
令和２年度第１回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 令和２年４月９日（木）13時30分～13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：鍬田委員長、大西委員、木下委員

(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、資料に基づき説明

令和２年４月１日付け事務局職員の異動に伴い、不利益処分についての審査請求に関す

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、

審議の結果、原案のとおり決定した。

・報告事項１ 令和２年度（2020年度）北海道行政職員等採用試験（Ｃ区分（経験不問枠））

の申込状況について

任用課から、令和２年度（2020年度）北海道行政職員等採用試験（Ｃ区分（経験不問枠））

の申込状況及び採用試験における新型コロナウイルス感染症への対応状況について、それぞ

れ説明があった。



令和２年度第２回北海道人事委員会会議概要

１ 開催日時 令和２年４月24日（金）13時30分～14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：鍬田委員長、大西委員、木下委員

(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７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、資料に基づき説明

令和２年４月28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 令和元年（不）第４号事案に係る裁決について

総務審査課から、資料に基づき説明

令和元年７月10日に審査請求があり、令和２年２月19日に結審した、令和元年（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、資料に基づき説明

令和２年（措）第１号について、本件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を決定した。

・協議事項４ 一般職の任期付職員採用に係る承認について

任用課から、資料に基づき説明

一般職の任期付職員の採用等に関する条例第２条第１項の規定に基づき北海道知事から

提出のあった承認申請書について審査した結果、適当なものと認められることから承認す

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 令和２年度（2020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、令和２年度（2020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。

・協議事項５ 令和２年度（2020年度）北海道行政職員等採用試験実施計画の一部変更について

任用課から、資料に基づき説明

令和２年２月18日に策定した「北海道行政職員等採用試験実施計画」について、新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、試験日程及び内容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。

・協議事項６ 船員等の旅費の支給に関する規則等の一部改正について

給与課から、資料に基づき説明

国の船員食卓料の額が物価上昇に伴い引き上げられたことから、道においても船員食卓

料の額を改定するため、また、国において、職員が月の中途から派遣等となり、その翌月

に復職等した場合には通勤手当の返納を不要とするよう取扱いを改正したことから、道に

おいてもそれに準じた取扱いをするため、それぞれ規則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７ 北海道職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第11条第３項に規定する人事委員会

が認めるもの等について

給与課から、資料に基づき説明

北海道職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第11条第３項に規定する「人事委員会が認

めるもの」として、豚熱のまん延を防止するために行う作業を認めること及び同規則第15条

第１項に規定する「人事委員会が認める場合」として、月額制の特殊勤務手当支給者への新

型コロナウイルス感染症に係る防疫救治作業手当の併給を認めることについて、北海道知事

からの要請のとおり定め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。



令和２年度第３回北海道人事委員会会議議事概要

１ 開催日時 令和２年５月19日（火）13時30分～14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：鍬田委員長、大西委員、木下委員

(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４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 一般職の任期付研究員の採用等に係る承認について

任用課から、資料に基づき説明

一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第３条の規定に基づき北海道知事から提出

のあった承認申請書について審査した結果、適当なものと認められることから承認したい

旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。

・協議事項２ 一般職の任期付職員の採用に係る承認について

任用課から、資料に基づき説明

一般職の任期付職員の採用等に関する条例第２条第２項の規定に基づき北海道知事から

提出のあった承認申請書について審査した結果、適当なものと認められることから承認し

たい旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。

・報告事項１ 令和元年度苦情相談の処理状況について

総務審査課から、令和元年度における職員からの苦情の相談件数、内容別件数及び処理

状況別件数について説明があった。



令和２年度第４回北海道人事委員会会議議事概要

１ 開催日時 令和２年６月11日（木）13時30分～14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：鍬田委員長、大西委員、木下委員

(２)欠席：なし

４ 出席した職員

事務局長、事務局次長、任用課長、給与課長 ほか事務局職員４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、株取引等報告書及び所得等報告書の審査について

