年

の実施をめざすことで大枠合意しました。さらに、ＧＡＦＡと呼ばれる巨大ＩＴ企業を

はじめ、国境を超えて事業を展開するグローバル企業に対し、現在のルールでは適正に

課税できていないという課題について、「グローバル企業への課税強化」でも一定の合

意が得られました。長年にわたる新自由主義的政策の見直しにもつながる可能性のある

方策であり、日本でもこれを機に抜本的な税制見直しが行われる必要があります。 

 

【政治をめぐる動向】 

10．第204回通常国会では、６月４日の参議院本会議において「国家公務員法等の一部を

改正する法律案」および「地方公務員法の一部を改正する法律案」が可決・成立し、長

年に渡る課題であった定年の引き上げが実現することになりました。この間自治労は連

合・公務労協と連携しながら与野党に対し速やかな審議・採決と成立を求めてきました。 



11．一方、６月11日には国民投票法改正案が参議院本会議において可決・成立しました。

懸念点である国民投票運動におけるＣＭやインターネット規制、政党への外資規制、運

動資金の透明化について、「施行から３年を目途に検討を加え、必要な法制上の措置を

講ずる」との修正が「附則」として反映されました。一方、今後は、自民党の改憲４項

目を含めた議論が進められることも想定されるため、平和フォーラムと連携して阻止に

むけた取り組みを強化しなければなりません。 

12．このような中、野党は６月16日までの通常国会会期末を３ヵ月延長するよう求めまし

たが与党は延長を拒否しました。そのため、野党４党は６月15日に内閣不信任案を提出

したものの、与党により否決され第204回通常国会は16日に閉会しました。 

13．国政選挙の試金石ともいえる７月４日の東京都議選では、都民ファーストの会が議席

を大きく減らして第２党となり、自民党が第１党になったものの、自公あわせての過半

数には至りませんでした。横浜市長選挙では、IR誘致に反対した野党候補の当選など、

国民の不安、ワクチン接種の停滞、首都圏を中心とした５度目となる感染拡大などが反

映された結果であるといえ、この秋の解散・総選挙をめぐる状況はさらに混沌としたも

のとなっています。 

14．９月３日、菅首相が自民党総裁選に立候補しないことを表明し、事実上の辞任となり

ました。党内では幾人もの次期首相候補の名前が挙がっており、今秋の解散・総選挙を

めぐる状況はさらに混沌としたものとなっています。 

15．一方、立憲民主党は都議選で７議席増を勝ち取りましたが、与党批判票の受け皿と

なったと評価できるまでには至っていません。安倍－菅政権と９年にも及ぶ強権的で隠

ぺいとごまかしの政治、感染症対策など一向に国民の生命と生活の安全を守ろうとしな

い自公政権に終止符を打たなければなりません。そのためにも、自治労には、総選挙に

むけた準備と野党の幅広い連携・共闘を支持する取り組みと、野党勝利にむけた不断の

努力が求められています。 

 

 

２. 秋季・自治体確定闘争の取り組み   

 

【2021確定闘争の取り組み】 

１．取り組みの柱と重点課題 

 2021確定闘争の具体的な時期と戦術の基本については、次の通りとします。 

なお、今後の本部からの情報等により、必要に応じて情報共有と意思統一、闘争方針

の補強を行います。 

 ① 2021賃金確定闘争を産別統一闘争として推進するため、以下の通り設定します。 

 (１) 要求書作成ゾーン  10月１日～10月 15日 （各ブロック勉強会を実施） 

 (２) 確定闘争・県人勧全体学習会 10月 14日（木）予定  



 

 (３) 要求書提出期限   10月 22日（金）（遅くとも 10月末） 

(４) 交渉ゾーン     11月８日（月）～18日（木）         

 (５) 県本部統一行動日  11月 19日（全国統一行動日 11月 12日） 

② 闘争に関わる戦術は、２時間ストライキを上限とします。なお、確定闘争に関わ

る賃金カット補償は、原則として２時間とします。 

  ③ 今秋の国会情勢について不透明な部分はありますが、本年は一時金がマイナス勧

告となったことから、政府は一時金支給基準日（12月１日）までの給与法改正をめざ

すものと考えられます。自治体についても当然、国と同様に一時金支給基準日を見据

えた条例改正のスケジュールを見込むものと考えられます。 

労働者の生活を守る賃金水準の確保にむけて、取り組みの柱を次の通り設定します。 
 

 
取り組みの柱（県本部重点項目） 

① 職員の生活を守るための月例給の水準を維持すること。 

② 職員の生活を守るための一時金の支給月数を維持すること。 

③ 定年引き上げについては、国に遅れることなく確実に実施することとし、自

治体の実情に応じた制度設計とすること。 

④ 育児休暇の取得など各種休暇の拡充や夏季休暇日数の拡大をはかること。 

⑤ 不妊治療への休暇の創設など支援制度を整備すること。 

 

【2021確定闘争の推進】 

２．2021確定闘争の推進のため、公務員連絡会・公務労協地方公務員部会に結集し、公務

員全体の課題についても解決にむけ取り組みを進めます。 

３．単組は、自治体業務の見直しや民間委託等が、組合員・職員の賃金・労働条件に関す

る事項であることから管理運営事項とさせず、当局がこれを推進する場合には、当局に

労使交渉・協議を求めます。また、単組は、2021年度自治体予算編成にむけ、会計年度

任用職員の賃金を含めた総人件費の確保や公共サービスを維持・確保するための財源充

実を求める要求書を提出します。 

４．2021確定闘争の具体的推進方針や統一指標、具体的な戦術についての、基本的な考え

方については、次の通りとします。 

（１）2021賃金確定闘争を統一闘争として推進するため、対自治体賃金確定闘争のヤマ

場については、交渉ゾーンを11月８日から18日、県本部統一行動日を11月19日とし、

必要な行動を配置します。 

（２）上記（１）によることができない単組は、県本部と協議のうえ、ヤマ場を設定し

ます。 

５．県本部は、この間の春闘および確定闘争の要求書提出・交渉実施状況を踏まえつつ、

未実施単組に対するフォローアップを行います。 



 

６．2021確定闘争前段のたたかいとして、2021現業・公企統一闘争第２次闘争＜全国統一

闘争基準日：10月22日＞に取り組みます。 

７．新型コロナの感染状況を注視しながら、2021現業・公企統一闘争第２次闘争・確定闘

争総決起集会を10月22日に開催します。 

８．県本部は、次の取り組みを行います。 

2021確定闘争に向けた、要求書作成勉強会を各ブロックで設定し、県本部より役員が

説明及び学習会を10月1日～10月15日の間で開催するとともに、確定闘争・県人勧全体

学習会を10月14日開催します。 

（１）2021確定闘争における取り組みの柱と重点的取り組み課題に基づき、県本部によ

る到達目標・妥結基準の設定、確定ヤマ場に至る統一交渉日の設定、対市長会・町

村会への要請（別記１）行動を10月５日に行い、自治体賃金確定闘争を「県本部統

一闘争」として推進します。 

（２）人事委員会勧告結果を受けて、今後の交渉にあわせた単組の参加による学習会、

交渉支援行動を実施します。 

＜別記１＞ 

 

奈良県本部公務労働者の賃金･労働条件の改善を求める団体署名 

 

奈良県市長会会長 様 

奈良県町村会会長 様 

 

 

  日頃よりの、各自治体職員の労働条件改善に向けた取り組みに敬意を表します。 

  さて８月10日、人事院は給料表については改定なし、一時金については0.15月引き下げ

の勧告を行いました。これは、官民比較に基づくとはいえ、コロナ禍で住民サービスを低

下させることなく、懸命に取り組む公務労働者の実態を踏まえると非常に残念な結果で

す。 

 一方、人事管理に関する報告では男女がともに仕事と生活の両立に向け、有給の不妊治

療休暇の新設など、新たな取り組みが報告されたことは、評価できるものと考えていま

す。 

 そうした中、各自治体労働者の賃金・労働条件の決定については労使相互理解のもと真

摯な交渉・協議のうえ決定されるべきと認識しております。 

貴職におかれましては、労働組合が要求書を提出する際、公共サービスの充実に奮闘する



 

職員の生活水準の維持向上にむけ、首長において誠実な対応が行われるよう、ご指示くだ

さることを要請します。 

   2021年 月  日 

 

 

                                   自治労奈良県本部 

 

                             職員労働組合 

 

                  代表                

 

 

 

確定闘争に係る要請書 

自奈県本発第 号 
2021年10月５日 

 
奈良県市長会会長 様 
奈良県町村会会長 様 

 
自治労奈良県本部  

  
  
平素より地方自治の確立に向けたご尽力に敬意を表します。 

さて、地方公務員をとりまく環境が厳しさを増すなか、新型コロナウィルス感染症対応に
は様々な職種・職場において、住民サービス維持、向上に懸命に対応しています。 
 各自治体職員の賃金・労働条件については労使相互理解のもと真摯な交渉・協議のうえ
決定されるべきと認識しております。つきましては、各自治体において労働組合が要求書
を提出しますが、公共サービス充実に向け奮闘します職員の生活水準維持、向上にむけ、
真摯な交渉協議が行われますよう要請します。 
 

記 
 
１．月例給の水準維持を最低とし改善を行うこと。 
 
２．人事院勧告において一時金引き下げが勧告されたが、安易に追従することなく生活を
守る月数を確保すること。 

 
３．人事評価結果の賃金への反映は各自治体の実情を踏まえ、制度導入、変更については
労使合意を前提とすること 



 

 
４．妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援のための方策を示すこと。 
 （１）男女ともが取得しやすい育児休業制度について方策を示すこと。 
 （２）不妊治療のための休暇を有給とし、新設すること。 
 
５．ワーク・ライフ・バランス実現に向け勤務環境の整備に務めること。 
 
６．長時間労働を是正し、業務に必要な人員を確保すること。 
 
７．定年の引き上げ実施に向けては、組合との協議、合意を行うこと。 
 
８．ハラスメントの未然防止に向けた対策を強化すること。 
 
９．会計年度任用職員の処遇改善を行うこと。 

 

９．単組は、勧告内容とその問題点を学習し、「要求－交渉－妥結（書面化・協約化）」

の交渉サイクルの確立に取り組みます。今回の勧告はコロナ禍の影響により厳しい内容

が予想されますが、その中で県本部が設定する重点課題・妥結基準のほか、賃金到達に

むけた単組課題や職場実態を踏まえた単組重点課題を設定し、実質的な賃金の維持向上

をめざします。県本部が設定する到達基準の未到達妥結は、他単組の交渉に大きな悪影

響を与えるものであるとの認識のもと、統一行動日以前での妥結は、県本部との協議を

前提とします。   
 

 
単組要求項目モデル 

（各職場に応じた要求を抽出してください）  

 

１．職員の生活を守るための月例給の水準を維持すること。 

２．職員の生活を守るための一時金の支給月数を維持すること。 

３．民間と公務の初任給水準の格差が拡大していることから、初任給格付けを引

き上げること。 

４．諸手当については、地域の実情を踏まえつつ、必要な改善を行うこと。とく

に新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための業務に関しては、特殊勤務手

当を支給するなど、自治体の業務等の実情に即して適切に対応すること。 

５．給与制度の総合的見直し終了後も、現給保障については全組合員における解

消までの間、引き続き継続すること。 

６．会計年度任用職員の給料・手当等については、職務内容に応じ常勤職員との

均衡・権衡をはかること。休暇等についても、常勤職員と権衡をはかること。 

  常勤職員との間に理由なく差が設けられている場合は、速やかに改善にむけ

た措置をとること。 



 

７．定年の引き上げに関わっては、国に遅れることなく確実に実現することと

し、自治体の実情に応じた制度設計となるよう適切に対応すること。 

  また、定年引き上げまでの間は、希望者全員を対象にフルタイムを基本とし

た再任用制度とし、2025年度からは厚生年金の支給開始が65歳となることに加

えて、高齢職員の経験等を積極的に活用する観点から、給料・手当等の改善と

ともに、再任用職員の職務・級の格付けなど現在の運用を抜本的に改善するた

め、対応をはかること。 

８．公務におけるワーク・ライフ・バランスの実現には、長時間労働の是正施策

等を通じて年間総労働時間を早期に1,800時間程度に短縮するなど、働き方改

革の着実な推進が不可欠であることから、引き続き次の事項の実現に努めるこ

と。 

 (１) 厳格な勤務時間管理と時間外労働に関する上限時間の設定状況、「他律

的業務の比重が高い職場」として設定された業務・部署等の明確化と実態

についての検証とその縮小・廃止、「特例業務」（大規模災害、新型コロ

ナウイルス感染症への対応などを含む）についての検証・対応 

 (２) 年次有給休暇取得の促進 

 (３) 労働時間短縮のための積極的施策の推進 

９．各種休暇制度を新設・拡充させるとともに、総合的な休業制度を確立するこ

と。とくに、育児休暇の取得など各種休暇の拡充や夏季休暇日数の拡大をはか

ること。また、治療と仕事の両立支援や障害を持つ職員の観点から、休暇制度

や勤務制度の導入をはかること。あわせて、不妊治療への休暇の創設など支援

制度を整備すること。 

10．公務職場における男女平等の実現を人事行政の重要課題と位置づけ、必要な

施策の確立をはかること。とくに、地方公務員の男性の育児休暇・休業・介護

休暇取得を促進するための具体的な施策を講じること。 

11．セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントなどあらゆるハラスメ

ントに対する実効性のある防止策を引き続き推進するため、積極的な対応を行

うこと。 

12．公務職場における障がい者、外国人採用の促進をはかるため、職場環境の整

備を含め必要な措置を行うこと。とくに、障がい者の法定雇用率の達成や障害

者雇用促進法に基づく障がい者に対する差別禁止、合理的配慮の提供義務など

に十分対応すること。 

13．公務における働き方改革を着実に推進するため、労働時間の適正な把握を具

現化するとともに、36協定締結義務職場での確実な締結および締結義務のない

すべての職場において、36協定に準じた協定の締結をはじめとする、長時間労



 

