民間では昨年、無期転換申込

責務が問われる重大な問題であ

平等に反するもので、人事院の

ことは、憲法第 条の法の下の

るべき権利が保障されていない

が比較的低いと思われる地方勤

じさせたものの、家賃支払い額

での追及によって経過措置を講

間の職場からのとりくみと交渉

不満である。
その他、ハラスメン

を図る」にとどめたことは大変

を受けやすい職場環境の醸成等

仕事の両立について、「不妊治療

対して、国家公務員の給与に関

人事院は本日、政府と国会に

難になる。
こうした状況下で非

は、モチベーションの維持も困

闘している高齢層職員にとって

場第一線で重要な職責を担い奮

遅きに失した感は否めない

の抜本改善を強く求めてきた。

均等待遇の実現にむけて、制度

働く非常勤職員の雇用の安定や

」
が義務づけられるなかで、国で

する行政課題に的確に対応し、

の意見の申出」で、
「複雑高度化

国家公務員法等の改正について

階的に 歳に引き上げるための

回答となった。
昨年、
「定年を段

再任用職員に関しては、ゼロ

宿舎の大幅削減や使用料引き上

令であるとともに、国家公務員

転居を伴う人事異動は職務命

こととなる。

た賃金の地域間格差が拡大する

消されると同時に、手当を含め

かばかりの賃上げも効果が打ち

想定され、若年層に対するわず

ては改悪の影響が大きいことが

務職員や単身若年層職員にとっ

る。

は不十分な内容にとどまってい

ないことなど、我々の要求から

るための体制整備にはふれてい

が、障がいを持つ職員を支援す

理的配慮の提供に言及している

用について、採用のあり方や合

されていないこと、障がい者雇

の、具体的なスケジュールも示

議論を進めるとしているもの

ト対策では人事院の検討会での

を得ない。

権が保障され、来年４月からは
る。

する勧告及び公務員人事管理に

常に重要な意味を持つ勧告であ

が、新設された非常勤職員の夏

質の高い行政サービスを維持し

げなどが国策として行われてき

声明
大企業に「正規・非正規雇用労

関する報告を行った。

るにもかかわらず、このような

季休暇は、昨年の結婚休暇など

職員の能力及び経験を 歳前と

ていくためには、 歳を超える

働者間の不合理な待遇差の禁止

円（０・ ％）
、一時金は０・
結論を導き出した人事院は、も

に続いて勝ちとった要求であ

官民較差は、月例給で３８７

月と、ともに６年連続で民間が

り、これまでの運動の成果であ

基本権制約の代償たり得ず

ご都合主義の「
民間準拠」
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分変更による「見直し」ではな

