




 第1章 適正な公務員給与の確保等

◉　平成30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、平成30年11月6日、人事院勧告どおり給与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」（平成30年法
律第82号）は、平成30年11月28日に成立し、同月30日に公布、施行（令和元年度以
降の期末手当・勤勉手当に関する改定については平成31年4月1日に施行）された。
◉　平成30年8月10日、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となっていることから、定年を段階的に65
歳に引き上げること、その際、当面、役職定年制の導入など組織活力を維持するための
措置を講ずるとともに、60歳を超える職員の年間給与を60歳前の7割水準に設定するこ
と等を内容とする意見の申出を国会及び内閣に対して行った。

1 勧告・報告
平成30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）給与勧告の意義と役割

人事院の給与勧告は、労働基本権制約の代償措置として、国家公務員に対し、社会一般
の情勢に適応した適正な給与を確保する機能を有するものである。給与勧告においては、
従来より、国家公務員の給与水準の改定のみならず、俸給制度及び諸手当制度の見直しも
行ってきている。
労働基本権が制約された国家公務員の給与について、人事院は、労使当事者以外の第三
者の立場に立ち、民間給与との精確な比較により国家公務員と民間企業従業員の給与水準
を均衡させること（民間準拠）を基本に労使双方の意見を十分に聴きながら、勧告を行っ
ている。勧告が実施され、適正な処遇を確保することは人材の確保や労使関係の安定に資
するものであり、能率的な行政運営を維持する上での基盤となっている。
民間準拠を基本に勧告を行う理由は、国家公務員も勤労者であり、勤務の対価として適
正な給与を支給することが必要とされる中で、公務においては、民間企業と異なり、市場
の抑制力という給与決定上の制約が存しないこと等から、その給与水準は、その時々の経
済・雇用情勢等を反映して労使交渉等によって決定される民間の給与水準に準拠して定め
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ることが最も合理的であると考えられることによる。
（2）民間給与との較差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、主な給与決定要素を同じくする者同士の4月分の
給与額を対比させ、精密に比較を行っている。「職種別民間給与実態調査」は、企業
規模50人以上、かつ、事業所規模50人以上の事業所を調査対象として実施し、これ
らの事業所の民間企業従業員の給与との比較を行っている。
給与は、一般的に、職種を始め、役職段階、勤務地域、学歴、年齢等の要素を踏ま
えてその水準が定まっていることから、国家公務員の給与と民間企業従業員の給与と
の水準比較については、両者の給与の単純な平均値ではなく、給与決定要素を合わせ
て比較（同種・同等比較）することが適当である。
また、調査対象については、企業規模50人以上の多くの民間企業は公務と同様、
部長、課長、係長等の役職段階を有しており、公務と同種・同等の者同士による給与
比較が可能であることに加え、現行の調査対象事業所数であれば、実地による精緻な
調査が可能であり、調査の精確性を維持することができること等から、現行の調査対
象が適当である。
このような考え方の下、平成30年も、全国の民間事業所のうち、企業規模50人以
上、かつ、事業所規模50人以上の事業所を調査対象とし、その事業所に勤務する従
業員の春季賃金改定後の給与実態を把握するため、「職種別民間給与実態調査」を
行った。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平成30年4月分の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）とこれに類似すると認められる事務・技術関係職種の
民間企業従業員の給与について、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対比させ、精密に比較（ラスパイレス方式）を
行い、官民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655円（0.16％）
下回っていたことから、民間給与との均衡を図るため、月例給の引上げ改定を行うこ
ととした。
イ　特別給
平成29年8月から平成30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4.46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（4.40月）が民間事業所の特別給の支給割合を0.06月
分下回っていたことから、支給月数を0.05月分引き上げ、4.45月分とすることとした。
ウ　平成30年の給与改定
ア　俸給表
一般的な行政事務を行っている職員に適用される行政職俸給表（一）について、平
成30年4月に遡って平均0.2％引き上げることとした。具体的には、総合職試験（大
卒程度）、一般職試験（大卒程度）及び一般職試験（高卒者）に係る初任給につい
て、民間の初任給との間に差があること等を踏まえ、1,500円引き上げることとし、
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若年層についても1,000円程度の改定を行うとともに、その他については再任用職
員も含めて400円引き上げることを基本とした。
その他の俸給表については、行政職俸給表（一）との均衡を基本に改定を行うこと
とした。指定職俸給表については、参考としている民間企業の役員報酬を下回って
いるが、行政職俸給表（一）10級の改定額（400円）を勘案し、改定を行わないこと
とした。
イ　初任給調整手当
医療職俸給表（一）の改定状況を勘案し、医師の処遇を確保する観点から、初任給
調整手当の支給上限額の改定を行うこととした。
ウ　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0.06月分下回っていたことから、支給月数を0.05月分
引き上げることとした。引上げ分の期末手当及び勤勉手当への配分に当たっては、
民間の特別給の支給状況等を踏まえつつ、勤務実績に応じた給与を推進するため、
勤勉手当に配分することとした。このほか、令和元年度以降においては、6月期及
び12月期の期末手当が均等になるよう配分することとした。
エ　宿日直手当
宿日直勤務対象職員の給与の状況を踏まえ、所要の改定を行うこととした。

2 給与勧告の取扱い等
（1）給与勧告の取扱い

政府は、平成30年8月10日及び11月6日に、給与関係閣僚会議を開催して給与勧告の
取扱いを協議し、11月6日の閣議決定において、人事院勧告どおり給与改定を行うことと
された。また、同日、「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197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、同月28日の参議院本会議で可決・成立し、同月30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」（平成30年法律第82号）（以下「給
与法等改正法」という。）が公布された。給与法等改正法に基づく給与改定については、
令和元年度以降の期末手当・勤勉手当に関する改定を除き同日から施行され、平成30年4
月1日に遡及して適用された。令和元年度以降の期末手当・勤勉手当に関する改定につい
ては、平成31年4月1日から施行された。

