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平成25年度第１回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成25年4月5日（金）10時30分～10時45分

２ 開催場所 人事委員会会議室

３ 委員の出欠席

(1)出席：中澤委員長、福士委員、田村委員

(2)欠席：なし

４ 出席した職員

事務局長（幹事）、事務局次長、総務審査課長、任用課長、給与課長 ほか事務局職員

18名

５ 議事

(1)委員長開会発言

(2)幹事、付議案件について発言

(3)付議案件の審議

・協議事項１ 公平審査における審理補助員の指名について

総務審査課から、平成25年４月１日付け事務局職員の人事異動に伴い、不利益処分

についての不服申立てに関する規則第20条第１項の規定に基づき、新たに３名を審理

補助員に指名する旨の説明があり、原案のとおり決定した。
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平成25年度第２回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成25年４月26日（金）15時07分～16時30分

２ 開催場所 人事委員会会議室

３ 委員の出欠席

(1)出席：中澤委員長、福士委員、田村委員

(2)欠席：なし

４ 出席した職員

事務局長（幹事）、事務局次長、総務審査課長、任用課長、給与課長 ほか事務局職員

20名

５ 議事

(1)委員長開会発言

(2)幹事、付議案件について発言

(3)付議案件の審議

・協議事項１ 管理職手当に関する規則別表第２備考第２項の規定に基づく手当額

について

給与課から、平成25年４月１日付けで経済部産業振興局に発令された職員に係る管

理職手当に関し、手当額を定めるよう北海道知事から要請があり、管理職手当に関す

る規則別表第２備考第２項の規定に基づき手当額を定める旨の説明があり、審議の結

果、原案のとおり決定した。

・報告事項１ 平成24年度給与支払監理の実施結果について

給与課から、平成24年度給与支払監理の実施内容及び実施結果について説明があ

った。

・報告事項２ 平成25年職種別民間給与実態調査の概要について

給与課から、平成25年職種別民間給与実態調査の内容等の概要について説明があっ

た。
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・報告事項３ 平成25年度北海道行政職員採用試験（５月Ａ区分）の申込状況につ

いて

任用課から、平成25年度北海道行政職員採用試験（５月Ａ区分）の申込状況につい

て説明があった。

・報告事項４ 平成24年度苦情相談の処理状況について

総務審査課から、平成24年度における職員からの苦情相談の件数、内容、対応回数、

処理状況及び主な事例について説明があった。

・報告事項５ 平成24年度懲戒処分及び解雇予告除外認定申請の状況について

総務審査課から、平成24年度懲戒処分及び解雇予告除外認定申請の状況について説

明があった。
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平成25年度第３回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成25年５月10日（金）16時20分～16時35分

２ 開催場所 人事委員会会議室

３ 委員の出欠席

(1)出席：中澤委員長、福士委員、田村委員

(2)欠席：なし

４ 出席した職員

事務局長（幹事）、事務局次長、総務審査課長、任用課長、給与課長 ほか事務局職員

13名

５ 議事

(1)委員長開会発言

(2)幹事、付議案件について発言

(3)付議案件の審議

・協議事項１－(１) 不利益処分についての不服申立ての取扱いについて

総務審査課から、平成25年４月22日付けで提出された不服申立て事案について内容

を検討した結果、地方公務員法第49条の２及び第49条の３並びに不利益処分についての

不服申立てに関する規則第３条第２項に規定する不服申立ての要件を満たすものと認めら

れる旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり受理することに決定した。

・協議事項１－(２) 不利益処分についての不服申立ての取扱いについて

総務審査課から、平成25年４月24日付けで提出された不服申立て事案について内容

を検討した結果、地方公務員法第49条の２及び第49条の３並びに不利益処分についての

不服申立てに関する規則第３条第２項に規定する不服申立ての要件を満たすものと認めら

れる旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり受理することに決定した。
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平成25年度第４回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成25年５月23日（木）15時24分～15時47分

２ 開催場所 人事委員会会議室

３ 委員の出欠席

(1)出席：中澤委員長、福士委員、田村委員

(2)欠席：なし

４ 出席した職員

事務局長（幹事）、事務局次長、総務審査課長、任用課長、給与課長 ほか事務局職員

12名

５ 議事

(1)委員長開会発言

(2)幹事、付議案件について発言

(3)付議案件の審議

・協議事項１ 北海道人事委員会の所掌事務に係る公文書等の管理に関する規則等の

一部を改正する規則等について

総務審査課から、公文書の作成に関する取扱いを一層明確にするため北海道人事委

員会の所掌事務に係る公文書等の管理に関する規則及び北海道人事委員会事務局文書

管理規程の一部を改正する旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。

・協議事項２ 北海道人事委員会の権限に属する事務の議決及び委任に関する規則等

の一部改正について

総務審査課から、利害関係者以外から受けた贈与等のうち、通常一般の社交の範囲

と考えられるものについて、贈与等報告書の審査の権限を事務局長に委任するため北

海道人事委員会の権限に属する事務の議決及び委任に関する規則の一部を改正する旨

の説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。

また、この改正に伴い北海道人事委員会事務決裁規程の号ずれについて、規定の整備

を行う旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。

・協議事項３ 特地部局の廃止に伴う規則の改正について

給与課から、特地勤務手当等の運用について第５項第２号の規定に基づき、平成24年

10月31日付けで特地部局の一部が廃止された旨、北海道警察本部長から届出がなされた

ので、規則別表の一部を改正する旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。
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平成25年度第５回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成25年６月６日（木）13時36分～14時09分

