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プリアンブル 

第一条認識句 

第 2 条非差別 

第 3 条プロモーションや欠員 

第四条雇用および予定 

4.1......... 募集・申請 

4.2......... 永住 

4.3......... 内部の動き-正社員 

4.4......... 予定の種類 

4.5......... 確認期間 

4.6......... 仕事に戻りイニシアティブ プログラム 

第五条性能評価 

5.1......... 目的 

5.2......... 評価プロセス 

6 時間の作業を条 

6.1......... 定義 

6.2......... 定量 

6.3......... 残業対象の従業員 (法執行社員を除く) 

6.4......... 残業の対象となる法律施行社員の仕事スケジュール 

6.5......... 残業の対象となる未払い食事期間 

6.6......... ストレート シフト スケジュールの残業の対象となる有料の食事期間 

6.7......... 残業の対象となる休憩時間 

6.8......... 肯定的な時間レポート 

6.9......... 残業免除の従業員 

7 条超過 

7.1......... 定義 

7.2......... 残業資格と補償 

7.3......... 一般的な規定 

7.4......... 残業対象の従業員のための代償的な時間 

第 8 条研修 

8.5......... マスター契約トレーニング 

8.6......... 授業料の払い戻し 

8.7......... トレーニングのリクエスト 

8.8......... 教育訓練記録 

第九条免許と認定 

10 休日の記事 

10.1....... 休日 

10.2....... 休日の規則 
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10.3....... 個人的な休日 

第十一条有給休暇 

11.2....... 休暇休暇クレジット 

11.3....... 休暇休暇積算 

11.4....... 休暇休暇積算率表 

11.5....... 休暇のスケジュール 

11.6....... 家族へのケア 

11.7....... 軍家族の休暇 

11.8....... 家庭内暴力を残す 

11.9....... 休暇休暇最大 

11.10..... 分離 

第 12 条病気休暇 

12.1....... 病欠発生 

12.2....... 病気休暇の使用 

12.3....... 代償時間、交換時間、個人的な休日または休暇病気休暇の目的のための

使用 

12.4....... 有給休暇の復元 

12.5....... 病気休暇報告と検証 

12.6....... 病気休暇年間キャッシュ アウト 

12.7....... 病欠分離キャッシュ アウト 

12.8....... 再就職 

第十三条共有のまま 

13.1....... 共有を残す 

13.2....... 共有を残す領収書 

13.3....... 共有のまま使用 

13.4....... 寄付を残す 

13.5....... 共有のまま管理 

第十四条制服サービスの共有プールを残す 

14.1....... 目的 

14.2....... 定義 

14.3....... 参加 

14.4....... プロセス 

第 15 条家族医療を残す – 妊娠障害休暇 

15.11..... 妊娠障害休暇 

第 16 の非運用現場/できない仕事に報告する 

第 17 条その他休暇 

17.3....... 生命を与えるプロシージャのまま 

17.4....... 陪審員の義務 

17.5....... 召喚状に対応します。 

17.6....... 兵役休暇 

17.7....... 忌引休暇 
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17.8....... 従業員支援プログラム 

17.9....... 試験/面接 

17.10..... その他の休暇旅行 

17.12..... 個人的な休暇 

第十八条休暇無給 

18.4....... 制限 

18.5....... 従業員の権利を返す 

18.6....... 教育休暇 

18.7....... 兵役休暇 

18.8....... 子供と高齢者ケアの緊急事態 

18.9....... 季節のキャリア採用 

18.10..... 政府サービスを残す 

18.11..... ボランティア休暇 

18.12..... 軍家族の休暇 

18.13..... 家庭内暴力を残す 

18.14..... 要求の承認と拒否 

第 19 条安全及び衛生 

19.9 ...... 人間工学的評価 

19.10 .... 空気質の査定 

記事 20 の山火事の抑制とその他の緊急の義務 

20.2....... シーズンを火仕事のスケジュール 

20.4....... 回転火デューティ スタンバイ 

20.6....... 契約対象製品すべての展開 

20.7....... 展開の長さ 

20.8....... 通常の残りの期間 

20.9....... 義務に適合します。 

20.10..... キャンプを火します。 

20.11..... ランドリー サービス 

20.12..... 通常の業務に戻る 

20.13..... 食事 

20.14..... スリーピング バッグ 

20.15..... 荒れ模様の天気の施設・設備 

20.16..... シャワー設備 

20.17..... 容量試験作業します。 

第二十一条被収容者の乗組員の監督 

第二十二条ユニフォーム、用具および装置 

22.1....... 制服 

22.2....... ツールと機器 

22.3....... 個人財産償還 

記事 23 薬物やアルコールと無縁な職場 

23.2....... アルコールや違法薬物の所持 
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23.3....... 処方薬および医療用マリファナ 

23.4....... 薬物およびアルコールのテスト – 敏感な安全機能します。 

23.5....... 合理的な疑いのテスト 

23.6....... 参照およびテスト 

23.7....... 規律 

23.8....... トレーニング 

個人所有と国家の車両、通勤旅行削減義務ステーション ・ 24 記事します。 

24.5....... 関税局 

第二十五条非番行為 

記事 26 従業員の活動とプライバシー 

26.4....... 健康管理情報 

第二十七条居住要件-WSP と LCB 

27.1....... 適用性 

27.2....... WSP と LCB 従業員緊急吹き出しがない割り当てられている状態の車両

に 

27.3....... WSP と LCB 施行部門従業員割り当てられたホーム車 

第二十八条規律 

第二十九条推定の辞任 

29.1....... 無断欠勤 

29.2....... 分離のお知らせ 

29.3....... 復職のための請願 

29.4....... Grievability 

第三十条苦情処理手続き 

30.1....... 条項と要件事項 

30.2....... 出願及びその処理 

30.3....... 後継者句 

第三十一条法的防衛 

従業員の損害賠償責任 

記事 32 の人事ファイルとその他の従業員の情報 

32.7....... ドキュメントの削除 

第三十三条適合義務/合理的な宿泊施設/障害分離 

33.5 ...... 障害分離 

第三十四条年功序列 

34.1....... 定義 

34.2....... 広報担当官 3 駆け引き単位の年功序列のルール 

34.3....... 犯罪記録課-Tenprint 単位で年功序列のルール 

第三十五条解雇とリコール 

35.1....... 定義 

35.3....... 組合に通知 

35.4....... 一時解雇のための基礎 

35.5....... 自主的なレイオフ、休学または時間の短縮 
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35.6....... 非永久試用従業員 

35.7....... 作業時間または解雇-雇用者オプションの一時的な減少 

35.8....... 解雇ユニット 

35.9....... 正式なオプション 

35.10..... カジュアルなオプション 

35.11..... 永住者の資格を持つ従業員への通知 

35.12..... 給与 

35.13..... 過渡期のレビュー 

35.14..... リコール 

35.15..... 一般政府の移行プール プログラム 

35.16..... プロジェクト雇用 

35.17..... 季節のキャリア採用 

36 経営権を条します。 

37 労働 - 管理通信委員会を記事します。 

37.1....... 目的 

37.2....... 委員会 

37.3....... 参加とプロセス 

37.4....... 権限の範囲 

38 組合活動を記事します。 

38.1....... 表現 

38.2....... スタッフの代表者 

38.3....... ショップ スチュワード 

38.4....... 州の施設、リソース、機器の使用 

38.6....... 掲示板 

38.7....... 資料の配布 

38.8....... 組合活動のため休み 

38.10..... 新入社員のオリエンテーション 

38.11..... 2017 2019年マスター契約交渉 

38.12..... 組合と一時的な雇用 

38.13..... 労働組合の役員として一時的な雇用 

第三十九条組合権保障 

39.1....... 組合会費 

39.2....... 従業員への通知 

39.3....... ユニオン セキュリティ 

39.5....... 会費のキャンセル 

39.6....... 進捗レポート 

39.7....... 補償 

第四十条の分類 

40.1....... 分類計画改訂 

40.2....... 位置確認 

40.3....... 再配分の効果 
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40.4....... 再配分の給与への影響 

第四十一条補償 

41.1....... 有料の範囲の割り当て 

41.2....... "SP"有料の範囲の割り当て 

41.3....... "V"有料の範囲の割り当て 

41.4....... 募集または保存/圧縮または反転/増加した職務と責任-不平等 

41.6....... 高い分類の職務のために支払う 

41.7....... 新入社員と新しいクラスの給与を確立します。 

41.8....... 周期的な増加 

41.9....... 募集を強化する昇給またはアドレスの保存 

41.10..... 昇格給与割り当て 

41.11..... 降格 

41.12..... 転送 

41.13..... 再割り当て 

41.14..... 復帰 

41.15..... 標高 

41.16..... パートタイム雇用 

41.17..... コールバック 

41.18..... シフト プレミアム 

41.19..... 分割シフト 

41.20..... スタンバイ 

41.21..... 移転補償 

41.22..... 給与過払い回収 

41.23..... 割り当て支払規定 

41.24..... 依存注意給与削減計画 

41.25..... 健康保険料を税引前 

41.26..... 医療/歯科費用の勘定科目 

41.27..... 退職インセンティブ-退職インセンティブ 

41.28..... デューティ補償-自然資源部を火災します。 

第四十二条健康管理 

42.4....... ウェルネス 

第四十三条航空保険 

第四十四条社員のボランティア会 (VEBA) 

ブラインド (WSSB) の小児難聴、聴力損失 (CDHL) とワシントン州立学校のワシ

ントン州センターで交渉が 45 単位を条します。 

第四十六条ストライキ 

第四十七条完全なる合意 

第四十八条貯蓄句 

記事 49 の必須科目 

49.2....... 交渉 

49.3....... リリース タイム 
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第五十条従業員支援プログラム 

第五十一条契約書の印刷 

52 条期間 

  

  

付録 

付録 A.A-1 

解雇ユニット 

付録 B.A-4 

一般的なサービス俸給-効果的な 2017 年 7 月 1 日 

付録 C.A-15 

一般的なサービス俸給-効果的な 2018 年 7 月 1 日 

付録 D.A-27 

一般的なサービス俸給-効果的な 2019 年 1 月 1 日 

付録 E..A-40 

"SP"範囲職俸給表-効果的な 2017 年 7 月 1 日 

付録 F に示します.A-45 

"SP"範囲職俸給表-効果的な 2018 年 7 月 1 日 

付録 G.A-50 

"SP"範囲職俸給表-効果的な 2019 年 1 月 1 日 

付録 H.A-55 

割り当ての支払 

付録私.A-58 

特別有料範囲およびノート 

付録 J..A-59 

とおりですによって表される交渉の単位 

付録 K..A-60 

特定の増加 

付録 L..A-61 

12 ドル、時間最低賃金し、圧縮や 12 ドルの反転調整時間最低の賃金 

 
 

  

覚書 

軍事部門は、政府のシャット ダウン.M-1 

学校や資金調達.M-2 

第 27 条、WSP と LCB.M-3 

DNR、作業能力テスト.M-4 

DNR、警察官.M-5 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ja&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dja%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736572
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ja&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dja%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736573
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ja&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dja%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Toc488736574


DNR、消防学校参加のための補償.M-6 

署名ページ 

  

 

 

  

プリアンブル 

本契約は「連合」と呼ばれる「事業主」とワシントン公共従業員会、ローカル 365、米

国食品および商業労働者と呼ばれるワシントン州によって入力に 

それは相互尊重に基づく雇用関係を確立、すべての従業員に公平な待遇を提供、顧客お

よびワシントン州の市民に効率的かつコスト効果の高いサービス提供を推進、改善する

当事者の意図、州政府のパフォーマンスの結果は、従業員とは賃金、時間、および他の

条件および雇用の条件を指定する行い違いの迅速な解決のためのメソッドを提供する、

仕事の価値を認識します。第三十条苦情処理手続きの対象とはプリアンブル. 

 
 

 
 

第一条 

認識句 

雇用主は賃金、時間と労働条件を確立するために公共雇用関係委員会 (PERC) だから認

定として交渉の単位のすべての従業員の排他的な交渉エージェントとして労働組合を認

識に同意します。 

PERC では、排他的な代表として連合を証明する一般政府の交渉単位、本契約の期間中

に、本契約の条項が適用されます。 

第 2 条 

非差別 

2.1名誉除隊のベテランとして宗教、年齢、性別、セックス、既婚、レース、色、信

条、国籍、政治的所属、軍状態、状態に基づいて従業員に対する差別は、本契約

の下でベテランまたはベトナム時代のベテラン、性的指向、ジェンダーの表現、

性同一性、任意の実を無効に、知覚感覚、精神や身体の障害、遺伝情報、または

参加や組合活動への参加の欠如のため、禁止といいえ違法な嫌がらせを容認する

ことは。 
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2.2差別、ハラスメント、敵対的な作業環境の対象となっている彼らを信じて社員がに

従って苦情を監督、管理スタッフ、人事室ファイルにこのような問題を話し合う

ことをお勧め代理店のポリシー。従業員が苦情と同じ人種差別、ハラスメント、

敵対的な職場環境に関する内部告発をファイルの場合、苦情は内部苦情処理が完

了するまで中断されます。 

2.3調査のレベルに上昇する内部の苦情を調査・ タイムリーに処理されます。雇用者

は、調査が必要と判断された日から 14 14 暦日以内調査プロセスを開始、不平を

言う従業員とその時点で調査されている使用人に通知されます。各続く 30 30 日

経過すると、不平を言う従業員とリクエスト、調査名調査のステータスの更新が

表示されます。調査が完了し、調査名、調査が完了したことの通知と情報の両方

が提供されます。 通知調査の結論で不平を言う従業員が提供されます。調査の

結果。 

2.4両当事者は、この契約の条項が承認されたアファーマティブ ・ アクション計画の実

施を防ぐため同意します。 

2.5ワシントン州人権委員会、人権事務所または平等雇用機会委員会での提訴から従業

員を防ぐも、本契約が両当事者が同意します。 

2.6は、雇用者のトレーニングを提供することに同意および組合支援し、積極的に職場

に存在する多様性を受け入れること、理解する、あらゆる形態の差別を防ぐため

に研修への参加を奨励することに同意します。 

第 3 条 

プロモーションや欠員 

3.1とき位置が満たされる、位置とスキルとされているジョブ分類内で特定の位置の職

務を行うに必要な能力を入力するときに使用する予定のタイプの雇用者を決定し

ます。いっぱい。特定の位置を持っている候補者のスキルや空いている位置の職

務を行うに必要な能力は雇用代理店によってについてさらに検討参照されます。 

3.2代理店の内部解雇リストは、本契約のリコール、解雇記事 35解雇リストに自分の名

前を配置する選択した、それぞれの個別の機関に限られている従業員で構成され

ます。 

3.3州解雇リストから成るでしょうWAC 357-46-080に従って州全体解雇リストに自分の

名前を配置する選択した従業員. 

3.4昇任候補者は永久的な予定で試用期間が完了し、機関内の永続的な状態を達成して

いる従業員として定義されます。 

3.5移転候補代理店に欠員と同じ分類の永久的な状態の従業員として定義されます。 
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3.6自主降格候補は永住機関内最大より低い給与範囲のクラスへの移動で従業員として

定義されます。 

3.7永久的な予定の空いている位置を埋める候補者認定されるさらなる検討のため次の

ように。 

A. 適切な地理的な可用性を示しました必要なスキルと能力を持つ代理店の内部

解雇リストにほとんどの上級者、任命される位置。 

B. 場合内部解雇リストに名前がない、代理店は最大 20 20 候補についてさらに検

討を証明します。までそれらの候補者の 70-5 パーセント (75%) がある州

全体の解雇、代理店プロモーション、内部転送、および機関の自主的な降

格。認定すべての候補者は、位置固有のスキルと入力する位置の職務を実

行する能力が必要です。宣伝または他の候補者のための証明の最後の位置

のためのネクタイ、代理店は最大 10 10 追加候補者を検討すること。代理

店は追加候補者、認定を補完し、交換して他の候補者は元のプールからの

候補者のような考察を放棄する可能性があります。 

C. スキルや空いている位置の職務を実行する能力を持っている一般的な政府の

移行プール プログラムで社員はスキルや位置の職務を実行する能力を持

っている他のすべての候補者と共に考慮されるかもしれない。 

D. 場合認定候補者プールに少なくとも 3 3 アファーマティブ ・ アクションの候

補者が含まれていない代理店認定位置の名に最大 3 3 アファーマティブ ・ 

アクション候補を追加します。複数のポジションを募集代理店は各追加位

置の認定リストに追加の 5 5 代理店候補者と 5 5 他の候補者を追加可能性

があります。 

第 4 条 

雇用や予定 

4.1 採用とアプリケーション プロセス 

機関を活用し、ポジションを埋める募集プロセスを決定します。交渉のユニット

位置を募集最低 7 7 カレンダー日の募集のお知らせが掲示されます。 

4.2 永住 

従業員は試用、試用サービスまたは移行検討期間の成功完了する彼または彼女の

仕事分類の永久的な状態を達成します。 

4.3 内部の動き-正社員 

記事 3.7 に従って認定候補者の前に任命権限与えることができる管理転送、自主

降格または上昇代理店正社員のスキルや能力を実行する必要がある限り、当該役

職における責務。従業員の転送を望み、自主降格または昇格書面での要求が開始



され、当局の任命は、開口部のこれらの個人を検討します。面接した応募者は、

採用決定の通知されます。 

4.4 各種予定 

A.非常任 

1. 雇用主が有給インターンシップやスタッフ開発、負荷ピーク時は、解

雇、の可能な影響を低減する、募集が実施されている間の永久的な

従業員の不在のために記入する非常任理事予定をすることができま

す。機会。非永住予定とき入力が正社員の不在のためを除く 18 18 

ヶ月を超えることはありません。非常任理事新任技術そして位置の

ために必要な能力が必要です。 

2. 正社員に代理店で彼または彼女の位置または永久的な区分内の位置に戻

る権利を有する彼または彼女の代理店内の非常任予定を受け入れる

彼または彼女を左折非常任の予約完了、提供、従業員では、元の任

命権限はそれ以外の場合に同意しない限り、元の非常任予定を残し

ていません。永住者の資格を持つ従業員は、別の代理店に非常任理

事予定を受け入れることがあります。予定を受け入れる前に少なく

とも 14 14 暦日従業員は、彼または彼女現在任命の権限非常任理事

任命を受け入れるように意図を通知しなければなりません。従業員

の意図の通知後、従業員の永久的な代理店、代理店およびそれらの

リターンの権利の存続期間を任意の戻り値の権利を書面で、従業員

に通知されます。最低限、代理店は代理店の内部解雇リストへの従

業員のアクセスを提供しなければなりません。 

3. 雇用者では非常任理事予定を永久的な予定を変換雇用者非常任予定に合

わせてセクション 4.1の規定により競争力のあるプロセスを使用す

る場合。このような状況で従業員は試用や試用サービス期間になり

ます。雇用者は従業員を非永続的な予定から永久的な予定に変換す

る前が 1 つの場合、適切な地理的な可用性が示されている必要なス

キルと能力を持つ内部解雇候補が存在するを任命しなければなりま

せん。永久的な地位の試用や試用サービス期間に非常任理事予定で

費やされた時間はカウント可能性があります。 

4. 使用者は、従業員に (1) の作業日の通知を与えることによっていつでも

非常任予定を終わる可能性があります。 

B.電話で雇用 

雇用者は、呼び出しの位置を埋めることができる作業が間欠的、予定が散

発的、および特定のパターンが合わない。雇用者は、従業員に通知するこ

とによっていつでも呼び出しに雇用を終わる可能性があります。 

C.トレーニングの予定 
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1. 雇用者は、トレーニングでとして特定の位置、位置、のグループまたは

業務分類やシリーズですべてのポジションを指定可能性がありま

す。雇用者は決定、研修プログラムの説明およびプログラムの長さ

などを文書化します。トレーニングの計画を含める必要がありま

す。 

a. 訓練の計画の目標クラスのタイトル 

b. 義務と目標クラスの責任 

c. ジョブ クラス目標クラスに到達するために使用されます。そし

て 

d. のスキルや能力目標クラスでトレーニング中の従業員が取得する

必要があります。 

トレーニング計画には、次のコンポーネントのいずれかを含めるこ

とができます。 

a. で実務研修。 

b. 教室またはフィールド命令; 

c. コースを教育機関、専門学校、または専門的な訓練の組織;およ

び/または 

d. 筆記、口頭および/または実用的な検査 (s)。 

他の職員を置く方法がなくなった場合を除き、監督に責任を有する

位置は訓練の位置として設定されません。 

2. トレーニングの位置に最初に採用されている候補者は、予定の仕事の要

件を完了する必要があります。雇用者は、状態サービス、トレーニ

ングで予定の試用期間は完了しましたが、トレーニングのプログラ

ムに必要なその後のトライアル サービス期間が正常に完了しない

従業員から分けることができます。成功ではない従業員は、雇用者

から (1) の作業日の書面で通知いつでも切り離されるかもしれな

い。分離の効力発生日の 7 7 日以内従業員はディレクターまたは代

理店または被指名人の長官によって分離の検討を求めることができ

ます。 

トレーニングの予定を受け入れる永住と 3 の従業員のトレーニング プロ

グラムの要件に応じて、試験サービス期間となります。試験サービ

ス期間とのトレーニング プログラムは、同時に実行されます。雇



用者は従業員が正常に完了しないトライアル サービス期間 2 2 営業

日のお知らせで、いつでも戻ることがあります。従業員の帰属権利

は従業員は項 4.5 B この記事に従って、彼または彼女のトレーニン

グの予定前に永住を開催仕事の分類になります。 

4. 試験サービス期間で研修予定の各レベルの必要があります。 または全

体の研修の予定は、試験サービス期間として指定できます。試験サ

ービス期間とのトレーニング プログラムは、同時に実行されま

す。雇用者がトレーニングで予定の従業員によって提供される試験

サービス期間の長さを決定します。ただし、全体のトレーニングの

予定のトライアル サービス期間の累積合計は 30 6 36 ヶ月を超える

ことはありません。 

5. 試験サービス期間はトレーニングで予定の各レベルの必要がある場合、

従業員は永住に各レベルで同時研修、試験サービス期間の完了した

際にそれぞれの分類を達成します。 

6 従業員がトレーニング要件を正常に完了目標分類の永続的な状態を達成

する (トレーニングの予定内のすべてのレベルを意味する) 全体の

トレーニング プログラムは試験サービス期間として指定されてい

る場合、全体のトレーニング プログラムの同時トライアル サービ

ス期間です。 

D.プロジェクトの雇用 

1. 雇用者は雇用は不定の状態、連邦政府は、ローカルに、付与、または特

定の期間限定期間の他の特別な資金プロジェクト位置に従業員を選

任します。雇用者プロジェクト雇用の予定終了日を書面で社員に通

知されます。 

2. 以前永久的な状態を達成することがなくプロジェクトの雇用した社員は

試用期間になります。社員は試用期間が修了した永久的なプロジェ

クトのステータスを得る。 

恒久的なプロジェクトのステータスを持つ従業員が試験サービス期

間になるとき彼ら。 

a. 促進プロジェクト内で別の仕事の分類または 

b. 転送または永住を達成しない別の仕事分類プロジェクト内で自ら

降格。 

3. 使用者は転送、自主降格またはプロジェクト以外のポジションに昇進の

永久的なプロジェクトの進捗状況をプロジェクトの従業員を検討し
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ます。従業員は、従業員が以前の永久的な状態を達成してない転

送、自主降格又はジョブ分類位置非プロジェクトへの昇格時にトラ

イアル サービスの期間になります。 

4. 雇用者ではプロジェクトの予定を永久的な予定を変換雇用者がプロジェ

クトの予定に合わせてセクション 4.1の規定により競争力のあるプ

ロセスを使用する場合。雇用者は、恒久的な任命にプロジェクトの

予定を変換するとき、従業員は試用や試用期間を提供する必要があ

ります。プロジェクトの予定で費やされた時間は、永久的な地位の

試用や試用サービス期間カウント可能性があります。プロジェクト

の予定から従業員を永久的な予定に変換する前に、1 つの場合に適

切な地理的な可用性が示されている必要なスキルと能力を持つ内部

解雇候補が存在する雇用者を任命しなければなりません。 

5 記事 35、一時解雇およびリコールの規定に従いプロジェクト従業員のレ

イオフとリコール権利になります。 

E.季節キャリア採用 

1. 雇用主は季節、自然の中で循環されているキャリア予定約同時に毎年、

同じ代理店で再発 5 5 ヶ月以上も続くことが予想される、いずれか

短時間で 12 12 ヶ月未満は、連続 12 12 ヶ月の期間。 

2. 同じ局で連続した季節に完成 (12) 月 6 6 または 12 試用期間 (に従って款 

4.5 A 以下) の完了、時に季節のキャリア採用の従業員と従業員の

権利させていただきます永久的な状態です。 

3 記事 35、一時解雇およびリコールの規定に従い季節のキャリアの従業員

の解雇とリコール権利になります。 

F. 非永続的または呼び出しで予定の終了第三十条苦情処理手続きの対象とは. 

4.5 確認期間 

A.試用期間 

1. トレーニングの予定であるそれらの従業員を除いて永久的な位置に彼ま

たは彼女の最初の任命に続くすべてのパートタイムとフルタイム従

業員が割り当てられた職務; 6 6 ヶ月の試用期間になります。すべ

てのため、ブラインド (WSSB) 子供のころ難聴と聴力損失 (CDHL) 

とワシントン州立学校は試用期間は 2014 年 7 月 1 日に 12 の 12 ヶ

月としたセンターで認定された従業員のクラスを除いて、12 12 を

持ち続けますヶ月の試用期間。雇用者では、個々 の従業員や、分

類のすべての従業員の拡張子が 12 の 12 ヶ月を超える期間を引き起

こさない限り、試用期間を延長できます。雇用者 6 6 ヶ月以上の分

類のすべての社員、従業員の試用期間を延長しようとするときに書
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面で労働組合に通知することに同意します。拡張機能は、パフォー

マンスの問題に基づいて、従業員がパフォーマンスの改善計画が表

示されます。 

2. 使用者は、試用期間中にいつでも試用従業員を分けることができます、

このような分離第三十条苦情処理手続きの対象となります。雇用者

は、分離の有効日よりも前 1 つ 1 カレンダー日以内に書面による通

知の最小値を与える必要があります。 

3. 使用者は、従業員は、無給休暇や兵役のため休業を除く、共有のまま任

意の曜日の一日の単位で、社員の試用期間を拡張があります。 

4. 転送または彼または彼女の最初の試用期間を完了する前に昇格した従業

員を新しい試用期間となります。新しい試用期間の長さは、試用状

態ですでに提供しています時間は、所轄官庁調整しない限り、項 

A.1 上記のようになります。ない場合、ただし、試用期間になりま

す未満 6 6 カ月連続。 

5 使用者は、非常任予定の状態を永続的な任務に変換し、場合、現職社員

は試用期間になります。ただし、所轄官庁は、項 A.1 上記で定義さ

れている試用期間の完成に向けて非常任予定で働いた時間を信用可

能性があります。 

6. 雇用者の承認を得てにて、最初の試用期間を提供している間同じジョブ 

シリーズでより高いレベルのポジションに非常任理事予定が彼/彼

女の試用期間を再開、時間がすでにクレジットを受け取るを受け入

れた従業員試用状態の場合は彼/彼女は彼/彼女が空いた同じ位置に

戻ります。 

B.試験サービス期間 

1. トレーニングの予定、他の従業員をすべて永住人が昇格または転送また

はジョブ分類を達成しているいない以前永住に降格を受け入れて自

発的にこれらの従業員を除いて、します。割り当てられた職務を行

う六つの 6 ヶ月の試用期間を提供してください。使用者区分ごとに

人事の状態を監督の事務所が定めた試験サービス期間を遵守するこ

とに同意します。従業員別のジョブのスキルや能力を必要とする同

じ職種内の別の位置に移動を試験サービス期間となります。雇用者

では、個々 の従業員や分類では、すべての従業員の拡張子にケー

スバイ ケースに基づいて、12 の 12 ヶ月を超える期間がない限り、

試験サービス期間を延長できます。雇用者 6 6 ヶ月以上の分類のす

べての社員、従業員のトライアル サービスの期間を延長しようと

するときに書面で労働組合に通知することに同意します。 
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2. 試験サービス期間あり従業員が彼または彼女の試験サービス期間広がっ

て、のため日常的に従業員は、無給休暇や兵役のため休業を除く、

共有のまま任意の日のため。 

3. 試験サービス期間を完了する前に別の位置に任命された従業員を新しい

試験サービス期間となります。トライアル サービスの状態ですで

に提供しています時間は、所轄官庁調整しない限り、新しいトライ

アル期間の長さは項 4.5 B 1 に従いなります。いかなる場合でただ

し、総試験サービス期間未満 6 6 連続ヶ月になります。 

4. 位置が格納されていないか、または申請者に提供が行われていない元彼

または彼女の永久的な位置に予定の 15 15 日以内、試験サービス期

間あり従業員によって自ら戻ることがあります。15 15 日後、従業

員は雇用者の承認を得て、元の位置に戻ることがあります。 

5. と書面通知を雇用者によって、試験サービス期間を失敗したすべての従

業員は同じ代理店の位置を元に戻す機会が提供される可能性が。 

a. 空席または試用または非永続的な従業員によって満たされは試用

サービス従業員の内以前ジョブ分類;または 

* 空いているか従業員の給与範囲以下で試用または非永続的な従業

員によって満たされました。 

いずれの場合も、戻りつつある社員のスキルや空いているポジショ

ンに必要な能力が必要です。 

6. 任意の従業員は、試験サービス期間を失敗して復帰オプションを持たな

い代理店の内部解雇リストに、彼または彼女が持っていた仕事の分

類の位置の一般的な政府遷移プール プログラムに彼または彼女の

名前を配置することを求めることができます。以前永久的な状態を

達成しました。 

7. 試験サービス期間中は成功ではない社員の返還は第三十条苦情処理手続

対象ではないです。. 

