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15.4........ プロセス 

第条 16 家族及び医療休暇 

第 17 の中断された操作 

第 18 条その他休暇 

18.1........ 忌引休暇 

18.2........ 介護休業 

18.3........ 兵役休暇 

18.4........ 育児休暇 

18.5........ 妊娠障害休暇 

18.6........ 一時的な障害を残す 

18.7........ 市民の義務を残す 

18.8........ 従業員支援プログラム 

18.9........ インタビュー 

18.10...... 生命を与える手順 

18.11...... 個人的な休暇 

第 19 条休暇無給 

19.4........ 制限 

19.5........ 従業員の権利を返す 

19.6........ 兵役休暇 

19.7........ 教育休暇 

19.8........ 子供や高齢者介護の緊急事態 

19.9........ 繰返し雇用を残す 

19.10...... 政府サービスを残す 

19.11...... 市民のボランティア活動やコミュニティ サービスを残す 

19.12...... ボランティア休暇 

19.13...... 軍家族の休暇 

19.14...... 家庭内暴力を残す 

記事 20 通勤旅行削減と駐車場 

20.4........ 修飾の税前輸送福利厚生プラン 

第二十一条安全及び衛生 

第 22 条業務関連の怪我や病気 

補正可能な仕事関連の傷害または病気休暇 

第二十三条ユニフォーム、用具および装置 

23.1........ 制服 

23.2........ ツールと機器 

記事 24 薬物やアルコールと無縁な職場 

24.2........ アルコールや違法薬物の所持 

24.3........ 処方や店頭薬 

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

24.5........ 正当な理由のためのテスト 

24.6........ トレーニング 
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従業員の活動の 25 の電子監視を記事します。 

第二十六条移転/車/旅行の使用 

第二十七条電子機器や装置の使用 

28 懲戒手続きを条します。 

28.1........ 表現 

28.2........ 規律 

28.3........ 調査 

28.4........ 非番の行為 

28.5........ 従業員への通知します。 

28.6........ 試用社員 

28.7........ ドキュメントの削除 

第二十九条辞任と放棄 

29.1........ 自発的な辞任 

29.2........ 無断欠席/放棄 

29.3........ 分離のお知らせ 

29.4........ 復職のための請願 

29.5........ 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 

第三十一条一般条件と利点 

第三十二条法的責任 

32.1........ 従業員の損害賠償責任 

32.2........ 個人財産償還 

第三十三条人事ファイル 

第三十四条合理的な宿泊施設と障害分離 

第三十五条年功序列 

35.1........ 定義 

35.2........ 関係 

35.3........ 年功序列リスト 

第三十六条解雇とリコール 

36.2........ 一時解雇のための基礎 

36.3........ 自主的なレイオフ、休学または時間の短縮 

36.4........ 試用社員 

36.5........ 一時解雇 

36.6........ 解雇ユニット 

36.7........ 解雇ユニット内のオプション 

36.8........ 機関全体のオプション 

36.9........ 複数の従業員の解雇 

36.10...... 社員への通知 
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36.11...... 給与 

36.12...... 過渡期のレビュー 

36.13...... リコール 

36.14...... プロジェクト雇用 

37 経営権を条します。 

第三十八条労使コミュニケーション委員会 

38.1........ 目的 

38.2........ 委員会 

38.3........ 権限の範囲 

39 組合活動を記事します。 

39.1........ 表現 

39.2........ スタッフの代表者 

39.3........ ショップ スチュワード 

39.4........ 従業員 

39.5........ 州の施設、リソース、および機器の使用 

39.6........ 掲示板とスタンド 

39.7........ 資料の配布 

39.8........ 組合活動のため休み 

39.9........ 組合長として一時的な雇用 

39.10...... 理事会 

39.11...... とおりです彼は契約交渉をマスター 

第四十条組合権保障 

40.1........ 組合会費 

40.2........ 従業員への通知 

40.3........ ユニオン セキュリティ 

40.5........ 会費のキャンセル 

40.6........ 進捗レポート 

40.7........ 補償 

第四十一条の分類 

41.1........ 分類計画改訂 

41.2........ 位置確認 

41.3........ 再配分の効果 

41.4........ 再配分の給与への影響 

第四十二条補償 

42.1........ 一般的なサービスの有料の範囲の割り当て 

42.2........ SP 有料の範囲の割り当て 

42.3........ 高い分類の職務のために支払う 

42.4........ 新入社員と新しいクラスの給与を確立します。 

42.5........ 周期的な増加 

42.6........ 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 

42.7........ 昇格給与割り当て 
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42.8........ 給与調整 

42.9........ 降格 

42.10...... 転送 

42.11...... 再割り当て 

42.12...... 復帰 

42.13...... 標高 

42.14...... パートタイム雇用 

42.15...... コールバック 

42.16...... シフト プレミアム 

42.17...... スタンバイ 

42.18...... 移転補償 

42.19...... 給与過払い回収 

42.20...... 特別支払給与の範囲 

42.21...... 多言語/手話点字割増金/ 

42.22...... 依存注意給与削減計画 

42.23...... 健康保険料を税引前 

42.24...... 医療/歯科費用の勘定科目 

42.25...... 退職インセンティブ-退職インセンティブ 

43 の医療給付を条します。 

43.4........ ウェルネス 

44 自発的な従業員受取人連合 (VEBA) の記事します。 

第四十五条ストライキ 

第四十六条完全なる合意 

第四十七条貯蓄 

第四十八条契約書の配布 

49 条の期間 

第五十条必須科目 

50.2........ 交渉 

50.3........ リリース タイム 

  

 
 

  

  

付録 

付録 A.A-1 

ワシントン州の公共の従業員協会--2016 年 1 月 17 日現在高等教育によって表される

交渉の単位 

付録 B.A-2 

2016 年 1 月 17 日現在表される個人と交渉の単位 
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プリアンブル 

本契約はワシントン州で締結、「状態、」に代わって各別コミュニティ カレッジ地区

と呼ばれる、ワシントン公共の従業員協会/UFCW ローカル 365「事業主」と呼ば

れ、、「連合」と呼ばれるそれは賃金、時間とその他の用語、 RCW 41.80に従って雇

用の条件を指定するのには当事者の意図. 

コミュニティ カレッジ地区を次に示します。 

ベルビュー大学 

ビッグ ・ ベンド ・ コミュニティ ・ カレッジ 

カスカディア大学 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ja&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D41.80


クラーク大学 

コロンビア盆地の大学 

エドモンズ コミュニティ カレッジ 

グレー ハーバー カレッジ 

オリンピックの大学 

ピアース カレッジ地区 

スカジット バレー カレッジ 

タコマ コミュニティ カレッジ 

ワラワラ コミュニティ カレッジ 

ワナッチー バレー カレッジ 

  

 
 

第一条 

連合の認識 

1.1国と雇用者認識組合従業員の排他的な交渉代行権利が」ワシントン公共の従業員連

合によって交渉単位表されます「付録 A で説明しているよう 

1.2本契約「付録 A、「交渉単位表されるによって、ワシントン公共従業員の会」と題

した交渉単位で従業員をカバーしますが、任意の法的除外位置、またはいずれか

は説明しません付録 A の「除外の位置説明用としてのみ表示されて、付録に記

載されているジョブのタイトル。 

1.3公共雇用関係委員会 (PERC) 雇用者のコミュニティ ・ カレッジ、 RCW 41.80で覆わ

れて交渉単位、本契約の期間中に排他的な駆け引きの代表として連合を証明する

場合地区、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

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ja&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D41.80


の下で、障害者のベテランまたはベトナム時代のベテラン、性的指向、性別式、

ジェンダー ・ アイデンティティ、または任意実質か感知される感覚、精神的ま

たは物理的な障害、遺伝情報、または参加または参加の欠如のための存在組合活

動は禁止されている、違法ないやがらせは容認されません。 

彼らは違法な差別、嫌がらせの対象にされている、または敵対的な職場環境、上司また

は人事室の注意にこのような問題をもたらす、苦情を申し立てることが推奨され

ますを感じる2.2従業員カレッジ/ディストリクト ポリシーに従って。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苦情の申し出のあった場合雇用主は、調査の適切なフォームを決定し、適切な行動

を取る。保証が状況が許すときは、使用者は 21 21 暦日以内に調査を開始しま

す。各 30 30 日期間をその後、申立人の従業員と調査の従業員を要求可能性があ

り、調査の状態更新を受信します。調査が完了し、調査従業員調査が完了したこ

との通知と情報の両方が提供されます。 通知調査の結論で申立人の従業員が提

供されます。調査結果。 

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 

職場行動 

3.1雇用主と労働組合は、すべての従業員が相互の尊敬とプロフェッショナ リズムを促

進する環境で動作するはずです同意します。当事者は、職場での不適切な行動が

大学のビジネスや従業員福利を促進しません。すべての従業員はこのような環境

に貢献する責任が、礼儀と尊敬を持つ他の人を治療するために予想されます。従

業員、スーパーバイザーやマネージャーによる不適切な職場行動は容認できませ

ん。社員の監督者および/または人間にこの現象を報告する従業員や従業員の代

表が奨励されて場合従業員や従業員の組合の代表者は、従業員が不適切な行動に

さらされていると考えている、リソースのオフィス。不適切な職場レポートにつ

いてはその旨明記します。 

3.2人間資源庁に不適切な職場に関する苦情書き込みになります、その識別されます。

書面による苦情は、人間のリソース オフィスによって受信される、雇用者は、



調査の適切なフォームを決定し、適切な行動を取る。保証されている場合、状況

が許すとき、雇用者は 21 21 暦日以内に調査を開始します。各 30 30 日期間をそ

の後、申立人の従業員と調査の従業員を要求可能性があり、調査の状態更新を受

信します。調査が完了し、調査従業員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。 通知調査の結論で申立人の従業員が提供されます。調査結果。 

3.3 「雇用主と労働組合共同開発マネージャー スーパーバイザー社員普及のため地元の

労働管理委員会を通じて不適切な職場行動に関する教材。スーパーバイザー、マ

ネージャー、ヒューマン リソース オフィス スタッフおよびショップ スチュワー

ドは不適切な職場の動作報告の処理に関する研修を受けます。 

3.4この記事の手続面は苦情処理手続きのみのステップ 2 が適用されます。その他の苦

情処理の手順は適用されません。 

第 4 条 

雇用や予定 

4.1 充填位置 

A.、雇用者はときに位置が満たされる、位置とスキルと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を決

定します。雇用者は、フルタイムまたはパートタイムの基礎の位置を埋め

ることができます。位置は、少なくとも 7 7 カレンダー日間掲載されま

す。 

B. 位置を入力するとき雇用者は位置に適切な地理的な可用性を示されていた必

要なスキルと能力を持つ適切な内部解雇リストにほとんどの上級者を任命

します。 

C.認定申込者の 

雇用者は、採用検討のため公式に認定される志願者の数を決めます。分類

の内部解雇リストに従業員には場合、すべてプロモーション転送自主降格

候補スキルや位置の職務を実行する能力を持っている認定され、雇用者に

よって考慮されます。他の候補者を考慮する前に。 

D. 内部昇任候補者は従業員が彼らの大学/地区との約束のより高い給与の範囲を

最大とクラスに適用されます。 

E. 移転候補は従業員が最大同じ給料の範囲で別のクラスの同じクラスの位置に

彼らの大学/地区との約束に適用されます。 

F. 自主降格候補者は従業員が彼らの大学/地区との約束のため低い給与の範囲を

最大とクラスに適用されます。 



4.2 各種予定 

A.正規雇用 

雇用者は、正規雇用予定年間 12 12 ヶ月を実行する予定の位置のための位

置を埋めることができます。 

B.繰返し年雇用 

雇用者は、作業ヶ月未満 12 12 フル位置が不要な場合、年間サイクルで知

られている、定期的な期間のため、毎年予定の位置のための繰返し年予定

と位置を埋めることができます。それぞれの年間サイクルの開始前に少な

くとも 15 15 暦日繰返し年位置の在職者が通知されます、その後のサイク

ルで無給休暇の予定時期を書面で。無給休暇のような期間はサービスを中

断を意味しません。 

4.3 位置の型 

A.永久的な位置 

プロジェクトの位置、非永続的な位置またはパートタイム時給 (一時的な) 

予定付録 D の下で設立されたを除いて分類位置特定終了日なしを恒久的

なと見なされます。ただし、この記事で何は記事 36、レイオフ、リコー

ルに従いレイオフを開始するから雇用者をできなくなります. 

B.プロジェクトの位置 

1. 雇用者は、割り当てられた仕事は、州、連邦政府、地方に依存、付与、

または期間限定期間および/または特定の他の特別な資金プロジェ

クトの位置を定めることができます。プロジェクトの位置として識

別される、雇用者はプロジェクト雇用の予定終了日の書面でのプロ

ジェクト位置に任命された従業員が通知されます。 

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ポジションに入

る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

ステータスを得る。 

永久的な状態のプロジェクト従業員は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

の永久的な状態のプロジェクト従業員を検討すること。プロジェク

トの従業員を転送、自主降格またはプロジェクト以外の位置に昇進

に試験サービス期間となります。 
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4 従業員なる新たに事業者資金の性質の変化のための永久的な地位にプロ

ジェクトの位置を変換しますその位置で既に試用や試用期間を務め

ている現職の従業員を保持しているとき試用や試用サービス期間で

す。 

5 36 条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. 

C.トレーニング ポジションで 

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、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。 

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。雇用者は分類されたサービス、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

用者から書面による通知をいつでも切り離されるかもしれない。 

試験サービス期間または期間のトレーニング プログラムの要件に応じて

トレーニングの予定を受け入れる永住と 3 の従業員となります。雇

用者は、試験サービス期間または期間いつでも正常に完了しない従

業員を戻すことができます。従業員の帰属権利がサブセクション 

4.5に従って彼らのトレーニング予定前に永住を従業員に開催業務

分類になります B.3 と4.5 この資料の B.4. 

従業員のトレーニングの分離第三十条苦情処理手続きの対象となり

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。雇用者

は試験サービス期間またはトレーニングの予定の従業員によって提

供される期間の長さを調べます。 

5. トレーニングの予定のレベルごとに必要な試験サービス期間の場合、従

業員は各レベルでのトレーニング プログラムの修了永住を達成し

ます。 

6. 場合全体のトレーニング プログラム-での訓練内のすべてのレベルを意

味予定-指定試験サービス期間として従業員が達成する永住全体ト

レーニングのトレーニング要件を正常に完了プログラム。 
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D.非常任位置 

1. 雇用者がアポイント分類非常任作業負荷のピーク時や募集が実施されて

いる間永久的な従業員の不在のために記入します。非永住予定 18 

18 ヶ月を超えることはありません。非常任理事新任はスキルを持

っている必要があり、能力位置に必要な公式のワシントン州人材業

務分類に割り当てられているし、する一般的なサービスの俸給を支

払った。雇用者は、非常任予定前に競争力のあるプロセスを使用す

る必要はありません。 

受け入れる大学内の位置または永久的な区分内の位置に戻る権利があるが

彼らの大学の内で非常任理事予定者 2 の正社員を非永続的な予約完

了で出る従業員は元の非常任予定を残していない、又は元監督がそ

うでなければ同意しない限り。 

3. 雇用者では非常任理事予定を永久的な予定を変換使用者は非永続的な予

定を記入する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。非常任理事予定

で費やされた時間は、サービスの試用や試用期間にカウントされま

す。 

4. 使用者は、従業員に 1 つ 1 営業日のお知らせで、いつでも非常任予定を

終わる可能性があります。 

5. 非正規従業員の分離第三十条苦情処理手続きの対象となります. 

  

4.4 従業員ステータス 

A.分類サービス/永久ステータス 

従業員は、試用期間の終了時に分類サービスの永続的な状態を達成しま

す。トレーニングでの指定のポジションにサブセクション 4.3 C は永続的

な状態を達成したときを支配します。 

新しく分類された位置で採用されている従業員は、彼らが別の大学地区ま

たは代理店で永久的な状態を保持しているかどうかに関係なく、試用期間

を提供する必要があります。しかし、従業員にサービス予定の間に休憩が

ある限りに、または切れ目のない継続的なサービスとは、本契約に年功序

列、残すと任意の記事の目的のため継続的なまたは壊れていない分類サー

ビス彼らでしょう。 

B.ジョブ分類 

従業員は試用、試用サービス、またはレビューの過渡期の修了時にジョブ

分類で永続的な状態を達成します。 
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4.5 確認期間 

A.試用期間 

1. すべての従業員を含むパートタイムまたはフルタイム、なる、恒久的に

最初の任命またはプロジェクト位置 6 の 6 ヶ月の試用期間。雇用者

では、個々 の従業員やクラスで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。 

2. 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。しかし、雇用者がサブセクション 4.3 D.3 

につき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しま

す。 

3. 雇用者は、雇用者が試用従業員を評価するかどうか試の使用期間中いつ

でも試用従業員を分けることができます。試用分離第三十条苦情処

理手続きの対象となります. 

4. 雇用者は従業員が無給休暇や兵役のため休業を除く、共有のまま任意の

日の一日の単位で、社員の試用期間を拡張します。 

5. 転送または彼ら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。試用状態ですでに提供しています時間の雇

用者によって調整しない限り、新しい試用期間の長さは項 4.5 A.1 

に従ってなります。しかし、いかなる場合に試用期間になります 6 

6 ヶ月未満。 

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。6 6 カ月連続の試験サー

ビス期間を提供してください。雇用者では、個々 の従業員やクラ

スですべての従業員の限り延長 12 12 カ月連続を超える総試験サー

ビス期間は発生しません、試験サービス期間を延長できます。トレ

ーニングの予定の従業員がサブセクション 4.2 c. に記載されている

規定に従う 

2. 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、永住を既

に達成している現職の従業員は試験サービス期間になります。しか

し、雇用者は、サブセクション 4.3 D.3 あたり試験サービス期間の

終了に向けた非常任予定で働いた時間が加算されます。 
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3. 試験サービス期間あり従業員がトライアル サービス期間延長されま

す、日の単位で従業員は、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。 

4 の書面通知を雇用者によって、試験サービス期間を正常に完了していな

いすべての従業員が同じ機関内の位置を元に戻す機会が提供される

可能性が。 

a. 空席、試用サービス内で従業員の以前開催されて仕事の分類;ま

たは 

b. 空いている従業員の給与範囲以下で。 

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。従業員は空いている位置の仕事分類の

永久的な状態に達していない、従業員は試験サービス期間を完了し

なければ。 

5. 従業員が復帰オプションがないか、試験サービス期間前においても、彼

らの分類には戻りませんが以前にいた場所の職階に位置の解雇リス

トに自分の名前を配置する人間のリソース オフィスを求めること

ができます。永久的な状態を達成しました。 

6 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の

位置に、任命後 15 15 日以内、試験サービス期間あり従業員によっ

て自発的戻ることがあります。雇用者は、15 の 15 日間の期間後要

求を検討すること。15 15 日後および雇用者の裁量により、試験サ

ービス期間あり従業員がいつでも同じカレッジ/地区にある内の空

いた位置を自発的戻します。 

a. 従業員の以前開催されたジョブ分類内または 

b. 従業員の給与範囲以下で。 

従業員は仕事分類の永久的な状態に達していない、従業員は試験サ

ービス期間を完了しなければ。 

試験サービス期間中は成功ではない社員の復帰は第三十条苦情処理

手続対象ではないです。. 

