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（資料１）

平成２１年度人事委員会議事一覧表

月日(曜) 回 議事番号 議 題 名 等

４／１４ １ 議第１号 平成２１年度岡山県職員Ａ採用試験の実施について

（火） 議第２号 平成２１年度岡山県警察事務職員Ａ採用試験の実施について

議第３号 平成２１年度第１回岡山県警察官Ａ採用試験第一次試験問題の決定について

議第４号 夏季一時金の調査に係る対応について

報告事項 (1)平成２１年職種別民間給与実態調査の実施について

(2)平成２１年高教組との局長会見の概要

(3)県職員共闘会議による要請の概要

(4)平成２０年度（下半期）苦情相談処理状況について

その他 ・平成２０年第１号不服申立事案（備中局再任用事案）に係るその後の経過

について

４／１７ ２ 議第５号 平成２１年民間企業における夏季一時金に関する特別調査について

（金）

５／１３ ３ 議第６号 平成２１年民間企業における夏季一時金に関する特別調査結果等について

（水） 報告事項 (1)岡山県公務公共業務労働組合共闘会議及び岡山県労働組合会議からの要

請

(2)平成２１年県職員共闘会議局長会見の概要

５／１４ ４ 議第６Ⅱ号 平成２１年民間企業における夏季一時金に関する特別調査結果等について

（木）

５／１９ ５ 議第７号 平成２１年度岡山県職員Ａ採用試験第一次試験問題の決定について

（火） 議第８号 平成２１年度岡山県警察事務職員Ａ採用試験第一次試験問題の決定について

議第９号 勤勉手当の成績率等に関する協議及び回答について

報告事項 (1)平成２１年度第１回岡山県警察官Ａ採用試験第一次試験の実施状況につ

いて

その他 ・中国地方人事委員会協議会委員全員会議の議題等について

・人事委員会における公民給与比較の反映のあり方に関する検討会（中間論

点整理）について
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月日(曜) 回 議事番号 議 題 名 等

６／ ８ ６ 議第１０号 平成２１年度第１回岡山県警察官Ａ採用試験第一次試験合格者の決定につい

（月） て

議第１１号 平成２１年度第１回岡山県警察官Ａ採用試験口述試験の集団討論の課題の決

定について

議第１２号 職員からの苦情相談に関する規則の一部改正について

議第１３号 岡山県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の管理職員等の範囲

を定める規則の一部改正について

報告事項 (1)解雇予告の除外認定について

その他 ・委員視察について

６／１６ ７ 議第１４号 岡山県職員給与支給規則等の一部改正について

（火） 議第１５号 自己啓発等休業に係る退職手当の取扱いの承認について

議第１６号 平成２１年度岡山県職員Ｂ採用試験及び市町村立小・中学校事務職員採用試

験の実施について

議第１７号 平成２１年度第２回岡山県警察官採用試験及び岡山県警察事務職員Ｂ採用試

験の実施について

その他 ・委員視察について

６／２２ ８ 議第１８号 職員の昇任の選考について

（月）

７／１４ ９ 議第１９号 平成２１年度岡山県職員Ａ採用試験第一次試験合格者の決定について

（火） 議第２０号 平成２１年度岡山県警察事務職員Ａ採用試験第一次試験合格者の決定につい

て

議第２１号 平成２１年度岡山県職員Ａ採用試験論文試験の課題の決定について

議第２２号 平成２１年度岡山県職員Ａ採用試験口述試験の集団討論の課題の決定につい

て

議第２３号 平成２１年度岡山県警察事務職員Ａ採用試験口述試験の集団討論の課題の決

定について

報告事項 (1)平成２１年職種別民間給与実態調査の実施状況について

(2)県教組からの要請書（へき地手当に係る級地見直し）の概要について

(3)緊急雇用創出事業に係る臨時的任用職員の採用について

その他 ・岡山県職員Ａ採用試験第二次試験の実施について
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月日(曜) 回 議事番号 議 題 名 等

