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平成２８年度第２回秦野市行財政調査会（行政評価専門部会）  

１ 開催日時 
平成２８年７月４日(月) 

午後２時２５分から午後４時５０分まで  

２ 開催場所 秦野市役所本庁舎３階 ３Ａ会議室  

３ 出 席 者 

委 員  
坂野部会長、石塚委員、岩﨑委員、大屋委員、

栗原委員  

人事課  
人 事 課 長 、 同 課 長 代 理 （ 給 与 厚 生 担 当 ）、  

同課長代理（人材育成担当）、同担当  

事務局  
政 策 部 長 、 行 政 経 営 課 長 、 同 課 長 代 理 、    

同担当２名  

４ 議 題 

(1) 平成２８年度行政評価実施スケジュールについて 

(2) 平成２８年度行政評価ヒアリングについて  

(3) その他  

５ 配付資料 

次第  

資料２ 平成２８年度行政評価実施スケジュール等について 

平成２８年度行政評価 評価意見シート【Ａ】  

平成２８年度行政評価 評価意見シート【Ｂ】  

資料３ ヒアリング資料  

 

６ 会議概要 

議事(1) 平成２８年度行政評価実施スケジュールについて 

【事務局】 ― 資料２について説明 ― 

 

【部会長】 資料２について説明がありました。  

スケジュールについて、御質問等はありますか。 

― 質問等なし ― 

 

【部会長】 それでは、評価の進め方についてはいかがでしょうか。  

 

【委員】 テーマの「戦略的な人財育成」は、総合計画や地方版総

合戦略に位置付けられた枠組みでしょうか。  

また、戦略②と戦略④を選んだ理由を確認させてください。  
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【事務局】  「戦略的な人財育成」は、秦野市職員づくり基本方針

が目的に掲げる言葉を引用しています。これに続く「（より質の高

い人財育成）」は、総合計画の項目です。  

戦略②と戦略④は、秦野市職員づくり基本方針実施計画の中の

４戦略のうち重要プロジェクトを含む戦略に焦点を当てたもので

す。 

 

【部会長】 総合計画以外に他にも計画や方針があると思いますが、

職員づくり基本方針と総合計画はどのような関係でしょうか。  

 

【事務局】  総合計画で人財育成が大きく掲げられていて、その具

体化のための方針が、今回対象となっている職員づくり基本方針

です。方針を実施するための計画が、職員づくり基本方針実施計

画です。そのような３層構造になっています。  

 

【部会長】 元になるのは総合計画ですね。  

 

【事務局】 そうです。 

 

【委員】 評価意見シートの提出はどの時点でしょうか。  

 

【事務局】  ヒアリングの様子で変わるかもしれませんが、次回３

回目と４回目の間のイメージです。目安としてお配りしています

が、今日の質疑応答などで評価シートの項目がもっとこうであっ

たらよいというのがあったら、項目も変えていきたいと思います。 

 

【部会長】 他はいかがでしょうか。ないようでしたら議事 (2)に進

みます。 

― 意見、質問等なし ― 

 

議事(2) 平成２８年度行政評価ヒアリングについて 

【部会長】 最初に事務局から説明をお願いします。  
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【事務局】  本日のヒアリングの要領ですが、このあと人事課の職

員が入室し、人財育成に関する説明を行い、説明のあとで質疑応

答、意見交換の時間を持ちたいと思います。なお、資料３は前回

会議時や会議後に御依頼いただいた資料ですが、行政経営課作成

のものはこのまま先に御説明させていただきます。  

― 資料３ ウ、オ、クについて説明 ― 

 

【部会長】 資料３のウ、オ、クについて、御質問等はありますか。  

 

【委員】  (資料ク)業務の性質について、調査結果を行政経営課と

してはどのように評価しましたか。 

 

