
平成26年度第１回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成26年4月2日（水）13時30分～13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、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

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 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26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４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。



平成26年度第２回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成26年4月21日（月）13時30分～14時50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

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-(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26年２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。

・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26年３月24日付けで提出された不服申立て事案については、

地方公務員法第49条の３に規定する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 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26年４月１日付けで留萌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。



・協議事項３ 平成26年度給与支払監理の実施等について

給与課から、給与の支払監理に関する規則の改正及び平成26年度における給与の支

払監理の実施計画について説明があり、原案のとおり決定した。

・協議事項４ 旅費条例の運用方針についての一部改正について

給与課から、外国旅行に係る旅行雑費について、国内２空港で徴収される旅客保安

サービス料を新たに支給対象と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５ 地域手当に関する規則第２条第２項の規定に基づく部局の指定について

給与課から、平成26年４月１日付けで関東管区警察局へ派遣となった職員に対し地

域手当を支給できるよう北海道警察本部から要請があり、関東管区警察局を地域手当

に関する規則第２条第２項の規定に基づく部局として指定する旨の説明があり、審議

の結果、原案どおり決定した。

・報告事項１ 平成25年度苦情相談の処理状況について

総務審査課から、平成25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２ 平成25年度第４四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４四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３ 平成26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26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。



・報告事項４ 平成26年度北海道行政職員採用試験（一般行政A（第１回）等）の申込

状況について

任用課から、平成26年度北海道行政職員採用試験（一般行政A（第１回）等）の申

込状況について説明があった。



平成26年度第３回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成26年５月９日（金）14時00分～14時08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

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 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26年４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。

・報告事項１ 不利益処分についての不服申立ての取下げについて

総務審査課から、平成25年(不)第５号事案について、不服申立人から取下げの申出

があった旨の説明があった。



平成26年度第４回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成26年５月23日（金）13時25分～14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）、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 平成22年（不）第１号事案に係る裁決について

平成22年１月20日に不服申立てがあり、平成25年12月10日に結審した、平成22年

(不)第１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 給与における成績主義の推進について（運用指針）の一部改正につ

いて

給与課から、平成27年１月１日からの査定昇給制度の実質的な運用開始に向け、

給与における成績主義の推進について（運用指針）の規定に関し、全職員を対象と

する整備及び表彰による昇給制度に係る規定の削除等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３ 船員等の旅費の支給に関する規則の一部改正について

給与課から、消費税増税に伴う国の船員食卓料の改正に鑑み、船員等の旅費の支

給に関する規則の一部を改正し、船員食卓料の額を増額改定するとともに、併せて

事務局長への委任事項としていた第２区、第３区及び第４区に係る船員食卓料の決

定事務に関し、今回から委員会の議決事項とし、事務委任規則を整備する旨の説明

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26年度北海道行政職員採用試験（技術系Ａ区分）の申込状況に

ついて

任用課から、平成26年度北海道行政職員採用試験（技術系Ａ区分）の申込状況につ

いて説明があった。



平成26年度第５回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成26年６月９日（月）13時30分～13時42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

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－(1) 平成24年（措）第２号措置要求事案に係る判定について

・協議事項１－(2) 平成24年（措）第３号措置要求事案に係る判定について

総務審査課から、平成24年(措)第２号措置要求事案及び平成24年(措)第３号措置要

求事案についての説明があり、審議の結果、要求事項は、いずれもこれを棄却すると

判定した。

・報告事項１ 平成 25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25年度北海道人事委員会年報について、説明があった。



平成26年度第６回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成26年６月16日（月）13時30分～13時53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

(2)欠席：大川委員

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

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

◎ 初めに中澤委員長から、本日、大川委員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項の規定に基づき、福士

委員との2名の合議により委員会を開催するものであり、また、協議事項も、既に議会

運営委員会及び議会常任委員会における理事者からの報告で、提案することが明らかとなっ

た条例案に係る意見について協議を行うものであることから、会議を開催するための十分な理

由に該当すると認められることについて確認する旨の発言があり、議事を開始した。

・協議事項１ 北海道職員等の配偶者同行休業に関する条例案（附則第2項、第4項、

第5項及び第7項ないし第10項の規定を除く）に係る意見について

総務審査課から、翌日から開会となる平成26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。



平成26年度第７回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成26年６月27日（金）13時30分～14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、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

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23年度（不）第３号事案裁決に係る再審請求について

総務審査課から、平成23年（不）第３号事案裁決に係る再審請求について、再審請

求者が再審請求の理由として主張する事項は、いずれも再審事由に該当するものとは

認められない旨の説明があり、審議の結果、本件再審請求を却下することに決定した。

・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26年６月４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26年６月11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 北海道職員等の配偶者同行休業に関する規則等の制定等について