総務審査課から、資料に基づき説明

北海道職員の公務員倫理に関する条例第13条第２項、第14条第２項及び第15条第３項の

規定に基づき任命権者から提出のあった贈与等報告書、株取引等報告書及び所得等報告書

を審査した結果、条例及び規則に照らし、いずれも適当なものと認められる旨の説明があ

り、審議の結果、原案のとおり決定した。

・報告事項１ 令和２年度(2020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、令和２年度(2020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。

・協議事項２ 令和２年度(2020年度)北海道行政職員等採用試験実施計画の一部変更について

任用課から、資料に基づき説明

令和２年４月27日付けで一部変更策定した「北海道行政職員等採用試験実施計画」につい

て、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、試験内容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。



令和２年度第５回北海道人事委員会会議議事概要

１ 開催日時 令和２年６月16日（火）15時00分～15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：鍬田委員長、大西委員、木下委員

(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

冒頭、事務局次長から、北海道人事委員会議事規則第４条第４項の規定に基づく事務局長の

指定により、代理で幹事を務める旨発言。

・協議事項１ 一般職の任期付職員の採用に係る承認について

任用課から、資料に基づき説明

一般職の任期付職員の採用等に関する条例第２条第２項の規定に基づき北海道知事から

提出のあった承認申請書について審査した結果、適当なものと認められることから承認し

たい旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。

・協議事項２ 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等に係る意見

について

給与課から、資料に基づき説明

令和２年第２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。

・報告事項１ 令和２年職種別民間給与実態調査の概要について

給与課から、令和２年職種別民間給与実態調査の概要について説明があった。



令和２年度第６回北海道人事委員会会議議事概要

１ 開催日時 令和２年７月６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：鍬田委員長、大西委員、木下委員

(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７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 不利益処分に係る審査請求の取扱いについて

・協議事項２ 不利益処分に係る審査請求の取扱いについて

総務審査課から、資料に基づき一括して説明

令和２年６月19日付け及び同月23日付けで提出された審査請求事案について、それぞれ

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

の審査請求に関する規則第３条第２項に規定する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、いずれも原案のとおり受理することに決定した。

・協議事項３ 北海道行政職員及び公立小中学校事務職員採用試験合格決定基準等の令和２年

度における取扱いについて

任用課から、資料に基づき説明

令和２年度（2020年度）北海道行政職員等採用試験実施計画について、一部の試験区分

の試験種目を変更したことに伴い、合格者選定方法を新たに定める必要があることから、

北海道行政職員及び公立小中学校事務職員採用試験合格決定基準６の規定に基づき、令和

２年度の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４ 令和２年度北海道行政職員採用試験（総合土木Ａ（専門試験口述型））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、資料に基づき説明

北海道行政職員採用試験最終合格決定基準に基づき、標記採用試験に係る最終合格者を

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５ 北海道職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の改正等について

給与課から、資料に基づき説明

令和２年第２回定例会において可決された、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及び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

る条例の規定により人事委員会規則に委任されている事項について、その内容を任命権者

から要請のあったとおり定めることは適当であること等の説明があり、審議の結果、原案

のとおり決定した。



令和２年度第７回北海道人事委員会会議議事概要

１ 開催日時 令和２年８月４日（火）11時00分～11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：鍬田委員長、大西委員、木下委員

(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６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 令和２年（措）第１号事案に係る決定について

総務審査課から、資料に基づき説明

令和２年（措）第１号措置要求事案について、審議の結果、原案のとおり却下すること

を決定した。

・協議事項２ 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、資料に基づき説明

令和２年（措）第２号措置要求事案について、本件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、原案のとおり本件措置要求を受理し事案の審査を行

うことを決定した。

・協議事項３ 令和２年度（2020年度）北海道行政職員採用試験（技術系Ａ区分（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、資料に基づき説明

