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○三浦靖君 説明の方はよく分かりはするんです

この地方公務員の定年引上げの問題というのは、

ふうに私の感触ではあります。

ないかなというふうには気にしておりますし、先

ものを相当数の自治体がそれを適用されるんでは

外措置を設けられているわけですが、そういった

まま、役職のまま定年のところまで行くという例

くに当たって、役職定年の例外措置として、その

までの間はどうやって食べつなぐんだという問題

って、じゃ、一体六十歳から年金が満額もらえる

歳に引き上げられるという法律が先に走ってしま

以上も前になりますが、年金の満額支給が六十五

になる前、組合で役員をしている頃、もう二十年

個人的な話で恐縮ですが、私がまだ参議院議員

し上げたいところでありますけれども、今申し上

本来であれば、そのような法案は先送りだと申

大変遺憾であります。

ミスが条文あるいは資料等にあったということは

たやさき、最後にこの思い入れのある法案にのみ

ったので、これはとっても良かったなと思ってい

ミスがございました。総務委員会においてはなか

にもかかわらず、今回、今国会は様々な法案の

ほどの御説明がございましたけれども、頭で分か

が生じていたにもかかわらず、まず人事院の方か

げましたように大変思い入れのある法案でもあり、

大変古くて長い間の課題でありました。

っていてもなかなか、職場の人間関係ということ

らのこれに関する報告もかなり遅くなりましたし、

けれども、恐らく、今回のこの法改正を進めてい

でありますので、その運用に当たって、任命権者、

ただくに当たって、そうした地方で本当に今、特

ここは全国民に影響を及ぼすということの中で、

また、このことによって、相変わらず公務員優

にコロナ禍で御苦労されている公務員の皆様方、

その後も、この国会の中でこの制度がなかなかい

遇ではないかというような話もまだ若干出ていま

あるいは住民に本当に公共サービスを提供してい

市長さんなり町長さんなり村長さんなりがたとえ

って今後いろんな対策を打っていただきたいと思

す。しかし、この公務員の様々な制度が、まだこ

る皆さんにしっかりと心が伝わるような答弁をし

前委員会でも大臣の方から謝罪がありましたので、

いますけれども、いずれにしましても、総務省の

のいわゆる定年の延長できていない企業において

ていただきたいということをまず冒頭申し上げて

ろんな困難にぶつかって審議がされなかったとい

丁寧な対応、そして説明と、そういったものが必

も、公務員の方もこういうふうになったんだから

おきたいというふうに思います。

そういった配置をされましても、結果的にはその

要だと私は考えておりますし、また、先ほども申

我々もしっかりとその制度に倣うんだという、い

まず、この地方公務員における、これはそもそ

そういう意味では審議をさせていただきたいとい

し上げましたけれども、地方公共団体、自治体に

わゆるそういったところへの影響というものもあ

も論になりますけれども、人事行政の基本的な原

うことについては、本当にいたたましい思いでい

とって最良のパートナーとして総務省がこの運用

って、決して優遇ではなくて、やはりこういうふ

則というものは一体どういうものなのかというこ

職場職場のやはり人間関係というものを大切にし

に当たって最大限の協力なり支援をしていただく

うにしていこうという国の一つの表れであるとい

とで、大臣にどんなふうに考えられているか、お

うふうに思っておりますが、やはり、答弁してい

ことをお願いいたしまして、私の質問を終わりま

うふうにも思います。そういう意味では、与野党

聞きをしたいというふうに思います。

っぱいであります。

す。

超えてこの法案に対する思いはそれぞれあるとい

○政府参考人（山越伸子君） お答えいたします。

ていかなければなりませんし、研修などの場を持

○那谷屋正義君 立憲・社民の那谷屋正義でござ

うふうに思いますし、大切に思われているという

ありがとうございました。
います。
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応の原則、均衡の原則、職務給の原則といったも

