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１１１１－－－－①①①① 本年本年本年本年のののの給与勧告給与勧告給与勧告給与勧告ののののポイントポイントポイントポイント

月月月月 例例例例 給給給給

自宅に係る住居手当は平成25年４月から廃止

民間給与との較差（△16円・△0.00％）を踏まえ，本年は改定なし

月月月月 例例例例 給給給給

期末手当期末手当期末手当期末手当・・・・勤勉手当勤勉手当勤勉手当勤勉手当

民間の年間支給割合（3.95月分）と，職員の年間支給月数（3.95月）は均衡しており，改定なし

給与構造改革における経過措置は平成25年４月から段階的に廃止

給与構造改革給与構造改革給与構造改革給与構造改革におけるにおけるにおけるにおける経過措置経過措置経過措置経過措置

自宅自宅自宅自宅にににに係係係係るるるる住居手当住居手当住居手当住居手当

給与構造改革給与構造改革給与構造改革給与構造改革におけるにおけるにおけるにおける経過措置経過措置経過措置経過措置のののの廃止等廃止等廃止等廃止等にににに伴伴伴伴うううう給与改定給与改定給与改定給与改定

給与構造改革における経過措置の廃止及び自宅に係る住居手当の廃止に伴い，給与水準の均

衡を図るため，平成25年４月から給料表の備考欄等の割合を改定（医療職給料表㈠を除く）

１１１１ 民間給与民間給与民間給与民間給与とのとのとのとの較差等較差等較差等較差等にににに基基基基づくづくづくづく給与改定給与改定給与改定給与改定

２２２２ 平成平成平成平成25年年年年４４４４月月月月からのからのからのからの給与改定給与改定給与改定給与改定
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１１１１－－－－②②②② 給与勧告給与勧告給与勧告給与勧告のののの対象職員対象職員対象職員対象職員

（注１） 上記以外に再任用職員が534名在職しています。

（注２） ( )内の数字は，昨年の値となっています。

本年４月１日現在で職員数は，29,384人となっています。

このうち，一般行政職員は6,213人で，全体の21.1％を占めています。最も多いのは教育職で，小中高校等を

合わせると，17,419人で，全体の59.3％となり過半数を占めています。

また，職員の平均年齢は43.5歳となっています。

給料表 職員の例 職員数 平均年齢

 行政職給料表  一般行政職員

 人 　歳

6,213

(6,281)

43.9

(43.8)

 教育職給料表（二）（ロ）

 高等学校，高等部を置く

 特別支援学校の教員

4,451

(4,485)

45.8

(46.0)

 公安職給料表  警察官

5,116

(5,117)

38.6

(38.7)

 研究職給料表  研究員

282

(285)

42.8

(42.6)

 教育職給料表（三）（イ）  小学校・中学校の教員

12,968

(12,981)

44.4

(44.6)

 医療職給料表（二）  栄養士，獣医師

251

(278)

44.0

(44.9)

 医療職給料表（一）  医師

39

(39)

38.1

(37.7)

 全給料表

29,38429,38429,38429,384

(29,534)

43.543.543.543.5

(43.6)

 医療職給料表（三）  保健師，看護師

64

(68)

45.9

(46.6)

職員数職員数職員数職員数

29292929,,,,384384384384人人人人

公安職

  17.4％

行政職

  21.1％

その他

  2.2％

教育職（二） 15.1％教育職（三） 44.1％

教育職

  59.3％

医療職（一） 0.1％

医療職（二） 0.9％

医療職（三） 0.2％

研究職 1.0％
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１１１１－－－－③③③③ 民間給与民間給与民間給与民間給与のののの調査対象事業所調査対象事業所調査対象事業所調査対象事業所