北海道職員等の配偶者同行休業に関する条例が平成 26 年度第２回北海道議会定例

会に提案され、最終日である７月４日に可決・成立する予定であることから、総務審

査課から、関連する配偶者同行休業に関する人事委員会規則及び運用通知の制定につ

いて、また、給与課から給与の支給に関する規則等の関連規則及び運用通知の一部改

正についてそれぞれ説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。

・協議事項４ へき地学校及びその級別の指定等の一部改正について

給与課から、JR江差線（木古内～江差間）の廃止に伴い、へき地手当に関する規則

第８条第１項ただし書及び第９条の規定に基づき、北海道教育委員会から関係する学

校等の級地変更について申請があったことから、規則に基づき再算定を行い、へき地

学校及びその級別の指定等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。



平成26年度第８回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成26年７月28日（月）13時30分～14時25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いについて

総務審査課から、平成26年（措）第２号及び平成26年（措）第３号について説明が

あり、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の追加及び派遣を廃止する団体の削除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３ 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、北海道教育委員会委員長等から協議及び申請があった、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、平成25年度第30回北海道人事委員会で承

認及び了承済みの知事部局と同様に、民間企業等の経験年数を道職員の職歴と同等に

評価し、職務の級の格付けに反映するよう改正等を行うもので、妥当である旨の説明



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年度北海道行政職員等採用試験（Ｂ区分）の申込状況について

任用課から、平成26年度北海道行政職員等採用試験（Ｂ区分）の申込状況について

説明があった。

・報告事項２ 平成26年度北海道行政職員等採用試験（Ｃ区分）の申込状況について

任用課から、平成26年度北海道行政職員等採用試験（Ｃ区分）の申込状況について

説明があった。

・報告事項３ 平成26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、平成26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４ 平成26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26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。



平成26年度第９回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成26年８月11日（月）15時12分～16時13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 平成 26 年度北海道行政職員採用試験最終合格者（一般行政Ａ（第１回）

等）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26年人事院勧告・報告の概要（ポイント）について

平成26年人事院勧告・報告（８月７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。



平成26年度第10回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成26年８月22日（火）13時00分～13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、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

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

・報告事項１ 平成26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26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。

・報告事項２ 平成 26 年道職員給与の実態及び民間給与の状況について

給与課から、平成 26 年道職員給与の実態及び民間給与の状況について説明があ

った。

・報告事項３ 特地勤務手当に準ずる手当の取扱い等について

給与課から、監査委員から定期監査の結果を踏まえ、特地勤務手当に準ずる手当の

取扱いについて検討要請があったこと及び今後の対応等について説明があった。



平成26年度第11回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成26年８月26日（火）12時00分～12時15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）、総務審査課長、任用課長、給与課長 ほか事務局職員５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 公益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、公益法人等への北海道職員等の派遣等に関する条例に基づき職員等を

派遣する団体について、知事から申請のあった新規の団体（２団体）は、いずれも法

律や条例に定める要件を満たす団体であることから、派遣先団体として認め、公益法

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 平成26年度北海道行政職員採用試験最終合格者（技術系Ａ）の

決定及び採用候補者名簿の確定についてについて

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。



平成26年度第12回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成26年９月10日（水）13時00分～13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、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

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 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、条例及び規則に照らし、いず

れも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26年給与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26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。

・協議事項３ 平成26年給与勧告に向けた検討事項について

給与課から、平成26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。



平成26年度第13回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成26年９月26日（金）16時00分～16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、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

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 26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26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。



平成26年度第14回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成26年９月29日（月）13時28分～13時53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 平成26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26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等のポ

イント〔平成26年版〕」（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３日とすることに決定した。

・協議事項２ 級別職務分類区分の特例協議について

給与課から、北海道知事から協議があった級別職務分類区分の特例的扱いについ

て、当該職員の人事配置の事情等を考慮し、協議のとおり了承することが適当であ

る旨、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－(1) 平成24年（不）第１号事案に係る裁決について

平成24年７月12日に不服申立てがあり、平成26年７月25日に結審した、平成24年

(不)第１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－(2) 平成25年（不）第１号事案に係る裁決について

平成25年４月22日に不服申立てがあり、平成26年７月10日に結審した、平成25年

(不)第１号事案に係る裁決書（案）について、審議の上、決定した。



平成26年度第1５回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成26年10月20日（月）13時50分～14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、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 平成 24年（不）第２号事案に係る裁決について

