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【2018賃金確定闘争－取り組みの日程】 

 政府の2018人事院勧告の取り扱い決定時期は不透明ですが、2018賃金確定闘争における具体的な

闘争戦術については、以下の取り組みを基本として全単組において実践します。 

 

(1) 要求書の一斉提出日および回答指定日 

○ 要求書の一斉提出日 10月22日（月） 

○ 回答指定日     11月１日（木） 

 

(2) 重点交渉期間と統一交渉日の設定 

 文書回答後は、ヤマ場にむけて要求の実現と諸課題の解決をめざし、組合員参加の当局交渉を

配置します。重点交渉期間は以下のとおりとします。なお、地方本部ごとに統一交渉日を設定す

るなど、情報を全体化しながら単組の交渉促進が可能となるよう創意工夫したスケジュールを検

討します。 

○ 重点交渉期間 11月５日（月）～11月15日（木） 

 

(3) 道本部統一行動日およびヤマ場までの前段戦術 

 各単組における前進回答をめざして、次の前段戦術およびストライキ（必ず事前通告する）を

背景にしてたたかいを推進します。 

① 組合旗掲揚 

 要求書の提出日である10月22日（月）～闘争終結まで 

（山場日程が前後する場合は要求書提出日から闘争終結まで） 

② 腕章着用 

 11月５日（月）～闘争終結まで   

（山場日程が前後する場合は３日前から闘争終結まで） 

③ 超勤拒否 

 11月14日（水）～11月16日（金） 

（山場日程が前後する場合は、山場前日から闘争終結までとします） 

④ 出張・諸会議拒否 

 11月16日（金）＜ストライキ当日にかかる出張・諸会議＞ 

（山場日程が前後する場合は、その当日にかかる出張・諸会議） 

⑤ 道本部統一行動日 

 11月16日（金）１時間を上限とするストライキ戦術の配置 

※ なお、山場日程が前後する単組については、地方本部・道本部と協議のうえ別途決定しま

す。 

 

 



2018人事院報告･勧告の特徴と賃金確定闘争の展開 

 

 



－5－ 

【2018人事院報告・勧告の特徴と賃金確定闘争の展開】 

(1) 人事院は８月10日、2018給与改定に関する報告・勧告を行いました。月例給については本年の官民

較差0.16％を踏まえ俸給表平均0.2％の引き上げ、一時金は民間の支給実績が4.46月で0.06月上回っ

たことから0.05月の引き上げ勧告がされ、月例給・一時金ともに５年連続の引き上げとなりました。 

 しかし、一時金については、民間事業所における支給実態を踏まえ、５年連続で勤勉手当に配分さ

れ(来年度以降は、６月・12月期の支給月数が均等になるよう配分)、育児・介護休業等の取得者や非

常勤職員の処遇への配慮がないという課題が残ることから、成績率の決定の際には、成績標準者の成

績率を引き上げることを要求するなど引き続く対応を強める必要があります。 

(2) また、臨時・非常勤等職員の処遇改善は、2018賃金確定闘争期において、給料表の引き上げ、最低

賃金の引き上げという同様の条件下でのたたかいとなります。社会的な賃上げの流れをすべての労働

者へ波及させるため、確実な賃上げの確保と常勤職員同様に2018年４月遡及改定を求めていく必要が

あります。あわせて、2020年４月の会計年度任用職員制度の施行にむけた協議を進め、具体的な賃金・

労働条件改善を重点課題とし取り組みを進めていく必要があります。 

(3) 一方、公務における働き方改革については、民間等に時間外労働の罰則付き上限規制が適用される

ことを受けて、「公務員人事管理に関する報告」の中で、長時間労働の是正として、超過勤務命令の

上限を人事院規則において、原則１月45時間・１年360時間、他律的業務の比重の高い部署は１月100

時間・１年720時間等と設定するとしています。このため、地方公務員においても、民間・国に遅れ

ることなく、条例に時間外労働の上限時間を定めたうえで、職員の健康・安全、働きやすい職場をつ

くるため、職場実態を点検、把握しながら具体的改善にむけ取り組みを強めていく必要があります。 

(4) また、 人事院は勧告・報告と同日、国家公務員の定年を段階的に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」を行いました。申出は、①定年を段階的に65歳まで引き上げ、

②60歳超の給与を60歳前の７割水準に設定、③役職定年制の導入、④定年前の再任用短時間勤務制の

導入などが主な内容となっています。なお、引き上げ時期については、具体的な時期の明記はなく、一

定の準備期間を確保しつつ、速やかに定年の引き上げが実施されることが必要との記述にとどまってい

ます。国に遅れることなく地方においても定年の引き上げを実施するよう必要な対応を求めていきます。 

(5) 2016年４月から各地方公共団体で人事評価制度が導入されています。多くの単組が、法施行の2016

年４月からの導入となっているため、評価結果の活用については継続協議となっていますが、一部単

組では昇給・勤勉手当への結果の活用にむけた動きが見受けられます。この間、自治労が提起してい

る四原則（公平・公正性、透明性、客観性、納得性）二要件（労働組合の関与、苦情解決システムの

構築）、とりわけ納得性の確保にむけては十分な制度理解と制度の習熟性が求められることから、拙

速な評価結果の活用はさせないよう、労働組合としてしっかりと対応していく必要があります。 

 (6) 自律的労使関係制度の措置は、2014年の国家公務員法改正の過程で「職員団体と意見交換を行いつ

つ合意形成に努める」旨が盛り込まれた附帯決議が採決されました。また、労働基本権の付与につい

て、2018年６月に結社の自由委員会報告がＩＬＯ理事会で承認され、日本政府に対し11度目の勧告が

行われました。日本政府は労働側との定期的な意見交換の場を設けることなどを国際的に約束してい

ることから、引き続き、連合・公務労協・自治労本部に結集を強め、取り組みを継続していく必要が

あります。自律的労使関係制度を展望するなかで、交渉合意事項はすべて書面で残すことが極めて重

要となります。「自律的労使関係制度の措置に向けた闘争サイクルの確立と書面協定について」を参

考にしながら、全単組で準備を進めますので、しっかりと全単組で取り組みましょう。 

(7) 本「手引書」は、2018賃金確定闘争を進めるにあたっての「統一要求書」の解説と交渉上の留意点

を明らかにしたものです。本「手引書」に基づく学習会を開催するなど、対自治体当局交渉の前進に

むけて活用してください。 
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2018年度自治体労働者の賃金・労働条件に関する統一要求書 

１．2018年度の給与改定について 

⑴ 給料表の改定については、人事院勧告を最低限として改善し、４月に遡って差額分を支

給すること。また、官民・公民較差を踏まえ較差解消のために適切に対応すること。 

⑵ 期末・勤勉手当については、人事院勧告を最低限として0.05月改善し、最低でも支給月

数を年間4.45月に引き上げること。また、期末手当に一本化すること。さらに、勤勉手当

の成績率の拡大および勤務成績の反映は行わないこと。 

 

２．基本賃金・諸手当等について 

⑴ 高年齢層職員の昇給・昇格制度の見直しについては、人員構成や退職までの到達級など

の違いを踏まえ、国と同様な見直しを行わないこと。 

⑵ 給与構造改革および給与制度の総合的見直しに関わる現給保障については、昇給などに

よりすべての組合員において解消するまでの間、継続するとともに、運用改善等によって

水準を確保すること。 

⑶ 給料表・初任給等について、以下のとおり改善すること。 

① 給料表は７級制以上とし、医療職(二)、(三)表など他の給料表使用の場合もこれと同

一水準で取り扱うこと。 

② 号給は、職員の在級実態に応じ、必要分を増設すること。 

③ 初任給については、国公８号上位（高卒行（一）１級13号給、大卒１級33号給）を最

低とし、昇給期間短縮などを最大限実施すること。 

④ 中途採用者の初任給決定にあっては、経験年数換算10割を基本に最低でも８割とし、

調整率を全期間２分の２（12月４号）計算とすることとし、職員を対象にした在職者調

整を行うこと。 

⑤ 年齢別最低保障賃金制度を確立すること。最低保障水準を標準入職者の９割以上とす

ること。 

⑥ 給料の調整額は、支給対象職種の拡大、調整数の改善を行うこと。 

⑷ 格差解消、昇給・昇格基準等について、以下のとおり改善すること。 

① 賃金水準の改善にあたっては、国公行政職(一)表水準で最低でも、次の年齢別ポイン

ト級号俸以上とすること。 

  18歳1－13（158,300円）、22歳1－33（194,000円）、30歳3－14（249,600円）、 

  35歳3－40（294,300円）、40歳4－43（344,800円） 

② 級別の格付け基準など昇格・昇給基準を短縮・改善することとし、最低非役付職員の

国公行政職(一)表５級到達を実現すること（具体的には、１級在級８年、２級在級４年、

３級在級４年、４級在級２年）。また、医療職(二)、(三)表など他の給料表も同一水準以

上で取り扱うこと。 

③ 現業・非現業の昇格・昇給基準の差別を廃止し、非現業と同一取り扱いとすること。

また、行政（二）表は導入しないこと。さらに、初任給格付けおよび昇給・昇格差別を

廃止し、すべて、非現業と同一の取り扱いとすること。 

④ 給与構造改革および給与制度の総合的見直しにともなう昇給号給の抑制については、
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抑制した全号給を復元すること。 

⑤ ４号給を超える昇給は、８号給５％、６号給20％に相当する原資を確保し、実施にあ

たっては、全職員を対象に公平・平等に取り扱うこと。 

⑥ 55歳を超える６級以上の職員に対する俸給等一律1.5％の削減措置について、国は2018

年３月31日で廃止したことから、同様の見直しを行っている自治体は速やかに廃止し、

４月に遡及し復元分を支給すること。 

⑸ 諸手当等について以下のとおり改善すること。 

① 扶養手当については、職員の生活実態や支給状況、民間の支給実態を踏まえ、支給額・

支給基準を改善すること。 

② 住居手当は、支給範囲を拡大し、借家・借間についての改善を行うこと。また、自宅

所有者については、定住促進のため措置されてきた経過を踏まえ、現行どおり支給する

こと。 

③ 通勤手当は全額実費支給とし、非課税とすること。 

④ 離島など生活の不便な地域に勤務する職員に対し、特地勤務手当を支給すること。 

⑤ 時間外・休日勤務手当は、l00分の150(深夜100分の200)、休日勤務手当はl00分の200

とし、夜間勤務手当は100分の50に支給率の改善をはかること。特に月45時間以上60時間

未満の割増率の引き上げを行うこと。また、時間外勤務手当月60時間超の法定休日の取

り扱いについては、国と同様に算定時間に含めること。 

⑥ 時間外勤務手当の基礎となる１時間当たりの賃金は、労基法と同法施行規則に基づき、

基本給（本俸）に除外が認められている諸手当等（家族手当、通勤手当、別居手当、子

女教育手当、臨時に支払われた賃金、１ヵ月を超える期間ごとに支払われた賃金）に含

まれない、地域手当、住居手当、定例的に支払われる特殊勤務手当および寒冷地手当を

加えた合計額とすること。特に、寒冷地手当の算入は、他県において、労基法違反とし

て摘発されている実態があるため、速やかに法令遵守の観点から改善すること。 

⑦ 宿日直を廃止すること。当面、その回数を減らすとともに宿日直手当を大幅に増額す

ること。最低でも人事院勧告どおりの増額を行うこと。 

⑧ 夜間看護等手当については、国家公務員は４月から増額されていることから、速やか

に改善するとともに、４月に遡及して差額支給すること。 

⑨ 管理職員特別勤務手当は一部特定職員のみの優遇措置であり、制度化および運用しな

いこと。 

⑹ 早期退職募集制度については、これまでの勧奨退職制度を精査し、国の割増率を最低基

準として導入すること。 

⑺ 財政危機を理由とした独自の給与削減は行わないこと。 

 

３．定年延長および再任用制度について 

⑴ 雇用と年金の接続をより一層確実なものとするため、国に遅れることなく定年延長の早

期実現を行うこと。 

 また、定年延長に当たっては、在職中の臨時・非常勤等職員の雇用不安につながらない

ようにすること。 

⑵ 60歳前と同じ俸給表および職務の級、諸手当を適用し、60歳時点の給与水準の８割支給
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とすること。 

⑶ 退職手当は、現行の支給水準を維持し、60歳台前半の給与水準が60歳時点より下がる場

合でも、現行制度と同様に最も高いときの俸給等を基礎として算定する方法を維持するこ

と。また、60歳超で自発的に退職する場合には、少なくとも現行60歳定年時における支給

水準を確保すること。 

⑷ 加齢に伴う身体機能の低下が職務遂行に支障をきたすおそれがある職務(現場職場)につ

いては、現場の実態を十分踏まえた定年延長が必要であることから、対応策を示すととも

に十分な労使協議・合意をもとにした導入とすること。 

⑸ 65歳への定年延長実現までの暫定再任用制度については、年金支給開始年齢が段階的に

引き上がることを踏まえ、フルタイム勤務を基本として、国公行（一）４級（退職時の８

割水準）以上の給与水準とすること。また、生活関連諸手当の支給、定数管理のあり方、

業務内容の精査、再任用制度の導入が困難な業種の対応など、労働組合と十分に協議する

こと。 

 

４．人事評価制度の制度設計・運用について 

⑴ 人事評価制度の運用にあたっては、十分な労使交渉・合意を前提とすること。また、導

入後においても労使交渉を踏まえた定期的な検証・見直しを行うこと。 

⑵ 公平・公正性、透明性、客観性、納得性と、労組の参画、苦情解決制度を確保し、拙速

な賃金への反映は行わないこと。 

⑶ 労働組合が関与した苦情解決制度を整備すること。 

 

５．級別・役職段階ごとの職員数の公表について 

⑴ 職員数の公表方法については、法律で定める「職制上の段階ごと」に公表し、職名ごと

の公表は行わないこと。 

⑵ 公営企業・技能労務職員に関しては、法律上「等級別基準職務表」の条例化および「級

別・職名（職制上の段階）ごとの職員の数の公表」は義務付けられていないことから、安

易に条例化・公表を行わないこと。また、労働協約締結権の尊重を確認すること。 

 

６．労働時間･休暇制度について 

⑴ 労働時間の短縮、長時間労働の是正 

① 超過勤務命令の上限については、改正される人事院規則(原則１月45時間・１年360時

間)と同様の上限を設定すること。 

② 労働基準法第36条に基づく時間外勤務に関する労使協定（36協定）を最低でも法適用

全職場（病院・保育所・福祉施設など）で締結すること。また、36協定適用除外職場に

おいても、36協定に準じた書面協定を締結すること。締結にあたっては、上限時間（週

休日、休日出勤を含む）を１日２時間、４週間24時間、３ヵ月50時間、年間150時間とし、

最長でも改正労基法に定める限度時間(月45時間、年間360時間以内)の範囲内とすること。 

③ 労働基準法第33条３項の「公務のために臨時の必要がある場合」について、厳格な運

用をはかること。また、やむを得ず上限時間を超えて時間外勤務を命じた場合の縮減対

策を実施すると同時に職員に対する医師による面談指導などの健康確保措置を行うこと。 
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④ 改訂「過労死等防止のための対策に関する大綱」において、「労働基準法別表第１の第

11号、12号および同別表に含まれない官公署の事業に従事する地方公務員の職場に過重

労働の疑いがある場合、「人事委員会を置かない地方公共団体においては地方公共団体の

長が監督指導の徹底に努めるものとする」と明記されたことから、市町村自治体の首長

が労働基準監督機関としての役割・機能を果たすこと。 

⑤ 所定勤務時間を短縮すること。また、休憩時間については、育児・介護の責任を有す

る職員の実態等を総合的に考慮し検討するとともに、変更にあたっては、労使合意を前

提とすること。さらに、変則・交替制勤務職場においても同様に勤務時間を短縮するこ

と。 

⑥ 時間外勤務の縮減に努めるとともに、時間外手当は必要な予算を確保し完全支給する

こと。また、年間の総労働時間1800時間体制確立にむけ実効ある施策を講じること。 

⑦ 労働者の休息時間を確保する勤務間インターバルを導入すること。また、看護職員の

夜勤の上限を月64時間とすること。交替制等勤務職員の休息時間（少なくとも７時間45

分につき15分）を勤務時間内に設けること。さらに、深夜勤務時間（22時～５時）を含

む８時間以上の勤務では、少なくとも１時間の休息時間を設けること。 

⑧ 時間外労働の縮減のため、毎週１回（水曜日を基本）のノー残業デーの設定をはじめ、

定時退庁の促進を徹底すること。 

⑨ 育児・介護の責任を有する男女労働者の時間外労働（週休日、休日勤務を含む）は年

間150時間を上限とすること。また、深夜労働の制限を設けること。 

⑵ 休暇制度の改善 

① 年休の完全取得のための実効ある施策を講ずること。 

② 病院等変則交替制職場の週休２日制の確立のため、必要な人員配置や予算措置など諸

条件を整備すること。 

③ 最低年５日以上を基本とする夏季休暇を制度化すること。 

④ リフレッシュ休暇制度、有給教育休暇、ボランティア休暇および骨髄バンク提供職員

に対する特別休暇を新設するとともに既存の特別休暇・病気休暇について日数拡大をは

かること。 

⑤ 健康障害休暇等の新設を行うこと。 

⑶ 両立支援のための休暇等の新設・充実、政策の実現 

① 介護休暇を４原則（有給・選択制・現職復帰・代替の確保）で制度化すること。 

② 育児休業を５原則（有給・選択制・現職復帰・代替の確保・男女対象を制度化）で制

度化すること。 

③ 民間の育児･介護休業法の改正（2017年１月１日施行）､国家公務員の制度改正（2017

年１月１日施行）を踏まえ、以下のとおり改善すること｡ 

ア）３歳未満の子を持つ職員に対し、職員より申請があった場合は時間外勤務をさせて

はならない規定を新設すること。 

イ）子の看護休暇の期間について、２人以上の場合は10日以内の範囲内の期間とするよ

う改正すること。また、休暇の取得要件に疾病の予防をはかるために必要な子の世話

を加えること。 

ウ）配偶者の出産後８週間以内に育児休業を取得した男性職員に対して、再度、育児休
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業を取得可能とすること。育児休業等計画書を任命権者に提出し、再度の育児休業の

前に３月以上勤務する場合は、配偶者の取得状況にかかわらず、再度の取得を可能と

すること。 

エ）育児休業取得の際の専業主婦（夫）除外規定を廃止すること。また、育児短時間勤

務、育児時間、早出遅出勤務、超過勤務の制限および免除についても、同様とするこ

と。 

オ）介護のための短期の休業制度（特別休暇）を新設すること。要介護状態の対象家族

が１人であれば年５日、２人以上であれば年10日の範囲内の期間とすること。 

カ）特に男性の育児参加を促進するため、就学前までの子どもの育児にも使える育児目

的休暇を新設すること。 

④ 臨時・非常勤等職員についても、民間･国と同様に育児･介護休業の適用拡大をはかる

こと。 

⑤ 育児・介護を行う職員への早出・遅出勤務制度を整備すること。 

⑥ 育児のための短時間勤務制度について 

ア）国家公務員の制度を最低とし、条例化にあたっては事前協議・交渉・合意を前提と

すること。 

イ）代替職員は原則正規職員とすること。 

ウ）育児休業の復職時調整は100／100で換算し、号俸調整を行うこと（育児休業を取得

した職員の職務復帰後における給与は、育児休業をした全期間を引き続き勤務したも

のと見なして調整すること。あわせて、在職者調整を行うこと）。 

⑦ 介護など家族的責任を有する男女労働者の時間外労働の制限を徹底すること。 

⑧ 介護を行う職員のための短時間勤務制度を導入するとともに、後補充の仕組みを明確

にすること。 

⑨ 男性の育児休業・介護休暇の取得を促進するための啓発活動を行うこと。男女ともに

育児や介護に関する研修を受ける機会を保障すること。 

⑩ 保育（育児）時間は最低120分とするとともに､男女とも取得できる制度とし、拡充す

ること。 

⑪ 男性職員の育児参加の促進と家庭責任を果たすための支援策として、育児参加特別休

暇・配偶者出産休暇制度の新設・拡充をすること。 

⑫ 育児休業および介護休暇に関わる期間の給与上の取り扱いは、全期間勤務したものと

みなし、昇給・昇格・一時金・退職手当に関する不利益を解消すること。最低限、期末

手当については、人事院規則改正を踏まえ、早急に改善すること。 

⑬ 次世代育成支援対策推進法を踏まえ、自治体においては事業主として、両立支援策に

関わる「行動計画」の着実な実施をはかること。 

⑭ 配偶者同行休業制度について制度化し、国内異動にも適用すること。 

⑷ フレックスタイム制の導入について 

① 自治体の実態を踏まえ、時間外勤務の縮減や職員側の都合を契機とする職員の発意で

申告が行われ、申告どおりの勤務時間割振りによるフレックスタイム制となる確証が得

られるまで導入しないこと。また導入する場合は、その可否も含めて十分な交渉・協議

を行うこと。 
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② 特に時間外勤務手当の圧縮を目的とした制度導入は行わないこと。 

 

７．女性労働者の労働条件の改善について 

⑴ 『女性差別撤廃条約』の理念に基づき、地公法第13条を遵守し、自治体職員の募集から

退職まで一切の男女差別をなくすこと。特に、婚姻、妊娠、出産を理由とした退職はなく

すこと。 

⑵ 労働基準法、母子保健法等を積極的に活用し、諸権利の整備をはかること。とりわけ、

下記事項の実現をはかること。 

① 産前産後休暇を、産前８週間(多胎14週間)、産後13週間で制度化をはかること。また、

代替職員を完全に配置すること。 

② 母子保健法に基づく保健指導や健康診査を、回数ではなく１日単位の通院休暇として

制度化すること。また、妊産婦に対する母性健康管理措置の制度化をはかること。 

③ 妊娠障害休暇を最低14日とし制度化すること。 

④ 妊産婦の通勤緩和措置制度を拡充すること。 

⑤ 妊産婦に対する軽易業務への転換制度を確実なものとすること。 

⑥ 労基法66条に基づく妊産婦の請求による時間外労働・休日労働・深夜労働の禁止措置

にともなって代替要員の確保等の条件整備をはかること。 

 

８．公務職場での男女平等参画の実現について 

⑴ 「女性職員の採用・登用の拡大のための計画」を策定し、実行、改善をはかること。 

⑵ 女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画を男女平等とワーク・ライフ・バランスの

視点で、しっかりと検証し、より実効性のある計画となるよう改善するとともに、計画の

進行管理を行うこと。 

 

９．臨時・非常動・嘱託・パート職員等 

⑴ 恒常的な業務に従事する臨時・非常勤・嘱託・パート職員等については、ただちに任期

の定めのない常勤職員とすること。 

⑵ 臨時・非常勤・嘱託・パート職員等の雇用は、労使交渉に基づく協約・協定の内容を踏

まえ、当該労働者に賃金、労働時間を明示し労働契約を締結すること。 

⑶ パートタイム労働法の趣旨を地方自治体で働く臨時非常勤等職員へ適用させること。 

 当面、地方公務員法・地方自治法の一部改正の施行日（2020年４月）までの間は、総務

省が2014年７月に公務員部長通知「臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等について」

(2014年通知)を発出していることを踏まえ以下の事項について改善すること。 

① 基本賃金の大幅引上げ（最低でも正規職員の８割）と、年齢や経験年数に応じた初任

給格付け、定期的昇給制度を確立すること。なお初任給格付けは常勤職員と均等待遇を

はかる必要から月額158,300円（国公行（一）18歳 1－13）以上、日給7,920円（月額/20

日）以上、時給は1,030円（月額/20日/７時間45分）以上とすること。 

② 期末手当（６月、12月）を常勤職員並みに完全支給すること。 

③ 常勤職員の給料表改定率・一時金引上げ月数にあわせ、臨時・非常勤等職員の賃金の

引き上げと常勤職員同様の遡及を実施すること。 
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④ 寒冷地手当を常勤職員並みに完全支給すること。 

⑤ その他、業務・生活関連諸手当の支給・制度化、とりわけ最低でも通勤手当（費用弁

償含む）や時間外勤務手当（追加報酬）は雇用形態を問わず全額支払うこと。 

⑥ 労働基準法を最低基準として、年次有給休暇制度を採用１年目から確立すること（労

基法基準：６月継続勤務で10日）。付与された休暇の時効は２年間であることから、繰越

しの運用を行うこと。 

⑦ 休暇制度は国の非常勤職員の措置を最低に、常勤職員との均等待遇とすること。とり

わけ産前産後休暇、育児・介護休業等の諸休暇制度を確立すること。 

⑧ 人事院が公務員の人事管理に関する報告において、現在、公務において非常勤職員に

付与されていない結婚休暇を付与するとともに、６月以上の任期または６月以上継続勤

務している場合に限定されている忌引きについて、要件を緩和することを明らかにして

いることから、地方公務員においても適用とすること。 

⑨ 退職手当を制度化・支給すること。 

⑩ 法定基準を最低に雇用保険、健康保険、厚生年金に加入させること。とくに、健康保

険、厚生年金については、すべての地方公共団体、一部事務組合、広域連合などが特定

適用事業所であり、すべての短時間労働者に適用されることから、確実に対応すること。 

⑷ 公共サービス民間労働者の労働条件改善を進めること。 

 

10．労働安全衛生関係について 

⑴ 労働安全衛生法を遵守し、安全委員会および衛生委員会の会議を原則月１回以上定期的

に開催すること 

⑵ 2015年12月から義務化されたストレスチェックについては、結果の集団集計・分析を行

ったうえで職場環境改善を講じ、高ストレスチェック者の未然防止につなげること。また、

50人未満の事業場を含め、すべての事業場において実施すること。 

⑶ 労災補償制度の上積みをはかること。特に死亡災害については、自賠責なみとすること。 

⑷ 職員の健康管理体制の充実をはかること。特に、受診率の向上と受診後の健康管理、指

導・教育などへの方策を行うこと。 

⑸ セクシャル・ハラスメントやパワーハラスメントをなくすための指針を明確にし、法律

により義務付けられている、啓発活動や苦情処理のための具体的実施計画を定めること。 

⑹ メンタルヘルス不調の早期発見や未然防止にとどまらず、各種相談窓口の充実や職場復

帰支援プログラム、過重労働対策やハラスメント対策など、総合的なメンタルヘルス対策

を講じること。 

 

11．組織・機構・定数等について 

⑴ 欠員補充・定数拡大・直営堅持 

① 欠員不補充、定数削減等は行わず、中長期の新規採用計画を策定すること。また、組

織、機構の見直しについては、組合との交渉・協議・合意に基づく実施を前提とするこ

と。 

② 事務・事業(仕事量)の拡大に見合う、必要な人員を確保すること。特に、消防職員、

保育士、ホームヘルパー等介護職員、看護職員等の確保と大幅増員をはかること。 
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③ 任期付採用制度に関する条例化と運用については、十分な労使協議と合意を前提とす

るとともに、具体的な採用の必要性が生じた段階において条例化を行うこと。また、部

内の人材活用および育成を基本として、それにより賄うことが著しく困難な職種につい

て適用すること。 

④ 自治体の障害者雇用について、2018年４月から精神障害者を雇用義務制度の対象とし

た「改正障害者雇用促進法」が施行され、新たな法定雇用率(2.5％)となったことを踏ま

え法定雇用率の達成と自治体独自雇用率の設置をはかること。 

⑤ 業務の民間委託化、一部事務組合化等、住民サービスの低下、住民自治の否定につな

がる合理化は行わないこと。また、現行委託業務等は、直営化すること。 

⑥ 地方独立行政法人制度の導入は行わないこと。特に公権力の行使を含む窓口関連業務

は直接住民と接し、ニーズや状況を的確に把握するための重要部署であることから地方

独立行政法人化など外部化させないこと。 

⑦ 公共施設等の管理については、直営堅持を基本とすること。やむを得ず指定管理者制

度を検討する場合は、十分な労使協議と合意に基づくこと。また、現行の管理委託制度

からの切り替えについても、拙速な切り替えを行わず労使協議を行い、最低限、現在の

委託先への切り替えを行うこと。 

⑵ 分限・派遣等 

① 自動失職の特例を定める「分限条例」を制定すること。また、特例に見合う内容を協

約化していても速やかに条例化すること。 

② 公益法人等への職員の派遣については、本人の同意を前提とするとともに、賃金労働

条件が本人の不利益とならないよう対応を行うこと。また、制度に関する条例化と運用

については、労使協議と合意に基づくこと。 

 

12．自治体財政の見通しについて 

⑴ 自治体財政の悪化により、職員の賃金削減や住民サービスの悪影響が懸念されることか

ら、一般会計、公営企業会計、第３セクターなどを含む2017年度決算状況、財政指標（実

質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率）の内容について説明す

ること。 

⑵ 2018年度地方交付税算定を含む一般財源の見通しを明らかにし、2019年度予算編成にあ

たり非正規職員の賃金改善分を含めた総人件費の確保や社会保障にかかる人的サービスの

維持・向上にむけ予算を確保すること。また、労働条件の変更については、計画段階から

事前協議を行うこと。 

⑶ 一般財源の確保が着実に実行されるよう地方三団体などを通じ、政府に要求すること。 
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2011道本部組織労働局発第195号 

2011年２月10日 

 

各 地方本部、単組・総支部執行委員長 様 

 

自治労北海道本部 

執行委員長 山上 潔 

（組織部・賃金労働部） 

 

 

自律的労使関係制度の措置に向けた闘争サイクルの確立と書面協定について 

 

 

連日の諸取り組みに心から敬意を表します。 

さて、2011年の通常国会に労働基本権回復を含む国家公務員制度改革関連法案の提出が予

定されています。地方公務員の労働基本権のあり方についても、2009年６月に成立した国家

公務員制度改革基本法によるスケジュールで進めば、新制度は2013年４月から措置される予

定となっており、準備期間はあと２年あまりとなりました。 

新しい公務員制度の下では自治体の労使交渉によって賃金や手当、就業時間や休憩時間・

時間外労働など、さまざまな課題を決定し労働協約を締結することになります。 

自治労は、各自治体がばらばらで交渉を行えば、地域間や単組間での処遇に大きな格差が

生じることから、地方公務員全体の基準については中央交渉を行い、都道府県レベルの交渉

では、大枠を市長会や町村会と交渉していくことなども想定しています。 

しかし、中央交渉や都道府県レベルの交渉があっても、最終的には賃金・労働条件の細部

については単組交渉で決定する仕組みであり、今から2013年の自律的労使関係の措置に向け

て「要求―交渉―妥結」の闘争サイクルの確立と労使合意事項の書面化を基本に、労使関係

の改革と単組の交渉力強化に取り組んでいくことが重要です。 

2011道本部春闘方針において、労使確認事項の書面化を重視して取り組むこととしており、

この作業は自律的労使関係制度が措置されるにあたり、最低限必要な作業となります。単組・

総支部は、別添の「要求から妥結までの流れと書面協定」を参考に地本、道本部と連携しな

がら、単組段階の交渉力強化にむけて取り組むこととします。 
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要求から妥結までの流れと書面協定 

 

《１．要求書作成から回答》 

 

職場集会やオルグのなかで、賃金・労働条件や人員配置、

組織機構や人事などあらゆる職場の問題について議論するな

かから統一的な要求をまとめていきます。全員参加の労働組合

をめざし多くの組合員から意見を吸い上げるため「一人一要求

アンケート」などを行うことも有効です。 

 

 

同じ職場の組合員から、正反対の要求が出されることは常

にありますし、職場集会やオルグで一致した要求でも別の職場

集会では正反対の要求になることもあります。大切なことは、

そのような結果になったことの事実関係を正確に組合員に伝

えることです。また、そのことに対する執行部の考え方を率直

に説明することです。また、要求を実現するためにはどのよう

な困難があるか、それを克服するためにはどのようなたたかい

が必要かなどの説明もあわせて行います。 

執行部は要求書原案を作成し、分会などをとおして職場討議

を十分に行い組合員の意識を把握しまとめていきます。要求に

対する組合員の自信と確信が、組合の戦術への結集にもつなが

ります。 

 

 

職場討議した内容を整理し、要求書と闘争戦術の執行部案を

作成し職場におろして全組合員で確認します。 

要求と闘争体制について、職場組合員の大方の同意が得ら

れた段階で、組合規約に基づく機関会議を招集し、要求と闘争

体制、闘争戦術を一体のものとして決定します。 

 

 

要求書提出先は首長ですが、交渉の窓口となる総務課長など

に直接手渡して次の事項を通告します。 

１．要求事項の主旨を説明 

２．回答指定日 

３．文書での回答を確認 

４．団体交渉の申し入れと闘争戦術の事前通告 

 

回答を文書で受け取り内容を速やかに分析する。 

※ 期限までに回答がない場合は当局を追求する。 

職場の要求を集める 

（職場集会・オルグ・

アンケート調査など） 

要求書の原案作成と職

場討議 

（職場集会やアンケー

ト結果のまとめ） 

 

要求書・闘争体制・戦

術の決定 

（機関会議で決定） 

 

要求書提出と団体交渉

の申し入れ 

 

回答書を受け取る 
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《２．交渉から妥結・書面協定》 

 

ほとんどの場合、文書回答は不十分な内容が多いいため、す

ぐに交渉を申し入れ、交渉日・場所・交渉課題・交渉メンバー

などを確認します。交渉は、執行部全員・青年部・女性部役員

などできるだけ大衆団体交渉を追求します。 

 

 

○回答内容への反論のため法律・条例規則・既得権などの調査

をして裏付け資料を用意します。 

○要求事項の根拠を明確にするための調査や研究も行います。 

○事前に交渉メンバー全員で学習会を実施し要求の内容、交渉

の進め方、発言の役割分担などについて意思統一をはかって

おきます。 

 

○労使対等であることを念頭に交渉を進めます。 

○交渉は、相手の対応いかんで思わぬ展開をみせることもあり

ます。相手方のこれまでの言い方や法令・規則、これまでの

交渉経過、性格などの分析から想定されるやり取りを検討し

ておくと交渉が進めやすくなります。 

○組合員は、別の場所で闘争委員会や職場集会を開いて待機す

るなど、全組合員が参加しているという意識をもてるように

します。うしろに多くの組合員が控えているという重みが交

渉の場での迫力となりますし、逆に組合員が無関心で役員だ

けの交渉というのでは当局側に見透かされてしまいます。 

○交渉の途中で、当局側から新しい提案などがあり、事前に打

ち合わせていない局面になったときは、必ず休憩をとって意

思統一をします。当局側の誘いに乗って、よくわからないま

まに、その場で承諾するようなことがあってはなりません。

持ち帰ってよく検討するようにします。 

 

 

○交渉の経過は逐一組合員に知らせ、最終的な場面では、待機

している組合員や地方本部役員にもはかって、全体の意思を

確かめたうえで判断し、決着します。 

○労使で合意した内容は、書面にして双方署名押印して「書面

協定」を交わします。（別紙ひな型を参照） 

団体交渉の設定 

 

団体交渉にむけた準備 

 

団体交渉の進め方 

 

妥結・書面協定 
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《書面協定のひな型》 

 

確 認 書 

 

 ○○市町村と自治労○○市町村職員労働組合は、団体交渉の結果、下記の内容で合意に

達したことを確認するとともに、後日のため本文書を２通作成し、それぞれが保管する。 

 

記 

 

 

１．（合意内容を具体的に箇条書きする） 

２． 〃 

３． 〃 

 

 

20○○年○月○日 

 

市町村長  ○ ○ ○ ○   印 

 

自治労○○市町村職員労働組合 

執行委員長 ○ ○ ○ ○   印 

 

○○現業公営企業評議会 

議 長   ○ ○ ○ ○   印 

 

 

   

注１ 表題は、「確認書」「覚書き」「議事録（交渉記録）」など何でもよい。 

注２ 合意内容は、後日、解釈をめぐって対立が生じないよう具体的に記入する。 

注３ 年月日と当事者の表示、代表者名と押印は、書面協定として効力を持たせるための必

須記載事項。 

注４ 当局側の代表者として記名押印する者は、労働条件について決定する権限を持つ者で

あればよい。 

注５ 現業公企職員に関する事項で現業公企評議会がある場合は市町村職労委員長と現業公

企評議会議長の連名で、社協労組などと労働組合連合会を結成している場合は、労連

委員長と社協労組などの委員長と連名とする。 
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《例》 

２０○○確定期団体交渉に関する労使協定 

 

○○市町村「甲」と、自治労○○○市町村職員労働組合「乙」は○○年○月○日に開催し

た団体交渉において妥結した賃金・労働条件に関し、次のとおり労使協定を締結し、後日の

ため本文書を２通作成し、それぞれが保管する。 

 

記 

 

第○条 甲は○○年○○市町村給与改定を次の各項のとおりとする。 

 

１ 給料表の改定 ○○年４月１日適用（国公準拠）とする。 

 

２ 期末勤勉手当支給率を引き上げ（国公準拠）とする。 

 

（１）一般職 

   期末・勤勉手当にかかる年間の支給付月数を○○月分引き上げとする。 

 

３ 時間外勤務手当の支給割合を引き上げ（改正労働基準法）（国公準拠）し、施行日を○○

年４月１日とする。 

 

４ 乙の組合員が、休日勤務の代休日を取得できなかった場合、超過勤務手当の支給とする

ことについては甲乙の継続協議とする。 

 

５ 自宅に係る住居手当（6,000円/月）廃止の本提案を撤回する。 

 （１）○○年以降については○○管内の情勢を踏まえ甲乙双方十分協議を行う。 

 

第○条 甲は、○○年度における超過勤務手当の予算について、当初４％とし補正によって

６％とした経緯があるが、○○年度については当初予算から６％計上にむけた努力を

する。 

 

２０○○年○月○日 

 

甲  市町村長  ○ ○ ○ ○   印 

 

乙  自治労○○市町村職員労働組合    

執行委員長 ○ ○ ○ ○   印 

 



１．2018年度の給与改定について 
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〔要 求〕 

１－(1) 給料表の改定については、人事院勧告を最低限として改善し、４月に遡って差額分を支給す

ること。また、官民・公民較差を踏まえ較差解消のために適切に対応すること。 

(2) 期末・勤勉手当については、人事院勧告を最低限として0.05月改善し、最低でも支給月数を

年間4.45月に引き上げること。また、期末手当に一本化すること。さらに、勤勉手当の成績率

の拡大および勤務成績の反映は行わないこと。 

〔解 説〕 

（１）2018給与改定について 

① 俸給表 

ⅰ）行政職俸給表（一） 

総合職試験と一般職試験（大卒程度・高卒）採用職員の初任給を1,500円引き上げ。若年層につ

いても1,000円程度の改定。その他（再任用職員を含む）はそれぞれ400円の引き上げを基本に改定

（平均改定率0.2％）。 

ⅱ）その他の俸給表 

 指定職俸給表を除き行政職（一）との均衡を基本に改定。 

② 一時金 

 民間の支給実績（4.46月）にあわせて、4.40月から4.45月へ0.05月引き上げ。すべてを勤勉手当

に配分。 

③ 実施時期 

月例給：俸給表は2018年４月１日 

一時金：法律の公布日 

（２）給与制度の総合的見直し関係 

① 2014年勧告による給与制度の総合的見直しについて、国家公務員は2018年3月に経過措置額の廃

止、同年４月に本府省業務調整手当の未措置分の引き上げ(係長級は俸給月額の６％相当額に、係

員級４％相当額に)を行ったうえで、「原資の残余分」を用いて、総合的見直しに関わって昇給抑制

を受けた職員のうち、2018年４月１日時点で37歳に満たない職員について、同日時点で１号俸上位

に号俸の調整(昇給の回復)を行ったことで完了しました。 

② 総合的見直しとは別に、国家公務員は2010年から当面の措置として実施されている55歳を超える

職員（行政職俸給表(一)６級相当以上）に対する俸給等1.5％減額支給措置および俸給表水準の引

き下げの際の経過措置も、2018年３月31日をもって廃止されました。 

③ この結果、総合的見直しの狙いを反映した給与種目別の構成比の変動が生じましたが(住居手当

の変動を除く)、2018年４月の国公実態は総体としての比較給与水準について、イレギュラーな形

での大きな影響を与えなかったものと考えられています。 

（３）給与改定原資の考え方について 

 人事院勧告・人事委員会勧告においては、民間給与と比較を行う際に「給与原資」という考え方

を基礎にして比較を行います。今年のようにプラス較差となる場合は、国家公務員給与の給与原資

総体が拡大することを意味しますが、逆に過去あったようなマイナス較差では、給与原資総体が減

少することとなります。今年も５年連続のプラス較差となりましたので、拡大した給与原資につい

ては一般的に給与改定原資と呼びますが、具体的な手法として俸給表や諸手当の改善に配分を行い、
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較差の解消を行うことが人事院勧告の役割となります。 

 市町村ではこうした「給与原資」という考え方を持たずに給与改定を行うために、理解しづらい

考え方ですが、下記の図のとおり、俸給583円、跳ね返り分72円の総額の655円が較差となり、これ

を「給与改定原資」と一般的に呼びます。 

 

※官民較差と給与改定原資 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料「給与勧告のしくみと本年の勧告のポイント」（2018年８月人事院）より 

（４）今年の官民較差の意味について 

 こうした給与原資の考え方を踏まえると、仮に地方公務員において公民較差が官民較差と同じ程

度のプラス較差になったと仮定した場合、その自治体における給与原資がその較差分だけ拡大する

という理解にたって、給料表や諸手当などへ配分を行うことが必要となります。 

 今年の官民較差は0.16％、655円となっていますが、俸給表の改定に必要な給与改定原資は583円

となっています。昨年までは、本府省業務調整手当に一部給与改訂原資が充てられていたことから、

地方公務員は国どおりの給料表を適用しただけでは給与改定原資を全額解消することができない現

象が生じ、民間給与との均衡が崩れるということで、人勧制度の基本が守られないということとな

っていました。 

（５）解消できない原資分の調整方策について 

① 公民比較対象給与費目で調整を行う方法 

 給料額以外の比較対象給与は扶養手当、管理職手当、初任給調整手当、住居手当、単身赴任手当(基

礎額)、特地勤務手当等、寒冷地手当となりますが、これらの金額を引き上げることにより、較差を

解消することが可能となります。ただし、手当によっては特別交付税の減額となる場合があります。 
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【参照】特別交付税に関する省令（抜粋） 

(道府県に係る十二月分の算定方法) 

第２条 

 各道府県に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額から第二号の額を控除し

た額（当該額が負数となるときは、零とする。）に第三号の額を加えた額とする。 

二 期末手当及び勤勉手当の支給にあたって、一般職の職員の給与に関する法律 （昭和二十五年法律

第九十五号。以下「一般職給与法」という。）に規定する期末手当若しくは勤勉手当の支給割合を超

える支給割合を用い、又は期末手当若しくは勤勉手当の基礎額について同法に規定する方法と著しく

異なる方法による加算措置を行っている道府県について、同法 に規定する期末手当及び勤勉手当の

支給割合並びに当該道府県の期末手当及び勤勉手当の基礎額から当該加算措置に係る額を控除して

得た基礎額により計算して得た額の総額を超えて支給された期末手当及び勤勉手当（実質的にこれら

に相当する給付を含む。）の額（以下「超過支給額」という。）で前年度までの特別交付税の額の算定

の基礎に算入されなかった超過支給額を基礎として算定した額 

 (市町村に係る十二月分の算定方法) 

第３条  

 各市町村に対して毎年度十二月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額及び第六号の額の合算額

に、第三号の額から第四号の額を控除した額（当該額が負数となるときは、零とする。）と第二号の額

の合算額から第五号の額を控除した額（当該額が負数となるときは、零とする。）を加えた額とする。 

二 次に掲げる額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

の合算額 

三 前条第一項第二号の二に規定する額の算定方法に準じて算定した額 

 (道府県に係る三月分の算定方法) 

第４条 

 各道府県に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額及び第二号の額の合算額か

ら第三号の額及び第四号の額の合算額を控除した額とする。 

三 次に掲げる額の合算額 

イ 当該年度の六月分及び十二月分に係る超過支給額並びに当該年度の六月分及び十二月分の特別

交付税の額の算定の基礎に算入されなかった超過支給額の合算額を基礎として算定した額（表示単

位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この号において

同じ。） 

ロ 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤する者に対して当該年度

に支給された通勤手当の額 

ハ 退職することを理由として特別昇給した職員に対して当該年度に支給された退職手当の額のう

ち、当該特別昇給により増加した額 

ニ 当該年度における地方自治法第二百四条第二項に規定する寒冷地手当の支給総額（以下「寒冷地

手当支給総額」という。）が、国家公務員の寒冷地手当に関する法律 （昭和二十四年法律第二百号）

第二条 に定める額を当該道府県の条例に規定する寒冷地手当の額とみなして計算した寒冷地手当

の支給総額（以下「みなし寒冷地手当支給総額」という。）を上回る道府県について、寒冷地手当

支給総額からみなし寒冷地手当支給総額を控除して得た額 
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ホ 当該年度における地方自治法第二百四条第二項に規定する地域手当の支給総額（以下「地域手当

支給総額」という。）が、一般職給与法第十一条の三第二項に定める割合（当該割合が人事院規則

九―四九（地域手当）別表第一に定められていない地域にあっては、「地域手当支給基準を満たす

地域の一覧について」（平成二十六年九月二日付け総務省給与能率推進室第十号通知）における地

域手当の指定基準により算定した割合）を当該道府県の条例に規定する地域手当支給割合とみなし

て計算した地域手当の支給総額（以下「みなし地域手当支給総額」という。）を上回る道府県（地

域手当支給総額がみなし地域手当支給総額以下となる道府県に準ずるものとして総務大臣が認め

る道府県を除く。）について、地域手当支給総額からみなし地域手当支給総額を控除して得た額 

ヘ 各道府県の区域内の市町村について第五条第一項第三号イの表第五十八号の規定により算定し

た額(農地転用の許可等に係るものに限る。) 

(市町村に係る三月分の算定方法) 

第５条 

 各市町村に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額に第三号の額から第四号の

額を控除した額（当該額が負数となるときは、零とする。）と第二号の額の合算額から第五号の額を控

除した額（当該額が負数となるときは、零とする。）を加えた額とする。 

四 次に掲げる額の合算額 

イ 前条第一項第三号の額の算定方法に準じて算定した額 

 附則 

 (道府県に係る三月分の算定方法の特例) 

第６条 

  平成二十八年度に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によって算定した額に、次の各号に

よって算定した額(第三号、第四号、第八号、第十五号及び第二十一号に掲げる額については、これら

の規定によって算定した額に、財政力指数が〇.八以上の道府県にあっては〇.二を、〇.五以上〇.八未

満の道府県にあっては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得

た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇.五未満の道府県にあっては、一.〇をそれぞれ乗

じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す

る。)の合算額を加えた額とする。 

５ 平成二十八年度に限り、第四条第一項の規定の適用については、同項第三号イの額は、同号の規定に

かかわらず、次に掲げる事由により当該年度において過大に支給される給与の額として総務大臣が調査

した額とする。 

一 一般職給与法に規定する期末手当及び勤勉手当(以下「期末勤勉手当」という。)の支給割合並びに当

該道府県の人事委員会の勧告に係る期末勤勉手当の支給割合を超える支給割合を用いること。 

二 期末勤勉手当の基礎額について一般職給与法に規定する方法と著しく異なる方法による加算措置を

行っていること。 

６ 平成二十八年度に限り、第四条第一項第三号ホの規定の適用については、同号ホ中「一般職給与法第

十一条の三第二項に定める割合」(当該割合が人事院規則九－四十九(地域手当)別表第一に定められて

いない地域にあっては、「地域手当支給基準を満たす地域の一覧について」(平成二十六年九月二日付け

総務省給与能率推進室第十号通知)における地域手当の指定基準により算定した割合)」とあるのは、「一

般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する(平成二十六年法律第百五号)附則第十条の規定に

より読み替えて運用する一般職給与法第十一条の三第二項各号の人事院規則で定める割合(当該割合が
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人事院規則九－四十九(地域手当)附則別表に定められていない地域にあっては、「平成二十七年人事院

勧告を踏まえた平成二十七年四月一日現在における地域手当支給割合について」(平成二十七年十月二

十八日付け総務省給与能率推進室第十一号通知)別紙における平成二十八年度の支給割合)」とする。 

７ 平成二十八年度に限り、第四条第一項第三号の額は、同号の規定によって算定した額に、当該年度に

おける地方自治法第二百四条第二項に規定する退職手当の支給総額(以下「退職手当支給総額」という。)

が、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法

律(平成二十四年法律第九十六号)附則第二条の規定により平成二十五年十月一日から平成二十六年六

月三十日までの間に退職手当調整率(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)附則第二

十一項から第二十三項まで及び国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三

十号)附則第五項から第七項までの規定に定める率をいう。以下同じ。)として適用される率を当該道府

県の条例に規定する退職手当調整率とみなして計算した退職手当の支給総額(以下「みなし退職手当支

給総額」という。)を上回る道府県(退職手当支給総額がみなし退職手当支給総額以下となる道府県に準

ずるものとして総務大臣が認める道府県を除く。)については、退職手当支給総額からみなし退職手当

支給総額を控除して得た額を加えた額とする。 

 (市町村に係る三月分の算定方法の特例) 

第７条 

  平成二十八年度に限り、第五条第一項第一号イの額は、同号イの規定によって算定した額に、次の各

号によって算定した額の合算額を加えた額とする。 

９ 平成二十八年度に限り、第五条第一項第四号イの規定の適用については、当該規定による算定額は、

第四条第一項第三号ロからホまで及び前条第七項から第九項までの規定に準じて算定した額とする。 

10 平成二十八年度に限り、人事院規則九－四十九(地域手当)別表第二第二号に掲げる官署の存する

市町村のうち、当該年度における地域手当支給総額が、当該官署について人事院が定める地域手当

の割合を当該市町村の条例に規定する地域手当支給割合とみなして計算した地域手当の支給総額

(以下この項において「特例地域手当支給総額」という。)を上回る市町村(地域手当支給総額が特

例地域手当支給総額以下となる市町村に準ずるものとして総務大臣が認める市町村を除く。)にあ

っては、第五条第一項第四号イ及び前項において準ずるものとされる第四条第一項第三号ホ並びに

前条第八項の規定による算定額は、これらの規定にかかわらず、地域手当支給総額から特例地域手

当支給総額を控除して得た額(以下この項において「特例地域手当超過支給額」という。)に、第四

条第一項第三号ホ及び附則第六条第八項に準じて算定した額から特例地域手当超過支給額を控除

した額(当該額が負数となるときは、霊とする。)に〇.二を乗じて得た額を加えた額とする。 
 
② 解消できない較差分に対応する調整率を算出して給料表にかけて調整する方法 

 国家公務員と地方公務員では給料表の各級・各号俸に在籍する職員の数が異なりますので、同じ

給料表を適用したとしても、給与原資総体で考えると改定率が国と各都道府県では一致はしません。 

 給料表の改定を国と同様に行ったうえで、改定に必要な原資を総体の給与原資拡大分から差し引

いた残り原資について、全職員で割って、あらためて調整率を算出して、給料表にかけて調整する

という手法です。 

 〔具体的な計算式〕 

①（655円×職員数）－（人勧同様の改定を行ったことで活用した原資（②）） 

③（①／職員数）／（410,940円（国公官民比較ベース）+（②/職員数）） 
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③ マイナス較差が生じた時の年間給与の制度調整方式の逆の考え方で調整する方法 

 人事院勧告における過去のマイナス改定の際には、2003年勧告以降は「官民較差相当分を解消す

る制度調整方式」が取られてきています。これは、比較が毎年４月１日時点での給与額で比較する

ため、マイナス較差となった分を職員一人ひとりに対して厳格に遡って調整するということではな

く、４月の官民比較対象給与総額をもって制度的に調整を行いました。特に給与構造改革後は、改

定がある級号給に在籍している職員や現給保障対象職員のみでマイナス改定分の給与原資を分配す

るようなやり方に変わりました。 

 この手法は地方自治法の改正をともなわずに行われていますが、今年のようなプラス改定の時に

も、個々の職員に対して厳格な改定調整ではなく、職員の４月の官民比較対象給与総額をベースに、

逆較差の際の年間給与の制度調整の逆の考え方で調整を行うとする方法です。官民較差と公民較差

が同じだとした場合に、改定率を0.16%として制度調整を行うこととなります。 

 〔具体的な計算式〕 

① 個々人の本年４月の官民比較対象給与総額×改定率×調整月数（４月から条例改正までの月

数） 

② 夏季（６月）一時金支給額×改定率 

この（①＋②）の額を12月賃金支給日等に精算して、年間給与の調整を行う。 

 



２．基本賃金・諸手当等について 
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〔要 求〕 

２－（１）高齢層職員の昇給・昇格制度の見直しについては、人員構成や退職までの到達級などの

違いを踏まえ、国と同様な見直しを行わないこと。 

〔解 説〕 

（１）人事院は50歳台の官民の給与差を解消する必要があることを強調し、①2010年は55歳を超える６

級以上の職員に対して当面の間、俸給等一律1.5％削減（2018年３月31日をもって廃止）、②2011年

は2006年給与構造改革に関わる現給保障廃止、③2012年は高齢層職員の昇給・昇格制度の見直し、

④2014年には給与制度の総合的見直しのなかで、世代間の給与配分の見直しとして50歳台後半層が

多く在職する高位号俸の最大４％引き下げをそれぞれ勧告・報告してきました。 

（２）民間と国家公務員との間で何故、50歳台後半層で給与差が発生するかの理由は、人事院が述べて

いるように「昇進管理等の人事運用に相違があることから、年代別の給与差が一定程度生じること

はやむを得ない」としており、民間と国家公務員の人事管理が問題であることは認めているところ

です。 

（３）また、国家公務員の人事管理の現状は、2011年の人事院の報告によると「公務においては、地方

機関の管理職等の登用が55歳以後に行われる場合が多い」とされ、2011年１月までの１年間に、本

府省以外で、管理職である行政職(一)表６～７級に昇格した者のうち、55歳を超える者の割合は６

級では４割を、７級では６割を超えていることを明らかにしています。このような人事管理の現状

は、地方自治体の実態とはかけ離れた運用となっており、地方公務員と国家公務員・公務員と民間

の人事管理の違いを理由に安易に同様な制度改正を認めない立場で交渉を強化する必要があります。 

 

●昇給・昇格の見直し（2014春闘終結時点・自治労加盟自治体数） 

見直し済み 昇給抑制のみ見直し 昇格のみ見直し 見直しなし 

６２ １２ １１ ８４ 

 

●2012人事院勧告・報告の昇給・昇格の見直しに関する解説 

＜昇給制度の見直し＞ 

55歳を超える職員は「良好」では昇給なし（特に良好１号、極めて良好２号） 

 
昇給区分Ａ 

極めて良好 

昇給区分Ｂ 

特に良好 

昇給区分Ｃ 

良好 

昇給区分Ｄ 

やや良好でない 

昇給区分Ｅ 

良好でない 

現  行 ４号俸以上 ３号俸 ２号俸 １号俸 ０号俸 

改正内容 ２号俸以上 １号俸 ０号俸 ０号俸 ０号俸 

＜昇格制度の見直し＞ 

最高号俸を含む高位号俸（最高号俸を含む上位17号俸）から昇格した場合の昇格時号俸対応表を見直

します。具体的には上位17号俸のうち、最高号俸付近から昇格する場合の昇格メリットの上限を８号俸

とし、下位の号俸にいくに従い、抑制を徐々に緩和します。 

＜昇格制度についての解説＞ 

ア）給与構造改革前の昇格制度について（2005年俸給表） 

 ⅰ）昇格前の号俸の対応号俸（同額か直近上位）へ昇格 

 ⅱ）第１双子の上位（特定号俸）以上からの昇格は、対応号俸の１号上位へ昇格 

 ⅲ）旧４級以上（現３級以上）への昇格は、対応号俸の１号上位へ昇格（昇格改善） 
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イ）給与構造改革後の昇格制度について 

 基本的には旧制度における昇格にともなう効果をほぼ保障するため、４分割後の最初の号俸を基幹

号俸と定義し、昇格する際には昇格する級の最高号俸間差額を千円単位に切り上げて、昇格前の基幹

号俸に定額加算を行い、直近上位の基幹号俸へ対応させることとなりました。このルールを元にして、

昇格時号俸対応表が人事院規則において定められることとなりました。昇格にともなう効果としてど

の号俸から昇格しても一定の昇格メリットを得ることができる制度となり、特に旧制度の第１双子の

上位以上から昇格する場合の昇格時における効果が改善されていました。 

ⅰ）各級ごとの定額加算額（2011人勧行（一）俸給表に基づく※2012以降俸給表の改定が行われ、間

差額の変動もあるが、定額加算額が据え置かれた状態の昇格時対応号俸表のつくりとなっている） 

  ２→３ ３→４ ４→５ ５→６ ６→７ ７→８ ８→９ ９→10 

加算額 8,000 9,000 10,000 10,000 11,000 10,000 13,000 13,000 

 

 

 

例１）1-12から２級に昇格する場合 

1-12（166,000）の対応号俸は 2-2

（170,200）なので 2-2（170,200）へ

昇格 

 

例２）3-7から４級へ昇格する場合 

3-7（ 228,300）の対応号俸は 4-3

（233,900）。４級以上への昇格は昇格

改善効果により 1 号上位ため 4-4

（242,800）へ昇格 

 

例３）4-16から５級へ昇格する場合 

4-16（333,000）の対応号俸は 5-13

（334,900）。５級への昇格は昇格改善

効果のため１号、さらに第１双子の上

位以上から昇格なので、対応号俸から

２号上位となり 5-15（347,500）へ昇

格。 
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ⅱ）具体的な昇格時の号俸決定方法 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 第１双子の上位以上からの昇格にあたっては対応基幹号俸の一つ上の基幹号俸に対応させている。 

ウ） 具体的な昇格制度の効果の抑制方法 

 ⅰ）抑制される範囲 

 最高号俸を含めた上位17号俸（５基幹号俸分の号俸）から昇格する場合 

 ⅱ）抑制の方法 

 給与構造改革の際に昇格制度の見直しを行って、一定の改善効果のあった第１双子以上の昇格の

うち、最高号俸付近から昇格する場合の昇格メリットの条件を８号俸に止め、抑制の効果が始まる

17号俸目は抑制が無い18号俸目との逆転防止を配慮して、昇格号俸を決定することとした。 
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＜参考＞昇格制度見直しによる効果について 

○ 現行の昇格方法（実線） 

ア）４級77号俸（378,600）から昇格する場合は、加算額として10,000円を加算すると、この金額は

５級66号俸に対応するが、基幹号俸ではないため、基幹号俸の５級69号俸へ昇格する。 

イ）４級93号俸（388,300）から昇格する場合は、同様に５級82号俸に対応するが、基幹号俸の５級

85号俸へ昇格する。 

○ 制度改正後の昇格方法（波線） 

ア）４級77号俸から昇格する場合は、単純に76号俸から昇格した場合と同じ５級69号俸へ昇格する。 

イ）４級の最高号俸である93号俸（388,300円）の直近上位は５級66号俸となるが、５級66号俸は基

幹号俸ではないので、基幹号俸である５級69号俸（390,500円）を直近上位として、これに８号俸

を加えた５級77号俸に対応させる。結果として昇格にともなうメリットは制度改正前と比較して半

分程度に押さえ込まれる。 

＜４級から５級へ昇格の場合＞ 

4級 5級 

号俸 俸給月額 
加算額            
１００ 

号俸 俸給月額 
基幹号俸間 
の間差額 

73 3,761 3,861 65 3,880 26 

74 3,768   66 3,887   

75 3,775   67 3,894   

76 3,782   68 3,901   

77 3,786 3,886 69 3,905 25 

78 3,792   70 3,912   

79 3,798   71 3,919   

80 3,804   72 3,926   

81 3,809 3,909 73 3,929 24 

82 3,815   74 3,936   

83 3,821   75 3,943   

84 3,827   76 3,950   

85 3,833 3,933 77 3,954 25 

86 3,839   78 3,961   

87 3,845   79 3,968   

88 3,851   80 3,975   

89 3,858 3,958 81 3,980 26  

90 3,864   82 3,987   

91 3,870   83 3,994   

92 3,876   84 4,001   

93 3,883 3,983 85 4,006   
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＜昇格時対応号俸表＞ 
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２－（２）給与構造改革および給与制度の総合的見直しに関わる現給保障については、昇給などに