本県の民間給与の実態を把握し，職員給与と民間給与との比較を行うため， 企業規模50人以上で，かつ，

事業所規模50人以上の県内1,171の調査対象事業所のうち，「企業規模」や「産業｣ 等により32のグループに

区分し，これらのグループから311事業所を無作為に抽出して調査を行いました。

そのうち，調査不能等であった30事業所を除く，281事業所について調査を完了しました。

4医 療 ， 福 祉 ，

サ ー ビ ス 業

調査不能等事業所 30303030 12 6 12

教育 , 学習支援業 ，

21 4 13

5

金 融 業 ， 保 険 業 ，

11 7 4 0不 動 産 業 ，

物 品 賃 貸 業

卸 売 業 ， 小 売 業
36 21 10

23

電気・ガス・熱供給・

69 33 25 11水道業，情報通信業，

運 輸 業 ， 郵 便 業

製 造 業 114 52 39

50

鉱 業 ， 採 石 業 ，

30 17 6 7砂 利 採 取 業 ，

建 設 業

調査事業所（産業計） 281281281281 134 97

219

抽 出 事 業 所 311311311311 146 103 62

調 査 対 象 事 業 所

（ 母 集 団 ）

1,1711,1711,1711,171 468 484

事業所 事業所 事業所 事業所

企業規模 

規　模　計 500人以上

100人以上

500人未満

100人未満

 区　　分

産業別の調査事業所

製造業

40.6％

電気・ガス・熱供給・

水道業，情報通信業，

運輸業，郵便業

24.6％

卸売業，小売業

12.8％

計計計計

281281281281

教育,学習支援業，

医療，福祉，サービス業

7.5％

金融業，保険業，

不動産業，物品賃貸業

3.9％

鉱業，採石業，

砂利採取業，建設業

10.7％
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（注１） 民間給与と比較する職員給与の対象者は，１-②（給与勧告の対象職員)に記載した行政職給料表の適用を受ける職員のうち，新

規採用者を除く6,077人で，平均年齢44.4歳（対前年比＋0.2歳）となっています。

民間給与の対象者は，１-③（民間給与の調査対象事業所）に記載した調査事業所の従業員となっています。

（注２） 比較は，職務の種類，責任の度合，学歴，年齢階層等の条件が対応する者同士の４月分給与について行っています。

１１１１－－－－④④④④ 民間給与民間給与民間給与民間給与（（（（月例給月例給月例給月例給））））とのとのとのとの較差較差較差較差にににに基基基基づくづくづくづく給与給与給与給与のののの改定改定改定改定

本年の民間給与との較差は△16円（△0.00％）となっており，職員給与と民間給与が，ほぼ均衡している状態

にあるため，本年の月例給の改定は行いません。

比比比比　　　　較較較較

職員給与職員給与職員給与職員給与

391391391391,,,,701701701701円円円円

（対前年比　 　501円）

民間給与民間給与民間給与民間給与

391391391391,,,,685685685685円円円円

（対前年比　   632円）

較差較差較差較差　　　　△△△△16161616円円円円

（（（（△△△△0000....00000000％）％）％）％）
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１１１１－－－－⑤⑤⑤⑤ 特別給特別給特別給特別給（（（（ボーナスボーナスボーナスボーナス））））のののの改定改定改定改定

民間事業所における特別給の年間支給割合は，所定内給与月額の3.95月分となっています。

職員の年間支給月数3.95月は，民間事業所における特別給の支給割合と均衡していることから，職員の年間

支給月数の改定は行いません。

（注１） 民間の年間支給割合は，１－③（民間給与の調査対象事業所）に記載した調査事業所について，昨年８月から本年７月まで

の１年間の賞与等の特別給を調査した結果に基づいています。

（注２） 特別給の改定は，民間の年間支給割合を0.05月単位（二捨三入）としています。

（例：H23「民間3.97月分→職員3.95月」。 H22「民間3.96月分→職員3.95月」。 H21「民間4.13月分→職員4.15月」。）

年　間　支　給　月　数

２．６０月

１．３５月

部長級以上の職員

区　　分

２．２０月

１．７５月

その他の職員

勤勉手当

期末手当

期末手当

勤勉手当

比 較比 較比 較比 較

民間民間民間民間のののの年間年間年間年間

支給割合支給割合支給割合支給割合

３３３３....９５９５９５９５月分月分月分月分

据置据置据置据置きききき

（0.00月分）

職員職員職員職員のののの年間年間年間年間

支給月数支給月数支給月数支給月数

（（（（現行現行現行現行））））

３３３３．．．．９５９５９５９５月月月月
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１１１１－－－－⑥⑥⑥⑥ 最近最近最近最近のののの給与勧告給与勧告給与勧告給与勧告のののの状況状況状況状況