【事務局】 調査の最終的な目的は、委託が可能な業務の抽出です。

また、調査結果は、第３次行革プラン実行計画の中で窓口の委託

化等を推進していくための基礎資料として活用しています。  

専門性×非定型性の一番低いものとしては、今現在非常勤職員

が担っている会議記録の作成や定型的な受付などが挙がるだろう

と思います。 

公権力性×政策判断は、公権力性が高いものは法律に縛られた

業務となりますので自由度は低いと思われます。いわゆる企画提

案型の仕事は政策判断が高く、公権力性が低い部分（ 7.5％）、行

政計画の策定、広報の作成などになるかと思います。  

 

【部会長】 パーセンテージのカウントは時間によるものですか。  

 

【事務局】  そうです。年間業務時間のうち、どの業務をどの割合

で行っているかについて回答してもらいました。  

 

【委員】 非定型性が高い業務に従事する職員への教育は、そうで

はない業務に従事する職員への教育と異なるものが必要になるの

ではと思いましたが、難しいです。専門性×非定型性は、正の相

関を持っているかと思いますが、公権力性と政策判断は相関がな

いのか、負の相関なのか、よくわからないですね。  
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公権力性の値は、他と違って「０、１、２」ですが、なぜでし

ょうか。 

 

【事務局】 ０は、公権力性が全くないことを意味しています。  

 

【委員】 昔は「官僚の専門性」などと言われていましたが、今は

一般事務職で入ってきた人がケースワーカーとして働いていたり

します。専門性を教育しないとすると職員としてどのような教育

をしていけばよいのでしょうか。  

また、公権力性がない部分ではどのような人材を育てるのか、

あるいは民間に任せるのかということがあると思います。興味深

い資料です。 

 

【委員】 公権力性×専門性などの別の２軸で比較したらどのよう

になるかも興味深いですね。  

 

【委員】 私もそう思いました。  

 

【部会長】 （具体的にどの仕事が割り振られているのか）中身が

わかりにくいところがありますが、性質で見ると大まかにこのよ

うな分布をしているということがわかりました。 

それでは、背景となる情報については一応わかりましたので、

人事課に入室していただきましょう。 

 

― 人事課職員入室 ― 

 

【部会長】 それでは、さっそくですが説明をお願いします。  

 

【人事課長】 ― 資料３について説明 ― 

 

【部会長】 質問等はございますか。  

 

【委員】  次世代育成アカデミー参加者数は対象となる階層のうち
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どの程度ですか。また、女性はどの程度ですか。  

 

【人事課長】 １７８人の管理職退職者に対し、参加者自体がまだ

２年間なので４０人に満たず、少ないです。女性の参加職員は昨

年２人、本年度３人です。  

 

【委員】 女性が少ないのではないでしょうか。  

 

【人事課長】 課長代理になる手前の３０代後半から４０代が対象

であり、かなり詰め込んで勉強しなければならない研修であるこ

とに起因すると思われます。主力となる職員が研修のために不在

となるので、職場に配慮し、先月も日・月曜で泊まりこみの研修

を行いました。女性の場合、子育ての時期にぶつかるため参加が

少なかったのではないかと思います。 

 

【委員】  制度だけではなく環境も大切です。受けやすい研修にし

ていかないといけない。子育てしながら日曜に出てこないとキャ

リアアップにつながらないというのは厳しい。発想はよいが、や

り方に工夫が必要だと思います。  

 

【人事課長】 参加しやすいよう工夫していきたいと思います。管

理職の登竜門と位置付けていますが、退職する管理職の補完とし

ては、アカデミー経験者だけではなく、日常の職務の意欲・能力

によっても登用したいと思います。  

 

【委員】  アカデミーに参加していない職員が管理職に登用される

と、登竜門としての位置づけが意味をなさなくなるのではないで

しょうか。 

 

【委員】  私の業界だと宿泊研修でも多くの人が参加します。資料

キ（職員いきいきアンケート）を見ると、仕事と家庭を天秤にか

け、家庭にシフトしている人が多いと見受けます。仕事のために

どうしても必要だから受講する、という風にならない。自分の給



- 6 - 

 

