衆議院総務委員会速記録（議事速報）
平成 24 年 4 月 12 日

万葉集巻十︑一千八百七十二番︒
見わたせば春日の野辺に霞立ち咲きにほへる
は桜花かも
では︑よろしくお願いいたします︒︵拍手︶
きょうは国家公務員の制度のところを主眼には
したいのですが︑少し若干先に二︑三問︑今まで

○原口委員長 次に︑橘慶一郎君︒
○橘︵慶︶委員 桜の季節でありますので︑桜の
万葉集で始めさせていただきたいと思います︒

かというのを何回か聞いているんですが︑もう一
度お伺いしたいと思います︒よろしくお願いしま
す︒
○福田大臣政務官 お答えをいたします︒
先日︑十分な答えでなくて申しわけありません
でした︒

ば︑それは本当に生産性のある仕事なのかなと︒
いや︑大事なことではあるんですけれども︒
となると︑やはり︑どういう仕事のさせ方をす
るか︑どういう議事録なり国会報告のさせ方をす
るか︒前からお話ししているんですけれども︑も
う少し事務を簡素化されて楽にされたらどうです

そのことというよりも︑三︑四カ月もたった議事
録を今からつくっていくのは︑実は︑その職員の
方にとっては大変な仕事じゃないかと︒みんなど
うしゃべったかもう忘れているようなことを︑あ
ちこちお伺いされながら何とかつくろうという仕
事をきょう現在も一生懸命やっておられるとすれ

社会保障・税一体改革分科会の開催状況における
議事録がまだアップされていないという現状にあ
るわけであります︒
きょう現在もこういう状況なのか確認をしなが
ら︑申し上げたいことは︑今︑議事録問題︑三カ
月以内にはとかいろいろ出ておりますけれども︑

告の状況などを国民の皆さんに情報提供というこ
とでしているわけですけれども︑残念ながら︑昨
年の十一月二十九日からの協議の場の開催の議事
録︑それから︑昨年の十二月十二日と二十六日の

に終了いたしました︒本当に三県の県民の皆さん
には感謝をしております︒

す︒二週間ほどたったところでありますが︑移行
の状況︑この質問もこれで最後にしたいと思いま
すが︑最終的な確認をさせていただきます︒
○松崎副大臣 橘委員にお答えいたします︒
岩手︑宮城︑福島の三県におけますアナログの
テレビ放送は︑大きな混乱もなく︑三月三十一日

基準の中でこれは開催されたらどうかなというこ
とはお勧めをしておきたいと思っておるところで
あります︒
ありがとうございます︒次に参ります︒
今度は地デジ移行の問題であります︒三月三十
一日でこれも無事終わったということだと思いま

五カ月︑されないままに今日になっている︒もち
ろん︑たくさんすればまた議事録をつくらなきゃ
いけない︑橘的には余りたくさんやられない方が
いいということになるのかもしれませんけれども︑
ただ︑瓦れきの話があったり地方消費税の話があ
ったりいろいろあるわけで︑やはり︑ある一定の

これからさらに︑どんなふうに簡素化できるか十
分に検討してまいりたいと思っていますので︑ど
うぞよろしくお願いいたします︒
○橘︵慶︶委員 ぜひよろしくお願いいたします︒
実は去年の十二月︑かなり熱心に協議の場を開
催されて︑考えてみれば︑それからまたこれで四︑

て大変手間取っておりますけれども︑何とか近日
中には議事録もホームページで公開することがで
きるということになっております︒
先生から御指摘の簡素化することについては︑

たします︒

議録と受け取られることのないようお願いい

ので︑審議の際の引用に当たっては正規の会

今後︑訂正︑削除が行われる場合があります

は︑原発言のまま掲載しています︒

発言︑理事会で協議することとされた発言等

後刻速記録を調査して処置することとされた

版で︑一般への公開用ではありません︒

までの間︑審議の参考に供するための未定稿

の︑いろいろ何度か質問させていただいたことの
中からお伺いをしていきたいところがあるわけで
あります︒
今︑資料を一枚配っておられるかと思いますけ
れども︑内閣官房さんの国と地方の協議の場のホ
ームページ︑昨日の状況でコピーをとらせていた