（2）規則の制定・改正
給与法等改正法に基づく給与改定に関する規則の制定・改正は、令和元年度以降の勤勉
手当に関するものを除き、給与法等改正法の公布日（平成30年11月30日）から施行し、
平成30年4月1日に遡及して適用した。
令和元年度以降の勤勉手当に関する規則の改正は、平成31年4月1日から施行した。
主な改正等の内容は、次のとおりである。
ア　初任給調整手当
医療職俸給表（一）の平均改定率を踏まえた手当額の引上げを行うため、規則9－34

（初任給調整手当）の一部を改正した。
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イ　期末・勤勉手当
勤勉手当の支給月数が引き上げられたことに伴い、平成30年12月期及び令和元年
度以降の成績率の基準を定めるため、規則9－40（期末手当及び勤勉手当）の一部を
改正した。
ウ　宿日直手当
宿日直勤務別の手当額について、規則9－15（宿日直手当）の一部を改正した。

エ　その他
俸給表の引上げ改定に伴い、職員が昇格等をした場合の号俸対応を変更するため、

規則9－8（初任給、昇格、昇給等の基準）の一部を改正するとともに、新たに規則9－
145（平成30年改正法附則第2条の規定による最高の号俸を超える俸給月額を受ける
特定任期付職員の俸給月額の切替え）を制定した。

3  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

（1）意見の申出に至る経緯
民間企業について高年齢者等の雇用の安定等に関する法律により65歳までの雇用確保
措置が義務付けられたこと、国家公務員制度改革基本法により職員の定年を段階的に65
歳に引き上げることについて検討する旨が規定されたこと等から、人事院は公務における
高齢期雇用の在り方について検討を行い、その結果、平成23年9月30日、国会及び内閣
に対し、定年を段階的に65歳に引き上げることが適当とする意見の申出を行った。平成
25年3月、政府は、当面、年金支給開始年齢に達するまで希望者を原則として常時勤務を
要する官職に再任用するものとすること、年金支給開始年齢の段階的な引上げの時期ごと
に段階的な定年の引上げも含め雇用と年金の接続の在り方について改めて検討を行うこと
等を閣議決定した。
その後、政府は、「経済財政運営と改革の基本方針2017」（平成29年6月9日閣議決定）
において、「公務員の定年の引上げについて、具体的な検討を進める」とし、これを受け
て関係行政機関による検討会が設けられ、平成23年の人事院の意見の申出も踏まえつつ
検討が行われた結果、「これまでの検討を踏まえた論点の整理」が取りまとめられた。そ
こでは、定年を段階的に65歳に引き上げる方向で検討することが適当であるとされ、定
年の引上げに当たっての論点が整理されている。論点整理の内容は、平成30年2月16日、
「公務員の定年の引上げに関する関係閣僚会議」で了承の上、閣僚懇談会に報告され、同
日、内閣総理大臣から人事院総裁に対し、政府の論点整理を踏まえて国家公務員の定年の
引上げについて検討要請が行われた。また、政府は、「経済財政運営と改革の基本方針
2018」（平成30年6月15日閣議決定）においても、「平均寿命の伸長や少子高齢化の進展を
踏まえ、複雑高度化する行政課題に的確に対応する観点から、公務員の定年を段階的に
65歳に引き上げる方向で検討する」等とした。
人事院は、各府省や職員団体の意見も聴取しながら検討した結果、平成30年8月10日、
国会及び内閣に対し、定年の引上げの必要性及び定年の引上げに関する具体的措置等を内
容とする意見の申出を行った。

