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地方公務員の定年引き上げに係るＱ＆Ａ 

（2021年８月 11日 現在） 

 

 

 このＱ＆Ａは、この間、資料として提供してきた「地方公務員の定年の段階的引き上げ

～解説と交渉のポイント」を補足する位置づけで作成したものです。労働条件担当者会議

（6/17）で出された質問等を中心に、Ｑ＆Ａ項目を設定しているため、網羅的な内容とな

っていません。詳しくは、解説資料本体をご確認ください。 

 なお、今後、必要に応じて内容の更新をはかってまいります。 

 

 

１．役職定年 

（1）制度設計 

・役職定年の対象範囲はどうなるか？ 

（答） 

 総務省は、国と同様に「管理職手当の支給対象となっている職を基本とする」との考え

を示している。しかし、自治体では管理監督の職ではないにもかかわらず、時間外手当の

支給を免れるために管理職扱いとして管理職手当を支給している実態も多く見られる。よ

って、手当支給によって一律的に役職定年の対象を決めるのではなく、真の意味で「管理

または監督の地位にある職員」に限定するよう、それぞれの組織・職制の実態に応じて検

討することが必要である。 

 同時に、現在、管理監督職ではない職員に管理職手当を支給し、時間外手当を支給して

いない自治体については、これを機に是正を求めることも必要と考える。 

 

・特例任用（役職定年の例外）の規定の仕方は？ 

（答） 

 条例で特例を設けることとその要件（事由）を定め、具体的な職については規則で定め

ることとなる。 

 安易に特例任用を行うことは、組織の硬直化につながる危険性があるため、適用対象が

いたずらに拡がることがないよう、組合として注視するとともに、人材育成の強化と中長

期的な人事管理も合わせて求める必要がある。 

 

・特例任用の対象となる職は？ 

（答） 

 総務省がＱ＆Ａで例示も検討している。（具体的な職名などが示されるかは未定）運用通

知と一緒に 8月末頃出される予定 
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（2）格付け・給与 

・役職定年者の格付けはどう決めるのか 

（答） 

 管理監督職となる手前の級に位置づけるのが基本である。降格に際しては、降格時号給

対応表を定めている自治体についてはそれに沿って、定めていない自治体については、規

則によって定められている方法（下位の級の同額もしくは直近下位の額となる号給など）

に沿って格付けを決定する。2級以上下位の職務の級への降格となるときは、それぞれ 1級

下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱う。 

 

・期末手当の役職段階別加算割合は、降格後の級の取扱いになるのか 

（答） 

 お見込みのとおり。 

 

・役職定年者の「差額」は一時金の基礎額に含まれるか 

（答） 

 含まれる 

（3）事例検討 

・同じ級に管理職と非管理職が混在している場合、管理職を役職定年させたらどの級に位

置づければいいのか？例）6級に課長と課長補佐が位置づけられている場合 

（答） 

 例の場合、ライン職である課長から外した上で、6 級相当のスタッフ職につけることが

適当だと考える。役職定年の議論に際して、組合員の到達級を下げないためにも、安易に

6級課長補佐をなくす方向の議論とならないよう留意が必要。 

 なお、事例のように 1 つの級に管理職と非管理職が並ぶなど、2 つ以上の異なる職務を

当てていることについて、総務省から指導が入るのではないかと心配する向きもあるよう

だが、こうした運用について、是正を求めている事実はない。 

 総務省が、「わたり」とみなして是正を求めているのは、以下の場合である。 

①給与決定に際し、等級別基準職務表に適合しない級へ格付けを行うこと。 

② 同一の職名が複数の級に位置づけられるなど、等級別基準職務表が、職務を明

確に分類したものとなっていない場合 

 （同一の職名が複数の級にわたるとしても、「本庁の課長」と「本庁の困難な業務

を所掌する課長」といったように明確に分類されていれば OK） 

③ 一つの職が４つ以上の級にわたって格付けられている場合 

④ 国家公務員の官職と職務・職責が同等な職の級の格付けが、国家公務員の本省

の格付けを超えている場合 

例）国の係員に相当する職を３級以上に格付け、国の主任に相当する職を４級以上

に格付け、国の係長に相当する職を５級以上に格付け 
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⑤ 国家公務員の官職と職務・職責が同等な職の給料月額の最高水準が、国家公務