２ 開催場所 人事委員会会議室

３ 委員の出欠席

(1)出席：中澤委員長、福士委員、田村委員

(2)欠席：なし

４ 出席した職員

事務局次長、総務審査課長、任用課長、給与課長 ほか事務局職員

11名

５ 議事

(1)委員長開会発言

(2)幹事、付議案件について発言

(3)付議案件の審議

・協議事項１ 研修又は表彰による昇給についての一部改正について

給与課から、研修又は表彰による昇給についてに定めている昇給の対象となる研修

について、北海道警察本部長から警部補任用科の研修に係る学校教養計画の見直しに

伴い、管区警察学校警部補任用科の修了者についても昇給実施基準を満たす場合には

研修による昇給ができるよう要請があったことから、研修の内容及び国の状況を踏ま

え要請どおり改正する旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。

・協議事項２ 贈与等報告書の審査について

総務審査課から、北海道職員の公務員倫理に関する条例第13条第２項に基づき、任命

権者から提出のあった贈与等報告書を審査した結果、倫理規則に照らし問題は認められな

い旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。

・報告事項１ 平成24年度北海道人事委員会年報について

総務審査課から、平成24年度北海道人事委員会年報について、説明があった。

・報告事項２ 平成25年度北海道行政職員採用試験（技術系Ａ）の申込状況について

任用課から、平成25年度北海道行政職員採用試験（技術系Ａ）の申込状況について

説明があった。
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平成25年度第６回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成25年６月17日（月）16時58分～17時06分

２ 開催場所 人事委員会会議室

３ 委員の出欠席

(1)出席：中澤委員長、福士委員、田村委員

(2)欠席：なし

４ 出席した職員

事務局長（幹事）、総務審査課長、任用課長、給与課長 ほか事務局職員

12名

５ 議事

(1)委員長開会発言

(2)幹事、付議案件について発言

(3)付議案件の審議

◎ 初めに中澤委員長から本日の協議事項については、既に議会運営委員会及び議会常任

委員会において理事者より報告があった条例等の一部を改正する条例案に係る意見につい

て協議を行うものであることの発言があり、議事を開始した。

・協議事項１ 条例案に係る意見について

(1) 北海道職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案等

(2) 北海道知事等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例案

中第４条

給与課から、平成25年第２回北海道議会定例会に提案される予定の条例案につい

て、条例案の内容及びこれらの条例案に対する当委員会の意見案についての説明が

あり、審議の結果、原案のとおり決定した。



- 8 -

平成25年度第７回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成25年６月26日（水）15時30分～16時01分

２ 開催場所 人事委員会会議室

３ 委員の出欠席

(1)出席：中澤委員長、福士委員、田村委員

(2)欠席：なし

４ 出席した職員

事務局次長（幹事代理）、総務審査課長、任用課長、給与課長 ほか事務局職員

11名

５ 議事

(1)委員長開会発言

(2)幹事、付議案件について発言

(3)付議案件の審議

・協議事項１ 平成21年（不）第２号事案に係る裁決について

平成21年12月９日に不服申立てがあり、平成25年１月８日に結審した、平成21年

(不)第２号事案に係る裁決書（案）について、審議の上、決定した。

・協議事項２ 不利益処分についての不服申立ての取扱いについて

総務審査課から、平成25年６月12日付けで提出された不服申立て事案について内容

を検討した結果、地方公務員法第49条の２及び第49条の３並びに不利益処分についての

不服申立てに関する規則第３条第２項に規定する不服申立ての要件を満たすものと認めら

れる旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり受理することに決定した。

・協議事項３ 平成25年度北海道職員等採用試験実施計画の変更について

任用課から、平成25年度北海道職員等採用試験実施計画において、現在、道職員で

ある者及び札幌市を除く道内公立小中学校事務職員である者が、採用後にその身分

が変更となる試験について受験できるよう、受験資格を見直す旨の説明があり、審

議の結果、原案のとおり決定した。
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平成25年度第８回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成25年７月29日（月）10時34分～11時57分、16時20分～16時40分

２ 開催場所 人事委員会会議室

３ 委員の出欠席

(1)出席：中澤委員長、福士委員、田村委員

(2)欠席：なし

４ 出席した職員

事務局長（幹事）、事務局次長、総務審査課長、任用課長、給与課長 ほか事務局職員

23名

５ 議事

(1)委員長開会発言

(2)幹事、付議案件について発言

(3)付議案件の審議

・協議事項１ 管理職員等の範囲を定める規則別表の人事委員会が定める職について

総務審査課から、兼職であった職が平成25年８月１日付けで専任化されることに伴

い、新たに管理職員等の指定が必要となる旨の説明があり、審議の結果、原案のとお

り決定した。

・協議事項２ 平成25年度北海道行政職員採用試験（一般行政Ａ (第１回)及び教育

行政Ａ（第１回））最終合格者の決定及び採用候補者名簿の確定につ

いて

任用課から、北海道行政職員及び公立小中学校事務職員採用試験最終合格決定基準

に基づき、最終合格者を名簿のとおり決定したい旨の説明があり、審議の結果、原案

のとおり決定した。

また、職員の任用の方法及び手続に関する規則第25条第２項の規定により、採用候

補者名簿を確定する旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。

（委員の主な発言）

○ 合格者の状況について、数値を分析し今後の資料とすること。

・協議事項３ 平成25年度給与支払監理の実施について
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給与課から、給与の支払監理に関する規則第４条の規定に基づき、平成25年度給与支