北海道行政職員採用試験最終合格決定基準に基づき、標記採用試験に係る最終合格者を

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４ 一般職の任期付職員の採用に係る承認について



任用課から、資料に基づき説明

一般職の任期付職員の採用等に関する条例第２条第２項の規定に基づき北海道知事から

提出のあった承認申請書について審査した結果、適当なものと認められることから承認し

たい旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。



令和２年度第８回北海道人事委員会会議議事概要

１ 開催日時 令和２年８月20日（木）13時30分～13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：鍬田委員長、大西委員、木下委員

(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４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 令和２年度（2020年度）北海道行政職員採用試験（一般行政Ａ（第１回）等）

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、資料に基づき説明

北海道行政職員採用試験最終合格決定基準に基づき、標記採用試験に係る最終合格者を

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 令和２年職種別民間給与実態調査における月例給調査の実施について

給与課から、令和２年職種別民間給与実態調査について、先行して実施した賞与等の調

査に加え、月例給の調査を実施する旨の説明があった。



令和２年度第９回北海道人事委員会会議議事概要

１ 開催日時 令和２年８月26日（水）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：鍬田委員長、大西委員、木下委員

(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６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 令和元年（措）第１号事案に係る判定について

総務審査課から、資料に基づき説明

令和元年（措）第１号措置要求事案に係る判定について、審議の結果、原案のとおり決

定した。

・協議事項２ 令和２年度（2020年度）北海道行政職員等採用試験（一般行政Ｃ（経験不問枠）

等）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、資料に基づき説明

北海道行政職員及び公立小中学校事務職員採用試験合格決定基準に基づき、標記採用試

験に係る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 北海道職員の特殊勤務手当の支給に関する規則附則第４項に規定する人事委員

会が定めるものについて等の一部改正について

給与課から、資料に基づき説明

新型コロナウイルス感染症に係る特殊勤務手当の特例措置の対象となる作業として人事

委員会が定めるものについて、任命権者から要請のあった作業を追加することは適当であ

るとの説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。



令和２年度第10回北海道人事委員会会議議事概要

１ 開催日時 令和２年９月18日（金）13時30分～14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：鍬田委員長、大西委員、木下委員

(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 一般職の任期付職員の採用に係る承認について

任用課から、資料に基づき説明

地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第３条第３項の規定に基づき北

海道知事から提出のあった承認申請書について審査した結果、適当なものと認められるこ

とから承認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。

・報告事項１ 令和２年度(2020年度)北海道行政職員等採用試験（Ａ区分(第２回)、Ｂ区分及び

Ｃ区分）の申込状況について

任用課から、令和２年度(2020年度)北海道行政職員採用試験等採用試験（Ａ区分(第２回)、

Ｂ区分及びＣ区分）の申込者数等について説明があった。

・協議事項２ 給与条例及び支給規則の運用について等の一部改正について

給与課から、資料に基づき説明

行政９級以上の職員等については、子以外の扶養親族に係る扶養手当が支給されないこ

とから、当該扶養親族に係る届出は不要となっている。一方、寒冷地手当の世帯区分にお

ける扶養親族の有無は、現状、扶養手当における扶養親族に係る届出の有無によることと

されている。このため、行政９級以上の職員等が、子以外の親族を扶養している場合に、

扶養親族に係る届出がなされていなくても寒冷地手当の世帯区分上「扶養親族あり」とし

て取り扱うための所要の改正を行いたいこと等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。



令和２年度第11回北海道人事委員会会議議事概要

１ 開催日時 令和２年10月13日（火）13時30分～14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：鍬田委員長、大西委員、木下委員

