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フローチャート 

 

現状分析 
 

1. 民間における非正規労働者 

 

1-1.非正規労働者の定義 

非正規労働者:世紀とは別の雇用形態で雇用される労働者 

Ex)有期雇用、給料体系の差異等… 

民間においては、契約社員、派遣社員、パート、アルバイト等を指す。 

 

1-2.非正規労働者の数の推移 

 
図 1:非正規労働者、正規労働者の数の推移 出典:総務省統計局 

 

 
図 2:非正規労働者の割合の推移 出典:総務省統計局 

 

非正規労働者は減少⇔正規労働者は増加 

非正規労働者の割合は 4 割弱 

現状分析 
•非正規・正規労働者をめぐる現状と賃金格差 

問題意識 
•非正規公務員問題により何が生じるか 

原因分析 

•給与体系の違い 

•法整備の不十分さ 

政策提言 

•同一労働同一賃金制の導入 

•昇給制の導入 

•法改正 
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図 3:世代別非正規労働者の割合の推移 出典:総務省統計局 

 

1-3.非正規労働者増加の背景 

 

1. バブル崩壊後の資金難からのコストカットの意欲増加（正規からあふれる人も） 

2. 共働き世帯増加による新しい働き方のニーズ増加 

 

1-4.非正規正規間の収入差 

 
図 4:雇用形態別年収内訳 出典:総務省統計局 

政府はこのような収差に対し、格差を是正するために努力するとし、同一労働同一賃金制の法制化等を打

ち出している。 

 

2.非正規公務員 

 

民間で生じている上記のような現象は公務員の世界でも同様に起きている。 

 

2-1.非正規公務員の種類 

 
表 1:地方公務員の類型 出典:上林陽治『非正規公務員』2012 
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2-2.地方公務員の数の推移 

 

 
図 5:地方正規公務員数の推移 出典:総務省 

 

 
表 2:非正規公務員への置換率及び増減 出典:地方公共団体定員管理調査結果 

 

⇒非正規公務員の増加⇔正規公務員の減少 

 

2-3.非正規公務員増加の背景 

 

非正規公務員:正規公務員と違い、手当の支給の必要無し 

⇒コストカット 

2-4.非正規公務員の賃金 

 
図 6:非正規公務員の労働時間 出典:自治労 

 

 
図 7:非正規公務員の給料分布(月給) 出典:自治労 

 

 
図 8:非正規公務員の給料分布(時給) 出典:自治労 

ワーキングプアの基準:年収 200 万未満 

⇒円グラフより基準を満たしていない人が半数以上 
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問題意識 
 

非正規公務員と正規公務員間の収入格差による問題は主に 2 つある。 

 

1.公共サービスの質の低下 

 

非正規公務員の不満蓄積（図 6 参照） 

⇒モチベーションダウン 

 

 
図 9:非正規公務員が賃金等の不満を持っているかどうかのアンケート調査結果 

出典:臨時・非常勤・嘱託職員アンケート調査結果報告 

 

公共サービスの質の低下によって仕事に対するイメージの低下 

⇒公務員志願者の減少 

⇒優秀な人材の減少 

⇒更なる公共サービスの質の低下を生む 

 

2.政府の発言との不整合 

 

政府:非正規労働者、正規労働者間の収入格差の是正に取り組む 

⇔政府管轄の非正規公務員正規公務員間の収入格差の存在 

 

まずは政府から非正規公務員正規公務員間の収入格差の是正に取り組むべきではなかろうか？

 

原因分析 
 

非正規公務員正規公務員間の収入格差を生んでいる原因は主に 2 つある。 

 

1. 給与体系の違い 

 

※ここで言う給与体系の違いとは思い賃金構成要素についてである。 

 

1-1. 手当の有無 

 

 
表 3:地方公務員賃金構成要素 出典:総務省 
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表 4:非正規公務員に対する諸手当の支給率 出典:自治労 

 

非正規公務員の賃金構成要素:基本給のみ(法律と総務省の解釈に則った場合。) 

 

1-2. 収入差の妥当性と基本給 

 

正規教員と同一労働をする非正規公務員＝臨時教員 

⇒給与は正規教員の半分にも満たず 

 

江戸川区の例 

 

正規保育士(大学卒):初任給における基本給:19 万 4000 円 

非正規保育士(保育証有):基本給:18 万 7000 円 

⇒同一労働でも基本給に差(7000 円) 

 

非正規保育士は正規保育士より 15 分勤務時間が短い 

⇔非正規保育士の 15 分の給与:約 302 円 

 月 6040 円の差 

⇒7000 円の差は適当ではない。 

 

 

1-3.昇給制度 

 

正規公務員:事実上の年功序列制度の適用 

⇔非正規公務員:多くの場合昇給なし 

 

 
図 10:非正規公務員に対する昇給制度の有無 出典:自治労 

 

2.法整備の不十分さ 

 

労働契約法:公法私法峻別論により公務員には適用されない 

＝非正規公務員にも適用されない。 

 

2-1.労働契約法規 18条 

 

労働契約法規 18 条:有期契約雇用である労働者に対し、使用者が雇用期間満了を理由に契約終了を主張し

ても、客観的かつ合理的な理由を欠いている場合には雇止めが無効になる。 

 