払監理の実施計画を定める旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。

・報告事項１ 平成25年度第１四半期の懲戒処分及び解雇予告除外認定申請の状況に

ついて

総務審査課から、平成25年度第１四半期の懲戒処分及び解雇予告除外認定申請の状

況について説明があった。

（委員の主な発言）

○ 道の状況について、他都府県と比べるなど数値の分析を行うこと。

・報告事項２ 平成25年度北海道行政職員採用試験（Ｂ区分）の申込状況について

任用課から、平成25年度北海道行政職員採用試験（Ｂ区分）の申込状況について

説明があった。

・報告事項３ 平成25年度北海道職員等採用試験に係る採用予定数の変更について

任用課から、平成25年度北海道職員等採用試験に係る採用予定数の変更について説

明があった。

・報告事項４ 平成25年度身体障がい者を対象とした北海道職員等採用選考試験の実

施について

任用課から、知事部局、教育委員会及び警察本部における、平成25年度身体障がい

者を対象とした北海道職員等採用選考試験の実施についての説明があった。

・報告事項５ 平成25年度北海道警察官採用（再採用）選考試験の実施計画について

任用課から、平成25年度北海道警察官採用（再採用）選考試験実施計画について説

明があった。

・報告事項６ 平成25年職種別民間給与実態調査の結果について

給与課から、平成25年職種別民間給与実態調査の結果について説明があった。



- 11 -

平成25年度第９回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成25年８月２日（金）13時05分～13時18分

２ 開催場所 人事委員会会議室

３ 委員の出欠席

(1)出席：中澤委員長、福士委員、田村委員

(2)欠席：なし

４ 出席した職員

事務局長（幹事）、事務局次長、総務審査課長、任用課長 ほか事務局職員

15名

５ 議事

(1)委員長開会発言

(2)幹事、付議案件について発言

(3)付議案件の審議

・協議事項1 平成25年度北海道行政職員採用試験（警察行政Ａ）最終合格者の決定及

び採用候補者名簿の確定について

任用課から、北海道行政職員及び公立小中学校事務職員採用試験最終合格決定基準

に基づき、最終合格者を名簿のとおり決定したい旨の説明があり、審議の結果、原案

のとおり決定した。

また、職員の任用の方法及び手続に関する規則第25条第２項の規定により、採用候

補者名簿を確定する旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。
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平成25年度第10回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成25年８月16日（金）10時30分～11時48分

２ 開催場所 人事委員会会議室

３ 委員の出欠席

(1)出席：中澤委員長、福士委員、田村委員

(2)欠席：なし

４ 出席した職員

事務局長（幹事）、事務局次長、総務審査課長、任用課長、給与課長 ほか事務局職員

20名

５ 議事

(1)委員長開会発言

(2)幹事、付議案件について発言

(3)付議案件の審議

・協議事項1 勤務条件に関する措置の要求の取扱いについて

総務審査課から、本協議に係る要求事項は勤務条件に関するものと認められること、

かつ、地方公務員法等で定める措置要求に際しての形式的な要件を満たしている旨の

説明があり、審議の結果、本件措置要求を受理し事案の審査を行うことに決定した。

・協議事項２ 平成25年度北海道行政職員採用試験（技術系Ａ）最終合格者の決定

及び採用候補者名簿の確定について

任用課から、北海道行政職員及び公立小中学校事務職員採用試験最終合格決定基準

に基づき、最終合格者を名簿のとおり決定したい旨の説明があり、審議の結果、原案

のとおり決定した。

また、職員の任用の方法及び手続に関する規則第25条第２項の規定により、採用候

補者名簿を確定する旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。

・報告事項１ 平成25年度北海道行政職員等採用試験（一般行政Ａ（第２回）等）

の申込状況について

任用課から、平成25年度北海道行政職員等採用試験（一般行政Ａ（第２回）等）の

申込状況について説明があった。
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・報告事項２ 平成25年人事院勧告・報告の概要について

平成25年人事院勧告・報告（８月８日）の概要について、給与課、総務審査課及び

任用課から、説明があった。
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平成25年度第11回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成25年８月22日（木）13時37分～15時47分

２ 開催場所 人事委員会会議室

３ 委員の出欠席

(1)出席：中澤委員長、福士委員、田村委員

(2)欠席：なし

４ 出席した職員

事務局長（幹事）、事務局次長、総務審査課長、任用課長、給与課長 ほか事務局職員

21名

５ 議事

(1)委員長開会発言

(2)幹事、付議案件について発言

(3)付議案件の審議

・協議事項1 「平成25年職員の給与等に関する報告及び給与改定に関する勧告」に

おける「公務運営に関する報告」について

総務審査課及び任用課から、｢平成25年職員の給与等に関する報告及び給与改定に関

する勧告｣における「公務運営に関する報告」骨子について説明があり、その内容に

ついて審議した。

・報告事項１ 高齢期雇用に関する道内民間企業実態調査の結果について

給与課から、高齢期雇用に関する道内民間企業実態調査の結果について説明があっ

た。

・報告事項２ 平成25年職員の給与等に関する数値報告の概要について

給与課から、平成25年職員の給与等に関する数値報告の概要について説明があった。
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平成25年度第12回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成25年９月10日（火）10時58分～11時48分

２ 開催場所 人事委員会会議室

３ 委員の出欠席

(1)出席：中澤委員長、福士委員、田村委員

(2)欠席：なし

４ 出席した職員

事務局長（幹事）、事務局次長、総務審査課長、任用課長、給与課長 ほか事務局職員

18名

５ 議事

(1)委員長開会発言

(2)幹事、付議案件について発言

(3)付議案件の審議

・協議事項1 贈与等報告書の審査について

総務審査課から、北海道職員の公務員倫理に関する条例第13条第２項に基づき、任

命権者から提出のあった贈与等報告書を審査した結果、倫理規則に照らし問題は認め

られない旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。

・協議事項２ 平成25年給与勧告に向けた検討事項について

給与課から、平成25年給与勧告に向けた検討事項について説明があり、その内容に

ついて審議した。



- 16 -

平成25年度第13回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成25年９月24日（火）９時30分～９時35分