C.過渡期のレビュー 

記事 36解雇とリコールに基づき雇用者は、移行検討期間従業員を必要が

あります。 
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第 5 条 

タイトル IX 

5.1各大学地区女性再授権法に対する暴力、キャンパス保存法、1972 年の教育改正のタ

イトル IX を遵守する必要があります。連邦の法令や関連する規則の遵守には、

採用し、防止し家庭内暴力、暴力、性的暴行、性的嫌がらせ、出会い系、ストー

カーへの対応プログラムを実装する高等教育機関が必要です。このプログラムは

「タイトル IX」と通常呼ばれます 

5.2これらの中央政府法律に基づく高等教育機関は性的暴力への対応を防ぎ、鉄道、正

しく処理、調査し、裁定性的不品行の主張するポリシーと手順を開発する必要.

雇用者のポリシーと手順は、連邦政府の法律や規制を調査・審査、上訴を行い、

制裁を行う苦情の処理の特定の要件を組み込む予定します。一部の地域でこれら

の連邦の法律や規則に加え、と共に、この労働協約内の他の記事に付着する追加

の手続き型の要素が必要です。どここの協約の記事ポリシーとこれらの連邦政府

の法律によって必要なプロシージャと競合する可能性の場合、連邦政府の法律が

優先されます。 

第六条 

性能評価 

6.1 目的 

パフォーマンス評価プロセスは、上司や従業員についてディスカッションして業

績計画、フィードバックとパフォーマンスの成果を記録する機会を提供するため

に設計されています。上司や従業員は、大学の使命と目標雇用者のジョブの要件

と従業員の位置位置合わせする方法について説明します。パフォーマンスの問題

は、従業員の問題に対処する機会を与えるため、発生時従業員の注意にくるべき

だった。 

6.2 評価プロセス 

A. 従業員の仕事のパフォーマンスは、試用、トライアル サービスと移行期間中

に、プロセスの適切なアプリケーションでは、時間で、その後毎年少なく

とも評価されます。監督は、性能への期待を議論するための検討期間の開

始時に従業員に会うでしょう。従業員は彼らのパフォーマンスのコピーだ

けでなく、レビュー期間中に加えられた変更の通知を受け取ります。書面

による通知は、その仕事のパフォーマンスは不十分であると決定されます

試用や試用サービス従業員に対して通常配布します。試用または試用版サ

ービスの欠乏は大きな雇用者は別の試用従業員かまいません、いつでも試

験サービス従業員を戻します。 

パフォーマンスと開発計画 (PDP) は OFM/SHR. が開発した b. の雇用者を使用し

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。 

C. 場合監督があったが従業員のパフォーマンスを観察する未満 90 90 暦日、従業

員は前の上司 (まだ大学で採用されている) 場合共同の見直しを求めるこ

とができます。前監督はもはや大学で採用されて、従業員は従業員のパフ

ォーマンスの知識を持つ他の管理者との協議を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. 評価される転送、昇進、または規律など人事アクションを開始します。 

6.3 PDP トレーニング 

性能評価に関する研修は、マネージャー、スーパーバイザー、および従業員に提

供されます。 

第 7 条 

仕事の時間 

7.1 定義 

A.正社員 

従業員の方が労働時間あたり 40 40 時間仕事する予定です。 

B.残業の対象となる従業員 

従業員の方の州法および連邦法残業規定によって覆われています。 

 

 
  

C.残業免除の従業員 

従業員の方の州法および連邦法残業規定によってカバーされていません。 

D.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。 

E.作業スケジュール 

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。 

F.の仕事のシフト 

時間は、従業員が、労働の各勤務時間を実行する予定です。 

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%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Article_30_Grievance


G.勤務時間 

1 は、制 7 7 連続、24-24 時間周期の (1)。 

H.制 

7 7 連続 24 24 時間から成る 1 つ 100 68 168 時間の定期的に再発生する期

間です。従業員の週間労働時間は通常午前 12時 01分日曜日を開始し、終

了 12:00 深夜次土曜日または任命の権限またはその指名を受けた者で別に

定めます。自分の労働時間に変更がある場合従業員は任命の権限またはそ

の指名を受けた者によって書かれた通知与えられます。 

7.2 位置指定 

雇用者は公正労働基準法 (FLSA) と州の法律に基づき、位置が残業免除や残業の

対象となるかどうかを決定します。予定の時間で残業の対象となると残業免除の

従業員の地位のよう通知されます。従業員の位置のため残業資格指定に変更があ

る場合、雇用主は、変更届け出書を従業員を組合にコピーを提供します。 

7.3 超過対象位置スケジュール 

A.通常の作業スケジュール 

残業の対象となる従業員の標準作業スケジュール 2 2 オフ連続暦日と開始

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、制 40 40 時間

以上はできません。 

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

従業員の雇用者ビジネスや顧客サービスのニーズを満たすために代替の仕

事のスケジュールは、連邦および州の要件を満たしている限り。代替勤務

する従業員を割り当てる前に雇用者はそのような割り当てを実行する資格

が必要なスキルと能力を持つボランティアを求めます。1 1 以上のボラン

ティアが必要なスキルと能力を持って、このような割り当てを実行する資

格がある場合、年功序列は割り当ての決定要因になります。 

C.計画一時変更 

従業員の週間労働時間や仕事のスケジュールは、一時的に雇用主から予告

で変更する可能性があります。スケジュールの一時的な変更は、21 21 暦

日を永続的な変更として定義された以下です。残業対象の従業員 7 7 日間

のスケジュールの一時的な変更の書面による通知が表示されます。届出の

日は、お知らせの最初の曜日と見なされます。 

D.永続的なスケジュールの変更 

従業員の週間労働時間、仕事のスケジュールが完全に変更予告雇用主か

ら。残業対象の従業員 14 14 カレンダー日永久的なスケジュールの変更の

書面で通知が表示されます。届出日は予告の最初の曜日と見なされます。 



E.緊急スケジュール変更 

雇用者は、緊急事態や不測の運用上のニーズに予告なく残業の対象となる

従業員の労働時間と作業スケジュールを調整できます。緊急スケジュール

の変更によって影響を受ける従業員は、デミニミスの必要な手配をする時

間となります。 

F.従業員から要求されたスケジュールの変更 

残業の対象となる従業員の workweeks 仕事のスケジュール変更されるか

もしれない雇用者の承認と従業員の要求で提供される雇用者のビジネスと

顧客サービスのニーズが満たされ、超過作業の費用は発生しません。 

G.非番電話 

非番残業の対象となる従業員は、受信および/または仕事関連の電話呼び

出しに応答 6 6 分単位で補償されます。 

7.4 残業の対象となる未払い食事期間 

以上 5 5 時間連続場合は、従業員の未払い食事期間 30 30 分以上になります、で

きるだけ仕事の中間のシフトに近い予定雇用者を考慮要件と社員の願いです。従

業員の未払い食事期間は職務によって中断された場合、中断、可能であれば、次

の未払い食事期間を再開する、未払い食事期間を完了するために従業員が許可さ

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

員は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がありま

す。到着が遅れた場合の食事期間は使用できませんまたは仕事と食事や休息期間

から繰り上げて、組み合わせることはできません。 

7.5 通常の勤務時間外残業の対象となる未払い食事期間 

雇用主と労働組合の同意 3 3 以上勤務の従業員以上の通常勤務時間は少なくとも 

1:30 分食事期間で許可されます。 

7.6 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 

雇用主と労働組合は、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。ストレート シフトを働いている従業員は有料の食事

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。 

7.7 残業の対象となる休憩時間 

4 つの 4 またはより多くの時間の半分 (1/2) シフトごとに 15 の 15 分の休憩時間

働いたまたはそれぞれの中央付近に雇用者の仕事の要件を考慮して、4 4 以上の

時間の半分 (1/2) のシフトの従業員が許可されると、社員の願いです。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。到着が遅れた場合の残りの期間は使用で
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きませんまたは仕事と休息と食事の期間から繰り上げて、組み合わせることはで

きません。 

7.8 残業対象の従業員-肯定的な時間レポート 

残業対象の従業員は正確に肯定的な時間レポートの各事業者が定めるプロセスに

従って働いた時間を報告します。 

7.9 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

の仕事の製品と目標達成のために働くの機関に責任があります。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、および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。フルタイム残業免除の

従業員が、制 40 40 時間の最小値を動作するように期待され比例勤務アル

バイト残業免除されます。残業免除の従業員は、雇用者が必要と認めたと

きに、サービスを提供する特定の時間を動作する必要があります。 

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。 

+ 残業免除の従業員は、所定外給与は、正式または非正式の任意のフォームを受

信する権限がありません。 

E. 任命の権限またはその被指名人は、残業免除従業員休暇有給休暇を充電する

ことがなく、作業時間を臨時または過剰なため承認すること。 

F. もし彼らは予告を与えるし、雇用主の同意を受け取る、残業免除の従業員

は、作業時間を変更できます。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。 

G. 2 2 以上の時間の不在のため有給又は無給休暇の使用のための雇用主から事前

の承認が必要、予期せぬ病気休暇を除く。 

第 8 条 

超過作業時間 



8.1 定義 

A.残業 

残業は、残業の対象となる従業員の労働時間あたり 40 40 時間を超える勤

務時間として定義されます。 

B. [超過単価] 

該当する賃金および時間の法規に従って超過単価があると 2 分の 1 (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 

残業のため、仕事は職務時間中に従業員が代償時間休暇や病気休暇休日の

仕事から免除に加えて割り当てられる実際に費やされた時間です。 

D. 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、またはその他のペナルティとして補償

を支払います。 

8.2 超過資格と補償 

残業対象の従業員は次の状況下で超過補償対象のとおりです。 

A. 事前承認を有し、40 40 時間以上を労働時間で働く従業員は、超過単価で補償

されます。 

B. その労働がすべての仕事を彼らの支払の正規料金で支払われた 40 40 時間未満

の社員は、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。 

C. 従業員の作業をサブセクション 11.3 B. に従って休日 

8.3 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、当直している資格のある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。 

* 場合、従業員はこれが修飾されたため残業に提供されたない、従業員が修飾し

ている次の使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
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下で, が働いていない残業の従業員は補償されます。ありますない残業の

ピラミッド。 

8.4 代償時間残業の対象となる従業員 

A.代償時間資格 

従業員の要求で、上司の承認を得て、現金の代わりに代償的な時間を獲得

できます。1 つの割合で代償的な時間を与える必要がありますおよび半分 

(1-1/2) 各時間超過の代償時間の時間働いた。 

B.最大補償時間 

従業員の代償時間 160 160 時間以上蓄積されます。 

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、休暇休

暇、記事 12の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暇の代償時間を使用できま

す。雇用主は、7 7 カレンダー日の通知とその代償の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、監督は自

分のスケジュールを確認する従業員をご連絡いたします。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その機関内の位置への転送または 

3. 別の州の機関または機関に転送されます。 

第 9 条 

トレーニングと従業員の能力開発 

9.1雇用主と労働組合の価値と教育・研修は、従業員の職務を実行する能力を高めるた

めに設計のメリットを認識します。現在機関のポリシーと使用可能なリソースに

基づいて従業員にトレーニングと従業員の開発機会が提供されます。 

9.2雇用者は訓練と雇用者の訓練および開発政策の一貫性のある開発活動に参加するに

は、各従業員にリリース タイムを提供していきます。 

9.3従業員は彼らの教育と能力開発トレーニングの PDP プロセスを通じて毎年欲望通信

可能性があります。 
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9.4授業料免除を使用する従業員は、雇用主の方針に従ってそう許可されます。他の高

等教育機関のコースに入学を希望する従業員はこれらの機関のポリシー遵守しま

す。 

9.5の雇用者従業員の定期的な仕事のスケジュールの中に雇用者のために必要なトレー

ニング スケジュールに合理的な試みを行います。時間働いたし、雇用者は登録

費用を支払う雇用者に必要な研修に出席とみなします。トレーニングに関連付け

られている旅行が適用される賃金支払われ、時間の法律と財務管理事務所旅行規

制。 

9.6 マスター契約トレーニング 

A.、雇用主と労働組合マネージャー、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の管理に責任のための訓練が重要であることに同意

します。連合が、店が現在のスチュワードにトレーニングを提供し、雇用

者はマネージャーおよび本契約上の監督者に訓練を提供します。 

B. 連合交渉の単位の内で現在のショップ スチュワードにトレーニングが表示さ

れます。ショップのスチュワードは、1 1 4 4 時間まで研修に参加する機会

に有料でリリースされます。さらに、連合スチュワード許可されます最大 

30 30 分所要時間、トレーニングから必要な場合。トレーニングと 30 30 

分の移動時間が考慮時間作業の現行作業時間のシフト中にトレーニングに

通うそれらショップ スチュワード。雇用者自分の作業シフト中トレーニ

ングに出席するそれらのショップ スチュワードのためさらに時間のセク

ション 39.8に従って休暇を承認すること。非作業時間中にトレーニングに

通うショップ 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。 

C. に合意、雇用主と労働組合に提供されます合同訓練契約の規定に駆け引き単

位のメンバー。雇用主と労働組合合同訓練の値を認識し、可能な場合はそ

れを奨励します。各当事者は、自分のトレーナーの名前付けなりません。 

9.7 新入社員 

A. ときカレッジ/ディストリクトは、新しい従業員を雇う、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従業員

を提供します。 

* 大学が日それは予定で、情報を共有する方向に 15 15 分ユニオン スタッフ代表

を許可する割り当てられたユニオン スタッフ代表者に通知ときに正式な

人のグループの方向を提供すると、交渉の単位について、メンバー。 
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第 10 条 

ライセンスと認証 

10.1使用者が免許と認定に関連の現在の慣行を継続またはセクション 10.2、10.3、

10.4、どちらかは従業員に大きなメリットを提供します。 

10.2 雇用条件 

ライセンスまたは証明書が影響を受ける位置に従業員の任命の前に位置のための

資格の一部として必要な場合、従業員はライセンスまたは証明書の初期コストの

責任になります。その後、従業員とすべての更新費用のライセンスおよび/また

は証明を維持するための責任になります。 

10.3 外部エンティティ要件 

雇用者は新しいライセンスの初期コストの従業員を弁償いたします国の規制や条

例などによって、外部エンティティは、新しいライセンスおよび/または影響を

受ける位置に従業員の任命に続く証明を必要とする場合および/または証明。そ

の後、従業員とすべての更新費用のライセンスおよび/または証明を維持するた

めの責任になります。 

10.4 使用者の利便性 

新しいライセンスが必要だときのライセンスおよび/または証明必要はありませ

ん外部エンティティと、利便性のため、雇用者によっておよび/または影響を受

ける位置、雇用者に従業員の交代に伴い認定までを弁償いたします、新しいライ

センスまたは証明書の初期コストの従業員。その後、雇用者は、免許証、認定を

維持するため、すべての更新費用を支払うしていきます。 

10.5従業員は彼らの任命の権限を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 11 条 

休日 

11.1 有給休暇 

次の日は有給休暇を分類の対象者には。 

新年の日 1 月 1 日 

マーティン ・ ルーサー ・ 

キング牧師の誕生日 

1 月の第 3 月曜日 

大統領の日 2 月の第 3 月曜日 

記念日 5 月の最終月曜日 



独立記念日 7 月 4 日 

労働者の日 9 月の第 1 月曜日 

復員軍人の日 11 月 11 日 

感謝祭の日 11 月の第 4 木曜日 

ネイティブ 

アメリカンの文化遺産の日 

次の第四金曜日 11 月の木曜日 

クリスマスの日 12 月 25 日 

個人的な休日   

  

11.2 休日の遵守 

各高等教育機関の理事会は、これらのリスト以外の日程で休日を観察カレンダー

を定めることができます。 

11.3 休日ルール 

次の規則は、すべての個人的な休日以外の休日に適用されます。 

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時間率で支給しま

す。 

B. サブセクション 11.3 A に加え実際に超過単価で休日に働いた時間の従業員が

支払われます。 

C. 彼らは定期的なスケジュールの仕事の日に支払う状態にあった場合、正社員

と試用社員 12 12 月スケジュールまたは仕事の仕事に年間月次スケジュー

ル繰返し年位置の従業員の作業は休日給与を受け取ります休日の前。 

D. 繰返し年社員未満完全毎月のスケジュールを実行する予定は、仕事や休日の

前、最後の定期作業日支払の状態は、休日補償の対象します。繰返しの年

以上の従業員は、彼らの任命を負うフルタイム予定同じ比例的に休日に有

料の時間数に権利があります。 

E. 正社員と試用社員は、休日に従業員の勤務時間に相当する賃金を受け取りま

す。 

F. 運用の利便性や必要性の予告と、雇用者は休日の週の間に正規の仕事のスケ

ジュールに代替作業スケジュールから従業員のグループを切り替えること

ができます。 

G. 従業員の予定勤務時間に該当する、その日になります、休日を考慮します。 

H. とき従業員の予定日をオフに該当する、オフ代替日が表示されます。 



I. とき休日土曜日前に、の金曜日が休日になります。日曜日、次に該当する場合

月曜日が休日になります。 

J. 夜勤従業員の休日スケジュールを 1 つのカレンダー日の開始し、次のカレンダ

ー日の終了は機関によって決定されます。いずれかが開始されます。 

1.; 休日に開始予定の夜勤の始まりまたは 

2. カレンダー休日を前にシフトの始まり。 

11.4 個人的な休暇 

従業員は、従業員が継続的にワシントン州および/または 4 4 ヶ月以上の教育機

関で採用されている場合、各暦年の間に個人的な休日として 1 つ 1 勤務時間を選

択できます。 

A. 従業員のカバー 2 つ 2 暦年にわたって未満 6 6 連続ヶ月を実行する予定ですこ

の期間中のみ 1 つ 1 個人的な休日が表示されます。 

B. 機関場合個人的な休日として選択した日の作業から社員をリリースする予定

します。 

1 従業員は、スーパーバイザーに少なくとも 14 14 カレンダー日書面で通

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. 特定休日により、効率的に作業を続行し、残業を発生しない機関を選択

する従業員数です。 

C. 個人的な休暇は、自分個人の休暇を取るように対象の従業員の要求が拒否ま

たは取り消される場合を除いて次の暦年にない引き継が可能性がありま

す。従業員は暦年のバランスの間に彼らの個人的な休日のスケジュールを

変更しようとします。彼らは一日のスケジュールを変更することができる

なら、それは次の暦年運ばれます。 

D. 機関は、特定の日付の要求は、すべての要求を許可できないかどうか付与さ

れます判断する資格ポリシーを採用することが。 

E. 個人的な休暇は社員未満の比例配分されています。 

F. フルタイム従業員の個人的な休日の支払いは休日の撮影日の勤務時間と同じ

です。 

RCW 41.04.665に定める、個人的な休日の g. の一部またはすべてを共有残すのた

めに別の従業員に寄付があります。個人的な休日の残りの部分は、不在の

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ja&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D41.04.665


日の勤務時間を超えないように 1 つ 1 不在として取られなければなりませ

ん。 

個人的な休日の h. の一部またはすべてを使用できます。 

1. 家族介護法、 WAC 296 130に必要な家族のケア; 

2. 軍家族を残す行為、 RCW 49.77とセクション 19.13; 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. 

