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【起案内容詳細のとおり】



【起案内容詳細】

次のとお り報告 します。

1理 由

神労委平成 27年 (不 )第 3号鎌倉市事件 (特殊勤務手当の見直 し)について、平

成 28年 4月 15日 (金 )に第 1回審間が神奈川県労ltlJ委員会で行われたため、そ

の概要を報告するものです。

2事件概要

平成 27年 2月 25日 に鎌倉市職員労働組合現業職員評議会 (以下 「申立人」と

い う。)が 、鎌倉市及び鎌倉市教育委員会 (以 下 「被 申立人」 とい う。)に対 し、

平成 27年 2月 13日 に鎌倉市議会に上程 した特殊勤務手当廃止の提案を撒回す

ること、特殊勤務手当について誠実に団体交渉をすること及び申立人が指示す

る陳謝文を掲示することを、神奈川県労働委員会に申し立てました。それを受

け神奈川県労働委員会は平成 27年 2月 27日 に調査を開始 したものです。

3これまでの調査概要

平成 27年 3月 12日 に第 1回調査、 4月 2日 に第 2回調査、 5月 20日 に第 3

回調査、 6月 25日 に第 4回調査、 7月 21日 に第 5回調査、 9月 3日 に第 6回

調査、10月 14日 に第 7回調査、H月 24口 に第 8回調査、12月 28日 に第 9回

調査、平成 28年 2月 3日 に第 10回調査、平成 28年 3月 9日 に第 11回調査が

神奈川県労働委員会で行われています。

4概 要

(1)日 時 平成 28年 4月 15日 (金)午後 13時 00分から午後 16時 50分まで

(2)場所 神奈川県労働委員会

(3)主な出席者

申立人  芳賀秀友 (資産税課 )

横川 啓 (下水道河川課 )

加藤洋二 (環境センター)

小松哲也 (腰越中学校 )

代理人である弁護士 他

被申立人 弁護士 石津廣司

保住俊博 (職員課担当課長 )

茂木健太郎 (教育総務課課長補佐 )



上田保明 (管財課長 )

松井義隆 (職員課課長補佐 )

(4)概要

申立人側の証人 として、横川書記長及び小松現評書記長に対 し、審間が行わ

れました。詳細については後 日に神奈川県労働委員会事務局から概要が示 され

る予定です。

次回は平成 28年 5月 24日 (火 )に実施予定です。 (服部総務部次長兼財政課長

及び保住職員課担当課長が証人 とな ります。 )



平成 28年 4月 15日 (金 )

神奈川県地方労働委員会

鎌倉市 (そ の 1)事件 (特殊勤務手当の見直 し)

職員課職員作成メモ

事務局 第 1回審間を開始 します。

委員長 横川 さん、小松 さんについて審問 します。横川 さん、小松 さんは席を移動 してくだ

さい。 (横川・小松は、代理人席から中央の席へ移動 した。 )

川本弁護士 (組合側)横 川。小松を 50分 50分 としていま したが、60分 40分 としてくださ

い c

委員長 よろしいですか。

石津弁護士 (市側)構 いません。

委員長 それぞれ、名前、住所、組合の役職名を述べてください。

横川 横川 啓、鎌倉市○○ (自 宅住所 )、 中央執行部の書記長をやっています。

小松 小松哲也、横浜市○○ (自 宅住所 )、 現業職員組合の書記長をやつていますc

委員長 宣誓をしてください。宣誓書を朗読 し、署名 してください。

横川 (紙を読み上げる)宣誓。良心に従つて、真実を述べ、何事も付け加えないことを誓い

ます。

小松  (同 )(横川 。小松 とも署名 した。)(小松は代理人席に戻 り、横川は 1つ前の審問席に移

動 したc)
太田弁護士 (組合側)(太 田弁護士 (組合側)は立ち上が り、そのまま立って続けた。横川は

座ったまま。)それでは、太田より審問します。 これはご自身の陳述ですねc

横り|| はいc

太田弁護士 (組合側)労 使交渉のや り方について聞きます。交渉には合同交渉 と集団交渉が

あるのですか。

横川 合同交渉は役員が出席 し、集団交渉は組合員が出席 し陳情するようなものです。

太田弁護士 (組合側)月 委ヽ員会で合意を得て、団体交渉を行 うのですね。

横川 はい。

太田弁護士 (組合債1)何のための団体交渉ですか。

横川 最後の確認をするためのものです。

太田弁護士 (組合側)月 委ヽ員会での合意が覆ったことがありますか。

横り|| ありません。

太田弁護士 (組合側)特 勤は 1つの項 目でしたね。

横川 そのとお りです。

太田弁護士 (組合側)乙 第 7号証を示 します。級別再編について聞きます。 5ページロ。 8

級 と3級以下以外は下の級に下がるのですね。何人 ぐらいが下がるのですか。

横川  9害1以上です。



太田弁護士 (組合債1)これまでは 4級まで上がれたのですねc

横川 そ うです。

太田弁護士 (組合側)そ うすると(聞 き取れず )