与は自分で上げるという民間と、何もしなくても定年までいける

という公務員との差だと思います。  

 

【委員】  管理職の能力は、建築士にとっての建築士資格などと違

って、なければ仕事ができないというものではないため、プライ

ベートを捨ててまで身に着けなければならないものなのかという

判断があると思います。研修の在り方を考えたほうが広く管理職

候補を選出し、より良い管理職を配置できるのではないでしょう

か。 

 

【部会長】  資料キＱ２８を見ると、目指す職員像について「ワー

クライフバランスのとれた職員」が１位で、「リーダーとなる職員」

はとても少ないようです。平均的な職員像がここにあるとすれば、

マネジメント能力のある人にマネジメントをしてもらうために、

誰にどんな研修をすべきか考える必要があります。  

また、新しいキャリアパスを提示することも考える必要があり

ます。そこまで考えないと、アカデミーだけでは目的の達成は難

しいと思います。 

 

【人事課長】 アンケートはひとつの参考ではありますが、ワーク

ライフバランスのとれる職員は人事管理上も大切だと思います。  

 

【部会長】  ボーイング社は優秀な社員を確保するために、子育て

中の人材のためにその人の母親を雇ったそうです。同じことが市

になじむかどうかはわかりませんが、欲しい人材に合わせて発想

を変える必要があると思います。  

 

【委員】  外部への研修機関への派遣についても女性職員の積極的

な派遣という考え方を広めていけたらよいと思います。  

 

【委員】  市民目線で地域の方々と触れ合う経験が必要なので、市

の職員はワークライフバランスが非常に大切だと思います。  
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【委員】  市役所は民間よりも女性がワークライフバランスをとり

やすいと思います。夫が家にいるなら、子どもを見てもらうこと

ができますので、日曜日の研修に女性の参加者が少ないのは、モ

チベーションの持たせ方に問題があると思いますので、例えばス

テップアップしたいとか知りたいという気持ち、学ぶ楽しさなど、

研修の意義に加えてお話されたらどうかと思います。  

従来の人事評価の反映は、手当の金額が上がったり下がったり

するのは全職員の３％でしかなく、この程度ではやってもやらな

くても差がありません。横並びで近隣市を見るのではなく、斬新

な給与体系を作ってほしいと思います。  

管理職が退職する中、秦野市が先頭に立って６５歳定年を打ち

出してもよいと思います。人件費がネックなら、家族手当や住宅

手当も含めて基本的な賃金バランスを見直して対応することも考

えないと変わらないと思います。  

 

【委員】  地域手当について、県職員が１２％、秦野市は６％です

ので、県レベルであってもよいと思います。  

団塊世代のために管理職を増やしてきた面はないでしょうか。

本当に必要なポストかどうか見直し、その人件費を他に回しては

どうかと思います。  

 

【人事課長】 地方公務員の給与体系は基本的に国に準拠しており、

抜本的に変えることは難しいです。管理職のポストは行政経営課

で考えていると思いますが、実感としては結構切り詰めていると

思います。 

地域手当を自治体が上乗せする例もありますが、地方交付税を

減らされることで市民に負担が生じるので、国が示すとおり支給

しています。 

 

【部会長】  では、評価の反映による給与の上げ下げの財源はどう

お考えでしょうか。（基本給が決まっているので下げられない中）

財源が少なければ上げる部分も少ないのではないでしょうか。  
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【人事課長】 他自治体では相対評価をする例が見られますが、秦

野の場合は、まだ決定ではありませんが、加点主義でいきたいと

思っております。人数にもよると思いますが、絶対評価で加算し

ても財源は捻出できると思います。  

 

【部会長】 財源はいくらぐらいを想定していますか。  

 

【人事課長】 まだ未決定なので申し上げることが難しいですが、

他市の状況を見ると、本市の財政規模でも１００人規模の上下が

あってよいと思います。  

 

【部会長】 加点されると、一人当たりどのくらい増額されますか。  

 

