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平成２５年８月８日

衆議院議長 伊 吹 文 明 殿
参議院議長 山 崎 正 昭 殿
内閣総理大臣 安 倍 晋 三 殿

人事院総裁 原 恒 雄

人事院は、国家公務員法、一般職の職員の給与に関する法律等の規定に基
づき、一般職の職員の給与等について別紙第１のとおり報告し、あわせて、
国家公務員制度改革等について別紙第２のとおり報告する。

別紙第１

職員の給与等に関する報告

第１ 給与勧告制度の基本的考え方

１ 給与勧告制度の意義と役割

国家公務員法第２８条は、国家公務員の給与について、国会により社会
一般の情勢に適応するように随時変更することができると規定し、本院
には、その変更に関して勧告をすることを怠ってはならないとするとと
もに、国会及び内閣に対し、毎年、少なくとも１回、俸給表が適当であ
るかどうかについて報告を行う責務を課している。
国家公務員については、その地位の特殊性及び職務の公共性に鑑み、
憲法で保障された労働基本権が制約されており、本院の給与勧告は、そ
の労働基本権制約の代償措置として、国家公務員に対し、社会一般の情
勢に適応した適正な給与を確保する機能を有するものであり、従来より、
給与水準の改定のみならず、俸給制度及び諸手当制度の見直しも行って
きている。
また、国家公務員法第３条は職員の利益の保護を人事院の基本的役割
としており、本院が給与勧告を通じて国家公務員に適正な処遇を確保す

本年は、一般職の職員の給与に関する勧告が行われなかったので、
「一般職の職員の給与等に関する報告」を収録させていただきました。

学陽書房編集部

3



ることは、職務に精励している国家公務員の士気の向上、公務における
人材の確保や労使関係の安定にも資するものであり、能率的な行政運営
を維持する上での基盤となっている。
このような本院の給与勧告は、国家公務員の給与水準を民間企業従業
員の給与水準と均衡させること（民間準拠）を基本に行っており、官民
の給与水準が均衡し、給与改定の必要がない場合には、その旨を報告す
ることとなる。民間準拠を基本とする理由は、国家公務員も勤労者であ
り、勤務の対価として適正な給与を支給することが必要とされる中で、
公務においては、民間企業と異なり、市場の抑制力という給与決定上の
制約が存しないことから、その給与水準は、その時々の経済・雇用情勢
等を反映して労使交渉等によって決定される民間の給与水準に準拠して
定めることが最も合理的であると考えられることによる。

２ 近年の給与改定の状況と本年の状況

近年、国家公務員給与は、民間給与が厳しい状況にあったことを反映
して減少傾向が続いており、年間給与が減少に転じる前の平成１０年の年
間給与と平成２４年の年間給与（国家公務員の給与の改定及び臨時特例に
関する法律（給与改定・臨時特例法）に基づく給与減額支給措置による
減額前のもの）を、４０歳の国家公務員のモデル例（配偶者・子２人）で
比較してみると、本府省勤務の係長で１２．２％、地方機関（地域手当非支
給地）勤務の係長で１８．６％、それぞれ減少している。
また、平成２４年４月１日から平成２６年３月３１日までの２年間について
は、給与改定・臨時特例法により、「我が国の厳しい財政状況及び東日
本大震災に対処する必要性に鑑み」給与減額支給措置が講じられており、
一般職の職員の給与に関する法律（給与法）が適用される職員の俸給月
額については役職段階に応じ最大９．７７％、俸給の特別調整額（管理職手
当）については一律１０％、期末手当及び勤勉手当（特別給）については
一律９．７７％、それぞれ減額して支給されている。
このように、昨年に引き続き異例の状況の下にあるが、本院は、国家
公務員法に定められた責務を果たすべく、国家公務員給与と民間給与の
実態を精確に把握した上で、本年の国家公務員の給与改定について検討

を行った。

第２ 官民給与の状況と給与改定

１ 公務員給与を取り巻く諸情勢

� 民間における最近の賃金・雇用情勢等

「毎月勤労統計調査」（厚生労働省、事業所規模３０人以上）による
と、本年４月のパートタイム労働者を除く一般労働者の所定内給与は、
昨年４月と同水準となっており、所定外給与は、昨年４月に比べ０．７
％増加している。
本年４月の消費者物価指数（総務省、全国）は、昨年４月に比べ０．７
％下落している。また、本年４月の勤労者世帯の消費支出（同省「家
計調査」、全国）は、名目で昨年４月と同水準、実質で昨年４月に比
べ０．７％の増加となっている。
本院は、従来より、各年４月における全国の世帯人員別標準生計費
を算定している。
具体的には、１人世帯にあっては「全国消費実態調査」（総務省）