働の是正をはかること。 

14．人事評価結果の賃金等への反映については、自治体の実情を踏まえることと

し、労使合意を大前提に、賃金に差をつけることを目的としないこと。 

 

【定年引き上げにむけた取り組み】 

10．公務員の定年を引き上げる「国家公務員法等の一部を改正する法律案」および「地方

公務員法の一部を改正する法律案」が、成立しました。2023年４月１日の施行日以降、

２年に１歳ずつ定年年齢が段階的に引き上げられ、2031年度には定年年齢が65歳となり

ます（65歳で定年退職する職員が生じるのは2032年度以降）。 

11．総務省は６月25日に改正法にかかる説明会を開催し、想定されるスケジュールとして

2022年３月議会または６月議会への改正条例の上程を示しています。しかし、2024年度

の採用計画を固める関係からも、「定年前再任用短時間勤務」の希望の有無などについ

て、可能な限り2022年度の早い段階で対象者への情報提供・意向確認を済ませることが

望ましいため、2021年度末までの制度確立を追求する必要があります。 

  2021確定闘争、2022春闘の重点課題に位置づけ、自治労としては、2021年12月議会、

遅くとも2022年３月議会での条例改正をめざして、交渉・協議などの取り組みを本格化

させることとします。 

12．定年引き上げにあたって検討、見直すべき課題はすでに明確になっています。単組は、

当局に今後の作業スケジュールを明確にさせるとともに、総務省からの条例例を待つこ

となく、下記に取り組み、制度設計、運用について労使合意・妥結をめざします。 

 ① 高齢になっても働き続けられる職場環境の整備にむけ、職場討議、当局との意見交

換を行い、60歳超職員の知識、技術、経験等をいかす職務内容・職名・配置等につい

て協議・確認します。 

 ② 厚労省「高年齢労働者に配慮した職場改善マニュアル」など活用しながら、中高年

者の身体の条件に応じた具体的な対策、職場改善を行うよう求めます。 

 ③ 新設される定年前再任用短時間勤務職員は退職後の任用であるため、あくまで職員

が希望する場合に限っての取り扱いであることを確認します。 

 ④ 職員が60歳に達する前年度に60歳以降の任用、給与、退職手当等について情報提供

および意思確認を丁寧に行うよう求めます。 

 ⑤ 組織の新陳代謝を確保するため、60歳以降の職務については、スタッフ職としての

配置を追求します。 

 ⑥ 役職定年の例外措置を設けるかどうか、またどのような場合に例外措置を適用する

かについて、安易に定めないことを要求します。 

 ⑦ 65歳定年退職者が生じる2032年度までの約10年間の、職員の人員構成について、当

局に具体的なシミュレーションを行い、データを開示するよう求めます。 

 ⑧ 経過措置期間中は、現行の再任用制度と同じ仕組みの「暫定再任用」が存置されま



 

すがフルタイムを基本とした再任用制度を確実に運用し、希望者全員を任用するよう

求めます。 

13．高齢職員のモチベーション維持の観点から55歳超職員の昇給の確保を求めます。 

14．高年齢者の多様な働き方を確保する観点から高齢者部分休業制度の条例化を求めます。 

 

【2021自治体確定闘争をめぐる情勢と課題】 

15．人事院は４月26日から６月22日の期間で民間給与実態調査を行い、８月10日、官民比

較に基づき、下記のとおり給与勧告を行いました。 

 ① 月例給の較差は▲19円・▲0.00％。俸給表の改定なし。 

 ② 一時金は4.30月（民間支給割合4.32月）、0.15月引き下げ（期末手当2.55月→2.40

月、勤勉手当1.90月→1.90月）。 

  俸給表の改定は見送られることとなりましたが、一時金については２年連続の引き下

げとなりました。コロナ禍のもと現場で奮闘する職員・組合員の努力に報い、生活を確

保するという観点からは不満といわざるを得ません。また、一時金の引き下げ分を期末

手当のみで対応するとしたことは問題です。 

16．改正育児・介護休業法（出生時育児休業の創設、有期雇用労働者の育児・介護休業取

得要件の緩和等）が2022年４月以降順次施行されることを踏まえて、自治体においても、

同時期に同様の措置を行うため、条例改正など早急に対応をはかる必要があります。あ

わせて、不妊治療のための特別休暇の新設のため規則等の改正を行う必要があります。 

17．2020年４月から会計年度任用職員制度が施行され、2021年は２年目の人事委員会勧告

になりますが、労働基本権が制約される労働者であること、多くが常勤職員との均衡が

確保されていない実態にあることを踏まえ、当該職員の勤務条件の改善のため、各人事

委員会および自治体に対しては、主体的かつ積極的に役割を果たすよう求めていく必要

があります。 

 

【人事委員会対策の重点課題】 

18．県人事委員会の勧告が県内市町村に影響を与えることから、県本部は県職単組との連

携による人事委員会対策の取り組みを行います。 

奈良県三者共闘（奈良県職員労働組合・高等学校教職員組合・奈良教職員組合）  

８月31日  要求書提出・人事委員会事務局長交渉  

         ９月８日   人事委員会委員長交渉① 

21日  人事委員会委員長交渉② 

    署名手交予定  

         10月上旬  勧告予定 

19．春闘期・人勧期の人事委員会交渉を踏まえ、重点課題を次の通り設定します。 

 ① 民間給与実態を精確に把握し、地方公務員の生活を守るための賃金水準を確保する



 

こと。 

   ア 月例給の水準を維持すること。 

   イ 一時金の公民比較は、月例給と同様に、同種・同等比較を原則とするラスパイ

レス比較を行うこと。一時金の支給月数は維持すること。 

   ウ 住居手当・地域手当・通勤手当など、地域の実情を踏まえた諸手当の改善を行

うこと。 

   エ 月45時間超、60時間以下の時間外勤務手当の割増率を引き上げること。 

   オ すべての在職者が定年まで昇給が可能となるよう、号給を延長すること。 

 ② 会計年度任用職員は労働基本権が制約された労働者であることに加えて、職員に占

める割合が相当程度にある実態を踏まえ、勤務条件の改善・確保のため主体的に役割

を果たし、必要な勧告・報告を行うこと。 

   会計年度任用職員の給料・手当・休暇等については、職務内容に応じ常勤職員との

均衡・権衡をはかること。 

 ③ 定年引き上げについては、国に遅れることなく確実に実施することとし、自治体の

実情に応じた制度設計とすること。また、定年引き上げ実施までの間は、希望者全員

を対象にフルタイムを基本とした再任用制度を確実に運用すること。 

 ④ 労働基準監督機関として主体的に役割を果たし、公務における長時間労働の是正

やワーク・ライフ・バランスの実現にむけ、超過勤務の上限規制などの適切な運用を

はかること。 

 ⑤ 勤務成績の賃金等への反映およびその基準については、引き続き、労使の十分な交

渉・協議、合意を前提とすること。 

 ⑥ 勧告・報告にあたっては、組合との交渉・協議、合意に基づき進めること。 

20．2021確定闘争での自治労がめざす課題は以下の通りです。 

 ① 基本給 

ア 到達目標を以下の通り設定し、給料表の引き上げと運用改善により、目標達成を

めざします。 
 

到達目標（ポイント賃金） 

30歳 248,775円（国公行(一)３－13水準、249,400円） 

35歳 293,807円（国公行(一)３－40水準、294,300円） 

40歳 343,042円（国公行(一)４－43水準、344,800円） 

 上記の到達目標は、2017年実施の賃金実態調査を基準に、賃金ＰＴ報告に基づく

算出方法により設定しています。具体的には、2006給与構造改革により引き下げら

れた4.8％と、2015給与制度の総合的見直しにより引き下げられた2.0％を加えた

6.8％に、2017年度賃金実態調査における実在者中央値に乗じて算出しています。 
 

 



 

イ また、地域間格差是正の観点から、全国平均賃金への到達指標として、以下の通

り。 
 

地域手当を含む 

全国平均賃金水準指標 

30歳 245,746円（国公行(一)３－11水準、246,600円） 

35歳 290,231円（国公行(一)３－38水準、290,700円） 

40歳 338,866円（国公行(一)４－40水準、339,200円） 

 上記の到達指標にむけた年齢ポイントは、2017年自治労賃金実態調査の中央値に

地域手当の平均支給率を乗じて得た額を提示しています。 

＜地域手当の平均支給率＞ 

 平成31年度（2019年度）地方公務員給与実態調査（総務省）第５表全地方公共団

体一般行政職地域手当（18,640円）/（給料月額＋扶養手当＋管理職手当（336,523

円））≒5.5％ 

 なお、モデルラインは、地域手当の支給のない単組の運用例として示していま

す。 
 

 
ウ さらに、「ラスパイレス指数100を最低水準」とし、「ラス逆数」から算出した

率を運用改善の具体的目標として設定します。 
 

 
ラス逆数の算出方法と目標設定 

例）ラスパイレス指数98.9で、30歳の平均給与月額が250,000円（３－14相当）の自

治体 

① 100÷98.9＝1.011(｢ラス逆数｣) 

② 現行の平均給料月額に1.011を乗じた金額を目標とする 

③ 30歳の給料250,000円×1.011＝252,750円（「目標賃金」） 

④ 達成するためには、30歳で３－16（253,500円）に到達する必要があることか

ら、運用改善として２号上位をめざす 
 

 
エ 組合員の到達級について、係長・同相当職の４級到達、課長補佐、同相当職の６

級到達を指標に、賃金水準の維持・改善を進めます。 

オ すべての在職者が定年まで昇給が可能になるよう、号給の延長を求めます。 

カ 男女間、自治体間、職種間、常勤職員・非常勤職員間などに存在する賃金格差の

解消を求めます。 

② 自治体最低賃金 

   2020年度の最低賃金は、全国加重平均で902円（時給）ですが、政府は骨太方針



 

2021において「格差是正には最低賃金の引上げが不可欠」「より早期に全国加重平均

1,000円とする」ことをめざし、2021年の引き上げに取り組むとしています。７月に

は中央最低賃金審議会が、2021年度について全国一律で28円を目安に引き上げるよう

厚生労働大臣に答申しており、目安通り上がれば全国加重平均で930円、奈良県は866

円となります。 

   一方、現在の国公の高卒初任給は時給換算すると925円（国公行(一)１級５号月額

150,600円を月162.75時間で算出）と、政府がめざす時給1,000円に及ばず、2021年度

の最低賃金・全国加重平均を若干下回ることとなります。人材確保等の観点からも、

自治体で働く労働者の最低賃金、初任給のあり方等について見直していくことが引き

続き課題となっています。 

   ア これら状況および自治労の2020年度自治体賃金等制度調査結果を踏まえ、自治

体で働く労働者に適用する最低賃金として自治体最低賃金を確立し、月額

165,900円（国公行(一)１級17号）以上、日給8,300円（月額/20日）以上、時給

1,070円（月額/20日/７時間45分）以上とすることを求めます。 

   イ 会計年度任用職員の給料（報酬）および諸手当については、自治体最低賃金の

水準以上とすることを最低とし、常勤職員との均等・均衡を基本に支給するよう

求めます。 

③ 初任給 

   公務労協・公務員連絡会に結集し、人事院等に対し、国家公務員の初任給基準（高

卒：国公行(一)１級５号）の改善等を求めます。 

   単組は、最低賃金の全国および各都道府県の引き上げの状況や、人材確保等の観点

からも、初任給の引き上げを求め、引き続き、国公行(一)の初任給基準の８号上位

（高卒１級13号、大卒１級33号）をめざします。到達している単組においては、さら

に４号上位をめざします。 

④ 再任用者の賃金 

   再任用者の給料表、一時金の引き上げ、常勤職員と同等の手当付与を求めます。 

   また、定年の引き上げを見据えて、再任用者の知識、技術、経験等を積極的に活用

することとし、業務実態等にあわせて上位級を適用するなど賃金水準の引き上げを求

めます。 

⑤ 昇給区分の運用 

   昇給への勤務成績の反映については、労使交渉・協議、合意を前提とし、一方的に

反映を行わないことを基本としつつ、人材育成や長期的なモチベーション、賃金水準

の確保・改善の観点から、以下により対応します。 

   ア ４号給を超える昇給（上位昇給）区分については、８号給５％、６号給20％相

当とし、公平な運用によって賃金水準を確保するよう求めます。 

   イ 50歳台後半層職員の昇給抑制と昇格制度の見直しに対しては、過去の55歳昇給



 