4.6 仕事へ戻りイニシアティブ プログラム 

このプログラムの下で利点は535を通じてWAC 357-19-525に従って適用されま

す。. 

第 5 条 

性能評価 
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5.1 目的 

パフォーマンス評価プロセスは、監督者、従業員とパフォーマンスの目標を話し

合う、評価し、それらの目標についての彼らのパフォーマンスを確認する機会を

与えます。監督者は、スキルや能力は、機関の要件に揃えることができますの

で、自分の専門性で社員をサポートします。従業員の業績を認識して、タイムリ

ーのパフォーマンス問題に対処する上司や従業員間の議論は評価期間中に発生し

ます。パフォーマンスの問題は、従業員に必要な追加のトレーニングを受信し

て、問題を修正する機会を与えるために従業員の注意になります。 

5.2 評価プロセス 

A. 従業員の仕事のパフォーマンスは、彼または彼女の試用や試用サービス期間

と少なくとも毎年その後各省庁では予定通り完了する前に評価されます。

プライベート設定の評価を行います。試用または永久的な従業員が仕事の

パフォーマンスは不十分であると決定は、deficiency(ies) の書面で通知す

る必要があります。場合を除き、deficiency(ies) は (は) 実質的な従業員を

与えなければならない、deficiency(ies) を修正し、それは評価に記載され

てする前に、満足のいく性能を発揮する機会。 

B. パフォーマンス評価プロセスがなどが、社員の育成とパフォーマンスの計画 

(EDPP) のフォームまたはパフォーマンスと開発計画 (PDP) のフォーム

は、従業員の署名の書面または電子的性能評価に限定されません。フォー

ム、および従業員が任意のコメントの受信を確認します。性能評価のコピ

ーは、レビューの時に従業員に提供されます。従業員のコメントを含む、

元のパフォーマンス評価フォームは、従業員の人事ファイルに保持されま

す。従業員には、従業員の人事ファイルに挿入後、一定期間内で完成した

評価のコピーが与えられます。 

C. とき従業員は同じ位置のままになりますが変更は、スーパーバイザー 90 90 日

前までに従業員のパフォーマンス レビュー、社員の現在の監督者を含む

共同レビュー、以前上司が行うことができます。前の上司はもはや代理店

と採用されて、従業員は現在の上司は従業員のパフォーマンスの知識を持

っている別のマネージャーに相談、評価を確定する前に求めることができ

ます。 

D. 性能評価法を悲しむことがあります;ただし、評価の内容は第三十条苦情処理

手続きの対象と. 

E. の雇用者になるパフォーマンス評価プロセスについては容易に利用できる従

業員と管理者に。従業員は、8.1 項に従い EDPP または PDP 工程における

訓練を求めることができます。 
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5.3小児難聴の聴力損失 (CDHL) ワシントン州センター、ワシントン州の学校のための

ブラインド (WSSB) で交渉単位の評価実施しなければならない、少なくとも双方

向毎年、通常完了する 5 月 15 日よりも後。 

第六条 

仕事の時間 

6.1 定義 

A.正社員: 

従業員の方 40 40 時間の労働時間あたりの平均を動作するようにスケジュ

ールされます。 

B.法律施行従業員: 

セクション 7 (k) の公正労働基準法 (FLSA) の法律施行条件を満たす位置

で働く従業員。 

C.アルバイト: 

従業員の労働時間あたり 40 40 時間未満の稼働スケジュールは方。 

D.残業の対象となる職種 

職務との基準を満たす責任を割り当てられているポジションで働く従業員

は、連邦および州の法律の下でカバレッジを超過します。 

E.残業免除の位置: 

職務と責任の基準を満たしていないが割り当てられているポジションで働

く従業員は、連邦および州の法律の下でカバレッジを超過します。 

F.シフト従業員: 

通常 1 1 以上の仕事のシフトのシフト カバレッジを要求する立場で働く残

業の対象となる従業員 

G.勤務時間: 

1 は、制 7 7 連続、24-24 時間周期の (1)。 

H.仕事のスケジュール。 

仕事のスケジュールは、連邦および州の法律を満たしている限り、週間労

働時間は、時間の異なる番号の勤務シフトをビジネスや顧客サービスのニ

ーズを満たすために雇用者によって確立されるかもしれません。 

I.作業シフト。 

時間は、従業員が、労働の各勤務時間を実行する予定です。 

J.労働時間: 



7 7 連続 24 24 時間から成る 1-100 60-8 168 時間の定期的に再発生する期間

です。週間労働時間は通常日曜日の午前 12時 00分を開始し、終了 12:00 

深夜次土曜日、又は、それ以外の場合は、所轄官庁指定します。自分の労

働時間に変更がある場合従業員は、所轄官庁届け出与えられます。 

6.2 決定 

雇用者は立場が残業対象または連邦および州の法律に従い残業免除かどうか決定

しなければなりません。法律施行位置に関して雇用主は残業対象位置にある延長

工期を決定しなければなりません。残業対象位置が残業免除雇用者と判断された

従業員が決定の書面で通知されます。 

6.3 残業の対象となる従業員 (法執行社員を除く) 

A.通常の作業スケジュール 

残業対象の従業員の標準作業スケジュールは開始時刻と終了時刻の位置お

よび雇用者の要件によって決定されると、制 40 40 時間以上にはなりませ

ん。従業員は、別の開始および終了時刻を求めることができます。ワシン

トン州のパトロール (WSP) を除く正規の仕事のスケジュールは通常、オ

フ 2 2 連続日のスケジュールを含まれます。この資料で定義されている、

雇用者は従業員に事前に通知を正規の仕事のスケジュールを調整できま

す。雇用主は、従業員の毎日の作業スケジュールを任意の日に 2 2 時間以

上を拡張する別の勤務時間や残業の支払いまたは補償時間の発生を避ける

ために従業員の労働時間、雇用者は調整されません。この規定は適用され

ません。 

1. 従業員労働時間内で彼または彼女の時間調整に要求し、その制; 内 40 

40 時間以上の作品または 

2. これらの職に割り当てられた職務と責任を達成するために柔軟性を正規

の労働時間内の彼らの毎日の仕事のスケジュールを調整するため、

固有のビジネス、または季節必要があります。ときに従業員の仕事

のスケジュールを調整するには、代理店は、ビジネス、顧客サービ

スのニーズを満たすことができる限り、機関に追加料金を発生させ

ることがなく雇用者は従業員の好みを考慮します。 

B.代替作業スケジュール 

週間労働時間は、時間の異なる番号の勤務シフトで設置される残業対象の

従業員の雇用者代替作業スケジュール連邦および州の法律の要件を満たす

場合、ビジネスと顧客のサービス ニーズを満たすために残業は発生しま

せん。従業員に対し異なる workweeks、勤務のシフト。 

C.スケジュール変更 

従業員の週間労働時間、仕事のスケジュールは、雇用主から予告変更場合

があります。残業対象の従業員は、14 の 14 日間の恒久的なスケジュール



変更通知書を受け取る。従業員に対し一時的なスケジュール変更の 7 の 7 

日間のお知らせ。スケジュールの一時的な変更は、30 30 日行われる活動

として定義されている以下です。届出日は予告の最初の曜日と見なされま

す。労働時間中に毎日勤務シフトの仕事の時間の調整は、スケジュール変

更を構成しません。雇用主は、2 2 時間残業の対象となる従業員の毎日の

開始または終了時刻を調整できます。 

D.緊急スケジュール変更 

雇用主は残業の対象となる従業員の労働時間を調整して予期しない、深刻

な状況で予告なくスケジュールを動作可能性があります。 

E.従業員の要求のスケジュールの変更 

週間労働時間は、第 6.1で定義されたシフト スケジュールを動作していな

い残業の対象となる従業員の仕事のスケジュール。雇用者の認可、使用者

の企業と従業員の要求で、F を変更可能性があり、顧客サービスのニーズ

を満たす超過作業の費用は発生しません。スケジュール変更要求しない任

意拒否されます。 

F.従業員の要求された柔軟な作業スケジュール 

雇用者は、柔軟な作業スケジュールと従業員のパフォーマンスと士気に肯

定的な影響の重要性を理解しています。従業員が要求されると、従業員と

雇用者との間に相互に合意された場合スケジュールが従業員の仕事週間以

内屈曲があります。 

6.4 残業の対象となる法律施行社員の仕事スケジュール 

拡張作業期間、支払の割り当てを受信していないフルタイム、残業の対象となる

法律施行社員の正規の仕事のスケジュールは、28-28 日の期間に - 160 時間 (160) 

時間より多くはなりません。仕事のスケジュールはサブセクション 6.3 C E まで

に従って変更することがあります。 

6.5 残業の対象となる未払い食事期間 

雇用者と労働組合に未払い食事期間によって異なります、 WAC 296-126-092の未

払い食事期間要件を優先に同意します。社員以上 5 5 連続した時間のための未払

い食事期間権利、30 30 分以上になります、仕事の中間が可能なシフトに近いよ

うにスケジュールしなければなりません。従業員の未払い食事期間は、職務によ

って中断されると、従業員が未払い食事期間を完了するための中断に続く彼また

は彼女の未払い食事期間を再開する許可されます。従業員が運用上の必要性によ

り未払い食事期間を完了することが、従業員が未払い食事期間中に働いた分の実

際の数に基づく計算が補償に権利しなければなりません。食事期間到着の遅延ま

たは仕事からの早期出発のため使用できません、食事や休息期間と組み合わせる

ことはできません。正規労働時間を超えて 3 3 時間以上を動作するために必要な
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従業員は、少なくとも 30 の 30 分間の他の未払い食事期間にけることができま

す。 

6.6 残業の対象となる支払いの食事期間ストレート シフト スケジュール 

雇用主と労働組合に支払った食事期間によって異なります、 WAC 296-126-092の

有料の食事期間要件を優先に同意します。社員ストレート シフト スケジュール

食事期間を受信しませんが、義務のまま自分のシフト中に時間の許す限り断続的

に食べることが許されます。有料の食事期間ストレート シフトで従業員の義務

からの救済を必要はありません。 

6.7 残業の対象となる休憩時間 

雇用主と労働組合によって異なります、 WAC 296-126-092に必要な休息期間を優

先期間残りの部分に同意します。従業員は、時間 3 3 以上の各半分 (1/2) のシフ

ト勤務でまたはそれぞれの中央付近 3 3 以上の時間の半分 (1/2) シフトの 15 の 15 

分間の許可された休憩になりません。残りの期間では、義務からの救済は必要あ

りません。仕事の性質が従業員が半分 (1/2) シフトごとに 15 の 15 分に相当断続

的に休憩を取ることができますスケジュールされた残りの期間は必要ではありま

せん。到着の遅延または仕事からの早期出発のための残りの期間は使用できず、

休憩や食事の時間と組み合わせることはできません。 

6.8 肯定的な時間レポート 

従業員は正確に肯定的な時間レポートの各機関が定めるプロセスに従って働いた

時間を報告します。 

6.9 残業免除の従業員 

残業免除の従業員が残業連邦または州の法律の対象となりません。補償は、残業

免除の従業員を彼らに採用された公共サービスを提供するために必要な多くの時

間を動作する見込みであることを前提に基づいています。これらの従業員は彼ら

の仕事製品と働くの代理店の目標達成に責任があります。すべて残業免除の従業

員の雇用者のポリシーは次のとおりです。 

A.、雇用者は、製品、サービス、残業免除の従業員が満たす必要がある基準を決

定します。 

B. 残業免除の従業員の割り当てを達成するか、自分の責任を果たすために必要

な多くの時間を動作するように期待され、具体的な期限で作業割り当てを

完了する管理から方向に対応する必要があります。残業免除の従業員は、

雇用者が必要と認めた場合のサービスを提供するために特定の時間を動作

する必要があります。このような社員は、有給休暇を使用または従業員の

病気休暇や有給休暇の使用について代理店ポリシーを遵守するとともに、

時折、不定期屈曲 1 1 時間以内の時間を交換する必要なります。 
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C. 残業免除の従業員に支給する給与は、労働時間すべてに対して完全な補償で

す。 

D. 従業員拡張作業時とオフ相殺時の適切なバランスを調整する作業時間を調整

する上司に相談します。所轄官庁や指名承認は、残業免除の従業員は臨時

または過度の時間の交換時間が積算されますこのような柔軟性は発生しま

せんまたは適切なバランスを達成しないである働いた。交換時間は、スト

レート時最大 80 80 時間に計上される可能性があります。交換時間は、病

気休暇の代わりに使用することができ、休暇します。交換時間は、現金値

を持たないし、機関間で転送することはできません。従業員 40 40 時間の

交換の時間を計上する、時期従業員と雇用者は 60 60 日以内未払交換時間

を使用して、従業員のための計画を開発します。そのジョブの原因は 

exchange を発生させる従業員立法セッション、雇用者および従業員のた

めの時間は、セッションの終わりに立法セッション中に発生した交換の時

間の使用のための計画を開発します。 

E. 従業員の要求で、雇用者の承認、(両方の柔軟性と圧縮の仕事のスケジュール

を含む) の代替の仕事のスケジュールが確立され、ビジネスと顧客のサー

ビス ニーズの対象となります。代替スケジュールに要求しない任意拒否

されます。従業員は、自分のスケジュールとその使途の管理を維持する責

任があります。 

F. 残業免除の従業員が雇用者彼または彼女は休日に仕事が必要ですが、休日に

費やしたすべての時間のオフ、等しい時間のレートで交換時間を受け取り

ます。 

第 7 条 

超過作業時間 

7.1 定義 

A.残業: 

残業は時間として定義されている残業の対象となる従業員。 

1. 制 (除く法律施行社員) あたり 40 40 時間を超える作品 

2. 休日; 上で動作 

3. 28-28 日の期間、従業員 - 160 160 時間を超える作品は延長期間の割り当

ての支払を受けていない法律施行従業員または 

4. 動作専用として火当番記事 41、補償で定義されています。 

B.超過単価: 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ja&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dja%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Article_41_Compensation


該当する賃金および時間の法規に従って超過単価になります 1 つと半分 

(1 1/2) 従業員の正規料金の支払の。有料の正規料金では、任意の許容除外

は含まれません。 

C.作業: 

残業の為に仕事の定義のみ含まれています。 

1. すべての時間実際に過ごした職務割り当てられています。 

2. 休日 

3 病気休暇; 

4. 休暇; 

5. 代償時間;または 

6. その他の支払時間は記載されていません。 

+作業は含まれません。 

1. 共有を残す; 

2 支払; なしコメントを残す 

3. 追加補償時間の休日出勤の代休。または 

4 時間スタンバイ、コールバック、またはその他の違約金の支払として補

償します。 

7.2 超過資格と補償 

従業員は次の状況下で超過補償対象のとおりです。 

事前の承認があるし、制 40 40 時間以上を働く A. 残業の対象となる従業員は、

超過単価で補償しなければなりません。その労働が 40 40 時間未満の社員

は彼に支払われるまたはすべての作業に対して支払われる彼女の正規料金

は、制 40 40 時間までを行い、制 40 40 時間以上の正規の仕事のため支払

った超過単価で。 

B. 残業の対象となるパートタイム勤務の社員が彼に支払われます、またはすべ

ての作業に対して支払われる彼女の正規料金は、制 40 40 時間までを行

い、制 40 40 時間以上の正規の仕事のため支払った超過単価で。 

拡張作業期間、事前承認を有し、28-28 日の期間に - 160 160 時間以上働く人の割

り当てを受けていない従業員を支払う C. 残業の対象となる法律の施行

は、超過単価で補償しなければなりません。 

7.3 一般規定 

A.、雇用者は規則的な作業時間または超過作業時間、数、スキル、作業時間、お

よび作業の期間を実行に必要な従業員の能力で作業ができないかどうかを

決定します。雇用者は最初、当番が修飾された従業員を自主的にその超過



要件を満たしてしようとします。イベント ボランティア作業に十分な従

業員がない、上司は残業する従業員を必要があります。 

B. 場合従業員は彼または彼女が修飾されたため残業に提供されたない、従業員

を彼または彼女が修飾されます次の利用可能な超過作業時間の機会が提供

されます。いかなる状況下で, が働いていない残業の従業員は補償しなけ

ればなりません。ありますない残業のピラミッド。 

7.4 代償時間残業の対象となる従業員 

A.代償時間資格 

代償時間可能性がありますのみとき代理店に現金の代わりに獲得して従業

員が同意します。代償時間付与代償時間残業の時間ごとの 1 つの半分 (1 

1/2) 時間のレートで働かなければなりません。 

B.最大補償時間 

従業員は、公共の安全や緊急対応活動に従事している社員または法施行の

蓄積の代償時間 2 100 40 240 時間以上または四百八十 480 時間が可能性が

あります。 

C.代償時間使用 

従業員は、これは彼らの休暇の損失になるか従業員が暴力のままに国内に

有給休暇を使用していない限り、有給休暇を使用する前に代償的な時間を

使用する必要があります。代償的な時間は、使用する必要があり、休暇有

給休暇、記事 11、ようにと同じ方法で予定します。従業員は、国内暴力

を残す行為、 RCW 49.76によって必要に応じて休業の補償時間を使用で

きます。雇用者は、7 の 7 日間の通知と彼または彼女の代償時間を使用す

る従業員をスケジュールできます。 

D.代償時間キャッシュ アウト 

毎年 6 月 30 日ですべての代償時間を使わなければなりません。代償時間

残高が毎年 4 月に従業員が使用するスケジュールされていない、監督は彼

または彼女のスケジュールを確認する従業員を連絡しなければなりませ

ん。バランスがある従業員の代償時間キャッシュ アウト 6 月 30 日または

時従業員。 

1. 何らかの理由葉状態サービス 

2. 異なる資金調達源と彼または彼女の代理店の位置に転送または 

3. 別の州の機関に転送します。 

第 8 条 

トレーニング 
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8.1雇用主と労働組合の価値と教育・研修は、従業員の能力開発を強化するように設計

のメリットを認識します。雇用者は、代理店政策と使用可能なリソースに基づい

てトレーニングを提供します。 

8.2参加機関に必要な訓練になります旅行を含む働いた時間を考慮しました。状態管理

と会計マニュアル (一緒) に従い補償されるトレーニング機関に出席するため移

動時間が必要。 

8.3代理店のトレーニングと開発計画は、雇用者の方針と従業員のトレーニングと開発

の目標を述べなければならないし、そのような政策対応する必要があります、少

なくとも、次。 

従業員のトレーニングと開発の責任者の識別 

B. 従業員資格基準 

C. トレーニングおよび開発活動に参加しながら従業員の作業の状態を判断する

基準 

D. 基準教育を残す; 

E. 授業料の払い戻しまたは料金免除の政策; 

F. 州法および連邦規則に従い必須トレーニング 

G. エントリー管理/監視訓練 

H. の従業員のトレーニングと開発ニーズの評価; 

トレーニングと開発プログラムの評価そして 

J. WAC 357-34-050に従ってキャリア開発の割り当て. 

8.4の雇用者は義務が嵌頓の個人との相互作用を含む従業員の監督/受刑者関係に適切な

トレーニングを提供します。 

8.5 マスター契約トレーニング 

A.、雇用主と労働組合は、スーパーバイザーとショップ スチュワード本契約の

日常の管理の責任は重要マネージャーは、その訓練を同意します。連合は

ショップ スチュワードに本契約のトレーニングを提供し、雇用者はマネ

ージャーおよびスーパーバイザー研修を提供します。 

B. 連合交渉単位内のユニオン・ショップ制スチュワードにトレーニングが表示

されます。トレーニングはもはや 4 4 時間以上続きます。トレーニングに

なります自分の作業シフト中トレーニングに出席するそれらのユニオン・
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ショップ スチュワードのために働いた時間を考慮しました。非作業時間

中にトレーニングに通うユニオン・ショップ スチュワードは補償いたし

ません。日付、時刻、数、および各セッションの参加ショップ スチュワ

ードの名前についても合意します。雇用者によっては、所要時間と費用は

支給しません。 

8.6 授業料の払い戻し 

A. 機関承認する完全または部分的な授業料の返済、機関のポリシーと利用可能

なリソース内で一貫性のあること。 

B. 機関は、授業料の払い戻しは、お支払いの証明と以前に承認されたコースの

受講対象となる従業員を弁償いたします。 

C. 不在の合意どころか、従業員が承認されたコースの完了する前に別の機関に

移動したとき従業員がもはや支給対象となります。 

8.7 訓練要求 

トレーニング、学習管理システム (LMS) の外のすべての要求の承認、不承認、

または正常に完了した要求の提出の 15 15 暦日以内直属の上司によって転送され

ます。リクエストでは、代理店は 45 の 45 日以内のステータスの更新を提供しま

す。要求が拒否された場合、雇用者は、拒否の理由を従業員に提供します。 

8.8 教育訓練記録 

A. 従業員は、彼らのトレーニング記録のコピーを求めることができます。雇用

者はハードコピーまたは彼らのトレーニング記録への電子アクセスを提供

します。従業員は仕事関連の訓練の雇用者にドキュメントを提供する場合

は、トレーニング レコードまたは従業員の人事ファイルに記録されま

す。 

* 永続的な一時解雇の時に従業員の正常に完了したと見なされるに訓練のマニュ

アルを提出する機会が提供されます。 

第 9 条 

免許と認定 

9.1雇用主と労働組合は、彼らの割り当てられた位置の職務を行うに適切な免許や認定

を維持するために交渉の単位の従業員の必要性を認識します。 

9.2彼らのポリシーおよび/または慣行の免許と認定に関連機関に従います。 

9.3従業員の所轄官庁に通知または被指名人彼らの仕事に関連するライセンスや証明期

限が切れた、または制限されている場合失効または有効期限、制限、失効の 24-



24 時間以内に停止されたか懸濁液、または、次のスケジュールされたシフトす

る前にどちらかが最初に発生します。 

 

 

  

第 10 条 

休日 

10.1 休日 

次の日は、法令の定める法定休日。 

1. お正月 1 月 1 日 

2. マーティン ルーサー キング 

ジュニアの日 
1 月の第 3 月曜日 

3 大統領の日 2 月の第 3 月曜日 

4. 記念日 5 月の最後の月曜日 

5. 独立記念日 7 月 4日日 

6 労働日 9 月の最初月曜日 

7. 復員軍人の日 11 月 11日日 

8. 感謝祭 11 月の第 4 木曜日 

9. ネイティブ 

アメリカン文化遺産の日 
翌日 11 月の第 4 木曜日 

10. クリスマスの日 12 月 25日日 

11. 個人的な休日 10.3 節以下に規定 

    

10.2 休日ルール 

休日表示に次の規則が適用されます。 

A. 従業員は、にもかかわらず、彼らは動作しないストレートの時間率で支給し

ます。 



B. 従業員が休日に動作する場合、彼または彼女は、実際の記事 7.1 B、超過作業

時間に従って直線時間料金 + 超過単価で作業時間の支払われます。 

C. 月曜日金曜日からのフルタイム従業員の作業のスケジュールを実行します。 

1. いつでも任意の祝日土曜日前金曜日が休日になりません。 

2. いつでも任意の休日が日曜日、次にあたる月曜日は休日になりません。 

D. 月曜日金曜日からではなく、正社員に作業のスケジュールを実行します。 

1. 祝日は従業員のスケジュールされた作業日に、その日になります、休日

を考慮します。 

2. 従業員の定期的にスケジュールされた日に該当する、代理店を決めるか

どうかそれが観察される従業員の作業日に休日の前後に。 

3. 従業員求めることができる代替日を彼または彼女の休日として同じ内の

滝オフ要求された日を休日として期間支払う限り。雇用者は、承認

または要求を拒否可能性があります。 

E. 次で 1 つのカレンダー日の開始および終了が夜のシフト スケジュールの作業

員の休日がカレンダー休日に開始予定の夜シフトの開始時またはシフトの

開始時に開始する代理店によって決定しなければなりません。 カレンダ

ー休日を前します。 

決定は、施設のすべての従業員のための同じを行う合意がある場合を除

き、それ以外の場合機関と 1 つの 1 の影響を受ける従業員、または契約社

員の組合で構成するされます。 

F. 休日の前後に勤めるパートタイムの従業員は、フルタイムの雇用に対して必

要な 1 ヶ月間支払う状態で時間に比例する額の休日の現金で補償されま

す。 

G. 休日前に採用されていると休日をカウントしない、月の間 80 80 超過または非

スタンバイ時間支払う状態にあるまたは、休日の前の全体の仕事のシフト

の支払いステータスは、フルタイムの従業員が表示されます。休日の補

償。従業員の方の辞任または解任または辞任、解任または分離の発効日後

に発生する休日のため休日は補償いたしません前に、分離します。 

10.3 個人的な休日 

A. 各従業員が 1 つ 1 個人的な休日カレンダー毎年、次の条件を選択します。 

1. 従業員されているまたは 4 4 ヶ月以上状態が継続的に採用する予定です 
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2. 従業員は上司; 未満 14 14 日間の通知を与えてください。従業員と上司

が以前の日付では; に同意可能性がありますただし、提供そして 

3. 特定休日を選択する従業員数は、効率的に継続して代理店をことができ

ます。 

* 休日に資格はない上記サブセクション A.3 の下で拒否されたとき消滅します。 

C. フルタイム、代替作業スケジュール従業員各個人用休日の通常の給料を受け

取る。 

D. 非常勤職員は、彼らの毎月のスケジュールは、フルタイム スケジュールにク

マ個人的な休日に有料の時間数にけることができます。 

E. 一部または個人的な休日のすべての共有を残すのため他の従業員に寄付しま

す。計上、共有のままとして寄贈、寄付の従業員に同じ暦年の間に返され

ます個人的な休日の部分は、寄付の従業員によって取られるかもしれな

い。 

F. 社員の個人的な休日は個人的な休日休暇の選択日に彼らの永久的な仕事のシ

フトに相当します。 

G. リクエストのための彼または彼女の個人的な休日の一部またはすべてを使用

する従業員が承認されます。 

1. 家族介護法、 WAC 296 130に必要な家族のケア; 

2. 必要に応じて家族軍を残す行為によって、 RCW 49.77や記事 18.12;に従

って休暇または 

3. 国内暴力を残す行為、 RCW 49.76に必要な休暇. 

10.4のみ第 10.3 条、個人的な休日に適用されますワシントン州立学校で交渉の単位ブラ

インドとワシントン州立センター小児難聴と難聴のため。 

第 11 条 

有給休暇 

11.1従業員が保持し、本契約の効力発生の日の前に発生した任意の資格と未使用の休暇

届を繰り越します。 

11.2 休暇休暇クレジット 

フルタイムとパートタイムの従業員に有給休暇率表によると、毎月計上入金さ

れ、休暇積算以下。 
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11.3 休暇休暇積算 

セクション11.4 以下率のスケジュールで休暇の口座に積算されますカレンダー月 

80 80 超過時間支払い状態にされている正社員. 