(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

・報告事項１ 令和２年(2020年)人事院勧告・報告の概要について

総務審査課、任用課及び給与課から、令和２年(2020年)10月７日になされた人事院勧告・

報告の概要について説明があった。

・協議事項１ 一般職の任期付職員の採用に係る承認について

任用課から、資料に基づき説明

地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第３条第３項の規定に基づき

北海道知事から提出のあった承認申請書について審査した結果、適当なものと認められる

ことから承認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。

・協議事項２ 北海道職員等の旅費に関する条例第33条の規定に基づく協議について

給与課から、資料に基づき説明

外国への入国の際に必要とされる新型コロナウイルス感染症に係る検査に要する費用に

ついて、北海道知事から、北海道職員等の旅費に関する条例第33条に規定する「任命権者

が人事委員会と協議して定める」支度料して定めたい旨の協議があり、審査の結果、協議

内容のとおり定めることは適当であることから了承したい旨、また、入国に当たって必要

となる証明書の発行や検査等に要する費用について、今後に同様の協議があった場合は、

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第４条及び別表第２第

55号の規定に基づく事務局長委任事項として取り扱いたい旨の説明があり、審議の結果、

原案のとおり決定した。



令和２年度第12回北海道人事委員会会議議事録

１ 開催日時 令和２年10月23日（金）13時30分～13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：鍬田委員長、大西委員、木下委員

(２)欠席：なし

４ 出席した職員

事務局長、事務局次長、給与課長 ほか事務局職員６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 令和２年職員の給与に関する報告及び給与改定に関する勧告について

総務審査課から、資料に基づき説明

令和２年における職員の給与に関する報告及び給与改定に関する勧告の内容について、

審議の結果、案のとおり決定した。

また、道議会議長及び知事への勧告日は、10月30日とすることに決定した。



令和２年度第13回北海道人事委員会会議議事概要

１ 開催日時 令和２年11月９日（月）13時30分～14時05分

２ 開催場所 人事委員会会議室

３ 委員の出欠席

(１)出席：鍬田委員長、大西委員、木下委員

(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

・報告事項１ 令和２年(2020年)人事院報告の概要について

給与課から、令和２年(2020年)10月28日になされた人事院報告の概要について説明が

あった。

・協議事項１ 給与の支給に関する規則等の一部改正について

給与課から、資料に基づき説明

国においては、職員が研究等のために休職する場合、当該休職期間を期末手当の在職期

間及び勤勉手当の勤務期間から除いていたが、特定の法人において研究等に従事する場合

には除かないこととするよう取扱いを改めたことから、道においても国と同様の取扱いと

したいこと等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 一般職の任期付職員の採用に係る承認について

任用課から、資料に基づき説明

地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第３条第３項の規定に基づき

北海道知事から提出のあった承認申請書の内容を審査した結果、適当なものと認められる

ことから承認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。

・協議事項３ 令和２年度（2020年度）北海道行政職員等採用試験（Ｂ区分）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、資料に基づき説明

北海道行政職員及び公立小中学校事務職員採用試験合格決定基準に基づき、標記採用試

験に係る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。



令和２年度第14回北海道人事委員会会議議事概要

１ 開催日時 令和２年11月20日（金）13時30分～14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：鍬田委員長、大西委員、木下委員

(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10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 令和２年職員の給与等に関する報告について

総務審査課から、資料に基づき説明

令和２年における職員の給与に関する報告及び公務運営に関する報告の内容について、

審議の結果、原案のとおり決定した。

また、道議会議長及び知事への報告日は、11月27日とすることに決定した。

・協議事項２ 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部を

改正する条例案に係る意見について

総務審査課から、資料に基づき説明

令和２年第４回北海道議会定例会に提案された標記条例案について、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。

・協議事項３ 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に係る意見について

給与課から、資料に基づき説明

令和２年第４回北海道議会定例会に提案された標記条例案について、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。

・協議事項４ 北海道職員の給与に関する条例及び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に係る意見について



給与課から、資料に基づき説明

令和２年第４回北海道議会定例会に提案された標記条例案について、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。