停止を改めた経過と理由を追及し、拙速な見直しは行わないよう求めます。モチ

ベーションの維持・向上のため、少なくとも標準で２号以上の昇給、また号給の

延長などを求めます。 

⑥ 一時金 

   一時金については、支給月数の維持を求めます。あわせて、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こととし、勤勉手当への成績率の一方

的な導入、および成績率の拡大を行わないことを求めます。 

⑦ 時間外勤務手当 

   月45時間超、60時間以下の時間外勤務手当の割増率の引き上げを行うよう求めます。

また、時間外勤務手当の財源を確保し、不払い残業の撲滅に取り組みます。 

⑧ その他諸手当 

  ア 住居手当・地域手当・通勤手当など、地域の実情を踏まえた諸手当の改善を求め 

ます。とくに住居手当については、自治体ごとに実情が異なることから、地方の実 

情に応じた制度設計とし、自宅（持家）にかかる住居手当の復元を含め改善するよ 

う求めます。 

  イ 特殊勤務手当については、国公の手当の種類および額を最低として、改善を求め 

ます。国公に存在しない業務や給料表の適用の差異により、必要性が認められる業 

務に対しては手当が支給できるよう必要な条例・規則等の改正を行うよう求めます。 

  ウ 生活関連手当の支給における世帯主要件や男女間での取り扱いが異なる規定があ 

る場合は見直しを求めます。 

⑨ 人員確保 

   この間の自然災害やコロナ禍において人員不足が明らかになっていることから、会

計年度任用職員の正規職員化も含めた、必要な人員の確保を求めます。 

21．現業・公企職員給与に関しては、職種間の賃金格差の改善を求めるとともに、次の

課題を重視して交渉・協議を強めます。 

 ① 労働協約主義（交渉優先）に基づくこと。 

 ② 公民給与の比較を行う場合は、職務内容や勤続年数・年齢など給与決定要素の条件

をそろえ、同種・同等比較を行うこと。 

 ③ 労使交渉経過について情報公開する場合には、公開のルールを協約として締結する

こと。 

 

【会計年度任用職員制度の賃金・労働条件の改善】 

22．2021確定闘争では、会計年度任用職員は同じ職場の仲間であるという認識のもと、当

事者の声を背景に、賃金・労働条件の改善を求めて要求・交渉を行います。 

23．常勤職員の月例給・一時金が仮にマイナス勧告であったとしても、会計年度任用職員

の給料・一時金については、積極的に格差を是正する観点から、引き下げを行わないよ



 

う求めます。 

  なお、給料・報酬および諸手当については、前述の自治労が確立をめざす自治体最低

賃金の水準以上とすることを最低として、常勤職員との均等・均衡を基本に支給するよ

う求めます。 

 ① 給料・報酬について、常勤職員と異なる運用をしている場合については、給料・報

酬の維持・改善を求めます。 

 ② 一時金については、現在の支給状況によって、以下の通り取り組みます。 

  ア 期末手当の支給月数が常勤職員より少ない場合は、同じ月数とするよう求めます。 

  イ 期末手当の支給月数については引き下げないよう求めます。 

24．休暇制度については、同一自治体における常勤職員との権衡に基づき有給とすること

を求めます。2022年度から国公で措置される配偶者出産休暇、育児参加のための休暇に

ついて常勤職員と同様に措置することを求めます。 

  とりわけ、病気休暇が無給とされている自治体については、常勤職員と同等の制度を

めざしつつ、当面は年10日の有給化を到達目標として取り組みます。 

25．県本部は、各単組の制度化の状況について把握し、課題の抽出を行い、確定方針の具

体化につなげます。また、取り組み未着手の単組をなくすようオルグを強化します。 

 

【時間外勤務の上限規制と36協定の締結】 

26．総労働時間の短縮および36協定の締結にむけて、以下の通り取り組みます。 

 ① 厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイド

ライン」、本部作成の「適正な労働時間管理のための職場チェックリスト」を踏まえ、

交渉・協議と合意により、すべての労働者の始業・終業時間や休日労働の正確な実態

を把握できる労働時間管理体制を構築します。 

 ② 時間外勤務手当財源を確保し、不払い残業の撲滅に取り組みます。 

 ③ 労働基準法に該当する事業場において、協定の締結なく時間外労働が行われている

場合は、法令違反にあたります。長時間労働の是正に加え、法令遵守の観点からも速

やかに36協定の締結にむけ労使交渉などに取り組みます。 

 ④ 条例・規則が定める時間外労働に関する上限時間は、長時間労働の是正が目的であ

ることに鑑み、その運用状況を以下の点から点検し改善します。 

  ア 時間外労働の実態を明らかにさせ、恒常的な時間外労働が命じられている職場に

おいては、業務量に応じた適切な人員配置等、縮減にむけた実効性ある取り組みを

求めます。 

  イ 「他律的業務の比重が高い職場」として設定された業務・部署等を明確にすると

ともに実態を点検し、その縮小・廃止に取り組みます。 

  ウ 上限時間を超えて時間外労働を命じることができる「特例業務」については、そ

の業務（大規模災害、新型コロナウイルス感染症対応など）の特定と職員の範囲、



 

上限時間に関し交渉・協議を行い、労働協約または書面協定として締結します。 

 ⑤ 安全衛生委員会において、過労死基準といわれる月80時間を超える場合や、時間外

労働が常態化している職場については、その要因を明らかにさせるとともに、具体的

な対応策を示すよう求めます。 

 ⑥ 長時間労働を行った職員に対する医師による面接指導など健康確保措置の強化を求

めます。とくに１月80時間超の時間外労働を行った職員については、申出の有無にか

かわらず医師による面接指導を実施することを確認します。 

 ⑦ 職場単位で、欠員や減員の現状、年間の勤務時間・時間外労働、年休・代休の取得

の状況やテレワークの実態等を把握・分析し、業務量や任務分担の見直しを求めます。 

 ⑧ 県本部は、自治体の時間外労働の上限規制の整備状況、単組の36協定の締結状況を

把握するとともに、単組への支援を行います。 

27．職員の健康とワーク・ライフ・バランスの確保のため、以下の取り組みを進めます。 

 ① 年次有給休暇の完全取得にむけ、一層の計画的使用促進に取り組みます。 

 ② 勤務間インターバル制度の導入にむけた協議を検討していきます。あわせて、災害

時等における連続勤務時間について制限を設けることを追求します。 

 ③ テレワークやフレックスタイム制については、新型コロナウイルス感染症の拡大防

止、および総労働時間短縮とワーク・ライフ・バランスの観点から、職員の希望に沿

う形の柔軟な勤務形態の実現を求めます。 

 ④ 不妊治療休暇については、国の措置（有給、原則１年につき５日（頻繁な通院が必

要な場合はさらに５日）、時間単位の取得可）を最低として、特別休暇で創設するよ

う求めます。 

 ⑤ 高年齢者の多様な働き方を確保する観点から高齢者部分休業制度の条例化を求めま

す。 

 

【改正育介法への対応】 

28．育児・介護休業法の改正により、出生時育児休業が新設され、育児休業の分割取得が

可能となります。また、有期雇用労働者の１年以上の在職期間要件が撤廃されることか

ら、公務職場でも同様の措置を実現するため、2022年３月までに条例の改正を求めてい

きます。 

 

【公共民間労働者の賃金・労働条件改善】 

29．公共民間労働者の賃金・労働条件の改善にむけ、県本部・公共民間単組は、自治体単

組と連携し、次の取り組みを行います。 

 ① 民間春闘動向と自治体の賃金制度等を参考に要求書を作成し、定期昇給（相当分の

賃上げ）など、賃金水準の引き上げを求めます。 

 ② 解雇・雇い止めを阻止し、自治体責任による雇用継続・保障の確立を求めます。 



 

 ③ 働き方改革関連法施行を踏まえ、時間外労働の縮減と総労働時間の短縮に取り組み

ます。また、36協定の締結内容を点検し、必要な見直しに取り組みます。 

 ④ パートタイム・有期雇用労働者の労働条件を点検し、同一労働同一賃金にむけた処

遇改善に取り組みます。 

 ⑤ 自治体に雇用されるすべての労働者と地域公共サービス民間労働者に適用する最低

賃金として、自治体最低賃金の協約化（月額165,900円・日額8,300円・時間額1,070

円以上＜国公行(一)１級17号相当額＞、ただし時給については最低1,100円以上）を

進めます。 

 ⑥ 定年延長の導入を基本とし、制度の協約化をはかります。なお、高年齢者雇用安定

法の改正により、65歳以降70歳までの雇用が努力義務とされたことを踏まえた措置を

講じるよう求めます。 

 ⑦ 公正労働基準に基づく自治体入札・契約制度と委託費の改善、公契約条例の制定を

求めます。 

 ⑧ 指定管理者単組・委託職場単組は、課題の共有と連携強化にむけ、自治体単組と対

策会議を設置し、取り組み強化をはかります。 

 ⑨ 新型コロナウイルス感染症拡大による職場への影響を把握し、公共民間労働者の雇

用安定や賃金水準の確保にむけて取り組みを進めます。 
 
30．単組は、勧告内容とその問題点を学習し、「要求－交渉－妥結（書面化・協約化）」

の交渉サイクルの確立に取り組みます。また、県本部が設定する重点課題・妥結基準の

ほか、賃金到達にむけた単組課題や職場実態を踏まえた単組重点（優先）課題を必ず設

定します。とくに、本年は一時金がマイナス勧告となったことから、トータルでの組合

員の賃金・労働条件の維持・改善のため、具体的な獲得目標を立てて、戦略的に交渉を

進めます。 

  県本部が設定する到達基準の未到達妥結は、他単組の交渉に大きな悪影響を与えるも

のであるとの認識のもと、統一行動日以前での妥結は、県本部との協議を前提とします。 

  さらに、組合員を対象に、賃金制度と自治労賃金闘争の理解を深めることを目的とし

た賃金制度等に関する学習会を開催します。また、定年引き上げを見据え、働き続けら

れる職場環境の整備にむけ、職場討議と意見集約を行います。 

 

 

３. 職場の権利と勤務条件を確立する取り組み 

 

【人事評価制度等への対応】 

１．定年の段階的引き上げを前に、総務省が人事評価結果の活用（勤勉手当、昇給、昇

任・昇格、分限）について一層圧力を強めてくることが想定されます。政府の国会答弁



 

等で「管理運営事項の処理の結果、影響を受けることがある勤務条件については交渉の

対象になる」との考え方が確立していることから、改めて、評価結果の活用は給与・処

遇等に影響を及ぼすため交渉事項であるということを労使で確認します。 

  その上で、制度導入から実際の運用・検証まで労働組合としてしっかり関与し、人材

育成やモチベーションの向上に資する制度とすることを基本に、上位昇給区分の原資を

活用した賃金水準の確保などをめざし、早急に公正・公平な運用の確立に取り組みます。 

 

【コロナ禍における労働条件の確保】 

２．業務内容や勤務場所、勤務方法の変更にあたっては、事前に交渉、協議を行った上で、

職員の希望を尊重（前提と）して導入をすることを求めます。とくに在宅勤務等を行う

場合、以下の点に留意をすることを求めます。 

 ① 使用者はＰＣの使用時間の客観的な把握等により労働時間を適切に管理すること。 

 ② 時間外・休日・深夜労働は原則的に行わないこと。 

 ③ 所定労働時間を超える労働については割増賃金を支給すること。 

 ④ 在宅勤務等で必要とされる備品については使用者の負担として確保すること。 

 ⑤ 勤務状況が見えにくいことをもって成果主義型の人事評価、不当な人事評価を行わ

ないこと。 

 ⑥ 情報セキュリティ対策について規程等の整備を行うこと。 

３．コロナ禍での各種労働条件を確保するため、下記の点を求めていきます。 

 ① 職員が新型コロナウイルス感染症に感染をした場合は、職務専念義務免除として取 

り扱うこと。また、感染が疑われる場合、勤務をしないことがやむを得ないと認めら 

れる場合等については、有給の特別休暇とすること。 

 ② 職員のワクチン接種、およびそれに伴う発熱などの症状がみられる場合には、常

勤・非常勤を問わず、必要な期間について職務専念義務免除または特別休暇で対応す

ること。 

 ③ ワクチン接種は、あくまで本人の意思に基づき接種するものであることから、職場

で接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な取り扱いをしないこと。 

 ④ 妊娠中の女性職員については業務の軽減等の配慮を行うこと。 

 ⑤ 新型コロナウイルス感染症対策に従事した職員について、防疫等作業手当を支給す

ること。 

 ⑥ 要請などによって、休校、施設の閉館等を余儀なくされる場合も業務内容の変更等

により柔軟に対応し、職員の働く場を確保すること。やむを得ず休業させる場合で

あっても給与の全額を休業手当等として支給すること。 

 ⑦ ワクチン接種業務に関連する長時間労働の状況を点検するとともに、その結果を踏

まえ体制を見直し、人員確保など必要な対応をはかること。 

 ⑧ 職場における感染拡大を防止するため、換気の徹底、飛沫感染防止のための備品の



 

購入等、実態に応じた職場環境の整備を行うこと。 

 