横川 そ うです。

太田弁護士 (組合側)6ベ ージを見ると、多 くの人が 3級になるのですね。

横川 はいc

太田弁護士 (組合側)ど のくらいの人が級が下がるのですか。

横川  9害1ぐ らいです。

太田弁護士 (組合側)指 導員 とい うのは役職なのですか。

横川 仕事の役割です。市民に指導する者です。

太田弁護士 (組合倶1)市は仕事の役割 とい うことを知 らなかったのですね。

横り|| そ う思います。

太田弁護士 (組合側)11ペ ージでは給料が下が り、級 も下がる、とい うことですね。

横川 そ うです。

太田弁護士 (組合側)モ チベーションアップとい うことで、提案があったのですねc

横川 そ うです。

太田弁護士 (組合倶1)財政問題ではない (?)、 とい う説明はあ りましたか。

横り|| ありませんでした。質問 したときも 「財政問題ではない」 との回答でした。

太田弁護士 (組合側)モ チベーションは上がる制度ですかc

横り|| そ うではないと思います。

太田弁護士 (組合側)特 勤の具体的な提案は無かったのですね。

横川 はい。

太田弁護士 (組合側)給 料表を国公に準拠すると。納得のできる説明はあ りましたか。

横り|| ありませんでした。

太田弁護士 (組合俣1)当初はいつから実施 したい と説明がありましたか。

横川 当初は 27年からとの説明を受けました。

太田弁護士 (組合倶1)乙第 8号証をご覧 ください。暫定削減 とはなんですか。

横川 財政事情のために 2年間、暫定的に削減、平均 7.7%するものです。

太田弁護士 (組合側)こ れは労使合意があったのですね。

横川 そ うです。

太田弁護士 (組合側)期 間が過ぎた らどうなるとの説明がありましたか。

横川 最終的には戻す と言われました。

大田弁護士 (組合側)最 初は 4月 だつたのに、 6月 議会にかける、と。なぜですか。

横川 決議があったためであると思います。

太田弁護士 (組合倶1)2か 月の暫定削減を合意 したのはなぜですか。

横川 市が 2つの選択肢を迫つてきたためです。市の提示案をそのまま出すか、暫定削減を

するか、 と。

太田弁護士 (組合側)組 合員は納得 しましたか。



横川 大きな反発があ りま した。ごはんの代わ りにスパゲティを食べ させる人もいるほどで

した。

大田弁護士 (組合側)な ぜ合意 したのですか。

横川 給料はずっと続 くものであったため、充分な協議をすべきと考えたためです c

太田弁護士 (組合側)月 委ヽ員会でやろうとしたのはなぜですか。

横川  「9月 議会にかけたい」と市が言ってきたため、実務者 レベルで効率的にやっていく

べきと思ったからです。

太田弁護士 (組合側)特 勤の趣 旨とは異なる支払方法もされてきま したか。

横川 税務職の特勤についてですが、国は一万円ほど高い税務職の給料表を使っていたため

です。

太田弁護士 (組合側)す ると、単一の給料表を補完するためのものだったのですかね。

横川 そ うです。

太田弁護士 (組合俣1)給料表を複数にすべきとの申入れはしましたか。

横川 しました。 しか し、給与制度が複雑になると拒否 されたものです。

太田弁護士 (組合側)乙 第 18号証「私 としては給料表を固めなければ特勤を詰められない」

とい うのは同じ思いでしたね。

横川 そのとお りです。

太田弁護士 (組合倶1)甲第 1号証 7ページ、 8ページ、12ページと特勤について書かれて

いますが、これがはじめてでしたね。

横川 はい。

太田弁護士 (組合側)ね ずみ族昆虫等駆除作業について、 9月 議会前に協議 しましたか。

横り|| しませんで した。

太田弁護士 (組合倶1)ごみ汚泥作業手当は、 9月 議会前に協議 しましたか。

横り|| しました。

太田弁護士 (組合側)ま とま りましたか。

横り|1 6～ 9、 12、 1月 に支給することで した。

太田弁護士 (組合側)道 路等補修作業手当とごみ汚泥作業手当は同じ、として、市は何か反

論 しま したか。

横川 しませんで した。

