
第1編

 第1章 人材の確保及び育成

◉　新型コロナウイルス感染症の影響等による人材確保をめぐる状況の変化を踏まえ、イ
ベントのオンライン化を更に進めつつ、各府省や大学等と連携しながら、人材確保活動
を積極的に展開するとともに、国家公務員採用試験の申込者数の減少要因を定量的に把
握するための調査・分析も実施した。
◉　政府からの要請を受けて必要な検討を行い、国家公務員採用試験に「デジタル」区分
を新設するなどした。
◉　各府省における民間人材の確保を支援するため、任期付職員の採用について、各府省
限りで採用できる範囲を拡大したほか、経験者採用試験について、周知・広報活動を実
施した。
◉　女性の採用・登用に係る各府省の目標達成に向けた支援のため、政府の取組と連携し
つつ、公務志望者拡大に向けた広報活動の展開、女性の活躍支援のための研修の充実、
勤務環境の整備を行った。

1 志望者拡大に向けた取組
国家公務員採用試験の申込者数は減少傾向が続いており、2021年度総合職試験の申込者数
について見ると、前年度に比べ12.6％減少するなど、公務において高い能力と意欲を持った人
材を確保していく上で、非常に厳しい状況となっている。
令和3年度においては、これまで顕在化していた若者の進路選択の早期化や就業意識の多様
化に加え、前年度から続く新型コロナウイルス感染症の影響により、大学の講義や民間企業等
における採用選考活動等のオンライン実施が常態化するなど、人材確保をめぐる状況も大きく
変化した。
このような状況下において、人事院としては、学生等へのアピールの機会を可能な限り確保
し、国家公務員採用試験の申込者数を増加させるため、各種イベントの更なるオンライン対応
を進め、各府省や大学等とも連携しながら人材確保活動を積極的に展開するとともに、公務を
志望しなかった学生を対象とする調査・分析を実施した。本年度新たに行った主な取組は以下
のとおり。
①公務志望者の裾野拡大に向けた取組を強化するためには、公務が忌避される理由を定量的
に把握することが必要であることから、国家公務員を志望しなかった学生も対象とした調査を
初めて実施した（詳細については、第1編第2部「人材確保に向けた国家公務員採用試験の課
題と今後の施策」のとおり）。この調査の分析結果により、公務が就職先として選択されな
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かった理由や公務に対するイメージ等を定量的に把握することができた。
②官民問わず人材獲得競争が特に激しい理学や工学等の技術系人材確保に向けた活動を強化
するため、各府省の協力の下、技術系の国家公務員が活躍する職場を直接訪問し、仕事の魅力
をリアルに体感しつつ、技術系業務に関心を持ってもらうことを主な目的として、職場訪問型
イベント「技術×国家公務員仕事OPEN」を新たに実施した。
本イベントにおいては、多くの参加者を得るとともに、参加者アンケートからは、職場の様
子や雰囲気などを感じることができて参考になった旨の回答が多く寄せられた。
③公務志望者を対象として、各府省が参加するオンラインによる合同業務説明会「中央省庁
WEBフェスタ」や、毎回異なるテーマで国家公務員の魅力に迫るオンライン企画「WEB国家
公務員セミナー」を新たに実施するなど、時間と場所の制約を受けずに参加できるオンライン
イベントの開催回数を増やした。
また、「国家公務員試験採用情報Twitter」における配信を頻繁に行い、各府省と連携した
企画を行うなど、SNS等を活用した情報発信を強化するとともに、公務志望者により具体的な
公務のイメージを持ってもらえるよう、採用試験・業務説明会等に関する情報、各府省が求め
る人物像、現役職員からのメッセージなど幅広い情報を積極的に発信した。

2 「デジタル」区分の新設等
「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」（令和2年12月25日閣議決定）において、令
和4年度以降の実施に向けて総合職試験に新たな区分（「デジタル」（仮称））を設けることや、
出題などに関する検討を人事院に要請することとされた。これを受けて、人事院では情報系の
専門的な素養を持つ有為の人材の確保を推進する観点から検討を行い、令和3年6月30日、規
則8－18（採用試験）を改正し、同年12月1日から施行した。当該改正により、令和4年度の
国家公務員採用試験から、総合職試験（院卒者試験・大卒程度試験）に「デジタル」区分を新
設し、また、一般職試験（大卒程度試験）の「電気・電子・情報」区分について、試験内容を
見直した上で、「デジタル・電気・電子」区分に変更した。
人事院は、「デジタル」区分等が受験者層に広く認知されるよう、SNSや専門誌等を通じ、
積極的に情報発信を行った。

3 民間人材の活用
民間人材の活用に関しては、人事院は、各府省において必要な様々な専門分野の民間人材を
確保することができるよう支援するための取組を積極的に進めている。
本年度新たに行った主な取組としては、任期付職員法に基づく任期付職員の採用について、
令和3年10月1日に関係通知を発出し、採用予定者の専門性等のほか、公務及び任用の公正性
の確保等に関する要件をあらかじめ明示して、これらを満たす場合には、人事院の事前承認の
手続を不要とすることにより、各府省限りで任期付職員を採用できる範囲を拡大した（同年
11月1日施行）。
また、経験者採用試験については、令和3年7月にオンラインによる各府省合同業務説明会
を開催したほか、民間転職イベントへの個別ブース出展を行うなどの各種媒体による周知・広
報活動を内閣官房内閣人事局とともに行った。
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第1編4 女性の採用・登用の拡大
女性の採用・登用の拡大について、人事院は、政府の取組と連携しつつ、「女性国家公務員
の採用・登用の拡大等に向けて」（平成27年事務総長通知）に基づいて、各府省における目標
達成に向けた取組を支援している。
具体的には、各府省と連携して、公務への関心を高めてもらうことを目的とした「女性のた
めの公務研究セミナー」や様々な切り口で性別に関わりなく公務への関心を高めてもらうこと
を目的とした「WEB国家公務員セミナー」を展開し、より多くの女性に公務を志望してもら
えるように情報発信を行った。また、女性職員の登用が進むよう、女性職員の能力を伸長させ
活躍を支援するための「本府省女性職員キャリアアップ研修」について、マネジメント能力の
開発や今後のキャリア形成につなげるための講義内容を充実させた。さらに、育児休業の取得
回数制限を緩和する育児休業法改正についての意見の申出や不妊治療のための「出生サポート
休暇」の新設を行うなど、妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援制度の拡充を進めるととも
に、ハラスメント防止対策等の良好な勤務環境の整備を推進した。