【労働安全衛生の確立と快適職場づくり】 

４．労働安全衛生の確立と快適職場づくりにむけて、県本部・単組は以下の取り組みを行

います。 

 ① 労働安全衛生法で月１回以上の開催が義務づけられている安全衛生委員会を、すべ

ての事業場で開催します。 

 ② 安全衛生委員会において、過労死基準といわれる月80時間を超える場合や、時間外

労働が常態化している職場については具体的な対応策を示すよう求めます。 

 ③ 長時間労働を行った職員に対する医師による面接指導など健康確保措置の強化を求

めます。とくに１月平均80時間超の時間外労働を行った職員については、申出の有無

にかかわらず医師による面接指導を実施させます。 

 ④ 「自治労メンタルヘルス対策指針」等を活用し、メンタルへルスの相談体制や職場

復帰体制の改善策の実施など、取り組みを進めます。 

 ⑤ 労災保険法が適用されない会計年度任用職員、非常勤職員など条例による公務災害

補償（地公災法第69条）については、基金および労災保険法による補償との均衡を踏

まえた制度を条例で定めることが義務づけられています。そのため、単組においても

この条例が適切に整備・運用されているか点検し、必要な対応を求めます。 

 

【ハラスメント防止の取り組み】 

５．あらゆるハラスメントのない職場づくり、快適な職場づくりにむけて、県本部・単組

は、以下の通り取り組みます。 

 ① 自治労「パワー・ハラスメントのない良好な職場をめざして～予防・解決マニュア

ル～」や「パワハラＷｅｂサイト（自治労ＨＰ内）」を積極的に活用し、職場のあら

ゆるハラスメントの防止、解決策を実施します。 

 ② パワー・ハラスメントについて、厚労省の指針に基づく雇用管理上の措置義務とさ

れている項目（就業規則等の整備、窓口の設置等）について点検を行い、未措置の場

合には速やかな対応を求めます。 

 ③ セクシュアル・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント等についても同様に措置

義務とされる項目の点検を行うとともに、実効性を確保するための具体的な取り組み

を追求します。また、人事院通知においては使用者の責務として対応をするよう求め

られていることも踏まえ、国家公務員との権衡を失しないよう防止のための具体的施

策を求めます。 

６．医療・介護職場・窓口業務などの対人業務の職場におけるいわゆるカスタマー・ハラ

スメントについて、単組は当局に対し組織的に対応することを基本に、対応ルールの確

立、体制整備等を求めます。 



 

【失職特例条例の制定を求める取り組み】 

７．単組・県本部は、地方公務員法第28条に基づく失職の特例を認める条例の制定を求め

ます。 

  各自治体の分限条例に「任命権者は地方公務員法第16条第１号に該当するに至った職

員のうち、その刑の執行を猶予せられた者については、情状によりその職を失わないも

のとすることができる」との条文の追加を求めます。また、特例を「公務中の事故」等

に限定している自治体についても、上記の条文への修正を求めます。 

 

【改正地方自治法に対応した条例の制定を求める取り組み】 

８．地方公共団体の長や職員等の地方公共団体に対する損害賠償責任について、職員の賠

償の上限として、総務省が政令で定める額を条例化するように求めます。 

 

【公正労働実現のための取り組み】 

９．2021年４月から、中小企業にも改正パートタイム・有期雇用労働法が適用されました。

「同一労働同一賃金ガイドライン」を活用し、賃金をはじめとした労働条件の総点検を

行うとともに、不合理な労働条件の解消・是正を求めます。同時に、労働契約法第18条

を活用した有期契約５年超の労働者の無期契約への転換に取り組みます。 

10．厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」（2020年９月改定）に沿っ

た、副業・兼業を行う労働者の労働時間管理や健康管理を求めていきます。公務職場で

も、兼業・副業が認められているパートタイム型の会計年度任用職員について、割増賃

金の支払義務が生じる場合があることについて当局に確認を求めていきます。 

11．分限処分の適用拡大の動きについて、顧問弁護士と連携して対策を強化します。とく

に、経営・組織形態の見直し、民間移譲等を背景とした、過員・廃職などによる分限免

職処分については、当局に対し、回避努力義務を果たすことを求めます。 

12．コロナ禍での職員間の会食等、業務外の行為に対する懲戒処分に対しては、地方公務

員法第29条（懲戒）の拡大解釈を許さず、毅然とした対応をはかります。 

 

 

４. 2021現業・公企統一闘争（第２次闘争）の推進 

 

【基本的な目標】 

１．2021 現業・公企統一闘争の基本的な目標を「自治体現場力の回復による質の高い公

共サービスの確立」とします。 

２．2021 現業・公企統一闘争第１次闘争の中間総括を踏まえ、感染防止対策を徹底して

すべての単組での取り組みを強化します。 

  



 

【取り組み日程】 

３．以下の取り組み日程（第２次闘争）に取り組みます。 

  9月 30日、県本部定期大会終了後、現業・公企統一闘争委員会を開催し、以下の取り   

組みを推進します。 

 (１) 住民アピールゾーン ９月１日～10月 14日     

 (２) 要求書提出ゾーン  10月１日～10月 14日    

 (３) 回答指定基準日   10月 15日 

 (４) 交渉強化ゾーン   10月 15日～10月 21日    

 (５) 全国統一闘争基準日 10月 22日 県本部決起集会（予定） 

 (６) 協約締結強化ゾーン 11月 

 

県本部現業・公企基本要求モデル 

2021年○月○日                                                                 

○○○○○長  

■■ ■■ 様                

○○○職員労働組合    

                      執行委員長 ◆◆ ◆◆  

○○○職員労働組合現業評議会 

議 長   △△ △△         

○○○水道労働組合             

委員長   □□ □□                                                                                               

日頃の地方自治確立に向けた取り組みに、敬意を表します。                              

さて、自治体現業（公企）職場は、地域住民生活に密着した公共サービスを提供し

ており、安全・安心な行政として地域住民からの信頼を欠かすことができません。私

たち自治体現業公企）労働者は、賃金・労働条件の改善と、公共サービスのさらなる

充実・発展をめざし、下記のとおり要求いたします。 

 

記 

 

１．現業（公企）職場の直営堅持と、人員確保について 

この間の、現業（公企）職員の人員削減は、住民サービスの低下につながるもの

であるとともに、現業（公企）労働者にとっては、労働条件の悪化に直結すること

から、働き続けられる環境整備に努められたい。 

① 現業（公企）職場の直営体制を堅持すること。 

② これ以上の人員削減を行わず、業務量に応じた人員を確保すること。とくに欠

員については新年度当初より正規職員で補充すること。 

２．労働安全衛生について 

① 現業（公企）職場における職員の働く環境を整備・改善するため、職場労働安



 

全衛生委員会の設置と実施体制の確立をはかること。 

３．交渉日の設定                                                                  

① 本要求に対する回答については、書面でもって○月○日までに回答すること。   

② 本要求にかかわる交渉については、○月○日、午後○時より行うこと。 

 

職種別等要求項目モデル 

（現業・公企職員が直営で配置されている単組） 

１．安全かつ良質な公共サービスを確実に提供するという「公共サービス基本法」の基

本理念を踏まえ、自治体責任による質の高い公共サービスを実施するため、現業・公

企職場の直営を堅持し、計画的に要員を確保すること。 

２．協約締結権など地公労法を遵守し、経営形態の変更ならびに公営企業職場における

「広域化」「官民連携」計画については、賃金、勤務・労働条件の変更を伴う事項が

多いことから、労使合意が前提であることを踏まえ計画立案段階から協議・交渉を行

うとともに、労使合意された事項に関しては協約を締結すること。 

３．自治体が実施する事業の運営方法については、地域の実情に応じ、自主的に判断す

るべきことであることを踏まえ、「トップランナー方式」による交付税単位費用の減

額が、直接、当該事業の人員削減や民間委託の導入につながるものでないことを認識

すること。 

  公企職場においては、職員減少が進み、とくに小規模事業体では人事異動ごとに事

業を理解する職員が減少するなど、存続が危ぶまれる状況を踏まえ、公共の福祉の観

点からも公企職場の直営を基本とするとともに、将来にむけた事業のあり方を明確に

し、職員の技術継承や維持も見据えて計画的に人員を確保すること。 

４．質の高い公共サービスを安定的に提供するという観点、さらには公営企業法上の

「企業職員の給与は、その職務に必要とされる技能、職務遂行の困難度等職務の内容

と責任に応ずるものであり、かつ、職員の発揮した能率が充分に考慮されるものでな

ければならない」という観点からも、職責に応じた賃金水準を確保し、現業・公企職

員のみを対象とした賃金削減は行わないこと。 

５．年次有給休暇付与義務に関する労働基準法の改正を踏まえ、５日間以上の年次有給

休暇の取得について適切に対応すること。また、年休の取得拡大にむけた措置を講じ

ること。 

６．地域の実情を熟知した現業・公企職員からの政策提言を実現させるため、労使によ

る検討協議体制を確立すること。 

７．近年、多発している大規模災害の現状を踏まえ、災害ごみの撤去や避難所施設の運

営、生活道路の確保、さらには住民に対しての炊き出しなど、災害発生時における自

治体現場力を活用した危機管理体制を確立すること。また、近隣自治体を含めた災害

発生時における職員の参集基準や労働条件など、労使による協議を行い、早期の復

旧・復興が可能となる体制を確立し、具体的な被害を想定した研修や訓練を行うこ

と。 

８．2020年４月に施行される地方公務員法ならびに地方自治法の主旨を踏まえ、「同一



 

労働・同一賃金」の実現にむけ、臨時・非常勤等職員、委託労働者の賃金・労働条件

の改善をすること。また、会計年度職員はフルタイムを基本とし、労働条件について

は、職場実態を十分に把握することはもちろんのこと、現場や当事者の意見を反映し

て決定すること。 

９．労働安全衛生法を遵守することはもとより、すべての職場に労働安全衛生委員会を

設置し、月１回以上の定期開催を行うなど、労働災害撲滅にむけ、労使一体となった

取り組みを推進すること。 

10．人事評価制度については、あくまで人材育成を目的とした制度であることを十分認

識するとともに、職場の実情に応じた評価を行うなど、より納得性の高い評価制度と

なるよう引き続き労使協議を行うこと。また、評価結果の賃金反映については労使協

議事項であることから、一方的な賃金反映は行わないこと。 

11．上下水道など地方公営企業の「抜本的改革の検討の推進」を理由とした安易な民間

委託は行わないこと。さらに、コンセッション方式の導入は、将来にわたり行政の関

与が希薄となり、安心・安全・安定な事業運営を低廉な料金で行えなくなることから

導入しないこと。具体的にコンセッション制度の導入の検討をする場合には、自治体

が将来にわたってモニタリングを行うことができる知識・経験を保持した人材確保に

ついて考え方を示すこととともに、住民への説明や議論を行わないままに拙速な導入

を判断しないこと。 

12．事業基盤強化のための広域連携に対しては、拙速な導入にならないように十分な住

民周知と理解を求める取り組みを行うとともに、当該労働者との丁寧な協議をはかる

こと。 

13．下水道事業や簡易水道事業の地方公営企業法適用については、繰入金の確保と十分

な調整を行うこと。また、法適用作業にあたり必要な人員を確保すると同時に、会計

の透明性を確保し説明責任を果たすために、財務会計に精通した職員を配置するこ

と。 

（現業・公企職員が直営で配置されていない単組） 

１．公共サービス基本法の主旨に基づき、自治体の責任として地域公共サービスの質と

水準の確保をはかること。 

２．総合評価制度・最低制限価格制度等の入札改革を行うとともに、公契約条例を制定

することをはじめ、委託労働者の公正労働を実現すること。 

３．すべての公務職場において労働安全衛生体制を確立するという観点から、業務受託

企業などに労働安全衛生法の遵守を求めるとともに、改善が必要な場合には、指導を

行うなど適切な措置を講じること。 

４．近年、多発している大規模災害の現状を踏まえ、災害発生時における危機管理体制

を確立すること。 

 

【闘争の重点課題と獲得指標】 

４．第１次闘争と同様、重点課題と獲得指標を以下の通り設定します。 

 ① 現業・公企職場の直営堅持 



 

 ② 質の高い公共サービスの確立にむけた新規採用 

 ③ 再任用職員を含めた技能労務職員の賃金改善の取り組み強化 

 ④ 現場で培った知識・経験を活用した政策の実現にむけた労使協議 

 ⑤ 災害対応や感染症対策など危機管理体制の強化 

 ⑥ コンセッション方式導入や安易な事業統合の阻止 

 ⑦ 業務上必要となった資格取得にかかる公費負担の徹底 

 ⑧ 県域水道一体化への自治体参加の意志確認と雇用・賃金・労働条件改善・維持 

 ⑨ 定年後も働き続けられる職場の確立 

    わが国は少子高齢化・人口減少社会問題が深刻さを増し、地公法が改正され、定

年の段階的な引き上げが行われることとなりました。このような中、現業・公企職

場では、加齢に伴う身体機能の低下が職務遂行に支障を来すおそれがある職種が多

く存在することを踏まえ、個人の体力等にあった柔軟な働き方を可能とするなど自

治体現場の実態に即した制度設計が求められています。このことは決して定年の引

き上げだけの問題ではなく、現在の再任用制度でも課題が生じていることを労使で

確認し、これまでの知識・経験を生かした職場を確立します。 

 ⑩ 会計年度任用職員の処遇改善 

 ⑪ 公務災害撲滅にむけた当局責任の明確化 

 ⑫ 事前協議の確認と協約の締結およびすべての労使合意事項に対する協約の締結 

 