員の俸給月額の最高水準を相当程度超えている場合 

 

出典：「地方公務員の給与決定に関する調査研究会報告書」（2019年 3月） 

 

２．再任用関連 

（1）制度設計 

・恣意的な再任用短時間の運用がされるのではないか 

（答） 

 定年前再任用短時間は、職員本人が短時間勤務を希望する場合に、本人の意思により一

旦退職した上で採用される仕組みであり、任命権者が定年前再任用短時間勤務を強要する

ことがあってはならず、職員本人の意思に反して定年前再任用短時間勤務の職に採用する

ことはできない。 

 附帯決議の中でも「あくまで職員の希望によるものであることから、任命権者による恣

意的・一方的な適用とならないよう、必要な措置を講じること」とされており、総務省が

今後出す通知の中でも同様に示すものと思われる。 

 あくまで職員の希望した場合に限っての取り扱いであることの労使確認を行うとともに、

制度が始まって以降も実態を点検し、必要に応じた対応を行うことが重要である。 

 

（2）再任用者の格付け・給与 

・再任用の賃金水準の引き上げが必要ではないか 

（答） 

 現在の再任用制度は、年金が一部支給されることを前提に、職務と賃金が決定されてき

たことから、多くの自治体では定年時の級（職務）よりも相当低い級に格付けされてきた

のが現状である。ところが、経過的職域加算部分および老齢厚生年金部分の支給開始年齢

の段階的引き上げにより、2025年度からは、65歳以降でなければ年金が支給されないこと

となる。 

 年金が受給できていた制度導入時と、無年金期間が拡大した現在とでは状況も大きく異

なってきていることから、退職時より低い級に格付ける運用は根本的にあらためる必要が

ある。 

 なお、格付けを見直すということは、当然働き方（職務内容）も見直す必要がある。職

員の知識と経験を積極的に活用する観点も含め、60歳超の職員の職務内容とそれに見合う

賃金についての十分な協議が必要である。 

 

・常勤職員と再任用職員とで一時金に差があるのは同一労働同一賃金の観点から疑問であ

る。格差解消が必要ではないか。 
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（答） 

 再任用職員の給与については、制度導入時に民間の 60歳以上の高齢層の年間給与とあわ

せるという考え方のもと、月例給と一時金のバランスにより一時金の支給月数が決められ

た。「再任用職員について定年前職員と同じ月数の一時金を支給すると一時金の割合が高く

なり、俸給が少なくなるため、バランスを取った」と人事院は説明している。 

 公務員連絡会は、再任用職員を取り巻く環境は制度導入当初と比べても大きく変化して

おり、時代に合わせて変えていくべきだと主張し、改善を求めている。人事院の回答は、

「民間企業における定年制や高齢層従業員の給与の状況、各府省における再任用制度の運

用状況を踏まえつつ、職員団体の意見も聴きながら、再任用職員の給与の在り方について

必要な検討を行ってまいりたい」との見解を示すにとどまっており、引き続き交渉を続け

ていく。 

 

（3）再任用のパターン 

・①～⑦のパターンで、再任用が可能なケースはどれか。 

（答） 

 再任用のパターンを図示すると下記のようになる。ただし、ブランクを空ける場合や、

定年前再任用から暫定再任用フルタイムのような例は、制度上は可能だが、任用するかど

うかは任命権者に裁量権があり、どう運用するかは実務上の検討が必要である。なるべく

組合員の選択肢が広くなるように協議すべきと考える。 
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３．高齢者部分休業 

・高齢者部分休業が取得できる対象年齢について、定年年齢の引上げに合わせて取得可能

な年齢も連動して後ろにずれていくことになるのか？ 

（答） 

 高齢者部分休業制度については、各自治体が条例で定めるため、対象職員の年齢や取得

の要件についても自治体ごとに異なるが、解説でも示した通り、一般的には 56歳以上の職

員を対象としている。 

 地方公務員独自の制度である同制度は、定年引き上げされて以降も、存置されることと

されたが、高齢職員のライフスタイルに対応するための休業制度として導入された経過か

ら、総務省としては、対象職員の年齢を引き上げる、後ろにずらす必要はないとしている。 

 