個人的な休日の残りの部分は、不在の日の勤務時間を超えないように 1 つ 

1 不在として取られなければなりません。 

第 12 条 

有給休暇 

12.1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。 

12.2 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。 

12.3 休暇休暇積算 

正社員以下の条件以下のレート スケジュールで休暇口座に積算されます。 

A. 従業員の作業未満のフルタイムのスケジュールは休暇が積算されます彼らの

任命を負うフルタイム予定同じ比例的に残します。 

B. 位置を支払うことがなく残して繰返しの今年の予定期間は繰返し従業員の休

暇休暇の発生率を計算する目的のためは控除されます。 

C. 休暇はカレンダーの月には、10 の 10 営業日を超える無給休暇中に発生しな

い、また、クレジット方に与えられるを除いて休暇休暇発生率支払うこと

がなく兵役休暇中。 

+ 休暇休暇見越し計上前のカレンダー月は入金と従業員用カレンダー来月の最初

になります。 

E. 雇用のまま計上されない位置では連続または合計状態雇用のため入金されて

いません。 
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12.4 休暇休暇積算率表 

サービスの完全な年 年間時間 

現在の継続的な雇用の最初と 2 

番目の年の間に 

112 112 

現在継続勤務 3 年目   

120 120 

現在の継続的な雇用の 4 年間 1 つ 100 20 8 128 

総雇用の 5 番目と 6 年間   

1 つ 100 36 136 

第 7、第 8、および総雇用の 9 年の間に 1 つ 100 40-4 144 

総雇用の 10、11、12、13、および 14 

年の間に 

160 160 

総雇用の 15、16、17、18、および 19 年度 1 つ 100 76 176 

20、21 番目、総雇用の第 22、第 23 

回及び第 24 年中 

1 100 90-2 192 

サービスの完全な年 年間時間 

その後総雇用の第 25 年の中に 200 200 
  

  

12.5 休暇 24/7 操作のスケジューリング 

休暇申請は、先着の基礎で考慮されます。2 2 以上の従業員は、同じ休暇期間を

要求、イベントで監督は、人々 がビジネス ニーズにより同時に有給休暇を取る

し、要件を仕事の数を制限可能性があります。 

12.6 休暇のすべての従業員のスケジューリング 

A. 休暇は、従業員が実際に使用される量で課金されます。 

* 有給休暇の要求を検討する際、雇用者が従業員の欲求を考慮が休暇は雇用者に

都合のよい時間に取られる必要があります。雇用者は、事前の運用ニーズ

に対応するブラック アウト期間を指定できます。雇用者ケースバイ ケー

スに基づいてブラック アウト期間中に休暇申請を承認すること。 

C. 従業員は要求しないまたはスケジュールされた休暇を取る彼らは休業開始時

にこのような不在をカバーするためのままに十分な休暇があるない場合に

承認されます。 

D. 休暇を承認または要求の 10 10 暦日以内に拒否されます。休暇が拒否された理

由が書面で提供されます。 

12.7 介護残す 

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. 
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12.8 軍家族の休暇 

従業員が有給休暇を使用して軍家族を残す行為、 RCW 49.77とセクション 19.13

に従って必要な休暇. 

12.9 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. 

12.10 病気休暇の目的のための有給休暇の使用 

雇用者が病欠にサブセクション 13.2 a. に定める有給休暇を使用するその病気休

暇のすべてを使用している従業員をできる場合があります。その病気休暇のすべ

てを使用している従業員がサブセクション 13.2 B-h. に規定する病気休暇目的の

ため有給休暇を使える 

12.11 緊急一時保育 

従業員は、従業員がその未払の代償時間のすべてを排出した後保育の緊急事態の

ため有給休暇を使えます。緊急一時保育のため有給休暇と病気休暇の使用は、結

合された最大年間カレンダー 4 4 日に限定されます。 

12.12 休暇キャンセル 

A. 雇用する必要があります緊急事態のためスケジュールされた休暇をキャンセ

ルまたは例外的なビジネス ニーズ、影響を受ける従業員が利用可能な日

付から新しい休暇を選択します。影響を受ける従業員が返金、アウト ポ

ケット、休暇の費用を負担した場合は、従業員は雇用者によって返金され

るかもしれません。 

B. 従業員が開始予定時不在をカバーするためのままに十分な休暇を必要はあり

ませんこれらのケースで使用者が承認された休暇をキャンセルまたは無給

休暇を承認します。十分な休暇のため休暇雇用者キャンセルしておきま

す、影響を受ける従業員は任意の休暇の費用の払い戻しされません。 

12・13 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、雇用者によって否定される、従業員

が休暇を残す最大に近い機関が延長を許可各機関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、そ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。説明されている

ようにその発生を事前にしない繰延最大を超える任意の休暇は、従業員の

記念日失われます。 
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12.14 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採用され

ている任意の従業員を残すクレジットのとき彼ら。 

A. に十分な通知を辞任 

B. 引退 

C. 、レイオフや 

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。 

第 13 条 

病気休暇 

13.1 病欠発生 

従業員は、病欠以下の条件で 1 ヶ月あたりの 8 8 時間が積算されます。 

A. 従業員フルタイム スケジュールよりも少ない作業フルタイム スケジュールに

クマたちの雇用のスケジュール同じ比例的に病欠クレジット口座に積算さ

れます。 

B. 病欠クレジットが 10 10 営業日カレンダー月を超える無給休暇中は発生しませ

ん。 

C. 病欠見越し計上前のカレンダー月は入金と従業員用カレンダー来月の最初に

なります。 

13.2 病気休暇の使用 

病欠のためを使用できます。 

A. 個人的な病気、傷害または従業員が彼らの仕事で、あるいは個人の医療や歯

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. 状態家族介護法、 WAC 296 130で必要に応じて家族の介護. 

C. 従業員の休業を必要とする親族の死。として配偶者国内パートナー他の重要

な後見の息子娘孫曾孫里子、義理の息子義理の娘、祖父母の祖父親、兄

弟、親戚がこの目的のため定義されての妹、叔母は、叔父、姪、甥、いと

こ、義理の兄弟、義理の姉、従業員の配偶者、国内パートナーまたは重要

な他の対応する親戚。 
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D. 保育緊急事態後従業員がすべての未払の代償時間に疲れています。緊急一時

保育のための病気休暇や有給休暇の使用は、結合された最大年間カレンダ

ー 4 4 日に限定されます。 

E. の年齢の下で子供の世話をする 18 18 治療や監督を必要とする健康状態または

拡張ケアのための手配をします。 

F. 家族の医療用歯科用または光予定社員の存在が必要な場合は、雇用者と事前

に手配。 

G. RCW 49.77とセクション 19.13に従って必要に応じて軍家族を残す行為放置. 

H. RCW 49.76によって必要に応じて法律を残す国内暴力放置. 

13.3 代償時間または病気休暇の目的のための有給休暇の使用 

雇用者は、病気休暇目的で代償的な時間や休暇の休暇を使用するその病気休暇の

すべてを使用している従業員を可能かもしれない。 

13.4 有給休暇の修復 

イベントでは、従業員が怪我や有給休暇をしながら病気になる、従業員が病欠を

使用し復元休暇の相当額を請求書を提出します。監督が書かれた診断書を必要が

あります。 

13.5 病欠報告と検証 

A. 従業員は、行う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、毎日上司を速やかに通知する必要があります。従業員は、立場が救援

交換場合は彼らが存在しない場合、彼らはスーパーバイザーにレポートを

スケジュールされた時刻の前に少なくとも 2 つの 2 時間を通知 (国内に従

って緊急事態のため休業を除く作業に必要暴力休暇法)。 

B.「雇用者は、雇用者が病欠の虐待疑う状況で病気有無性質を説明するあらゆる

病気休暇の書かれた診断書を必要があります。医師の診断書が必要な場

合、雇用主は病欠虐待の疑いのための理由を述べる。雇用者は、雇用者の

疑い虐待の結果として 6 6 ヶ月以上の医療検証を継続を必要はありませ

ん。必要な医療証明書可能日に人間のリソースの事務所に従業員が、従業

員は職場に復帰します。 

C. 従業員、従業員は仕事と仕事の本質的な機能を実行して返すことができる自

分の医療プロバイダーから書面による証明と人間リソース所に提供する必

要があります任意の病気休暇後の職場復帰合理的配慮の有無。 

13.6 病気休暇年間キャッシュ アウト 
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毎年 1 月は従業員が 90 6 96 時間 4 4 時間ごとの 1 つの 1 時間に現金を受け取る

資格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四百八十 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. 従業員は、病欠時間を現金に、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変換すると思いますが 1 月 31 日までに給与オフ

ィスを通知します。 

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。 

13.7 病欠分離キャッシュ アウト 

状態サービスからの退職時又は死亡時に、対象の従業員または従業員の不動産は 

4 の 4 時間ごとの 1 つの 1 時間の補正可能な病気休暇のバランスのための現金が

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。 

13.8 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 14 条 

共有を残す 

14.1 共有を残す 

制服を着たサービスでサービスすると呼ばれている別の状態の従業員のうち、状

態に応答している人の援助に来るための休暇を提供する状態に大幅に増加した費

用なしで州の従業員を許可する共有プログラム休暇の目的は、します。連邦また

はストーカー行為、家庭内暴力や性的暴行の被害者である人や苦しんでいる人ま

たは相対や世帯構成員から臨時や重度に苦しんでいる任意の州政府によって宣言

された米国内どこでも緊急の病気、負傷、障害、または身体的または精神的な状

態を引き起こしたまたは無給休暇を取るか、または彼ら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。共有プログラムの休暇のために、以下の定義が

適用されます。 

A.「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、または家族またはRCW 26.50.010; に定義されている世帯

員間暴行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。 
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B.「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して、正確

なままレコードが維持されますを意味します。 

C.「従業員の相対」通常、従業員の配偶者に限定される、状態登録Rcw 26.60.020

と26.60.030子供、継子、孫、曾孫、祖父母、によって定義されている国内

のパートナー偉大な祖父母や親。 

D.「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。この用語は含まれますが、子ども

たちや法的な病棟を育成する限られない。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。 

E.「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で、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。 

F.「重大」または「異常な」条件が定義されている深刻な極端なまたは生命を脅

かします。 

G.「性的暴行」は意味はRCW 70.125.030と同じ. 

H.「ストーカー」 RCW 9A.46.110のように同じ意味を持つ. 

I.「制服を着たサービス」を意味する状態、領土、コモンウェルス、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

装勢力や状態現役、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。 

J.「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。 

14.2 共有を残す領収書 

A.、雇用主は、従業員が次の条件のいずれかを満たす場合、共有を残すを受信す

る従業員を許すことができます。 

1. 従業員、苦しんで、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相対や世帯構成員 

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 
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3. 緊急時の状態が宣言されたどこでもアメリカ合衆国連邦政府によってま

たは任意の州政府と従業員緊急事態またはその余波に対して応答す

る支援するために必要なスキルを持っているし、政府のいずれかに

彼らのサービスをボランティア機関または非営利組織し、被災地の

人道支援に従事し、政府機関や非営利団体は、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. 従業員は、家庭内暴力、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または親および/また

は妊娠障害休暇を引き起こした、または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. 従業員の休暇と共有のままの使用は正当化されます。 

D. 従業員が不足、または消耗されますすぐに。 

1. 休暇、病気休暇、個人的な休日場合はサブセクション 14.2 A.1; 下従業

員に資格または 

2. 休暇を残して、サブセクション 14.2 A.2; 下従業員に資格する場

合、 RCW 38.40.060、の下で許可軍事有給または 

3. 休暇休暇と個人的な休日のサブセクション 14.2 A.3 又は 14.2 A.4; 従業

員が適用される場合または 

E. 従業員が雇用者の規則によって従ったについて。 

1 従業員資格 [Subsections14.2 A.1 と 14.2 A.4; 場合は病欠を使用します。

または 

2 サブセクション 14.2 A.2 の下に従業員が資格する場合軍のまま。 

F. 場合怪我や病気は仕事に関連し、従業員は熱心に追求し、 RCW 51.32優遇の

対象となることがわかったと従業員の下に資格はサブセクション 14.2 A.1 

です。 

14.3 共有のまま使用 

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
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ja&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D51.32


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。しかし、従業員が、雇用者が特別の事情で 5 100 20 2 522 日

を超える予選社員の休暇を許可は共有のままの 5 100 20 2 522 日以上を受

信しません、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に苦しんでいるためにのプログラムします。 

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 14.2 A.1; 下の共有のままの状態を仕事に復

帰の予定日を確認するから医師の診断書 

2 款 14.2 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 14.2 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中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 

5 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

テータスの検証は、サブセクション 14.2 A.4 下で残します。 

C. 命ずるその他関税、フレックス時間を変更または共有を残す使用の代わりに

特別な割り当てなど従業員のニーズへの対応の方法を検討してください。 

D. 残すは両方の州の機関、高等教育機関、学区や教育サービスの長の承認を得

て、または同じコミュニティ カレッジ地区の従業員に 1 つ 1 コミュニテ

ィ カレッジ地区の従業員から譲渡すること地区別の従業員に国家機関、

高等教育機関、学区、教育サービス地区。 

E. 休暇、病気休暇、または寄付従業員から転送された個人的な休日のすべてま

たは一部だけこの資料に記載されている目的のため使用されます。 

F. 受信側の従業員の支払; 通常単価を支給します。したがって、共有の休暇の 1 

つの 1 時間の値は受信者の給与の 1 つ 1 時間以上カバー可能性がありま

す。 

G. の雇用者は、正常に完了した要求の受領後 14 14 暦日内共有休暇申請に書面で

対応いたします。 

14.4 寄付を残す 

従業員は、休暇、病欠、または次の条件の下でプログラムを共有する休暇の目的

のための別の従業員に個人的な休日に寄付する可能性があります。 



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. 休暇を寄付するフルタイム従業員の要求では、80 80 時間を下回ること

の彼らの休暇残日数は発生しません。パートタイムの従業員、休暇

残高の要件は比例配分されます。そして 

2 従業員は、従業員の休暇の要求が拒否され、有給休暇が延期された場合

を除き、接近の記念日のためにすることはできません彼らが余分な

休暇を寄付可能性があります。 

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。従業員の病欠を寄付する要求転送後 

176 1 つ 100 76 時間を下回ること、病気休暇のバランスは発生しません。 

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か共有休暇を受け取

る権限を従業員に彼ら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. 従業員が個人を分割できる休日の場合にのみ共有を残すプログラムに個

人的な休日の一部を寄付します。 

D. 従業員、脅迫、脅迫、またはこのプログラムの目的の休暇を寄付強要しま

す。 

14.5 共有休暇管理 

A. 受信者の許可値の計算に該当する財務管理事務所 (OFM) ポリシー、規則、お

よびプロシージャに従ってなります。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。 

         未収のままは、サブセクション 14.2 A.1 下共有に残しての従業員を限

定するときに共有を残すを使用する前に使用する必要がすべて有料。 

         未払休暇と有給軍事RCW 38.40.060の下で許可は、サブセクション 

14.2 A.2 の下で修飾された従業員の共有を残すを使用する前に使用さ

れなければなりません。 

         病気休暇を除く、すべての有給休暇は、従業員認定サブセクション 

14.2 A.3 と 14.2 A.4 の下に共有残してを共有のままを使用する前に使

用されなければなりません。 
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B. 共有のままに従業員の状態の従業員として分類される続け、未払休暇や病欠

を使用している場合、従業員が通常受け取るよう、給与、賃金、および従

業員の利点の点で同じ治療を受けます。 

C. すべての給与と賃金お支払いしながら休職者には、国家機関、高等教育機

関、学区、教育サービス地区休暇を受け取る人を採用してになります。 

D. 雇用者が 1 つ 1 の州の機関、高等教育機関、学区または別の州の機関、高等

教育機関、学区の従業員教育サービス地区の従業員による休業の転送を承

認または教育サービス地区、州の機関、高等教育機関、学校区や教育サー

ビス地区関与は、振込や OFM 方針に基づき休暇の適切な値のための信用

を手配します。規則と手順。 

E. 残すこの記事の下の転送は、計算にし、州の機関の高等教育機関、学区の使

用されませんまたはフルタイム相当のスタッフの教育サービス地区の割り

当てを配置します。 

F. 共有休暇はもはや必要または受信者によって元のけがや病気に関連して、ま

たはその他の資格条件、将来の時点で必要ない行政機関の長や指名によっ

て決定されるが、寄付に返されます。次のいずれかが発生するまで、未使

用のままを返されないことがあります。 

1. 使用者が傷害を確認する従業員の医師から、ステートメントを受信また

は病気が解決した;または 

2. 従業員に解放される彼らの現在状態の少なくとも六つの 6 ヶ月間、他の

予選条件追加の医療治療を受けていないフルタイムの雇用と従業員

の医者は、本人の請求により、書面で減少しています。ステートメ

ントの従業員の条件を示すを解決されています。 

残りの共有のままは、ドナー間の按分に分割しそれぞれのドナーの適切な

休暇に復帰の復帰の時に各従業員の現在の給与レートに基づいてバランス

です。共有の休暇は、日割り計算背面ドナーの元寄付に基づいているが返

されます。 

G. 未使用の共有のままキャッシュ アウトすることがありますが、サブセクショ

ン 14.5 F. あたりドナーに戻ります 

H. 休暇はこの記事の下で転送されるを使用して従業員を彼らが使ったままの値

を返済する必要ありませんが。 



I. 場合共有休暇申請を閉鎖し従業員後閉鎖の要求に記載されている同じ条件のた

めの共有の許可を使用する必要がある、雇用者は従業員の新しい共有を残

す要求を承認する必要があります。 

14.6 grievability 

第三十条苦情処理手続の対象となる共有休暇の拒否は、します。. 