よりすべての組合員において解消するまでの間、継続するとともに、運用改善等によって水準

を確保すること。 

〔解 説〕 

（１）「給与構造改革」および「給与制度の総合的見直し」にともなう現給保障制度とは 

2006年４月からの「給与構造改革」および2015年４月からの「給与制度の総合的見直し」にとも

なって、給与額が引き下がる職員に対して、制度改正前の給与額を保障する制度 

※ 「2006給与構造改革」では、給料表の水準を平均で4.8％引き下げた結果（30歳台から５％、40

歳台後半から７％程度）、切替後の給与が下がる現象が出てきたために、切替前の給与額を保障

する仕組みを構成した。 

※ 「2015給与制度の総合的見直し」でも、給料表の水準を平均で2.0％引き下げた結果（50歳台後

半層は最大４％程度)、現行給与が下がる現象が出てきたために、2006給与構造改革同様、給与

額を保障する仕組みを構成した。 

  

（２）「給与構造改革」および「給与制度の総合的見直し」にともなう現給保障措置の状況 

   給与改定・臨時特例に関する法律により、国家公務員については2014年３月末をもって廃止がさ

れています。また、道内自治体では、2011人事院勧告の２年の経過措置を設け廃止とする勧告や、

国家公務員の取り扱いの影響、2015年４月からの「給与制度の総合的見直し」で平均２％俸給表引

き下げにより新たな現給保障が措置されることから下記の状況となっています。 

  

●現給保障（2018春闘終結時点・自治労加盟自治体数） 

 現給保障 廃止提案 

給与構造改革 ４３単組  ７単組うち ３単組➜継続協議、４単組➜経過措置の確保 

給与制度の総合的見直し ９１単組 

４７単組うち２４単組➜継続協議 

      ２０単組➜国と同様の時期で廃止 

       ３単組➜経過措置の確保 

 

〔要 求〕 

２－（３）給料表・初任給等について、以下のとおり改善すること。 

① 給料表は７級以上とし、医療職（二）、（三）表など他の給料表使用の場合もこれと同水準で取

り扱うこと。 

〔解 説〕 

（１）道内市町村の多くが2005年ころまで採用していた８級制の行（一）給料表を機械的に2006年給与

構造改革に基づく新たな給料表にあてはめた場合、６級制となります。しかし、新６級は、旧８級

水準を下回っているので、この水準を確保するには、最低でも新７級制が必要なことは明らかです。

同時に、旧９級制のところは新８級までの給料表が必要です。 

国は旧給料表の12級に相当する新10級を導入しましたが、実はこの新10級が旧給料表における11

級水準です。フラット化したはずの給料表で、現行水準を維持する手立てが幹部職員だけに用意さ
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れているというのもおかしなことです。道の勧告も新10級を導入したことで、全体の格付を改善さ

せる可能性がありますので、幹部職員だけが優遇されることのないよう、組合員層の改善のために

も７級制が必要です。給料表は条例本則であり、規則等が給与制度を運用していくベースとなるの

で、機械的な適用をさせないことが必要です。 

 

●級建て    （2018年４月１日現在） 

 都市 町村 合計 

新７級以上 30 6 36 

新７級未満 5 125 130 

計 35 131 166 

 

（２）前述のように、旧６級は新５級を上回る水準であるため、これまでの到達水準を維持していくた

めには、必然的に「最低新５級」までが要求となります。これでも、わずかに足りません。旧７級

まで到達していた単組は、新６級水準が必要となります。つまり、それだけ給料表全体の水準が引

き下がり、フラット化しているということです。 

 

●到達級    （2018年４月１日現在） 

 都市 町村 合計 

新５級以上 11 26 37 

新５級未満 24 105 129 

計 35 131 166 

 

〔要 求〕 

２－（３） 

② 号給は、職員の在級実態に応じ、必要分を増設すること。 

〔解 説〕 

（１）従来の給与制度は、給料表の最高号俸を超えて昇給する場合は、最高号俸の間差額を加算し１回

目が18月、２回目以降は24月となっていました。しかし、2006年給与構造改革により、枠外昇給の

制度が廃止されました。したがって、最高号俸を超える昇給はできないことになり、実質的に昇給

が停止状態となります。 

(２) 2005人勧では、国の枠外在級者の実態に着目し、その90％～100％を救済するために最大12号俸

（旧３号俸分）まで号俸を増設して俸給表を勧告しました。このような国の措置を踏まえ、総務省

は「国の号俸数を限度とする」とし、2005道人事委員会勧告でも、国どおりの号俸数に制限しまし

た。しかし、国の12号俸増設の考え方は、まず枠外の実態があり、そのうえで号俸増設しているの

であって、その逆ではないことに注目することが必要です。したがって、12号俸にかかわらず、各

地方自治体の実態を踏まえた号俸増設が必要です。 

また、国公においては査定昇給が導入されていますが、上位の昇給区分であっても最高号俸に到

達しているため、昇給しないという制度矛盾も起きており、2014人事院勧告で昇給機会の確保の観

点から５・６級へそれぞれ８号俸の号俸増設に言及しました。 
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（３）号俸増設は退職手当の算定にも連動します。退職手当大幅削減の実損額回復のために、到達級改

善の取り組みとあわせて、仮に到達級が４級どまりであっても、枠外増設で事実上の「５級水準」

をめざしていく足がかりともなるので、引き続き取り組んでいくことが必要ですし、それぞれの単

組の職員の実態を把握し、その実態にあった自治体独自の判断が必要となります。 

 

●枠外号俸増設 （2018年４月１日現在） 

 都市 町村 合計 

枠外あり 21 49 70 

枠外なし 10 70 80 

計 31 119 150 

 

〔要 求〕 

２－（３） 

③ 初任給については、国公８号上位（高卒行（一）１級13号給、大卒１級33号給）を最低とし、

昇給期間短縮などを最大限実施すること。 

 

〔解 説〕 

民間と国家公務員の初任給を比較(下図)してみると、総合職以外は、国が民間の初任給を下回る傾向

が続いています。公務においても近年、初任給を重視した引き上げ改定を行っていますが、いまだに民

間との間に格差が生じています。2018勧告においても初任給を厚めに引き上げ、１級５号俸で1,500円(改

定率1.0％)、１級25号俸で1,500円(改定率0.8％)、２級１号俸で1,500円(改定率0.7％)改善しましたが、

民間との格差は縮小していません。 

地方公務員の人材確保の観点からも、初任給については、国公と地公の業務の性格上、行政の最先端

に関わる自治体職員は、国公８号上位が適当であるとの認識で要求を設定します。また、仮に初任給そ

のものの引き上げが困難な場合にあっても、採用後できるだけ短期間に従前の昇給期間短縮に相当する

昇給の上積み措置も必要です。 

 

●初任給比較 （2018年 人事院報告・勧告、意見の申出の解説より）        (単位:円) 

 
国 

(2018勧告) 

民間 

(2018民調) 
国－民間 

大卒計 201,205 202,624 ▲1,419 

 
総合職(大卒) 221,072 209,944  11,128 

一般職(大卒) 198,156 201,500 ▲3,344 

一般職(高卒) 165,320 167,999 ▲2,679 

     (注)１．人事院調査より作成。国の地域別の採用人員に基づく平均値の比較である。 

       ２．各採用試験採用者の初任給となる俸給表、級および号俸は次のとおり。 

         ・総合職(大卒):行政(一)２級１号俸(俸給表備考(二)に規定する額) 

         ・一般職(大卒): 行政(一)１級25号俸 

         ・一般職(高卒): 行政(一)１級５号俸 
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〔要 求〕 

２－（３） 

④ 中途採用者の初任給決定にあっては、経験年数換算10割を基本に最低でも８割とし、調整率を

全期間２分の２（12月４号）計算とすることとし、職員を対象にした在職者調整を行うこと。 

 

〔解 説〕 

（１）中途採用者の前歴は、経験年数概算表によって10割、８割、５割、2.5割の４段階に分かれて換算

されています。ところが、不当に低いランクで換算されたり無職の期間だからといってゼロ換算さ

れたり、新規採用との間に大きな格差をつけられているのが実態です。こうした不当な格差を埋め

るためにも、同種と異種の２区分に分け、それぞれ10割、８割とさせるなど最低でも８割換算をめ

ざします。特に、近年、道内の自治体においても社会人採用枠が増加しており、前歴換算の運用に

よって将来賃金にも大きな影響を及ぼすため、自治体単組での取り組みが重要となっています。例

えば、無職(家事手伝い)の期間について、国は2.5割の換算ですが、北海道では５割換算を行い人材

確保に取り組んでいます。また、北海道では、資格取得職種である看護師、普及員等は、免許取得

前の前歴や民間経験期間はまったく見られていませんでしたが、2018年４月から免許取得前の期間

であっても、民間の異なる仕事をしていた期間も８割が経験年数として換算されることとなりまし

た。 

（２）また、経験年数の号俸加算について、国は５年目までは調整率２分の２計算（12月で４号）、５年

目以降は３分の２計算（18月で４号）となっていましたが、2006人勧で経験年数換算100／100の前

歴については、５年目以降も２分の２計算するという見直しを行いましたので、自治体職員につい

てもあわせて５年目以降も２分の２計算とするように要求します。さらに、上限制度というのがあ

り「上位級の初号を超えてはならない」とされていました。しかし、これについても国は2006年の

地域給与・給与制度見直しにともない、上限制度を撤廃しています。 

（３）これらを踏まえ、在職者調整を行い、一定年数経過後には標準入職者賃金に近づけていくたたか

いが必要です。国は中途採用者の初任給調整の見直しにより、1996年４月以降に採用された職員で、

2006年４月に新たに採用されたと仮定した方が有利な号俸になるものは、その有利な号俸にする形

で在職者調整を行っていますので、国を最低限として在職者調整を求めていくことが必要です。 

  

また、全道庁は人事院同様、以下の方法で在職者調整を行っています。 

※標準入職者賃金－その職員が正規の就学年数を経て自治体に採用された場合のモデル給与 
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新制度における前歴換算の手法と在職者調整について 

１ 前歴換算の手法について 

経験年数換算は現行どおり（同種10割、異種８割、無職５割） 

○号俸加算の手法 

＜現 行＞ 

５年まで２分の２（12月で１号）、５年以降２分の３（18月で１号）で号俸加算。 

現業は５年以降10年まで４分の５（15月で１号）、10年以降２分の３（18月で１号）で号俸加算。 

＜新制度＞ 

関連する前歴については全て２分の２、それ以外（異種及び無職）の取扱いについては５年まで

は２分の２で、５年を超える期間は２分の３で号俸加算。 

採用時には１年未満の端数月数を号俸加算せず、採用後最初の昇給時（１月１日）において、通

常の勤務評価による昇給号俸数（標準４号俸）に、初任給決定時に切り捨てられた１年未満の端数

月数分の号俸（３月につき１号俸）をプラスして昇給号俸数とする。 

（例１）上級合格者が06年10月1日採用で、６月間の前職が100/100で換算される場合（勤務成績良好）－

07年１月１日昇給日までの特例 

同種期間 ６月×100/100＝６月 

経験換算年数は６月で、号俸加算は全ての期間が２分の２となり、２号俸の効果となる。ただし、

４月１日採用者との均衡を図るため、06.10.１時点での採用時には１－25で初任給を決定する。最

初の昇給期（07.１.１）において、２号俸分を加算し、勤務成績が良好な場合は経過月数３月＝１

号俸とあわせて１－28に昇給する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例２）中級合格者が、４月１日に採用され、前歴が同種期間３年、異種期間３年、さらに無職期間が２

年ある場合のケースは、 

   同種期間 ３年×100/100＝３年＝12号俸             ① 

   異種期間 ３年× 80/100＝２年と４月24日            ② 

   無職期間 ２年× 50/100＝１年                 ③ 

   異種・無職である期間の換算経験年数は 

    ②＋③＝３年と４月24日 

○ 計算式（昇給で調整） 

経験年数（12月） 経験年数（18 月）        経過月数 

     ＋      × 2/3 ＋ 

                                       （１未満端数切り捨て） 

 

H18                                  H19 

4   5     6        7       8        9       10      11      12       1      2       3       4 

 

 

 

                       採 用          昇 給 

                          （経験６月）＋（経過３月）＝９月（＋③） 

                           １－２５           １－２８ 

６  ０  ３ ３ 

 ０ 

３ 

３ 

３ 号俸 
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  この分の号俸加算は５年以内なので３年と４月24日すべての期間が２分の２の号俸加算となる。（こ

の場合５年を超える期間がある場合はその期間は２分の３）これは12号俸＋１号俸となる。 

従って、他の職員との均衡をはかる考え方から24号俸については初任給基準に加算し、残った１号俸

については、最初の昇給期に加算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ その他に中級または短大卒の６月短縮や保健師および保健師免許を有する看護師（６月短縮）、大

卒看護師（３月）等の短縮措置については、初任給決定時の号俸に６月短縮は２号、３月短縮は１

号加えて初任給決定する。 

 

２ 在職者調整の手法について 

※ 在職者調整は、原則国に準じて1996年度の採用者まで遡って行うこととなる。 

 その手法としては2006.４.１において、「離職再採用方式」を取ることとする。 

 

○ 「離職再採用方式」手法について 

 制度改正時点（2006.４.１）において、あらためて採用になったものとみなして、その時点以前

の前歴を全て新制度で換算し直す方法をとり、現給と再計算を比較し再計算の方が有利に働く場合

は再計算により得られた給与とする。 

 

＜具体例＞ 

① 1993年４月１日～1996年３月31日  ３年間  高校卒業後家事手伝い＝無職 

② 1996年４月１日～2003年３月31日  ７年間  民間企業（一般事務） 

③ 2003年４月１日～現在       ３年間  道職員（初給－行政職員） 

の場合の調整の方法はどうなるのか 

 

【旧制度の場合】 

2003年４月１日での初任給 

経験年数換算は①３年（36月）×５割＝18月＝１年６月 

②７年（84月）×10割＝84月＝７年 

○ 計算式（昇給で調整） 

経験年数（12月） 経験年数（18 月）        経過月数 

     ＋      × 2/3＋ 

                              ＝         （１未満端数切り捨て） 

（１月未満端数切り上げ） 

 

H18                                  H19 

4     5     6       7       8       9      10       11      12       1        2       3     

 
 
採 用                                                                    昇 給 

 

 

（経験 76月）                             （経過９月）＝９月（＋③） 

  １－（15＋24）＝１－39                          １－43  

７７ ０ ９ 

 ２５ 

２ 

３ ３ 

２５ 号俸 
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合計８年６月が経験年数換算により得られた期間 

号俸加算は５年まで2/2（12月で１号）、それ以上の期間は2/3（18月で１号） 

５年＋３年６月（42月）の内、５年は５号俸、42月は２号と6/18＝４月の「７号俸４月」の号俸加算

となる。 

 よって、高卒初任給は1-8なので、５号で1-13、２級に昇格後２号で2-4、初任給短縮（６月）と端

数４月で、2003年５月末で昇給要件を満たし、2003.7.1に2-5となる（次期昇給期2004.7）。３級昇格

は2003.12月に要件（８年）を満たし、2004.1.1に３級昇格となる。 

2003.4.1 2-4（初任給決定） 

2003.7.1 2-5（昇給） 

2004.1.1 3-2（昇格） 

2004.7.1 3-3（昇給） 

2005.7.1 3-4（昇給） 

2006.4.1 2-16（切替） 

2007.1.1 2-19（号俸抑制なし） 

 

【新制度の場合】 

経験年数換算は①３年（36月）×５割＝18月＝１年６月 

       ②７年（84月）×10割＝84月＝７年 

       ③３年（36月）×10割＝36月＝３年 

合計11年６月が経験年数換算により得られた期間 

 

号俸加算は、制度改正により、②の期間全てが７年×2/2（１年で４号）＝28号と見られ、③の道職

員であった期間も同様に３年×2/2（１年４号）＝12号、その他に５年までの期間は2/2なので、①も、

１年６月×2/2（１年で４号）＝４号＋２号で加算されるので、全部で「44号俸＋２号俸」が号俸加算

の結果となる。 

※ 高卒初任給は1-5、新２級昇格要件は８年なので、1-33→2-1に、残り16号俸を加えて2-17で再決

定し、次期昇給期に残りの２号俸を措置する。（H18.4.1より初任給が１号＝4号下がり、H17.4.1よ

り初任給調整も廃止） 

H18.4.1 2-17（初任給再決定） 

H19.1.1 2-22（３号俸＋２号俸） 

◎ この結果を見ると、新制度における再計算が有利となる。 

〔要 求〕 

２－（３） 

⑤ 年齢別最低保障賃金制度を確立すること。最低保障水準を標準入職者の９割以上とすること。 

⑥ 給料の調整額は、支給対象職種の拡大、調整数の改善を行うこと。 

〔解 説〕 

（１）わが国のような年功賃金が支配的な状況では、単一水準の賃金規則だけでは中途採用者、臨時職

員などの賃金格差は解消されません。そのため、経験年数換算基準の改善、初任給の上位級初号制
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限の撤廃などの決定基準の改善とも大きな関わりをもってきますが、なおかつ年齢別に賃金を規制

しようとするのが年齢別最低保障制度です。 

（２）道本部は10数年来、年齢別最低保障制度の確立を要求しておりますが、職場における社会人枠の

採用増によりその必要性は益々高まってきております。現在は全道庁労連、都市職を中心として制

度化を実現していますが、水準については全体的に低く、また自治体ごとに著しい格差があり、要

求としては前歴換算の同種10割・同種８割との関連もあり、40歳時点で標準入職者の90％と18歳

100％を結んだ線の水準とし、最低統一指標とします。 

また、この水準に到達している、あるいは道の水準の単組にあたっては、職場討議を十分に行い

45歳95％などを要求することとします。 

年齢別最低保障制度の確立により18歳100％、40歳90％で標準入職者ラインの90％に設定されて

いても、10％格差（30,000円前後）がつくことになり、生涯にわたって格差賃金差別のもとにおか

れることになります。 

この解決のためには、中途採用者の在職者調整を要求し、一定年数経験（５年程度）後には標準

入職者の90％、または３号下位前後まで引き上げていくことを特別昇給制度の活用等により獲得し

ていくことが大切です。 

（３）給料の調整額は、給料の一部として「勤務条件が同じ職務の級に属する他の官職に比して、著し

く特殊な官職を占める職員」に支給されています。支給額の算出方法は、＜調整基本額×調整数（１

～６）＞となっており、調整基本額は概ね各給料表の級毎に定額が定められています。この定額は

各給料表のまた、2006年の給与制度見直し以降、2009年度までは一定の経過措置が取られています。

支給対象となる「著しく特殊な官職」として、国の場合は①伝染病等・重障者・精神・結核等の診

療所の看護師、医師等、②矯正施設の薬剤師、看護師等、③児童自立支援施設・知的障害児施設・

身障公正施設等の福祉施設の保育士・看護師・寮母等、④大学院の教官・助手、養護学校の校長・

教頭・教諭等、⑤航空管制官、⑥船舶乗組員、⑦麻薬取締官、⑧研究機関等の放射線取扱者、等に

適用されています。国にない機関として地公では保健所勤務の放射線技師等に適用されています。 

 

〔要 求〕 

２－（４）格差解消、昇給・昇格基準等について、以下のとおり改善すること。 

① 賃金水準の改善にあたっては、国公行政職（一）表水準で最低でも、次の年齢別ポイント級号

俸以上とすること。 

18歳1－13（158,300円）、22歳1－33（194,000円）、30歳3-14（249,600円） 

35歳3－40（294,300円）、40歳4－43（344,800円） 

〔解 説〕 

（１）自治労の賃金到達目標の考え方 

① 自治労の賃金要求の基本は、生活保障の原則と同一価値労働・同一賃金、社会的横断賃金の形成、

賃金格差の解消、賃金水準の底上げをめざす考え方です。2006年度以降の賃金闘争では、給与制度

見直しで生じた給料表（給料月額）▲4.8％の回復をめざして取り組んできましたが、厳しい到達

状況となっています。また、当時は約６割の自治体で財政状況などを理由とした賃金カットが進め

られており、賃金水準に格差やバラツキが生じる事態となっていました。 
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② このため、自治労は2017年から2017年賃金実態調査と賃金ＰＴ報告に基づき、ア）2006年給与構

造改革により引き下げられた4.8％、イ）2015年給与制度の総合的見直しにより引き下げられた

2.0％を加えた6.8％に必要な数値を実在者中央値に乗じて算出し、賃金到達目標を定め、引き続き

2006年給与構造改革前の賃金水準到達をめざすこととしました。なお、到達目標の設定にあたって

は、2018人勧における俸給表の引き上げを踏まえた実態値の号俸にあわせ、賃金到達目標の数値を

設定しています。 

（２）道本部の考え方 

① 国の級別資格基準（必要在級年数）は、１級８年・２級４年・３級４年・４級２年計18年で５級

到達要件を満たすこととなっていますが、国家公務員の場合は級別定数があり、自動的な昇格が可

能な仕組みではないため、さまざまな官職の発令を元に上位級へ昇格させています。また、各自治

体の上位級への昇格の必要在級年数はそれぞれの自治体で異なっていますが、給与制度見直しにお

ける級の統合・再編にともない、いずれにしても昇格基準が必要です。規則を改正しなければなり

ませんので、その際、旧３級（２級）、旧６級（４級）に昇格する基準（標準到達年齢）を前倒し、

５級昇格をできるだけ、早める必要があります。 

② 国公給与の臨時特例減額に準じた地公給与削減要請にも用いられるなど自治体の給与水準をめ

ぐって、いろいろと議論になっているのが、ラスパイレス指数の課題です。これは国家公務員を100

とした場合に自治体職員の賃金水準がどの水準にあるのかという指数ですが、総務省の集計による

と2017年４月現在で自治体のラス指数については99.2（2016年99.3）となっています。北海道にお

いては、北海道と札幌市を除いた自治体では平均97.7（2016年97.7）であり、全国平均を下回って

いるのが実態です。 

ラス指数の問題点は、国家公務員と比較するうえで、自治体職員の実態として低い学歴の職員が

高位級へ到達している場合に高く出る傾向があることから、賃金水準を適正に把握できる指数とは

考えにくいものです。また、2006年給与構造改革・2015年給与制度の総合的見直しにおいて、俸給

表の引き下げで生じた原資を地域手当や広域異動手当・本府省業務調整手当などに配分しているた

め、国家公務員の俸給（給料）水準は下がっているものの、手当を加えた給与水準は下がっていま

せん。多くが地方自治体で支給できない手当のため、給料水準の低下がダイレクトに給与水準の低

下につながっています。ラス指数算出に用いるのは給料（俸給）のため給与水準の均衡をはかるた

めに、給料水準を引き上げれば、おのずとラス指数が上昇することになります。その結果、国と道

内市町村自治体との賃金格差が拡大し、平均給与月額で▲57,519円(平均給料月額▲26,831円、平均

諸手当額▲30,688円)もの格差が生じています。 

さらに、自治体においては全体のパイが少ないなかで変動の要素が大きい指数でもあり、地方６

団体も「諸手当も含めて比較すべき」と問題指摘を総務省に対して行うなど、ラス比較による水準

議論は極めて疑問です。よって、ラス指数を理由とした賃金合理化課題については、これらの点を

当局と共通の認識に立って、具体的な対応策を協議する必要があります。 
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〔要 求〕 

２－（４） 

② 級別の格付け基準など昇格・昇給基準を短縮・改善することとし、最低非役付職員の国公行政職

（一）表５級到達を実現すること（具体的には、１級在級８年、２級在級４年、３級在級４年、４

級在級２年）。また、医療職（二）（三）表など他の給料表も同一水準以上で取り扱うこと。 

〔解 説〕 

（１）現状では、独自の昇格基準をもっている自治体が多く、また国と同一には昇格しない実態にあり

ます。国の場合は一職一級制を建て前とし、昇格の条件は、第１に級別定数に欠員があること、第

２に級別資格基準表に定める在級年数など資格要件を満たしていることです。自治体では、第１の

級別定数の条件はなく、また、級別資格基準も旧来の通し号俸制賃金表の経過から、国と同一に扱

えない実態があります。 

（２）したがって、自治体における昇格基準は、あくまでも団体交渉による決定が基本となります。と

りわけ自治体では地公企労法適用職員が多いことから、第７条（団体交渉事項）にいう「賃金、昇

任、降職は団体交渉事項である」ことを重視し、当局に一方的な昇格基準を策定させないたたかい

が必要です。 

また、国公の場合は一職一級制を建て前とすることになっていますが、給与構造改革以降は、地

域給与の導入と同時に、人事評価による昇給・昇格の仕組みを原則としているところです。地方公

務員への新たな人事評価制度の導入が徐々に開始している自治体が増えてきています。 

（３）私たちは、公務員賃金が基本的に生活給を建て前として存在しており、これまでの賃金闘争の歴

史の中で、「４級（旧６級）以上は職務級の要素を持つとしても、それ以前の等級は生活給要素が大

半を占める」ことを確認してきています。したがって、最低限５級水準到達を原則に、必要在級年

数については経過年数（号俸）として、一定号俸で上位級に昇格させていくことを要求します。そ

の際、総務省の「わたり調査」にあったように、国の格付け基準を超える格付けを行い、職務上の

理由を付けることができない場合はすべて「わたり」と定義されるような攻撃もあるため、職務職

階を前提とした理屈付けも一方で必要なことは改めて確認する必要があります。 

（４）５級以上到達は、６級制のもとでも十分可能ですが、給料表については６級制を採用していると

ころが多く、当局が上位の職がつまることを理由に難色を示すことが多い状況となっています。そ

ういう場合は、あわせて、７級制の導入を求めていくことも必要です。 

５級への到達年数（各級の昇格基準）について、国公の級別資格基準は次のとおりとなっていま

す。 

 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 

高卒 ８年 ４年 ４年 ２年 ２年 

大卒 ３年 ４年 ４年 ２年 ２年 

 

（５）人事院規則では、「同一級に１年以上在級しなければ次の級に昇格できない」とありますが、これ

は逆に読めば、「同一級に１年以上在級すれば昇格が可能である」となります。 

また、勤務成績が特に良好な場合は、この級別資格基準年数の８割を満たせば良いともいわれて

います。いずれにしても昇格基準については、首長の裁量で決定できるものであり、これらのこと

も活用しながら、できるだけ短期間での昇格をめざすことが必要です。 
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道本部としてのモデルでは、国家公務員並みの「18年」（高卒）での５級到達を目標に設定して

います。 

 

〔要 求〕 

２－（４） 

③ 現業・非現業の昇格・昇給基準の差別を廃止し、非現業と同一取り扱いとすること。また、行

政職（二）表は導入しないこと。さらに、初任給格付けおよび昇給・昇格差別を廃止し、すべて、

非現業と同一取り扱いとすること。 

 

（１）同じ自治体で働く労働者である以上は、職種や性別を問わず賃金をはじめ、すべての労働条件は

同一の制度、基準が適用され運用がはかられるべきであることは言うまでもありません。しかし、

「新地方行政改革指針」においては、「技能労務職員、公営企業職員の給与の適正化」をうたってお

り、「国家公務員と同様に行（二）表を適用すべき」といっています。 

さらに、2008年４月に総務省に設置された「技能労務職員の給与に関わる基本的考え方に関する

研究会」は、８月22日に中間取りまとめを公表しました。研究会の議事録については、十分に公表

されていないうえに、自治体の技能労務職員の給与水準が高い理由について、一般行政職員の職員

団体と一体となって交渉していること、また、同時並行的に行っていることなどを理由に掲げ、労

使交渉や労使関係のあり方にも干渉する内容となっており、極めて不当性が高い内容です。このよ

うな情勢を全組合員がしっかり認識し合って要求・交渉を強めていくことが重要です。 

（２）現在、道内各自治体の現業（技能・業務）職員の賃金は、長年のたたかいによってごく一部を除

き行（一）表を適用していますが、到達級の制限、初任給格付けでの差別などにより、非現業職員

との間に大きな賃金格差が生じています。特に、中途採用が多く、極めて低い初任給から出発し、

到達級も低位級にとどまるため勤続年数が増えても在職する同一年齢職員との賃金格差が改善され

ない実態に置かれています。私たちは、現業・非現業の差別賃金表である行（二）表の撤廃はもち

ろん、行（一）表内における現業職員の賃金差別を克服していくため、①初任給基準の改善（中途

採用者の初任給改善については２－（３）④の解説を参照）、②年齢別最低保障賃金制度の確立、③

それらの改善内容に基づく全職員を対象とする在職者調整の実施を基本要求とし、現業差別賃金を

打破していくことが必要です。 

道本部各単組において、一般・技能・労務のすべての職種で４級水準以上が確保できているわけ

ではありません。一般・技能４級で労務が３級以下、一般４級で技能・労務が３級以下などの単組

も多数存在しています。極端なところでは一般と労務の差が２級（一般４級、労務２級どまり）も

開いているところもあります。 

（３）さらには、初任給の決定を、一般職より一号下位に置くなど、出発時の差別、技能と労務の差別、

級別経過（在級）年数の差別など多くの問題を抱えていることから、今回の中途採用者における初

任給決定の改善と一緒に、現業・非現業の格差解消にむけて一つひとつ差別要因を取り除いていく

ことが必要です。 

（４）2014人勧の「給与制度の総合的見直し」では、勧告はさせませんでしたが、当初、2013年の報告

段階で検討項目４点のうち「職務や勤務実績に応じた給与」の項目の中で「技能・労務職員の給与

の在り方」についても言及されていました。2013年の人事院民間調査では調査対象産業が拡大され、

官民比較にはほとんど影響が無いと判断できますが、技能・労務関係職種に関して、人事院は「民
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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」としています。結

果として給与水準に関するデータが少ないうえに、勤務地域の違い等による差が大きく行（二）適

用職員の給与水準の指標となる具体的な数値を得ることができず、勧告は見送られましたが、引き

続き検討するとされており、動向を注視する必要があります。 

しかし、そもそも行政職（二）表は水準自体が低く、昇格も制限されている実態にあることや、

官民比較に際しても退職不補充の影響から部下要件が満たされない状況があるなど、民間水準を理

由とすること自体に問題があることは明らかです。 

 

〔要 求〕 

２－（４） 

④ 給与構造改革および給与制度の総合的見直しにともなう昇給号俸の抑制については、抑制した

全号俸を復元すること。 

〔解 説〕 

（１） 2005人事院勧告では、経過措置として2010年まで昇給幅を１号俸抑制する措置がとられましたが、

これは、国に新設された地域手当等の新たな諸手当の原資を生み出すものであり、地方にはなじま

ないものです。給与構造改革が、2009年度をもって一定の区切りとなったため、人事院は、2011年

４月にかけて現給保障が段階的に解消されることにともなって生じる2010年度分の制度改正原資を

活用して、民間より給与水準が下回っている傾向がみられる職員層、具体的には2011年４月1日にお

いて43歳に満たない職員のうち、2010年１月１日に昇給抑制を受けた職員について、これまで抑制

されてきた昇給を回復するため、2011年４月1日に１号俸上位調整することを勧告しました。 

 また、2011人事院勧告において、給与構造改革にともなう現給保障措置の廃止を2013年までに行

うことを勧告し、それらの給与原資を若年層・中堅層職員を中心にして、同様な手法を用いて水準

を改善する方法を勧告しました。2012人事院勧告では2013年４月１日昇給回復においては同日で31

歳以上38歳未満の職員を対象に最大１号俸回復する勧告がされています。 

 2013人事院報告では2014年４月１日昇給回復においては同日で31歳以上39歳未満の職員を対象に

最大１号俸回復するとされました。 

 この措置は給与構造改革の経過期間中に昇給号俸の抑制を行わなかった単組には基本的に適用し

ませんが、民間給与に比例し、若年層が依然として低位水準にあることを理由に、要求を強める必

要があります。 

（２）2014人事院勧告で給与制度の総合的見直しが勧告されましたが、見直しによる手当の引き上げ原

資を捻出するために、2015年１月１日昇給の１号抑制措置が取られました。総合的見直しを2015年

４月から導入せざるを得なかった単組でも多くは１号抑制措置が取られていませんが、25単組で抑

制がされています。2017人事院勧告では、55歳を超える職員（行政職俸給表(一)６級相当以上）の

俸給等の1.5％減額支給措置および俸給表水準の引き下げの際の経過措置については、2018年３月31

日をもって廃止することとなり、経過措置の廃止等にともなって生ずる原資の残余分を用いて、若

年層を中心に、2015年１月１日に抑制された昇給を回復することとし、2018年４月１日において37

歳に満たない職員の号俸を同日に１号俸上位に調整することとされました。国公における措置はあ

くまでも原資の配分上、37歳としていることから、抑制措置が行われた全職員の復元を求め協議を

行う必要があります。 
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  ＜2014（平成26）年４月１日現在における回復の状況＞ 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

●昇給１号抑制       （給与構造改革時） 

 都市 町村 合計 

１号抑制なし 29 84 113 

１号抑制あり 4 35 39 

計 33 119 152 

 

〔要 求〕 

２－（４） 

⑤ ４号給を超える昇給は、８号給５％、６号給20％に相当する原資を確保し、実施にあたっては、

全職員を対象に公平・平等に取り扱うこと。 

〔解 説〕 

（１）国は普通昇給、特別昇給を廃止して、勤務実績に基づく５段階昇給制度を設けました。３年間の

試行期間を経て、2009年には一般職も含め、新人事評価制度がスタートしました。道内においては

2013年12月１日時点での調査（166自治体が回答）では、一部の職員に限定したものも含めて13自治

体で導入がされています。また、試行中は22自治体、検討中は26自治体という状況となっています。

したがって、これまでどおりそれぞれの自治体の「定期昇給」「特別昇給」「勤勉手当」の「基準」

にそって、４分割後の新たな給料表で運用していく。つまり、８（旧２号給相当）号給５％、６号

給（旧1.5号給相当）20％ということは、あわせれば従来どおりの「15％特別昇給原資」となんら変

わりませんので、従前どおり実施することを求めます。特別昇給が凍結・未実施の単組は、特別昇

給原資の復活と凍結解除・実施を要求します。 

 

年齢（2014年４月１日現在） 

 

回
復
さ
れ
る
号
俸
数 

１ 

２ 

３ 

４ 

35歳 40歳 45歳 

2013(H25)年 4月 1日に措置済み 

2012(H24)年 4月 1日に措置済み 

 

2011(H23)年 4月 1日に措置済み 

30歳 
32歳 

38歳 

2014(H26)年 4月 1日に措置済み 

46歳 

未回復 
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〔要 求〕 

２－（４） 

⑥ 55歳を超える６級以上の職員に対する俸給等一律1.5％の削減措置について、国は2018年３月31

日で廃止したことから、同様の見直しを行っている自治体は速やかに廃止し、４月に遡及し復元

分を支給すること。 

〔解 説〕 

  給与制度の総合的見直しとは別に、2010 年度から当面の措置として実施されている 55 歳を超える

職員（行政職俸給表(一)６級相当以上）の俸給等の 1.5％減額支給措置については、2017 人事院勧告

によって、2018 年３月 31 日をもって廃止されました。このため、国と同様の減額措置をとっている

自治体単組においては、速やかに廃止し、2018年４月に遡って復元し、差額分を支給するよう要求す

る必要があります。 

 

〔要 求〕 

２－（５）諸手当等について以下のとおり改善すること。 

① 扶養手当については、職員の生活実態や支給状況、民間の支給実態を踏まえ、支給額・支給基

準を改善すること。 

〔解 説〕 

（１）2016年、人事院は政府の要請を受け、民間支給実態を無視し、扶養手当の見直しを勧告しました。

国家公務員法第28条では職員の給与、その他の勤務条件については情勢適応の原則（民間準拠）に

基づき決定されることが規定されており、社会一般の情勢に適応させることが人事院の役割です。

それに反し、強行勧告に踏み切ったことは今後の公務員賃金決定に大きな影響があると受け止めざ

るを得ません。時の政府の意向に沿って私たちの賃金が左右されかねません。 

   扶養手当の見直しについては人事院勧告に基づくものではなく、あくまで職員・組合員の生活実

態や地域の雇用情勢などを踏まえ、各地方公共団体が自主的に労使交渉により決定するというスタ

ンスのもと、対応していく必要があります。 

（２）見直しの内容 

配偶者に係る手当をめぐる状況の変化等を踏まえ、配偶者に係る扶養手当を見直し。また、近年

配偶者に係る手当の見直しを行った事業所の約半数で配偶者について特別の取り扱いをしない方式

がとられていることを踏まえ、他の扶養親族と同水準まで減額。 

子に係る経費の実情と国全体として少子化対策が推進されていることに配慮し、配偶者に係る扶

養手当の減額により生ずる原資を活用し子に係る扶養手当を充実させる。 

① 配偶者に係る扶養手当を13,000円から6,500円に減額。 

② 子に係る扶養手当を6,500円から10,000円に増額。 

③ 配偶者がない場合の扶養親族１人につき支給する扶養手当を11,000円から6,500円（子

の場合は10,000円）に減額。 

④ 行政職（一）表８級相当職は配偶者・父母等について3,500円に減額。行政職（一）表

９級以上相当職は配偶者・父母等については支給しない。 

⑤ 実施時期は2017年４月からとし、それぞれ１～３年の経過措置を設ける。 
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【扶養手当の見直しに係る経過措置】 

年度 

扶養親族 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 
2020年度 

以降 

配
偶
者 

行政職（一）表７級以下 13,000円 10,000円 6,500円 6,500円 6,500円 

行政職（一）表８級 13,000円 10,000円 6,500円 3,500円 3,500円 

行政職（一）表９級以上 13,000円 10,000円 6,500円 3,500円 （支給しない） 

子 6,500円 8,000円 10,000円 10,000円 10,000円 

父
母
等 

行政職（一）表７級以下 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 6,500円 

行政職（一）表８級 6,500円 6,500円 6,500円 3,500円 3,500円 

行政職（一）表９級以上 6,500円 6,500円 6,500円 3,500円 （支給しない） 

配偶者がない場合の 

扶養親族 1人 
11,000円 

子 10,000円 

父母等 9,000円 
上記に記載の額 

※特定期間にある子の加算（5,000円）は変更なし。網掛けの段階で本則。 

〔要 求〕 

２－（５） 

② 住居手当は、支給範囲を拡大し、借家・借間についての改善を行うこと。また、自宅所有者に

ついては、定住促進のため措置されてきた経過を踏まえ、現行どおり支給すること。 

〔解 説〕 

 (１) 自宅に係る住居手当については、2003人事院勧告において６年目以降の月額1,000円の手当は廃止

し、新築・購入後５年間（2,500円）に限定して支援することとなりました。また、2007人事院勧告

において「自宅に係る住居手当の廃止も含め見直しに着手」することが報告され、さらに、2008人

事院勧告では2007年以上に言及した形で「自宅に係る住居手当は来年の勧告に向けて廃止を検討」

することが明言され、2009人事院勧告において官民較差がマイナスであり、手当にもマイナス配分

する必要があるとの考えのもとに廃止が勧告されました。廃止の理由としては「財形持家個人融資

の利用者が大幅に減少し、措置しておく必要性が認められないことから」としています。 

（２）自宅に係る住居手当については、国家公務員と地方公務員の人事政策が異なるため、住宅政策自

体も基本的に異なっています。国家公務員は住居の移転をともなう全国異動が行われ、宿舎が充実

していることにより、自宅を購入する年齢が相当高い傾向にあるのに対して、地方公務員は異動が

少なく、宿舎等も整備されていないこと、持家政策を基本として進めてきており、自宅所有者の住

居手当についても借家・借間との均衡を考慮して支給してきたという経緯にあります。 

（３）要求書では額を記入していませんが、これは、公務員連絡会・自治労でも地域間格差があまりに

も大きいこと、持家の率、利子補給の実態など、地域間・自治体間に大きな格差があり、全国的に

も要求が統一されておらず、道本部としても道内的に統一することは困難との判断から要求額につ

いては統一せず、地域の実態に見合った要求として単組ごとに決定することとします。また、廃止

とされた単組については、支給の理由付けや地域の民間の支給水準、支給企業数など具体的に調査

を行わせるなど、制度の復活にむけた取り組みを進めます。 

（４）北海道内の状況は、2017年確定闘争終結時点で、111自治体が自宅所有者の住居手当制度を継続し

ています。また、廃止とした自治体は67自治体となりましたが、６自治体では経過措置期間中です。 

 ラスパイレス指数の公表とあわせて自宅に係る住居手当制度が残っている自治体についても恣意
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的に公表され、その48％が北海道の自治体であることも明らかにされています。また、2014年の札

幌市人事委員会勧告で廃止勧告がされるなど、厳しい情勢にあります。 

しかし、自宅所有者の住居手当は国家公務員の住宅政策の違いから、国家公務員には措置されな

くとも地方公務員には必要があるという主張を引き続き行うとともに、民間企業における同種手当

の支給状況や金額なども参考にして、制度を守るたたかいを継続していきます。 

また、自宅住居手当を制度上残していても、特別交付税が減額の対象となっていないことも毎年

の総務省交渉の中で明らかとなっています。さらに、存続されている自治体にあっては、当局調査

において、①定住(持家)促進、②職員住宅不足・職員住宅建設費(維持費)抑制、③民間住宅不足、

④税収の確保などの理由から、持家手当を存続させているとしています。 

従って、引き続き自宅住居手当を支給させるよう各単組において取り組みを強化するとともに、

人勧どおりという理由のみで廃止が強行された単組においては、改めて、要求根拠を明確にして、

賃銀確定闘争期で要求するなど、復元を求めていく必要があります。 

 

住宅手当の支給状況(平成29年 人事院の職種別民間給与実態調査より) 

ア 支給・非支給別事業所の割合 

企業規模 

項 目 

 

規模計 
５００人以上 

１００人以上 
５００人未満 

 ５０人以上 
１００人未満 

支給・非支給の別 
支 給  50.2  ％  50.0  ％  54.0  ％  42.2  ％ 

非 支 給 49.8   45.0   46.0  57.8  

借家・借間、自宅 

に対する支給状況 

借 家 ・ 借 間 93.9  90.7  94.6  94.1  

自宅 (持家 ) 63.4  62.0  63.8  63.4  

（注）１ 借家・借間、自宅に対する支給状況は、住宅手当を支給する事業所数を100とした割合で 

    ある。 

   ２ 本店事業所数ウエイトを用いて算出した割合である。（次表において同じ。） 

イ 借家・借間に対する手当の支給形態及び手当額の決定要素 

企業規模 

  
支給形態等 

 

規模計 
５００人以上 

１００人以上 
５００人未満 

 ５０人以上 
１００人未満 

一 律 定 額 21.2 ％  11.0 ％ 21.4 ％ 26.6 ％ 

一 律 定 額 以 外 78.8  89.0  78.6  73.4  

 

手
当
額
の
決
定
要
素 

家 賃 額 (33.7)  (37.9)    (33.2)  (32.0)  

役職・資格段階 (12.2)  (19.8)  (12.0)  (7.4)  

世 帯 主 (40.8)  (40.1)  (43.3)  (35.5)  

扶養家族の有無 (55.2)  (65.8)  (55.9)  (46.4)  

事業所の所在地 (11.5)  (22.4)  (11.6)  (3.6)  

居 住 地 (12.1)  (18.6)  (11.6)  (8.7)  

そ の 他 (22.1)  (21.2)  (22.2)  (22.7)  

（注）１ 支給形態は、借家・借間に対する手当を支給する事業所数を100とした割合である。 

２ （ ）内は、一律定額以外の事業所数を100とした割合である（複数回答）。 
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〔要 求〕 

２－（５） 

③ 通勤手当は全額実費支給とし、非課税とすること。 

〔解 説〕 

（１）通勤費は本来「労働力の運搬経費」であり、実費支給的性格が強いものです。よって、必要経費

としての交通・通信費に入るべきもので、賃金という性格は薄いと考えたほうが自然です。なぜな

ら通勤手当は自由に処分できる収入ではなく、節約することが不可能な経費だからです。 

（２）この通勤費は、2005年から人事院勧告の際の官民比較の対象給与外となりましたが、最高限度額

が1996人事院勧告で5,000円引き上げられ50,000円、2003人事院勧告でさらに5,000円引き上げられ

55,000円となって以降改善がありませんので、早急に全額実費支給とさせなければなりません。 

（３）交通用具使用者についても、自動車、バイク、自転車などの購入経費の上昇や、維持費（補修費、

保険料、駐車料等）の値上がりの実態、また、ガソリン価格の実態にあわせて、額についても改善

させることとします。また、2014人事院勧告で交通用具使用者の通勤手当について最大7,100円引き

上げ勧告がされました。各自治体においては現在の制度内容を把握し、2014人勧を下回る場合には

国に遅れることなく、改善するよう求めます。 

※「全額支給」はどの程度まで想定されるのか 

 現行の通勤手当における支給限度額は社会通念上、通勤圏内と考えられる距離からの通勤に対応し

ています。 

 交通機関等を利用する職員の場合、定期券（最長期間の定期券）支給されていますが、定期券がな

く回数券を使用している者が休日出勤をして、振替休日を指定することができない場合は、休日に出

勤した日の通勤費を請求することとなります。実際に道職員の場合、特別急行列車等の利用者には特

急料金の1/2（20,000円上限）となっています。 

●2014勧告における改善 

交通用具使用者に係る通勤手当について、使用距離の区分に応じ 100円から 7,100円までの幅で引き

上げ。 

使用距離 改正前 改正後 増減 

5㎞未満 2,000円 2,000円 0 

5㎞以上 10㎞未満 4,100円 4,200円 100 

10㎞以上 15㎞未満 6,500円 7,100円 600 

15㎞以上 20㎞未満 8,900円 10,000円 1,100 

20㎞以上 25㎞未満 11,300円 12,900円 1,600 

25㎞以上 30㎞未満 13,700円 15,800円 2,100 

30㎞以上 35㎞未満 16,100円 18,700円 2,600 

35㎞以上 40㎞未満 18,500円 21,600円 3,100 

40㎞以上 45㎞未満 20,900円 24,400円 3,500 

45㎞以上 50㎞未満 21,800円 26,200円 4,400 

50㎞以上 55㎞未満 22,700円 28,000円 5,300 

55㎞以上 60㎞未満 23,600円 29,800円 6,200 

60㎞以上 24,500円 31,600円 7,100 
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〔要 求〕 

２－（５） 

④ 離島など生活の不便な地域に勤務する職員に対し、特地勤務手当を支給すること。 

〔解 説〕 

（１）この特地勤務手当は1970年の改正により遠隔地手当の性格および名称を変更したもので、離島な

ど生活不便の地域に勤務する職員に対し、その不便度に応じ本俸および扶養手当を算定基礎額にし、

４％から25％の支給割合のうち２分の１は定額（採用・異動時の額で固定）、残る２分の１は定率で

支給され、さらにこれらの地域に住居を移転して移動した場合には、級地・年数に応じて２～５％

の「特地勤務手当に準ずる手当」が加算されます（1997人勧で改訂）。 

（２）ところがこの手当は、国家公務員および都道府県の職員には支給されますが、同じ地域に勤務す

る市町村職員にはまったく支給されません。それは法令上の根拠があるのではなく、国が財政上の

措置をしていないことに唯一の原因があります。生活不便度を基本とする手当である以上、同一地

域に勤務し、生活する国家公務員又は都道府県職員と市町村職員を区別する根拠がありませんし、

総務省は「市町村職員に特地勤務手当を支給することは、現行制度上、違法とはいえないが、この

手当の趣旨がへき地赴任者に対する慰謝料的性格をもつものであるから、異動の可能性のない市町

村職員に支給することは適当でない」との態度をとっています。しかし1970年改正で赴任者に対し

て「準ずる手当」が加算される措置がとられたこと、国や県は現地採用者にも同手当の支給がある

ことから、総務省の主張は矛盾しており、この手当に関するかぎり国に準ずるとの指導方針を完全

に放棄しています。 

  

〔要 求〕 

２－（５） 

⑤ 時間外勤務手当はl00分の150(深夜100分の200)、休日勤務手当はl00分の200とし、夜間勤務手

当は100分の50に支給率の改善をはかること。特に月45時間以上60時間未満の割増率の引き上げを

行うこと。また、時間外勤務手当月60時間超の法定休日の取り扱いについては、国と同様に算定

時間に含めること。 

⑥ 時間外勤務手当の基礎となる１時間当たりの賃金は、労基法と同法施行規則に基づき、基本給

（本俸）に除外が認められている諸手当等（家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、臨

時に支払われた賃金、１ヵ月を超える期間ごとに支払われた賃金）に含まれない、地域手当、住

居手当、定例的に支払われる特殊勤務手当および寒冷地手当を加えた合計額とすること。特に、

寒冷地手当の算入は、他県において、労基法違反として摘発されている実態があるため、速やか

に法令遵守の観点から改善すること。 

〔解 説〕 

（１）日本の長時間労働を年間1,800時間を目標に短縮していくためには、超過勤務（時間外・休日労働）

時間を縮減していくことが、第１の課題であることはいうまでもありません。一方、日本の超過勤

務手当は欧米各国に比べて極端に低い水準にあり、民間を中心に近年引き上げのたたかいが強化さ

れ一部の大手民間では率の改善が行われています。(下表) 

超勤が恒常化している場合、超勤手当がともすると労働者の生活給化しがちですが超勤手当の引
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き上げは超勤を減らしても手当収入が維持されることになり、結果として超勤時間の縮減につなが

ります。また、使用者にとっても、手当の引き上げが人件費コストの増嵩になるため超勤を減らそ

うとの志向が強まることとなります。 

時間外労働の割増賃金率の状況(平成29年 人事院の職種別民間給与実態調査より) 

表16 月４５時間を超え６０時間を超えない時間外労働の割増賃金率の状況 

割増賃金率 
適用従業員 (参考)適用事業所 

割  合 累積割合 割  合 累積割合 

 

31％以上 

        ％ 

 9.0 

％ 

 9.0 

％ 

 6.6 

％ 

 6.6 

30％ 33.7 42.6 14.6 21.2 

29％  0.0 42.7  0.0 21.2 

28％  0.5 43.1  0.5 21.7 

27％  1.2 44.4  0.9 22.6 

26％  0.6 44.9  0.5 23.1 

25％ 55.1 100.0 76.9 100.0 

（注）１ 適用従業員及び適用事業所の割合は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、その計が

それぞれの累積割合と一致しない場合がある。 

２ 適用従業員欄の割合は、従業員数ウエイトを、適用事業所欄の割合は本店事業所数ウエイト

を用いて算出した割合である。 

 

（２）2008年12月の時間外労働の割増賃金率等に関する労働基準法の改正を踏まえ、2009人事院勧告に

おいて月60時間を超える超過勤務（日曜日またはこれに相当する日の勤務を除く。）に係る超過勤務

手当の支給割合を100分の150に引き上げるとともに、当該支給割合と本来の支給割合との差額分の

支給に代えて正規の勤務時間においても勤務することを要しない日または時間（代替休）を指定す

ることができる制度を新設することとなりました。 

2010人事院勧告では、月60時間の積算に係わる法定休日の労働時間の扱いの調査によれば、月60

時間を超える時間外労働の割増賃金率を引き上げた企業のうち、法定休日の労働時間を積算に含め

るとした事業所の従業員割合は60.1％となります。人事院はこの調査結果を踏まえ、公務において

も月60時間の超過勤務時間の積算の基礎に日曜日又はこれに相当する日の勤務時間を含めることと

し、2011年度から実施することとなりましたので、国と同様に見直しを求めていきます。 
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（３）また、2010年４月１日施行の労働基準法改正のなかで、「時間外労働限度基準告示の改正」として、

限度時間を超える時間外労働の抑制のため、特別条項付き協定を締結する場合、限度時間を超える

部分の割増賃金率を定めること、その率を25％超とするよう努めること、限度時間を超える時間外

労働をできる限り短くするよう努めることとしました。つまり、一般労働者の場合、１月45時間以

上60時間未満の時間外労働が「（割増率）25％を超える率とする努力義務」とされた経緯がありまし

たので、自治労として新たに要求事項として掲げています。 

（４）また、超勤（時間外・休日勤務）手当の支給にあたっては、その基礎となる１時間当たりの単価

計算方法が労働基準法、および、同法施行規則などによって定められています。労基法が適用され

る地方公務員の場合も最低基準として、当然これに基づき次の方法で単価計算されなければなりま

せんし、(旧)自治省や道もそれを認めています。2009年４月以降の国家公務員の勤務時間短縮にお

いて、所定勤務時間７時間45分を超える勤務に対しては、時間外割増賃金率が適用されますので、

この点も踏まえて制度改正を求める必要があります。 

ア 超勤割増賃金の基礎となる１時間当たりの賃金は、労基法と同法施行規則に基づき、基本給

（本俸）に除外が認められている諸手当等（家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、

臨時に支払われた賃金、１ヵ月を超える期間ごとに支払われた賃金）に含まれない、調整手当、

住居手当、定例的に支払われる特殊勤務手当などを加えた合計額とすること。 

イ また、上記割増賃金計算のため年間労働時間は、「週の労働時間（条例・規則で定める）×

52週」から「祝祭日、年末年始休暇などあらかじめ条例で休日に定められた日数分の時間をの

ぞいて」算出すること。 

 

※ 労働基準法第37条及び同法施行規則第19、21条に基づく１時間当たりの単価算出計算例 

 （分子）  （本俸＋地域手当＋特殊勤務手当＋住居手当＋寒冷地手当）×12ヵ月 

 （分母） （週の労働時間×52週）－｛（祝祭日＋年末年始休暇）×１日の時間｝ 

注① なお、初任給調整手、農林漁業改良普及手当、特地勤務手当が支給されている場合は、こ

れらも分子（ ）内に加えて算出する。 

超過勤務時間（/月） 

割
増
率 

100/125 

100/150 

30時間 60時間 

１月60時間を超えた時間に対し、時間外勤務手当には150/100
の割増率が適用。ただし、25/100の割増額に代えて代替休を
指定することが可能。代替休の場合、例えば１月76時間の時
間外勤務を行った場合は、76時間分割増手当（125/100）の支
給に加え、16時間×25/100＝４時間の代替休を勤務日に指定
することができる。 

割増分（25/100） 

割増分（125/100） 
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注② 国公の場合は、（本俸＋地域手当＋広域異動手当＋研究員調整手当）×12ヵ月／（週実労

働時間×52週）となっており、ほとんどの自治体で改善となっているが、現在もこの扱いに

なっている自治体もある。 

※ 単価計算の分子となる諸手当は、メリットに個人差をともなうが、「分母」となる時間計算

は全職員一律にメリットがあることを重視して取り組むこと。 

（５）1999年の労基法「改正」の一つとして、経営側から強い要望があり、割増賃金の算定基礎から「住

宅手当が除外できる」こととなりました。しかし、住宅手当という名前が付いているだけで、割増

賃金の算定基礎から除外できるわけではなく、次のように、その範囲は厳しく制限されています。 

住宅手当は具体的には、「住宅に要する費用に応じて算定される手当」をいうとされ、単に名称

だけではなく、その実質によって判断するとされています（1999・３・31 基発第170号）。 

「住宅に要する費用」については、賃貸住宅の場合は、家賃など居住に必要な住宅の貸借のため

に必要な費用、持ち家の場合は、居住に必要な住宅の購入、管理などのために必要な費用が該当す

るとされています。 

これに該当する場合、つまり住宅に要する費用についての補助であると認められても、もう１つ

の条件をクリアしなければ、除外できる住宅手当とは認められません。すなわち、その費用に応じ

て算定される手当であることです。 

「費用に応じた算定」とは、費用に定率を乗じた額を支給している場合や費用を段階的に区分し、

費用が増えるに従って額を多くする場合を言います。 

住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給していると認められるのは、例えば賃貸住宅居住者に家

賃の一定割合を支給する場合や、持ち家居住者にローン月額の一定割合を支給する場合が該当します。 

住宅に要する費用を段階的に区分し、費用が増えるに従って額を多くして支給していると認めら

れるのは、例えば家賃月額５～10万円の者に２万円、家賃月額10万円を超える者に３万円を支給す

る場合などが該当します。 

一方、次のような手当は、住宅手当に該当しないと解釈されています。 

① 住宅の形態ごとに一定に定額で支給するもの 

→例えば賃貸住宅居住者に２万円、持ち家居住者に１万円を支給するなど、実際に住宅にかかる費

用に関係なく、支給額が住宅の形態によって決まるもの 

② 住宅以外の要素に応じて定率または定額で支給するもの 

→例えば扶養家族がある者には２万円、扶養家族がない者には１万円を支給するなど、支給額が、

実際に住宅にかかる費用以外の要素で決まるもの 

③ 全員に一律に定額で支給するもの 

 以上のように、割増賃金の算定基礎となる賃金から除外できる住宅手当とは、個々の労働者の住

宅にかかる費用に応じて、支給額が決定されるものということになります。 

 ただし、一見制度上は住宅にかかる費用に応じて額が決定されているように見えても、実際は、

定額支払いとなっているものは、割増賃金の算定基礎となる賃金から除外できる住宅手当には該当

しないと考えられます。 

 例えば、一応制度上は家賃が２万円以下の場合は１万円、家賃が２万円を超える場合は２万円と

いう区分を設けているが、実際は、１万円の住宅手当ての支給者はほとんどおらず、結局は全員に

２万円を支給しているという場合などです。 
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 このように、割増賃金の算定基礎となる賃金から除外できる住宅手当かどうかは、あくまで実質

で判断されることに注意しなければなりません。 

（６）あわせて、寒冷地手当を時間外勤務手当の算定基礎に含めていない事に対し労働基準監督署より

是正勧告があったことを踏まえ、2017年２月１日付で総務省給与能率推進室より「時間外勤務手当

等の算出に用いる勤務１時間あたりの給与額について」と題した給与情報15号が発出され、道市町

村課（各総合振興局・振興局）経由で各自治体宛に「時間外勤務手当等の算出に用いる勤務１時間

あたりの給与額の算定基礎について適切に対応するよう」通知がされています。 

道本部は、寒冷地手当の時間外手当基礎額の算入について、単価の増額が賃金改善となることや、

労働基準法遵守の観点から、2017春闘からの継続課題として解決をめざして取り組みを進めてきま

した。寒冷地手当の支給方法に追給、返納制度がある市町村は、分割・一括支給にかかわらず、時

間外勤務手当の算定基礎額に寒冷地手当を算入しなければ、労働基準法違反となります。 

現在、約４割(67単組)の改善にとどまっていますが、53単組が継続協議中であり、今後、対策を

強化していかなければなりません。一方、未協議が53単組もあることから参入にむけた取り組みが

急がれます。 

 北海道労働局（労働基準部監督課）の見解では、10月（11月）から翌年３月までの期間にわたっ

て支払われる冬営手当（寒冷地手当）については、それが10月に一括支給されても、月割計算の建

前をとっている限り、毎月分の前渡と認められるから３ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金で

はないので、分割、一括支給にかかわらず、割増賃金算定基礎額に算入しない場合は、労働基準法

第37条違反となるとのことであります。北海道労働局の見解も含めて単組フォローを強化して課題

の実現をめざします。 

法を守るべき立場でありながら、近隣自治体の動向を理由に改善を先送りにしたり、国準拠を理

由に改善不要とする(国は労働基準法が適用除外)自治体が報告されています。また、これを機会に

持家手当の見直し(廃止)を交渉のテーブルに載せようとする自治体があることも報告されています。

特に、いくつかの地域において、改善の先送りを申し合わせする動きもあり、道本部・地方本部と

して、町村会をはじめとした当局対策を進めていく必要があります。労働基準監督署の立ち入り・

指導により是正するのではなく、私たちの運動をつうじて早期是正をはかる必要があります。未解

決の単組にあっては、早期参入にむけて取り組みを強力に進めていかなければなりません。 
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資料① 
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資料② 
 