７／２８ 10 議第２４号 平成２１年度身体障害者対象の岡山県職員採用試験の実施について

（火） 議第２５号 平成２１年度岡山県現業職員転任試験の実施について

議第２６号 職員の勤務時間，休日及び休暇に関する規則の運用通知の一部改正について

報告事項 (1)職員の採用の選考について

(2)解雇予告の除外認定について

８／１１ 11 議第２７号 平成２１年度第１回岡山県警察官Ａ採用試験に係る最終合格者の決定及び採

（火） 用候補者名簿の確定について

議第２８号 職員の給与等に関する報告及び勧告について

報告事項 (1)平成２１年人事院勧告について

その他 ・連合岡山（官公部門）からの要求書受取の概要

８／２５ 12 議第２９号 職員の給与等に関する報告及び勧告について

（火） 議第３０号 平成２１年度岡山県職員Ａ採用試験に係る最終合格者の決定及び採用候補者

名簿の確定について

議第３１号 平成２１年度岡山県警察事務職員Ａ採用試験に係る最終合格者の決定及び採

用候補者名簿の確定について

議第３２号 平成２１年度岡山県職員Ｂ採用試験及び市町村立小・中学校事務職員採用試

験第一次試験問題の決定について

議第３３号 平成２１年度第２回岡山県警察官採用試験及び岡山県警察事務職員Ｂ採用試

験第一次試験問題の決定について

議第３４号 職務に専念する義務の免除に関する承認について

報告事項 (1)平成２１年人事院勧告について

９／ １ 13 議第３５号 平成２１年度身体障害者対象の岡山県職員採用試験第一次試験問題の決定に

（火） ついて

議第３６号 平成２１年度岡山県現業職員転任試験の試験問題の決定について

議第３７号 職員の給与等に関する報告及び勧告について

報告事項 (1)全国人事委員会事務局長会議の概要について

(2)高教組からの要求書受取りの概要について

９／ ８ 14 議第３８号 職員の給与等に関する報告及び勧告について

（火） 報告事項 (1)中国地方人事委員会協議会次長・給与主管課長会議の概要
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月日(曜) 回 議事番号 議 題 名 等

９／１５ 15 議第３９号 職員の給与等に関する報告及び勧告について

（火） 報告事項 (1)小中学校長協議会からの要望書受取の概要

(2)高等学校長協会からの要望書受取の概要

９／２９ 16 議第４０号 職員の給与等に関する報告及び勧告について

（火） 報告事項 (1)高等学校教職員組合との局長会見の概要

(2)岡山県職員共闘会議局長会見の概要

(3)中国地方人事委員会協議会事務局長会議の概要

１０／ ６ 17 議第４１号 職員の給与等に関する報告及び勧告について

（火） 報告事項 (1)中国地方人事委員会協議会事務局長会議の概要

(2)岡山県公務・公共業務労働組合共闘会議及び岡山県労働組合会議からの

要請

１０／ ７ 18 議第４２号 職員の給与等に関する報告及び勧告について
（水）

１０／１３ 19 議第４３号 平成２１年度岡山県職員Ｂ採用試験及び市町村立小・中学校事務職員採用試

（火） 験第一次試験合格者の決定について

議第４４号 平成２１年度第２回岡山県警察官採用試験及び岡山県警察事務職員Ｂ採用試

験第一次試験合格者の決定について

議第４５号 平成２１年度岡山県職員Ｂ採用試験及び市町村立小・中学校事務職員採用試

験作文試験の課題の決定について

議第４６号 職員の給与等に関する報告及び勧告について

１０／２７ 20 議第４７号 平成２１年度身体障害者対象の岡山県職員採用試験第一次試験合格者の決定

（火） について

議第４８号 平成２１年度身体障害者対象の岡山県職員採用試験作文試験の課題の決定に

ついて

議第４９号 平成２１年度第２回岡山県警察官採用試験口述試験の集団討論の課題の決定

について

議第５０号 選考により採用する職の範囲の一部改正について

議第５１号 職員の昇任の選考について

報告事項 (1)平成２１年度（上半期）苦情相談について

(2)平成２１年の都道府県勧告の状況について
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月日(曜) 回 議事番号 議 題 名 等