今お話しのあった件につきましては︑要するに︑
発言者の確認をしているという作業がございまし

この議事速報は︑正規の会議録が発行される

だきました︒
実は︑ここではずっと︑議事録あるいは国会報
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々からもいろいろな提言もあって︑そういうもの
を踏まえて最終的に大体落ちついてきている︑大

ども︑今後︑地デジ導入をする予定でありますア
ジアでありますとか南米︑こういったところにも
活用していただくようにこれからＰＲしていきた
い︑そう思っております︒
○橘︵慶︶委員 これは︑十年間いろいろな段取
りをされて︑この委員会でもいろいろな委員の方

ただくことを期待するとともに︑デジタル化によ
ってあいた周波数を利用した新たなサービスの導
入を関係者とともに推進していきたいと思ってお
ります︒
また︑日本における円滑な地デジ移行の経験︑
これは世界でも大変な評価を受けておりますけれ

皆さん一人一人に御協力いただきまして︑ありが
とうございました︒感謝を申し上げます︒
なお︑今後︑テレビをごらんの国民の皆さんが︑
デジタル化してよかったとそういうふうに感じて
いただくために︑デジタル放送の特徴を生かした
質の高いコンテンツを放送事業者に提供をしてい

たけれども︑四月十日になりましたらもう既に二
百件ということで︑非常に少なくなって落ちつい
て き まし た︒
これによりまして︑十年以上︑長い年月をかけ
まして︑全国で地上デジタル放送への移行という
大事業が完了したわけであります︒本当に国民の

四月に入りましても︑総務省の地デジコールセ
ンター︑デジサポの臨時相談コーナーにおきまし
ては引き続き丁寧に対応しておりまして︑三月三
十一日︑最終日のときには四千七百件ございまし

ります︒
委員の御指摘の九百メガヘルツ帯については︑

携帯電話を含みますワイヤレスブロードバンド
周波数については︑現在︑合計で約五百メガヘル
ツ幅の帯域のところを︑二〇一五年までには三百
メガヘルツ幅を超える帯域︑そして︑二〇二〇年
までには千五百メガヘルツ幅を超える帯域︑これ
を新たに確保することを目標として取り組んでお

はどのようになっているのか︑お話を伺っておき
たいと思います︒
○松崎副大臣 お答えいたします︒
携帯電話を含めまして移動通信システムの普及
のためには︑必要な電波周波数を迅速に割り当て
るということが重要であります︒

であります︒
二月二十九日に九百メガヘルツ帯の電波をソフ
トバンクモバイル社に割り当てられまして︑いわ
ゆる三・九世代移動通信システム︑そういう携帯
電話の普及のために使用させるということにされ
たわけでありますが︑今後︑電波の割り当て計画

たねと言われるようになれば最高だなと思ってお
ります︒
今ほど松崎副大臣からもお話しをいただいたわ
けですが︑周波数帯があいてくるということで︑
この周波数帯をまたいろいろなサービスに割り当
てながら︑さらに電波を活用していくということ

変いいことだと思っております︒あと︑残ったあ
の暫定措置等の切れていくときにもまたよく手当
てをしていただきたいと思いますし︑瓦れきの処
理もそういうような段取りで︑二年後にはよかっ

れども︑最初は︑この四月から始まります給与の
引き下げの問題であります︒

以上です︒
○橘︵慶︶委員 今の御答弁のお話の中で︑やが
て電波法の改正等もまた俎上に上がってくるんだ
と思います︒またそのときにあとは議論をさせて
いただきたいと思います︒
では︑国家公務員制度の方にお話を移しますけ

ところであります︒
このように︑総務省では積極的に周波数の再編
に取り組みまして︑周波数の有効利用︑これを図
っていくところでありまして︑引き続き︑諸外国
との調和を図りながら︑さらなる周波数を確保し︑
割り当てていきたいと思っております︒

動通信システムについては︑今後︑三・四︑三・
六ギガヘルツ帯を割り当てる予定であります︒
さらに︑本年二月に開催されました二〇一二年
の世界無線通信会議におきまして︑第四世代移動
通信システムへの国際的な周波数の追加分配に関
しての検討を進めておりまして︑これは決定した

審議会から開設指針︑これの答申をいただきまし
て︑近々開設計画にかかわる認定申請の受け付け
を開始いたしまして︑本年六月を目途に割り当て
ができるように取り組んでいるところであります︒
また︑本年の一月には︑国際電気通信連合︑Ｉ
ＴＵですね︑ここで標準化されました第四世代移