第1章 適正な公務員給与の確保等

6



（2）意見の申出の内容
意見の申出の主な内容は、以下のとおりである。
ア　定年の引上げの必要性
我が国においては、少子高齢化が急速に進展し、若年労働力人口の減少が続いてお
り、働く意欲と能力のある高齢者が活躍できる場を作っていくことが社会全体の重要
な課題となっている。
多くの民間企業においては、再雇用制度を設けて対応しているものの、定年を引き
上げる企業も一定数見られる。また、再雇用者の大多数はフルタイム勤務となってい
る。一方、公務においては、再任用が義務化されたこと等から、近年、再任用職員は
相当数増加してきている。これを行政職俸給表（一）の再任用職員で見ると、厳しい定
員事情等もあって、ポストは係長・主任級が約7割、勤務形態は短時間勤務の者が約
8割となっている。
公務において、高齢層職員から若年・中堅層職員への技能・ノウハウの継承が課題
となる中で、下位の官職に短時間勤務で再任用される職員が多く、その能力及び経験
を十分にいかしきれていないため、このまま再任用職員の占める割合が高まると、職
員の士気の低下等により、公務能率の低下が懸念される状況にある。一方、職員側に
おいても、無年金期間が拡大する中で、退職後十分な所得が得られず、生活への不安
が高まるおそれがある。
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、60歳を超える職員の能力及び経験を60歳前と同様に本格的に活用すること
が不可欠となっており、定年を段階的に65歳に引き上げることが必要である。これ
により、採用から退職までの人事管理の一体性・連続性が確保されるとともに、雇用
と年金の接続も確実に図られることとなる。
イ　定年の引上げに関する具体的措置
ア　定年制度の見直し
定年を引き上げる年度においては定年退職者が生じないことから、定員が一定で
あれば、その翌年度の新規採用者数が大幅に減少し、各府省における年齢別人員構
成等に悪影響が生じるため、定年は段階的に引き上げることが適当である。また、
定年の引上げに当たっては、現行の定年を前提とした人事管理や人事計画の見直
し、個々の職員の生活設計の見直し等が必要となることから、その開始までには一
定の準備期間を確保することが適当である。
定年は段階的に引き上げ、最終的に65歳とする。また、職務と責任に特殊性が
あること等により定年を65歳とすることが適当でない職員の定年は70歳を上限と
して別途定める年齢とし、段階的に引き上げる。これらの措置は、速やかに実施さ
れることが必要である。
定年の段階的な引上げ期間中においては、定年退職後、年金が満額支給される
65歳までの間の雇用確保のため、暫定的な措置として、現行の再任用制度を存置
するとともに、60歳以降の働き方等について、あらかじめ人事当局が職員の意向
を聴取する仕組みを設ける。
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イ　役職定年制の導入
60歳時点で管理又は監督の地位にある職員がそのままポストに在職し続けた場
合、若年・中堅層職員の昇進ペースが遅くなり、育成上必要なポストに就く時期も
遅れることとなる。それによって、これらの職員の士気の低下を招くことになれ
ば、公務全体の能率に悪影響を与えるおそれがある。このため、組織の新陳代謝を
確保し、その活力を維持することを目的として、当分の間、本府省、地方支分部局
等の管理監督職員の官職（原則として指定職俸給表適用官職及び俸給の特別調整額
適用官職）を対象に役職定年制を導入する。
役職定年対象官職を占める職員が役職定年（原則として60歳）に達した場合に
は、課長補佐級や専門スタッフ職等の役職定年対象官職以外の官職に降任又は転任
（任用換）される。ただし、役職定年に達した職員の職務の特殊性、年齢別構成等
による欠員補充の困難性等から見て、任用換により公務の運営に著しい支障が生ず
ると認められる十分な理由がある場合には、任命権者が、例外的に、当該職員を引
き続きその職務に従事させること又は他の役職定年対象官職に降任又は転任するこ
とができる制度（特例任用）を設ける。
ウ　定年前の再任用短時間勤務制の導入
60歳以降の職員について、健康上、人生設計上の理由等により多様な働き方を
可能とすることへのニーズが高まると考えられることから、職員の希望に基づき、
短時間勤務の職務に従事させることができる定年前の再任用短時間勤務制を導入す
る。この制度は、新規採用や若年・中堅層職員の昇進の余地を確保し、組織活力を
維持することにも資するものである。
エ　60歳を超える職員の給与
国家公務員の給与は社会一般の情勢に適応するように変更することとされてい
る。厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」では、行政職俸給表（一）の適用を受け
る常勤職員と類似する「管理・事務・技術労働者」（フルタイム・正社員）の60歳
台前半層の従業員の年間給与は、50歳台後半層の年間給与と比べると、企業規模
10人以上で68.8％、同100人以上で70.1％となっている（平成27年、平成28年及び
平成29年の平均値）。また、人事院が平成30年に実施した「職種別民間給与実態調
査」においても、定年を61歳以上に引き上げている事業所（定年制を廃止した事
業所を含む。）のうち、60歳時点で給与を減額している事業所では、60歳を超える
従業員の年間給与水準は平均で60歳前の7割台（課長級は75.2％、非管理職は
72.7％）となっている。
これらの状況を踏まえれば、60歳を超える職員の年間給与は、60歳前の7割の水
準に設定することが適当である。具体的には、60歳を超える職員の俸給月額は、
当分の間、60歳前の70％の額とし、俸給月額の水準と関係する諸手当等は60歳前
の7割を基本に手当額等を設定することとする。また、60歳を超える職員は、現行
の55歳を超える職員と同様、勤務成績が特に良好である場合を除き、昇給しない
こととする。
なお、役職定年により任用換された職員の年間給与水準は、俸給の特別調整額が
支給されなくなること等により、任用換前の5割から6割程度となる場合がある。
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前記の「職種別民間給与実態調査」においては、定年が60歳を超える事業所の
多くは一定年齢到達を理由にした給与の引下げは行っていなかった。また、60歳
を超えても引き続き同一の職務を担うのであれば、本来は、60歳前後で給与水準
が維持されることが望ましい。しかし、多くの民間企業は給与水準が下がる再雇用
制度により対応していること、また、60歳定年の下、民間の状況を参考にして設
計されている現行の給与カーブを直ちに変更することは適当ではないことから、60
歳を超える職員の給与水準の引下げは、当分の間の措置と位置付けることとし、民
間給与の動向等も踏まえ、60歳前の給与カーブも含めてその在り方を引き続き検
討していくこととする。
オ　今後の必要な見直し
定年の引上げに係る人事管理諸制度については、引上げが段階的に行われる間に
おいても、役職定年制等の運用の状況、能力・実績に基づく人事管理の徹底の状況
等を踏まえて、新たな定年制度の運用の実情を逐次検証し、円滑な人事管理の確保
等の観点から必要な見直しを検討することが適当である。
関連する給与制度についても、民間企業における定年制や高齢層従業員の給与の
状況、職員の人員構成の変化が各府省の人事管理に与える影響等を踏まえながら、
必要な見直しを検討する。

ウ　定年の引上げに関連する取組
ア　能力・実績に基づく人事管理の徹底等
定年を段階的に65歳に引き上げる中、組織活力を維持し行政サービスの質を高
く保つため、職員の在職期間を通じて能力・実績に基づく人事管理を徹底するな
ど、若年・中堅層職員も含めた人事管理全体を見直す必要があり、人事院としても
必要な検討を行う。
また、勤務実績が良くない職員や適性を欠く職員については、分限処分が適時厳
正に行われるよう、人事評価の適正な運用の徹底が図られる必要がある。人事院と
しても、分限について必要な見直しを行うほか、各府省に対し、分限処分に係る手
続整備等の内容の周知徹底等の必要な支援を行う。
イ　定年の引上げを円滑に行うため公務全体で取り組むべき施策
複線型キャリアパスの確立に努めた上で60歳を超える職員が能力及び経験をい
かせる職務の更なる整備、定年の引上げ期間中も真に必要な規模の新規採用を計画
的に継続できるような定員上の措置、職員の早期退職に対するインセンティブを付
与すること等の退職手当上の措置や高齢層職員の能力及び経験を公務外でも活用す
る方策等についても検討することが必要である。

（3）意見の申出の取扱い等
定年の引上げについては、人事院の意見の申出を踏まえ、政府において検討が進められ
ている。人事院としては、引き続き、政府の検討に必要な協力を行うこととしている。

3　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
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 第2章 働き方改革と勤務環境の整備等