太田弁護士 (組合側)乙 第 6号証 99ページ、市から何か反論はありましたか。

横川 ありませんでした。

太田弁護士 (組合側)甲 第 2号証 9ページをご覧 ください。「廃止」 とあ りますが、合意 し

ましたか。

横川 いいえ、合意 していませんで した。

太田弁護士 (組合側)継 続協議 とはどうい うことですか。

横川 他の項 目について協議をしていないことだと思います c

太田弁護士 (組合側)月 委ヽ員会で合意 したことは覆 らないと言いましたね。

横川 はいc



太田弁護士 (組合側) 「ほぼ合意」 とはなんですか。

横川 団体交渉で確認 していないことと思いました。

太 田弁護士 (組合側)9月 以降、特勤について協議 されていないのはなぜですか。

横川 激変緩和措置が取 られ、そちらの方が職員にとつて重要だからです。

太 田弁護士 (組合側) 「白紙」 とはどうい う意味ですかc

横川 できればなしにして欲 しい とい うことでした。

太田弁護士 (組合債1)市は了解 しましたか。

横り|| しませんでした。

太田弁護士 (組合側) 「凍結」 といいましたね。

横川 優先 して話すべきことがあるであろ うとい うことですc

太田弁護士 (組合側)乙 第 10号証を示 します。市はさも組合が話に応 じられないか ら 11

月 18日 に出したかのように陳述書にありますが、市から具体的に何か言われま したか。

横り|| いいえ。ありませんでした。

太田弁護士 (組合側)11月 18日 のときは 9月 議会前の合意 と同じでしたね。

横川 そ うです。

太田弁護士 (組合側)27年 1月 7日 には、持ち帰ったものを断 りましたね。なぜですか。

横川 税務職については (聞 き取れず)給 食については現場視察を怠ったためです。

太田弁護士 (組合側)総 務部長は人事院勧告  (聞き取れず )

横川 人事院勧告による引上げと、特勤の引下げは一体のもので (聞き取れず )

太田弁護士 (組合側)ど う思いましたか。

横川 これまで積み上げてきたものを覆 して、強い怒 りを感 じま した。

太田弁護士 (組合俣1)乙第 11号証を示 します。 これは市が組合に示 したものですね。

横川 はい。

太田弁護士 (組合側)引 き続き、交渉を求めま したか。

横川 はい。

太 田弁護士 (組合側)市 は応 じましたか。

横り|| いいえ。

太 田弁護士 (組合側)組 合は市に裏切 られてばか りですが、なぜ交渉をするのですか。

横川 私たちは憲法に従い、 (聞 き取れず )

(休憩 )

石津弁護士 (市側)そ れでは石津より審問します。特勤は他市より高い とい うことは認識 さ

れていましたか。

横川 はい。

石津弁護士 (市側)特 勤は給与条例により決められていますね。乙第 2号証を示 します。そ

こに 「著 しく危険、不快～ (省略)～」 と規定されていますね。

横川 はい。



石津弁護士 (市側)特 勤の本来の趣 旨とは、給与条例第 12条のことを言つているのですね。

横川 はい。

石津弁護士 (市側)給 与上の規定では、鎌倉市特有の事情は入 らないことを理解 しています

矛a。

横川 はいc

石津弁護士 (市側)給 与条例に合致するように見直す、とい うことで、組合 もそこは合意 し

ていますね。

横川 はい。

石津弁護士 (市側)技 能労務職 も同じですね。

横川 はい。

石津弁護士 (市側)甲 第 11号証 14ページ 10行 日「こういつた経緯からすれば、特殊勤務

手当の本来の趣旨に合致 しないことをもって廃止するのであれば、職務内容に見合った

本来の給料を支払 う必要があるとい うことにな ります」とは、国ベースの技能労務職給

料表では、とい うことですね。

横川 国との違いがあるとい うことです。

石津弁護士 (市側)市 の提案は当初は国で したが、その後、変わ りましたね。

横川 県内の他市の自治体に準 じたものとな りました。

石津弁護士 (市倶1)それは合意 しましたね。

横川 はいc

石津弁護士 (市側)そ うすると、本来の趣 旨に見直す とい う基礎はできたので しょう?

