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地方自治とローカルガバナンス（第6回） 

地方公務員制度 

政策研究大学院大学 
教授 高田 寛文 

 

はじめに 
 地方自治とローカルガバナンスの第6回目は、「地方公務員制度」であり、地方公務員の身

分や職務などについて基本的な制度を理解することが目的である。 

全体の内容は以下のとおりである。 

 

1．地方公務員総論 

(1) 地方公務員の意義と分類 

(2) 人事機関 

(3) 職員に適用される基準 

 

2．任用と勤務条件 
 

3．分限・懲戒及び服務 

 

4．人材育成と人事評価 

 

5．地方公務員と労働基本権 
 

1．地方公務員総論 
(1) 地方公務員の意義と分類 
① 地方公務員の意義 

地方公務員法では、地方公共団体や特定地方独立行政法人に勤務するすべての公務員を

「地方公務員」と定義した上で、これを一般職と特別職とに分けるとしている（第3条）。こ

の分類については、次の②で述べる。 

地方公務員に該当するかどうかの判断基準について、同法は何も規定をしていないが、一

般的には、 
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(i) 職務の性質（従事する職務が、地方公共団体またはその執行機関の事務であるかどう

か） 

(ii) 任命行為の有無（正規の任命権者によって、地方公共団体の職に就けられているかど

うか） 

(iii) 報酬の支払い（職務の対価として、地方公共団体からの支払いがされているかどうか） 

により判断するものとされている。 

 

② 地方公務員の分類 
(i) 一般職と特別職 

①で述べたとおり、地方公務員法は地方公務員を一般職と特別職に分けると規定してい

るが、この分類は地方公務員法の適用の有無という非常に重要な意味を持つ。すなわち、地

方公務員法の規定は、一般職のすべての職員に適用されるが、特別職には原則として適用さ

れない（第4条）。一般職は特別職以外の一切の職とされており、一方で特別職には8種類の

職が挙げられているが（第3条第2項・第3項）、大別すると3つに分類される。 

1つは政治職といわれるもので、地方公共団体の長や議会議員のように住民の選挙による

職、また副知事や副市町村長など議会の選挙や同意によるポストがこれに当たる。2つめは

長や議長の秘書など、特別の知識・経験や政策的配慮に基づいて任用される自由任用職とい

われるもの、また3つめに非常勤の委員や嘱託員、非常勤の消防団員などの非専務職といわ

れるポストがある。これらは後で述べる「メリット・システム」が当てはまらず、身分保障

の必要もないことから、地方公務員法が原則として適用されない。 

 

(ii) 常勤職員と非常勤職員 
常勤職員と非常勤職員という分類は、一般的には勤務時間の長短によるが、地方自治法上

は手当の支給の可否という差異がある（後述2を参照）。 

 

(iii) 臨時的任用職員 
緊急の場合または臨時の職に関する場合に6か月を超えない期間で任用することができ

る（地方公務員法第22条第5項）。 

 

(2) 人事機関 
 人事機関には、任命権者と人事委員会（公平委員会）の2種類がある。このように人事機

関を並立させている理由としては、人事行政の重要性、専門的な知識・経験等の必要性、ま

た公務の特殊性が挙げられる。 
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任命権者は、職員の任命、人事評価、休職、懲戒などを行う権能を持つ。任命権者とされ

るのは、具体的には地方公共団体の長の他に、議会事務局の職員について議会の議長、選挙

管理委員会事務局の職員について選挙管理委員会など、執行機関の多元主義と対応して定

められている。しかし、任命権者が分立することによって同じ地方公共団体の職員の間で身

分取扱いに差が生じるのは望ましいことではない。そこで地方自治法によって地方公共団

体の長には総合調整権が与えられており、他の任命権者に対して職員の定数・身分取扱いな

どについての措置を勧告する権限を有し、また規則などの制定・改廃に際しての長への事前

協議が義務付けられている。 

次に、人事委員会（公平委員会）は、中立的・専門的な人事機関として、任命権者の任命

権の行使をチェックする機能を有する。地方公共団体の種類により、いずれを設置するかに

ついて以下のように定められている。 

 

表1．人事機関 

都道府県・指定都市 人事委員会 

人口15万人以上の市、特別区 いずれか 

その他の市、町村 公平委員会 

 