◉　超過勤務命令を行うことができる時間の上限について、原則として月45時間、年360
時間等と人事院規則で定め、平成31年4月1日から施行することとした。
　　あわせて、医師による面接指導を義務化するなど職員の健康確保措置を強化するとと
もに、職員の勤務時間の状況を記録することを義務付け、より適切に職員の健康管理を
行えるよう健康管理医の機能強化を図ることとした。
◉　平成31年1月より、非常勤職員にいわゆる結婚休暇を新設するとともに、忌引休暇を
全ての非常勤職員が使用できるようにするためその対象範囲の限定を廃止した。
◉　平成31年4月より、セクシュアル・ハラスメントについて、各省各庁の長が研修を実
施しなければならない対象に、新たに指定職職員となった者及び新たに本府省課長級職
員となった者を加えるとともに、外部の者が職員から受けた被害に関する相談窓口を人
事院に設置することとした。
◉　国家公務員の職場におけるパワー・ハラスメント防止対策について議論するため、平
成31年3月より有識者によって構成する「公務職場におけるパワー・ハラスメント防止
対策検討会」を開催している。
◉　決裁文書の改ざん等の問題を受けて、公文書の不適正な取扱いに関する代表的な事例
及びそれぞれにおける標準的な処分量定を明確化するため、平成30年9月に「懲戒処分
の指針」を改正した。

1 長時間労働の是正
国家公務員の超過勤務は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合に各省各庁の長から命
じられて行うものとされており、民間労働者の時間外労働と枠組みは異なっている。しかしな
がら、公務においても職員の健康確保や人材確保の観点等から長時間労働を是正すべき必要性
は異なるものではなく、超過勤務の縮減に取り組んでいく必要がある。
人事院は、これまで、「超過勤務の縮減に関する指針」（平成21年職員福祉局長通知）で年間
の超過勤務の上限目安時間数を示してきたが、長時間労働の是正のための制度等の検討を進
め、平成30年6月に成立した働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律（平成
30年法律第71号）の内容も踏まえ、超過勤務命令を行うことができる上限を、勤務時間法に
基づき人事院規則で定めること等について、同年8月10日の国会及び内閣への報告において言
及した。
その後、必要な検討を進めた結果、超過勤務命令を行うことができる時間の上限について、
規則15－14（職員の勤務時間、休日及び休暇）の一部を改正し、原則として1箇月について
45時間かつ1年について360時間と、他律的業務の比重の高い部署においては1箇月について
100時間未満、1年について720時間かつ2箇月から6箇月までの各1箇月当たりの平均を80時
間とするなどの措置を講ずることとした。ただし、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その他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に従事する職員に対しては、上限の時間を超えて超過勤務を命ずることが
できることとした。この場合には、各省各庁の長は、上限を超える超過勤務を必要最小限のも
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のとし、かつ、その職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、超過勤務を命じた日が
属する1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、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た。
また、長時間の超過勤務を行った職員の健康確保措置を強化するため、規則10－4（職員の
保健及び安全保持）等の一部を改正し、1箇月100時間以上の超過勤務を行った職員及び2箇
月から6箇月までの各1箇月当たりの超過勤務時間の平均が80時間を超えた職員に対しては、
職員からの申出がなくとも医師による面接指導を義務化するとともに、超過勤務の多い職員か
ら申出があった場合の面接指導について、その対象となる超過勤務時間数の基準を1箇月につ
いて100時間から80時間に引き下げた。勤務時間管理については、面接指導を実施するため、
職員の勤務時間の状況を記録することを義務付け、課室長等による超過勤務予定の事前確認
や、所要見込時間と異なる場合の課室長等への事後報告を徹底させるとともに、超過勤務時間
の確認を行う場合は、課室長等や周囲の職員による現認等を通じて行うものとし、客観的な記
録を基礎として在庁の状況を把握している場合は、これを参照することもできることとした。
あわせて、より適正に職員の健康管理を行えるよう、健康管理医の職務の明確化、健康管理
医が職員の健康管理指導等を適切に行うために必要な情報の提供、健康管理医の業務に関する
事項の周知などにより、健康管理医の機能強化を図ることとした。
これらの措置を講ずるための規則の改正等は、平成31年2月1日に公布・発出し、同年4月
1日から施行した。
さらに、年次休暇の使用を促進するため、人事院は、平成30年12月7日に「計画表の活用
による年次休暇及び夏季休暇の使用の促進について」（平成30年職員福祉局長通知）を発出し、
平成31年1月1日から、各省各庁の長は、休暇の計画表の活用等により、一の年の年次休暇の
日数が10日以上の職員が当該年において年次休暇を5日以上確実に使用することができるよう
配慮することとした。
公務における長時間労働の是正は重要な課題であって、政府全体で連携して取り組んでいく
ことが必要であり、人事院としても、必要に応じて制度の運用状況を把握し、各府省を指導し
ていくなど、引き続き適切に役割を果たしていくこととしている。

2 非常勤職員の休暇の新設等
非常勤職員の休暇については、業務の必要に応じてその都度任期や勤務時間が設定されて任
用されるという非常勤職員の性格を踏まえ、民間の状況との均衡等を考慮し、必要な措置を
行ってきている。非常勤職員の慶弔に係る休暇については、これまでいわゆる結婚休暇は設け
ておらず、忌引休暇は6月以上の任期が定められている職員又は6月以上継続勤務している職
員のみを対象としていたところである。
平成29年の民間企業の勤務条件制度等調査において、有期雇用従業員を雇用している企業
で正社員に結婚休暇制度及び忌引休暇制度を設けている企業のうち、有期雇用従業員にこれら
と同一の休暇制度を設けている企業の割合は過半となっていた。また、平成28年12月に「働
き方改革実現会議」（議長：内閣総理大臣）で示された「同一労働同一賃金ガイドライン案」
においては、慶弔休暇は「有期雇用労働者又はパートタイム労働者にも、無期雇用フルタイム
労働者と同一の付与をしなければならない」とされていた。
これらの点を踏まえ、規則15－15（非常勤職員の勤務時間及び休暇）等を改正し、結婚休

2　非常勤職員の休暇の新設等
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暇については、常勤職員に設けられている結婚休暇と同一の休暇（連続する5暦日の範囲内の
期間についての有給の休暇）を新設し、忌引休暇については、職員の任期等の限定を廃止して
全ての非常勤職員が使用できるよう措置した。この規則改正等は、平成30年12月7日に公布・
発出し、平成31年1月1日から施行した。