・協議事項５ 令和２年度（2020年度）北海道行政職員等採用試験（警察行政Ａ（第２回）等）

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、資料に基づき説明

北海道行政職員及び公立小中学校事務職員採用試験合格決定基準に基づき、標記採用試

験に係る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。



令和２年度第15回北海道人事委員会会議議事概要

１ 開催日時 令和２年12月14日（月）13時30分～13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：鍬田委員長、大西委員、木下委員

(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４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、資料に基づき説明

北海道職員の公務員倫理に関する条例第13条第２項の規定に基づき任命権者から提出の

あった贈与等報告書（令和２年７月～９月分）の内容を審査した結果、条例及び規則に照

らし、いずれも適当なものと認められる旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり決定

した。

・協議事項２ 一般職の任期付職員の採用に係る承認について

任用課から、資料に基づき説明

地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第３条第３項の規定に基づき

北海道知事から提出のあった承認申請書の内容を審査した結果、適当なものと認められる

ことから承認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。

・協議事項３ 令和２年度（2020年度）北海道行政職員等採用試験（一般行政Ａ（第２回）等）

最終合格者の決定及び採用候補名簿の確定について

任用課から、資料に基づき説明

北海道行政職員及び公立小中学校事務職員採用試験合格決定基準に基づき、標記採用試

験に係る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。



令和２年度第16回北海道人事委員会会議議事概要

１ 開催日時 令和３年１月８日（金）13時30分～14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：鍬田委員長、大西委員、木下委員

(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７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の一部改正について

総務審査課から、資料に基づき説明

令和３年１月19日付け機構改正により「旭川肢体不自由児総合療育センター」の名称が

「旭川子ども総合療育センター」に変更されること及び当該組織に地域連携室が新設され

ることに伴い、管理職員等の範囲を定める規則の一部改正を行いたい旨の説明があり、審

議の結果、原案のとおり決定した。

・協議事項２ 組織機構改正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、資料に基づき説明

令和３年１月19日付け機構改正による組織の名称変更及び職の新設に伴い、関連する人

事委員会規則等の改正について任命権者から要請があり、要請ど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。

・協議事項３ 北海道職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第11条第１項に規定する

感染症等についての一部改正について

給与課から、資料に基づき説明

新型コロナウイルス感染症に係る防疫救治作業手当の支給（適用）期間については、新

型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令に規定する期間である令和３

年１月31日までとしていたが、同政令の改正により、政令に規定する期間が１年間延長さ

れたことから、防疫救治作業手当の支給（適用）期間についても、当該改正後の政令に規

定する期間の末日と同日までと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。



・協議事項４ 一般職の任期付職員の採用に係る承認について

任用課から、資料に基づき説明

地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第３条第３項の規定に基づき

北海道知事から提出のあった承認申請書の内容を審査した結果、適当なものと認められる

ことから承認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。



令和２年度第17回北海道人事委員会会議議事概要

１ 開催日時 令和３年２月17日（水）10時30分～11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：鍬田委員長、大西委員、木下委員

(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７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 公立の義務教育諸学校等の教育職員の週休日及び勤務時間の割振りの特例に

関する規則の制定について

総務審査課から、資料に基づき説明

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例の施行に関して必要

な事項を定めるため標記規則を制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。

・協議事項２ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく職員の

派遣に伴う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

総務審査課及び給与課から、資料に基づき説明

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づき派遣した職員

が道に復帰した場合等における休暇及び給与の取扱いについて必要な措置を講ずるため規

則等の改正を行いたい旨の説明があり、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附則第２項に規定する

人事委員会が定めるものについての一部改正について

給与課から、資料に基づき説明

新型コロナウイルス感染症に係る特殊勤務手当の特例措置の対象となる作業等として人

事委員会が定めるものについて、任命権者から要請のあった、医療機関や宿泊療養施設等

からの通報又は要請に応じて行う犯罪予防、捜査、逮捕その他の患者等に接する作業等を

追加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４ 令和３年度（2021年度）北海道行政職員等採用試験実施計画について