⇒非正規公務員適用外 

⇒細切れ契約問題 
 

 
図 11:非正規公務員の契約期間 出典:自治労 
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図 12:非正規公務員勤続年数 出典:自治労 

 

⇒短期間の空白を設けることにより法を遵守しながら勤続させる実態 

そのまま解雇となる例も勿論在るため雇用は非常に不安定な状態にある。 

 

2-2.労働契約法新 20条 

 

労働契約法新 20 条:有期雇用を理由とする不合理な差別を禁じる規定。 

Ex)手当の支給、食堂の利用… 

⇒非正規公務員適用外 

⇒手当支給が乏しい現状 
 

 
表 4:非正規公務員に対する諸手当の支給率 出典:自治労 

 

3.上記に挙げた理由による非正規公務員正規公務員間の収入差 

 

※総務省公務員課に問い合わせたところ、非正規公務員の給与については、非正規公務員の給与は各自治

体で異なり、その仕組みは多数にわたるということである。よって、今回は上記 1.2 に挙げた理由によっ

て生じる非正規公務員・正規公務員間の収入差の計算は、自治体を絞って行うことし、その自治体は荒川

区とする。また、正規公務員の賃金構成要素は主となるものに絞り、簡略化する。 

 

ここでは非正規公務員の月額報酬と正規公務員の基準内給与について比較する。 

 

3-1.荒川区における非正規公務員の給与体系 

 

事務非常勤(以下 A):月額報酬:17 万 1300 円 

 

3-2.荒川区における正規・常勤職員の給与体系 

  

 荒川区における正規・常勤公務員(以下 B と略記)の給与体系は以下の表の通りである。 

①毎月決まって支給される給与 基準内給与 基本給 

扶養手当 

地域手当 

その他の手当 住居手当 

通勤手当 

超過勤務手当(休日給)等… 

②その他の給与  一時金1 

退職手当 

表 5:荒川区における正規・常勤公務員の給与体系 

出典:官製ワーキングプア研究会編/2010/なくそう！官製ワーキングプア より執筆者作成 

 

 B:初任給(基本給):18 万 1200 円 

  扶養手当:1 万 3700 円 

  地域手当:基準内給与の 20％(2015 年 4 月段階)＝3 万 6240 円 

  ⇒計 23 万 1140 円 

 

3-3.収入差 

 

月給差:9000 円 

手当込の差:5 万 9840 円 

 

B のボーナス(4.2 か月分):約 97 万 788 円 

⇒B の手当、ボーナスすべてを合わせた年収:374 万 4468 円 

⇔A の年収:205 万 5600 円 

 

昇給制度 :B:5 年目で 400 万台⇔A:昇給制度がないため、205 万 5600 円のまま変わらない。

                                                   
1 期末・勤勉手当 
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政策提言 
 

1. 非正規公務員・正規公務員の給与体系の違い 

 

1-1.手当の有無 

 

非正規公務員には労働契約法新 20 条が適用外なので、手当ての保護を及ばせるようにする。荒川区の

例を参考にすると、扶養手当と地域手当だけで約 5 万円の差が生まれ、その他休日給や宿日直手当てとい

ったものによる手当てもあるので、手当て分の格差を是正するため、非正規にも 20 条を適用させる。 

 

1-3. 給与体系の差の妥当性 

1-4.  

正規公務員と非正規公務員が同一の労働をしているにもかかわらず基本給に差が現れ、格差が生まれて

いることから同一労働同一賃金を導入する。職務評価の際には職務評価ファクターを利用する。 

 
表 6:職務評価ファクター  

出典遠藤公嗣/2013/『同一価値労働同一賃金をめざす職務評価 官製ワーキングプアの解消』 

 

 

それぞれのファクターに点数をつけ客観的に判断されることで原因分析 1-2で述べた収入差の妥当性が

確保され、正規非正規といった肩書きに関係なく基本給による差が生まれない。 

 

1-3.昇級制度に関して 

昇級制度の有無による格差是正のため、東京の都立学校の例に基づき、経験年数による実質的な昇級制

度と荒川区の方式に基づき、職務遂行能力によって昇級する制度の二種類を設ける。 

 

 
表 7:東京都立学校における時間行使の経験年数別時間額 

出典: 上林陽治/2012/『非正規公務員』 

 

経験年数による実質的な昇級制度は、3 年目以降は年数が増えるにつれて 70 円~120 円増額していく。 

 
表 8:荒川区非常勤職員区分 

出典：上林陽治/2012/『非正規公務員』 

 

経験を積むことによる職務遂行能力の向上を、（一般非常勤→主任非常勤→主任非常勤→上級主任非常

勤→総括非常勤→上級総括非常勤）と段階的に分けて、階級が上がるごとに報酬額を支払う。昇給制度を

適用させることで原因分析 1-3 で述べた昇給制度の有無による格差が是正される。 

2.非正規公務員をめぐる法に関する問題に関して 

 

2-1.労働契約法規 18条に関して 

 

18 条を非正規公務員にも適用させる:反復雇用による空白期間や雇い止め問題防止 

⇒勤続年数を増加させ昇給制度の実現につなげる。 

 

2-2.労働契約法新 20条に関して 

 

20 条を非正規公務員にも適用させる:手当を非正規公務員にもさらに支給させる。 
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