3 セクシュアル・ハラスメント防止対策
セクシュアル・ハラスメント（以下「セクハラ」という。）の防止について、人事院は、平
成10年に規則10－10（セクシュアル・ハラスメントの防止等）（以下「規則10－10」という。）
を制定し、平成13年には「懲戒処分の指針」にセクハラに対する処分の標準例を明記すると
ともに、セクハラ防止週間の設定、シンポジウム、講演会等による職員に対する意識啓発等の
ほか、各府省の相談員を対象にセミナーを開催して相談スキルの向上を図るなど、セクハラを
公務から徹底排除するよう取組を進めてきたところである。
しかしながら、懲戒処分に至る事案が引き続き起きており、また、平成30年4月には本府省
の幹部職員が関係するような事案も生じた。これを受け、同年5月、人事院は各府省に対し、
セクハラに関する基本的な事項について改めて全職員に周知徹底すること、幹部職員及び管理
職員を積極的に研修に参加させることなどを求める通知を発出した。
そうした中、政府においてもセクハラ対策について検討が進められ、同年6月12日、「すべ
ての女性が輝く社会づくり本部」（本部長：内閣総理大臣）において「セクシュアル・ハラス
メント対策の強化について～メディア・行政間での事案発生を受けての緊急対策～」が決定さ
れ、これを受け、同月13日には、内閣府特命担当大臣（男女共同参画担当）から人事院総裁
に対し、幹部職員等に対する研修の充実強化、各府省から独立した外部の者からの相談窓口設
置等のセクハラ対策の強化に向けた必要な対応の検討要請が行われた。
人事院は、この要請も踏まえつつ、各府省のセクハラ防止対策の取組状況も考慮して検討を
行った結果、規則10－10等を改正し、各省各庁の長が研修を実施しなければならない対象に、
新たに指定職職員となった者及び新たに本府省課長級職員となった者を加えるとともに、外部
の者が職員から受けたセクハラ被害に関する相談を人事院に行うことができるよう措置した。
この規則等の改正は、平成31年4月1日に公布・発出し、同日から施行した。

4 パワー・ハラスメント防止対策
国家公務員のパワー・ハラスメント（以下「パワハラ」という。）の防止については、人事
院は、シンポジウム等の開催、「パワー・ハラスメント防止ハンドブック」の配布等により周
知啓発を図ってきたところである。
しかしながら、本府省に勤務する行政職俸給表（一）が適用される30代職員を対象に人事院
が平成29年度に実施した意識調査の結果によると、依然として、上司からパワハラを受けた
と感じる職員が一定数存在しており、職員の勤労意欲の向上や心身の健康、良好な勤務環境を
実現するために、更なる防止策を検討する必要がある。また、パワハラに関しては、業務上の
指導との線引きが難しいという課題があり、適切な対策を講じなければ、これを過剰に恐れる
あまり上司が指導すべき場面で指導をちゅうちょすることにつながることも懸念される。さら
に、民間においてもパワハラ対策が進められているところである。
こうした状況を踏まえて、平成31年3月から、学識経験者及び実務者によって構成する検討
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会を開催し、公務職場におけるパワハラ防止対策について検討している。

5 公文書の不適正な取扱いに係る懲戒処分指針の整備（「懲戒処分の指針」の改正）
職員の不祥事により失われた国民の信頼を回復していくためには、各府省等において、服務
規律の遵守の徹底を図るとともに、不祥事が発生した際には、適切な懲戒処分により厳正に対
処することが肝要である。このような認識の下、人事院では、任命権者が処分量定を決定する
に当たっての参考に供することを目的として「懲戒処分の指針」を発出しており、これまでも
社会情勢の変化等に応じて必要な改正を行ってきている。
決裁文書の改ざん等の公文書をめぐる問題については、平成30年6月5日に開催された行政
文書の管理の在り方等に関する閣僚会議において、内閣総理大臣から内閣府特命担当大臣（公
文書管理担当）に対し、公文書に関するコンプライアンス意識の改革を促す実効性のある取組
の推進が指示され、これを受け、同月7日には、同大臣から人事院総裁に対して、公文書の不
適正な取扱いに対する懲戒処分の量定の指針を明らかにするよう「懲戒処分の指針」の改正に
ついて検討要請が行われた。
人事院は、公文書の適正な管理の確保に資するよう、刑法の公文書偽造等の刑罰規定や内閣
府からの通知に従って改正された各府省等の文書取扱規則等で定める再度決裁を経ない決裁終
了後の決裁文書の修正の禁止に関する規定などを踏まえ、これまでの公文書に関する懲戒処分
の処分例も考慮して、平成30年9月7日に公文書の不適正な取扱いの代表的な事例及びそれぞ
れにおける標準的な処分量定を「懲戒処分の指針」に追加した。具体的には、公文書偽造等や
毀棄、決裁文書の改ざんについては、標準的な処分量定を免職又は停職とし、公文書の改ざん
や紛失、誤廃棄等については、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合において標準的な処
分量定を停職、減給又は戒告としている。

5　公文書の不適正な取扱いに係る懲戒処分指針の整備（「懲戒処分の指針」の改正）
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 第3章 多様な人材の確保・育成等

◉　若年人口の減少や民間企業等における高い採用意欲等を背景に、国家公務員採用試験
の申込者数は中長期的に減少傾向となっている。優秀かつ多様な人材を安定的に確保し
ていくことは公務員人事管理の重要な課題であり、各府省等と連携して人材確保策を展
開した。
◉　各府省職員の育成のため、行政研修において、事例研究の新規題材の導入、現場訪問
等の充実を図るとともに、テーマ別の研修等における取組として、キャリア形成支援に
資する取組や幹部・管理職員を対象とした研修を新たに実施した。