横川  9月 議会前にごみ汚泥作業手当などは半年で合意 したので、給料表 も合意 したのですc

石津弁護士 (市側)国 ベースか ら変更されたのであれば、職務内容に見合つた本来の給料に

足 りたのではないのですかc

横川 いいえ。これまで、市は独 自給料表で、特勤も出していた。特勤も六か月だつたか ら、

給料表も合意 したのです。

石津弁護士 (市債1)特勤の合意があったから、給料表 も合意 したのですか。

横川 特勤 と給料表はセ ッ トであるとい うことです。

石津弁護士 (市側)技 能労務職の特勤は、清掃だけなのですか。

横川 清掃のように他の特勤もまとまると思っていました。合意できるものを、です。

石津弁護士 (市側)合 意 とはどうい うものですか。

横川 組合員が納得できるものです。そ うい う見通 しを、そのときは思っていましたc9月
議会より前までは労使関係が良好でしたから。

石津弁護士 (市側)甲 側第 1準備書面 7ページ下から9行 日「中間回答」の合意が形成 され

ていた、とありますが、申立書別表 1は あなたの認識 と一致 していますか。

横川 はいc

石津弁護士 (市側)申 立書別表 1の 13の手当の内容について、合意 しているとい うことで

いいですね。

横川 はい。



石津弁護士 (市側)甲 第 1準備書面 6ページ、下から6行 日、甲第 2号証です。スズメバチ

駆除作業は平成 27年度に廃止、ごみ汚泥作業手当 (学校技能員)も 廃止 とあります。こ

れは中間合意で、あなたが言 うところの覆 らない合意ではないのですか。

横川 これは間違いです。

石津弁護士 (市側)記 載が間違つている、 と言わなかったのですか。

横り|1 後でまとめて言えれば、と思っていま した。そのときはやることがいつばいあったの
~(,。

石津弁護士 (市側)後 で違っていると言いませんでしたよね。他の組合の方も。

横川 言わなかったと思います。

石津弁護士 (市側)間 違っていると言わなかったのはなぜですか。

横り|| わか りません。

石津弁護士 (市側)ス ズメバチ駆除作業は中間合意では廃止でした。交渉担当者間で合意が

あつたので しょう?ス ズメバチが存続 となったのはなぜですか。組合の要求ではなかっ

たのではないですか。

横川 違います。総務部長が話をしました。仕事がなくなるので廃止で、となったが、総務

部長が委託であつてもお金が無 くなることもあろうかと、 とい うことで。

石津弁護士 (市側)い つの交渉のことですか。

横川 12月 頃であつたか と思います。

石津弁護士 (市側)陳 述書のどこに記載がありますか。

横り|| ありません。

石津弁護士 (市側)メ モはあったのですか。

横り|| ないと思います。

石津弁護士 (市側)こ れは大事なことではないのですか ?

横川 スズメバチ駆除作業は仕事が続 くか続かないかで決まるとい う労使合意があ りま し

た。

石津弁護士 (市側)な ぜ、陳述書に書かないのですか。

横川 わか りません。

石津弁護士 (市側)申 立書別表 1で はごみ汚泥作業手当学校技能員について、継続協議中と

なっているのは、 どうい う労使合意ですか。

横川 中間合意での 「廃止」 となったのは、役員の個人的な考えで した。

石津弁護士 (市側)そ れは伝えましたか。

横り|| いいえ。

石津弁護士 (市側)陳 述書 26ページでは 12月 29日 に 「既に合意ができていた事項」 と書

かれていますが、12月 29日 よりも前に合意 していたとい うことですか。改めて 12月

29日 に確認 したのですか。

横川 そ うです。

石津弁護士 (市側)申 立書別表 1の どれでもいいのですが…深夜業務手当はいつ合意 した

のですかc



横川 ― (無言 )

石津弁護士 (市側)合 意はあったのですか。

横川 なかったと思います。

石津弁護士 (市側)思 い出してください。

横川 記憶にありません。

石津弁護士 (市側)陳 述書 25ページ (10)に 書いてありますよ。 (陳述書を見せる)

横り|| ああ、思い出しました。私たちは仕事がないなら手当は要 らない、とい うスタンスで

す。

石津弁護士 (市側)合 意はいつですか。

横川 実績が無いので、いい、 と。

石津弁護士 (市側)合 意ができたかは重要でしょう?

横川 はいc

石津弁護士 (市側)な ぜメモにないのですか。

横川 わからないです。

石津弁護士 (市側)覆 らないで しょ。小委員会で。

横り|| はい。

石津弁護士 (市側)で はなぜ記録がないのですか。

横川 そのときはやることが多 くてcそ うい う作業をしていない とい うことです。

石津弁護士 (市側)12月 29日 の交渉の記録は誰が作ったのですか。

横川 私です。

石津弁護士 (市側)他 の人のメモは見ましたか。

横川 記憶にありません。

石津弁護士 (市側)12月 29日 のメモを見て今 日に臨んでいますか。

横川 はい。

石津弁護士 (市債1)12月 29日 のメモを証拠に出す気はあ りますか。

横り|| ありません。

石津弁護士 (市側)27年 1月 7日 にねずみ族昆虫等駆除作業、税務職手当、給食調理員現

場手当は、組合 として飲めない と。

横り|1 私は出席 していませんが、そ う聞いています。

石津弁護士 (市側)ご み汚泥作業手当学校技能員は継続協議中となっていますね。

横川 私のメモは違いますが…単純な間違いです。

石津弁護士 (市側)終 わ ります。

盛委員長 私から少 し。小委員会交渉 とは何人 くらいですか。

横川 最大で 5人 くらいです。市債lも 大体 5人 くらいです。

盛委員長 乙第 6号証は市が作ったものですね。組合倶1は誰がまとめているのですか。

横川 それぞれがメモ した りしています。

盛委員長 わか りました。
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太田弁護士 (組合側)補 足 して聞きます。給料表は提示前から市独 自でしたね。それでも特