民間給与の状況を反映して，平成19年及び平成20年を除き，月例給又は期末手当・勤勉手当の減額による

年間給与の減少又は据置きとなっています。

（注） 平成16年から平成22年の「月例給」及び「平均年間給与」は，給与カット前の職員給与に基づき算出しています。

△15.4万円 △2.29％平成14年

　　　　　- 　　　　- 　　　　-平成24年 △16円 △0.00％ 3.95月

平成21年 △691円 △0.18％ 4.15月

平成22年 1,469円 0.38％

平成23年

年

期末手当・勤勉手当

（ボーナス）

平均年間給与項　目

増減率増減額対前年増減年間支給月数

公民較差

△0.25月

△1,868円 △0.47％ 4.65月 △0.05月

△17.4万円 △2.63％平成15年 1,282円 0.33％ 4.40月

　　　　　-

0.05月 △0.3万円 △0.05％平成17年

平成18年

　　　　　- 　　　　　-平成16年

4.45月

4.45月 　　　　　- 　　　　　-

4.40月

平成19年

平成20年

　　　　　-

0.05月 4.6万円 0.71％4.50月

4.50月 　　　　　- 1.9万円 0.29％

△0.20月 △5.9万円 △0.92％

△0.35月 △15.6万円 △2.38％

△147円 △0.04％ △0.05％

3.95月

3.95月 　　　　　- △0.3万円

　　　　　△0.02％△88円

　　　　　△0.02％△61円

△0.37％△1,435円

0.28％1,089円

0.39％1,513円
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１１１１－－－－⑦⑦⑦⑦ 給与制度給与制度給与制度給与制度をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる諸課題諸課題諸課題諸課題（（（（そのそのそのその１１１１））））

平成18年度からの給与構造改革において，給料表水準の平均4.8％（最大約７％）を引下げたが，この引下げに

よる職員への影響等を考慮し，国に準じた経過措置を実施

昨年，人事院はこの経過措置の廃止を勧告し，本人事委員会においても国に準じて早期に廃止することが適当

とした上で，廃止に向けた措置等については国や他の都道府県の動向等を注視しつつ平成24年度に向けて検討を

進めていくことを報告

給与構造改革に伴う諸制度の導入が終了したこと，国と同様に世代間の給与配分の適正化を早期に図る必要が

あることから，平成25年度から経過措置の廃止に向けて措置することが必要

本県の支給実態や他県の措置状況等を勘案し，昨年の人事院勧告の考え方を基本としつつ，職員への支給実態

等を踏まえ，段階的に廃止する措置を講じることが適当

【具体的な廃止方法】

・平成25年度 経過措置額として支給されている給料の半額を減額して支給

（ただし，減額の上限は10,000円）

・平成26年度 当該給料の額のうち20,000円を超える部分についてのみ支給

・平成27年度 廃止（平成27年４月１日）

給与構造改革給与構造改革給与構造改革給与構造改革におけるにおけるにおけるにおける経過措置経過措置経過措置経過措置
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１１１１－－－－⑦⑦⑦⑦ 給与制度給与制度給与制度給与制度をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる諸課題諸課題諸課題諸課題（（（（そのそのそのその２２２２））））