【人事課長】 加点の程度にもよりますが、５％、１０％上乗せと

考えています。職員の年齢、本給の額にもよりますが、５％で２

～３万円と思います。  

 

【委員】  勤勉手当だけにしか反映されないので、金額的には大し

て変わらず、１００人加点しても対応できるということですね。  

 

【委員】 加点の効果は続くのでしょうか。  

 

【人事課長】 期ごとに改まりますが、連続して高い評価であった

場合は昇級ということになります。  

 

【委員】  給与のベースが上がることにもつながるということです

ね。 

 

【人事課長】 はい。 

 

【部会長】 行政の仕事は、定型的、非定型的などあると思います。

どうやって評価しますか。  
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【人事課長】 高い目標について加点することも考えますが、業務

効率や職場環境に寄与する目標も考えられます。一律に同じ目標

とすることはできませんが、目標管理的な仕組みを導入しようと

思っています。 

 

【委員】地方分権の結果、非定型的な仕事の比率も増えていると思

いますし、課長が挙げられたような定型的な仕事にあたっての業

務の見直しという例も考えられます。  

 

【委員】  市民として、質問してすぐ返事をくれる職員と放ってお

く職員がいると感じます。そういったところも的確な評価がされ

るといいですね。 

 

【委員】 専門職制を既に実施しているのでしょうか。  

 

【人事課長】 専門職は、採用時から保育士、消防士などの区分で

採用している職員を指しております。職員づくり基本方針 26 ペー

ジにあるような、特定の業務に精通する職員を育てることは、エ

キスパートと表現しています。  

 

【委員】  税務、法務などのエキスパート職員は今後求められると

思います。ゼネラリストが評価されがちな自治体で、エキスパー

トの処遇について考えなければならないと思います。  

 

【委員】  主事補から主査手前までは区分けがなく、主査になって

分かれ、課長級になるとまた区分けがなくなるのでしょうか。  

 

【人事課長】 入庁当初から有資格の人などは別として、若いうち

は色々経験して自分の適性を見極めてほしいと思います。課長級

で図が一緒になってしまっていますが、エキスパートがエキスパ

ートの職場の管理職になることはあると思います。  

 

【委員】 出身学部や専攻を考慮して育成していますか。  
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【人事課長】 事務職と技術職で募集し、技術職採用の場合は技術

系の職場の中を異動します。  

 

【委員】 秦野だけではなく、自治体は一般的にそうしていますね。  

 

【委員】 民間とは違う人材の使い方ですね。  

 

【委員】  加点だけでは大きな差が出ないが、加点が続けば昇級が

あるというお話がありました。管理職を減らす必要がなくて、勤

勉手当で大きな差を付けられないということであれば、もっと普

段の仕事や管理職試験によって、昇格を通して差をつけたほうが、

インセンティブになるのではないでしょうか。  

また、集合研修よりもキャリアアップを制度化したほうがいい

のではないでしょうか。管理職は自己責任で能力を身に着けて職

責を全うするもので、能力がなければ責められるのは本人です。

しかし、これは時間を拘束されず、自分の都合で取り組めます。

単に集合研修に出られない人を管理職候補から排除するのは行き

過ぎだと思います。  

 

【人事課長】 アカデミーは気づきを得る取組みとして続けたいと

思いますが、受けやすい研修にしたいと思います。管理職試験は、

この６月議会で議員からも提案があり、東京都の例も挙がりまし

たが、そういったものも含めて複数の選択肢から管理職を登用し

ていくようにしたいと思います。  

 

【委員】  東京都の管理職登用試験は法律分野に特化しています。

採用試験との棲み分けもあるかもしれませんが、マネジメント能

力に憲法が重要かというところに私は疑問を持っています。  

また、階層別研修に民事訴訟とありますが、ここで必要でしょ

うか。集合研修を見直すことで職場にもっと振り向ける検討もし

たほうがよいと思います。  
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【人事課長】 職場で抱えている課題をレポートや提案、提言する、

それも、職場を巻き込んだ中でできたらいいと思います。  

 

