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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

職員１人当たりの平均年間給与は△0.3万円となる。 （月例給△0.2万円，期末手当・勤勉手当△0.1万円）

本年の民間給与との較差（△147円・△0.04％）等を踏まえ，

① 50歳台を中心に，40歳台以上を念頭においた引下げを行う国の俸給表に準じて給料表を

改定（医療職給料表(一)等を除く。）

② 給料表の改定後，職員給与と民間給与の較差の均衡を図るため，給料表の備考欄等によ

り，一律の水準調整を実施

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（3.97月分）を考慮し，職員の年間支給月数（3.95月）の改定は行わない

・ この改定を実施するための条例の公布の日の属する月の翌月の初日（公布の日が月の初日で
あるときは，その日）から実施

・ ４月からの民間給与との較差の均衡を図るため，月例給が減額となる職員等の24年３月の期末
手当を減額調整して支給

改定改定改定改定のののの実施時期等実施時期等実施時期等実施時期等

平均年間給与平均年間給与平均年間給与平均年間給与
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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529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，29,534人となっています。
このうち，一般行政職員は6,281人で，全体の21.3％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，17,466人で，全体の59.1％となり過半数を占めています。
また，職員の平均年齢は43.6歳となっています。

職員数職員数職員数職員数
29292929,,,,534534534534人人人人

教育職（二） 15.2％教育職（三） 43.9％

研究職 1.0％

医療職（一） 0.1％
医療職（二） 1.0％
医療職（三） 0.2％

教育職
  59.1％

行政職
  21.3％

公安職
  17.3％

その他
  2.3％

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

6,281
(6,416)

43.8
(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

4,485
(4,525)

46.0
(46.1)

 公安職給料表  警察官 5,117
(5,108)

38.7
(38.8)

 研究職給料表  研究員 285
(288)

42.6
(42.1)

 教育職給料表（三）（イ）  小学校・中学校の教員 12,981
(13,075)

44.6
(44.8)

 医療職給料表（二）  栄養士，獣医師 278
(281)

44.9
(45.4)

 医療職給料表（一）  医師 39
(39)

37.7
(37.2)

 全給料表 29,53429,53429,53429,534
(29,803)

43.643.643.643.6
(43.7)

 医療職給料表（三）  保健師，看護師 68
(71)

46.6
(46.6)
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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1,166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310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37事業所を除く，273事業所について調査を完了しました。

企業規模 
規　模　計 500人以上

100人以上
500人未満

100人未満
 産　　業

事業所 事業所 事業所 事業所

219

抽 出 事 業 所 310310310310 142 109 59

調 査 対 象 事 業 所
（ 母 集 団 ）

1,1661,1661,1661,166 479 468

調査事業所（産業計） 273273273273 130 92

51 55

51

鉱 業 ， 採 石 業 ，

30 21 2 7砂 利 採 取 業 ，
建 設 業

28

電 気 ・ ガ ス ・ 熱 供 給 ・

44 25 11 8水道業，情報通信業，
運 輸 業 ， 郵 便 業

製 造 業 134

卸 売 業 ， 小 売 業 34 20 7

6 12

7

金 融 業 ， 保 険 業 ，

12 7 5 0不 動 産 業 ，
物 品 賃 貸 業

1医 療 ， 福 祉 ，
サ ー ビ ス 業

調査不能等事業所 37373737 12 17 8

教 育 , 学 習 支 援 業 ，

19

産業別の調査事業所

製造業
49.1％

電気・ガス・熱供給・
水道業，情報通信業，

運輸業，郵便業
16.1％

卸売業，小売業
12.5％

計計計計
273273273273

教育,学習支援業，
医療，福祉，サービス業

7.0％

金融業，保険業，
不動産業，物品賃貸業

4.4％鉱業，採石業，
砂利採取業，建設業

11.0％
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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（新規採
用者を除く6,172人･平均年齢44.2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△147円（△0.04％）は，国の俸給表に準じて給料表を改定したうえで，給料表の備
考欄等により，一律の水準調整を行うことで解消します。