50505050歳台後半層歳台後半層歳台後半層歳台後半層のののの職員職員職員職員のののの給与給与給与給与

①①①① 50505050歳台後半層歳台後半層歳台後半層歳台後半層のののの給与減額措置給与減額措置給与減額措置給与減額措置

国においては，50歳台後半層における給与水準の是正を図るために，当面の措置として，平成22年の較差を解

消するための措置を通じて，50歳台後半層の給与減額措置を実施しているが，本県では，本年においても職員給

与と民間給与とはほぼ均衡していること等から，実施しないことが適当。引き続き，国や他の都道府県の動向等

を注視しつつ，調査，研究

②②②② 昇給昇給昇給昇給・・・・昇格制度昇格制度昇格制度昇格制度のののの改正改正改正改正

本年，人事院は，世代間の給与配分を適正化する観点から，50歳台後半層における給与水準の上昇をより抑え

る方向で,平成25年１月１日から昇給・昇格制度の改正を行う必要があることを報告及び勧告

本人事委員会としては，基本的に給与制度については国の制度に準拠することが適当と考えるが，一方で，本

県では，昨年度に昇給制度を改正し平成25年４月から適用すること，教育職給料表の昇格制度について対応を検

討する必要があること，本年の勧告において，給与構造改革における経過措置の段階的な廃止等を平成25年４月

から実施することとしていることも考慮する必要があり，こうした本県の実情を勘案し，本年の改正は見送るこ

ととするが，昇給・昇格制度は給料表の重要な構成要素であることから，国に準じて早期に改正する方向で検討
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１１１１－－－－⑦⑦⑦⑦ 給与制度給与制度給与制度給与制度をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる諸課題諸課題諸課題諸課題（（（（そのそのそのその３３３３））））

自宅自宅自宅自宅にににに係係係係るるるる住居手当住居手当住居手当住居手当

国においては既に廃止され，他の都道府県においても半数以上の団体が廃止していること，また，制度を存続

している団体においても見直しを検討している団体が見受けられることを踏まえ，国や他の都道府県との均衡の

観点から，平成25年４月から廃止することが適当

給与構造改革給与構造改革給与構造改革給与構造改革におけるにおけるにおけるにおける経過措置経過措置経過措置経過措置のののの廃止等廃止等廃止等廃止等にににに伴伴伴伴うううう給与改定給与改定給与改定給与改定

給与構造改革における経過措置の廃止及び自宅に係る住居手当の廃止に伴い,職員の給与水準が低下するため，

民間給与との均衡や世代間の給与配分の適正化の観点から，手当の廃止等にあわせて，平成25年４月１日に適用

する給料表（医療職給料表㈠を除く）の備考欄等の給料月額に乗ずる割合の改定により給与水準の調整を行うこ

とが適当

産業構造産業構造産業構造産業構造，，，，組織形態組織形態組織形態組織形態のののの変化等変化等変化等変化等へのへのへのへの対応対応対応対応

人事院は来年度に向け，職種別民間給与実態調査の調査対象産業等の拡大，公務員と民間企業従業員との給与

比較のあり方等について検討を進めていくとされているが，当該調査の信頼性等を確保する上で，基本的には国

に準じていくことが適当であり，国の動向等を注視することが必要



-10-

①①①① 人材人材人材人材のののの確保確保確保確保とととと育成育成育成育成

国の新たな採用試験や他の都道府県の動向も踏まえ，多様で優秀な人材を確保するための採用試験のあり方

について不断の研究・見直しを行うとともに，人材育成戦略等に基づく人材育成の着実な実施に取り組むこと

が必要

②②②② 人事評価制度人事評価制度人事評価制度人事評価制度のののの充実充実充実充実

制度や評価に対する個々の職員の信頼を高める措置を講じるとともに，運用状況の検証を行いながら，人事

評価結果の任用や給与等への適確な反映など,人事評価制度の充実を図っていくことが必要

２２２２ 人事行政人事行政人事行政人事行政におけるにおけるにおけるにおける当面当面当面当面のののの諸課題諸課題諸課題諸課題（（（（そのそのそのその１１１１））））