職員の給与など勤務条件の根本基準である情勢適

て行わなければならないとする成績主義の原則、

則、それから、職員の任用は能力の実証に基づい

り扱われなければならないとする平等取扱いの原

ての国民は地方公務員法の適用について平等に取

地方公務員法における基本的な原則として、全

応を検討することが重要と考えております。

る環境整備と組織活力の維持のための具体的な対

形態などを踏まえまして、高齢期職員が活躍でき

られますよう、それぞれの分野の業務内容や勤務

連制度の施行に向けてその趣旨に沿った運用が図

近な行政サービスを担っており、定年引上げと関

教育、消防、警察、その他様々な分野で住民に身

○政府参考人（山越伸子君） 地方公共団体は、

とをお願い申し上げたいというふうに思います。

場とともにこの制度を仕上げていっていただくこ

ども、是非現場の声にしっかりと耳を傾けて、現

ならないことというのは多々あると思いますけれ

文科省のしなければならないこと、されなければ

論になりました。そういったことを踏まえる中で、

も今国会、今国会というか国会の中でも随分と議

○那谷屋正義君 定年引上げに際しましても、今

す。

一般職の地方公務員に適用されるものでございま

こうした基本的な原則につきましては、全ての

○那谷屋正義君 今の取組の決意に対して、今日

いと思います。

係省庁とも連携してしっかり取り組んでまいりた

るこの定年引上げの円滑な実施に向けまして、関

総務省としては、地方公共団体の各分野におけ

お話を伺いましたので、これはダブりますから聞

限年齢制を導入するその意味というのは、もう今

ふうに思います。

いて私の方からは質問させていただきたいという

今日はなりますけれども、いわゆる役職定年につ

次に、これは図らずも三浦さんと同じテーマに

のが挙げられるところでございます。

のことは原則としてしっかりとそれを踏んでいく

は文科省にもおいでいただいておりますけれども、

きません。これは国家公務員とほぼほぼ同じなの

定年の引上げに伴って新たに管理監督職勤務上

ということだというふうに思います。

文科省の方で現段階で今後の取組についての決意

それで、この法案が成立した後に、施行がすぐ

導入する意義につきましては、先ほど御答弁した

かどうなのか、そこを、じゃ、まずお聞かせいた

文部科学省といたしましては、各教育委員会に

とおりでございますが、この趣旨は国家公務員と

をお願いしたいと思います。

規則改正が地域で必要になってくる。特に、私は

おいて地域や学校の実情を踏まえながらこの法案

同様の趣旨でございます。

にということではなくて、今回修正案にあったよ

教育現場出身でありますけれども、教育において

の趣旨に沿った対応が可能となりますように、総

○那谷屋正義君 そこで、ちょっと細かなことに

だきたいと思います。

もこの問題がどういうふうになっていくのかとい

務省ともしっかりと連携をしながら、この法案の

なりますけれども、役職定年制の対象となる地方

○政府参考人（蝦名喜之君） お答え申し上げま

うことが大変気になるところでありますけれども、

趣旨を周知をしますとともに、各教育委員会の準

自治体の職員数というのは一体どの程度いらっし

うに、三年先だったかな、になるというふうに思

総務省としては、地方公務員というのは多々いろ

備状況も踏まえながら必要な助言等を行ってまい

ゃるのか、また、同じく管理職手当を支給される

○政府参考人（山越伸子君） この役職定年制を

んな各種ありますから、そういったところに対し

りたいと考えております。

職員の職及びこれに準ずる職という対象となるポ

す。

てどのように取り組まれるのか、決意をお願いし

○那谷屋正義君 特に学校現場の多忙化というの

うんですけれども、その間に、やはり様々な条例、

たいと思います。
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○政府参考人（山越伸子君） お答えいたします。