２ 開催場所 人事委員会委員室

３ 委員の出欠席

(1)出席：福士委員、田村委員

(2)欠席：中澤委員長

４ 出席した職員

事務局長（幹事）、事務局次長、総務審査課長 ほか事務局職員

６名

５ 議事

(1)開会発言

(2)幹事、付議案件について発言

(3)付議案件の審議

◎ 初めに福士委員から中澤委員長が事情により出席ができないため、地方公務員法第11

条第２項及び北海道人事委員会議事規則第２条第５項により、田村委員との合議により

委員会を開催する旨の発言の後、委員長職務代理者である福士委員の開会宣言により、

議事を開始した。

・協議事項1 不服申立てに係る審査の委任について

総務審査課から、中澤委員長が事情により９月24日開催の口頭審理に出席できな

くなったことから、地方公務員法第50条第２項に基づき、当該審査に関する事務を

福士委員及び田村委員に委任し実施する旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり決

定した。



- 17 -

平成25年度第14回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成25年９月25日（水）９時00分～11時35分

２ 開催場所 人事委員会会議室

３ 委員の出欠席

(1)出席：中澤委員長、福士委員、田村委員

(2)欠席：なし

４ 出席した職員

事務局長（幹事）、事務局次長、総務審査課長、任用課長、給与課長 ほか事務局職員

18名

５ 議事

(1)委員長開会発言

(2)幹事、付議案件について発言

(3)付議案件の審議

・協議事項1 平成25年職員の給与等に関する報告及び給与改定に関する勧告について

給与課、任用課及び総務審査課から、「平成25年職員の給与等に関する報告及び給与

改定に関する勧告」（案）等について説明があり、その内容について審議した。

・報告事項１ 平成25年度 夜間等の苦情相談業務の実施について

総務審査課から、平成25年度 夜間等の苦情相談業務の実施について、説明があっ

た。
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平成25年度第15回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成25年９月27日（金）10時05分～10時24分

２ 開催場所 人事委員会会議室

３ 委員の出欠席

(1)出席：中澤委員長、福士委員、田村委員

(2)欠席：なし

４ 出席した職員

事務局長（幹事）、事務局次長、総務審査課長、任用課長、給与課長 ほか事務局職員

16名

５ 議事

(1)委員長開会発言

(2)幹事、付議案件について発言

(3)付議案件の審議

・協議事項１ 不利益処分についての不服申立ての取扱いについて

総務審査課から、平成25年９月２日付けで提起された不服申立て事案について内容

を検討した結果、地方公務員法第49条の３に規定する不服申立期間を経過しており要

件を欠くものと認められる旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり却下すること

に決定した。

・協議事項２ 平成25年職員の給与等に関する報告及び給与改定に関する勧告

について

「平成25年職員の給与等に関する報告及び給与改定に関する勧告書」（案）につ

いて、審議の上、決定した。

また、総務審査課及び給与課から「平成25年給与勧告等の概要」（案）及び「給与勧

告のしくみと本年の勧告のポイント」（案）について説明があり、その内容について

審議した。
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平成25年度第16回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成25年９月30日（月）14時16分～14時24分

２ 開催場所 人事委員会会議室

３ 委員の出欠席

(1)出席：中澤委員長、福士委員、田村委員

(2)欠席：なし

４ 出席した職員

事務局長（幹事）、事務局次長、総務審査課長、任用課長、給与課長 ほか事務局職員

14名

５ 議事

(1)委員長開会発言

(2)幹事、付議案件について発言

(3)付議案件の審議

・協議事項１ 平成25年職員の給与等に関する報告及び給与改定に関する勧告

について

「平成25年給与勧告等の概要」（案）及び「給与勧告のしくみと本年の勧告のポイ

ント」（案）について、審議の上、決定した。

また、道議会議長及び知事への勧告日は10月４日とすることに決定した。
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平成25年度第17回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成25年10月25日（金）11時00分～11時20分

２ 開催場所 人事委員会会議室

３ 委員の出欠席

(1)出席：中澤委員長、福士委員、田村委員

(2)欠席：なし

４ 出席した職員

事務局長（幹事）、事務局次長、総務審査課長、任用課長、給与課長 ほか事務局職員

14名

５ 議事

(1)委員長開会発言

(2)幹事、付議案件について発言

(3)付議案件の審議

・協議事項１ 平成22年（不）第３号事案に係る裁決について

平成22年８月24日に不服申立てがあり、平成25年８月５日に結審した、平成22年

(不)第３号事案に係る裁決書（案）について、審議の上、決定した。

・協議事項２ 平成23年（不）第３号事案に係る裁決について

平成23年９月15日に不服申立てがあり、平成25年６月６日に結審した、平成23年

(不)第３号事案に係る裁決書（案）について、審議の上、決定した。

・協議事項３ 勤務条件に関する措置の要求の取扱いについて

総務審査課から、平成22年(措)第１号措置要求事案について、審議の結果、要求事

項は、いずれもこれを却下すると判定した。

・報告事項１ 平成25年度第２四半期の懲戒処分及び解雇予告除外認定申請の状況に

ついて
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総務審査課から、平成25年度第２四半期の懲戒処分及び解雇予告除外認定申請の状

況について説明があった。

・報告事項２ 平成25年度北海道警察官採用（再採用）選考試験の実施結果について

任用課から、平成25年度北海道警察官採用（再採用）選考試験の実施結果について

説明があった。
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平成25年度第18回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成25年11月８日（金）16時30分～17時27分