・高齢者部分休業を取得した場合の期末・勤勉手当の期間割合は？ 

（答） 

 一般的には、高齢者部分休業を取得した場合は、勤務しなかった時間当たりの給与等に

ついては減額され、退職手当も休業期間の２分の１に相当する期間を在職期間から除算さ

60歳となった年度末

※ただし経過措置として暫定再任用が残っている期間に限る

※ただし経過措置として暫定再任用が残っている期間に限る

※ただし経過措置として暫定再任用が残っている期間に限る

①60歳となった年度末で退職後、1年後
に定年前再任用短時間として勤務

②定年前再任用短時間として勤務した
後、ブランクを空けて再び定年前再任用
短時間として勤務

⑦59歳で退職後、ブランクを空けて定年
前再任用短時間として勤務

③定年前再任用短時間として勤務した
後、暫定再任用フルタイムとして勤務

④定年前再任用短時間として勤務した
後、ブランクを空けて暫定再任用フルタイ
ムとして勤務

⑤60歳の誕生日以降、年度末前に退職
後、定年前再任用短時間として勤務

⑥59歳で退職後、ブランクを空けて暫定
再任用として勤務

定年前再任用

短時間勤務

定年前再任用短時間勤務

定年前再任用

短時間勤務

退

職

退

職

定年前再任用

短時間勤務

暫定再任用

（フルor短時間）

退

職

定年前再任用

短時間勤務

退

職

暫定再任用

（フルor短時間）

定年前再任用短時間勤務
退

職

退

職

暫定再任用

（フルor短時間）

退

職
定年前再任用短時間勤務
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れる。 

 期末手当に係る在職期間は、承認を受けて１日の勤務時間の一部について勤務しなかっ

た期間については、その２分の１の期間を除算することとされている。勤勉手当に係る勤

務期間は、承認を受けて１日の勤務時間の一部について勤務しなかった期間を除算するこ

ととされている（就学部分休業と同様の取り扱いとしている場合が一般的。いずれにして

も、条例、規則で定めるため、自治体によって制度上の差異があることに留意）。 

 

・高齢者部分休業を取得して兼業に従事することは可能か。その場合兼業許可は必要か？ 

（答） 

 高齢者部分休業の法改正前に、地方公務員制度調査会がまとめた報告書「分権新時代の

地方公務員制度―任用・勤務形態の多様化」（2003年 12月）は、任期の定めのない常勤職

員を中心とする公務運営を引き続き基本としつつ、任期付採用の拡大、短時間勤務など任

用・勤務形態の多様化を図るとし、その方策の一つとして、「漸次的現役離職のための部分

休業（定年退職前の一定年間前から、地域活動に従事する場合等）」を示し、「ボランティ

ア等地域活動に参画する時間を創出することにもなるなど、単に個人のライフスタイルの

域を超えた様々な効果を期待できる」としていた。こうした導入経過からしても、同制度

は、高齢職員の他の分野での活躍する場を一定認めようとするものであったとも言える。 

 高齢者部分休業の具体的な設計、運用は自治体ごとに異なるが、基本的に同制度は、公

務の運営に支障がないと任命権者が認める場合に取得が認められるものである。取得要件

をどのように定めているかにもよるが、いずれにしても、高齢者部分休業の取得の有無に

かかわらず、職員が兼業する場合については任命権者の許可が必要となる。 

 

４．高齢層職員の働き方 

・困難職種の働き方をどうすべきか 

（答） 

 加齢による体力の低下などによって、60歳前と同じように働き続けることが難しい職種

も一部あるが、すべての職種で年金受給開始までは雇用を確保する必要がある。各単組・

職場で、どういう職務内容、働き方、配置であれば定年まで働き続けることができるか、

職場実態に応じて検討、工夫しながら、雇用を確保していくことが求められる。 

 

・４級係長で 60歳を迎える職員が、60歳以降は係長を降りたいと申し出た場合、どう格

付けするのがいいか（本人希望による降任） 

（答） 

 ライン職以外の職であれば担えるということであれば、係長職から外し、４級のスタッ

フ相当職に位置づけることが適当である。そもそも４級の職を担うのが困難と言うことで

あれば、自治体の定めたルールに沿って本人希望による降格を行うことになる。 

 なお、管理職となる手前の級であれば、降格後に再度昇格させることは可能である。 
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５．給料・格付け 