※ 給与改定の水準調整においては，小数点第２位までの調整率を用いるので，較差と給与の改定後の引下げ
額が一致しません。

職員給与職員給与職員給与職員給与

391391391391,,,,200200200200円円円円比比比比　　　　較較較較

民間給与民間給与民間給与民間給与

391391391391,,,,053053053053円円円円

    給料給料給料給料　　　　　　　　　　　　△△△△154154154154円円円円
　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 ((((△△△△0000....04040404％％％％))))

 はね はね はね はね返返返返りりりり分分分分            △△△△6666円円円円
　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 ((((△△△△0000....00000000％％％％))))

較差較差較差較差△△△△147147147147円円円円
((((△△△△0000....04040404％％％％))))

　地域手当等のように，給料等の一定割合で手
当額が定められているため，給料等の改定に伴
い手当額が増減する分をいいます。

○　給料表(医療職給料表(一)等を除く)は，水
　 準調整の結果，中高齢層を引き下げ，それ
 　以外の層を引き上げる改定になっています。

○　給与構造改革による給料表水準の引下
　 げに伴う経過措置額も合わせて，引き下げ
　 ます。

（対前年比　　1,848円）（対前年比　   232円）
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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3.97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おおむね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： H22「民間3.96月分→職員3.95月」。 H21「民間4.13月分→職員4.15月」。H20「民間4.48月分→職員4.50月」。 ）

年　間　支　給　月　数

２．６０月

１．３５月

部長級以上の職員
２．２０月

１．７５月

その他の職員
勤勉手当

期末手当

区　　分

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....９７９７９７９７月分月分月分月分

据置据置据置据置きききき

（0.02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。

0.28％1,089円

0.39％1,513円

　　　　　△0.02％△88円

　　　　　△0.02％△61円

△0.37％△1,435円

△0.05％

3.95月

3.95月 　　　　　- △0.3万円

平成22年 1,469円 0.38％

平成23年 △147円 △0.04％

0.29％

△0.20月 △5.9万円 △0.92％

△0.35月 △15.6万円 △2.38％

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

平成17年

平成18年

　　　　　- 　　　　　-平成16年

4.45月

4.45月 　　　　　- 　　　　　-

4.40月 　　　　　-

0.05月 △0.3万円 △0.05％

平成15年 1,282円 0.33％ 4.40月

△0.05月 △15.4万円 △2.29％

△0.25月 △17.4万円 △2.63％

平成14年 △1,868円 △0.47％ 4.65月

対前年増減年間支給月数

公民較差

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

平成21年 △691円 △0.18％ 4.15月
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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ⅰⅰⅰⅰ

①①①① 給与構造改革給与構造改革給与構造改革給与構造改革のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況

・ 国においては，平成18年度から地域の民間賃金をより適切に反映させるための地域間給与配分の
見直し，年功的給与上昇の抑制，職務・職責に応じた俸給構造への転換等の給与構造改革を進め，
昨年度，当初予定していた制度の見直し等をすべて終了

・ 本県においても，平成23年４月から県内に勤務する職員へ支給する地域手当の暫定的な支給割合
等による措置を廃止し，支給地域及び支給割合を固定したところであり，これにより当初予定して
いた諸制度の導入が終了

②②②② 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

・ 平成18年度からの給与構造改革においては，給料表水準の平均4.8％（最大約７％）の引下げを
行ったが，この引下げによる職員への影響等を考慮し，国と同様の経過措置を講じてきた。本年,
人事院は高齢層における官民の給与差の状況，平成25年度からの定年の段階的な引上げを見据え，
経過措置額の廃止を勧告

・ 本人事委員会としては，給与構造改革に伴う諸制度の導入が終了したこと等を踏まえ，経過措置
額を国に準じて早期に廃止することが適当と考える。一方，本県職員への支給実態等を踏まえる必
要があることから，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，来
年度に向け検討

給与構造改革給与構造改革給与構造改革給与構造改革へのへのへのへの対応対応対応対応
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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ⅱⅱⅱⅱ

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

昨年，国が較差解消のため,当面の措置として導入した50歳台後半層の職員の給与抑制措置については,
本年における民間給与と職員給与との比較においても，国ほど大きな較差が生じていないこと等から実施
しないことが適当。なお，50歳台後半層の職員の給与については,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