【統一闘争の進め方】 

５．闘争指令については、本部は、統一基準日である10月22日に上限１時間ストライキを

配置するよう全単組に闘争指令を行います。 

 

【第２次闘争で強化すべき取り組み】 

６．第１次闘争における課題を踏まえ、第２次闘争では、以下の取り組みを強化します。 

 (１) 組合員の参加による統一闘争の推進 

   第１次闘争において、徹底した職場点検・職場オルグによる要求書作成・提出がで

きていない単組は、県本部の指導のもと、要求書作成・提出に取り組みます。また、

取り組みを行った単組においては、第１次闘争で継続交渉になった事項について、改

めて課題解決にむけ交渉を実施します。 

 (２) 統一闘争基準日への総結集 

   県本部が設定した統一基準日に結集できていない単組が非常に多く存在する現状を

踏まえ、改めて本部が設定した基準日への結集をめざします。また、交渉の妥結は県

本部との協議の上行うなど県本部・単組のさらなる連携により統一闘争を推進します。 

 (３) 産別統一闘争の推進 

   現業・公企統一闘争は、自治労産別闘争であることを再認識し、県本部・単組にお



 

いて、方針の決定や取り組み状況の点検・把握など取り組みの推進にむけたすべての

事項に対し、県本部・単組が一体となり取り組みます。 

 (４) 質の高い公共サービスの確立に必要な人員・予算の確保 

   現業・公企職場の最重要課題は人員確保にあることを再認識し、通常の業務はもと

より、新型コロナウイルス感染症への対応や災害対応などを含めた業務の継続に必要

な人員配置を求めます。あわせて危機管理や安全対策に対する予算の確保を求めます。 

 (５) 労働協約など協約締結の取り組み強化 

   労使合意事項に対する労働協約の締結を労働組合が求めた場合、当局に拒否権はな

いことを認識させるなど、引き続き、協約締結権の取り組みを強化します。 

 

【統一闘争の具体的進め方】 

７．2021現業・公企統一闘争の推進にむけ、県本部・単組の具体的取り組みについては、

以下の通りとします。  

(１) 要求書提出・住民アピールゾーン 

  ① 県本部の取り組み 

    ア 県本部における重点課題を洗い出し、春闘段階で職場点検・職場オルグが実

施できていない単組に対しては、徹底した点検・オルグを提起し、要求書作成

支援に取り組むなど全単組・全組合員が結集できる取り組みを推進します。 

    イ 各県本部で設定した要求書提出・交渉実施に対する到達目標の達成にむけ、

各単組での統一闘争の取り組み状況を点検・把握します。 

  ② 単組の取り組み 

    ア 第１次闘争以降に出た課題や新型コロナウイルス感染症への対応で生じた課

題について、改めて要求書を作成し、課題解決をはかります。 

    イ 第１次闘争において要求書提出ができていない単組については、職場点検・

職場オルグに基づく要求書を作成し、当局に提出します。 

    ウ 県本部は、本部が作成した情宣素材を活用し、すべての単組で街頭宣伝活動

を実施し、現業・公企職場の必要性についてアピール行動を実施します。 

 

(２) 交渉強化ゾーン  

  ① 県本部の取り組み 

    ア 単組における交渉状況を把握するとともに、必要に応じて単組への交渉支援

を行います。 

    イ 県本部が設定したヤマ場への結集を基本に、県本部の指導のもと、すべての

単組が到達基準の達成にむけて交渉を継続するなど、県本部が統一したたたか

いとなるよう取り組みを強化します。 

    ウ 県本部における闘争推進体制を「担当者まかせ」にすることなく県本部全体



 

で取り組む体制を確立します。 

② 単組の取り組み 

    ア 本部が作成した手引きを参考に、すべての要求項目に対し、粘り強い交渉を

展開します。 

    イ 交渉状況について県本部と情報を共有するなど、県内が統一した取り組みと

します。 

(３) 全国統一闘争基準日 

 ① 県本部の取り組み 

     単組における戦術行使、報告集会を支援します。 

   ② 単組の取り組み 

     全組合員参加による統一行動を配置します。具体的には、１時間ストライキを

基本に、少なくとも29分時間内食い込み集会、時間外集会やビラ配布行動等に取

り組みます。 

(４) 第２次闘争終了後の取り組み（11月） 

 ① 県本部の取り組み 

    ア 県本部で設定した要求書提出・交渉実施に対する到達目標の達成にむけ、各

単組での統一闘争の取り組み状況を点検・把握します。その上で集約結果を本

部に報告します。 

    イ 現業・公企統一闘争の通年的な取り組み状況を把握し、次年度の現業・公企

統一闘争の推進にむけて総括を行います。 

    ウ 労使合意に至った事項について協約化にむけた取り組み状況の点検を行うと

ともに、すべての単組で協約締結がはかられるよう指導などに取り組みます。 

  ② 単組の取り組み 

    ア 継続課題になった事項など課題を洗い出し、次年度の現業・公企統一闘争に

むけて基本組織と連携し議論を行います。 

    イ 労使合意事項について協約を締結します。 

 

 

５. 自治体財政の確立と自治分権および公共サービス改革の推進 

 

【新型コロナウイルス感染症対策】 

１．新型コロナウイルス感染症対策として、ワクチン接種が全国的に進められています。

この間、県本部としてはワクチン接種業務にかかる単組の状況確認などを行い、現場の

課題を把握してきました。現在、自治体、病院における課題として、極めて深刻な長時

間労働が指摘されています。同時に国による急な方針転換や情報発信によって生じる現

場や窓口での混乱、膨大な資料への対応など、深刻な訴えが数多くあげられています。



 

引き続きこうした現場課題の把握に努め、必要な対策を検討していきます。 

２．新型コロナウイルスによりこれまでの生活様式は大きな変化を余儀なくされましたが、

ワクチン接種が進むことで、以前のような生活を取り戻せるのか、変異株による感染拡

大にも対応し得るのか、いまだ不透明な状況にあります。このため、コロナ禍において

生じる新たな財政需要など、県・各市町村へ対応を求めていきます。 

 

【2022年度予算における地方財政の確保と公共サービス改革に対する取り組み】 

３．2021年７月に閣議決定された「骨太方針2021」では、国と地方における行政のデジタ

ル化・標準化や活力ある地方創りについて強く打ち出されています。また、2022年度の

地方一般財源総額については、2024年度まで2021年度の地方財政計画の水準を下回らな

いよう確保する方針が掲げられています。しかし、コロナ禍による影響、また社会保障

費を中心に、地方の支出は今後も増加が見込まれる上に、国のプライマリーバランス黒

字化にむけた議論からどのような影響を地方財政が受けるのか不透明な部分も残されま

す。このため、地方財政の安定にむけ、引き続き地方一般財源の総額確保に取り組むよ

う中央本部とともに取り組みを進めます。 

４．要求実現にむけた具体的な取り組みについては、以下の通りとします。 

  ア 地方交付税法17条の４に基づく、地方交付税の算定に関する地方自治体から総務

省への意見書提出に取り組みます。 

  イ 地方自治法99条に基づく議会決議採択について、連合奈良や公務員連絡会構成組

織との連携を追求しながら、県、市長会、町村会などへの要請に取り組みます。 

  ウ 県本部は各自治体の民間委託・指定管理者制度の導入動向の点検に取り組みます。 

  エ 単組は、予算編成にむけ、会計年度任用職員の賃金改善分を含めた総人件費の確

保や、社会保障にかかる人的サービスを維持・確保するための予算の充実をめざし、

2021賃金確定闘争とあわせて要求書を提出し、労使交渉・協議をお願いします。 

   

【地方財政セミナーの取り組み】 

５．2022年２月３～４日、中央本部主催で地方財政セミナーが開催されます。積極的に参

加していきます。 

【行政のデジタル化・標準化に対する取り組み】 

６．2021骨太方針による重点化、また９月のデジタル庁新設により、行政のデジタル化は

加速度的に進められると見込まれます。自治体情報システムの標準・共通化については、

17業務の指定に加え、戸籍と印鑑登録事務も加えられることが検討されています。すで

に住民記録システムについては標準仕様書が示されており、今後も新たな業務における

仕様書が作成されることから、その問題点を注視していきます。 

７．2025年にはすべての自治体が標準準拠システムへの移行を求められていることから、

その財政・人材的な支援、対応の遅れが危惧される小規模自治体への配慮、とくに標準



 

化を踏まえた交付税や人員削減措置などがないよう、その動向に注視していきます。 

 

【地方分権に関する取り組み】 

８．今後開催が予定される第33次地方制度調査会では自治体間における圏域・広域連携な

ど、新型コロナウイルス対策として、国の地方に対する権限を強化する趣旨での地方自

治法や地域保健法等の改正議論も予想されていることから、地方制度調査会の動向に注

視していきます。 

 

【公契約条例制定・入札改革の取り組み】  

９．公共サービスの質と公正労働基準の確立にむけて、連合奈良と連携して、賃金の下限

や使用者の支払い義務などを定めた公契約条例の制定を各自治体に要請します。 

10．随意契約保証型民間事業提案制度については、事業の対象を特定せずに、あらかじめ

随意契約を約束するといった、「あやふやさ」や「間口の広さ」、行政に与える影響が

大きく、さらなる現場実態や法理論的な検証とともに、国会対策の強化が必要です。県

本部も、単組と共に制度導入の阻止に向けた取り組みを、関係議員と共に進めていきま

す。 

 

【東日本大震災等、大規模災害からの復興にむけた取り組み】 

11．東日本大震災から10年、あの悲惨な大災害を忘れてはなりません。今も続く復興対策

の取り組みに積極的な協力をしていきます。引き続き、被災地におけるニーズや実態の

把握について、情報共有していくこととします。 

 

【第39年次自治研活動の推進】 

12．2022年10月７～９日に開催予定される第39回地方自治研究全国集会（静岡自治研）に

積極的に参加していきます。また、自治研活動の次代の担い手育成のための第３回ＵＮ

ＤＥＲ35自治研全国集会については、青森県弘前市で開催予定されていることから、そ

の活動に参加していきます。 

13．県本部は、「自治研なら」を地域課題の抽出や解決などに活用するためにも、単組・

自治体組織内議員などに購読拡大をはかります。 

14．自治研推進委員会では、2021－2022研究・活動テーマ（①無人駅清掃を通じて地域活

性化（マルシェ、等）を！ ②自治体における災害時の新たな避難所運営）に沿って、

引き続き研究・活動していきます。 

15．自治研推進委員会を、３カ月に２回のペースで開催します。 

16．コロナ禍の状況に応じ、「無人駅清掃を通じて地域活性化を！」活動は、奇数月の第

１土曜日を基本に、ＪＲ畝傍駅（および周辺）の清掃に取り組みます。 

17．コロナ禍の状況に応じ、学習会（講演会）と自治研集会を開催します。 



 

18．情勢に応じたテーマを題材にスポット学習会を取り入れ、活動の推進を図っていき

ます。具体的には、自治体として取り組むべきＤＸについての学習会を自治体議員・

関係者を交え実施検討していきます。 

19．奈良県自治研センター主催の「月間自治研」を読む会に参加し、自治研活性化につ

なげます。 

 

 

６. 安心・信頼の社会保障制度の確立 

 

【持続可能な社会保障制度の実現にむけた取り組み】 

１．骨太方針2021では、これまでの施策を総点検し、年内に包括的な政策パッケージを示

すとの記載にとどまり、財源についても応能負担や歳入改革を通じて確保するとの考え

を示すのみで、いずれも具体性に欠けています。こども庁など関係省庁の再編のみに終

始することなく、より実効的な財源の確保や政策の拡充を実現するよう、10～11月に実

施する政府予算要請行動に取り組みます。 

２．コロナ禍による社会状況の変化を受け、公立・公的医療機関の存在意義・重要性を改

めて評価する機運が高まっています。にもかかわらず骨太方針2021では、地域医療構想

の再検討には触れず、感染症対策における民間病院を含めた国の関与の強化や県との役

割の見直しなどが打ち出されています。感染症対策を含めた地域医療また公衆衛生行政

の充実にむけ、より抜本的な議論の見直しを求めます。 

 

【国保運営の都道府県単位化を踏まえた取り組み】 

３．都道府県単位化後の国保制度について、引き続き、国と地方の協議の場における議論

などを注視し、制度運営上の問題等が生じていないか、またＩＣＴ化の推進による影響

についても検証を続けます。 

 

 

【衛生医療職場における新型コロナウイルス感染症対策の取り組み】 

４．新型コロナウイルス感染症への対応が長期化する中で、医療労働者や保健所職員が安

心・安全に働ける職場環境の整備が急務となっています。感染拡大による、医療崩壊を

防ぐため、公立・公的医療機関の医療従事者や、公衆衛生を支える保健師などの人材確

保・拡充、育成にむけた予算措置など有効な対策を求めていきます。 

５．コロナワクチン接種による副反応で休んだ場合の休暇の取り扱いに較差が生じていま

す。国の通知に基づき遡及して正規・非正規職員ともに有給の特別休暇また職務免除と

するよう、当局に求めます。 



 

６．新型コロナワクチン接種の医療従事者への協力要請が行われています。病院単組・支

部等は、本部衛生医療評議会がまとめた、「新型コロナワクチン接種に係る医療従事者

の派遣にあたっての留意点について」（自治労情報2021第0067号）を参考に、派遣にあ

たっての課題を明らかにし、当局と協議・確認を行います。 

 