・特定日（60歳を迎えた後の４月１日）以降、給料月額は７割水準とされるが、これを定

めるのは条例か規則か？ 

（答） 

 国家公務員については、給与法の附則において、その旨を定めている。 

 自治体においては、条例で規定することとなる。 

 

・公務労協、自治労としては８割水準をめざすとしていたが、この方針はなくなったのか？ 

（答） 

 方針がなくなったということではない。 

 今回の解説等に記載した通り、７割水準に関しては、人事院が厚労省の賃金センサス等

のデータに基づき 60歳超の民間労働者の賃金水準を調査・分析し、妥当な水準として 2018

年に人事院として意見の申出を行い、意見の申出を踏まえた法改正がなされたものである。 

 公務労協、公務員連絡会として８割水準をめざしてきたことからすれば不満はあるもの

の、７割水準については民間の賃金実態を踏まえたものであることに加えて、定年引き上

げの早期実現をめざし、政府・内閣人事局、人事院と交渉・協議を重ね、関係法案の閣議

決定、法案の成立に至った経過から、最終的に７割水準となったことは、現段階としては、

やむを得ないものと考える。 

 今後、60歳超の公務員給与についてどのように官民比較（ラスパイレス比較等）を行っ

ていくのかも課題となってくるが、民間企業においては、65歳超～70歳の高齢雇用が努力

義務とされ、その前段階としての 60 歳超～65 歳の民間労働者の賃金水準がどのように推

移していくのかなど今後の動向にも注視しつつ、自治労としては、引き続き、60歳超職員

の職員の給料の水準の改善、８割水準ということもめざしていくこととしている。 

 給与水準ということでは、給料を引き下げる前段階、60歳時点の給料月額の到達水準を

引き上げていくことが重要であるため、昇給・昇格等の運用の見直し、55歳以降の昇給停

止・抑制の見直しなどに各単組段階で取り組むことを方針としている。 

 

・55歳昇給停止（抑制）は、やめさせるべきではないか？ 

（答） 

 総務省からの指導・助言のもとで、国家公務員にならい、55 歳超の高齢職員について、

昇給区分が標準（Ｃ区分）以下の職員は昇給しない（勤務成績が特に良好である者で、昇

給区分がＡ／２号、Ｂ／１号とされる場合を除く）こととしている自治体も多い。 

 定年年齢が 65 歳まで引き上げられるなか、10 年近くも昇給しないこととなり、高齢職

員のモチベーション維持の観点からも、55歳超職員についても昇給できる仕組みを確保す

ることが望ましい。 

 昇給抑制措置なしの自治体は極めて少ないが、導入するも、国とは異なる運用としてい

る自治体は相当数あることも参考に、昇給措置の確保に取り組んでもらいたい。 
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＜参考＞ 高齢層職員の昇給抑制措置（2018年４月現在） 

 
抑制措置 あり 抑制措置 

なし 
団体数 

 国と同じ措置 国と異なる措置 

都道府県 46 31 15 1 47 

指定都市 19 5 14 1 20 

市区町村 1,696 681 1,015 25 1,721 

合計 1,761 717 1,044 27 1,788 

出所：（一財）自治総合センター「地方公務員の給与決定に関する調査研究会報告書」 

 

・60歳超職員でも昇格は可能か？ 

（答） 

 どのような職務に任用するかにより、職員の級の格付けが決定するということが基本で

あるため、60歳超の職員についても、管理監督職に就かない範囲であれば、昇格を行うこ

とは可能である。 

 

・特定日以降の職員の休職給の水準も７割水準となるのか？ 

（答） 

 私傷病、公務災害等により休職している職員の給与についても、特定日以降は７割水準

となる。 

 国家公務員については、給与法第 23条で休職給を定めており、例えば、公務災害による

病気休職の場合は給与の全額を支給するとされているが、特定日以降は７割水準での給与

支給となる。私傷病による病気休職の場合は８割支給だが、特定日以降は、７割水準の給

与に対しての８割支給ということになる。 

 