昨年の五月に成立しました電波法に基づきまして︑
おっしゃるとおり︑三月一日にソフトバンクモバ
イル社に割り当てをいたしました︒
七百メガヘルツ帯については︑昨日︑電波監理
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今後とも︑引き続きまして︑当局に対しまして
もその動向について注視し把握してまいりたいと

して︑詳細に現状を把握しているわけではござい
ませんけれども︑私どもの方で現在把握している
ところでは︑独立行政法人の統計センター初め十
の法人におきまして今般の国家公務員給与の臨時
特例措置に準じた役職員の給与改定を行い︑その
内容を公表しているというところでございます︒

の給与見直しの動向を見つつ︑各法人の役職員の
給料について必要な措置を講ずるよう要請するこ
とを依頼したところでございます︒
その結果でございますが︑この要請におきまし
ては︑各法人の具体的な対応につきましてはいま
だ労使交渉中であるものが少なくないと思われま

及び臨時特例に関する法律の成立を受けまして︑
去る三月六日︑関係当局から各独立法人等の所管
府省に対しまして︑国家公務員の給与減額支給措
置について︑これは昨年の六月三日の閣議決定で
ございますが︑この閣議決定の趣旨に沿いまして︑
所管の独立行政法人等に対しまして︑国家公務員

えをいただいているところであります︒
そこで︑その結果において現時点においてどの
ようになっているのか︑確認をさせていただきま
す︒
○戸塚政府参考人 お答えいたします︒
先生御指摘のとおり︑国家公務員の給与の改定

この国家公務員給与臨時特例法の政府関係機関
への波及につきまして︑政府は︑独法及び特殊法
人等の給与についても必要な措置を講ずるよう要
請を行ったと︑これは私の質問主意書に既にお答

上の妥当性ということについて︑ちょっと一︑二
お伺いをしておきたいと思います︒

でも︑今気がついたんですけれども︑独法と特
殊法人を別々にやる必要もないので︑本当はまと
めてされた方が︒何か縦割りだなという感じもし
ないでもありませんが︑大臣︑それはまたよくお
考えいただいてということにしたいと思います︒
それでは︑給与引き下げ措置のこれは現行法制

て︑現在︑九法人が役員の給与の見直しを行って
おります︒また︑三法人については職員の給与の
見直しも行っておりまして︑今後とも︑各法人の
取り組みについて注視してまいる所存でございま
す︒
○橘︵慶︶委員 ありがとうございました︒

したが︑よろしいですか︒
○松村政府参考人 特殊法人等につきましても︑
ただいまの答弁と同様の要請というものを特殊法
人に行っております︒
その結果︑各特殊法人等におきましては︑役職
員の給与の見直しに係る検討を実施しておりまし

また引き続きぜひそこは押さえていただいて︑ま
とまったときにはまたそういうことも情報公開し
ていただきたいな︑このように思うところであり
ます︒
事前には︑打ち合わせしておりますと内閣官房
の方からも何かお答えがあるように聞いておりま

いうふうに考えております︒
以上でございます︒
○橘︵慶︶委員 独法全体では百くらいありまし
て︑そのほかに特殊法人もあるわけでありまして︑

○川端国務大臣 ありがとうございます︒
政府としては︑労働基本権が制約されていると

幾つかの論点があるわけですが︑人事院勧告の
尊重ということがあり︑やむを得ない極めて異例
の措置ということがあり︑言ってみれば︑限定的
な年限を限ったものである︑こういう幾つかの要
件があるように思いますが︑この辺をどのように
認識されているのか︑まず確認をいたします︒

いては︑人事院勧告を尊重するという基本方針の
もとに︑国の財政が未曽有の危機的な状況にあっ
たために︑やむを得ない極めて異例の措置として
同年度に限って人事院勧告の不実施を決定した︒
今の言葉で直せば︑要は人事院勧告以上に引き下
げたということになるわけであります︒

裁判になれば︑残念ながら︑これは実は︑国会
で決めた法案ではありますけれども︑いわゆる最
高裁に対して受けて立つのは行政になるものです
から︑あえて内閣ということでお伺いをしておき
たいということであります︒
最高裁の判例によれば︑五十七年度の事案につ