5 研修を通じた人材育成
（1）研修の企画における取組

公務職場全体の魅力を高め、個々の職員がその能力や経験を十全に発揮し、意欲を持っ
て全力で働くことのできる環境を実現するためには、幹部職員や管理職員が組織マネジメ
ントに真摯に取り組むことが極めて重要であるとの認識の下、マネジメント能力のかん養
を図るための研修の充実に向けた取組を進めた。具体的には、幹部に対する役割認識の徹
底のための研修をマネジメントに重点を置いた研修として充実させるとともに、行政研修
（課長級）において課長としてのマネジメント力を向上させるためのコースを新設し、試
行することとした。また、民間企業での実務経験を有する者などの採用が増加傾向にある
ことを踏まえ、実務経験者に対する研修の教材等の充実を図ることとし、これらの内容を
反映した令和4年度研修実施計画を策定した。

（2）研修の実施における取組
令和3年度は、その時々、また、地域ごとに異なる新型コロナウイルス感染症に係る状
況を踏まえ、研修計画を柔軟に変更しながらインターネットを活用してオンラインで研修
を実施し、研修機会を確保した。また、オンラインでの実施に合わせた研修内容の充実に
努めた。具体的には、ウェブ会議システムの機能を活用し班別での討議を行うなど、参加
型カリキュラムの充実に積極的に取り組んだほか、地方や海外在住の講師からの指導、
バーチャルツアーによる現場訪問など、オンラインの長所を生かした試みを行った。
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 第2章 妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援

◉　令和3年8月10日、男性職員による育児の促進や女性職員の活躍促進を更に進めるた
めの方策の一つとして、育児休業の取得回数制限を緩和する育児休業法改正について、
国会及び内閣に対して意見の申出を行った。あわせて、妊娠、出産、育児等と仕事の両
立支援のため、規則の改正等により、休暇の新設、休業等の取得要件緩和等を措置する
ことを表明した。
◉　令和4年1月、常勤職員・非常勤職員ともに不妊治療のための休暇（通称「出生サポー
ト休暇」）を新設した。
◉　非常勤職員について、令和4年1月、配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇を新
設し、産前休暇及び産後休暇を有給化するとともに、同年4月、育児休業、介護休暇等
の取得要件を緩和した。

1 男性職員の育児休業取得の促進等
（1）育児休業法改正についての意見の申出

男性職員による育児の促進について、人事院はこれまで、育児と仕事の両立支援制度の
累次の改正やその周知などを行ってきた。また、政府においても、男性職員の育児に伴う
休暇・休業の取得を促進するための取組が進められている。これらにより、男性職員の育
児休業取得率は着実に増加してきているが、女性職員と比べていまだ低い水準にあり、休
業期間も短い状況にある。
「少子化社会対策大綱」（令和2年5月29日閣議決定）では、男性の育児休業取得や育児
参画を促進するための取組を総合的に推進することとされた。また、令和3年6月9日に
は、民間労働者について、男性の育児休業取得促進等のための「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及び雇用保険法の一部を改正する法律」
（令和3年法律第58号。以下「民間育児・介護休業法等改正法」という。）が成立した。
国家公務員についても、夫婦交替等での取得を容易にし、男性職員による育児の促進や
女性職員の活躍促進を更に進めるためには、職員の育児と仕事の両立を支援するための休
暇や休業をより柔軟に取得できるものとする必要がある。その方策の一つとして、育児休
業の取得回数制限を緩和することが適当であると認め、令和3年8月10日、人事院は、国
会及び内閣に対して育児休業法の改正についての意見の申出を行った。
意見の申出の概要は、育児休業を原則2回まで（現行：原則1回まで）取得可能とする
とともに、この原則2回までとは別に、子の出生後8週間以内に育児休業を2回まで（現
行：1回まで）取得可能とするものである。この改正は、民間育児・介護休業法等改正法
の改正事項のうち育児休業の分割取得等に係る施行日（令和4年10月1日）から遅れるこ
となく実施することを求めた。

（2）妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援のために一体的に講じる休暇・休業等に関する措
置
（1）の意見の申出に併せて、人事院は、妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援のため、
規則の改正等により、休暇・休業等に関する措置を一体的に講じることを表明した。これ
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第1編
らの措置の概要は、次のとおりである。
ア　育児休業の取得回数制限の緩和を踏まえた措置
①　子の出生後8週間以内の育児休業について請求期限を2週間前まで（現行：1月
前まで）に短縮
②　育児参加のための休暇の対象期間を子が1歳に達する日まで（現行：産後8週間
を経過する日まで）に拡大
③　期末手当・勤勉手当における在職期間等の算定について、子の出生後8週間以内
における育児休業の期間と、それ以外の育児休業の期間は合算しないこととする措
置