２ 開催場所 人事委員会会議室

３ 委員の出欠席

(1)出席：中澤委員長、福士委員、大川委員

(2)欠席：なし

４ 出席した職員

事務局長（幹事）、事務局次長、給与課長 ほか事務局職員

17名

５ 議事

(1)委員長開会発言

(2)幹事、付議案件について発言

(3)付議案件の審議

・協議事項１ 公平審査における審理長の選任について

総務審査課から、不利益処分についての不服申立てに関する規則第18条第１項の規

定に基づき、審理員のうちから審理長を指名することとされている旨の説明があり、

中澤委員長より、田村委員の退任に伴う新たな審理長として大川委員を指名する旨の

発言があり、審議の上、決定した。

・協議事項２-(1) 不利益処分についての不服申立ての取扱いについて

総務審査課から、平成25年10月25日付けで提出された不服申立て事案について内容

を検討した結果、地方公務員法第49条の２及び第49条の３並びに不利益処分についての

不服申立てに関する規則第３条第２項に規定する不服申立ての要件を満たすものと認めら

れる旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり受理することに決定した。

・協議事項２-(2) 不利益処分についての不服申立ての取扱いについて

総務審査課から、平成25年10月23日付けで提出された不服申立て事案について内容

を検討した結果、地方公務員法第49条の２及び第49条の３並びに不利益処分についての

不服申立てに関する規則第３条第２項に規定する不服申立ての要件を満たすものと認めら

れる旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり受理することに決定した。
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・協議事項３ 平成25年度北海道行政職員採用試験（一般行政Ａ（第２回）及び教

育行政Ａ(第２回))及び公立小中学校事務職員採用試験(公立小中学

校事務Ａ）最終合格者の決定並びに採用候補者名簿の確定について

任用課から、北海道行政職員及び公立小中学校事務職員採用試験最終合格決定基準

に基づき、最終合格者を名簿のとおり決定したい旨の説明があり、審議の結果、原案

のとおり決定した。

また、職員の任用の方法及び手続に関する規則第25条第２項の規定により、採用候

補者名簿を確定する旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。

・報告事項１ 平成25年 都道府県人事委員会勧告の状況について

給与課から、平成25年における都道府県の人事委員会勧告の状況について、説明が

あった。
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平成25年度第19回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成25年11月26日（火）16時11分～16時22分

２ 開催場所 人事委員会会議室

３ 委員の出欠席

(1)出席：中澤委員長、福士委員、大川委員

(2)欠席：なし

４ 出席した職員

事務局長（幹事）、事務局次長、任用課長、給与課長 ほか事務局職員

19名

５ 議事

(1)委員長開会発言

(2)幹事、付議案件について発言

(3)付議案件の審議

・協議事項１ 平成25年度北海道行政職員採用試験（一般行政Ｂ等）及び公立小中

学校事務職員採用試験（公立小中学校事務Ｂ）最終合格者の決定並

びに採用候補者名簿の確定について

任用課から、北海道行政職員及び公立小中学校事務職員採用試験最終合格決定基準

に基づき、最終合格者を名簿のとおり決定したい旨の説明があり、審議の結果、原案

のとおり決定した。

また、職員の任用の方法及び手続に関する規則第25条第２項の規定により、採用候

補者名簿を確定する旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。

・報告事項１ 平成25年度身体障がい者を対象とした北海道職員等採用選考試験実

施結果について

任用課から、平成25年度身体障がい者を対象とした北海道職員等採用選考試験実施

結果について、説明があった。
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平成25年度第20回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成25年11月29日（金）９時30分～９時49分

２ 開催場所 人事委員会会議室

３ 委員の出欠席

(1)出席：中澤委員長、福士委員、大川委員

(2)欠席：なし

４ 出席した職員

事務局長（幹事）、事務局次長、任用課長、給与課長 ほか事務局職員

15名

５ 議事

(1)委員長開会発言

(2)幹事、付議案件について発言

(3)付議案件の審議

・協議事項１ 条例案に係る意見について

(1) 北海道職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例案

(2) 北海道職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案

給与課から、平成25年第４回北海道議会定例会に提案された条例案について、条例

案の内容及びこれらの条例案に対する当委員会の意見案についての説明があり、審

議の結果、原案のとおり決定した。

・協議事項２ 贈与等報告書の審査について

総務審査課から、北海道職員の公務員倫理に関する条例第13条第２項に基づき、任

命権者から提出のあった贈与等報告書を審査した結果、倫理規則に照らし問題は認め

られない旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。
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平成25年度第21回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成25年12月11日（水）12時58分～13時20分

２ 開催場所 人事委員会会議室

３ 委員の出欠席

(1)出席：中澤委員長、福士委員、大川委員

(2)欠席：なし

４ 出席した職員

事務局長（幹事）、事務局次長、給与課長 ほか事務局職員

13名

５ 議事

(1)委員長開会発言

(2)幹事、付議案件について発言

(3)付議案件の審議

・協議事項１ 不利益処分についての不服申立ての取扱いについて

総務審査課から、平成25年11月13日付け及び平成25年10月30日付けで提起された不

服申立て事案について内容を検討した結果、職員に不利益な法律的効果をもたらすも

のではなく、法に定める処分に該当しないことから、申立ての要件を欠くものと認め

られる旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり却下することに決定した。

・協議事項２ 給与改定に係る人事委員会規則等の一部改正について

給与課から、今年の人事委員会勧告に基づく再任用職員への住居手当及び単身赴任手

当の支給に関する給与条例の改正に伴い、住居手当に関する規則、単身赴任手当に関す

る規則及びこれらに係る運用通知について所要の改正を行う旨の説明があり、審議の結

果、原案のとおり決定した。
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平成25年度第22回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成25年12月16日（月）13時00分～13時05分

２ 開催場所 人事委員会委員室

３ 委員の出欠席

(1)出席：福士委員、大川委員

(2)欠席：中澤委員長

４ 出席した職員

事務局長（幹事）、事務局次長、ほか事務局職員

６名

５ 議事

(1)開会発言

(2)幹事、付議案件について発言

(3)付議案件の審議

◎ 初めに福士委員から中澤委員長が事情により出席ができないため、地方公務員法第11

条第２項及び北海道人事委員会議事規則第２条第５項により、大川委員との合議により

委員会を開催する旨の発言の後、委員長職務代理者である福士委員の開会宣言により、

議事を開始した。

・協議事項1 不服申立てに係る審査の委任について

総務審査課から、中澤委員長が事情により12月16日開催の口頭審理に出席できな

くなったことから、地方公務員法第50条第２項に基づき、当該審査に関する事務を

福士委員及び大川委員に委任し実施する旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり決

定した。
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平成25年度第23回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成25年12月24日（火）10時59分～11時12分