第十五条 

制服を着たサービス共有のままプール 

15.1 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。軍事部門と財務管理/州人間

の資源のオフィスは、プールを管理します。 

15.2 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な

どの手当は含みません。 

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。 

E.「制服サービス」手段武装勢力軍隊の国家警備隊と状態領土コモンウェルス所

持、または地区訓練フルタイムの国家警備隊義務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
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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。 

15.3 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、勤続休暇、病欠、または個人的な休日が発生します。 

2 従業員は、制服を着たサービスのサービスに呼び出されています。 

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は正当化されます。 

5. 従業員が不足、または彼らの年次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. 従業員は兵役休暇に関する雇用者の方針を続けています。 

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。 

15.4 プロセス 

A. 従業員に寄付または共有のままプールが彼らの雇用者のポリシーと手順の制

服を着たサービスの共有のアドレス指定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。共有のままプールは、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、共有完成した制服を着たサービスの注
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文を確認する収入ステートメント、雇用を提供する必要があります制服を

着たサービスから要求している従業員を残すプール受信者の要求フォーム

とすべての変更の通知を残します。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、従業員の毎月の給与と軍の給料に関係なくは、公共の従業員

の利点の板の下で保険を継続するために使用可能性があります。 

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. の雇用者を任意の虐待疑惑の不正行為の発見、共有サービスで制服を着たま

まプールの調査は、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。 

15.5この記事はない苦情処理手続きの対象となります。 

第十六条 

家族および医療休暇 

16.1 A. 一貫した連邦の家族と医療法を残す 1993 (FMLA) の修正及び 2006 (WFLA) 少な

くとも 12 の 12 ヶ月間、少なくとも 1 つの状態で働いている従業員のワシ

ントン州家族を残す法千上積み要求された休暇前 12 12 ヶ月間 (1,250) 時

間は最大 12 12 12 12 か月の期間の 1 つの家族医療休暇の workweeks する

権利または次の理由 1-4。 

1 誕生と配置を生まれたばかりの子供の世話をする養子縁組や里親子の世

話をするため子供のため 

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 

3 介護のための配偶者、息子、娘、親または状態登録国内パートナー Rcw 

26.60.020によって定義されている、 26.60.030深刻な健康に苦しん

でいる状態を家族医療休暇必要敷地内ケアや監修、従業員。状態登

録国内パートナー、FMLA; ため、WFLA に従って登録の国内パー
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トナー 12 12 workweeks に向かってカウントされません従業員の状

態の世話をする不在で、FMLA を認識しないのでおよび/または 

4. 家族の医療従業員の配偶者、任意の年齢や親の子が現役のとき予選危急

のまままたは外国への展開の準備または国家警備隊の現役状態に。 

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。 

B. 特別介護休暇、覆われた serviceme の世話をする単一の 12 の 12 ヶ月間休暇を

最大 20 6 26 workweeks 配偶者、あらゆる年齢層、親や近親の覆われた 

servicemember の子は、対象となる従業員に提供されます。mber または深

刻な病気や公務でけがに苦しんでいるベテラン。 

1 12 12 ヶ月の間に期間従業員を撮影、特別介護休暇中にかかることがあ

りますのみ特別介護休暇他 FMLA の休業、休暇の 20 6 26 週間労働時間の

合計予選理由。 

覆われた servicemember またはベテランの世話をする単一 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。 

C. 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。妊娠障害休暇は妊娠や出産のため従業員が病

気や一時的に無効期間が付与され、加え、家族医療休暇を残したり、ワシ

ントン州の家族法のままになります。 

D. 資格要件は数えない千 2 150 1,250 時間休暇、病気休暇、個人的な休日、代償

休暇、または共有を残す。 

16.2家族医療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を残す 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 workweeks から差し引かれます。雇用者

はすぐに限り、正常に完了した要求の受領後 7 7 カレンダー日以内の家族医療休

暇要求に対して書面で対応いたします。 

16.3の雇用主は、従業員の既存の雇用者支払済保険給付の期間中に残す家族医療休暇に

よって覆われて続行されます。従業員は、ヒースの彼らの分け前に保険料を支払

う必要があります。 



16.4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。予選イベン

トはないのに加えて、家族医療休暇の使用と並行実行されます家族医療休暇、有

給または無給の使用残す (仕事関連の病気やけが覆われて労働者の補償と補償時

間の休暇を除く)そのイベント。家族イベントを予選を残すが通知に従う必要が

あります、家族医療に関する認定要件のまま有料に関するお知らせと認定の必要

条件以外の使用は医療の中に有給休暇を使用して任意の従業員を残します。 

16.5雇用者は従業員の家族のメンバーからの認証を必要がありますか医療の家族のため

に予選のため覆われた servicemember の保健医療プロバイダーのまま。 

16.6個人医療休暇、深刻な健康状態のまま、または深刻な傷害または病気のまま認定医

学的に必要なときに断続的に療養休暇を取られる可能性があります家族で覆われ

ています。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。 

16.7医療従業員の家族を病気の予選終了後に仕事に戻った後、従業員は医療提供者から

フィットネスの義務の証明書を提供する必要があります。 

16.8未満 30 30 日間の家族医療休暇が開始する前に通知を雇用者は、従業員が提供され

ます。休暇は事前に予測不可能な 30 30 日、従業員が合理的かつ実用的であると

そのような通知を提供するでしょう。 

16.9医療家族から戻った従業員を残す FMLA、WFLA により戻り権利をだろう 

16.10 FMLA、WFLA に従ってこの記事で使用される定義になります。当事者は、労働

省が FMLA に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、いずれかは連邦 FMLA 規制および/または解釈を採用し

ました。 

第 17 条 

中断された操作 

17.1荒れ模様の天気、健康、財産、安全が危険にさらされて、カレッジ/地区建物の一

部またはすべての動作を停止する緊急の状況によりお勧めに限らず何らかの雇用

者が判断した場合または操作、雇用者が雇用者の通知手順ごとの従業員に通知さ

れます。次の従業員を支配します。 

A. 従業員予定、早期閉鎖または中断された操作の総数ではありません損失すべ

て後半開始、早期閉鎖、総中断された操作の最初の日を支払う最遅開始日

の間に動作する必要はありません。 



B. 次のオプションは、中断された操作の総数のバランスのために働く必要はあ

りません影響を受ける従業員に利用可能ななります。 

         従業員は雇用者の裁量で、中断された操作中に非動作の場所から

合理的な通勤距離内の位置に同じような位置に再割り当てすること

ができます。 

         有給休暇。 

         個人的な休日。 

         個人休暇 

         (該当する場合)、補償時間を計上。 

         病気休暇; 

         有料のまままたは 

         サブセクション 7.3 7.9 F に従って従業員から要求されたスケジュ

ールの変更を介して失われた時間を補う F と 7.9 G 

C. 従業員の人は仕事に必須ではありませんが、その作業シフト開始総中断され

た操作のそれに続く日の発表前に、実際の時間の支払われる働き、後仕事

のスケジュールのバランスのサブセクション 17.1 B が適用されます。お

知らせです。 

D. の雇用者は後半開始時に必要なサービスを特定、早期閉鎖と合計の操業を停

止して従業員の雇用者の中断された操作手順に従って作業に必要な通知。

リクエストでは、人的資源のオフィスは従業員に利用できるプロシージャ

を書かれた中断された操作を行います。 

+ 通常の給料の 8 の 8 時間に加え、中断された操作中に実際就業後半開始、早期

閉鎖、総中断された操作中に作業が必要な従業員のみが表示されます。 

E. 後半開始、早期の閉鎖、および合計中断された操作中に動作するために必要

なコールバックを受信していない従業員毎日働いた賃金の 2 2 時間の最小

値が表示されます。 

F. 中断された操作の間に働いた残業は、資料 8、超過に応じて補償されます。 

G. 中断された操作中に危険な運転状況やその他の危険がある雇用者は大学/地区

のままに非番の従業員をする可能性があります。 
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17.2小節 17.1 B に記載されているオプションが可能残業、仕事を早退するレポートまた

はレポート厳しい天候のために働くことができない人の従業員に。13.2 第款D. 

あたり該当する場合さらに、従業員病気休暇保育の緊急事態のため使用 

17.3場合作業用の場所が完全に動作が、従業員が仕事や厳しい悪天候、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の仕事のままに報告することが従業

員の休暇が課金で、次の順序: 

1. いずれかの代償時間を獲得 

2. 任意計上休暇; 

3. 任意計上; 任意の暦年の 3 3 日間の最大の病気休暇 

4. 支払うことがなく残してください。 

有給休暇の種類は記載されている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、従業員は彼らの要求に応じて支払うこと

がなく残してまたは彼らの個人的な休日ではなく休暇や病欠を使用する許可され

ます。 

17.4事前承認された休職者には逆に中断された操作のために休暇はありません。 

第十八条 

その他休暇 

18.1 忌引休暇 

有料死別の 5 5 日間休暇を許可する任意の家族や従業員の休業が必要な世帯のメ

ンバーの死のため。家族は母、父、継母、継父、姉妹、兄弟、として定義されま

すの義母、義父、国内パートナーの母、国内パートナーの父、夫、妻、国内のパ

ートナー、祖父母、偉大な祖父母、孫、曾孫、息子、娘、継子との親権に子供と

従業員の家に住んでいます。サブセクション 13.2 C. あたりの家族の一員の死

は、病気休暇が使えますまた、 

18.2 介護休業 

ワシントン州家族ケア法に基づき従業員が健康状態や、配偶者と従業員の子の世

話をする病気休暇、補償時間、休暇、および/またはすべてまたは個人的な休日

の一部を使用可能性があります、状態として国内パートナーの登録Rcw 

26.60.020と26.60.030親、親の法律、または深刻な健康状態を持っている祖父母に

よって定義されます。ような休暇の使用は、本契約の条件に従ってする必要があ

ります。 

18.3 兵役休暇 
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従業員は、10 月 1 日以降各年度、21 21 営業日を超えないように軍事有給休暇を

受けることが、次の終了 9 月 30 日の報告するために必要な兵役義務は、呼び出

されると、またはトレーニングに参加するかドリルは国家警備隊またはアクティ

ブな状態のものを含みます。 

A. このような休暇休暇と病欠従業員は権利に加え、利点、パフォーマンス評

価、特権または有料の任意の減少で起因しません。 

B. 兵役休暇中従業員は通常の基本給を受け取る。兵役のため体力を決定するた

めの身体検査のための勤務時間中に表示するために必要な従業員が給料全

額を払って検査を完了するために必要な時間のため表示されます。 

18.4 育児休暇 

育児休暇は、従業員のケアを提供するために、子供の出生や養子縁組や里親の従

業員の子供の配置のために永久的な従業員に付与されます。 

A. 育児休暇 6 6 ヶ月以上は集計されず、家族や医療を残すと妊娠障害のまま次の

出産や子供の配置の記事 16の下で付与を残すと同時に実行されます。 

B. 運用上の必要性に基づいて記事 16規定を超える育児休業の要求を拒否可能性

があります。 

C. 育児休暇は、子供の出生や養子縁組や里親の従業員との子の配置に続く最初

の年の間に取られなければなりません。 

D. 従業員雇用者を育児休業の請求書を提出して、育児休暇を取る前に承認を受

ける必要があります。従業員を提供ない未満 30 30 日に注意してくださ

い、子供の誕生や配置は、30 30 日以内に開始する休暇を必要とする場合

は、できる限りの注意を提供するが従業員ことを除いてします。 

E. 育児休暇従業員の未払休暇、妊娠障害者のための病気休暇や他の予選イベン

ト、個人的な休日、代償時間または無給休暇の組み合わせがあります。 

雇用者は従業員従業員が毎月未払有給育児休暇の各月の八 8 時間を使用してに提

供できることを除いて、育児休暇の無給休暇を使用する前にすべての有給休暇を

排気する必要があります。公共の従業員の利点板によって提供される利点の継

続。使用者は、有給休暇 8 8 時間が使用されます毎月の指定日指定します。 

18.5 妊娠障害休暇 

A. 妊娠障害休暇は、家族医療休暇や家族の休暇のワシントン州法下付与休暇の

ほかになります。 

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。妊娠障害休暇の長さは定義と従業員のライセン
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ス医療プロバイダーによって認定になります。雇用者にこのような証明書

のコピーを提示します。 

18.6 一時的な障害を残す 

一時的な障害は、障害のため職務から排除は永久的な従業員に付与されます。一

時的な障害を残すには第十六条に定める従業員の深刻な健康状態が含まれます. 

A. 一時的な障害を残す 12 12 ヶ月以上は集計されず、下で記事 16家族と医療を

残す許可を残すと同時に実行されます。 

B. 一時的な障害及び回復期として定義され、従業員のライセンス医療プロバイ

ダーによって認定になります。従業員は、タイムリーに、雇用者にこのよ

うな証明書のコピーを提供するが。 

雇用者は従業員従業員が一時的な障害の各 1 ヶ月間の未払有給休暇の 1 ヶ月あた

り 8 8 時間を使用できることを除いて、一時的な障害休暇の無給休暇を使用する

前にすべての有給休暇を排気する必要があります。公共の従業員の利点板によっ

て提供される利点の継続を提供するままにします。使用者は、有給休暇 8 8 時間

が使用されます毎月の指定日指定します。 

18.7 市民休暇 

A. 有給休暇は陪審裁判の証人として機能するために従業員に与えられるまたは

他を行使する市民義務を召喚しました。従業員は、陪審義務、裁判の証人

サービスのそれらに、報酬を保持する許可されます。具体的には、召喚状

の従業員として表示する裁判所または行政審判の証人除くサブセクション 

39.4 A.2.a で提供される場合を除き、有給休暇が表示されます彼ら。 

1. 問題の当事者は、ワシントン州の司法長官のオフィスでは表されないと

または 

2. 問題の経済的利益があります。 

サブセクションでは何もは裁判所または雇用者に代わって行政審判に表示

する支払われてから従業員を排除します。 

B 従業員は雇用者は陪審員の召喚状の通知または市民義務を召喚したときに通知

され、陪審員の義務サービスの延期を要求するビジネス ・ ニーズによっ

て保証されている場合に協力します。 

C. その仕事のシフトが日勤以外の社員は、陪審義務または召喚状の市民義務の

期間中の各営業日における仕事のシフトを働いていると考えられます。日

勤従業員が陪審義務から解放されるまたは市民義務を召喚した自分の仕事
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のシフト上、残り 2 2 時間以上がある場合、従業員は、上司を呼び出す

し、仕事に復帰する必要があります。 

18.8 従業員支援プログラム 

A. 有給休暇は、従業員のスケジュールされた作業シフトの間に発生した場合、

従業員援助プログラムから最初の摂取と評価セッションに出席するため従

業員に付与されます。 

B.、雇用者が従業員から要求されたスケジュール変更を承認、有給休暇の使用ま

たは従業員援助プログラムとつのが予定に出席するため支払うことがなく

残しています。 

18.9 インタビュー 

A. 従業員は、従業員のスケジュールされた作業時間中にスケジュールされてい

る場合従業員の大学内の位置のためにインタビューのための有給休暇に受

け取ります。 

B. 従業員は、従業員のスケジュールされた作業時間中にスケジュールされてい

る場合旅行や社員の地区内でインタビューの会計年度につき 4 4 時間まで

の有給休暇を受け取ります。 

18.10 生命を与える手順 

承認されると、従業員が命の回復のために働く参加し以降の無能のための 2 2 年

間で 5 の 5 営業日を超えないように、従業員の仕事のスケジュールの中に有給休

暇を受け取るプロシージャ。 

「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

を含む医学的監視下の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。通知は、回復のために就労不能のすべての予想される期間に含まれま

す。雇用者は、アカウント プログラムおよび生命を与えるプロシージャとその

後の回復のための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。 

18.11 個人的な休暇 

A. 従業員は、4 つの 4 ヶ月以上継続的に従業員カレッジ/地区で採用されている

場合、個人的な休暇日数 (2019 年 6 月 30 日終了) 本契約の期間中毎年度と

して 2 つの 2 平日を選択できます。 

B. 大学/地区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する予定

します。 



1 従業員は、スーパーバイザーに少なくとも 14 14 カレンダー日書面で通

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. 特定休日により、効率的に作業を続行し、残業を発生しないカレッジ/

地区を選択する従業員数です。 

3. 休暇は、雇用主のビジネス ニーズとは競合しません。 

4. バックフィルが必要なポジションの義務からの解放では従業員の休暇の

カバレッジを提供する必要性によるコストの増加をされません。 

C. 個人休暇が引き継がれません。 

D. 従業員の個人的な休暇の一日の給料は個人の休暇日の選択日に従業員の仕事

のシフトと同じです。 

E. リクエスト、従業員が一部を使用する承認されるまたは彼らの個人のすべて

の日を残しています。 

1. 家族介護法、 WAC 296 130に必要な家族のケア; 

2. 軍家族を残す行為、 RCW 49.77とセクション 19.13; 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. 

4. 個人的な休暇日の残り部分は、不在の日の勤務時間を超えないように 1 

つ 1 不在として取られなければなりません。 

第 19 条 

支払うことがなく残してください。 

19.1のまま支払いが次の理由で付与されますなし。 

A. 家族及び医療休暇 (第十六条家族、病気休暇に従い); 

B. Compensable の仕事関連の傷害または病気のまま ( 22 条、持ち出し傷害または

病気に従い); 

C. 軍隊を残します。 

D. 繰返し雇用; 

E. (記事 17、中断操作に従って中断された操作); 
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F. 妊娠障害を残す (に従ってウィットh記事 18でその他を残して、 ); 

G. (に従って記事 18休業); 

H. (記事 18に従って一時的な障害を残す); 

I. ボランティア休暇 

J. 軍家族を残します。および/または 

K. 家庭内暴力を残す。 

19.2 信仰や良心の理由未払い休日 

信仰や良心や宗教団体、教会、または宗教団体の後援の下で組織的活動のために

年間カレンダー 2 2 まで平日に支払うことがなく a: 休暇が付与されます。

支払う可能性がありますのみなしのまま拒否された WAC 82 56 によって

定義されている従業員の休暇が雇用者に不当な苦難を課すか従業員は公共

の安全を維持するために必要なかどうか。 

B. 雇用者は、代償的な時間、個人的な休日または無給休業の代わりに有給休暇

を使用する従業員になります。休暇が休暇なしの代わりに使用されている

要求を示す必要があります代償時間、個人的な休日や有給休暇を使用する

すべての要求は、信仰や良心のために支払います。完全仕事単位で従業員

の個人的な休日を使わなければなりません。 

C. 従業員の年功序列の日付、試用期間または試験サービス期間受けませんによ

って残す信仰や良心の理由は、支払うことがなく。 

D. 従業員が休暇のための要求は信仰や良心の理由のためか、宗教団体、教会、

または宗教団体の後援の下に進められる組織活動を識別するために必要と

なります。 

次の理由によりお支払いが認められることがなく19.3を残します。 

A. 教育休暇; 

B. 子供や高齢者介護の緊急事態; 

C. 政府サービスを残す; 

D. 市民ボランティアやコミュニティ サービスを残す; 

E. 条件適用有給。 

F. (第 39 条、組合活動); に従って組合活動および/または 

G. その他本契約書に定めます。 

19.4 制限 
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A. 無給休暇以外の任意の連続した 5 の 5 年間で 12 12 ヶ月以上になります。 

1. 補正可能な仕事関連の傷害または病気を残す; 

2. 教育休暇; 

3. 政府サービスを残す; 

4. 軍隊を残します。 

5. 繰り返し雇用を残す; 

6. 家族や医療を残す (記事 16の規定の下で撮影された深刻な健康状態のま

ま); 

7.; 解雇の影響を減らすために自ら撮影を残す 

8. 障害者に合理的に対応する計画の一部として任命の権限によって事前に

承認を残す 

9. まま組合活動に参加するには 

10. ボランティア休暇および/または 

11 家庭内暴力を残す。 

* 追加 12 12 ヶ月時に従業員の要求を署名および任命の権限の承認に署名、無給

休職を延長できます。 

記事 29、辞任の定める職務を辞任するいると見なされますがまま支払うことが

なく理由の任意の連続 5 5 年間で 12 の 12 ヶ月以上で記載されていない A 

と B c. 従業員と放棄. 