【医療労働者の労働条件・環境改善にむけた取り組み】 

７．超高齢化による医療需要が高まる中、離職の防止と、潜在看護師の復職支援の強化な

どによる人員確保を求め、看護職員200万人体制を推進します。県本部・単組・病院単

組は、当局に対して退職や離職の原因や理由の調査と対策を求めます。 

８．県本部・単組は、新型コロナウイルス感染症へ対応する職員に対し、相談窓口の設置

や周知、メンタルヘルス対策強化を行うとともに、差別・偏見の防止に取り組み、健康

で安全に配慮した職場をめざし労働安全衛生委員会の定期開催を求めます。 

９．人員確保のため、医療労働者全体の処遇改善に取り組み、防疫等作業手当は国基準を

上回る額を求めます。また、自治体病院の薬剤師の確保と定着のために、初任給調整手

当などで専門性を適正に反映するよう求めます。 

10．本部が９月に開催する看護師特定行為を含めた医療関係職種へのタスクシフト/シェ

アの課題についての学習会に参加し、現場の課題を明らかにし、対応をはかります。 

 

【地域保健・地方衛生研究所の改革・拡充にむけた取り組み】 

11．2021年度の地方財政計画では、2022年度までの２年間で感染症対応業務に従事する保

健師を現行の1,800人から1.5倍の2,700人まで増員するとし、そのための必要な財政措

置を講じるとしています。各自治体において、計画に応じた必要人員を確保するように

求めます。また、実際の保健所運営においては、感染症対応の保健師だけでなく、乳幼

児から高齢者への対応、地域における健診・検診や健康教育、その支援的な業務も含め、

本来的に保健師が足りていません。抜本的な保健所機能強化にむけた人員確保を求めま

す。 

12．保健所職場のオンコール体制に対する、待機・呼び出し手当と防疫等作業手当の支給

を求めます。また、呼び出し後からの時間外勤務手当支給を労使で確認します。 

13．コロナ禍における地域保健および精神保健の課題について議論を深めるため、12月11

日に本部主催の「地域保健・精神保健セミナー」に参加します。 

 

【地域医療再編への取り組み】 

14．県本部は、公立・公的医療機関の病床数削減や再編・統合などが、拙速な見直しとな

らないよう、自治体や地方議会などに必要な対策を進めます。 

15．新興感染症等の感染拡大時における医療が、医療計画の６事業目に位置づけられるた

め、県本部は次期医療計画を策定する都道府県や地域医療構想調整会議の場で、コロナ



 

禍における公立・公的医療機関の果たした役割を再評価し、感染症拡大時に対応可能な

病床の確保、スペシャリストの育成、人材確保等をはかるよう求めます。 

16．本部が行うレベルアップ講座への参加や、地域医療や新型コロナウイルス感染症に関

わる課題などについて学習を深めます。 

 

【経営形態の変更等にむけた組織強化の取り組み】 

17．本部の「めでぃかりニュース」などを通じて、他県状況等の情報を共有します。 

18．地方独立行政法人（独法）病院組合間の連携や組織強化・情報共有を進め、全国地方

病院独法協議会の動向を注視します。また、今後、経営形態変更の可能性がある病院へ

の必要な対応等を行います。 

 

【社会福祉職場における新型コロナウイルス感染症対策の取り組み】 

19．本部からの、参考となる現場の取り組みについて、社福評ニュースなどを活用し、情

報を共有します。 

20．県本部・単組は、社会福祉職場における感染症の影響による負担増に見あった人員配

置を自治体に求めます。 

 

【地域共生社会の実現にむけた取り組み】 

21．県本部・単組は自治体に対し、介護、障害、子ども、生活困窮の諸問題に包括的に関

わる重層的支援体制整備事業の実施を求めます。 

 

【子ども・子育て支援に関する取り組み】 

22．子ども・子育て職場の人員確保と質の向上をはかるため、県本部・単組は連携して、

次の通り取り組みます。 

 ① ３歳児の職員配置改善の着実な実施にむけ、本部は３歳児の職員配置に関する実態

調査を行います。 

 ② 保育士の事務負担軽減のため、作成書類の簡素化やＩＣＴ化にむけた情報共有や好

事例の周知を通じて、幼児教育・保育職場の環境改善の取り組みにつなげます。 

 ③ 県本部・単組は、自治体が規制緩和により、常勤保育士の代替えとして、短時間勤

務の保育士の配置を行うことのないよう取り組みます。 

 ④ 国が検討する保育所等の居室面積基準の参酌基準化を含めた見直しは、保育の質の

低下につながりかねないことから、反対の立場で連合と連携し取り組みます。 

 ⑤ 放課後児童クラブ（学童保育）・児童館の実態調査から明らかとなった低賃金や劣

悪な労働条件等問題点をもとに、引き続き職員の処遇改善と人員確保に取り組みます。 

 

 



 

【介護政策に関する取り組み】 

23．本部が行う2021年４月施行の介護保険制度改正および介護報酬改定の影響や問題点の

把握のため、介護報酬改定影響調査に協力します。 

24．10月23日、24日および31日に、社会福祉・介護に関する現場課題や取り組みについて

共有し、意思統一をはかるため、ウェブにより開催の「2021自治労全国介護・地域福祉

集会」に参加します。 

 

【生活保護および貧困等に関する取り組み】 

25．県本部・単組はコロナ禍における各種給付金等支援策の終了により生活保護の申請・

受給増が見込まれることから、自治体に対し、福祉事務所の人員体制の強化を求めます。 

26．国が検討を行っているケースワーク業務の外部委託は、委託によるケースワークの質

の低下や、個人情報流出の懸念、保護費削減の追求のため要保護者の受給抑制が懸念さ

れることから、反対の立場で厚生労働省に意見反映するとともに、政党・三団体等に対

し要請行動に取り組みます。 

 

【児童虐待の防止に関する取り組み】 

27．県本部・単組は、児童福祉司等の特殊勤務手当の確実な支給にむけて取り組むととも

に児童相談所、市町村相談支援窓口等の増員と連携、専門職の配置・育成をより一層、

自治体に求めます。 

 

【障がい者施策に関する取り組み】 

28．各自治体で作成が義務づけられている障害者活躍推進計画を踏まえ、県本部・単組は、

連携して次の通り取り組みます。 

 ① 未策定の単組では、早急に計画を策定するよう自治体へ働きかけます。既策定の単

組では、障がい当事者の意見が反映された内容となるよう、意見反映に取り組みます。 

 ② 自治体に対し、直近の採用人数を確認し、計画に基づき障がい者雇用を進めるよう

求めます。また、知的障害、精神障害など障害の種類によって採用を制限することの

ないよう求めます。 

 ③ 障がい者の採用後、職場の環境や対応に起因する離職者が生じることのないよう、

職場内の作業や移動の負担軽減、体調への配慮等を行い、働き続けられる環境を求め

ます。 

29．障がい労働者をめぐる公務職場の合理的配慮の課題を共有し、対策について意思統一 

をはかるため、12月３～４日に東京で開催予定の、障害種別学習交流会に参加します。 

 

 

 



 

７. 環境・平和・人権を確立する取り組み 

 

【憲法改悪を阻止する取り組み】 

１．憲法の基本理念である平和主義、国民主権、基本的人権の尊重を普遍化し、憲法の前

文および第９条を堅持するため、 改憲に反対する政党、議員などと連携し、 改憲発議

の阻止にむけ取り組みます。10月30～31日に宮城県仙台市で開催される「憲法理念の実

現をめざす第58回大会（護憲大会）」に参加します。 

 

【平和をつくる取り組み】 

２．６月16日に成立した、重要土地等調査規制法については、基地や原発などの周囲１㎞

について国が「注視区域」や「特別注視区域」に指定し利用を規制できるものになって

います。財産権や個人情報の過度な調査など、基本的人権を侵害しかねない法律である

ことから廃止にむけ取り組みます。 

３．米軍による原子力空母の横須賀配備固定化阻止の取り組みを進めます。 

４．奈良平和フォーラムで企画されている「福島被災地研修」は、新型コロナウイルス感

染拡大が一定程度収束すると実施されます。その際は、積極的に参加します。 

５．毎年、太平洋戦争開戦日の12月８日前後に開催されている連合奈良「ピースフェス

ティバル」に、参画・参加し、平和を広く訴えます。 

 

【核兵器廃絶・被爆者課題の取り組み】 

６．核兵器廃絶にむけた交渉に日本が積極的に関与するよう求めます。また、核兵器禁止

条約への署名・批准をめざすよう、取り組みます。 

 

【脱原発社会実現の取り組み】 

７．関西電力の美浜原発３号機が「40年超え」の原発として６月23日に全国ではじめて再

稼働されました。老朽原発の再稼働は、機器の老朽化による事故の危険性や労働者被曝

の増大などの指摘があることから、平和フォーラムに結集し老朽原発稼働阻止の取り組

みを強化します。 

８．四国電力伊方原発３号機、東北電力女川原発２号機は、今秋以降に再稼働の動きがあ

ります。また、東京電力柏崎刈羽原発は、2022年以降の再稼働が明らかになっています。

東京電力東海第二原発は、避難計画が不十分として水戸地裁が運転の差し止めを認める

判決を下しましたが、東京高裁で控訴中になっており、予断を許さない状況にあります。

当該県本部、平和フォーラムに結集し、再稼働阻止の取り組みを進めます。中国電力の

上関原発建設計画については、引き続き計画阻止の取り組みを進めます。 

９．原発から出る高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定手続きの第一段

階にあたる「文献調査」を開始した、北海道寿都町、神恵内村については、原子力発電



 

環境整備機構（ＮＵＭＯ）による地元対策の動向を注視し、第二段階にあたる「概要調

査」に移行させない取り組みを引き続き、北海道本部や平和フォーラムに結集し取り組

みます。 

10．今秋に東京で開催される「さようなら原発首都圏集会」（仮称）、茨城県で開催さ

れる「ＪＣＯ臨界事故22周年集会」（仮称）に参加し、各地の老朽原発の停止・廃炉に

むけた取り組みや事故の再発防止と、放射性物質の管理体制や労働安全衛生の環境整備

状況についての現状把握に努めます。 

11．５月26日に成立した改正地球温暖化対策推進法で、政府は、2050年までに温室効果ガ

スの排出をゼロとする目標を明記しました。一方、次期エネルギー基本計画には、「原

子力利用における安定的な事業環境の確立」が書き込まれ、原子力発電の活用が強調さ

れています。政府は、数値目標を達成するために原発の活用を目論んでおり、再稼働阻

止にむけ取り組みを強化します。 

12．福島第一原発事故によるトリチウム汚染水の海洋放出は、政府が一方的に決定したも

のであり、引き続き海洋放出反対の取り組みを進めます。また、除染汚染土の再利用や

除染廃棄物の処理については、情報公開をはじめ処分方法や管理・安全基準確立など必

要な対策を国の責任において行うよう求めます。 

13．自主避難者への一方的な支援打ち切りについては、その撤回を求めます。また、モニ

タリングポスト設置継続をはじめ、被災者支援の充実と、福島県民および避難者への人

権侵害や風評被害を防止するための啓発策を国や自治体に求めます。 

 

【環境自治体づくりの取り組み】 

14．10月９～10日に岐阜県揖斐川町で開催される「きれいな水といのちを守る第36回全国

集会」に参加するとともに、第31回総会に参加します。 

15．11月26日に東京・日本教育会館で開催される「第53回食とみどり、水を守る全国活動

者会議」に参加します。 

 

【健全な水循環の確立】 

16．「県域水道一体化」について、2021現業・公企統一闘争（２次）において、取り組み

を強化します。 

 

【人権を守り共生社会を実現する取り組み】 

17．狭山事件の再審実現にむけて、10月28日に東京で開催される「部落解放・人権政策確

立中央集会」、10月29日に開催される「狭山事件の再審を求める市民集会」（仮称）に

参加します。 

18．新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、困窮する大学生を対象とし、学生支援緊急

給付金が支給されましたが、朝鮮大学校の学生が除外されたことは、明らかな民族差別



 

です。朝鮮大学校、朝鮮高校がさまざまな支援策の支給対象となるよう、平和フォーラ

ムに結集し取り組みを進めます。 

19．多様性のある社会の実現のため、ＬＧＢＴＱ＋に対する社会的偏見・差別をなくすた

めの、具体的施策の早期法制化にむけて関係団体と連携し取り組みます。 

 

 

  ８. 政策実現にむけた政治活動の推進  

 

【衆議院選挙の取り組み】 

１．第49回衆議院議員選挙については、奈良県第１選挙区の馬淵澄夫（立憲民主党公認内

定）、奈良県第２選挙区には猪奥美里（立憲民主党公認内定）を支援します。組合員に

対しては機関誌等により、候補者の周知・浸透を図ります。また、連合奈良の各地域協

議会とも連携を図り、取り組みをすすめます。 

奈良県第３選挙区については、自治労組合員が支援できる候補者への対応をはかりま

す。 

 