の引き下げ措置ということについて全ての職員の
方が納得をしたとか︑その職員団体が全て労使交
渉で妥結したとか︑そういう状態ではないとすれ
ば︑やはり裁判ということが絶対にないというこ
とにはならない︒危機管理ということを含めてお
伺いをしておきたいわけであります︒

これはどうしてこういうことをお伺いするかと
いえば︑過去︑昭和五十七年度の人勧凍結の際に
も︑裁判にまで立ち至ったということがあるわけ
であります︒だから︑今から御質問するのは︑こ
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三つの要件を︑はっきり数字も入れていただいて
言っていただいたわけであります︒

第二十八条に違反するものではないと判断して提
出させていただいたという経緯がございます︒
今回︑国会で成立しました給与改定臨時特例法
案は︑給与減額支給措置について政府案の考え方
を踏襲していただいたものと承知をしております︒
○橘︵慶︶委員 正確にありがとうございました︒

危機的状況にあったために︑三︑やむを得ない極
めて異例の措置として同年度に限って人事院勧告
の不実施を決定したことをもって︑労働基本権の
制約に対する代償措置がその本来の機能を果たし
ていなかったということはできないとしているこ
とに照らして︑政府案の給与減額支給措置は憲法

るため︑二番目に︑やむを得ない臨時的な措置と
して︑平成二十五年度末までの間︑給与を減額す
ることとしたものであることから︑過去の判例︑
今御紹介いただきましたが︑過去の判例において︑
一︑政府が人事院勧告を尊重するという基本的方
針を堅持しつつも︑二︑国の財政事情が未曽有の

臨時特例法案は︑労働基本権の制約に対する代償
措置である現行の人事院勧告制度のもとにおける
極めて異例の措置ではありますけれども︑一つと
して︑我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災
に対処するための財政需要が重なって未曽有の危
機的な状況となっており︑こうした状況に対応す

いう現行の状況においては︑人事院勧告制度を尊
重することが基本である︑これがもう大前提でご
ざいます︒
そういう中で︑昨年六月に政府が提出した給与

在︑国家公務員制度改革関連法案を提出させてい
ただいております︒これが成立︑施行されていれ

そして︑私自身もこういう場でいろいろ御答弁
申し上げてきましたけれども︑二年間︑この臨時
特例法は実施されますので︑二年後の平成二十六
年度以降の国家公務員の給与につきましては︑ケ
ースが二つ考えられます︒
一つは︑政府としての立場で申し上げれば︑現

としての物の言い方については︑ぜひ御慎重にお
願いをしたい︒このことが私のきょう一番申し上
げたいことですが︑一応御答弁をいただいておき
ます︒
○川端国務大臣 御指摘は︑私もそのとおりだと
いうふうに認識をいたしております︒

裁判上ではいわゆる証拠ということになっていく
んだろうと思います︒
ですから︑御担当の大臣はまだほかにもこのこ
とはありますので︑二割削減云々ということは︑
それはいろいろな議論があるんですけれども︑こ
の二十六年度以降の措置ということに対する政府

る︑それはまあいろいろな政治的な主張は結構な
んですけれども︑内閣ということでいうと︑内閣
の方々については︑今︑総務大臣が御答弁になっ
た線でやはり発言を統一されておかないと︑違っ
た発言をして︑それが例えば新聞記事で残ったり︑
そういうことは全て裁判になった場合には︑必ず

私はここからお願いになるわけですが︑よく言
われる︑それでは二十六年度以降どうするんです
かという質問が世の中よくあるわけであります︒
国会といいますか︑政党の方々がいろいろ言われ

るわけであります︒
そこで︑言ってみれば︑Ⅰ種︑Ⅱ種︑Ⅲ種とい

二十四年度から国家公務員採用試験が実は変更
されます︒実は︑今ちょうど募集をやっていまし
て︑四月二十九日に最初の総合職試験があるんで
すが︑今までⅠ種︑Ⅱ種︑Ⅲ種というふうに区分
されていたものが︑院卒︑大卒の総合職試験︑大
卒︑高卒︑社会人の一般職試験の二区分に分かれ

六年度が決まったような話をされちゃうと︑内閣
としてはこれはまた厄介なことになるんだろうと︒
ぜひよろしくお願いしたいということをきょうは
申し上げておきたかったわけであります︒
それでは︑今度は採用の問題であります︑五六
％削減ということが出ているわけですけれども︒