おいても、給与改善勧告の早期

国公労連は、秋季年末闘争に

心して働ける定年延長の実現な

実施、住居手当改悪の中止・撤

どを求め、政府交渉をはじめと

く、住居手当は
「較差外」
として

また、遠距離・新幹線通勤な

する運動を引き続き推進してい

必要な原資を確保すべきであ

どの実情から、職場の強い要求

く。
あわせて、最賃引き上げのた

回、
実効ある長時間労働規制、
安

であった通勤手当の改善を見

たかいや、地方公務員・独立行

る。

送ったことも見逃せない問題で

営に支障を及ぼしかねない。
初

公務・公共サービスの安定的運

が困難となり、ひいては良質な

いる。
これでは、優秀な人材確保

割れとなる地域が年々増加して

全国加重平均にも届かず、最賃

すれば８９７円であり、最賃の

ある。
高卒初任給は時給に換算

若年層の引き上げでは不十分で

その額・率にも満たない初任給・

引き上げの目安が示されたが、

７月 日に地域別最低賃金の

同じ労働者、国家公務員である

常勤・非常勤の違いはあっても

おいたままである。
公務・民間、

ず、給与も事実上勧告の埒外に

を繰り返すのみでまったく応え

築についても、これまでの回答

や無期転換制度と同様の制度構

用更新にかかる公募要件の撤廃

た、重点として追及してきた任

与との権衡」を理由に退けた。
ま

は、
「民間準拠」
や
「常勤職員の給

活関連手当の待遇格差是正要求

であった無給休暇の有給化や生

る。
しかし、もう一方の強い要求

となる職員が多数生じる。
この

善となる職員もある一方、改悪

よって、わずかながら手当の改

円 引 き 上 げ る と し た。
これに

に、最高支給限度額を１０００

４０００円引き上げるととも

支給対象となる家賃額の下限を

人事院は、住居手当について

を顧みない姿勢は許されない。

再任用職員の生活と労働の実態

を手当することが当然である。

ることからすれば、相応の処遇

不可欠となって」いるとしてい

同様に本格的に活用することが

体で力を入れている不妊治療と

また、少子化対策として国全

ものとなっている。

歪みや私物化の進行に手を貸す

加計問題をはじめとした行政の

ことが必要だとするなど、
森友・

の強化や分限処分を厳正に行う

ている」
として、能力・実績主義

制度が「公務職場に定着してき

動の反映である。
一方、人事評価

の早期実施にふれたことは、運

年年齢の引き上げにむけた措置

て、
今年も定員問題に言及し、
定

では、長時間労働の是正にむけ

公務員人事管理に関する報告

かいへの結集を呼びかける。

表するとともに、引き続くたた

仲間のみなさんに心から敬意を

現をめざして奮闘された全国の

春闘から本日の勧告まで要求実

きびしい職場実態のなかで、

そう奮闘する。

けた官民共同のたたかいにいっ

上げと安定した雇用の確保にむ

るもとで、すべての労働者の賃

労働条件の確定闘争も本格化す

政法人等で働く労働者の賃金・

ある。

任給の官民格差解消に、人事院

にもかかわらず、本来保障され

日
が抜本的な対策を講じなかった

国公労連中央闘争委員会

２０１９年８月
ことはきわめて問題と言わざる
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公務を上回ったが、俸給表の改
定は、一般職試験
（高卒程度）
初
任給を２０００円、総合職試験
および一般職試験
（大卒程度）
初
任給を１５００円引き上げ、
歳代半ばまでの職員が在職する
号俸の改定にとどまった。
一時金は０・ 月引き上げて
勤勉手当に充てたが、現行の人
事評価制度は公平・公正な評価
が困難であり、職員の意識と行
政の質の変化が危惧されている
にもかかわらず能力・実績主義
強化の配分を行った。
「給与制度の総合的見直し」を
はじめとした制度改悪によって
賃金水準が切り下げられた高齢
層職員をはじめ、すべての職員
の生活悪化がすすむもとで、政
策的な賃上げを行うよう追及し
てきたが、官民較差が小さかっ
たことを理由に俸給表全体の改
定を見送った。 月から消費税
の ％への引き上げが強行され
ようとしているなか、生活悪化
にいっそう拍車がかかることが
想定される。
また、定員削減で厳
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たことを踏まえれば、原資の配

はや労働基本権制約の代償機関

14
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月例給一部・一時金引上げも生活悪化に拍車

給 与 勧 告 の 骨 子

○

本年の給与勧告のポイント
～月例給、ボーナスともに引上げ～
①

民間給与との較差（0.09％）を埋めるため、初任給及び若年層の俸給月額を
引上げ

②

ボーナスを引上げ（0.05月分）、民間の支給状況等を踏まえ勤勉手当に配分

③

住居手当の支給対象となる家賃額の下限を引上げ、その原資を用いて手当
額の上限を引上げ

Ⅰ

給与勧告制度の基本的考え方
（給与勧告の意義と役割）
・

国家公務員給与は、社会一般の情勢に適応するように国会が随時変更することができる。
その変更に関し必要な勧告・報告を行うことは、国家公務員法に定められた人事院の責務

・

勧告は、労働基本権制約の代償措置として、国家公務員に対し適正な給与を確保する機

能を有するものであり、能率的な行政運営を維持する上での基盤
・

公務には市場の抑制力という給与決定上の制約がないことから、給与水準は、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
（現行の民間給与との比較方法等）
・

公務と民間企業の給与比較は、単純な平均値ではなく、役職段階、勤務地域、学歴、年

齢等の給与決定要素を合わせて比較することが適当
・

企業規模50人以上の多くの民間企業は部長、課長、係長等の役職段階を有しており、公

務と同種・同等の者同士による給与比較が可能。さらに、現行の調査対象事業所数であれ
ば、実地による精緻な調査が可能であり、調査の精確性を維持

Ⅱ
１

民間給与との較差に基づく給与改定等
民間給与との比較
約12,500民間事業所の約55万人の個人別給与を実地調査（完了率87.9％）
<月例給>

公務と民間の４月分の給与額を比較

○民間給与との較差
〔俸給 344円
<ボーナス>

387円

0.09％〔行政職(一)…現行給与 411,123円 平均年齢43.4歳〕

はね返り分(注) 43円〕

(注)俸給の改定に伴い諸手当の額が増減する分

昨年８月から本年７月までの直近１年間の民間の支給実績（支給割合）と公務

の年間の支給月数を比較
○民 間 の 支 給 割 合

4.51月

（公務の支給月数

4.45月）

２

給与改定の内容と考え方
<月例給>
(1) 俸給表
①

行政職俸給表(一)
民間の初任給との間に差があること等を踏まえ、総合職試験及び一般職試験（大卒

程度）に係る初任給を1,500円、一般職試験（高卒者）に係る初任給を2,000円引上げ。
これを踏まえ、30歳台半ばまでの職員が在職する号俸について所要の改定（平均改定
率0.1％）
②