アルバイトで稼いだ休暇のままクレジットを計算・時間フルタイムの雇用に必要

なそれと比較して 1 ヶ月間支払ステータス、パートタイム従業員の数に比例する

額の計上されます。 

11.4 休暇休暇積算率表 

サービスの完全な年   年間時間 

最初 (1st) と 2 番目 (2nd) 年現在の継続的

な雇用の間に 

  112 112 

現在の継続的な雇用の第 3 (3rd) 年度   120 120 

第 4 回 (4回) の中に現在の継続的な雇用

の年 

  1 つ 100 20 8 128 

5 位 (5回) と 6 (6th) の間に総雇用の年   1 つ 100 36 136 

7 (7回)、8 (8回)、第 9 (9th) 中に総雇用の

年 

  1 つ 100 40-4 144 

第 10 回 (10回)、11 (11th)、十二 (12th)、

13 (13回)、14 (14th) の中に総雇用の年 

  160 160 

第 15 回 (15回)、16 (16回)、17 (17回)、18 

(18回) と 19 (19日) 中に総雇用の年 

  1 つ 100 76 176 

第 24 (24回)、第 23 (23rd) 第 22 (22nd) 二

十一 (21st) 20 (20th) において総雇用の年 

  1 100 90-2 192 

第二十五 (25番目) の中に年間総雇用とそ

の後 

  200 200 

  
 

 
  

11.5 休暇スケジュール 

A. 休暇が 10 分の 1 で課金 (1/10) 時間単位の。 
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B. 従業員、代理店の手順に従って事前に有給休暇を要求します。状況は、事前

リクエストを排除、スーパーバイザーはケースバイ ケースに基づいて遡

及的休暇を承認すること。代理店が配慮しなければならない休暇の要求の

ままの採用を検討する際に関しては、従業員のニーズが、少なくとも代理

店の仕事に干渉する場合、休暇を撮影することが必要な場合があります。 

C. 程度機関に宗教的な儀式のため休暇を付与することがまたはプログラムの要

件を許可します。 

D. 従業員は不在をカバーするためにクレジットを残して十分な休暇がない場合

スケジュールされた休暇を取ることができません。 

E. とき 2 2 以上の従業員が同時にオフ同じ休暇日数を要求し、ビジネス ニーズ

の承認を妨げる両方の要求のままに、年功序列が優先されます。雇用者

は、必要なスキルやビジネスと顧客サービスのニーズを満たすために必要

な能力を検討します。以前に承認された休暇は休暇を付与するために取り

消されないシニア社員に。 

F. 通信役員 3 交渉単位の場合にのみの休暇は最初の選択とその現在の仕事分類

し、第 2 選択の時間の長さと現在の仕事分類に時間の長さに基づいて入札

があります。関係は記事34.1 (C) に従って解除されます。 

11.6 介護 

従業員が有給休暇を使用して家族のケア法、 WAC 296 130に必要な家族のケア. 

11.7 軍家族の休暇 

従業員は、必要に応じて軍家族を残す行為、 RCW 49.77によってや記事 18.12に

従って有給休暇を使用可能性があります。. 

11.8 家庭内暴力を残す 

従業員が有給休暇を使用して国内暴力を残す行為、 RCW 49.76に必要な休暇. 

11.9 休暇休暇最大 

従業員は 2 100 40 240 時間を超えない最大休暇残高が蓄積されます。ただし、上

記の最大蓄積する有給休暇を許可する 2 つの 2 例外があります。 

A. 場合に従業員の休暇の要求のままには雇用者によって拒否され、従業員がす

ぐに最大、従業員の休暇を残す最大の有給休暇が毎月延長することで、雇

用者が従業員の有給休暇申請を延期する必要があります。. 

B. 従業員は、彼または彼女の記念日の前に余分なバランスを使用している限

り、従業員は 2 100 40 240 時間を超える休業日の休暇を蓄積もされます。
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その発生を事前に延期はない最大値を超える任意の休暇が前述のように、

従業員の記念日失われます。 

11.10 分離 

少なくとも 6 6 連続ヶ月は休暇のための支払いを受けることがのために雇われて

いる従業員休暇クレジットとき彼ら。 

A. 辞任に十分な通知。 

B. 退職; 

C. 解雇;または 

D. は、雇用者によって終了します。 

さらに、死亡した従業員の不動産はバカンス休暇クレジットの支払いに権利があ

ります。 

11.11この記事申請をしないワシントン センターで交渉の単位に小児難聴と難聴とワシ

ントン州立学校は、視覚障害者のため。 

第 12 条 

病気休暇 

12.1 病欠発生 

彼は後では、フルタイムの従業員は病欠の八 8 時間の口座に積算されます。 ま

たは彼女は暦月 80 80 非残業時間を支払う状態にされています。 

パートタイム従業員は、病欠時間月の支払いステータスは、パートタイム従業員

の数に比例する額の計上されます。 

12.2 病気休暇の使用 

病気休暇は、10 分の 1 で課金 (1/10) 時間単位のと次の理由で使用することがあ

ります。 

A. 個人的な病気、傷害または従業員が彼または彼女の仕事や個人の医療や歯科

の予定を実行することを防ぐことができます医療障害。 

B. 家族ケア法、 WAC 296 130によって必要に応じて家族の介護. 

家族の病気休暇 (第 15 c. 予選欠席). 

D. 被ばくの伝染病、出社が他人の健康を危険にさらすときに従業員。 
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E. 予防医療家族や世帯員の予定まで各発生のための 1 つ (1) 日に雇用者と事前に

手配された場合、従業員出席予定。家族、親、ステップ親、姉妹、兄弟、

親の法律に配偶者として定義され、 RCW 26.60.020と26.60.030祖父母、

孫、マイナー/依存子によって定義されている国内のパートナーを登録と

子。 

F. に治療や監督を必要とする健康状態のマイナー/依存子供の世話をします。 

G. 病気親戚や世帯員の各発生または雇用者によって拡張されるよう 5 5 日前ま

で。「親戚」配偶者として定義されてまたはRCW 26.60.020と26.60.030子

孫、祖父母や親、ステップ親、妹、弟、又は従業員/従業員の義理親で定

義された状態が国内のパートナーを登録配偶者または登録の同棲相手。 

H. 従業員が死別の対象となる場合に親類の死は、第十七条、または従業員認定

忌引休暇を延長することにしたときを残します。死別の病気休暇使用 3 3 

日または旅行のための代理店によって拡張されるように限られます。雇用

主は、確認を必要があります。 

I. のRCW 49.77と記事 18.12に従って必要に応じて軍事休業のまま. 

J. 国内暴力は、 RCW 49.76によって必要に応じてのまま放置. 

12.3 代償時間、交換時間、個人的な休日または休暇病気休暇の目的のための使用 

雇用者は、病気休暇を見越しての使用と同じように病気休暇目的で代償的な時

間、交換時間、個人的な休日や有給休暇を使用する従業員になります。従業員

は、従業員の出席の問題で公開されている場合病気休暇目的で代償的な時間、交

換時間、個人的な休日や有給休暇を使用する能力が拒否される可能性がありま

す。すべて代償時間、交換時間、個人的な休日や病欠のため休暇休暇申請が、代

償の時間交換時間、個人的な休日や有給休暇が要求されて示す病気休暇の代わり

に。正社員完全なシフト単位で個人的な休日を使用しなければなりません。パー

トタイム従業員の病気休暇の目的のための個人的な休日の使用セクション 10.3 d. 

に基づいて算出されます。 

12.4 有給休暇の修復 

従業員、従業員が有給休暇中にサブセクション 12.2 A で、上記条件が発生した

とき当然積算されます 14 (内休業を従業員に要求を提供承認された休暇の代わり

に、病気休暇14) 彼または彼女に職場に復帰の日。有給休暇の相当額が復元され

ます。 

12.5 病欠報告と検証 

従業員はそれ以外の場合に合意がない限り、病気休暇の最初の日の後、毎日彼ま

たは彼女のスーパーバイザーに通知する必要があります速やかに。仕事に戻った

後、従業員は、病気休暇のセクション 12.2あたり一般的な理由を報告しなければ
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なりません。病欠虐待を疑うに原因がある場合、医師の診断書が必要病気やけが

の後もすぐに仕事に戻るから従業員を保護する機関を支援するためにまたは仲間

の従業員またはクライアントを伝染病から守るために。雇用者は、虐待が疑われ

る結果 7 7 ヶ月以上連続医療検証を必要はありません。理由は個人的な病気と不

在続き 10 10 以上連続稼働日場合は、医療証明書が必要になる必要があります。 

12.6 病気休暇年間キャッシュ アウト 

毎年 1 月、従業員は 90-6 96 時間 4 4 時間ごとの 1 つの 1 時間の現金を受け取る

資格がまたは病人を未払の少ないままに場合、。 

前の暦年の終わりに a. 病気休暇残高を超える 4 180 480 時間 

B. 変換病欠時間以下、前暦年病欠バランスは、四百八十 480 時間減少しませ

ん。そして 

C. 彼らは現金に、前年度中に使用される病気休暇の時間マイナス、前暦年中に

獲得した彼らの病気休暇の時間を変換すると思いますが 1 月 31 日まで

に、給与事務所に通知します。 

変換後のすべての時間は、従業員の病欠残高から差し引かれます。 

12.7 病欠分離キャッシュ アウト 

死の時に、対象となる従業員の不動産は 4 の 4 時間ごとの 1 つの 1 時間の彼また

は彼女の合計病欠バランスの報酬を受け取る。状態サービスからの退職の時に、

対象の従業員の自発的な従業員受取人会に転送されます 4 4 時間ごとの 1 つの 1 

時間の彼または彼女の病気休暇のバランスの補正が表示されます。このセクショ

ンの目的のため退職退職制度で預金に資金を残す「サービスの帰属」の従業員は

含まれません。 

12.8 再就職 

状態サービスを残して 5 5 年以内に再就職が元の状態の従業員が彼らの分離で持

っていたすべての未使用の病欠クレジット付与されます。 

第 13 条 

共有を残す 

13.1 共有を残す 

A. 目的プログラムを共有状態のままは、有給休暇、病欠、または、仲間の状態

の従業員に個人的な休暇を寄付する状態の従業員を許可します。 

1. 制服を着たサービスでサービスすると呼ばれます。 



2. 連邦政府または州政府によって宣言された米国内どこにでも緊急事態へ

の応答。 

3. ストーカー行為; 家庭内暴力や性的暴行の被害者または 

4. 苦しんでまたは相対や世帯構成員臨時重度の病気、怪我、障害、または

身体的または精神的な状態から苦しんでいます。 

B. 共有プログラム ワシントン州休暇の目的のために、次の定義が適用されま

す。 

1.「家庭内暴力」を意味する身体的危害、傷害、暴行、または差し迫った

物理的な危険、身体傷害、または家族や世帯RCW 26.50.010; に定

義されている間攻撃恐怖の刑罰性的暴行の 1 つの家族または世帯で

別の家族や世帯員;または、別の家族が 1 つの家族や世帯構成員や

世帯員のRCW 9A.46.110で定義されているストーカー。 

2「従業員」は、病欠や休暇を獲得する権利を与えられた従業員を残すと

残す人は正確な記録が維持されますを意味します。 

3. 従業員の「相対」通常RCW 26.60.020と26.60.030、子供、継子、孫、兄

弟、祖父母、親または継親によって定義されている従業員の配偶者

または状態登録の国内パートナーに限定されなければなりません。 

(4)「世帯」は、相互義務および/または 1 つの別の財務サポートを提供し

ている同じ家中に住む者として定義されます。この言葉、里子及び

法的病棟彼らが家庭で住んでいない場合でも。言葉では、人の生活

スタイルは、主にドミトリーまたはコミューンのとき同じ一般的な

家の共有は含まれません。 

5.「重大」または「異常な」条件が深刻な定義されている極端なまたは生

命を脅かします。 

6.「性的暴行」は意味はRCW 70.125.030と同じ. 

7.「ストーカー」 RCW 9A.46.110のように同じ意味を持つ. 

8「制服を着たサービスのサービス」有能な権限の下で制服を着たサービ

スで自発的または非自発的義務パフォーマンスを意味で、現役、ト

レーニング、トレーニング、非アクティブな義務ための訓練、初期

現役現役フルタイム国立警備状態注文現役、人が不在である期間を

含むそのような職務に、人の適性を判断する試験の目的のための雇

用の位置から。 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ja&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D26.50.010
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ja&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D9A.46.110
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ja&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D26.60.020
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ja&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D26.60.030
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ja&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D70.125.030
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ja&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D9A.46.110


9「状態、領域、連邦、所持、または地区非アクティブな義務研修、フル

タイムの国家警備隊の義務のための現役の任務に従事しているとき

の空気国家警備隊、軍隊の国家警備隊、武装勢力を意味する制服姿

のサービス」状態現役、公衆衛生サービス、沿岸警備隊および戦争

または国家非常事態の時にアメリカ合衆国の大統領が指名する者の

他のカテゴリの委託隊。 

10.「犠牲者」を意味する人、家庭内暴力、性的暴行、またはこの資料で

定義されている、反対にコミットされているストーカーします。 

13.2 共有を残す領収書 

A.、雇用主は、機関の長または被指名人従業員が次の条件を満たしていると判断

した場合は、共有を残すを受信する従業員を許すことができます。 

1. に苦しんでいる、または相対や世帯構成員が苦しんで、病気、負傷、障

害、または臨時または深刻な自然のある身体的または精神的な条件

は、 

2 制服を着たサービスのサービスが呼び出されました。 

3. 緊急事態またはその余波と被災地と政府機関の人道援助に従事している

彼または彼女のサービス、政府機関、非営利団体のボランティアへ

の対応を支援するため必要なスキルを持っているか非営利団体は、

ボランティア サービスの従業員の提供を受け入れるまたは 

4. 家庭内暴力や性的暴行、ストーカーの被害者です。 

B. 病気・怪我、障害、条件・ サービス、緊急時のボランティア サービスまたは

家庭内暴力、性的暴行の結果を呼び出すストーカー行為を起こしている、

またはする従業員を引き起こす可能性があります。 

1. 支払ステータスなしのままで行くまたは 

2. 状態の雇用を終了します。 

C. 従業員が不足、または彼または彼女がまもなく枯渇させます。 

1. 休暇、病気休暇、個人的な休日の準備場合、従業員は、このセクション

のサブセクション A.1 の対象 

2. 休暇を残すし、有給軍事RCW 38.40.060、の下で許可される場合、この

セクションのサブセクション A.2 の下、従業員に資格または 

3. 従業員がサブセクション A.3 または A.4 の下で適用される場合の、休暇

しますの個人的な休日、休暇。 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ja&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D38.40.060


D. 従業員が雇用者の規則によって従ったについて。 

1. 病気休暇使用項 A.1 と A.4 この節の下で従業員が適用される場合または 

2 従業員がこのセクションのサブセクション A.2 の下で適用される場合

の、休暇しますの兵役休暇、休暇。 

E. 従業員は熱心に追求し、従業員をこのセクションのサブセクション A.1 下修

飾する場合、 RCW 51.32優遇の対象となることがわかった。 

F.、行政機関の長や指名も検討する共有休暇を承認または共有のまま寄付の量を

制限するかどうかを決定する際に検討予算への影響。 

13.3 共有のまま使用 

存在する場合は、従業員が受けることができる、A. の雇用者は、休暇の金額を

決定します。ただし、従業員受け取りません共有を残す 5 100 20 2 522 日

以上総州雇用中に雇用者が休暇のための特別な状況で 5 100 20 2 522 日を

超えるを許可ことを除いて、従業員は、彼または彼女は病気、負傷、障害

または臨時または深刻な性質のある身体的または精神的な状態から苦しん

でいるのでプログラムのための修飾します。休暇を見越してまたは個人的

な休日を使用する資格を持っている非正規従業員を非永続的な従業員の任

命状で指定された終了日を超えて共有のまま使用できません。 

B.「雇用者認否の前に提出する従業員が必要になります。 

1. 免許を持つ医師または医療関係者従業員の必要な休暇、医療問題の説明

およびサブセクション 13.2の下に共有残してステータス リターン

の作業の予定日を確認するから医師の診断書A.1; 

2項 13.2 A.2; 下共有に残しての必要な欠勤を確認する軍の命令のコピー 

3. 従業員の政府機関またはサブセクション 13.2 A.3; 下共有を残すのため

の緊急事態の宣言された状態の時に非営利組織のためのボランティ

アの申し出の受諾の証拠または 

4. 共有をストーカーや家庭内暴力、性的暴行の被害者としての従業員のス

テータスの検証の項 13.2 A.4 下まま。 

C. する法律によって認められる範囲において、雇用者が開示、従業員によって

書面で承認されていない限り、検証情報の機密性が維持されます。10 の 

10 営業日以内に雇用者は受領または追加情報が要求されます。書面での

応答になります。 

13.4 残す寄付 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ja&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D51.32
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ja&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dja%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_13.2_Shared_Leave
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ja&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dja%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_13.2_Shared_Leave
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ja&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dja%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_13.2_Shared_Leave
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ja&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dja%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_13.2_Shared_Leave


従業員は、休暇、病欠、または次の条件の他の従業員に個人的な休日を寄付可能

性があります。 

A.、雇用者が共有休暇を受け取る権限を従業員に有給休暇の指定した金額を寄付

する従業員の要求を承認します。そして 

1. フルタイム従業員の要求を残すを寄付する彼または彼女の休暇を残すバ

ランス 80 80 時間を下回ることは発生しません。パートタイム従業

員の休暇残高を残すのための要件を比例配分されます。そして 

2. 従業員が近づいての記念日のためにすることができることができない余

分な休暇を寄付します。 

B.「雇用者は、共有のままを受け取る権限従業員に病気休暇の指定した金額を寄

付する従業員の要求を承認します。休暇を寄付する従業員の要求では、彼

または彼女の病気休暇バランス転送後 176 1 つ 100 76 時間を下回ることは

発生しません。 

C. の雇用主は、すべてを寄付する従業員の要求を承認する、または共有休暇を

受け取る権限を従業員に彼または彼女の個人的な休日の一部。 

1 で計上、共有のままとして寄贈、寄付の従業員に同じ暦年の間に返され

ます個人的な休日の一部は、寄付の従業員によって取られるかもし

れない。 

2 従業員は、個人的な休日のプログラムを去るとき、共有する個人的な休

日の一部を寄付を分割する許可されます。 

13.5 共有休暇管理 

A. 受信側の従業員は支払; の彼または彼女の正規料金を納付しなければなりませ

ん。したがって、共有の休暇の 1 つ 1 時間可能性があります受信者の給与

の 1 つ 1 時間以上カバーします。受信者の許可値の計算は、財務管理の事

務所方針・規程・手続に基づいてしなければなりません。休暇のドルの価

値は、受信者にドナーから変換されます。受信したまま共有休暇としてコ

ーディングして残高を残す他のすべてから個別に管理します。 

B. 共有のまま不要になった元のけがや病気に関連して将来の時点でする必要が

ないまたは任意他予選条件の受信者が、行政機関の長や指名によって決定

される返還される寄付します。 

C. 未使用休暇病気やけがに関連しては可能性があります、次のいずれかが発生

するまで返されません。 



1. 雇用者が病気を確認受信従業員の医師からステートメントを取得または

傷害が解決。または 

2. 従業員がフルタイムの雇用に解放されます。彼または彼女の現在の状態

または 6 6 ヶ月以上の他の資格条件の追加の医療治療を受けていま

せん。従業員の医者は、書面で、減少している従業員の条件を示す

ステートメントの従業員の要求が解決されました。 

+ 共有のままの残りは、元の寄付値に基づいて元のドナー値で返され、各ドナー

の適切な休暇のバランスに復帰日割ドナーの間で分割されます。戻り値

は、戻ってドナーの元寄付に基づいて比例配分しなければなりません。 

E. 従業員後する必要がある共有使用そのまま行政機関の長、以前に承認された

請求に記載されている同じ状態のためか指名は従業員の新しい共有休暇要

求を承認する必要があります。 

F. 全て寄付された休暇は自発的に与えられなければなりません。強制、脅迫、

または脅迫、財政的にこのプログラムのために休暇を寄付に誘導しなけれ

ばならない従業員。 

G. 機関は、立法のレビューを提供するために十分な情報を含むレコードを維持

しなければなりません。 

H. このセクションの下で転送されるままを使用する従業員を彼または彼女が使

用される休暇の値を返済する必要ありませんが。 

I. 受信者で利用できる有給休暇のすべてのフォームは、共有を残す項 13.2 A.1 下

修飾を使用する前に使用されなければなりません。有給休暇、病気休暇、

受信者によって使用できる以外のすべてのフォームは、共有を残すサブセ

クション 13.2 A.2、13.2 A.3 または 13.2 A.4 の下で修飾するときを使用す

る前に使用されなければなりません。 

J. 寄贈休暇は別の状態の従業員に同じ機関内、または頭の承認または両方の州の

機関、高等教育機関、あるいは学区/教育サービス地区の指名の従業員か

ら譲渡すること機関、高等教育機関、学校区/教育地区。 

第 14 条 

制服を着たサービス共有のままプール 

14.1 目的 

彼らは残ったまま共有プールが作成、制服を着たサービスのサービスに呼ばれて

いる状態従業員補償のレベルを維持することができ、従業員福利厚生量受けただ

ろうと一致していた制服を着たサービスアクティブな状態のサービス。制服を着



たサービスでサービスを共有のままプールにより、共有のまま仲間状態の従業員

として使用する休暇を寄付する状態の従業員の制服を着たサービスが呼び出され

ます。従業員の参加は、すべての回で自主的になります。軍事部門、人事部門、

財務管理事務所は、プールを管理します。 

14.2 定義 

この記事だけのために、以下の定義が適用されます。 

A.「従業員」手段病欠や休暇を獲得する権利を与えられた従業員残すし、の正確

なレコードを残すが維持されます。 

B.「軍事給与」のベース、専門および他の支払が含まれています住宅基本手当の

ような手当は含みません。 

C.「月給」には、時間給従業員の月給、特別な支払とシフト差動、または毎月相

当が含まれています。「月給」は、パフォーマンス ボーナス スタンバイ

有料やコールバック有料残業手当は含まれません。 

D.「制服を着たサービスのサービス」有能な権限の下で制服を着たサービスで自

発的または非自発的に義務のパフォーマンスを意味しを含む現役、トレー

ニング、トレーニング、非アクティブな義務のための訓練、初期現役現役

フルタイム国立警備状態注文現役、人が不在である期間を含むそのような

職務に、人の適性を判断する試験の目的のための雇用の位置から。 

状態、領域、連邦、所持、または地区トレーニング、フルタイムの国家警備隊の

義務のためのトレーニング、非アクティブな義務のための現役の任務に従

事しているときの空気国家警備隊、軍隊の国家警備隊、武装勢力を意味す

る e.「制服サービス」または、現役状態、公衆衛生サービス、沿岸警備隊

および戦争または国家非常事態の時にアメリカ合衆国の大統領が指名する

者の他のカテゴリの委託隊。 

14.3 参加 

A. 従業員は次の条件下で共有サービスで制服を着たままプールから休暇を受け

る可能性があります。 

1. 従業員有給休暇、病欠、または個人的な休日; を計上する権利がありま

す。 

2. 従業員の制服を着たサービスでサービスすると呼ばれています 

3. サービスへの呼び出しを引き起こした、または支払う状態のないままに

行くまたは状態の雇用を終了する従業員を引き起こす可能性があり

ます。 



4. 従業員の休暇と共有のままの使用が正当化される; 

5. 従業員が不足、または彼または彼女の休暇が消耗されますまもなくと有

料の軍隊を残すRCW 38.40.060;の下で許可されて、 

6. 従業員兵役休暇に関する機関規則に続いています。 

B. 従業員が有給休暇、病気休暇を寄付したり、制服を着たサービス共有する個

人的な休日のすべてまたは一部を残して次の条件下でプール。 

1. 寄付従業員が寄付に従業員の休暇を残すバランス 80 80 時間を下回るこ

とがない限り有給休暇の任意の金額を寄付します。パートタイム従

業員の休暇残高を残すのための要件を比例配分されます。 

2. 寄付金は、従業員の病欠バランス転送後 176 1 つ 100 76 時間を下回るこ

とを発生しませんを提供、寄付従業員が病気休暇の任意の指定した

金額を寄付します。 

3. 寄付の従業員が個人的な休日のすべてまたは一部を寄付します。 

14.4 プロセス 

A. 従業員に寄付または共有のままプールが代理店施策、共有制服を着たサービ

スのアドレス指定の手順に従う必要があります制服を着たサービスから休

暇を受信する要求するままにします。 

B. 従業員を受信する要求を残して制服を着たサービスの共有を残すプールも要

求や共有サービスで制服を着たままプールから残す軍事部手順遵守しなけ

ればなりませんから。共有のままプールすべき行政機関の長に指名軍の給

料とサービス、最新の状態を残すと収益ステートメント、完成した制服の

注文を確認する収入ステートメントが提供する制服を着たサービスから要

求している従業員を残すサービスは共有のままプール受信者の要求フォー

ム、および変更の通知です。決算発表のコピーと軍事部門から要求された

ときにサービスの注文も提示する必要があります。 

C. 共有のままプールに要求されたサービスの予想される長期放置に資金を供給

するに十分な残高がある場合は付与されません。 

D. 共有を残す、軍隊の給料との組み合わせでは、従業員の状態の毎月の給料の

レベルを超えることはありません。共有のままの 1 ヶ月あたり 8 8 時間ま

では撤回し、保険の下で公共の従業員の利益ボード (PEBB) に関係なく、

従業員の毎月の給与と軍の給料を継続するために使用可能性があります。 
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E. 従業員の受信状態の従業員として分類されるを継続し、従業員が通常受け取

る未払休暇や病欠を使用して場合、給与、賃金、および従業員の利益を尊

重し同じ治療を受けた。 

F. 機関は、共有サービスで制服を着たままプールの任意の虐待疑惑を調査しま

す。不正行為の発見、従業員がプールから受信した共有の休暇のすべてを

返済する必要があります。 

14.5この記事はない苦情処理手続きの対象となります。 

第十五条 

家族医療休暇-妊娠障害休暇 

15.1連邦の家族と医療法を残す (FMLA) 1993 年に A. 一致して修正、2006 年 (FLA)、状

態の少なくとも 12 の 12 ヶ月の少なくとも 1 つ 200 千働いてきた従業員の

ワシントンの家族を残す法50 家族医療休暇 1 12 12 ヶ月の期間を最大 12 

12 制を盗聴する権利がある要求された休暇前 12 12 ヶ月間 (1,250) 時間ま

たは次の理由 1-4。 

1. 育児休業の誕生と生まれたばかりの子供の配置養子縁組や里親の子供の

世話をしてその子の世話をするまたは 

2. 仕事から従業員の休暇を必要とする従業員の深刻な健康状態のため個人

医療休暇または 

3. 配偶者、息子、娘、親の世話をする家族医療を残したり、 Rcw 

49.78.020(7)、 26.60.020、および26.60.030を必要とする深刻な健康

状態に苦しんで人によって定義、状態が国内のパートナーを登録敷

地内のケアや従業員の監督に属する。FMLA を認識しないので、

状態は国内パートナー、FMLA の 12 12 週間に向けて、WFLA に従

って登録の国内パートナーはカウントされません従業員の状態の世

話をする休暇を登録しました。 

4. 家族医療残す予選危急従業員の配偶者、年齢、または親の子が現役でま

たは外国に配置するための武力、埋蔵量、または国家警備隊の現役

状態に呼び出されたとき。予選の緊急事態には、特定の軍事イベン

トに参加、代替保育に配置、特定の金融および法的な取り決めをア

ドレス指定、特定のカウンセ リング セッション、および展開後の

社会復帰の説明会に参加に参加が含まれます。 

5. 兵役の介護休暇、配偶者、年齢や親を覆われたサービス m の世話をす

る単一の 12 12 ヶ月間休暇を最大 20 6 26 workweeks 覆われたサー
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ビス メンバーの近親の子対象の従業員に提供されます。エンバー

またはベテランの深刻な病気や公務による負傷に苦しんでいます。 

中に特別介護休暇は取られる単一 12 12 ヶ月の期間中に従業員はの

み軍事介護休暇の 20 6 26 週間の合計をかかることがあります。 

ベテランまたは覆われたサービス メンバーの世話をする単一 12 12 

ヶ月の期間は、従業員 FMLA 休暇の他のタイプの確立 12 12 ヶ月

の期間に関係なく 12 12 ヵ月後、この理由と目的のための休暇を取

る最初の日に開始します。 

B. 資格ファミリまたは新しく生まれたばかりの子供のケアのための医療休暇採

用または子を育てるには、生年月日または里親や養子の子供の配置から 

12 の 12 ヶ月を終了します。 

C. 資格要件注意上記は休暇として使用時間など時間を完済カウントされないま

ま、病欠、千 2 150 1,250 時間交換時間、個人的な休暇、補償休暇、また

は共有を残す。 

15.2医療家族が資格期間を残して従業員家族医療の開始日から測定された前方のままロ

ーリング 12 12 ヶ月の期間になります。従業員の家族が医療にかかるたびに残す 

12 12 ヶ月の期間中に、休暇利用可能な休暇の 12 12 週間から差し引かれます。 

15.3雇用者は、従業員の福利厚生の期間中にRCW 49.78.020(6) で定義されたまま家族で

覆われている医療が続行されます。従業員は、健康保険、生命保険、障害者の彼

または彼女の共有に保険料を納付する必要があります。 

15.4の雇用者家族医療休暇の基準を満たす休暇を指定する権限があります。家族医療休

暇予選イベントはないに加えて、そのイベントの家族医療休暇の使用と並行実行

されるため有給又は無給休暇の使用。従業員は、適切な有給休暇を使ったり、ワ

シントン州家族法を残すRCW 49.78に従って付与された休暇の無給のまま選択可

能性があります。Workers' 賠償または攻撃の利点で覆われて、作業関連の傷害を

残すも、家族医療休暇と並行して実行されます。医療家族中に有給休暇を置換す

るを選択するすべての従業員を残す予選イベントは家族の医療に関する通知およ

び認定の要件に従う必要がありますを残す使用状況に関するお知らせと認定の必

要条件に加えて、有給休暇。第 15.1 節に掲げる資格要件を満たしている、従業

員は、家族医療休暇休暇仕事関連の病気やけがの不在中にいつでも労働者の補償

によってカバーと同時に実行を求めることができます。 

15.5育児休暇は、養子や里親子の彼または彼女の新生児との接着を目的として従業員に

付与しなければなりません。育児休暇は、子供の誕生や配置後最初の年の間、家

族医療休暇で覆われて時間を含む最大 6 ヶ月を拡張があります。療養休暇は、運

航上の必要のための雇用者によってのみ拒否可能性があります家族の対象期間を
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超えて残し。第三十条苦情処理手続の機関の長のステップで始めてこのような否

定を悲しむことがあります。. 