いずれにいたしましても︑平成二十六年度以降
の国家公務員の給与の取り扱いについては︑平成
二十五年度中に国会で御審議をいただくことにな
るというふうに思っております︒
○橘︵慶︶委員 ぜひ︑今の基本的トーンという
のを大事にしていただきたい︒かりそめにも二十

ふうに思っております︒
また︑二番目のケースとしては︑関連法案が施
行されていない場合には︑直近︑二十五年度の人
事院勧告を踏まえて︑国政全般の観点から検討を
行った上で︑平成二十五年度中に必要な法案を提
出することになると考えられます︒

ば労使交渉により改定が行われることになります
が︑政府としては︑人件費に関する基本的な方針
なども踏まえた交渉を行った上で︑二十五年度中
に必要な法案を国会に提出することになるという
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とでいえば︑今まで三区分でやっていたものが二
区分になる︒

には特に連続性あるいは対応関係というものはご
ざいませんで︑新たな試験として制度設計をした
ものでございます︒
○橘︵慶︶委員 ここで考え方を変えて採用して
いく︑職種も変えて採用していくということであ
りますけれども︑行政職︵一︶の俸給表というこ

たは経験を必要とする業務に従事することを職務
とする官職を対象としました総合職試験︑それか
ら︑主として事務処理等の定型的な業務に従事す
ることを職務とする官職を対象とします一般職試
験とに再編したものでございます︒
従前の各試験と今回の新たな各採用試験との間

ものでございます︒
このため︑従来の採用試験体系の抜本的な見直
しを行いまして︑Ⅰ種︑Ⅱ種︑Ⅲ種試験などの従
前の各試験を廃止しまして︑新たな試験といたし
まして︑職務の種類︑性質に注目をいたしまして︑
主として政策の企画立案等の高度の知識︑技術ま

○小林政府参考人 お答え申し上げます︒
本年度から実施することとなっております新た
な採用試験でございますが︑これは︑人材供給構
造の変化等を踏まえ︑多様な有為の人材を確保で
きるようにするとともに︑能力︑実績に基づく人
事管理への転換の契機となることを目指している

います三区分から︑総合職︑一般職︑二区分に変
わるということで︑まずは︑総合職というものと
今までのⅠ種︑Ⅱ種というものとの違いについて
お伺いをいたします︒

とを期待しているものでございます︒
採用数についてのお尋ねでございますが︑これ

要であるというふうに考えております︒
各府省におきましても︑今申し上げました採用
試験の見直しを契機といたしまして︑従来の採用
試験の種類を過度に重視いたしました人事慣行︑
これを見直しまして︑職務を通じて発揮された能
力︑実績に基づく人事管理がさらに推進されるこ

と考えまして︑従前のⅠ種︑Ⅱ種︑Ⅲ種試験を廃
止し︑新たに︑総合職試験︑あるいは一般職試験︑
専門職試験︑経験者採用試験というようなことで
実施することとしたものでございます︒
これを契機といたしまして︑より一層︑能力︑
実績に基づく人事運用を推進するということが重

○小林政府参考人 お答えいたします︒
先ほども申し上げました︑本年度から実施する
こととなりました新たな採用試験体系の導入に当
たりましては︑今御指摘のございましたキャリア
システムと慣行的に連関をしておりました従来の
採用試験体系を抜本的に見直すということが適当

の数というのは︑その場合に︑今までのⅠ種採用
者︑これはかなり限定的な採用になっていたわけ
ですが︑その数に比べてかなりふえるということ
なのか︑どのように変化するのか︒
この辺についてのお考えをお伺いしたいと思い
ます︒

そうした場合に︑今までいわゆる霞が関で言わ
れてきたキャリア型人事︑昔で言うと上級職︑Ⅰ
種︑そういうふうに来たわけですけれども︑これ
は変更されるのかどうか︒また︑総合職の採用者

○小林政府参考人 お答えいたします︒
人事院といたしましては︑今回の新たな採用試

報が行かないといいますか︑ことしの一回目の方
はなかなか大変かなという感じもするんですね︒
それで︑ぜひ各省庁の足並みをうまくそろえて
いっていただきたいと思っておりますが︑どうい
う取り組みをされているのか︑一応これを確認し
ておきます︒