なお、公平委員会は比較的小規模な地方公共団体が設置をするが、共同設置や人事委員会

への委託が広く行われている（第5回参照）。 

人事委員会も公平委員会も、委員は3人であり、議会の同意を得て長が選任する。任期は

4年である。その権限は人事委員会では幅広く、公平委員会はかなり限定的である。競争試

験や選考の実施等の行政的権限の他に、準司法的な権限として勤務条件の措置要求の審査

や不利益処分への不服申立ての審査、また規則の制定という準立法的権限も有する。なお、

後述するように、給料表に関する報告・勧告の権限は、人事委員会のみが持っている。 

 

(3) 職員に適用される基準 
地方公務員法は、職員に適用される基準を定めている。まず1つめは、「平等取扱の原則」

である。地方公務員法は、すべて国民はこの法律の適用について差別されてはならないと定

めており（第13条）、日本国憲法の「法の下の平等」の原則を具体化したものと言える。な

お、外国人の地方公務員への任用については、日本の国籍を有しない者を公権力の行使や地

方公共団体の意思形成に参画する職に任用することはできないという、「当然の法理」が認

められている（最高裁判決平成17年1月26日）。 
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2つめに「情勢適応の原則」である。その内容は、地方公共団体は職員の給与、勤務時間

等の勤務条件が、社会一般の情勢に適応するように、随時に適当な措置を講じなければなら

ない、とするものである（第14条）。民間でこうした社会情勢への適合は弾力的なのに対し、

公務員の場合は法律・条例に基づくことや、予算措置が必要であることなどから、弾力的な

対応が比較的困難であり、この原則を法律に規定することにより随時適切な措置が講じら

れなければならないとしたものである。 

 

2．任用と勤務条件 
(1) 任用 

任用とは、採用、昇任、降任または転任の方法により、ある人物を地方公務員の職に就け

ることをいう。この場合に重要なのは、成績主義（メリット・システム）によることであり、

地方公務員法では、任用は受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づいて行わなければ

ならないとされている（第15条）。これに対する言葉として、猟官主義（スポイルズ・シス

テム）がある。 

任用の方法については、職員をどのような職に任命するかによって、採用、昇任、降任及

び転任が分類されている。ここでは、このうちの採用と昇任について説明する。 

採用は、新たに職員の職に就けることであり、その方法は、人事委員会を設置する地方公

共団体は競争試験によることを原則とし、例外的に選考も可能とされている。「競争試験」と

は、不特定多数の受験者が相互に競争関係に立つ中で、成績上位の者から合格をさせる方法

であり、「選考」とは一定の基準に基づいてある候補者の職務遂行能力を個々に判定する方法

である。一方、人事委員会を有しない地方公共団体は、競争試験か選考のいずれかによる。 

次に昇任については、一定の職への昇任は競争試験または選考によるべきことが地方公

務員法に定められている（第21条の4第1項）。 

 ここで、先ほど「地方公務員の分類」で述べた臨時的任用について補足する。臨時的任用

は、一時的に行政事務が増加するような場合に、正式な任用によることなく弾力的に対応す

るための便法として認められている。それゆえ、厳格な条件のもとに行うものとされ、3つ

の場合が認められている。1つは緊急の場合であり、正式任用を行う暇がないことから臨時

的任用が認められている。この場合には、その職自体が臨時である必要はないとされる。2

つめは職自体が臨時である場合、最後は採用候補者名簿がない場合である。 

臨時的任用の期間は6か月を超えないこととされ、1回のみ更新可であるため、通算でも1年

以内となっている。定数上は定数外の扱いとされるが、1年を超えない範囲での任用が予定さ

れることから、予算での民主的統制が可能であり、定数上の統制は行わないものである。 

臨時的任用職員（臨時職員）と一緒に語られるものとして非常勤職員がある。地方公務員
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法上、非常勤職員を定義する規定はないが、条文の中に非常勤職員という言葉が出てくるこ

とから、その存在が前提とされている。そこで臨時職員・非常勤職員をめぐる課題について

少し説明を加えることにする。 

平成26年に総務省から「臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等について」という通知

が発出され、臨時職員や非常勤職員の任用や勤務条件に関する留意事項が示された。さら

に、臨時・非常勤職員が増加する一方で、制度の趣旨に合わない運用が見られることから、

平成29年には地方公務員法及び地方自治法の一部が改正され、2020年に施行予定となって

いる。その主な内容は、特別職の範囲を厳格化して、本来想定している職員が任用されるよ

うにすること、臨時的任用についても対象を厳格化すること、また一般職の非常勤職員とし

て地方公務員法上新たに「会計年度任用職員」を設けること、である。 

 