を、２人以上の世帯にあっては「家計調査」をそれぞれ算定の基礎と
しており、例年同様の方法により算定した本年４月の標準生計費は、
１人世帯が１２０，８００円、２人世帯が１６８，７２０円、３人世帯が１９５，２２０円、
４人世帯が２２１，６８０円となっている。
「労働力調査」（総務省）によると、完全失業率（全国）は、昨年
４月は４．５％（季節調整値）であったが、本年４月は４．１％（季節調整
値）となっている。また、本年１月～３月期の雇用者数は、正規の従
業員が３，２８１万人（雇用者全体の６３．７％）、非正規の従業員が１，８７０万
人（同３６．３％）となっている。
「一般職業紹介状況」（厚生労働省）によると、本年４月の有効求

人倍率は昨年４月から０．１ポイント上昇して０．８９倍（季節調整値）、本
年４月の新規求人倍率は昨年４月から０．１４ポイント上昇して１．４０倍
（季節調整値）となっている。
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� 職員の在職状況

「国家公務員給与等実態調査」により職員の在職状況を見ると、本
年４月の職員数は職員全体で２５５，００６人、平均年齢は４３．０歳となって
いる。これを国立大学の法人化及び国立病院・療養所の独立行政法人
化に伴い職員の人員構成が大きく変化した後の平成１６年４月と比較す
ると、職員数が３５，６０３人（１２．３％）減少する一方で、平均年齢は２．１
歳上昇している。また、本府省と地方機関の別に平均年齢を見ると、
本府省は４０．９歳（＋１．２歳）、地方機関は４３．８歳（＋２．８歳）となって
いる。特に、地方機関においては、府省によって平均年齢が４０歳台後
半になっているところもあり、職員構成の高年齢化が進んでいる状況
が認められる。この要因としては、定員削減が行われてきた中で、退
職管理の見直し等を背景とする高齢層での退職者の減少に加え、近年
の採用抑制により若年層の職員数が大きく減少していることが挙げら
れる。

� 有識者の意見

ア 公務員問題懇話会、中小企業経営者等との意見交換

本院は、国家公務員給与の改定を検討するに当たって、例年同様、
全国５５都市において有識者の参加による公務員問題懇話会や中小企
業経営者等との意見交換を行った。
この懇話会や意見交換において出された意見においては、国家公
務員の給与について、優秀な人材を確保するという観点から適正な
水準を確保すべきとの意見が見られた。給与制度については、勤務
実績の給与への反映や年功的な給与上昇の抑制の方向性を支持する
意見が多かった。地域の公務員給与の水準については、高い印象が
あるとの意見が中小企業経営者に見られた。
給与改定・臨時特例法による２年間の給与減額支給措置について
は、国難への対処のためには妥当又はやむを得ないとする意見があ
る一方で、デフレからの脱却に向けた取組が求められている中で地
域経済への影響を懸念する意見、公務員にも仕事に見合った給与を
支払うべきといった観点からの批判的な意見や人材確保への影響・

職員の士気の低下を懸念する意見があった。

イ 国家公務員の給与の在り方に関する懇話会

本院は、国家公務員の給与の在り方を中心に、基本に立ち返って
検討を行うため、本年４月に、各界の有識者から構成される「国家
公務員の給与の在り方に関する懇話会」（座長：清家篤慶應義塾
長）を設置した。同懇話会においては、国家公務員の役割・求めら
れる人材、国家公務員にふさわしい給与の在り方等について、次の
ような意見が示された。
�ア 国家公務員の役割・求められる人材について

国民にとっては、国家・社会の根幹に関わることを含む様々な
分野において、国民の生活を支え、安全・安心を守る等の役割を
国家公務員にしっかりと果たしてもらうことが重要である。
そのためには、国家公務員に優秀な人材を確保して、高い専門
性をかん養させ、その能力を十全に発揮させることを通じて、国
の公務の質を高めることが必要である。

�イ 国家公務員にふさわしい給与の在り方等について

国家公務員の給与は、国家公務員が高い使命感を持って職務に
専念することができるよう、その役割や仕事にふさわしい適正な
処遇を行うという観点から考えるべきである。
国家公務員の給与については、その能力・実績に応じてインセ
ンティブを付与する仕組みとなっているが、能力・実績を過度に
給与へ反映させることは、公務という職場には必ずしもなじまな
いことにも留意が必要である。
民間では、役職定年制により仕事を変更することなどによって

５０歳台の給与水準を下げており、公務においても、世代間の給与
配分の見直しを進めていく必要がある。
民間の地場賃金は、地域によって相当の水準差があるが、国家
公務員については、転勤も多く、全国において同種の仕事をして
いることから、地域による給与差には自ずと限界がある。
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２ 本年の国家公務員給与と民間給与の実態