イ　不妊治療のための休暇の新設（2で述べるとおり）
ウ 　非常勤職員の育児休業等の取得要件緩和、配偶者出産休暇等の新設等（3で述べる
とおり）
エ　各省各庁の長等に対する次の措置等の義務付け
①　本人・配偶者の妊娠・出産等を申し出た職員に対する育児休業制度等の周知及び
育児休業の取得意向の確認のための措置
②　育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置（研修の実施、相談体制の
整備等）
③　育児休業の取得状況の報告（人事院により公表）
これらの措置のうち、アは（1）の育児休業の取得回数制限の緩和の実施時期に合わせ
て実施し、エは令和4年4月1日から実施することとした。

（3）意見の申出の取扱い
人事院の意見の申出に基づき、「国家公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、
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及び雇用保険法の一部を改
正する法律の一部を改正する法律案」が令和4年2月1日に閣議決定され、同日、第208回
国会に提出された。同法案は、衆議院内閣委員会、参議院内閣委員会における審議を経
て、同年4月6日の参議院本会議で可決・成立し、同月13日に「国家公務員の育児休業等
に関する法律及び育児休業、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
律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律」（令和4年法律第19号）
が公布された。

（4）規則等の改正
（2）で述べた規則の改正等により措置を講じることを表明した事項のうち、（2）エの各
省各庁の長等に対する措置等の義務付けを実施するため、令和4年2月17日、規則19－0
（職員の育児休業等）を改正する規則等を公布・発出し、同年4月1日から施行した。
また、各省各庁の長等が義務付けられた措置を講じる際に活用できるよう、規則等の施
行に向けて、制度周知のための資料、研修教材等を作成して各府省等に提供し、各府省等
における育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置の円滑かつ効果的な実施を
支援した。

2 不妊治療のための休暇の新設
不妊治療と仕事の両立については、人事院は、令和2年の人事院勧告時の報告において、「不
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妊治療と仕事の両立に関する実態や職場環境の課題等を把握し、必要な取組の検討を進めてい
く」と言及した。これを受けて、令和3年1月から2月にかけて一般職の国家公務員を対象と
したアンケートを実施したところ、不妊治療と仕事の両立を支援する措置について、職員の
ニーズがあること等が確認でき、有識者からも、仕事を続けながら治療を受けることができる
環境の整備が重要であるとの意見があった。
人事院は、令和3年8月10日の人事院勧告時の報告において、「少子化社会対策大綱」では
不妊治療と仕事の両立のための職場環境整備を推進することが掲げられ、民間企業においては
取組を促進するための各種施策が講じられていることや不妊治療への保険適用拡大に向けた検
討も進められている状況を踏まえ、「不妊治療を受けやすい職場環境の整備は、社会全体の要
請であり、公務においても不妊治療と仕事の両立を支援する必要性は高いと考えられることか
ら、職員の不妊治療のための休暇（有給）を新たに設ける」ことを表明した。同年12月1日、
休暇の新設等の措置を講じるための規則15－14（職員の勤務時間、休日及び休暇）及び規則
15－15（非常勤職員の勤務時間及び休暇）等を改正する規則等を公布・発出し、令和4年1月
1日から施行した。休暇の期間は原則として年に5日（体外受精等に係る通院等の場合は更に5
日加算）とし、有給とした。
人事院は、規則等の施行に向けて、休暇の通称を「出生サポート休暇」とし、休暇を利用し
やすくするため、リーフレット、職員向けQ&A等を活用して周知・啓発を行った。

3 非常勤職員の休暇の新設及び育児休業の改善
妊娠、出産、育児等のライフイベントが生じ得ることは常勤・非常勤といった勤務形態で変
わるものではないことから、（1）の意見の申出に併せて、人事院は、非常勤職員についても休
暇・休業等に関する措置を一体的に講じることを表明した。これらの措置の概要は、次のとお
りである。

ア　妊娠・出産・育児に係る休暇の新設・有給化
①　不妊治療のための休暇を新設（2で述べたとおり）
②　配偶者出産休暇・育児参加のための休暇を新設（有給）
③　産前休暇・産後休暇を有給化
イ　育児休業・介護休暇等の取得要件の緩和
①　育児休業・介護休暇・育児時間・介護時間の取得要件のうち、1年以上の在職期
間の要件を廃止
②　子の看護休暇・短期介護休暇の取得要件のうち、6月以上の継続勤務の要件を緩
和
③　子の出生後8週間以内の育児休業の取得要件を緩和
ウ　子が1歳以降の育児休業の取得の柔軟化

これらの措置のうち、ア②・③の措置を講じるため、2の不妊治療のための休暇の新設と併
せて、令和3年12月1日に規則15－15を改正する規則等を公布・発出し、令和4年1月1日か
ら施行した。
また、イ①・②の措置を講じるため、1（4）の各省各庁の長等に対する措置等の義務付けと
併せて、令和4年2月17日に規則19－0を改正する規則等を公布・発出し、同年4月1日から
施行した。

第2章 妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援
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第1編
なお、イ③及びウの措置については、1（1）の育児休業の取得回数制限の緩和の実施時期に
合わせて実施することとしている。
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 第3章 良好な勤務環境の整備

◉　令和2年度に各府省において上限を超えて超過勤務を命じた職員の状況を把握すると
ともに、必要な指導等を行った。
◉　令和4年1月より「テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方
に関する研究会」を開催している。
◉　オンラインによる「こころの健康相談室」の開設に向けた準備を行うとともに、スト
レスチェックを活用した職場環境改善の具体的な取組を各府省に示した。