(2) 勤務条件 
 「勤務条件」とは、職員が地方公共団体に対して勤務を提供することについて存する諸条

件、とされ、具体的には、経済的給付として給与や旅費など、提供すべき労務の量に関係す

るものとして勤務時間や休日・休暇、定年など、また職場秩序を含めた執務環境として服務

や分限・懲戒、昇任・転任なども該当し、さらに労務の提供に付帯する便益として公務災害

補償や共済などが該当する。 

勤務条件の決定にはいくつかの原則が認められ、1つめは均衡の原則である。地方公務員

法では、まず職員の給与につき、「生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間

事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならない」とされている（第24条

第2項）。職員の給与の水準の決定には、これらの要素を考慮しなければいけないというのが

均衡の原則である。また、給与以外の勤務条件についても、「国及び他の地方公共団体の職

員との間に均衡を失しないように適当な考慮が払わなければならない」とされる（同条第4

項）。2つめの情勢適応の原則については1(3)で既に述べた。さらに3つめに、勤務条件は条

例で定めなければならない（条例主義。同条第5項）。 

 ここでは勤務条件の中で最も重要なものの1つである「職員の給与」について詳しく見て

おく。 

 

① 給与の意義と種類 
地方自治法では、地方公務員を議会の議員、非常勤職員、常勤職員・短時間勤務職員の3

つに分けて、それぞれに対して支給できる金銭的給付を次のように定めている（第203条～

第204条）。 
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表2．職員の種類と支給できる給付 

職員の種類 支給できる給付 

議会の議員 議員報酬、費用の弁償、期末手当 

非常勤の職員 報酬、費用の弁償 

常勤職員、短時間勤務職員 給料、旅費、手当 

  

さらに、法律またはこれに基づく条例によらない限り、いかなる給与その他の給付も支給

できない（第204条の2）。 

 

② 給与の諸原則 
給与に関しては、給与決定に係る原則と、給与の支給に係る原則が地方公務員法に規定さ

れている。 

 

(i) 給与決定の原則 
ア．職務給の原則（第24条第1項） 

職員の給与はその職務と責任に応ずるものでなければならず、職務内容が複雑困難であ

り、また責任の重さの度合いが重いほど、給与は高いものとされる。これに対して生活給の

原則という考え方があるが、イの均衡の原則の中に生計費が挙げられているのは、生活給の

原則の一面を踏まえていると言える。 

 

イ．均衡の原則（同条第2項） 
内容は既述のとおりであるが、民間事業の従事者の給与との間の均衡については、公務員

にも労働力の確保は必要であり、民間事業の従事者の給与に比較して著しく低いようでは

いけないという面と、一方では公務員の給与は税金を財源とするものであり、民間事業に従

事する者の給与より著しく高いのでは国民・住民の納得が得られないという面からの考え

方である。 

そのため、人事委員会は地域の民間給与の状況を調査研究し、それを反映するために給料

額の増減を勧告することができる。 

 

ウ．条例主義（第24条第5項、第25条第1項） 
職員の給与は条例で定めなければならないほか、条例に基づかずにはいかなる金銭また

は有価物も職員に支給してはならない。給与の支出という財政における民主主義の観点と
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同時に、職員の給与を受ける権利を保障するという意味も有する。 

 

(ii) 給与支給の原則 
ア．重複給与支給の禁止（第24条第3項） 

職員が兼職をしている場合でも、重複して給与を受けることはできない。 

 

イ．通貨払い、直接払い及び全額払いの原則（第25条第2項） 
法律または条例による例外を除き、給与は通貨で直接全額を支払わなければならない。こ

れは使用者や中間介在者による一部搾取が起こらないための原則であるが、例外として、所

得税の源泉徴収、共済組合の掛金の天引きなどが法律によって認められている。また条例で

は、給与の口座振込み、公舎使用料の天引きなどが認められているケースがある。特例の範

囲については、必要性や自治体が援助を与えることの是非などを検討し、慎重に決定すべき

ものである。 

 

③ 給料決定のメカニズム 
個々の職員の給料が決定されるメカニズムは簡単ではないが、以下に概説する。 

 