育児休業社員の未払休暇、病気休暇、個人的な休日、代償時間、交換時間、また

は無給休暇の組み合わせがあります。 

15.6雇用者は従業員の家族の一員からの証明を必要がありますか、家族医療のための修

飾のための覆われたサービス メンバーの医療サービスプロバイダーのまま。 

15.7まま医療を残す予選イベントは認定の医学的に必要なときに断続的に取られる可能

性があります家族のために。従業員は不当に雇用者の操作を中断しないように計

画された治療のため休暇をスケジュールする合理的な努力を行う必要がありま

す。予選の緊急事態のための休暇は、断続的に取られるかもしれない。 

15.8従業員の家族医療休暇予選病気後に仕事に戻った後、従業員は医療プロバイダーか

ら義務証明書のフィットネスを提供する必要があります。 

15.9あるニーズを予見可能な場合、従業員がその雇用者を医療休暇が開始する前に、家

族 30 30 日前に通知未満で提供しなければなりません。休業の必要性が事前に予

測不可能な 30 の 30 日の場合、従業員は可能であれば、このような通知を提供し

なければなりません。 

15.10 RCW 49.78.280に定める休暇の前に同一または同等の職と従業員を返すサブセク

ション 15.1 A この資料の状況の付与がない場合、次. 

15.11 妊娠障害休暇 

A. 放置妊娠または出産関連の障害は、FMLA に基づいて付与された休暇に加え

て、またはワシントン州家族は法律を残します。 

B. 妊娠障害休暇は、妊娠や出産のため、従業員が病気や一時的に無効にする時

間の期間に付与されます。従業員は、妊娠や出産代理店方針により障害休

暇の請求書を提出しなければなりません。従業員は、診断書または障害の

期間の検証を提出する必要があります。妊娠や出産により休業病気休暇、

有給休暇、個人的な休日、代償的な時間、交換時間、無給休暇の組み合わ

せがあります。有給と無給休暇の使用と組み合わせ、従業員の選択であり

ます。 

15.12当事者は、労働省が FMLA に最近の改正をさらに定義するのに取り組んでいる認

識します。雇用主と従業員を既存の遵守し、新開発 FMLA の連邦の規制、解釈

や定義のいずれか。 
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第十六条 

非運用現場/無力 

仕事に報告するには 

16.1と事業者が判断する状態のオフィスや作業場所などの理由のための操作上が、荒れ

模様の天気、自然災害、健康または安全の脅威に限らず、雇用者は、次の操作を

かかることがあります。 

A. 非緊急従業員 (行政機関の長や指名によって決定される) としては、サービス

を中断する時に支払の損失なしにリリースされるかもしれない。 

B. 非緊急時の従業員は、サービスを中断するに非動作の場所から合理的な走行

距離内の場所で同様の位置に再割り当てされる可能性があります。 

16.2中断中に彼らの通常の時間を勤務する従業員は追加報酬を受信しません。 

16.3場合作業用の場所が完全に操作上に残るが、従業員は仕事や悪天候、自然災害、ま

たは雇用者によって決まるその他の理由により職場に報告することが、従業員の

休暇が課金で、次の順序: 

A. 任意獲得代償時間か以前に蓄積された交換の時間; 

B. 任意計上休暇; 

C. 3 3 日までカレンダー年間病気休暇を見越しての 

D. を支払うことがなく残してください。 

従業員は彼らの要求で無給休暇または彼らの個人的な休日ではなく休暇や病欠を

使用を許可する有給休暇の種類は、上記の順序で使用されます、次の使用前に使

い果たすこと有給休暇の種類ごとになりますが、. 

16.4人厳しい悪天候、厳しい悪天候や自然災害によって引き起こされる条件のため出勤

することができなかったし、は、この資料のセクション 16.3 に従ってままに従

業員はバランスのため補償されます。彼または彼女の仕事のシフト状態のオフィ

スまたは作業場所以外の運用し、課金されませんが決定した後、残りの時間のま

まにします。厳しい天候以外の理由で承認されたままに従業員、厳しい悪天候や

自然災害によって引き起こされる条件は、彼または彼女のまま復元を持っていな

いでしょう。 

16.5荒れ模様の天気、自然災害、安全の脅威、または雇用者によって決まるその他の理

由のための現行作業の報告する従業員の無力が原因の納期遅れは支払時間の初め

の 1 時間まで許可されます。勤務時間。セクション 16.3 は、任意の追加の遅い

時間に適用されます。記事 6.3 e. に従ってよりも 1 時間遅く可能性がありますを

使用しての代わりに仕事のスケジュールを調整する要求である従業員を残す 
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第 17 条 

その他休暇 

17.1有給休暇はスケジュールされた作業時間の間に許可されます。 

A. 生命を与えるに参加する手順、セクション 17.3対象; 

B.セクション 17.4対象の陪審員の義務サービスの報告義務; 

C. 裁判所またはセクション 17.5対象の行政審判に表示するには; 

+セクション 17.6対象 21 21 日現役か現役の任務の訓練のための; 

E.セクション 17.7対象の忌引休暇のため; 

F. 17.8対象従業員援助プログラムを通じて評価を受ける従業員を許可するには; 

G. 検査またはスケジュールされた作業中状態の雇用主とのインタビューの時間

は対象のセクション 17.9. 

17.2雇用者の承認、有給休暇を含む、ボランティアとして市民の職務を行うが、消防に

限らず検索する従業員のスケジュールされた作業時間の間に許可される可能性が

あり、救助努力や血液を寄付。 

17.3 のままに生命を与える手順について 

従業員は生命を与えるに参加するための 2 つの 2 年間で 5 5 営業日を超えないよ

うに有給休暇を受け取る許可後の手続き。「生命を与えるプロシージャ」は人へ

の補償なしの寄付の目的のための試験、サンプリング、または血液、血小板、臓

器、体液、組織、および他人体成分の寄付を含む医学的監視プロシージャとして

定義されているか、医学的に必要な治療のための組織。従業員には、合理的な事

前の通知と認定医療機関、医師または生命を与えるプロシージャに従業員が参加

した他の医療専門家からの証明書を提供します。機関アカウント プログラムお

よび生命を与える休暇のスケジュールに交換要件をスタッフにかかることがあり

ます手順。 

17.4 陪審義務 

雇用者には、マニュアルまたは陪審員サービスの検証を必要があります。彼らは

彼らの通常の給料に加えて陪審員のメンバーとして受ける補償を維持できる社

員。 

17.5 は召喚状に対応します。 

勾引従業員スケジュールされた作業時間の間に裁判所または行政審判問題の当事

者である彼または彼女または経済問題に関心を持っていない限り、ジョブ関連問
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題について証言するに表示する、有給休暇が表示されます。雇用者は、休暇を与

えることができる従業員の個人情報や財務事項に関係のないその他の法的手続の

従業員を召喚するとき、スケジュールされた作業時間中に有料で。休暇を要求す

るとき、従業員は雇用者に、召喚状のコピーを提供します。 

17.6 兵役休暇 

必要な兵役義務またはトレーニングや国家警備隊またはアクティブ状態を含め訓

練に参加する (9 月 30 日まで 10 月 1 日) 毎年従業員に付与された有給休暇の 21 

21 日に加えて軍事欠勤になりますRCW 38.40.060および適用される連邦法に従い

付与。RCW 73.16および適用される連邦法に定める兵役休暇で従業員に回復され

ます。 

17.7 忌引休暇 

A. 従業員 3 3 日有給慶弔休暇の権利が彼または彼女の家族や世帯員が死亡した場

合。従業員は、死別の 3 3 日未満のまま求めることができます。 

B.「雇用者は、家族の一員や世帯員死検証必要があります。 

C. 有給慶弔休暇に加え使用者使用代償、病欠、休暇、交換時間、彼または彼女

個人的な休日または死別とこれに従って目的のため無給休職する従業員の

要求を承認すること契約。 

このサブ記事家族の目的は親、ステップ親、妹として定義されます、国内

パートナー、祖父母、孫、子のステップ子の兄弟、親の法律に配偶者が登

録されています。世帯員は、相互義務および/または 1 つの別の財務サポ

ートを提供している同じ家の中に住む者として定義されます。この言葉に

は、人の生活スタイルは、主にドミトリーまたはコミューンのとき同じ家

を共有は含まれません。 

+ 雇用者が従業員を承認の叔母、叔父、姪、甥、兄弟の義理、義理の子、偉大な

祖父母、ひ孫、いとこと従業員の配偶者または同棲相手の対応する親戚の

死のイベントで各暦年の 7 の 7 日間の合計までのすべての死のため有給休

暇を計上しました。雇用者は残す記事 10.1休日に指定された休日のためこ

の規定要求を拒否可能性があります。 

17.8 従業員支援プログラム 

承認されると、従業員は従業員援助プログラムを通じて評価を受ける有給休暇を

受け取る。 

17.9 試験/面接 

雇用者は、またはインタビューに参加するスケジュールの作業時間の間に試験を

受ける従業員に与えられる有給休暇の合計の個数に制限があります。雇用者は、
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インタビューに参加または運用上の必要性に基づいて予定作業時間中に受験への

従業員の要求を拒否可能性があります。 

17.10 その他休暇旅行 

従業員は、日当の対象となる、所要時間、又はケースバイ ケースに基づいて任

命権限を承認することの部分またはこの記事の下のすべての費用とを除いてもこ

の条の規定による旅費をしなければなりません。 

17.11除くセクション 17.12 に必要な従業員を与える合理的な予告その他休暇要求。 

17.12 個人的な休暇 

A. 従業員は、従業員は、4 4 ヶ月以上継続的に採用されている場合、個人的なま

ま日本契約の期間中に各年度 1 1 勤務時間を選択できます。 

B.「雇用者は場合個人的な休暇の選択した日の作業から社員をリリースします。 

1 従業員は、彼または彼女のスーパーバイザーに少なくとも 14 の 14 日間

の書面による通知を与えています。しかし、監督は短い予告期間を

許可する裁量を持っています。 

2. オフに特定の日を選択する従業員数から継続的な公共サービスを提供す

る代理店を防がない。 

C. 従業員の個人的な休暇の日の賃金は、選択日に従業員の永久的な仕事のシフ

トと同じです。 

D. 個人的な休暇が引き継がれません 1 年度から次へ。 

E. フルタイムの雇用に対して必要な 1 ヶ月間支払う状態で時間に比例する額の

個人的な休暇の日の個人的な休暇の日は撮影した月の間に採用されている

パートタイムおよびコールの従業員が補償されます。 

F. リクエストに応じて、従業員が一部を使用する承認されるまたは彼または彼

女の個人のすべての日を残しています。 

1、介護法、 WAC 296 130に必要な家族のケア; 

2. 軍家族を残す行為、 RCW 49.77と記事 18.12; に従って必要な休暇また

は 

3. 国内暴力を残す行為、 RCW 49.76に必要な休暇. 

第十八条 

支払うことがなく残してください。 
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18.1のまま支払いが次の理由で付与されますなし。 

A. 家族医療を残す (記事 15); 

B. 補正可能な仕事関連の傷害または病気を残す; 

C. 軍隊を残します。 

D. 子供と高齢者ケアの緊急事態; 

E. ボランティア休暇 

F. 軍家族を残します。そして 

G. ドメスティック ・ バイオレンスを残す。 

18.2無給休暇が付与されます信仰と良心のための休日のために年間カレンダー 2 2 日提

供従業員の休暇はない章 82 56 WAC で定義された雇用に不当な苦難を課すこと

や、従業員ではないです。公共の安全を維持するために必要です。 

次の理由によりお支払いが認められることがなく18.3を残します。 

A. 教育を残す; 

B. 米国公衆衛生局および平和部隊を残す; 

C. 政府サービスを残す; 

D. 条件適用有給。 

E. 季節キャリア雇用; 

F. のを定め、本契約; 

G. 市民ボランティアやコミュニティ サービスを残す; 

H. 組合活動、 38条に基づく; と 

I. ボランティアの消防は、非緊急事態を残してください。 

18.4 制限 

以上 12 の 12 ヶ月間に限る以下 5 5 年連続の時代を除いてならない支払なしのま

まに。 

A. 補正可能な仕事関連の傷害または病気です。 

B. 教育休暇; 

C. 政府サービスを残す; 

D. 軍隊を残します。 

E.記事 15、家族医療休業の規定の下で休業 

F. 季節キャリア雇用の葉; 

G. ボランティア休暇 

H. 家庭内暴力を残す; 

I. 休業自発的; 解雇の影響を軽減するにはまたは 

J. 組合の役員として派遣。 

任意の連続した 5 の 5 年間で 12 12 ヶ月以上無給休暇のある従業員は、記事 29推

定の辞任に彼または彼女の位置を辞職したと考えられます。 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ja&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dja%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Article_15_Family
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ja&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dja%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Article_38_Union
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ja&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dja%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Article_15_Family
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ja&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dja%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Article_29_Presumption


18.5 は従業員の権利を返す 

従業員支払うことがなく承認された休暇から帰国しなければならないまたは雇用

されて同じ位置に同じ職種、雇用者によって決定される、同じ地理的領域内の別

の位置に、このような再就職に矛盾がない限り本契約の他の記事。従業員と雇用

者を休業開始時戻り権に関する契約書に入力可能性があります。 

18.6 教育休暇 

教育プログラムの実際の出席の間教育休暇の支払が認められるなしのまま。 

18.7 兵役休暇 

RCW 38.40.060 に従って付与される軍事欠勤 21 21 日のトレーニング、または国

家警備隊またはアクティブの状態を含めた訓練に参加する必要な兵役義務の社員

に与えられた有給休暇、ほかおよび該当する連邦法。RCW 73.16および適用され

る連邦法に定める兵役休暇で従業員に回復されます。 

18.8 子供と高齢者ケアの緊急事態 

支払うことがなく残して、代償時間や有給休暇の子供と高齢者ケアの緊急事態が

付与され、年間カレンダー 3 3 日間の最大に制限です。従業員と雇用者間の相互

協定は、時に従業員の子供と高齢者ケアの緊急事態のために支払うことがなく追

加の休暇が付与されます。 

18.9 季節キャリア採用 

有料季節のキャリアのオフシーズン中に付与される可能性がなしのまま。 

18.10 政府サービスを残す 

米国公衆衛生サービスに限定されないを含む公共利益のために政府のサービスの

支払いが認められるか、平和部隊のままなしのまま。 

18.11 ボランティア休暇 

ボランティア消防士の従業員が火災、自然災害や医療に対応する義務に呼び出さ

れたときに付与される支払なしは緊急のままにします。非緊急事態のための支払

が認められるなしのまま。非緊急事態は訓練、検査および公共のアウトリーチ活

動を含めることができます。 

18.12 軍家族の休暇 

その配偶者または登録の国内パートナー Rcw 26.60.020と26.60.030によって定義

されるように、状態のまま展開から前に、や軍事紛争の期間中に、展開まで従業

員に与えられる支払なしのまま。有料、代償的な時間、休暇休暇のままに、病欠

とすべてまたは個人的な休日の一部 15 15 営業日配置あたりの限度に限定。従業

員はRcw 26.60.020によって定義された登録国内パートナーの従業員の配偶者ま

たは状態、休暇または26.60.030であるが公式の通知の受領後 5 5 営業日の通知を

雇用者を提供しなければならない、現役の切迫した呼び出しです。 
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18.13 家庭内暴力を残す 

家庭内暴力や性的暴行、ストーカー行為の犠牲者である従業員に断続的な休暇を

含む無給休暇が付与されます。家庭内暴力や性的暴行、ストーカーの被害者の家

族が治療を入手するか、助けを求める被害者のために支払うことがなく残して許

可されます。家族家庭内暴力を残す目的のために子が含まれています、 Rcw 

26.60.020によって定義されている配偶者、国家登録国内パートナー、 26.60.030

親、義理の親、祖父母または人従業員をデートします。雇用者は、 RCW 49.76

に従って休暇を要求している従業員からの確認を必要があります。. 

18.14 要求の承認と拒否 

無給休暇の要求は、書面で提出されます。雇用者が承認または 14 14 暦日以内支

払い要求することがなく休暇を拒否する実行可能なとき。 

第 19 条 

安全と健康 

19.1雇用主と従業員の職場の安全と健康のための責任があります。 

A.、雇用者はワシントン州の労働安全と健康行為 (WISHA) によって確立された

安全規格に基づいて作業環境を提供します。参照: http:/ 

www.lni.wa.gov/safety。ワシントン行政コードに従って安全委員会を設け

ます。セーフティ ・ オフィサーの名前と電話番号は、WISHA 職場ポス

ターに掲載されます。 

B. 従業員は、安全と健康習慣が WISHA と雇用者の基準を遵守します。雇用者の

基準は、WISHA によって設立されたよりも低くなります。 

C. 連合は、安全および健康関連事項について事業者と協力し、安全な方法で動

作するように従業員を奨励するします。 

D. 従業員は、同僚、学生、および他の人の健康を危険にさらすことができる伝

染性の条件を公開を公開する故意を含む、健全な職場に貢献します。雇用

者は、従業員は自己報告伝染健康状態があるときに休暇を使用する従業員

を必要があります。 

E. 安全条件に係る苦情は許可されますが、保留中のワシントン州の労働省産業

に提出された苦情の結果中止で開催されます。 

19.2雇用者が決定し、必要な安全装置、保護具とアパレル、従業員が着用または使用す

る人間工学的装置を提供します。 
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A. 従業員を着用又は雇用主提供の安全装置の状況に適切なを使用して、対象の

安全装置が必要な環境で作業する場合、従業員は、書面でこのような安全

装置の要件の通知を提出しなければなりません。 

B. 各従業員は雇用者によって提供されるリソース内のすべての割り当てられた

機器の予防保守、安全な操作のための責任になりません。 

C.、雇用者は従業員の適切な方向や安全に遂行するためのトレーニングを提供し

ます。 

19.3使用者施設、建物や車両内禁煙です。 

19.4雇用者健康と従業員の健康に有効な脅威があると判断された場合、雇用者は緊急事

態や避難手順の書に従ってください。 

19.5各機関はそれぞれの永久的な仕事の場所で WISHA の要件に従って合同安全委員会

を形成する 11 の 11 以上の従業員があります。 

19.6安全委員会は、連合および雇用者が選択したメンバーによって選択社員で構成され

ます。連合によって選択されている従業員数は雇用者が選択したメンバーの数を

超える以上する必要があります。組合指定従業員代表、委員の数は恒久的な作業

場所内の労働組合によって表される従業員の数に比例しているになります。会議

は、 WAC 296-800-13020に従って実施されます。委員会の勧告は、レビューとア

クションは、必要に応じて適切な選任機関に転送されます。所轄官庁や指名は、

安全委員会フォロー アップ アクション/情報が報告されます。 

労働組合が安全委員会の連合指定代表者を提供しようとしているし、そうことが

できなかった場合は、組合が安全委員会の推薦に関するお知らせを提供すること

で支援を要求する代理店にお問い合わせ。場合連合はまだ代表者を雇用者に提供

することは、雇用主と労働組合一緒に選挙を開催し、それらの選ばれた代表者を

任命します。 

19.7雇用者血液媒介病原体についてそのプラクティスに従います。 

19.8使用人の職場は、雇用主と使用人を提供する重要な事件によって影響を受ける従業

員援助プログラムから報告やその他の重大な障害を受ける機会が代理店に利用可

能なソースします。 

19.9 人間工学的評価 

従業員の要求により、雇用者は従業員のワークステーションの人間工学的評価、

人間工学に基づいた評価を実施する訓練を受けた人が行うことになります。この

ような従業員の要求は、書面で行う必要があります。雇用者は、その従業員のワ

ークステーションの人間工学的評価が予定されている、または従業員が材料内で
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訓練を受けた人によって審査されます自分のワークステーションの自己評価を実

施するサポートと提供されること評価のための要求の受領から 30 30 営業日以

内。雇用者は、運用上のニーズを許可するとすぐに、要求の受領日から 60 60 営

業日遅くともとして評価を完了します。特定の問題/問題を解決は、利用可能な

リソース内で実装されます。 

19.10 空気質の査定 

安全委員会に持って来られる空気品質の問題を評価し、セクション 19.6 に従っ

て処理します。 

第二十条 

山火事の抑制と他の緊急任務 

20.1インシデント コマンド システムの下で山火事の抑制または他の緊急時の職務を実

行するときは、この条の規定はすべて天然資源部 (DNR) 従業員に適用します。 

20.2 火災シーズン仕事のスケジュール 

山火事の抑制人事の仕事のスケジュールが月曜日から金曜日と 8:00 に 16:30 火

災シーズン スケジュールを公平な回転を提供しなければならないの大半によっ

て要求された場合以外は割り当てられるかもしれない州の火災シーズンは有効で

すが、影響を受ける従業員。 

20.3を永続的または一時的な義務駅は矯正施設その使用人の DNR を設ける、4 月 15 日

毎年、超過割り当てをない最も近い力によって決定したときの割り当ての優先順

位の一覧。従業員は、彼らの最初ライン管理監督者にお知らせと時間の指定され

た長さのような優先順位のリストの下部にドロップする要求可能性があります。

優先順位の一覧は、従業員に目に見える場所に掲示しなければなりません。 

20.4 回転火デューティ スタンバイ 

州の火災シーズンは有効ですが、個別の回転待機スケジュールは部門スーパーバ

イザー、タスクフォースのリーダー、そしてリソースの上司のインシデント コ

マンド システムの位置の確立されるかもしれません。設立、回転スケジュール

を地域・部門のオフィスで掲示されるし、毎週更新します。開始またはを除いて

継続雇用者によって承認されません実際の回転。雇用者がする携帯電話または類

似の通信デバイス事業部スーパーバイザー、タスクフォースのリーダー、または

リソースの上司として配置する回転のスタンバイの場合従業員。 

20.5 潜在性を発生させる反応 

従業員が義務は潜在的な火に反応してオンのときは、記事 41.27 A.2 に従って支

払われます。 

20.6 契約対象製品すべての展開 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ja&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dja%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_41.27_Voluntary_Separation


A. 野火抑制の労働条件は、本契約に定める通常と慣習、山火事の抑制操作をす

る雇用主が従業員を展開します。 

B. すべての火災の DNR は協定の規定の遵守を確保するために精通した行政機関

代表者または取引先担当者を定めます。使用者が、労働組合がとおりです

メンバーがある火のキャンプの火にアクセスできなくなることはありませ

ん。火のキャンプを訪れた組合の代表が安全のために、キャンプで彼らの

到着時に敷地内 DNR 機関代表者に通知し、記事 38.2 B の規定はまだ適用

されます。 

20.7 展開の長さ 

A.、雇用者は、機関間に発生するディスパッチされたときにも火災に従業員を派

遣する唯一の権限を保持します。 

B. 10 で山火事の抑制義務から解放されないとその義務駅から展開の翌日 (10 日) 

連続従業員休息と回復のスケジュールとなります 24 24 時間の作業の割り

当てに利用できません。この休息と回復期間 14 よりも後に発生するもの

では初期展開の後 (第 14 回) 連続したカレンダー日。次の配置義務駅から

二十一 (21st) の日連続で山火事の抑制義務から解放されないと、追加の休

息と回復期間従業員のスケジュールが設定されます。この追加の休息と回

復期間は、初期展開後 20 秒 (22nd) 連続したカレンダーの日付より後に発

生するものです。 

C. まで 48 48 旅行上 40 8 48 時間旅行の火災事故からの時間は上記で説明した展

開の連続日数の計算で除外されます。休息と回復期間中に従業員が 8 8 時

間その他休暇 10 10 時間その他従業員のために置く 4-10 スケジュール] を

支給します。休息と回復は、従業員の労働時間の時給で支払われます。 

+ 従業員休息と回復その他休暇を講ずる休息と回復期間、前述のようが従業員の

義務駅火災抑制義務からの解放前に、の考慮事項のスケジュールのため発

生しなかった場合、従業員の定期的な義務駅火災義務から帰国後初 (1st) 

カレンダー日。 

E. 14 14 日連続を超えて展開には、従業員の地域/部門マネージャー、DNR リソ

ース保護部長と従業員の双方の合意が必要です。14 14 日間を超えて火義

務展開を拡張する承認は、休息と回復期間ない場合は、既に安全性とスケ

ジュールに関する考慮事項と一貫性のある早い機会に撮影のスケジュール

の規定を含まなければなりません。 

20.8 通常の残りの期間 

山火事の抑制義務にインシデント コマンド システムの下で、従業員を配置する

とき、通常の 12 12 時間火行義務の後残りの合理的な期間を付与する適切なで
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す。ときは、特別の事情により排除を除いて残りピリオドが 8 8 以上連続デュー

ティ/旅行の自由時間です。 

20.9 適合義務のため 

他のすべてのインスタンスのようにインシデント コマンド システムの下で山火

事の抑制および/または他の緊急任務に展開中の従業員は、物理的に各勤務の開

始時に業務を再開できるようにという意味で責任があります。 

20.10 火キャンプ 

A. DNR の従業員が勤務時間をオフ中に野火のベース キャンプのままに必要では

ありません。 

B. ベース キャンプが一晩操作の確立され、最寄りの社会への一方向の旅行が不

当 1 つ 1 時間を超えない野火抑制、雇用者は、特別の事情により排除する

ラウンド トリップを除いて非番である従業員のため、最も近いコミュニ

ティへの交通。 

20.11 ランドリー サービス 

義務に駅 5 5 連続した予定表日後ランドリー サービス緊急の義務から解放される

までのインシデント コマンド システムで緊急任務に展開した従業員が受けるこ

とができます。契約ランドリー サービスが提供されていない場合は、事務所の

財務管理、状態管理、会計マニュアル (サーム) サブセクション 10.60.10 により

ランドリー費用の従業員を償還しなければなりません。 

20.12 通常の業務に戻る 

A. インシデント コマンド システムの下で拡張緊急義務からの解放に続く通常の

業務に戻り、時に雇用者が仕事を提供従業員の定期的にスケジュールされ

た時間中に、従業員が安全かつ生産的に実行できる作業がある場合。直属

の上司の判断であること、従業員安全かつ生産的が実行できる動作と場

合、直属の上司は非番に従業員を直接、ときに任務に復帰する予定の従業

員が通知されます。従業員は義務駅で残りの部分に指示された場合に、義

務駅で監督の残り時間は勤務時間です。 

B. 場合から戻った従業員インシデント コマンド システムの下での緊急任務の延

長非番に宛て、または非番、従業員を要求可能性があります通常の時間の

彼または彼女の通常のスケジュールの開始を延期して sh を定期的に補う

ために許可することを望むift 時間勤務時間の残りの間に、残業を発生さ

せずに労働時間の残りの間。雇用者が理由の内で、このような従業員の要

求を承認します。労働組合は、要求の承認を妨げる場合がありますを認め

ています。通常の時間は、勤務時間の残りの間にまたは労働時間の残りの

間に成っている、通常の時間はストレートの時間率で支払われます。未払

休暇を使用するインシデント コマンド システムの要求の下で拡張の緊急



任務から戻った従業員を残して場合、雇用主は、従業員の要求理由の内で

承認が。 

20.13 食事 

A. すべての従業員に関連する消火設備 19:00 を超えて当直を維持するために必要

な人の努力、栄養価の高い食事を追加の食事時間ごとに 4 4 連続作業の

後、彼らは彼らの通常の職場で働いている限り、未払い食事期間を提供し

ています。19:00 を超えて義務を拡張するだけの食事のため従業員が止ま

らない 

* 突然の通知で、緊急時に従業員が彼らの通常の仕事のシフトの前に 3 の 3 以上

の時間レポート義務のために必要な各従業員は栄養価の高い食事する権利

します。 

C. 食事配信要件は、ホットまたはキャンプや関係する従業員の大多数のオプシ

ョンで (コールド ランチ) の代わりにレストランでより良い質の食事を容

易にする柔軟な可能性があります。 

+ の雇用主は、このような火災抑制努力の中にすべての従業員の物理的な側面を

理解して栄養の最小要件以上の食事を提供することに同意します。 

20.14 寝袋 

プロジェクト火災に寝袋と質の良い睡眠のパッドでは各従業員を備えなければな

りません。 

20.15 悪天候の施設・設備 

荒れ模様の天気の中にプロジェクトの火、適度に暖かく、乾燥設備を食事や睡眠

をできるだけ早く提供されます。 

20.16 シャワー設備 

プロジェクト火災で soap を含むシャワー設備提供されなければならないとき

は、特別の事情により排除以外、できるだけ早く。 

20.17 作業容量試験 

原野火災割り当ての体力レベルは国立の山火事の調整グループ刊国家省庁間事件

管理システム原野火災出場資格システム ガイドで指定されているようになりま

す (PMS 310-1)。 

国家省庁間事件管理システム原野火災出場資格システム ガイドに含まれていな

い原野火災の割り当て、ため雇用者に割り当てを構成するタスクの研究組合を含

めることに同意し、体力のレベルの呼称の妥当性。研究は、国家省庁間事件管理

システム原野火災出場資格システム ガイドは、骨の折れる、中程度および光体

力レベルの定義のアプリケーション. 