【委員】  どれだけの人を用いて、役割分担して、問題解決や政策

提言する能力があるのかを見て、次の昇格がふさわしいか判断す

る必要があります。  

また、人事管理し、職場をまとめてチームワークを発揮できる

かどうかも見る必要があると思います。マネジメント能力として

何が必要か、市として考えたほうがいいと思います。  

 

【部会長】  今日は制度の説明を伺うという回で、次回自己評価を

伺うということになっております。時間も押してきていますので、

次回自己評価で人事課から伺いたい視点等ありましたら皆さんか

らお聞きできればと思いますがいかがでしょうか。  

私からひとつは、目標管理と評価基準のリンクについて、どう

いうイメージで目標管理の設定がありえるか整理されていれば伺

いたいと思いました。あるいは、整理ができていないとしたら、

なぜ整理できないか、どういう課題や問題点がありそうかという

ことを伺えればと思います。制度を運用する中でそれらの課題等

を改善していけるかもしれません。  

もうひとつは、研修だけでは管理職の補完は足りないと思いま

す。管理職育成全体の中で研修の役割、効果や改善が必要な点が

伺えれば生産的な議論ができると思います。  

 

【委員】  目標管理は、民間企業でも色々やってみて失敗していま

すが、市がやってみようとしているモデルはあるのでしょうか。

そのようなモデルがあれば評価しやすいので伺いたいと思います。

例えば、ＢＳＣ方式、組織目標から順に降ろしてきて個人の目標

を設定する方式というのもあります。  

 

【人事課長】 過去に、人事評価とはリンクしない中で、組織目標

を作った上で自分たちの目標を作ったことがありますが、なかな

かうまくいきませんでした。今回はそこまではできないと思いま
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すが、法律でも成績、能力を処遇に反映しなければならないとさ

れているので、まだ模索中の状況ですが、どうしていくのか、課

題を含めてお示ししたいと思います。  

 

【部会長】  本日の人事課からの説明はこれで終わりたいと思いま

す。長時間ありがとうございました。  

 

― 人事課職員退出 ― 

 

議事(3) その他 

【部会長】 議事(3)その他について、何かありますか。  

 

【委員】  ２戦略４項目の中で、さらに重点を絞ったほうがいいの

ではないでしょうか。給与体系の見直しを全部するのはかなり厳

しい気がします。 

 

【部会長】  目標管理と次世代アカデミーの話をしようとするとそ

れに連動して給与体系の話が出てくるように思います。人事評価

や給与体系の範囲全体を評価するのではなく、そういった捉え方

でよいのでしょうか。  

 

【事務局】  各項目が相互に関連し、全体として人財育成という制

度ですので、給与体系全てに対する意見でなくて構いません。  

 

【委員】  各項目で関連したり、共通するような部分について意見

を出せばよいのですね。  

 

【事務局】 はい。 

 

【部会長】  そこに波及して、例えば人事評価にこういうことを取

り入れたらいいというような意見を出してもいいということです

ね。 
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【事務局】  削減するための評価ではなく、背中を押すような評価

にしていきたいと思います。全体として建設的な提案として総合

的な評価に力を入れていきたいと思いますので、そういった構成

で評価をお願いしたいと考えています。  

 

【部会長】  今までの評価と異なり、評価対象が明確に決まってい

ないので、職員づくり基本方針という分野の中で評価するという

実験でもあると思います。方針全体を評価するのは大変なので、

取っ掛かりとして形式的に４項目を核とし、そこから波及させて

全体を評価していこうということですね。 

どのくらい建設的な意見が言えるかわかりませんが、言えたら

他の分野でも使えるということになるかと思います。なかなか大

変だと思います。 

 

【委員】  あまり項目を絞ってしまうと建設的な議論ができないの

で、ポイントは４つあるが議論が波及してもいいというのは、や

りやすいと思います。  

 

【部会長】  それでは本日は以上で終わります。ありがとうござい

ました。 

 

― 閉会 － 