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

民間給与と職員給与の較差への影響や，職員の居住実態，手当の定着度合いを考慮する必要もあること
から，本年の改定は見送ることが適当と考えるが，国においては既に廃止され，他の都道府県においても
廃止する傾向が続いていることから，引き続き，他の都道府県の動向等を注視し，調査，研究

特地勤務手当等特地勤務手当等特地勤務手当等特地勤務手当等

国の特地官署等の指定の見直しを踏まえて検討したところ，国の指定基準は簡素で客観的なものとなっ
ており，これまで国の特地官署等の改定に準じてきたことから，平成24年４月から国の改定に準じて特地
公署等の指定の見直しを行うことが必要

へきへきへきへき地手当等地手当等地手当等地手当等

へき地教育振興法の一部改正に伴い，平成24年４月からへき地学校等の指定が文部科学省令で定められ
る基準を参酌して都道府県の条例で定めることとされたことを踏まえ，指定の基準について本県の実情に
あったものとなるように見直すことが必要
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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・見直しを行っていくことが必要

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
個々の職員の制度や評価に対する信頼性を高める措置を講じながら，評価結果の任用や給与等への

活用を進めるなど，職員の能力・実績に基づく人事評価制度の充実を早期に図っていくことが必要

２２２２－－－－①①①① 人材人材人材人材のののの育成育成育成育成，，，，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にににに関関関関するするするする課題課題課題課題

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縮減縮減縮減
管理監督者に対し，所掌する事務・事業内容を的確に把握し，職員の心身両面の健康に配慮しつつ,

勤務時間の適正な管理を行うよう徹底しながら，職場の実態に即した業務改善等により時間外勤務の
縮減を図っていくことが必要

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
・ 男性職員の育児参加については，制度の利用実態に大きな改善が見られない状況にあり，引き
続き職場内で制度を利用しやすい環境づくりなどに取り組むことが必要

・ １か月以下の育児休業を取得した職員について，国に準じて期末手当の支給割合を減じない措
置が必要

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・長時間通勤の現状を踏まえ，その解消を十分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

人事院は，国家公務員の定年を段階的に65歳まで引き上げる意見の申出を行ったところである。高

齢期の職員の雇用問題は，給与制度も含めた採用から退職に至るまでの人事管理全体に影響を及ぼす

問題であり，法改正等の国の動きを注視しつつ，制度改正に向けた具体的な検討を進めていくことが

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

・ 精神疾患による休職者が多数にのぼっており，職員が気軽に悩み事等の相談ができるよう相談

体制の充実等，予防や早期発見・早期対応の観点に立った取組が重要

・ 病気休暇制度については，昨年度，国において見直しが行われたところであり，国や他の都道

府県の状況等を踏まえた制度見直しが必要

③③③③ そのそのそのその他他他他

地方公務員についても，国家公務員と同様の新たな労使関係制度を設けるという基本的な考え方が

示されており，自律的労使関係制度の措置に関わる国の動向を十分注視することが必要

２２２２－－－－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

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3.3歳上昇しています。

なお，昨年まで上昇していた平均年齢は，今年上昇が止まっています。

（注１） 行政職給料表の適用を受ける職員の状況を過去12年分掲載しています（次ページも同様です）。
（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

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））））
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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
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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

（注） 例年，民間給与の調査等を５月から６月にかけて行い，７月から10月上旬にかけて勧告内容の検討をし，勧告を行っています。

12月

今年
の

日程

９月

～

10月

10月

６月
～

８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30,000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11,000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6,200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：主任主査
 6級：担当監

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：
　行政職

　民間：
　給与の比較
　対象職員

（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

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「係員：1級」と
同様，学歴別，年齢階層別に民
間給与と職員給与を算定

　【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。

22･23歳

職員給与総額
÷職員総数

＝391,053円（ａ） ＝391,200円（ｂ）

民間給与総額
÷職員総数本年本年本年本年のののの較差較差較差較差　　　　△△△△１４７１４７１４７１４７円円円円（（（（△△△△００００．．．．０４０４０４０４％）　％）　％）　％）　算定方法算定方法算定方法算定方法（ａ（ａ（ａ（ａ)- ()- ()- ()- (ｂｂｂｂ)))) 比較