原野火災職務を割り当てられる対象となっている従業員の体力レベルは、米国農

務省森林サービス ミズーラにある技術開発センターが開発を適用作業能力テス

ト、すなわち骨の折れる、中程度または光を使用して評価される全国山火事の調

整グループの体力水準に合わせて作業者能力の評価。 

第二十一条 

被収容者の乗組員の監督 

21.1被収容者の乗組員のサイズは通常 10 10 受刑者です。ただし、雇用者の注意に被収

容者の乗組員の監督者によってもたらされる状況の調査の結果、被収容者の乗組

員の監督者と被収容者の乗組員の安全性を確保するため雇用者によって実行され

るアクションがあります乗組員のサイズの調整に特定の日。 

21.2被収容者の乗組員のスーパーバイザーは、受刑者のすべての回で受刑者は、その監

督の下で。被収容者の乗組員のスーパーバイザーは、すぐに被収容者の飛行を含

む受刑者事件を報告します。被収容者の乗組員の監督者、逃げる人の受刑者をキ

ャプチャするため責任を負いません。キャンプ中に被収容者の乗組員の監督は食

事期間中に受刑者の監督のホッとします。 

第 22 条 

ユニフォーム、用具および装置 

22.1 制服 

雇用者は従業員の制服を着用する必要があります。必要な場合、雇用主は決定

し、制服または同等の被服手当を提供します。 

22.2 ツールと機器 

現在の慣行によって設立され、雇用者が決定、悪天候ギヤ装置、工具手当に必要

なツールを提供します。従業員天然資源部 (DNR) の視認性の高い個人用保護具

を必要とする使用者が判断した環境で働く人、雇用者は従業員の上から着用する

のには視認性の高いベストを提供個人的なアウターや視認性の高いジャケット。

雇用者は修理または雇用主が提供するツールと機器を交換して、破損または磨耗

ビジネスの通常のコースでの有用性を超える場合。従業員は、ツールや装置破損

又は従業員で実績のある過失を失ったすべての雇用者を償還の責任になります。 

22.3 個人財産償還 

従業員が個人財産の項目公式職務の適切な遂行に破損のための償還を求めること

ができるし、雇用者はRCW 4.92.100に従って要求を処理. 

第二十三条 

薬物やアルコールと無縁な職場 
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23.1すべての従業員は、アルコールや薬物によって unimpaired 割り当てられた職務を実

行するに合う条件で動作するように報告しなければなりません。 

23.2 アルコールや違法薬物の所持 

A. 従業員を使ったり庁敷地の状態車のアルコールまたは従業員が場合を除い

て、公式の状態のビジネスを行うに割り当てられている他の政府及び民間

の現場を持っている可能性がありますいません。 

1. 敷地内のある住宅。 

2. 社内または状態の車両を輸送、購入、流通、州法の規定によりアルコー

ルの販売の使用します。または 

3. 使用や所持は、合法的な調査により必要です。 

B. 庁敷地の状態車両で使用または従業員によってマリファナの所持は禁止され

てまたは従業員が公式の状態の業務に割り当てられている他の政府及び民

間工事現場以外します。 

1. 敷地内のある住宅。 

2. 社内または状態の車両を輸送、購入、配布および州法の規定による大麻

の販売のため使用します。または 

3. 使用や所持は違法調査に基づき必要なまたは公務によって決まります。 

C. 違法な使用、所持、配信、分与、配布、製造又は状態車、庁の敷地内、また

は公式のビジネス上で医薬品の販売は禁止されています。 

23.3 処方薬および医療用マリファナ 

従業員は、コンサルティング、医師や薬剤師が医師の処方薬や医療用マリファナ

をのんでいる職務の職務を実行する能力を制限する責任があります。従業員は、

職務を再開する前に、上司や他の指定された職員にこのような制限を報告しなけ

ればなりません。 

23.4 薬物およびアルコールのテスト – 安全の重要な機能 

A. 従業員の商業運転免許証 (CDL) または米国沿岸警備隊によってライセンスを

取得するために必要な交通ルールの米国部に従ってをテスト事故後、ラン

ダムかつ合理的な疑い予告 (49 CFR 382、383)、沿岸警備隊の規則 (46 

CFR Part 16) または連邦オムニバス交通従業員テスト、1991 年。テスト

は、現在の機関のポリシーに従って行わなければなりません。 

B. さらに、安全性に依存する関数を行う従業員は、事故後、後銃器乱射事件、

および合理的な疑いのテストが適用されます。テスト機関のポリシーに従



って行わなければなりません。安全に敏感な位置どこ従業員銃器が発行さ

れる、未成年者または犯罪者と、モーターを備えられた装置または状態の

ビジネスのために使用される手段若しくは有害物質の処理が含まれていま

す、アルコールを販売している、分配するための薬やトランスポートクラ

イアントや学生、市民、患者、住民や犯罪者。 

23.5 合理的な疑いのテスト 

アルコールまたは制御物質をテストする合理的な疑いがアルコールを疑う理由が

あるまたは制御物質の使用可能性があるときに安全の重要な機能または WSP と 

LCB の従業員を実行する任意の従業員の雇用者によって監督されるかもしれま

せん従業員の仕事のパフォーマンスや従業員が従業員または別の物理的な安全性

に危険を提示可能性がありますに悪影響します。合理的な疑いをサポートする特

定の客観的根拠は書面で記載する必要があり、可能な限りのテスト前に従業員に

提供されます。テストの 14 の 14 日以内は連合に書かれた事由を定めます。 

23.6 参照およびテスト 

A.紹介 

テストのための紹介は、別の訓練を受けた監督による規制薬物/アルコー

ルによる影響を受けているの兆候の症状を検出することに訓練に参加し確

認監督者によって記載されている特定の客観的根拠に基づいて行われる

か、マネージャー。 

B.テスト 

テストを拒否された場合は、肯定的なテストと同じと見なされます。従業

員の給料を含む、テストのコストは、雇用者によって支払われます。従業

員がテスト、呼ばれる彼または彼女の義務から即座に削除されコレクショ

ン サイトに運ばれます。 

検査は、ような方法、テクニックを使用して、最大限の精度と信頼性を確

保するための親権プロシージャ、装置および実験室設備は、によって、米

国の保健社会福祉省が承認されているチェーンで実施されます。肯定的な

制御物質またはアルコール テストの結果の通知をすべての従業員は、従

業員の費用で、分割サンプルの独立したテストを求めることができます。

テストの結果が負の場合、雇用者は分割サンプル テストのコストのため

の従業員を弁償いたします。 

23.7 規律 

規制薬物やアルコールの使用のための仕事に障害がある従業員は既存の法律、規

程に基づき懲戒される可能性がありますが、そのような薬物やアルコールのテス

トの結果の独立した基礎を提供しなければなりません。懲戒。代理店はリハビリ

テーション計画を正常に完了するのに従業員を必要とするのに薬物またはアルコ

ール テストの結果を使用可能性があります。リハビリテーション計画条件は従



業員には、すべての後続の薬物またはアルコール テストを渡す必要がありま

す。このような状況で後続の薬物またはアルコール テストの結果懲戒の根拠に

なりうる。 

従業員は規制薬物やアルコールを使用していることが判明、でき事の代理店は、

従業員援助プログラムまたはその他の同様のプログラムを介して利用可能な支援

の従業員を通知しなければなりません。 

23.8 トレーニング 

トレーニングは、すべての管理者および監督者に利用可能ななります。トレーニ

ングが含まれます。 

A. 雇用者の薬物およびアルコール無料職場プログラムの要素 

B. 薬物や職場でアルコールの影響 

C. 規制薬物および/またはアルコール; によって影響を受けるの行動症状 

D. リハビリテーション サービスを利用。そして 

E. 医療、処方や店頭薬についての HIPAA の規制。 

第二十四条 

個人所有と国家の車両、通勤旅行削減義務ステーションの使用 

24.1従業員は彼らの家および義務駅またはフィールド サイト間独自の輸送を提供する責

任があります。雇用者は代理店の営業対象の誠意努力をしなければ、ビジネスと

顧客サービスのニーズ、 RCW 70.94 – ワシントン クリーンエア法で識別される

通勤旅行削減目標を達成して、該当する場合は、執行16-07。 

24.2雇用者のホーム オフィスの金融管理規則に従って状態の車両を利用する従業員が許

可します。従業員の状態車の使用に関しての内部収益サービス (IRS) 法令を遵守

するために必要に応じて給与に課税通勤が報告されます。 

24.3従業員は、定期的・頻繁にもとこのような使用である場合州のビジネスのために私

有車を使用する必要性が採用時に通知しなければなりません。雇用者は、国家の

利益のために法令に従い代理店ポリシー/手順 OFM 使用のために私有車の従業員

を補償するために同意します。 

24.4通勤旅行削減インセンティブ代理店施策と利用可能なリソース内で一貫性のある機

関があります。 

24.5 関税局 
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WSP と労働省を除くすべての交渉の単位従業員 OFM 旅行規定に基づき公務駅が

割り当てられます。公務駅に変更従業員 15 15 日通知が与えられます。 または短

い通知期間に合意されます。公務所の再割り当ての結果現在の通勤に加え 30 30 

マイルを超える通勤、従業員行使することが記事 35レイオフ、リコール、下で

彼または彼女の権利再割り当ての結果である限り、懲戒降格。 

第二十五条 

非番の行為 

25.1いる活動としての利害に掲げるRCW 42.52または従業員の活動と雇用の間にネクサ

スが存在する限りに、従業員の休暇活動が懲戒をできない場合があります。従業

員は、すべての逮捕や裁判所によって課された制裁する能力に影響を与える条件

は 24 24 時間以内任命権限を割り当てられた任務を実行または最初に発生した方

は自分のスケジュールの仕事のシフトの前に報告しなければなりません。 

25.2保護活動には規律や報復のための根拠がされません。 

第二十六条 

従業員の活動とプライバシー 

26.1雇用者は従業員に関する個人情報の機密性を維持するためにすべての合理的な努力

になります。従業員に関する雇用者によって知り得た機密情報を不適切に漏らし

たいない必要があります。 

26.2雇用者に公開しない任意のファイルを第三者に従業員のために維持に機密の個人お

よび/または連絡先情報開示、開示要請がない限り、従業員のプライバシー、権

利に違反します。従業員の法律または裁判所の命令によって強いられたか。 

26.3使用者は速やかに通知従業員使用者は、法執行機関または裁判所の命令以外の第三

者によって要求を受け取る、機密、個人を解放する従業員または雇用者に関する

情報などをリリースすることを提案独自のイニシアチブに関する情報。通知は、

従業員情報のリリースがコンテストの合理的に必要な場合、そのような情報の公

開に先立ち十分に従業員に提供されます。 

26.4 医療情報 

雇用者は健康や社員や社員の家族の病状についての情報を提供しない限りそのよ

うな情報は具体的には、直接に雇用の範囲内で職務の執行に関連する従業員を必

要としません従業員の位置や従業員によって要求された利点を提供することを保

持するフィットネス。健康・医療情報が雇用者によって得られた独立した機密フ

ァイル内に保持されますおよび雇用者の担当者がこの情報へのアクセスは正当な

ビジネスまたは法的な必要性を知る者に限定されます。従業員は、医療における

機密保持全般または無制限の放棄に署名する要求されません。 
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26.5の従業員になるデミニミス雇用者の電話、コンピューター、電子メール システム、

および方法で設備の個人的な使用と一貫性のあるWAC 292 110 010。デミニミス

として定義されている: ある状態にほとんど、あるいはまったくコスト任意の使

用は短い期間は頻繁と時間や資源の最も効果的な使用は、使用が役員または従業

員の公式義務の性能と干渉しません。使用を妨害しないか、またはボリュームま

たは周波数による国家事業の行動から気をそらす使用するその他の状態の従業員

が乱れないし、リソースの状態の個人的な使用をする義務はないです。・ セキ

ュリティや整合性 state プロパティ、情報、またはソフトウェアの使用が損なわ

れない。 

26.6従業員が通話を送受信電話を個人の携帯電話にこの活動がパフォーマンス、安全性

や当該使用人または代理店の生産性と不当干渉しない提供。 

26.7従業員一般に対象にしない予告なく職場でのビデオ監視に雇用者によって。雇用者

は、従業員が違法行為に従事を信じるに足りる、雇用者が提供される、特定の調

査の一環として予告ビデオ監視を使用します。 

A.「雇用理由期間調査範囲を記述した書面調査プランの準備そして 

B. ビデオ監視は、調査の目的を満たすために厳密に合わせて調整されます。 

第二十七条 

-WSP と LCB の居住要件 

27.1 適用 

この記事は、ワシントン州パトロール駆け引き単位と酒と大麻ボード (LCB) 施

行部門従業員数にのみ適用されます。 

27.2 WSP と LCB 従業員緊急吹き出しがない割り当てられている状態の車両に 

A. の従業員その職務の性質上緊急吹き出しがありますが、義務駅から 75 75 マイ

ルの住んでいることができます。 

B. インターネット プログラム GoogleMaps.com (最短ルート) は従業員の住宅に義

務駅からの距離の公式の測定になります。従業員は決定する彼または彼女

のスーパーバイザーと GoogleMaps.com は認識し、の距離、残りを運転す

る最も近いアドレスを見つけることを担当する通りの名前またはアドレス

は、GoogleMaps.com が認識しない場合、かどうか、レジデンス75-75 マイ

ルの制限の内にあります。 

C. 水 (フェリー) マイル、航空会社、直線またはオール シーズン GoogleMaps.com 

によって認識される通りを維持以外走行距離測定の他の方法、

GoogleMaps.com のマイル裁決は含まれません。新しい通りの場合、従業
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員は、通りオール シーズン通り維持、道路、高速道路などの定義を満た

しているかどうか上司から決定を取得する必要が;。そして 

D. このセクションは以前走行距離制限の放棄を承認されている人を影響しませ

んただし、個人が彼から移動する、または彼女は以前レジデンスを承認し

た場合新しい居住場所がこの記事に従わなければなりません。 

27.3 WSP と LCB 施行部門従業員割り当てられたホーム車 

公式のワシントン州ビジネスの州ラインを渡って割り当てられた持ち帰り車を駆

動のみ可能性があります。 

割り当てられた持ち帰り車 A. WSP 従業員は彼らの割り当てられた地区、部署、

または義務の駅の 45 45 マイル以内に住んでしなければなりません。 

* 酒と大麻ボード (LCB) 施行部門従業員数ホーム車に割り当てられた乗りでそう

でなければ施行または指名の責任者によって書面で承認された場合を除き

に、彼らの割り当てられた義務駅 45 45 マイル以内に住んでしなければな

りません。 

C. インターネット プログラム GoogleMaps.com (最短ルート) 部門からの距離の公

式測定になります地区または従業員の住居の割り当てられた義務駅。従業

員は決定する彼または彼女のスーパーバイザーと GoogleMaps.com は認識

し、の距離、残りを運転する最も近いアドレスを見つけることを担当する

通りの名前またはアドレスは、GoogleMaps.com が認識しない場合、かど

うか、レジデンスマイレージ制限以内です。 

+ GoogleMaps.com 走行距離決定が水 (フェリー) マイル、航空会社、直線または

オール シーズン舗装以外の燃費測定の他の方法が含まれていない、一般

的に、GoogleMaps.com によって認識される治安の街を開くと、通行可能

と 12 の 12 ヶ月間毎年、部門、地区または先頭と末尾の各シフトの割り当

てられた義務駅発着のご旅行に駆け引き単位のメンバーによって使用でき

ます。新しい通りの場合従業員が通りがオール シーズン、維持、舗装さ

れた通り、道路、高速道路などの定義を満たしているかどうか、彼または

彼女のスーパーバイザーから決定を取得する必要が;。そして 

E. この記事の言葉を活用することを決定した従業員は、社内通信 (IOC) チェーン

-の-コマンドを介して、移動する前に書面でディレクター/アシスタント局

長によって承認されなければならないを送信する必要があります。IOC は

新しい住居がこの記事の言葉に従っていることを示す GoogleMaps.com 地

図のコピーが添付、この記事の条件の下で住宅に移動する旨の通知を提供

します。 



F. このセクションでは、以前走行距離制限の放棄を承認されている誰を与えま

せんただし、個人が彼から移動する、または彼女は以前レジデンスを承認

した場合新しい居住場所がこの記事に従わなければなりません。 

27.4 WSP と LCB 従業員は、これらの居住要件を満たす予定の日から 150 150 日があり

ます。 

第二十八条 

規律 

28.1の使用者は正当な理由なく任意の永久的な従業員を懲戒しません。 

28.2規律を含む口腔、譴責処分を書かれて、有料、懸濁液、降格、放電、未払の年間削

減の削減従業員を残して (残業免除のみ)、3 3 日発生ごとの最大。口頭叱責はこ

のように識別されます。 

28.3従業員を懲戒するとき、雇用者は従業員のプライバシーを保護するために合理的な

努力を行います。 

28.4段階的懲戒法の歴史を確立することを目的として従業員の人事ファイル、または条

の 32 に基づき、監視ファイルで維持されるドキュメントのみを使用できます。 

28.5疑惑の不祥事に関連する調査の手順に関するすべての代理店政策を代用できます。

雇用者は、調査の方法を決定する権限を持ちます。 

28.6リクエストでは、従業員は、組合の代表権事業者と呼ばれる捜査面接で従業員は合

理的に規律が原因と考えています。雇用者は、捜査のインタビューの目的の従業

員をお知らせいたします。 

28.7懲戒調査は、タイムリーに処理されます。雇用者は、調査が必要と判断された日か

ら 14 14 暦日以内調査の処理が開始されます、その時点で調査されている使用人

が通知されます。各続く 30 30 日経過すると、従業員は、リクエストに応じて、

調査のステータスの更新が表示されます。雇用者が調査されている従業員を懲戒

していない選出、調査での結論に従業員は調査が完了してそれらの規律は課せな

い通知で提供されます。従業員では、あらかじめ懲戒の会議で組合の代表するこ

ともあります。あらかじめ懲戒会議は、未払の年間の削減ままに、懸濁液、降格

と放電賃金の削減を課す前に提供されます。従業員の表現を追求して、彼らの代

表者の連絡を担当。 

28.8よりも規律を課す前に叱責、使用者が規律を熟慮の理由の書面で社員に通知および

証拠の説明を提供します。雇用者は、コピーを労働組合を提供します。従業員は

雇用者がスケジュールしたミーティングでいずれかを応答する機会を提供または



従業員を好む場合を書く。雇用者とあらかじめ懲戒会議になります勤務時間を考

慮しました。 

28.9雇用者は従業員 15 15 日間の支払または降格の減少の効力発生日の前に書面で通知

を提供します。懸濁液の前に 1 つ 1 日以内に書面で通知することが停止または解

雇従業員や解雇が行われる。 

28.10の雇用者は、第三十条に定める苦情処理手続の対象は、その規律を課すに権限を

持ちます。ただし、口頭叱責は、苦情処理手続の機関の長のステップを介しての

み処理可能性があります。 

第二十九条 

辞任の推定 

29.1 無断欠勤 

従業員が欠勤したとき、従業員が彼または彼女の位置から辞職したと推定されて

いるなしで休暇を承認、3 の 3 つの連続した日の期間雇用者に連絡するに失敗し

ました。雇用者がない場合、ローカルの法執行機関に連絡し、福祉のチェックを

要求に含めることができますの原因を判断する従業員に連絡しようとする 2 2 に

なります。一晩シフト予定の従業員を除いて、雇用者は従業員の通常のシフトの

最初の部分の中に一度、従業員の通常のシフトの後半部分の中に一度従業員に連

絡しようとします。従業員休暇スケジュールから返さない、雇用者は従業員の居

場所を確立しようとする従業員の緊急連絡先番号を呼び出します。 

29.2 分離届 

従業員は、彼が辞任したと推定されているまたは彼女の雇用者の位置は最後の配

達証明郵便で従業員に離職票を送信して従業員を区切るときは、従業員のアドレ

スを知られています。雇用者は配達証明郵便または個人的なサービスを通じて連

合、大統領への離職票のコピーを提供します。 

29.3 復職の申立て 

分離のお知らせを受けた従業員が復職を検討する書面で雇用者を申立てくださ

い。従業員は、不在だった非自発的またはやむを得ないこと証拠を提供する必要

があります。請願書を雇用者によって受信または米国メールで離職票を預けて 

10 10 カレンダー日以内に消印する必要があります。雇用者は従業員の従業員の

嘆願書の領収書の 10 10 カレンダー日以内回復申立てへの書き込みに対応しなけ

ればなりません。 

29.4 grievability 

復権の申立ての拒否、grievable です。苦情以外の復権の申立ての時に雇用者と共

有情報に基づいて可能性がありますいないと苦情処理手続きの行政機関の長のス

テップを介して処理されます。 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ja&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dja%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Article_30_Grievance


第三十条 

苦情処理手続き 

30.1 の条件及び条項 

労働組合と雇用者は、早い機会に、低いレベルでの紛争を解決するすべての当事

者の最善の利益にある同意します。労働組合と雇用者従業員と管理の間の問題解

決を促す、紛争の解決をできるだけ早く支援に取り組んでいます。非公式の方法

で紛争が解決しない場合は、この記事は、問題解決のための正式なプロセスを提

供します。 

A.苦情の定義 

苦情は、従業員または違反、誤用、または本契約は、本契約の期間中に発

生したの誤解があった従業員のグループによる主張です。用語"grievant"

この資料で使用される用語"grievants"が含まれています 

B.提出苦情 

に代わって従業員または従業員のグループに代わって連合によって不満を

提起することが。組合は、従業員または従業員のグループの名前など設定

されます。 

C.時間の計算 

この記事で時間制限は、相互に書面で変更しない限り、厳密に付着する必

要があります。日は、カレンダーの日、最初の日を除くと、タイムライン

の最後の日を含むに数えられるでしょう。最終日が土曜日、日曜日または

休日に該当するとき、最後の日は土曜日、日曜日、休日は翌日になりま

す。書面で苦情、不服申立てと応答の転送になります。Fax やメールで苦

情、控訴、および応答の転送を申し立てることができます。 

電子的に提出された元の文書は、同日の電子コピーが送信される受信者に

郵送しなければなりません。いずれの場合も、受信者に個人配信による出

願は許容です。 

D.タイムラインに対応できなければ 

連合によって、タイムラインを遵守する失敗は、苦情処理の自動引き落と

しになります。タイムラインに準拠する雇用者によって失敗は苦情処理を

プロシージャの次のステップに移動する連合に権利を与えます。 

E.内容 

書面による苦情は、次の情報を含める必要があります。 またはそれは処

理されません。 

1.; 苦情の性質 

2 基になる事実 



3. 日付になる事件が発生しました。 

4. 特定の資料と契約違反のセクション 

5. 特定救済要求; 

6. grievant (s); の名前そして 

7. 名前と組合の代表者の署名。 

F.変更 

なし新疑惑違反最初の書面による苦情を提出した後に行うことができる相

互の書面による合意によってを除いて。 

G.解像度 

解決し、次のステップに移動できません、苦情とみなされます雇用者は、

要求された救済や相互に合意の代替を提供する場合。 

H.撤退 

苦情は、いつでも取り下げることができます。 

I.再 

解決済みまたは撤退、苦情が再送信できません。 

J.有料 

ショップ スチュワードを調査し、行政機関の長のレベルを介して不満を

処理の通常の勤務時間中の合理的な量が提供されます。Grievants とショ

ップ スチュワードは参加予定の賃金を失うことはありません: (1) インフ

ォーマルな紛争解決の会議;(2) 苦情処理会議;(3) 紛争解決セッション(4) と

調停公聴会開催のスケジュールされた作業時間の間に。雇用者は、

grievant の通常の作業スケジュールの中に会議をスケジュールする連合で

動作します。ただし、会議は、grievant の通常の作業スケジュールの中に

収容できない場合、grievant がない支払われるインフォーマルな紛争解決

会議、苦情処理会議、裁判外紛争解決セッション、および調停公聴会開催

非番時。 

K.グループ不満 

以上 5 5 grievants は、単一の苦情処理会議に出席する許可されます。 

L.統合 

雇用者の事実の同じセットから生じる不満を統合すること。 

M.バイパス 

この手順の手順のいずれかは、相互バイパスが求められている時に当事者

の事前の書面省略可能性があります。 

(名)規律 



不平の懲戒は、論じられた行為を撮ったレベルで開始されます。 

O.苦情ファイル 

書面による苦情と応答は、従業員の人事ファイルから個別に維持されま

す。 

P.代替解決方法 

相互承諾によって、苦情処理中にいつでも当事者は、紛争を解決するのに

代替メソッドを使用可能性があります。両当事者は代替方法を使用して、

この記事で時間枠が中断されます。選択した別の方法では、解像度は行わ

れません、組合が苦情処理プロセスと時間枠再開する返すことがありま

す。すべての費用および手数料は代替方法は、当事者によって均等に共有

されます。 

30.2 提出と処理 

A.出願 

苦情は、苦情に上昇を与えている発生の 30 30 日以内に提出しなければな

らないまたは日付、grievant を知っていたまたは発生の知られているが合

理的にどちらかが後。規律、障害の分離、レイオフの不満に、grievant こ

とができる合理的に知られている日付は通知の日付です。この 30 の 30 日

の期間は、紛争を非公式に解決しようとする使用されます。 

B.処理 

ステップ 1 – 担当スーパーバイザーまたは指名:問題が非公式に解決しな

い組合は上記 30 30 日以内人事室に書面による苦情を場合があります。会

議後 15 15 日以内に組合に書面で苦情の受領後 15 15 日以内 grievant 対応

と責任があるスーパーバイザー、マネージャー、または指名を満たす、ま

たは労働組合の代表と電話で協議か会議。 

ステップ 2-任命の権限または指名:ステップ 1 で苦情が解決しない場合組

合可能性がありますに移動次のステップ ステップ 1 意思決定の grievant 

の 15 の 15 日以内の人的資源のオフィスにそれを提出することにより。所

轄官庁や指名を満たす、または組合の代表と電話で相談して会議や会議の

後 15 15 日以内に組合に書面でアピールの受領後 15 15 日以内 grievant 対

応します。 

ステップ 3 行政機関の長や指名:ステップ 2 で苦情が解決しない場合、連

合移動させること次のステップにステップ 2 決定の連合の 15 の 15 日以内

それ人事室へのコピーで、行政機関の長に提出することにより。行政機関

の長や指名を満たす、または組合の代表と電話で相談して会議や会議の後 

15 15 日以内に組合に書面でのアピール、そして意志の受領後 15 15 日以

内 grievant 対応します。 



ステップ 4 - 前仲裁検討会:ステップ 3 で、苦情が解決しない場合、連合は 

(苦情処理と接続されているすべての応答のコピー) と事前調停レビュー会

議の出席依頼をファイルがあります。ステップ 3 決定の受領後 15 15 日以

内labor.relations@ofm.wa.govで人事局で OFM 状態人事労働関係 (LRS) で

提出されるでしょう。LRS が LRS の指名、代理店の人事事務所代表と要

求の受領後 60 60 日以内行われる事前調停レビュー会議をスケジュールが

要求の受領後 15 15 日以内とユニオンの代表者を確認し、紛争を解決する

ためにです。 

会議の 30 30 日以内この前仲裁レビューで問題が解決しない場合、連合は

米国仲裁協会 (AAA) との紛争の仲裁に需要をファイルがあります。 

C.仲裁人を選択します。 

当事者双方の合意によってまたは AAA、指定の名前を交互に打つことに

よって仲裁人を選択し、彼らが特に書面で同意しない限り、AAA の労働

仲裁規則に従います。 

D.仲裁人の権限 

1. 仲裁人は次のように行います。 

a. に権限を追加、減算、または本契約の規定のいずれかを変更する

必要ないです。 

b. 当事者はそれを修正する場合を除き、苦情を書き込み元に定める

苦情の問題に彼または彼女の決定に限らせてください。 

c. 本契約の違反になる決定を作らない 

以上の賠償を持つ従業員を提供する賞とした作るわけでなくずっと

ない本契約の違反そして 

e. いない雇用者彼または彼女の人材レベルを変更するまたは直接ス

タッフに残業を命令する権限があります。 

2. 仲裁人、の引数を聞くし、仲裁または全体の聴覚と意思決定プロセスの

一部として、そのメリットを事例を審理する直前に、当事者の都合

のよい時間での最初の日の前に仲裁の問題を決定します。仲裁の最

初の日の前に、仲裁の問題が議論されては、書面または電話、仲裁

人の裁量によるそれと主張したことがあります。決定は、口頭でな

されることがありますが書くと、第三者に提供配置されます。 

3 仲裁人の決定は、労働組合、雇用者と、grievant 時に確定されます。 

E.仲裁コスト 

mailto:labor.relations@ofm.wa.gov


1 費用および仲裁人及び公聴会の部屋のコスト (もしあれば) の費用は、当

事者によって均等に共有されます。 

2. 場合調停公聴会が延期や中止と 1 つの党、そのパーティーは延期あるい

はキャンセルの費用を負担いたします。いずれかの費用の合意に基

づいて延期またはキャンセルは当事者によって均等に共有されま

す。 

3. 場合、いずれかの当事者は、仲裁のレコード欲望、裁判所の記者を使用

する可能性があります。そのパーティは、トラン スクリプトを購

入、コピーが無料で仲裁人に提供されます。相手の欲望の写しのコ

ピーは、オリジナルの成績証明書とコピー半分 (1/2) の裁判所の記

者の料金の費用を支払うでしょう。 

4. 各当事者はスタッフの代表者は、その弁護士の費用を負担、開発と、ケ

ースのプレゼンテーションに関連する他のすべての費用。従業員が

仲裁事件で連合を代表して証人として召喚した、彼または彼女は彼

または彼女の仕事時間の間に表示される場合に、その賃金を失うこ

とがなく従業員が表示されます。そのような召喚状の目撃者は、当

事者に必要な調停に参加するために必要な時間だけ表示されます。

反復的な証人のプレゼンテーションを避けるためにあらゆる努力を

しなければなりません。労働組合はその目撃者、grievant、ショッ

プ スチュワードに旅行や日当費用などを支払う責任です。

Grievants と彼らの目撃者は、仲裁審問を行う準備のため支給され

ませんが、このような活動の休暇使用可能性があります。 

30.3 後継者句 

2017-2019年契約の期間中に提出の不満は、2017-2019年契約の規定に従って完了

するまで処理されます。 

第三十一条 

法的な防衛 

従業員の損害賠償責任 

表現とによると、代理店を通じて補償を要求する権利がある場合交渉単位従業員取られ

た措置やない途中で状態のための職業から生じる民事責任訴訟の被告になり、RCW 

4.92.060および.070. 