19.5 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、または雇用されて同じ位置に

同じジョブ分類は、雇用者によって決定される別の位置でこのような再就職が本

契約の他の記事と矛盾していないこと.、休業開始前に雇用者リターンの権利に

ついて書面で社員に通知されます。 

19.6 兵役休暇 

21 21 作業必要な兵役義務、訓練や国家警備隊、またはアクティブな状態のそれ

らを含む訓練の従業員に与えられる有給休暇日数に加えRCW 38.40.060および中

央政府法律に従って未払いの兵役休暇が付与されます。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。 
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19.7 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。 

19.8 子供や高齢者介護の緊急事態 

補償時間または有給休暇を支払うことがなく残して、子供や高齢者介護の緊急事

態の付与があります。 

19.9 繰返し雇用を残す 

オフシーズンで、繰返しの従業員に与えられる支払なしのまま。 

19.10 政府サービスを残す 

米国公衆衛生サービスに限らず、公共の利益に政府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。 

19.11 市民ボランティア活動やコミュニティ サービスを残す 

コミュニティ ボランティア活動やサービスの支払いが認められるなしのまま。 

19.12 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。 

19.13 軍家族の休暇 

軍家族を残す行為に従ってRCW 49.77、無給休暇は、配偶者が従業員に付与され

ますまたは状態登録国内パートナー Rcw 26.60.020によって定義されてい

る、 26.60.030から離れて休暇を配置前に、や配置、軍事衝突の期間中最大。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。 

19.14 家庭内暴力を残す 

国内の暴力のままに法に従い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RCW 49.76、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。家庭内暴力を残す目的の

家族には法、祖父母または人の従業員をデートにRcw 26.60.020と26.60.030親、

親によって定義された子供、配偶者、登録状態の国内パートナーが含まれます。

雇用主は、従業員の休暇の要求から検証を必要があります。 

19.15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内、書面での支払

い要求することがなく休暇を拒否する 14 14 暦日実行可能なとき、拒否の理由が

含まれます。 
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第二十条 

通勤旅行削減、駐車場 

20.1の雇用者は奨励が通勤旅行削減法と大学/地区コミュニティのニーズと一致して仕

事から通勤輸送の代替手段を使用する従業員を必要としていきます。さらに、雇

用者が適切かつ実現可能な低コストの代替交通機関を提供することに同意しま

す。 

20.2雇用主と労働組合は、圧縮された週間労働時間、フレックスタイムの手配、在宅勤

務・ テレワークの価値を認識します。 

20.3雇用者は最初の団体交渉義務を満たしている場合を除き、契約この用語の現在の駐

車場状況に変更を加えることに同意します。 

20.4 修飾の税前輸送福利厚生プラン 

雇用者は、対象となる従業員が連邦の法律や規則で認められている修飾の駐車場

および/または税前に公共交通機関の支払いにできる現在の修飾の税前輸送福利

厚生プランを維持するために同意します。 

第二十一条 

安全と健康 

21.1雇用者、従業員および組合職場の安全と健康のための重要な共有責任があります。 

A.、雇用者の安全と健康の基準該当する州および連邦法に従い遵守します。 

B. 従業員は、該当する安全衛生慣行と雇用者、ワシントンの労働安全と健康法 

(WISHA) で定められた規格を遵守いたします。 

C. 従業員は、同僚、学生、自分の健康や他人の健康を危険にさらすだろう条件

を公開を公開する故意を含む健全な職場に貢献します。雇用者が従業員に

休暇を使用するを直接可能性がありますに従って記事 13、病気休暇、従

業員は自己伝染性の健康状態を報告します。 

+ 連合協力雇用主の上で作業安全と健康関連事項と安全な方法で動作するように

従業員を奨励します。 

21.2従業員が活躍、従う、チェーンのコマンドを次に即時の安全上の問題を報告するこ

とによって安全で健康な職場と、安全委員会や保安官のために他の安全性の問題

レビュー、必要に応じての行動。雇用者はタイムリーに報告されている安全でな

い労働条件に対処し、適切な行動を取る。 
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21.3当事者は、安全性とセキュリティ計画の一部として公共の場所での電子監視の必要

性を認識します。 

21.4雇用者は、判断し、必要な安全装置、保護具、衣料品、従業員が着用および/また

は使用します。必要に応じて、使用する前に、機器の安全な操作で従業員にトレ

ーニングをいたします。 

21.5各雇用者はそれぞれの作業場所に WISHA 要件に従って合同安全委員会を形成する

イレブン 11 以上の従業員があります。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、アクション、必要に応じて適切な任命

の権限に転送されます。 

21.6応急処置と CPR の訓練の重要性を認識、雇用主と労働組合と雇用者は、応急処置

と CPR の訓練を提供するよう。 

21.7雇用主は、従業員の健康を奨励しています。雇用者は、ウェルネス施設と他の従業

員のグループと一貫性のあるリソースへの従業員のアクセスを提供します。 

21.8従業員の要求、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。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。 

第 22 条 

仕事関連の傷害または病気 

補正可能な仕事関連の傷害または病気休暇 

従業員は仕事関連の病気や状態の労働者補償法の補償対象はケガを支える排他的時間損

失補償を選択、時間損失補償に加えてお支払いを残します。病欠や有給休暇期間時間損

失補償を受け取るために代償的な時間を取る従業員は, 完全病気休暇、有給休暇や代償

時間負担をさらに任意の時間損失の支払いが表示されます。労働者の補償によってカバ

ー、作業関連の傷害を残し、FMLA と並行して実行されません。記事 19、支払うこと

がなく残してのセクション 19.1 かかわらず使用者は第 34 条、合理的配慮及び障害分離

に従って従業員を分けることができます。 

第二十三条 

ユニフォーム、用具および装置 

23.1 制服 

雇用者は従業員の制服を着用する必要があります。必要に応じて、雇用主は決定

し、制服または同等の服手当を提供します。雇用者は提供と必要な制服、特殊な

衣類や履物の保守に関する彼らのポリシーに従います。通常の損耗の費用必要な

制服、専門にされた衣類及び履物職場条件のための損失は、使用者の責任です。 
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23.2 ツールと機器 

雇用者が決定および必要なツール、工具手当、機器を提供し、天候ギアをファウ

ルします。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、過失に

よって損傷し、又は従業員によって失われたツールや機器の使用者を償還の責任

になります。 

第二十四条 

薬物やアルコールと無縁な職場 

24.1全従業員が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。各機関は、連邦政府の資

金を得るために薬物のない学校コミュニティ法 (DFSCA) と薬物のない学校のキ

ャンパスの規制を遵守する必要があります。これらの行為の遵守では、大学が採

用し、学生および従業員による不法所持、使用、または違法薬物やアルコールの

配布を防ぐために設計されたプログラムを実装する必要があります。マリファナ

は、ワシントンの法律にもかかわらず連邦法に基づく麻薬を残っています。薬物

のない職場の法律の規定により予選機関は、薬物のない職場を維持するために継

続的な誠意努力をする必要があります。したがって、この記事のために、用語

「薬」と「制御物質」もマリファナおよび/または医学のマリファナを含んであ

り、違法薬物をします。 

24.2 アルコールや違法薬物の所持 

従業員が使用したり、金融機関のポリシーで承認されると、除いて当直しながら

アルコールを所有しています。所持や違法薬物の使用は厳密に禁止されていま

す。 

24.3 処方や店頭薬 

従業員はそのような薬は職務上の安全に影響を与えることの実質的な可能性があ

る場合、医師の処方や店頭薬を服用が上司や薬を取っているという事実の他の指

定された職員に通知しなければならないと薬の副作用。 

24.4 の薬物およびアルコールのテスト – 安全の重要な機能 

商業運転免許証 (CDL) を持っている必要従業員予告雇用前、事故後米国運輸省

の規則、海上保安規定に従ったテスト ランダムかつ合理的な疑い (46 CFR Part 

16) または1991 年の連邦オムニバス交通従業員テスト法。テストは、現在の施設

方針に基づき実施されます。 

24.5 テスト合理的根拠 

A. 合理的な疑いのアルコールや規制物質のテストは、雇用者、アルコールや薬

物の使用が悪影響を及ぼす可能性従業員の仕事を疑う合理的な理由がある

とき、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をパフォ



ーマンス、または別の従業員の身体の安全に危険が生じることがありま

す。特定の客観的根拠は、合理的な疑いをサポートする書面で記載しなけ

ればなりません。特定の客観的根拠の例は含むに限定されません。 

1. 物理的な症状の薬物および/またはアルコールを使用します。 

2. 証拠または規制物質またはアルコール使用、所持、販売または配信の観

察または 

3. 訓練されたマネージャー、スーパーバイザーまたは鉛労働者が薬物・ 

アルコール使用を疑う事故の発生要因となっている可能性がありま

す。死、深刻な傷害、または重要なプロパティの死、深刻な傷害ま

たは重要なプロパティ/環境破壊、または可能性を含む仕事関連の

事件が発生したとき、事故後の薬物およびアルコールのテストを行

うことができる/環境による損害と従業員のアクションや 

inaction(s)、事件に貢献した、または要因として完全に割引するこ

とはできません。 

B.紹介 

訓練を受けた別のスーパーバイザーまたは規制薬物/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検証マネージ

ャーによって記載されている特定の客観的根拠に基づいてテストの紹介に

なりますスーパーバイザーやマネージャー。 

C.テスト 

合理的な事由があるときは、従業員がアルコールおよび/または薬物テス

ト雇用者によって必要なときに提出しなければなりません。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。従業員がテスト、

呼ばれる彼ら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。合理的な疑いのテストのコストは、従業員の給料などは、雇用者によ

って支払われます。 

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。 

D.リハビリテーション 



雇用者は、肯定的な薬物やアルコール テストを使用して、リハビリテー

ション プログラムを正常に完了する従業員を必要とする可能性がありま

す。 

E.規律 

懲戒対象まで肯定的なアルコール テストおよび/または肯定的な制御物質

のテストを持っている従業員があります、薬物およびアルコール無料作業

所の違反を含むテストを求め事件に基づく解雇を含むルール。 

24.6 トレーニング 

トレーニングは、マネージャーおよびスーパーバイザー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、市販薬についての HIPAA の規制。 

第二十五条 

電子従業員の活動の監視 

25.1以外としては従業員一般に対象にしない予告なく職場の電子監視に雇用者によって

セクション 25.2 で提供。「電子監視」はビデオカメラ、電子キーカード、従業

員の居場所や活動リアルタイムでいずれかを決定するキー パッドに限らず、雇

用者制御の電子装置から収集したデータの使用として定義します。または事実の

後。 

25.2どこの雇用者は、従業員が従事している特定の調査の提供の一環として予告なしの

電子監視を使用する場合、違法行為で従事するいると疑う合理的な根拠を持って

います。 

A. の監視の理由、期間、および、監視の範囲を示す書面による調査計画の一部

です。 

かろうじて、調査の目的を満たすために調整されて b. 監視そして 

C. 大学社長、地区の一等書記官またはその指名を受けた者は、調査計画を承認

しました。 



第二十六条 

移転/車/旅行の使用 

26.1の雇用者は財務管理のオフィス (OFM) 状態管理および会計マニュアル (サーム) 章 

60 に従って雇用開始アクションによって影響を受ける社員の移動費を支払うこ

とができます。 

26.2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。しかし、雇用者が従業員の義務駅やホーム、章 12 OFM サームに

従って個人的に割り当てられた車両を利用する現場の合理的な通勤圏内に住む社

員を許可します。 

26.3旅行時間が考慮時間働いてとき。 

A. それは別に 1 つの現場から通常の勤務時間中に雇用者によって必要な 

B. それは従業員の通常の家の仕事の旅行時間を超えるは、別の作業場所に通常

の作業時間の前に発生しますまたは 

C. 従業員が承認またはホーム一晩から旅行に必要な通常の勤務時間中にまたは

対応する時間稼働日に旅行が発生します。 

26.4移動時間考慮時間働いて、とき。 

A. 社員は従業員の自宅、事務所と現場の間通勤します。または 

B. とき従業員は飛行機、鉄道、船、または自動車走行中非営業日を一晩の正規

の勤務時間外、または対応する時間外の家から離れて旅。 

第二十七条 

電子機器・設備の利用 

27.1業務上の目的の雇用者によって提供される用具はそのような目的のために主に使用

します。 

このような使用業務や職務遂行を妨害しない、経営倫理委員会の規則や勧告的意見と一

貫性のある、 27.2 ・ デ ・ ミニミス電子オフィス機器の個人的な使用が許可され

ます。 

27.3雇用者はワシントン州の倫理規制ごとの電子デバイスの使用に関するすべての従業

員に情報とトレーニングを提供します。 



27.4雇用者は、大学に必要な長距離電話のための従業員を弁償いたします。ただし、ビ

ジネスの呼び出しは、勤務時間中に状態の電話を行います。 

27.5の従業員がすることができる、そのような使用の業務を妨害しないか、またはジョ

ブのパフォーマンスを作業時間の間に彼らの個人的な電子機器の使用します。 

第二十八条 

懲戒処分手続 

28.1 表現 

A. リクエスト、従業員は合理的に可能性が規律と考えている場合、従業員は雇

用主と呼ばれる捜査面接で組合の代表に権利を有する。要求された代表を

合理的に使用できない場合、従業員は利用可能です別の担当者を選択しま

す。 

B. 従業員の表現を追求して、彼らの代表者の連絡を担当。 

C. 代表者の役割は、敵対者が調査官として機能するのではなく、従業員に支援

と助言を提供することです。この記事での権利の行使が調査を実施する雇

用者の権利を妨げない。 

28.2 規律 

A. 雇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。 

B. 規律には、口頭および書面による譴責処分、有料、懸濁液、降格、および放

電の削減が含まれています。よう口頭叱責され、文書化された場合、この

ようなドキュメントになります監督のファイルをだけをセクション 33.8に

従って削除の対象。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になります。 

C. すべての機関政策調査に関する疑惑の従業員の不正行為に係る代用できま

す。雇用者は、調査の方法を決定する権限を持ちます。 

+ の雇用者は、第三十条に定める苦情処理手続の対象は、その規律を課す権限を

持っています。ただし、口頭および書面による譴責処分はのみから苦情の

手順のステップ 2 処理可能性があります。 

E.、雇用者は従業員 15 15 カレンダー日有料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。 

F.、雇用者は通常 7 7 カレンダー日放電の効力発生の日の前に書面で通知を持つ

従業員を提供します。雇用主が 7 7 暦日お知らせ、放電は立って、時間動

作するように従業員が予定されてそれ以外の場合は 7 7 暦日お知らせの従

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%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Article_33_Personnel
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業員は給与等の支払を受けることを提供するために失敗した場合を与えら

れています。 

雇用者の決定、通知期間中に従業員の継続雇用も危うくなるの良い場合、

期間雇用者ただし、7 7 カレンダー日の通知の代わりに支払うことがなく

すぐに従業員を放電可能性があります、大学。 

28.3 調査 

A. 両当事者は同意する疑惑の従業員の非行の調査のタイムリーな解決は前向き

で生産的な作業環境を維持するために重要。 

B. 従業員は完全にし、正直に言えば調査時にすべての質問に答える必要があり

ます。 

C. 従業員いない組合の代表者に連絡から禁止されます。 

D. 場合、雇用者は捜査進捗の更新で調査進行中の調査が完了するまですべての 

30 30 日従業員を提供します。 

28.4 非番行為 

懲戒の理由RCW 42.52に定める利害の対立の活動を言った場合は、従業員の仕事

のパフォーマンスや、雇用者のプログラムに支障をきたす、あるいは従業員の休

暇活動があります。ちょうど原因を構成します。すべて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 時間以内雇用者に割り当てられ

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

に従業員が報告されます。 

28.5 従業員にお知らせ 

雇用者は、従業員に対して懲戒 (有料、懸濁液、降格、または放電の低減) を考

えている、従業員、労働組合、雇用者は通知されます。アクションの意図し、そ

のような通知は従業員、充満のための基礎を形成する証拠の説明に対する告訴を

含まれます。従業員は、口頭または書面のアクションを取られるべきではない理

由で理由を与える権利を持ちます。 

28.6 試用従業員 

この記事では何もはその試用レビュー期間中に試用従業員を分離する雇用者の権

利を制限します。 

28.7 文書の除去 

A. 書面の叱責は、場合 3 3 年後従業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 それに続く規則はなかったそして 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ja&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D42.52


3 従業員は、その除去の請求書を提出します。要求が拒否された場合、雇

用者は、拒否の特定の理由を書面で従業員を通知します。 

B. の場合 3 3 年 5 5 年後に削除されます後に削除されない書かれた譴責処分や降

格、懸濁液、賃金削減を含む懲戒処分の記録: 

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。要求が拒否された場合、雇

用者は、拒否の特定の理由を書面で従業員を通知します。 

C. 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、. 

+ サブセクション 28.7 A の規定により懲戒処分の文書に性能評価参照を削除ま

たは 28.7 B は性能評価同時に懲戒ドキュメント人事ファイルから削除さ

れますから編集しなければなりません。 

第二十九条 

辞任と放棄 

29.1 自発的な辞任 

使用者は、発効前にいつでも辞表を撤回する従業員を許すことができます。 

29.2 無断不在/放棄 

とき、従業員が欠勤した従業員が彼ら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。

3 3 日間の期間中に雇用者は不在の原因を判断する従業員に連絡には通常のシフ

ト中に少なくとも 2 2 試みを作る。このような試みは、雇用者とファイルに、連

絡先電話番号、緊急連絡先、従業員を呼び出す含まれます。 

29.3 分離届 

従業員の辞任セクション 29.2 に従って推定することは、雇用者は従業員に配達

証明郵便で最後の離職票を送信して従業員を区切ると、従業員のアドレスが知ら

れています。このような通知は、医療給付の継続申請に関する情報を含まれま

す。 

29.4 復職の申立て 

セクション 29.3 に従って分離通知を受けた従業員が復職を検討する書面で雇用

者に請求します。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

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ja&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D41.06.450
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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

票を預けて後 15 15 日以内の消印する必要があります。 

29.5 grievability 

セクション 29.4 の規定による復権の申立ての拒否、grievable です。苦情を復権

の申立ての時に雇用者と共有する以外の情報に基づいていない可能性がありま

す。 

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。タイムライン

は、領収書の日付に適用されます。提出 17 日スケジュールされたビジネ

スまたは土曜日に、日曜・祝日は、翌営業日に受信考慮されます。 

 

 
  

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. 苦情処理や、grievant を知っていたまたは発生; 知られている持ってい

る合理的に日付に上昇を与える発生した日付 

2.; 苦情の性質 

3 基になる事実 

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. 非公式; 苦情を解決するための手順 

7. grievant (s) の名前と; 

8. 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、ステップ 2 からの苦情を処理する彼ら

の通常の勤務時間中に時間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 インフォーマルな紛争解決の会議、苦情処理会議、

裁判外紛争解決セッションにスケジュールされた作業時間中に開催された



調停公聴会に出席のための支払は失われません。Grievants は、インフォ

ーマルな紛争解決の会議、苦情処理会議、裁判外紛争解決セッション、お

よび仲裁審理は、非番時に支払われない。 

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 

相互の合意により、雇用者または労働組合を統合すること事実の同じセッ

トから生じる不満。 

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。代替解決方法のコストあれば、均等に共有者。 

30.2 提出と処理 

A.出願 

苦情は、苦情、または、grievant を知っていたまたは発生の知られている

が適度に日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り

ません。 

B.処理 

ステップ 1: 人事事務所指名 

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。人事室は、ステップ 1 で苦情を聞く人を指定しま

す。指名を人で満たす、またはショップ スチュワードおよび/またはスタ

ッフ代表と電話で協議し、会議後 21 21 日以内に組合に書面で苦情の受領

後 21 21 日以内 grievant 応答します。 



ステップ 2: 大統領/一等書記官または被指名人 

ステップ 1 で苦情が解決しない場合、組合はステップ 1 決定の連合の 15 

の 15 日以内人的資源のオフィスにそれを提出することにより次のステッ

プに移動があります。21 21 日以内に組合に書面でのアピール、そして意

志の受領後 21 21 日以内 grievant 対応と社長/一等書記官または指名を人で

満たす、またはショップ スチュワードまたはスタッフ代表電話で相談し

たがい。付与されているを選択した場合同じ指名ステップ 1 で不満を聞い

たことはありません。 

ステップ 3: 仲介または事前仲裁検討会 (パーム) 