２ 開催場所 人事委員会会議室

３ 委員の出欠席

(1)出席：中澤委員長、福士委員、大川委員

(2)欠席：なし

４ 出席した職員

事務局長（幹事）、事務局次長、任用課長、給与課長 ほか事務局職員

17名

５ 議事

(1)委員長開会発言

(2)幹事、付議案件について発言

(3)付議案件の審議

・協議事項１ 勤務条件に関する措置の要求の取扱について

総務審査課から、平成25年(措)第１号措置要求事案、平成25年(措)第２号措置要求

事案及び平成25年12月３日付けで提出された措置要求事案についての説明があり、審

議の結果、要求事項は、いずれもこれを却下すると判定した。

・協議事項２ 不利益処分についての不服申立ての取扱いについて

総務審査課から、平成25年12月16日付けで提出された不服申立て事案について内容

を検討した結果、地方公務員法第49条の２及び第49条の３並びに不利益処分についての

不服申立てに関する規則第３条第２項に規定する不服申立ての要件を満たすものと認めら

れる旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり受理することに決定した。

・協議事項３ 平成25年度北海道行政職員採用試験（一般行政Ｃ）及び公立小中学

校事務職員採用試験（公立小中学校事務Ｃ）最終合格者の決定並び

に採用候補者名簿の確定について

任用課から、北海道職員及び公立小中学校事務職員採用試験最終合格決定基準に基

づき、最終合格者を名簿のとおり決定したい旨の説明があり、審議の結果、原案のと
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おり決定した。

また、職員の任用の方法及び手続に関する規則第25条第２項の規定により、採用候

補者名簿を確定する旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。
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平成25年度第24回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成26年1月22日（水）14時29分～14時36分

２ 開催場所 人事委員会会議室

３ 委員の出欠席

(1)出席：中澤委員長、福士委員、大川委員

(2)欠席：なし

４ 出席した職員

事務局長（幹事）、事務局次長、任用課長、給与課長 ほか事務局職員

8名

５ 議事

(1)委員長開会発言

(2)幹事、付議案件について発言

(3)付議案件の審議

・協議事項１ 人事委員会事務局職員における事故報告について

総務審査課から、人事委員会事務局職員における事故報告について説明があった。
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平成25年度第25回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成26年1月22日（水）14時37分～16時04分

２ 開催場所 人事委員会会議室

３ 委員の出欠席

(1)出席：中澤委員長、福士委員、大川委員

(2)欠席：なし

４ 出席した職員

事務局長（幹事）、事務局次長、任用課長、給与課長 ほか事務局職員

16名

５ 議事

(1)委員長開会発言

(2)幹事、付議案件について発言

(3)付議案件の審議

・協議事項１ 学校職員に係る週休日の振替等の取扱いについて

総務審査課から、教育長より北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則第22

条に基づき、土曜日等の授業に取り組みやすい勤務環境の整備を図るため学校職員に

係る週休日の振替又は４時間の勤務時間の割り振り変更に関し、週休日の振替期間の

拡大について申請があった旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。

・協議事項２ 特地勤務手当等に関する規則の一部改正について

給与課から、北海道警察本部長より特地勤務手当等の運用について第５項第２号の

規定に基づき、特地部局の移転及び部局名の変更についての届出があったことから

特地勤務手当等に関する規則の一部改正を行う旨の説明があり、審議の結果、原案

のとおり決定した。

・協議事項３ 職員の懲戒処分等に係る事務手続要領等の整備について

総務審査課から、事務局職員の懲戒処分等に係る事務手続要領（仮称）の整備及び

職員賞罰及び賠償審査委員会（仮称）に係る設置規程の整備を行っていく旨の説明

があり、審議の結果、原案のとおり決定した。

また、平成25年12月４日に発覚した職員の事故については、知事部局の規則等を

準用し調査審議委員会（仮称）を設置等し対応していく旨の説明があり、審議の結

果、原案のとおり決定した。
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・報告事項１ 平成25年度第３四半期の懲戒処分及び解雇予告除外認定申請の状況

について

総務審査課から、平成25年度第３四半期の懲戒処分及び解雇予告除外認定申請の状

況について説明があった。
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平成25年度第26回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成26年２月24日（月）15時59分～17時03分

２ 開催場所 人事委員会会議室

３ 委員の出欠席

(1)出席：中澤委員長、福士委員、大川委員

(2)欠席：なし

４ 出席した職員

事務局長（幹事）、事務局次長、総務審査課長、任用課長、給与課長 ほか事務局職員

20名

５ 議事

(1)委員長開会発言

(2)幹事、付議案件について発言

(3)付議案件の審議

・協議事項１ 条例案に係る意見について

(1) 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例案に係る意見について

(2) 北海道職員等の修学部分休業に関する条例及び北海道職員等の

高齢者部分休業に関する条例の一部を改正する条例案に係る意

見について

(3) 条例案北海道職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

案に係る意見について

(4) 北海道知事等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例中

第５条に係る意見について

(5) 北海道職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

案に係る意見について

総務審査課及び給与課から、平成26年第１回北海道議会定例会に提案された条例案

について、条例案の内容及びこれらの条例案に対する当委員会の意見案についての

説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。

・協議事項２ 平成26年度北海道職員等採用試験実施計画(案)について

任用課から、平成26年度北海道職員等採用試験実施計画（案）について前回計画と

の相違点等を説明の上、当実施計画（案）のとおり決定したい旨の説明があり、審議
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の結果、原案のとおり決定した。