その他の俸給表
行政職俸給表(一)との均衡を基本に改定（専門スタッフ職俸給表及び指定職俸給表

は改定なし）
(2) 住居手当
公務員宿舎使用料の上昇を考慮し、手当の支給対象となる家賃額の下限を4,000円引上げ
（12,000円→16,000円）。これにより生ずる原資を用いて、民間の状況等を踏まえ、手当
額の上限を1,000円引上げ（27,000円→28,000円）
手当額が2,000円を超える減額となる職員については、１年間、所要の経過措置
<ボーナス>
民間の支給割合に見合うよう引上げ

4.45月分→4.50月分

民間の支給状況等を踏まえ、勤務実績に応じた給与を推進するため、引上げ分を勤勉手当
に配分
（一般の職員の場合の支給月数）
６月期

12月期

期末手当

1.30 月（支給済み）

1.30 月（改定なし）

勤勉手当

0.925月（支給済み）

0.975月（現行0.925月）

２年度

期末手当

1.30 月

1.30 月

以降

勤勉手当

0.95 月

0.95 月

令和元年度

[実施時期]
・月 例 給：平成31年４月１日（住居手当については令和２年４月１日）
・ボーナス：法律の公布日
３

給与制度における今後の課題
職員の職務・職責や専門性の重視、能力・実績の反映等の観点からの取組を引き続き推進。
民間企業における定年制の状況等を踏まえながら、給与カーブの在り方について検討

公務員人事管理に関する報告の骨子
公務に対する国民の信頼を回復し､更に高めるため､全体の奉仕者としての公務員の使命等を再認識
させるよう､倫理感･使命感の醸成や職務に対する責任の自覚を働きかけるなど一層の対応に努力｡キャ
リア形成に強い関心を持つ若手職員が増加し､育児､介護等の事情を抱えた職員の存在が顕在化する中
で､多様な有為の人材を公務に誘致し､これらの人材が活躍できる公務職場の実現に向けた取組を推進
１

人材の確保及び育成
(1) 人材の確保
採用試験の申込者数が減少してきている中、多様な有為の人材を確保するため、各府省等と連
携しつつ、受験者層に応じた施策を展開。人材確保をめぐる諸課題の幅広い検討が必要
(2) 人材の育成
管理職員のマネジメント能力向上や若手職員・女性職員のキャリア形成支援のため、引き続き、
専門的な知見を活かした研修を実施
(3) 能力・実績に基づく人事管理の推進
人材育成の観点も踏まえて人事評価が適切に活用され、能力・実績に基づく人事管理が徹底さ
れるよう各府省を支援。分限処分に関する運用の徹底など必要な取組を実施

２

勤務環境の整備
(1) 勤務時間等に関する取組
・

本年４月から、超過勤務命令の上限等を設定。制度の運用状況を把握し、必要に応じて各府
省を指導。関係機関と連携しつつ、各府省における長時間労働の是正に関する取組を支援

・

仕事と家庭の両立支援制度の周知、不妊治療を受けやすい職場環境の醸成

・

心の健康づくりの推進、過労死等防止対策の推進

(2) ハラスメント防止対策
現在開催している有識者による「公務職場におけるパワー・ハラスメント防止対策検討会」で
の議論の結果も踏まえて、新たな防止策を措置。セクシュアル・ハラスメント対策の充実・強化
(3) 非常勤職員の適切な処遇の確保
非常勤職員の給与について、引き続き、常勤職員との権衡をより確保し得るよう取組。非常勤
職員の休暇について、民間の状況等を踏まえ、夏季休暇を新設
３

障害者雇用に関する取組
障害者選考試験、 合理的配慮指針の策定、フレックスタイム制の柔軟化等をこれまでに実施。
本年秋にも同選考試験を実施するほか、各府省の適切な選考等を引き続き支援

４

定年の引上げ
昨年８月の本院の意見の申出を踏まえ、定年の65歳への段階的な引上げを実現するための措置が
早期に実施されるよう、改めて要請