(i) 給料表 
まず、職務の種類に応じて定められている複数の給料表（行政職、公安職、教育職など）

のうち、該当するものが決定される。 

(ii) 職務の級 
職務の内容と責任の度合いに応じて給料表に設定された職務の級への格付けを行う。級

別職務分類表により、例えば1級は係員としての職、6級はより責任の度合いが高い課長の職

などとされており、どの職にある者を何級に格付けするかが決定される。 

(iii) 号給 
各級の中での号給の位置づけが決定される。 

(iv) 初任給の決定 
初めて公務員となった場合の初任給は、採用試験の種類、学歴等により、基準の表に基づ

いて級・号給が決定される。 

(v) 昇格 
上位の職に昇任した場合、給与の面でも新しい職に対応する上位の級に格付けされる。 

(vi) 昇給 
原則年に1度、勤務成績が優れている場合に、同じ級の中で上位の号給に決定される。 
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④ 給与以外の勤務条件 
(i) 勤務時間 
勤務条件の1つであり、条例主義が適用になるほか、労働基準法の最低基準（第32条）を

下回ってはならない（地方公務員には労働基準法が原則適用）。 

(ii) 休暇 
労働基準法で定められている休暇（例：年次有給休暇など）についても条例で定める必要

がある。その他、病気休暇や各種の特別休暇などが定められている。 

 

⑤ 職員の高齢化 
 一般行政職職員の平均年齢の推移を見ると、以下の表のとおりである。昭和50年代、60

年代に比べて、平成に入ってからの平均年齢は非常に高くなった。しかしながら平成20年が

ピークになっており、その後は団塊の世代の職員の退職と若い職員の採用による職員の新

陳代謝が進み、平均年齢は若干低下している。 

 

表3．一般行政職職員の平均年齢の推移（歳） 

 S.43 S.53 S.63 H.10 H.20 H.26 H.27 H.29 

地方公共団体 35.0 35.9 38.9 40.9 43.7 42.8 42.5 42.3 

国 36.7 39.7 39.5 39.3 41.1 43.5 43.5 43.6 

 

こうした中で、ポスト不足による昇進人事の停滞、それによる職員のモラルの低下という

ような問題点が生じている。また給与の高い高齢職員が増えることによる給与費や退職手

当の負担の増大という懸念もある。 

その対応としては、職制や昇進管理の見直しにより、例えばスタッフ職を導入して一定の

昇進を確保する、あるいは退職管理を見直し、早期退職者の再任用という形で職員の新陳代

謝を進める、また高齢職員の給与を抑制する、退職手当の引当金を積み立てて将来に備える

などの対応が講じられている。 

 

3．分限・懲戒及び服務 
 分限とは、公務能率の維持の目的と職員の身分保障の見地から、職員の身分上の不利益変

動となる処分の発動を限定したものと理解される（そのため「分限」という）。一方、懲戒

は、義務違反に対する道義的責任を問い、服務規律を保持し公務遂行の秩序を維持しようと

するものである。ただし、分限・懲戒ともに職員の身分に大きな変動を与えるものであり、
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その基準は公正でなければならない（地方公務員法第27条第1項）。 

 

(1) 分限処分 
分限処分の種類は、地方公務員法で限定されている。その根拠が同法か条例かについても

定めがあり、さらに処分事由も同法を根拠とする場合について明確に規定されている。その

内容は次の表のとおりである。 

 

表4．分限処分の種類と根拠・事由 

種類 根拠 法律で定める事由 

免職・降任 地方公務員法 

・人事評価や勤務の状況を示す事実に照らして、勤

務実績がよくない場合 

・心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、ま

たはこれに堪えない場合 

・上記のほか、その職に必要な適格性を欠く場合 

・職制や定数の改廃、予算の減少により廃職や過員

を生じた場合 

休職 
地方公務員法 

条例 

・心身の故障のため、長期の休養を要する場合 

・刑事事件に関し起訴された場合 

降給 条例  

 

(2) 懲戒処分 
懲戒処分については地方公務員法による事由によらなければならず、その種類も同法に

定める戒告、減給、停職、免職の4種類に限られる（次表参照）。現実には、これら以外に訓

告、厳重注意、始末書の提出などが行われているが、懲戒処分としての制裁的な実質を伴わ

ない限りは可能と考えられている。 

懲戒処分を行うか否か、行う場合にどの処分とするかは任命権者の裁量に委ねられるが、

予見可能性を高めるため、懲戒処分の対象となる行為の類型を指針化することも広く行わ

れている。 
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表5．懲戒処分の種類と根拠・事由 

種類 根拠 法律で定める事由 

戒告 

減給 

停職 

免職 

地方公務員法 

・この法律、その特例法またはこれに基づく条例、規則や規

程に違反した場合 

・職務上の義務に違反し、または職務を怠った場合 

・全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 

 