� 国家公務員給与の状況

本院は、「平成２５年国家公務員給与等実態調査」を実施し、給与法
が適用される常勤職員の給与の支給状況等について全数調査を行った。
その際、本年も、給与改定・臨時特例法に基づく給与減額支給措置
が講じられていることに鑑み、当該措置による減額前の額と当該措置
による減額後の実際の支給額の双方を把握した。
民間給与との比較は行政職俸給表（一）の適用者（１３９，５４５人、平均
年齢４３．１歳）について行っているが、調査結果によれば、給与減額支
給措置による減額前の同表適用者の平均給与月額（注）は４０５，４６３円と
なっており、税務署職員、刑務官等を含めた職員全体では４１３，９８３円
となっている。
これに対し、給与減額支給措置による減額後の平均給与月額を見る
と、行政職俸給表（一）の適用者については３７６，２５７円、職員全体につ
いては３８４，８４２円となっており、減額前の額に比べて、それぞれ２９，２０６
円（７．２０％）、２９，１４１円（７．０４％）減少している。
（注） 平均給与月額とは、所定外給与である超過勤務手当等及び実費弁償的な性

格の通勤手当等以外の俸給、扶養手当、俸給の特別調整額（管理職手当）、地
域手当、住居手当等の全ての給与の平均月額をいう。

なお、人材確保に与える影響が大きい初任給についても４．７７％の減
額が行われており、減額後の国家公務員の初任給は、総合職試験採用
職員（大学院卒）が１９３，８８９円（勤務地が東京都特別区の場合は１８％の
地域手当を含め２２８，７８９円）、総合職試験採用職員（大学卒）が１７２，５５７
円（同２０３，６１８円）、一般職試験採用職員（大学卒）が１６３，９８７円（同
１９３，５０５円）、一般職試験採用職員（高校卒）が１３３，４１８円（同１５７，４３４
円）となっている。

� 民間給与の状況

ア 職種別民間給与実態調査

本院は、企業規模５０人以上、かつ、事業所規模５０人以上の全国の

民間事業所約５６，３００（母集団事業所）のうちから、層化無作為抽出
法によって抽出した約１２，５００の事業所を対象に、「平成２５年職種別
民間給与実態調査」を実施した。
この調査では、公務の行政職俸給表（一）と類似すると認められる
事務・技術関係２２職種の約４４万人及び研究員、医師等５６職種の約６
万人について、本年４月分として個々の従業員に実際に支払われた
給与月額及び当該従業員の役職段階、学歴、年齢等を実地に詳細に
調査した。同時に、各民間企業における給与改定の状況や雇用調整
の実施状況等についても調査した。また、民間事業所における昨年
冬と本年夏の特別給の状況等を把握するため、昨年８月から本年７
月までの直近１年間の支給実績について調査した。
なお、「職種別民間給与実態調査」においては、従来、官民の給
与比較の対象としている事務・技術関係職種の従業員が少数である
と考えられていた「農業、林業」、「宿泊業、飲食サービス業」等の
産業は、調査対象産業としてこなかったところであるが、民間給与
の状況をできる限り広く把握するため、有識者等の意見も踏まえて
検討した結果、本院としては、調査の信頼性を確保しつつ、それら
の産業を調査対象とすることが可能であると判断し、本年調査から
対象を全産業に拡大して実施した。これに伴い、調査の対象となっ
た事業所は、昨年に比べ約１，４００増加している。
本年の調査完了率は、民間事業所の理解を得て、８８．６％と極めて

高いものとなっており、調査結果は広く民間事業所の給与の状況を
反映したものといえる。

イ 調査の実施結果等

本年の「職種別民間給与実態調査」の主な調査結果は次のとおり
である。
�ア 本年の給与改定の状況

（初任給の状況）

新規学卒者の採用を行った事業所の割合は、大学卒で３９．８％（昨
年３９．６％）、高校卒で１５．２％（同１４．４％）であり、そのうち初任
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給を据え置いた事業所の割合は、大学卒で９０．５％（同９０．５％）、
高校卒で９０．１％（同８８．７％）となっている。
なお、新卒事務員・技術者の初任給の額を見ると、公務の地域
手当非支給地においては大学院修士課程修了が２１２，４１９円（東京
都特別区は２２３，４３２円）、大学卒が１８６，８００円（同２０２，４１８円）、高
校卒が１５３，１３７円（同１６３，０９５円）となっている。