ア 超勤割増賃金の基礎となる１時間当たりの賃金は、労基法と同法施行規則に基づき、基本給（本

俸）に除外が認められている諸手当等（家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、臨時に

支払われた賃金、１ヵ月を超える期間ごとに支払われた賃金）に含まれない、調整手当、住居手

当、定例的に支払われる特殊勤務手当などを加えた合計額とすること。 

イ また、上記割増賃金計算のため年間労働時間は、「週の労働時間（条例・規則で定める）×52週」

から「祝祭日、年末年始休暇などあらかじめ条例で休日に定められた日数分の時間をのぞいて」

算出すること。 

※ 労働基準法第37条及び同法施行規則第19、21条に基づく１時間当たりの単価算出計算例 

（分子） （本俸＋調整手当＋住居手当＋特殊勤務手当＋寒冷地手当等）×12ヵ月 

（分母） （週の労働時間×52週）－｛（祝祭日＋年末年始休暇）×１日の時間｝ 

注① なお、初任給調整手、農林漁業改良普及手当、特地勤務手当が支給されている場合は、これ

らも分子（ ）内に加えて算出する。 

注② 国公の場合は、（本俸＋調整手当）×12ヵ月／（週実労働時間×52週）となっており、ほとん

どの自治体でも現在この扱いになっている。 

※ 単価計算の分子となる諸手当は、メリットに個人差を伴うが、「分母」となる時間計算は全職員

一律にメリットがあることを重視して取り組むこと。 
 

 

〔要 求〕 

２－（５） 

⑦ 宿日直を廃止すること。当面、その回数を減らすとともに宿日直手当を大幅に増額すること。

最低でも人事院勧告どおりの増額を行うこと。 

〔解 説〕 

（１）宿日直手当は、1999人事院勧告で一般の宿日直が200円上がって4,200円となり、その他業務当直

が最高7,200円にそれぞれ引き上げられました。特に役所（場）庁舎の宿日直は職員の交替制で行わ

れている自治体が今日なお多く存在していますが、週休２日が進んだことで日直の回数が増えるな

どの課題も懸念されました。宿直そのものの全廃は困難ですが宿日直専門職員の配置等を含めて当

面は回数減を要求します。同時に、「ゆとり」が優先される状況のなかでせっかくの休日や勤務終了

後の貴重な時間を制約されるわけですから、現行の手当ではきわめて不十分であり、大幅な増額を

要求するものです。 

（２）こうしたなか、2018人事院勧告で、19年ぶりとなる宿日直手当の引き上げが勧告されました。1997

年以降、金融機関の破綻など、日本経済がデフレ不況に入ったことで、民間給与も低迷を続け、公

務員労働者の給与についても、人勧による引き上げが見送られてきました。この間、業務の見直し

等により宿日直勤務が減少したことで、給与原資に占める支給額が低下してきましたが、必要な宿

日直勤務が残っている実態に鑑み、額の引き上げを行うこととしたものです。人事院は、宿日直手

当の支給額を検討する際には、宿日直手当の平均支給額と、受給者の平均給与日額の３分の１の額

を比較し、200円単位で差が生じた際に見直しを実施することを例としてきましたが、本年、この例

に該当することとなったことから、引き上げ勧告を行いました。地方自治体においても、同様に額
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の引き上げを求めることとします。 

●宿日直手当の改定内容 （2018年 人事院報告・勧告、意見の申出の解説より）             (単位:円) 

支給額 改定前 改定後 改定額 
支給額の150/100 ※ 

改定前 改定後 改定額 

普通宿日直勤務 4,200 4,400 200 6,300 6,600 300 

特

別

宿

日

直

勤

務 

動植物の飼育管理等 5,100 5,300 200 7,650 7,950 300 

教育、研修施設における学

生、入寮者の生活指導等 
5,900 6,100 200 8,850 9,150 300 

刑務所等における業務の管

理、監督等 
7,200 7,400 200 10,800 11,100 300 

医師の当直勤務 
20,000 21,000 1,000 30,000 31,500 1,500 

常直勤務に係る支給月額の限度 21,000 22,000 1,000    

 

〔要 求〕 

２－（５） 

⑧ 夜間看護等手当については、国家公務員は４月から増額されていることから、速やかに改善す

るとともに、４月に遡及して差額支給すること。 

〔解 説〕 

（１）夜間看護等手当は、人事院規則9-30に定められており、病院、療養所、診療所等に勤務する助産

師、看護師または准看護師が、正規の勤務時間による勤務の位置布施または全部が深夜(22時～５時)

において行われる看護等の業務に従事したとき、その勤務１回につき、定められる額を支給されて

います。 

（２）人事院は、2018年度予算の成立にともない、夜間看護等手当の改正(2018年３月30日公布・2018

年４月１日施行)を行いました。夜間看護等手当については、人材確保をはじめ自治体ごとの議論経

過があり、道内自治体をみても画一的な水準とはなっていませんが、多くが国家公務員準拠で支給

されています。2018賃金確定闘争において要求し、国家公務員同様に増額改定するとともに、４月

に遡及して差額支給することを求めます。 

 

●夜間看護等手当の改定内容 

深夜(22時～５時) 現  行 改定額 

・深夜の全部を含む勤務 

・深夜の一部を含む勤務 
6,800円 7,300円(+500円) 

４時間以上７時間未満 3,300円 3,550円(+250円) 

２時間以上４時間未満 2,900円 3,100円(+200円) 

２時間未満 2,000円 3,150円(+150円) 
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〔要 求〕 

２－（５） 

⑨ 管理職員特別勤務手当は一部特定職員のみの優遇措置であり、この手当は制度化および運用し

ないこと。 

〔解 説〕 

（１）管理職員特別勤務手当は、1991人事院勧告において新設された「俸給の特別調整額６種」（課長補

佐クラス＝８％）適用者が、時間外勤務手当の併設がなされることとの均衡から、新たに設けられ

たものです。俸給の特別調整額１～５種適用者と指定職を対象に「臨時または緊急の必要等により週

休日または祝日法による休日等もしくは年末年始の休日等に勤務した場合」に支給されるものです。 

そもそも、俸給の特別調整額（管理職手当）自体、時間外勤務手当相当分を含む性格を有してお

り、この新たな管理職員特別勤務手当は、「屋上屋を架す」管理職優遇の制度です。 

各自治体への導入にあたっては、認めない立場で、また、すでに導入されている自治体にあって

もこの制度の運用にあたって厳重な監視を行っていく取り組みが必要です。 

   また、2015年給与制度の総合的見直しにより2015年４月から平日深夜の勤務にも適用が拡大され

ています。仮に国同様にこの手当を措置するのであれば、労基法が適用される地方公務員は深夜勤

務とされるのが22時～５時の時間帯であり、労基法適用除外の国家公務員の制度では０時～５時の

勤務に措置されることとなっており、考え方がそもそも異なりますので、注意が必要です。 

 

〔要 求〕 

２－（６）早期退職募集制度については、これまでの勧奨退職制度を精査し、国の割増率を最低基

準として導入すること。 

〔解 説〕 

（１）早期退職募集制度は上記の退職手当支給水準の見直しとともに現行の勧奨退職制度の廃止に代わ

る措置として、国公では 2017年６月に政令が決定され 11月から運用されています。 

（２）道本部としての考え方および対応は今回の措置が職員の退職希望を加速させて、年度途中の退職

が増え、自治体業務への支障が生じないかどうかが課題となります。こうした事情はあくまでも自

治体当局責任において解決すべき課題ですが、欠員補充や新規採用枠の拡大など、しっかりと自治

体当局に対応させるよう監視を強めていかなければなりません。 

一方で、現行の勧奨退職制度は当局側の理由としては「肩たたき」的な事情を表向きに、事実上

は権利として運用してきた経過にあり、そうした趣旨を早期退職募集制度に引き続き求めていくと

となります。 

(３) 北海道退職手当組合は早期退職募集制度自体が自治体における権限により措置されるものとし

て、制度を設けるかどうか、さらには国と同様な割増率とするのか等の調査を行い、2013 年 12 月

16日に「退職手当条例の一部改正について」を提示してきました。提示内容は 

①「早期退職募集制度導入に伴う規定の整備」として、勧奨退職制度を存置し、新たな早期退職募

集に応じて退職した場合の退職手当の基本額を定め、また、「勧奨の記録」を改め「退職の理由

の記録」を作成しなければならないこととし、その他技術的修正を行うこととすること、 

②「定年前早期退職特例に関する規定」については、勧奨退職および早期退職募集退職等の退職者
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に対する退職手当について、「割増対象年数」を定年前 10年（50歳以上）から 15年（45歳以上）

に、「割増率」を年２％から年３％（定年１年前の退職にあっては２％）に拡充することとする

こと、 

③施行期日については、2014年（平成 26年）４月１日から施行する。 

となっています。 

（４）これらの内容を総合的に分析すれば、各自治体における早期退職募集制度の導入にむけた検討状

況を踏まえて、早期退職募集制度の導入が無くとも、従前からの勧奨退職制度を残して運用するこ

とも視野に入れて、幅広の制度設計を行っており、道本部としては各単組の意見・問題点を集約し

たうえで、道退手組合と協議・確認を行ってきました。 

道退手組合加入自治体単組については、要綱作成が遅れている自治体も出てきていることから、

勧奨退職制度の拡充、もしくは早期退職募集制度の導入にむけて、自治体当局の姿勢を明確化する

など、取り組みを強化する必要があります。また、独自条例を有する自治体単組で当局との協議を

終えていない単組にあっては、道退手組合との決着内容を踏まえて、制度運用開始時期が道退手組

合に遅れることがないよう取り組みを進める必要があります。 

 

〔要 求〕 

２－（７）財政危機を理由とした独自の給与削減は行わないこと。 

〔解 説〕 

（１）独自削減実施自治体は、民主党政権時に地方財政計画の見通しにおいて地方交付税の総額確保が

はかられてきたことから、ピーク時の117単組（自治体数）64％から54単組（自治体数）33％（2013

年４月１日現在）となり、2016年４月１日には24単組（自治体数）13％まで減少しています。そも

そも、財政事情による給与の独自削減は勧告とは別の臨時的緊急的な措置であり、恒常的に実施す

ることは勧告制度の否定につながるものです。こうしたなか2018年は、深刻な赤字が続く病院を中

心に、赤字補填・経営再建策の一環として、病院職員の給与削減の動きがみられ、市立函館病院で

は３年間、期末・勤勉手当の削減、市立旭川病院でも２年間、勤勉手当の削減が行われています。

2018年度以降も骨太方針に基づく地方交付税を利用した総人件費削減が予想されるなかで、引き続

き一方的な実施に反対し、十分な労使交渉と財政見通しの明示などを求め、同時に長期間続いてい

る単組は、削減実施期間を明示させる等の対応が必要です。 

●独自削減の推移                          （各年４月１日現在） 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

給  料 57 44 36 34 32 28 25 9 6 

給料＋一時金 26 30 23 13 7 4 4 3 3 

一 時 金 17 16 8 4 2 2 0 0 0 

そ の 他 17 22 25 22 22 21 21 15 15 

合  計 117 112 92 73 63 55 50 27 24 

比 率 64％ 64％ 62％ 51％ 35％ 31％ 28％ 15％ 13％ 

削 減 な し 65 64 69 88 117 125 130 153 156 
 



３．定年延長および再任用制度について 
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〔要 求〕 

３－（１）雇用と年金の接続をより一層確実なものとするため、国に遅れることなく定年延長の早

期実現を行うこと。 

また、定年延長に当たっては、在職中の臨時・非常勤等職員の雇用不安につながらない

ようにすること。 

（２）60歳前と同じ俸給表および職務の級、諸手当を適用し、60歳時点の給与水準の８割支給

とすること。 

（３）退職手当は、現行の支給水準を維持し、60 歳台前半の給与水準が 60 歳時点より下がる

場合でも、現行制度と同様に最も高いときの俸給等を基礎として算定する方法を維持する

こと。また、60 歳超で自発的に退職する場合には、少なくとも現行 60 歳定年時における

支給水準を確保すること。 

（４）加齢に伴う身体機能の低下が職務遂行に支障をきたすおそれがある職務(現場職場)につ

いては、現場の実態を十分踏まえた定年延長が必要であることから、対応策を示すととも

に十分な労使協議・合意をもとにした導入とすること。 

（５）65歳への定年延長実現までの暫定再任用制度については、年金支給開始年齢が段階的に

引き上がることを踏まえ、フルタイム勤務を基本として、国公行（一）４級（退職時の８

割水準）以上の給与水準とすること。また、生活関連諸手当の支給、定数管理のあり方、

業務内容の精査、再任用制度の導入が困難な業種の対応など、労働組合と十分に協議する

こと。 

〔解 説〕 

（１）共済年金の報酬比例部分の引き上げが2013年度から開始され、60歳台前半層に対しては一切、年

金が支給されなくなりました。これまで昭和16年４月２日以降に生まれた人については、退職共済

年金の定額部分の支給年齢が段階的に引き上げられてきており、その間の60歳台前半層の生活を確

保するという視点で2002年に再任用制度が導入されてきました。 

（２）これまでは60歳から退職共済年金の報酬比例部分（月額12～13万円程度）が支給されるために、

再任用制度が運用されていなくとも、とりあえず、満額年金が支給されるまでの間、職員がある程

度の我慢をすれば、65歳からの満額年金を受け取ることができましたが、今後はそうはなりません。

2013年度より３年ごとに１歳ずつ引き上がり、最終的に、1961年４月２日以降に生まれた人につい

ては、65歳にならなければ年金の支給対象にはならず、60歳台前半には一切年金が支給されないこ

ととなり、60歳から64歳までの間の生活費の確保が必要となってきます。 

（３）このため人事院は、2011年９月30日、雇用と年金を接続することを基本として、内閣と国会に対

し、「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」を行い

ました。その後、政府は2012年３月に民間企業の多くが再雇用制度を取っているために、定年延長

はめざしつつも、国家公務員においては当面はフルタイムの再任用制度の義務化で対応することを

決定しました。さらに、2013年３月26日には「国家公務員の雇用と年金の接続について」と「国家

公務員の新規採用の方針について」を閣議決定しました。そのなかでは、①新規採用者の採用上限

数を定める方式をやめて弾力化をはかる、②定年退職する職員が再任用を希望する場合、年金支給

開始年齢まで「フルタイム官職（常時勤務を要する官職）」再任用する、③フルタイム官職が困難な

場合または職員の個別の事情を踏まえて必要があると認められる場合には、短時間勤務の官職に再
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任用することができる－とされました。これにより、当初いわれていた「名ばかり義務化」につい

ては解消され、事実上、雇用と年金の接続にむけて再任用制度の義務化がはかられることとなりま

した。また、定年年齢の段階的引き上げにむけた検討は年金支給開始年齢の段階的な引き上げの時

期ごとに検討することも明記されました。 

地方公務員においては、このような国家公務員の取り扱いを受けて、2013年３月29日に同様な措

置を行うことを趣旨とする総務副大臣通知が発出されています。 

（４）2017年６月、政府の「骨太方針2017」を受けて「公務員の定年の引上げに関する検討会」を設置

し、検討作業が進められ、2018年２月16日、検討会の「論点整理」が「公務員の定年引上げに関す

る関係閣僚会議」で了承され、政府は人事院に対し検討を要請しました。人事院は、６月15日「定

年の引上げに関する措置(素案)」を公務員連絡会に示しました。その後、公務員連絡会は、各構成

組織の意見を集約するとともに、公務労協が2008年５月に策定した「雇用と年金を接続した公務・

公共部門の新たな高齢期雇用政策の基本方向」の実現を求める要求を見直す必要はないものとの公

務労協確認に基づき、６月29日に、①定年延長にともなう60歳以降の給与水準は、現行定年までの

給与カーブの維持と実質的な再任用職員の給与を上回る水準とすることを前提として、②当該世代

における標準的な生計費をみたすことを追求する、③地方出先機関における本府省課長クラス以上

相当職以外の管理職の役職定年制については、昇任・昇格ペースが全体として遅延することや役職

定年後の受け皿を相当数用意することが困難であること等を踏まえつつ、政府の責任における段階

的定年延長年齢までの万全な任用の継続を最低限とする、旨の意見を人事院に提出しました。以降、

人勧期における各級交渉のなかでその検討状況について追及してきました。 

（５）こうしたなかで、人事院は８月10日、人事院勧告・報告と同時に「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」を提出しました。その内容は、①定年年

齢を段階的に65歳に引き上げ、段階的な引き上げ期間中は、暫定的な措置として現行の再任用制度

を存置する、②60歳以上の職員に対して、原則管理職から外す「役職定年制」を当分の間導入する、

③定年前(60歳超職員)でも希望者には短時間勤務を可能とする｢再任用短時間勤務制｣を導入する、

④60歳超職員の給与は、民間企業の60歳超の従業員の給与水準が60歳前の３割減の水準であったこ

とを鑑み、60歳前の７割水準に設定する(暫定再任用職員の給与は、現行の再任用職員と同様の取り

扱い)、⑤俸給月額の水準と関連のある諸手当も、60歳前の７割を基本に手当額等を設定する(扶養

手当、寒冷地手当等は60歳前の職員と同額)などとしています。 

なお、人事院は、「意見の申出」において、60歳超職員の給与引き下げは、当分の間の措置とし、

60歳前の給与カーブも含めてその在り方を引き続き検討することを言及しており、警戒・監視を強

めていく必要があります。また、定年の引き上げ時期については、今回の意見の申出では具体的な

明記はなく、一定の準備期間を確保しつつ、速やかに定年の引き上げが実施されることが必要、と

の記述にとどまっています。 

   今後は、政府において申出への対応が検討されることとなりますが、統一自治体選挙や参議院選

挙など重要な政治日程が続くなかでの政治判断となることから、対応の内容・時期については不透

明な状況です。 

（６）公務員連絡会は、「意見の申出」について、その水準や役職定年制については、われわれの要求を

十分に満たすものとはなっていないが、あくまでも現時点の環境条件のもとにおける人事院の判断

として受け止めるとしています。また、2011年の意見の申出の取り扱いを踏まえたとき、今回の意

見の申出が着実かつ確実に実施されることが何よりも重要であり、人事院が早期実施を実現するま
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で、その責任を最後までしっかりと果たしていくことを求めるとしています。 

（６）一方、自治労は、人事院が「意見の申出」を行ったことは評価できるとしたうえで、給与水準等

については不十分な内容であり引き続き検討を求めていくとしています。また、今回の意見の申出

の最終的な判断は政府が行うことから、公務労協と連携して政府に対し実現にむけ対応をはかるよ

う追求するとともに、人事院に対して責務を果たすよう求めていくとしています。 

   あわせて、地方公務員においては、加齢困難職種が多く存在することを踏まえた柔軟な働き方が

求められること、自治体ごとに組織構造が違うため役職定年や新規採用の確保に留意が必要なこと

などから、総務省に対して自治労および自治体の意見を十分踏まえたうえで、国に遅れることなく

地方においても定年延長を実施するよう必要な対応を求めていくことが必要です。 

 

【人事院報告・勧告について】 

（１）2013年報告で「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うえで平

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を踏まえつつ、必要な検討を進

める」とし、2014年の民調作業が行われました。 

   民間における高齢層従業員よりも公務における再任用職員賃金水準が低い結果となりましたが、

俸給表のプラス改定を若年層を中心に配分し、高年齢層には及ばない状況から、2014年俸給につい

ては改定なしとなり、さらには給与制度の総合的見直しで俸給水準の引き下げが勧告されています。 

   2015年勧告では0.36％の官民較差を再任用職員にも反映させる形となり、1,100円を基本（行（一）

はすべての級）に引き上げ勧告がされています。 

●民間における高齢層従業員（60～64歳）の年間賃金（平成25年賃金構造基本統計調査） 

企業規模 

地域 
100人以上 10人以上 

全国 386万円 364万円 

大都市圏 431万円 418万円 

大都市圏以外 341万円 320万円 

   ※所定内給与額と年間賞与その他特別給与額の合計 

●公務における再任用職員の年間給与 

職務の級 

 
２級 ３級 ４級 

行（一）フルタイム 301万円 366万円 398万円 

 ※俸給月額と期末・勤勉手当の合計 

（２）また、2014人事院勧告では民間実態を鑑み単身赴任手当・広域異動手当・新幹線通勤手当を支給

する勧告もされました。 
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●民間における公的年金が支給されない再雇用者の単身赴任手当の取り扱い 

（平成25年職種別民間賃金給与実態調査） 

転居を伴う 

異動がある 

 
転居を伴う 

異動がない 
単身赴任手当

を支給する 

単身赴任手当

を支給しない 
未定 

34.7％ （87.0％） （10.4％） （2.6％） 65.3％ 

   ※定年前の常勤従業員に単身赴任手当を支給する事業所を100とした割合 

    （ ）内は公的年金が支給されない再雇用者に転居を伴う異動がある事業所を100とした割合 

【道内自治体における再任用制度運用状況】 

（１）2015年度（2016年度、2017年度、2018年度は調査実施なし）の道内運用状況については、町村単

組を中心に対象者・希望者がいない状況もあり、実際の運用とはなっていない自治体も多くありま

すが、全体として制度としてはほぼ、完成している状態にあります。 

（２）賃金水準については42自治体で３級以上水準を確保していますが、ほとんどが２級水準での再任

用となっています。道本部要求の４級以上（退職時の８割水準）や、2011年の人事院意見の申出で

示された７割水準よりも低位に抑えられている状況もありますし、今年度の民調結果をみれば、３

級水準を確保したとしても民間給与水準を下回る状況にあります。 

   こういった情報を活用しながら、より上位の級での再任用給与水準の確保にむけた取り組みを展

開する必要があります。 

●2015年度の道内単組再任用運用状況 

 ① 賃金格付け（最も多くの再任用者が格付けされる級） 

 １級 ２級 ３級 ４級 ５級以上 

道   １   

都市 ２ 26 11   

町村 ８ 36 25 ２ ３ 

計 10 62 37 ２ ３ 

 ② 勤務形態 

  フルタイム基本 短時間基本 フル・短時間併用 

道   １ 

都市 15 ６ 20 

町村 25 15 39 

計 40 21 60 

●被用者年金一元化に伴う影響 

現行制度では再任用時に厚生年金被保険者となった場合（※）、老齢年金の在職給付を受ける場合、

月の（賃金＋年金）が46万円を超えると年金の一部または全部を支給停止となりますが、2015年10月

の被用者年金一元化後は46万円が28万円となります。 

この46万円を目安として再任用者の賃金格付けをしている自治体は注意が必要となます。 

※ 厚生年金被保険者となった場合＝３/４以上勤務の短時間再任用者 

※ ３級格付け３/４勤務の再任用者の場合（老齢年金120,000円と仮定） 
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 賃金＝（月例給×3/4）＋（一時金×3/4）/12＝257,600×3/4+257,600×2.1月×3/4×1/12 

                     ＝193,200＋33,810＝227,010 

現行   227,010＋120,000＝347,010 → 46万円未満なので支給停止なし 

                     月額収入は347,010円 

一元化後 227,010＋120,000＝347,010 → 28万円を超えるため一部支給停止 

120,000－227,010/2＝6,495 → 6,495円年金が減額され113,505の支給となる 

月額収入は340,515円 

 

＜別記＞ 
 

雇用と年金の確実な接続をはかるための 

再任用制度の確立に向けた単組交渉指針 

【2013年９月修正版】 

 
Ⅰ．条例・規則制定・改正にあたって 
１．採用（任用） 
  地方公務員法に定める再任用に関する規定について、条例に必要な事項を定めること。 

条例制定にあたっては、「職員の再任用に関する条例（案）〔準則〕（1999.10.29 自治高

第９号）」を参考とするとともに、以下の点を踏まえた制定（改正）を行うことを求めます。 
※なお、政府が検討している、再任用義務化の法案化にあたっては、現行再任用制度に

ついては存置し、新たに義務的再任用に関する規定を新設することとしており、現時点

で現行再任用制度に関する」条項について大幅修正の必要はありません。 

①対象者の要件については、勤続20年以上とすること。（条例準則第２条） 

定年年齢前に退職した者の再任用に関して条例準則では、勤続25年以退職後５年未満

及び前記により再任用されたことがあるものとの要件を付しています。 
国における勧奨退職制度の見直しの状況を含め、勤続20年以上を基準に要件を緩和す

ることを求めます。 

②再任用者の標準職務は定年前と別に定めることとし、運用を含め充分に協議を行うこと。 

再任用時の級別標準職務表や実際の職務を含めて協議を行うことを求めます。 

 
２．賃金 

①基本賃金については、国公俸給表の機械的な適用ではなく、自治体の実情に応じた給料表を

設定すること。 
 ②扶養手当・住居手当・単身赴任手当・寒冷地手当・特地勤務手当等も定年までと同様に支給

するための改正を行うこと。 

 国における基本方針において、「本格的な職務」とされていることから、現在多くの自

治体において再任用者に支給されていない生活関連手当についても支給を求めます。 

③一時金の支給月数についても定年前と同月数とすること。 
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 一時金については現行2.1月人事院の意見の申出（定年延長）では3.0月としています。 

※特殊勤務手当については、自治体独自のものがあるので注意が必要です。 

④俸給の特別調整額（自治体では管理職手当）の支給については、再任用職員の職務の内容に

より判断すること。 
３．勤務時間、休日・休暇等 
①再任用職員の時間外勤務について、規制を明文化すること。 

短時間勤務職員に関して、人事院規則では、「正規の勤務時間以外の時間において再任

用短時間勤務職員に勤務を命ずる場合には、再任用短時間勤務職員の勤務時間が常時勤

務を要する官職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意

しなければならない（人事院規則15-14 第16条の２）」とされ、短時間勤務職員への時

間外勤務命令について一定の歯止めをかけています。 

同趣旨の規定を規則で明文化するとともに、フルタイム再任用においても同様とする

ことを求めます。 

  
②すべての休日・休暇等を退職前と同様に規定すること。（短時間勤務職員も含める） 

 
Ⅱ 運用にあたっての留意事項 
１．採用等 
①定年退職する職員が常時勤務または、短時間勤務の職への再任用を希望する場合、当該職員

の任命権者（市長等）は定年退職日の翌日、定年退職する職員の希望に応じ、常時勤務を要

する職または短時間勤務の職に当該職員を採用すること。 

総務省の「地方公務員の雇用と年金の接続に関する制度概要（案）」（以下「制度概要」

という。）では、「定年退職する職員が再任用を希望する場合採用するものとする。」とし

ているが、常時勤務（フルタイム）を基本に本人の希望に応じ短時間勤務希望者につい

ては、短時間再任用の職を確保するよう求めます。 

②最低限年金支給開始年齢の引き上げのスケジュールと連動したものとすること。また、段階

的引き上げの間においても、高齢期の雇用確保の趣旨に則し、65歳までの間、雇用と年金の

連携の観点から希望者全員の再任用を行うこと。 

年金の報酬比例部分は、2013年度以降3年ごとに1歳ずつ65歳まで引き上げされること

とされています。 

なお、制度概要では、年度途中の定年による退職に関しても、退職日の翌日からの再

任用を義務付けることとしています。 

③加齢に伴う身体機能の低下が職務遂行に支障をきたすおそれがある職務についての対応策

を早急に示すとともに、協議を行うこと。 

短時間勤務など勤務時間による調整や定年前と異なる職務（任命権者が異なる任用を

含む）での再任用等についても検討を進める必要があります。 

④任用にあたっては、退職前の職務（同一の級）での任用とすること。 

 60歳以降の賃金について、最低到達基準は国公行（一）４級再任用賃金としますが、自 
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治労が求める退職前の80％水準を達成するためには、退職時と同一の級での任用とする

ことが必要です。（下記２．①解説参照） 

⑤公的年金が一部支給される再任用者との整合性に留意し、再任用職員の職務・給与等に関し

特段の配慮を行うこと。 

2014年度以降の再任用者は、報酬比例部分支給されないことから、現行再任用者と比

べ生活に必要な給与等の処遇の確立とその職務について整合性を取る必要があります。 

⑥本人同意を前提とし、任命権者を超えた採用や退職前と異なる職務に採用されることを想定

し、必要な研修を実施すること。 
⑦特に再任用短時間勤務職員の営利企業の従事制限等について機械的な運用は行わないこと。 

再任用短時間勤務職員の営利企業の従事制限等について、総務省は「運用にあたって

は、勤務時間が短いことを踏まえ個別事案ごとに配慮して処理する」との国会答弁（参

議院地行委員会 99.6.8）を行っていることからも、個別事案については、公務に支障

がない限り認められるよう求めます。 

  
２．賃金 

①再任用者の賃金は、国公行（一）４級再任用賃金（277,800円）以上とすること。 

人事院の意見の申出による60歳以降の賃金については、基本給は退職時の73％、一時

金は3.0月、諸手当についても60歳前と同様とし全体で70％としています。 

自治労では、60歳以降のゆとりある生活のためには、退職前の80％の賃金が必要との

調査結果から、再任用者の賃金は退職前の80％水準を基本に、自治体の実情に応じて労

使合意に基づき決定することとします。 

 再任用制度では、級ごとに１号給（俸）が設定されており、退職前の80％の賃金水準

確保のためには、退職時と同一の級での任用とすることが必要です。 

これらを踏まえつつ、再任用者の賃金水準の底上げをはかるための最低到達基準とし

て、全単組において国公行（一）4級再任用賃金（277,800円）以上を要求し、諸手当の

支給とあわせて水準の確保を求めます。 

また、現行再任用者と比較し、段階的引き上げにより報酬比例部分が支給されないこ

と、および被用者年金一元化法の成立により、在職老齢年金の支給基準の変更に留意す

ることが必要です。 

＜本部の取り組み＞ 

再任用の職務については定年前と別に設定すること及び再任用の賃金水準の見直しにつ

いて、総務省・人事院等との協議を進めていきます。 

 
Ⅲ その他留意事項 

①2013年度中に条例を制定（改正）し、制度の枠組みを確保すること。 

②実施までの間、職員への周知期間を確保し、労使合意を前提に、運用の細目を決定するこ

と。 

③職員の意向調査を当局の責任で実施すること。 

④希望者全員の再任用の雇用枠を早急に確保すること。 
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⑤2014年度からの再任用に係わる推進体制を設置し、首長部局・公営企業・行政委員会・消

防・一部事務組合・広域連合など、任命権者を超えた連絡調整を進めること。 

⑥再任用されない場合の苦情処理システムを確立すること。 

⑦定年退職後のリフレッシュや病気療養等のための任用までの猶予期間を取ることができる

ようにすること。 

⑧定数化にあたっては、機械的換算ではなく、実態に則して柔軟に対処すること。特に再任

用短時間職員の定数カウントについては、別途管理とすること。 

⑨年次有給休暇については、退職前の繰り越しを含め、地方公務員においては労基法39条が

適用となる。国公と異なる取扱について留意すること。 
 

昭和63年3月14日基発150号（抜粋） 

継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう。継続勤務か否かに

ついては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり、次に掲げるような場合

を含むこと。この場合、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する。 

イ 定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合（退職手当規

程に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含む。）。ただし、退職と再採用との間

に相当期間が存し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合はこの限りで

ない 
 

⑩再任用短時間勤務職員の健康保険、年金の扱いについて、再任用を希望する職員について、

十分な情報提供を行うこと。 
 

 

【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のポイント】 
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４．人事評価制度の制度設計・運用について 
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〔要 求〕 

４．人事評価制度の制度設計・運用について 

（１）人事評価制度の運用にあたっては、十分な労使交渉・合意を前提とすること。また、導入後

においても労使交渉を踏まえた定期的な検証・見直しを行うこと。 

（２）公平・公正性、透明性、客観性、納得性と、労組の参画、苦情解決制度を確保し、拙速な賃

金への反映は行わないこと。 

（３）労働組合が関与した苦情解決制度を整備すること。 

〔解 説〕 

（１）改正地方公務員法が2016年４月１日に施行され、各地方公共団体で人事評価制度の導入が義務化

され運用されています。地公法改正前から人事評価制度を導入している単組や、地公法改正後に試

行を開始した単組、地公法施行にあわせて試行を開始した単組など、単組によって協議状況はさま

ざまです。 

 しかし、ほとんどの単組で評価結果の活用の課題が遅かれ早かれ直面する課題となります。 

 活用にむけては十分な試行期間を確保することや、運用・試行するなかでの評価制度自体の改善

に基づく、人事評価制度への信頼性が担保されたうえでなければなりません。 

 この間、自治労としては４原則（公平・公正性、透明性、客観性、納得性）２要件（労働組合の

関与、苦情解決システムの構築）を新たな人事評価制度に対する基本的方針としてきました。 

 各単組とも制度自体は導入した形をとられていますが、改めて４原則２要件が具備された制度と

なっているか検証を行い、制度改善を求めていかなければなりません。 

 具体的には第57回定期大会で確認した「人事評価制度等に関わる単組交渉の指針」を活用します。 

（２）こうしたなかで総務省は、2018 年４月に報告書をまとめた研究会での議論に基づき、「給与情報

等公表システム」の公表様式を変更し、昇給・勤勉手当への評価結果の反映状況に関する事項を詳

細化しました。報告書においても、この様式によって具体的な活用状況等を「公表」する必要があ

ると指摘しています。総務省がこの報告に基づき、自治体に対し、人事評価結果を給与等へ「活用」

することや、その状況を「公表」するよう、これまで以上に強く求めていくことが想定されます。

また、例年、国家公務員の給与改定に関する取り扱いの閣議決定ののちに発出される「地方公務員

の給与改定等に関する取り扱いについて（総務副大臣通知）」においても、人事評価結果を勤勉手当

の支給や昇給等に反映させるよう記述されていることから、自治労本部に対し、総務省対策を強化

するよう求めるとともに、道本部として、北海道（市町村課）、地方本部として、総合振興局（振興

局）対策を強化し、自治体への給与等への反映圧力となる不要な指導・助言を行わないよう対策を

行う必要があります。 

（３）一方、職員に対する評価結果の具体的な活用方法や評価者研修など、制度運用や実施体制に不備

があり、今後も試行錯誤による運用が想定されます。こうした課題があるにもかかわらず、一部の

自治体においては、評価結果の活用を昇給や勤勉手当などに拙速に反映させようとする動きがあり

ます。人事評価制度自体は管理運営事項ですが、評価結果の活用・運用については労働条件の変更

につながることから労使交渉事項であり、労働組合の関与が必要不可欠となります。また、運用に

ともない評価にあたる職員を管理職登用する例も見受けられることから、並行して管理職の範囲拡

大につながらないよう、協議を行う必要があります。 

（４）人事評価制度の目的は行政サービス向上のための、人材育成と適材適所が基本であり、評価結果
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の活用について昇給・昇格、勤勉手当などの賃金への反映は行わないことを求める必要があります。

また、４月から直近までの運用状況の把握と検証を行い、制度の運用改善について検討を行うこと

も必要です。すでに本格運用を開始した単組については、公平・公正な運用となっているか、およ

び職員の納得が得られているかなど、制度の運用状況を点検し、必要に応じて当局との交渉・協議

を実施する必要があります。また、労使合意に基づかない賃金反映は行わないことを確認すること

も必要です。 

  

  〔段階的導入の具体例〕 

 管理職員 一般職員 

制度運用 勤勉手当 昇給 制度運用 勤勉手当 昇給 

第１段階 ○ × × × × × 

第２段階 ○ × × ○ × × 

第３段階 ○ ○ × ○ × × 

第４段階 ○ ○ × ○ ○ × 

第５段階 ○ ○ ○ ○ ○ × 

第６段階 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

 

人事評価制度等に関わる単組交渉の指針 

 地方自治体に人事評価制度の導入、等級別基準職務表の条例化および級別・職名（職制上の段階）ご

との職員の数の公表等を義務付ける内容の地方公務員法等の改正案が４月25日に成立し、５月14日に公

布された。総務省は2015年４月から試行を開始し、2016年４月から本格実施というスケジュールを想定

しているため、これまで独自に人事評価制度を導入している自治体以外の自治体では、今後制度の導入

にむけた準備が進められることが予想される。 

 今回導入される人事評価制度について総務省は「職員を能力・業績の両面から評価し、任用・給与・

分限その他の人事管理の基礎とする」と定義している。これは人事評価制度はあくまで「人事管理の基

礎」にすぎないものであることを総務省が認めているということであり、仮に任用・給与等の勤務条件

への反映を行う場合においては当然交渉事項となる。さらに、人事評価制度そのものの在り方について

も勤務条件に影響を及ぼす可能性がある以上、組合との十分な交渉と協議の上で設計する必要があるこ

とを意味している。 

 自治労はこの間、「人事制度の民主的な改革をめざして」として、４原則（公平・公正、透明、客観、

納得）２要件（労働組合の関与、苦情解決システムの構築）を具体的指針として対置し取り組みを進め

てきた。今後進められる人事評価制度の導入に当たっては、設計段階から労働組合との十分な協議と合

意、４原則２要件の担保と制度の信頼性が確立しない限り、賃金への反映には反対の姿勢で取り組みを

進めていく。そしてその交渉にあたっては「Ⅰ 制度導入にあたっての指針」として、まずは制度導入

の目的や労使交渉・協議の方法について確認し、その上で、「Ⅱ 具体的な制度設計に関する指針」「Ⅲ 

苦情解決制度の構築に関する指針」にもとづき、交渉・協議を進めることとする。なお、４原則２要件

の具体的内容についてはⅡ－２．およびⅢで示している。 

 また、あわせて等級別基準職務表の条例化および級別・職名（職制上の段階）ごとの職員の数の公表
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等に対する指針も記載する。 

Ⅰ 制度導入にあたっての指針 

１．合目的性の確保 

 人事評価制度を導入する目的を明確にして、納得性を確保する必要がある。 

（１）人事評価制度は、総人件費削減を目的としないこと。 

（２）人事評価制度は、職員間に競争や格差をもたらすことを目的とせず、職員の人材育成・能力発

揮を促すことを目的とし、その観点で設計すること。あわせて、継続的な能力開発が可能となる

よう、総合的人材育成計画を作成し、職員のキャリアアップを支援すること。 

（３）評価制度の信頼性が確立しない限り賃金への反映は行わないこと。 

（４）評価結果が良くない職員に対して、研修等適切なフォロー施策を行うこと。フォロー施策の実

施にあたっては退職強要を疑われることのないようにすること。 

 

２．労働組合の関与の確保 

 組合員・職場の目線に立った制度となるよう、労働組合が人事評価制度に関与・参画するシステム

を確立する。（＊１） 

（１）人事評価制度の導入にあたっては、十分な労使交渉・協議を行うこと。 

（２）人事評価制度の検討に際しては、労使検討委員会等の常設機関を設置すること。 

（３）人事評価制度の導入後においても、労使交渉・協議のもとで制度・運用改善を行うこと。 

（４）評価結果の活用については交渉事項であることを確認すること。 

 

３．導入時の手順と見直しの制度化 

 人事評価制度の導入に際しては拙速を避け、導入後も常に点検を行わなければならない。なお、導

入の際は改正法附則第３条第１項の規定にも留意する。（＊２） 

（１）人事評価制度は、直ちに全職員を対象とするのではなく、まずは管理職を対象とすること。 

（２）人事評価制度の導入にあたっては、試験的な実施やその他の調査を十分に行うこと。国家公務

員の例も踏まえ、十分な試行期間を確保すること。 

（３）本格的な実施前に、必ず試行内容の確認を行うこと。人事評価制度の導入後には、制度・運用

の定期的な見直しを制度化すること。 

 

Ⅱ 具体的な制度設計に関する指針 

1. 能力・実績に関わる指針 

 人事評価の対象については、評価対象者区分と能力評価・実績評価を適切に組み合わせなければな

らない。（＊３） 

（１）人事評価制度においては、評価対象者の職種、職務、職責、職位に応じ、能力評価と実績評価

を適切に組み合わせること。 

（２）能力評価は長期的な視点に立ったものとし、職務を通じて発揮した能力に着目したものとする

こと。能力評価の対象は、性別・性格・人格・思想信条など職務に関係のない項目は排除するこ

と。あわせて、職務別の能力要件をあらかじめ具体的に明確にすること。 
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（３）実績評価は、一律的・画一的に導入するのではなく、職務権限に対応し、行政目的の達成に有

効と認められ、かつ、業務目標が自主的に設定できる職種・職務や職責に応じたものとすること。

（＊４） 

（４）評価項目・評価基準は中長期的な能力の発展段階に応じた基準とし、職務内容に即して作成さ

れること。 

（５）標準職務遂行能力については、職制上の段階ごとに求められる能力は、自治体や職場の規模な

どの要因で組織により異なることから、それぞれの自治体や職場の特性に合わせたものとするこ

と。 

 

２．評価制度そのものに関する指針 

 「公平・公正」「透明」「客観」「納得」の４原則が担保される評価制度でなければならない。 

（１）公平・公正の確立 

① 現行人事制度の下における、職種間・男女間等の不当な格差を払拭するものであること。 

② 絶対評価・加点主義評価を採用すること。（＊５） 

③ 取得を承認された休暇・休業が原因で評価が下がるような仕組みでないこと。家族的責任に

対して適切な配慮があること。 

④ 障害者が障害のために不利益な評価を受けることがないよう、適切な措置を行うこと。 

⑤ 議会事務局、教育委員会事務局、病院事務局など首長部局と任命権者が異なる職場に勤務す

る職員については、首長部局と共通の評価制度とすること。 

（２）透明性の確保 

① 評価項目・評価基準をあらかじめ職員に開示すること。 

② 評価基準は、評価者・被評価者にわかりやすいものとすること。 

③ 評価結果の人員分布の状況について、職種ごとに、男女別、職位別、部署別に公表すること。 

（３）客観性の確保 

① 評価項目・評価基準は職務内容に基づくものとし、性格・人格に関わる評価は絶対に行わな

いこと。 

② 多面的評価を採用し、部下による上司の評価を併せて検討すること。 

③ 個々の評価者の評価がより公平・公正、客観性が確保されたものとなるよう、評価者訓練（研

修）を定期的かつ十分に行うこと。その評価者訓練は、第１次評価者から最終評価者までを対

象とすること。（＊６） 

④ 被評価者の日常業務を把握している職員を第１次評価者とすること。（＊７） 

（４）納得性の確保 

① 評価者と被評価者が対話する仕組みとすること。 

② 評価結果について、すべての被評価者に対して文書で本人開示し、説明を行うこと。 

③ 評価の活用結果も、本人に開示し説明を行うこと。 

 

Ⅲ 苦情解決制度の構築に関する指針 

（１）労働組合の役員又は推薦者が参加する、公平・公正で中立性の高い苦情解決機関を常設するこ

と。また、構成員の男女比率についても配慮すること。 
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（２）苦情解決機関は、次のとおりとすること。（＊８） 

① 非現業職員における「評価結果」の苦情解決については、人事委員会・公平委員会の措置要

求制度とは別に、地公労法第13条の苦情処理共同調整会議と同様の組織形態（労使同数）をも

った苦情解決委員会を設置し、これを活用すること。 

② 現業職員・公企職員における「評価結果」の苦情解決については、地公労法第13条の苦情処

理共同調整会議を活用すること。 

（３）苦情解決機関が評価結果・評価手続を不適切と判断した場合、評価結果の修正または再評価の

実施を人事当局に対して命じるなどの権限を苦情解決機関に持たせること。 

（４）苦情解決機関での協議結果は、その都度制度・運用の見直しに反映すること。 

（５）相談窓口・相談員の設置など、職員がより相談しやすい環境を整備すること。 
 

 

 

 





５．級別・役職段階ごとの職員数の公表について 
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〔要 求〕 

５．級別・役職段階ごとの職員数の公表について 

（１）職員数の公表方法については、法律で定める「職制上の段階ごと」に公表し、職名ごとの公

表は行わないこと。 

（２）公営企業・技能労務職員に関しては、法律上「等級別基準職務表」の条例化および「級別・

職名（職制上の段階）ごとの職員の数の公表」は義務付けられていないことから、安易に条例

化・公表を行わないこと。また、労働協約締結権の尊重を確認すること。 

〔解 説〕 

（１）等級等ごとの職員数の公表について 

職員数の公表については、総務省が様式を変更し、各地方公共団体へ公表を求めることが危惧され

ますが、これまで公表してきた地方公共団体給与情報等公表システムの公表様式中の「級別職員数等

の状況」程度の内容までとすることを求めます。特に、2018年３月に一般財団法人自治総合センター

が出した「地方公務員の給与決定に関する研究会」報告書において、職制上の段階ごとの職員数の公

表の徹底や法律上は求められていない職名ごとの職員数の公表を行うことを求めています。総務省が

この報告書の内容について会議等で言及していることから、総務省や北海道に対して不要な助言・指

導は行わないよう対策を強める必要があります。 

具体的には、総務省通知では職の内訳についても公表することが適切とありますが、法律上「職制

上の段階ごとに」と規定されており、個々の職名まで公表することは求められていません。特に、職

名によってはそれだけで容易に対象となっている個人が特定できてしまう場合があり、重大な人権侵

害を引き起こす可能性があります。内訳を公表する場合には、ある程度職務内容によってグループ化

をはかるなどして、詳細な職名までは公表しないように求めます。 

例：「職制上の段階ごと」とは、「課長」「係長」等を指す。また、消費者生活センター、衛生センタ

ー、地域交流センターがある場合、それぞれの名称を載せずに各センターの所長３人といった形で

まとめてカウントする。 

（２）企業職員および技能労務職員に係る等級別基準職務表等の取り扱いについて 

企業職員および技能労務職員については、等級別基準職務表の条例化及び等級等ごとの職員数の公

表は適用除外とされています。したがって、総務省通知にあるように、条例化を行う必要はありませ

ん。そもそも技能労務職の賃金その他の労働条件は、給与の種類および基準についてのみ条例で定め

るとされ、初任給や昇任・昇格の基準など運用等はすべて団体交渉事項となっていることから、等級

別基準職務表を定めるにあたっては必ず内容を含めて協約を締結します。 

また、職員数の公表を含め、労使交渉の結果によるところとなりますが、労使合意もないままに、

一般行政職にあわせて等級別基準職務表の規則化および職員数の公表が行われないよう注意が必要

です。特に、職員数の公表については、公表により誤解を生むことのないよう慎重な対応が求められ

るものであり、仮に公表を行うとしても級ごとの人数を公表する程度とします。 
 

※ 補足説明 

企業職及び技能労務職には、労働協約締結権が認められている。 

労働協約と条例・規則の内容が異なることとなった場合、条例については、当局は改正案を議会

に提出する義務が生じるものの、「提出すれば足りる」とされ、改正の可否は議会に委ねられること

となる。それに対し、規則については、協約内容に則して改正する義務が生じるとされている。 
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条例と規則には、①実効性において差があること、②改正地公法において条例化については求め

られていない（適用除外となっている）こと、③労働基本権を後退させることにつながること、な

どから、少なくとも条例化は阻止する必要がある。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここまで（職名ごと）の公表を

改正地公法では求めていない。 



６．労働時間・休暇制度について 
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〔要 求〕 

６．労働時間・休暇制度の改善について 

（１）労働時間の短縮、長時間労働の是正 

① 超過勤務命令の上限については、改正される人事院規則(原則１月45時間・１年360時間)と同

様の上限を設定すること。 

② 労働基準法第36条に基づく時間外勤務に関する労使協定（36協定）を、最低でも法適用全職

場（病院・保育所・福祉施設など）で締結すること。また、36協定適用除外職場においても、

36協定に準じた書面協定を締結すること。締結にあたっては、上限時間（週休日、休日出勤を

含む）を１日２時間、４週間24時間、３ヵ月50時間、年間150時間とし、最長でも改正労基法に

定める限度時間(月45時間、年間360時間以内)の範囲内とすること。 

③ 労働基準法第33条３項の「公務のために臨時の必要がある場合」について、厳格な運用をは

かること。また、やむを得ず上限時間を超えて時間外勤務を命じた場合の縮減対策を実施する

と同時に職員に対する医師による面談指導などの健康確保措置を行うこと。 

④ 改訂「過労死等防止のための対策に関する大綱」において、「労働基準法別表第１の第11号、

12号および同別表に含まれない官公署の事業に従事する地方公務員の職場に過重労働の疑いが

ある場合、「人事委員会を置かない地方公共団体においては地方公共団体の長が監督指導の徹底

に努めるものとする」と明記されたことから、市町村自治体の首長が労働基準監督機関として

の役割・機能を果たすこと。 

⑤ 所定勤務時間を短縮すること。また、休憩時間については、育児・介護の責任を有する職員

の実態等を総合的に考慮し検討するとともに、変更にあたっては、労使合意を前提とすること。

さらに、変則・交替制勤務職場においても同様に勤務時間を短縮すること。 

⑥ 時間外勤務の縮減に努めるとともに、時間外手当は必要な予算を確保し完全支給すること。

また、年間の総労働時間1800時間体制確立にむけ実効ある施策を講じること。 

⑦ 労働者の休息時間を確保する勤務間インターバルを導入すること。また、看護職員の夜勤の

上限を月64時間とすること。交替制等勤務職員の休息時間（少なくとも７時間45分につき15分）

を勤務時間内に設けること。さらに、深夜勤務時間（22時～５時）を含む８時間以上の勤務で

は、少なくとも１時間の休息時間を設けること。 

⑧ 時間外労働の縮減のため、毎週１回（水曜日を基本）のノー残業デーの設定をはじめ、定時

退庁の促進を徹底すること。 

⑨ 育児・介護の責任を有する男女労働者の時間外労働（週休日、休日勤務を含む）は年間150

時間を上限とすること。また、深夜労働の制限を設けること。 

〔解 説〕 

【働き方改革関連法案にかかる労働時間に関する制度の見直し】 

（１）2018年６月29日の参議院本会議において「働き方改革関連法案」が可決・成立し、罰則付きの時

間外労働の上限規制が導入（2019年４月、中小企業は2020年４月）されることとなりました。 

 民間における現行の時間外労働の規制については、「労働基準法第36条第１項の協定で定める労働

時間の延長の限度に関する基準」（労働省告示第154号、1998年12月28日）において、労使がいわゆ

る「36協定」（労働基準法第36条に基づく時間外労働の限度に関する協定）で定めることのできる時

間外労働の上限時間を、原則、月45時間以内、かつ年360時間以内としていますが、強制力がなく臨
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時的な特別な事情がある場合には、労使が合意すれば上限のない時間外労働（特別条項による青天

井）が可能となっていました。これについて、労使合意があっても上回ることのできない上限を設

定するとともに、年次有給休暇の取得、労働時間把握等について以下のとおり改正が行われました。 

 「働き方改革関連法の内容抜粋」 

１．時間外労働の上限規制の導入  

 改正労働基準法では、時間外労働について、原則として月45時間、年360時間を上限とし、臨時

的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間（休日労働含む）

を上限としています。さらに、違反した場合、６か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科す

罰則規定を設けています。 

２．一定日数の年次有給休暇の確実な取得 

 使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与されている労働者に対し、５日について、毎年、時

季を指定して与えなければならないこととなりました。 

３．労働時間の状況の把握の実効性確保 

 改正労働安全衛生法では、労働時間の状況について、省令で定める方法により把握しなければ

ならない。なお、省令では、使用者の現認や客観的な方法による把握を原則とすることを定める

としています。 

４．フレックスタイム制の見直し 

 フレックスタイム制の「清算期間」の上限を１か月から３か月に延長するとしています。 

５．高度プロフェッショナル制度の創設 

 職務の範囲が明確で一定の年収（1,075万円以上）を有する労働者が、高度の専門的知識を必要

とする等の業務に従事する場合に、年間104日の休日を確実に取得させること等の健康確保措置を

講じること、本人の同意や労使委員会の決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金

等の規定を適用除外とされています。 

６．勤務間インターバル制度の普及促進 

 事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に、一定時間の休息の確保に努めなければな

らないとしています。 

７．産業医・産業保健機能の強化 

 事業主は、衛生委員会に対し、産業医が行った労働者の健康管理等に関する勧告の内容等を報

告しなければならない。また、産業医に対し産業保健業務を適切に行うために必要な情報を提供

しなければならないこととするとしています。 

（２）働き方改革関連法には、衆議院厚生労働委員会で12項目の、参議院の委員会では47項目の附帯決

議がなされています。施行にむけて現在、労働政策審議会で、時間外労働の上限規制の詳細、高度

プロフェッショナル制度の対象業務や年収要件、勤務間インターバル、同一労働同一賃金ガイドラ

インなど、省令・指針等において定めなければならないものについて審議が行われています。 

【民間法制に対応した公務における働き方改革の具体的措置】 

（１）８月10日、人事院勧告の報告「公務員人事管理に関する報告」のなかで、改正労基法を踏まえ、

超過勤務命令の上限について、人事院が2009年に制定した「指針」（原則年360時間、災害や国会対

応など『特段の事情がある部署』は同720時間が目安）を「規則」に格上げするとして以下のとおり
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の内容が示されました。 

 「公務員人事管理に関する報告の抜粋」 

１．超過勤務命令の上限時間 

 人事院規則で、超過勤務を命ずることのできる上限を、原則１月45時間かつ１年360時間と定め

る。他律的な業務の比重の高い部署に勤務する職員に対しては、１月100時間未満、２～６か月平

均で80時間以下、かつ１年720時間等と設定する（１か月について45時間を超えて超過勤務を命じ

ることができる月数は、１年について６か月以内に限る）。他律的な業務の比重が高い部署に該当

するか否かについては、超過勤務指針と同様に各省各庁の長において判断されることとなる。 

２．上限時間の特例 

 「大規模な災害への対応や重要な法令の立案等公務の運営上真にやむを得ない場合」には、各

省各庁の長の判断により、特例として上限を超えることができることとする。なお、人事院は「等」

について、交渉においては、「国際交渉その他の重要性・緊急性が高い業務」と説明していました。

この場合、各省各庁の長は、当該職員に命じる超過勤務を必要最小限にとどめるとともに、その

健康確保に最大限配慮しなければならない。 

３．超過勤務縮減に向けた対策の実施 

 各省各庁の長は、業務の削減・合理化に取り組むなどの超勤縮減に向けた適切な対策を講じる。

上限時間を超えて超過勤務を命じた場合には、少なくとも年１回、その要因の整理・分析を行い、

検証を行うものとする。 

（２）従来の超勤縮減指針から格上げし、法令である人事院規則において上限時間として定めることは

評価できますが、罰則によって実効性が担保される民間労働法制とは異なり、公務においては、罰

則が科されないのみならず、大規模な災害への対応は当然に除外するとして、民間にはない各省各

庁の長の裁量にもとづく特例が設けられているとすれば、現行の上限目安時間と何ら変わらず、長

時間労働の是正につながらないことが危惧されます。 

 人事院は、人事院規則という法令にもとづく規制であること、各府省における特例の妥当性にか

かる検証は当然に公開され批判の対象となることをあげることで、実効性が確保されると説明して

いますが、まずは、今後の人事院規則の改正において、他律的業務と非他律的業務の疑いの余地な

く書き分けるとともに、上限時間の特例業務について、基本的には限定列挙する形で規定していく

ことが課題となります。 

 長時間労働の是正は、職場での取り組みが最も重要であり、労働組合がしっかり関与していくこ

とが求められる一方、労働基本権に基づいて自らの意思で労働時間を規制できる民間労働者とは異

なって、公務員労働者は労働基本権のもと、自らの主体的意思で勤務時間を集合的に統制すること

ができません。労働基本権の制約は労使双方にかかわる制約であり、上限時間規制を使用者側が一

方的に除外できるとすることは均衡を欠くものであり、代償機関たる人事院が、職員の利益保護と

いう責務を果たすため、規則の制定およびその運用について、積極的に関与していくことを求める

ものです。今回の措置によっても長時間労働が是正されないとすれば、その責任は各省各庁の長の

みならず、人事院にも存することを銘記しておきます。 

（３）「働き方改革関連法」に関わるその他の課題として、①フレックスタイム制の「清算期間」につい

ては、各府省からの要望がないことから、国家公務員では扱わないこととされており、②「高度プ
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ロフェッショナル制度」については、春闘期の内閣人事局人事政策統括官、人事院職員福祉局長と

の交渉の中で、公務には適用しないことを確認済み、③民間法制において、努力義務とされている

「勤務間インターバル」については、すでに2018春季闘争においても多くの企業で労使協定が締結

されており、公務員連絡会は、政府・人事院との交渉で公務においても円滑に確保することを要求

してきましたが、人事院は、今後の民間企業における導入状況を注視していきたいという回答にと

どめ報告では言及もありませんでした。他方、人事院が報告で言及している「過労死等の防止のた

めの対策に関する大綱」（2018年７月24日、閣議決定、「過労死防止大綱」）では、長時間労働の削減

や休息の確保につながるとされる勤務間インターバルが確保できるよう、積極的な対応を求めてい

く必要があります。なお、働き方改革関連法は、大企業は2019年４月１日施行が原則であり、公務

の勤務時間に関係する人事院規則は４月１日の施行でありますが、年次休暇は、公務の休暇が暦年

基準であることを踏まえ、2019年１月１日の施行が予定されています。 

【地方公務員における働き方改革の課題】 

（１）「働き方改革関連法案」が成立し、罰則付きの時間外労働の上限規制が、2019年４月以降導入され、

同様に国家公務員についても、超過勤務の上限規制を人事院規則で定めるとされたことを踏まえ、

地方公務員における働き方改革＝長時間労働の是正と健康確保措置が急務となっています。 

 地方公務員の勤務時間は、国家公務員適用の「一般職職員の勤務時間、休暇に関する法律」と違

い、原則労働基準法が適用され、同法第33条第３項に定める「公務のために臨時の必要がある場合」

には、例外的に時間外労働をさせることができるとされています。このように適用法律が異なる、

あるいは適用除外となる項目が多く存在することから、長時間労働の是正にむけて、36協定の締結

等をはじめ、自治労本部作成の「適正な労働時間管理のための職場チェックリスト」や厚生労働省

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」などを活用し、職

場実態をあらためて把握するとともに、人事委員会、首長交渉、安全衛生委員会において、適正な

勤務時間の把握と実効性ある時間外勤務の縮減を求める必要があります。 

 まずは、改正労基法を踏まえて、国家公務員が法令にもとづく規制で超過勤務命令の上限を人事

院規則で定めることから、地方公務員においても、同様に、超過勤務の上限規制を条例化などによ

り制定することが必要です。 

【時間外労働の仕組み】 

   

○ 労働基準法第３２条において、週４０時間、１日８時間を上限と規定。労働基準法上、時

間外労働をさせてはならない。⇒ 

≪ただし、同法第３２条の例外規定として≫ 

○ 同法３３条第３項……「公務のために臨時の必要がある場合」 

○ 同法３６条第１項……「労使で協定を締結した場合」 ※１ 

○ 同法３３条第１項……「災害その他の避けがたい事由がある場合」 ※２   

※１ 労働基準監督署に届出が必要 

※２ 労働基準監督署の許可が必要 

    ⇒  例外的に、時間外労働をさせることができる。 
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 「３６（サブロク）協定」とは 

