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群馬県地方自治研究センター公開シンポジウム「男女ともに生きやすい社会を考える」に参加し、男性学を主に研究
分野としている社会学者の田中俊之さんの講演を聞きました。講師自身も共働きで生活し、育児の経験も交えてお話
しいただき、とてもわかりやすく興味深い内容でした。男女共同参画という言葉が一時はやり、だいぶ昔から使われ
ているフレーズではあるが、旗を振れども誰も従わずという現状を独自の視点で分析し、男性の育児休暇取得率がさ
ほど上がらない状況を引き合いに出し、未だに女性の給料が男性の７割しかないのに、育休で休まなければならない
条件の中で、家計を支える大黒柱の男性が仕事を休むはずがないと指摘されていました。依然として仕事は男性社会、
家庭は女性社会のままであり、仮に男性が休暇を取得し、子供と地域のイベントに参加したところで、行った先では
女性社会の中で肩身の狭い思いをするような状況です。そのような状況を少しでもよくするには、現実の実態を把握
して、男性が家庭へ、女性が仕事へ参入しやすくなるよう障壁となる課題を地道に改善していく必要があるように感
じ、それには長い時間がかかるように思いました。また、男性と女性の活動領域は将来的に仕事と家庭で分けるので
はなく、各領域において男女の共同作業が必要不可欠になってきます。そのときに障壁となるのが、男性と女性のコ
ミュニケーションに対する考え方の相違です。男性は要件伝達型、女性は関係形成型に大きく分けられるようです。
そもそも男女間で相違があるということを前提に、相手を理解し、よりよい関係性を構築するためにも相手の話しを
よく聴く姿勢が重要なのだと感じました。講師が退職者にヒアリングすると、「仕事しかしてこなかったので、老後
何してよいかわからない。」と回答する人が大多数のようです。ワークライフバランスとは、日々日常の仕事と家庭
の両立を図るだけでなく、仕事と生涯の両立という視点も忘れてはならないと結びにしていたところが印象的でした。
とても身になる内容でしたので参加してよかったです。
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講演の中で特に興味深かったのは男女でコミュニケーションの捉え方が異なるということです。男性は要件を伝える
ことが中心であるのに対して、女性は共感を目的にコミュニケーションをとっているということでした。
私の所属している部署では女性が半数を占めていますが、上記のようなコミュニケーションの特性を尊重することで、
より快適な職場環境がつくれるのではないかと感じました。
まずは家庭で実践して、ノウハウを蓄積したいと思います。

一般財団法人群馬県地方自治研究センター主催の「男女ともに生きやすい社会を考える」に参加し、「男性学の視点
から男女共に生きやすい社会を考える」を題材として基調講演を行っていただきました。講演では「男は仕事、女
は家庭」から「男も女も、仕事も家庭も」といった関係性を築くために現在の日本社会はどのような状況であるのか、
統計や講師の方の体験談を交えながら講演していただきました。この講演を聞いて感じたことは男女がお互いに尊
重し合うことはもちろん大事なことですが、特にコミュニケーションにおいては相手が受け取りやすいボールを “投
げかける”言葉のキャッチボールが重要だと再認識することができました。相手を論破することは自己満足であって、
相手が話しやすい雰囲気や問いかけを男性と女性、上司と部下、友人同士などといった縦や横の繋がり関係なく必
要なことであり、そういった小さな心掛けを 1 人 1 人が意識することにより男女共に生きやすい社会に繋がるので
はないかと思いました。この講演で改めて自分を見つめ直すきっかけになりましたので参加して良かったです。
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問 13-1 マニュアル II3(1)3 ア ( ア ) 中「地域の民間企業において同一又は類似の
職種がある場合には、その労働者の給与水準の状況等に十分留意しつつ」とある
が、これは具体的にどのような趣旨か。
民間企業の従業者の給与との均衡をどのように図っていくかについては、各地方公共団体において、人
事委員会による公民比較を通じて民間給与との均衡が図られている常勤の職員の給与を基礎とするこ
と、給与情報開示の取組を徹底することを通じて適正な給与水準の確保を図ることなどが考えられると
ころである。
いずれにしても、非常勤職員の給与水準については、総務省有識者研究会報告書において、地域の民間
に同種又は類似する職種がある場合には、職務内容等の属性を考慮しつつ、新地方公務員法第 24 条に
定める均衡の原則の観点から、その賃金水準の状況に留意すべきである旨提言されており、その趣旨に
沿った対応が求められる。

A.