ましたらお願いします。

スト、職の数はどの程度あるか、お分かりになり

○政府参考人（山越伸子君） お答えいたします。

になっているか、お願いします。

けれども、今どのような職務に従事するとお考え

務とかポストをいろいろと整えると言われました

○政府参考人（山越伸子君） お答えいたします。

うのはどの程度いらっしゃるんでしょうか。

職のまま定年退職をする地方自治体の職員数とい

いというふうな方で、要するに、いわゆる非管理

令和二年度給与実態調査によりますと、全国の都

役職定年制の対象となる職につきましては、管

各団体の行政課題あるいは組織形態、各職種の特

道府県及び市区町村の職員で令和二年度中に六十

私どもの把握している範囲で申し上げますと、

ずる職で、条例で定めるとされておりますので、

性、年齢構成、個々の職員の能力、適性等に応じ

歳に到達する者約六万九千人のうち、管理職手当

高齢期職員の具体的な職務内容につきましては、

正確な対象はこれから条例で定められるものでご

まして任命権者が判断することにはなりますが、

を受給していない者は約四万四千人でございます。

理職手当を支給されている職員の職及びこれに準

ざいます。

現行の再任用制度における事例も参考になるので

○那谷屋正義君 ありがとうございます。

私どもの把握している範囲でお答えいたします

はないかというふうに思っています。

このうち令和二年度中に六十歳に到達する者は二

十三万七千人、約十三万七千人でございまして、

れる職員数、これが全国の都道府県、市区町村で

織運営上の知見を継承し、若手を支援、育成する

前の職員と同様の現場での業務、専門的知見や組

を担う業務であるとか、専門性を生かした六十歳

例えば、経験や人脈を生かした対外交渉、調整

りあえずポストの数が少ないということで管理職

ちろんそれ以外のこともあると思いますけど、取

かわらず、ポストの数の事情ということ、まあも

士気をしっかりと保ちながらやっていたにもか

と、令和二年四月一日時点で管理職手当を支給さ

万五千、約二万五千人という状況でございます。

先ほどもありましたけれども、昨日まで上司だ

でございまして、総務省としても、好事例を収集

あるといったお声を多くお聞きをしているところ

定年後の業務を更に具体的に検討していく必要が

地方公共団体との意見交換の中でも、この役職

なのか、また、その理由はどのようなものなのか、

任の機会は閉ざされるということでいいのかどう

定年が六十五歳に引き上げられても管理職への昇

こうした職員については、今回の制度において

令和二年度でいらっしゃるということであります。

になれなかった方たちも今のように四万四千人、

った人が今度は隣の机に並んで仕事をするという

し周知するなど、地方公共団体に対して引き続き

お答えいただきたいと思います。

業務などが考えられると思っております。

ことになると、非常にこれまでの部下だった今度

適切に助言、支援していきたいと考えております。

○政府参考人（山越伸子君） お答えいたします。

○那谷屋正義君 それだけの数の方が今回関わる

仲間になる人もやりにくい部分もあるでしょうし、

○那谷屋正義君 是非そういった地方の様々な声

役職定年制は、管理監督職に就く職員を役職定

という、今回というか、関わられるということで

逆に言えば、今まで部下だった人が上司になった

に的確に丁寧に応えてあげていただきたいという

あります。

というふうなことになったときに、これまた仕事

ふうに思います。
と、六十歳になったらもう自分は管理職になれな

ちょっと順番入れ替えますけれども、そうなる

理監督職に任命できないようにする措置を講ずる

もに、役職定年年齢に達している者については管

年年齢に到達した後に非管理職に異動させるとと

がやりにくいという部分というのは当然出てくる
わけであります。
そこで、私の方からは、どのような、先ほど職
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歳を超える職員は新たに管理監督職に就くことは