  労働基準法第36条第１項（時間外及び休日の労働）ほか 

 法定の労働時間を超えて労働（法定時間外労働）させる場合、または、法定の休日に労働（法定

休日労働）させる場合に、使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場

合はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者

との書面による協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、第32条から

第32条の５まで若しくは第40条の労働時間（以下この条において「労働時間」という。）又は前条の

休日（以下この項において「休日」という。）に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところ

によって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。この協定のことを労働基準法第

３６条に規定されていることから、通称「３６協定」という。「３６協定」に対しては、「協定があ

ることにより必要な時間外勤務ができない」という意見がありますが、まったく逆で「３６協定」

を締結しなければ時間外勤務をさせることができません。「３６協定」が問題ではなく、事業量に見

合う人員配置となっていないことや欠員が生じていることが問題であり、現在の人員数に対して当

局が事業量策定を行っていることに問題があります。 

（２）公務職場でも、労働基準法別表第１に該当する事業場では、36協定を締結し、監督機関に届け出

なければなりません。１～10号までおよび 13～15号までに掲げる事業に従事する職員については、

労働基準監督署が、それ以外の職員は人事委員会（人事委員会を置かない地方公共団体においては、

地方公共団体の長）が労働基準監督機関となります。36協定についても、上記の区分により事業場

によって提出先が異なります。別表第１については、具体的な事業・事業所名が分かりづらいこと

もあることから、対象事業場となる職場・範囲および労働基準監督機関の明確化について、見解を

提示するよう総務省に求めています。 

 自治体当局は、労働基準法第 33条第３の「（第 16号「その他官公署」（第１～15号に該当しない

官公署については）公務のために臨時の必要がある場合」は労基法第 36条の締結を必要としない－

との条文を盾に無原則に超勤を命令している実態にあります。この条文はあくまで例外的に置かれ

たものであり、災害等緊急事態を想定したものです。したがって、法の厳格な運用を求めていくこ

とは当然ですが、少なくとも現行で協定が義務付けられている適用事業所（職場、施設等）につい

ては必ず 36協定を結ぶこと、36協定適用除外職場においても、36協定に準じた書面協定を締結す

るよう取り組みを提起しています。 

（３）以上の観点から、労働基準法第36条に基づく時間外勤務に関する労使協定(以下、36協定)を、最

低でも法適用全職場(事業所、施設等)で締結するよう、賃金確定闘争期の要求事項として、その基

本合意を当局に求めます。すでに36協定を締結している単組についても、再点検を踏まえた見直し

を進めます。また、36協定適用除外職場においても、36協定に準じた書面協定の締結と遵守を求め

るよう取り組みます。 

 締結にあたっては、36 協定の上限時間を、自治労基準として示された１日２時間、４週間 24 時

間、３ヵ月 50時間、年間 150時間をめざし、少なくとも改正労基法や改正される人事院規則に定め

る限度時間(月 45時間、年間 360時間)の範囲内とするよう求めます。 

（４）総務省の「地方公務員の時間外勤務に関する実態調査」結果によれば、月 60時間超の時間外勤務

を行っている職員比率は 2.8％、月 80時間超は 1.1％とされています。しかし、実際の現場では、

未払い超勤が常態化している、または勤務時間管理自体が適切に行われていない、などの状況も報

http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#032#032
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#032-5#032-5
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#040#040
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告されています。長時間労働が原因と考えられる長期の病気休業や、過労死なども深刻な状況を示

していることから、職場における総労働時間の短縮は喫緊の課題です。 

   実効性ある法規制を求めるとともに、抜本的に長時間労働を是正し、ワーク・ライフ・バランス

を確立するためには、人員の確保や職務の見直し、さらには、労働安全衛生活動の活性化など、職

場労使の真摯な協議に基づき、労働者の視点での働き方改革を進めることが必要不可欠です。実質

的に規制が適用除外とされる地方公務員の多くの職場においても、いわゆる 36協定に準じる協定の

締結や人員確保闘争により活性化し、重点闘争として通年的に取り組むことが重要ですし、当局側

も巻き込んで「ノー残業デー」の取り組みも進めていく必要があります。なお、自治労は「時間外

労働の縮減指針」（別表）を明らかにしています。 

 ＜別表 自治労の「時間外労働縮減指針」＞ 

 
「労働基準法第36条第１項の協定で定める
労働時間の延長の限度等に関する基準」 

（以下上限時間） 

自治労の「時間外労働の縮減指針」 
（以下上限時間） 

１ 日  ２時間 

１週間 15時間  

２週間 27時間  

４週間 43時間 24時間 

１ヵ月 45時間  

２ヵ月 81時間  

３ヵ月 120時間 50時間 

１ 年 360時間 150時間 

●自治体における労基法別表第１の号別区分の例 

別表第一の号別 事 業 場 例 

１号（製造業） 電気・ガス・水道の各事業場、給食調理場（学校）、印刷所、自動車整備工場、

共同作業所 

２号（鉱業） 砂利採取事業所 

３号（土木・建築） 土木出張所、空港建設事務所、土地改良事業所、公園管理事務所 

４号（交通） 交通事業の本局及び事業場 

５号（港湾） 港湾管理事務所 

６号（農林） 林業事務所、農業センター（園芸センター、フラワーセンター等）、植物園 

７号（牧畜・水産） 畜産センター、水産種苗センター、水族館 

８号（商業） 駐車場、市場、物産館、野球場 

９号（金融・広告） 観光案内所 

10号（映画・演劇） 公営競技事務所 

11号（通信） 水産事務所無線局 
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12号（教育・研究） 小学校、中学校、高等学校、大学、幼稚園、看護学校、消防学校、警察学校、

盲学校、ろう学校、養護学校、職業訓練校、職員研修所、農業試験場、林業

試験場、水産試験場、工業試験場、食肉衛生検査所、公衆衛生検査所、青年

センター、研修センター、産業技術センター、勤労婦人センター、海洋セン

ター、図書館、公民館、博物館、科学館、体育館、美術館、児童館、天文台 

13号（保健・衛生） 病院、保健所、保育所、防疫事務所、老人ホーム、福祉センター、母子寮、

公衆浴場、助産所、保健センター、乳児院、食肉衛生検査所、隣保館、精神

衛生センター、盲（ろう、養護）学校寄宿舎、肢体不自由児施設、知的障害

児施設、身体障害者更生援護施設 

14号（娯楽・接客） 国民宿舎、ユースホステル、保養センター 

15号（清掃・と畜） 清掃事業所、火葬場、し尿処理場、終末処理場、家畜処理場 

    …労働基準監督署に提出 

    …人事委員会に提出 

 

●「官公署の事業」の例 

官公署の事業 本庁、支所、出張所、行政委員会事務局、消防署、警察署、旅券事務所、福

祉事務所、家畜保健衛生所、病害虫防除所、農業改良普及所、計量検査所、

身体障害者更生相談所、婦人相談所、児童相談所、消費生活センター、コミ

ュニティセンター、物産センター、機動隊、運転免許試験場、授産所 

 
 

＜参考＞ 

３６協定の締結について 

2013年10月10日 

自治労北海道本部賃金担当者会議 

  

１．８～９月にかけて道内各地の保育所職場を対象に労働基準監督署から「時間外・休日労働に関する

協定届を所轄労働基準監督署に届け出ていないのに、労働者を週40時間、１日８時間を超えて労働さ

せており、また、１週間に１日以上の休日を与えていないこと」つまり、労基法32条・35条違反の指

摘を受け、是正勧告がされているところです。 

 

２．当局は労基法第33条３項では別表第１に掲げる事業を除き、「公務のために臨時の必要がある場合」

は時間外労働や休日労働をさせることができるとの条文を盾に36協定の締結を拒む例がありますが、

この条文はあくまで災害等緊急事態を想定し例外的におかれたものです。もっとわかりやすく説明す

れば地方公務員においては労基法を原則適用としているため「時間外勤務をさせてはならない」こと

が原則であり、やむを得ず行った時間外勤務に対する未払いの実態を完全になくすためにも当局が時

間外勤務をさせる場合は36協定を締結しなければ時間外勤務をさせてはならないと理解をする必要が

あります。 
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＜労基法別表第１に掲げる事業を除く官公署の例＞ 

本庁、支所、出張所、行政委員会事務局、消防署、警察署、旅券事務所、福祉事務所、家畜保健衛生所、養

蚕指導所、病害虫防除所、地域農業改良普及センター、計量検査所、身体障害者更生相談所、婦人相談所、児

童相談所、消費生活センター、コミュニティセンターなど 

また、協定を結ぶにあたって年300時間など上限時間を設定することになりますが、当局はその分の

予算の確保が必要となることからも協定締結を拒むケースもあります。労働組合の観点からは時間外

勤務の縮減が第一義的な目的ではあるものの、36協定の締結を足掛かりに超勤予算の100％確保を求め

ることが必要です。 

 

３．道本部としては時間外労働の縮減にむけ、人員確保などの取り組みとあわせて、増大する時間外労

働の一定の歯止めとなることから、2007年以降、全職場での36協定の締結を方針化し、第55回定期大

会第４号議案「当面の闘争方針」の秋期闘争の推進の中で統一要求事項として設定しているところで

す。 

道本部第55回定期大会第４号議案「当面の闘争方針」 

2013年度自治体労働者の賃金・労働条件に関する統一要求書 

５．労働時間・休暇制度について 

（１）労働時間の短縮 

③ 労働基準法第36条に基づく時間外勤務に関する労使協定（36協定を最低でも法適用全職場

（事業所、施設等）で締結すること 

 

４．労基署からの是正勧告をうけた自治体については、当局責任において速やかに36協定を締結し、労

基法適用職場での36協定の状況の点検と、全職場での協定締結にむけ、今秋期闘争での要求として掲

げ、取り組みを展開します。 

  是正勧告を受けていない単組についても、36協定締結状況を把握し、他自治体における労基署から

の是正勧告を受けた事実も活用しながら、全職場での協定締結を今秋期闘争で取り組む必要がありま

す。 
 

（５）所定勤務時間の短縮は、1991年の週休二日制の勧告と1992年５月からの実施以降における勤務時

間制度に関わる最大の課題でした。 

こうした状況のもとで、2005年に突如、休憩・休息時間の見直し問題が浮上し、2006年７月から

交替制職場を除いて休息時間が廃止されました。自治労・公務員連絡会はこの問題について、勤務

時間制度全体の見直しという枠組みのもとで対応することとし、超勤縮減や育児・介護職員の短時

間勤務制度の導入や所定勤務時間の短縮と一体的に解決するよう協議を進めたものの、休息時間の

廃止が先行し、その他の課題は先送りとされてきていました。 

（６）その後、育児職員の短時間勤務制度が2006人勧での意見の申出に基づいて2007年８月から実施さ

れました。 

職員の所定勤務時間についても、2006・2007人事院報告を経て2008勧告で勧告に至りました。 

北海道においては2012年４月からすべての自治体において、38時間45分となりました。 

（７）また、人事院規則以下で措置される事項について、「今後の検討課題」として以下の事項があげら

れています。 
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 ① 勤務時間の長さ等 

  ア）交替制勤務職員の勤務時間の割り振りの基準 

 ４週８休制以外の交替制職員の勤務時間の割り振りについては、毎４週間につき１週間当たり

の勤務時間が42時間を超えないこととし、かつ、１回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を

超えないという現行の枠組みが維持される。 

  イ）半日勤務時間の割り振り 

 現行どおり４時間の勤務時間を割り振り変更するものとする。 

  ウ）非常勤職員の勤務時間 

 非常勤職員の勤務時間については、日々雇用の非常勤職員については７時間45分を超えない範

囲とし、その他の非常勤職員については、現行の仕組みどおり、常勤職員の１週間当たりの勤務

時間38時間45分の４分の３を超えない範囲内となる。 

  エ）休憩・休息時間の見直し 

   ⅰ 交替制勤務職員等の休憩・休息時間の設定基準 

 交替制勤務職員等の休息時間については、2006年の休息時間の廃止の際に廃止が除外されて

いたが、今回の勤務時間短縮にあわせ、おおむね４時間の連続する正規の勤務時間におかれる

休息時間２回のうち、１回分（15分）を休憩時間（１回15分）に置き換えることを基本とする

方向で検討する。 

   ⅱ 育児、介護等のための休憩時間の別段の定め 

 休憩時間の短縮措置について、現行の休憩時間が60分の場合の15分、30分短縮、休憩時間が

45分の場合の15分短縮というあり方について検討する。 

 ② 休暇 

  ア）常勤職員の休暇 

   ⅰ 年次休暇の取得単位 

 １日単位が原則であり、特に必要があると認められるときは１時間とし、半日単位は廃止す

る方向である。 

 １日単位は、１回の勤務に割り振られた勤務時間が７時間を超え７時間45分を超えない時間

とされている場合において、当該勤務時間のすべてを勤務しない場合に使用できるものとする。 

   ⅱ 年次休暇の繰越 

 現行どおり、20日を超えない範囲内の残日数（１日未満の単数は切捨て）とする。 

   ⅲ 時間単位の年次休暇の換算 

 時間単位の年次休暇を日に換算する場合には、７時間45分をもって１日とする。配偶者出産

休暇、育児参加休暇、子の看護休暇も同様に扱う。 

イ）短時間勤務職員の休暇 

   ⅰ 年次休暇の日数 

 毎日同じ勤務時間数を勤務する斉一型は現行どおり、常勤職員の年次休暇日数×１週間の勤

務日の日数／５日とする。 

 不斉一型は算定方法は現行どおりとし、常勤職員の年次休暇日数×短時間勤務職員の１週間

当たりの勤務時間／38時間45分とする。 

ⅱ 時間単位の年次休暇の換算 

 斉一型については、勤務日ごとの勤務時間の時間数をもって１日とし、配偶者出産休暇、育
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児参加休暇、子の看護休暇も同様に扱う。 

 不斉一型については、７時間45分をもって１日とし、配偶者出産休暇、育児参加休暇、子の

看護休暇も同様に扱う。 

   ⅲ 非常勤職員の休暇 

 常勤職員および短時間勤務職員の見直しに合わせ改正する。 

（８）公務員連絡会では、公務における1,800時間体制確立には、（ア）所定労働時間1,650時間（イ）所

定外労働時間150時間とし、そのため１日の労働時間を７時間30分とし、休日・休暇については週休

105日、休日14日（15日－土曜とのダブり１日）、年末年始４日（６日－週休日とのダブり２日）、夏

季休暇５日、年次有給休暇20日、合計148日が必要となります。 

〔要 求〕 

６－（２）休暇制度の改善 

① 年休の完全取得のための実効ある施策を講ずること。 

② 病院等変則交替制職場の週休２日制の確立のため、必要な人員配置や予算措置など諸条件を

整備すること。 

③ 最低年５日以上を基本とする夏季休暇を制度化すること。 

④ リフレッシュ休暇制度、有給教育休暇、ボランティア休暇及び骨髄バンク提供職員に対する

特別休暇を新設するとともに既存の特別休暇・病気休暇について日数拡大をはかること。特に

病気休暇については国の特例措置の廃止に伴った見直しは行わないこと。 

⑤ 健康障害休暇等の新設を行うこと。 

〔解 説〕 

（１）夏季休暇について 

 1990人勧によって国公は、３日間の夏季休暇が人事院規則で特別休暇として新設されました。道本

部は、この３日に従前からの職専免等による既得権分の確保を含めて、年５日以上の夏季休暇の制度

を要求しています。 

 現在ほとんどの単組で制度化されていますし、また、全道庁労連では、夏季休暇は３日ですが、冬

季職専免が２日制度化されています。また、夏季休暇５日間については、既に苫小牧市職労で制度化

されており、2017賃金確定闘争で旭川市職労が５日間の制度化と期間延長（５月１日～10月31日）を

勝ち取っています。これらを参考にして実現をめざしましょう。 

なお、人事院の夏季休暇についての説明の特徴点は次のとおりとなっています。 

 

（１）夏季休暇の期間 

 ７月１日から９月30日迄の３ヵ月の期間内において取得できる。 

 期間外の使用・未使用日数の翌年の繰越はできない。 

（２）連続取得の原則 

 夏季休暇の日数は、原則として連続する３日の範囲内とし、勤務の都合上これが困難である場

合には分割することができる。 

〈注〉① 「連続する３日」とは勤務を要しない日及び休日を除く３暦日である例えば｛夏季休

暇｝｛閉庁の土曜日｝｛日曜日｝｛夏季休暇｝｛夏季休暇｝という取り方は可能である。し
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かし、｛夏期休暇｝｛年休｝｛夏期休暇｝｛夏期休暇｝という取り方は原則として不可。 

② 取得単位は暦日である。例えば、交替制職員でＰＭ10～ＡＭ６という勤務時間の者が

夏期休暇を取得した場合、２日の取得となる。 

また、閉庁の土曜日に夏期休暇を取得した場合、１日の取得となり、４時間の時間休

としては扱われない。 

③ １日単位での分割取得は、勤務のローテーションの都合などで連続取得が困難な場合

に可能であり、職員の個人的な事情により分割することはできない。 
 

（２）リフレッシュ休暇は、ゆとりある生活スタイルへの転換をめざし、公務員にふさわしい人間形成

を実現するためにも必要です。 

道は、1992年４月から勤続30年で３日のリフレッシュ休暇（永年勤続休暇）を勝ちとっており、

当面道を目標に取り組みを進めます。なお、公務員連絡会の要求は、有給で勤続10年目に５日、20

年目に10日、30年目に15日となっています。 

（３）「有給教育休暇」は、ＩＬＯ第148号（1974年採択・日本は未批）で定められたもので、「一般教育、

社会教育及び市民教育」「労働組合教育」などを、労働時間中に有給で行うものです。社会的、経済

的、技術的および文化的なものに対する欲求や要望を満たすために、取られる措置です。この条約

は、連合の重点批准条約にもなっています。 

（４）阪神・淡路大震災のなかで、ボランティアの活動が高く評価されました。また、高齢社会を迎え

行政がカバーをできないところを補っているのもボランティアです。しかし、現実にはこのように

社会貢献を行うとすると「休み」が壁となり、行おうにも行えない現実があります。 

1996人事院勧告に基づき、1997年１月１日施行でボランティア休暇が新設されました。人事院規

則では「職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動（－略－）を行う

場合で、その勤務をしないことが相当であると認められるとき、１年において５日の範囲内の期間

…」と定められました。 

また、2011年３月に発生した東日本大震災のなかで、1997年１月施行したボランティア休暇を５

日以内の範囲内の期間を特例的に延長する対応が人事院で取られました。しかし、それだけでは未

曾有の被害を受けた被災地では十分な支援活動もできませんでしたので、最低でも、この国の基準

を上まわる条件の確保が必要です。 

（５）骨髄バンクへ提供職員に対する特別休暇は、1993年４月から国において実施されています。骨髄

バンクとは、白血病等骨髄移植を行わなければ治ゆする可能性のない病気の治療のため、骨髄提供

を希望する人を予め登録することです。移植した骨髄提供（ドナー）と患者の血液の白血球の型が

一致している必要があり、多くの場合、非血縁者に頼らなければ骨髄移植を受けることはできない

現状です。  

骨髄バンクへの登録だけの場合は、献血程度の時間ですが、提供が決まった時には健康診断等に

３日程度、入院に５～６日程度の日数がかかります。しかし、これに対する特別休暇がなければ、

実際に提供することは困難です。 

（６）社会的貢献度が大きく人命にかかわるこの問題について、特別休暇として制度化し多くの人が骨

髄提供者として登録し、提供できるよう各単組で要求し、実現することが社会的要請にもなってい

ます。 

各自治体においても導入させるよう取り組みを強化しましょう。 
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（７）更年期には、ほとんどの女性が何らかの心身の変調をきたします。いわゆる更年期の諸症状につ

いて、更年期障害という休養や治療を要すほど症状がひどい場合は、適切な措置が必要です。また、

最近では男女を問わず、うつ状態などメンタル面での症状が現れる場合も多く指摘されています。 

これらの更年期障害にかかわらず、健康審査や医師による指導・助言を受けるなど、心身の健康

を維持・管理するための休暇の新設を求めます。 

 

〔要 求〕 
 

６－（３）両立支援のための休暇等の新設・充実、政策の実現 

① 介護休暇を４原則（有給・選択制・現職復帰・代替の確保）で制度化すること。 

② 育児休業を５原則（有給・選択制・現職復帰・代替の確保・男女対象を制度化）で制度化す

ること。 

③ 民間の育児･介護休業法の改正（2017年１月1日施行）､国家公務員の制度改正（2017年１月1

日施行）を踏まえ、以下のとおり改善すること｡ 

 ア）３歳未満の子を持つ職員に対し、職員より申請があった場合は時間外勤務をさせてはなら

ない規定を新設すること。 

 イ）子の看護休暇の期間について、２人以上の場合は10日以内の範囲内の期間とするよう改正

すること。また、休暇の取得要件に疾病の予防をはかるために必要な子の世話を加えること。 

 ウ）配偶者の出産後８週間以内に育児休業を取得した男性職員に対して、再度、育児休業を取

得可能とすること。育児休業等計画書を任命権者に提出し、再度の育児休業の前に３月以上

勤務する場合は、配偶者の取得状況にかかわらず、再度の取得を可能とすること。 

 エ）育児休業取得の際の専業主婦（夫）除外規定を廃止すること。また、育児短時間勤務、育

児時間、早出遅出勤務、超過勤務の制限および免除についても、同様とすること。 

 オ）介護のための短期の休業制度（特別休暇）を新設すること。要介護状態の対象家族が１人

であれば年５日、２人以上であれば年10日の範囲内の期間とすること。 

 カ）特に男性の育児参加を促進するため、就学前までの子どもの育児にも使える育児目的休暇

を新設すること。 

④ 臨時・非常勤等職員についても、民間･国と同様に育児･介護休業の適用拡大をはかること。 

⑤ 育児・介護を行う職員への早出・遅出勤務制度を整備すること。 

⑥ 育児のための短時間勤務制度について 

ア）国家公務員の制度を最低とし、条例化にあたっては事前協議・交渉・合意を前提とするこ

と。 

イ）代替職員は原則正規職員とすること。 

ウ）育児休業の復職時調整は100／100で換算し、号俸調整を行うこと（育児休業を取得した職

員の職務復帰後における給与は、育児休業をした全期間を引き続き勤務したものと見なして

調整すること。あわせて、在職者調整を行うこと）。 

⑦ 介護など家族的責任を有する男女労働者の時間外労働の制限を徹底すること。 

⑧ 介護を行う職員のための短時間勤務制度を導入するとともに、後補充の仕組みを明確にする

こと。 

⑨ 男性の育児休業・介護休暇の取得を促進するための啓発活動を行うこと。男女ともに育児や
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介護に関する研修を受ける機会を保障すること。 

⑩ 保育（育児）時間は最低120分とするとともに､男女とも取得できる制度とし、拡充すること。 

⑪ 男性職員の育児参加の促進と家庭責任を果たすための支援策として、育児参加特別休暇・配

偶者出産休暇制度の新設・拡充をすること。 

⑫ 育児休業および介護休暇に関わる期間の給与上の取り扱いは、全期間勤務したものとみなし、

昇給・昇格・一時金・退職手当に関する不利益を解消すること。最低限、期末手当については、

人事院規則改正を踏まえ、早急に改善すること。 

⑬ 次世代育成支援対策推進法を踏まえ、自治体においては事業主として、両立支援策に関わる

「行動計画」の着実な実施をはかること。 

⑭ 配偶者同行休業制度について制度化し、国内異動にも適用すること。 
 

〔解 説〕 

（１）2001年11月、民間の「育児休業、介護休業等育児または介護を行う労働者の福祉に関する法律」

の改正法案が成立し、これを受けて公務においても2001年12月に関係法律の改正が行われ2002年４

月から施行されました。 

 結婚・妊娠・出産・育児・介護などを理由に退職勧奨や解雇されることのないよう、仕事と家庭

の両立支援策を拡充し、それぞれの職場での適用法にあわせて、家族的責任を担う労働者にとって、

より働きやすい職場の実現をめざし法律にあわせた条例化、協約化と運用を求めていきます。また、

取得率の低い男性の育休介護休業・休暇取得の促進のため具体策を求めていきます。 

（２）小学校就学前の子の養育や家族を介護する男女労働者が申請した場合、使用者は当該労働者に１

月において24時間、１年について150時間を超える時間外労働および深夜労働をさせることはできま

せん。地方公務員においても同様の措置を規定しています。 

 また、2009年６月に改正された民問の「育児休業、介護休業等育児または介護を行う労働者の福

祉に関する法律」においては、さらに「３歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度

（１日６時間）を設けることを事業主の義務とし、労働者からの請求があったときの所定外労働の

免除を制度化する」こととなりました。 

（３）家族的責任は男女労働者がともに担うべきものです。育児・介護を行う男女労働者を対象とした

時間外労働の上限を設定することが重要です。各職場・単組では上記の内容を点検し、育児・介護

など家族的責任を有する男女労働者の深夜労働の規制を求めるとともに、時間外労働について年間

150時間を上限とし、子の養育または家族の介護などの事情に関する配慮から深夜労働の制限限を設

けていくことを求めます。 

（４）仕事と生活の調和（ワークライフバランス）の確立をはかり、働くものの健康を維持するために

は、所定労働時間の短縮、労働時間管理の徹底と不払い残業の撲滅など労働時間短縮が不可欠です。

連合においても春闘の課題として積極的に取り組むこととしています。健康障害を発生させないた

めにも取り組みを強化します。 

（５）これまで、育児休業をした職員が職務に復帰した場合は当該該当の1/2に相当する期間を引き続き

勤務したものとみなして号俸を調整するということで育児休業法により規定されていました。 

 これについて、最近の民間企業における動向や職業生活と家庭生活の両立支援策としての育児休

業の重要性を勘案すると調整の換算率を見直す必要があるとして、育児休業をした期間の100/100

以下に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして調整することができるようにすることで人
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事院規則および国家公務員の育児休業法・地方公務員の育児休業法が改正されています。自治体に

おいても、上記の観点から早期に関係条例・規則の見直しを求めるとともに、すでに育児休業を取

得済みの職員についても、部内の検証上在職者調整を求めることが重要です。 

（６）また、基準日に育児休業中の者に対して勤務実績に応じて一時金を支給する勧告が1999年にされ

ています。少子化対策や男女共同参画が社会的重要課題となるなかで、育児休業を取得する者が無

給であることは大きな制度的矛盾でした。公務員連絡会は育児休業制度発足当初から、育児休業中

の者にも一定の給与を支給するよう求め続け、特に、勤務実績があっても基準日に休業の者に一時

金が支払われない矛盾を早急に解消するよう人事院に強く求めてきました。この勧告は、こうした

われわれの取り組みの成果であると同時に、これを足がかりにさらに取り組みを進めていかねばな

りません。なお、勧告記述は次のとおりです。「民間の取扱いとの均衡を図る観点から、特別給の基

準日に育児休業中の職員のうち、算定期間に勤務実績がある職員に対し、在職期間等に応じて期末

手当、勤勉手当及び期末特別手当を支給することとします」。 

（７）期末手当においては、基準日前６月以内に育児休業を１日でも取得すると、期末手当の在職期間

別割合が80/100となり、期末手当が２割削減されるという制度となっています。給料は育児休業の

復職時調整では取得した全期間にわたり勤務したものとみなされて調整がされるのに、期末手当で

は1/2の期間、勤勉手当においては全期間在職期間から除外されるということとなっています。 

 このような制度に対して、2011年７月に人事院総裁に対し総務大臣、厚生労働大臣、男女共同参

画大臣の連名で「男性職員の育児休業取得促進に向けた期末手当に係る改善検討の要請」を行った

ところです。こうした動きのなかで2011人事院勧告の報告の中で育児休業を短期間（１月以内）取

得する場合は減額はしないことで人事院規則が改正されました。適用は2011年12月の期末手当から

とされました。今回、期末手当のみの改善となりますが、各単組においては、人事院規則改正の動

向を踏まえ、国に遅れることなく同様に取り扱うよう交渉を強めましょう。 

 

○ 在職期間別割合 

在職期間 割合 

６ヶ月 100/100 

５ヶ月以上６ヶ月未満 80/100 

３ヶ月以上５ヶ月未満 60/100 

３ヶ月未満 30/100 

 

（８）改正育児・介護休業法の2017年１月１日施行と改正児童福祉法の2017年４月１日施行を踏まえ、

人事院は2016人事院勧告で給与改定勧告とあわせて改正育児・介護休業法に即した意見の申出・勧

告・報告を行いました。地方公務員の育児休業等に関する法律および育児休業、介護休業等育児又

は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案は、2016年11月25日の参議院

本会議で賛成多数で可決・成立し、2017年１月１日に施行されました。各単組においても、国に遅

れることのないよう、改正内容を確実に各地方公共団体等でも実施するとともに、仕事と家庭の両

立支援策を一層推進するため、男女がともに子育て・介護をしながら働き続けることができるよう、

女性労働者への就業継続の支援、男性がより子育てに参加できる働き方の実現、実効性の確保など

雇用環境の整備をはかることが求められます。 

（９）おもな意見の申出・勧告・報告内容は以下のとおり。 

○ 在職期間は給与法の適用を受ける職員として在職した期間 

次の期間は在職期間から除算する（人事院規則 9-40第 5条 2項） 

① 停職者、専従休職者の期間 

② 非常勤職員の期間（勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様

である者を除く） 

③ 育児休業の期間の 1/2 

④ 自己啓発等休業の期間の 1/2 

⑤ 休職の期間の 1/2 

⑥ 育児短時間勤務をすることにより短縮された勤務時間の短縮

分に相当する期間の 1/2 
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① 介護休暇請求期間の分割 

 現行では一の要介護状態ごとに連続する６月の範囲内とされているが、３回まで分割を可能と

し、かつ合計６月以下の範囲内で指定。 

② 介護時間（介護のため１日の勤務時間の一部を勤務しないこと）を新設 

 取得開始日から連続する３年の期間内で１日につき２時間を超えない範囲（始・終業時間に続

いて分割も可）で勤務しないことを承認可能とする。介護時間については無給とするが、昇給・

勤勉手当の期間率においては直ちに不利とならない取り扱いとする。 

③ 育児休業等の育児支援制度の対象となる子の拡大 

 現行では育児休業や育児短時間勤務、育児時間、フレックスタイム制の週休日の特例において

養育する範囲が法律上の親子関係にある子のみとされているが、特別養子縁組の監護期間中の子、

里親である職員に委託されており養子縁組により養親となることを希望している子とこれらに

準ずる子を追加。 

④ 介護を行う職員の超過勤務の免除 

 現行では職員から請求があった場合に一定時間以下に制限することが出来るとしているが、免

除も可能とする。 

⑤ 介護休暇等の対象家族の同居要件を撤廃 

 祖父母、孫および兄弟姉妹についての同居要件を撤廃。 

⑥ 上司・同僚等によるマタハラ等防止策を整備 

⑦ 非常勤職員の育児休業・介護休暇の取得要件を一部緩和 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10）臨時・非常勤等職員の取り扱いについて、常勤職員と違う取り扱いとなっている実態もあります

が、自治体においては、民間の育児・介護休業法の考え方（１年以上の実質的な継続雇用であれば
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パート労働者、期間労働者であっても適用の対象とする）を踏まえ、１年以上の継続雇用であれば、

どんな任用根拠であっても育児休業が取得できるよう、条例・要綱により育児休業の制度化をはか

っていく必要があります。 

（11）なお、こうした制度と実態の矛盾について、前回の育児・介護休業法改正の局面での自治労本部

における総務省への取り組みのなかから、2010年11月16日の衆議院総務委員会において総務大臣は

「実態に応じて、自治体でもって（育児休業の）措置することができる」と答弁し、特別職非常勤

職員（同法３－３－３）および臨時的任用職員（同法22条）を対象に自治体独自の育児休業制度の

導入を容認しています。 

（12）2013人事院報告の中で配偶者帯同休業制度の意見の申出がされ2014年２月21日から「配偶者同行

休業制度」として施行されています。外国で勤務等をする配偶者と生活を共にすることを希望する

職員が休業の対象とされているため、ケースとしては少ないものと考えられますが、権利として制

度創設を求める必要がありますし、外国だけでなく国内での異動であっても適用される制度とする

よう求めます。 

 

〔要 求〕 

６－（４）フレックスタイム制の導入について 

① 自治体の実態を踏まえ、時間外勤務の縮減や職員側の都合を契機とする職員の発意で申告が

行われ、申告どおりの勤務時間割振りによるフレックスタイム制となる確証が得られるまで導

入しないこと。また、導入する場合は、その可否も含めて十分な交渉・協議を行うこと。 

② 特に時間外勤務手当の圧縮を目的とした制度導入は行わないこと。 

（１）2015人事院報告・勧告で「フレックスタイム制の拡充を内容とする勤務時間報告・勧告」がされ

ました。国家公務員においては、研究職等一部の職場でのみ運用されてきましたが、それを全職員

が対象とすることとなりました。 

   民間企業で行われている（労基法で規定されている）従業員が自由に出勤した時刻・退勤した時

刻を出退勤時刻とするフレックスタイムとは異なり、勤務時間法のもとで職員の申告に基づき勤務

時間の割り振り変更を行うというものです。 

（２）地方自治体への導入については、公務員連絡会と総務省との交渉で「各地方自治体の実情に則し

て柔軟に取り組み、具体の検討については、地方自治体が行うものであり、総務省から画一的な実

施を強制するものではないこと」を確認しています。フレックスタイム制は、いわば職員側の都合

を契機とするものであり、あくまで職員の発意で申告が行われ、申告どおりに勤務時間が割り振ら

れなければなりません。制度導入の可否を含め、十分な労使交渉・協議を行う必要があります。 

国とは違い、地方自治体では住民と密接にかかわる業務が中心となっていることや慢性的な時間

外勤務の状況から、機械的に導入してしまえば、職場が混乱するのは必至でひいては、住民サービ

スの影響も懸念されます。 

（３）勤務時間は賃金労働条件の最たるものであるという認識のもと、労働組合との十分な協議のうえ

で制度導入を決定していくものであることを確認し、導入にあたっての諸課題解決と並行した対策

が必要です。 
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＜フレックスタイム制の法制度間比較＞ 

現行制度 新たな制度骨子案（基本） 新たな制度骨子案（育児介護職員特例）

定め方 就業規則および労使協定 定め方
勤務時間法、人事院規則（15－
14）等

勤務時間法等 勤務時間法

対象者
労使協定で定める者（18歳未満の年少
者は対象外）

対象者
研究職員、専門スタッフ職員の
一部（調査・研究関係）

全ての職員（交替制勤務職員等
を除く）

子の養育(小学６年生まで)又は
家族の介護を行う職員

要　件 要　件

始業及び終業の時刻について職
員の申告を考慮して当該職員の
勤務時間を割り振ることが公務
の能率の向上に資すると認める
場合

各省各庁の長が、公務の運営に
支障がないと認める場合には、
職員の申告を経て割り振り

各省各庁の長が、公務の運営に
支障がないと認める場合に、職
員の申告を経て割り振り

清算期間
１ヵ月以内の期間で労使協定(・就業規
則)で定める

割振り
単位期間

４週間 ４週間
１週間以上４週間以下の範囲内
で各省各庁の長が設定

勤務時間

１週間：４週間ごとの期間につ
き１週間当たり38時間45分
１ 日：研究職員２時間以上、
スタッフ職員４時間以上
休憩時間：基本的に、おおむね
４時間ごとに30分

１週間：４週間ごとの期間につ
き１週間当たり38時間45分
１　日：６時間以上

休憩時間：基本的に、おおむね
４時間ごとに30分

１週間：４週間ごとの期間につ
き１週間当たり38時間45分
１　日：４時間以上

休憩時間：基本的に、おおむね
４時間ごとに30分

コアタイ
ム

月曜～金曜（の５日間のうち１
日以上の日）の午前９時～午後
４時の間で、１日につき２時間
以上４時間30分以下の範囲内

月曜～金曜の午前９時～午後４
時までの時間帯に５時間（各省
各庁の長が設定）
※午前９時から午後４時までの
時間帯を基本。ただし業務運営
の実態に応じて時間帯を変更可
能

月曜～金曜の午前９時～午後４
時までの時間帯に２時間以上４
時間30分以下の範囲内で各省各
庁の長が設定

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀ
ｲﾑ

始業：午前７時以降
就業：午後10時以前

始業：午前７時以降
就業：午後10時以前
※庁舎管理時間等を考慮し、各
省各庁の長が設定

始業：午前７時以降
就業：午後10時以前
※庁舎管理時間等を考慮し、各
省各庁の長が設定

割振りの
期限

できる限り、単位期間（４週
間）が始まる日の前日から起算
して１週間前の日までに行う

できる限り、単位期間（４週
間）が始まる日の前日から起算
して１週間前の日までに行う

単位期間が始まる日の前日まで
に行う

割振り後
の変更

下記の場合に、各省各庁の長は
勤務時間の変更が可能
①職員からの申告があった場合
②業務の運営に支障が生ずると
認められる場合

下記の場合に、各省各庁の長は
勤務時間の変更が可能
①職員からの申告があった場合
②業務の運営に支障が生ずると
認められる場合

下記の場合に、各省各庁の長は
勤務時間の変更が可能
①職員からの申告があった場合
②業務の運営に支障が生ずると
認められる場合

備考

清算期間の上限を３ヵ月に延長するた
めの労基法改正案が、国会提出されて
いる。なお、法案での施行日は2016年
４月１日

備考

国家公務員
労働基準法（32条の３）

※官執勤務時間（午前８時30分～午後５時）の変更はない
※新制度措置後も現行制度は維持

労働時間

①「清算期間における総労働時間」を
労使協定(・就業規則)で定める（１週
間当たりの労働時間が法定労働時間(40
時間)の範囲）
②「標準となる１日の労働時間」を労
使協定(・就業規則)で定める
③コアタイムおよびフレキシブルタイ
ムを労使協定(・就業規則)で定めるこ
とができる

始業・就
業時刻の

決定

労働者の自主的決定
（使用者による決定はできない。決定
期限等はない）

 





７．女性労働者の労働条件の改善について 
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〔要 求〕 

７．女性労働者の労働条件改善について 

（１）『女性差別撤廃条約』の理念に基づき、地公法第13条を遵守し、自治体職員の募集から退

職まで一切の男女差別をなくすこと。特に、婚姻、妊娠、出産を理由とした退職はなくす

こと。 

〔解 説〕 

（１）地方公務員法13条は、性別を理由とする差別を罰則付で禁止しています。また、均等法では

募集・採用、配置・昇進・降格・教育訓練、福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職の勧奨・

定年・解雇・労働契約の更新といった雇用のステージにおける性別を理由にした差別の禁止と、

この差別を解消していくための積極的な措置（ポジティブアクション）により男女雇用平等を

はかることが規定されています。 

 地公法13条を根拠に均等法の差別禁止規定を生かし、あらゆる職場・職域への女性の積極的

登用と、そのための条件整備に取り組みましょう。具体的な取り組みにあたっては、男女平等

実現についての労使の合意形成をはかっていくことが重要です。 

 まず、募集・採用・配置が、男女の差別なく公平に行われているかチェックしましょう。そ

の対象から男女のいずれかが排除されていないか、条件を男女で異なるものとしていないか、

男女のいずれかを優先していないか。昇任・昇格についても同様です。そうした措置は均等法

第５条、第６条により禁止されています。ただしポジティブアクションを講ずる場合はその限

りではありません。 

（２）夫の昇格を理由として共働きの妻が退職を迫られる慣行が残っている場合があります。過去

に職場結婚を理由とした退職強要は「憲法13条の結婚は自由を有するものであり、いかなる形

の規定や慣行による任意退職でもすべて無効」であるという判例（「茂原市役所事件判決」千

葉地裁1968年５月）が確立されています。退職の勧奨に際し、その対象を男女いずれかのみと

すること、条件を男女で異なるものとすること、その方法や基準について男女で異なる取り扱

いをすること、男女のいずれかを優先することは均等法第６条第４号により禁止されています。

また、形式的には勧奨退職であっても、有形無形の圧力により、労働者がやむを得ず退職を選

択し、それが真意に基づくものでないと認められる場合は、「解雇」に含まれるとされていま

す。 

（３）研修カリキュラムの中に、必須項目として「男女平等研修」を組み込むこと。 

 男女平等を積極的に進めるためには、管理職、係長級、新規採用職員をはじめ、男女職員全

員を対象とした、計画的で継続的な男女平等研修が必要です。研修により、男女平等について

の意識改革とコンセンサスづくりをしていかなければなりません。計画的な研修の実施とカリ

キュラムづくり、効果測定に積極的に関わりましょう。 

（４）改正される前の均等法では、女性労働者について婚姻・妊娠・出産等を理由とする「解雇」

のみが禁止されていましたが、現在の均等法ではこれらを理由とする「解雇以外の不利益取扱

い」も全面的に禁止しています。 

 ※均等法第９条第３項により禁止される「解雇その他不利益な取り扱い」例 

    ・解雇 

    ・期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと 



－110－ 

    ・退職又は正職員を非正規職員とするような労働契約内容の変更を強要すること 

    ・降格させること 

    ・就業環境を害すること 

    ・昇進、昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと 

    ・不利益な配置を行うこと 

〔要 求〕 

７－（２）労働基準法、母子保健法等を積極的に活用し、諸権利の整備をはかること。とりわ

け、下記事項の実現をはかること。 

① 産前産後休暇を、産前８週間（多胎14週間）、産後13週間で制度化をはかること。また、

代替職員を完全に配置すること。 

② 母子保健法に基づく保健指導や健康診査を、回数ではなく１日単位の通院休暇として

制度化すること。また、妊産婦に対する母性健康管理措置の制度化をはかること。 

③ 妊娠障害休暇を最低14日とし制度化すること。 

④ 妊産婦の通勤緩和措置制度を拡充すること。 

⑤ 妊産婦に対する軽易業務への転換制度と確実なものとすること。 

⑥ 労働法66条に基づく妊産婦の請求による時間外労働・休日労働・深夜労働の禁止措置

にともなって代替要員の確保等の条件整備をはかること。 

〔解 説〕 

（１）産前８週（多胎14週）、産後13週の制度化と代替職員の確保 

① 労働基準法第65条では、産前６週間（多胎14週間）、産後については８週間（強制６週間）

の休暇が認められています。 

 産前休暇については、実際の出産が予定日より早ければそれだけ短縮され、逆に予定日より

遅れた場合はそれだけ延長されます。出産当日は産前休暇になります。出産する女性の請求に

よって開始される休暇であり、本人が請求すれば必ず休暇を与えなければなりません。 

 産後休暇は、出産翌日から数えて８週間の休暇が定められていますが、このうち６週間につ

いては強制的な休暇であり、使用者が就業を命令できないことはもちろん、出産した本人から

も就業を申し出ることはできません。６週間以降は本人が請求すれば、医師が健康に支障がな

いと認めた業務に就くことはできます。本人が請求しないのに、使用者から就業を命じること

ができないことは言うまでもありません。 

② 産後休暇だけが強制休暇になっているのは、産前の休養の必要度には個人差があるが、産後

の母体回復は（妊娠４月以上の死産、流産も含めて）、すべての女性に必要だからです。しか

し、産前の無理な労働が妊娠中毒症や早産の原因になることは明らかなので、産前休暇につい

ても十分な長さを確保するために８週間を求めています。 

③ また産後13週については、実際に育児にかかわる女性から、「子どもの首がすわるまでは最

低13週が必要」との要望が強く、連合・自治労本部の要求項目にもなっています。 

（２）母子保健法は、妊産婦の保健指導や健康診査について定めていますが、均等法12条および13

条では、すべての事業主に対し、女性労働者が通院のために必要な時間の確保や勤務時間の軽

減などの措置をとることを義務づけています。これに基づき、通院休暇に関する規定を設ける
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ことが必要であり、規定がなくても、妊産婦である女性が申請すれば、通院休暇を取ることが

できます。受診すべき回数は次のとおりです。また、これは病院への往復の時間や待ち時間も

含まれます。このための必要な時間や回数・条例・規則を点検してより休暇を取得しやすくす

るために制度化を進めましょう。また、通達では「歯科検診、母親学級等への参加をできるだ

け認めるように」となっています。妊産婦の健康管理の面から、通院休暇に初回検診や歯科検

診・母親学級への参加も認められるようにしておきましょう。 

 参 考 

ア．産前 ・妊娠初期より妊娠23週（６ヵ月末）までは、４週間に１回 

・妊娠24週（７ヵ月）～35週（９ヵ月末）まで、２週間に１回 

・妊娠36週（10ヵ月）～出産まで、１週間に１回 

 ただし医師・助産師がこれと異なる指示をした時は、その指示による。 

イ．産後 １年以内医師、助産師が指示するところによる必要な時間 

ウ．厚生労働省から「妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置」に関する通達（指針）が出

されています。母親等・両親学級での保健指導、歯科検診及び保健指導についても出来る限

り受けることができる様に配慮することが望ましい、となっている。 

(３) 妊娠障害休暇にかかるさまざまな体調不良（つわり等）を最低14日として制度化すること。

また、運用の自由を認めること。 

  妊娠中や出産後の症状に関して、女性労働者が医師等から休業すべき旨の指導を受け、申し

出を行った場合、使用者は医師等から指示された措置が必要な期間、休業の措置を講じなけれ

ばなりません。 

  妊娠は、病気ではないことから病気休暇とは別に設ける必要がありますので、本人の申請が

あった場合には、できる限りの休暇を取得できるよう制度化に取り組みます。 

（４）通勤帯の交通機関の混雑の状況によっては、通勤時の苦痛が、つわりの悪化、流早産等につ

ながる恐れがあることから、時差出勤、勤務時間の短縮を求めます。ラッシュアワーを避ける

ための時差出勤だけでなく、一日30～60分の時間短縮も講じることとされています。 

  必ずしも医師等の指示を要しないこととし、妊娠中の女性労働者から申し出があった場合は、

適切な措置を講じるようにさせましょう。また交通機関とは電車、バス等の公共交通機関のほ

か、自家用車も含まれます。労基法第65条では妊婦の請求によって、他の軽易な業務への転換

をはからなければならないとしています。軽易な業務が無い場合、新たに軽易な業務を創設す

る義務までないとされていますが、この場合でも使用者は軽易業務転換の請求を拒否すること

はできず、また、軽易な業務は無いから休むように強制できるわけではありません。同じ業務

のなかの重労働部分を外したり、仕事量を減らすなど仕事のやり方を変えたり、休憩時間を多

くするなどの措置は、どの職場でもできるはずです。均等法13条により、きめ細かい措置を講

ずることが事業主に義務づけられています。 

（５）妊娠初期は流産を避けるため、妊娠後期では異常発生の危険性が高まるため、長時間の立ち

作業や座業、緊張の高い作業などは労働の負担の軽減が必要になります。また、１歳程度の乳

児を抱える女性は、夜中の授乳や夜泣きの乳児の世話などで、極度の睡眠不足と疲労に陥って

いることが少なくありません。産婦に対する負担の軽減も同様にはかっていかなければなりま
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せん。 

 妊娠中はバランスのある食生活が必要となり、休憩時間の延長や補食時間の確保が欠かせな

いものです。妊産婦の症状や環境などを考慮した休憩時間の延長、回数の増加、適切な場所（寝

床があること、横になれること）の確保、立ち作業従事の場合は、椅子を置いて休憩を取りや

すいようにするなど休憩の取り方について、具体的な措置を進めましょう。さらに、休養設備

などハード面は、安全衛生委員会等で点検し、整備・拡充しておきましょう。 

（６）妊産婦が請求した場合にあっては、「時間外協定に関わらず時間外労働または休日に労働さ

せてはならない」との労基法上の強制規定になっています。妊産婦とは出産１年以内の女性労

働者のことです。 

  深夜業についても労基法同条３項で、妊産婦が請求した場合には、深夜業に従事させてはな

らないという強行規定になっています。なお、変形労働時間制についても同様です。 

  労基法を遵守させるとともに、妊産婦の時間外労働等は禁止するよう労使で確認しておきま

しょう。 

（７）育児・介護休業法の第22条では、事業主が、労働者が育児・介護休業を取得しやすく、また

復帰後の就業が円滑に行われるように、必要な措置を講じる努力義務があるとしています。具

体的には、職場での職員全体の配置、他の職員に対する業務の再配分、人事ローテーション等

による配置転換、代替職員の確保などが考えられます。公務員についても、公務の適性な運用

を確保し、育児休業を取りやすい状況を確保するため、必要に応じて代替職員を配置すること

になっていますが、当初よりゆとりのある人員配置を求めることが大切です。 

  そうはいっても、育児休業・介護休業休暇制度の活用を進めるうえで、代替職員の確保は重

要です。職員が職場の仲間に気がねすることなく、育児・介護休業を取ることができるよう適

切な措置をとることは、事業主の責務なので、当局の責任において代替職員を確保することを

強く求めましょう。 

  なお、地方公務員の育児休業については、１年を限度とする臨時的任用あるいは休業期間を

限度とする任期付き採用で代替職員を確保することとなります。任期付き採用については、制

度の濫用を防ぐため、当局に対して育児休業に限った制度となるよう厳格な運用をもとめまし

ょう。また、代替職員の賃金労働条件についても十分確保されるよう交渉を求めましょう。 



８．公務職場での男女平等参画の実現について 
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〔要 求〕 

８．公務職場での男女平等参画の実現について 

（１）「女性職員の採用・登用の拡大のための計画」を策定し、実行、改善をはかること。 

（２）女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画の策定にあたっては、労使が参加する対策委

員会を設置するなど、労働組合の意見を十分に反映し、実効ある計画とするとともに計画の

進行管理を行うこと。 

〔解 説〕 

（１）2015年８月に成立した「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（以下「女性活躍推進

法」）は、男女共同参画社会基本法の基本理念に則り、自らの意志によって職業生活を営み、又は営

もうとする女性が個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍することについて、国、地方

公共団体、国民が担う責務を明らかにし、2016年４月より10年間をかけて集中的かつ計画的に取り

組むためにつくられたものです。 

（２）この法律において、企業は、自社の女性の活躍に関する「一般事業主行動計画」、地方公共団体は

「特定事業主行動計画」を2016年４月１日までに策定することとなっています。従業員が301人以上

の企業は、この行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ることが義務とされています

（300人以下の企業は努力義務）。また、特定事業主（地方公共団体）は状況把握・課題分析を行い、

特定事業主行動計画を策定・周知・公表し、その取り組みの実施状況等の公表も義務づけられてい

ます。 

（３）また、地方公共団体（都道府県および市町村）は、国の基本方針を勘案し、当該地域における女

性の活躍を推進するための「都道府県推進計画」又は「市町村推進計画」（以下「推進計画」という）

を策定する努力義務が課されています。 

（４）行動計画の策定は事業主の責務ですが、行動計画の内容がより実効性のあるものとするため、職

場の状況把握・課題分析の段階から労働組合として積極的に関与し、労使委員会の設置や労使協議

など、行動計画策定に関与できる体制をつくり、女性を必ず１人以上参画させることが重要です。 

（５）行動計画の策定にあたっては、職場における女性の活躍に関する状況を項目ごとに把握、課題分

析することが求められています。このうち「基礎項目」（一般事業主は４項目、特定事業主は７項目）

については、必ず把握、課題分析することが義務づけられています。 

  「選択項目」（一般事業主は21項目、特定事業主は18項目）は職場の実情に応じて把握する項目

です。女性活躍に関する課題は組織によって異なるため、職場の課題を浮き彫りにし、改善してい

く観点からも、「基礎項目」だけでなく、積極的に「選択項目」に関する状況把握、課題分析する

ことを事業主に求め、特に「選択項目」にある「男女の賃金の差異」については、男女間格差の総

合指標であることから、必ず把握するように事業主に働きかけることが必要です。 

（６）また、正規・非正規等の管理区分ごとに把握する項目もあります。職場の非正規雇用で働く労働

者の状況を把握、課題分析することは非常に重要です。「選択項目」を管理区分ごとに把握すること

と、派遣労働者について把握することは任意ですが、非正規労働者を含めたすべての労働者を対象

とし、把握・課題分析するよう事業主に求めることが必要です。 





９．臨時・非常勤・嘱託・パート職員等 
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〔要 求〕 

９．臨時・非常動・嘱託・パート職員等 

（１）恒常的な業務に従事する臨時・非常勤・嘱託・パート職員等については、ただちに任期の定

めのない常勤職員とすること。 

（２）臨時・非常勤・嘱託・パート職員等の雇用は、労使交渉に基づく協約・協定の内容を踏まえ、

当該労働者に賃金、労働時間を明示し労働契約を締結すること。 

（３）パートタイム労働法の趣旨を地方自治体で働く臨時非常勤等職員へ適用させること。 

   当面、地方公務員法・地方自治法の一部改正の施行日（2020年４月）までの間は、総務省が

2014年７月に公務員部長通知「臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等について」（2014年通

知）を発出していることを踏まえ以下の事項について改善すること。 

① 基本賃金の大幅引上げと、年齢や経験年数に応じた初任給格付け、定期的昇給制度を確立す

ること。なお初任給格付けは常勤職員と均等待遇をはかる必要から月額158,300円（国公行（一）

18歳1－13）以上、日給7,920円（月額/20日）以上、時給は1,030円（月額/20日/７時間45分）

以上とすること。 

② 期末手当（６月、12月）を常勤職員並みに完全支給すること。 

③ 常勤職員の給料表改定率・一時金引上げ月数にあわせ、臨時・非常勤等職員の賃金の引き上

げと常勤職員同様の遡及を実施すること。 

④ 寒冷地手当を常勤職員並みに完全支給すること。 

⑤ その他、業務・生活関連諸手当の支給・制度化、とりわけ最低でも通勤手当（費用弁償含む）

や時間外勤務手当（追加報酬）は雇用形態を問わず全額支払うこと。 

⑥ 労働基準法を最低基準として、年次有給休暇制度を採用１年目から確立すること（労基法基

準：６月継続勤務で10日）。付与された休暇の時効は２年間であることから、繰り越しの運用を

行うこと。 

⑦ 休暇制度は国の非常勤職員の措置を最低に、常勤職員との均等待遇とすること。とりわけ産

前産後休暇、育児・介護休業等の諸休暇制度を確立すること。 

⑧ 人事院が公務員の人事管理に関する報告において、現在、公務において非常勤職員に付与さ

れていない結婚休暇を付与するとともに、６月以上の任期または６月以上継続勤務している場

合に限定されている忌引きについて、要件を緩和することを明らかにしていることから、地方

公務員においても適用とすること。 

⑨ 健康診断について、６ヵ月以上勤続（見込み）・週勤務20時間以上の職員に実施すること。 

⑩ 退職手当を制度化・支給すること。 

⑪ 法定基準を最低に雇用保険、健康保険、厚生年金に加入させること。とくに、健康保険、厚

生年金については、すべての地方公共団体、一部事務組合、広域連合などが特定適用事業所で

あり、すべての短時間労働者に適用されることから、確実に対応すること。 

（４）公共サービス民間労働者の労働条件改善を進めること。 

〔解 説〕 

（１）基本は任期の定めのない常勤職員 

常勤的かつ恒常的「臨時・非常勤労働」は、当然にして任期の定めのない常勤職員とするべきで

あり、その定数化を要求します。 
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（２）最低高卒初任給、４月遡及改定、定期昇給、手当・労働時間・休暇制度は常勤職員並み 

定数化要求を基本としながら、すべての臨時・非常勤・嘱託・パート職員等の労働条件の改善に

ついて、①賃金は最低高卒初任給とし、勤務実態や年齢等により前歴換算や同年齢職員との均衡を

加味させる、②改定時期は多くが１年遅れの賃金改定である実態から４月に遡及実施させる、③１

年を超える者については、ベース改定とは別に常勤職員に準じた定期的な昇給制度を導入させ、そ

のための、賃金表を設置させる、④諸手当は、常勤職員に準じて制度化させる、⑤労働時間と休暇

は常勤職員並みを追求し、最低労働基準を確保する－を基本に、各単組で具体的な要求を作成して

取り組むこととします。 

特に自治体の非常勤職員は、地方自治法第203・204条によって「非常勤職員には給与ではなく、

報酬、費用弁償として支払う」とされています。このため、旧自治省は一時金などの手当は支給す

べきではないとの指導をしていますが、この間の自治労の取り組みでいくつかの自治体で支給され

るようになりました。いずれにしても現行法では民間および国の非常勤職員に比べ、不利な扱いを

受けています。地方自治法や地方公務員法自体が、公務運営はすべて任期の定めのない常勤職員（い

わゆる「正規職員」）で行うとされており、現在のような臨時・非常勤職員を想定していないという

根本的問題があります。 

当面は、通勤費については「費用弁償」（地方自治法第203条の２第３項）、その他諸手当分につ

いては「報酬」として支給させるよう求めます。2009年４月の総務省通知を基本的に踏襲する形で

出された2014年通知でも通勤費は費用弁償として支給できるとしていること、時間外勤務手当につ

いては「労働基準法が適用される非常勤職員に対して当該所定労働時間を超える勤務を命じた場合

においては、当該勤務に対し、時間外勤務手当に相当する報酬を支給すべきもの」とされています。

少なくとも通勤費および時間外手当に相当する報酬はすべての職場で完全支給されることをめざし

取り組みを進める必要があります。 

（３）労働時間・休暇は労基法適用、中断期間は脱法行為 

地方公務員は、正規職員はもとより、臨時であろうと非常勤職員であろうと、労働時間、有給休

暇については労働基準法が適用されます。労基法第39条第１項によれば使用者は６月間継続勤務し、

全労働日の８割以上を出勤した労働者に対し最低10日、さらにその後勤続年数１年について１日を

加算した有給休暇を付与しなければならないとしています。また、１日の労働時間に関係なく、週

の労働時間が少ない場合でもその日数に比例して、付与しなければなりません。 

ところで、労基法は「６月継続勤務」したものに対して、７月以降から休暇の権利が発生すると

しています。雇用中断期間を設けて、毎年度の当初、新たに臨時職員や非常勤職員を雇用したもの

としてみなし、有給休暇を与えないという実態もあります。 

しかし、このような中断期間を設け、任用を繰り返した場合は、労基法上の使用者たる責任を回

避しようとする明らかに脱法行為です。従って、この中断期間も実質的に雇用は継続していると見

るべきであり、使用者がこの中断期間を理由に休暇を付与しない場合は、労基法違反となります。 

このことは労働省通知（1988年３月14日）でも、「『継続勤務』とは実態により判断すべき」とし

ており、短期の中断は勤務継続とみなしています。また、自治体の場合は雇用されると同時に権利

が発生しているところが多く、臨時・非常勤職員についても同様な措置を求めます。 

また、労働基準法第115条によれば、「この法律の規定による賃金（退職手当を除く。）、災害補償

その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合において

は、時効によつて消滅する。」とあり、年次有給休暇についても請求権は２年間有効であることから、
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繰り越しの運用を求めます。 

2014年人勧期における公務員連絡会と人事院との交渉の結果、国の非常勤職員に夏季休暇が措置され

ていないことを踏まえ、採用後一定期間継続勤務した後の夏季における弾力的な年次休暇の付与につい

て、年次休暇付与が見込まれる者（任期が６月を超える等、採用後の年次休暇付与が見込まれる者）に

ついて、３月継続勤務した時点で勤務日の８割以上勤務していた場合には、夏季（７月１日～９月30日

の期間内）において、年次休暇を最大３日付与する（６月間継続勤務した時点で年次休暇の付与要件を

満たした場合には、残りの日数（最大７日）を与える）こととなっています。 

年次有給休暇については、1998年に改正が行われ、1999年４月１日からは次のとおりとなりまし

た。（1999年～2000年は経過措置期間） 

  