と同じであればどうなるかというところが見えて
こないと︑結局今度は︑受ける方︑要するに今二
十二とか二十三︑二十四歳の方︑今から公務を志
す方にとって︑総合職というのはどういうもので︑
一般職というのはどういうもので︑自分はどっち
の試験を受けようかなというところに最終的に情

まして︑こういう質問をするのは︑それぞれ各省
庁の人事慣行︑人事院さんのこういう試験を変え
るということに対して︑特に霞が関の場合︑どう
しても各省庁︑各省庁の人事運用になるものです
から︑そこがちゃんとその趣旨を理解されるかど
うか︑採用数五六％の問題は別にしても︑今まで

に置きつつ︑一方で︑今般決定されました採用抑
制の方針もございますので︑その方針のもとで各
試験から具体的に採用定数をどうするかというこ
とについては︑それぞれで検討中ということで承
知をしております︒
○橘︵慶︶委員 ここは大変大事なところであり

につきましては︑各府省におきまして採用試験の
今申し上げました見直しの趣旨を踏まえまして︑
採用試験の種類や年次にとらわれず︑能力︑実績
に基づいた人事管理を推進するということを念頭
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い層の者が受験することが可能となっているもの
でございます︒

に実施するというものでございます︒
この試験は︑学歴や職歴のいかんにかかわらず︑
多様な人材が受験できる試験として設けたもので
ございまして︑受験資格は年齢のみ︑これは四十
歳未満とさせていただいておりますが︑となって
おります︒二十歳代も含めまして︑従来より幅広

をいただきたいと思います︒
○小林政府参考人 一般職の社会人試験でござい
ますが︑これは︑三十歳代の者を対象といたしま
して係員を採用するために従来実施してきており
ました中途採用者選考試験︑これを競争試験とし
て組みかえまして︑各府省に採用予定がある場合

うに承知しております︒
○橘︵慶︶委員 もう一つ聞いておきたいのは︑
一般職の社会人試験というものが今度設けられる
わけであります︒この一般職の社会人試験で採用
を期待しようとしている人物像︑どういう人物像
を描いてこういう試験の種目があるのか︑お答え

ついても御検討いただく必要があるということで︑
問題意識をお伝えするとともに︑検討を要請して
きているところでございます︒
現在︑各府省におきましては︑こうした観点も
踏まえながら︑総合職試験からの具体的な採用定
数について検討を進めていただいているというふ

験の実施に当たりまして︑各府省に対しましても︑
さまざまな各種会議等の場におきまして︑能力︑
実績に基づいた人事管理への転換の契機となるよ
うにということで︑各試験からの採用のあり方に

する中︑政府といたしましても︑総人件費削減な
ど身を切る改革を実施する必要があることから︑

ですが︑よろしくお願いします︒
○戸塚政府参考人 お答えいたします︒
平成二十五年度の国家公務員の新規採用につき
ましては︑先生御指摘のとおり︑大幅な採用の抑
制ということになりましたが︑これは︑社会保障
・税一体改革におきまして国民に御負担をお願い

いう決定をされたわけであります︒
私が申し上げたいのは︑それはそれでまた違っ
た︑今の政策需要から出てくる話でありますが︑
せっかく試験制度を変えて︑さあ頑張ろうと足を
踏み出すときにしては︑何かこの決定というのは
厳しくないですかと︒これは局長さん答弁の予定

に募集しますということで︑非常に何かある意味
で明るい話でありまして︑こういうことをこの四
月の春に大いに政府としてもＰＲされてもいいと
思うんですが︑現実は︑二十五年度の新規採用に
つきましていろいろ議論された結果︑二十一年度
比約六割減︑三千七百八十人に絞りますよ︑こう

いてのアウトライン︑いろいろなところをお伺い
したわけですが︑私は︑これはこれで実は︑公務
職場の方から今の若い方々に対して︑ある意味で
いいメッセージが発信できることじゃないかと思
うんですね︒今の時代に合わせた新しい採用の仕
方をしますよ︑新しい能力を持っている方を大い

この試験を通じまして︑公務に対する強い意欲
を有します多様な人材が採用されるということを
期待しているところでございます︒
○橘︵慶︶委員 今︑今回の新しい採用試験につ