第三十二条 

人事ファイルとその他の従業員の情報 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ja&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D4.92.060
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32.1各従業員の雇用者によって維持される 1 つ 1 安全な人事ファイルがあります。人事

ファイルの場所は、採用機関によって決定されます。本契約の「監視ファイル」

へすべての参照、社員の第一線監督者によって保存されるファイルを参照してく

ださい。他の従業員のファイルには、出席ファイル、給与ファイルの医療ファイ

ルなどがあります。 

32.2従業員は、彼または彼女自身人事ファイル監視ファイル、出席、給与ファイルやフ

ァイル医学ファイルを調べることができます。雇用者は、できるだけ早く、遅く

とも 14 14 暦日の要求のよりアクセスを提供します。従業員の代表、人事ファイ

ルへのアクセスを許可する前に、従業員から書面による承認が必要です。従業員

および/または代表削除することはできません任意の内容;ただし、従業員は彼ま

たは彼女は、好ましくないと考えてファイルの情報を書かれて反論を提供可能性

があります。雇用者は、従業員または彼または彼女の代表によって要求された最

初のコピー以外の任意の材料をコピーするための合理的な料金を満たすかもしれ

ない。これらのファイルの存在になります雇用者代表営業時間中ご希望伺いま

す。従業員は、これらのファイルを確認する休暇を取ることがなくいただきま

す。 

32.3懲戒につながる可能性のある従業員の人事ファイルに配置する任意の材料のコピー

は、従業員に提供されます。従業員は、彼または彼女の個人情報ファイルは、彼

または彼女の仕事のパフォーマンスに関連する文書があります。 

32.4不利な材料または false であることが決定される不正行為に関連する情報と不正の

従業員は完全に無罪を証明されて場所の状況でそのようなすべての情報を除くす

べての従業員のファイルから削除されます。ファイルで WSP オフィスのプロフ

ェッショナル基準 (OPS) を保持します。雇用者法的防衛ファイルでこの情報を

保持可能性がありますとにのみ使用または魅力または法的措置の防衛のために規

制機関 (規制能力で動作) に必要なまたは法律によって必要なときに解放。 

32.5別、州法および連邦法に従い機密医療ファイルが保持されます。 

32.6直属の上司を保つかもしれない文書の作業ファイル従業員のパフォーマンスに関連

します。前年のジョブのパフォーマンス情報は、状況を保証するそれ以外の場合

に限り、年間性能評価の完了に続く監督の作業ファイルから削除されます。作業

ファイルを保つ監督記事 26.2 と一貫性のある情報のセキュリティと機密性を保

持するように維持しているになります。 

32.7 ドキュメントの除去 

A. 書面による譴責処分は、場合 3 3 年後従業員の人事ファイルまたはプロ規格 

WSP Office ファイルから削除されます。 

1. 状況は長期間の保存を保証しません。 

2 それに続く規則はなかったそして 



3 従業員は、その除去の請求書を提出します。 

B. 賃金の削減を含む懲戒処分の記録、未払の年間の削減ままに、懸濁液、また

は降格と書かれた譴責処分 3 3 年後削除されませんは、6 6 年後削除され

ます。 

1. 状況は長期間の保存を保証しません。 

2 それに続く規則はなかったそして 

3 従業員は、その除去の請求書を提出します。 

C. パフォーマンス開発計画-評価と期待は、場合に、5 5 年後社員の人事ファイル

から削除されます。 

1. 状況は長期間の保存を保証しません。 

2. そこにずっとない文書化されたパフォーマンス不足後続

性能評価;そして 

3 従業員は、その除去の請求書を提出します。 

+ 上記、記録 A、B および C のサブセクションの下で削除しないよう雇用者と判

断した場合職員ファイルに記録が残っていることを示す書面で回答、従業

員を提供します。通知は、レコードを保持するための特定の理由を含まれ

ます。 

E. 何もこのセクションでを防ぐ雇用者以前の除去日付に同意するRCW 41.06.450

に反するようにしない限り、. 

第三十三条 

義務/合理的な宿泊施設のフィットネス/ 

障害分離 

33.1雇用者は、州や連邦の法律や合理的な宿泊施設と障害分離に関してワシントン管理

コード (WAC) に続きます。雇用者は、不本意な障害分離文字のコピーを組合を

提供します。雇用者は、労働組合に医療情報をいたしません。 

33.2彼または彼女は、彼の本質的な機能を実行すると、合理的配慮を必要とする彼女の

位置可能性があります代理店の人事部からのような調節を要求し同様または労働

組合に連絡と考えている従業員このような要求について、援助のスチュワード。 

33.3宿泊施設を要求する従業員が、宿泊の可能なフォームと必要性を話し合いの中で雇

用者と協力しなければなりません。雇用者は、医療関係書類を必要があります。
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医師や従業員の制限について認可された精神衛生の専門家からの証拠が要求され

るかもしれません。雇用者は勤勉なレビューと機関内可能な宿泊施設の検索を行

います。雇用者に開示された医療情報は、機密保持されます。リクエストでは、

従業員の雇用者によって維持される彼または彼女の合理的な宿泊施設情報のコピ

ーが提供されます。 

33.4雇用者が合理的に代替の空いているポジションの宿泊施設を見て前に彼または彼女

の現在の位置に従業員に対応しようとしています。 

33.5 障害分離 

A. 永久的なステータスを持つ従業員は、代理店従業員が合理的にすることがで

きない精神、感覚や身体の障害により従業員の地位の本質的な機能を実行

することであると判断されるサービスから区切られた可能性があります。

収容されます。障害者の決定は、従業員の障害分離または医者か認可され

た精神衛生の専門家からの声明書を取得した後請求書に基づく機関によっ

てなされるかもしれない。 

B.「雇用者は、雇用者が従業員障害の医学的書類と任意従業員合理的に対応でき

ないと判断した場合、少なくとも 14 の 14 日間の書面による通知を提供し

た後従業員を分けることができます利用可能な位置。雇用者はすぐに障害

による分離を要求する従業員を分けることができます。 

WAC 357-46-090に従い105まで再雇用する制度の請求書を送信し、再就職を満た

している彼または彼女ならば、一般的な政府の移行プール プログラムに

置かれます上の障害により区切られた従業員WAC 357-19-475の要件. 

D. 障害分離は懲戒ではないです。障害のため分離されている従業員は、従業員

の要求で分離されていない限り、記事 30苦情の手順に従って彼または彼

女の障害分離を悲しむことが。 

第三十四条 

年功序列 

34.1 定義 

A. 正社員勤続年数従業員の勤続年数切れ目のない状態と定義します。短時間ま

たは間欠的な従業員の勤続年数に基づいてしなければならない実際を作業

時間。休暇に費やされたすべての時間ステータス 15 15 日間の無給休暇を

除く、年功序列の計算から控除支払うことがなくまたは少ない従業員の年

功序列は影響しません。以上 15 15 日間の無給休暇の従業員と、従業員の

勤続年数削除されません無給休暇をとる。 

1. 軍隊を残します。 
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2. 労働者の補償; 

3. 政府サービスを残す; 

4. 教育休暇、修了課程; 偶発および/または 

5. 解雇; の影響を低減または 

6記事 38,組合活動のセクション 38.9に従って連合の雇用のために、コメン

トを残します。 

一時解雇の時間またはセクション 35.7第三十五条に基づき従業員の作業時

間を削減するとき解雇とリコールしなければならない年功序列の計算から

控除できません。解雇、状態サービスから分離され平和部隊を彼らの分離

の日付の 2 つの 2 年以内または 20 7 27 ヶ月以内に離職社員はみなされな

いサービスで休憩を持っています。40 40 時間計算実際のパートタイムま

たは電話で従業員の作業時間のために、年功序列の 7 7 日と等しくなりま

す。 

B. のレイオフやリコール、5 5 年のクレジットの最大の目的は、退役軍人

は、 RCW 41.06.133 (1) (m) に定める登録国内パートナーを存続の配偶者

または状態に正社員の年功序列に追加されます。 

C. 場合 2 2 以上の従業員がある同じの切れ目のない状態のサービスの日は、ネク

タイは次の順序で分割しなければなりません。 

1. 最長連続時間交渉単位; 

2. 最長連続時間内で自分の現在の仕事の分類; 

3. 最長連続時間代理店;そして 

4. によって多くの。 

34.2 広報担当官 3 駆け引き単位の年功序列のルール 

通信官 3 (CO 3) 交渉ユニットでのみ:記事 11、休暇で定義する CO 3 s の勤続年数

休暇入札の目的のため。 

34.3 犯罪記録課-Tenprint 単位で年功序列のルール 

シフト制、休暇、残業の資格に位置内の年功序列によって指紋の監督者の勤続年

数が決定されます。あるユニットの中で、年功序列でネクタイが部門内で年功序

列が勝ちますし、ユニットの年功序列の中でネクタイがある場合に優先されま

す。解雇など他のすべての目的のために、年功序列は切れ目のないサービスの長

さに、基づいているが。 
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第三十五条 

解雇とリコール 

35.1 定義 

一時解雇は35.4実施し、その結果以下の雇用開始アクションです。 

A. 雇用者サービスから分離 

給与下限; とクラスでの雇用 

C. 削減作業年;または 

D. 作業時間数が減少します。 

35.2雇用者は、この条の規定に基づき解雇の長さ、効果的な日付範囲のための基礎を決

定しなければなりません。雇用者回避あるいは転送、自主降格、自主的な削減作

業スケジュール、または支払うことがなく自発的休職などの解雇を最小化する機

会を模索することに同意します。 

35.3 連合に通知 

雇用者は、レイオフの力の減少の効力発生日の前に少なくとも 30 30 暦日サブセ

クション 35.4 A、B および C に記載されている保留中の連合の大統領に通知さ

れます。リクエストでは、雇用者は連合と交渉のユニットへの影響を説明しま

す。議論は、雇用者がそう選択しない限り解雇の発症を遅らせるには提供しませ

ん。 

35.4 解雇の基礎 

レイオフは、次の理由のいずれかの発生します。 

A. 資金不足 

* 仕事の不足 

C. 誠実再編 

D. 再割り当てされた位置で継続する資格 

E. プロジェクトまたは季節の終わりの終了 

F ・従業員数よりも少ない職種法令または他の規定によって、このような位置に

資格を与えられます。 

35.5 自発的な解雇、休職や時間の短縮 

従業員が解雇され、無給休暇を取るまたはレイオフを減らすために彼または彼女

の時間の作業時間を減らすのためにボランティア活動を当局に任命できる場合。

同時に無給休暇の代理店の従業員の数を制限する必要がある場合、所轄官庁は人
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不在のままやスタッフのニーズに基づいて時間の短縮が付与されますを決定しな

ければなりません。一般政府の移行プール プログラムに参加する社員をレイオ

フするボランティアを要求可能性がありますおよび/またはの休憩に関係なく永

久的なステータスを開催彼らの仕事分類の内部解雇リストに自分の名前の配置を

しています。サービス。 

35.6 非常任と試用従業員 

スキルや現在を実行する能力がある位置は非常任理事および試用の状態従業員解

雇前に解雇ユニットで同じ分類で占め恒久的な状態の従業員が提供されます。 

35.7 作業時間または解雇-雇用者オプションの一時的な減少 

A. の雇用可能性があります一時的に資金、歳入不足、仕事の欠如の予想外の損

失のためのカレンダー年以上 120 120 暦日の 1 週間あたり 20 20 時間未満

への従業員の作業時間を減らす、材料、機器、またはその他の予期しない

または異常な理由に事欠かない。従業員通常作業時間の一時的な減少の 7 

7 カレンダー日の通知が表示されます。 

最大 30 30 暦日の資金、歳入不足、仕事の欠如、不足資材又は設備を予期しない

損失のための * の雇用が一時的に解雇従業員またはその他の予期しないま

たは異常な理由。従業員通常 7 7 日一時解雇の通知が表示されます。従業

員は、解雇の根拠には資金や売上の不足の損失が含まれていなければ未払

休暇または一時解雇の期間中に補償時間を使用できます。 

C. その作業時間の短縮が一時的にまたは人が一時的に解雇は従業員に有しな

い。 

1. 任意のままバランスを支給 

2. その他の位置にバンプします。または 

3. 内部解雇リストに配置。 

D. 作業時間または解雇の一時的な減少は、従業員の定期的な増分の日付には影

響を与えません。記事 42、医療給付金額に従って利益を提供する雇用者

を続けます、従業員が有給休暇と病欠が通常レートでを積算していきま

す。 

35.8 解雇ユニット 

A. 解雇単位は、地理的なエンティティまたは解雇されている従業員の利用可能

なオプションを決定するために使用した各機関の管理/組織単位として定

義されます。 

B. 本契約各機関のレイオフ ユニットは、付録 A で説明します。 

35.9 正式なオプション 
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A.記事 34、年功序列、技術と従業員の能力で定義されている、永住と従業員を

年功序列に従い解雇されます。従業員の解雇を定める解雇ユニット内で降

順に匹敵する位置に次のオプション。 

従業員が持っているスキルや能力、彼または彼女の現在のジョブ分類内 1 

資金を供給された空いている位置。 

2. 資金充填位置は少なくとも上級従業員、従業員が持っているスキルや能

力、彼または彼女の現在の仕事分類内での開催。 

資金を供給された空いているまたは塗りつぶされた位置を従業員が持って

いるスキルや能力、彼または彼女現在永久的な位置として、従業員

が恒久的な開催されたジョブ分類内で同じまたは低い給料の範囲で

少なくともシニア社員の開催 3ステータス、または彼または彼女現

在ジョブ分類のシリーズ内で、従業員が持っているスキルや能力、

従業員が下の仕事分類で永住を開催しない場合でも下の分類に。 

オプションは、給与の降順で範囲と徐々 にレベルを下げる時に提供され

ます。空いているポジションは、塗りつぶされた位置の前に提供されま

す。パートタイム社員のみ非常勤の位置にオプションがあります。正社員

のみフルタイム位置にオプションがあります。 

B. 従業員が解雇は、彼らが永久的な状態を保持しているジョブ分類の解雇リス

トに自分の名前を持っている求めることができます。 

35.10 非公式オプション 

従業員の解雇は、解雇に部内の資金の空いているポジション提供技術そして位置

のために必要な能力を満たしていると、従業員は現在永久的な保持位置と同じま

たは下位の給与の範囲は、提供される可能性が状態です。 

35.11 永住者の資格を持つ従業員通知 

A. 作業時間および一時解雇の一時的な減少を除いてセクション 35.7に定める永

住者の資格を持つ従業員を受け取る通知書効果的の解雇日前の少なくとも 

15 15 暦日。通知解雇および従業員に利用可能なオプションのための基礎

を含まなければなりません。通知のコピーを労働組合が定めます。 

B. 作業時間および一時解雇の一時的な減少を除いて 15 15 日間の通知を行うこと

がなく解雇アクションを実装する雇用者が選択する場合セクション 35.7に

定める従業員支給の給料彼または彼女が働いているだろう日お知らせ与え

られていた。 

C. 従業員は、承諾または辞退、書面で、相互にそれ以外の場合に合意がない限

り、それらに提供される任意の正式なオプション 7 7 カレンダー日を設け
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なければなりません。この期間は、従業員に雇用者によって提供される 

15 の 15 日の通知と同時に実行しなければなりません。 

D. 届出日は、通知の初日を構成します。 

35.12 給与 

従業員解雇アクションの結果としての位置に任命された彼らの給料が次のように

決定しなければなりません。 

A.転送またはバンプ 

転送を受け入れるまたは彼または彼女の現在のジョブ分類内の別の位置に

バンプした従業員は、彼または彼女の現在の給料を保持しなければなりま

せん。 

B.自主降格解雇と低い位置にバンプの代わりに 

従業員が低賃金の範囲を別の位置にバンプを払わなければならない金額彼

または彼女の現在の給与新卒の給与の範囲内にあります。従業員の現在の

給料が新卒の給与の範囲の最大量を超えているような場合、従業員は、新

しい給与範囲の最大の給料で賠償されなければなりません。 

C.内部解雇リストから予定 

1. 従業員が解雇同じ給料の範囲で位置に内部解雇リストから任命される、

プラス l の頃の中に発生した任意の一般的な賃金増加を解雇したと

きに補償された彼らの額を支給します。支援します。 

2 彼らが解雇された時に受け取っていたいた解雇位置は給料に相当する金

額を支給するよりも低い給与の範囲と位置に内部解雇リストから任

命される従業員、新しい位置の給料の範囲内である限り。事前給料

が新卒の給与の範囲の最大の量を超える場合は、新しい給与範囲の

最大の給料で従業員を補償しなければなりません。 

35.13 過渡期のレビュー 

A. 従業員の従業員は解雇前に永住を開催位置として同じ職務と対等な位置に任

命は、移行検討期間を提供権利を要しない。雇用者は、位置の比較可能性

を決定します。雇用者は従業員が彼または彼女のいる仕事分類する解雇オ

プションを受け入れるとき 6 6 月過渡期のレビューを完了する従業員を必

要しなければなりません。 

1。 永久的なステータスを保持しないこと 

2. 一般的な政府の移行プール プログラムから着任または 

3. されて内部解雇リストから任命。 



B.「雇用者は、拡張子が 12 の 12 ヶ月を超える期間を引き起こさない限り、移行

検討期間を拡張があります。従業員は、移行検討期間修了位置に永久的な

予定が表示されます。 

C.、雇用者は従業員を分けることができます。 または従業員自らレビューの移

行期に分けることができます。分離、および従業員の要求で、従業員の名

前を上に配置または内部解雇リストに返されるものとします。従業員はし

なければならないようになるまで彼または彼女の資格の有効期限が切れる

または彼または彼女が再雇用されているリストに残ります。 

35.14 リコール 

A.、雇用主は、各ジョブの分類の内部解雇リストを維持しなければなりません。

解雇は従業員彼らは解雇されたり、ぶつかったからジョブ分類のリストに

置かれた自分の名前があります。また、従業員は自分の名前に関係なく、

サービスを中断、同じまたは低い給料の範囲でに彼らが永住者の資格を保

持している他の仕事分類の内部解雇リストに配置を持っている要求可能性

があります。従業員は彼または彼女の解雇の効力発生日から 2 2 年間内部

解雇リストに残ります。 

* 雇用者は全スキルとを実行する能力を持っている資料 3プロモーションや空孔

に従い解雇社員を考慮機関内および内部解雇リストに名前があるときに欠

員が発生したとき、入力する位置の義務。従業員の位置を提供され、申し

出を拒否彼または彼女の名前はリストから削除しなければなりません。 

35.15 一般政府の移行プール プログラム 

従業員解雇のリスクであるか、解雇されている通知を受けた者は、人事部門によ

って管理される一般的な政府遷移プール プログラムに配置自分の名前を求める

ことができます。欠員は代理店の内で発生した場合、使用者はスキルと満たされ

ている立場の職務を実行する能力を持つ必要がありますすべての人、その他のす

べての候補者と共に一般政府の移行プール プログラムで従業員を検討します。 

35.16 プロジェクト雇用 

A. プロジェクト従業員は、自分のプロジェクト内で解雇権限を持っています。

正式なオプションは、セクション 35.9で上記の手順を使用して決定されま

す。 

B. 永久ステータス従業員へのサービスを中断することがなく就職プロジェクト

正規の分類された位置を残した彼らが開催されたジョブ分類に永住を開催

機関内内部解雇リストに解雇権限します。直前のプロジェクトの雇用を受

け入れます。従業員が 14 の 14 日間の通知永久的な位置に戻る彼または彼

女の目的の前の雇用者に限り、従業員を提供する必要がある場合は前の雇

用者は、以前の分類の位置に従業員を返すに合意したと前の雇用者はそれ

以外の場合に同意します。 
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C. プロジェクト従業員解雇状態サービスから分離され、分類されたサービスの

永続的な状態を保持していない人は、自分の名前は、一般的な政府の移行

プール プログラムに配置する要求があります。プロジェクトから解雇、

時に競争力のあるプロセスを通じてプロジェクトに入り、2 つの 2 年間の

プロジェクト ステータスのままプロジェクト従業員は内部解雇リストに

永久的なプロジェクトのクラスの彼らの名前を持つ対象となります状態が

達成されました。オプションをバンプはプロジェクトの範囲に限定されま

す。 

35.17 季節キャリア採用 

A. 季節のキャリアの従業員は、サブセクション C 以下に定めるその解雇ユニッ

ト内で他の季節のキャリアの位置を機関内季節解雇権限を持っています。

従業員は、レイオフの未満 15 15 日間の通知を与えなければなりません。

DNR 季節キャリア火災従業員の解雇通知は各火災シーズンの初めに従業

員に与えられます。DNR は天候による 1 日の通知火災シーズンを拡張、

火災の条件。 

* 正式なオプションは、他の季節のキャリアの位置をセクション 35.9 、上記で説

明した手順を使用して決定されます。従業員のレイオフの別離は、彼らが

解雇された、シーズン別季節内部解雇リストに設置しなければなりませ

ん。スキルと入力する位置の職務を実行する能力を持っている従業員は、

レイオフ ユニット内で他の季節のキャリアの位置の勤続年数に基づくリ

コールしなければなりません。 

C. 季節従業員のレイオフ単位は付録 A に記載されて 

第三十六条 

経営権 

36.1雇用者が、すべての力、義務および憲法の規定または法令により定められた権利に

加えてしなければならない含まれてする権利に限定されない、管理のすべての権

利を保持します。 

A. 雇用者の機能、プログラム、組織構造と技術の使用を決定します。 

B. 雇用者の予算および代理店の従業員と解雇; ための経済的基礎のサイズを判断

します。 

C. 直接、従業員を監督します。 

D 緊急; 時状態とその機関の任務を遂行するため必要な措置をとること 

E. 雇用者の使命と戦略的な計画を決定します。 
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F. 開発、適用、変更、または終了ポリシー、プロシージャ、マニュアルまたは

作業方法雇用者の操作に関連付けられています。 

G. 決定または統合業務、オフィスの場所、作業現場、永続的または一時的に業

務の全部または一部を他の場所に移動を含む 

H. 確立や労働時間、毎日の仕事のシフト、仕事とオフの日の時間変更 

I. 法と作業のパフォーマンス基準が設定されていることを意味し、が含まれ、性

能規格自体、しかしに限定されない、優先、品質と量の仕事。 

J. を確立する、割り当て、再割り当てやポジションを廃止、スキルとそのような

ポジションの職務を行うに必要な能力を決定 

K. を選択、雇う、割り当てる、再割り当て、評価、維持、促進、降格、転送、

および従業員を解雇 

L. を決定する、優先順位、変更および実行する; に作業を割り当てる 

M. 判断の必要性、スケジュール、割り当て、承認および超過; を承認する方法 

(名) を決定する研修の必要性、方法、訓練の従業員の訓練・研修プログラムに提

供されます。 

O. 決定の理由と方法、従業員解雇になりますそして 

P. 中断、降格、賃金を減らす排出、および/またはその他の懲戒を取る。 

36.2雇用者上記の権利の行使この協定の規定を遵守することに同意します。 

第三十七条 

労働 - 管理通信委員会 

37.1 目的 

雇用主と労働組合は、建設的な感謝を表するとの協力関係の目的をサポートしま

す。促進するためにこのような関係当事者は情報との懸念を共有するため共同労

務管理通信委員会の構造を確立します。 

 

 
  

37.2 委員会 

機関労務管理通信委員会 



機関全体委員会ならない 5 5 までの雇用者の代表者から成り、最大 5 5 従業員代

表に。連合の有給のスタッフを追加可能性がありますも出席します。使用者と労

働組合が独自の代表者の選択の責任になります。当事者が同意する、その他の担

当者が追加可能性があります。それ以外の場合に合意がない限り、委員会が四半

期ごとに実施、または特定の議題がないです。 

37.3 参加とプロセス 

A. 連合提供しなければならないその委員会のメンバーの名前を持つ雇用者従業

員のリリースを促進するために、会議の日付の前に少なくとも 10 10 カレ

ンダー日。 

B. 従業員が自分の仕事時間中に委員会会合に出席しなければならないない損失

有料で。従業員の非稼働時間中に会議に出席は、補償または働いた時間と

して考慮されません。従業員が自分の仕事時間中に事前の会議に出席では

ありません損失賃金委員会あたり最大 30 30 分。従業員の非作業時間中に

前の会合で出席が補償も、働いた時間として考慮されません。組合は旅行

費用と従業員代表の日当費用をお支払いいただきます。 

C. 従業員代表が合理的な付与されます時間、通常の勤務時間中に機関全体の労

働管理コミュニケーション委員会 (LMCC) 会議から行き来する雇用者によ

って決定されます。相互の合意に仕事を提供する代わりに雇用者を旅行す

る時アクセスを提供する従業員代表に遠隔地間会議およびビデオ会議。 

D. 各当事者は、他を 5 5 日会議の前に議論のための任意のトピックを提供しま

す。提案されたトピックがあります、契約書、法律の変更、立法の更新ま

たは組織の変更管理に限定されません。追加審議事項は、相互の合意を追

加可能性があります。 

E. 場合いずれかの当事者によるフォロー アップの結果のとおり、通信は責任者

によって提供されます。 

37.4 権限の範囲 

議論のみに使用するこの条の規定による設立委員会と委員会は任意の交渉を行

う、団体交渉または本契約の条項を変更する権限を有しない。当事者が承認しま

すが、ドキュメントの相互理解には必要ありません。委員会の活動や議論第三十

条苦情処理手続服することなくが. 