年次有給休暇付与日数（一般：週所定労働時間30時間以上、全労働日の８割以上出勤） 

週所定労働日数または

１年間の所定労働日数 
  

勤 続 年 数 

６ヶ月 

１ 年 

 

６ヶ月 

２ 年 

 

６ヶ月 

３ 年 

 

６ヶ月 

４ 年 

 

６ヶ月 

５ 年 

６ヶ月 

（６年） 

６ 年 

６ヶ月 

（７年） 

７ 年 

６ヶ月 

（８年） 

８ 年 

６ヶ月 

（９年） 

９ 年 

６ヶ月 

以 上 

５日以上

/週 
217日以上/年 

1999 

2000 

2001以降 

10日 

10日 

10日 

11日 

11日 

11日 

12日 

12日 

12日 

14日 

14日 

14日 

15日 

16日 

16日 

16日 

17日 

18日 

17日 

18日 

20日 

18日 

19日 

20日 

19日 

20日 

20日 

20日 

20日 

20日 

  

年次有給休暇比例付与日数（週所定労働日数30時間未満） 

週所定労働日数または

１年間の所定労働日数 
  

勤 続 年 数 

６ヶ月 

１ 年 

 

６ヶ月 

２ 年 

 

６ヶ月 

３ 年 

 

６ヶ月 

４ 年 

 

６ヶ月 

５ 年 

６ヶ月 

（６年） 

６ 年 

６ヶ月 

（７年） 

７ 年 

６ヶ月 

（８年） 

８ 年 

６ヶ月 

（９年） 

９ 年 

６ヶ月 

以 上 

４日/週 
169日～216日 

    /年 

1999 

2000 

2001以降 

７日 

７日 

７日 

８日 

８日 

８日 

９日 

９日 

９日 

10日 

10日 

10日 

11日 

12日 

12日 

12日 

12日 

13日 

12日 

13日 

15日 

13日 

14日 

15日 

14日 

15日 

15日 

15日 

15日 

15日 

３日/週 
121日～168日 

    /年 

1999 

2000 

2001以降 

５日 

５日 

５日 

６日 

６日 

６日 

６日 

６日 

６日 

７日 

７日 

８日 

８日 

９日 

９日 

９日 

９日 

10日 

９日 

10日 

11日 

10日 

10日 

11日 

10日 

11日 

11日 

11日 

11日 

11日 

２日/週 
73日～120日 

    /年 

1999 

2000 

2001以降 

３日 

３日 

３日 

４日 

４日 

４日 

４日 

４日 

４日 

５日 

５日 

５日 

５日 

６日 

６日 

６日 

６日 

６日 

６日 

６日 

７日 

６日 

７日 

７日 

７日 

７日 

７日 

７日 

７日 

７日 

１日/週 
48日～72日 

    /年 

1999 

2000 

2001以降 

１日 

１日 

１日 

２日 

２日 

２日 

２日 

２日 

２日 

２日 

２日 

２日 

２日 

３日 

３日 

３日 

３日 

３日 

３日 

３日 

３日 

３日 

３日 

３日 

３日 

３日 

３日 

３日 

３日 

３日 

※表中の「勤続年数」欄の（ ）内は、旧法適用者（1993年９月30日以前に入社した者）の勤続年数です。 
 
※１週間の所定労働日数が４日以下（又は年間216日以下）であっても、週の所定労働時間が30時間以上の者には適用さ

れず、一般労働者の基準で付与しなければなりません。また、毎日の契約労働時間が２時間であっても、週５日契約の

パートタイム労働者には、一般労働者の基準で付与しなければなりません（この場合、付与日数は多くなりますが、保

障すべきは１日＝２時間相当となります）。 

（４）当面は全道庁労連の獲得水準をめざす 

臨時・非常勤等職員の賃金引き上げについては、官製ワーキングプアとの異名が取られないよう、

2008年８月の人事院の指針「一般職の給与に関する法律第22条第２項の非常勤職員に対する給与に

ついて（通知）」（別記）に基づいて、積極的に改善措置を自治体使用者に対して求めていきます。

具体的には全道庁労連が獲得している別記、道第１種（事務）臨時職員給料日額表を上回ることを

達成目標に追求します。また、諸手当や諸休暇制度についても、別記の道の一般職非常勤職員の取

り扱いを参考に改善をめざします。なお、国の場合、恒常的業務に長期にわたって従事している非

常勤職員について、常勤職員との均衡を考慮し、手当等の支給を認めています。各自治体において
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も最低国並みの改善をはかることとします。 

また、国の非常勤職員で１週間の勤務時間数が常勤職員の２分の１、６ヵ月以上勤務している場

合は、健康診断およびストレスチェック制度の実施が義務付けられており、６ヵ月以上の任期が定

められている者が６ヵ月以上継続勤務していない場合であっても、健康診断実施が努力義務とされ

ていることから、健康診断の実施を求めます。さらには、その業務の遂行において就業環境が適切

かどうか、ハラスメントの防止対策など、労働安全衛生活動についても常勤職員と同様の対策が必

要です。 

（５）公務員の人事管理に関する報告（2018.8.10）を踏まえた要求 

2018年８月10日、人事院が2018人事院報告・勧告とともに行った「公務員人事管理に関する報告」

において、非常勤職員の「慶弔に係る休暇について所要の措置を講ずる」ことを明らかにしました。

具体的には、現在、公務において非常勤職員に付与されていない結婚休暇を付与するとともに、６

月以上の任期または６月以上継続勤務している場合に限定されている忌引きについて、要件を緩和

するものです。加えて、報告事項ではありませんが、非常勤職員の待遇が常勤職員と異なる場合の

説明義務や健康診断の適用拡大も検討されることになっています。2018年６月に成立した働き方改

革関連法では、同一労働同一賃金の考え方から、同一企業・団体における正規雇用労働者と非正規

労働者の不合理な待遇差の解消を目指しており、民間においてこの動きが加速していくことから、

今後、国家公務員においても「勤務条件についての網羅的な点検作業を行い、必要な改善を速やか

に行うことを求めておく」示されました。 

これらのことから、地方公共サービス職場における非正規労働者においても、慶弔に係る休暇に

ついて拡大を求めていきます。 

（６）社会保険・雇用保険・労災保険への加入 

   臨時・非常勤等職員については、そのほとんどが健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働災害

保険の社会保険の被保険者資格を有していますが、適用もれが社会保険庁（当時）などから指摘さ

れた経過もあります。社会保険では、扶養家族としてとどまる傾向が一部に見受けられますが、労

働者として自立し、自分の年金権を確立するためにも、社会保険加入を求めなければなりません。

また、今まで適用もれであった場合、当然本人負担分の賃金引き上げを要求します。 

2014年通知では「勤務形態に応じて厚生年金保険及び健康保険並びに雇用保険及び労災保険の各

法に基づく適用要件に則った適切な対応がはかられるべき」とし、さらに2014年１月の厚生労働省

通知を引用し「有期の雇用契約または任用が１日ないし数日の間をあけて再度行われる場合におい

ても、雇用契約または任用の終了時にあらかじめ、事業主と被保険者との間で次の雇用契約または

任用の予定が明らかであるような事実が認められるなど事実上の使用関係が中断することなく存続

していると、就労の実態に照らして判断される場合には、被保険者資格を喪失させることなく取り

扱う必要」があり、適切な対応に留意すべきと指摘がされています。 

また、2016年10月から健康保険・厚生年金保険の加入対象について、週の労働時間30時間以上か

ら週20時間以上に拡大され、加えて2017年４月からはすべての地方公共団体、一部事務組合、広域

連合などが特定適用事業所となり、すべての短時間労働者に適用されたことから確実な対応を求め

ます。 
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（７）地方公務員法・地方自治法の一部改正と2014年７月総務省通知について 

   2017年５月に「地方公務員法・地方自治法の一部改正」が行われ、自治体における臨時・非常勤

等職員の多くは創設された会計年度任用職員に位置づけられ、フルタイム職員には給料、通勤手当、

諸手当が、短時間職員には報酬、費用弁償、期末手当が支給されることとなりました。法施行は2020

年４月であり、関係する条例を整備するにあたり制度設計にむけた労使協議が必要となります。 

改正法施行にむけた準備を進めながら、それまでの間にも2014年７月に発出された総務省通知

「臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等について」を活用し現在の臨時・非常勤等職員の待遇

改善にむけた取り組みを進めます。 

この通知は2009年の「臨時・非常勤職員及び任期付短時間勤務職員の任用等について」を改訂し

たもので、①通勤費用や時間外手当についての適切な取り扱い、②空白期間と社会保険等との関係

性を明記した厚生労働省通知も引用し、育児など各種休業制度の整備や業務研修の実施などについ

ても新たに記載、③任期付職員制度の賃金に関して昇給や経験を踏まえた号給の決定を可能とする

などの内容となっています。 

   一方で、任用根拠の趣旨に基づく厳格な任用を求めていることから、任用替えや当局の誤った理

解による解雇なども想定されるところです。 

   任用替えが、現行の任用よりも有利にはたらくことも考えられることから、まずは各自治体にお

ける任用根拠や賃金・労働条件を十分把握したうえでの対応が必要となります。 

   交渉にあたっては自治労賃金資料№201（総務省通知「臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等

について」の解説書～通知書に関する自治労の考え方と、労使協議にあたっての留意点～／2014年

11月11日）を参照してください。 
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○非常勤職員に対する３月、６月及び12月における給与の取り扱いについて 

昭28．12．10 

最終改正 昭44．４．３ 給実甲323 

給実甲83 

 給与法第22条２項の適用を受ける非常勤職員のうち、相当長期にたって常勤職員とほぼ同様の

勤務を行っている者の３月、６月及び12月における給与については同条同項の規定に基づき、同

法第19条の３および第19条の４の規定により常勤職員に支給される期末手当および勤勉手当と

の均衡を考慮して取り扱ってください。 

 

○非常勤職員に対する期末・給与の取り扱いについて 

昭30．５．27 

34－144 

 非常勤職員に対する期末手当及び勤勉手当に相当する給与については、さきに昭28．12．10級

実甲第38号により相当長期にわたって常勤職員とほぼ同様の勤務を行っているものは、給与法第

22条２項の規定に基づき、常勤職員との均衡を考慮して取り扱われるように通知しましたが、特

に勤務期間が引き続き６ヶ月以上におよぶ職員についても、予算の範囲内でできる限り、前期通

知の趣旨によって取り扱われるよう配慮されたく通知します。 

 

 

給実甲第1064号 

平成20年８月26日 

人事院事務総長 

一般職の職員の給与に関する法律第22条第２項の非常勤職員に対する給与について（通知） 

一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法律第95号）第22条第２項の非常勤職員に対する

給与の支給について、下記のとおり指針を定めたので、これを踏まえて給与の適正な支給に努め

てください。 

なお、これに伴い、給実甲第83号（非常勤職員に対する６月及び12月における給与の取扱いに

ついて）は廃止します。 

記 

１ 基本となる給与を、当該非常勤職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員の属する職務の

級（当該職務の級が２以上ある場合にあっては、それらのうち最下位の職務の級）の初号俸の俸

給月額を基礎として、職務内容、在勤する地域及び職務経験等の要素を考慮して決定し、支給す

ること。 

２ 通勤手当に相当する給与を支給すること。 

３ 相当長期にわたって勤務する非常勤職員に対しては、期末手当に相当する給与を、勤務期間

等を考慮の上支給するよう努めること。 
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４ 各庁の長は、非常勤職員の給与に関し、前３項の規定の趣旨に沿った規程を整備すること。 

以 上 
 

（８）交渉で勝ち取った内容は書面化・協約化すること 

現在の臨時・非常勤等職員に関する労働条件についても、当時者の組織化に関わらず、すべて労

使交渉で決定することとなります。決定事項については書面化・協約化しておくことが必要であり、

さらには、その労働条件を自治体の制度として維持していくため、少なくとも要綱化しておくこと

が必要です。 

連合は、不安定雇用労働者の権利侵害の最大要因として労働基準法第15条に基づく使用者との労

働契約が締結されていないことにより、使用者側の一方的な労働条件改悪を許してしまうことにあ

ると分析しています。自治体においても例外なく実施させていくよう取り組みます。 
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【北海道の一般職非常勤職員の賃金・諸権利等】 

○任用期間・雇用条件等 

 ・定数内職員の４週間を超えない期間につき１週間当たりの勤務時間の３/４を超えない範囲 

 ・任用期間：１年以内、再任用することができる（65歳まで） 

 ・１日７時間45分を超えてはならない。 

 ・2007年４月１日以降、新規任用は行わない。 

○報酬  

＜報酬額 ＝ ①報酬基本額 ＋ ②通勤費報酬額 ＋ ③報酬加算額＞ 

①報酬基本額（毎年４月１日を基準日として算出） 

報酬基本額 ＝  給料相当額       寒冷地手当相当額    扶養手当相当額 

          地域手当相当額   ＋ 期末手当相当額   ＋ 住居手当相当額 

          特地勤務手当相当額   勤勉手当相当額     （2007.3.31に当該手当てが支給され 

                      （いずれも１/12の額）    ていた職員に限っての経過措置） 

報酬基本額       内           容 

給料相当額 基礎給料月額 × 勤務時間割合 

※ 基礎給料月額：定数内職員と同様の方法により算出した給料月額及び給料の

調整額の合計額 

※ 勤務時間割合：その者について定められた１週間の勤務時間を38.75で除

して得た割合 

（給料の調整額） 給料の調整額＝調整基本額×調整数 

地域手当相当額 （基礎給料月額＋※扶養手当相当額）×支給割合×勤務時間割合 

（道内は札幌市在勤者のみ 支給割合：３％） 

特地勤務手当相当額 定数内職員の場合の手当額×勤務時間割合 

寒冷地手当相当額 

（勤務時間が定数内

職員の３/４の者） 

定数内職員と同様に算定した月額×５÷12 

期末手当相当額 

（勤務時間が定数内

職員の３/４の者） 

（給料相当額＋扶養手当相当額※ａ＋地域手当相当額＋加算割合額※ｂ）×

260/100×1/12 

※ａは、扶養手当相当額の経過措置対象者のみ。 

※ｂ 加算割合額とは、基準日において、その任用が引き続き１年を超える

者の内、別表に掲げる要件を満たす者に対し、給料相当額及びこれに対する

地域手当相当額の合計額に当該別表の率を乗じて得た額。 

加算割合額＝（給料相当額＋これに対する地域手当相当額）×5/100 

または 

加算割合額＝（給料相当額＋これに対する地域手当相当額）×10/100 

＊別表に掲げる要件を踏まえ算出 

勤勉手当相当額 

（勤務時間定数内職

員の３/４の者） 

（給料相当額＋地域手当相当額＋加算割合額※ｂ）×180/100×1/12 

※ｂは期末手当相当額の説明に同じ 
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期末手当相当額算出にかかる別表 

適用給料表 要         件 率 

行政職 

医療職(２) 

医療職(３) 

３級相当以上の者で基準日の属する年度の４月１日において、次の

いずれかの要件を満たすもの 

①高校卒後の経験年数が16年以上   ②年齢が34歳以上 

５/100 

行政職 

医療職(２) 

医療職(３) 

行政職給料表４級、医療職給料表(２)５級又は医療職給料表(３)４

級若しくは５級の号俸であるもの 

10/100 

 

廃止に伴う経過措置 内           容 

扶養手当相当額 2007年３月31日（３月支給実績）から引き続く扶養親族について、同日における

額上限に報酬基本額に加算（30時間未満の者は勤務時間割合を乗じた額）。 

住居手当相当額 2007年３月31日（３月支給実績）から引き続き要件を満たす場合に、前年度の額

を上限に報酬基本額に加算（30時間未満の者は勤務時間割合を乗じた額）。 

②通勤費報酬額～支給単位期間につき、定数内職員に対する通勤手当と同様の方法で算出した額を支給 

手  当  名 内           容 

通勤費報酬額 交通機関利用者：定数内職員と同様。 

※その他の勤務形態（隔日勤務等）の職員～定数内職員（交代制勤務者等）と同様。 

自動車等使用者：定数内職員と同様。 

※その他の勤務形態（隔日勤務等）の職員～定数内職員と同様の方法により算出し

た額に、平均１カ月当たりの通勤所要回数（21回上限）を21で除して得た数を乗じ

た額。 

③報酬加算額～実績がある月分を算定し翌月に支給 

加  算  名 内           容 備   考 

時間外勤務及び休日

勤務等に対する加算 

（勤務１時間につき、

１時間当たりの報酬

加算額に右の区分に

応じた支給割合を乗

じて得た額） 

(ｱ) その者について定められた勤務時間外に勤務する

ことを命ぜられた場合 

ａ 勤務日（休日等を除く）における時間外勤務

100/100（7時間45分を超える部分は125/100） 

ｂ 勤務日以外の日の勤務 135/100 

（定数内職員の正規の勤務日に相当する日にあって

はaと同じ割合） 

ｃ 上記の勤務が22時以降翌日５時までの場合は、

上記の割合に25/100を加算 

(ｲ) 週休日の振替等で当初割り振られた１週間の勤務

時間を超えて勤務することを命ぜられ、１週間の勤

務時間が38時間45分を超えることとなった場合（休

日等のある週の扱いにあっては、別途定めあり。）

25/100 

(ｳ) 祝日法による休日等及び年末年始の休日等におい 

(注)１時間当たりの

報酬加算額～給料相

当額（地域手当相当

額、特地勤務手当相

当額又は特殊勤務加

算額を受ける者は、

各額を加算した額）

に12を乗じ、その額

を1週間当たりの勤

務時間に52を乗じた

ものから７時間45分

に勤務時間割合を乗

じて得た時間にその

者の任用の日に属す

る年度の４月１日か 
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て、正規の勤務時間中に勤務することを命じられた

場合 135/100 

(ｴ) 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前

５時までの間に勤務した場合 25/100 

ら翌年３月31日まで

の間における給与条

例に規定する祝日法

による休日(土曜日

に当たる日を除く)

及び年末年始の休日

（日曜日又は土曜日

に当たる日は除く）

の日数の合計を乗じ

て得た時間を減じた

もので除して得た

額。 

特殊な勤務に対する

加算 

勤務の特殊性に応じ、定数内職員に対する特殊勤務手

当の額に相当する額。 

 

○休暇制度 

■定数内職員と一般職非常勤職員との休暇制度の比較

 定 数 内 職 員 一般職非常勤職員 

＜年次有給休暇＞ 

年 次 有 給 休 暇 暦年20日 

（前年に残日数があれば当該残日数を加算

した日数（20日を限度）） 

ただし、２月以降の新規採用者については、

採用月に応じ２日～18日の範囲で別に定め

られている。 

 

有

給 

  

（翌年度の繰り越しを認める） 

ただし、年度途中の新規採用者については、

採用月に応じ２日～10日の範囲で別に定め

られている。 

 29時間未満 29時間以上 

初年度 10日 10日 

次年度 11日 15日 

３年度 12日 20日 

４年度 

以 上 

１日／年度加 

算で20日まで 
20日 

有

給 

＜特別休暇＞ 

夏 季 休 暇 夏季（７月から９月までの間）において３

日以内（分割取得可能） 

有 

 

 

 

 

 

 

 

 

給 

定数内職員と同様 

有 

 

 

 

 

 

 

 

 

給 

リフレッシュ休暇 ・勤続30年表彰を受けた日の翌日からの１

年間で３日間以内 

・勤続20年に達した日の翌日からの１年間

で２日間以内 

（分割取得可能） 

・在職年数が30年に達した日の翌年度に３

日間以内 

・勤続20年に達した日の翌日からの１年間

で２日間以内 

（分割取得可能） 

忌 引 休 暇 死亡した者の続柄に応じ、１日から７日 定数内職員と同様 

法 要 祭 日 休 暇 職員が父母（配偶者の父母含まず）の追悼

のため特別な行事のため勤務しない場合、

１日以内 

定数内職員と同様 

結 婚 休 暇 連続する５日以内（週休日等含む） 連続する４日以内 

配偶者出産休暇 ３日以内（時間単位・分割取得可能） ２日以内（時間単位・分割取得可能） 

妊 娠 障 害 休 暇 つわり等の障害により、勤務が困難な場 

合 14日以内（分割取得可能） 

つわり等の障害により、勤務が困難な場合 

７日間以内（分割取得可能） 

産 前 休 暇 

産 後 休 暇 

産前 ８週間（多胎の場合14週間） 

産後 ８週間 

定数内職員と同様 
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育 児 参 加 休 暇 職員の配偶者が出産する場合で、職員がそ

の出産予定日の前日から起算して８週間

（多胎妊娠の場合は14週間）前の日から出

産の日後８週間を経過する日までの間にお

いて、当該出産に係る子又は小学校就学の

始期に達するまでの子を養育する（授乳・

付き添い・保育園への送迎等） 

５日間以内（１日又は１時間単位で分割 

して取得可能） 

有 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給 

定数内職員と同様 

 

 

 

 

 

 

 

 

有 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
給 

育 児 休 暇 生後２年に達しない子を育てる場合、１日

２回合わせて２時間（30分単位） 

生後２年に達しない子を育てる場合、１日

２回合わせて90分（30分単位） 

生 理 休 暇 １回３日以内（分割取得可能） 定数内職員と同様 

ボランティア休暇 １暦年に５日以内（分割取得可能）。 定数内職員と同様 

住 居 滅 失 休 暇 災害により住居滅失、破壊の場合、７日以内 定数内職員と同様 

災 害 事 故 休 暇 災害、交通機関の事故等で通勤不能の場合

及び伝染病予防法による交通制限等で通勤

不能の場合、必要期間。 

定数内職員と同様 

官公署出頭休暇 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人とし

ての国会、議会、官公署に出頭する場合、

必要期間。 

定数内職員と同様 

公民権行使休暇 選挙権その他公民権を行使する場合、必要

と認められる期間。 

定数内職員と同様 

災害時退勤休暇 災害時の退勤途上の危険回避の場合、必要

期間。 

定数内職員と同様 

 

骨髄移植等休暇 骨髄又は末梢血幹細胞移植のためのバンク

登録、提供に係る一連の手続を行う場合、

必要期間 

定数内職員と同様 

 

 

子 の 看 護 休 暇 ①中学校就学の終期に達するまでの子を養

育する職員が、その子の看護をする場合、

１年に子が１人の場合は５日、子が２人

の場合は10日、子が３人以上の場合は15

日 

②子に全ての予防接種や健康診断を受けさ

せる場合も取得可能 

③ただし、その子が中学就学の始期に達し

ている場合は、医師の指示がある時に限

る 

定数内職員と同様 

 

 

 

 

 

 

 

短 期 介 護 休 暇 負傷、疾病又は老齢により２週間以上にわ

たり日常生活を営むのに支障がある配偶

者、父母、子、配偶者の父母等の世話をす

る場合 １年に５日以内（要介護者が２人

以上の場合には10日） 

定数内職員と同様 

＜病気休暇＞ 

病 気 休 暇 ・１回の病気休暇の上限期間は、生理によ

る場合、公務災害等の場合、勤務の軽減

措置を受けている場合[人工透析による

病気休暇を含む]の休暇の期間を除き、連

続する90日。 

・連続する８日以上の期間の病気休暇を使

用した職員が、その病気休暇期間の末日

から、実勤務日が20日に達するまでの間

に、再び病気休暇を使用したときは、前

後の病気休暇の期間は連続しているもの

とみなされる。 

・病気休暇の「疾病」には、予防接種によ

る著しい発熱、不妊治療のための検査及

び処置等が、「療養」には、負傷又は疾病

が治った後の社会復帰のためのリハビリ

テーション等が含まれる。 

有 

 

 

 

 

 

 

給 

・公務上のもの 必要な期間 

（付与単位は日又は時間） 

・１年度につき50日（週休日等除く） 

（ただし、週29時間未満勤務者については

40日） 有 
 
 
 
 
 
 
給 
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＜介護休暇＞ 

介 護 休 暇 ①介護の対象者 
ア 配偶者、父母、子、配偶者の父母、
祖父母、孫及び兄弟姉妹 

イ 本人と同居する本人又は配偶者の父
母の配偶者 

ウ 本人と同居する配偶者の子 
エ 本人と同居する子の配偶者 
※「同居」には、職員が要介護者の居住
している住宅に泊まり込む場合などを
含む 

②介護休暇の期間 
 介護を必要とする一の継続する状態ごと
に所属長が職員の申し出に基づき指定す
る期間内において必要と認められる期
間。通算して６月を超えない範囲内で、
３回まで指定可能。 

無 
 
 
 
 
 
 
給 

①介護の対象者 
 定数内職員と同様 
 
 
②介護休暇の期間 
 介護を必要とする一の継続する状態ごと
に所属長が職員の申し出に基づき指定す
る期間内において必要と認められる期
間。通算して93日を超えない範囲内で、
３回まで指定可能。 

無 
 
 
 
 
 
 
給 

介 護 時 間 
 

①介護の対象者 
 介護休暇と同様 
②介護時間の期間 
 介護を必要とする一の継続する状態ごと
に連続する３年の期間内において１日の
勤務時間の一部を勤務しないことが相当
である場合。３年の期間内において１日
につき２時間を超えない範囲内。 

定数内職員と同様 
ただし、１日につき認められた勤務時間か
ら５時間45分を減じた時間が２時間を下回
る場合は、減じた時間を超えない範囲内で
必要と認められる期間。 

＜家族の看護や介護を行うためやむを得ず欠勤する場合＞ 

家族の看護や介護

を行うためやむを

得ず欠勤する場合 

個別の事情による。 
※家族介護のための欠勤については2013年
３月15日に廃止されたが、その後もこれま
でと同様の取扱いとすることを確認してい
る 

無 
 
給 

定数内職員と同様 
無 
 
給 

＜職務専念義務免除＞ 

職務専念義務免除 

  

・研修を受ける場合 
・厚生計画への参加の場合 
・国等からの委嘱による講演等の場合 
・職務上の目的での講習会等への参加 
・職務上必要な競争試験等の受験 

有 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
給 

・研修を受ける場合 
・厚生計画への参加の場合 
・国等からの委嘱による講演等の場合 
・職務上の目的での講習会等への参加 
・職務上必要な競争試験等の受験 

有 
 
 
 
給 

・妊娠中及び出産１年以内の保健指導、健
康診査を受ける場合 

・妊娠中の通勤緩和 
・妊娠中の業務が母体等に影響があり休憩
等をする場合 

・妊娠中及び出産１年以内の保健指導、健
康診査を受ける場合 

・妊娠中の通勤緩和 
・妊娠中の業務が母体等に影響があり休憩
等をする場合（無給） 

・道の特別職として事務を行う場合 
・兼職として国家公務員の職に従事 
・地位を兼ねる団体等の役職員の事務に従
事 

 
無 
 
給 

・職員が小学校就学の始期に達するまでの
子に予防接種法に定める予防接種（種痘
の検診及びツベルクリン反応検査を含
む。）を受けさせる場合（「子の看護休暇」
を全て取得した場合に限り申請できる。
「子の看護休暇」へ制度を統合したこと
に対する、当分の間の経 
過的な取扱い）。等 

制度なし 

― 

冬 季 職 免 １月１日から３月31日の期間内に２日（１
日単位、分割取得可能） 

定数内職員と同様 有 
給 

＜育児休業＞ 

育 児 休 業 
 
 

 子が３歳に達する日(満３歳の誕生日の
前日)までの継続した期間。同一の子につい
ては１回(特別の事情がある場合を除く)。 

 
① ②及び③以外の場合は、子が１歳に達

する日  
② 配偶者が子の１歳到達日以前に育児休 
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配偶者が育児休業中や専業主婦（夫）の場
合でも育児休業を取得することが可能（育
児休業、育児短時間勤務、部分休業）。また、
夫婦が交互に育児休業をしたかどうかにか
かわらず、職員が育児休業等計画書を提出
して最初の育児休業を取得後３月以上経過
した場合は、再度の育児休業を取得できる。 
 特別の事情がある場合を除き、１回に限
り期間を延長できる（再度手続きが必要）。 

 
 
 
 
無 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
給 

業をしている場合は、子が１歳２か月に
達する日（最長１年間） ※１ 

③ １歳から１歳６か月に達するまでの子
を養育するため、次のいずれにも該当す
る非常勤職員が１歳到達日の翌日から育
児休業をしようとする場合は、子が１歳
６か月に達する日※２ 
・非常勤職員又は配偶者が子の１歳到達
日において育児休業をしている場合 

・子の１歳到達日後に育児休業をするこ
とが特に必要と認められる場合として
人事委員会規則で定める場合※３ 

※１ 育児休業の期間の初日とされた日が
子の１歳到達日の翌日である場合又は
配偶者がしている育児休業の期間の初
日前である場合を除く。 

※２ 人事委員会規則で定める場合にあっ
ては、人事委員会が定める日。 

※３ 保育所における保育の実施を希望
し、申し込みを行っているが子の１歳
到達日後の期間について、当面その実
施が行われない場合 

  など。 
・特別な事情（※４）がある場合を除き、

同一の子については１回 
・特別の事情がある場合を除き、１回に限

り期間 
を延長できる（再度手続きが必要）。 

※４ 「育児休業が取り消された後、当該
取り消し事由がなくなった場合など」、
「１歳から１歳６か月までの育児休業
を取得しようとする場合」、「任期の末
日まで育児休業を取得している職員
で、任期の更新等に伴い、引き続き育
児休業を取得しようとする場合」 

 
 
 
 
無 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
給 

部 分 休 業 小学校就学前の子を養育する場合、１日
２時間以内（利用単位は30分）。勤務時間の
始めもしくは終了前に取得できる。また、
配偶者が育児休業中や専業主婦（夫）の場
合でも部分休業を取得することができる。 
※育児休暇を取得している場合は２時間か
ら育児休暇の時間を減じた時間。 

※部分休業の前後に引き続いて他の休暇は
取得できないので部分休業を取消する必
要がある。 

時 
間 
単 
位 
で 
減 
額 

３歳未満の子を養育する場合、１日の勤務
時間から５時間45分を減じた時間の範囲内
で最長２時間（利用単位は30分）。勤務時間
の始めもしくは終了前に取得できる。また、
配偶者が育児休業中や専業主婦（夫）の場
合でも部分休業を取得することができる。 
※育児休暇を取得している場合は、１日の

勤務時間から５時間45分に育児休暇の時
間を加えた時間を減じた時間の範囲内。 

※部分休業の前後に引き続いて他の休暇は
取得できないので部分休業を取消する必
要がある。 

時 
間 
単 
位 
で 
減 
額 

※「育児休業」を取得することができる非常勤職員 
① 一般職の任期付職員の採用等に関する条例第４条第３項の規定により採用された短時間勤務職員（修学部分休業中
等の職員の代替職員）。 

② 任命権者を同じくする職（以下「特定職」という。）に引き続き在職した期間が１年以上である非常勤職員 
③ 子が１歳６か月になるまでの間に、その任期（更新される場合にあっては変更後のもの）が満了すること及び特定

職に引き続き採用されないことが明らかでないもの 
④ 勤務日の日数を考慮して人事委員会規則で定める非常勤職員（１週間の勤務日が３日以上又は１年間の勤務日が

121日以上である非常勤職員）。 
 ⑤ １歳から１歳６か月に達するまでの子を養育するため、次のいずれにも該当し、１歳到達日の翌日から育児休業を

しようとする非常勤職員。 
(1) 非常勤職員本人が子の１歳到達日に育児休業をしている場合。 
(2) 子の１歳到達日後に育児休業をすることが特に必要と認められる場合として人事委員会規則で定める場合 
⑥ 任期の末日まで育児休業をしている非常勤職員で、任期の更新又は採用に伴い、引き続き育児休業をしようとする

もの 

※「(育児)部分休業」を取得することができる非常勤職員 
① 特定職に引き続き在職した期間が１年以上である非常勤職員 
② 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して人事委員会規則で定める非常勤職員（１週間の勤務日が３日以
上又は１年間の勤務日が121日以上であり、かつ、１日の勤務時間が６時間15分以上である非常勤職員） 
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【北海道の臨時職員の賃金・諸権利等】 

○賃金関係 

  職員区分 

 

給与の種類 
第１種臨時職員 

第２種臨時職員 第３種臨時職員 

技能労務職員 
一般事務、技術職員

及び技能労務職員 

給料  日額  

 

 第１種に同じ 

 

 

 

 

 

 第１種に同じ 

地域手当 

扶養手当 定数内職員と同様の方法で月額を算出し 21

で除した額 

支給しない 

通勤手当 定数内職員と同様の方法で手当額を算定（支

給単位期間を１カ月として算定）し 21 で除

した額 

 

 第１種に同じ 

時間外勤務手当 

夜間勤務手当 

定数内職員と同様の方法で算定した額 

その他の給与 一切支給しない 

  

（2018年度 北海道 すべて日額） 

区 分 内           容 

第一種、第二種、第三種臨時職員 【給料】6,7900円（行政職給料表１－１ 142,600円／21日 

（10円未満切り捨て）） ※学歴等に関わらず 

【地域手当】（道内支給は札幌市在勤者のみ）203円 

※第一種－一般事務・技術職員で２カ月以上６カ月以内の期間を定めて任用されるもので、事情によっては

６カ月以内で一回だけの更新が認められる。なお、育児休業の請求に係る期間を任用の限度とし

て行う臨時的任用の場合にあっては、任用期間は１年以内とし、更新することはできない。 

 第二種－現業の職員。採用期間と更新は第１種と同じ。 

 第三種－一般事務・技術職員・現業職員すべて。採用期間が２カ月以内に限定され、更新は一切認められ

ていない。同一人を道の臨時職員として任用できる期間は 24カ月が限度（ただし、再度任用する

場合は、先の任用期間終了後、１カ月の経過期間が必要）。 

  

 給与の特例                        （2018年度 北海道 すべて日額） 

対象部局 対象職種及び額 

■総務部職員厚生課 看護師：8,990円 

■道立施設、総合振興局等の保健環

境部 

助産師：11,200円、看護師：10,720円、准看護師：9,040円、

薬剤師：10,000円、栄養士：8,640円  

診療放射線技師、臨床検査技師、言語聴覚士、作業療法士、 

理学療法士、視能訓練士：9,440円 

■総合振興局等の保健環境部、精神

保健福祉センター 
保健師：11,200円 

■総合振興局等の保健環境部 

 食肉衛生検査所、家畜保健衛生所 
獣医師：12,850円 

■総合振興局等の保健環境部 狂犬病予防技術員：8,610円 

 ※札幌市の部局については、給料日額のほか、地域手当３％を支給。 

 ※看護師及び准看護師については、給料日額のほか、特例として特殊勤務手当（夜間看護業務手当、休日勤務手当）を

支給。 
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○権利関係 

・有給休暇 

勤務期間 付与日数 

２カ月間連続勤務 ３日 

６カ月間連続勤務 通算10日 

※ 各勤務期間において、「全労働日」の８割以上勤務をした場合に付与。 

※ １日の勤務時間が７時間45分未満の場合の休暇１日は、その者の１日の勤務時間をもって１日とする。 

 

・無給の休暇 

  生理休暇（必要期間）、育児をする場合（１日２回各30分）、 

職員の分娩（予定日前８週間目から分娩後８週目までの期間内） 

 

・給与の減額がされない場合 

 ＊選挙権その他公民としての権利を行使し義務を履行する場合（必要期間） 

 ＊公務上の負傷、疾病の場合（必要期間） 

 ＊災害その他の事由により交通が遮断された場合（必要期間） 

 ＊在勤庁の事務または事業の運営上の必要に基づく事務または全部または一部の停止（必要期間） 





10．労働安全衛生関係について 
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〔要 求〕 

10．労働安全衛生関係について 

（１）労働安全衛生法を遵守し、安全委員会および衛生委員会の会議を原則月１回以上、定期的に

開催すること。 

（２）2015年12月から義務化されたストレスチェックについては、結果の集団集計・分析を行った

うえで職場環境改善を講じ、高ストレスチェック者の未然防止につなげること。また、50人未

満の事業場を含め、すべての事業場において実施すること。 

（３）労災補償制度の上積みをはかること。特に死亡災害については、自賠責なみとすること。 

（４）職員の健康管理体制の充実をはかること。特に、受診率の向上と受診後の健康管理、指導・

教育などへの方策を行うこと。 

（５）セクシャル・ハラスメントやパワーハラスメントをなくすための指針を明確にし、法律によ

り義務付けられている、啓発活動や苦情処理のための具体的実施計画を定めること。 

（６）メンタルヘルス不調の早期発見や未然防止にとどまらず、各種相談窓口の充実や職場復帰支

援プログラム、過重労働対策やハラスメント対策など、総合的なメンタルヘルス対策を講じる

こと。 

〔解 説〕 

（１）自治体職場では依然として労働安全衛生法違反の状態が放置されています。とりわけ、安全衛生

の確立を推進するための基本となる安全衛生委員会の未設置自治体もいまだに存在します。また、

委員会が設置されていても、「委員会が休業状態である」「充分に機能していない」などの実態が多

くあります。さらに、安全管理者、衛生管理者、産業医等の選任すら行われていない職場も多く、

本来、他の職場の模範とならなければならない自治体職場において、このような違法状態の一掃を

はかることが必要です。 

（２）改正労働安全衛生法により、従業員50人以上の事業場においてストレスチェック（労働者の心理

的な負担の程度を把握するために検査）が義務化され、2015年12月１日に施行されました。 

 ストレスチェック制度はメンタルヘルス不調の未然防止の段階である一次予防を強化するため、

定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレス

の状況について気づきを促すとともに、個々の労働者のストレス要因を評価し、職場環境の改善に

つなげることで、ストレスの要因そのものを低減するよう努めることを事業者に義務づけるもので

す。2015年５月14日付の総務省自治行政局公務員部から「地方公務員法に基づく技術的助言として

発出された文書では、地方公共団体に対しストレスチェック制度の確実な導入と、50人未満の事業

所についても事業所の規模に関わらず、法改正の趣旨を踏まえ特別な事由がない限りすべての職員

にストレスチェックを実施」することが求められています。 

 地方公務員についても労働安全衛生法の適用があり、今回のストレスチェック制度についても実

施対象となることから、すべての職員(非正規を含めて)のメンタルヘルス不調の未然防止と職場環

境の改善につなげていくためにもストレスチェック制度の確実な実施を求めすること。 

（３）ストレスチェックおよび面接指導の費用については、法律で事業者に義務を課しているため、当

然に事業者が負担すべきものとされています。 

 また、ストレスチェックや面接指導を受けるのに要した時間の賃金は、法令上とくに規定はなく、

労使協議で決めることになりますが、労働者の健康の確保は事業の円滑な運営の不可欠な条件であ
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ることから、賃金を支払うことが望ましいとされています。 

（４）現在、メンタルヘルスの課題はどの自治体でも抱える大変重要な課題で、労働組合としてメンタ

ルヘルス対策を当局へ求めても、実効性がある施策はとられていないのが実態です。職場の集団分

析をもとにした労使協議の設置（職場安全衛生委員会または労働安全衛生委員会）人員確保と適正

な職場配置の取り組みとあわせて、労働安全衛生法を順守させることが必要です。ただ産業医が確

保できないなど、安全衛生委員会が未設置の自治体や設置していても開催されていない自治体も数

多く、さまざまな障壁があるのも事実です。定例開催や活用方法と内容について使用者責任におい

て明確にすることと、より実効性のあるものとするため、労働組合として労働安全衛生委員会の実

施と労使との協議を求めます。 

（５）近年仕事に関して強い不安やストレスを感じるとする労働者は半数超え、過重労働・業務による

心理的負荷の増大などにより精神的疾患の発病やこれを原因とする自殺事案も増加しています。こ

うしたことから、労働者の健康確保、とりわけ過重労働による健康障害防止対策やメンタルヘルス

対策は喫緊の課題となっています。事業場における職場環境の改善が求められるなか、36協定の締

結が重要となっています。一部職場（現業・公企職場などの労働基準法適用）を除き、公務のため

の臨時の必要がある場合は、時間外労働や休日労働をさせることができるとありますが、「災害その

他避けることのできない事由がある場合」となっていることから労使で明確な基準を議論し、拡大

解釈は許さないとして36協定の締結を行い、長時間労働の撲滅に取り組みましょう。 

 また、社会問題化している職場・地域におけるアスベスト対策は、幅広く、また長期的に継続し

た取り組みが求められます。道内においても公共施設の老朽化にともなうアスベスト飛散が報告さ

れていますが、阪神淡路大震災から20年以上が経過した今、当時復旧、復興作業にあたっていた労

働者が労災認定を受けたり、対応にあたった市職員が中皮腫を発症し公務災害の申請を行うなどの

報告もされています。同様のことが想定されることから、東日本大震災による影響についても今後、

注視していく必要があります。私たちは自治体・公共サービス部門の労働組合として「労働者と市

民の健康を守る取り組み」「飛散防止対策など地域の環境を守る取り組み」「自治体・公共関連施設

の安全確認と対策」に視野を広げた取り組みを強化するためにも、安全衛生委員会の活用が重要と

なってきます。 

(６) 労働災害・職業病の責任はすべて使用者・行政当局にあり安全配慮義務違反を問われる事があり

ます。不幸にして労働災害が発生した場合については、自治体当局の責任を徹底追及し、災害の原

因究明をはかることが究極的には再発防止になります。また、その補償についても、現行の地方公

務員災害補償基金の保障で使用者の責任が終わったとするのではなく、その枠を超えて、自治体独

自の上積みやリハビリ勤務体制の確立を行わせていくことが必要です。企業内補償制度については、

民間では大企業を中心に、法定外補償に上積みする制度を設けており、死亡災害で平均3,000万円と

なっています。自治労の目標として、当面死亡災害事故については自賠責のみの3,000万円の上積み

補償を求める制度の導入を求める必要があります。 

（７）私たちの健康管理については、労働基準法や労働安全衛生法などによって基本的な事項が定まっ

ていますが、法律などの基本精神は、「単に最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労

働条件の改善をつうじて、職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない」

と事業主の責務を明らかにしています。 

 各自治体における健康診断は、市町村共済の実施に委ねているところや独自の厚生事業で付加し

ているところを含めて、検査項目や費用で大きな格差がある実態となっていますが、これらを充実
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させていくことが急務となっています。 

（８）「職場におけるセクシュアル・ハラスメント防止のための雇用上の配慮」が事業主に義務づけられて

います。妊産婦保護の充実やセクシュアル・ハラスメントなどあらゆるハラスメントのない快適な職

場の確保、仕事と育児・介護の両立支援など、ともに快適に働くことができる職場づくりが大切です。 

【関係条文（抜粋）】 
 

第２章 事業主の講ずるべき措置 

（職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置） 

第11条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により

当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の

就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するため

に必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 

２ 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有

効な実施を図るために必要な指針を定めるものとする。 
 

（９）職場におけるセクシュアル・ハラスメント防止対策として以下の10項目がすべての事業主に義務

づけられています（男女雇用機会均等法第11条）。各職場で「セクシュアル・ハラスメント防止規定」

等の社内規定を設ける、「セクシュアル・ハラスメントは許しませんと！」といった文章を掲示する

などの対応をしている場合、パワーハラスメントについてもあわせて盛り込み、総合的に対応する

ことが効果的でしょう。  
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※セクシュアル・ハラスメント防止規定や掲示物等のモデル例は、厚生労働省ホームページからダウ

ンロードできます。 

（10）メンタルヘルス問題は、厚生労働省の調査では現在の仕事や職業生活に関することで強い不安、

悩みが、ストレスとなっていると感じる事柄がある労働者は 59.5％（平成 27 年調査に比べ 7.2 ポ

イントの増加）となっています。一方で、地方公務員安全衛生推進協会が全国76万人を対象に行っ

た調査では、長期病休者数全体としては2008年をピークに一旦は減少傾向だったものの、精神およ

び行動の障害による長期病休者数は増加し続けており、10年前の1.4倍・15年前の3.0倍となってい

ます。 

 また、自治労が2016年度に実施した「第２回パワー・ハラスメント実態調査報告書」では各３年

間にパワー・ハラスメントを受けた経験のある者は回答者全体の20.7％（前回2010年10年前とほぼ

変わらず）となっております。 

 自治体職場においても退職者不補充や業務の質量が過密になってきていること、パワー・ハラス

メントなど多くの要因が複雑にからみあってメンタルヘルスは増加しています。メンタルヘルス問

題に陥らない、陥らせないための予防対策については、前回（2010年）より大幅に増えているにも

かかわらず被害が沈静化していないことから安全衛生委員会の中で具体的に協議し、労働組合が率

先して相談窓口などを開設する取り組みを強化することが求められています。 

 

【パワハラとは】 
 

 パワハラとは、パワー・ハラスメントの略語であり、上司が部下に対し、権力や地位を利用し

た嫌がらせやいじめを行い、働く人の職場環境を悪化させたり、働く人に対し「解雇されるので

はないか」「不利益を受けるのではないか」という不安を与えたりする行為を意味します。  

 パワハラとなり得る言動例として、①攻撃型（例：机をたたいたり、決裁書類を投げつけるな

ど、相手を脅す。適正な指導レベルを超えて激しく叱責する。人前で大声で命令したり、声高に

しかるなど、見せしめに類する言動をする。）、②否定型（例：部下からの相談を拒絶する。具体

的な指示をすることなく仕事や能力を否定する。）、③強要型（例：自分のやり方、考え方を部下

に無理やり押しつける。飲み会などの行事に強制的に参加させる。付き合いを断った時に仕事上

で嫌がらせをする。私物の買い物をさせる。）、④妨害型（故意に、必要がないやり直しを何度も

命じる。）が挙げられています。 

 厚生労働省が発表した平成23年度の民事上の個別労働紛争解決制度施行状況によると、民事上

の紛争の相談件数が前年度比3.8％増の25万6343件と、統計を開始した02年度以降で最高を記録。

パワー・ハラスメントなど「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数が16．6％増の4万5939件と大

幅増になりました。 
 

 

 

 



11．組織・機構・定数等について 
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〔要 求〕 

11－（１）欠員補充・定数拡大・直営堅持 

① 欠員不補充、定数削減等は行わず、中長期の新規採用計画を策定すること。また、組織、機

構の見直しについては、組合との交渉・協議・合意に基づく実施を前提とすること。 

② 事務・事業(仕事量)の拡大に見合う、必要な人員を確保すること。特に、消防職員、保育士、

ホームヘルパー等介護職員、看護職員等の確保と大幅増員をはかること。 

〔解 説〕 

（１）自治体財政の悪化にともなう退職不補充や新規採用者の抑制、民間委譲・民間委託により地方公

務員数は連続して減少していましたが、2017年度は23年ぶりに増加に転じました。しかし、児童相

談所や福祉事務所のほか、観光や地方創生への対応などによる増員が主な要因であり、職場が要望

する実態とは乖離しています。人員確保闘争を取り組むうえで重要なのは、職場実態調査を行うな

かから現場の組合員の声を拾い上げ、採用計画を検証し、人員確保の要求を確立していくことです。

今年度中の中途退職者および定年退職者の数を把握、職場の人員配置の検証などを行うなかから人

員確保のたたかいを強めます。 

（２）消防職員、保育士、介護、看護職員の確保と大幅増員要求は、次の視点で取り組みを強化します。 

① 近年、気象庁の統計が開始されてからはじめてとなる自然災害が相次ぎ、甚大な人的被害、建

物被害、農産物被害をもたらしました。2018年４月の大分県山崩れ災害、６月の大阪府北部地震、

７月の豪雨、９月の胆振東部地震においては緊急消防援助隊も派遣されています。 

 これら想定外の自然災害が多発するなか、各地域での防災・減災対策は喫緊の課題であり、災

害に十分に対応できる消防職員の適正配置は欠かすことのできない課題です。 

 救急出動件数は引き続き増加傾向にあり、医療の進歩や救急救命士の処置範囲拡大にともない、

求められる救急業務の内容は高度化し、活動時のミスや不作為による処置の法的責任等、精神的

な負担は増大しており、現場で活動する救急隊員に課せられた使命、責任は重く、個人レベルで

は到底支えきれるものではありません。 

 さらに、近年は大規模な自然災害や多数傷病者が発生する事件・事故が多発し、最先着隊とし

て活動する救急隊員がＰＴＳＤなどを訴える例が多く報告されています。 

 消防法施行令の一部を改正する政令により、2017年４月から過疎地域及び離島を対象に「准救

急隊員」を含む救急隊編成が可能となりました。現在のところ導入の動きはありませんが、提案

があった場合には、これを許さず、従前どおりに消防吏員による救急隊員の確保を求めます。 

 2003年に総務省消防庁から出された206号通知を根拠に、いまだ恣意的な取り扱いにより、休

憩中の労働に対して事後において休憩時間を繰り下げ、時間外勤務を正規の勤務時間とし、処理

できない時間のみ時間外勤務として扱う職場もあります。また、2011年の広島高裁判決では、消

防職員に休憩時間自由利用の原則が排除されていることから、労働時間制を否定しました。この

判決の結果も踏まえ、各消防職場の勤務時間等の実態を調査するとともに、無賃金拘束時間の解

消にむけ、現行の法制度上の矛盾を追求する運動が必要です。 

 2018年６月には、ＩＬＯ総会で、「結社の自由委員会」が、日本政府に対して、消防職員への

団結権付与に関する11度目の勧告を行っています。日本政府は国際社会からの圧力を、今後も無

視し続けることができない状況となっていることは確かです。 

② この間、都市を中心に共稼ぎなど働き方の変化により待機児童問題がクローズアップされ、待
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機児童解消にむけてさまざまな取り組みがされていますが、その一方で保育士不足が深刻化して

いる状況が明らかとなり、このことは公立保育所においても同様の状況となっています。保育士

の資格を持っていながら働いていない「潜在保育士」は全国で80万人いると言われていますが、

その要因は賃金の安さや長時間労働など労働環境の厳しさにあります。 

 こうしたことから各自治体で状況に違いはありますが、職場実態を把握したうえで労働環境、

処遇の改善にむけた取り組みと人員確保にむけた取り組みを一体で強化していきます。 

③ 本格的な高齢社会を迎え、自治労が進める福祉人材確保キャンペーンの確立を第一線で担い、

地域で高齢者を支える介護・看護職員を中心とするマンパワー確保・増員のたたかいは、人員確

保闘争の全国共通最重点課題と位置づけ展開します。 

④ 介護従事者の要員確保については、介護職員処遇改善加算の確実な請求・届出と夜勤交代制勤

務をはじめとする労働環境改善にむけた取り組みを強化します。 

 この間の介護報酬改定と処遇改善加算で介護職員の給与改善が実行されたかどうか検証し、安

定財源の確保にむけ報酬額の引き上げと賃金配分基準の策定や職員配置基準の改善を国に求め

ていきます。 

⑤ 道内の看護師確保は依然として厳しい状況に置かれ、劣悪な労働環境が固定化し、病棟閉鎖な

どによる病院経営の悪化が顕著です。看護職員確保のたたかいについては、単組段階で職場実態

をしっかりと当局へ訴えるとともに、道本部は人員確保のための大幅な予算要求・報酬引き上げ

などを自治労本部・連合北海道とも連携しながら北海道・厚生労働省対策の強化に取り組みます。 

 

〔要 求〕 

11－（１） 

③ 任期付採用制度に関する条例化と運用については、十分な労使協議と合意を前提とするとと

もに、具体的な採用の必要性が生じた段階において条例化を行うこと。また、部内の人材活用

および育成を基本として、それにより賄うことが著しく困難な職種について適用すること。 

任期付職員の任用については2014年７月４日に総務省通知「臨時・非常勤及び任期付職員の任用等に

ついて」が発出されています。本通知を受けて、地公法３条３項（いわゆる嘱託職員）からの任用替え

の動きは道内ではほとんどみられませんが、現在の任用の状況によっては、労働条件の改善につながる

場合も想定されるため、現状の任用状況等総合的に判断したうえでの対応が必要となります。 

また、任期付職員制度の趣旨に反し、合理化を目的とした正規職員を任期付職員（任期付短時間勤務

職員）に置き換えるために導入しようとする動きについては明確に反対の姿勢で臨みます。 

条例化がされていない自治体も多くありますので、〔資料〕を参照いただき対応ください。 

 

〔 資 料 〕 
 

自治労・一般職の任期付採用制度についての対自治体要求指標と解説 

（１）制度に関する条例化と運用については、充分な労使協議と合意に基づくこと。 

「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」（以下、「法」という）は、①任期を

定めた採用（法第３条関係）、②任期の更新（法第５条関係）について、条例で規定することを求め

ているが、その他、制度化については、制度の趣旨・定義、給与等、制度全体に関する事項に関し
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て、条例化等をはかる必要がある。 

なお、条例化については、法の施行に伴いすべての自治体において条例整備を行う必要を求める

ものではなく、具体的な採用の必要性が生じた段階で行うべきものである。 

任期付採用制度は、常勤職員及び自治体全体に与える影響を考慮し、制度に関する条例化と運用

について、充分な労使協議と合意が必要である。 

≪参 考≫ 

１．総務省自治行政局公務員部長通知（「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の

運用について」総行公第46号平成14年６月14日） 

基本的事項 

ア 条例制定の必要性 

地方公共団体において法に基づく任期を定めた採用を行おうとする場合には、当該地方公共

団体において条例を整備することが必要であり、専門的な知識経験又は優れた識見を有する者

を任期を定めて採用する必要性等をよく検討して条例の整備を検討されたいこと。 

  

（２）任期付職員の採用については、公正・中立性など人事行政における原理原則を確保すること。 

近代的公務員制度における人事行政制度の原則は、人事行政における政治的影響を排除し、中立

公正な人事行政を展開することにある。つまり、近代的な政治体制と公務員制度は、政治的意思の

決定に当たる政務職とその決定に基づいて執行に当たる行政職とは機能的に分化していることを前

提としている。すなわち、「行政」に対し「政治」が必要以上に介入することは、行政の継続性、安

定性を大きく損なうこととなり、行政の公正性、中立性に影響を及ぼすおそれがあることが否定で

きないという観点からの問題意識である。 

したがって、任期付採用制度においても当然のこととして、これらの人事行政制度の原則が厳密

に確保されなければならない。 

なお、国の任期付職員制度における人事院規則（23－０）は、「情実人事を求める圧力又は働きか

けその他の不当な影響を受けることなく」と規定し、採用における中立公正性の概念を明確にする

とともに、それを具体的に確保するため、さらに人事院の外部意見の聴取の必要性と人事院による

事前承認を前提とするなど高度の規制を実施していると言える。 

その意味で、これらの国における中立公正性の確保のための方策が、最低限、自治体において同

程度の実態的対応がはかられる必要があり、このため条例の「制度の趣旨・定義」において、これ

らの原理原則について明記される必要がある。 

≪参 考≫ 

１．衆議院総務委員会（４月18日）における附帯決議 

政府及び地方公共団体は、本法律の施行に当たり、次の事項について配意すべきである。 

一 地方公共団体が、任期を定めて職員を採用する場合、真に専門的な知識経験又は優れた識見を

有する者を採用することとし、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実

人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることのないよう留意すること。 

二 任期付職員制度が、地方公共団体の人事行政における政治的影響、公民癒着等の疑惑や批判

を受けることがないよう、その適正な運用を図るとともに、人事委員会・公平委員会の機能の

充実に努めること。 
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２．参議院総務委員会（５月21日）における附帯決議 

政府は、本法を施行するに当たり、次の事項の実現に努めるべきである。 

一 地方公共団体が、任期を定めて職員を採用する場合において、性別その他選考される者の属

性を基準とすることなく、また、情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受

けることのないよう留意し、真に専門的な知識経験又は優れた識見を有する者を採用するよう、

必要な助言を行うこと。 

二 任期付職員制度の運用に当たっては、地方公共団体の人事行政における政治的影響力の行使、

公民癒着等の疑惑や批判を受けることなく、適正な運用がなされるよう、制度導入の趣旨の周

知徹底を図るとともに、人事委員会・公平委員会の機能の充実に努めること。 

３．参議院総務委員会（５月21日）における総務副大臣見解 

「この法案によります任期付採用におきましても、地方公務員法第15条にあります職員の任用

は能力の実証に基づいて行うと、この原則がございまして、各地方公共団体の任命権者は、選考

される者の資格、実務経験等に基づき客観的な能力の判定を通じて公正に採用を行わなければな

らないと、このようになっております。」 

４．総務省自治行政局公務員部長通知（「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の

運用について」総行公第46号平成14年６月14日） 

  

（３）採用における公正・中立性を確保するため、採用方法を公募によるものとするなど、具体的な

施策を講じること。 

法第３条は、任期を定めた採用について、「任命権者が選考により採用することができる」として

いる一方、人事委員会を置く地方公共団体における「人事委員会の承認」を必要（国の場合、人事

院の承認を必要としている）としている。 

そこで問題となるのが、中立公正な人事行政を確保するための仕組＝第三者機関について、国と

地方とで機構的・制度的な相違が存在することにある。 

第一に、人事委員会の所在する自治体に対しては、国における人事院の役割を踏まえ、採用にお

ける人事委員会の承認を要することを指摘しているが、人事院と人事委員会では人事行政における

企画・立案機能が大きく異なることが問題点となる。つまり、人事院には法律の委任に基づく人事

院規則等の制定権が付与されていることから第三者機関としての極めて強い権限が与えられてい

る。それ故、任期付制度においても、人事院規則や事務総長通知により、相当高度の中立公正性の

確保がはかられている一方で、人事委員会に付与されている権限は人事院と比較すると著しく低い

ものに限定されている。したがって、国においては第三者機関の権限、企画・立案により定められ

ているこれらの規定を自治体段階において、少なくとも同程度・内容の規程を整備する必要がある。 

第二に、人事委員会の所在しない自治体における対応の問題である。 

 

現在、人事委員会が所在する自治体は、都道府県、政令都市を中心にわずか69自治体となってお

り、圧倒的多くの自治体においては公平委員会の設置（それも町村段階では多くが委託や共同設置）

にとどまっている。なお、制度上、公平委員会には採用事務が付与されていない。したがって、任

期付職員の採用について、国及び人事委員会が所在する自治体のように第三者機関による事前規制

（承認）が働かないことから、任命権者による恣意的な採用を排除するため、単組における日常的

な監視と対応をより強化することが求められる。 
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なお、いずれの場合についても、採用及び制度の運用について、中立公正及び透明性の確保など

をはかるため、採用方法を公募を前提とした選考とする必要がある。 

≪参 考≫ 

１．衆議院総務委員会（４月18日）における総務省公務員部長見解 

「任期付職員の採用につきましても、職員の任用は能力の実証に基づいて行うという地方公務

員法第15条の成績主義の原則は当然適用されるものでありまして、各地方公共団体の任命権者は、

選考される人の資格、実務経験、実績等客観的な経歴評定を通じて公正に採用を行わなければな

らないことは当然のことでございます。また、選考採用を行う場合、公募の方法により候補者を

集めることも可能でありまして、特に、本法による任期付採用を行うに当たりまして、必要とす

る専門的な知識経験等を有する人材が広く存在し得る場合には、公募による方法は十分考えられ

てよいものと考えております。なお、これらのことは、人事委員会を設置する地方公共団体であ

るか、設置していない団体であるかを問わず、変わるものではございません。」 

２．総務省自治行政局公務員部長通知（「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の

運用について」総行公第46号平成14年６月14日） 

任命権者が留意すべき事項 

  