A.

問 13-3 会計年度任用職員の給料又は報酬の水準について、「職務遂行上必要とな
る知識、技術及び職務経験等の要素を考慮して定めるべき」とは具体的にどのよ
うな趣旨か。
会計年度任用職員の給料又は報酬の水準の決定に当たっては、「知識、技術及び職務経験」が考慮要素
となるものであるが、当然に、その考慮対象とすべきものは、「職務遂行上必要となるもの」である。
したがって、例えば、職務内容が単純・定型的・補助的なものなどである場合、その職務の遂行に当たっ
てそれまでの職務経験等が寄与する程度には自ずと一定の限界があると考えられることから、必ずしも
それまでの職務経験等の全てを考慮する必要はないと考えられる。
また、そもそも「非常勤の職」を占め、任期が一会計年度内に限られる会計年度任用職員の職務の内容
や責任の程度は、「常時勤務を要する職」を占め、任期の定めのない常勤職員とは異なる設定とすべき
ものであることなどから、会計年度任用職員についても、職務の内容や責任等を踏まえつつ、給料又は
報酬の水準に一定の上限を設けることが適当である。なお、その際、例えば、定型的・補助的な業務等
に従事する事務補助職員については、一般行政職の常勤職員の初任給基準額を上限の目安とすることな
どが考えられる。 
また、「職務経験等の要素を考慮して」とは、学歴や経験年数を考慮すべきものと考えている。

やぎたのワンポイント！

会計年度任用職員の制度設計については総務省からのマニュアルを基本とし、当局が
作成しています。また下記のように労働組合と協議をすることが前提となっています。

(2) 職員団体との協議等に係る留意事項
  1 　職員団体との協議
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こと
に留意が必要です。各地方公共団体においては、平成 30 年度までを目途に適宜必要な
協議を行っていただくよう、お願いします。

皆さんに直結する給与に対する総務省の見解を紹介します！

～会計年度任用職員制度について～



問 13-6 職種によっては、問 13-3 のとおりに常勤職員の初任給基準額を上限とす
ると、現行から相当程度給与水準が下がってしまう場合があり、人材確保に影響
を及ぼすおそれもある。どのように対処すればよいか。
問 13-3 において「常勤職員の初任給基準額を上限の目安とすることなどが考えられる」としたのは、
あくまで「定型的・補助的な業務等に従事する事務補助職員」についての例であり、全ての職種につい
て「常勤職員の初任給基準額を上限の目安」とすることを示しているものではない。 
それぞれの職種に係る給料又は報酬の上限の号給設定及びその設定理由については、一義的には各団体
において適切に判断されるべきものであるが、例えば、保育士や看護師等の専門職種について、職務の
内容や責任の程度によっては、民間の給与水準等も踏まえ、その上限を事務補助職員よりも高く設定す
ることが考えられる 

A.

問 13-5 問 13-4 を踏まえ、例えば大学新卒者を事務補助の会計年度任用職員に採
用する際の給与決定及び再度の任用の際の給与決定について、具体的にどのよう
なものが考えられるか。