（給与改定の状況）

別表第１に示すとおり、民間事業所においては、一般の従業員
（係員）について、ベースアップを実施した事業所の割合は１３．１
％（昨年１４．１％）、ベースダウンを実施した事業所の割合は０．５％
（同０．６％）となっている。
また、別表第２に示すとおり、一般の従業員（係員）について、
定期に行われる昇給を実施した事業所の割合は７９．８％（昨年８１．０
％）となっている。昇給額については、昨年に比べて増額となっ
ている事業所の割合は２２．２％（昨年２５．０％）、減額となっている
事業所の割合は７．８％（同８．６％）となっている。

�イ 雇用調整の実施状況

別表第３に示すとおり、民間事業所における雇用調整の実施状
況を見ると、本年１月以降に雇用調整を実施した事業所の割合は
１９．２％（昨年２２．１％）となっている。民間事業所における雇用調
整の措置内容を多い順に見ると、採用の停止・抑制、残業の規制、
部門の整理閉鎖・部門間の配転となっている。なお、賃金カット
を実施した事業所の割合は、２．７％（昨年３．１％）となっている。

３ 本年の国家公務員給与と民間給与との比較

� 月例給

本院は、「国家公務員給与等実態調査」及び「職種別民間給与実態
調査」の結果に基づき、公務においては一般の行政事務を行っている
常勤の行政職俸給表（一）適用職員、民間においては公務の行政職俸給

表（一）と類似すると認められる職種（事務・技術関係職種）の常勤の
従業員について、主な給与決定要素である役職段階、勤務地域、学歴、
年齢を同じくする者同士の４月分の給与額（公務にあっては平均給与
月額、民間にあっては所定内給与の月額から通勤手当の月額を減じた
額）を対比させ、精密に比較（ラスパイレス方式）を行ってきている。
本年４月分の給与について、給与法に定める本来の給与額に基づく
官民較差を算出したところ、別表第４に示すとおり、国家公務員給与
が民間給与を１人当たり平均７６円（０．０２％）下回っていた。
なお、本年も昨年に引き続き、給与減額支給措置が講じられている
ことを踏まえ、当該措置による減額後の給与額に基づく官民較差を算
出したところ、同表に示すとおり、国家公務員給与が民間給与を１人
当たり平均２９，２８２円（７．７８％）下回っていた。

� 特別給

本院は、民間における特別給の支給割合（月数）を算出し、これを
国家公務員の期末手当・勤勉手当の年間の平均支給月数と比較した上
で、０．０５月単位で改定を行ってきている。
本年の「職種別民間給与実態調査」の結果、昨年８月から本年７月
までの１年間において、民間事業所で支払われた特別給は、別表第５
に示すとおり、年間で所定内給与月額の３．９５月分に相当しており、給
与法の定めによる国家公務員の期末手当・勤勉手当の年間の平均支給
月数（３．９５月）と均衡している。
期末手当・勤勉手当についても、給与減額支給措置により、上記の
月数による本来の支給額に対して９．７７％減額して支給されている（月
数に換算すると３．５６月に相当する。）。

４ 本年の給与の改定

� 月例給

本年の勧告の前提となる官民比較については、昨年と同様、給与減
額支給措置による減額前の給与額に基づき行うこととした。これは、
給与減額支給措置は国家公務員法第２８条に基づく民間準拠による給与
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水準の改定とは別に東日本大震災という未曾有の国難に対処するため、
本年度末までの間、臨時特例として行われているものであることを踏
まえたものである。
給与減額支給措置による減額前の給与額に基づく官民給与の較差を
見ると、前記３�のとおり、本年４月の時点で、国家公務員の月例給
が民間給与を７６円（０．０２％）下回っている。
本院としては、本年の官民給与の較差が極めて小さく、俸給表及び
諸手当の適切な改定を行うことが困難であることから、本年は、月例
給の改定を行わないこととした。

� 特別給

前記３�のとおり、民間事業所の特別給の支給割合は、給与法の定
めによる国家公務員の期末手当・勤勉手当の年間の平均支給月数と均
衡している。
また、期末手当・勤勉手当についても給与減額支給措置の対象とな
っているが、この減額措置は、前記のとおり、民間準拠による給与水
準の改定とは別に未曾有の国難に対処するため、臨時特例として行わ
れているものである。
これらを踏まえ、本年は、特別給の改定を行わないこととした。

第３ 給与制度の総合的見直し等

１ 検討の背景と問題意識

� 給与構造改革における取組等

地域における公務員給与水準の是正、年功的な給与上昇の抑制等を
行うため平成１８年度から平成２２年度にかけて段階的に実施した給与構
造改革においては、次の施策を柱とする俸給制度、諸手当制度全般に
わたる改革を実施した。
ア 地域における公務員給与水準の是正を図るため、全国共通の俸給
表水準を平均４．８％引き下げるとともに、民間賃金の高い地域には
最大１８％までの地域手当を支給することとした。
イ 年功的な給与上昇の抑制を行うため、上記俸給表水準の引下げに