１１／１７ 21 議第５２号 平成２１年度岡山県職員Ｂ採用試験及び市町村立小・中学校事務職員採用試

（火） 験に係る最終合格者の決定及び採用候補者名簿の確定について

議第５３号 平成２１年度岡山県現業職員転任試験に係る合格者の決定について

議第５４号 初任給，昇格，昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正

について

報告事項 (1)人事委員会勧告の取扱いに関する組合との妥結状況について

１１／２５ 22 議第５５号 職員の昇任の選考について

（水）

１１／３０ 23 議第５６号 平成２１年度身体障害者対象の岡山県職員採用試験に係る最終合格者の決定

（月） 及び採用候補者名簿の確定について

議第５７号 条例案に対する人事委員会の意見について

議第５８号 岡山県職員給与条例等の改正に伴う人事委員会規則及び通知の改正等につい

て

議第５９号 職務の級の分類の承認について

議第６０号 勤勉手当の成績率等に関する協議及び回答について

議第６１号 教育職給料表（一）の適用に関する承認について

議第６２号 公平委員会受託市職員からの不服申立ての受理について

１２／ ８ 24 議第６３号 平成２１年度第２回岡山県警察官採用試験及び岡山県警察事務職員Ｂ採用試

（火） 験に係る最終合格者の決定及び採用候補者名簿の確定について

議第６４号 条例案に対する人事委員会の意見について

議第６５号 岡山県職員の退職手当に関する条例第１８条第２項の規定による意見陳述の

機会の付与に関する規則の制定等について

議第６６号 職員の勤務時間，休日及び休暇に関する規則の運用通知の一部改正について

報告事項 (1)教育委員会職員に係る解雇予告の除外認定について

１２／１７ 25 議第６７号 準備手続の開催について

（木）

１／１９ 26 議第６８号 平成２１年第１号不服申立事案に係る準備手続の概要等について

（火）
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月日(曜) 回 議事番号 議 題 名 等

２／ ９ 27 議第６９号 平成２２年度岡山県職員等採用試験実施計画について

（火） 議第７０号 警察職員採用試験に係る実施基準等の一部改正について

議第７１号 教員給与の見直し等に伴う人事委員会規則及び通知の改正について

議第７２号 岡山県職員給与実態調査要綱について

報告事項 (1)解雇予告の除外認定について

その他 ・現業職員転任試験の今後のあり方について

・へき地手当に係る指定学校等の見直しの状況について

２／２３ 28 議第７３号 条例案に対する人事委員会の意見について（岡山県職員給与条例等の一部を

（火） 改正する条例）

議第７４号 条例案に対する人事委員会の意見について（岡山県職員等の旅費に関する条

例の一部を改正する条例）

議第７５号 条例案に対する人事委員会の意見について（岡山県部等設置条例の一部を改

正する条例）

議第７６号 条例案に対する人事委員会の意見について（岡山県農林水産総合センター条

例）

議第７７号 岡山県県費負担教職員の給与等に関する規則の一部改正について

議第７８号 職員の任用に関する規則の一部改正について

議第７９号 岡山県人事委員会事務局処務規程の一部改正について

議第８０号 養護学校名称変更に伴う宿日直勤務の承認について

議第８１号 平成２２年度における組織及び職制の改正等について（警察）

議第８２号 職員の昇任及び採用の選考について

報告事項 (1)自治労岡山県本部からの要求書受取りの概要について

(2)平成２１年第１号不服申立事案に係る主張書面等の受理について

３／ ２ 29 議第８３号 職務の級の分類の承認について

（火） 議第８４号 警察の職制の改正等に伴う人事委員会規則及び通知の改正について

議第８５号 教育職給料表（一）の適用に関する承認について

議第８６号 職員の採用及び昇任の選考について

議第８７号 平成２２年度第１回岡山県警察官Ａ採用試験の実施について

議第８８号 職員の任用に関する規則の一部改正について

その他 ・平成２２年度県職員Ａ採用試験口述試験の見直しについて（協議）
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月日(曜) 回 議事番号 議 題 名 等

３／ ９ 30 議第８９号 職員の昇任の選考について

（火） 議第９０号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則等の一部改正について

議第９１号 岡山県職員給与支給規則等の一部改正について

３／１６ 31 議第９２号 職員の昇任の選考について

（火） 議第９３号 職務の級の分類の承認について（教育）

議第９４号 岡山県職員給与支給規則等の一部改正について

議第９５号 岡山県人事委員会事務局処務規程の一部改正について

議第９６号 岡山県人事委員会文書保存分類表の一部改正について

議第９７号 平成２２年４月１日人事異動に伴う協議について

報告事項 (1)高教組からの要求書受取の概要

その他 ・平成２２年度における組織及び職制の改正について（知事部局）

３／２３ 32 議第９８号 平成２２年４月１日人事異動に伴う協議について

（火） 議第９９号 平成２２年４月１日人事異動に伴う事務局職員の任免について

議第100号 組織改正等に伴う人事委員会規則及び通知の一部改正について

議第101号 職務の級の分類の承認について

議第102号 管理職手当に関する規則等の一部改正について

議第103号 企業職員の任用に関する職務の級について

議第104号 職員の昇任及び採用の選考について

議第105号 自己啓発等休業に係る退職手当の取扱いの承認について

議第106号 管理職員等の範囲を定める規則の一部改正について

議第107号 公平委員会受託市職員からの不服申立ての受理について

報告事項 (1)平成２１年第１号不服申立事案に係る第３回準備手続の概要等について

(2)県共闘からの要求書受取の概要