「同一労働同一賃金ガイドライン案」に沿った運用としては、以下のように取り扱うことが望ましいと
考えられる。
・マニュアル II3(1)3 ア ( イ )i にあるように、当該会計年度任用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 ( 仮に 1 級とする ) の初号給 (1 級 1 号給 ) を基礎として、職務経験等の要
素を考慮して ( 高校卒業以後の学歴免許等の資格による号給調整 ( 加算数 4×4 号給 =16 号給を加算 ))
定める (1 級 1 号給 +1 6 号給 =1 級 17 号給相当水準 )。 
・再度の任用の際の給与決定については、初年度と同様、1 級 1 号給を基礎として、学歴免許等の資格
による号給調整を行い (+16 号給 )、 さらに経験年数分の号給 (1 年 ×4 号給 =4 号給 ) を加え、1 級 21 
号給相当水準に決定する。 
・再々度の任用の際の給与決定については、初年度と同様、1 級 1 号給を基礎として、学歴免許等の資
格による号給調整を行い (+16 号給 )、さらに経験年数分の号給 (2 年 ×4 号給 =8 号給 ) を加え、1 級
25 号給相当水準に決定する。 
・再々々度の任用の際の給与決定については、初年度と同様、1 級 1 号給を基礎として、学歴免許等の
資格による号給調整を行い (+16 号給 )、さらに経験年数分の号給 (3 年 ×4 号給 =12 号給 ) を加えると、
1 級 29 号給になるが、上限を仮に常勤大卒職員の初任給基準額 (1 級 25 号給相当水準 ) と設定してい
る場合には 1 級 25 号給相当水準に決定することとなる。

A.

問 13-4 再度任用時の給与決定についてはどのように考えればよいか。
民間労働者については、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不
合理な待遇差の解消を目指す目的で厚生労働省が平成 28 年 12 月に取りまとめた「同一労働同一賃金
ガイドライン案」において、
　・ 基本給について、労働者の勤続年数に応じて支給しようとする場合、無期雇用フルタイム労働者と
　　同一の勤続年数である有期雇用労働者又はパートタイム労働者には、勤続年数に応じた部分につき、 
　　同一の支給をしなければならない。また、勤続年数に一定の違いがある場合においては、その相違
　　に応じた支給をしなければならない。 
　・ 昇給について、勤続による職業能力の向上に応じて行おうとする場合、無期雇用フルタイム労働者
　　と同様に勤続により職業能力が 向上した有期雇用労働者又はパートタイム労働者に、勤続による
　　職業能力の向上に応じた部分につき、同一の昇給を行わなければならない。また、勤続による職業
　　能力の向上に一定の違いがある場合においては、その相違に応じた昇給を行わなければならない。
とされている。このような考え方を踏まえると、会計年度任用職員の再度任用時の給与決定に当たって
は、常勤職員の初任給決定基準や昇給の制度との権衡を考慮することが適当と考えている。 

A.



 
 
 
 
 
 
 
  

２０１９年１月２３日現在 

〈中央ろうきん〉へ取次ぎを希望の方は組合事務所まで 

商品の詳細は〈中央ろうきん〉太田支店へ 

ＴＥＬ：0276‐46‐5171 

2.475 

◆最高１億円  ◆最長３５年  ◆不動産担保   
◆団体信用生命保険付（最高１億円 ※ご融資額の範囲となります。） 

0.625 
1.85 

※変動金利型は、返済途中で固定金利特約型・ＬｏｏＦ１０

（上限金利特約型）に切替えた場合、以降、返済終了日まで

年１.４０％引下げとなります。※実際の融資金利は、申込時

点ではなく、借入時点の金利が適用となります。※新規適用

金利は毎月見直しを行いますが、金利情勢により月中に変

更となる場合がございます。※変動金利型は金利情勢によ

り返済期間中に金利が変わることがございます。※別途、保

証料が必要となります。保証料は①『一括前払い方式』（例

えば、２０年１,０００万円の借入の場合、７２,２５０円～２３４,７

９０円）と、②『月次後払い方式』（年０.１０％～０.３４％を融資

金利に上乗せ）がございます。※金利引下げの適用には、

給与振込、カードローン（マイプラン）等の契約条件がござい

ます。詳しくは、店頭のチラシ等でご確認ください。※当金庫

のみの住宅ローン（借換・買替ローン含む）の借換には、ご

利用いただけません。※別途、不動産担保取扱手数料とし

て１０,８００円または３２,４００円（ともに消費税込み）がかか

ります。※返済条件の変更等に際して、別途手数料が必要

となる場合がございます。※返済が滞った場合は、金利引下

げが受けられない場合がございます。※店頭やホームペー

ジで、ご返済額の試算ができます。※審査の結果、ローン利

用のご希望にそえない場合がございます。※店頭に説明書

をご用意しています。※詳しいお問い合わせ・ご相談は、〈中

央ろうきん〉営業店までお問い合わせください。 
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