（４）任期を定めた採用の具体的な要件・ケースについて明らかにするとともに、充分な労使協議と

合意に基づくことを前提とすること。また、個別の採用を要する要件・ケースについては条例に

規定すること。 

法第３条は、任期を定めた採用ができる場合について、「高度の専門的な知識経験又は優れた識見を

有する者（以下、「特定任期付職員」という）について、それを一定期間活用することが特に必要とさ

れる業務に従事させる場合」（法第３条第１項）、「専門的な知識経験を有する者（以下、「一般任期付

職員」という）について、それを必要とされる業務に従事させる場合」（法第３条第２項）で、①専門

的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、部内で確保することが一定期間困難で

ある場合、②専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであること、その他専門的な知識経

験を活用することができる期間が一定の期間に限られる場合、③上記①及び②に準じる場合として条

例で定める場合としているが、これらはそのいずれもが極めて抽象的な概念にとどまっており、具体

的な採用を実施する場合に、その客観性、具体性、透明性が厳密に確保されなければならない。なお、

この条例で定める場合について「条例の参考例」では、国の例を参考として、①専門的な知識経験を

有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、部内で確保することが一定の期間困

難である場合、②公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とする

もので、有効に活用することのできる期間が一定の期間に限られる場合（いずれも人事院規則23－０

第３条と同内容）としている。 

現在、国において適用されている採用要件は、採用の公正中立性を確保する観点から人事院規則

や人事院事務総長通知に規定されており、具体的には、①倒産法制の見直しに関して弁護士を従事

させる場合、②金融機関に対する特別の検査業務に公認会計士を従事させる場合、③内閣審議官と

して国全体の政策課題の企画・立案に従事する場合、④原子力に関する専門技術者を保安検査に従

事させる場合などに限定されている。 

一方、国と地方自治体において、任期付採用を必要とする業務は、その専門性の高さを含めて当

然に異なるものである。 
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したがって、自治体における採用要件については、地方自治体の独自性・主体性の立場からの詳

細に関する検討と、任期付採用を必要とする業務の特定が採用における公正中立性の確保に直結す

ることからも要件の明確化と限定化がはかられる必要がある。 

ところで、自治体における採用要件については、条例に委任することが予定されているものの、

その規定は、「高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者」、「専門的な知識経験を有する者」

という抽象的な内容にとどまることが想定され、任命権者がその実情に応じて柔軟に決定すること

ができる仕組みとなるものの、他方でそのことは制度創設の趣旨に反する採用要件の拡大に発展す

る危険性を内包することとなる。 

その意味で、具体的な採用要件・ケースについては、人事行政制度の公正中立性を確保し、任期

付採用を真に必要な場合に限定するため、充分な労使協議と合意を前提とするとともに、個別要件・

ケースの条例化等による規制が必要となる。 

≪参 考≫ 

１．参議院総務委員会（５月21日）における総務省公務員部長見解 

「私どもも、人事院の通知を参考にしまして、法の施行に当たりましては、各地方団体の制度の

活用に資するため、参考としてこういったケース・例示を周知することも考えていきたいと思って

おります。」 

「実際の制度の実施あるいは運用に当たりましても、各任命権者は、制度の導入に際しまして

条例を制定することになりますが、その際の議会での、その必要性とかどんな職種にこれを採用

するか、そういった点についての議論を経て議決いただくことになりますし、また制度の運用に

当たりましても情報公開等を通じまして住民への説明責任を任命権者は有することになりますの

で、議会や住民の監視の下に置かれてこの制度が運用されるということになろうかと考えており

ます。また、これらのことも踏まえまして、総務省といたしましてはこの法の施行に当たりまし

ては、各地方団体に対して、制度の趣旨、内容についてよく周知を図りますとともに、公正な採

用が行われますよう必要な助言等に努めてまいる所存でございます。」 

２．総務省自治行政局公務員部長通知（「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の

運用について」総行公第46号平成14年６月14日） 

 

（５）部内の人材活用及び育成を前提とし、それにより賄うことが不可能な場合についてのみ任期付

採用を適用すること。 

現行の任用制度においては、「恒久的な職への任用について特別の事情があるものを除き、期限付

任用を行うことは適当でない」国家公務員法33条（任免の根本基準）、人事院規則８－12（職員の任

免）第15条の２、地方公務員法15条（任免の根本基準）とされている。その意味でこの制度は、あ

くまで特例的なものであり、任期付職員を活用することが不可欠な業務が存在するとともに、当該

業務が恒常的でないことが前提となるものである。 

また、「高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者」については、部内で得ることが困難

な一定の資格等を前提としているものであり、「専門的な知識経験を有する者」については、部内で

確保することが一定期間困難である場合又は活用することができる期間が一定の期間に限られる場

合など、まず部内に存在しているか否かを前提としているものである。 

したがって、この制度については、当然に「任期付職員の採用ありき」ではなく、①恒久的・恒

常的ではない専門的な業務の必要性が生じた場合について、②部内において、これに従事できる職



－151－ 

員の存在の有無について検証した上で、③育成により対応することが業務の緊急性等により困難、

または部内で賄うことが不可能な場合について、はじめて適用されるものである。 

≪参 考≫ 

１．衆議院総務委員会（４月18日）における総務省公務員部長見解 

「任期付採用の制度は、新規学卒者等の採用と部内育成を基本とする公務員制度の特例をなす

制度でありまして、行政の専門化、高度化等に対応するため、高度の専門的な知識経験等を有す

ることが客観的に明らかな方を、しかも任期を限って採用するものでございます。」 

  

（６）任期付職員の定数については、現行定数の枠外で措置すること。 

一般職の任期付制度として先行している国におけるこの制度の適用状況は、全体で76名（2002年

４月現在）となっており、これらは定数の枠内で措置されている。 

しかし、自治体における定数への反映については、新規学卒者等の採用と部内育成を基本とする

制度の特例であること、並びに従事する業務の性格を考慮すると、新たに必要な定数を特定するな

ど、現行定数の枠外での措置をはかる必要がある。 

≪参 考≫ 

１．総務省自治行政局公務員部長通知（「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の

運用について」総行公第46号平成14年６月14日） 

定数上の取扱い 

任期付職員は常勤の職員であり、地方自治法第172条第３項の規定に基づき、定数条例上は定数

内として取り扱われるものであること。 

  

（７）任期付職員の給与・勤務条件等の設計・運用・水準等の特定については、労使協議に基づくも

のとすること。 

任期付職員の給与については、国の職員の給与体系を参考としつつ、地域の実情等を踏まえ、条

例で定めることとされており、具体的には、①特定任期付職員（法第３条第１項に基づき採用され

た者）については、特別の俸給表等の特例を設け昇給は適用されない、個別の生活事情に対応した

手当（扶養手当、住居手当等）や職務の特殊性に基づく俸給の特別調整額等は支給しない、②一般

任期付職員（法第３条第２項に基づき採用された者）については、給与条例における給料表を適用

するものの、級別資格基準表の適用及び採用時の給料月額（初任給）決定の特例等を講じることを

可能とする、③退職手当については、いずれの任期付職員にも支給するとしている。 

国の特定任期付職員に適用されている特別の俸給表は、「係長クラスから本省課長クラスの職務関

連手当等を含めた水準」を参考として設計（７号俸により構成（418,000円～943,000円））されてい

るとともに、極めて高度の専門性を有する者等を採用する場合、給与法適用職員の最高額（指定職

俸給表12号俸1,375,000円）まで適用できることとされている。 

また、国の特定任期付職員の号俸の決定については、人事院規則（23－０第６条）において、決

定の基準となるべき標準的な場合を規定するとともに、決定において考慮すべき要素（資格・免許

等を保持する者としての実績、活動実績、民間企業での実績等に対する社会における一般的な報酬、

給与等の評価額、業務内容、職責等）について人事院事務総長通知において定めている。 

一方、このような国の特別の俸給表を、自治体において適用することとなると、給与予算全体に

与える影響、職員の士気の低下など、部内の他の職員へも影響を及ぼすこととなり、単なる国公準
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拠は極めて問題が大きい。 

その意味で、一般任期付職員の給与を含め、客観性・透明性を具備した決定における支給基準の明

確化をはかるとともに、他の職員に適用されている制度・水準との納得ある整合性の確保という観点

から、給与制度の設計・運用・水準という全般にわたり労使協議に基づくものとする必要がある。 

なお、その他の勤務条件については、定年制度を適用外としている他は、勤務時間・休暇、分限・

懲戒・服務、共済組合・福利厚生、公務災害補償制度について、任期の定めのない一般職常勤職員

と同様の適用としている。 

≪参 考≫ 

１．参議院総務委員会（５月21日）における総務省公務員部長見解 

「特定任期付職員につきましては、その知識、経験の水準や業務の重要性等にふさわしい給与

を確保する必要があるという観点から、国の制度と同様、特別の給料表など一般の職員とは異な

る給与体系を設けることが適当であろうというふうに考えております。当然、各地方団体におき

ましては、本法案の趣旨を踏まえた上で、職員の士気の低下をもたらすことがないように、各団

体の地域の事情を踏まえながら特別の給料表をお定めいただくことになるわけでございますが、

（中略）、私どもとしましては、首長であります知事や市町村長より高い給与の額が定められると

いうケースはほとんどないのではないかというふうに考えているところでございます。」 

２．総務省自治行政局公務員部長通知（「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の

運用について」総行公第46号平成14年６月14日） 

給 与 

任期付職員の給与は、地方公務員法第24条及び地方自治法第204条の規定に基づき各地方公共団

体の条例で定めることとなるが、条例を定めるに当たっては次に述べる国家公務員の任期付職員

の給与体系を参考としつつ、地域の実情等を踏まえ、適切な措置を講ぜられたいこと。 

（略） 

  

（８）特定任期付職員業績手当について、支給基準を明確にすること。 

法附則第２条は、法第３条第１項により採用された職員に対して、特定任期付職員業績手当を支

給できることとしている。 

一方、国家公務員の特定任期付職員における業績手当については、任期付職員法等において「期

待された業績に照らして、特に顕著な業績を挙げたと認められる場合に、事前の人事院事務総長と

の協議に基づき、予算の範囲内で、俸給月額に相当する額」を支給することができるものとしている。 

また、具体的には人事院規則23－０第８条において、①基準日（12月１日）に在職する特定任期

付職員のうち、②採用された日から基準日までの間（すでに支給を受けた者については、支給を受

けた直近の基準日の翌日から直近の基準日までの間）に、③業務に関し特に顕著な業績を挙げたと

認められる職員に対して、④期末手当の支給日に支給することができるとされている。 

特定任期付職員に対する業績手当の創設・支給は、他の職員に与える影響を考慮するとともに、

公平性を確保する観点等からの支給基準の明確化、特に、「当初期待された業績」及び「特に顕著な

業績」について、具体的・客観的な基準に基づくものとする必要がある。 

≪参 考≫ 

１．参議院総務委員会（５月21日）における総務省公務員部長見解 

「業績手当の支給の認定に当たりましては、恣意的な運用や住民の批判を招かないように、公
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正性や合理性を担保することが必要であると考えております。具体的には、任期付研究員業績手

当の場合と同様に、部内に業績手当、業績評価のための委員会を設けたり、又は必要に応じて部

外の専門家などの第三者としての意見聴取を行うといったような公正かつ適切な業績の評価の確

保、手続を設けていただきまして対応していただくように地方団体に助言してまいりたいと考え

ております。」 

２．総務省自治行政局公務員部長通知（「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の

運用について」総行公第46号平成14年６月14日） 

給 与 

（略） 

また、特定任期付職員業績手当は、採用当初に期待された以上の特に顕著な業績を挙げたと認

められる特定任期付職員（第３条第１項の規定により採用された職員をいう。）に対して支給する

ことができるものとあること。 

その業績の評価に当たっては、公正かつ適切な業績の評価の確保が図られることが必要である

こと。この場合、専門家を交えた評価委員会を設けること等も考えられること。 

（略） 
 

 

〔要 求〕 

11－（１） 

④ 自治体の障害者雇用について、2018年４月から精神障害者を雇用義務制度の対象とした「改

正障害者雇用促進法」が施行され、新たな法定雇用率(2.5％)となったことを踏まえ法定雇用率

の達成と自治体独自雇用率の設置をはかること。 

⑤ 業務の民間委託化、一部事務組合化等、住民サービスの低下、住民自治の否定につながる合

理化は行わないこと。また、現行委託業務等は、直営化すること。 

〔解 説〕 

（１）障害者の社会参加を障害のない人々と同様に確保し、誰もがともに暮らすことのできる社会を実

現することは、国内外を問わず、社会的な共通課題です。特に障害者雇用は我が国の施策および自

治労の運動においても重点課題として位置づけています。 

2018年４月から改正障害者雇用促進法の施行により精神障害者を含めた新たな法定雇用率が設

定されましたが、８月に中央省庁での障害者雇用率の水増し問題が発覚し、その後の調査で地方自

治体でも同様の水増しが指摘されました。公的機関である地方自治体において、障害者雇用の最低

基準である法定雇用率が達成されるよう実効性ある施策の実施が必要です。各自治体において厚生

労働省のガイドラインに沿った雇用率の算出が行われているか点検を行い、不備があった場合には

早急に改善するよう求める必要があります。 

   注）法定雇用率とは、企業、行政等が「障害者雇用促進法」に基づき、その雇用労働者数に応じ

て雇用しなければならない障害者の割合をいう。 
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事業主区分 
法定雇用率 

2018年３月末まで 2018年４月以降 

民間企業 2.0％ 2.2％ 

国、地方公共団体等 2.3％ 2.5％ 

都道府県等の教育委員会 2.2％ 2.4％ 

 

（２）この間の地方行革攻撃により、私たちの民間委託反対闘争に関わらず、委託の拡大が残念ながら

進んでいます。業務の民間委託化攻撃に対しては、今日行われている民間委託化攻撃の多くが法律

や規則に違反・無視して行われている実態にあることから、当局の行政責任を徹底的に追及すると

ともに、原則的に団体交渉事項であることを確認し、事前協議と合意が整わない限り実施させない

基本的合意を勝ち取ります。 

また、委託反対・直営堅持のたたかいを引き続き強めるとともに、委託された職場における委託

労働者の賃金・労働条件引き上げのためのたたかいを進める必要があります。 

 

〔要 求〕 

11－（１） 

⑥ 地方独立行政法人制度の導入は行わないこと。特に公権力の行使を含む窓口関連業務は直接

住民と接し、ニーズや状況を的確に把握するための重要部署であることから地方独立行政法人

化など外部化させないこと。 

〔解 説〕 

地方独立行政法人については、2004年４月から特定（公務員型）、一般（非公務員型）の２つの形態で設

置が可能となっています。この間の取り組みの結果として、特定地方独立行政法人制度が設置されました。 

このような情勢のもと、道本部は第99回中央委員会で確認されたとおり、設置反対の方針のもと取り

組みを進めます。導入が検討されている職場については、最低限、導入の是非や課題について地域や職

場の実態に照らして整理し、十分な労使協議と合意を前提とするよう、自治体当局の対応を求めます。 

また、2018年４月１日から地方独立行政法人に自治体の窓口関連業務を委託することが可能となりま

した。しかし、窓口業務は行政と住民のアクセスポイントであり、住民の多様なニーズに対応するため

にも行政として行うことが望ましいと考えます。委託化によって職員の窓口対応のノウハウが失われる

ことも懸念されます。 

自治体の窓口関連業務の委託には反対の立場を基本とし、下記の問題点について当局の見解を質し、

慎重な対応を求めることとします。 

ア） 窓口業務は行政と住民のアクセスポイントであり、住民の多様なニーズに対応するためには行

政職員が対応することが望ましく、委託化によって職員の窓口対応のノウハウが失われること。 

イ） 窓口業務における自治体職員と地方独法職員との任務分担が不明確な場合には住民サービスの

低下につながること、「偽装請負」などの違法行為が発生するリスクがあること。 

ウ） コスト削減が目的化し、地方独法職員の賃金・労働条件の低下をもたらすこと。 

 



－155－ 

〔要 求〕 

11－（１） 

⑦ 公共施設等の管理については、直営堅持を基本とすること。やむを得ず指定管理者制度を検

討する場合は、十分な労使協議と合意に基づくこと。また、現行の管理委託制度からの切り替

えについても、拙速な切り替えを行わず労使協議を行い、最低限、現在の委託先への切り替え

を行うこと。 

〔解 説〕 

道本部は、指定管理者制度は合理化の一貫として捉え、原則直営堅持・直営に戻すことを基本に対応

します。そのうえで、下記のとおり直営部門および自治体職員の合理化、道本部に結集する関連労組に

影響するもの等については、反対の方針で取り組みを進めます。 

①直営施設に指定管理者制度を導入および、新規施設に指定管理者制度を導入については、直営堅持

を前提に条例をつくらせない取り組みを基本とすること、②従来の管理委託制度から指定管理者制度へ

の切り替えについては３年以内に条例制定することが定められていることから、自治体の雇用者責任を

明確にさせ、指定管理者を既存の受託者および契約者に引き続き指定させること、③公設民営施設の指

定管理者制度への切り替えについては、必ずしも切り替える必要はないことから拙速な対応をさせない

こと、を基本に取り組むこととします。 

また、2010年12月28日付け、総務省通知を踏まえ、①単なる価格競争入札とさせないこと、②継続的

な指定を促していること、③労働法令遵守や雇用労働条件への配慮を求めます。 

 特に、2016年３月に総務省が公表した「公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査結果」

において、「労働法制の遵守や雇用・労働条件への配慮規定の協定等への記載状況」で、「選定時に示さ

ず、協定書等にも記載していない」という回答が全体の34.0％にのぼっていることから、公共施設等で

働く労働者の雇用条件が守られることを求めます。 

  

〔資 料〕 
 

１．特徴と問題点 

① 「公の施設」とは、｢住民の福祉を増進する目的をもった施設｣のこと。具体的には診療所、住

民会館、体育館、プール･キャンプ場などの体育施設、公民館・図書館・博物館などの社会教育施

設、保育所・児童館・福祉会館・養護老人ホームなどの福祉・児童施設、ごみ処理施設・下水処

理施設・健康センターなどの衛生施設など。ただし、すべての公の施設が対象になるわけでなく、

個別法などによって規制されているものもあります。 

② 「公の施設」にあたらないものは、庁舎・事務所・研究施設など住民の利用に供する目的でな

い施設です。 

③ 指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合には、個々の公の施設ごとに「指定管理者の指定

手続きや指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を条例で定める」ことに

なっています。 

④ 指定管理者を指定するには、議会の議決が必要です。｢契約｣には該当せず、入札の対象外とな

ります。指定の期間は法令上定めがないため自由です。 

⑤ 指定管理者は、事業報告書を自治体に提出する義務があり、監査の実施が必要です。 

⑥ 利用料金は条例の範囲内で指定管理者が定め､収受することが出来ますが､自治体の承認が必要です。 
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⑦ 地方自治法第244条の２項改正の附則３条で、2006年９月１日までに従来の「管理委託」を「指

定管理者」に変えることを明記しています。従って、従来の直営管理の施設についてまでは、指

定管理者の導入は必要ありません。 

２．管理委託制度との主な違い 

 管理委託制度 指定管理者制度 

管理を行う者 

①地方公共団体が１/２以上出資する

法人 

②公共団体 ③公共的団体 

法人その他の団体で首長が指定するも

の(民間事業者も可)で議決を要す。 

自治体と管理者と

の関係 

契約関係 

 (委託⇔受託) 

管理の代行 

 (＊行政処分) 

条例において規定

すべき事項 

①委託条件などの基本的事項 

②管理受託者 

①指定手続き 

②管理の基準 ③業務の範囲 

手続き 
条例で指定した管理受託者と毎年随意

契約を締結 

条例に定めた基準により管理者を選

定。選定後に協定締結。 

使用許可権限 地方公共団体 地方公共団体または指定管理者 

公物管理

に基づく

行為 

権利的

行為 

行政の権限 

(管理委託不可能) 

行政の権限(権限委任不可能) 

ただし、使用許可権限は可能 

非権利

的行為 
管理委託可能(＊定型的行為) 権限委任可能 

事実上の行為 
管理委託可能 

業務委託可能 

権限委任可能 

業務委託可能 

(＊行政処分)～課税、税金の徴収や許認可などの範疇 

(＊定型的行為)～入場券の検認、利用の申込み受理等。 

３．指定管理者の指定手続き条例の制定について 

条例の制定について自治労が求める重点項目は、①公募によらない指定をさせる、②選考基準に

社会的価値を織り込む、ことを基本としていますので、重点項目についての条文案を自治労モデル

案としています。 

１）指定にあたっては公募によらず管理者を指定する場合の条文について、次のとおり①例外規定

と②積極規定の２通りのモデルがあります。 

① 例外規定の場合 

（募集） 

第○条 首長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明

示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体（以下「団体」という。）を公募するも

のとする。ただし、首長が必要と認めるときはその限りではない。 

(1) 公の施設の概要 

(2) 申請受付期間（次条において「申請期間」という。） 

(3) 利用料金に関する事項 

(4) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間（以下「指定期間」という。） 

(5) 申請の資格 
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(6) 選定の基準 

(7) その他首長が指定する事項 

【説明】 

通常は第２条あたりで公募の規定の条文が入ることになる。その場合、下線のような例外規

定を設けることで、公募によらない対応を可能とする。条文にこうした例外規定を設けること

は、多くの条例に見られる。この場合、必要と認める場合について別途要綱等で定める場合が

ある。 

（公募によらない指定管理者の候補者の選定等） 

第○条 首長は、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成

するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が【『明確に』

or『相当程度』】期待できると思慮するときは、第２条の規定による公募によらず、本町が

出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体（次項において「出資団体等」いう。）

を指定管理者の候補者として選定することができる。 

２ 前項の規定により選定するときは、首長は、あらかじめ第３条各号の事項について当該出

資団体等と協議を行うものとし、前条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。 

【説明】 

積極的に公募によらない場合の規定を条文化する場合のモデルである。この場合は、首長の

特定企業との癒着などを排除するため、指定先を公社・事業団などの出資法人に限定している。 

② 選定基準に社会的価値を盛り込むための条文案 

（選定方法等） 

第○条 首長は、前条の規定に基づく申請書等の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に

照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するもの

とする。 

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。 

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。 

(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであるこ

と。 

(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有してお

り、又は確保できる見込みがあること。 

(5) 本市（町・村）の政策の基礎をなす環境、福祉、公正労働及び男女平等参画社会の形

成、その他の社会的価値の実現に資すること。 

(6) その他首長等が施設の性質又は目的等に応じて別に定める事項 

【説明】 

公の施設の管理者の指定は行政処分で契約ではないが、自治体契約と同様に社会的価値が配

慮されるべきであることから、そのための規定を設けた。なお、(4)及び(5)の規定については、

単に事業計画書の内容のみでは判断できないことから、その団体の経営内容や活動内容、過去

の事業や現在の事業の実績などを総合的に判断する必要がある。 

 

４．当局交渉での質問事項について 

当局がどのような対応をしているかを確認し、今後条例化の予定である場合、既に条例を制定し
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た場合においても、労使協議事項として、具体的に質疑を行い要求しましょう。 

① なぜ、これまでの地方公共団体(または第３セクター等)で行っていた｢公の施設の管理｣を｢指定

管理者制度｣に転換するのかの理由を質したうえで、「質の高い公共サービス」につながるかを質

す。単なる人件費削減、低賃金攻撃なのか。議員とも意見交換を積極的に行いましょう。 

② 現在そこに働いている職員(派遣された公務員･第3セクター職員など)の雇用についてどのよう

にするのか。特に公務員、非公務員かを問わず、解雇問題が生ずる恐れもあるため、該当する第3

セクター等の労組または職員の代表者らと意見交換を行い、積極的に要求をまとめましょう。 

③ また、｢指定管理者｣に直接雇われる職員とは別に、あらたに｢指定管理者｣に一部(請負)委託さ

れる業務に従事する職員の賃金･雇用条件等についても申し入れを行いましょう。 

④ 利用料金などが利用者にとって適切であるかどうか、また、これまでの料金体系とどのように

違うのか検証しましょう。 

⑤ ｢指定管理者｣の指定は、首長に委ねられ、首長や首長に近い関係者の業者であるといった｢不適

切｣なことがないかなど、公正・公平を明確にさせましょう。また、対象企業等がどのように選ば

れたのか、根拠を明確にさせましょう。 

⑥ 指定する事業の｢期間｣の根拠を明確にさせましょう。20年など長期間になった場合、一企業の

｢独占的な状態｣が続き、終了時には当時の事情に詳しい関係者も存在しなくなるため、外部監査

や住民監査請求などのチェック機能がこれまで以上に働くよう保障させましょう。(指定管理者制

度では、指定業者に直接住民監査請求が出来ません)ただし、短時間契約の継続は公共サービスの

低下を招くことのないよう業務内容や賃金・労働条件などをチェックし、指定管理者側の労働者

との意見交換など積極的に行いましょう。 

⑦ 行政の指揮監督権やコントロールなどがどのように保障されているか、特に目的外使用などに

ついて日常的な行政側からの｢指揮監督｣を指定業者に対して行えるよう徹底しましょう。 
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〔要 求〕 

11－（２）分限・派遣等 

① 自動失職の特例を定める「分限条例」を制定すること。また、特例に見合う内容を協約化し

ていても速やかに条例化すること。 

〔解 説〕 

（１）現行、地方公務員では、事故により人を死亡させ、本人の不注意、過失として刑事責任を問われ、

法第16条２号（欠格条項）第28条（分限条項）によって起訴され、禁固以上の刑（執行猶予を含む）

が宣告された場合は免職になっています。このため、自治労としては、何よりも身分保障をかちと

るため、分限条例を次のように改正させます。 

〔資 料〕 

〈モ デ ル 案〉 

          県 

〇 〇    分限条例 

市町村 

（失職事由の特例） 

第〇〇条 任命権者は、法第16条第２号に該当するにいたった職員のうち、その罪が刑の執行を猶予

されたものについては、情状によりその職を失わないものとすることができる 

（２）また、「上記特例に見合う内容を協約化すること」をめざしますが、条例の改正に至らない場合で

も、特例に見合う内容を「自治労モデル案」をめざしますが、当面、最低でも業務（公務上）にか

かわる交通事故については、除外され救済されることを求めます。これを足掛りに、必ずしも「公

務上、交通事故」によらない場合でも、自動失職の除外、特例（職員救済）の拡大をめざすことと

します。 

なお、道内でも、自動失職除外特例を何らかの形で定めているのは、26市85町村の111自治体とな

っています。 

〔要 求〕 

11－（２） 

② 公益法人等への職員の派遣については、本人の同意を前提とするとともに、賃金労働条件が

本人の不利益とならないよう対応を行うこと。また、制度に関する条例化と運用については、

労使協議と合意に基づくこと。 

〔解 説〕 

2002年４月１日から公益法人等への職員の派遣についての法律が施行されています。 

共済短期、福利事業をはじめ賃金労働条件において本人に不利益となることも想定されることから、

自治労の提起する次の対自治体要求指標に基づき、本人に最大限不利益とならない取り組みを行うこ

とが必要です。 
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〔資 料〕 

公益法人等への職員の派遣等に関する制度についての対自治体要求指標 

① 制度に関する条例化と運用については、充分な労使協議と合意に基づくこと。 

② 制度の運用については、法令等の趣旨に基づき実施すること。 

③ 派遣の対象とする法人の特定については、労使協議・合意を前提として条例化すること。 

④ 派遣の実施については、当該職員との同意を前提とすること。 

 また、職員に同意を求めるときは、事前に、派遣される公益法人等における賃金・労働条件、

派遣先団体において従事すべき業務、派遣期間と期間延長の可能性の有無、などについて明示す

るとともに、当該職員と充分に協議すること。 

⑤ 派遣を拒否した職員に対して、拒否を理由とした不利益な処遇等を行わないこと。 

⑥ 原則として現職復帰・復職とし、復帰・復職後の配置については、事前に当該職員と協議する

こと。 

⑦ 派遣期間中において、当該派遣されている職員が復帰・復職を申し出た場合、速やかに派遣職

員を職務に復帰・復職させること。 

⑧ 職員が復帰・復職した場合等における任用、賃金・労働条件等に関する処遇については、派遣

により不利益が生じることがないようにすること。 

⑨ 派遣期間中の給与については、最低、派遣前に受けていた給与を保障すること。 

⑩ 派遣期間中の健康保険制度、災害補償制度、福利旺盛制度の適用については、派遣前の制度に

おける給付と負担を保障するため、必要な措置を講ずること。 

⑪ 退職派遣制度による職員の派遣期間中の労働基本権行使については、採用（復職）に影響を及

ぼすことがないようにするとともに、復職後の懲戒処分の対象としないこと。 

⑫ 法制度上、確保することが困難な処遇等の確保については、自治体の使用者責任において対応

すること。 

⑬ 法施行日までの間において、新たな職員の派遣を実施しようとするときは、最低、法の趣旨に

基づき行うこと。 

 また、現在実施している職員の派遣については、早急に、必要な制度等の見直し等を実施する

こと。 

 



12．自治体財政の見通しについて 
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〔要 求〕 

12－（１）自治体財政の悪化により、職員の賃金削減や住民サービスの悪影響が懸念されることか

ら、一般会計、公営企業会計、第３セクターなどを含む2017年度決算状況、財政指標（実質赤

字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率）の内容について説明すること。 

〔解 説〕 

2007年に自治体財政健全化法が国会で成立し、各自治体では毎年度、以下の「財政健全化判断比率」

を、監査委員の審査に附したうえで議会に報告し、公表することになりました。 

① 財政健全化判断比率のうち、ア～エの指標がひとつでも基準を超えた場合、早期健全化団体又は

財政再生団体となる。 

ア 実質赤字比率 

    一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率 

基 準  

自治体規模 早期健全化基準 財政再生基準 

都道府県 3.75％ ５％ 

市町村・特別区 11.25％～15％ 20％ 

 イ 連結実質赤字比率 

    全会計を対象とした実質赤字（又は資金不足額）の標準財政規模に対する比率 

基 準 

自治体規模 早期健全化基準 財政再生基準 

都道府県 8.75％ 15％ 

市町村・特別区 16.25％～20％ 30％ 

 ウ 実質公債費比率（３ヶ年平均） 

基 準 

早期健全化基準 財政再生基準 

25％ 35％ 

 エ 将来負担比率 

基 準 

自治体規模 早期健全化基準 財政再生基準 

都道府県 

政令指定都市 
400％ 

 

 

市町村・特別区 350％  

② 公営企業を経営する地方公共団体は、毎年度公営企業ごとに「資金不足比率」を監査委員の審査

に附した上で、議会に報告し公表する。これが、「経営健全化基準」以上の場合は「経営が悪化し

た要因」の分析結果を踏まえ経営健全化計画を定めなければならない。 
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ア 公営企業の資金不足比率 

    公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する比率 

  基 準 

経営健全化基準 20％ 

③ 第３セクターについては、出資比率が 50％以上又は、出資割合が 50％未満の場合は実質的に主

導的な立場を有している場合、連結実質赤字比率の対象になる。 

以上、労働組合として財政状況をしっかり把握し、財政が悪化している場合は、その原因を追求す

る必要があります。 

 

〔要 求〕 

12 

（２）2018年度地方交付税算定を含む一般財源の見通しを明らかにし、2019年度予算編成にあたり

非正規職員の賃金改善分を含めた総人件費の確保や社会保障にかかる人的サービスの維持・向

上にむけ予算を確保すること。また、労働条件の変更については、計画段階から事前協議を行

うこと。 

（３）一般財源の確保が着実に実行されるよう地方三団体などを通じ、政府に要求すること。 

〔解 説〕 

（１）「経済財政運営と改革の基本方針 2018」（骨太の方針 2018）において、2019 年度以降の一般財源

総額は「2018年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保する」とされました。  

しかし、2019年 10月には地方消費税を含む消費税が増税される予定のため、2018年度と同水準

となった場合、地方消費税の増収分にともなって地方交付税は減額されることとなります。 

また、基礎的財政収支（プライマリーバランス）の黒字化目標は 2020年度から 2025年度に先送

りされ、社会保障は「歳出改革の重点分野」と位置づけられ「社会保障給付の増加の抑制」を強調

しています。このため、「公的サービスの産業化」を進めるため、歳出効率化の「見える化」や行

革努力に応じた地方交付税の配分強化など地方財政への圧力が今後さらに強まることが危惧され

ます。「トップランナー方式」をはじめ、「統一的な様式での公表による容易な比較検討と一覧化」

など、各自治体のおかれた地域的実情を無視し、一律の数値目標管理による民間委託の強引な推進

や交付税算定を利用した政策誘導は地方分権・地方自治を否定するものです。 

（２）また、財務省は、自治体の基金積立残高の増加を理由に「地方財政に余裕がある」として、これ

を地方財政計画に反映させ、交付税削減を狙っています。自治体単組は、自らの自治体財政を客観

的に分析・検証し、首長や議会の動きも含め厳しくチェックすることが必要です。地方財政への削

減圧力に抗して、地域から社会保障予算の充実や地方財政の重要性を訴えるため、この間道本部と

しては北海道、北海道市長会、北海道町村会に対し、各地方本部でも各地区町村会に対して要請行

動を実施してきました。また、各単組としても自治体首長に対する「地方の一般財源総額確保に向

けた国への働きかけに関する要請書」の提出や 2019年度の地方財政計画、地方交付税総額確保にむ

けて、地方自治法 99条に基づく意見書の議会採択の取り組みを展開してきましたが、しっかりと予

算編成段階から労働組合として関わり、安易な合理化提案をさせない取り組みが重要ですし、自治

労として地方三団体を通じて財源確保の取り組みをすることはもちろんですが、並行して各首長が

財源の確保にむけて市長会・町村会のなかで意見反映することも必要となります。 



 

臨時・非常勤等職員の要求モデル  
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臨時・非常勤等職員の要求モデル 

１．最低到達条件 

⑴ 自治労の自治体最低賃金を時給1,030円（国公行(一)１級13号俸相当158,300÷20日÷７時間45分）を

最低とし、正規職員との均等待遇をはかること。また、常勤職員の給料表がプラス改定された場合は、

少なくとも同様の引き上げを行うこと。引き上げ時期は４月に遡及し、支給すること。最低賃金の改正

に伴い、すみやかに賃金改正を行うこと。 

⑵ 通勤費用（費用弁償を含む）について全額支払うこと。 

⑶ 時間外勤務手当（追加報酬）について全額支払うこと。 

⑷ 次の休暇・休業を制度化すること。また、常勤職員との時間比例による均等待遇をはかること。 

ア 年次有給休暇（年次繰り越しを含む） 

イ 産前産後休暇 

ウ 病気休暇 

エ 忌引き休暇 

オ 短期介護休暇 

カ 子の看護休暇 

キ 育児・介護休業（休暇） 

2017年10月施行の育児・介護休業法改正に合わせた見直しを確実に行うこと。 

ク 生理休暇 

ケ 夏季休暇 

コ 結婚休暇 

サ 特別休暇 

⑸ 健康診断について、６ヵ月以上勤続（見込み）・週勤務20時間以上の職員に実施すること。 

⑹ 雇用保険・健康保険・厚生年金について、法定基準を最低に加入させること。特に、厚生年金の加入

対象が20時間以上に拡大したことを受けて、すべての対象者を速やかに加入させること。 

⑺ 2009年度より消費生活相談員の報酬にかかる地方交付税措置が拡充（150万円→300万円）されている

ことを踏まえ、非常勤職員である消費生活相談員の賃金改善を行うこと。また、保育士・介護職員につ

いては、人材確保の観点から民間でも処遇改善がはかられていることを踏まえ、賃金改善を行うこと。 

 

２．均等待遇（パートタイム労働法、労働契約法第20条の趣旨を活かした均等待遇） 

（賃金） 

⑴ 自治労の自治体最低賃金と経験年数を考慮した年齢別最低保障賃金を確立すること。 

⑵ 賃金（報酬）について、改定された人事院指針や総務大臣答弁（2009年５月26日）、「2014年通知」な

どを踏まえ、職務内容（職務の内容と責任）、在勤する地域、職務経験等の要素を考慮し、改善すること。 

⑶ 諸手当（相当報酬）について、常勤職員との均等待遇による支給とすること。 

⑷ 週の労働時間が定まり、６ヵ月以上勤務予定の職員には、月給制度を適用すること。 

⑸ 任期付職員については、常勤職員に適用される給料表による給料、および常勤職員と同様の手当を支

給すること。初任給の決定、昇給、昇格等については、常勤職員に適用される基準によること。 

⑹ 任期付短時間勤務職員の給料・諸手当についても同様に、常勤職員との均等待遇を行うこと。 
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（休暇、その他の労働条件） 

⑺ 休暇諸制度について、その種類、期間、賃金保障など常勤職員との均等待遇を行うこと。 

⑻ 地方公務員災害補償基金の対象とならない職員について、労働災害の補償制度を整備すること。また、

日常的な安全衛生活動の対象とすること。 

⑼ 職場のハラスメントの防止・解決制度に臨時・非常勤等職員を対象とすること。また、2015年12月か

ら義務化されたストレスチェックについては、臨時・非常勤等職員も対象とすること。 

⑽ パートタイム労働法に準じて、教育訓練の実施、福利厚生への配慮、短時間雇用管理者の設置、労使

による苦情処理機関の設置を行うこと。 

⑾ 任期付（短時間勤務）職員については、再度の任用が可能であることから、その適切な運用を行うこ

と。その際、選考採用（面接・書類選考等）とするとともに、再度任用の際の給料は常勤職員に適用さ

れる基準により、職務経験等を踏まえて定めること。 

 

３．雇用安定（労働契約法の趣旨を活かした雇用安定） 

⑴ 恒常的な業務に就いている臨時・非常勤等職員について、雇用更新年限を設けないこと。 

⑵ 恒常的な業務に就いている臨時・非常勤等職員について、すでに雇用更新年限が設けられている場合、

その廃止と雇用継続を行うこと。 

⑶ 新たに任用される臨時・非常勤等職員に対して、雇用更新年限を設定しないこと。 

⑷ 臨時・非常勤等職員の空白期間を廃止すること。 

⑸ 常勤職員の職務実態に近い職に就いているフルタイムまたはフルタイムに準じる職員（任期付職員も

同様）については、パートタイム労働法13条の趣旨を踏まえ、常勤職員への転換措置をはかること。 

⑹ 消費生活相談員について、消費者庁通知（2013年３月、2014年６月）などを踏まえ、雇用更新年限の

廃止と雇用継続を行うこと。 

 

４．予算の確保 

 雇用継続、賃金・労働条件改善のための予算の確保を行うこと。 

 

５．書面協定、労働協約 

 以上の要求について、労使で合意したときは、書面協定（非現業の職員団体）または労働協約（現業、公

営企業の労働組合、民間労働組合）として締結すること。 
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〔要 求〕 

１．最低到達条件 

⑴ 自治労の自治体最低賃金を時給1,030円（国公行(一)１級13号俸相当158,300÷20日÷７時間

45分）を最低とし、正規職員との均等待遇をはかること。また、常勤職員の給料表がプラス改

定された場合は、少なくとも同様の引き上げを行うこと。引き上げ時期は４月に遡及し、支給

すること。最低賃金の改正に伴い、すみやかに賃金改正を行うこと。 

⑵ 通勤費用（費用弁償を含む）について全額支払うこと。 

⑶ 時間外勤務手当（追加報酬）について全額支払うこと。 

⑷ 次の休暇・休業を制度化すること。また、常勤職員との時間比例による均等待遇をはかること。 

ア 年次有給休暇（年次繰り越しを含む） 

イ 産前産後休暇 

ウ 病気休暇 

エ 忌引き休暇 

オ 短期介護休暇 

カ 子の看護休暇 

キ 育児・介護休業（休暇） 

2017年10月施行の育児・介護休業法改正に合わせた見直しを確実に行うこと。 

ク 生理休暇 

ケ 夏季休暇 

コ 結婚休暇 

サ 特別休暇 

⑸ 健康診断について、６ヵ月以上勤続（見込み）・週勤務20時間以上の職員に実施すること。 

⑹ 雇用保険・健康保険・厚生年金について、法定基準を最低に加入させること。特に、厚生年

金の加入対象が20時間以上に拡大したことを受けて、すべての対象者を速やかに加入させるこ

と。 

⑺ 2009年度より消費生活相談員の報酬にかかる地方交付税措置が拡充（150万円→300万円）さ

れていることを踏まえ、非常勤職員である消費生活相談員の賃金改善を行うこと。また、保育

士・介護職員については、人材確保の観点から民間でも処遇改善がはかられていることを踏ま

え、賃金改善を行うこと。 

〔解 説〕 

（１）労働基準法をはじめ法令遵守など労働条件の底上げをめざすため、最低到達条件を設定し改善を

求めます。 

（２）「2014年通知」においても「地方公共団体の臨時・非常勤職員については、任用に係る制度や運用

の実態が国とは異なることから、国の非常勤職員とすべて同じ制度が適用されなければならないも

のではないが、給与以外の勤務条件の設定に際しては、国の非常勤職員について人事院規則15－15

（非常勤職員勤務時間及び休暇）に定められている休暇の対象者の範囲等も踏まえつつ、権衡を失

しないよう努めるべきである」とされています。国の非常勤職員に有給で定められている休暇（年

次有給休暇、公民権行使、裁判員・証人等としての出頭、災害等による出勤困難、災害時の退勤途

上危険回避、親族の死亡）については、有給で支給するように求めます。 
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（３）通勤費用（費用弁償を含む）、時間外勤務手当（追加報酬）については総務省の「2014年通知」に

おいても適切な取扱いがなされるべきとされています。 

（４）地方公務員育児休業法及び育児・介護休業法の改正（2010年６月及び2011年４月）により、一定

の条件を満たす非常勤職員にもこれらの法が適用されることになりましたが、特別職非常勤職員、

臨時的任用職員には適用されません。このため、特別職非常勤職員、臨時的任用職員には自治体の

条例・要綱により制度導入することとします。「2014年通知」においても、各法令に基づく適用要件

に則った適切な対応が求められるとしています 

 

〔要 求〕 
 

２．均等待遇（パートタイム労働法、労働契約法第20条の趣旨を活かした均等待遇） 

（賃金） 

⑴ 自治労の自治体最低賃金と経験年数を考慮した年齢別最低保障賃金を確立すること。 

⑵ 賃金（報酬）について、改定された人事院指針や総務大臣答弁（2009年５月26日）、「2014年通

知」などを踏まえ、職務内容（職務の内容と責任）、在勤する地域、職務経験等の要素を考慮し、

改善すること。 

⑶ 諸手当（相当報酬）について、常勤職員との均等待遇による支給とすること。 

⑷ 週の労働時間が定まり、６ヵ月以上勤務予定の職員には、月給制度を適用すること。 

⑸ 任期付職員については、常勤職員に適用される給料表による給料、および常勤職員と同様の手

当を支給すること。初任給の決定、昇給、昇格等については、常勤職員に適用される基準による

こと。 

⑹ 任期付短時間勤務職員の給料・諸手当についても同様に、常勤職員との均等待遇を行うこと。 

 

（休暇、その他の労働条件） 

⑺ 休暇諸制度について、その種類、期間、賃金保障など常勤職員との均等待遇を行うこと。 

⑻ 地方公務員災害補償基金の対象とならない職員について、労働災害の補償制度を整備すること。

また、日常的な安全衛生活動の対象とすること。 

⑼ 職場のハラスメントの防止・解決制度に臨時・非常勤等職員を対象とすること。また、2015年

12月から義務化されたストレスチェックについては、臨時・非常勤等職員も対象とすること。 

⑽ パートタイム労働法に準じて、教育訓練の実施、福利厚生への配慮、短時間雇用管理者の設置、

労使による苦情処理機関の設置を行うこと。 

⑾ 任期付（短時間勤務）職員については、再度の任用が可能であることから、その適切な運用を

行うこと。その際、選考採用（面接・書類選考等）とするとともに、再度任用の際の給料は常勤

職員に適用される基準により、職務経験等を踏まえて定めること。 

〔解 説〕 

（１）第190回通常国会（2016年２月26日）の国会質疑において、安倍総理大臣は、「職員の勤務条件等

については、それぞれの地方自治体で適切に対応いただくべきものと考えているが、政府としては

これまでも、非正規職員を配置することとしている制度の趣旨や職務内容に応じた処遇の確保を図

っていただくよう、地方自治体に検討を要請してきた。報酬等については、職務内容と責任に応じ

て適切に決定されるべきこと、時間外勤務に対する報酬の支給や通勤費用の費用弁償について、適
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切な取り扱いがなされるべきであること等の助言を行っている」と答弁しています。職務内容に応

じた待遇の確保や職務内容と責任に応じた報酬の支給・費用弁償について、総理自ら、適切な対応

が必要との答弁を行ったことから、当局に対し、臨時・非常勤等職員の雇用継続・待遇改善を行う

よう、しっかりと要求していきましょう。 

（２）「底上げ・底支え」をはかるために、連合リビングウェイジ（必要生計費）を基準とした「最低到

達水準」を設定し、これをクリアすることをめざします。 

（３）手当については、2010年９月の茨木市（最高裁）、枚方市（大阪高裁）などの裁判例において、任

用根拠に関わりなく勤務実態にあわせて常勤職員であると認められれば手当の支給を認めています。 

   また、2012年８月28日の国会答弁で総務省公務員部長は、「勤務実態が常勤の職員と同様であれば

常勤の職員に該当することを認めるとした2008年７月の東京高裁の裁判例があることにも留意をす

る必要がある」との趣旨の答弁をしています。この裁判では、週勤務が22.5時間の保育士にも、勤

務実態が常勤職員と同様であったとして、手当支給が認められています。「2014年通知」においても、

常勤の職員にあたるか否かは、任用方法ないし基準、勤務内容および様態等とし、任用根拠から直

ちに定まるものではないとした裁判例をあげ留意が必要としています。 

   しかし、2015年11月の中津市（最高裁）裁判にて、特別職の職員に対する退職手当の支給につい

ては、条例化が必要との判決が示されたことから、まずは、各自治体において手当支給に関する条

例化の取り組みを行います。 

（４）「2014年通知」において、任期付職員の給与について「給料及び手当の支給を可能」としており、

「昇給や過去の経験を踏まえた号給の決定を行うことも否定されない」と給与の額の変更がありえ

るとしています。 

（５）総務省は2018年３月27日、「任期付職員の任用等について」とする公務員部長通知を発出し、留意

すべき事項を示すとともに、任期付運用通知を改正することとしました。これまで、任期付職員に

ついては「単一号給の設定を基本」とし、「専門的知識経験を有する人材確保のために特に必要な場

合は昇給や過去の経験を踏まえた号給の決定を行うことも否定されない」としていました。今回の

通知では、会計年度任用職員制度も踏まえて、「給料表は常勤職員に適用される給料表またはこれに

準じるものによること」「初任給の決定及び再度の任用の際の職務経験による加算についても常勤職

員の基準に準じること」「昇給や降給については、常勤職員と同様に、昇給日に、評価終了日以前１

年間におけるその者の勤務実態に応じて適切に実施すること」として通知の改正を行い、給与決定

に関して常勤職員との均衡をはかるよう求めています。これを踏まえ、現在の任期付職員の給与決

定基準について確認を行い、常勤職員について定められている給与条例・規則の適用を基本として

改善を求める必要があります。 

また、今回の通知では、複数年での任期の設定が可能であり、再度の任用についても改めて可能

であることなどを明確にしていることから、現在の臨時・非常勤等職員の任用と勤務条件の適正化、

改善をはかる観点から、自治体ごとの制度整備の状況に応じて制度の活用を検討します。また、再

度の任用についても可能とし、「結果として再度同一の職に任用されることは妨げられない」として

います。採用は競争試験または選考によるとしていることから、選考（面接・書類選考等）による

ことを求めます。 

地方公務員法は、任期の定めのない常勤職員の任用が基本であるということを前提とすることを

労使で確認し、常勤職員の勤務実態に近い職である場合は、引き続き常勤職員への移行を求めてい

きます。 



－174－ 

〔要 求〕 

３．雇用安定（労働契約法の趣旨を活かした雇用安定） 

⑴ 恒常的な業務に就いている臨時・非常勤等職員について、雇用更新年限を設けないこと。 

⑵ 恒常的な業務に就いている臨時・非常勤等職員について、すでに雇用更新年限が設けられてい

る場合、その廃止と雇用継続を行うこと。 

⑶ 新たに任用される臨時・非常勤等職員に対して、雇用更新年限を設定しないこと。 

⑷ 臨時・非常勤等職員の空白期間を廃止すること。 

⑸ 常勤職員の職務実態に近い職に就いているフルタイムまたはフルタイムに準じる職員（任期付

職員も同様）については、パートタイム労働法13条の趣旨を踏まえ、常勤職員への転換措置を

はかること。 

⑹ 消費生活相談員について、消費者庁通知（2013年３月、2014年６月）などを踏まえ、雇用更新

年限の廃止と雇用継続を行うこと。 

〔解 説〕 

（１）民間労働法制であるパートタイム労働法第13条は、「通常の労働者への転換推進措置」を明記し、

労働契約法では、①通算５年を越える雇用で本人の申し込みにより有期雇用から無期雇用への転換、

②「雇止め判例法理」の法定化を定めています。 

   これら、パートタイム労働法や労働契約法は、公務員には適用されませんが、総務省は「任用に

あたっては、民間労働法制の動向を十分に念頭におく必要がある」（2012.3.28 公務員連絡会交渉・

総務大臣回答）と回答しています。また、2014年通常国会ではパートタイム労働法の改正にあたり、

公務の臨時・非常勤等職員についても、本法の趣旨を踏まえた対応が必要である旨の附帯決議がな

されました。「2014年通知」においても、民間労働法制における制度改正の動向への留意について言

及されています。 

   このため、パートタイム労働法や労働契約法の趣旨と内容を踏まえ、恒常的業務に就く臨時・非

常勤等職員の雇用継続、正規職員への転換ルールを求めていきます。（例えば経験者採用枠の創設・

拡充など） 

（２）「2014年通知」において、「一般職の臨時・非常勤職員については地公法上の研修や厚生福利に関

する規定が適用される」と明記され、かつ「臨時・非常勤職員の従事する業務の内容や業務に伴う

責任に応じて、適切な対応を図るべき」と研修や厚生福利に関して柔軟な対応を求めています。 

（３）臨時・非常勤等職員の更新について、３年、５年など上限を設定している場合には、上限につい

て法律上の明記がないこと、業務の性格や業務の期間により任期は異なることから、上限撤廃を求

めます。 

（４）雇用更新年限は、すでに任用されている臨時・非常勤等職員だけではなく、今後新たに任用され

る臨時・非常勤等職員に設定しようとする例も出てくるので留意が必要です。 

（５）再度の任用については、「2014年通知」においても、一律に応募要件に制限を設けることは、平等

取り扱いの原則や成績主義の観点から避けるべきとされています。 

（６）空白期間については、「2014年通知」において、新たな任期と前の任期の間に一定の期間を置くこ

とを直接求める規定は地方公務員法をはじめとした関係法令において存在しないと明記されていま

す。 

また、総務省公務員部が2018年３月27日に発出した事務連絡「会計年度任用職員制度の導入等に
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係る地方公務員共済、公務災害補償及び退職手当の取扱いについて」では、「（２）いわゆる空白期

間の取扱い」において、「各地方公共団体においては、適正な任用・勤務条件の確保という改正法の

趣旨を踏まえ、『空白期間』の適正化について取り組むことが求められる」「事実上の任用関係が中

断することなく存続していると、勤務の実態に照らして判断される場合には、この期間を引き続く

期間として取り扱うこととする。」としており、現在の臨時・非常勤等職員においても同様の考え方

で、不適切な空白期間の是正をはかる必要があります。 

（７）厚生年金保険および健康保険の被保険者資格について、１日ないし数日の間をあけたとしても就

労の実態に照らして判断される場合に被保険者資格を喪失させることなく取り扱う必要がある旨の

厚生労働省通知（2014年１月）を受け、「2014年通知」においても再度の任用を行う場合の適切な対

応をはかるべきとしています。 

（８）消費生活相談員の雇止め問題については、消費者庁が「いわゆる『雇止め』の解消を含む消費生

活相談員の処遇改善について」を2014年６月24日に発出し、雇止めの解消と処遇改善を求めていま

す。また、内閣府特命担当大臣（消費者行政担当）からは、法改正によって消費生活相談員が消費

生活相談に関する専門職であることが明らかになったことや、任用要件に触れ、雇止めの解消と処

遇改善を強く求めるメッセージを2014年６月に各自治体へ発出しています。これらの通知、メッセ

ージを活用し、消費生活相談員はもちろん、他の職種の雇止めの交渉にも活用することとします。 

＊ 労働契約法の趣旨を踏まえた要求については、「改正労働契約法施行を踏まえた単組の取り組み

と要求指標（自治体単組版）」（自治労情報2013第0105号／５月28日）に具体的な解説があります。 

 

〔 要 求 〕 

４．予算の確保 

 雇用継続、賃金・労働条件改善のための予算の確保を行うこと。 

〔 解 説 〕 

（１）自治体における臨時・非常勤等職員は財政難により、その数を年々増やしてきました。専門性も

高まり、責任の度合いも大きくなっています。「自治体にとって人材を確保するための必要な経費」

と捉えて予算の確保を行うよう求めていきます。 

 

〔 要 求 〕 

５．書面協定、労働協約 

 以上の要求について、労使で合意したときは、書面協定（非現業の職員団体）または労働協約（現

業、公営企業の労働組合、民間労働組合）として締結すること。 

〔 解 説 〕 

（１）労使で合意した事項については書面化・協約化を行います。労働組合法の場合、労使間の合意文

書の表題が「覚書」「了解事項」等の名称であっても、第 14条に該当すれば労働協約といえ（青森

地判平 5.3.16）、団体交渉記事録であっても、労使双方が署名したものであれば、その内容によっ

ては労働協約と解される（東京地判昭 43.2.28）との事例があります。執行委員や当局の交代があ

った場合、これまでの交渉で積み上げてきた事項が引き継がれない場合も考えられることから、書

面に残し協議事項（結果）を引き継ぎましょう。 





 

 

第二部 

自治体責任による質の高い公共サービスを実現するための公共サ

ービスの確立と労働条件の改善に関する統一要求書の解説 

 

 

現業公企統一闘争の取り組み 
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基本的な目標と重点課題 
 

【基本的な目標と重点課題】 

＜基本的な目標＞ 

実効性のある取り組みを推進するためには、地域住民の理解と支持を背景とする事

が必要であると考え、基本的な目標を「自治体現場力による質の高い公共サービスの確

立」とし、住民の生命と財産を守る現場力の回復をめざします。そして、取り組みの指

標として、次の６点をあげます。 

① 地域の中で住民に接する機会の多い現業・公企・公共交通職場の特性を活用し、市民との協力・

信頼関係を構築します。 

② 労働条件に関わるすべての案件は、労使協議事項であり、交渉・合意が大前提であることの確

認を行います。また、事前協議協約の締結に取り組みます。 

③ 地域公共サービスを担う現場職場で働く、臨時非常勤等職員・委託先労働者の賃金・労働条件

の全体的な底上げ、改善をはかります。また、公共サービスを担う労働者が結集できる取り組み

を進めます。 

④ 住民ニーズに即した公共サービスのあり方を提示し、サービスの拡充と質の向上にむけた人員

と予算の確保を求めます。 

⑤ 地域実情に合った質の高い公共サービスを確立する観点から現業・公企・交通職場を守り、民

営化・事業譲渡がコスト論のみを理由とした安易な委託提案には反対します。 

⑥ 上記の重点課題にそれぞれの職種、職場、単組の課題を付加して取り組み、現業・公企・公共

交通労働者の協約締結権を活用した取り組みが、秋季闘争全体の先導的役割を果たせるよう要求

書提出－交渉－妥結－協約締結という基本的な取り組みを全単組で確立します。 

 

＜重点課題＞ 

① 現業と非現業の賃金格差を生じさせない賃金合理化阻止、賃金格差解消・是正をめざします。

2014人事院勧告で、技能・労務関係職種について改定は見送られましたが、引き続き調査研究を

続けるという姿勢は示しており、地方自治体職員の分断と差別をもたらす給与制度の見直しは認

めない立場で取り組みを進めます。 

② 質の高い公共サービス確立にむけ、（ア）直営職場での「直営堅持」、（イ）業務量に応じた人

員の確保、（ウ）現業公企公共交通職場から地域ニーズに基づいた政策提言の発信、（エ）臨時・

非常勤等職員の賃金・労働条件改善と組織化の推進、（オ）委託職場での委託基準の点検と委託

先労働者の雇用確保や、公正労働基準達成などの労働条件向上と公契約条例制定の推進、（カ）

現業公企労働者の再任用制度の早期条例化・運用開始をめざします。 

③ 国の主導による財政難を理由とする「現業（現場）の合理化と民間委託化」を許さず、労働条

件の維持にむけた「事前協議制度の確立と協約締結」を遵守させます。 

④ 行革スケジュールの消化を目的とするなどの安易な任用替え提案を行わせず、また、やむなく

任用替えが行われる場合については、対象者の賃金・労働条件の水準確保、研修体制の充実やメ

ンタルヘルス対策などの条件の合意を前提とした交渉を進めます。 

⑤ 労働安全衛生法を遵守させ、委員会体制の確立と運営の改善をはかります。 
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⑥ 恒常的に勤務する臨時・非常勤等職員・準職員の正職員化および、地公法・地方自治法の一部

改正を足がかりに臨時・非常勤・準職員等職員の労働条件の改善をはかます。  

⑦ 公共サービスの水準の維持・向上をはかるため、職場内に業務マニュアル策定のための委員会

を設置します。さらに策定したマニュアルを活用し、各業務の点検・評価や委託後のサービス基

準などの検証を行うとともに労使によるチェック体制を確立します。 

⑧ 水道・下水道事業における広域化の検討の有無やコンセッション方式の導入など業務委託の拡

大について情報収集に努め、計画段階からの労使協議が必要であることを確認します。 

⑨ 簡易水道や下水道事業の地方公営企業法適用については、一般会計からの繰入金について十分

な調整を行い、法適用作業にあたり必要な要員を確保すると同時に、会計の透明性を確保し説明

責任を果たすため、財務会計に精通した職員を配置させます。 

  また、全部適用・一部適用の法適用拡大対応の状況を把握し、全部適用の場合の組織課題を明

確にし、単組結成や評議会設置などの取り組みを進めます。 

⑩ 災害時における危機管理体制の確立にむけて「ライフラインのための危機管理指針」などを活

用し、被災時における職員の出動基準や労働条件などの協議に取り組みます。 

⑪ 地域住民の移動する権利を確保するため、交通政策基本法の理念と2015年２月に閣議決定され

た交通政策基本計画に基づく地域公共交通の確立をはかります。 
 

 