1 長時間労働の是正
国家公務員の超過勤務については、平成31年4月から、規則15－14（職員の勤務時間、休
日及び休暇）により、超過勤務を命ずることができる上限を設定している。ただし、大規模災
害への対処等の重要な業務であって特に緊急に処理することを要する業務（以下「特例業務」
という。）に従事する職員に対しては、上限を超えて超過勤務を命ずることができるが、その
場合には、各省各庁の長は、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければな
らないこととしている。
各府省において上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員について、令和2年度の状況を人事
院が把握したところ、その状況は表1から表3のとおりである。他律的業務の比重の高い部署
（以下「他律部署」という。）では13.6％、他律部署以外の部署（以下「自律部署」という。）
では7.0％であった。このうち、本府省の他律部署においては25.2％が上限を超えて超過勤務
を命ぜられており、上限の基準別では、1箇月について100時間未満の上限を超えた職員が
13.8％、2箇月から6箇月の平均で80時間以下の上限を超えた職員が18.1％となっていた。

表1 　上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員の割合（他律部署）
全体 本府省 本府省以外

13.6％ 25.2％ 2.1％
※　％は他律部署における年度末定員の総数を100とした場合
　　（〔基準別で見た場合〕の表についても同様）

〔基準別で見た場合〕
全体 本府省 本府省以外

1月100 時間未満 7.2％ 13.8％ 0.7％
年 720 時間以下 5.6％ 11.0％ 0.3％
2～6月平均 80 時間以下 9.5％ 18.1％ 1.0％
月45 時間超は年 6 回まで 9.6％ 18.0％ 1.2％

第3章 良好な勤務環境の整備
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第1編

上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員が従事した主な特例業務としては、大規模災害への
対処、重要な政策に関する法律の立案、他国又は国際機関との重要な交渉のほか、新型コロナ
ウイルス感染症対策関連業務（国民の感染防止、事業者支援対策等）、予算・会計関係業務、
人事・給与関係業務、国会対応業務等があった。
特に、令和2年度においては、年間を通じて新型コロナウイルス感染症対策関連業務が発生
していたこと等により、令和元年度よりも上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員が増加して
いる。
人事院としては、各府省に対し、特例業務の範囲や、他律部署の指定の考え方について統一
が図られるよう指導を行うとともに、月100時間以上等の長時間の超過勤務を行う職員に対す
る医師の面接指導を徹底すること、上限超えを回避するために業務分担や人員配置の見直しに
取り組むこと等について指導を行った。
令和3年8月10日の人事院勧告時の報告においては、各府省において業務の合理化等を行っ
た上で業務量に応じた要員が確保される必要があることについて指摘するとともに、国会対応
業務の改善を通じた国家公務員の超過勤務の縮減について、国会等の一層の理解と協力を求め
ており、これに基づき関係方面への働きかけを行った。
令和4年度からは、超過勤務の縮減に向けた指導を徹底するため、勤務時間調査・指導室を
新設し、各府省における制度の運用状況をよりきめ細かく把握して、必要な助言・指導を行う
こととしている。

2 テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の研究
新型コロナウイルス感染症への対応を契機として、官民を問わずテレワークによる働き方が
広がってきている。人事院は、令和3年の人事院勧告時の報告において「各府省の取組状況や
民間の動向等を踏まえつつ、現行のフレックスタイム制の柔軟化など、テレワーク等の柔軟な
働き方に対応した勤務時間制度等の在り方について検討を行うため、有識者による研究会を設
ける」旨を表明した。
令和4年から、「テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する

表2 　上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員の割合（自律部署）
全体 本府省 本府省以外
7.0％ 14.1％ 6.6％

※　％は自律部署における年度末定員の総数を100とした場合
　　（〔基準別で見た場合〕の表についても同様）

〔基準別で見た場合〕
全体 本府省 本府省以外

1月45 時間以下 6.3％ 13.5％ 5.9％
年 360 時間以下 3.9％ 8.3％ 3.6％

表3 　他律部署の指定状況（令和2年度）
全体 本府省 本府省以外

25.9％ 76.0％ 15.6％
※　％は全部署（他律部署＋自律部署）における年度末定員総数を100とした場合
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研究会」（座長：荒木尚志東京大学大学院法学政治学研究科教授）を開催しており、第1回を1
月31日、第2回を2月28日にそれぞれ開催し、令和4年度も引き続き検討を行うこととしてい
る。

3 心の健康づくりの推進等
令和2年度中に心の健康の問題により1箇月以上の期間勤務しなかった長期病休者の率は
1.54％と、令和元年度に比べ0.03ポイント上昇しており、特に若年層の長期病休者の率は上昇
傾向が続いている。
このため、人事院は各府省に対して、長時間勤務を行った職員に対する医師の面接指導等の
徹底について引き続き指導するとともに、心の健康に関して本院が設けている「こころの健康
相談室」について、例えば、人事院から遠方に所在している官署に勤務しており対面での相談
が時間的・地理的に困難な職員や若年層が相談しやすい環境となるよう、オンライン相談の導
入に向けて有識者等から意見聴取を行った。その際、心の悩みの相談については、相談者との
やりとりやその様子（表情、顔色、話し方、しぐさ等）から心身の状況を把握する必要がある
ことから、相談者との十分なやりとりや相談者のプライバシーに配慮する必要があるといった
意見があり、それを踏まえて、環境確保の配慮や専用の機器を導入する等の準備を行った。令
和4年度からオンラインによる「こころの健康相談室」を人事院の本院及び4地方事務局にお
いて開設し、利用の拡大を図ることとしている。
ストレスチェック制度について、制度導入から5年が経過したこと、また、同制度導入後に
おいて、超過勤務を行った職員の健康確保措置の強化、規則10－16（パワー・ハラスメント
の防止等）の制定、テレワークによる働き方の急速な拡大を踏まえ、同制度を活用した職場環
境改善がより効果的に行われるよう、有識者から意見を聴取し、令和4年2月に報告書を取り
まとめた。また、報告書を踏まえたストレスチェックを活用した職場環境改善の具体的な取組
等について各府省へ通知し、一層の職場環境改善の取組を促した。
「過労死等の防止のための対策に関する大綱」において、民間における週労働時間が60時間
以上の雇用者の割合や勤務間インターバル制度の導入企業割合、ストレスチェックでの集団分
析の結果を活用した事業所の割合等の数値目標が令和3年7月30日の閣議決定により改定され
るとともに、公務員についても目標の趣旨を踏まえて必要な取組を推進することとされた。こ
れを踏まえ、上記のとおり、ストレスチェック制度の活用促進を図るとともに、「テレワーク
等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会」において、勤務間イン
ターバル確保の方策について検討を進めている。
また、平成13年に発出した「心・血管疾患及び脳血管疾患の公務上災害の認定指針」につ
いて、同指針の発出から約20年が経過したことから、有識者検討会を設置し、最新の医学的
知見や民間の労災における検討内容、国家公務員災害補償の過去の認定事例等を踏まえた検討
を行い、令和3年9月15日に当該指針の改正を行った。
今後とも、公務における過労死等防止に向けて、各府省の取組を一層促していく。