人材人材人材人材のののの育成育成育成育成

①①①① 時間外勤務時間外勤務時間外勤務時間外勤務のののの縮減等縮減等縮減等縮減等

経営戦略会議等を中心とした業務改善等の強化により，一定の縮減が図られており，引き続き，職場の実態

に即した業務改善等を積極的に進め，時間外勤務の縮減を図っていくことが必要。また，年次有給休暇の取得

促進に向けた取組も重要であり,計画的な取得や取得しやすい環境整備等に積極的に取り組むことが必要

②②②② 両立支援両立支援両立支援両立支援のののの取組取組取組取組のののの推進推進推進推進

育児に関しては，各任命権者が特定事業主行動計画を策定し，計画的に両立支援の取組が行われており,特

に男性職員の育児参加については，引き続き休暇・休業制度の浸透を図るとともに，職場内で利用しやすい環

境づくりなどに取り組むことが必要

③③③③ 長距離長距離長距離長距離・・・・長時間通勤長時間通勤長時間通勤長時間通勤のののの解消解消解消解消

長距離・長時間通勤の実態を分析し，その解消を十分に意識した人事異動その他の計画的な人事管理など総

合的な方策により，長距離・長時間通勤を極力解消していくことが必要

仕事仕事仕事仕事とととと生活生活生活生活のののの調和調和調和調和（（（（ワークワークワークワーク・・・・ライフライフライフライフ・・・・バランスバランスバランスバランス））））にににに関関関関するするするする課題課題課題課題
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①①①① 高齢期高齢期高齢期高齢期のののの職員職員職員職員のののの雇用問題雇用問題雇用問題雇用問題

国家公務員の雇用と年金の接続については，再任用制度で対応する方針が決定。高齢期の職員の能力と経験

を活用し，平成25年度の定年退職者から新たな再任用制度を導入していくためには，長期的な視点に立った人

事管理などの諸課題を早急に検討し，方向性を明らかにすることが必要

②②②② 職員職員職員職員のののの健康管理健康管理健康管理健康管理

近年，精神疾患による病休者・休職者数が高い数値で推移しており，喫緊の課題。引き続き予防や早期発見

・早期対応の観点に立った取組が重要であり,また精神疾患の一因となる「パワーハラスメント」についても,

厚生労働省の提言等の周知や活用を図ることが必要

③③③③ 不祥事防止不祥事防止不祥事防止不祥事防止にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組のののの徹底徹底徹底徹底

飲酒事故やわいせつ行為による懲戒免職事案などの不祥事が相次いでおり,極めて遺憾。任命権者は引き続

き原因分析や再発防止策などの検証を行い，不祥事の防止に向けた取組の徹底が必要。職員においては，一人

一人が自らの職務と立場を理解し,強い責任感のもとで職務を全うする意識を高め，県民の信頼にこたえてい

くことが必要

④④④④ 公務員制度改革公務員制度改革公務員制度改革公務員制度改革

国家公務員に係る措置を踏まえ，地方公務員についても新たな労使関係制度を設けることを柱とする「地方

公務員制度改革について（素案）」が示されているところであり,自律的労使関係制度の措置等に関する国の

動向について，引き続き注視していくことが必要

２２２２ 人事行政人事行政人事行政人事行政におけるにおけるにおけるにおける当面当面当面当面のののの諸課題諸課題諸課題諸課題（（（（そのそのそのその２２２２））））

公務運営公務運営公務運営公務運営にににに関関関関するするするする課題課題課題課題
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平成12年と比べて，職員（行政職）数は約２割減少している一方，平均年齢は3.4歳上昇しています。

また，本年の30歳未満の年齢階層別職員構成比は１割を下回っております。

（注１） 行政職給料表の適用を受ける職員の状況を過去13年分掲載しています。

（平成12年は，行政システム改革推進計画の初年度となっています。）

（注２） 各年における値は，４月１日現在となっています。

参考資料参考資料参考資料参考資料－－－－①①①① 職員職員職員職員のののの構成構成構成構成

平均年齢平均年齢平均年齢平均年齢とととと職員数職員数職員数職員数のののの推移推移推移推移((((行政職給料表行政職給料表行政職給料表行政職給料表))))

6,213人

7,265人

7,838人

43.9歳

42.9歳

40.5歳

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000
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7,500