＜重点課題＞ 

① 現業と非現業の賃金格差を生じさせない賃金合理化阻止、賃金格差解消・是正をめざします。2014

人事院勧告で、技能・労務関係職種について改定は見送られましたが、引き続き調査研究を続ける

という姿勢は示しており、地方自治体職員の分断と差別をもたらす給与制度の見直しは認めない立

場で取り組みを進めます。 

【解 説】 

同じ自治体で働く労働者である以上は「同一価値労働・同一賃金」が原則であり、職種や性別を問

わず賃金をはじめ、すべての労働条件は同一の制度、基準が適用され運用がはかられるべきであるこ

とは言うまでもありません。 

この間、非現業との賃金格差解消を大きな課題として現業公企統一闘争が取り組まれ、一定の成果

を上げてきました。しかし総務省は自治体に対して、「技能労務職員の給与に係る基本的考え方に関

する研究会最終報告」をもとに、給与決定の原則は労使交渉によると認めつつも、賃金センサスを用

いた民間類似職種との比較による賃金抑制を求め、ほとんどの自治体で「技能労務職員の給与等の見

直しに向けた取組方針」が策定・公表されています。また、2013人事院の給与勧告に係る報告におい

て技能・労務関係職種の給与のあり方について「業務委託などにより行政職（二）職員の削減が一層

進められることが必要。直接雇用が必要と認められる業務を担当する職員を念頭に民間の水準を考慮

した給与の見直しを検討」とされ、その後の給与制度の総合的見直し（措置事項案）では行政（二）

表３級以上の水準を民間の自動車運転手の賃金水準を基本に見直すとしていました。しかし、給与の

比較対象とする人数が少ないためデータが十分に確保できず、また、勤務地による差が大きいなど比

較が適当でないと判断し、正確な対比ができないとして2014人事院勧告では技能・労務関係職種の給

与改定は見送られましたが、人事院としては引き続き、在職実態や民間の給与等の状況を研究すると

しており、国の動向には今後も注視していかなくてはなりません。 

また、こうした情勢により北海道内でも給与制度の総合的見直しの一環として、技能労務職員の給
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与について行政（二）表に準じた給与表に切り替えるとした自治体もあり、今後も給与表と職員の採

用を引き替えようと検討している自治体当局の動きがあります。 

地方公務員の給与決定は地域の実情にあわせ決定されることが原則であり、現業公企職場に関わる

給与は労使対等の立場で労使合意に基づき決定されるものです。 

この間、現業評議会との総務省交渉において、「あくまで技能労務職員の給与については労使交渉・労使

合意を経て労働協約を締結できるものであること。また、そのうえで種類・基準については条例で定める

とされている」と総務省が回答していることを踏まえ、国公行(二)は物差しのひとつにしか過ぎず、決し

て準拠すべきものではないとして、現業評議会から総務省に対し「現在、地方自治体に働く現業職員は国

の技能労務職員とは働き方が大きく違いもはや単純労務の域ではない。したがって単純に同一または類似

の民間従事者や国の技能労務職員との比較は適当ではない」との意見を述べてきています。 

これ以上の賃金合理化や賃金格差を生じさせないためにも、引き続き労働組合としての権利を最大

限に活用した交渉を強化していくことが必要になっています。 

 

② 質の高い公共サービス確立にむけ、（ア）直営職場での「直営堅持」、（イ）業務量に応じた人員の確

保、（ウ）現業公企職場から地域ニーズに基づいた政策提言の発信、（エ）臨時・非常勤等職員の賃金・

労働条件改善と組織化の推進、（オ）委託職場での委託基準の点検と委託先労働者の雇用確保や、公

正労働基準達成などの労働条件向上と公契約条例制定の推進、（カ）現業公企労働者の再任用制度の

早期条例化・運用開始。 

【解 説】 

現業公企公共交通職場は、自治体の行政サービスとして住民ニーズを把握し、住民生活に密着した

業務を行政責任として実施していくものです。この間の行革攻撃により、多くの職場が民間委託とな

り、直営＝公共サービスから、直営＋民間＝公共サービスという枠組みに変わってきています。そし

て、委託先労働者の賃金・労働条件は低く抑えられ劣悪な労働条件で公共サービスを担わなければな

らず、行政も委託後の検証を行わず、責任を放棄しているのが実態です。質の高い公共サービスを確

立し、多様化する住民ニーズに答えるため、この間取り組んできた、現業活性化の取り組みをもとに、

住民ニーズに応える仕事のありかたを求め、地域住民との連携をはかり、専門知識・技術の継承など

を行っていく必要があります。 

また委託労働者の賃金・労働条件の改善をはかり、行政として責任を果たすためにも、総合評価方

式・最低制限価格制度による入札改革を行うとともに、公契約条例を制定する必要があります。 

再任用制度は、運用されていても受け入れ部署のある・なしにより採用が左右される、経験のない

職種での採用、本人の希望と適性が活かされないなど、制度の運用上の課題が山積しており、また運

用されない理由として住民や議会の理解が得られないとして、臨時・非常勤職員として雇用を継続し

ている職場が少なくありません。住民生活と密接なかかわりを持っている現業公企公共交通職場における

職場づくりは、以下の3点を取り組む必要があります。 

①直営職場は直営を堅持し、公務労働の役割を明らかにすること。 

②既に委託されている業務については、委託先労働者の賃金・労働条件等の改善を行い、働きやす

い職場づくりを行うこと。業務委託の方法について、違法性の点検し、行政として偽装請負・派

遣法などに抵触する恐れはないかの確認し、違法性があった場合は即時是正させること。 

③「公」・「民」の枠を超え、社会的に必要とされる仕事であることを明らかにし、行政サービスの

質の向上をはかることが、「職の確立」といえます。 
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③ 交付税の削減など国の主導による財政難を理由とする「現業（現場）の安易な合理化と民間委託化」

を許さず、労働条件の維持にむけた「事前協議制度の確立と協約締結」を遵守させる。 

【解 説】 

 政府の財政諮問会議で「骨太方針」が示されました。これにより自治体当局より財政難を理由とした

人員削減提案や民間委託提案を迫ってくることが予想されます。しかし、①一般財源総額が昨年度と同

様の水準が確保されたことにより、財政難を理由とした人員削減提案・民間委託提案など全く根拠がな

いこと、②単位費用の算出はあくまで財源総額を算出するための一過程にしか過ぎず、単位費用額に従

って地方交付税を使うことを国に要求されるべきものではないこと（このことについて総務省も国会答

弁において、「各自治体が対象となる事業をどのように実施するかは、地域の実情を踏まえて自主的に判

断されるもの」と答弁している）、③地方交付税法第３条の趣旨を踏まえ、地方交付税は地方固有の財産

であることを交渉において明確に伝え、当局にしっかり認識させる必要があります。 

 また、要求１でも述べたように、公共サービス基本法の基本理念、地方公共団体の責務を踏まえると、

当然のことながら現業・公企職場を直営で運営することが必要であることから、現業・公企職員を計画

的に採用することを強く求めます。 

 公企職場においては、公営企業年鑑の統計にみられるように、年々職員数が減っており、地方公務員

全体の約２倍の減少率が示されています。一方、高度経済成長期に建設した施設の更新・再構築を行っ

ていくためには、これからも持続的に優秀な人材と技術力を確保していくことが求められますが、近年

は公企職場での職員採用ではなく自治体全体での職員採用となっており、経営ビジョンのない事業管理

者のもとで適切な人員確保と人員育成はおざなりになっています。また、業務委託や事業の統合（広域

化）などによる職員数が減少し、いっそう人材育成を困難としています。 

住民の生活に必須なライフラインを安全で安定的なサービスを提供することは公営企業としての責

務であり、それらを担う人員の確保および人材の育成を強く求めていきます。 

 

④ 行革スケジュールの消化を目的とするなどの安易な任用替え提案を行わせず、やむなく任用替えが

行われる場合については、対象者の賃金・労働条件の水準確保、研修体制の充実やメンタルヘルス対

策などの条件の合意を前提とした交渉を進める。 

【解 説】 

民営化が進められたことで現業職場の正規職員が減り、最終的に現業公企労働者の「任用替え」の

提案がされています。 

 現業公企労働者の労働条件・賃金など処遇の改悪、現業職場の削減を許さないたたかいとして、単

組職場での十分な意思統一が必要です。当局は「任用替え」に対して、地方公務員法の「任用の基本

基準」（第15条）及び、「任命の方法」（第17条）の法律で、職員の職に欠員が生じた場合においては、

「採用・昇任・降任・又は転任のいずれか一つの方法により、職員を任命する」ことができるとし、

これを提案の根拠としていますが、現実は、経験が生かされない職場での勤務・労働条件の大きな変

化に直面し、メンタルヘルス問題や自己都合退職に発展することも少なくなく、十分な労使協議によ

る検討と対応が必要です。また、総合的業務への配置転換についても、十分な研修を受ける機会がな

いまま重い職責を求められることにより、メンタル不調に陥ることに対しての取り組みが必要です。 
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⑤ 労働安全衛生法を遵守させ、委員会体制の確立と運営の改善をはかる。 

【解 説】 

労安活動の基本は、労災を未然に防ぐばかりではなく、働きやすい職場環境を構築する取り組みで

す。そのためには、労働安全衛生委員会を設置し、月に１回以上定期的に開催することを基本とし、

その上で職場巡回による改善点の洗い出しが必要となります。また、ストレスチェックは、全職員を

対象に実施することが法により定められています。実施は当局責任で実施しなければなりません。当

局が財政難などを理由に改善に応じない場合は、法令違反であることを十分に認識させる必要があり

ます。それらの対応後も誠意ある対応がない場合は、労働基準監督署に申告し是正勧告を出させてい

くべきです。 

 

⑥ 恒常的に勤務する臨時・非常勤等職員・準職員の正職員化および、地公法・地方自治法の一部改正

を足がかりに臨時・非常勤・準職員等職員の労働条件の改善をはかります。 

【解 説】 

地方自治体の大きな役割は、「住民の福祉の増進を図ること」である。この役割を達成するため、

地方自治体は公務員を雇い公共サービスを提供しています。しかし現在では、働き続けても、独立し

て生活できない賃金や報酬しか支払われず、常に雇止めの危機に晒されている、不安定雇用の非正規

公務員が急増しています。全国の地方自治体に働く臨時・非常勤等職員の数は、推定64万人といわれ

ており、自治体職場で働く労働者の３人に１人は非正規労働者となっています。「官製ワーキングプ

ア」といわれるこのような状況の中、現在の非正規労働者は責任面でも正規職員と変わらない業務を

行っている事例が全国的に少なくなく、「同一価値労働・同一賃金」の観点からも非常に問題があり

ます。さらに、自治体当局側は、雇用が不安定で低賃金という、「使い勝手のよい」職員として、ま

すます正規職員を非正規職員に置き換えていくことになり、こうした状況を放置しておくことは正規

職員の賃金・労働条件をより一層、低位な方向へ向かわせることにつながる恐れがあります。 

 

⑦ 公共サービスの水準の維持・向上をはかるため、職場内に業務マニュアル策定のための委員会を設

置します。さらに策定したマニュアルを活用し、各業務の点検・評価や委託後のサービス基準などの

検証を行うとともに労使によるチェック体制を確立します。 

【解 説】 

道内の多くの自治体では、業務内容が不明確なことや業務マニュアルが現在の状況と乖離している

など意見が多く出されています。公共サービスの質や水準の維持や向上、職場労働安全衛生の観点か

らも、業務を日常的に点検・評価・改善していくことが求められています。 

各職場に労使で業務マニュアル策定委員会を設置し、職務内容の明確化や作業マニュアルの策定、

労働条件の協約化をはかることにより、職場全体で認識することが重要です。 

また、職場で策定したマニュアルを活用し、労使双方で業務の点検・評価をすることが、職場活性

化につながり職の確立をはかることにつながります。 

 

⑧ 水道・下水道事業における広域化の検討の有無やコンセッション方式の導入など業務委託の拡大に

ついて情報収集に努め、計画段階からの労使協議が必要であることを確認します。 

 【解 説】 

地方公営企業に、ＰＰＰ（公民連携）／ＰＦＩ（民間資金活用による社会資本整備）を活用した事
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業運営の推進を内閣府が推し進めています。特にコンセッション方式の導入は、ＰＰＰ／ＰＦＩ推進

アクションプランにおいて具体的な導入数値目標の設定が示され、第 196通常国会において「民間資

金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案」（いわゆるＰＦ

Ｉ法）を改正し、水道事業等に係る旧資金運用部資金等の繰上償還に係る補償金の免除が講じられる

ようになりました。 

また、水道法の一部を改正する法案について自治労は、協力国会議員と課題を共有化するとともに、

水道事業の持続的な事業運営を念頭に国会対策を進め、水道事業における基盤強化をはかるため、人

材の確保、技術の継承、労働環境の改善が必要であることなどについて附帯決議案として提出する取

り組みを進めてきました。 

水道・下水道事業の広域化や共同化については、事業を取り巻く環境やそれぞれの公共サービスの

目的を鑑みず、一方的に事業統合や再編を促す動きもあります。 

公営企業の広域化がすでに実施されている地域もありますが、それぞれの地域における事情など住

民本位の議論の上で判断されるものであり、一律広域化の方針は、地方自治体の範囲を超えた事業運

営となりかねないことから、広域化や民間委託ありきの方針には反対していかなければなりません。 

 公共の福祉の増進が前提である地方公営企業と、利益が必要とされる民間企業の性格や制度的特徴

の違いなども明らかにしながら、「安心・安全なライフライン」を構築する取り組みを行う必要があ

ります。 

  

⑨ 簡易水道や下水道事業の地方公営企業法適用については、一般会計からの繰入金について十分な調

整を行い、法適用作業にあたり必要な要員を確保すると同時に、会計の透明性を確保し説明責任を果

たすため、財務会計に精通した職員を配置させます。 

また、全部適用・一部適用の法適用拡大対応の状況を把握し、全部適用の場合の組織課題を明確に

し、単組結成や評議会設置などの取り組みを進めます。 

【解 説】 

現在進められている地方公営企業法の適用拡大では、移行実務を業務委託により対応することも可

能です。しかしながら、過去の資産の洗い出しなど、事業体でなければできない作業も多くあり、必

要な要員の確保にむけた取り組みが必要になります。また、財務適用により借金の繰り越しが可能と

なることから、移行時における一般会計からの繰入金の調整など一般財政部局との協議は非常に重要

になります。 

 財務会計方式によるメリット（会計の透明化・事業の見通しが立てやすいなど）を十分に生かすた

め財務会計に精通した職員を確保し、継続し職員を配置することを求めることが必要です。 

 また、当然適用（全部適用）とする場合は、地公労法の位置づけについて認識を高めると同時に、上

下水道組織の統合議論に発展する可能性もあり注視しておく必要があります。 

ア） 地方公営企業会計制度の見直しは、これまで資本金の扱いであった「借入資本金」（設備投資のた

めに自治体から借り入れたお金）が負債計上になることで、経営が何も変わっていないのに大幅に赤

字が増大したようにみえることから、人員合理化対策や住民・議会に対して誤解を招かない丁寧な対

応を求める必要があります。 

イ） また、2015 年１月 27 日「公営企業会計の適用の推進について」総務省通知があり、下水道事業

及び簡易水道事業を重点事業と位置付け、人口３万人以上の市町村等においては公営企業会計への移

行が必要、人口３万人未満の市町村においてはできる限り移行が必要とされています。 
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2019年度までを集中取組期間と定めていますが、財務規定の適用にあたっては、職員数が少なく企

業会計のノウハウもない事業体が多いことから、複式簿記の導入や一般会計からの繰入金の調整など、

専門知識を有した人材の確保が必要となり、また移行後についても、経営状況の透明化がはかられる

ことから、適切に状況を説明できる人材の配置が必要となります。 

2018年４月時点で、道内における人口３万人以上の団体の対象事業については、８割以上が適用済

みもしくは適用に取り組み中となっていますが、今後も適用による影響や、３万人未満の市町村等の

動向についても注視が必要です。 

 

⑩ 災害時における危機管理体制の確立にむけて「ライフラインのための危機管理指針」などを活用し、

被災時における職員の出動基準や労働条件などの協議に取り組みます。 

【解 説】 

  近年、全国的に大規模な自然災害が発生しています。地方自治体の職員は自分自身が被災者となっ

ても地域住民の生命・財産を守るため業務を行います。また、地域住民にとって自治体職員が最後の

砦であるため、多種多様な住民ニーズを的確に把握し二次災害を防ぐことはもとより、スムーズな避

難所運営など、危機管理体制を充実させる必要があります。とりわけ現業職場の学校用務員は避難所

となる学校施設を熟知しているほか、清掃では被災ごみの速やかな撤去、公企では飲料水をはじめと

するライフラインの確保など、住民生活に欠かせない業務を行っており、どうやって住民の生命と財

産を守る取り組みをするのか当局の認識を確認するとともに参集基準や指揮命令系統などについて

あらゆる災害を想定して準備をしておく必要があることから、早急な労使による協議体制の確立を強

く求めます。 

 

⑪ 地域住民の移動する権利を確保するため、交通政策基本法の理念と2015年２月に閣議決定された交

通政策基本計画に基づく地域公共交通の確立をはかります。 

【解 説】 

マイカーの普及などにより、地域公共交通の衰退に拍車がかかる中で、全国の「買い物難民」は600

万人をこえると言われるまでに拡大しています。また子どもや高齢者、障がい者といった社会的弱者

の移動の確保にも大きな支障が生じています。 

こうした状況を踏まえ交通に関する基本理念を定めた、「交通政策基本法」が2013年11月に成立し

ました。2014年に「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」が改正され、2015年２月には交通

政策基本計画が閣議決定されています。 

この法律は、これまで地域の公共交通を、事業者の事業運営に任せきりであった枠組みから脱却し、

「自治体が先頭に立ち、地域の関係者の合意のもとに、持続可能な地域公共交通ネットワークを構築

することが必要」という主旨のもとに策定されています。 

この法律改正により、従来の市町村に加え、都道府県においても「地域公共交通網形成計画」を策

定することができるようになり、まちづくりや観光振興などと一体となった、実効のある地域公共交

通の再構築が可能となります。 

「交通政策基本法の制定・交通政策基本計画」の閣議決定を契機に、地域公共交通を充実させ、地

域住民の移動する権利の確立とともに、「暮らしやすいまちづくり」、「人と自然にやさしいまちづく

り」をめざす取り組みを積極的に進めていくことが必要です。 
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自治体の責任による質の高い公共サービスを実現するための 

公共サービスの確立と労働条件の改善に関する統一要求書 

１．現業公企公共交通職場をはじめ自治体業務は直営で行うこと。 

清掃、学校給食・学校用務、道路の維持管理、水道・下水道事業、公営・公共交通事業をはじめと

した現業公企公共交通職場は、住民生活に直接関わる公共サービスを安全・安心に遂行するため、自

治体責任により継続して運営するものです。 

① 直営で行っている住民サービスについては、引き続き直営で行なうこと。「公共サービス基本法」

の主旨に基づき自治体責任による質の高い公共サービスを実施するため、業務量に応じた必要な人

員と予算を確保すること。 

 

２．既に、委託されている業務については、行政が責任をもって管理すること。 

① 公共サービスの水準の維持・向上をはかるため、業務委託後のサービス水準などの検証を行うと

ともに、労使によるチェック体制を確立すること。 

② 委託契約における適正な賃金確保のために総合評価方式・最低制限価格制度などの入札改革を行

うとともに公契約条例を制定することをはじめ、委託先労働者の入札・委託契約の条件に労働者へ

の公正労働基準と生活賃金の確保を義務付けるなどの労働者保護対策を実施すること。 

③ 委託契約内容が法律に違反(偽装請負・派遣法違反)している場合や、受託企業が委託契約内容を

守らない場合、すみやかに是正のための具体的措置をはかること。（安全配慮義務や違法性のある

学校用務員のシルバー人材センターへの包括委託、清掃パッカー車における作業員のステップ乗車

の道路交通法違反など） 

 

３．人員定数を確保し、欠員は正規職員で完全に補充すること。 

① 現在の欠員及び定年退職の年度別予定者数を明らかにし、いずれも正規職員によって適切に補充

すること。 

② 再任用職員の処遇を改善すること。公的年金の支給開始年齢に達するまでの間、雇用と年金を確

実に接続するため、現業公企公共交通労働者の再任用制度を早期に条例化すること。また、運用を

凍結しているものは早期に解除すること。 

 

４．現業職員の低賃金を改善し、差別・格差を解消すること。 

 ① 「賃金は生活給である」との認識に立って、現業公企公共交通職員の低賃金の改善をはかること。

また非現業職員との初任給基準、昇格年齢などの差別・格差を解消すること。 

② 国の行政職（二）表適用職員と自治体の現業職員とは業務内容が大きく異なるため、国の技能労

務職員だけに準ずることなく、現業・公企職員の賃金決定の原則に則り、十分な労使交渉と労使合

意を前提とすること 

③ 総務省の通知に基づく一方的な「取り組み方針の作成・公表」についてはすみやかに撤回を求め

るとともに、現業労働者賃金の見直しにかかわる「取り組み方針」の実施は、団体交渉事項である

ことを十分に認識し、労使で交渉合意を前提に丁寧な交渉を行うこと。また賃金センサスを使用し

た不正確な民間比較は直ちに是正すること。 

④ 等級別基準職務表の条例化および職名ごとの職員数の公表については、現業･公企労働者は適用

除外となっていることから、現業･公企公共交通労働者について公表しないこと。 

⑤ 中途採用者については、学卒直採用の職員と同様になるよう、前歴加算の方法を改善すること。

また、同時に在職者調整を行うこと。 



－187－ 

５．恒常的業務に臨時・非常勤等職員を導入しないこと。 

① 恒常的業務には臨時・非常勤等職員を採用しないこと。 

② 現在、恒常的業務に従事している臨時・非常勤等職員・準職員については正規職員化をはかるこ

と。 

③ 直ちに職員化に至らない場合は、2020年4月に施行される地方公務員並びに地方自治法の趣旨を

踏まえ、「同一価値労働・同一賃金」の実現にむけ、臨時・非常勤等職員の賃金・労働条件の改善

を行うこと。 

④ シルバー人材センターへの包括委託は法に準じ臨時的・短期的なものにすること。(特に学校用務

員) 

 

６．現業・公企・公共交通職場（民間委託を含む）の労働安全衛生対策を強めること。 

① 「労働安全衛生委員会」を事業所単位に設定し、規則23条に基づき毎月１回以上の「安全衛生委

員会」の開催を行うこと。 

② 労働災害、職業病の発生を防止する対策を確立し、自治体職場から「労働安全衛生法」違反状態

を一掃すること。とりわけ、各種労働安全衛生管理要綱の最低基準を遵守し、職場の安全を確保す

ること。 

③ 職場での安全確保のため、労使による定期的な職場点検（巡視）を最低でも年1回以上を行うこ

と。 

④ 50人未満の職場でも「労働安全衛生法」の趣旨に沿い、安全衛生推進委員を選任し、対策を強め

ること。 

⑤ メンタルヘルスケアの推進にむけ、管理者を含めた教育研修を周知徹底させること。また、改正

労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の導入し、集団分析により労使による具体的な協

議・対策を講じること。 

⑥ 安全な作業を可能とする作業安全マニュアルを徹底し、労働災害の撲滅につとめること。 

⑦ 業務委託後の職場についても安全衛生体制を確立するため、労働安全衛生法の遵守を受託企業な

どに求めるとともに、自治体の責任において遵守状況を把握し、必要な場合には指導を行うこと。 

 ⑧ 年末繁忙期には「職場から労働災害を一掃するため」現場管理者が安全周知を徹底すること。 

 

７．分限条例を改正すること。  

① 公務中の事故等について無条件に自動失職が適用されないよう分限条例を改正すること。また、

協約化されている場合は、早期に条例化をはかること。 

 

８．賃金・労働条件（民間委託を含む）に関する変更は、すべて事前協議とし、協約を締結すること。 

① 地公労法上の団体交渉権、協約締結権を遵守し、経営形態の変更ならびに賃金・労働条件の変更

については、計画変更可能な時期から労使協議を行うとともに、合意された事項に関して協約を締

結すること。 

 

９．大規模災害発生時の危機管理体制を確立すること。 

① 近年、多発している大規模災害時の現状を踏まえ、災害ごみの撤去や避難所施設の運営、生活道

路の確保、さらには住民に対しての炊き出しなど、災害発生時における自治体の現場力を活用した

危機管理体制の確立にすること。 

② 近隣自治体を含めた災害発生時における職員の参集範囲や出勤基準・労働条件など労使による協

議をおこない、早期の普及・復興が可能となる体制を確立し、研修や訓練を行うこと。 
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10． 骨太の方針2017が言及する上下水道など地方公営企業の「抜本的な改革の推進」を理由とした安

易な民間委託は行わないこと。  

 

11． 下水道事業や簡易水道事業の地方公営企業法適用については、繰入金の確保と十分な調整を行う

こと。また、法適用作業にあたり必要な人員を確保すると同時に会計の透明性を確保し説明責任を

果たすために、財務会計に精通した職員を配置すること。 

 

12．地域公共交通の活性化および再生に関する法律の改正を踏まえ、交通政策基本法の基本理念および

交通政策基本計画に沿った地域公共交通網形成計画の策定を行うこと。 

 ① まちづくり計画と一体となった持続可能な地域公共交通ネットワークサービスの形成に向けて主

体的かつ創意工夫して取り組むこと。 

 ② 地域の公共交通の維持・存続と発展、交通ネットワークの確立に向けて、国に対し概算要求期や

政府案決定期などを通じて必要な補助金の確保に努めるとともに、補助制度の拡充を要請すること。 

③ 法的な問題と安全性が問われているライドシェアなどは、自治体に導入はしないこと。また、交

通機関の運営については、直営も視野に入れ検討すること。 
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具体的な要求の解説 

 

自治体の責任による質の高い公共サービスを実現するための 

公共サービスの確立と労働条件の改善に関する統一要求書 

１．現業公企職場をはじめ自治体業務は直営で行うこと。 

清掃、学校給食・学校用務、道路の維持管理、水道・下水道事業、公営・公共交通事業をはじめ

とした現業公企職場は住民生活に直接関わる公共サービスを安全・安心に遂行するため、自治体責

任により継続して運営するものです。 

① 直営で行っている住民サービスについては、引き続き直営で行なうこと。「公共サービス基本

法」の主旨に基づき自治体責任による質の高い公共サービスを実施するため、業務量に応じた必

要な人員と予算を確保すること。 

【解説】 

〈現業公企公共交通職場の直営堅持について〉 

(1) 給食、学校用務、清掃事業など現業公企公共交通職場は、住民に一番近い自治体の行政サービス

として、地域の生活を守る、行政責任として実施されています。したがって、そのサービス提供は

「責任・公正・安定」した継続性が確保されなければなりません。しかし民間委託をはじめとした

合理化攻撃は、効率化やコストのみの主張であり、自治体行政としての責任をまったく無視してい

ます。 

さらに独立行政法人・指定管理者制度などの導入が進み、行政サービスの低下や行政責任の放棄

につながっていることは多くの例からも明らかとなっています。 

(2) この間強行されてきた民間委託の攻撃は、多くの点で法律や規則に違反・無視して行われている

実態があり、清掃事業の例では、「廃棄物処理法、施行規則」などを無視し、廃棄物処理者の資格

要件を完備していない業者に委託したり、学校給食の調理業務・配送業務などの例では職安法に抵

触すると思われる業務体系が取られるなど、多くの問題点があるにもかかわらず強行されています。

また、学校用務職場の民間委託は、指示命令系統の問題などから派遣法や偽装請負などに抵触する

恐れがあります。 

(3) この間の集中改革プランや自治体への圧力で、特に現業公企公共交通職場での民間委託や、指定

管理制度、賃金改定、定数削減などが行われてきましたが、近年の頻発する大規模自然災害の対応

では人員不足はもとより、資機材の不足、技術継承など多くの問題点が明らかとなり、公共サービ

スへの責任の放棄とも言える事態となっています。 

(4) これらのことから民間委託攻撃に対しては、当局の行政責任を徹底的に追及するとともに、地域

住民に対して直営の必要性や重要性を訴え、理解を得ることが必要となります。自治体当局に民間

委託を行わない事を明らかにさせ、協約化を勝ち取る事とします。 

(5) 政府の財政諮問会議で「骨太方針」が示されました。これにより自治体当局より財政難を理由と

した人員削減提案や民間委託提案を迫ってくることが予想されます。しかし、①一般財源総額が前

年度と同様の水準が確保されたことにより財政難を理由とした人員削減提案・民間委託提案などに

は全く根拠がないこと、②単位費用の算出はあくまで財源総額を算出するための一過程にしか過ぎ
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ず、単位費用額に従って地方交付税を使うことを国に要求されるべきものではないこと（このこと

について総務省も国会答弁において、「各自治体が対象となる事業をどのように実施するかは、地

域の実情を踏まえて自主的に判断されるもの」と答弁している）、③地方交付税法第３条（下線部）

の趣旨を踏まえ、地方交付税は地方固有の財産であることを交渉において明確にするといったこと

を、当局にしっかり認識させる必要があります。 

 

２．既に、委託されている業務については、行政が責任をもって管理すること。 

① 公共サービスの水準の維持・向上をはかるため、業務委託後のサービス水準などの検証を行う

とともに、労使によるチェック体制を確立すること。 

② 委託契約における適正な賃金確保のために総合評価方式・最低制限価格制度などの入札改革を

行うとともに公契約条例を制定することをはじめ、委託先労働者および臨時・非常勤等職員の入 

札・委託契約の条件に労働者への公正労働基準と生活賃金の確保を義務付けるなどの労働者保護

対策を実施すること。 

③ 委託契約内容が法律に違反（偽装請負・派遣法違反）している場合や、受託企業が委託契約内

容を守らない場合、すみやかに是正のための具体的措置をはかること（安全配慮義務や、違法性

のある学校用務員のシルバー人材センターへの包括委託、清掃パッカー車における作業員のステ

ップ乗車の道路交通法違反など）  
 

【解説】 

〈委託先の労働者の賃金・労働条件改善について〉 

(1) 総務省が2015年８月に示した「地方行政サービス改革の推進に関する留意事項」でも委託した事

業に対し自治体が責任を持って対応するよう求めています。これまで国・総務省の圧力や自治体の

財政難を理由に現業・公企職場において、民間委託化が推し進められています。自治労としても民

間委託化反対の運動は取り組んでいるものの、多くの自治体で委託後のサービス水準の検証は行わ

れていない実態があります。公共サービスを受ける地域住民にとって地域公共サービスの提供者に

官民の違いはありません。公共サービスの担い手によって差が出るようなことがあってはなりませ

ん。こうしたことを踏まえ、現在、業務委託で行われている地域公共サービスの水準を検証するこ

とは委託に出している自治体の最低限の責任であることを当局に認識させるとともに、業務委託後

の最終責任は自治体にあることを踏まえ、労使によるチェック体制を確立することを強く求めてい

かなければなりません。 

(2) 包括民間委託やコンセッション方式による委託手法も拡大すると同時に委託期間も複数年契約

と契約期間が長期化することにより、委託の管理手法が希薄になる傾向もあり、委託によるリスク

管理を明確にし、良好な住民サービスの提供にむけ、労使協議を継続し進めていく必要があります。 

(3) すでに委託された職場においては、財政状況が厳しいことを理由に官製ワーキングプアと言われ

る大変厳しい賃金・労働条件におかれている労働者が少なくありません。委託職場で提供される公

共サービスにおいても質の維持と安定が必要であることから、必要な人員と予算の確保、公契約条

例制定や入札改革に取り組むなど委託労働者の生活を守るたたかいを進めます。 

(4) 労働者に低賃金・低労働条件の「低コスト」のみを求めた結果、直営職場をおびやかしています。

自治体関連職場の実態調査を実施し、委託先職場の組織化を展望することが必要です。また、行政

に対しても委託先の賃金・労働条件を把握させ、少なくとも法令違反がないよう指導させるなど、

以下の２点について自治体の行政・監督責任を追及していく必要があります。 
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ⅰ） 労働保険・社会保険の加入 

ⅱ） 労働基準法・労働安全衛生法・最低賃金法などの諸法令の遵守 

特に労働安全衛生に関しては、過去に清掃職場で死亡事故が発生し、厳しく対応することとし、

「ケガ」や感染症・交通事故、腰痛等の防止のため、「清掃事業における労働災害の防止について」

（平成５年３月２日基発第123号）を、最低の基準として守らせます。 

(5) 委託契約内容が法律に違反している実態は、学校用務員職場に多く、業務命令や指示命令系統に

違法性が高く存在し、特にシルバー人材センターへの包括委託なども法に抵触し、偽装請負や派遣

法違反をさせないためにも直営職員による実施が必要です。 

〈公契約条例とは〉 
 

 政府は、国や自治体が提供している公共サービスに対し、「民間に出来ることは民間で」と繰り返

し、民間委託や民営化を強行してきました。しかし、市場万能主義によって公共サービスを民営化

したイギリスの例を見れば、市場主義的改革は公共サービスの質の劣化、強いては崩壊をもたらし、

同時に低賃金労働者を生み出すだけの結果となることは明らかです。公共サービスを単なる競争主

義に任せるのではなく、公共サービスの質を高めるために労働者の賃金・労働条件を改善するため

に、自治体ごとの「公契約条例」の制定が求められます。 
 

〈総合評価入札制度とは〉 
 

 「総合評価方式」とは、公共工事における入札で、価格だけで評価していた従来の落札方式と違

い、品質を高めるための新しい技術やノウハウといった価格以外の要素を含めて評価する新しい落

札方式のことです。 
 

〈最低制限価格制度とは〉 
 

 地方自治法施行令第167条の10第２項の規定に基づき、工事又は製造その他についての請負の契約

の入札において、契約内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設けて、予

定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者であっても、最低制限価格を下回る場合には、こ

れを落札者とせず最低制限価格以上で最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度です。 
 

 
 

３．人員定数を確保し、欠員は正規職員で完全に補充すること。 

① 現在の欠員及び定年退職の年度別予定者数を明らかにし、いずれも正規職員によって適切に補

充すること。 

② 再任用職員の処遇を改善すること。公的年金の支給開始年齢に達するまでの間、雇用と年金を

確実に接続するため、現業公企労働者の再任用制度を早期に条例化すること。また、運用を凍結

しているものは早期に解除すること。 
 

【解説】 

①【賃金確定闘争 要求書７－（１） 欠員補充・定数拡大・直営堅持  解説参照】 

②【賃金確定闘争 要求書７－（２） 定年延長および再任用制度関係  解説参照】 
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４．現業職員の低賃金を改善し、差別・格差を解消すること。 

 ① 「賃金は生活給である」との認識に立って、現業公企職員の低賃金の改善をはかること。また

非現業職員との初任給基準、昇格年齢などの差別・格差を解消すること。 

② 国の行政職（二）表適用職員と自治体の現業職員とは業務内容が大きく異なるため、国の技能

労務職員だけに準ずることなく現業・公企職員の賃金決定の原則に則り、十分な労使交渉と労使

合意を前提とすること 

③ 総務省の通知に基づく一方的な「取り組み方針の作成・公表」については撤回を求めるととも

に、現業労働者賃金の見直しにかかわる「取り組み方針」の実施は、団体交渉事項であることを

十分に認識し、労使で交渉合意を前提に丁寧な交渉を行うこと。また賃金センサスを使用した不

正確な民間比較は直ちに是正すること。 

④ 中途採用者については、学卒直採用の職員と同様になるよう、前歴加算の方法を改善すること。

また同時に在職者調整を行うこと。 
 

【解説】 

(1) 同じ自治体で働く労働者である以上は、職種や性別を問わず賃金をはじめ、すべての労働条件は

同一価値労働・同一賃金」がはかられるべきであることは言うまでもありません。 

① 現業職員の賃金労働条件は、労使による交渉と合意により決定されるものであることから、十

分な交渉・協議を行いその決定事項を尊重すること。 

② 賃金センサスとの比較公表については、業務内容、雇用形態(パート等含む)、経験年数、企業

規模・事業所規模等大きく異なり不適切であり、現在ほとんどの自治体で策定・公表されている

「技能労務職員の給与等の見直しに向けた取組方針」を点検し、実際の賃金決定に影響させない

取り組みが必要です。 

 (2) 道内各自治体の現業職員の賃金は、長年のたたかいによってごく一部の自治体を除き行政職

（一）表を適用していますが、到達級の制限や初任給格付けなどでの差別により、非現業職員との

間に賃金格差が生じている現状にあります。 

現業公企職場に多い中途採用職員は、極めて低い初任給から始まり、到達級も低位級にとどまる

ため勤続年数が増えても在職する同一年齢職員との賃金格差が改善されない実態に置かれています。 

現業・非現業の差別賃金表である行政（二）表の撤廃はもちろん、行政職（一）表内における現

業職員の賃金差別を克服していくため、①初任給基準の改善、②年齢別最低保証賃金制度の確立、

加えて③それらの改善内容に基づく全職員を対象とする在職者調整の実施を基本要求とし、現業差

別賃金を打破していくことが必要です。 

(3) わが国のような年功賃金が支配的な状況では、単一賃金の賃金規則だけでは、中途採用者、臨時

職員などの格差賃金は改善されません。そのため、経験年数換算基準の改善、初任給の上位級初号

制限の撤廃などの決定基準の改善とも大きな関わりを持ってきますが、なおかつ年齢別に賃金を保

証しようとするのが年齢別最低保証賃金制度です。 

(4) 道本部はこれまで、年齢別最低保証賃金制度の確立を要求し、現在、全道庁・都市職を中心とし

て制度化を実現しています。しかし水準については全体的に低く、また自治体ごとに著しい格差が

あります。 

要求としては、前歴換算の同種10割、異種８割との関連もあり、40歳時点で標準入職者の90％と、

18歳100％を結んだ線の水準とし、これを最低統一指標とします。また、この水準に到達している単
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組では、職場議論を実施し、45歳95％以上を要求することとします。 

こうした年齢別最低保証賃金制度の確立により、18歳100％、40歳90％に設定されても、10％格

差（30,000円前後）がつくことになり、生涯にわたって賃金差別のもとに置かれることになります。

この解決のためにも中途採用者の在職者調整を要求し、一定年数経験（５年程度）後には標準入職

者の90％、または、３号下位前後まで引き上げていく特別昇給制度の活用など獲得していく事が重

要です。 

 
 

５．恒常的業務に臨時・非常勤等職員を導入しないこと。 

① 恒常的業務には臨時・非常勤等職員を採用しないこと。 

② 現在、恒常的業務に従事している臨時・非常勤等職員・準職員については正規職員化をはかり、

直ちに職員化に至らない場合は、身分の保障（雇用の安定）、および正規職員に準じた賃金労働

条件を適用すること。 

③ シルバー人材センターの活用は法に準じ臨時・短期的なものとすること。(特に学校用務員職場

など) 
 

【解説】 

(1) 常勤的かつ恒常的「臨時・非常勤等職員」は、当然正規職員化がはかられるべきであり、その定

数化を要求します。 

(2) 定数化要求を基本としながら、すべての臨時・非常勤等職員の労働条件の改善について、『①賃

金は最低高卒初任給とし、勤務実態や年齢等により、前歴換算や同年齢職員との均衡を加味させる。

②改定時期の多くが、１年遅れの賃金改定である実態から４月に遡及実施させる。③１年を超える

者については、ベース改定とは別に正規職員に準じて制度化させる。④労働時間と休暇は正規職員

と同位を追求し、最低労働基準を確保する』を基本に、各単組で具体的な要求を作成して取り組みま

す。 

(3) 現業職場における、法律に違反した「シルバー人材センターへの包括委託」の活用は現業の合理

化を拡大し｢職員の欠員補充・再任用制度の形骸化、臨時職員の雇用打ち切り、嘱託・パート労働

者の首切り｣につながっています。これまで自治労本部では､厚生労働省に対して、学校用務業務の

丸ごと委託の実態は、法違反行為であることを申し入れ、同省はこれを認め、個別の是正指導を実

施してきた経緯があります。また、内閣府公共サービス改革推進室では、2012年１月「地方公共団

体の適正な請負（委託）事業推進のための手引き」を公表し、適正な委託業務を促すとしており、

現場における点検と調査の取り組みを強める必要があります。 

民間委託についても同様。（派遣法違反・偽装請負） 

 
 

６．現業・公企職場（民間委託を含む）の労働安全衛生対策を強めること。 

① 「労働安全衛生委員会」を事業所単位に設定し、規則23条に基づき毎月１回以上の「安全衛生

委員会」の開催を行うこと。 

② 労働災害、職業病の発生を防止する対策を確立し、自治体職場から「労働安全衛生法」違反状

態を一掃すること。とりわけ、各種労働安全衛生管理要綱の最低基準を遵守し、職場の安全を確

保すること。 
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③ 職場での安全確保のため、労使による定期的な職場点検（巡視）を行うこと。 

④ 50人未満の職場でも「労働安全衛生法」の趣旨に沿い、安全衛生推進委員を選任し、対策を強

めること。 

⑤ メンタルヘルスケアの推進にむけ、管理者を含めた教育研修を周知徹底させること。また、改正労

働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の適切な運用と予算措置を行うこと。 

⑥ 安全な作業を可能とする作業安全マニュアルを徹底し、労働災害の撲滅につとめること。 

⑦ 業務委託後の職場についても安全衛生体制を確立するため、労働安全衛生法の遵守を受託企業

などに求めるとともに、自治体の責任において遵守状況を把握し、必要な場合には指導を行うこ

と。 
 

【解説】 

労働安全衛生法 
 

第一条 この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任

体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を

推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形

成を促進することを目的とする。 

第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快

適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するよ

うにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力す

るようにしなければならない。 
 

労働基準法 
 

第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければ

ならない。 

二 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を

理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなけれ

ばならない。 
 

労働安全衛生規則 
 

第二十三条 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を毎月一回以上開催するよう

にしなければならない。 
 

(1) 自治体職場では依然として労働安全衛生法違反の状態が放置されています。とりわけ基本となる

安全衛生委員会が設置されていない自治体が多く見受けられます。また設置されていても、「委員

会が休業状態である」「十分に機能していない」など、安全管理者、衛生管理者、産業医等の選任

すら行われていない職場も多く、他の職場等の模範とならなければならない自治体職場において、

このような法違反状態の一掃をはかる事が必要です。 

また、職場点検（巡視）は、労使で取り組むことで改善すべき指摘事項などを共有し、解決にむ

けて取り組んでいくともに、点検後の良好事例についても広く取り上げ、共有することで委員会の

活性化と災害防止につながるなどから、認識を新たにしたうえで取り組む必要があります。 
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(2) 近年、強い不安やストレスを感じるとする労働者は６割を超えるとされており、メンタルヘルス

疾患による病気休養者は長期病気休養者の多くを占めている状況にあります。 

原因の多くは、少ない人数による過重労働、各種ハラスメント事例の増大、加えて業務過多によ

る心理的負荷の増大などによって精神的疾患の発病や自殺事案も増加しています。健康障害防止対

策やメンタルヘルス対策は喫緊の課題となっています。 

事業場における職場環境の改善が求められ、2014年6月に公布の改正労働安全衛生法（※１）に

より、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止（一次予防）を目的に、常時50人以上を雇用する全

事業所に対しストレスチェックと面接指導が義務づけられました。実施の際の予算の確保や、受検

者に不利益がないよう情報管理の徹底など、安全衛生委員会による議論と制度構築にむけ、積極的

に学習会と自治体当局への要求の取り組みが重要となります。 

労働時間等の設定改善に向けた労使の自主的取り組みを促進し、労働者の健康と生活時間との調

和の取れた働き方として、ワークライフバランスの実現が求められています。 

 

ストレスチェック制度 

常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査

（ストレスチェック）を実施することが事業者の義務 となります。（労働者数50人未満の事業場は

当分の間努力義務） ○検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人

の同意なく事業者に提供することは禁止されます。 ○検査の結果、一定の要件に該当する労働者か

ら申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となります。また、申出

を理由とする不利益な取扱いは禁止されます。 ○面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必

要に応じ就業上の措置を 講じることが事業者の義務となります。 

(3) 職場地域におけるアスベスト対策は、発症まで数十年がかかると言われる中皮腫など、今後の

被災者の発症・拡大が予想されます。また大規模災害時に津波・地震で破壊された建物がれきから、

建物吹きつけ材アスベストが発散する可能性などの問題が提起されており、住民や現地作業者、ボ

ランティアなどのアスベスト問題など、今後も長期的に継続した対策が求められます。自治体・公

共サービス部門の労働組合として「労働者と市民の健康を守る取り組み」「飛散防止対策など地域

の環境を守る取り組み」「自治体・公共関連施設の安全確認と対策」と視野を広げた取り組みを強

化するためにも、安全衛生委員会の活用が重要となってきます。また、チェック体制の不備から現

在も学校などの集合排煙等からの飛散の恐れから改修するなどの事態も起こっています。当局への

確認が必要です。 

(4) 労働災害・職業病の責任はすべて使用者である行政当局にあります。労働災害が発生した場合に

ついては、自治体当局の責任と安全配慮義務についても徹底追及し、災害の原因究明をはかること

が再発防止になります。 

その補償についても、現行の地方公務員災害補償基金の保障で使用者の責任が終わったとするの

ではなく、その枠をこえて、自治体独自の上積みやリハビリ勤務体制の確立をさせていくことが必

要です。企業内補償制度については、民間大企業を中心に、法定外補償に上積制度を設けており、

死亡災害で平均3,000万となっています。自治体でも都市職を中心にして全国で制度化させているこ

とから自治労の目標として、当面死亡災害事故については自賠責なみの3,000万円の上積み補償を求

める必要があります。 
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安全配慮義務 

 労働契約法第５条（労働者の安全への配慮）では、「使用者は，労働契約に伴い、労働者が

その生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をするものとす

る。」と規定され、労働契約における使用者の安全配慮義務が明文化されました。 

 使用者の安全配慮義務を明文化した趣旨については、2012年８月10日付け基発0810第２号

では「通常の場合，労働者は，使用者の指定した場所に配置され、使用者の供給する設備、

器具等を用いて労働に従事するものであることから、判例において、労働契約の内容として

具体的に定めずとも、労働契約に伴い信義則上当然に、使用者は、労働者を危険から保護す

るよう配慮すべき安全配慮義務を負っているものとされているが、これは、民法等の規定か

らは明らかになっていないところである。このため、法第５条において、使用者は当然に安

全配慮義務を負うことを規定したものであること。」とされており、陸上自衛隊事件最高裁

1975年２月25日第三小法廷判決、川義事件最高裁1984年４月10日第三小法廷判決が参考とな

るとしています。 

 さらに、同通達は、同条の内容について以下のように説明しています。 

ア 法第５条は、使用者は労働契約に基づいてその本来の債務として賃金支払義務を負う

ほか、労働契約に特段の根拠規定がなくとも労働契約上の付随的義務として当然に安全

配慮義務を負うことを規定したものであること。 

イ 法第５条の「労働契約に伴い」は、労働契約に特段の根拠規定がなくとも労働契約上の付

随的義務として当然に使用者は安全配慮義務を負うことを明らかにしたものであること。 

ウ 法第５条の「生命，身体等の安全」には，心身の健康も含まれるものであること。 

エ 法第５条の「必要な配慮」とは、一律に定まるものではなく使用者に特定の措置を求

めるものではないが、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じ

て、必要な配慮をすることが求められるものであること。 

 なお、労働安全衛生法（1972年法律第57号）をはじめとする労働安全衛生関係法令におい

ては、事業主の講ずべき具体的な措置が規定されているところであり、これらは当然に遵守

されなければならないものであること。 

(5) 私たちの健康管理については、労働基準法や労働安全衛生法などによって基本的な事項が定まっ

ていますが、法律などの基本精神は、「単に最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と

労働条件の改善をつうじて、職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならな

い」と事業主の責務が明らかにされています。 

(6) 現業公企職場では常に労働災害の危険にさらされており、事故も発生しています。直営職場にか

かわらず委託職場においても、非正規労働者が増加しており、使用者にはよりいっそう作業安全マ

ニュアルの徹底が求められています。 

(7) 委託業務においても安全衛生体制を確立させ、安全な労働環境が整備されるよう、自治体責任と

して把握が必要となります。 

 
 

７．分限条例を改正すること。  

① 公務中の事故等について無条件に自動失職が適用されないよう分限条例を改正すること。ま

た、協約化されている場合は、早期に条例化をはかること。 
 

【解説】 

(1) 地方公務員法では、事故により人を死亡させ、本人の不注意、過失として刑事責任を問われ、法
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第16条２号（欠格条項）第28条（分限条項）によって起訴され、禁固以上の刑（執行猶予も含む）

が宣告された場合は免職になってしまいます。このため、自治労としては、何よりも身分保障を勝

ち取るため、分限条例を次のように改正させるたたかいを進めます。 

（失職事由の特例－自治労モデル） 

第○○条 任命権者は、法第16条第２号に該当するにいたった職員のうち、その罪が刑の執行を猶予

されたものについては、情状によりその職を失わないものとすることが出来る。 

(2) 自治体によっては｢失職事由の特例｣について、｢協約｣として締結している場合もありますが、地

方公務員法（28条）で｢条例に特別の定のある場合を除く外、その職を失う｣と明記されている以上、

「協約」ではその締結趣旨が生かされないことになります。したがって、地方公務員法が条例化を

求めている以上、早期に条例化をはかる必要があります。 

また、｢失職事由の特例｣条例については、①民間労働者には｢自動失職｣制度はなく、②｢職を失

わないものとする｣場合も、刑の執行の猶予（１年以上５年以内の期間で裁判所が決める。無事に経

過した場合は、刑の言い渡しは効力を失う）を受けた場合に限られている、③職を失うかどうかに

ついては、情状を判断した上で決定（公平な賞罰委員会など）されるもので、すべてについて｢失職

事由の特例｣を適用させようとするものではない、などのことについて当局に十分理解させ、議会な

どに対しても、その趣旨について説明責任を果たさせる必要があります。 

さらには条例化を行う場合でも、当局は｢公務上に限る｣として、制限付の条例化を目論もうとし

ますが、この場合には、｢通勤途上｣などは特例の対象外となってしまいます。地方公務員法（16条

２）の欠格条項について、公務上外の区別がない以上、｢失職事由の特例｣条例についても、地方公

務員法で定めている以上の制限を設ける必要はないことから、当局と十分な交渉を行い、｢自治労モ

デル｣に沿った｢失職事由の特例｣の条例化をはかることが重要です。 

さらに、｢特例｣の事由が交通事故に限定される場合が想定される場合も、「交通事故等の過失に

よる場合」として、出来る限り｢特例｣の範囲を限定させないことが重要となります。 

 
 

８．賃金・労働条件（民間委託を含む）に関する変更は、すべて事前協議とし、協約を締結すること。 

① 地公労法上の団体交渉権、協約締結権を遵守し、経営形態の変更ならびに賃金・労働条件の変

更については、計画変更可能な時期から労使協議を行うとともに、合意された事項に関して協約

を締結すること。 
 

【解説】 

(1) 当局が合理化計画を固めてから交渉に臨むのではなく、事前に職場段階での計画をチェックする

ことはもちろん、合理化を阻止していくためには事前協議制の確立が不可欠です。また、労働条件

の変更に関わっては、労働協約で「事前協議」を明記させることが必要です。 

協約締結権を活用し、合理化攻撃を事前にチェックし、阻止していくための事前協議制の確立を

はかることが急務と言えます。 

(2) 現業と公企労働者は同様に、労組法上の団体交渉権・協約締結権が完全に保障され、権利を全面

的に活用して、賃金・労働条件などすべての事柄について団体交渉からその結果を協約化すること

が可能です。 

(3)「協約無くして労働無し」という労働者としての基本的権利を充分に認識し、賃金、労働条件な
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どすべての事項、さらには「民間委託」提案に対しても、一つひとつ団体交渉のテーブルに乗せ協

約化させていかなければなりません。協約権を活用し、合理化攻撃を事前にチェックし、事前協議

制を確立することで、一方的な合理化攻撃を阻止することが大変重要です。 

(4) また、この事前協議制の確立については、「①管理運営事項についても事前協議（団交）の対象

とする、②すべての事柄については、労使双方の合意を前提に実施する。」ことが重要であり、こ

のことが守られない限り、当局の合理化提案を許さないという姿勢が重要です。 

 
 

９．災害時における危機管理体制の確立に努めること。特に職員全員参加による災害訓練や被災時に

おける職員の出勤基準・労働条件など、労使による協議･確立に取り組むこと。 
 

【解説】 

(1) 近年、全国的に大規模な自然災害が発生しています。地方自治体の職員は自分自身が被災者とな

っても地域住民の生命・財産を守るため業務を行います。また、地域住民にとって自治体職員が最

後の砦であるため、多種多様な住民ニーズを的確に把握し二次災害を防ぐことはもとより、スムー

ズな避難所運営など、危機管理体制を充実させる必要があります。とりわけ現業職場の学校用務員

は避難所となる学校施設を熟知しているほか、清掃では被災ごみの速やかな撤去、公企では飲料水

をはじめとするライフラインの確保など、住民生活に欠かせない業務を行っており、どうやって住

民の生命と財産を守る取り組みをするのか当局の認識を確認するとともに参集基準や指揮命令系

統などについてあらゆる災害を想定して準備をしておく必要があることから、早急な労使による協

議体制の確立を強く求める。 

(2) ワークルールの取り組み方については、阪神大震災の経験を生かし作成され、東日本大震災の経

験をもとに改訂された自治労本部公企評議会作成の冊子「ライフラインのための危機管理指針（改

訂版）」をはじめとする自治労出版物等を積極的に活用し、取り組みの前進につなげることが可能

になります。 

 
 

10．骨太の方針2017が言及する上下水道など地方公営企業の「抜本的な改革の推進」を理由とした安易な

民間委託は行わないこと。 
 

【解説】 

(1) 「骨太方針2015」において公共サービスのイノベーション化（見える化）により2016年４月１日、

2017年４月１日の各地方公共団体の行政改革取り組み状況が公表されています。本来であれば今後

の行政改革の取り組み方針など、労働条件の変更を伴う事項として労使交渉・合意が前提であるは

ずであるが、多くの自治体で労使合意のないまま一方的に公表されています。自治体当局には、こ

れらの公表が現業・公企組合員の賃金・労働条件の変更に影響する可能性があることを認識させると

ともに、労使合意の下で行政改革計画を策定するなど一方的な公表を行わないよう強く要請します。 

 また、経営比較分析表は、単純に近隣事業体や同規模事業体との比較をするのではなく、経営の

現状や地域特性を考慮し、課題を的確かつ簡明に住民に対する説明責任を果たしていくことが重要で

ある。単に現状の経営状況を同規模の自治体との比較だけの安易な民間委託につなげてはならない。 

(2) 政府は、上下水道などの地方公営企業の「抜本的改革」を推進し、民間企業への開放をあらゆる

手段を使って推し進めようとしています。 
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 「骨太方針2017」における基本的な考え方は、公共施設等の整備・運営における公的負担の抑制

をはかり、民間投資やビジネス機会の拡大をはかるため、「未来投資戦略2017」および「ＰＰＰ／Ｐ

ＦＩ推進アクションプラン」に沿ってＰＰＰ／ＰＦＩの普及を着実に推進することにあります。こ

れに基づき、人口20万人以上の自治体では、コンセッション事業をはじめ実効性のあるＰＰＰ／Ｐ

ＦＩを優先的に検討することや、補助金採択の際にそれら優先的検討を要件化すること、未検討案

件への支援の縮小や地域の民間企業・金融機関・自治体が一体となってＰＰＰ／ＰＦＩ事業のノウ

ハウ習得や案件形成能力向上をめざす「地域プラットフォーム」の形成やＰＰＰ／ＰＦＩ案件発掘

支援の拡充などを通じて、ＰＰＰ／ＰＦＩ案件形成を促進するとしています。そして公共施設等運営

権方式（コンセッション）の上下水道事業への導入を促進するため、運営権対価で繰り上げ償還する

際に、補償金の免除や軽減をはかり特例的に支援するため、ＰＦＩ法を来年度から適用するための必

要な措置を講じるとし、また成果が確認される前に取り組む案件には交付金や補助金による措置等に

よって新たな負担感をできるだけ無くす仕組みを検討するなど、強引ともいえる導入促進をはかって

います。 

 コンセッション方式の導入など「官民連携」が、必ずしも老朽管の更新や耐震化対策を推進する

方策とならないことや、長期的な運営権の設定により、更新事業や事業運営をモニタリングする人

材の確保や災害時に対応する技術者の確保が困難になるなど、コンセッション方式の課題があるな

か、水道法の本来の趣旨である「公共の福祉の向上」が脅かされることが危惧されます。地方自治

体が水道事業者としての位置づけを維持し、最終の責任を担うことを考えれば、地方自治体・事業

体は、技術力の低下や人材の枯渇を招かぬような事業計画を策定し、事業体の基盤強化をはかる必

要があり、政府による強引な導入誘導に対し、地方自治体・水道事業体が安易に便乗することのな

いよう、職場から各上下水道事業の動向を注視し導入を防がなければなりません。 

(3) 継続審議中の「改正水道法」（案）における広域連携については、関係者の責務の明確化の項で

都道府県は広域的な連携を推進するよう努めなければならないとし、そのため関係市町村及び水道

事業者等を構成員とする協議会を設けることができることとしています。広域連携はあくまで事業

基盤の強化のためであり、人員の抑制や公共サービスの低下につながってはなりません。また、自

治体の自主性の確保とともに、広域連携のあり方について透明性の確保や、住民への説明責任も十

分に果たすことを求めていかなければなりません。 

(4) 現在進められている地方公営企業法の適用拡大では、移行実務を業務委託により対応することも

可能です。しかしながら、過去の資産の洗い出しなど、事業体でなければできない作業も多くあり、

必要な要員の確保にむけた取り組みが必要になります。また、財務適用により借金の繰り越しが可

能となることから、移行時における一般会計からの繰入金の調整など財政部局との協議は非常に重

要となります。 

 財務会計方式によるメリット（会計の透明化・事業の見通しが立てやすいなど）を十分に生かす

ため財務会計に精通した職員を確保し、継続し職員を配置することを求めることが必要です。 

 また、当然適用（全部適用）とする場合は、地公労法の位置づけなど労使で確認をしておく必要

があります。 

 さらに、法適用の拡大と同時に上下水道組織の統合議論に発展する可能性もあり、競合組織との

統合について注視しておく必要があります。 
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11．地域公共交通の活性化および再生に関する法律の改正を踏まえ、交通政策基本法の基本理念およ

び交通政策基本計画に沿った地域公共交通網形成計画の策定を行うこと。 

① まちづくり計画と一体となった持続可能な地域公共交通ネットワークサービスの形成に向け

て主体的かつ創意工夫して取り組むこと。 

② 地域の公共交通の維持・存続と発展、交通ネットワークの確立に向けて、国に対し概算要求期

や政府案決定期などを通じて必要な補助金の確保に努めるとともに、補助制度の拡充を要請す

ること。 
 

【解説】 

(1) 2013年末に成立した交通政策基本法の関連法として、2014年に「地域公共交通の活性化及び再生

に関する法律」が改正されました。2015年２月には交通政策基本計画が閣議決定されています。 

この法律は、これまで地域の公共交通を、事業者の事業運営に任せきりであった枠組みから脱却

し、「自治体が先頭に立ち、地域の関係者の合意のもとに、持続可能な地域公共交通ネットワークを

構築することが必要」という主旨のもとに策定されています。 

 この法律改正により、従来の市町村に加え、都道府県においても「地域公共交通網形成計画」を

策定することができるようになり、まちづくりや観光振興などと一体となった、実効のある地域公

共交通の再構築が可能となります。 

(2) しかし、総務省通知「公営企業の経営にあたっての留意事項」（※２） による事業廃止、民間委譲・

委託等への指導強化、また地方公営企業会計制度等の見直しによる経営管理・指導の徹底による不

当な事業の見直しなど、国からの圧力は依然として続いている状況にあります。地域・住民に公共

交通の必要性に訴える利用促進活動、社会貢献活動についての取り組みが重要となります。 

 全国的に公共交通の衰退が進むなかで、今後も急激な少子・高齢化や人口減に伴う地域公共交通

の果たす役割は一層大きくなります。地域公共交通の活性化および再生に関する法律の改正を踏ま

え、自治体おいても地域公共交通の再生のため、積極的な取り組みが必要となります。 

 （※２）総務省通知「公営企業の経営にあたっての留意事項」 

地方公営企業の適用範囲の拡大など公営企業を取り巻く状況等の変化を踏まえ、各自治体、公営企業に対して、経

営のあり方等を指導するために発出された通達。公営交通事業、とりわけバス事業に対しては「採算性、路線維持の

必要性等の観点から見直しを行い、民間への事業譲渡等の選択肢を含め再検討する必要がある」とし、事業の必要性

の検討を強く求めている。 
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会計年度任用職員制度の確立にむけた要求書 