勤はあったのですね。他市のを考慮 したものは、他市より高いものでしたか。

横川 いいえ、さらに低いものでした。

太田弁護士 (組合側)甲 第 2号証について、先ほど、誤記 といいましたね。継続 したときに

直すつもりだつたのですね。

横川 そ うです。

川本弁護士 (組合側)甲 第 2号証は 8月 12日 でしたね。 9月 議会以降、これに基づいて交

渉 しましたか。

横川 いいえ。乙第 18号証でした。

川本弁護士 (組合側)誤 記を訂正す る機会はありましたか。

横川 ありませんで した。

川本弁護士 (組合側)実 績がないものについて組合の中で議論 したことはあ りましたか。

横川 実績がないもので したので、 しませんでした。

石津弁護士 (市側) 「誤記ですよ」 とい う機会なんてい くらでもあつたでしょう。

横川 職員の生活を守るために、それ どころではなかった、とい うことです。これまで 日本

に無かったことで、そのような余裕はなかったのです。

石津弁護士 (市側)他 市よりも低い、と言いましたがラスパイ レス指数の説明はどうでした

か 。

横り|| ラスパイ レス指数については同程度で した。

水谷委員 (労働)申 立書別表 1について、甲側の立場 として説明してください。

横川 ごみ汚泥作業手当が半年分認められたとい うこと、歴史的経過 と危険・不快を認めら

れたとい うことが非常に重要であった と思います。給食調理現場手当は現場を確認する

とい うこと、給食調理の現場は劣悪な場なので現場を確認 してくださいと言ったもので

す。早 く調理するとい う特殊な技能、現場を見ていただければ存続 もあり得たと思いま

す。

水谷委員 (労働)中 間回答 と最終回答 とは。

横川 中間回答 とはこれまでの交渉の中での回答、最終回答は市の、当局が一方的に決めた、

決定です。条例改正は一回でやるので、中間とい う言い方になるかと。

水谷委員 (労 let)申 立書別表 1の裏側は、これだけの損害があったとい うことですね。

横川 そ うです。

水谷委員 (労働)乙 第 11号証を見て、 どうですか。

横川 非常な憤 りを感 じました。

水谷委員 (労働)乙 第 6号証 11ページ、下から3人 目、「労使合意が前提」とい うことだつ

たのですね。

横川 はい。



水谷委員 (労働)同 じく 70ページ、「合意できるところか らやつていこう」とはどうい うこ

とですか。

横川 課題が広範なため、順次、合意 していきましょう、 と言 うことですね。

水谷委員 (労働)同 じく 144ページ、市長が 「合意を前提に」「協議継続ありがとう」 とは

どうい うことですか。

横川 市も労使関係を良好にしたかつたのだと思います。

音部委員 (使用)Jヽ委員会交渉が確立 したのはいつからですか。

横川 証拠で出したとお りです c

音部委員 (使用)全 てこのような形式でやっていたのですか。

横川 いいえ。団体交渉だけで済む場合もあります。実務者が権限を持って出てくる、とい

うものです。小委員会で決まったものがあった ら、それが覆った ら意味あ りません。合

同交渉は最終的に、セ レモニー的なもので、確認するものです。

音部委員 (使用)月 委ヽ員会でそこまでの機能や権限を持たせるとい うのは決まっているの

ですか。労4ul協約 とかで。

横川 いいえ。慣行です。

音部委員 (使用)一 切、覆つたことはないのですか。

横り|| これまで覆ったことはあ りません。

石津弁護士 (市側)妥 結権限は誰にあるのですか。

横川 最終的には中央委員会で決ま ります。それより前に、執行部 としては中央委員会の者

や現場の者 と意見交換は行います。

石津弁護士 (市側) 「特殊勤務手当の見直 し」の中で、特勤は一個一個あ りますよね。こう

した一部の合意があつたとき、今まではどうしていたのですか。他の場合、過去に。

横川 個々の手当の内容が、勤務によってそれぞれ違 うのです。複合的に判断するものでは

なくcだから、我々は一個一個で合意が重要なのです。

石津弁護士 (市側)過 去にあつたのですか、と聞いています。

横川 特勤は特勤ですので。

石津弁護士 (市側)前 例はない。今は思いつかない、とい うことですね。

盛委員長 それでは小松 さんの審問を始めます。

相曽弁護士 (組合側)こ の陳述書はあなたが書いたものですね。
/Jヽ 松  はい。