第三十八条 

組合活動 

38.1 表現 

リクエストでは、従業員は、雇用条件に影響を及ぼす事項にすべてのレベルで表

現する権利があります。この権利の行使は不当の遅延または、会議を延期しま
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す。を除き、本契約で指定されている表現には適用されません、義務の通常のコ

ースで、従業員との議論スタッフ ユニット会議を作業指示、作業、非公式な議

論、書類の配信の割り当てのように、従業員と他の通常業務の通信。 

38.2 スタッフの代表者 

A. 本契約の効力発生の日から 30 30 カレンダー日以内連合がスタッフの代表者の

書かれたリストを雇用者を提供し、責任がある地理的管轄区域。雇用者

は、リストにスタッフ代表が認識されます。連合は、変更の 30 30 暦日以

内変更の雇用者に書面による通知が提供されます。 

* スタッフの代表者は、雇用者のオフィスまたは描写的な活動を遂行する機関の

ポリシーに従って設備へのアクセスがあります。代表者は到着前にローカ

ル管理に通知され、代理店の通常の操作を中断しません。スタッフの代表

者が仕事以外の分野で交渉の単位従業員食事期間、休憩時間や勤務の前後

にセクション 38.4以下、に従ってまた満たします。 

38.3 ショップ スチュワード 

A. 本契約の効力発生の日から 30 30 カレンダー日以内連合が店が現在のスチュワ

ードの書かれたリストとオフィス、施設や地理的な司法権が交渉の単位に

雇用を提供します。責任があります。組合リストが維持されます。彼また

は彼女の名前がリストに表示されない場合、雇用者はショップのスチュワ

ードとして従業員を認識しません。 

B. ショップ スチュワードになる調査資料 30、苦情処理手続きに従って苦情を処

理し、通常の勤務時間中に時間を与え。さらに、ショップ スチュワード

代表のオフィス、施設や地理的な司法権の駆け引き単位内の管理によって

スケジュールの準備会議に出席し、通常の勤務時間中に合理的な時間指定

になります、次の表現活動: 

1. 調査インタビューや記事 28、規律に従い、あらかじめ懲戒の会議およ

び/または 

2. 労働管理コミュニケーション委員会 (LMCC)、本契約がそのような委員

会を設置した場合の他の委員会。 

C. 店スチュワードになる雇用者によって決定されるの合理的な時間管理から行

き来する予定調査インタビュー、あらかじめ懲戒会議、非公式な苦情解決

会議、苦情処理会議、および代替紛争解決会議は、通常勤務時間中に実

施。従業員の非勤務時間中に会議に出席するために走行時間はできません

働いた時間を考慮しました。Shop steward が彼または彼女の仕事のスケジ

ュールを調整する彼または彼女のスーパーバイザーによって許可される、

取る、代償的な時間、交換時間または休暇を支払うことがなく残して調停

公聴会、移動します。 
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D. ショップ スチュワードは、準備し、会議に出席する上司から事前承認が取得

されます。通知代表期待を活動時間の概算が含まれます。従業員の即時の

注意を必要とする任意の代理店業務は、会合に出席する前に完了します。

雇用者に事前に通知、非番スチュワード職場はオープンや運用、このよう

なアクセスを排除する他の理由がない限り、具象的な職務を行う職場への

アクセスをが。準備とショップ スチュワードの非勤務時間中に会議に出

席時間を作業時間にみなされないが。ショップ スチュワード行き来する

作業現場から具象的な活動を実行するために代理店によって承認された場

合を除き、車両状態を使用できません。 

E. 場合 shop steward 表象活動の実行に費やした時間の量が過度に割り当てられた

職務、雇用を達成するために彼または彼女の能力に影響を与える従業員を

解放する続行されず、組合は書面で通知されますについて、理由します。 

38.4 状態設備、リソース、機器の使用 

A.ミーティング スペースと設備 

庁の方針、雇用者の事前の許可と空間の可用性の対象との会議を保持する

ために、雇用者のオフィスおよび設備を連合によって使用します。 

B.供給および装置 

労働組合と加盟ユニオン ビジネスまたは描写的な活動を実施するのに状

態購入物資や機器が使用されます。これは電話または雇用者にコストがな

い、呼び出しは短い期間で、中断またはから気をそらすしない場合描写的

な活動のための障害者の使用できる類似の電話デバイスの使用を妨げない

代理店ビジネス。 

C.電子メール、ファックス機、インターネット、およびイントラネット 

労働組合とそのメンバー互いと通信する状態所有または運営の e メール、

ファックス、インターネット、またはイントラネットが使用されます。従

業員は、組合要求に作動状態電子メールを使用可能性があります。ただ

し、ショップ スチュワードが状態所有する機器を使用してこの契約など

の不満およびに従って応答の電子転送の管理の排他的な目的のため労働組

合または雇用者と通信30 の記事、苦情処理手続き。このようなを使用し

ます。 

1. 雇用者にほとんど、あるいはまったくコストで結果します。 

2 は、短い期間で周波数; 

3. 公式職務のパフォーマンスを妨げない 

4. ない状態のビジネスの行動から気をそらす 
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5. その他の状態の従業員を中断および個人的な状態のリソースを活用する

他の従業員を義務づけないそして 

6. ないセキュリティや状態の情報やソフトウェアの整合性を妥協しませ

ん。 

労働組合とそのショップのスチュワード使わないでしょう上記状態装置連

合の整理、内部のユニオン ビジネスのためや選挙またはエグゼクティブ

の倫理委員会によって禁止されているその他の目的で組合に対して提唱し

ます。介した通信国有装置雇用者の財産であり、一般に公開される可能性

があります。 

38.5 連合会議情報 

連合情報会議への出席ではない勤務時間を考慮しました。従業員を要求可能性が

あります、および雇用者を承認、代替可能性がありますまたは記事 6.3 E と F に

従い、組合の会議に出席するためにスケジュールをフレックス従業員の時間管理

によって決定される代理店の営業ニーズと干渉しません。従業員は、蓄積された

代償時間、有給休暇、交換時間、または記事 10休日に基づき個人的な休日を使

用できます。しかし、従業員は使用彼らの休暇の損失が発生しない限り、有給休

暇の使用前に代償的な時間を使用する必要があります。 

38.6 掲示板 

雇用者は、bulletin board(s) または連合通信連合に現在提供されている既存の掲示

板の領域が維持されます。どこ掲示板または既存の掲示板の領域が指定されてい

ない交渉単位で雇用者は便利な場所で適切な掲示板スペースとの連合を供給しま

す。掲示板に投稿された内容は、政治的に非党派、国家倫理法令を遵守し、職場

に適切なユニオン文学として識別されます。連合通信を代理店の他の場所に投稿

されません可能性があります。連合によって要求された場合、雇用者は連合によ

って提供される newsstand(s) を各機関に配置できますの領域を識別します。 

38.7 資料の配布 

提供他の交渉の単位の従業員に組合情報配信の目的のための彼または彼女の職場

に月 1 回組合指定の従業員がいらした。 

A. 従業員が休憩時間にまたは非番では; 

B. 配布が使用者の操作は中断されません。 

C. 従業員は情報を配布する意図を彼または彼女の雇用者の代表する合理的な事

前の通知を致します。 

D. 配布が通常デスク滴を介して発生するまたは雇用者によって決定されるメー

ルボックス指定の代表。場合は、状況を許可しない配布これらのメソッド
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によって、従業員はのみ、掲示板および/または、ニュース スタンドの方

法で情報を配布します。 

38.8 組合活動のためオフ時間 

A. 組合特定従業員があります連合主催の会議、講習会、カンファレンス、およ

び規則に出席するため支払うことがなくオフ時間を許可します。従業員の

時間管理によって決定される代理店の営業ニーズと干渉しません。不在が

承認された場合は、従業員が支払うことがなく残すのではなくに蓄積され

た代償時間、有給休暇、交換時間、または記事 10祝日に基づき個人的な

休日を使用します。しかし、従業員は使用彼らの休暇の損失が発生しない

限り、有給休暇の使用前に代償的な時間を使用する必要があります。 

B. 連合は雇用者を活動の前に、少なくとも 14 14 暦日上記活動に出席を要求して

いる従業員の名前の書かれたリストに与えます。 

38.9 とおりです社長 

A.不在のまま 

組合からの要望は、雇用者は、休暇を付与が有給のとおりです大統領の任

期。組合は、雇用者"位置の"完全負担コストの雇用を弁償いたします不在

の期間中に有給休暇に大統領を配置するために負います。労働組合は、毎

月前月の 20thによって代理店を弁償いたします。 

B.休暇残高 

大統領が不在の期間中に休暇や病気休暇が積算されます。ただし、不在の

期間が開始された日の残高と大統領、状態サービスへ返しますその残高を

残す彼らの休暇を超えることはありません。社長が引退、不在の期間の終

わりに状態サービスから分離、残高を残すは、残高を残す不在の期間が開

始された日を超えない。休暇の報告は、機関に送信されます。休暇のすべ

ての要求は、要求された時間制限内で送信されます。 

C.権利を返す 

社長が同じ位置または同じ職種の別の位置に戻る権利があるし、同じ地理

的領域、使用者が定める提供そのような再就職が本契約の他の記事と矛盾

していません。社長に戻りに対する位置のジョブ分類は廃止または改正が

ある場合、クラスのシリーズに横断歩道は彼らのリターンの権利を識別す

るために使用されます。リターンの結果として、解雇は、記事 35、一時

解雇およびリコールに従って処理されます。従業員と雇用者は、休暇中に

いつでも戻り権に関する契約書に入力可能性があります。休学期間は従業

員の年功序列の日付には影響しません。 

38.10 新入社員のオリエンテーション 

際機関でクラスの新入社員のための新入社員オリエンテーション プログラム、

労働組合に関する情報を提供するために出席組合員に 30 30 分以上話すスタッフ
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代表を持っている機会が与えられますが労働組合と基本契約。代理店は、新入社

員のオリエンテーション オンラインを提供する雇用者は連合によって提供され

たオリエンテーション パッケージのそれぞれの新しい交渉の単位の従業員を提

供するために同意します。代理店は、クラスのとオンライン ネオの両方を提供

する場合、パッケージを提供か組合に話をする機会を許可する雇用者を選択しま

す。 

38.11 2017 2019年マスター契約交渉 

A.リリース時間 

日交渉の稼働スケジュールはイレブン 11 まで連合チーム メンバーの正式

な交渉の最初の 7 つの 7 日が実施されているために、雇用者は有料リリー

ス時間を承認します。残りのすべての正式なネゴシエーション セッショ

ン使用者が補償時間、有給休暇を承認する、時間を交換または支払うこと

がなく残しています。従業員が残りの正式なネゴシエーション セッショ

ンの彼または彼女の仕事時間を調整できる、指導教員の裁量と提供の連合

チーム メンバーのすべての旅行これらのセッションとの間の交渉のため

従業員の不在はしません。重要な異常な報道の問題を作成します。移動時

間に、正式な交渉から幹部会日ないによって支払われる雇用者。ジエムと

旅行あたり費用支給されるとおりですが連合チーム メンバー。代償残業

時間や交換時間の発生はありません交渉または旅行して交渉からした結

果。 

B.機密性/メディア コミュニケーション 

当事者の主なスポークスマンがそれ以外の場合に合意がない限り、マスコ

ミと国民間交渉セッション、閉鎖されます。パーティーの web サイトに

は、提案は適用されません。当事者は、彼らが場所を取っている間交渉の

状況について、それぞれの選挙区と一般に通信妨げはないです。なければ

公表または解決するまで交渉中の問題の公開討論や交渉のため提出された

すべての問題で行き詰まりに達する。 

C.マスター契約トレーニング 

雇用主と労働組合は、スーパーバイザーおよびショップ スチュワード本

契約の日常管理を担当は重要なマネージャーは、その訓練を同意します。 

連合は駆け引き単位内のユニオン・ショップ制スチュワードにトレーニン

グを紹介します。トレーニングはもはや 4 4 時間以上続きます。トレーニ

ングになります自分の作業シフト中トレーニングに出席するそれらのユニ

オン・ショップ スチュワードのために働いた時間を考慮しました。非作

業時間中にトレーニングに通うユニオン・ショップ スチュワードは補償

いたしません。日付、時刻、数、および各セッションの参加ショップ ス

チュワードの名前についても合意します。雇用者によっては、所要時間と

費用は支給しません。 



38.12 組合と一時的な雇用 

30 30 暦日の予告で、それ以外の場合に合意がない限り従業員も認められる 12 の 

12 ヶ月を超えない期間の組合との一時的な雇用を受け入れるように支払うこと

がなく残して提供従業員の時間を与えない代理店の営業のニーズ。帰国の従業員

が同じ職種、雇用者によって決定として、同じ地理的領域内の位置に適用されま

す。 

38.13 労働組合の役員として一時的な雇用 

休暇: 30 30 日間の予告で、それ以外の場合に合意がない限り従業員組合役員に

与え、位置を受け入れるまま支払うことがなく 30 6 36 ヶ月。同じ職種で資金を

供給された空いている位置に戻って従業員が雇用される雇用者によって決定され

たと同じ地理的領域は、従業員は必要なスキルと能力を提供します。資金の空い

ているポジションがない場合、氏名は代理店の内部解雇リストに配置する従業員

が求めることができます。従業員は、異なる地理的領域を求めることができま

す。 

第三十九条 

ユニオン セキュリティ 

39.1 組合費 

従業員は雇用者に書面による承認を提供するとき、労働組合は手数料または連合

のメンバーであるために必要な会費に相当する金額を従業員の給与から控除が権

利を持ちます。雇用者、各支払い期間への連合の公式の本部連合すべて当該控除

のための支払いを提供します。 

39.2 従業員に通知 

雇用者は新しいお知らせいたします、転送、昇格、または組合の排他的な認識と

組合権保障規定の交渉のユニットに含まれる職位に予定する前に従業員を降格し

ました。雇用者は会費の承認フォームに交渉のユニットの位置に任命された従業

員を提出します。 

39.3 組合権保障 

どちらか雇用の条件としてこの契約意志によって覆われているすべての従業員組

合のメンバーになると会費を支払う、または、非会員として料金を支払うに記載

されている A、B、および C、以下としてこの契約書 o の効力発生の日の後 30 

日目以降彼らの雇用の始まりであります。従業員は、以下の条件を満たすために

失敗した場合、連合は雇用者を通知し、彼または彼女の雇用を終了する場合があ

ることを従業員に知らせます。 

A. 従業員組合員になることを選択したが (30回) 30 分よりも後の連合に支払う必

要があります雇用、労働組合の優良メンバーであるために必要な量と等し

い店料の先頭の次の日。 



B. が真正な宗教的な教義や教会や宗教的な本体の教えに基づいて連合を参加し

ない従業員彼らはメンバーである、会員賦課金少ないの毎月の組合の保険

料に等しい連合への支払いをしなければなりません。、存在する場合。こ

れらの支払いは従業員の良心と調和して連合のプログラム内の目的のため

使用されます。そのような従業員は連合のメンバーになりませんが、すべ

ての組合員の具象的な権利は。 

C. 連合要求を行う従業員が団体交渉、契約管理および賃金に影響を与える事項

の追求に関連する完全なメンバーシップ料金の按分シェアに等しい表示料

金を支払うことができる手順を定め、時間およびその他完全なメンバーシ

ップ料金ではなく、雇用の条件。 

D. 場合従業員は上記店の規定を満たすために失敗した場合、組合は事業主に通

知し、彼または彼女の雇用を終了する場合があることを従業員に知らせま

す。 

39.4命ずる会費、代理店手数料、非会費または表現手数料を正しく完了した要求の受領

後 30 30 日以内に書面でそのような控除を要求した従業員の給与から差し引くこ

とに同意します。適切な機関の給与係に提出。このような要求は、連合の給与控

除の承認カードになります。 

39.5 会費キャンセル 

従業員は、賦課金の彼または彼女の給与控除を取り消すことができる雇用者と労

働組合に書面により。キャンセルは、通知の受領後 2 番目の給与に有効になりま

す。ただし、キャンセルは、39.3、対象の上に終了する従業員を引き起こす可能

性があります。 

39.6 ステータス レポート 

A. 毎月、雇用者は、連合次のデータの電子的な形式でレポート交渉の単位で入

力するか、交渉の単位を残す人の従業員のための雇用者によって維持され

る場合若しくは開始又は控除を停止します。 

1. 名前 

2. 住所 

3. 人事領域コードとタイトル 

4. 組織コード、タイトル 

5. 役職クラス コードとジョブ クラス名 

6. 人事サブ領域コードとタイトル 

7. 従業員グループと仕事の契約タイプ 

8. 人事番号 

9. 位置番号 

10. 支払スケール グループ 

11. 給与スケール レベル 



12. 非常勤 % 

13. 切れ目のないサービス提供日 

14. 特別支払コード 

15. 給与金額 

16 施行日 

17. アクションの種類 

18. アクションの種類の説明 

19. アクションの理由 

20. 行動理由の説明 

21. 控除開始日 

22. 控除終了日 

23. 控除コード 

24 控除額 

B. 情報このセクションの規定は、法律によると自信に連合によって維持されま

す。 

C. 連合はこの項連合によってコミットされた従業員のプライバシーの違反のた

めの雇用者を補償します。 

39.7 補償 

連合によって、雇用者ならない開催され無害な会費と手数料の控除に関連するこ

の記事とすべての問題を遵守する従業員。 

第四十条 

分類 

40.1 分類計画改訂 

A.、雇用者は、書面で、連合に提供する、新しくの説明を含む分類計画、提案さ

れた変更は分類および/または状態の人事ディレクターのオフィスによっ

て決定される職種が作成されます。組合からの要望は、雇用者は既存のク

ラスまたは新しく提案された分類の変更の給与効果を交渉します。 

B.「雇用者が割り当てまたは分類プラン内で適切な分類の新しく作成された位置

を含むポジションを再割り当て。位置は交渉単位でこの協定の対象から除

外される職種に再割り当てされて とき、雇用者は連合を通知します。 

40.2 位置レビュー 

社員主導のレビュー 

個々 の従業員が彼または彼女の位置の職務が変更されたこと、または彼または

彼女の位置が正しく分類されていることを信じる者は、次の手順に従ってレビュ

ーを要求可能性があります。 



A. 従業員は完了し、適切なフォームに署名します。完了すると、従業員は署名

のためのスーパーバイザーに要求が送信されます。従業員も日付スタンプ

をする機関の人事事務に要求のコピーを送信可能性があります。 

B. 庁人事室は、完成したフォームを確認します。適切な分類に関する決定は、

要求の受領から 90 90 日以内機関が作ったが。 

C. イベント社員は代理店の再決定に同意、彼または彼女が上訴機関人事の状態

を監督の事務所に位置のレビューの結果を提供する 30 の 30 暦日以内また

は再配分のお知らせ。人事の状態を監督の事務所は、従業員に提供される

書面による決定を行います。 

D.、雇用者または従業員のみ提供局長の決定書の 30 30 暦日以内ワシントン人事

資源局に状態人事部長事務所長の決定をアピールすること状態人事取締役

に就任。理事会は、確定となる決定がレンダリングされます。 

E. 位置確認のため従業員の要求から生じる再配分の効果的な日付は、庁人事室

と要求が提出された日です。 

40.3 再配分の効果 

高い給料の範囲の最大値を持つクラスA.の再割り当て 

1 従業員は少なくとも六つの 6 ヶ月間の上位レベルの職務を実行して、ス

キルと位置の求められる能力を満たしている場合、従業員は位置の

ままし、既存の予定の状態を保持します。 

2. 再割り当て位置の担当職務の変更の結果である従業員は、少なくとも六

つの 6 ヶ月間の上位レベルの職務を実行していない場合、従業員が

能力を満たしている限り、雇用者は競争がなければ従業員を促進す

る可能性が他の位置の要求。雇用者は従業員の位置のために競う機

会を与える必要があります。従業員の位置が選択されていないか必

要なスキルや能力、記事 35レイオフ、リコール、指定された解雇

プロシージャがない場合適用されます。従業員が選任されている場

合は、試用版サービス期間に役立たなければなりません。 

等しい給料の範囲の最大値を持つクラスb.の再割り当て 

従業員が位置のスキルや能力の要件を満たしている場合、従業員は位置に

残っており、既存の予定の状態が保持されます。従業員が位置のスキルや

能力の要件を満たしていない場合は、本契約の記事 35で指定された解雇

手順が適用されます。雇用者第 4.4 c. に従って訓練の予定を検討可能性が

あります。 

低給与範囲の最大値を持つクラスc.再割り当て 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ja&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dja%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Article_35_Layoff
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従業員既存の予定の状態を保持し、雇用者の内部解雇リストに配置する権

利を有する従業員位置のスキルや能力の要件を満たしていても、再割り当

てされた状態のままにすることを選択、従業員が再割り当ての前に、一般

的な政府の移行プール プログラムでの永住と占められる分類。 

40.4 再配分の給与への影響 

その位置が再割り当てされる従業員でお越しの際にも彼または彼女の給料が次の

ように決定されます。 

高い給料の範囲の最大値を持つクラスA.の再割り当て 

高いクラスに選任時従業員の基本給は、次のとおり増加します。 

1 従業員の範囲は前のクラスの範囲よりも高い未満 6 6 範囲クラスの位置

に促進は、グレートプレプロ モーション ste の額より多い 5% (5%) 

に最も近い新しいクラスの範囲のステップに進めるp. で再配分の時

間、行政機関の長や指名が基本給 10% (10%) の合計で最大の増加

を許可します。 

2. 社員クラスの範囲は 6 6 以上の範囲の前のクラスの範囲よりも高い位置

に昇格は、グレートプレプロ モーション ステップの量より高い 

10% (10%) に最も近い新しいクラスの範囲のステップに進められま

す。 

等しい給料の範囲の最大値を持つクラスb.の再割り当て 

従業員は、彼または彼女の以前の基本給を保持します。 

低給与範囲の最大値を持つクラスc.再割り当て 

従業員は彼に相当する額が支給されるまたは彼女の現在の給料は、それを

提供して、新しい位置の給与範囲内。従業員の現在の給料が新卒の給与の

範囲の最大の量を超えている場合は、彼または彼女は従業員のような時間

まで、下方に再割り当てする前に受け取っていた給料で補償すべき従業員

を引き続き位置を返上または彼または彼女の給与が給与の範囲内にありま

す。 

第四十一条 

補償 

41.1 有料の範囲の割り当て 

A. 効果的な 2017 年 7 月 1 日、連合によって表される各分類は引き続き同じ給与

範囲に割り当てられる「一般サービス給与スケジュール効果的な 2015 年 

7 月 1 日 2017 年 6 月 30 日から「それはを除いて 2017 年 6 月 30 日、に割

り当てられていた、分類指定付録 K と l. 効果的な付録で 2017 年 7 月 1 

日、各従業員指定の分類で従業員を除いて 2017 年 6 月 30 日に彼または彼



女に割り当てられた状態俸給表の同じステップに割り当てられるいきます

付録 l. 

* 効果的な 2017 年 7 月 1 日、すべての範囲と、「一般職俸給表」の手順が増 2 

(%2%) 付録 B に示すように、この増加は、2017 年 6 月 30 日で有効に俸給

表に基づいて行われます。 

C. 効果的な 2018 年 7 月 1 日、「一般サービス給与スケジュール」増 2% (2%) 付

録 c に示すように、この増加は、2018 年 6 月 30 日で有効に俸給表に基づ

いてされます。 

D. 効果的な 2019 年 1 月 1 日、「一般サービス給与スケジュール」増 2% (2%) 付

録 d に示すように、この増加は、2018 年 12 月 31 日で有効に俸給表に基

づいてされます。 

E. 従業員増加 B、C、および D は、上記記載の発効日に彼らの範囲、最大値を超

える支払われている賃金の現在のレートを包含する新しい範囲彼らの支払

いを現在指定した増加を受信しません。 

41.2"SP"有料の範囲の割り当て 

A. 効果的な 2017 年 7 月 1 日、連合によって表される各分類は引き続き除く 2017 

年 6 月 30 日に割り当てられた"SP 範囲職俸給表-効果的な 2015 年 7 月 1 

日 2017 年 6 月 30 日から「同じ給与範囲に割り当てられる2017 年 7 月 1 

日、付録 K および l. 効果的な付録で指定した分類各従業員区分の従業員

を除いて 2017 年 6 月 30 日に彼または彼女が割り当てられた範囲"SP"俸給

表の同じステップに割り当てられるいきます付録 L で指定 

* 効果的な 2017 年 7 月 1 日、すべての給与の範囲と 2015 年 7 月 1 日 2017 年 6 

月 30 日から発効は、付録 E に示すように、2% (2%) 増加、範囲"SP"俸給

表の手順この増加は、2017 年 6 月 30 日で有効に俸給表に基づいてされま

す。 

C. 付録 F. に示すように 2% (2%) 効果的な 2018 年 7 月 1 日、"SP"範囲の俸給を増

加します。この増加は、2018 年 6 月 30 日で有効に俸給表に基づいてされ

ます。 

D. 効果的な 2019 年 1 月 1 日、"SP"範囲の俸給が増 2% (2%) 附属書 G に示すよう

に、この増加は、2018 年 12 月 31 日で有効に俸給表に基づいてされま

す。 

E. 従業員増加 B、C、および D は、上記記載の発効日に彼らの範囲、最大値を超

える支払われている賃金の現在のレートを包含する新しい範囲彼らの支払

いを現在指定した増加を受信しません。 



41.3"V"有料の範囲の割り当て 

小児難聴の聴力損失 (CDHL) センターとワシントン州立学校のため、ブラインド 

(WSSB) A. 交渉単位を受け取るRCW 72.40.028に従ってプロの俸給表に給

与の調整. 