 

１．任 用 

(１) 現在自治体で働く臨時・非常勤等職員の雇用を継続すること。 

(２) 現在自治体で働くすべての臨時・非常勤等職員の勤務実態、労働条件について明らかにすると

ともに、本来常勤職員が行うべき業務については、常勤職員を配置することとし、その際、現に

業務を担う職員の常勤職員への移行を前提とし検討すること。 

(３) 会計年度任用職員は、フルタイムでの任用を基本とすること。 

(４) 会計年度任用職員の新規の任用にあたっては、選考採用（面接・書類選考等）とするとともに、

再度の任用の上限を設けないこと。 

(５) 職名については、基本的に現行の名称を使用するものとし、業務の実態にあわせた設定とする

こと。 

 

２．給料（または報酬の基本額） 

(１) 会計年度任用職員の給料については職務内容に応じ均衡・権衡をはかることとし、類似する職

務の常勤職員に適用される給料表を使用すること。 

(２) 会計年度任用職員の給料の決定にあたっては、初任給基準を行(一)１級13号とし、学歴・免許

および職務経験等に基づく調整（前歴換算）を行うこと。その他の給料表が適用の場合は、それ

ぞれの初任給基準を参考として決定すること。 

(３) 職務の級については、等級別基準職務表や在級期間表に基づき位置づけること。とくに選考採

用者の行政職俸給表(一)における１級在級期間は９年とされていることも踏まえ、現行の職務経

験も加えて決定すること。 

(４) 短時間の会計年度任用職員の報酬は、常勤職員やフルタイムの会計年度任用職員との均衡の観

点から、基礎額（フルタイム職員の場合の給料額に相当）に手当相当額を加え、勤務の量（時間

数）に応じて支給すること。 

 

３．一時金 

(１) 期末手当は、最低でも、常勤職員の支給月数（現行2.6月）を支給すること。 

(２) 再度の任用の場合は、在職期間が継続しているものとして期末手当を支給すること。 

 

４．手 当 

(１) 手当については、常勤職員に支給される手当を支給すること。 

(２) 短時間の会計年度任用職員の報酬については、手当も含めた時間比例とすること。 

 

５．退職手当 

(１) 要件を満たす会計年度任用職員に対して退職手当を支給すること。 

 

６．休暇制度 

(１) 常勤職員との権衡に基づき、次の休暇等を制度化すること。 
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ア 年次有給休暇 

イ 産前産後休暇 

ウ 病気休暇 

エ 忌引き休暇 

オ 短期介護休暇 

カ 子の看護休暇 

キ 育児・介護休業（休暇） 

ク 生理休暇 

ケ 夏季休暇 

コ 結婚休暇 

サ 特別休暇 

 

７．社会保険の適用等 

(１) 要件を満たす会年度任用職員について、共済、社会保険および労働保険の加入を確実に行うこ

と。 

(２) すべての会計年度任用職員に健康診断を受けさせること。 

(３) 日常的な安全衛生活動の対象とすること。 

(４) 業務上必要となる研修を実施すること。 

(５) 常勤職員との均衡の観点から厚生福利を適用させること。 
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〔経 過〕 

（１）非正規労働者を取り巻く状況 

 日本においては、1990年代以降の長期にわたる景気の低迷などを要因として雇用の非正規化が進み、

現在では雇用労働者に占める、非正規職員の割合は約４割に達し、格差問題が深刻化しています。 

 特定の業種に限定して導入することとされた労働者派遣法は1985年の制定以降、対象業種を順次拡

大する改定が繰り返され、2003年改正における製造業への適用拡大などにより、その数は爆発的に増

加していきました。しかし、リーマンショックに象徴される2007年からの世界同時不況時には、期間

工や派遣労働者切りなど非正規労働者が雇用の調整弁とされたことなどにより、雇用不安と格差が大

きな社会問題となり、このことが民主党政権誕生の一因にもつながりました。 

 民主党政権時には、はじめて日雇い派遣の禁止など規制を強化する方向での改正が行われたことや、

再度の政権交代も挟みながら、正規転換を義務づける労働契約法の改正、社会保険の適用拡大など格

差解消にむけた取り組みなども進められていますが、いまだ十分な効果を発揮しているとはいえませ

ん。 

 

（２）自治体における臨時・非常勤職員の任用実態 

 1950年に制定された地方公務員法では、公務運営はすべて任期の定めのない常勤職員（いわゆる「正

規職員」以下同じ）で行うとされており、臨時・非常勤等職員についての法的根拠は存在していませ

んでした。しかし、公務職場においては、行財政改革・合理化や地方財政の逼迫などを要因として、

民間委託や非正規化が進み、総務省が行った「地方公務員の臨時・非常勤職員に関する実態調査（任

用期間６カ月以上かつ１週間の勤務時間が19時間25分以上が対象、2016.4.1現在）」の結果では全国

で約64万３千人が任用されています。2005年から2016年にかけて、正規公務員が304万人から30万人

減少した一方で、臨時・非常勤等職員が19万人増加しており、正規の減少分を非正規で代替してきた

実態にあります。その職務は従来の補助的・臨時的業務にとどまることなく、正規職員の代替あるい

は、はじめから臨時・非常勤等職員として任用する位置づけとされているなど、正規職員と同様の業

務を行う職員が急激に増加しています。専門的職場、有資格者が多くを占め、図書館員65.3％、給食

調理員60.4％、保育士等51.4％、医師・医療技術員47.3％、一般事務職員17.9％であり、臨時・非常

勤等職員の74.9％が女性である状況から、男女の賃金格差にも影響しています。 

 道内の地方自治体における臨時・非常勤等職員数は2万8,552人で2012年から３千人ほど増加してい

ます。全職員に占める割合は、道2.2％、札幌市13.9％、その他市32.4％、町村34.1％であり、最も

住民に身近な市町村職員の３人に１人は非正規職員であるといえます（※１）。 

 臨時・非常勤等職員の賃金は総務省実態調査（前出2016.4.1現在）によると一般職一般事務職員の

平均時給は919円であり、これをもとにおおよその年収を計算（８時間／日×20日×12月）すると、

176万４千円と算出され、年収200万円未満の「官製ワーキングプア」と呼ばれる職員が多く存在する

こととが明らかになっています。 

 そもそも、地方公務員法は正規職員による行政運営を前提としており、同じ職場で１年を超える「臨

時的」な業務は想定外であり正規職員の配置が本来です。現在の任用根拠は【別記１】のとおりです

が、そのあいまいな任用根拠であるがゆえに、労働条件の整備や賃金水準の改善は、任期の定めのな

い常勤職員と比べ大きくかけ離れた状態となっています。臨時職員は日給制がほとんど、非常勤職員
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は月単位の報酬を受けていますが、手当は支給されない規定となっています。 

 このような状況にも関わらず、責任の持たされ方、業務内容は正規・非正規の枠を超えてきており、

もはやその存在がなくては公共サービスの提供が不可能な状況にあります。 

※１ 道は正規率の高い警察や教育関係の職員が多数いるため、札幌市は市内などの多数ある民間 

企業に業務委託ができるため、率が低いと考えられます。 

【別記１】 

任用根拠 任用期間 

臨時職員及び条件付採用（地方公務員法第22条） 
第22条 臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除き、職員の採用は、すべて条件付のものとし、そ

の職員がその職において６月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用にな

るものとする。この場合において、人事委員会は条件付採用の期間を１年に至るまで延長することが

できる。 

５ 人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者は、緊急の場合又は臨時の職に関する

場合においては、６月をこえない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、任命

権者は、その任用を６月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。 

期限付き 

6ヵ月 

一般職非常勤職員（地方公務員法第17条） 
第17条 職員の職に欠員を生じた場合においては、任命権者は、採用、昇任、降任又は転任のいずれか

一の方法により、職員を任命することができる。 

４ 人事委員会を置かない地方公共団体においては、職員の採用及び昇任は、競争試験又は選考によ

るものとする。 

期限付き 

更新の定

めなし 

特別職非常勤職員（地方公務員法第3条） 
第３条 地方公務員（地方公共団体及び特定地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成15年法律第

118号）第２条第２項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。）のすべての公務員をいう。

以下同じ。）の職は、一般職と特別職とに分ける。 

３ 特別職は、次に掲げる職とする。 

1．就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職 

2．法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられ

た委員及び委員会（審議会その他これに準ずるものを含む。）の構成員の職で臨時又は非常勤のもの 

3．臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職 

4．地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの 

期限付き 

更新の定

めなし 

準職員（地方自治法第172条） 
第172条 前11条に定める者を除くほか、普通地方公共団体に職員を置く。 

２ 前項の職員は、普通地方公共団体の長がこれを任免する。 

３ 第１項の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時又は非常勤の職については、この限

りでない。 

４ 第１項の職員に関する任用、職階制、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、

研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるも

のを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。 

期限なし 

更新の定

めなし 
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任期付（短時間勤務）職員（地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律） 

第１条 この法律は、地方公共団体の一般職の職員の任期を定めた採用に関する事項について定めるも

のとする。 

第３条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門

的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事さ

せる場合には、条例で定めるところにより、職員を選考により任期を定めて採用することができる。 

２ 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必

要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであ

って、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要

であるときは、条例で定めるところにより、職員を選考により任期を定めて採用することができる。 

一 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験

が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期

間困難である場合 

二 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経

験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験

を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合 

三 前二号に掲げる場合に準ずる場合として条例で定める場合 

第４条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の

能率的運営を確保するために必要である場合には、条例で定めるところにより、職員を任期を定

めて採用することができる。 

一 一定の期間内に終了することが見込まれる業務 

二 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務 

第５条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第一項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公

務の能率的運営を確保するために必要である場合には、条例で定めるところにより、短時間勤務

職員を任期を定めて採用することができる。 

２ 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについ

て、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供

時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サー

ビスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、条例

で定めるところにより、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。 

３ 任命権者は、前二項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認（第二号にあっては、承認その

他の処分）を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させること

が当該業務を処理するため適当であると認める場合には、条例で定めるところにより、短時間勤

務職員を任期を定めて採用することができる。 

一 地方公務員法第二十六条の二第一項（※就学部分休業）又は第二十六条の三第一項（※高齢

者部分休業）の規定による承認 

二 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法律第

七十六号）第六十一条第六項の規定により読み替えて準用する同条第三項から第五項までの規

定を最低基準として定める条例の規定による承認その他の処分（※介護休業） 

三 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成三年法律第百十号）第十九条第一項の規定によ

る承認（※部分休業） 

３年また

は５年 

 1950年に制定された地方公務員法においては、採用は競争試験により行い、採用候補者名簿に順位

をつけて登録、そのうえで突然の退職などの欠員が生じた場合、上位者から採用するという制度であ
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り、その名簿は１年間有効というものでした。1985年３月末に国の60歳定年制できるまで、公務員に

は基本的に定年がなかったという前提もあります。（地方公務員法では第28条の２において、「職員は、

定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日までの間において、条例で定

める日（以下「定年退職日」という。）に退職する。」「定年は、国の職員につき定められている定年

を基準として条例で定めるものとする。」としており、現行、国は60歳定年制であることから、地方

公共団体においても60歳定年制を適用している） 

任用根拠の解説（本来の意義） 

○臨時的任用（任用根拠：地公法第22条第５項） 

 名簿登録者がいない場合は緊急であり仕方ないので臨時的に任用することができる。しかし、翌年

までに競争試験を行って採用すれば解消できるというものであるから、１回しか更新できないという

規定。本来は正規職員（定数内職員）の代替であり緊急的、臨時的任用。 

○一般職非常勤職員（任用根拠：地公法第17条） 

 職員が突然の退職や死亡などで欠員が生じた場合には、昇任や転任、場合によっては降任で充てて

いく。結果的に欠員となった職には名簿登録している中から採用することによって補充、任命できる

という任用の仕方の根拠を示したもの。基本的には常勤職員の補充の仕方の根拠だが、常勤とも非常

勤とも記載していないので、これを根拠として非常勤職員を採用。 

○特別職非常勤職員（任用根拠：地公法第３条第３項第３号） 

 本来この職に該当するのは、国勢調査員や嘱託医、委員など、年数回しかその業務に従事しないよ

うな職であり、よって守秘義務や政治活動の制限といった地公法の制限が適用されていない。「嘱託

員」という部分を拡大解釈して任用根拠として採用。 

○準職員（任用根拠：地方自治法第172条第３項ただし書） 

 期限や更新の定めがなく、賃金・労働条件は正規職員に準じるとして、他の非常勤職員より高い場

合が多い。道内に20数単組存在しているものの、他県ではない任用であり、今回の法改正でも想定し

ていない。準職員制度で正規職員と給料や処遇を分けるという差別的な採用であり、かつて労使とも

になくしていこうという動きがあった。他方で非正規職員の処遇改善の観点でこれによる任用を行っ

ている自治体もある。地方自治体で条例規則により規定していれば違法ではない。 

〇任期付職員（任用根拠：地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律） 

 地方分権の進展に伴い、多様な任用・勤務形態を活用できるようにするため、専門的な知識・経験を

有する者を活用するため、任期付職員制度を2002年に創設。2004年には業務量の増減やサービス提供体

制の充実に対応するため、制度を拡充。特徴としては、①本格的業務に従事可能、②複数年（３～５年

以内）の任期の設定が可能、③フルタイム、パートタイムいずれも可能、④給料、手当の支給が可能。 

区  分 要   件 任  期 

１ 任期付職員（専門的知識等） 

（第３条）【2002年創設】 

① 高度の専門的知識経験等を有する者を一定

の期間活用することが特に必要 

② 専門的な知識経験を有する者を期間を限っ

て業務に従事させることが必要 

５年以内 

２ 任期付職員（時限的な職）

（第４条）【2004年創設】 

① 一定の期間内に終了することが見込まれる

業務に従事 

② 一定の期間内に限り業務量の増加が見込ま

れる業務に従事 

３年以内（特

に必要な場合

は５年以内） 
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３ 任期付短時間勤務職員 

（第５条）【2004年創設】 

① ２の①②の場合 

② 住民に対するサービスの提供時間の延長、繁

忙時における提供体制の充実等 

③ 部分休業を取得する職員の業務の代替 

同上 

 総務省が2018年３月28日に発出した公務員部長通知「任期付職員の任用等について」（別添１）で

は、給与決定に関して、常勤職員との均衡をはかるよう求めています。さらには、複数年での任期の

設定が可能であり再度の任用について改めて可能であることを明確にしていることから、現在の臨

時・非常勤等職員の任用と勤務条件の適正化、改善をはかる観点での制度の活用が考えられます。 

 

（３）法改正の経過と背景 

 自治労では、1992年前後から組織化に本格的に着手し、当事者が中心となった運動を展開するよう

になり、総務省や各自治体に対して臨時・非常勤等職員の処遇の改善や雇用の安定をはかるよう求め

る運動を強めていきました。 

 一連の自治労の運動や世論における非正規労働者の劣悪な賃金・労働条件の改善を求める声の高ま

りなどをうけて、総務省は2008年７月に「地方公務員の短時間勤務の在り方に関する研究会」を設置

し、臨時・非常勤職員の任用のあり方や2004年に制度が作られたもののあまり活用されていなかった

任期付短時間勤務職員制度のあり方などの議論が進められることになりました。2009年に取りまとめ

られた報告書では、臨時・非常勤職員について採用時の勤務条件の明示、報酬のあり方、その他勤務

条件のあり方、再度の任用のあり方が示され、任期付短時間勤務職員については現行制度の周知・活

用、新たな類型の任期付短時間勤務制度の検討などが提言されたものの、法改正等による抜本的な制

度改善につながるような内容ではありませんでした。 

 その後、総務省はこの報告書を受けて、2009年４月に通知「臨時・非常勤職員及び任期付短時間職

員の任用等について」（以下「2009年通知」）を発出しました。通知は報告書が公表されてからの自治

労や公務労協との交渉、国会での質疑等を踏まえ報告書からは若干改善されたものの、やはり抜本的

な制度改善につながるような内容ではなく、一部の自治体では通知を曲解し雇止めを行うなど、通知

等による運用の改善では根本的な問題の改善とはならないことが明白となりました。 

 2009年通知と前後して、臨時・非常勤等職員をめぐっていくつかの重要な裁判結果が示されていま

す①東京都東村山市における嘱託職員に対する離職補償金の支給に係る損害賠償請求事件（東京高裁

2008年７月30日→上告棄却・確定）、②大阪府枚方市における非常勤職員に対する特別報酬支給に係

る損害賠償請求事件（大阪高裁2010年９月17日→確定）、③大阪府茨木市における臨時職員に対する

一時金（６月および12月に増給）に係る損害賠償請求事件（最高裁2010年９月10日）。判決では、①

については、嘱託職員（特別職非常勤職員として任用）に対する退職手当（離職補償金）の支給につ

いて、勤務時間（常勤職員の４分の３）等を考慮すれば地方自治法第204条の常勤の職員に該当する

として適法、②については、非常勤職員（一般職として任用）に対する期末手当および退職手当に相

当する特別報酬の支給について、職務内容や勤務時間等の勤務実態からすれば常勤の職員に該当する

として適法、③については、臨時的任用職員に対する期末手当（一時金）の支給について、勤務日数

が週３日程度では常勤とはいえず違法（市長に過失がないとして損害賠償請求は棄却）としています。 

 2010年には「民主党『官製ワーキングプア』問題解決促進議員連盟」（事務局長：相原久美子、の

ちに江崎孝に交代）が結成され、さまざまな議論が行われました。2009年通知以降、制度改善の動き

が見られなかったことから、上記議連が中心となり、非常勤職員に手当支給を可能とする地方自治法
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改正案を2013年５月参議院に、2013年11月に衆議院に提出しましたが、政権交代のなかでそれぞれ審

議未了、廃案となった経緯があります。 

 特段の制度改善が行われないままの状況下においても、各自治体では臨時・非常勤等職員は増加の

一途をたどり、2012年の総務省調査では60万３千人、自治労調査では推計70万人との結果が出ていま

す。こうした人数の増加や上述の裁判結果と議員立法、自治労の度重なる総務省に対する要請などに

より、2014年７月、総務省は５年ぶりとなる通知「臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等につい

て」（以下「2014年通知」）を発出しました。発出にあたり総務省では通知の背景とポイントを作成し

ていますが、その中で裁判結果や国会における議論に加え、2009年通知の趣旨の不徹底を認めていま

す。2014年通知では、①通勤費用や時間外手当についての適切な取り扱い、②空白期間と社会保険等

との関係性を明記した厚生労働省通知も引用し、育児など各種休業制度の整備や業務研修の実施など

についても新たに記載、③任期付職員制度の賃金に関しては、昇給や経験を踏まえた号給の決定を可

能とする記述もあり、2009年通知からの大きな方針転換ともいえる内容も含まれていますが、一方で

雇用の安定・確保に関しては2009年通知から目立った改善は見られませんでした。 

 2014年通知では一定の効果はあったものの、やはり賃金・労働条件の抜本的改善、雇用の安定・確

保のためには通知等による運用の改善では限界があることから、自治労では2014年通知以降も国会や

大衆行動を通じて法改正の必要性などを訴えて引き続き取り組みを進め、2015年・2016年の１月には

大規模な街頭活動を伴う連合会長との対話集会を行いました。また、2015年には大分県中津市におけ

る非常勤職員に対する退職手当支給をめぐる最高裁判決（2015年11月17日）が出ています。 

 このように、総務省は抜本的な制度改正を行うことなく、運用の改善によって臨時・非常勤等職員

の処遇改善をはかってきましたが、２度にわたる通知を行ったにもかかわらず大きな改善とはなって

いません。一方で、民間の非正規労働者に関しては、十分とはいえないものの「短時間労働者の雇用

管理の改善等に関する法律（パートタイム労働法）」や労働契約法などで法整備がはかられ、雇用安

定や賃金・労働条件の改善が行われてきています。また、国家公務員においても従来の日々雇用職員

制度を整理し、期間業務職員制度を整備しています。 

 この結果として、地方公務員の臨時・非常勤等職員に関する制度は、国家公務員や民間労働者のそ

れと比べて「周回遅れ」といわれるような状況になってしまっていました。 

 

（４）総務省研究会と法案の国会提出 

 この間の国会内外での議論に加えて、民間における同一労働同一賃金に向けた検討などがはじまっ

たことも踏まえ、総務省は、2014年通知のフォローアップを含めた実態調査（2016年4月1日時点）を

行うとともに、「地方公務員の臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等の在り方に関する研究会（以

下：総務省研究会）」を開催することとし、任用・給付などの見直しに向けた検討を進めることとし

ました。 

 総務省研究会は2016年7月26日から同年12月22日まで計8回開催され、地方団体や自治労を含む職員

団体からの意見聴取なども含め報告書をとりまとめ、同年12月27日に総務大臣に提出するとともに、

公表しました。 
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＜2017.12.27研究会報告書の概要＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 報告書では、地方公務員の臨時・非常勤職員の任用のあり方等について、任期の定めのない常勤職

員を中心とする公務の運営という原則の維持を前提としたうえで、任用根拠の適正化として特別職非

常勤職員および臨時的任用職員の任用について厳格化し、現在の64万３千人に上る臨時・非常勤等職
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員の勤務状況にあわせて一般職非常勤職員としての新たな任用の仕組みを整備することとし、育児休

業制度や各種休暇制度の確実な整備等について、立法的措置または通知等による運用改善によって行

うことなどを提言しました。 

 このうち、新たな一般職非常勤職員（会計年度任用職員）については、国家公務員の非常勤職員と

の均衡をはかる形で、報酬および費用弁償という給付体系を見直し給料および手当の支給対象とし、

期末手当などの手当を支給することとするとともに、給与水準を継続的に改善していくことができる

ようにすること等としました。 

報告書公表ののち総務省は、１月13日には都道府県、政令市の人事・市町村担当課長会議を開催し

研究会報告の内容等を説明し、各地方公共団体からの意見募集を行いました。 

 また、２月28日に開催された、第９回総務省研究会（フォローアップ会議）において、研究会報告

を受けたのちの対応として、地方公務員法及び地方自治法の改正を求めることしたものの、地方団体

等の意見を踏まえ、特に給付体系について研究会の報告からは大きく後退した内容を示しました。 

 なお、給付体系の変更に関して、「支給対象を明確に定めてほしいという自治体からの意見などを

踏まえた対応」、「まずは期末手当の支給対象とし、各団体の定着状況なども踏まえ支給すべき範囲に

ついて今後見直しを行う」、さらには、「フルタイムでの任用を促進」することとしています。 

 

報告書内容から改正法への大きな変更点は以下のとおり 

① 報告書では、新たな仕組みとして整備される会計年度任用職員については、勤務時間に関わりな

く常勤職員と同様に給料及び手当の支給対象とすることを想定していたものであるが（実際に支給

する手当の種類・額は各自治体が条例で定めることとなる）、短時間には報酬・費用弁償の他、新

たに期末手当のみを支給対象とする。 

 なお「フルタイム＝常勤職員と１週間当たりの勤務時間が同一」、「短時間＝常勤職員の一週間当

たりの勤務時間に比し短い」と定義された。（フルタイムよりわずかでも短ければ短時間となる。こ

の間の判例に沿えば、勤務時間でいうとおおむね3/4以上とされるいわゆる常勤的非常勤職員につい

て、その多くが短時間に位置付けられることとなる。） 

② 法改正から施行までの期間は報告書では２年程度としていたことから、2019年４月が想定された

が、地方団体から準備期間の延長要望等を踏まえ、2020年４月に１年延長された。 

③ 任期はその採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内（最長１年）とされた。 
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＜改正法案の概要＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３月７日には「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律」が閣議決定され同日国会に

提出されました。 

 自治労としては、提出された法案は不十分な内容であるものの、法の谷間におかれている臨時・

非常勤等職員の処遇改善に向けた第１歩として受け止め早期の成立を求めるとともに、以下の基本

的視点として協力政党、連合、公務労協と連携し国会・省庁対策を進めることとし、取り組みを進

めました。 

・今後も任期の定めのない常勤職員を中心とした運営を基本とし、常勤職員増員や転換の促進 

・新たに設置される会計年度任用職員の給付体系は勤務時間に関わりなく給料及びすべての手当を支
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給対象とすべき。当面、常勤職員、フルタイム、短時間勤務職員間の均等・均衡の観点からの賃金

ほか勤務条件を設定 

・「同一労働・同一賃金」などの民間企業の動きや自治体の対応などを踏まえた見直しの担保 

・任期の複数年化あるいは再度の任用の明確化など雇用の安定化 

・移行にあたっての雇い止めや労働条件の切り下げの防止 

・期末手当の支給など改善に必要な自治体財源の確保 

 これらの課題について、国会質疑、附帯決議を求めるとともに、法案成立ののちは到達点も踏ま

え対応することとしました。 

 

（５）地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が成立  

 ４月13日には参議院総務委員会（民進党江崎参議を中心に）が、改正法の不十分な部分について、

附帯決議をつけることで一定の歯止めをかけ、参議院可決。衆議院においても同内容での附帯決議

をつけて、５月11日衆議院可決、法案が成立しました。（別添２） 

 

（６）改正法の問題点、自治体単組における取り組みの課題 

 ５月17日には総務大臣通知にて法律が公布、８月23日には「会計年度任用職員制度の導入に向け

た必要な準備等について（通知）」が総務省から発出され、同時に「会計年度任用職員制度の導入等

に向けた事務処理マニュアル（第１版）」が示されました。この事務処理マニュアルは改正法の趣旨、

地方公共団体が実施すべき事項、スケジュール、任用根拠の明確化・適正化の趣旨、特別職非常勤

職員の任用の適正確保、臨時的任用の適正確保、会計年度任用職員制度設計に当たっての留意事項、

職員団体との協議に係る留意事項で構成されており、Ｑ＆Ａで具体の取り扱いを例示しています。

今後、第２版が発出される予定であり、Ｑ＆Ａについても順次追加されています。 

この中で、法には規定されなかったものの附帯決議された「再度の任用が可能であること」「現

在任用されている職員が会計年度任用職員へ移行する場合は不利益を生じさせないこと」「財源の確

保につとめること」「休暇制度の整備及び育児休業等に係る条例の整備をはかること」「法施行後も

そのあり方の検討を行うこと」「職員団体との協議」について明記し、その取り扱いを各地方公共団

体へ求めています。 

また、特別職非常勤職

員、臨時的任用職員の厳

格化を行い、会計年度任

用職員以外の独自の一般

職非常勤職員の任用を避

けるべきとしています。 

新たな一般職非常勤

職員制度として創設され

た会計年度任用職員につ

いては、勤務時間により

フルタイムと短時間に分

け、支給できる手当等を

規定しました。 
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＜会計年度任用職員制度の創設による改善点＞ 

① 任用根拠の明確化～特別職非常勤職員、第17条一般職非常勤職員は、任用根拠、賃金、手当の

定めがあいまいだったが、会計年度任用職員の新設により明確にされた。 

② 採用の方法は競争試験または選考（面接・書類選考）～競争試験によることを原則とする常勤

職員とは異なる特例を設けた。 

③ 常勤職員並みの手当の支給～地方自治法の改正により、常勤職員と勤務時間が同一の会計年度

任用職員（フルタイム）に対して、同等の手当支給が可能となった。 

④ 期末手当の支給～短時間勤務の会計年度任用職員（６ヵ月以上勤務予定を目安）に期末手当支

給が可能となった。 

⑤ 空白期間の適正化～「任務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるもの」とする配慮義務に係る

規定を設け、「空白期間」の是正が明示された。 

⑥ 再度の任用～新設の会計年度任用職員は再度の任用（更新）が可能であることが前提（事務処

理マニュアルに「再度の任用はあり得る」と記載）。その場合、「新たな職に改めて任用」される

取扱いとなるが、再度の任用の際の給与決定については、初年度同様に計算した号給に経験年数

分を加えることが明示された。 

 

＜残された課題や制度設計にあたり懸念される事項＞ 

① 任期は「その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内」であり、任期の

定めのない任用とはなっておらず、雇用の安定につながっていない。 

② 採用ごとに１ヵ月の「条件付採用期間」がある（再度の任用であっても）。 

③ 会計年度任用職員がフルタイムと短時間に分けられ、勤務時間が常勤の職員よりわずかでも短

ければ短時間となり、その給与体系が大きく異なることで、格差が生じる。 

④ 制度改正により必要となる財源の確保が必要。総務省は財源措置を行うとしているが、額や交

付時期等明確にされていない。最終的には自治体負担となることも考えられる。 

⑤ 財政上の理由によりフルタイムを短時間に置き換えたり、委託化されることも考えられる（事

務処理マニュアルに「財政上の制約を理由として必要な移行について抑制を図ることは、改正法

の趣旨にそぐわない」と記載されたものの）。 

⑥ 各種手当、短時間勤務の費用弁償については「支給することができる」規定（「支給する」よう

求めていく必要がある）。 

⑦ 法的根拠があいまいな中、労使交渉により積み上げてきた賃金・労働条件が新たな制度の下で

リセットされ、労働条件の切り下げや雇い止めが起きかねない。 

⑧ 特別職非常勤職員はこれまで労働組合法が適用され労働契約の締結、労働委員会の活用が可能

であったが、会計年度任用職員への移行により、地公法に基づく職員団体となり、協約締結権は

失われる。 

 

 なお、改正法により会計年度任用職員は一般職の地方公務委員として明確に整理されたことから、

地公法第24条が適用となり、給与、勤務時間その他の勤務条件は条例で定めることとなります。こ

のことから、自治体は会計年度任用職員の任用・勤務条件等について、条例やその委任する規則を

制定する必要があります。新たな制度による職員の募集を行うまでに条例が議決されていなければ
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ならないことから、自治体によっては2019年２・３月議会での提案も想定されます。 

 制度の設計にあたっては労使協議が前提となっています。マニュアルには「会計年度任用職員の

勤務条件については、新地方公務員法に基づき、登録職員団体から適法な交渉の申し入れがあった

場合においては、その申入れに応じる必要がある」と明示し、想定されるスケジュールにおいても

任用、勤務条件等の検討・確定と並行して「職員団体等との協議」を示しています。現在、多くの

単組では臨時・非常勤等職員の組織化が進んでいない状況にありますが、組織化に関わらず、同じ

職場で働く職員の労働条件変更につながる制度改正は職場全体の課題であり、労使協議事項（交渉

事項）であると認識し取り組みを進めます。 

 自治体における法改正にむけたスケジュールを問いただし、その進捗状況の確認を行います。募

集時期が後ろ倒しになるとして議会上程を先送りとする場合であっても、労使協議や制度設計のた

めの十分な時間を確保するためには、先送りすることなく制度協議を進めていく必要があります。 

 制度設計にむけはじめに実施すべきは、現在任用されているすべての臨時・非常勤等職員がどの

ような任用根拠・勤務実態・労働条件であるかについて把握、洗い出しを行い、そのうえでその職

が「常時勤務を要する職（任期の定めのない常勤職員、任期付職員、再任用職員、臨時的任用職員）」

「非常勤の職（任期付短時間勤務職員、再任用短時間勤務職員、フルタイム会計年度任用職員、短

時間会計年度任用職員）」のいずれの任用が適当か検討します。そもそも地方公務員はすべて「任期

の定めのない常勤職員」での運営を前提としていることから、常勤の勤務実態に近い職であるなら

ば、非常勤の職員ではなく常勤の職員を置くべきです。年間闘争としている人員確保の取り組みと

あわせて、業務量や勤務時間、業務の性質について、改めて見直しを行う必要があります。 

 その上で、臨時・非常勤等職員の職として設定する場合には、当該職員の服務、勤務条件等が下

記のいずれの任用根拠の趣旨に基づき位置付けるかを明確にしておくことが必要となります。 

ⅰ）会計年度任用職員（フルタイム及び短時間）（地公法22条の２） 

ⅱ）臨時的任用職員（地公法22条の３）（要件が厳格化され、常時勤務を要する職に欠員を生じた場

合のみの任用であり、緊急のとき、または臨時の職に関するときのみ。短時間での任用は不可） 

ⅲ）特別職非常勤職員（地公法第３条第３項第３号）（該当する職種以外の任用は不可） 

 会計年度任用職員の職務内容、職責については、常勤職員の職と異なる設定とする必要があるこ

とから、単純にフルタイムでの勤務が可能だからという理由で、常勤の職を会計年度任用の職に置

き換えることは認められません。当局から置き換えの提案があった場合には、常勤の職との職務内

容・職責について何が違うのかを問いただし、それらが変わらないのであれば、置き換えは認めら

れないことを認識させる必要があります。 

 また、検討の結果、現在、臨時・非常勤等職員が担っている業務について、常勤職員の配置が適

当とされた際には、現に業務を担う職員の常勤職員への移行を基本とするよう求めます。改正法を

きっかけとした不当な雇い止めが行われないよう、注視する必要があります。 

 募集・採用にあたっては、地公法第13条平等取扱いの原則を踏まえ、再度の任用の上限を設ける

ことは適当ではありません。できる限り広く募集を行うなど適切な募集を行った上で、客観的な能

力実証を行うこととなりますが、会計年度任用職員の採用方法については、その従事する業務の性

質を踏まえ、競争試験によることを原則とする任期の定めのない常勤職員とは異なり、競争試験又

は選考により採用する特例が設けられており（地公法第22条の２）、従って競争試験によらず、面接

や書類選考によることが可能です。 
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常時勤務を要する職と非常勤の職の区分 
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 改正法施行後も地公法第17条を根拠として、会計年度任用職員でない一般職非常勤職員を任用す

ることは法律上は可能ですが、条件付採用期間が６ヵ月（会計年度任用職員は１ヵ月）であること、

勤務時間が常勤職員の４分の３未満の職員については期末手当が支給できないこと、空白期間につ

いて法律上の規定がないこと、引き続き法の想定を超えた任用を続けることとなり臨時・非常勤等

職員の待遇改善にはつながらないことから、適切ではありません。 

 これまで、任用根拠があいまいななか、自治体単組において労使協議を積み重ね、賃金・労働条

件を勝ち取ってきた経緯から、会計年度任用職員制度をそのまま適用させてしまうと、待遇の低下

につながる場合が想定されます（準職員制度など）。法改正の趣旨は「非正規労働者の賃金・労働条

件改善」であることを労使で確認し、引き下げにつながる見直しを行わないよう求めます。 

 会計年度任用職員の給料は、常勤職員との権衡に考慮し決定することとし、短時間についても同

様とし、時間比例とすることを求めます。手当てについては、「支給できる」規定ではありますが、

少なくとも国の非常勤職員に支給されている手当を支給すること、また、常勤職員との権衡に考慮

しすべて支給すること、現在支給されている手当、付与されている休暇制度を最低限とし、その改

善を求めます。期末手当は常勤職員との権衡の観点から、現行の2.6月支給を求め、支給月について

も常勤職員との均等を求めます。現行、常勤職員の支給月は６月期1.225月、12月期1.375月、年間

2.6月支給となっています。2018人事院報告・勧告（2018.8.10発出）では、６月期1.3月、12月期1.3

月、年間2.6月支給とし、支給月を同等とする内容となっています。常勤職員が改正となった場合は、

あわせて改正するよう求めます。 

 会計年度任用職員には、労働基準法が適用されることから、労働基準法に規定する年次有給休暇、

産前産後休暇、育児時間、生理休暇を制度的に設けなければなりません。また、「育児休業、介護休

業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」第61条において、地方公務員に関する介

護休業（介護休暇）、短期の介護休暇及び子の看護休暇に係る規定が設けられており、これらの規定

については、勤務時間等一定の条件も満たす会計年度任用職員にも適用されます。 

 そのほかの休暇については、常勤職員と同等を求めますが、少なくとも国の非常勤等職員との権

衡を踏まえ、人事院規則15－15（非常勤職員の勤務時間及び休暇）に定められている休暇制度の確

実な整備を求めます。 

 また、国の非常勤職員で１週間の勤務時間数が常勤職員の２分の１、６カ月以上勤務している場

合は、健康診断およびストレスチェック制度の実施が義務付けられており、６カ月以上の任期が定

められている者が６カ月以上継続勤務していない場合であっても、健康診断実施が努力義務とされ

ていることから、すべての会計年度任用職員について、健康診断を受けさせることを求めます。さ

らには、その業務の遂行において就業環境が適切かどうか、ハラスメントの防止対策など、労働安

全衛生活動についても常勤職員と同様の対策を行うよう求めます。 

 地方公務員等共済組合法および地方公務員災害補償法に基づく地方公務員災害補償基金が行う災

害補償については、常時職員の勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が、引き続いて12月を超

えるに至った日以後引き続き勤務する者は適用されます。 
 また、退職手当条例については、フルタイム会計年度任用職員で、常時職員の勤務時間以上勤務

した日が18日以上ある月が、引き続いて６月を超えるに至ったもので、以後引き続き当該勤務時間

により勤務する場合は適用となります。 
 臨時的任用職員については、改正法施行後、「常時勤務を要する職」に就く職員として位置づけら

れることから、任用の日から地方公務員等共済組合法及び地方公務災害補償法、退職手当条例が適
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用されます。 
 要件に該当する会計年度任用職員、さらには臨時的任用職員について、確実な加入を求めます。

また、これらの法令等を適用しないために空白期間を設けることは改正法の趣旨に沿わないとされ

ていることに十分留意する必要があります。2018年３月27日総務省公務員部発出事務連絡「会計年

度任用職員制度の導入等に係る地方公務員共済、公務災害補償及び退職手当の取扱いについて」（別

添３）を参照に、適正な運用を求めます。 
 災害補償について、フルタイムの会計年度任用職員で12月までの任用の者および短時間勤務の会

計年度任用職員は、労働者災害補償保険制度等により補償対象となる者（労働基準法別表第１に掲

げる事業に従事する者）を除き、各地方公共団体の「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補

償等に関する条例」により補償されることとなり、均衡を失しない内容で定めるとともに、適切に

補償がなされるよう、運用を行うことが必要です。 

地方公務員災害補償法 

（非常勤の地方公務員等に係る補償の制度） 

第六十九条 地方公共団体は、条例で、職員以外の地方公務員（特定地方独立行政法人の役員を除

く。）のうち法律（労働基準法を除く。）による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の

制度が定められていないものに対する補償の制度を定めなければならない。 

２ 地方独立行政法人は、職員以外の役員のうち労働者災害補償保険法の規定の適用を受けないも

のに対する補償の制度を定めなければならない。 

３ 第一項の条例で定める補償の制度及び前項の地方独立行政法人が定める補償の制度は、この法

律及び労働者災害補償保険法で定める補償の制度と均衡を失したものであつてはならない。 

 また、フルタイムの会計年度任用職員については、給料、旅費及び一定の手当の支給対象となり、

人件費の管理等の観点から適正な取り扱いを確保する必要があることを勘案し、その任用や勤務条

件等に関し、任命権者から地方公共団体の長に対する報告や、長による公表等といった地公法第58

条の２の対象に追加されました。 

 これまで自治体が臨時・非常勤等職員を増やしてきた背景には、地方交付税の削減や自治体の人

口減などによる税収入の落ち込みなど、財政難が大きな理由となっています。 

 諸手当支給のための財源を確保するため、他の財源（福利厚生事業の削減や事業の縮減、職員削

減など）の削減を行わないよう、新たな予算措置を求めます。 

労使で合意した事項については書面化・協定化を行います。労働組合法の場合、労使間の合意文書

の表題が「覚書」「了解事項」等の名称であっても、第14条に該当すれば労働協約といえ（青森地判

平5.3.16）、団体交渉記事録であっても、労使双方が署名したものであれば、その内容によっては労

働協約と解される（東京地判昭43.2.28）との事例があります。執行委員や当局の交代があった場合、

これまでの交渉で積み上げてきた事項が引き継がれない場合も考えられることから、書面に残し協

議事項（結果）を引き継ぎましょう。 
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労働組合法（労働組合に適用） 

（労働協約の効力の発生） 

第十四条 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作

成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。 

（労働協約の期間） 

第十五条 労働協約には、三年をこえる有効期間の定をすることができない。 

２ 三年をこえる有効期間の定をした労働協約は、三年の有効期間の定をした労働協約とみなす。 

３ 有効期間の定がない労働協約は、当事者の一方が、署名し、又は記名押印した文書によつて相

手方に予告して、解約することができる。一定の期間を定める労働協約であつて、その期間の経

過後も期限を定めず効力を存続する旨の定があるものについて、その期間の経過後も、同様とす

る。 

４ 前項の予告は、解約しようとする日の少くとも九十日前にしなければならない。 

（基準の効力） 

第十六条 労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部

分は、無効とする。この場合において無効となつた部分は、基準の定めるところによる。労働契

約に定がない部分についても、同様とする。 

 

地方公務員法（職員団体に適用） 

（交渉） 

第五十五条 地方公共団体の当局は、登録を受けた職員団体から、職員の給与、勤務時間その他の

勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関

し、適法な交渉の申入れがあつた場合においては、その申入れに応ずべき地位に立つものとする。 

２ 職員団体と地方公共団体の当局との交渉は、団体協約を締結する権利を含まないものとする。 

３ 地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項は、交渉の対象とすることができない。 

４ 職員団体が交渉することのできる地方公共団体の当局は、交渉事項について適法に管理し、又

は決定することのできる地方公共団体の当局とする。 

５ 交渉は、職員団体と地方公共団体の当局があらかじめ取り決めた員数の範囲内で、職員団体が

その役員の中から指名する者と地方公共団体の当局の指名する者との間において行なわなければ

ならない。交渉に当たつては、職員団体と地方公共団体の当局との間において、議題、時間、場

所その他必要な事項をあらかじめ取り決めて行なうものとする。 

６ 前項の場合において、特別の事情があるときは、職員団体は、役員以外の者を指名することが

できるものとする。ただし、その指名する者は、当該交渉の対象である特定の事項について交渉

する適法な委任を当該職員団体の執行機関から受けたことを文書によつて証明できる者でなけれ

ばならない。 

７ 交渉は、前二項の規定に適合しないこととなつたとき、又は他の職員の職務の遂行を妨げ、若

しくは地方公共団体の事務の正常な運営を阻害することとなつたときは、これを打ち切ることが

できる。 

８ 本条に規定する適法な交渉は、勤務時間中においても行なうことができる。 

９ 職員団体は、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程にてい触

しない限りにおいて、当該地方公共団体の当局と書面による協定を結ぶことができる。 

10 前項の協定は、当該地方公共団体の当局及び職員団体の双方において、誠意と責任をもつて履

行しなければならない。 

11 職員は、職員団体に属していないという理由で、第一項に規定する事項に関し、不満を表明し、

又は意見を申し出る自由を否定されてはならない。 
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法改正までのスケジュール                       （総務省作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 制度設計にあたっては、前述のとおり職員団体等との協議が前提となっていますが、その際に当

事者である臨時・非常勤等職員が自らの働き方を決定する場に参画していくのは当然のことであり、

この法改正を契機とした組織化の取り組みが必要となります。 

 すべての単組において組織化について方針化し、組織化推進のための行動計画の策定を行い、取

り組みの促進をはかります。当事者への説明会やアンケートを実施するなど、今回の改正法に関し

てどのような取り組みを行っているか周知するなかから、労働組合の必要性を浸透させます。 

 組織化の取り組みが未着手の単組においては、当局との制度設計協議を行うにあたり、当事者の

声を集め制度に盛り込むよう努めましょう。 

 すでに臨時・非常勤等職員を組織化している単組においては、当事者の組合員からの加入呼びか

けがもっとも効果があることを踏まえ、ともに職場オルグを実施するなど、職域を超えたさらなる

組織拡大に取り組みます。最低でも「一人が一人の仲間を増やす」ことを基本に未加入者への声か

けを行います。 

 今回の法改正における臨時・非常勤等職員の組織化が、職場における労働組合の役割や存在意義

を改めて周知していくきっかけとも捉え、取り組みを進めていきましょう。 
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（別添１） 
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（別添２） 
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（別添３） 
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〔具体的な要求の解説〕 

 

〔要 求〕 

１．任 用 

（１）現在自治体で働く臨時・非常勤等職員の雇用を継続すること。 

（２）現在自治体で働くすべての臨時・非常勤等職員の勤務実態、労働条件について明らかにする

とともに、本来常勤職員が行うべき業務については、常勤職員を配置することとし、その際、

現に業務を担う職員の常勤職員への移行を前提とし検討すること。 

（３）会計年度任用職員は、フルタイムでの任用を基本とすること。 

（４）会計年度任用職員の新規の任用にあたっては、選考採用（面接・書類選考等）とするととも

に、再度の任用の上限を設けないこと。 

（５）職名については、基本的に現行の名称を使用するものとし、業務の実態にあわせた設定とす

ること。 

〔解 説〕 

⑴ 本来常勤職員が行うべき業務について、現在、臨時・非常勤等職員が担っている場合は、常勤職員

としての職の配置・増員と、現に業務を担っている職員を常勤職員に移行することを求めます。 

⑵ 準職員については、正規職員と同様の業務を担っている状況から、正規職員への移行を求めます。 

⑶ 会計年度任用職員については、フルタイムと短時間では給付体系が大きく異なることから、フルタ

イム職員での任用を基本とします。現在、短時間勤務となっている臨時・非常勤等職員について、フ

ルタイム職員に移行することを積極的に求めることとします。あわせて、共済および公務災害補償が

適用され、退職手当の支給対象となるフルタイム職員への移行を避けることを目的とする勤務時間短

縮の動きに警戒し、交渉・協議を進めます。 

ア）新規の任用にあたっては、選考採用（面接・書類選考等）とし、これまでと同様の取り扱いとし

ます。 

イ）再度の任用に関しては総務省の事務処理マニュアルにおいて「任用の回数や年数が一定数に達し

ていることのみを捉えて、一律に応募要件に制限を設けることは、平等取扱いの原則や成績主義の

観点から避けるべきもの」としていることから、現在、再度の任用に上限を設けている場合は、そ

の撤廃を求めます。 

ウ）職名については、「事務補助職員」、「○○専門職員」、「○○技能職員」、または「○○技術補助職

員」など自治体の状況にあわせ設定します。 

 

〔要 求〕 
 

２．給料（または報酬の基本額） 

（１）会計年度任用職員の給料については職務内容に応じ均衡・権衡をはかることとし、類似する

職務の常勤職員に適用される給料表を使用すること。 

（２）会計年度任用職員の給料の決定にあたっては、初任給基準を行(一)１級13号とし、学歴・免

許および職務経験等に基づく調整（前歴換算）を行うこと。その他の給料表が適用の場合は、
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それぞれの初任給基準を参考として決定すること。 

（３）職務の級については、等級別基準職務表や在級期間表に基づき位置づけること。とくに選考

採用者の行政職俸給表(一)における１級在級期間は９年とされていることも踏まえ、現行の職

務経験も加えて決定すること。 

（４）短時間の会計年度任用職員の報酬は、常勤職員やフルタイムの会計年度任用職員との均衡の

観点から、基礎額（フルタイム職員の場合の給料額に相当）に手当相当額を加え、勤務の量（時

間数）に応じて支給すること。 
 

〔解 説〕 

⑴ 常勤職員との比較に基づく給与決定を求めます。 

 給与に関する基本的考えは、国の非常勤職員の取り扱いに準じ、給付体系に関わりなく、支給され

る給与（給料・手当・報酬等）は常勤職員との職務内容を踏まえて均衡させることとし、基本賃金は、

常勤職員と同一ルールでの運用（同一給料表の適用、職務経験等（前歴換算））をふまえた基本賃金

決定を求めます。 

ア）会計年度任用職員の給料（または報酬の基本額）の決定にあたっては、同一または類似の職の常

勤職員と同一の給料表を適用します。類似の職が存在しない場合は、行政職給料表（「行政職俸給

表(一)」相当、以下同じ）を適用します。 

イ）給料額の決定にあたっては、常勤職員の初任給決定に準じて基準となる級・号給を定め、学歴・

免許、職務経験等に基づき決定します。上記の要求項目では、初任給決定基準を行(一)１級13号と

していますが、これは常勤職員の初任給（高卒）１級５号の８号上位としているものです（別の給

料表適用の場合はその給料表の決定基準を考慮すること）。 

ウ）常勤職員と同様に、職務経験等に基づき、必要な号給の調整を行います。前歴換算では、該当と

なる期間における月数を12月（60月まで）または18月（60月超）で除した数に４を乗じた数を、基

準となる号給に加えることとされていますが、臨時・非常勤等職員として勤務した期間は、「直接

役に立つと認められる職務に従事していた期間」であることから、60月（５年）を超える期間につ

いてもフル換算として12月で除すことができることとされています。この点に留意の上、号給の調

整を行います。 

エ）なお、職務の級の決定にあたっては、任用が継続している場合は、在級期間および等級別基準職

務表に掲げる各級の職務に応じ決定することとします。 

 常勤職員と同様の業務を行う職員も見受けられることから３級以降の格付けについても具体的に

検討します（等級別基準職務表の改正が必要な場合もあります）。 

⑵ 短時間の会計年度任用職員の賃金は、フルタイムの会計年度任用職員（給料および諸手当）と異な

り、報酬と期末手当の支給とされていますが、賃金決定の考え方に違いがあるわけではありません。

均衡の観点から、常勤職員およびフルタイムの会計年度任用職員と同一のルールで決定されなければ

なりません。 

 具体的な報酬額は、フルタイム職員として勤務した場合の給料月額と地域手当などの手当を合計し

た額を基礎として、時間比例での支給とします。 
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〔要 求〕 

３．一時金 

（１）期末手当は、最低でも、常勤職員の支給月数（現行2.6月）を支給すること。 

（２）再度の任用の場合は、在職期間が継続しているものとして期末手当を支給すること。 

〔解 説〕 

⑴ 任期が６ヵ月以上（年間通算）の、すべての会計年度任用職員に期末手当の支給を求めます。 

⑵ 期末手当は、常勤職員との権衡の観点から、現行2.6月の支給を最低限とするとともに、常勤職員と

の支給月の均等を基本に支給します。 

 期末手当  現行年間2.6月 ６月期1.225月 12月期1.375月 

※2018年８月10日に出された「2018年人事院報告、勧告」では、いずれも６ヵ月を基礎として支給

していることを踏まえ、以下のとおり支給月数が均等になるよう配分することが示されました。 

 期末手当  年間2.6月 ６月期1.3月 12月期1.3月 

 再度の任用の場合は、在職期間が継続しているものとして期末手当を支給しますが、初めて任用さ

れた職員の６月期の支給については在職期間が３ヵ月未満であるため在職期間別割合30/100を乗じ

て算出します。なお、在職期間別割合の計算に週（月）当たり勤務日数を考慮する必要はありません。 

⑶ 短時間の会計年度任用職員の期末手当の支給に関しては、基礎額の決定についても、常勤職員およ

びフルタイムの会計年度任用職員と同様の考え方で算定し、時間比例で支給します。 

⑷ 既に期末手当2.6月の支給を達成済みの単組は勤勉手当の支給を求めます。 

 国の非常勤職員に（今後）支給が想定されることから、とりわけ期末手当の2.6月支給を達成して

いる自治体は、積極的に取り組みます。短時間の会計年度任用職員については（フルタイム会計年度

任用職員との均衡の観点から）、期末手当の月数を増加させることを検討します。 

 

〔要 求〕 

４．手 当 

（１）手当については、常勤職員に支給される手当を支給すること。 

（２）短時間の会計年度任用職員の報酬については、手当も含めた時間比例とすること。 

〔解 説〕 

⑴ 常勤職員との均衡を基本に、少なくとも以下の手当は必ず支給するよう求めます。 

ア）通勤手当（短時間勤務の職員は費用弁償） 

 常勤職員と同一の基準（上限など）ただし、自動車等の使用により通勤する者で勤務日数が月平

均10日を下回る場合は１/２ 

イ）地域手当 

ウ）特地勤務手当、へき地手当 

エ）特殊勤務手当（該当職種）、農林業普及指導手当 

オ）災害派遣手当 

カ）時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当 

⑵ 上記以外にも、寒冷地手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当の支給を求めます。 

⑶ 短時間の会計年度任用職員は、フルタイムとは給付体系が異なります。 
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 そのため、報酬の設定にあたっては、常勤職員やフルタイムの会計年度任用職員との均衡の観点か

ら、報酬の基本額（※給料に相当する金額、法律用語ではありません）に手当に相当する金額を加え

て支給することを求めます。 

 

〔要 求〕 

５．退職手当 

（１）要件を満たす会計年度任用職員に対して退職手当を支給すること。 

〔解 説〕 

⑴ 支給要件（常時職員の勤務時間（７時間45分）以上勤務した日が18日以上ある月が、引き続いて６

月を超えるに至った場合）を満たすフルタイムの会計年度任用職員に対しては確実に支給するよう求

めます。 

⑵ 短時間勤務の会計年度任用職員については、退職手当の相当分を報酬または退職報償金として支給

することをめざします。 

 

〔要 求〕 

６．休暇制度 

（１）常勤職員との権衡に基づき、次の休暇等を制度化すること。 

   ア 年次有給休暇 

   イ 産前産後休暇 

   ウ 病気休暇 

   エ 忌引き休暇 

   オ 短期介護休暇 

   カ 子の看護休暇 

   キ 育児・介護休業（休暇） 

   ク 生理休暇 

   ケ 夏季休暇 

   コ 結婚休暇 

   サ 特別休暇 

〔解 説〕 

⑴ 会計年度任用職員は常勤職員と同様に一般職の職員であることも踏まえ、休暇制度の整備に関して

は、常勤職員と同じ休暇制度を適用させることを基本とします。 

⑵ 労働基準法に規定される休暇等および国の非常勤職員に設けられている休暇については、最低限制

度化することが必要です。 

ア）労働基準法に規定する休暇等 

・年次有給休暇（第39条） 

・産前産後休業（第65条） 

・育児時間（第67条） 

・生理休暇（第68条） 
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イ）育児・介護休業法 

 勤務期間等の条件を満たす会計年度任用職員にも適用 

・地方公務員に関する介護休業（介護休暇、第61条） 

・短期の介護休暇（同条） 

・子の看護休暇 （同条） 

・所定外労働の免除の義務化、時間外労働の制限および深夜労働の制限 

ウ）地方公務員育児休業法 

 勤務期間等の条件を満たす会計年度任用職員にも適用 

・育児休業 

・部分休業 

エ）国の非常勤職員に設けられている休暇 

ⅰ）有給の休暇 

 年次休暇、公民権の行使、官公署への出頭、災害、 

 災害等による出勤困難・退勤途上危険回避、親族の死亡 

ⅱ）無給の休暇 

 産前・産後、保育時間、子の看護、短期の介護、介護、 

 生理日の就業困難、負傷又は疾病、骨髄移植 

⑶ 上記休暇のうち、無給の休暇についても、常勤職員との均衡の観点から、有給での休暇とすること

を求めます。 

⑷ 夏季休暇、結婚休暇さらにはリフレッシュ休暇等に関しても常勤職員との均衡を求めます。 

⑸ 地方公務員育児休業法および育児・介護休業法の改正（2010年６月および2011年４月）により、現

在、一定の条件を満たす非常勤職員にもこれらの法律が適用されることとなりましたが、特別職非常

勤職員、臨時的任用職員には適用されません。「2014年通知」においても、各法令に基づく適用要件

に則った適切な対応が求められるとしており、会計年度任用職員制度の導入までの間は、自治体の条

例・要綱により制度導入することとします。 

 

〔要 求〕 

７．社会保険の適用等 

（１）要件を満たす会年度任用職員について、共済、社会保険および労働保険の加入を確実に行う

こと。 

（２）すべての会計年度任用職員に健康診断を受けさせること。 

（３）日常的な安全衛生活動の対象とすること。 

（４）業務上必要となる研修を実施すること。 

（５）常勤職員との均衡の観点から厚生福利を適用させること。 

〔解 説〕 

⑴ その他の勤務条件として、下記について求める必要があります。 

ア）共済、社会保険および労働保険の適用 

ⅰ）地方公務員共済制度、公務災害補償制度 

 地方公務員等共済組合法および地方公務員災害補償法に基づく地方公務員災害補償基金が行
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う災害補償については、常時職員の勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が、引き続いて12

月を超えるに至った日以後引き続き勤務する者は適用されます。 

 要件に該当する会計年度任用職員について、確実な加入を求めます。これらの法令等を適用し

ないために空白期間を設けることは改正法の趣旨に沿わないとされていることに十分留意する

必要があります。（→2018年３月27日総務省公務員部発出事務連絡「会計年度任用職員制度の導

入等に係る地方公務員共済、公務災害補償及び退職手当の取扱いについて」も参照のこと） 

ⅱ）厚生年金保険及び健康保険 

 上記ⅰに該当しないフルタイムの会計年度任用職員については、厚生年金保険および健康保険

が適用されます。 

 短時間の会計年度任用職員に係る社会保険の適用については、 

・ 週の所定労働時間が20時間以上であること 

・ 賃金の月額が8.8万円以上であること 

・ 雇用期間が１年以上見込まれること 

・ 学生でないこと 

の４要件をすべて満たす短時間労働者については、すべての自治体において、厚生年金保険およ

び健康保険の適用対象となります。 

 なお、厚生年金保険および健康保険の被保険者資格については、「有期の雇用契約又は任用が

１日ないし数日の間を空けて再度行われる場合においても、雇用契約又は任用の終了時にあらか

じめ、事業主と被保険者との間で次の雇用契約又は任用の予定が明らかであるような事実が認め

られるなど、事実上の使用関係が中断することなく存続していると、就労の実態に照らして判断

される場合には、被保険者資格を喪失させることなく取り扱う必要」（平成26年１月17日付厚生

労働省通知「厚生年金保険及び健康保険の被保険者資格に係る雇用契約又は任用が数日空けて再

度行われる場合の取扱いについて」）があるとされています。 

ⅲ）災害補償 

 フルタイムの会計年度任用職員で12月までの任用の者および短時間勤務の会計年度任用職員

は、労働者災害補償保険制度等により補償対象となる者（労働基準法別表第１に掲げる事業に従

事する者等）を除き、各自治体が定める「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関

する条例」により補償されることとなります。 

 なお、自治体が定める条例は労働災害補償との均衡が求められることは言うまでもありません。 

ⅳ）雇用保険 

 雇用保険については、以下の３つの要件を満たした場合、事業主は労働者の雇用保険加入手続

きを行わなければなりません。 

・ １週間の所定労働時間が20時間以上であること 

・ 31日以上継続して雇用される見込みであること 

・ 雇用保険の適用事業所に雇用されていること 

 なお、職員の退職手当に関する条例の適用を受けるに至った場合には、適用を受けるに至った

ときから被保険者としないこととなります。 

イ）労働安全衛生法に基づく健康診断 

 国の非常勤職員については、その勤務時間数が常勤職員の１週間の勤務時間数の２分の１以上で

あり、６月以上継続勤務している場合は、健康診断およびストレスチェックの実施が義務づけられ、
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６月以上の任期が定められている者が６月以上継続勤務していない場合であっても、健康診断の実

施が努力義務とされています。 

ウ）研修および厚生福利 

 会計年度任用職員については地方公務員法上の研修や厚生福利に関する規定が適用されることか

ら、会計年度任用職員の従事する業務の内容や業務に伴う責任の程度に応じて、同様の対応が必要

となります。 
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