勧奨退職ということはあっても︑これから考えら
れるようですが︑早期希望退職制度がない︒だか

いうことも募ってまず身を切る︑今いる人を切っ
て︑そして︑次代を担う︑次代を託す人はそれな
りの数をある意味できちっと採っていく方がバラ
ンスもとれる︑こういうふうに考えるのが普通で
あります︒
しかし残念ながら︑今この公務職場においては︑

うか︑そういう学生さんになった気持ちというも
のをちょっと持っていただきながらお答えをいた
だきたいわけですね︒
確かに今︑この公務職場を取り巻いている財源
的なものは厳しい︒でも︑厳しいというとき︑民
間企業であれば︑例えば早期希望退職とか︑そう

中でお答えになってしまうものですから︑次は大
臣にお伺いする︑こういう話になるわけでありま
す︒
そこで︑川端大臣にこのお答えを︑ぜひ︑今の
御年齢ではなくて︑二十二︑二十三︑二十四ぐら
いに戻った︑では今から俺は公務を目指してみよ

組むという方針が確認されまして︑各省との調整
を経まして︑先生御指摘のとおり︑全体として︑
二十一年度比五六％減︑三千七百八十人という採
用上限数の範囲内で採用をやっていただくという
ことを閣議決定したというところでございます︒
○橘︵慶︶委員 つかさつかさではそのつかさの

その一環として大幅な抑制に取り組むこととした
ということでございます︒
具体的には︑三月六日の行革実行本部におきま
して︑これまでの抑制を大幅に上回る抑制に取り

‑ 6 ‑

衆議院総務委員会速記録（議事速報）
平成 24 年 4 月 12 日

あるべき姿としては︑一体で全部パッケージで
やるべきだったというふうには思いますが︑ちょ

いる嫌いは︑御指摘のとおりでございます︒
早期退職に対するインセンティブを高めるため
の給付の措置︑いわゆる希望退職の導入︑それか
ら︑民間の支援会社の活用を受けた再就職支援等
の措置等も含めて︑今︑公務員制度改革推進本部
事務局と連携して取り組むことにしております︒

は事実だと思います︒その中に︑いろいろなこと
をやらなければならない︑あらゆることをやろう
という中の一つがこの採用抑制であったというこ
とであります︒中高年齢層︑今の自主的な組織︑
再就職を支援していくということも極めて大事で
あります︒ちょっと順序の部分では後先になって

い方々にもっともっと働いてほしいという思いを
持って政府として何か考える余地はあったんじゃ
ないですかということをお聞きしたいと思います︒
○川端国務大臣 総人件費を抑制して︑スリムな︑
効率のよい行政システムをつくらなければならな
いというのは︑国民からの強い要請でもあること

確かに︑今は消費税は大事です︑それから税・
社会保障一体改革も大事です︒でも︑私は国会の
あの壇上でも申し上げましたが︑ねばならない︑
ねばならない︑ねば︑ねば︑ねば︑ねば︑ねばな
らない︑そういうことではちょっとおもしろくな
いのでありまして︑やはりこの辺はもう少し︑若

らまず採用から抑制しちゃうんだ︑試験は新しい
試験をやっていく︑皆さん頑張ってね︑だけれど
も採用は厳しいんです︒これ︑大きな立場で見た
ときに︑何か一貫性がないんじゃないですかね︒

おいてどういう人員の構成にしていくかというこ
とについては︑ぜひまた内閣の中でも御発言をい

るだけ早くこういうことは是正していただくとい
うか︑大臣も今おっしゃったように︑やはり︑年
齢層を一体として見ていく制度に早く変えていた
だかなきゃいけないですし︑そして︑仕事は永続
していく︑民間みたいに切り離していけないんだ︑
これはおっしゃるとおりなので︑そういうときに

たらどうかと︒四十年以上前になるんですけれど
も︑そういう部分では︑それでも志していただく
という方の志は高く受けとめて︑頑張っていただ
きたいというエールを送りたいと思っております︒
○橘︵慶︶委員 後先どうだったかなというお話︑
そこをぜひ大事にしていただいて︑そして︑でき

に︑これをやめるということがないわけですので︑
そこの難しさというのは感じております︒いずれ
にいたしましても︑いろいろな知恵を出しながら
取り組んでまいりたい︒
そういう中で︑新しい試験制度の初年度に重な
って︑国家公務員を志望する若者の気持ちになっ