第3章 良好な勤務環境の整備
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第1編 第4章 定年の引上げ及び能力・実績に基づく人事管理の推進

◉　国家公務員の定年を段階的に65歳まで引き上げること等を内容とする「国家公務員法
等の一部を改正する法律」（令和3年法律第61号）は、令和3年6月4日に成立し、同月
11日に公布された（令和5年4月1日施行）。人事院は、令和4年2月18日、定年の段階
的引上げに伴う規則の制定・改正等を行った（令和5年4月1日施行）。
◉　人事評価の評語の段階が5段階から6段階に細分化されたことを踏まえ、新しい評語
区分に基づく人事評価の結果を任用、給与等により適切に反映するため、令和3年12月
24日に、規則改正を行った（令和4年10月1日施行）。

1 定年の引上げ
少子高齢化が急速に進展する中において、複雑・高度化する行政課題に的確に対応し、質の
高い行政サービスを維持していくためには、高齢層職員の能力及び経験を本格的に活用するこ
とが不可欠である。このため、平成30年8月10日、人事院は、国会及び内閣に対し、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った。
これを受けて政府において検討が行われた結果、令和3年4月13日、「国家公務員法等の一
部を改正する法律案」が閣議決定され、第204回国会に提出された。同法案は、衆議院内閣委
員会、参議院内閣委員会における審査を経て、6月4日の参議院本会議で可決・成立し、同月
11日に「国家公務員法等の一部を改正する法律」（令和3年法律第61号）が公布された（令和5
年4月1日施行）。この法律においては、令和13年4月1日に定年が65歳となるよう、令和5年
4月1日から2年ごとに1歳ずつ定年を引き上げることとされている。また、60歳に達した管理
監督職の職員は原則として管理監督職以外の官職に異動させることとする管理監督職勤務上限
年齢制（いわゆる役職定年制）、60歳以降の職員について多様な働き方を可能とする定年前再
任用短時間勤務制等が新たに設けられるほか、60歳に達した職員の給与について、当分の間、
原則として、60歳前の7割水準に設定する特例を設ける等の措置が講じられている。
人事院においては、各府省等及び職員団体からの意見等も踏まえつつ検討を行い、令和4年
2月18日に定年の段階的引上げに伴う規則の制定・改正等を行った（令和5年4月1日施行）。
人事院としては、高齢層職員の能力及び経験の本格的な活用に向けて、定年の引上げが円滑に
行われるよう、規則等の内容を周知するなど、各府省等とともに必要な準備を進めていくこと
としている。

2 能力・実績に基づく人事管理の推進
定年が今後段階的に引き上げられ、職員構成の高齢化や職員の在職期間の長期化が一層進行
する中において、職員の士気を高め、組織活力を維持していくためには、人事評価により職員
の能力・実績を的確に把握した上で、その結果を任用、給与等に適切に反映することが重要で
ある。
人事評価制度については、能力・実績主義の更なる徹底等の観点から政府において見直しが
行われ、能力や業績をきめ細かく的確に把握し、評価するため、幹部職員以外の職員の評語の
段階が5段階から6段階に細分化された（関連政令の改正は令和3年9月10日公布、令和4年
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10月1日施行）。
人事院においても、能力・実績に基づく人事管理の推進の観点から、改正後の6段階の評語
区分に基づく人事評価の結果を任用、給与等により適切に反映できるよう、昇任及び昇格の基
準、昇給の基準等を改めることとした。このため、令和3年12月24日、規則8－12（職員の
任免）、規則9－8（初任給、昇格、昇給等の基準）、規則9－40（期末手当及び勤勉手当）等
の改正を行った（令和4年10月1日施行）。

第4章 定年の引上げ及び能力・実績に基づく人事管理の推進
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第1編 第5章 適正な公務員給与の確保等

◉　令和3年8月10日、国公法に定める情勢適応の原則に基づき、公務員の給与水準を民
間企業従業員の給与水準と均衡させること（民間準拠）を基本とする給与改定について
国会及び内閣に対し報告及び勧告を行った。
◉　政府においては、令和3年11月24日、人事院勧告どおり期末手当の支給月数を引き下
げる改定を行うこと等を閣議決定した。「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を
改正する法律」（令和4年法律第17号）は、令和4年4月6日に成立し、同月13日に公布、
施行された。
◉　内閣総理大臣及び財務大臣からの要請（令和3年7月30日）を受けて、民間企業の退
職給付の調査及び退職給付の官民比較を実施し、令和4年4月21日、国家公務員の退職
給付額が民間を15千円（0.06％）上回っているとの結果を示すとともに、この結果に基
づき、国家公務員の退職給付の取扱いについて検討を行うことが適切との見解を両大臣
に対して表明した。