相曽弁護士 (組合倶1)経歴について、入庁 日が昭和 60年 と 58年の二つがあ りますが、入庁

したのは昭和 60年ですね。その他は訂正はあ りますか。

小松 あと、 3ページ、「廃止」ではなく「見直 し」です。

相曽弁護士 (組合側)ね ずみ族昆虫等駆除作業 とはどんな作業ですか。

小松 ねずみやユス リカを駆除 します。



相曽弁護士 (組合側)ど のような作業ですか。

小松 薬を撒きます。危険です。

相曽弁護士 (組合側)薬 は危険ですか。

小松 人体に影響ない とは言えません。

相曽弁護士 (組合側)だ か ら危険なのですね。 ごみ汚泥作業手当とは。

小松 一般廃棄物の収集、運搬、解体、焼去「です。ごみ収集車は危険でして、年間、何件か

死亡事故 も起きます。鎌倉市の道路事情 も悪いですc清掃現場も古 く、原始的な作業で

解体 した りしています。汚物がかかった りします。

相曽弁護士 (組合側)他 市 との違いは。

小松 施設が古いのです。

相曽弁護士 (組合側)道 路等河川 しゅんせつ作業 とは。

小松 道路の補修は特殊な技能です し、河川 しゅんせつはどぶ さらいですので、きれいでは

なく、不快です。

相曽弁護士 (組合側)給 食調理作業手当は、 どうして特殊なのですか。

小松 大きな釜を使った りしますので、特殊 と言えば特殊です。夏場は衛生面で窓を開けら

れないので、大変です。

相曽弁護士 (組合側)市 議会は給料表を可決 しましたね。国公基準とな りま した。現業職に

ついて、なぜ国公基準に強い反発をしたのですか。

小松 国にはない業務だか らです。

相曽弁護士 (組合側)つ ま り、国公では技能労務職を反映できない とい うことですね。
/Jヽ 松  はい。

相曽弁護士 (組合側)月罠部次長は「給料表については国公基準だが他市も考慮 しているから

給料において勤務の特殊性は考慮 されている」 と言つていますね。
/1ヽ

松  は い 。

相 曽弁護士 (組合債1)甲 第 1号証 3ページを示 します。 当初提案 では最高給料月額 は

313,200円 となっていますが、最終的にはどうな りましたか。

小松  353,100円 ぐらいだったかと思います。

相曽弁護士 (組合側)最 高到達級は 3級ですか。

小松 そ うです。

相曽弁護士 (組合側)他 市よりも 2～ 5万円ほど低い とい うことですね。

小松 そ うです。

相曽弁護士 (組合倶1)月反部次長の言 う「現業職の特殊性は配慮 されている」 と言えますか。

小松 言えないと思います。

相曽弁護士 (組合側)一 般職 と現業職はどちらの下げ幅が大きいですか。

小松 現業です。

相曽弁護士 (組合側)そ の後、激変緩和措置が削除され、特殊勤務手当も削 られたのですね。

最終的にどれ くらい下がつたのですか。

小松 最高で 18%く らい下が りました。



相曽弁護士 (組合側)Jヽ松 さん自身はc

小松 月 3万数千円くらい。年間 60万 円くらい。

相曽弁護士 (組合側)職 員の方々は困 りますよね。職員の生活はどうな りますか。

小松 保険の解約などの話は聞きます。ごはんではなくパスタにした り、住宅ローンが払え

ない とか。

相曽弁護士 (組合側)現 業職が不当に下げられるのは初めてですか。

小松 違います。

相曽弁護士 (組合側)一 般職 と現業職は昔か ら別の給料表でしたか。

小松 私が入つたころは一緒で した。

相曽弁護士 (組合側)昭 和 60年 ごろは一緒だったのですね。それ以前は。

小松 別々だつたと聞いています c

相曽弁護士 (組合側)昔 、一般職 と現業職の給料表が一緒になったのはなぜですかc

小松 職責に違いはない、と。市民のために働 くのは同じ、とい うことです。

相曽弁護士 (組合側)男J々 になったのは、それを最終的に組合が合意 したのはなぜですか。

小松 職責に違いはない、とい う約束があったからです c

相曽弁護士 (組合側)そ の約束は守 られましたか。

小松 いいえ。 2年後には破 られました。

相曽弁護士 (組合側)こ のように市には何度 となく約束を破 られたのですね。
/1ヽ

松  は い 。

相曽弁護士 (組合側)そ の後も下げられたのですね。

/Jヽ松  はい。

相曽弁護士 (組合側)何 度も裏切 られたのですね。

/1ヽ
松  は い 。

相曽弁護士 (組合債1)今回はどうですか。

小松  5級、4級職員が 3級に落 とされ、これまでやってきたこと、プライ ドや誇 りを傷つ

