
Ⅰ　人 事 委 員 会
　 1　委員会の権限

⑴　行政的権限

ア　人事行政に関する事項について調査し、人事記録の管理及び人事に関する統計報告を作

成すること。

イ　給与、勤務時間その他の勤務条件、厚生福利制度その他職員に関する制度について絶え

ず研究を行い、その成果を地方公共団体の長又は任命権者に提出すること。

ウ　人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関し、地方公共団体の議会及び長に意

見を申し出ること。

エ　人事行政の運営に関し、任命権者に勧告すること。

オ　給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置について地方公共団体の議会及び

長に勧告すること。

カ　職員の競争試験、選考等に関する事務を行うこと。

キ　職階制に関する計画を立案し、及び実施すること。

ク　職員の給与が地方公務員法及びこれに基づく条例に適合して行われることを確保するた

めに必要な範囲において、職員に対する給与の支払いを監理すること。

ケ　職員の研修及び勤務成績の評定に関すること。

コ　職員の苦情を処理すること。

サ　法律又は条例に基づき、その権限に属せしめられた事務（給料表に関する計画の立案及

び提出、職員団体の登録に関する事務、非現業職員の勤務条件に関する労働基準監督機関

の職権行使等）

⑵　準立法的権限

　法律又は条例に基づき、その権限に属せしめられた事項に関し、人事委員会規則を制定す

ること。

⑶　準司法的権限

ア　職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する措置の要求を審査判定し、これに必要な

措置を執ること。

イ　職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定をすること。

ウ　学校医等に関わる公務災害補償に関する異議の申立てを審査すること。
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職 氏　　　名 任　　　期 備　　　　　考

委　員　長 中　村　寿　夫
平　27. 7.26～

平　31. 7.25　
弁護士

委員長職務

代　理　者
猪　野　郁　子

平　25. 7.  8～

平　29. 7.  7　

島根大学名誉教授

平成26年11月20日から委員長

職務代理者

委　　　員 本　間　恵美子
平　26.10.11～

平　30.10.10　

（元）公益財団法人

しまね文化振興財団

八雲立つ風土記の丘所長

　 2 　委員会の構成

回 年月日 議　　　　　　　　　　案

第1399回 27. 4.28 付議事項

　１．平成27年度島根県職員採用大学卒業程度試験の実施について

　２．平成27年度島根県職員（経験者）採用試験及び島根県職員（地

区別）採用試験の実施について

　３．平成27年度島根県職員（研究員）採用選考試験の実施について

　４．平成27年度島根県職員（文化財研究員）採用選考試験の実施

について

　５．平成27年度島根県警察官（大学卒）採用試験の実施について

　６．有機溶剤中毒予防規則の一部適用除外認定について

報告事項

　１．平成27年職種別民間給与実態調査の実施について

第1400回 27. 6.15 付議事項

　１．平成27年度島根県職員(獣医師)採用選考試験及び島根県職員

（薬剤師）採用選考試験の実施について

　２．採用試験合否判定要領の改正について 

　３．条例案に対する意見について

報告事項

　１．職員の任用に関する職権の委任について

その他　

　１．今後の委員会の開催予定について

　２．６月議会の日程について

　 3 　委員会の開催状況
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回 年月日 議　　　　　　　　　　案