1 人材の確保
（1）効果的な人材確保策の展開

平成30年度の人材確保活動及び啓発活動においては、民間企業における採用選考活動
等を注視しつつ、行政の担い手に求められる人材ニーズと結び付けながら各府省と連携し
た人材確保策を展開した。
具体的には、公務研究セミナー、国家公務員試験ガイダンスなどの業務説明の場におい
て、従来から行ってきた各府省における働き方改革の取組や職業生活への多様な支援等に
関する情報提供に加え、国家公務員が社会への貢献とやりがいを感じられる仕事であると
いう魅力をアピールした。また、こうした魅力が学生に共感されるよう、政策の企画立案
から執行までの実務に即して分かりやすく伝えることのできる魅力的な職員の派遣を各府
省に依頼するなど、人材確保活動の充実を図った。さらに、進路選択への影響が大きい大
学関係者等との意見交換や大学懇談会等の場において、これらの取組をアピールするとと
もに、特に人材確保が厳しくなっている技術系や地方の大学等の人材について、民間企業
などを含めた就職動向や就業意識等を把握した。
これらの施策の展開に当たっては、ポスター、パンフレットなどの紙媒体とホームペー
ジ、メールマガジン、フェイスブックなどの電子媒体を効果的に組み合わせ、双方の強み
をいかした情報発信を行った。

（2）経験者採用試験の充実
経験者採用試験は、民間企業等における有為な勤務経験を有する者を係長級以上の職へ
採用することを目的として平成24年度から実施している中途採用試験であり、公務組織
における年齢別人員構成の偏りへの対処に資する方策としても有用であると考えられる。
平成30年度は、新設の総務省経験者採用試験（係長級（技術））を加えた8種類の経験者
採用試験を実施し、2,921人が受験を申し込み（前年度2,636人）、353人が最終合格した
（同342人）。特に、前年度の採用予定数が最も多かった国税庁経験者採用試験（国税調査
官級）において、引き続き採用予定数が200人規模となったこともあり、申込者数は1,287
人（同1,328人）、最終合格者数は249人（同250人）となった。
人事院としては、今後とも、各府省と協力して効果的な人材確保策を展開していくとと
もに、経験者採用試験を活用した民間人材等の着実な採用を各府省に促していくこととす
る。

第3章 多様な人材の確保・育成等

14



○平成30年度に実施された経験者採用試験

・経験者採用試験係長級（事務）
・総務省経験者採用試験（係長級（技術））※平成30年度新設
・外務省経験者採用試験（書記官級）
・国税庁経験者採用試験（国税調査官級）
・農林水産省経験者採用試験（係長級（技術））
・国土交通省経験者採用試験（係長級（技術））
　※本省区分及び地方整備局・北海道開発局区分の2区分で実施
・観光庁経験者採用試験（係長級（事務））
・気象庁経験者採用試験（係長級（技術））

○経験者採用試験実施状況�
（単位：人）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
申込者数 1,206 1,492 2,009 1,446 2,401 2,636 2,921
最終合格者数 8 38 138 117 297 342 353

2 人材の育成
（1）行政研修における取組

ア　初任行政研修の内容の充実
平成30年度初任行政研修においては、実地体験科目での派遣先・内容の充実を図
るとともに、過去の行政事例を題材として行う行政政策事例研究で新たな事例開発を
行うなど、カリキュラムの充実を図った。
東日本大震災の被災地で活動する現地のNPO法人や、官民で連携した地方創生の
活動に取り組むNPO法人等へ研修員を派遣する「被災地復興・地方創生プログラム」
では、サッカークラブの運営を通じて地域振興に取り組む愛媛県今治市の「今治。夢
スポーツ（FC今治）」、地域の未来を創る若手実践家の育成と市民の地域活動支援に
取り組む島根県雲南市の「おっちラボ」の2団体への派遣を新たに開始した。また、
歴史的意義の大きい過去の行政事例を題材として研究発表を行う「行政政策事例研
究」においては、新たに「日米外交史」を新規題材として取り上げた。日米外交に関
する事例研究に当たって、外務省外交史料館を訪問し公文書管理の意義について理解
するとともに、当時の事情について通暁した研究者や行政官OBからの講義を聞き、
公開された外交文書を活用して、沖縄返還や日米貿易・経済問題などについて理解を
深めるカリキュラムを実施した。
イ　課長補佐級研修の見直し
課長補佐級研修については、カリキュラムの特色付けとして、若手の課長補佐を対
象として、組織マネジメントやこれからの働き方、キャリア形成について考えるコー
スを新設した。また、彩の国さいたま人づくり広域連合との合同研修として、国の職
員と県の職員が、高齢化する地域社会の課題や今後の在り方について、公務員研修所
に隣接した地域のニュータウンを訪ねて実情に触れるとともに、都市計画の専門家か
らの基調講義と課題提示に基づき、共通の政策課題研究を行い、相互に研究成果の発
表と意見交換を行うコースを初めて実施した。リーダーシップ研修では、東京大学エ

2　人材の育成
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グゼクティブ・マネジメント・プログラム（EMP）との共同プログラムを引き続き
実施したほか、現場訪問先として新たに愛媛県と連携し、研修員のグループ研究課題
に応じた自主的な活動（ヒアリング等）を日程に組み込んで支援するなど研修内容の
更なる充実に取り組んだ。

（2）テーマ別の研修等における取組
ア　キャリア開発セミナー30の試行

平成28年度及び平成29年度の年次報告書第2部において行った職員意識調査結果
等を踏まえ、キャリア形成支援の観点から、30歳台の係長級職員を対象に、これま
での自身の職業キャリアを振り返り、今後のキャリア形成を考える機会を提供する
「キャリア開発セミナー30」を新たに開発し、平成30年度試行実施した。
イ　幹部・管理職員を対象とした研修の実施
平成29年度の終わり頃から決裁文書の改ざん、幹部職員によるセクハラ等の問題
により、公務員に対する国民の信頼を大きく損なう事態が発生したことから、職員の
模範となるべき各府省幹部職員を対象とした研修を新たに実施した。具体的には、本
府省の新任審議官級職員に対して従来から実施している昇任時相談窓口等体験研修の
事後研修の実施機会に併せて、国民全体に奉仕するという公務員の使命等を改めて認
識することなどを目的として、事務次官経験者が自らの経験に基づいた公務員として
の在り方等についての講義を行った。また、本省局長に対し、公務員不祥事等を自己
の問題として捉えるため、所属組織や職務に即して発生し得る不適切事例やそれに対
してとるべき行動を具体的に考えさせる討議を行うなどの研修を新たに実施した。

第3章 多様な人材の確保・育成等
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 第4章 公務部門における障害者雇用に関する取組