(3) 服務 
 地方公務員法には、地方公務員として守るべき義務や規律である服務について定めがあ

る。その根本基準は、「全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行

に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」とされている（第30条）。具

体的な服務としては、 

 

① 職務上の義務 
法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（第32条） 

職務に専念する義務（第35条） 

 

② 身分上の義務 
信用失墜行為の禁止（第33条） 

 秘密を守る義務（第34条） 

 政治的行為の制限（第36条） 

 争議行為等の禁止（第37条） 

 営利企業への従事等の制限（第38条） 

が定められている。これらのうちのいくつかについて説明する。 

まず職務に専念する義務は、全体の奉仕者という地位に基づいて公務優先の原則が認め

られるためにこの義務が生じると解され、民間企業の場合に労働契約に基づき労務提供義

務を負うのとは根拠を異にしている。また、信用失墜行為の禁止は、公務員しての職の信用

を傷つけ、または職員の職全体の不名誉となる行為を禁じるものであり、職務とは直接は無

関係の個人的な行為であっても該当し得る。 

最後に、政治的行為の制限は公務員の政治的中立性の確保を目的とするが、その内容とし

ては、全体の奉仕者としての性格、行政の中立性と安定性の確保、職員の政治的影響からの

保護、という3つを含む。ある行為に政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるか
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につき、公務員の地位、職務の内容や権限、行為の性質や態様等の諸般の事情を総合判断す

べきとした最高裁判決がある（平成24年12月7日）。 

 

4．人材育成と人事評価 
(1) 人材育成 
地方公務員法では、勤務能率の発揮及び増進のために、職員には研修を受ける機会が与え

られなければならず、その研修は任命権者が行うとされている（第39条）。研修には、自己

啓発、職場研修、職場外研修の3つの分類がある。日本では職場の官民を問わず、職場研修

であるOJTにウエイトが置かれているが、他方で職場外研修（Off-JT）も広く実施されてい

る。 

地方分権の下で地方公務員には、政策を形成する力や法務能力が求められており、研修で

も政策形成プロセスに関する理解や実践力の向上や、条例立案能力の充実を図るものが重

視されている。 

 

(2) 人事評価 
地方公務員法では、人事評価とは「任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするため

に、職員がその遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤

務成績の評価」と定義されており（第6条第1項）、能力と業績の両面が明記されている。従

来、同法には勤務評定が定められていたが、「基準が不明確」、「結果が任用や給与に十分に

生かされていない」、「上司から部下への一方的な評定のみ」などの点が課題と指摘されてき

た。これに対して、人事評価制度により高い勤務モラルが維持され、能率的な公務運営の確

保が期待されるとともに、任用、給与、分限などの基礎となることが法律上明確にされたも

のである。 

人事評価の方法は、国の場合には職員が発揮した能力の評価と、一定期間内に挙げた実績

についての業績評価の両面から実施するとされているが、地方公共団体でもこの両面から

の人事評価が多い。人事評価の仕組みに関する地方公務員法の規定は、次のとおりである

（第23条～第23条の4）。 

公正に行わなければならない。 

任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用する。 

定期的に行わなければならない。 

任命権者は、人事評価の基準や方法に関する事項等を定める（長の総合調整権の観点か

ら、長と議会議長以外の任命権者は、長に事前協議が必要）。 

任命権者は、人事評価の結果に応じた措置を講じなければならない。 
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人事委員会は、人事評価の実施に関して任命権者に勧告できる。 

 

5．地方公務員と労働基本権 
 公務員も日本国憲法のいう「勤労者」であり、労働基本権が憲法上保障される。一方で、

同じく憲法の中で「全体の奉仕者」とされていることによる特殊性や、勤務条件が労使間の

交渉協議ではなく法律や条例により定められることから、労働基本権に一定の制限が加え

られることはやむを得ないと考えられている。 

実際には、職務の内容などに応じて、職員の種類により労働基本権に属する団結権、団体

交渉権、争議権について、それぞれ一定の制限が加えられている。 

 

表6．地方公務員の労働基本権制限の態様 

職員の種類 団結権 団体交渉権 争議権*2 

警察職員、消防職員 × × × 

一般行政職員等 ○ 

△ 

（団体協約締結

権なし*1） 

× 

企業職員、独法職員、単労職員 ○ ○ × 

*1 拘束力のない書面協定を締結することは可。書面協定は道義的責任しか生じさせない。 

*2 共謀し、唆し、煽り、企図した者には、罰則がある。 