8,000
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（人）

40

41
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44

（歳）

職員数

平均年齢

年齢階層別職員構成比年齢階層別職員構成比年齢階層別職員構成比年齢階層別職員構成比((((行政職給料表行政職給料表行政職給料表行政職給料表))))

14.4

8.4

14.5

17.5

12.5

18.7

14.3

17.0

13.4

18.2

15.7

13.5

10.34.9

2.6

3.43.43.43.4

4.2

4.54.54.54.5
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16.116.116.116.1 19.219.219.219.2 17.417.417.417.4 17.917.917.917.9 13.913.913.913.9
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H24
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40-44 45-49 50-54 55歳以上
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特別給の支給月数は，本年は改定を行わないので，昨年と同じ年間支給月数となっています。

平均年間給与は，平成19年及び平成20年を除き，減少又は据置きとなっています。

（注） 平均年間給与増減額は，各年における給与改定前後の差

となっています。

参考資料参考資料参考資料参考資料－－－－②②②② 職員職員職員職員のののの給与給与給与給与

公民較差及公民較差及公民較差及公民較差及びびびび

特別給特別給特別給特別給のののの年間支給月数年間支給月数年間支給月数年間支給月数のののの推移推移推移推移

△ 0.02

△ 0.37

△ 0.02

0.39

0.28

△ 0.47

△ 0.00

△ 0.18

0.33

0.38

△ 0.04

4.65月

4.4月

3.95月
3.95月

4.5月4.5月

4.45月4.45月

4.4月

4.15月

3.95月
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（％）

3.8

4.0

4.2

4.4

4.6

4.8

（月）
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特別給の年間支給月数

平均年間給与増減額平均年間給与増減額平均年間給与増減額平均年間給与増減額のののの推移推移推移推移

△ 154
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0

△ 3

0

19
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平成14年を基準とした累計
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参考資料参考資料参考資料参考資料－－－－③③③③ 地方公務員給与決定地方公務員給与決定地方公務員給与決定地方公務員給与決定のののの原則原則原則原則とととと給与勧告給与勧告給与勧告給与勧告のののの意義意義意義意義

＜＜＜＜給与勧告給与勧告給与勧告給与勧告のののの意義意義意義意義＞＞＞＞

人事委員会の給与勧告制度は，民間企業のように労使交渉で給与を決めることができないこと（労働基本権

の制約)に対する代償措置として設けられているものであり，公務員に対し社会一般の情勢に適応した給与を確

保する機能を有しています。

この制度が適正に機能することは，将来にわたり効率的な公務運営を維持し，そのために必要とされる有為

な人材を確保・育成していくための基盤となるものです。

＜＜＜＜給与決定給与決定給与決定給与決定にににに関関関関するするするする原則原則原則原則＞＞＞＞

地方公務員の給与は，地方公務員法に定められている次の原則に基づいて，決定されなければならないとさ

れています。

１１１１ 情勢適応情勢適応情勢適応情勢適応のののの原則原則原則原則（地方公務員法第14条第１項）

地方公共団体は，この法律に基いて定められた給与，勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適

応するように，随時，適当な措置を講じなければならない。

２２２２ 職務給職務給職務給職務給のののの原則原則原則原則（地方公務員法第24条第１項）

職員の給与は，その職務と責任に応ずるものでなければならない。

３３３３ 均衡均衡均衡均衡のののの原則原則原則原則（地方公務員法第24条第３項）

職員の給与は，①「生計費」並びに②「国及び他の地方公共団体の職員」並びに③「民間事業の従事者の

給与」 ④「その他の事情」を考慮して定められなければならない。

４４４４ 条例主義条例主義条例主義条例主義（地方公務員法第24条第６項）

職員の給与，勤務時間その他の勤務条件は，条例で定める。
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本人事委員会では，公民給与の比較の基礎とするため，民間と職員の４月分給与（月例給）を調査した上で，精密に比較し，そ