◉　多くの国の機関において障害者の法定雇用率を達成していない状況が生じていたこと
に対応するため、平成30年10月23日、「公務部門における障害者雇用に関する基本方
針」が策定された。
　　この基本方針で人事院に対して行われた要請を受けて、本院で検討を進め、国家公務
員における合理的配慮に関する指針の策定、フレックスタイム制の柔軟化等の措置、人
事院が能力実証等の一部を統一的に行う障害者選考試験の実施等を順次行った。

公務部門は、民間の事業主に対し率先して障害者を雇用すべき立場にあるが、平成30年度
に入って、多くの国の機関で法定雇用率を達成していない状況であったことが明らかになった
ことから、政府一体としてこの事態に対応するため、平成30年8月28日、「公務部門における
障害者雇用に関する関係閣僚会議」が設置され、同年10月23日、「公務部門における障害者雇
用に関する基本方針」（以下「基本方針」という。）が策定された。
この基本方針において、人事院に対して、障害者雇用に関する理解の促進のため、「民間事
業主等向けの合理的配慮指針を踏まえ、国家公務員における合理的配慮に関する指針を、年内
をめどに策定する」こと、障害者の希望や障害特性に応じた働き方の推進のため、「早出遅出
勤務の特例の設定、フレックスタイム制の柔軟化、休憩時間の弾力的な設定等の必要な措置を
講ずる」こと、多様な任用形態を確保するため、「人事院が能力実証等の一部を統一的に行う
障害者を対象とした選考試験を平成30年度より導入する」こと等が要請された。

1 障害者が働きやすい環境の確保
（1）合理的配慮指針の発出

上記の基本方針において、合理的配慮指針策定の要請が行われたことを受けて、厚生労
働省が策定している民間事業主等向けの合理的配慮指針を踏まえた検討を進め、各府省及
び障害者団体の意見、パブリックコメントにおける国民の意見の聴取を実施し、一般職国
家公務員の募集・採用時・採用後の合理的配慮の考え方、合理的配慮提供の手続、合理的
配慮の内容、過重な負担の考え方、相談体制の整備、障害区分や場面ごとの合理的配慮の
提供事例を定めた「職員の募集及び採用時並びに採用後において障害者に対して各省各庁
の長が講ずべき措置に関する指針」（平成30年職員福祉局長・人材局長通知）を策定し、
平成30年12月27日に各府省に通知した。

（2）フレックスタイム制の柔軟化等のための人事院規則等の改正
上記の基本方針における要請を受けて、障害者が働きやすい環境を確保する観点に立っ
て検討を行い、障害者である職員について、早出遅出勤務の指針を示すこと、フレックス
タイム制のコアタイム、週休日、最短勤務時間数等について柔軟化すること、職員の状況
に応じた休憩時間の複数回の設定、休憩時間の延長・短縮ができるようにすることとし、
平成30年12月7日に関係人事院規則等を改正し、平成31年1月1日からこれら措置を施行
した。

1　障害者が働きやすい環境の確保
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2 障害者の任用に向けた対応
（1）障害者選考試験の実施

国家公務員の採用の枠組みとしては、採用試験のほか、各府省が行う選考により採用す
る方法及び非常勤職員として採用する方法があるが、平成30年度中に常勤職員を相当数
採用する取組が進められている状況の下で、上記の基本方針を受けて、障害者を常勤職員
として採用するための方法として、統一的な選考の枠組みを活用することについて検討を
行った。その結果、各府省の採用計画における職務内容、規模等を基に一般行政事務に従
事する係員を採用するためのものとした上で、第一次選考として人事院が基礎能力試験及
び作文試験を統一的に実施し、その通過者の中から各府省が第二次選考として採用面接を
行って最終合格者を決定する形で障害者選考試験を実施することとした。
平成30年10月24日に人事院が公表した障害者選考試験の概要は以下のとおりである。

平成30年度障害者選考試験の概要
1	 対象
	 定型的な事務をその職務とする係員

2	 受験資格　次の要件（1）及び（2）を満たす者
（1）次に掲げる手帳等の交付を受けている者　
	 ア	　身体障害者手帳又は都道府県知事の定める医師（以下「指定医」という。）若しくは産

業医による障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる身体障害を有する旨の診断
書・意見書（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイル
スによる免疫又は肝臓の機能の障害については、指定医によるものに限る。）

	 イ	　都道府県知事若しくは政令指定都市市長が交付する療育手帳又は児童相談所、知的障害
者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは障害者職業センターによ
る知的障害者であることの判定書

	 ウ　精神障害者保健福祉手帳
（2）	1959（昭和34）年4月2日以降に生まれた者（2018（平成30）年4月1日において、学校教

育法に定める義務教育を終了した日から起算して2年以上の者に限る。）

3　試験日程
受験申込受付期間 平成30年12月3日～12月14日
第1次選考日 平成31年2月3日
第1次選考通過者発表日 平成31年2月22日
第2次選考日 平成31年2月27日～3月13日
合格者発表日 平成31年3月22日

4　試験種目
選考段階 試験種目 解答題数（解答時間） 内容
第1次選考 基礎能力試験

（多肢選択式）
30題（1時間30分） 公務員として必要な基礎的な能力

（知能及び知識）についての筆記試験
作文試験 1題（50分） 文章による表現力、課題に対する

理解力などについての筆記試験
第2次選考 採用面接 各府省の採用予定機関における個

別面接等
※　第1次選考の試験問題は、高校卒業程度の試験問題
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当該試験においては、当初の採用予定者数676人に対し、申込者数は8,712人、第一次
選考の通過者数は2,302人、第二次選考を経て合格者（採用内定者）となった者の数は
754人であった。なお、第一次選考の実施に当たり、1,524人から受験上の配慮の申出があ
り、点字による試験、試験時間の延長、パソコンを利用した受験等の配慮を行った。
なお、2019年度障害者選考試験については、平成30年度の実施状況等を十分に踏まえ
て検討を行い、実施することとしている。