1 勧告・報告
令和3年8月10日、人事院は国会及び内閣に対し、一般職の職員の給与について報告し、給
与の改定について勧告を行った。
（1）公務と民間の給与比較に基づく給与改定等

ア　月例給
人事院は給与勧告を行うに当たり、毎年、「国家公務員給与等実態調査」及び「職
種別民間給与実態調査」を実施し、国家公務員及び民間企業従業員の4月分の月例給
を把握している。その上で、一般の行政事務を行っている国家公務員（行政職俸給表
（一）適用職員）と民間においてこれに類似すると認められる事務・技術関係職種の従
業員について、主な給与決定要素である役職段階、勤務地域、学歴、年齢を同じくす
る者同士の給与を比較している（ラスパイレス方式）。
令和3年は、「職種別民間給与実態調査」を、例年と同様、企業規模50人以上、か
つ、事業所規模50人以上の民間事業所を調査対象として実施した。また、「国家公務
員給与等実態調査」においては、給与法が適用される常勤職員約25万人の給与の支
給状況等について全数調査を行った。
両調査により得られた令和3年4月分の給与について、前記のラスパイレス方式に
より国家公務員給与と民間給与との較差を算出したところ、国家公務員給与が民間給
与を平均19円（0.00％）上回っていた。較差が極めて小さく、俸給表及び諸手当の適
切な改定が困難であることから、月例給の改定は行わないこととした。
イ　特別給
令和2年8月から令和3年7月までの1年間において、民間事業所で支払われた特別
給は、年間で所定内給与月額の4.32月分に相当しており、国家公務員の期末手当・勤
勉手当の年間の平均支給月数（4.45月）が民間事業所の特別給の支給割合を0.13月分
上回っていたことから、支給月数を0.15月分引き下げ、4.30月分とすることとした。
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（2）給与改定等
ア　特別給
前記のとおり、国家公務員の期末手当・勤勉手当の年間の平均支給月数が民間事業
所の特別給の支給割合を0.13月分上回っていたことから、支給月数を0.15月分引き下
げ、4.30月分とすることとした。支給月数の引下げ分は、民間の特別給の支給状況等
を踏まえ、期末手当から差し引くこととし、令和3年度については、12月期の期末手
当から差し引き、令和4年度以降においては、6月期及び12月期における期末手当が
均等になるよう支給月数を定めることとした。
イ　その他
（ア）非常勤職員の給与

令和3年7月に、非常勤職員の給与に関する指針を改正し、任期が相当長期にわ
たり、かつ、常勤職員と職務、勤務形態等が類似する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、常勤職員の支給月数を基礎として、勤務
期間、勤務実績等を考慮の上支給するよう努めることとした。
人事院としては、早期に改正内容に沿った処遇の改善が行われるよう、各府省を
指導していくこととした。

（イ）育児休業制度の改正に併せた期末手当・勤勉手当の取扱い
育児休業法の改正についての意見の申出に併せて、期末手当及び勤勉手当におけ
る在職期間等の算定に当たっては、子の出生後8週間以内における育児休業の期間
と、それ以外の育児休業の期間は合算しないこととした。

（ウ）テレワーク（在宅勤務）に関する給与面での対応
テレワークに関する給与面での対応について、今後、関係府省とも連携し、公務
におけるテレワークの実態や経費負担の状況について把握しつつ、既に在宅勤務手
当を導入した企業に対するヒアリングを行うことなどを通じ、引き続き研究を進め
ていくこととした。

ウ　今後の給与制度見直しに向けた検討
定年の段階的引上げに係る改正法の成立を受け、能力・実績を的確に反映させつつ
60歳前後の給与水準が連続的なものとなるよう、人事評価制度の改正を踏まえた昇
格、昇給等の基準の整備を始めとして、順次取組を行うこととした。

2 給与勧告の取扱い等
政府は、給与関係閣僚会議を令和3年8月10日、11月12日及び同月24日に開催して給与勧
告の取扱いを協議し、同日の閣議において、人事院勧告どおり期末手当の支給月数の引下げを
行うこととした上で、令和3年度の引下げに相当する額については、令和4年6月の期末手当
から減額することで調整を行うことが決定された。これを踏まえ、令和4年2月1日、「一般職
の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、第208回国会に提出
された。同法案は、衆議院内閣委員会、参議院内閣委員会における審議を経て、4月6日の参
議院本会議で可決・成立し、同月13日に「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正
する法律」（令和4年法律第17号）が公布され、同日から施行された。また、改正法で定める
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令和4年6月の期末手当からの減額調整の実施に関し、令和3年12月に特別職国家公務員等と
して期末手当を支給された職員の取扱いなどを定めるため、規則9－149（令和4年6月に支給
する期末手当に関する特例措置）を制定し、改正法に合わせて、4月13日に公布、同日から施
行した。