【参議院比例代表選挙の取り組み】 

２．2022年７月の第26回参議院議員選挙にむけ、組合員への「鬼木まこと」の周知・浸透

をはかるため、本人による単組への訪問や組合員との意見交換、さらには評議会や退職

者会対策として「はじめまして・あんた誰や・鬼木まこと集会」開催などを進めます。 

３．県本部は、全単組での「鬼木まこと」推薦決定を推進するとともに、「鬼木まこと」

サポーター登録・支持者カードの組合員加入取り組みを進めます。 

４．機関紙・広報物等に「鬼木まこと」の活動に関する記事等を定期的に掲載し、徹底し

た周知活動を進めます。 

５．県本部・単組ともに、政治学習会の開催や、機関紙・ビラの活用を通して、政治活動

の意義の共有化と、政治活動に関する正確な知識の周知をはかります。 

６．自治労奈良県本部「鬼木まこと応援作戦」とは、参議院選挙組織内候補「鬼木まこと」

当選に向けて応援しようとするものです。 

① なぜ、応援する必要があるのか 

選挙は、私たち国民が政治に参加し、主権者としてその意思を政治に反映させること 

のできる最も重要かつ基本的な機会です。県本部としてこのことに取り組みます。 

② 応援方法は５点を想定しています。 

１点目 サポーター登録 

２点目 支持者カード 

３点目 ３回声かけ運動 

４点目 単組で集会 WEB、新聞等媒体で名前をアピール 



 

５点目 県本部が要請する行動に参加 

③ 県本部としては大会・集会で鬼木とふれあう場、人物を知ってもらう場を提供しま

す。 

④ 応援スケジュールは下記の通りです。 

２０２１年 

８月      ９月     １０月     １１月     １２月 

単組推薦  サポーター登録 支持者カード  集会 WEB・新聞・媒体でアピール 

２０２２年１月 

１月     ２月        ３月    ４月     ５月     ６月 

      鬼木来県・単組オルグ 声かけ運動       決起集会  最後のお願い 

 

７月 参議院選挙 比例区 鬼木まこと 

 

【各種自治体選挙の取り組み】 

７．県本部・単組は、組織内のみならず、政策協力議員を確保・拡大し、「１自治体１協

力議員」をめざします。とくに、自治体職員が置かれた立場や、自治労の自治体政策を

理解し連携できる首長・議員の確保に全力をあげます。 

 

【政策実現にむけた政治活動の強化】  

８．当面の政策実現にむけて、県本部組織内・協力議員を中心に、自治労の政策を理解す

る議員との連携を強化します。  

 

【政治活動に対する認識の共有化と担い手の育成・確保】 

９．新型コロナウ イルス感染症への対策に配慮しつつ、組織内議員等と組合員の対話を

進めます。  

 

 

  ９. 産別組織の強化と確立 

 

【組織強化の取り組み】 

１．新型コロナウイルス感染症の収束への見通しが不透明なことから、引き続き従来の対

面を中心とした運動に加えウェブ会議などを活用し、組織強化・拡大にむけ情報収集や

個別具体の要望や意見等を把握して具体的な対応を行っていきます。 

  対面とウェブ会議などを効果的に組みあわせ単組オルグや会議等を行うことで、単組

への情報提供、具体の要望や意見の把握等をさらに進めることにより、単組の支援に取



 

り組みます。 

２．第５次組強の目標である単組活動活性化や次代の担い手育成の達成にむけ、県本部事

業促進交付金の活用による事業の企画・運営の具体化を図ります。 

３．県本部事業促進の推進として「組織拡大組合加入獲得大作戦」を実施します。具体的

には新規採用職員及び会計年度任用職員組合の組合加入促進、ワーカースクール等を実

施するため、早期に準備を進めます。また、クミ得カードの利用による福利厚生の推進

を図ります。 

４．第５次組織強化・拡大のための推進計画のこの２年間の進捗状況および今後２年間の

さらなる取り組み強化にむけた議論などを行うため、10～11月頃に中央本部開催の組織

集会に参加します。 

 

【教育研修の取り組み】 

５．連合奈良が、奈良県立大学において寄附講座を開催していますが、公共サービスの重

要性と労働組合の意義・役割について認識を深めてもらうことを目的に、講師派遣など、

協力をしていきます。 

６．次代の担い手育成をはかるべく、県本部事業促進交付金により、ワーカースクールを

対面・オンラインを組みあわせた効果的な研修スタイルにより、実施していきます。ま

た教育研修ポータルの内容充実につとめます。 

 

【重点支援単組への取り組み】 

７．県本部は、新規採用獲得や組織拡大強化重点支援単組（奈良市職・天理市職・桜井市

職・大和高田市職・香芝市職労・宇陀市職労・斑鳩町職労・三宅町職労）を指定してい

ます。県本部は、単組執行委員会に参加し、組織強化の進捗度と残されている課題を確

認します。また、行うべきことを明確にし、県本部と単組が一体となって取り組みます。 

① 組織拡大は、新採対策・未加入対策を通年で取り組みます。あわせて、会計年度

任用職員の組織化も進めます。 

② 県本部は、単組活動の活性化にむけ意思疎通をはかるためウェブによる協議およ

び単組オルグ（対面）を強化します。 

 

 

  10. 公共サービス労働者の総結集と組織の拡大

 

【県本部組織拡大行動計画・重点目標職場の組織化】 

１．県本部組織強化・拡大チームは、「2020－2021年県本部組織拡大行動計画」の２年

間の取り組みを総括するとともに、「2022－2023年県本部組織拡大行動計画」を策定

し、12月までに本部に提出します。 



 

【新規採用職員100％加入等組織拡大の取り組み】 

２．第５次組織強化・拡大のための推進計画の目標達成にむけて、新規採用職員100％加

入と未加入者対策、再雇用者対策や脱退者対策、会計年度任用職員対策などに次の通り

取り組みます。 

  (１) 単組 

① 新規採用職員の未加入者状況を確認し、引き続き職場単位での声掛けを通じ、

100％加入をめざして取り組みます。また、新型コロナウイルス感染症の影響に

よって、従来の組合説明会が困難となっている単組については、感染対策に留意し

ながら小規模な説明会を複数回行ったり、個別のオルグを強化したりするなど、丁

寧な呼びかけを行い加入の促進をはかります。 

② 新入組合員が組合活動を実感する取り組みとして、職場課題をテーマに意見交換

や学習会を行うなど、アフターフォローに取り組みます。 

③ とくに若年層の未加入者を対象に相談窓口としての労働組合をアピールする「も

しものためのヘルプカード」を配布し、若年層の未加入者対策を強化します。 

④ 新規採用職員対策と並行して、未加入者、脱退者、再任用職員・再雇用職員、会

計年度任用職員の組織化に取り組みます。とくに、脱退者、未加入者を放置するこ

とは、単組活動に悪影響を及ぼすことから、脱退を未然に防ぐ取り組みとして、未

加入者むけビラを作成配布し、未加入者へのアプローチを強化します。 

⑤ 県本部は、2021年６月時点の新規採用者組織化状況を点検し、新規採用職員のう

ち未加入者が多い単組へオルグに入り加入声掛け運動をするなど、具体的な支援を

強化します。また、2022年度新規採用職員組合加入対策会議の開催、取り組み方針

の提起など、対策の強化をはかります。 

⑥ 労働組合加入と共済加入は、安心して働くための仕事とくらしに対する２つの

セーフティネットです。団体生命共済やマイカー共済などの優位性を周知し新規採

用職員や未加入者に対する取り組みを進め組織拡大に努めます。 

    

【非正規労働者組織化の推進】 

３．県本部・単組は、会計年度任用職員をはじめとするすべての非正規雇用労働者の組織

化に引き続き取り組みます。 

４．自治体単組は、会計年度任用職員の処遇改善にむけて総務省マニュアルの基準を最低

限とし、自治体確定闘争において、処遇の改善を要求・交渉します。また、各職場にお

ける人員配置状況、勤務時間を把握し、2022年度の募集や人員確保、適正な勤務体系に

むけた交渉を強化します。 

５．県本部は、本部が開催してきた「仲間づくり実践セミナー」を参考にして、セミナー

開催または、既存の会議等にオルグ手法の内容を盛り込むなど、単組が仲間づくりの方

法について学び情報共有する場をつくります。 



 

６．公共民間単組は、労働契約法やパートタイム・有期雇用労働法に関する取り組みと一

体で非正規労働者の組織化に取り組みます。 

７．県本部・単組は、非正規労働者の組織化にむけて本部が作成した事例集、組織化Ｑ＆

Ａなどを活用し、組織化の取り組みを進めます。 

 

【公立・公的病院の組織対策・組織化】 

８．単組、県本部は、自治体の動向に注意を払い、病院の再編統合を促す「重点支援区域」

の申請や再編統合計画の把握に努めます。 

  計画が表面化した場合、単組活動のみでは対応しきれない、経営形態の変更や競合問

題の発生など、必要性にあわせ対策会議等を設置します。 

９．新型コロナウイルス感染症への対応や医療法改正による医療関係職種へのタスクシフ

ト/シェア、看護師の特定行為研修等に対し、単組・県本部は、職場の意見をとりまと

め、医療・保健従事者の安全確保、勤務環境の改善、人員確保と離職防止などの具体策

を病院当局や自治体に求めていきます。またこの取り組みを未加入者への加入拡大につ

なげます。 

10．各単組は新規採用職員や中途採用職員、非正規職員、再任用/再雇用職員への加入促

進活動を継続的に行い、未加入者を放置しない取り組みを進めます。 

 

【福祉・公共サービス民間労働者の組織化】 

11．公共民間単組、社会福祉協議会労組や社会福祉事業団労組、福祉関係単組は、自治体

単組と連携し要求、交渉、労働協約の締結のサイクルの確立と、未加入者への組織化を

一体的に進めます。また、県本部は単組の組織強化、拡大と並行し未組織団体への組織

化に取り組みます。 

12．県本部は単組の組合活動状況を把握し、単組活動の支援を行います。基本的運動が衰

退し、組織率が低下している単組には活動の活性化、組織拡大にむけたビラ作成・オル

グ計画を通した取り組みの支援を行います。 

13．単組は労使協定締結における組合として全職員の過半数要件を満たしているか確認し、

雇用形態にかかわらず未加入者の組織拡大に積極的に取り組みます。 

14．パートタイム・有期雇用労働法に沿った労働条件の改善にむけた要求・交渉と非正規

労働者の組合加入を一体的に取り組みます。 

15．有期雇用労働者の無期転換にむけて取り組みを強化します。５年未満で更新上限を設

けるなど、無期転換させないような就業規則への変更を阻止します。また、 無期雇用

になった労働者の就業規則の点検、改善にむけた要求・交渉、正規職員との均衡待遇に

むけて取り組みを進めます。あわせて組合未加入者には組合加入を進めます。 

 

 



 

【臨時・非常勤等職員全国協議会の取り組み】 

16．現業・公企統一闘争など各闘争期に結集し、「要求・交渉・妥結（書面化・協約化）」

を徹底します。 

17．自治体単組内の評議会等（協議会・支部・分会）は、単組内で課題の共有をはかると

ともに、当事者が直接交渉に参画することを追求します。職場実態や現状を訴えること

で交渉力を強化し、賃金・労働条件の改善につなげます。 

18．処遇改善と組織拡大には、当事者自ら声をあげ、仲間づくりに取り組むことが不可欠

です。当事者自らが一人ひとりに声をかける「一人一声運動」を推進します。 

19．県本部は、単組の組合活動の強化、活性化をはかるために、交流会、学習会などを開

催します。また、臨時・非常勤等職員協議会の結成をめざします。 

20．組織強化・拡大のため、新たな共済推進方針に基づき、加入を勧める活動を強化し、

幹事会や集会、会議の場において共済の学習・説明の機会を積極的に設けます。とくに、

臨時・非常勤等職員が対象となる「じちろう団体生命共済小口型」の導入にむけて協議

を進めます。 

 

 

11．労働者自主福祉活動の推進 

 

【共済推進の取り組み】 

１．県本部は、共済推進委員会で年間推進計画を協議・確認し、自治労共済推進本部奈良

県支部・こくみん共済coop奈良推進本部と連携して加入推進に取り組みます。 

２．県本部は共済推進委員会を基軸とし、本部方針である『新たな共済推進方針』に沿っ

て、県本部としての推進方針、活動計画、目標設定などを策定します。 

３．県本部は、各単組のみならず各評議会や青年・女性部など横断組織における幹事会や

集会等の場を活用し、共済に関わる学習会、説明会、相談会などの設定や、教育宣伝活

動を強化します 

４．単組は、2021年４月採用の新規採用職員および若年層組合員のうち、共済未加入者に

対して、「タ型」の推進を図ります。あわせて、2022年４月採用の新規採用職員に対し、

早期からの丁寧な準備を進め、組合加入と共済（とくに基本型・団体生命共済）の全員

同時加入を方針とし、取り組みます。 

５．単組は、2022年３月定年退職予定者および中途退職者等に対し、退職後のくらしを守

るため、自治労共済推進本部奈良県支部、こくみん共済coop奈良推進本部と連携して共

済を継続する取り組みを強化します。 

 

【共済制度の取り組み】 

６．「総合共済基本型」の全員加入にむけ、未加入者対策に引き続き取り組みます。 



 