任用課から、資料に基づき説明

職員の任用の方法及び手続に関する規則第14条第２項の規定に基づき、令和３年度に

実施する採用試験の実施に関して必要な事項を定める「北海道行政職員等採用試験実施

計画」の内容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。



令和２年度第18回北海道人事委員会会議議事録

１ 開催日時 令和３年２月26日（金）13時30分～14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：鍬田委員長、大西委員、木下委員

(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７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 北海道職員等の育児休業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

給与課から、資料に基づき説明

令和３年第１回北海道議会定例会に提案された標記条例案について、その内容及び条例

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。

・協議事項２ 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等に係る意見

について

給与課から、資料に基づき説明

令和３年第１回北海道議会定例会に提案された、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及び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

改正する条例案について、そ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。

・協議事項３ 北海道職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第11条第１項に規定する感染

症等についての一部改正について

給与課から、資料に基づき説明

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の改正に伴い、新型コロナウ

イルス感染症の位置付けが、政令で指定される「指定感染症」から同法に規定する「新型

インフルエンザ等感染症」に変更されたことから、新型コロナウイルス感染症を防疫救治

作業手当の支給対象感染症として定めた人事委員会通知について所要の改正を行いたい旨

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４ 一般職の任期付職員の採用に係る承認について

任用課から、資料に基づき説明

地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第３条第３項の規定に基づき

北海道知事から提出のあった承認申請書の内容を審査した結果、適当なものと認められる

ことから承認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。

・協議事項５ 一般職の任期付職員の採用に係る承認について

任用課から、資料に基づき説明

地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第３条第３項の規定に基づき

北海道知事から提出のあった承認申請書の内容を審査した結果、適当なものと認められる

ことから承認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。



令和２年度第19回北海道人事委員会会議議事概要

１ 開催日時 令和３年３月23日（火）13時30分～14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：鍬田委員長、大西委員、木下委員

(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 行政手続における押印等の見直しに伴う人事委員会規則等の改正について

総務審査課から、資料に基づき説明

人事委員会の所管する行政手続に係る押印・書面規制の見直しに伴い、改廃を行いたい

規則等の案の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２ 管理職員等の範囲を定める規則等の一部改正について

総務審査課から、資料に基づき説明

令和３年４月１日付け組織機構改正により組織の改廃が行われることなどから、管理職

員等の範囲を定める規則等の一部改正を行いたい旨、また、当該機構改正に伴う北海道職

員倫理規則の一部改正に係る知事からの意見照会に対する回答案について、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３ 令和２年（措）第２号事案に係る判定について

総務審査課から、資料に基づき説明

令和２年（措）第２号措置要求事案に係る判定について、審議の結果、原案のとおり決

定した。

・協議事項４ 北海道行政職員及び公立小中学校事務職員採用試験合格決定基準等の一部改正

について

任用課から、資料に基づき説明

令和３年度（2021年度）北海道行政職員等採用試験の見直しに伴い、関係する規程に

ついて所要の改正を行いたい旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。



・協議事項５ 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、資料に基づき説明

公益的法人等への北海道職員等の派遣等に関する規則について、現在派遣を行っている

法人への派遣期間が満了したことに伴う一部改正を行いたい旨の説明があり、審議の結

果、原案のとおり決定した。

・協議事項６ 一般職の任期付職員の採用に係る承認について

任用課から、資料に基づき説明

地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第３条第３項の規定に基づき

北海道知事から提出のあった承認申請書の内容を審査した結果、適当なものと認められる

ことから承認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。

・協議事項７ 組織機構改正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、資料に基づき説明

令和３年４月１日付け組織機構改正により組織の改廃が行われることなどから、関連

する人事委員会規則等の改正を行いたい旨の説明があり、審議の結果、原案のとおり決定

した。



令和２年度第20回北海道人事委員会会議議事概要

１ 開催日時 令和３年３月29日（月）13時30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：鍬田委員長、大西委員、木下委員

(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１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、資料に基づき説明

令和３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。