おいては、中高齢層について最大７％の引下げを行う一方で、若年
層については引下げを行わないことによって、給与カーブのフラッ
ト化を進めた。さらに、職務・職責の違いを重視した俸給表への転
換を図るよう、職務の級間の俸給水準の重なりを縮減する等の措置
を講じた。
ウ 勤務実績の給与への反映の推進等を実現するため、それまでの俸
給表の号俸を４分割することにより弾力的な昇給幅を確保した上で、
勤務実績の評価に基づく新たな昇給制度を導入する等の措置を講じ
た。

その後も、５０歳台における官民の給与差に対応するため、５５歳を超
える職員の俸給等の支給額の１．５％減額、５５歳を超える職員の原則昇
給停止、高位号俸から昇格した場合の俸給月額の増加額の縮減など世
代間の給与配分の適正化のための施策を進めてきている。
また、給与勧告の基礎となる「職種別民間給与実態調査」について
も、民間給与をより広く把握し公務員給与に反映させることが適当で
あるとの考え方の下、平成１８年以降、比較対象企業規模の１００人以上
から５０人以上への拡大、比較対象従業員の範囲のスタッフ職への拡大、
調査対象産業の拡大等を実施してきたところである。

� 給与制度の総合的見直しの必要性

ア 給与構造改革に関する勧告を行ってから本年で既に８年が経過し
ており、その間、世界的な金融危機、東日本大震災等を経験したほ
か、現在は、デフレ脱却と経済成長を目指した諸政策が展開されて
いるなど、我が国の社会経済情勢は急激な変化を続けている。
このような中、民間の産業構造には、雇用者全体の中で製造業の
占める割合が減少する等の変化が見られるほか、民間企業では、組
織のフラット化など組織形態の見直しが一層進んできている。
さらに、我が国においては、急速に少子・高齢化が進展し、本年
度以降、公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢が６０歳から６５歳へ
と段階的に引き上げられる等の状況の中で、給与を含めて高齢層の
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就労環境を整備し、その雇用を確保していくことが官民を通じた重
要な課題となっている。
イ 国家公務員給与については、給与構造改革等において�のような
施策を講じ、一定の成果を得てきたが、アで述べたような状況に応
じ、一層の取組を進めるべき課題が種々生じてきている。
本年は、民間の産業構造の変化への対応として「職種別民間給与
実態調査」の調査対象産業の拡大を行ったところであるが、引き続
き民間企業の組織形態の変化への対応が必要である。また、民間賃
金の低い地域を中心に、地域の公務員給与が高いのではないかとの
指摘が依然としてあることを踏まえると、地域間の給与配分の見直
しを進める必要がある。さらに、前述のとおり、近年、公務におい
ては、職員の平均年齢の上昇が続き、職員構成の高年齢化が顕著と
なっていること、今後は、公的年金の支給開始年齢の段階的引上げ
に伴い、雇用と年金の接続を図ることが求められていること等を踏
まえると給与カーブの見直し等が必要である。
また、前述の「国家公務員の給与の在り方に関する懇話会」にお
いては、国家公務員の給与の在り方について、その役割や仕事にふ
さわしい適正な処遇を行うという観点から検討を行うべきである等
の意見が示されている。

こうした状況を踏まえ、本院としては、国家公務員の給与に対する
国民の理解を得るとともに、公務に必要な人材を確保し、職員の士気
や組織の活力の維持・向上を図っていくために、給与減額支給措置終
了後、給与制度の見直しを実施することができるよう、所要の準備を
進めたい。今後、関係者とも十分な意見交換を行いながら、２で述べ
る諸課題を中心に、給与制度の在り方について検討を進め、早急に結
論を得ることとしたい。その際、個々の施策は、相互に関連するもの
であり、全体として整合性を確保しつつ具体化する必要があることか
ら、各職務の級の水準や給与カーブの設定等の俸給表構造の在り方、
俸給を補完する諸手当の在り方を含め、給与制度を総合的に見直して
いくこととしたい。

