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去る５月13日開催の大阪府戦略本部会議の議事録によると、
議論された人事委員会事務局長のマニフェスト案として、
「公務
員給与制度に関する調査・研究」
として、
「従業員規模 30 人から 49
人の事業所を対象に、
平成 21 年度の人事委員会勧告後に調査を
行う。
あわせて、
現行制度の検証を図りつつ、
賃金センサスのデー
タの活用など、
既存の枠組みにとらわれない公務員給与のあり方
を研究し、全国に発信」という内容が明らかにされています。
部局長マニフェストは知事等の指示による「戦略課題」につ
いて部局長が原案を作成し、戦略本部会議で議論・決定し、そ
の執行について部局長が責任を持ち、戦略本部会議が目標の点
検・測定・進行管理を行い、その結果等に基づき知事・副知事
が人事評価を行い処遇に反映させるというものです。いわば知
事の方針を忠実に執行するための方針とも言うべきものです。
いうまでもなく、人事委員会は、
「人事行政の専門的機関で
あると同時に任命権者と職員との関係における中立的機関」と
しての役割や性格を有している機関です。そして、事務局長は
「上司である人事委員会の指揮監督の下に、補助執行業務を総
括する責任者」です。この点からも、人事委員会事務局長は、
人事委員会の方針・決定に基づき事務を遂行することを職責と
していることは明らかであり、部局長マニフェストの作成を義
務付けられ、任命権者の人事政策の忠実な執行者としての役割
を担わされることは、法的にも許されないことです。
同時に、人事委員会事務局長マニフェスト案の内容は、民間
給与実態調査のあり方にかかわるものであり、府職員の賃金水
準の決定に大きな影響を与えるものです。
府労組連は、大阪府人事委員会に対し、民間実態調査のあり
方については調査対象を 100 人以上規模に戻すなどの要請を行
ってきました。しかし、この要請に何ら応えることなく、また
十分に協議することなく、研究の方向と具体的な調査について
のこれまでの人事委員会の見解と異なる考え方が示されたこと
は極めて遺憾です。
これらのことから、下記事項について要請します。
記
１
．知事の方針を執行するための人事委員会事務局長マニフェ
ストは撤回し、作成しないこと。
２
．民間実態調査のあり方については、府職員・教職員の処遇
の改善につながる方向での検討を行うとともに、府労組連と
十分に協議すること。
３
．人事委員会が中立的機関としての本来の役割を果たすよう
事務局長の職責をまっとうすること。
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