3 官民の退職給付
（1）民間企業の退職給付調査の実施

国家公務員の退職給付については、「国家公務員の総人件費に関する基本方針」（平成26
年7月25日閣議決定）において、「官民比較に基づき、概ね5年ごとに退職手当支給水準
の見直しを行うことを通じて、官民均衡を確保する」こととされている。これを受けて、
令和3年7月、国家公務員の退職給付制度を所管している内閣総理大臣及び財務大臣から
人事院総裁に対し、「本年は、前回の調査から5年後に当たるため、今般、貴院において
改めて調査を実施していただくとともに、貴院の見解を承りた」いとの要請があった。人
事院は、職員の給与等を担当する専門機関として、平成18年、平成23年及び平成28年に
調査の実施と見解の表明を行っている経緯があること、国家公務員の退職給付は職員の退
職後の生活設計を支える勤務条件的な性格も有していること等を踏まえ、令和3年10月か
ら12月にかけて、民間企業の退職給付の制度及び支給額の調査を実施した。

（2）民間企業の退職給付調査の結果と国家公務員の退職給付に係る人事院の見解
令和4年4月21日、人事院は、内閣総理大臣及び財務大臣に対し、民間企業の退職給付
調査を取りまとめた結果と国家公務員の退職給付に係る見解を表明した。
その主な内容は、以下のとおりである。
ア　民間企業の退職給付調査の結果
（ア）調査方法

企業規模50人以上の民間企業45,605社から層化無作為抽出法によって抽出した
7,562社を対象に令和2年度における民間企業の退職給付（退職一時金及び企業年
金）制度の状況と令和2年度中に退職した勤続20年以上の事務・技術関係職種の常
勤従業員の退職給付額を調査し、標本企業7,562社から調査時において企業規模不
適であったもの等を除いたもののうち回答のあった3,677社を集計した。

（イ）退職給付制度の概要
退職給付制度がある企業の割合は92.3％、そのうち、退職一時金制度がある企業
が89.2％、企業年金制度がある企業が47.9％となっている。
①　退職一時金制度について
退職一時金制度がある企業における退職一時金の種類（複数回答）は、社内準備
による退職一時金を採る企業の割合が74.0％と最も高く、その主な算定方式は、退
職時の基本給の全部又は一部に勤続年数別支給率を乗じる方式が42.6％、ポイント
制が27.3％となっている。
②　企業年金制度について
企業年金制度がある企業における企業年金の種類別の採用割合（複数回答）は、
確定給付企業年金が58.1％と最も高く、次いで確定拠出年金（企業型）が48.7％、

人
事
行
政
こ
の
1
年
の
主
な
動
き

3　官民の退職給付

17



厚生年金基金が3.7％となっている。また、退職時以降に企業年金の全部又は一部
を一時金として受給することを本人が選ぶことができる選択一時金制度があるもの
が79.5％を占めている。

イ　退職給付水準の官民比較及び見解
公務においては行政職俸給表（一）適用職員、民間企業においては公務の行政職俸給
表（一）適用職員と類似すると認められる事務・技術関係職種の常勤従業員について、
退職事由別（公務の定年退職と民間の定年退職、公務の応募認定退職と民間の会社都
合退職）、勤続年数別に退職給付額（いずれも使用者拠出分）を対比させ、国家公務
員の人員数のウエイトを用いて比較（ラスパイレス比較）を行ったところ、図1に示
すとおり、1人当たり平均の退職給付額は、公務24,070千円（うち退職手当21,850千
円、共済年金給付現価額（退職等年金給付及び経過的職域加算額の退職時点の現価
額）2,220千円）に対して民間24,055千円（うち退職一時金11,480千円、企業年金現
価額（年金又は一時金として支給される企業年金の退職時点の現価額）12,575千円）
となり、公務が民間を15千円（0.06％）上回っている。
上記の官民の退職給付水準の比較結果に基づき、国家公務員の退職給付の取扱いに
ついて検討を行うことが適切である。

図1 　退職給付水準の官民比較結果
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退職一時金　11,480千円
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第1編 第6章 グローバル社会における人事行政分野の取組

◉　行政を取り巻く環境が複雑・高度化する中、国際性・開放性が必要との観点から、人
事院は、人事行政分野において、国際社会に貢献し、他国の経験から示唆を得るために、
事業を展開した。
◉　人事行政に関する諸外国等の最新の実情について、情報交換を行い、国民にも広く
知ってもらうため、令和3年度は、駐日オーストラリア大使及び東急株式会社代表取締
役社長を迎え、「ダイバーシティ＆インクルージョン講演会～個々が強みを発揮できる
働き方の実現に向けて～」をテーマとするオンライン講演会を実施した。
◉　人事行政分野における日中韓三国の協力関係を推進するため、中国及び韓国の中央人
事行政機関と日中韓人事行政ネットワークを構築し、各種取組を実施している。令和3
年度は、「デジタル技術を使った人事管理」をテーマとする三国共催シンポジウム、三
国若手・中堅職員合同研修を、それぞれオンライン形式で実施した。
◉　米国連邦政府職員に対し、各府省等における日常業務を通じた研修の機会を与えるこ
とにより、日本について深い理解を持った米国連邦政府職員を育成し、日米の公務にお
ける人的交流を促進するマンスフィールド研修に協力している。新型コロナウイルス感
染症の世界的な感染拡大により、研修員の派遣が延期されていたが、感染状況が改善に
向かう中で、令和3年4月に行われた日米首脳会談における合意を受けて研修が再開さ
れた。
◉　開発途上国の公務員制度改善のための支援として、独立行政法人国際協力機構（JICA）
を通じて研修への協力や個別の支援を行っている。令和3年度は、オンライン形式によ
り、開発途上国の中央政府機関の上級幹部職員を対象とした研修等を実施した。

内外の情勢変化が激しく、行政を取り巻く環境が複雑・高度化していく中、行政組織と
してその時々の情勢に適切に対応していくためには、常に世界の動向に目を向け、新しい
多様な考え方に触れ、柔軟に取り込んでいく国際性と開放性を持つ必要がある。
人事院では、人事行政分野において国際社会に貢献する観点から国際交流を推進すると
ともに、我が国の公務員制度が直面する課題に関し、他国の経験や取組から示唆を得るこ
とを目的として事業を展開している。令和3年度は、特に、我が国にとって重要課題であ
る女性の採用・登用の推進や行政のデジタル化も念頭に、以下の事業等を実施した。