（2）多様な任用形態の確保等
基本方針において、障害者選考試験に並行して、障害者を対象として、各府省において
個別に選考採用を実施することとされていることを踏まえ、人事院としても各府省の選考
採用が統一的に進められるよう障害者を採用するに当たっての募集、採用方法、採用時の
配慮等の基本的な考え方を示した「障害者の採用に係る募集及び採用の方法等に関する基
本的な考え方等について」（平成30年人材局企画課長通知）を各府省に提示した。
このほか、障害者が非常勤職員として勤務した後、各府省における選考を経て常勤職員
となることを可能とするステップアップの枠組みを導入することとされた基本方針を受け
て、その手続の統一性、公正性等を確保するため、「障害者を対象としたステップアップ
の枠組みについて」（平成30年内閣人事局人事政策統括官、人材局長通知）を各府省に提
示した。具体的には、非常勤職員の常勤官職への転任等における選考の手続について、障
害者については通常と異なり、広く行うこととされている公募を各府省内等に限定して実
施できることや、筆記試験等の能力実証方法に代えて官職に必要とされる技能の確認を行
えること等を示した。
また、障害特性等に応じた適切な対応を図る観点から雇用の安定確保等に関する運用指
針を策定することとされた基本方針を受けて、公務部門における障害者雇用を着実に進め
ていく観点に立ち、「障害者を非常勤職員として任用する際の制度運用について」（平成30
年人材局長、内閣人事局人事政策統括官通知）を各府省に提示した。
具体的には、期間業務職員の再採用について、これを希望する障害者については連続2
回まで再採用すべきことや、期間業務職員以外の非常勤職員の任期更新について、これを
希望する障害者については連続2回まで任期更新すべきことを、それぞれ新たに任命権者
に努力義務を課すこと等を定めた。

5　試験の区分
	 北海道、東北、関東甲信越、東海北陸、近畿、中国、四国、九州、沖縄

2　障害者の任用に向けた対応
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 第5章 人事行政分野における国際協力

◉　主要国の人事行政機関の幹部職員等を、毎年招へいし、人事行政の最新の実情につい
て意見交換を行っている。平成30年度は、ドイツ及び英国から政府幹部職員を招へい
し、「幹部公務員の倫理感の維持・不正防止」をテーマに、日本行政学会との共催によ
る国際講演会を実施した。
◉　アジア諸国の公務員制度改革を継続的に支援し、日本の公務員制度に高い関心を持つ
国との人的ネットワークを構築するため、平成29年度から、アジア諸国の人事行政機関
の専門家を招き、意見交換を実施している。平成30年度は、前年度に引き続き、インド
ネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール及びタイの5か国から専門家を招へい
し、人材の確保・育成に関する意見交換を実施した。
◉　平成17年1月より、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、各種協力事業を実施している。平成30年度は、6月に東京において、「三国
の公務員の倫理制度」をテーマに第11回三国共催シンポジウムを開催した。

（1）主要国政府幹部職員等招へい事業
人事院は、人事行政の専門機関として、各国人事行政機関との交流を通じて人事行政分
野における協力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、各国の
経験や取組から示唆を得ることを目的として、毎年、主要国の人事行政機関の幹部職員等
を招へいし、人事行政の最新の実情について意見交換を行っている。平成22年度からは、
日本行政学会との共催により、2か国から政府幹部職員等を同時に招へいし、国際講演会
等を実施している。
平成30年度においては、ドイツ及び英国から政府幹部職員を招へいし、「幹部公務員の
倫理感の維持・不正防止」をテーマとした国際講演会を11月に開催した。
講演会においては、ドイツ連邦内務・建設・祖国省公務員局長のアンスガー・ホラー氏
より、ドイツにおける公務に対する国民の評価、上司の命令に対する官吏の異議申立ての
権利、政治的官吏の役割等について、英国内閣府服務・倫理担当部長のトリスタン・ペデ
ルティ氏より、大臣規範及び国家公務員規範の概要、職員に規範を遵守させるための取
組、英国の直面する課題等について説明があった。
本講演会には各府省職員、研究者、学生等約100人が参加し、被招へい者に対し、多く
の質問が寄せられた。

（2）アジア諸国人事行政担当機関職員招へい事業
経済成長や政治の民主化を進めるアジア諸国においては、専門能力を持つ士気の高い公
務員が行政を担うよう、欧米型の近代的な公務員制度を範としつつ、公正で能率的な仕組
みの構築に向けた改革が進められており、人事行政分野の改革においては、我が国の公務
員制度に強い関心が寄せられている。
人事院では、こうしたニーズを踏まえ、アジア諸国の公務員制度改革を継続的に支援
し、人的ネットワークの拡大を図るため、平成29年度から、アジア諸国の人事行政機関
の専門家を招き、公務員人事管理の現状や公務員育成に関する意見交換を実施している。
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平成30年度は、インドネシア人事委員会、マレーシア公務員庁、フィリピン人事委員
会、シンガポール首相府公務員局及びタイ人事委員会事務局の5機関から、課長級を中心
とした専門家を招き、「公務における有為な人材の確保・育成」を共通テーマに、各国の
取組や課題について意見交換を実施した。

（3）日中韓人事行政ネットワーク
人事院は、平成16年11月の日中韓首脳会議において承認された「日中韓三国間協力に
関する行動戦略」に基づき、人事行政分野における協力枠組みとして、平成17年1月に、
中国人事部（現：中央組織部）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、現在まで各種協力事業を実施するなど、日中韓協力
の一翼を担っている。
本ネットワークにおいては、三国の公務員制度における重要な課題や最新の取組を把握
するため、原則毎年、三国による持ち回りで三国共催シンポジウムを実施している。平成
30年度は、「三国の公務員の倫理制度」をテーマとして、池本武広国家公務員倫理審査会
事務局長、李涛（リ・タオ）中国中央組織部国家公務員局公務員管理室副巡視員及び林炳
根（リム・ビョングン）韓国人事革新処財産審査課長による第11回日中韓三国共催シン
ポジウムを6月に東京において実施し、各府省職員、研究者、学生等約70人が参加した。
シンポジウムにおいては、三国の最新の公務員倫理制度の状況やその課題について発表
が行われた後、発表者による討議及び会場からの質疑応答が行われた。
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