平成24年７月15日に不服申立てがあり、平成26年７月22日に結審した、平成24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 勤務実績に基づく昇給制度の運用に係る取扱いについて

給与課から、北海道知事その他の任命権者から初任給、昇格、昇級の基準に関す

る規則第35条第４項ただし書きの規定に基づく協議があり、２年間の暫定的な措置

として協議のとおり了承することが適当であること、及び当該了承に基づく上位区

分の号俸数の合計の上限についても併せて通知する旨説明があり、審議の結果、原

案のとおり決定した。

・協議事項３ 主任等の級別格付基準等についての一部改正等に伴う在職者調整ついて

給与課から、先般行った採用試験制度の見直しによる主任等の級別格付基準等の一

部改正等に伴う在職者調整の対象範囲及び実施方法について、北海道知事及び北海道

教育委員会委員長から協議があり、職員間の均衡を図る観点から、協議のとおり了承

することが適当である旨、説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。



平成26年度第16回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成26年11月14日（金）14時30分～14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：大川委員、大西委員

(2)欠席：中澤委員長

４ 出席した職員

事務局長（幹事）、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

◎ はじめに、大川委員から、中澤委員長が事情により出席できないため、本日の口頭審

理開催に必要な範囲で、地方公務員法第10条第３項に基づく委員長の職務代理者の指名

を口頭で受け、これを受諾した旨の発言があった。

そして、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、大西委員との合議により委員会を開催する旨の発言の後、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本日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大川委員

及び大西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。



平成26年度第1７回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成26年11月26日（水）13時28分～14時10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、大川委員、大西委員

(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 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

(2)北海道学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案

(3)市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例案

(4)北海道地方警察職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案

(5)北海道学校職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

案

(6)北海道地方警察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

給与課から、平成26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 Ａ区分（公立小中学校等）採用試験合格者決定について

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。



・協議事項３ 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11月１日付けの機構改正により、総合政策部政策局に人

口減少問題対策室が設置されたことから、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。

・報告事項１ 平成26年全国の給与勧告等の状況について

給与課から、平成26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。

・その他１ 委員長職務代理者の指定について

総務審査課から、地方公務員法第 10 条第 3 の規定による委員長の職務代理につい

て説明があり、続いて、中澤委員長から大川委員を委員長職務代理者に指定する旨の

発言があり、大川委員から承諾する旨の発言があった。



平成26年度第1８回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成26年12月５日（金）13時58分～14時14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、大川委員、大西委員

(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

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 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 26 年（措）第４号について説明があり、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 26 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。



平成26年度第1９回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成26年12月15日（月）16時15分～16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、大川委員、大西委員

(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 平成26年度北海道行政職員採用試験最終合格者（一般行政Ａ（第２回）

等）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。

・協議事項２ 給与改定等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のうち、今年度分の遡及改定部分に関し、給与改定

関連の条例案が12月19日に議決予定であることに伴い、関連規則及び運用通知について

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。

・協議事項３ 北海道地方警察職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部改正等

について

給与課から、北海道地方警察職員の特殊勤務手当のうち、今回、議決予定の遠隔地

水上警戒業務手当に関し、北海道警察本部長からの要請及び申請を踏まえ、その支給

対象業務等を定める規則改正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。



平成26年度第20回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成26年12月25日（木）13時00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、大川委員、大西委員

(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

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 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、条例及び規則に照らし、いず

れも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 26 年度北海道行政職員採用試験（一般行政Ｃ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Ｃ区分）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 26 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 26 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。



平成26年度第21回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成27年1月19日（月）15時00分～15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：大川委員、大西委員

(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

７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

◎ はじめに、大川委員から、中澤委員長が事情により出席できないため、本日の口頭審

理開催に必要な範囲で、地方公務員法第10条第３項に基づく委員長の職務代理者の指名

を口頭で受け、これを受諾した旨の発言があった。

そして、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、大西委員との合議により委員会を開催する旨の発言の後、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本日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大川委員

及び大西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。



平成26年度第２２回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成27年2月3日（火）11時15分～11時32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、大川委員、大西委員

(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

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 平成22年（不）第５号事案に係る裁決について

平成 22年 11 月 17日に不服申立てがあり、平成 26 年８月 11 日に結審した、平成 22

年(不)第５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 職員団体の登録について

総務審査課から、平成 27 年１月７日に申請があった職員団体の登録について説明

があり、審議の結果、原案のとおり決定した。



平成26年度第２３回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成27年2月20日（金）16時23分～17時00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、大川委員、大西委員

(2)欠席：なし

４ 出席した職員

事務局長、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 平成22年（不）第１号事案裁決に係る再審請求について