・協議事項３ 職員の任用の方法及び手続に関する規則の一部を改正する規則

について

任用課から、技術系職種においても、高度化する行政課題に柔軟に対応するとともに、

昨今の厳しい採用環境などを鑑み、新たに技術系Ｃ区分試験を実施できるように職員の任

用の方法及び手続に関する規則の一部を改正する旨の説明があり、審議の結果、原

案のとおり決定した。

（委員の主な発言）

○ 今年実施した試験を検証し、今後の資料とすること。

・協議事項４ 職員の任用の方法及び手続に関する規則第37条第２号に規定す

る教育等について

任用課から、技術系試験区分での受験者数の減少が顕著であり、一部の試験区分で採

用予定者を確保することが困難な状況が予想されることから、現行、原則１年としている採

用候補者名簿登載期間を最大３年に延長する取扱いを定める旨の説明があり、審議の

結果、原案のとおり決定した。

・協議事項５ 贈与等報告書の審査について

総務審査課から、北海道職員の公務員倫理に関する条例第13条第２項に基づき、任命

権者から提出のあった贈与等報告書を審査した結果、倫理規則に照らし問題は認められな

い旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。

・報告事項１ 平成25年度給与支払監理の実施結果について

給与課から、平成25年度給与支払監理の実施結果について説明があった。
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平成25年度第27回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成26年３月14日（金）15時30分～16時48分

２ 開催場所 人事委員会会議室

３ 委員の出欠席

(1)出席：中澤委員長、福士委員、大川委員

(2)欠席：なし

４ 出席した職員

事務局長（幹事）、事務局次長、総務審査課長、任用課長、給与課長 ほか事務局職員

９名

５ 議事

(1)委員長開会発言

(2)幹事、付議案件について発言

(3)付議案件の審議

・協議事項１ 人事委員会事務局職員の懲戒処分等について

総務審査課から、人事委員会事務局職員の懲戒処分等について説明があり、引き続

き検討することにした。
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平成25年度第28回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成26年３月19日（水）12時29分～13時48分

２ 開催場所 人事委員会会議室

３ 委員の出欠席

(1)出席：中澤委員長、福士委員、大川委員

(2)欠席：なし

４ 出席した職員

事務局長（幹事）、事務局次長、総務審査課長、任用課長、給与課長 ほか事務局職員

20名

５ 議事

(1)委員長開会発言

(2)幹事、付議案件について発言

(3)付議案件の審議

・協議事項１ 勤務条件に関する措置の要求の取扱について

総務審査課から、本協議に係る要求事項は勤務条件に関するものと認められること、

かつ、地方公務員法等で定める措置要求に際しての形式的な要件を満たしている旨の

説明があり、審議の結果、本件措置要求を受理し事案の審査を行うことに決定した。

・協議事項２ 公益的法人等への北海道職員等の派遣等に関する規則の一部改正につ

いて

任用課から、知事から新たに派遣する団体及び派遣を廃止する団体に関する規則改

正の申出があったため、公益的法人等への北海道職員等の派遣等に関する規則の別表

に新たに派遣する団体を追加及び削除する旨の説明があり、審議の結果、原案のとお

り決定した。

・協議事項３ 北海道行政職員及び公立小中学校事務職員採用試験最終合格決定基

準の一部改正について

任用課から、技術系Ｃ区分試験の導入に伴い、北海道職員及び公立小中学校事務職

員採用試験最終合格決定基準について所要の改正を行う旨の説明があり、審議の結果、

原案のとおり決定した。
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・協議事項４ 北海道人事委員会が保有する個人情報と開示請求の取扱いについて

等の一部改正について

任用課から、技術系Ｃ区分試験の導入に伴い、当該試験に係る開示情報を追加する

ため、北海道人事委員会が保有する個人情報と開示請求の取扱いについて及び口頭に

よる開示請求の開示要綱の改正を行う旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり決

定した。

・協議事項５ 初任給調整手当に関する規則の一部改正について

給与課から、獣医師に対する初任給調整手当の支給限度額の改正に伴い、採用の日

以降の期間の区分毎の支給額の改正を行う旨の説明があり、審議の結果、原案のとお

り決定した。

・協議事項６ 特地部局の廃止に伴う規則改正について

給与課から、特地勤務手当等の運用について第５項第２号の規定に基づき、平成26年

３月31日付けで特地部局の一部が廃止された旨、北海道教育委員会委員長及び北海道警

察本部長から届出がなされたので、規則別表の一部を改正する旨の説明があり、審議の結

果、原案のとおり決定した。

・協議事項７ 給与支払監理の今後の実施方法等について

給与課から、平成23年度から３年間試行的に給与の支払監理を実施した結果を踏ま

え、平成26年度以降の給与支払監理の実施方法等について説明があり、審議の結果、

原案のとおり決定した。

なお、平成26年度の給与の支払監理のテーマを含む実施計画については、別途委員

会に附議し決定する予定とした。

・協議事項８ 組織機構改正等に伴う人事委員会規則等の一部改正について

給与課から、平成26年４月１日付けで組織機構の改正による職の新設及び廃止等に

伴い、関連する人事委員会規則等の改正、級別職務分類区分の改正及び特例等につい

て任命権者から要請等があり、新たに設置される職及び職責の変化に対応した既存の
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職の再評価等について、職務の困難性等を総合的に勘案した結果、改正することは適

当である旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。

・協議事項９ 表彰による昇給の取扱いの改正について

給与課から、職員表彰を積極的に行うことにより職員の士気の向上や職場の活性化

を図るため、職員表彰規程等の改正に伴い表彰による昇給の取扱いの改正について、

北海道知事等から申請があったもので、申請のとおり承認することは適当である旨の

説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。

・報告事項１ 平成26年度北海道職員等採用試験に係る採用予定数について

任用課から、平成26年度北海道職員等採用試験に係る採用予定数について、説明

があった。



- 39 -

平成25年度第29回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成26年３月25日（火）13時35分～14時43分