懲戒不平の1。 

組合が調停WAC 391-55-020、に従って公共雇用関係委員会 (PERC) 

と財務管理/SHR/労使関係の事務所にコピーのための要求をファイ

ルがあります苦情がステップ 2 で解決しない場合セクション 

(OFM、SHR、LRS) とステップ 2 決定の受領後 15 15 日以内人事

室。他のすべてのファイリングの要件に加えて要求は、苦情処理と

すべての以前の応答のコピーを含める必要があります。 

2。非懲戒不満 

組合が苦情の受領後 15 15 日以内 OFM/SHR/LRS 

(labor.relations@ofm.wa.gov) および人的資源のオフィスに接続され

ているすべての応答のコピーを提出することにより、PARM を求

めることができるステップ 2 で、苦情が解決しない場合、ステップ 

2 決定。OFM、SHR、LRS 15 15 以内必要な情報のすべての領収書

のいずれかとなります。 

i.、PARM OFM、SHR、LRS の指名、大学の人間のリソース事務所

代表、労働組合の代表者を確認する予定、紛争を解決しよう

とする書面で労働組合に通知します。または 

ii. PARM をスケジュールする、書面で労働組合に通知します。 

PARM か調停の手続は、報告または PARM 又は調停の過程で当事者が合

意書を除いて、任意の方法で記録されません。彼らは独立して許容しない

限り、によってまたは仲介者、によってまたは第三者または調停やパー

ム、他の参加者の発言はできない場合があります。 

1. 後に紹介した証拠として; 

2 仲裁人または聴聞会での公聴会の審査官に作ら知られています。および

/または 

3. 任意の目的のための利益に反する入場として解釈されます。 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ja&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2FWAC%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D391-55-020
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ステップ 4: 仲裁 

調停または、PARM で問題が解決しない場合、OFM、SHR、LRS 指名通

知書面 PARM をスケジュールなしで連合組合は、仲裁のための要求をフ

ァイルがあります。調停セッションやパーム、パームをスケジュールす

る、通知の受領から 15 15 日以内、AAA と紛争の仲裁を要求を提出しな

ければなりません。出願と同時に、人事室、OFM/SHR/LRS へ仲裁のため

の要求のコピーが提供されます。 

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フルネーム アメリカ仲裁協会 (AAA) で

を交互に打つことによって仲裁人を選択、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

苦情問題を意思決定に制限 

c. 非作るより大きい補償を持つ従業員を提供する賞としたあったな

い本契約の違反そして 

d. 使用者の人材のレベルを変更するまたはスタッフに残業を指示す

るために権限を持っています。 

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 

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、それはの支払う 1 つの半分 (1/2) の裁判所の記者、元成績

証明書とコピー料金のコスト。 

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、自分の仕事時間中

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。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

努力をいたします。労働組合は、grievant、その目撃者の旅行や日

当費用を支払う責任です。ショップのスチュワード。 

5. ファイルする場合は、仲裁人は、彼らの賞を発行、後いずれかの当事者

運動再考のための仲裁人と、移動の当事者は、仲裁人の追加費用を

負担します。 

30.3 後継者句 

2015-17 契約の期間中に提出の不満は、2015-17 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 

一般条件と利点 

31.1雇用主は、従業員作業区域から離れてラウンジ。 

31.2の雇用者の書面理事会のまたは連合によって表される従業員に係る管理ポリシーが

可能従業員、ショップ スチュワード連合のスタッフの代表者。雇用者は、理事

会または管理ポリシーに実質的な変更の連合に事前に通知をします。 

第三十二条 

法的責任 

32.1 従業員の損害賠償責任 

表現とRCW 4.92 によると彼らの雇用者を通して補償を要求する権利がある従業

員は、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

告になると、. 

32.2 個人財産償還 
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従業員は、職務の適切なパフォーマンスで被害を受けた個人財産の項目のための

償還を求める権利と雇用者は、 RCW 4.92.100に従って要求を処理します。従業

員が個人財産/機器を保護するために予防策を講じることをお勧めします。 

第三十三条 

人事ファイル 

33.1雇用主は各従業員の雇用のレコードを表示人事ファイルを維持が、ビジネスおよび

法的目的のために必要なその他の情報。雇用者は人事ファイルの場所を決定し

て、雇用者のヒューマン リソース マネージャー以外の誰かが人事ファイルする

場合労働組合に通知されます。他の従業員のファイルがあります、監督ファイ

ル、出席ファイル、給与ファイル、および医療ファイルに限定されません。 

33.2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に維持されます。

雇用者は雇用を保持するフィットネスの範囲内で職務のパフォーマンスに関連し

てそのような情報に限り、健康または社員や社員の家族の病状に関する情報を提

供するために従業員を必要としません、従業員の位置、または従業員によって要

求された利点を提供すること。 

33.3従業員および/または彼らの代表は、従業員の人事ファイル、医学ファイルおよび/

または合理的な通知により通常の営業時間中に社員の監督者によって保存される

ファイルを調べるアレンジが可能します。従業員の代表、人事ファイル、医学フ

ァイルおよび/または社員の監督者によって保存される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。雇用者は、従業員または

その代表者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。 

33.4従業員ファイルに配置される時に公式の人事ファイルに置かれてすべて有害物質の

コピーが提供されます。従業員あるいはその代理人はない、ファイルからに任意

の内容を削除します。ただし、従業員には、書かれて反論または彼らは好ましく

ないと考えてファイルの情報をドキュメントに反論があります。当事者は鑑賞と

表彰事業者宛の手紙のコピーを提供する従業員の勧め。従業員は彼らのパフォー

マンスの仕事のデメリットの職員ファイルに適度な仕事関連の資料を挿入しま

す。 

33.5として従業員の仕事のパフォーマンス上または大学/地区の効率的かつ効果的な管

理にあり、合理的な軸受は、人事ファイル内の情報が保持されます。False の場

合、あると判断された疑惑の従業員の非行に関連する重大な悪影響と従業員が、

間違ったことを完全に無罪されている事件に関連するすべての情報を人事ファイ

ルおよび/または監視ファイルから速やかに削除されます。.このような情報管理

ファイル、別とは別に人事ファイル内に保持され、場合を除き、公文書の開示を

支配する法令、司法命令によっては解放されません。 
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33.6従業員の人事ファイル、監督ファイルおよび/または管理ファイル内のドキュメン

トは、開示の求めの対象が、召喚状や法的証拠開示、雇用主は、従業員との要求

のコピーを組合少なくとも 7 7 カレンダー日の意図しているリリース日の前にそ

れ以外の場合の法律によって要求されない限り。 

33.7雇用者は解放されませんを除く従業員に関する個人情報、必要なまたは法律が必要

です。 

33.8監督者は、従業員のパフォーマンスに関連するドキュメントのファイルを働き続け

る場合があります。前年のジョブ パフォーマンス文書は、継続的な性質の問題

に関連しない限り、パフォーマンス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。リクエストでは、スーパーバイザーはドキュメントが保持されてい

る場合、従業員をお知らせいたします。 

従業員の作業ファイルを保つ監督は不正アクセスまたはカジュアルな観察と他法

や規則に従って保護する方法でファイルを維持します。従業員はセクション 33.3 

ごとのこれらのファイルを見ることができますが、ファイルに反論も反論を追加

可能性があります。 

第三十四条 

合理的な宿泊施設と障害分離 

34.1雇用主と労働組合関連するすべての連邦および州の法律や障がい者雇用に関する規

制を遵守し、障害を持つ有資格者に合理的な宿泊施設を提供します。合理的な宿

泊施設は、ジョブの再構築、または作業環境、方法または装置できるように、位

置の重要な機能を実行する障害を持つ従業員のまたは従業員を楽しむことができ

るの変更を含めることができます、同様に他の楽しんでいる雇用の特典と特権

は、障害のない社員に位置しています。医学的に必要、不当な苦難や直接脅威を

かけない限り、妥当な宿泊施設が実装されます。 

34.2の重要な機能は、主な仕事のタスクと基礎的な位置の必要な成果を達成するために

必要な位置の責任を意味します。言葉「重要な機能」では、限界機能位置の主要

な職務遂行に付随は含まれません。 

34.3彼ら障害に苦しむ彼らの位置の重要な機能を実行すると、合理的配慮を必要とする

と考えている従業員は、雇用者に要求を送信することでそのような調節を求める

ことができます。雇用者は、宿泊施設宿泊中に、必要に応じて別の割り当てを要

求する従業員を提供するために善意の努力を行います。 

34.4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。雇用主と従業員は仕事関連の制限、可能な宿

泊施設、従業員の設定、および各オプションの潜在的な有効性などを議論する対

話形式のプロセスに入ります。 



34.5命ずる医療ドキュメントをサポートする必要があります、従業員の雇用者の費用で 

2 番目の医師の意見を取得する必要があります。雇用者に開示された医療情報

は、機密保持されます。 

34.6の雇用者は、従業員は合理的な宿泊施設と提供される宿泊施設の対象となるかどう

か判断されます。合理的な宿泊施設のいずれか 1 以上オプションが存在する場

合、雇用者は従業員の好みを考慮して、従業員を提供するオプションを決定しま

す。合理的な宿泊施設を提供できない場合、雇用者は従業員にそのような決定の

書面による通知を提供します。 

34.7永住者の資格を持つ従業員が分離するサービスから従業員が従業員の位置すること

はできません、感覚、精神的または物理的な障害のための重要な機能を実行する

ことができるである雇用者が判断した場合合理的に収容されます。障害の判定

は、プロ障害分離または保健医療の認可書を取得した後の従業員の書面による要

求に基づいて雇用者によってなされるかもしれない。雇用者は、雇用者の好みの

ライセンス医療専門家からの雇用者の費用で独立した医療検査を取得する従業員

を要求できます。従業員の制限に関するライセンスの医療の専門家からの証拠が

要求されるかもしれません。 

34.8とき、雇用者は従業員の障害の医学的書類の支払および利点の同じまたは下位レベ

ルの空いている資金を供給された位置の配置を含む、宿泊施設の選択肢を模索す

る義務を満たしている、従業員は、条件を満たしていると、従業員に合理的に対

応することはできません、または障害者、雇用主による従業員の要求分離 5 5 カ

レンダー日の通知で従業員を分けることができます。雇用者は障害分離文字のコ

ピーを労働組合を提供します。 

34.9の雇用者上の障害により、分離前に雇用に戻りますを適用するための書面で社員に

通知されます。雇用者はこの記事の下 2 つの 2 年間の再就職を求めている個人に

援助を提供します。修了した従業員の試用期間、再雇用の分離と再就職時はまま

に支払うことがなく、サービスを中断とみなされない扱われます。 

34.10障害分離は懲戒ではないです。上の障害により分離されている社員は、苦情処理

手続の内部最後まで彼らの障害の分離を悲しむことが。従業員の要求で障害分離

は第三十条苦情処理手続対象ではないです。. 

34.11軽は、一時的に彼らの位置の重要な職務を行うことができない従業員のために考

慮されるかもしれない。 

第三十五条 

年功序列 

35.1 定義 
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A. 従業員の勤続年数は、切れ目のない分類サービスの従業員の長さとして定義

されます。15 の 15 日間の無給のまま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、従業員の勤続年数は

無給休暇が影響しません。 

1. 繰返しの期間のままに無給では; 

2 軍のまま。 

3. 補正可能な仕事関連の傷害または病気を残す; 

4. 政府サービスを残す; 

5. 解雇; の影響を低減 

6; の退役軍人を保護する中央政府法律を除いて、2 つの 2 年を超えないよ

うに障害分離と執行猶予、ポスト再就職完了の時間 

7. RCW 41.80; に従って正式な契約交渉および/または 

8 一時解雇またはセクション 36.5、一時解雇に基づき従業員の作業時間を

短縮するときに時間を過ごした。 

* レイオフの目的のためベテラン正社員の年功序列をまたは彼らの存続の配偶者 

5 5 年間クレジットの最大に追加、またはRcw 26.60.020とによって定義さ

れるように国内パートナー、登録状態を存続26.60.030 RCW 41.06.133に定

める、. 

C. 従業員解雇状態サービスから分離され、彼らの分離の日付の 2 2 年以内離職者

は、サービスで休憩があるとない考えられます。解雇された従業員は、時

間は、無給休暇として扱われます。 

35.2 関係 

2 2 以上の従業員が同じ年功序列にあれば、ネクタイは次の順序で分類されま

す。 

A. 最長連続時間内で自分の現在の仕事の分類; 

B. 最長連続時間機関;そして 

C の多くによって。 

35.3 年功序列リスト 

雇用者は準備し、毎年年功序列リストを掲載します。リストは、各従業員の名

前、職種、年功序列の合計金額に含まれます。社員は、人事室にその年功序列を
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アピールするために、時間が年功序列リストと推定される。 正しい 14 14 暦日を

が。年功序列リストのコピーは、投稿時に連合にいたします。 

第三十六条 

解雇とリコール 

36.1 A.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

決定します。解雇は、雇用開始のアクションの結果は。 

1. サービスから分離 

2. 雇用最大; 低賃金の範囲とクラスで 

3. 仕事の年に削減または 

4. 作業時間数が減少します。 

B. とき解雇ユニット内で一時解雇以外の解雇が行われると判断、雇用者は連合

を提供します。 

1 くらいの予告が、ない未満 30 30 日書面で通知 (この期間は従業員に雇

用者によって提供される通知期間と並行で実行可能性がありま

す)。 

2. 解雇; の実装の前に影響を受ける従業員に会う機会そして 

3 第三十八条労使コミュニケーション委員会、本規約の規定の下で満たす

ために招待。 

C. 連合のリクエストに応じて雇用者は交渉のユニットへの影響を説明します。

解雇の発症を遅らせるには、議論は提供しません。 

+ の雇用者は、時間給従業員の削減を含むオプションを探求します。 

E. この記事の目的のため日はカレンダーの日、最初の日を除くと適時性の最後

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。 

36.2 解雇の基礎 

A. 解雇の理由などが、次に限定されません。 

1. 資金の不足 

2 仕事の欠如または 

3. 組織変更。 

B. 解雇アクションの例仕事の不足のために含めることができます、しかしに限

定されません。 



1. プロジェクトまたは特別な雇用の終了 

2. 従業員が権利をこのような位置にいるよりも少数の位置の可用性 

3 最大; より高い給与の範囲とクラスにその再割り当てを次の位置に引き

続き従業員の資格または 

4. 従業員の引き続き、資格または低い給与の範囲の最大値を持つクラスの

再配置の後の位置で、継続していない選択。 

36.3 自発的な解雇、休職や時間の短縮 

雇用者は従業員が解雇される、無給休暇を取る、レイオフを減らすために作業時

間を短縮したりボランティアをできます。同時に未払いままに施設の従業員の数

を制限する必要がある、雇用主は人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ます。社員をレイオフするボランティアの名前

が現在の雇用者にサービスを中断するに関係なく、永住を開催彼らの仕事分類の

適切な解雇リストに配置を要求するかもしれません。 

36.4 試用従業員 

保有するスキルや現在解雇ユニット内で彼らの現在の仕事の分類の中で実行する

能力がある位置を提供最初されてなく永久的なステータスを持つ従業員を解雇に

よる操作で状態サービスから分離しません試用社員。試用社員は、正社員の前に

雇用から分離されます。 

36.5 一時解雇 

A.作業時間の一時的な減少 

雇用者は一時的に資金、歳入不足、仕事の不足、材料や機器の不足の予想

外の損失のために週あたり 20 20 時間未満への従業員の作業時間を減らす

可能性がありますまたはその他の予期しないまたは異常な理由。従業員は

時間の一時的な減少 7 7 日に関するお知らせを受け取ります通常。 

B.一時的な解雇 

雇用者が一時的に資金、歳入不足、仕事の不足、材料や機器の不足の予想

外の損失のための 90 90 日前までの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 日間一時解雇の通知が表示されます。 

C. 通知は性質と一時解雇の期間を指定します。 

D. 一時的に解雇した従業員に対して権利を有しません。 

1. 任意のままバランスを支給従業員が解雇; の持続期間のための標準作業

スケジュールと同等まで未払休暇に支払われる解雇がリクエストで

は、資金調達や収入の不足の損失が原因でない場合を除いて 



2. その他の位置にバンプします。または 

3. 解雇リストに配置します。 

36.6 解雇ユニット 

A. 解雇ユニットは、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される各機関内の管理/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 C に記載されて 

36.7 解雇ユニット内オプション 

A. 正社員解雇される年功序列に従って記事 35、年功序列とスキルと解雇ユニッ

ト内で従業員の能力で定義されています。雇用者は従業員が必要なスキル

や能力の位置および位置の比較可能性を所有しているかどうかを決定しま

す。比較は、同じ FTE 予定を持つものとして定義されます。2 千 88 

(2088) 時間を 1.0 FTE の 1 年間の就業時間の数の平均値に等しい。このセ

クションでは、対等な位置よりは従業員の FTE 予定の以上 80% (80%) と

して定義されます。雇用者は、自分のスキルや能力に関する従業員からの

最新情報を必要があります。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。解雇されている従業員は、レイオフ ユニット内 1 

1 オプション提供されます。 

1. 同等資金空いている位置、従業員が持っているスキルや能力、彼らの現

在の仕事の分類内。 

2. 同等資金充填位置が保有する、従業員が持っているスキルや能力、彼ら

の現在の永久的な仕事の分類の中で、少なくともシニア社員。 

3 A が匹敵する資金を供給された空いている位置スキルと能力を持って、

従業員と彼らの現在の仕事の分類内にある未満。 

4 A が匹敵する資金を供給された充填位置スキルと能力を持って、従業員

と彼らの現在の永久的な分類内にある未満。 

5. 匹敵する資金を供給された空いている位置、従業員が持っているスキル

や能力、従業員が永住を開催してジョブ分類内の彼らの現在の永久

的な位置として同じまたは低い給料の範囲で。 

6. 資金充填位置が保有する、従業員が持っているスキルや能力、従業員

は、恒久的な開催されたジョブ分類内の彼らの現在の永久的な位置

として同じまたは低い給料の範囲で少なくともシニア社員同等状態

です。 
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B. 解雇ユニットのオプションが決定されます、給与の降順の順序で指定されて

いる範囲と徐々 にレベルを下げる時に。 

C. 場合従業員が以前の状態を開催仕事分類が廃止または改正、シリーズは、現

在の永久的な位置として同じまたは低い給料の範囲で解雇オプションを識

別するために使用されますクラスに横断歩道。 

D. 作業年または作業時間の削減は位置の従業員削減の位置に滞在の選択肢があ

ります。 

36.8 機関全体のオプション 

セクション 36.7 で提供される解雇ユニット オプションに加えて正社員の解雇が

提供されます。 

スキルを満たしている、ポジションの位置に必要な能力を提供して、位置

と同じまたは下位の給与の範囲は、3 3 機関全体匹敵する資金を供

給された空いている位置、地区内を A. の従業員が解雇されている

現在。 

B. 場合同等の空いているポジションがない、同等資金の空いているポジ

ションよりも小さい雇用者を提供します。 

C. 場合未満の同等の空いているポジションがない、雇用者は臨時的任用

非常勤時給予定付録 D あたりにあります。賞または臨時的任用す

る非公式オプションの拒否が苦情処理手続きの対象となります。 

D.、雇用者は従業員が必要なスキルや能力で位置を所有しているかどうか

を決定します。 

36.9 複数従業員レイオフ 

複数の従業員のレイオフは、いずれか 1 以上の従業員は同じ資金を供給された空

いている位置提供があります。この場合、引受けのスキルと能力を持つ最上級の

従業員が任命されます。 

36.10 正社員に通知 

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 36.5 で定める正

社員が表示されます通知書少なくとも 30 30 日前に効果的の解雇。通知

は、配達証明郵便または個人的な配信によって提供されます。通知が含ま

れます。 

1. 解雇; のための基礎 

2. 解雇; の発効日 



3. 従業員のレイオフ ユニット オプションと任意の機関全体のオプション; 