いる医師、歯科医師などの職を除きまして、六十

したがいまして、現行で特例定年が定められて

の措置としておりました。

行うことが適当と考えられたことから、当分の間

等を踏まえまして、必要に応じて見直しの検討を

陳代謝の確保が可能となることも想定されること

着によりまして、役職定年制がなくても組織の新

ことが望ましいというふうに思うわけであります。

せた形でこういったものが運用されていくという

り地域の実情というのがあって、この実情に合わ

こうした複雑になっているものについては、やは

というのがあって、非常に複雑になっております。

ものでございます。

できないこととなります。これは、組織の新陳代

り年齢差別に当たらないかどうかという問題が出

をした、いわゆる人事行政の基本的な原則、つま

○那谷屋正義君 そうすると、私が冒頭にお尋ね

に基づくものでございます。

鑑み、役職定年制について検討を行い、その結果

その他の事情並びに人事院における検討の状況に

管理の状況、民間における高年齢者の雇用の状況

られ、政府は、国家公務員の年齢別構成及び人事

におきましては、法律案の附則に検討規定が設け

めるものとしております。職務と責任に特殊性が

は、国家公務員との権衡を考慮した上で条例で定

役職定年制の対象となる職や年齢につきまして

○政府参考人（山越伸子君） お答えいたします。

かどうか、お答えいただきたいと思います。

主体的に適正な判断をするということでよろしい

それは、そうしたことは、その自治体の自主的、

てくるわけでありますけれども、ここで、人事院

に基づいて所要の措置を講ずるものとされている

あること又は欠員の補充が困難であることにより

なお、国家公務員法等の一部を改正する法律案

に今日おいでいただいておりますので御質問した

と承知しております。

役職定年を原則どおりに適用することが著しく不

謝を確保し、組織活力を維持するという制度趣旨

いと思います。

○那谷屋正義君 こうした制度のはざまというか、

年制につきましては、将来的に職員の年齢構成の

は、管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定

院が平成三十年に行った意見の申出におきまして

国家公務員の定年の引上げにつきまして、人事

○政府参考人（荻野剛君） お答えいたします。

ついてお答えいただけたらと思います。

この役職定年制をなくすこととなるのか、それに

五歳定年が定着するまで、いかなる条件が整えば

か。また、当分の間について言えば、例えば六十

けであります。この理由は一体どういうものなの

するに役職定年について当分の間とされているわ

外とか定年年齢例外、それともう一つ、特例任用

職定年制については、例外措置、いわゆる適用除

先ほどもお話ありましたように、今回のこの役

時間が大分なくなってまいりました。

ので、よろしくお願いしたいと思います。

事ではないかなと、こんなふうに思っております

けるような、そんな検討をしていただくことが大

ならば、そういったところでの工夫もしていただ

ら、新たなポスト等々を考えるということである

か、そういう方たちも少なくありません。ですか

うことで、その年に生まれたことを悔やむという

過渡期には、様々な、そこに当たらなかったとい

確保する重要な要素であります。それは、性別、

職業人生、仕事における職員のモチベーションを

○那谷屋正義君 昇任、いわゆる出世というのは、

だく必要があるというふうに考えております。

措置の必要性を判断の上、取扱いを決定していた

保の困難性等の様々な事情などから、この例外的

構成であるとか各職務の特殊性、あるいは人材確

旨を踏まえまして、各団体における各職種の年齢

各地方公共団体におきましては、この制度の趣

できるとされているところでございます。

いは六十歳を超える役職定年年齢を定めることが

適当な場合には役職定年制の対象外とする、ある

人事院の平成三十年の意見の申出において、要

変化や六十五歳定年制を前提とした人事管理の定
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的には役職定年制を必要とせざるを得ないという

いうことはもう当然のことであります。

学歴、年齢などによる差別があってはならないと

○那谷屋正義君 終わります。

す。

います。しっかり取り組んでまいりたいと思いま

いうものを見詰めていく、この努力が大事だと思

一番ベストな道というのは常に考えながら制度と

た。ありがとうございます。

います。ようやくこの日を迎えることができまし

ら先生にはお世話になりまして、ありがとうござ

○国務大臣（武田良太君） いろいろとその節か

一方、定年年齢の引上げに際し、当初又は短期
ことは一定理解をいたしますが、これが恒久なも

○岸真紀子君 立憲民主・社民の岸真紀子です。

いては減少しております。行政課題は複雑高度化

少子高齢化が進んで生産年齢人口が我が国にお

のであってよいかどうかというのは課題が残ると

いうよりも、むしろ地方自治体においてこの役職

その意味では、国とは異なる実情から、例外と

から三十六年が経過し、初めてこの定年年齢の引

八五年から導入されたものとなっています。それ

九年前の、一九八一年にできた、八一年にできて、

比較的歴史は浅くて、私が役場に入職するほんの

に地方公務員の定年引上げを適切かつ確実に実施

人生百年時代を迎える中、国家公務員と同時期

環境を整えることが重要だと考えております。

めた全ての職員について能力を存分に発揮できる

期の職員が活用できるようにすることで若手を含

している中で的確にそれを対応するために、高齢

定年制そのものを例外にすべきというふうに私は

上げがされることになります。遅滞なく円滑に措

することで、地方公共団体が民間企業のまさにロ

今では当たり前のこの公務員の定年制度ですが、

考えます。

置される必要があるという立場から今日は質問さ

ールモデルとしての役割をしっかりと果たしてい

いうふうに思います。

中期的に廃止することも含めた今後の見直しが不

せていただきます。

少なくとも、現実の運用による実態を踏まえて、
可欠であるというふうに思いますが、最後に大臣、

すけれども、ここでやっぱり重要なのは、将来を

御指摘というのは重く受け止めたいと思っていま

た地方公務員には大変先生は精通されております。

○国務大臣（武田良太君） 地方自治、そしてま

した。やっと今日審議入りできたということで感

うことで、そのときにも大臣の見解を求めてきま

に所属して、残念ながら一年先送りになったとい

おりました。昨年の五月の段階で私も内閣委員会

革担当大臣として国家公務員法の改正に携わって

を終了させるため、労働者の労働権を侵害するか

一定年齢到達という事実のみを理由に労働契約

だきたいと思います。

度に関する一般論を先にちょっと質問させていた

○岸真紀子君 民間の企業従業者を含めた定年制

このように考えております。

けるよう今後とも丁寧に助言をしてまいりたいと、

担う若手、中堅の職員のモチベーションというの

慨深いものは私もありますし、きっと恐らく大臣

否か、あるいは、年齢差別であり、憲法十四条や

最初に、武田総務大臣は、昨年は公務員制度改

を絶対にこれを乱してはいけないということを

も相当苦労されたことと思いますので、思うとこ

感想お願いいたします。

我々忘れちゃいけないと思っております。

労基法三条の趣旨に違反することにより公序良俗

っかりと担保していかなくてはならないですし、

えて、速やかに地方公務員の定年延長を実現させ

そこで、最初に大臣に、そういった経過も踏ま

思があったとしても、その労働能力や適格性の有

特に一律定年制は、労働者に労働関係継続の意

違反となるか否かが問題とされてきました。

ろがあると思います。

その職員についても無限大ではなくて、ある一定

る意義についてお伺いいたします。

そのためには、やはり昇進機会というものもし

の枠にはめ込まなければならない。そうした中で、
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