２ 具体的な検討課題

� 組織形態の変化への対応

現在、「職種別民間給与実態調査」においては、部長、課長等のラ
イン職に部下数等の定義を設け、職能資格等から見てその職責が定義
に該当するライン職に相当するスタッフ職についても調査の対象とし
ているところである。このような方式としているのは、職名が同じで
も各企業において職責が区々であることから、客観的な指標が必要で
あることによるものである。
一方、近年の民間企業の状況を見ると、組織のフラット化等により、
職制が簡素化され、例えば部次長や課長代理の置かれていない事業所
も見受けられる。本院は、こうした状況に対応するため、前述の定義
に該当しない従業員の給与の状況をより広く把握する方策について、
有識者等の意見を聴取しつつ検討を行った。その結果、本年の「職種
別民間給与実態調査」において、現在の定義には該当しないが、当該
事業所で用いられている役職、職能資格又は給与上の等級（格付）を
判断の基準として、基幹となる役職段階（部長、課長、係長、係員）
の間に位置付けられる従業員を把握できることが確認された。
この結果も踏まえ、基幹となる役職段階が置かれている事業所にお
いて、役職、職能資格又は給与上の等級（格付）から見て、�部長と
課長の間に位置付けられる従業員、�課長と係長の間に位置付けられ
る従業員、�係長と係員の間に位置付けられる従業員については、来
年から官民の給与比較の対象とする方向で、その具体化について検討
を進めることとする。

� 地域間の給与配分の在り方

地域間の給与配分については、前述のとおり給与構造改革における
柱の一つとして見直しに取り組み、その適正化に一定の成果を挙げた
ところである。一方、地域の公務員給与については、東京では民間賃
金が高いが、民間賃金の低い地域を中心に、依然として公務員給与が
高いのではないかとの指摘がある。
給与構造改革における地域間の給与配分の見直しにおいては、地域
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ブロック別の官民給与の較差を指標としてきたが、この地域ブロック
別の民間賃金を見ると、管区機関の所在地となっている政令市等では
民間賃金が高いため、地域ブロック別の民間賃金水準は高くなる傾向
にある。そこで、こうした大都市部を含まない民間賃金の低い地域に
おける官民給与の実情を見るため、「賃金構造基本統計調査」（厚生労
働省）による都道府県別の所定内賃金の平均額が低い方から４分の１
となる１２県を一つのグループとして官民給与の比較を行った。具体的
には、このグループについて、「国家公務員給与等実態調査」及び「職
種別民間給与実態調査」の結果を用いて官民給与の較差を求め、その
際、国家公務員の平均給与月額に同地域に引き続き勤務する国家公務
員には支給されない地域手当の異動保障の額が含まれていることの影
響を考慮した。その結果、本年におけるこのグループの官民給与の較
差と全国の較差との率の差は２ポイント台半ばとなる。
本院としては、地域における官民給与の実情を踏まえ、適正な給与
配分を確保する観点から、更なる給与配分の見直しについて検討する
こととしたい。その際、地域における公務員給与の在り方については、
円滑な転勤等の人事管理上の要請も含め、同じ国家公務員の中でどこ
まで差を設けることが適当かという観点も重要であり、この観点も踏
まえて検討を進め、早急に成案を得ることとしたい。

� 世代間の給与配分の在り方

公務においては、在職期間の長期化に加え、地方の管理職等を中心
に５０歳台後半層において上位のポストに昇任する人事慣行があること
等から、給与構造改革における俸給表水準の引下げに伴う経過措置が
平成２６年３月末に廃止された後も、５０歳台後半層の官民の給与差は、
なお相当程度残ることが想定される。
また、官民ともに雇用と年金の接続が課題となる中で、民間におい
ては、５０歳台従業員の給与も含めた見直しの必要性に関する議論も見
られるところである。
前述のとおり、給与構造改革においては、俸給表の水準を平均４．８

％引き下げる中で、中高齢層については最大７％の引下げを行ったと

ころであり、本院としては、世代間の給与配分を更に適正化する観点
から、民間賃金の動向も踏まえ、�の地域間の給与配分の見直しと併
せて、給与カーブの見直しに向けた必要な措置について早急に検討を
進めることとしたい。その際、若年層の水準を確保しつつ、５０歳台、
特に後半層の水準の在り方を中心に、俸給表構造の見直しを検討する
こととする。