4. 特定解雇リストを、従業員の配置する権利があります。 

5. 従業員が解雇オプションを選択する必要が場合、日付そして 

6. プロセスは、タイムラインを含む、従業員解雇に挑戦する権利がありま

す。 

B. 連合は通知のコピーが提供されます。 

C. 作業時間とセクション 36.5, 30 30 日に注意してください、従業員支払われる

給料彼ら働いているだろう日があったお知らせを提供するために雇用者が

失敗を与えられた場合の提供として一時解雇の一時的な減少を除く。 

D. 従業員 7 7 日を承諾または辞退、ライティング、それらに提供される任意のオ

プションで提供されます。この期間は、従業員に雇用者によって提供され

る解雇の 30 30 日の通知と同時に実行されます。 

36.11 給与 

解雇アクションの結果としての位置に任命された従業員でお越しの際にも給料が

次のように決定されます。 

A.現在の給与レベル 

従業員は彼らの現在の給料の範囲内で別の位置を受け入れる彼らの現在の

給料が保持されます。 

B.低い給与水準 

受け入れる低賃金の範囲と位置はそれを提供して彼らの現在の給料に相当

する金額を支払われる従業員は、新しい位置の給料の範囲内です。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補償されます。 

C.解雇リストから予定 

1. 従業員任命される解雇リストから同じ位置にいた解雇給与範囲を彼らは

ときに解雇補償された量を支払われるプラス給与を含む基板調整で

任意調査調整、彼らが解雇された時に発生しました。 

2. 従業員解雇された時に受け取っていたが解雇位置は給与に相当する金額

を支払われるよりも低い給与の範囲と位置を解雇リストから任命さ

れる提供 t の給与の範囲内にあります。彼の新しい位置。事前給料

が新卒の給与の範囲の最大の量を超えるような場合、従業員は新し

い給与範囲の最大の給料で補償されます。 



36.12 過渡期のレビュー 

A.、雇用主は、従業員が彼らが永久的な状態を保持していないまたは解雇リスト

から位置に任命されているジョブ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があります。雇用者が

個々 の従業員のための遷移レビュー期間を延長するには、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。 

B.「雇用者が従業員の移行審査期間を短縮する権限があります。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。 または従業員自ら移行レビュー

期間中にいつでも分けることができます。分離、および従業員の要求で、

従業員の名前は上に配置するまたは適切な解雇リストに返されます。よう

になるまでに資格の有効期限が切れるまたは彼らが再雇用されている従業

員がリストに残ります。レビューの移行期に分離、第三十条苦情処理手続

の影響を受けない. 

D. 従業員自らの最大を分けることができます 2 2 倍単一解雇アクションの結果と

して。 

36.13 リコール 

A.、雇用者は仕事分類ごとの解雇の一覧を維持します。解雇、正社員の仕事分類

彼らは解雇されたり、ぶつかったから解雇リストに配置自分の名前があり

ます。また、従業員は、現在の雇用者にサービスを中断するに関係なく、

同じまたは下位の給与範囲でに彼らが永久的な状態を保持している他の職

階の解雇リストに自分の名前を持っている要求可能性があります。ただ

し、従業員解雇リストに配置彼らは分類から原因のため降格された場合自

分の名前はありません。従業員の名前は、解雇の効力発生日から 2 つの 2 

年の一時解雇リストに残ります。 

B. 雇用者が必要なスキルとする位置の職務を実行する能力を持っているほとん

どの上級従業員と位置を埋める機関内で欠員が発生したとき、その分類の

解雇リストに名前がある、資料 4、雇用および予定に従って満ちていま

す。 

C.解雇リストから削除 

彼らが任命された位置と同じまたは低い給料の範囲でリストを従業員解雇

リストから任命することは、従業員の名前はその職種の解雇リストからだ

けでなく、他のすべての一時解雇から削除されます。彼らはその仕事の分

類のための位置に任命を放棄する 3 3 回後従業員が適切なジョブ分類解雇

リストから削除されます。加えて、従業員には、退職、辞職または雇用主

からの放電時にすべて解雇リストから削除の名前が付きます。 
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36.14 プロジェクト雇用 

A. 永久プロジェクト従業員は、解雇の権限を持っています。正式なオプション

は、セクション 36.7に記載されている手順を使用して決定されます。. 

B. 機密社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分類された永住を開催施設内一時解雇権限しま

す。従業員のリターンの権利は、彼らは最後のセクション 36.7 と 36.8 で

プロシージャを使用してプロジェクトの雇用を受け入れるように前に永住

を開催ジョブ分類になります。 

第三十七条 

経営権 

37.1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

加えが含まれますが、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雇用者の従業員と解雇; 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、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。 

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. 判断または操作、オフィス、職場、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場所を統合 

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 

などが優先、品質と作業の量に限定されない仕事のパフォーマンス基準を確立し

ます。 

J. を確立する、割り当て、再割り当てまたは位置を廃止、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、再割り当て、評価、保持、促進、降格、転送、一

時的または永久に従業員を解雇 
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L. を決定する優先順位し、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) を決定するトレーニングのニーズ、トレーニング、および従業員の訓練を受

けます。 

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、放電や他の懲戒措置を取る。 

37.2の雇用者は、上記の権利の行使が本契約の条項と整合される同意します。 

第三十八条 

労使コミュニケーション委員会 

38.1 目的 

雇用主と労働組合は、建設的な協力関係の目的を支持します。促進するためにこ

のような関係、労使コミュニケーション委員会が設立されます。委員の目的は、

情報との懸念を共有して建設的な感謝を表する、有意義な共同の労働管理関係を

促進するために、当事者間の通信を提供することです。 

38.2 委員会 

いずれの当事者も含めることができますに限定されないトピックの議論のためア

イテムを提案する: システムとプロセス、解決法律、立法更新プログラム、組織

変更、改善、変更、本契約の管理ワークプ レースおよびサービス配信の問題、

従業員の労働生活の質および/またはより生産的かつ効率的なサービスの提供。 

委員が満たす、話し合う、交換、およびグループ自然の双方に役立つ一般的な情

報を検討してください。 

A.組成 

委員会は、4 4 までの雇用者の代表者で構成されます。労働組合は、代表

のスタッフし、4 4 従業員代表までとおりです/UFCW 365 があります。従

業員代表者の数が大学で連合の総会員または 2 つの 2 社員代表の 5% (5%) 

を超えていない、どちらかが大きい。雇用主と組合独自の代表者の選択の

責任になります。場合は、両当事者が同意する、その他の担当者を追加で

きます。 

B.参加 

1. 連合はその委員の名前を持つ雇用者に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 7 7 暦日を提供します。 



2. 従業員が自分の仕事時間中に委員会会合に出席ではありません損失有

料。従業員非作業時間中に会議に出席が補償も、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。組合は従業員代表の旅行や日当費用をお支払いいただきます。 

C.会議 

会議は、いずれかの当事者によって呼び出されます可能性があります。委

員会は、相互に受け入れ可能な日付と時刻にスケジュールされます。議題

項目は、会議の日付の前に交換致します。後半の議題項目がいずれかの当

事者の要求に、次の会議にそれらの特定の項目を遅らせることにありま

す。各当事者は、書かれたレコードを保つかもしれない。 

38.3 権限の範囲 

この記事の下で設立された委員会は議論のみに使用して委員会には、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がありません。委員会活動

や議論を受けない第三十条苦情処理手続き. 

第三十九条 

組合活動 

39.1 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

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。 

39.2 スタッフの代表者 

A. 連合にスタッフの代表者の書かれたリストを雇用を提供し、責任がある管轄

区域。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大学方

針に基づき設備へのアクセスがあります。代表者はキャンパス敷地内に到

着前に人事部に通知され、施設の通常の操作を中断しません。スタッフ代

表が 17:00 と 8:00 の間キャンパス内にしようとすると、代表は 16:00、到

着日の前に人事が通知されます。スタッフの代表者が仕事以外の分野で交

渉の単位従業員と従業員食事期間、休憩時間中や勤務の前後にセクション 

39.4、に従ってまた満たします。 
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39.3 ショップ スチュワード 

A. 連合は店が現在のスチュワードとキャンパス管轄の書かれたリストと雇用を

提供します。組合リストが維持されます。自分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 スチュワードは、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リリース予定です。さらに、ショップ スチュワ

ード ショップ スチュワード 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、懲戒処分の手続に従い、あらかじめ懲戒

会議や 

2. 労使コミュニケーション委員会と他の委員会本契約がこのような委員会

を設置した場合。 

3.記事 50、必須科目に基づき交渉。 

ショップのスチュワードは、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。通知は、ショップ スチュワード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すべての大学のビジネスが

会合に出席する前に完了します。時間には準備と非作業時間と作業時間に

みなされないショップ スチュワードの中に会議に出席します。ショップ 

スチュワードは大学によって承認された場合を除き、具象的な活動を実行

するために、現場との間を旅行する状態の車を使えない。 

C. 雇用者が従業員と労働組合を解放する続行されません場合 shop steward 表象活

動の実行に費やした時間の量は、割り当てられた任務を達成するために彼

らの能力に影響を及ぼしている理由について書面で通知されます。 

39.4 従業員 

A. 従業員には、自分の不満を処理するためのショップ スチュワードやスタッフ

代表に会うために彼らの通常の勤務時間中の合理的な量が提供されます。

さらに、準備し、会議や次の管理によってスケジュールされた公聴会に出

席する彼らの通常の勤務時間中に従業員が解放されます。 

1. 管理予定調査インタビューや記事 28、懲戒手続に従い、あらかじめ懲

戒会議そして 
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2. 管理は、非公式な苦情解決会議、苦情処理会議、裁判外紛争解決会議、

調停セッション、記事 30、苦情処理手続に従い、仲裁の公聴会を

予定しました。 

a. 勾引証人は仲裁で 

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、従

業員が表示される支払の損失なしで出現する与えられた証言

を提供して彼らの作業時間は、職務に関連または彼らが持っ

ている問題を伴います仲裁事件に関連して、目撃しました。

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

努力をいたします。 

B. 従業員は、上司から会議や仕事時間中に公聴会に出席するために事前承認が

取得されます。すべての要求は、従業員の期待を活動時間のおおよその金

額に含まれます。監督により、従業員の即時の注意を必要とするすべての

大学のビジネスは会議や公聴会を参加する前に完了する必要があります。

従業員は給料の準備のための損失を受けないまたは会議および従業員の作

業時間の間に予定されている公聴会スケジュール管理に参加します。時間

のための準備と会議に出席または従業員の非勤務時間中に公聴会と作業時

間にみなされない。従業員は、大学によって承認された場合を除き、会議

や公聴会に出席するために、現場との間を旅行する状態の車両を使用でき

ません。 

C. 雇用者が従業員と労働組合を解放する続行されません場合従業員に費やす時

間の量会議または、Eu を代表して公聴会への出席と、割り当てられた任

務を遂行する能力に影響を及ぼしているとして、書面で通知する予定、理

由。 

39.5 状態設備、リソース、および機器の使用 

A.ミーティング スペースと設備 

雇用者の政策、雇用者の事前の書面による承認と、スペースの可用性の対

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、中断または業務機関から気をそらすしない場合描写的な

活動のための電話の使用を妨げない。 
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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、ショップのスチュワードは、本契約の管理の排他的な目的のための労

働組合または雇用者と通信する状態所有する機器を使用できます。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 

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

合組織、連合社内の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の連合反対を提唱します。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。 

+ 1 月、カレッジ/ディストリクト人間・ リソース ・ ディレクター、または 7 7 

カレンダー日の通知は、電子メールの日付、時間および労働組合主催の場

所に限定で組合から通知を配布との指名まで 1 回会議情報、件名サブセク

ション 39.5 c. 指定で制限する組合幹部はヒューマン ・ リソース ・ ディ

レクターまたは指名 3 3 営業日以内に通知を配布するに直接送信すること

によって通知を提供します。 

39.6 掲示板やニュース スタンド 

A.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。既存の掲示板のとおりですのみ、雇用雇用者の掲

示板と置き換わります連合の同じようなサイズの掲示板を提供します。掲

示板に投稿された内容は政治的に非党派、国家倫理法に準拠して職場に適



切な連合文学として識別されます。連合通信はキャンパスの他の場所に投

稿されません可能性があります。 

B.売店 

要求された場合、雇用者、連合は newsstand(s) は各大学・地区に位置する

ことができます提供される領域を識別します。組合指定された 

newsstand(s) は、雇用者のキャンパスの基準を満たす必要があります。 

39.7 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に職場に月 1 回組合指

定の従業員がいらした。 

A. 従業員が休憩時間や非番です。 

B. 配布が使用者の操作は中断されません。 

C. 分布がデスク滴または人事マネージャーによって決定されるメールボックス

経由で通常発生します。場合は、状況を許可しない配布これらのメソッド

によって、代替方法相互に合意されます。そして 

D. 従業員情報を配布する意向を事前に人事マネージャーに通知します。 

39.8 組合活動のため休み 

A. 組合特定従業員があります連合主催の会議、トレーニング セッション、交

渉、会議、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機関の運用ニーズと干渉しま

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、有給休暇または規定により記事 11休日、個人

的な休日を使用します。ただし、従業員は有給休暇の使用、使用の休暇の

損失が発生しない限り、残して代償時間前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。 

39.9 組合長として一時的な雇用 

30 30 カレンダー日の事前通知とそれ以外の場合に合意がない限り従業員組合長

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。帰国の従業員が

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位置に適用されます。 

39.10 理事会 

雇用者は、各大学・地区のチーフ ショップ スチュワードに理事会の会議資料を

利用できるように同意します。 

39.11 とおりです彼マスター契約交渉 
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A.リリース時間 

1. 雇用者交渉が行われている日に動作するようにスケジュールした 1 つ 1 

ユニオン チームのメンバーは、前文で記載されている高等教育の

各機関からの正式な交渉の最初の 7 7 日間有料リリース時間が承認

されます。残りの正式なネゴシエーション セッションとセッショ

ンとの間の旅行は、雇用者は代償時間、有給休暇、個人的な休日を

承認するか、上司の裁量を残したり、支払うことがなく、従業員に

調整をさせて自分の作業時間。 

2. リリース時間およびその他交渉リリース時間は上記カレッジ/地区の営

業ニーズで交渉中に従業員の不在に干渉しない提供ユニオン メン

バーの承認を支払った。 

3. あたり diem および旅行費用はユニオン メンバーの、とおりですの負担

が。残業や代償的な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。 

4. 組合は雇用者に上記活動、活動の前に、少なくとも 14 14 暦日に出席を

要求している従業員の名前の書かれたリストを与えます。 

B.機密性/メディア コミュニケーション 

チーフ 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。当事者のウェブサイトには、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。 

第四十条 

ユニオン セキュリティ 

40.1 組合費 

従業員は雇用者に書面による承認を提供する場合、労働組合は従業員の給料、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。 

40.2 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/手数料給与控除の承認フォームを交渉の単位の位置に

任命された従業員を供給します。雇用者は、従業員、ライティング、交渉の単位



に含まれる位置を離れるときにお知らせいたします。雇用者は従業員の予定通知

/それは従業員に提供される同時に手紙のコピーを組合のメンバーシップ コーデ

ィネーターを提出します。 

40.3 組合権保障 

雇用の条件としてこの契約書は、すべて従業員か連合のメンバーになると会費を

支払う、または、これの効力発生の日の後 30 日目以降のサブセクション 40.3 

A、B、および C で説明するように料金を支払う、メンバーとして契約または雇

用の始まり。従業員は、記載されている条件を満たすために失敗した場合、組合

は事業主に通知し、通知従業員の雇用が終了する可能性があります。 

A. 従業員組合員になることを選択したは組合の優良メンバーであるに必要な雇

用、代理店手数料は、量に相当の先頭 30 翌日遅くとも連合に支払う必要

があります。 

B. が真正な宗教的な教義や教会や宗教団体のメンバーであるうちの教えに基づ

いて連合を参加しない従業員が会員賦課金少ないの毎月の組合の保険料に

等しい連合へ支払を行います、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は、団体交渉、契約管理および問題の追求のための支

出に関連して完全なメンバーシップ料金の按分シェアに等しい表現料金を

支払うことができる手順を確立します。賃金、時間その他完全なメンバー

シップ料金ではなく、雇用の条件に影響を与えます。 

+ 組合が店規定に記載されている従業員を満たすために失敗した場合事業主に通

知され、彼らの雇用を終了することが従業員に知らせます。 

40.4の雇用者は、会員の会費、代理店手数料、非会費または表現手数料を書面でそのよ

うな控除を要求した従業員の給与から差し引くに同意します。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。 

40.5 会費キャンセル 

従業員は、会費の天引き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

ンセルが終了セクション 40.3対象従業員を引き起こす可能性があります。. 