けられました。

相曽弁護士 (組合側)プ ライ ドや誇 りとは、具体的には。

小松 大雨のときにす ぐに対応するなどをしているのです c

相曽弁護士 (組合側)月 松ヽ さん 自身は危険な作業はあ りますか。

小松 脚立に乗つて、危険 と言えば危険です。プール作業はマスクをするので、夏は暑いで

す。

相曽弁護士 (組合倶1)危険で不快な業務をやつてこれたのは。

小松 子 どものために、と思ってやってきま した。

相曽弁護士 (組合側)一 般職 よりも大きく給与を削減 されたのはなぜだ と思いますかc

小松 軽ん じられていると思います。

相曽弁護士 (組合側)そ れを示す ようなことはありますか。

小松 退職者不補充や委託化など、「要 らない」 と言われていると思います。

相曽弁護士 (組合側)市 職員が公務 としてやっていくべきと思いますか。



小松 自分たちで判断できます。災害時には自分たちで考えて動けると思います。

相曽弁護士 (組合側)具 体的にはc

小松 清掃ではふれあい収集があります。

相曽弁護士 (組合側)そ れはどうい うものですか。

小松 お年寄 りの家庭に戸別に収集 してあげるものです。安否確認 もできます .

相曽弁護士 (組合側)学 校現場ではどうですか。

小松 ふ らふ らする子 どもが居たとき、一緒に作業をした り、荒れた子 どもは壊すので、一

緒に直 した り、いろいろなことをやっています。

相曽弁護士 (組合側)組 合に入つている現業職は。

/1ヽ松  7割 5分 ぐらいです。

相曽弁護士 (組合側)か な り高い組織率ですね。

/Jヽ松  はいc

相曽弁護士 (組合倶1)組合員 と小松 さんの信頼関係は大切ですね。

小 松  は い 。

相曽弁護士 (組合倶1)組合員はねずみ族昆虫等駆除作業の廃止を受け入れましたか。

小松 いいえ。

相曽弁護士 (組合側)平 成 27年 1月 15日 時′点ではねずみ族昆虫等駆除作業の廃止はどうで

したか。

小松 継続協議です。

相曽弁護士 (組合側)道 路等補修はどうで したか。

小松 同じです。

相曽弁護士 (組合側)給 食調理はどうでしたか。

小松 継続です。

相曽弁護士 (組合側)ご み汚泥作業手当はどうでしたかc

小松  6か月支給です。

相曽弁護士 (組合債1)組合員から「話が違 う」 と言われませんで したか。

小松 不信に思 う、と言われたことはあります。

相曽弁護士 (組合債1)特勤廃止後 も交渉を続けるのはなぜですか。

小松 労働条件は市長 と我々が話 し合いで決めるものと思っているからです。それを放棄 し

てはいけない と思つています。

相曽弁護士 (組合側)以 上です。

太田弁護士 (組合側)平 成 27年 1月 15日 より後、特殊勤務手当の交渉の継続の申入れはし

ましたか。

小松 しましたが、交渉は行えませんでした。

盛委員長 以上ですね。では市似1か ら。

石津弁護士 (市側)石 津です。前の方 (横川)が平成 26年 9月 まで良好 と言つていましたが、

あなたも同じ認識ですか。

小松 そ うです。



石津弁護士 (市倶1)裏切 り続けられてきたと言つていましたが。

小松 下げ続けられてきたとい う意味です。

石津弁護士 (市側)白 紙撤回とい う言葉を使っていましたが、何を撤回するとい う意図です

か c

小松 削減 しないで欲 しい とい う意味です。

石津弁護士 (市側)廃 止についても合意がありましたよね。これをどうしたい とい うことで

すか。

小松 それをやめてほしいとい う意味ですЭ

石津弁護士 (市債1)凍結 したい と言つていますね。

小松 激変緩和措置に替わるものをやって欲 しい、とい う意味です。

石津弁護士 (市側)8月 12日 の 「ほぼ合意」をどうしようと言 う意味ですか。 自紙撤回と

はこれをどうするとい うことですか。

小松 引下げはやめて欲 しいとい う意味です。

石津弁護士 (市傾1)廃止をやめて欲 しい、とい うことで しょう。

小松 いいえ。引下げはやめて欲 しいとい うことです。

石津弁護士 (市側)ス ズメバチの駆除作業の廃止はどうして欲 しいとい うこと?

小松 これはいいです。実際に業務が無 くな りますか ら。

石津弁護士 (市側)ご み汚泥作業手当学校技能員は廃止 していいのですかc

小松 やむを得ないです。私 としては。

石津弁護士 (市側)組 合 としては ?