ただきたいというふうに思います︒
私も民間におりまして︑構造不況業種でござい
ましたので︑大変ないろいろな場面に遭遇してま
いりました︒そういう中で︑民間の場合というの
は︑事業をやめるということでリストラクチャリ
ングをするということがありますが︑公務の場合

っとその部分では時期的にずれた部分は申しわけ
ない部分はありますけれども︑これだけしかやら
ないということでなく︑ほかも全部やることの覚
悟で取り組んでいるということだけは御理解をい

ッフ職を整備していく方向を打ち出しております︒
これまで︑職務内容︑責任や権限︑処遇のあり方

となく︑調査︑研究︑情報分析等の分野で適材適
所で人材を活用していくというものでございまし
て︑退職管理基本方針においては︑定年まで勤務
できる環境を整備していく︑この中で︑公務にお
いて職員が培ってきた高度の専門的知識や経験を
活用していく観点から︑御指摘の新たな専門スタ

取り組みをどうするのか︑お伺いをしたいと思い
ます︒
○加賀谷大臣政務官 お答えをいたします︒
専門スタッフ職は︑行政の多様化︑複雑高度化
に対応しつつ︑在職期間の長期化に対応するため
に︑従来のライン職中心の人事管理に限定するこ

二年前になりましたが︑退職管理基本方針という
ものが出ておりまして︑そこで専門スタッフ職と
いうものの新設を予定されておりました︒これは︑
総務省さんと︑また人事院さんとキャッチボール
しながら決めていかなきゃいけないんですが︑こ
の導入に向けて︑二年たっておりますが︑今後の

いと思います︒
ちょっと質問の順番を変えて︑時間があれば最
後に川端大臣にもう一度ということで︑先に退職
管理方針の方から行きます︒
加賀谷政務官にお答えをいただく部分ですけれ
ども︑平成二十二年六月二十二日︑ですからもう

ただいて︑岡田大臣はここにいらっしゃいません
けれども︑よく皆さんで御協議をいただいて︑そ
して︑やはりいい公務職場として先につないでい
けるように︑これは要望として申し上げておきた
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○橘︵慶︶委員 時間がありました︒最後に川端
大臣にお伺いします︒
この霞が関にだけは︑とにかくいろいろな職名
があるんですね︒総括審議官とか政策評価担当審
議官とか︑今︑もちろん大臣も﹁新しい公共﹂担
当とか︑いろいろな担当があるわけですね︒だけ

ためにも︑専門スタッフ職の拡充が一層重要とな
ってくると思っております︒
御指摘の点も含め専門スタッフ職の拡充につい
て︑人事院など関係機関と連携しつつ︑引き続き
具体的な検討を進めてまいりたい︑このように考
えております︒

などについて検討を行ってきているところでござ
います︒
今後︑雇用と年金の接続を図っていく中で︑職
員が培ってきた専門的知識や経験を活用していく

すので︑認識させていただきました︒
○橘︵慶︶委員 骨までちゃんと切れよという声
もあったんですが︑肉だけ切ったのは︑それはい
ろいろ思いがあるということは受けとめていただ
いて︑ぜひいい骨にしてください︒
終わります︒

のがわかりにくいという部分があると思います︒
そういう部分では︑きょう御質問いただく部分
で改めて私も整理してみましたら︑職名が大変多
いということは事実であります︒きょうの問題提
起を受けとめる中で︑私も︑これはどうしたらい
いのかなというのは一つの問題だと思っておりま

の人はこういう仕事をしているという何とか官と
いうのがたくさんあるという印象はあります︒そ
れぞれの経過もあるんだと思いますが︑逆に︑こ
の人がどういうぐらいのポジションの人かという

れども︑たまたま川端大臣は民間御出身で︑私も
民間の経験をしたんですが︑民間というのはもっ
とそういう職名についてはさっぱりしていると思
うんですよ︑例えば課長とかグループリーダーと
か参事官とか︒括弧して担当をつけておけばいい
話であって︑あんなに上に漢字の職名をいっぱい
つける必要はないと思うんですが︑いかがでしょ
う︒これで最後︑お伺いします︒
○川端国務大臣 ある種の霞が関文化なのかもし
れません︒
二つあると思うんですね︒この人は何をしてい
るのかということをわかりやすくするという職名
ということと︑この人はどれぐらいの地位の人か
ということと︑両方あると思うんです︒やや︑こ
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