40.6 ステータス レポート 

A. 毎月電子形式で進捗レポートを連合の会員コーディネーターは、雇用者が提

供します。雇用者は連合のレポートで提供するデータの一部または全部を

提供するサード パーティに別々 に配置することによってこの義務を放電

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%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_40.3_Union_Security


できます。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、状態レポートは次のデータを含まれま

す開始若しくは控除を停止します。 

1. 従業員の名前; 

2. 住所; 

3. 大学; 

4. ホーム部署名; 

5 仕事の分類コードと役職; 

6. 交渉単位コード; 

7. 一意な社員システムの識別番号。 

8. 作業電話番号、可能な場合 

9. 位置番号です。 

10. 給与の範囲と手順 

11. 仕事率いっぱいです。 

12 月に総体のサラリー 

13. 連合控除コードと金額。 

14. 仕事の郡コードと名前 

15. 従業員のタイプ;そして 

16. かどうか従業員に任命、から、分離されたり交渉の単位とそのような

行為の効力発生の日から昇格します。 

B. 情報このセクションの規定は、法律によると自信で連合と米国食品商業労働

者インターナショナル (UFCW) 連合によって維持されます。 

C. 連合、UFCW、従業員は雇用者と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サード パーティのデータの供給者を補償

します。 



D. とき交渉のユニット位置は少なくとも 30 の 30 日間の空席が、雇用者は位置

を埋める、空いている位置のまま、位置を再割り当てまたは交渉の単位か

ら位置を削除する意思を書面で連合をお知らせいたします。 

40.7 補償 

雇用主とそのサードパーティ サプライヤー開催無害な連合によってと会費と手

数料の控除に関連するこの記事とすべての問題に準拠して従業員従業員ステータ

ス レポートに関係する問題。 

第四十一条 

分類 

41.1 分類計画改訂 

A.、雇用者は、新しく作成された分類の説明を含む分類計画、提案された変更を

書面で連合に提供されます。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。 

41.2 位置レビュー 

雇用者と考えている位置が正しく分類されているとそれが交渉の単位の位置の再

配置プロセスを開始するときに書面で労働組合に通知されます位置レビューを開

始できます。 

個々 の従業員が自分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。 

B. 従業員は、人事室に完成したフォームが送信されます。人事室は、日付スタ

ンプ、位置確認要求フォームは、彼らのオフィスで受信したときに従業員

に通知します。人的資源のオフィスは、完成したフォームを見直し、適切

な分類に関する要求の受領後 60 60 暦日以内決断します。 

C. されている 30 30 暦日以内人的資源のオフィスにコピーと書面で OFM/状態人

材 (OFM/SHR) による意思決定の見直しを求めることができるに備えて、

従業員は雇用者の再配分の決定と合わない、位置確認の結果や再配分のお

知らせを提供します。SHR や指名の取締役は従業員に提供される書面に

よる定量を行います。 



決定書を提供されている 30 30 暦日以内 OFM/SHR ワシントン人事資源委員会 

(WPRB) への決意をアピールすること D. WAC 357 52、従業員または雇用

者の規定に従い、OFM/SHR や指名。WPRB は、最終的かつ拘束力ある決

定がレンダリングされます。 

E. 位置確認のための従業員の要求から生じる再配分の効果的な日付は、人的資

源のオフィスで要求が提出された日付です。 

41.3 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. 雇用者が所持する場合位置の競争する機会従業員を与える必要がありま

す再配置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、必要な

スキルや能力です。雇用者は、従業員は、必要なスキルや能力を所

有している限り、競合することがなく従業員を促進するためにでき

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、 36 条に定める解雇手続がない場合 本規約が適用されます。従

業員の位置に任命された、試験サービス期間を出す必要がありま

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 

1. 従業員がスキルや能力の位置のために必要なあ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. 社員にスキルや能力の位置の必要を満たさない場合記事 36本規約で指

定されている解雇の手順が適用されます。 

低給与範囲の最大値を持つクラスc.再割り当て 

1 従業員が彼らの既存の予定の状態が保持され、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がスキルや能力の位置のために必要

なされており、再割り当てされた位置に残ることを選択した場合、

分類従業員再配置前に永住を開催しました。 

2. 従業員が選択位置を退去するかスキル能力必要な場合は、位置の記事 

36に解雇プロシージャが指定解雇、リコール、本規約が適用されま

す。 

41.4 再配分の給与への影響 

その位置は再割り当てされます従業員給料決定のとおりがあります。 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ja&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2FWAC%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D357-52
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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%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Article_36_Layoff


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。 

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または新しい範囲のエントリー ステッ

プ位置より高いクラスに昇格した従業員を進めること、どちらかが高い。 

  

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 

従業員は彼らの前の基本給を保持または新しい範囲のエントリ手順では、

どちらがより高い。 

低給与範囲の最大値を持つクラスc.再割り当て 

新しい位置の給料の範囲内である限り、従業員の現在の給与に相当する金

額を支払われます。よう従業員を返上になるまで、下方に再割り当てする

前に受け取っていた給料で補償される従業員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たこれらのケースで、位置または彼らの給料

は、新しい給料の範囲内で落ちる。 

41.5適切な分類に関する決定はこの契約で規定された苦情・仲裁手続きの対象とはでき

ません。 

第四十二条 

補償 

42.1 一般サービス有料範囲の割り当て 

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 2017 年 6 月 30 日

に割り当てられた、「状態一般的なサービス給与スケジュール効果的な 

2016 年 7 月 1 日 2017 年 6 月 30 日から」の同じの給与範囲に割り当てら

れるいきます。効果的な 2017 年 7 月 1 日、各従業員は同じ範囲と 2017 年 

6 月 30 日に割り当てられた状態の一般的なサービス俸給表のステップに

割り当てられるいきます。 

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

が増 2 (%2%) 付録 E に示すように、この給与の増加は、2017 年 6 月 30 日

に有効で、一般職俸給表に基づいています。 

C. 効果的な 2018 年 7 月 1 日、すべての給与の範囲と、一般職俸給表の手順増 

2% (2%)、付録 f. に示すように、この給与の増加は、2018 年 6 月 30 日に

有効で、一般職俸給表に基づいています。 



D. 効果的な 2019 年 1 月 1 日、すべての給与の範囲と、一般職俸給表の手順が増 

2% (2%)、附属書 G に示すように、この給与の増加は、2018 年 12 月 31 

日に有効で、一般職俸給表に基づいています。 

E.時間最低賃金あたり 12 ドル 

サブセクション 42.1 B 効果的な 2017 年 7 月 1 日、すべての給与の範囲に

加えて、一般職俸給表 20 6 26 を含む 18 18 が消去され、ステップ 20 7 27 

にあたり 12 ドル ($12.00) 拡大する範囲の A時間。従業員給与の範囲 20 6 

26 で、下が新しい給料 2017 年 7 月 1 日時点に最も近い範囲 20-7 27 のス

テップに割り当てられます。付録 k. 識別されます影響を受ける仕事の分

類 

F.時間最低賃金圧縮と反転調整あたり 12 ドル 

サブセクション 42.1 B に加えて圧縮またはサブセクション 42.1 D の実装

の結果として反転によって影響を受ける効果的な 2017 年 7 月 1 日、仕事

の分類はより高い給与の範囲に増加されます。影響を受ける仕事の分類と

付録 K. 従業員の識別範囲新しい給与給料 2017 年 7 月 1 日時点に最も近い

新しい範囲内のステップに割り当てられます。 

G. 従業員サブセクション 42.1 B、C、および D に記載されている増加の効力発

生日にその範囲のために、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。 

42.2 SP 有料範囲の割り当て 

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 2017 年 6 月 30 日

に割り当てられた、状態」SP 範囲給与スケジュール効果的な 2016 年 7 月 

1 日 2017 年 6 月 30 日から」の同じの給与範囲に割り当てられるいきま

す。効果的な 2017 年 7 月 1 日、各従業員は同じ範囲と 2017 年 6 月 30 日

に割り当てられた状態 SP 範囲俸給表のステップに割り当てられるいきま

す。 

* 効果的な 2017 年 7 月 1 日、「状態 SP 範囲給与スケジュール」増 2 (%2%) 付則 

H に示すようこの給与の増加は、2017 年 6 月 30 日に有効状態 SP 範囲俸

給表に基づいています。 

C. 私を付録に示すように、効果的な 2018 年 7 月 1 日、状態 SP 範囲俸給表が 2% 

(2%) 増加しました。この給与の増加は、2018 年 6 月 30 日に有効状態 SP 

範囲俸給表に基づいています。 

D. 効果的な 2019 年 1 月 1 日、状態 SP 範囲俸給増 2% (2%)、付録 j. に示すよう

に、この給与の増加は、2018 年 12 月 31 日に有効状態 SP 範囲俸給表に基

づいています。 



E. 従業員サブセクション 42.2 B、C、および D に記載されている増加の効力発生

日にその範囲のために、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。 

42.3 支払うより高い分類の職務 

従業員を一時的に割り当てられた職務の範囲と以上 15 15 暦日より高いレベルの

分類のための責任書面で通知されます、最寄りの新しいクラスの範囲のステップ

に進めること5% (5%) グレートプレプロ モーション ステップの量よりも高い。

雇用者は、サブセクション 42.7 c. に定める高い昇給を与えることができます。 

本条に従ってより高い分類の職務時間はセクション 41.3の再割り当てのための時

間として数えられるべき対象となりません. 

42.4 新入社員と新しいクラスの給与を確立します。 

雇用者は付録 E、F、G、H、I および j. の説明に従って適切な範囲および適切な

状態の俸給表のステップに新入社員を割り当てられます 

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

効果を交渉します。 

42.5 周期的な増加 

周期的な増加は、次のとおり用意されています。 

A. 従業員給与範囲の最小ステップで雇われているが表示されます次の完了、サ

ービスの六つの 6 ヶ月の給与を基に増やす 2 2 ステップと 2 つの 2 の追加

の手順は後毎年増加する有料の範囲の先頭に達するまで。 

B. 従業員給与範囲の最小ステップ上雇われている 12 12 ヶ月サービスの完了、次

の基本給を増やす 2 つの 2 ステップが表示されます、追加の 2 つの 2 ステ

ップは後毎年増加するのトップに到達するまで有料の範囲。 

C. 従業員給与範囲未満の標準的な範囲を持つクラスのサブセクション 42.5 A と 

B に基づき、標準的な範囲を持つクラスの従業員として同じ間隔での周期

的な増加が表示されます。 

+ 定期的な増加の発効期日は月の最初の日になります。 

E. 2017 年 7 月 1 日前に社員は 2017 年 6 月 30 日現在彼らの定期的な増分の日付

を保持します。 

F. 全員 6 6 年後に彼らの永久的な給料の範囲でステップ L に割り当てられている

ステップ M へと進行します。雇用者は、採用、保持または他のビジネス
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の必要性に関連する問題に対処する従業員のステップを M を高める可能

性があります。 

42.6 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、1 つの対象となる職種、募集または保持の問題が文

書化された、圧縮または反転、高められた職務と責任、不平等のためより高い給

与の範囲に割り当てられます。付録 L は、影響を受ける仕事の分類を識別しま

す。 

42.7 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.採用、保持、他ビジネス ・ ニーズまたは地理的な調整 

ステップ増加サブセクション 42.7 A と B である場合指定募集、保持、ま

たは他のビジネスのニーズより認可する雇用者従業員の昇進がするもう一

つの地理的領域に居住地の変更を必要とする場合だけでなく、新しい勤務

地の合理的な通勤距離。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。 

42.8 給与を調整 

雇用者は、採用、保持または他のビジネスの必要性に関連する問題に対処する給

与の範囲内で従業員のステップを高める可能性があります。このような増加があ

ります給与範囲のステップ M より大きい。 

42.9 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、以前の基本給と給

与同じに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。 

42.10 転送 

転送は、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大学または

地区内の別の位置に 1 つの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。 

42.11 再割り当て 



再割り当ては、大学または同じクラスまたは同じ給与範囲の上限で別のクラスの

別の 1 つの位置から地区内の従業員の雇用者-開始移動として定義されます。再

割り当てには、従業員は現在の基本給を保持します。 

42.12 復帰 

復帰は、従業員が最も最近永住を開催クラスにトライアル サービス期間中に従

業員の自発的または非自発的動きや同じまたは下位の給与の範囲内のクラスへの

移動として定義されます。、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。 

42.13 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。

昇格時に振興セクション 42.7 で提供されている同じ方法で従業員の給与が決定

されます。 

42.14 アルバイト 

アルバイトの月額報酬になりますプロ格時間フルタイムの雇用に必要な作業時間

の比率に基づいています。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。 

42.15 コールバック 

A. 残業の対象となる従業員施設敷地内に残っているし、は予測できない緊急事

態を処理するための定期的にスケジュールされた時間外作業ステーション

を返すと呼ばれる、彼らが表示されます 3 3 時間プラス違約金支払時間は

実際に働いた。違約金支払いは正規のレートで補償されます。に従って記

事 7、作業時間、記事 8、超過勤務時間になります。 

B. 時間残業の対象となる従業員が通常のシフトが直前で働いた働いた時間が 2 

つの 2 時間を超えないし、又は少なくとも 8 つの 8 時間の通知を与えられ

ているコールバックを構成しません。 

C. コールバック ペナルティ払う職場を出発後仕事に復帰する必要な場合または

彼らの新しいスケジュールされた作業シフトの開始時間前までに義務に報

告する監督はスタンバイの支払いを受けている従業員は受けられません。 

42.16 シフト プレミアム 

A. シフト時間の大半が仕事を毎日または毎週 17:00 と 7:00 の間は shift に割り当

てられている従業員のプレミアムは、時間または 1 ヶ月あたりの 1 100 

70-4 ドル ($174) あたり 1 ドル (1$) になります。 

B. シフト プレミアムが支払われる毎日の全体またはサブセクション A. シフト 

プレミアムの下に資格毎週シフトの計算し予選午後または夜のシフトに恒

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%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Article_7_Hours
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%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Article_7_Hours
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%3Dc2d82748-d6d8-4e61-89db-bba572bc0fcd%23_Article_8_Overtime


久的に割り当てられている従業員の月額料金で支払ったことがあります

も。 

C. シフト割増金は有給休暇の承認された期間同じシフト プレミアムを受け取る

ために修飾する shift に割り当てられている従業員。 

D. 従業員が定期的に午後またはシフト プレミアム限定夜のシフトに割り当てら

れている従業員が表示されますシフト割増金 5 5 営業日がシフト プレミア

ムを満たしていないシフトを超えないように、一時的な割り当て中. 

42.17 スタンバイ 

A. 残業の対象となる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現場ない場所が

あります。 

2. 雇用者には、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. 従業員スタンバイ状態では、スタンバイ状態で費やされた時間の率 7% (7%)、

基本時給の補償されます。 

42.18 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。 

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

の状態で彼らの雇用の終了を引き起こす、状態が支払われている、差し控

えることが移動費用の償還する権利があります。従業員の金額から必要に

応じてそのような合計。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。 

42.19 給与過払い回収 



A. 雇用主がその従業員と判断した過払い賃金、雇用者に提供されます通知書社

員以下の項目が含まれます。 

1. 過払い; 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 

従業員は、いずれか (1) 過払いの支払いを次のオプションの選択する必要

があります。 

1. 自主的な賃金控除; 

2. 現金;または 

3. チェック。 

従業員の支払期間中に、過払いがなされた数に等しい期間過払いにオプシ

ョンが表示されます。従業員と雇用者は可能性があります他の返済の手配

に同意します。過払いに給与控除は支払期間での従業員の使い捨て可能な

収益のない 5% (5%) を超えます。しかし、雇用主と従業員は、5% (5%) 以

上の金額に同意できます。 

機関は数に期間を加えた期間に従業員の賃金から支払うべき過払いを控除

する従業員は、1 つ (1) 金融機関の支払通知書で指定された期間内に説明 

3 3 オプションの選択に失敗した場合、支払い期間中に、過払いがなされ

ました。 

雇用の分離で未払いの任意の過払い金額は、最終支払期間の所得から差し

引かれます。 

雇用者は過払い額に関心を追加しないことに同意します。 

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。控除しなければならないない従業員の賃金から苦

情処理プロセスの係属中に雇用主から別の人を除いて、苦情手続きの期間

のため。 

42.20 特別支払給与の範囲 

OFM/状態人事の指名は、民間企業や他の政府機関は、賃上げ慣行に基づく位置

のための特別な支払給与範囲を採用するかもしれないが。それぞれの施設の現在

の特別な支払慣行が続行されます。 

42.21 多言語/手話/点字割増金 
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レベルが通常割り当てられた分類位置が以上 1 1 言語や手話言語 (略語)、有能な

技術の定期的な使用のため善意の要件および/または点字、使用者が上記 2 つ 2 

範囲の割増金を承認するたびにその位置では、これらのスキルを指定する位置が

クラスに割り当てられている場合を除く。 

42.22 依存介護給与削減計画 

対象社員が、税引き前に依存して介護の仕事関連費の依存の医療制度に参加する

オプションは、本契約によってカバーできる現在の依存介護給与削減計画を維持

するために雇用者が同意します。基礎は、連邦税の法律や規則で認められていま

す。 

42.23 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前の健康保険料の従業員の部

分のために支払う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。 

42.24 医療経費 

雇用者の従業員がこのようなカバー共同支払い、控除額とその他の医療および歯

科費用に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します。コスト、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。 

42.25 自主分離インセンティブ-退職インセンティブ 

2017-2019 運営予算でのようなプログラムが提供される場合、雇用者は自主的な

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

に参加する裁量権を有するが。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。 

第四十三条 

医療保険制度 

43.1 A. 2017 2019 の 2 年間については、雇用者は、保険、毎月の各交渉の単位従業員対

象の投影の医療保険料の総加重平均のとして、85% (85%) と等しい量を貢

献します。公共の従業員の利点板によって決まります。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. サブセクション 43.1 B は、2019 年 6 月 30 日に切れます。 

43.2 PEBB プログラムは、雇用主スポンサー保険プレミアム支払いプログラム オープ

ン登録文書を毎年、同社のウェブサイト上に情報を提供しなければなりませ

ん。 . 

  

43.3の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。 

  

43.4 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

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) 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) 

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。 

第四十四条 

自発的な従業員受取人連合 (VEBA) 



44.1の雇用者は医療費の償還のために提供する医療費プラン本契約対象者に提供されま

す。退職時の病気休暇のうち現金のかわりに雇用者が同等で入金医療費計画対象

社員へのRCW 41.04.340認可。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される医療費の計画は、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、次の規定を含まれま

す。 

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。 

第四十五条 

ストライキ 

本契約には何も許可または、従業員からのストライクまたは公式職務を実行することを

拒否する権利を付与します。 

第四十六条 

完全な合意 

46.1本契約は合意と過去の練習を構成するまたは、当事者間の合意かどうか書面または

口頭、2005 年 7 月 1 日前に、締結された無効としない限り、本契約書に具体的

に保存します。 

46.2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。 

46.3本契約では、競合する機関ポリシーの特定の規定より優先されます。 

46.4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、不適当を放棄す

る、任意の件名に関して、本契約の期間中、団体交渉または問題で呼ばれるまた

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ja&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2FRCW%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D41.04.340
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ja&a=http%3A%2F%2Fapps.leg.wa.gov%2FWAC%2Fdefault.aspx%3Fcite%3D357


はこの契約でカバーする義務はできません。ものは、法の下で必須科目事項につ

いて労働組合の団体交渉権の放棄と解釈されます。 

第四十七条 

貯蓄 

裁判所または行政庁管轄の任意の記事、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は完全な効力と効果に残ります。このような

検索が行われた場合、当事者は無効なアーティクル、セクションやサブセクションの代

わりに交渉すること。 

第四十八条 

契約書の配布 

雇用者は本契約を適切な雇用者のウェブサイトで利用できるように、電子形式で連合に

コピーを提供します。組合は、印刷や会員の規約の配布を担当されます。雇用者はマネ

ージャーの確保を担当して監督契約へのアクセスがあります。 

第四十九条 

期間 

49.1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。 

49.2 2018 年 1 月 1 日より、遅くとも 2018 年 2 月 28 日より早く書いてない他の当事者

に通知することにより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。 

第五十条 

必須科目 

50.1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mandatorysubjects@wpea.orgで、

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。両当事者が書面で同意しない限り、使用者がそれ以上の議論や交渉なし変

更を実装連合を要求しない議論や交渉 OFM/LRS オフィスから 21 21 暦日以内、

イベントで時間を延長します。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

mailto:mandatorysubjects@wpea.org
mailto:Labor.relations@ofm.wa.gov


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。 

50.2 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。 

50.3 リリース時間 

A. の雇用者が提供従業員の不在が大学の必要な運転の妨げにならない有料リリ

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

ている時間を承認/地区。雇用者は代償時間を承認する、休暇を残した

り、従業員の不在を妨げないカレッジ/地区の運用ニーズを提供他の従業

員代表者の支払うことがなく残しています。 

残業や代償時間がかかります b. 交渉や交渉のための準備の結果として。 

C. 

連合旅行または従業員代表者の日当を支払う責任です。従業員代表限り業

務用カレッジ/ディストリクト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。 

 