の較差を解消することを基本に勧告を行っています。

また，特別給についても，民間の特別給（ボーナス）の過去１年間の支給実績を精確に把握し，民間の年間支給割合に職員の

特別給（期末手当・勤勉手当）の年間支給月数を合わせることを基本に勧告を行っています。

参考資料参考資料参考資料参考資料－－－－④④④④ 給与勧告給与勧告給与勧告給与勧告のののの手順手順手順手順

12月

今年

の

日程

７月

～

９月

10月

５月

～

７月

（勧告の取扱い決定）（給与条例の改正）

事業所別調査

 給与改定や

 雇用調整等の状況

職員給与の調査

全職種（行政職・公安職・教育職等）

約29,000人全員

民間給与の調査（職種別民間給与実態調査）

（企業規模50人以上，かつ，事業所規模50人以上）

【母集団約1,200事業所から約300事業所を層化無作為抽出】

ボーナスの支給状況

（昨年８月～本年７月）

従業員別調査

民間と職員（行政職）の給与を比較（公民比較）

職務の種類，責任の度合，学歴，年齢階層等を同じくする者同士の給与を比較

（ラスパイレス方式）

 民間の特別給の

 年間支給割合との比較

県議会 県知事
条例案提出

給料表・諸手当の改定内容を決定

 ４月分給与

 約12,000人対象

 ※給与改定の有無に関わらず調査

 ４月分給与

 （行政職約6,100人対象）

  人事院勧告，他の都道府県

  の動向等を考慮

　各任命権者，職員団体等の

　要望・意見を聴取

情勢適応の原則（民間準拠）
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参考資料参考資料参考資料参考資料－－－－⑤⑤⑤⑤ 民間給与民間給与民間給与民間給与とのとのとのとの比較方法比較方法比較方法比較方法（（（（ラスパイレスラスパイレスラスパイレスラスパイレス比較比較比較比較））））

個々の職員に民間の給与額を支給したとすれば，これに要する支給総額（A）が現に支払っている支給総額（B）に比べてどの程

度の差があるかを算出しています。

具体的には，次のとおり，役職段階（責任の度合），学歴，年齢階層別の職員（行政職）の平均給与と，これと条件を同じくする民

間の平均給与のそれぞれに職員数を乗じた総額を算出し，両者の水準を比較しています。これは，条件の相違を一切考慮しない

単純平均で比較する方法に比べて，より精確に給与水準の実態を反映したものとなっています。

 1級：主事 係員 大学卒 22・23歳

 2級：主事 主任 短大卒 22・23歳

 3級：主任

 4級：主査

係長 高校卒 22・23歳

 5級：主幹

 6級：参事

課長代理 中学卒 22・23歳

 7級：本庁課長

 8級：本庁部長

課長

 9級：本庁局長 部長等

（職員給与総額(Ｂ)）（学歴） （年齢）

（役職段階）

（民間給与総額(Ａ)）

　　職員 民間

÷職員総数

＝391,685円（ａ） ＝391,701円（ｂ）

民間給与総額

÷職員総数

　職員：

　行政職

職員給与総額

　民間：

　給与の比較

　対象職員

22･23歳

24･25歳

26･27歳

民間給与×職員数

20･21歳

職員給与×職員数

民間給与×職員数 職員給与×職員数

18･19歳 民間給与×職員数 職員給与×職員数

16･17歳 民間給与×職員数 職員給与×職員数

各役職段階ごとに１級と係員の

場合と同様，学歴別，年齢階層

別に民間給与と職員給与を算

定

本年本年本年本年のののの較差較差較差較差　　　　△△△△１６１６１６１６円円円円（（（（△△△△００００．．．．００００００００％）　％）　％）　％）　算定方法算定方法算定方法算定方法（ａ（ａ（ａ（ａ)- ()- ()- ()- (ｂｂｂｂ))))

　【比較方法】

　  大卒，22・23歳・民間係員

 　 平均給与　○○○○○○円

  　大卒，22・23歳，1級（主事）

  　職員数

×

  　大卒，22・23歳，1級（主事）

  　平均給与　○○○○○○円

  　大卒，22・23歳，1級（主事）

  　職員数
×

(※)

※　 民間の役職段階は，

   企業規模500人以上の

   事業所の場合です。

比較

22･23歳