６．退職手当 

・60歳の翌年の４月１日以降は給料水準が７割に下がるが、このことによって退職手当に

マイナスの影響は生じないのか？ 

（答） 

 退職手当の支給に関しては、ピーク時特例が適用され、給料水準が７割に引き下がる前

の給料表上の「級・号給」（退職時点の級・号給に対応する料月額）を基礎として算定され

るため、実質的な手当額にマイナスの影響は生じない。 

 なお、退職手当は、35年以上の勤続年数に対する調整率の加算はないが、近年中途採用

者が増えてきており、60 歳になる年度時点での勤続年数が 35 年に満たない場合について

は、61歳以降の勤続年数分が加算されることとなる（ただし、61歳以上の勤続年数に対応

する分は７割に引き下がった給料月額を基礎として算定）。 

 

・今後、退職手当の調整率が変わった場合の取り扱いはどうなるのか？ 

（答） 
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 あくまでも、実際に退職する時点での調整率が適用されるということである。 

 今回の定年引き上げに関わる、国家公務員の退職手当法の改正においては、調整率の改

正は行われていないが、今後の法改正により、調整率の見直しが行われることとなる場合

においては、見直し後の調整率により算定されることとなる。 

 

・定年引き上げに伴い、早期退職に変更はあるのか？60歳以降に早期退職に応募した場合、

割増率は適用されるのか？ 

（答） 

 早期退職募集に応募し、認定を受けて退職する場合の給料月額の割増率は、当分の間、

現行定年制度下で対象とされる年齢と割増率が維持される。つまり、60歳（※）～64歳の者

が応募する場合は割増されない。 

（※）現行、技能労務職員の定年年齢を 63歳と定めるなど、特例定年の規定がある職員に

ついてはその年齢 

 

７．財政上の取扱い 

・定年引上げに伴い新規採用が抑制されることを危惧する。地方財政計画上の取扱いはど

うなるのか？また、地方財政計画に上位昇給分を盛り込めないか？ 

（答） 

 定年の段階的引き上げ期間中（2023/4～2031/3）における新規採用の確保は、組織の硬

直化を防ぐ観点から必須事項。現時点で地方財政上の取り扱いは考え方も含め示されてな

いが、国公・地公ともに法案の附帯決議でも示されたとおり新規採用を継続するための定

員措置に伴って必要となる財源は確保されるべきもの。 

 自治労として、公務員連絡会に結集しながら、定員が増える定年年齢の引上げ期間中に

おいても引き続き実人員に応じた財政措置を政府に対して求めていく。各単組においても

新規採用の確保を労使交渉で追及するとともに必要な財政措置について自治体として国へ

の要請を求めていくこととする。 

 地財計画における給与関係経費の算定は、５年ごとに行っている「地方公務員給与実態

調査」に基づいて単価設定がされており、現実に上位昇給を実施している分については盛

り込まれている。つまり、国家公務員並みに上位昇給が活用されれば、算定にも反映され

ていくこととなる。逆に言えば、使っていないものを算定させるのは現在の仕組みでは困

難である。したがって上位昇給を活用していない団体は、給与水準の改善という観点から

も、活用すべきである。 

 

＜参考＞ 2021年６月３日 参議院・総務委員会における公務員部長答弁 

○総務省としては、定年引上げ期間中においても、各分野において地方公共団体が一定の

新規採用を継続的に確保することが必要であるという認識でございます。 

○ただ、具体的なこの運用、定年引上げで各団体が運用するに際しましては、各職種の年

齢構成であるとか様々な実態を踏まえて、定年引上げ期間中の一時的調整のための定員措
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置が必要であるかどうかというのをまずは検討していただくことが必要だと思っています。

その検討状況をきちんと私どもとして、まずは把握をしてまいりたいと思っています。 

○その検討状況を把握しながら、どういう考え方で整理をしたらいいかということは、総

務省としても、その定年引上げ期間中の新規採用の確保に向けた方法として、一時的な調

整のための定員措置の考え方、これを整理をして、留意点ということで必要な助言をして

まいりたいというふうに思っているところでございます。 

 