第1401回 27. 7.  8 付議事項

　１．平成27年10月採用島根県警察官（大学卒）採用試験の合格者

の決定について

その他

　１．平成27年度島根県職員採用大学卒業程度試験の第２次試験面

接員（案）について

　２．今後の委員会の開催予定について

　３．９月議会の日程について

第1402回 27. 7.17 付議事項

　１．委員長の選任について

　２．平成27年度島根県職員採用高校卒業程度試験及び島根県職員

（資格免許職）採用試験の実施について

　３．平成27年度島根県警察官（高校卒業程度）採用試験の実施に

ついて

　４．平成27年度身体障がい者を対象とした島根県職員採用選考試

験の実施について

　５．平成27年度島根県職員（鳥獣対策）採用選考試験の実施につ

いて

　６．平成27年度島根県職員（水産練習船乗組員）採用選考試験及

び島根県警察職員（警備艇乗組員）採用選考試験の実施について

　７．宿日直勤務の許可について

　８．職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定によ

る承認申請について

その他

　１．民間給与実態調査の実施状況について

第1403回 27. 8.20 付議事項

　１．平成27年度島根県職員採用大学卒業程度試験の合格者決定に

ついて

　２．平成27年度島根県職員（経験者）採用試験の合格者決定につ

いて

　３．平成27年度島根県職員（地区別）採用試験の合格者決定につ

いて

　４．平成27年度島根県職員（研究員）採用選考試験の合格者決定

について

　５．平成27年度島根県職員（文化財研究員）採用選考試験の合格

者決定について
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回 年月日 議　　　　　　　　　　案

　６．平成27年度島根県職員（獣医師）採用選考試験の合格者決定

について

　７．平成27年度島根県職員（薬剤師）採用選考試験の合格者決定

について

協議事項

　１．人事委員会勧告について

第1404回 27. 9.  9 付議事項

　１．平成27年度島根県警察官（大学卒）採用試験の合格者決定に

ついて

協議事項

　１．人事委員会勧告について

第1405回 27. 9.17 協議事項

　１．人事委員会勧告について

その他

　１．今後の委員会の開催予定について

第1406回 27. 9.25 付議事項

　１．平成27年度島根県職員（中山間地域研究員）採用選考試験の

実施について

　２．平成27年度島根県職員（研究員）採用選考試験（第２回）の

実施について

協議事項

　１．人事委員会勧告について

第1407回 27.10.  2 付議事項

　１．平成27年度島根県職員（Ｕ・Ｉターン型経験者）採用選考試

験の実施について

　２．平成27年度島根県職員（水産練習船乗組員）採用選考試験（第

２回）の実施について

　３．人事委員会勧告について

　４．職員団体の登録について　

 その他

　１．11月議会の日程について

第1408回 27.11.19 付議事項

　１．平成27年度島根県職員採用高校卒業程度試験の合格者決定に

ついて
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回 年月日 議　　　　　　　　　　案

　２．平成27年度島根県職員（資格免許職）採用試験の合格者決定

について

　３．平成27年度島根県警察官（高校卒業程度）採用試験の合格者

決定について

　４．平成27年度身体障がい者を対象とした島根県職員採用選考試

験の合格者決定について

　５．平成27年度島根県職員（水産練習船乗組員）採用選考試験及

び島根県警察職員（警備艇乗組員）採用選考試験の合格者決定

について

　６．平成27年度島根県職員採用大学卒業程度試験（第２回）の実

施について

　７．宿日直の許可について

その他

　１．学校現場における意見交換会について

　２．今後の人事委員会の日程について

　３．全国の人事委員会勧告の状況について

第1409回 27.12.  4  付議事項

　１．平成27年度島根県職員（鳥獣対策）採用選考試験の合格者決

定について

　２．職員の採用選考について

　３．条例案に対する意見について

　４．人事委員会規則の一部改正について

協議事項

　１．人事委員会規則（給与関係）の一部改正について

　２．教育委員会規則の改正について

報告事項

　１．平成27年度労働基準及び労働安全衛生実態調査（事業場調査）

について

その他

　１．２月議会の日程について

第1410回 27.12.25 付議事項

　１．平成27年度島根県職員（Ｕ・Ｉターン型経験者）採用選考試

験の合格者決定について

　２．平成27年度島根県職員（研究員）採用選考試験（第２回）の

合格者決定について
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回 年月日 議　　　　　　　　　　案

　３．平成27年度島根県職員（水産練習船乗組員）採用選考試験の

合格者決定について

　４．平成27年度島根県職員（獣医師）採用個別選考試験の合格者

決定について

報告事項

　１．専決処分事項の報告について

　　　（人事委員会事務局職員の人事異動）

　２．専決処分事項の報告について

　　　（職員の昇任選考）

　３．専決処分事項の報告について

　　　（人事委員会規則（給与関係）の一部改正）

　４．専決処分事項の報告について

　　　（教育委員会規則（給与関係）の一部改正）

第1411回 28. 1.  8 付議事項

　１．平成27年度島根県職員（中山間地域研究員）採用選考試験の

合格者決定について

　２．平成27年度島根県職員（薬剤師）採用個別選考試験の合格者

決定について

その他

　１．学校現場における意見交換会について

第1412回 28. 1.28 付議事項

　１．平成27年度島根県職員採用大学卒業程度試験（第２回）の合

格者決定について

　２．平成27年度島根県職員（獣医師）採用個別選考試験（第３回）

の合格者決定について

　３．採用試験合否判定要領の改正について

　４．宿日直の許可について

その他

　１．平成28年度中国地方人事委員会協議会委員全員会議の日程調

整について

第1413回 28. 2.15 付議事項

　１．条例案に対する意見について

協議事項

　１．平成28年度職員採用試験の実施予定について
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回 年月日 議　　　　　　　　　　案

　２．昇任選考の廃止について
 その他
　１．今後の人事委員会等の開催予定について

第1414回 28. 2.26 付議事項
　１．平成28年10月採用島根県警察官（大学卒）採用試験の実施に
ついて

　２．職員の昇任選考について
　３．職員の採用選考について
　４．勤務延長の期限の延長について
協議事項
　１．職員の退職管理に関する規則の骨子について
　２．人事委員会事務局における標準職務遂行能力の定めについて
その他
　１．今後の人事委員会等の開催予定について

第1415回 28. 3.15 付議事項
　１．職員の昇任選考について
　２．人事委員会事務局職員の人事異動について
　３．標準職務遂行能力について
　４．行政組織の改正等に伴う職務の級及び管理職手当の決定につ
いて

　５．職員の採用選考について
協議事項
　１．職員の退職管理に関する規則の制定について
　２．人事委員会規則（任用関係）の一部改正について
　３．人事委員会規則（給与関係）の一部改正について
　４．教育委員会規則（給与関係）の一部改正について
その他
　１．５月定例議会の出席者について

第1416回 28. 3.25 付議事項
　１．職員の採用選考について
　２．職員の昇任選考について
　３．職員の退職管理に関する規則の制定について
　４．人事委員会規則（任用関係）の一部改正について
　５．行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
による地方公務員法の一部改正に伴う人事委員会規則等の改正
について
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回 年月日 議　　　　　　　　　　案

　６．人事委員会規則（服務関係）の一部改正について

　７．島根県人事委員会事務局の組織及び処務に関する規則の改正

について

　８．人事委員会規則（給与関係）の一部改正について

　９．教育委員会規則（給与関係）の一部改正について

　10．一般職の任期付職員の採用等に関する規則の一部改正について

協議事項

　１．平成28年度採用試験のスケジュールについて

報告事項

　１．人事委員会規則（任用関係）の一部改正について

　２．人事委員会規則（給与関係）の一部改正について

　３．教育委員会規則（給与関係）の一部改正について

その他

　１．一般任期付職員の採用選考試験の実施について
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