小松 だから、それは先ほど、書記長が言つたとお りですよ。

石津弁護士 (市側)私 見を述べたのですね。

小 松  は い 。

石津弁護士 (市側)な んで廃止でいいと思ったのですか。

小松 個人的に清掃に比べて大変ではない と思ったか らです。

石津弁護士 (市側)私 見を述べる場ですか。

小松 いいえ。

石津弁護士 (市側)あ とで組合役員から言われましたか。私見を述べるな、 とか。

小松 いいえ。

石津弁護士 (市倶1)陳述書では激変緩和措置があることを前提に合意がなされた と言つて

います。ほぼ合意の前提が無 くなった とい うことですか。

小松 これ以上の削減はしないで欲 しいとい うことです c

石津弁護士 (市側)前 提が無 くなったので しょう?

小松 そ うではないです。

石津弁護士 (市側)ど うい うことですか。

小松 これ以上の削減はしないで欲 しいとい うことです。

石津弁護士 (市側)27年 1月 7日 には 「飲めない」 と伝えましたか。

小松 覚えていません。



石津弁護士 (市側)甲 第 5号証は誰が作ったのですか。

小松 私ではありません。

石津弁護士 (市側)あ なたのメモには何 と書いてありましたか。

小松 覚えていません。

石津弁護士 (市側)27年 1月 7日 に合意できない と言つた特勤は。

小松 覚えていません。

石津弁護士 (市側) 「協議未了だが、現行のままで、とりまとめの可能性 もある」とはどう

い う意味ですか。

小松 これだけではわか りません。

石津弁護士 (市側)誰 なら答えられますか。

小松 わか りません。

石津弁護士 (市側)甲 第 5号証の 「4級昇任 とのセ ッ トになるがこれが解決すれば 6月 支

給」は誰の発言ですか。

小松 わか りません。

石津弁護士 (市側)ど うい う意味ですか。

小松 言葉 どお りです。

石津弁護士 (市側)説 明してください。

小松 … (無言 )

石津弁護士 (市側)あ なたの発言ですか。当局の発言ですかc

小松 わか りません。

石津弁護士 (市側)27年 1月 15日 で、多々継続 しなければならない事項 とは。

小松 継続協議になっているものです。

石津弁護士 (市側)ね ずみ族昆虫等駆除作業は。

小松 廃上ではない、と。

石津弁護士 (市側)譲 歩の余地は。

小松 ありましたよっ

石津弁護士 (市側)ど のような ?

小松 それは現場の声を聴いてからですよ。

石津弁護士 (市側)現 場の声は聴いていなかったのですかc

小松 聞いていましたよ。

石津弁護士 (市側)廃 上の余地はその時点であ りましたかc

小松 その時点ではありませんでした。

石津弁護士 (市側)1月 15日 の時点で、給食調理の手当は、現場視察すれば廃止の合意は

しましたか。

小松 しませんで した。

石津弁護士 (市側)激 変緩和措置について、その後、継続 して協議 しま したね。
/1ヽ

松  は い 。

石津弁護士 (市側)平 成 27年 3月 に合意 しま したかc
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小松 合意はしていません。

石津弁護士 (市側)当 局側は交渉を拒否 しましたか。

小松  していません。

石津弁護士 (市側)以 上です。

太田弁護士 (組合側)凍 結や 白紙 とい う言葉はどうして出たのですか。

小松 激変緩和措置がなくなったので、特勤まで下げて欲 しくなかったのです。

太田弁護士 (組合俣1)自紙 と言 うことですが、支給すると言つたものまで自紙にすると言つ

たことはありますか。

小松 ありません。

太 田弁護士 (組合側)結 論を踏まえて、決めて交渉に臨んだことはありますか。

小松 いいえ。

太田弁護士 (組合側)ね ずみ族昆虫等駆除作業について話が出たのはいつですか。

小松 12月 29日 です。

太 田弁護士 (組合側)そ れまでは話をしていなかったのですね。

小 松  は い 。

水谷委員 (労働)9月 以降に良好な関係ではなくなったのはなぜですか。

小松  9月 以降は市長は議会の方を重視 していると思いました。

水谷委員 (労働)ど う思いましたか。

小松 労使間で決めることが筋だと思っているので、残念に思いますよ。

水谷委員 (労働)甲 第 6号証の佐藤部長の発言 (合意ができるまで協議 してもいいが、その

場合、平成 26年度給与改定も前提 として先に送れ との指示だった)、 服部次長の発言 (先

に送つた ら、今年度の引上げは事実上できないこととなる)の発言の意味は。

小松 人質に取 られたと思いました。

石津弁護士 (市俣1)9月 議会以降、議会の動向に注意 しなければならない、と、安易な合意

はいけない、と思いませんで したか。議会に否決 されると思わなかった ?

小松 思っていません。

盛委員長 以上で終了 します。