７．「団体生命共済」については、2023年４月制度改正の実施を見据え、共済県支部・こ

くみん共済coop推進本部と連携して、10月８日～12月16日募集期間のセット共済継続募

集と2022年１月発効のスポット募集で、単組執行部学習会、組合員オルグおよび個別保

障相談に積極的に取り組みます。その上で、2021年度「加入拡大モデル単組」において

は、目標達成にむけた取り組み計画の策定や課題の共有化をはかるため、当該単組（生

駒市職労、五條市職）の取り組みを支援します。その際、新型コロナウイルス感染症予

防対策を施したうえで、可能な限り個別保障相談等を実施することとします。 

８．「じちろうマイカー共済」については、2021年11月制度改定を契機としたキャンペー

ンやこくみん共済coopが主催する“７歳の交通安全プロジェクト”（見積り件数に応じ

た交通安全旗の寄贈等）に積極的に参加し、見積もり実施と加入拡大につなげます。ま

た。弁護士費用等補償特約と掛金の優位性の周知をはかるとともに、「車両補償」の付

帯率向上にむけ、掛金見積もりなどを通じて推進します。 

９．「自賠責共済」の加入拡大にむけて、自治労共済推進本部に設置している「自賠責共

済センター」のルートを活用して取り組みを強化します。 

10．火災のみならず地震や風水害など大規模な自然災害に備え、「住まいる共済（火災共

済・自然災害共済）」の制度内容を積極的に周知し推進します。 

11．2023年４月より新制度となる団体生命共済について、担当者説明会を開催し、加入組

合員へ制度説明を尽くし理解と継続加入に取り組みます。 

 

【組合員証の活用～クミトク card～】 

12．県本部では自主福祉活動を充実させる取り組みと

して、組合員証を作成し、組合員がお店利用の際に

提示することで、お得なサービスが受けられる「ク

ミ得サービス」を４月から開始し、好評をいただい

ております。クミ得サービスでは、お買い物だけで

はなく、旅行や車の購入・車検やテーマパーク割引

など、組合員メリット盛りだくさんな提携サービスも用意しております。日常の生活を

お得にサポートを意識し、地域に根ざした労働組合をめざし、今後も利用拡大していき

ますので、是非ご利用ください。

 

 

  12. 国際活動の推進

【国際連帯・支援活動の推進】 

１．エファジャパンの活動に参画し、支援国の子どもたちにとってより効果的で、かつ組

合員にとって魅力ある事業が展開できるよう支援します。 



 

２．軍事クーデター下のミャンマーにおいて、不当な弾圧を受ける労働者へ連帯を示すと

ともに、ＩＴＵＣおよび連合に結集して支援します。 

３．2022年度「国際連帯救援カンパ」は、以下の目的に活用するため、取り組みを継続し

ます。 

  ①連合「愛のカンパ」への拠出、②エファジャパンの活動支援、③県本部の国際協力

事業の実施、④海外の自然災害への緊急支援、⑤平和・人権・環境などの課題に取り

組むＮＧＯなどへの連帯・支援、⑥労働組合弾圧に対する闘争支援、⑦海外の労働組

合組織化支援、⑧戦争被災者・難民への支援、⑨人身売買（トラフィッキング）防止

と被害者支援、⑩飢餓、疫病などへの緊急支援 

 

 

  13. 各労働者の取り組み 

 

《現業労働者の取り組み》 

【組織強化・拡大の取り組み】 

１．定年の段階的引き上げに対する取り組みや「職の確立」に取り組み新規採用を獲得し

ている単組の好事例を共有化することを目的とした「現業セミナー」を11月に開催する

ことから積極的に参加します。 

２．県本部は、各単組の定期大会・総会が開催される時期にあわせ、現業評議会規約の点

検・整備に取り組みます。 

３．県本部現業評議会は会計年度任用職員等の組織化の推進に取り組みます。 

４．毎年２月に取り組みを継続している県本部現業集会については、コロナ感染防止に対

応しながら、現業職の持つ権利や人員採用、賃金改善等の交渉力を高めるための学ぶ場

としての実施をめざします。 

 

【循環型社会の構築にむけた取り組み】 

５．県本部は、清掃部会などにおいて、持続可能な資源循環型社会の実現にむけて整備さ

れた「プラスチック資源循環促進法」などを周知するとともに、分別の各自治体におけ

る課題などの共有化をはかり、課題解決に取り組みます。 

 

【労働災害撲滅にむけた取り組み】 

６．県本部・単組は年末・年始の繁忙期に発生が懸念される労働災害の撲滅とさらなる労

働安全衛生活動の活性化を目的に、12月３日を全国統一行動日とした、「2021現業職場

から労働災害を一掃する職場集会」に取り組みます。 

 



 

《公営企業労働者の取り組み》

【地方公営企業の責任と役割の発揮】 

１．ＰＦＩ/コンセッション方式の導入を阻止するため以下について取り組みます。 

 ① 奈良市におけるコンセッション方式の導入の検討を進めていることから奈良市職、

奈良市従と連携し自治体議員への導入阻止にむけた要請を行います。 

２．単組は、首長や事業管理者に対し、広域連携などの検討状況を示すよう求めます。 

また、持続的に事業運営手法を地域住民と議論するよう求めます。 

３．単組は、事業継続に必要な人材と予算の確保を、首長や事業管理者と交渉します。 

 

【組織強化と拡大】 

４．広域化による統合や上下水道部署統合、上水道と簡易水道の統合に伴う組織対策課題

について、単組は、県本部と連携を密にして、自治労産別運動の推進と組合員の地位や

権利の向上にむけて組織強化に取り組みます。 

５．組織の強化の必要性の共有化をはかり、職場の活性化や人材確保、新規採用者の組合

加入促進など具体的取り組みをはかります。 

６．本部が１月に開催する「公営企業塾」に参加します。 

７．公企評の組織強化と会計年度任用職員等の組合加入拡大をめざし、県本部と連携して

取り組みます。また、公企職場に関係する民間労働者の組織化については県本部と連携

した取り組みを行います。 

 

【循環型社会の推進】 

８．公営の意義や８月１日「水の日」の周知を目的とした「第37回自治労水週間」の取り

組みの検証を行い、12月の全国幹事会で共有化します。 

９．ＣＯ２削減にむけて、公営企業が持っている水力発電、硝化ガス、水素などのクリー

ンエネルギーを有効活用するよう11月の予算要請行動等の中で各省庁に働きかけます。 

 

【県域水道一体化への取組みについて】 

10．公企評として、水道一体化の全体の進捗状況を各単組からの情報収集により把握確認

し、都度の対応策を協議します。 

 

 

《衛生医療労働者の取り組み》 
１．新型コロナウイルス感染症の感染拡大の収束が見えない中、幹事会の開催については

オンライン会議を活用し、収束し次第、感染対策を取りつつ、対面での開催を追求しま

す。また、評議会の強化と活性化に向け参加できにくい職場、単組に対し働きかけを強

化します。 

２．単組・病院単組は、新型コロナウイルス感染症に関わる医療従事者に対して、こころ

の健康を維持するためのストレスチェックの実施や相談窓口など、メンタルヘルスに配

慮した対応を求めます。 

３．12月11日（土）、18日（土）に開催される「2022地域保健・精神保健WEBセミナー」

に積極的に参加します。 

４．県本部・単組・病院単組は、新型コロナウイルス感染症を背景にした経営状況の悪化

に対して、賃金削減などの労働条件改悪で職員に転嫁させることのないよう取り組みを

すすめます。  

５．県本部・単組・病院単組は、医療職場を取り巻く課題を解決するため、さらには次代



 

を担う役員育成をはじめとする労働組合の機能強化のため、Web開催される活動家育成

講座・レベルアップ講座に積極的に参加します。 

６．県本部と協力し、未組織・未加盟病院の自治労加盟にむけ、自治体単組との連携、交 

流を進め組織拡大を図ります。また、臨時・非常勤・勤務医等職員の賃金・労働条件・ 

労働環境について改善するとともに組織化・拡大に取り組みます。

 

 

《保育労働者の取り組み》 

１．幼児教育・保育の質の向上をはかるため、地方交付税にて予算措置されている

公立保育所における３歳児の職員配置基準の改善（20：１→15：１）について、

すべての単組での着実な実施をめざします。 

２．幼児教育・保育の無償化に伴う保育現場の負担増・課題を踏まえ、必要な対策

に取り組みます。すべての自治体で確実に制度運用されるよう、県本部・単組は、

引き続き地方負担額について、地方交付税の充実による財源確保を自治体に対し

求めます。 

３．保育士の処遇改善の着実な実施にむけて、要求書を提出し交渉します。 

４．業務内容・働き方を検証し、必要な人員配置を求めます。あわせて保育士の事

務負担の軽減を求め、事務職員の配置を求めます。また、各職場における新型コ

ロナウイルス感染症の影響による負担増に見合った人員配置を求めます。 

５．新型コロナウイルス感染拡大防止のための様々な保育内容の見直し、室内や玩

具等の消毒といった追加業務による職員の負担増など、現場の課題を把握し、必

要な対策に取り組みます。 

６．県本部・単組は、自治体が規制緩和により、常勤保育士の代替えとして、短時

間勤務の保育士の配置を行うことのないよう取り組みます。 

７．国が検討する保育所等の居室面積基準の参酌基準化を含めた見直しは、保育の

質の低下につながりかねないことから、反対の立場で取り組みます。 

８．11月に開催予定の「第34回保育部会総会」において、奈良県本部としての取り

組み課題についての意思統一をはかります。あわせて学習会を開催し、情報の共

有化、各単組の取り組み推進をはかります。 

９．近畿地連社会福祉評議会の各課題の取り組み推進と交流を目的に開催される

「近畿地連社会福祉評議会総会および福祉集会」に参加し、学習交流・取り組み

の強化をはかります。 

 

 

《全国一般労働者の取り組み》 

【賃金・労働条件の向上と権利の確立】 

１．年末一時金闘争として、３ヶ月以上70万円以上を要求基準として、10～11月を

集中期間として、全ての職場で要求書提出・交渉実施により、要求獲得に向けて

取り組みます。 

２．2022春闘の要求づくりに向けて、全組合員を対象とした「賃金実態・生活実態

アンケート調査」を10～11月に実施します。そして、12月に開催される全国一般



 

2022春闘討論集会と、2022年1月開催の関西ブロック春闘討論集会に参加し、奈良

地方労組春闘代表者会議を開催する中で闘う体制確立を図ります。 

 

【組織強化・拡大にむけて】 

３．年末一時金闘争と2022春闘の重点課題として、組織拡大に取り組みます。職場

組織がある職場での未加入者の組織化と、未組織労働者と非正規労働者の組織化

を課題として、組織化を目指して取り組みます。新型コロナによる雇用不安が強

まる中で、全国一般関西ブロック一斉労働祖相談会を、11月に開催して組織拡大

を積極的に進めます。 

 

 

《市職労働者の取り組み》 

１．2021確定闘争期において、代表者会議を開催し情報共有と意思確認を行い、す

べての単組で要求書の提出、交渉、文書締結が図られるよう話し合っていきます。 

２．2022春闘期においては、確定闘争で残った課題や、今後の要求事項を共有し、

要求書の作成→交渉実施→妥結の交渉サイクルを着実に行っていきます。 

 

 

《町村労働者の取り組み》 

１．2021確定闘争の取り組みとして、町村評統一要求項目（書）を設定（作成）し、

県本部の取り組み日程を基本に要求書を提出し、交渉を実施します。要望がある

単組については、提出や回答にあたり、各単組と町村評三役が日程等を調整した

うえで交渉参加などの支援を行います。また、要求項目の浸透や各単組の課題に

ついて全体での共有化を図るとともに、要求－交渉－妥結（書面化・協約化）の

闘争サイクル確立にむけ意思統一を行うため、単組オルグを行います。 

２．町村職賃金闘争の推進と組織強化を進めるため10月29日に自治労本部で開催さ

れる「町村職賃金闘争組織強化拡大交流集会」と10月22日にシティプラザ大阪で

開催される「第28回自治労近畿地連町村評議会定期総会」へ積極的に参加します。 

３．単組は、組織力・交渉力を強化するため100％の組織率をめざし、新規採用職員

や未加入者の組合加入について積極的に取り組みます。また、町村評は各単組の

加入状況を点検するとともに、未加入者においては未加入の原因を把握し、情報

の共有と対策をはかります。 

４．会計年度任用職員の処遇改善にむけ、交渉を強化します。あわせて、先進事例

などの情報収集を行い、組織化と連動した取り組みを推進します。 

 

 

 



 

《女性労働者の取り組み》 

１．自治労青年女性中央春闘討論集会など自治労が提起する集会に参加します。 

２．定年まで安心して働き続けられる職場づくりにむけて、１月～３月の「女性の

働く権利確立運動強化月間」の間に各職場で点検・学習を行います。 

３．女性部組織のあり方について、男女平等委員会、青年部と議論を行います。 

４．機関誌「自治労なら」で情報提供を行います。 

 

 

《青年労働者の取り組み》 

１．新規採用者、未加入者の組合加入対策に青年部が積極的に関わり、100％組織化 

  を目指します。組織化において重要な新入採用職員歓迎会の準備を早い段階から

進めます。 

２．常任委員選出単組の拡大を目指し、青年部運動の活性化を進めます。 

３．自治労共済の基礎的な学習会の開催や、なぜ自治労が共済運動を進めるのかを 

常任委員会を中心に学習します。 

４．各単組の状況を理解し、青年部の活性化につながるようにオルグを行います。 