B. 代用教師単価バンクーバー学区と同じレートになります。 

有資格スタッフ 12 12 ヶ月以上の給与があります。スタッフ採用 (1st) の最

初の学校の日のスケジュールを後営業日の数に基づいて比例配分された給

料を受け取ります。 

41.4 募集保存/圧縮または反転/増加した職務と責任-不平等 

効果的な 2017 年 7 月 1 日、対象ジョブ分類は記載の募集または保持の難しさ、

圧縮または反転、高められた職務と責任不平等のために高い給与範囲割り当てら

れます。付録 K は、影響を受ける仕事の分類とそれが割り当てする給与の範囲

を識別します。 

41.5 12 ドル反転調整と圧縮時間低賃金 

A. 効果的な 2017 年 7 月 1 日給与範囲、一般職俸給表 20 6 26 を通じて 18 18 が消

去され、手順 A の給与範囲 27 は 1 時間あたり 12 ドル ($12.00) に増加さ

れます。従業員給与範囲 27、下は付録 L で示すように、新しい給料 2017 

年 7 月 1 日時点に最も近い、新しい範囲 27 のステップに割り当てられま

す 

B.圧縮や 12 ドル ($12.00) 反転調整時間最低の賃金 

効果的な 2017 年 7 月 1 日、上記 A に加えて影響を受けるジョブ分類は圧

縮または反転のために高い給与範囲増加されます。付録 L はまた影響を

受けるジョブ分類および割り当てが給与の範囲を識別します。従業員は、

新しい給料 2017 年 7 月 1 日現在に最も近い彼らの新しい範囲のステップ

に割り当てられます。 

41.6 支払うより高い分類の職務 

A. 従業員を一時的に割り当てられた義務の完全な範囲と範囲が前のクラスの範

囲よりも高い未満 6 6 範囲より高いレベルの分類に以上 30 30 暦日の責任

は書面で通知されます。グレートプレプロ モーション ステップの量より

も高い 5% (5%) に最も近い新しいクラスの範囲のステップに進めるこ

と。 

B. 一時的に範囲が前のクラスの範囲よりも高い 6 6 以上の範囲より高いレベルの

分類に以上 30 30 暦日の義務と責任の完全な範囲を割り当てられている従

業員は書面で通知されます。グレートプレプロ モーション ステップの量

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ja&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D72.40.028


より高い 10% (10%) に最も近い新しいクラスの範囲のステップに進める

こと。 

41.7 新入社員と新しいクラスの給与を確立します。 

雇用者は、適切な範囲と適切な状態の俸給のステップに新入社員を割り当てられ

ます。 

41.8 周期的な増加 

従業員の定期的なインクリメント日付が設定され、以下の通り継続的なサービス

の任意の期間の間同じまま。 

A. 全社員の現在の定期的な増分の日付は保持されます。 

B. 従業員の支払範囲の最小ステップで 2007 年 7 月 1 日、以降に雇われている従

業員の期間をことが 6 6 ヶ月の継続的なサービスとその増加を受ける日の

次に完了の基本給を増やす 2 つの 2 ステップが表示されます。ic インクリ

メント日付。その後、従業員は彼らの定期的な増分の日付、有料の範囲の

上部に到達するまでに毎年、2 2 ステップ増加が表示されます。 

C. 有料の範囲の最小のステップの上にまたは 2007 年 7 月 1 日後に、雇われてい

る社員基本給 12 12 ヶ月の継続的なサービスと従業員の p になることを受

ける日が完了する 2 つの 2 ステップ増加が表示されます。eriodic インク

リメント日付。その後、従業員は彼らの定期的な増分の日付、有料の範囲

の上部に到達するまでに毎年、2 2 ステップ増加が表示されます。 

D. 異なる給与範囲の上限で別の位置に任命される従業員は彼らの定期的な増分

の日付を保持し、上記 A ~ C の規定によりステップの増加が表示されま

す。 

大腸菌以外の自然資源部 (DNR)、働いていない時間の季節のキャリア/繰返し従

業員定期的な増分の日付が調整されます。 

F. とき定期的な増分の日付は、プロモーションの日付と一致する、定期的な増

分日付がまず適用されます。 

G. すべての従業員が彼らの永久的な給料の範囲でステップ L に配属後 6 6 年ス

テップ M に進行します。雇用者は、採用、保持またはその他のビジネス

関連の理由に関連する問題に対処する手順 m 従業員のステップを高める

可能性があります。 

41.9 募集を強化する昇給またはアドレスの保存 

雇用者は、採用、保持、またはその他のビジネス関連の理由に関連する問題に対

処する自分の給料の範囲内で従業員の基本給を調整できます。 



41.10 昇格給与割り当て 

A. 従業員の範囲は前のクラスの範囲よりも高い未満 6 6 範囲クラスの位置に促進

は、グレートプレプロ モーションのステップの量よりも高い 5% (5%) に

最も近い新しいクラスの範囲のステップに進められます。 

B. 従業員クラスの範囲は 6 6 以上の範囲の前のクラスの範囲よりも高い位置に昇

格は、グレートプレプロ モーションのステップの量より高い 10% (10%) 

に最も近い新しいクラスの範囲のステップに進められます。 

C.地理的調整 

以上の従業員の昇進が新しい勤務地の合理的な通勤距離内にある別の地理

的領域に居住地の変更を必要とする場合、上記 A と B のサブセクション

で指定されたステップ増加が任命権限を許可します。この増加は所轄官庁

の自由裁量で、第三十条に従って苦情処理手続きを受けにくい。このよう

な増加給与範囲の上限を超える可能性がありますされません。 

41.11 降格 

従業員が自発的に最大より低い給与範囲の別の位置に降格は、彼または彼女の前

の基本給と同じ給料で新しい範囲に配置されます。以前の基本給は、新しい範囲

を超えた場合、従業員の基本給設定されます新しい範囲と等しい最大。 

41.12 転送 

転送は、内または同じクラスまたは同じ給与範囲の最大値を持つ別のクラスの機

関間の別の位置に位置からの従業員の従業員が開始移動として定義されます。転

送された従業員の現在の基本給が保持されます。 

41.13 再割り当て 

再割り当ては、同じクラスまたは同じ給与の範囲を最大と別のクラスに別の 1 つ

の位置から代理店に所属する従業員の代理店-開始移動として定義されます。再

割り当てには、従業員は、彼または彼女の現在の基本給を保持します。 

41.14 復帰 

復帰は従業員は最も最近の永住を開催クラスは、同じクラスや低賃金の範囲、ま

たは雇用者の上に分離配置するトライアル サービス期間中に従業員の自発的ま

たは非自発的運動として定義されています。内部解雇リスト。、復帰時に従業員

を促進する前に受けていた基本給に回復されます。 

41.15 昇格 

昇格、降格が付与される前に行われた永続的な状態より高い分類または現在のク

ラスと従業員の降格されたクラスはクラスに従業員を復元すると定義されます。

昇格時に従業員の給与を推進、41.10、提供されている同じ方法で決定されま

す。 
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41.16 アルバイト 

アルバイトの月額報酬は、就職するために必要な時間を勤務時間の比率に基づい

て比例配分されます。別の方法で、パートタイム従業員支払うことができる適切

な時給労働時間すべてのため。 

41.17 コールバック 

A.作業前または次のスケジュールされた作業時間のシフト 

残業の対象となる従業員は、職場を出発後仕事に復帰するかを時間終了前

に、スケジュールされたまたは、次の開始時刻を変更する予定の仕事のシ

フトに通知されます。 

1 このような作業は、このような通知の欠如は、コールバックとみなさ

れ、による他のすべての補償に加えて基本的な給与の支払の 3 つの 

3 時間のペナルティになります。このペナルティは、各呼び出しに

適用されます。 

2 事業者は、いつでも余分な時間を動作するようにコールバック通知を取

り消すことがありますが、キャンセルがこの款において引用したペ

ナルティを放棄していません。 

3 ミッドシフト間隔分割シフトとスタンバイ状態に戻ると呼ばれる従業員

にこれらの規定は適用されません。 

休みの日の予定や休日の作業B 

雇用主は、従業員が休みの日や休日に作業を割り当てることができます。

残業対象の従業員は上の 2 番目のオフ日の前平日または休日 (日曜日の割

り当てられた勤務時間内だと) を除く従業員の通常の終了時間前の少なく

ともそのような割り当ての通知されます。 

1. 雇用者はそのような通知を与えない場合影響を受ける従業員はそれらに

よる他のすべての補償に加えて基本的な給与で 3 3 時間お支払いの

違約金の支払いを受け取る。 

2. 使用者は、休みの日や休日に割り当てられている作業に解約できます。

しかし、雇用者に通知されない場合などキャンセルの影響を受ける

従業員少なくとも彼らの通常の終了前に彼らの第 2 仕事前で時間休

みの日や休日作業の割り当て、影響を受ける従業員の違約金の支払

いが表示されます 3 3時間は、基本給与で支払います。 

これらの規定は、有給休職者に適用されます。 

41.18 シフト プレミアム 

A. このセクションの目的のために、次の定義が適用されます。 



1. 夜のシフトです 8 8 以上の時間の仕事のシフトが 22:00 以降に終了しま

す。 

2. 夜勤は 8 8 以上の時間の仕事のシフトが 3:00 で始まる 

B. 有効な 2008 年 7 月 1 日、時速 65 セント ($0.65) の基本的なシフト プレミアム

が定期日勤従業員が定期的または一時的なスケジュールの仕事のシフト

は、18:00、6:00 前後時間を含まれていますは、フルタイムの従業員に支

払われる午前どこない残業スケジュール変更の負担やコールバックの補償

を受け取った。18:00、6:00 前後に実際に働いた時間に対してのみ支払わ

れているシフト プレミアム 

C. 1 ドル ($1.00) 1 時間あたりの基本シフト プレミアムは、次の状況で正社員に

支払われます。 

1. 定期的にスケジュールされた夜、夜勤の従業員は労働時間すべてのプレ

ミアムをシフトする権利があります。 

完全夕方または夜勤ない残業がスケジュール変更お支払い、または、コー

ルバックの補償金を受け取ったが一時的に 2. の定期的にスケジュ

ールされた日のシフトの従業員が割り当てられます。シフト プレ

ミアムは、すべての夕方または夜勤時間のこのような状況で働いて

いたにのみ支給されます。 

3. 従業員定期的に予定されている作業のすべてではなく、少なくとも 1 つ 

1、夕方や夜のシフト、それらの転位のためのプレミアムをシフト

する権利します。さらに、これらの従業員は、勤務されているその

夕方または夜勤に隣接するすべての時間のプレミアムをシフトする

権利があります。 

D. 非常勤およびコールの従業員は、次の状況下で基本的なシフト プレミアムす

る権利があります。 

1. すべての上記小節 41.18 B で定義されている 18:00、6:00、前後の仕事の

時間を割り当てられています。 

2 款 41.18 C 上で定義されているフル夜や夜のシフトを割り当てます。 

D. [シフト プレミアム時間、年間定期の場合、機関は年のすべての月である月額

料金でシフト プレミアムを支払うことができます。毎月の料金は、シフ

ト プレミアム サブセクション B.2 の時間ルールが適用された場合、年で

従業員獲得量に分割 12 12 によって計算されます。 



E. 従業員はこのセクションで許可されてプレミアムどのシフトの時間帯に残業

補償されて、超過率は、1 つのレートで起算して半分 (1) 倍の正規料金と

組み合わせてシフト プレミアム。 

F. 従業員の定期的なシフト シフト プレミアムの対象が表示されますシフト プレ

ミアムと同じ比率それぞれ承認された有給休暇の期間、働いていない休日

の定期的にスケジュールされたシフト内に収まる。 

41.19 分割シフト 

4 4 介入して働いていない時間を最小限に抑えて従業員の割り当てられた仕事の

シフトを分割すると、従業員がサブセクション 41.18 B. 指定シフト料率の設定料

率を受け取りますサブセクション 41.18 D、E および F の規定は、分割シフトを

働いている従業員に適用されます。 

41.20 スタンバイ 

A. 残業対象の従業員は雇用者が作業に従事するを待ってスタンバイ状態では、

次の条件の両方が存在します。 

1. 従業員は指定された場所に存在する必要が、すぐに連絡できます。従業

員の自宅またはその他の特定の場所が家から離れて仕事サイトでは

なく、場所があります。待機場所は従業員の家と家は従業員が働い

ている同じ状態プロパティ家は現場とは見なされません。 

2. 代理店には、すぐに出勤する必要があるかどうかの必要性は発生しない

が準備する従業員が必要です。 

B. スタンバイ状態は、同時作業時間となります。 

C. 従業員がスタンバイ状態で動作するように報告が記事 41.17に定めるコールバ

ック補償を有しない. 

+ 仕事割り当て範囲の勤務時間とその監禁中に従業員だとの正常な状態、従業員

が限られているために単スタンバイ補償、従業員の位置での作業は必要あ

りません。 

E. スタンバイ状態の従業員がスタンバイ状態で費やされた時間の 1 時間ごとの

基本給の 7% (7%) の割合で補償されます。 

F. 従業員非常用消火義務RCW 38.52.010で定義されたディスパッチのスタンバイ

お支払いいただけません。 

41.21 移転補償 

A. の雇用可能性があります以下の条件で既存の予算リソース内の一括移転補償

を承認します。 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ja&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dja%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_41.16_Shift_Premium
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ja&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dja%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_41.16_Shift_Premium
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ja&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dja%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_41.15_Callback
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ja&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D38.52.010


1. 人が再割り当てまたは予定を受け入れるに在宅移動をすること適度に必

要です。または 

2. それは正常に募集したり、適任の候補者または位置を受け入れるために

在宅移動をしなければならない従業員を保持する必要です。 

B. 移転支払いを受け取る従業員終了した場合または雇用の日から 1 つ 1 年以内

の状態と彼または彼女の雇用の終了を原因、状態支払われている移動費用

の償還を受けることが、可能性があります。従業員の金額から必要に応じ

てそのような合計を差し控えます。解雇や障害の分離の結果として終了

は、移転補償金を返済する従業員を必要はありません。 

41.22 給与過払い回収 

A. 代理店の従業員が過払い賃金をされていることが決定すると、代理店は今後

必要な修正を行います、以下の項目が含まれる、従業員に書面による通知

を提供します。 

1. 過払い返済される; の量 

2. 請求の基礎そして 

3. 本契約の条件の下での従業員の権利。 

B.回収法 

1 従業員は、過払いの支払いを次のオプションのいずれかを選択してくだ

さい。 

a. 自主的な賃金控除; 

b. 現金;または 

c. をチェックします。 

2. 長い期間、従業員及び機関による合意がない限り、従業員は支払期間中

に、過払いがなされた、数に等しい時間の期間にわたって過払いが

返済されます。 

3. 社員が代理店の過払い、通知書で指定された期間内に、上記 3 つのオプ

ションのいずれかを選択に失敗した場合、代理店従業員の給与から

支払うべき過払いが差し引かれます。この過払い回収支払期間中

に、過払いがなされた数に等しい時間の期間にわたって開催しなけ

ればなりません。 

C.訴える権利 

発生又は過払いの金額に関するすべての紛争は、本契約の記事 30苦情処

理手順が解決されます。組合の苦情を提出と同時に、雇用者は、請求書
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に、組合から苦情処理プロセスを通じて過払い問題に関する決定に達して

いるような時間まで、過払いの回復が中断されます。 

雇用の分離で未払いの任意の過払い金額は、従業員の最終の給与から差し

引かれます。 

41.23 割り当て支払規定 

割り当て賃金は、基本給に追加のプレミアムし、としてスキル、職務、または状

況に基づいて、有効に使用するためのものです。 

A.、雇用者は、専門的なスキル、割り当てられた職務、および/または普通を超

える固有の状況を認識するための位置に割り当て支払を認めることができ

ます。雇用者は、保険料の対象とする位置を決定します。 

B. 付録 H. に割り当て支払の承認クラスを識別します。 

41.24 依存介護給与削減計画 

雇用者は、覆われて依存して介護の仕事関連費用、税引き前の依存の医療制度に

参加するオプションは、本契約の対象者をことができます現在の依存介護給与削

減計画を維持するために同意するものと基礎は、連邦税の法律や規則で認められ

ています。 

41.25 税引き前医療保険料 

雇用者は、連邦税の法律や規則で認められている、税引き前の基礎の健康保険料

の従業員の部分の支払いオプションを指定する対象となる従業員に提供に同意し

ます。 

41.26 医療経費 

雇用者従業員がそのような費用、共同の支払い、控除額とその他の医療および歯

科費用をカバーするための医療および歯科費用償還プログラムに参加する、協定

の対象と保険の対象となる従業員を許可することに同意または連邦税の法律や規

則で認められている健康や税引き前基準で歯科保険でカバーされないサービスの

ための費用。 

41.27 自主分離インセンティブ-退職インセンティブ 

このようなプログラムに定める 2017 2019 運営予算場合機関自主的な分離のイン

センティブ プログラムや自主的な退職のインセンティブ プログラムに参加する

裁量があります。そのような参加は、プログラムのガイドラインに従ってする必

要があります。プログラムのインセンティブやこのようなインセンティブの提供

は、苦情処理手順の対象となります。 

41.28 火災補償義務-天然資源の部門 

A.通常の火災抑制義務の補償: 



自然資源部 (DNR) の従業員が火災抑制義務またはその他の緊急業務イン

シデント コマンド システムの下で作業するときは、次のとおり補償され

ます。 

1 インシデント コマンド システムの下で緊急作業を実行している間従業

員の仕事は公正労働基準法から免除ではないです。インシデント 

コマンド システムの下で実行される緊急の作業は、連邦法および

この資料の利用規約に準拠して補償されます。 

2. インシデント コマンド システム、2 ドル ($2.00) の下で働いたそれらの

時間の * 追加の補償などの他のすべてのフォームの代わりに従業員

の通常料金に追加されますが、分割シフト差分ダウン コールバッ

ク、スタンバイ、スタンドに限らず、微分、割り当て支払とスケジ

ュールの変更、および有料 5 5 時間未満の休憩時間をシフトしま

す。 

従業員が 1 つで支払われ、半分 (1) 回正規の時給プラス 2 ドル 

($2.00) の合計 * これらの時間を超えて働いた 40 40 時間、労働の結

果として野生の火災抑制および/またはその他の緊急業務実行の下

で、インシデント コマンド システム。このサブセクションのため

に、正規の時給は、セクション 7.1で指定された許容除外を含まれ

ません。第七条超過の D。 

* 注: DNR 従業員を表すその他の労働団体は、同じ練習をネゴシエ

ートする場合が、2 ドル ($2.00) より大きい金額で、この金額に増

加されますより多くの量を等しくなるように。 

B.補償閉じた衛星キャンプにデプロイする場合: 

閉じた衛星キャンプは、従業員が仕事のシフトの終わりに出ることを意味

します。閉じた衛星キャンプに展開されると、24-24 時間当直従業員が考

慮されます。公正労働基準法 (FLSA) により善意の食事期間と 8 8 時間ま

での善意スケジュール眠っている期間は、支払時間から除外されます。 

従業員、代理店は開始 24 24 時間の猶予期間後の特定の項目を提供する閉

じた衛星キャンプに配置されるときときインシデント対策コマンド チー

ムは閉じた衛星キャンプに、スタッフを当初展開します。規定は消防の職

務には、中断されない少なくとも 5 5 時間の睡眠の期間、十分な睡眠設備 

(これは、スリーピング バッグ、テント)、食事 (ホットまたはアラスカ生

鮮食品ボックス) にホットの仕出し料理します。代理店閉鎖衛星キャンプ

のこれらの準備を提供しないでください、従業員は 24 24 時間を善意の食

事を排除することがなく支払うまたは代理店は、その義務を満たすまでの

期間をスリープ状態に権利があります。 
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C.記事 20、「野生火災抑制とその他緊急任務、」義務を火災に係るその他の規

定を定めた。 

第四十二条 

健康管理 

42.1 A.2017 2019 の 2 年間の雇用者貢献する投影の医療保険料の総加重平均値の 85% 

(85%) に相当する額保険、毎月の対象となる各交渉単体従業員の国民によ

って決定されます。従業員給付ボード (PEBB)。投影の医療保険料は、す

べての階層にわたってすべて計画にわたって加重平均です。 

B. 古典的な制服医療計画 (控除の対象、自己負担の最大値と co insurance/共同 

payment) のポイントのサービス費用は計画の参加者は、健康管理費用を

シフトするため変更できませんが下 2014年プランから変更可能性があり

ます。2 つの 2 の状況: 

1. 利点の価値に基づく設計をサポートするための方法でそして 

2 に準拠または連邦政府の規制の影響を管理します。 

値ベースのデザインは次のように行います。 

1. 集計医療コスト (計画コスト) ではなく、高品質を達成するために設計

されています 

2. 臨床証拠を使用して、そして 

3 能の両面の委員会の決定をします。 

C. 記事 42.1 (B) は、2019 年 6 月 30 日に切れます。 

42.2 PEBB プログラムを提供しなければならない情報雇用主スポンサー保険プレミアム

支払いプログラムのホームページやオープン登録文書で毎年。 

42.3雇用者は交渉ユニット一人ひとりが歯科保険、長期障害の基礎基本的な生活のため

の全体の保険料を支払います。 

42.4 ウェルネス 

A. 健康的で生産的な労働力に州全体の目標をサポートするため従業員がウェル

ビーイング評価調査に参加することをお勧めします。従業員は当然作業時

間になります、調査を完了する状態のコンピューターを使用可能性があり

ます。 

B. 組合の連合パートナーのウェルネス プログラムのメンバーを教育し、参加を

促すために雇用者とすることに同意します。スマートの健康プログラムに

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ja&a=https%3A%2F%2Fwww.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dja%26bvrpx%3D1%26bvrpp%3D%26csId%3D119036d4-6b89-4fea-a305-f014c07e3752%26usId%3Dc418c895-44c9-4e94-9478-46dbbc4e3ca1%23_Article_20_Wildfire


登録してウェルビーイング評価を完了対象、登録された加入者は、25 ド

ル ($25.00) ギフト証明書を受信する対象となります。さらに、資格、登録

されたサブスクライバーしなければならない年間の 1 つ 100 25 ドル 

($125.00) または控除または修了した健康の普通預金口座に預金の減少の

形でより多くのウェルネス インセンティブを獲得するオプション必要な

スマートな健康プログラム アクティビティ。本契約の期間中、執行 13-06 

によって作成された運営委員会はウェルネス インセンティブやスマート

の健康プログラムの要素に対する変更について PEBB に勧告をするもの

とします。 

第四十三条 

航空保険料 

雇用保険認可法令または同じ方法および代理店の他の従業員に定める額、雇用の条件と

して航空機の便に従事するために必要な従業員のための規則を提供することに同意しま

す。 

第四十四条 

社員のボランティア会 (VEBA) 

44.1医療費計画RCW 41.04.340によって承認、本契約によって覆われている対象者に、

雇用者を提供します。医療費の計画は、内国歳入法の要件を満たす必要がありま

す。 

44.2参加の条件として提供医療費計画はしなければならない対象の従業員は雇用者と契

約を締結、それぞれについて説明する必要があります。本契約は、次の規定を含

まなければなりません。 

A. アメリカ合衆国政府は、雇用者または従業員がの結果としてアメリカ合衆国

にお世話になったことを見つける必要があります無害な雇用者を保持する

ための準備: 

1. 従業員の所得税を払っていない税による相当の資金計画に配置または 

2. 使用者いない源泉徴収または控除税金、アセスメント、または他の支払

資金は、連邦法によって必要に応じて計画に配置されます。 

B. それぞれを要求する規定は、従業員が医療費の計画によって覆われている

し、必要な契約を締結する従業員が拒否した場合は、病気休暇を見越して

の退職時の報酬を没収する対象の従業員をカバーしました。 
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第四十五条 

交渉の単位 

ワシントン州立センター小児難聴、聴力損失 (CDHL) とワシントン州立盲

学校 (WSSB) 

45.1遅くとも 30 30 日各学年の終わりの前に事務長が WPEA リストを提供ドラフト共通

学校閉鎖の開始日と終了日学校年の冬と春の休暇。監、または指名された人と労

働組合の代表教育を促進し、財政のカレンダーを音に他の予定表の問題を調整す

るため努力しなければなりません。このプロセスは各学年の終わりの前に 15 15 

日以内確定する必要があります。教師の義務日のカレンダーは変更されません予

告も、組合との協議を除く緊急時に。アウトリーチのスタッフのスケジュール

は、その後の学年のための本契約の毎年の 5 月 31 日で開発されます。地区およ

び/または運用上のニーズに基づいて学校の年間スケジュールを調整ができま

す。 

連合は学校のカレンダーに次の変更が発生したときこの契約の毎年の 5 月 31 日

の前に通知されます。 

4 つの 4 日間以上で学校変更の a. の開始日 

B. 通常の休日時間または日の変更します。または 

C. A 標準カレンダーの平日の合計数で除いて緊急事態に変更します。 

45.2学年の開始の前の週に予定されている教室セットアップ用 1 つ 1 中古サービスの必

須義務日カレンダーが反映されます。CDHL はミーティング、カンファレンス、

16:00 に 14:00 から毎週金曜日に開催される専門的な開発活動の余分な支払のた

めの機会を提供します。これらの任務の支払の料金設定に従って記事 41.3バンク

ーバー学区によって時給割増になります. 

45.3教師しなければならないが日常的に不要で、正式な学生指導時間 1 週あたりの 1 日

あたり 3 115 315 分の平均より多くを提供する予定。他相互に決められた毎日の

作業スケジュールは毎年整備されなければなりません。最低 30 30 分免税ランチ

期間毎日は各交渉の単位のメンバーの予定です。合理的な先生救済期間はそれぞ

れの毎日のスケジュールに組み込まれます。 

45.4上司の事前承認を得て、CDHL と WSSB で駆け引き単位で従業員を獲得のため交換

時間。 

A. 会議; 通常勤務時間外そして 

B. 活動または正規の勤務時間外のイベント。 

今年度、年度以降には45.5前年の交換時間運ばれます。 
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45.6交換時間の使用はあらかじめそれに関連して、使用の日付と時刻を考慮したスーパ

ーバイザーによって承認されます。 

A. 学生の安全性; 

B. 代替可用性;そして 

C. 教師プログラムで欠勤。 

45.7 CDHL WSSB 学内教員はない以上 30 8 と半分 (38) 時間、労働の現場に必要があり

ます。アウトリーチのスタッフは契約地域と契約要件のニーズを最も満たすため

に自分のスケジュールを設定していきます。準備時間の 4 つと半分の (4) の時間

週未満先生 (キャンパス内とアウトリーチの両方) を与えられるが。レッスン計

画、学生の仕事の見直しと指導に不可欠なその他の活動を実行する準備時間があ

ります。割り当てられた作業、会議、トレーニング、および定期的にスケジュー

ルされませんこの時間の間に。 

45.8 WSSB 30 30 以上のスタッフ人数にアウトリーチのスタッフの取扱件数を制限する

ためのあらゆる合理的な努力を行います。 

機関のポリシーに従って45.9プロの開発と授業料の償還になります。 

45.10小児難聴の聴力損失 (CDHL) センターとワシントン州立学校のため、ブラインド 

(WSSB) 先生が 4 つ 4 現職日本契約の期間中に各年度提供されます。インサービ

スの日、学年外の予定し、直接サービスの日として考慮されません。学年準備、

部門会議やトレーニングのためのインサービスの日が使えるは、雇用者によって

承認されました。インサービスの日の賃金の料金設定に従って記事 41.3バンクー

バー学区によって時給割増になります. 

第四十六条 

ストライキ 

本契約には何も許可または任意の従業員にストライクまたは彼または彼女の公式義務を

実行することを拒否する権利を付与します。 

第四十七条 

完全な合意 

47.1本契約は合意と過去の練習を構成するまたは、当事者間の合意書面または口頭、か

どうかは null ですと void 本契約に特に保存しない限り、します。 

47.2本契約WAC 357、に関してはすべての科目の全部又は一部をその規定によってに、

対処をプリエンプションした場合します。 

47.3本契約では、競合する代理店政策の特定の規定より優先されます。 
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47.4協定の交渉中に各当事者が無制限の権利と機会を任意の件名に関して提案要求また

は問題で団体交渉に適した。したがって、各当事者は自主的に不適当を放棄す

る、本契約の期間中、団体交渉する義務があるないです。ものは、必修科目を法

の下の事項に関して連合の団体交渉権の放棄と解釈されます。 

第四十八条 

貯蓄句 

48.1裁判所又は管轄の任意の記事、セクションまたは違法または無効にこの契約の部分

が検出されると、本契約の残りの部分効力を完全に効力と効果。このような検索

が行われた場合、当事者は交渉が無効ですの記事、セクションまたは部分の代わ

りに利用できるようにします。(30) のカレンダー日以内の交渉が始まります。 

第四十九条 

必須科目 

49.1合意の下で覆われている必修科目ではない問題を変更する前に、「雇用者は団体交

渉義務を満たします。雇用者はこれらの変更の書面で労働組合に通知し、労働組

合は、についての議論および/またはこれらの変更の交渉を求めることができま

す。連合は、OFM 状態人事労働関係セクション (LRS) で

labor.relations@ofm.wa.gov、雇用者の要求交渉のコピーとが通知されます。連合 

21 21 暦日以内の議論や交渉を要求しない、イベントで雇用者がさらに議論や交

渉なし変更を実装できます。交渉する要求を提出するための期間は、雇用者は労

働組合に書面による通知を提供している後に開始されます。統治を委任された条

件、雇用者の場合は、できるだけ早く労働組合に通知されます、即時の実施を必

要とする雇用者のコントロール外にある可能性があります。 

49.2 交渉 

A. 場所と時間の議論や交渉に合意します。雇用主と労働組合迅速な方法でこれ

らの議論や交渉をスケジュールの重要性を認識し、できるだけ早く交渉を

予定します。 

B. 各当事者はこれらの活動のための独自の代表を選択する役割を担います。労

働組合、従業員代表の名を持つ雇用者会議の日付の前に少なくとも 4 4 暦

日場合を除き提供会連合、雇用者をできるだけ早く通知の場合は早く、予

定です。 

49.3 リリース時間 

A.、雇用者が従業員の不在が代理店の必要な運転を妨げないは有料リリースまで 

2 2 従業員の時間交渉中に稼働スケジュールは担当者が実施されている時

間が承認されます。雇用者は代償時間を承認する、休暇を残したり、従業
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員の不在は代理店の営業のニーズと干渉しない限り他の従業員代表者の支

払うことがなく残しています。 

B.「雇用者は代償時間、有給休暇を承認する、時間を交換または従業員代表の準

備し、交渉から行き来するため支払うことなく残して。 

残業や代償時間がかかります c. 交渉や交渉のための準備の結果として。 

D. 連合旅行または従業員代表者の日当を支払う責任です。従業員代表限りビジ

ネス上の目的のための代理店によって承認交渉セッションから行き来する

状態の車両は使えない。 

第五十条 

従業員支援プログラム 

50.1従業員支援プログラム (EAP) エンタープライズ サービス部門 (DES) 内は730を通じ

てRCW 41.04.700に従って確立された EAP 担当。個々 の従業員の参加、EAP と

プログラムの実施の過程で収集したすべての個人を特定できる情報は、極秘; で

開催します。雇用者は、貧しい人々 の仕事のパフォーマンスのための雇用者に

よって呼ばれる従業員に関する次の情報を提供ことがあります。 

A. かどうか呼ばれる従業員予約; 

B. 日付と時刻従業員に到着し、出発しました。 

C. 従業員; カウンセラーのアドバイスに従うことに合意したかどうかそして 

+ さらにかどうか予定が予定されていた. 

50.2参加または不参加、EAP で任意の従業員によって、従業員の雇用の確保、プロモー

ションの機会、懲戒、その他雇用権に影響を与える決定の要因にされません。し

かし、何も受け入れられるように自分の仕事を実行する責任から従業員を和らげ

ません。 

第五十一条 

契約書の印刷 

各当事者はならない印刷と本契約書の各成分の分布を担当。使用者は本契約を適切な 

web サイトに投稿、電子形式で連合にコピーを提供します。 

第五十二条 

期間 

52.1本契約のすべての条項は、有効になります 2017 年 7 月 1 日となり、完全な力と影

響の 2019 年 6 月 30 日で。 
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52.2 2018 年 1 月 1 日よりも、遅くとも 2018 年 2 月 28 日より早く書いてない他の当事

者に通知して後継者協定の交渉は、いずれかの当事者が求めることができます。

一度に交渉が始まるが、当事者が合意します。 

52.3補足協定や覚書 (MOU) を交渉する権限は、OFM 状態人事労働関係セクション 

(LRS) 内をかかっています。LRS は、本契約の期間中に代理店に補足協定や覚書

を交渉する権限をデリゲート、イベントで次のように適用されます。 

A. 補足協定や覚書と見なされます仮契約; LRS によって承認されるまでそして 

補足契約または覚書に入力可能 b. LRS の承認なく本契約と競合します。 

 