２ 開催場所 人事委員会会議室

３ 委員の出欠席

(1)出席：中澤委員長、福士委員、大川委員

(2)欠席：なし

４ 出席した職員

事務局長（幹事）、事務局次長、総務審査課長、任用課長、給与課長 ほか事務局職員

18名

５ 議事

(1)委員長開会発言

(2)幹事、付議案件について発言

(3)付議案件の審議

・協議事項１ 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則等の一部改正につ

いて

総務審査課から、平成26年４月１日に学校職員の休憩時間を１時間から45分に短縮

を行うための条例改正が施行されることから、北海道学校職員の勤務時間、休暇等に

関する規則及び北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則の運用についての関

連箇所について、規程の整備を行うとともに、障害者総合支援法の第５条第10項が削

除されたことにより、北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則の運用につい

て及び北海道職員の勤務時間、休暇等に関する規則の運用についてで引用する同法律

の条項が繰り上がるため、規定の整備を行う旨の説明があり、審議の結果、原案のと

おり決定した。

・協議事項２ 管理職員等の範囲を定める規則の一部改正について

総務審査課から、平成26年４月１日付けの機構改正により、組織の改廃が行われる

予定であることから、地方公務員法第52条第４項に基づく管理職員等の範囲を定める

規則の一部改正を行う旨、説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。

・協議事項３ 北海道人事委員会事務局職員賞罰及び賠償審査委員会規程の制定に

ついて
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総務審査課から、人事委員会における事務局職員の分限処分及び懲戒処分等をより適

切に行うため北海道人事委員会事務局職員賞罰及び賠償審査委員会規程等を制定する

旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。

・協議事項４ 人事委員会事務局の主査以上の職にある者の任免について

総務審査課から、平成26年３月31日付け及び平成26年４月１日付け人事異動に係る

異動内容について説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。

・協議事項５ 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正について

給与課から、各任命権者の給与条例の一部改正において、55歳超職員の昇給抑制措

置に係る改正があり、55歳超職員の昇給は、勤務成績が特に良好の場合に限り行い、

昇給号俸数は人事委員会規則で定める基準に従い決定する旨の説明があった。

また、平成27年１月１日昇給から凍結していた査定昇給制度の措置を廃止されたい

旨の要請や、査定昇給制度の運用に係る勤務成績の判定期間等の改正があり、一般職

員の分布率について、国に準じて定める等の説明があった。

最後に、平成26年度から新たに技術系Ｃ区分試験が実施されることにより、初任給

等規則第２条の「大学卒程度」の定義について、任用規則上の試験区分に着目した規

定から、受験に必要な年齢又は経験に着目した規定に改正する旨の説明があった。

このことから、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則等について所要の改正を

する旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。

・協議事項６ 級別職務分類区分表についての一部改正等について

給与課から、北海道知事から平成26年４月１日付けの組織機構の改正による職の新

設等に伴い、関連する人事委員会規則等の改正、級別職務分類区分の改正及び特例に

ついての要請、申請及び協議があり、新たに設置される職の格付け等について、職務

の困難性及び職責等を総合的に勘案した結果、改正することは適当である旨の説明が

あり、審議の結果、原案のとおり決定した。

・報告事項１ 「労働基準法・労働安全衛生法関係事務の手引」について

総務審査課から、「労働基準法・労働安全衛生法関係事務の手引」について説明が

あった。
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・報告事項２ 平成26年の給与勧告に向けた検討課題について

給与課から、平成26年の給与勧告に向けた検討課題について説明があった。
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平成25年度第30回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成26年３月28日（金）16時04分～16時16分

２ 開催場所 人事委員会会議室

３ 委員の出欠席

(1)出席：中澤委員長、福士委員、大川委員

(2)欠席：なし

４ 出席した職員

事務局長（幹事）、事務局次長、総務審査課長、任用課長、給与課長 ほか事務局職員

１６名

５ 議事

(1)委員長開会発言

(2)幹事、付議案件について発言

(3)付議案件の審議

・協議事項１ 職員の任用に関する権限の一部を任命権者に委任する規則の一部

改正について

任用課から、北海道知事から、Ｃ区分試験の年齢制限の廃止などを踏まえ、平成26

年度から全ての職種において、一定の要件を具備する者を主任相当職で採用すること

ができるよう、規則改正について要請があったため、職員の任用に関する権限の一部

を任命権者に委任する規則別表に主任相当職を追加する旨の説明があり、審議の結果、

原案のとおり決定した。

・協議事項２ 主任等の級別格付基準等についての一部改正等について

給与課から、北海道知事から、採用試験制度等の見直しに伴い、全ての職種におい

て、経験を有する者が採用時に主任等の職に任用される場合にあっては、民間等での

同種の職務に従事した経験を評価できるよう、主任等の級別格付基準等についての一

部を改正等を行う旨協議等があったもので、協議等のとおり改正することは適当であ

る旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。



- 43 -

平成25年度第31回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成26年３月28日（金）16時17分～16時29分

２ 開催場所 人事委員会会議室

３ 委員の出欠席

(1)出席：中澤委員長、福士委員、大川委員

(2)欠席：なし

４ 出席した職員

事務局長（幹事）、事務局次長、総務審査課長、任用課長、給与課長 ほか事務局職員

８名

５ 議事

(1)委員長開会発言

(2)幹事、付議案件について発言

(3)付議案件の審議

・協議事項１ 人事委員会事務局職員の懲戒処分等について

総務審査課から、平成25年12月４日に発覚した職員の非違行為について、人事委員

会事務局職員の懲戒処分に係る調査審議委員会からの処分案の報告について説明があ

り、審議の上、処分を決定した。