� 職務や勤務実績に応じた給与

ア 人事評価の適切な実施と給与への反映

現在、人事評価は絶対評価で行われ、その結果を昇給、勤勉手当
等の給与に反映することとされている。例えば、昇給については、
上位の昇給区分（標準より昇給号俸数が増加）は、人事評価で上位
の評語を受けた者の中から決定することとしているが、上位の評語
を受けた者が多い場合に上位の昇給区分に集中することがないよう
上限枠を設けている。一方、人事評価で下位の評語が付与された者
は、必ず下位の昇給区分（標準より昇給号俸数を抑制又は昇給なし）
に決定することとされているところ、現在、下位区分に決定された
者は少数となっている。
職員の能力・実績を的確に評価し、処遇に反映していくことが、
職員の士気及び組織活力の維持・向上の観点から重要である。絶対
評価により行う人事評価を基礎として行っている現行の昇給制度に
おいては、下位の昇給区分について一定の分布率を設けることとは
していないが、職員の能力・実績を的確に把握し、下位の評語の付
与を含め実情に即した適切な人事評価を行うことが肝要である。
また、現行の昇給制度においては、例えば、特に優秀な者の昇給
の効果が標準者の２倍以上と大きく、結果としてチームで職務を遂
行する環境に必ずしもなじまない面もあるのではないかと考えられ
る。本院としては、長期で見た昇給効果や俸給表の号俸間の給与水
準の差などとの関係について検証を行いながら、昇給の効果の在り
方等について検討を行うこととしたい。
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イ 技能・労務関係職種の給与の在り方

行政職俸給表（二）については、同表の創設時において企業に直接
雇用されている民間の自動車運転手、守衛等の給与との均衡を考慮
して給与水準が設定され、その後は行政職俸給表（一）の改定に準じ
た改定を行ってきている。民間においては、近年、自動車運転手や
守衛等の職種について業務委託等を利用する企業が増加し、勤務先
となる企業に直接雇用されている者は少数となり、常勤の従業員で
あっても直接雇用されている者と業務委託等により業務に従事する
者との間には、大きな給与差が生じている。国においても、政府方
針として、民間委託等の合理化措置を積極的に講じ、これらの業務
に携わる職員の採用は、公務遂行上真に必要な場合を除き、行わな
いこととされており、業務委託等による形態が増加し、これらの職
員は減少してきているが、なお、本年４月時点において自動車運転
手１，３９２人など合計で３，２７２人が在職している。
公務においても、業務の特性上、技能・労務職員の直接雇用が必
要と認められる部署もある一方、民間と同様に業務委託等によるこ
とで支障がないと認められる部署もあると考えられるところである。
民間の動向を踏まえれば、民間と同様に業務委託等によることが可
能な部署においては行政職俸給表（二）適用職員の削減がより一層進
められる必要がある一方、行政職俸給表（二）の給与水準については、
直接雇用が必要と認められる業務を担当する職員の給与を念頭に、
民間における技能・労務職員の給与水準を考慮した見直しを検討す
る必要がある。

ウ 諸手当

職員の職務や勤務実績に応じた手当や地域に関連する手当等の諸
手当についても、公務における勤務の実態や民間における手当の状
況等を踏まえ、必要な検討を行うこととする。

３ その他（給与構造改革における昇給抑制の回復措置）

給与改定・臨時特例法に基づく平成２６年４月１日の昇給回復について

は、同日において４５歳に満たない職員を対象とし、昇給抑制を受けた回
数等を考慮して、最大１号俸上位の号俸とすることとする。

第４ 雇用と年金の接続

１ 雇用と年金の確実な接続のための取組

年金支給開始年齢の段階的な引上げに伴う雇用と年金の接続について
は、本年３月に閣議決定された「国家公務員の雇用と年金の接続につい
て」によって、現行の再任用の仕組みにより年金支給開始年齢に達する
まで希望者を再任用するものとされた。同閣議決定において定年延長で
はなく希望者を再任用することとしたことは、雇用と年金の接続を図る
ための当面の措置として、やむを得ないものと考えるが、年金支給開始
年齢が６２歳に引き上げられる平成２８年度までには、平成２６年度からの再
任用の運用状況を随時検証しつつ、本院が平成２３年に行った「定年を段
階的に６５歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の
申出」に基づく段階的な定年の引上げも含め再検討がなされる必要があ
る。
それまでの間、同閣議決定を踏まえ、雇用と年金の確実な接続を図る
ためには、以下に述べるような取組が必要である。

� 雇用と年金の接続のための再任用の円滑な実施

ア 職員に対する周知、希望聴取

再任用を円滑に行っていくためには、再任用制度について職員に
対し十分に周知するとともに、再任用に関し、希望聴取等を通じ、
勤務形態、勤務地、職務内容、それらの間の優先順位等についての
職員の希望や職員の意欲、能力、健康状態等を適切に把握すること
が重要となる。

イ 再任用職員の能力と経験をいかせる職務への配置等

再任用職員のための職域の拡大に向けた取組を進め、短時間勤務
の勤務時間数を複数設けるなど働き方の多様化のための工夫を行う
とともに、再任用希望者の意欲や能力、適性等を適切に把握し、各
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府省の業務運営の実情等も踏まえつつ、再任用職員がその能力と経
験をいかせる職務への配置に努めることが必要である。その際、こ
れまで必ずしも再任用が一般的ではなかった管理職についても、今
後は再任用希望者の増加が見込まれることから、その能力と経験の
有効な活用について検討を進める必要がある。