（1）ダイバーシティ＆インクルージョン講演会
諸外国政府機関等との交流を通じ、人事行政に関する最新の実情について、情報交換を
行い、国民にも広く知ってもらうことを目的として、毎年度、諸外国の政府機関幹部職員
等を招き、講演会を開催している。令和3年度は、女性の採用・登用の推進等が我が国全
体としての重要課題であることも踏まえ、より多くの国民の関心を得るため、新たな取組
として、外国政府機関幹部職員に加えて我が国の民間企業幹部を招き、講演会を開催し
た。
具体的には、令和4年2月に、ジャン・アダムズ駐日オーストラリア大使及び髙橋和夫
東急株式会社代表取締役社長を迎えて、「ダイバーシティ＆インクルージョン講演会～
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個々が強みを発揮できる働き方の実現に向けて～」をテーマとしたオンライン講演会をラ
イブ配信で開催した。また、視聴者の利便性を考慮し、講演後一定期間、録画配信を行っ
た。
講演会においては、アダムズ大使から、オーストラリア政府における女性の採用・登用
の推進の取組、新型コロナウイルス感染症が拡大する中での働き方の変化等について、髙
橋社長から、東急株式会社におけるダイバーシティ実現のための風土・マインドの醸成に
関する取組等について説明があった。また、講演に引き続いて行ったパネルディスカッ
ションや質疑応答では、組織の多様性・包摂性を推進する上でトップが果たす役割の重要
性、多様性が増す中での心構え等について、それぞれの経験を踏まえて意見交換を行っ
た。

（2）日中韓人事行政ネットワーク事業
人事行政分野における日中韓三国の協力枠組みとして、平成17年1月に、中国人事部

（現：国家公務員局）及び韓国中央人事委員会（現：人事革新処）との間で日中韓人事行
政ネットワークを発足させ、協力関係の強化に努めている。現在は、令和元年9月に三国
間で取り交わされた3年間の協力を定める覚書及び同年6月に策定された第9次協力計画
に基づき、各種取組を実施している。
令和3年度の各事業は、本ネットワークにおける新たな取組として、オンラインツール
を活用して実施した。
ア　第13回三国共催シンポジウム

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の経験を経て、三国のいずれにおいても、テ
レワーク等の柔軟な働き方の推進や行政のデジタル化が重要な課題となる中で、令和
3年9月、「デジタル技術を使った人事管理」をテーマに第13回三国共催シンポジウ
ムを開催した。同シンポジウムは、韓国が実施を担当し、初めてオンラインで開催さ
れた。人事院事務総局審議官、中国国家公務員局公務員管理一局副局長及び国家税務
総局人事局副局長、韓国人事革新処国際協力課長が出席し、それぞれ発表を行った。
我が国からは人事・給与関係業務情報システムの運用やオンラインを活用した人材確
保活動等、中国からは税務職員の人事管理のシステム化に関する取組、韓国からは新
型コロナウイルス感染症の感染拡大下における公務員の柔軟な働き方の進展と人事管
理のシステム化の現状についてそれぞれ説明があり、意見交換を行った。
イ　第13回三国若手・中堅職員合同研修
令和4年1月、日本が実施を担当し、第13回三国若手・中堅職員合同研修を初めて
オンライン形式で行った。三国の中央人事行政機関からそれぞれ3名の若手・中堅職
員が参加し、各国が直面する人事行政上の課題及び改善策について発表を行い、意見
交換をした。

（3）マンスフィールド研修
米国国務省は、マイク・マンスフィールド・フェローシップ法（1994年4月成立）に基
づき、我が国に対する深い理解を持つ同国政府職員の育成を図るための研修（マンス
フィールド研修）を行っている。例年、研修員は、連邦政府各機関から幅広く選抜され、
約2か月間の石川県でのホームステイの後、約10か月間、我が国の各府省、国会議員事務
所、民間企業等に配置され、日常業務を通じた研修を受けている。
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人事院は、外務省と協力しつつ、研修員の各府省等への受入れの協議・調整を始め、オ
リエンテーション、調査見学、公務員研修所の実施する行政研修への参加等を企画・実施
している。
新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大を受けて、令和元年度末に第24期の研
修は中止され、第25期研修員の日本への派遣も延期されていたが、令和3年4月に行われ
た日米首脳会談において研修の再開が合意された。これを受け、令和3年度は第25期研修
員9人が7月に訪日し、マンスフィールド財団が石川県と協力して実施する日本語や日本
文化についてのオンライン研修に参加した後、令和3年9月から令和4年6月までの予定で
日本の政府機関等での実務研修に参加している。

（4）開発途上国に対する技術協力
開発途上国にあっては、国家の発展に向け、行政の基盤である公務員制度を整備し、ガ
バナンスを向上させることが共通課題となっており、我が国の例に学びたいという要望が
数多く寄せられている。こうした要望を受け、人事院は、独立行政法人国際協力機構
（JICA）が主催する開発途上国の政府職員を対象とした研修の実施等に協力している。令
和3年度は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受けて、研修は初めてオンライン
形式で実施された。中でも、開発途上国の中央政府機関の上級幹部職員を対象とした研修
においては、政策企画立案能力の向上を目指して様々な政策課題についての討議等を行う
中で、各参加者が抱える業務上の課題を踏まえて幹部職員がとるべき行動に関する講義及
び意見交換を行った。
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