総務審査課から、平成 22 年（不）第１号事案裁決に係る再審請求について、再審

請求者が再審請求の理由として主張する事項は、いずれも再審事由に該当するものと

は認められない旨の説明があり、審議の結果、本件再審請求を却下することに決定し

た。

・協議事項２ 条例案に係る意見について

給与課から、平成 27 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３ 特地勤務手当等に関する規則等の一部改正について

給与課から、監査委員から検討要請のあった特地勤務手当に準ずる手当とへき地手

当に準ずる手当の支給期間の取扱いについて、北海道知事及び北海道教育委員会との

協議結果等を踏まえ、両者の支給の取扱いを統一することとし、関係規則等の改正を

行う旨の説明があったほか、北海道警察本部長より、特地部局の移転についての届出

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。

なお、監査委員に対しては、事務局から対応結果等の報告を別途行うことについて



説明があり、了承した。



平成26年度第２４回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成27年2月27日（金）11時00分～11時25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、大川委員、大西委員

(2)欠席：なし

４ 出席した職員

事務局長、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 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、条例及び規則に照らし、い

ずれも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27年度北海道行政職員等採用試験実施計画（案）について

任用課から、平成27年度北海道行政職員等採用試験実施計画（案）について、試験

区分、日程等の説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。

また、平成27年度北海道行政職員等採用試験採用予定数について報告があった

・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改正について

任用課から、教育行政において、即戦力となる人材の確保、組織における年齢構成の不

均衡を是正するため、新たに教育行政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。



平成26年度第２５回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成27年3月20日（金）10時00分～11時32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、大川委員、大西委員

(2)欠席：なし

４ 出席した職員

事務局長、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－(1) 給与制度の総合的見直し等に係る人事委員会規則等の一部改正

等について

給与課から、給与制度の総合的見直し等に係る改正条例案が可決されたことに伴い、

関連規則及び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。

・協議事項１－(2) 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27年４月１日付けの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、級別職務分類区分及び級別格付基準の

改正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、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

部局の名称の変更及び特地部局の一部が廃止された旨、北海道知事及び北海道警察

本部長より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 北海道職員の勤務時間、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、子の看護休暇の対象範囲及び日数並びに不妊治療に係る病気休

暇の見直しに伴い、北海道職員の勤務時間、休暇等に関する規則、北海道学校職員

の勤務時間、休暇等に関する規則等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。

・協議事項４ 教育長の営利企業等の従事制限に関する規則の制定について

総務審査課から、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、教育長

の営利企業等の従事制限に関する規則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５ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係規

則の整理に関する規則について

総務審査課から、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、当該法

律を引用している規則において引用条文に変更が生じたことから、関係する規則につ

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。

・協議事項６ 北海道職員倫理規則の一部改正案に対する意見について

総務審査課から、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、北海道

職員倫理規則の一部を改正する案について、当該規則改正案の内容及び改正案に対す

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７ 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 27 年４月１日付けの機構改正により、北海道博物館の新設

等の組織改正が行われることから、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８ 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

の一部改正について

総務審査課から、公文書の保存制度を見直し、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９ 公益法人等への北海道職員等の派遣等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、公益法人等への北海道職員等の派遣等に関する条例に基づき職員等を

派遣する団体について、知事及び道警本部長から申請のあった新規の団体（４団体）

は、いずれも法律や条例に定める要件を満たす団体であることから、派遣先団体とし

て認め、公益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追加する旨の説

明があった。また、派遣先団体の名称を変更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 26年度給与支払監理の実施結果について

給与課から、平成26年度給与支払監理の実施結果について説明があった。



平成26年度第２６回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 平成27年3月26日（木）15時45分～16時00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、大川委員、大西委員

(2)欠席：なし

４ 出席した職員

事務局長、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 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27年４月１日付け人事発令に係る説明があり、審議の結果、

原案のとおり決定した。

・協議事項２－(1) 平成２５年（不）第２号事案に係る裁決について

平成25年４月24日に不服申立てがあり、平成26年12月５日に結審した、平成２５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－(2) 平成２５年（不）第４号事案に係る裁決について

平成25年10月25日に不服申立てがあり、平成27年２月３日に結審した、平成２５

年（不）第４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－(3) 平成２６年（不）第２号事案に係る裁決について

平成26年４月25日に不服申立てがあり、平成27年１月19日に結審した、平成２６

年（不）第２号に係る裁決書（案）について、審議の上、決定した。



・協議事項２－(4) 平成２６年（措）第１号措置要求事案に係る判定について

総務審査課から、平成 26 年(措)第１号措置要求事案についての説明があり、審議

の結果、これを棄却すると判定した。