ウ 再任用に関する苦情への対応

再任用に関する職員からの苦情に対しては、各府省において適切
に対応するよう努めることが必要であるとともに、本院においても
事案に応じて助言、指導、あっせん等の措置を行うなど適切に役割
を果たしていくこととしたい。

� 高齢期雇用を契機とした人事管理及び行政事務の執行体制の見直し等

職員が再任用後もその能力を十分に発揮し、公務に貢献できるよう
にする上では、６０歳前も含めた人事管理全体について、職員の勤務状
況等を的確に把握し、能力・実績に基づく人事管理を徹底するととも
に、職員の専門性を高めるような計画的な人事配置を通じて、複線型
人事管理を進めるなどの見直しが必要である。
その際、節目節目で個々の職員のキャリアパスに関する意向を確認
し、人事配置や育成に活用するとともに、職員にとって自己のキャリ
アを見つめ直す機会を提供することも必要である。
また、中長期的な人事配置を見据えながら、組織体制や職務分担の
見直しなど行政事務の執行体制の再構築を引き続き行っていくことが
肝要である。
なお、専門スタッフ職の整備については、各府省におけるスタッフ
職の活用に向けた行政事務の執行体制の見直しの取組を勘案した上で、
本院としても検討していくこととしたい。
さらに、幹部職員を含めて職員が公務で培った能力と経験を公務外
で活用していくことは組織活力の維持の観点からも必要であり、この
ため、新たに導入されることになった早期退職支援の仕組みを活用す
ることが必要である。また、公益法人等への職員派遣については、派

遣すべき法人等を政府が整理していく中で、本院としても政府と連携
して検討を行っていくこととする。

２ 再任用職員の給与

再任用職員の給与については、本年３月の閣議決定において、本院に
対し、再任用職員の今後の職務や働き方の実情等を踏まえ、給与制度上
の措置について必要な検討を行うよう要請がなされている。
本年の「職種別民間給与実態調査」において、各事業所における再雇
用者の給与水準や再雇用者に対する各種手当制度の有無等を把握したと
ころ、公的年金が全く支給されない再雇用者の給与水準を公的年金が一
部支給される再雇用者の給与水準から変更しないとする事業所が多くな
っており、また、諸手当のうち、単身赴任手当については、定年前の常
勤従業員に同手当を支給する事業所において、再雇用者が転居を伴う異
動を行う場合に同手当を支給する事業所が大半となっている。
再任用職員の俸給水準や手当の見直しについては、「平成２６年職種別

民間給与実態調査」において公的年金が全く支給されない再雇用者の給
与の具体的な実態を把握した上で、平成２６年４月における再任用職員の
職務や働き方等の人事運用の実態等を踏まえつつ、必要な検討を進める
こととしたい。

第５ 適正な給与の確保の要請

人事院の給与勧告制度は、憲法で保障された労働基本権が国家公務員
には制約されているため、その代償措置として、情勢適応の原則に基づ
き国家公務員の給与水準を民間の給与水準に合わせるとともに必要な給
与制度の見直しを行うことにより、国家公務員の適正な処遇を確保しよ
うとするものである。
近年、行政需要が増大し、複雑化する中で、効率的な業務遂行と行政
サービスの一層の向上を図るため、個々の職員が高い士気を持って困難
な仕事に立ち向かうことが強く求められている。
本年も昨年に引き続き、給与改定・臨時特例法に基づく給与減額支給
措置が実施され、国家公務員が実際に受ける給与額が本来の給与額より
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も相当程度低くなっている。このような中にあっても、国家公務員は、
使命感を持って国民の安全・安心の確保を始め全国各地において職務に
精励している。各界の有識者の意見においては、このような職員の努力
を評価する一方で、公務における人材確保や職員の士気の維持の観点か
ら、民間準拠による水準を大きく下回った水準となる給与の減額につい
て、懸念が示されている。
本院としては、給与減額支給措置による減額前の月例給及び特別給の
水準について、本年は民間給与と均衡していることから給与水準改定の
ための勧告を行わないこととしたが、労働基本権制約の代償機関として
は、給与減額支給措置が終了する平成２６年４月以降の国家公務員の給与
については、本報告に基づく民間準拠による給与水準が確保される必要
があると考える。
国会及び内閣におかれては、人事院勧告制度の意義や役割に深い理解
を示され、民間準拠による適正な給与を確保されるよう要請する。

別紙第２ 国家公務員制度改革等に関する報告〔略〕
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