８．附則関係 

・国家公務員法等改正案の附則（検討）に盛り込まれた「給与水準が定年の前後で連続的

なものとなるよう所要の措置を講ずるものとする」とはどういうことか？ 

（答） 

 「給与水準が連続的なものとなる」とは、当面の措置である 2023年３月以降の対応であ

る「60歳を境に７割へと下がる給与カーブ」を、一連の流れになるよう昇任・昇格、昇給

等の基準など給与制度について 2031年３月末までに見直しを行うというもの。 

 現時点では、見直しの具体的方向性は示されていないが、給与水準の引き下げにつなが

る可能性も想定されることから、自治労として公務員連絡会に結集しながら政府・人事院

対策を進めていく。 

 

・附則（検討）に盛り込まれた「人事評価について所要な措置を講ずるものとする」を受

けて、人事評価への対応をどうすべきか？ 

（答） 

 人事評価制度については、国公においては既に見直しに向けた検討が始まっているが（評

語区分の細分化：５段階→６段階など）、実際の給与反映の在り方は今後検討される。 

 各単組における今後の対応は、各自治体で行われている人事評価の実態が国とは異なっ

ていることを踏まえ、機械的に国に合わせられることのないよう、交渉の中で確認してお

く必要がある。 

 

９．スケジュール 

・当局から総務省から条例例が示されないと交渉ができないと言われているがどう対応し

たらよいか？ 

・総務省が改正法の成立後に示した地方公務員の定年引上げに係る想定スケジュールでは、

関係条例案の議会上程について、2022年３月または６月としている。自治労本部が示すス

ケジュールと違うがなぜか？ 

（答） 

 定年引き上げにあたり、任命権者は、職員が 60 歳になる年度の前年度までに、60 歳以

降の任用や給与など制度に関する情報提供を行い、職員の意向を確認することとされてい

る。 
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 改正法の施行日は 2023 年４月１日で、定年年齢が引き上がるのは 1963 年度生まれ以降

の職員からである。 

 例えば、この 1963 年度生まれの職員が実際に 61 歳で退職するのは 2024 年度で、60 歳

になる年度の前年度は 2022年度（2022年４月～2023年３月）である。 

 法令上は、前年度中、すなわち 2023年３月末までに、情報提供と意向確認をすれば良い

こととされており、総務省の想定するスケジュール（2022年３月または６月の条例案の議

会上程）は間違いではない。 

 しかし、1963年度生まれの職員が新たな制度である「定年前再任用短時間勤務」を選択

できるのは、2023 年度の年齢 60 歳に達して以降であるため、これら対象者への情報提供

および意向確認は、可能な限り前年度である 2022 年度の早い段階で終わらせるべきであ

る。また、定年前再任用短時間勤務を希望する職員を概ね把握することが出来ない状況で

は翌年度の採用計画を固めることが出来ないことになる。これらの点からすれば、2022年

６月議会での対応では少し遅く、やはり 2021年度末までに制度を確立する必要がある。そ

のため、自治労では 2021確定闘争・2022春闘の統一闘争として、2021年 12月議会、遅く

とも 2022年３月議会での条例改正を追求して準備を進めることを方針としている。 

 百歩譲って、関係条例案の改正自体については総務省の示すスケジュールでも良いが、

重要なのは条例案そのものではなく、具体の制度内容と運用である。定年引き上げの制度

設計にあたっての論点は既に明らかにされている。今後総務省の示す条例例を見るまでも

なく、自らの自治体の制度設計を検討・討議し、交渉・協議を行い、労使合意をはかるこ

とは可能である。さらに言えば、どのような運用としていくかは自治体ごとに異なるもの

であるため、総務省も画一的にあり方等を示せるものではなく、自治体労使が自らの自治

体の実態を踏まえた制度設計・運用としていくことが求められる。この点からも、労働組

合の側から、主体的にスケジュールを描き、早期に検討、交渉・協議等の取り組みを進め

ていくことが重要である。 

 

・総務省から条例例が示されるのはいつか？ 

（答） 

 現時点（8月）では明らかになっていないが、国家公務員法等の改正を受けた人事院規則

の改正を待って条例例を出すことを総務省としては考えている。あまり遅くなることのな

いよう、本部として総務省対策を進めていく。 

 


