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平成２８年度第３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８月２２日(月) 

午後２時３４分から午後４時５０分まで  

２ 開催場所 秦野市役所教育庁舎３階 Ａ・Ｂ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  

人事課  人事課長、課長代理（人材育成担当）、同担当  

事務局  行政経営課長、同課長代理、同担当２名  

４ 議 題 
(1) 平成２８年度行政評価対象ヒアリング  

(2) その他  

５ 配付資料 

次第  

資料４ 人事課自己評価シート  

資料５ 地方公務員の人材育成に係る先進事例の調査  

委員意見シート  

 

６ 会議概要 

議事(1) 平成２８年度行政評価対象ヒアリング 

【事務局】 ― 資料４の概要及び資料５について説明 ― 

 

【部会長】 事務局から資料について説明がありました。御質問等

はありますか。 

― 意見、質問等なし ― 

 

【部会長】 それでは、人事課職員に入室していただき、ヒアリン

グを始めます。 

 

― 人事課職員入室 ― 

 

【部会長】  それでは、資料４ 人事課自己評価シートの内容につ

いて、説明をお願いします。  
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【人事課長】 ― 資料４について説明 ― 

 

【部会長】 人事課から説明がありました。皆さんから御質問等は

ありますか。 

 

人事評価の見直し 

【委員】 「人事評価の見直し」について、目標管理における目標

と職員の取組みをどう捉えますか。目標達成は、低い目標なら容

易、高い目標であれば頑張っても困難です。  

 

【人事課長】 加点主義を前提としているため、意欲的に高い目標

を定めることに重きをおきたいと思います。  

 

【委員】 組織目標と個人目標の関連はどのように考えていますか。

組織目標の達成には、個人が既に目標達成していたとしても、周

囲に目を向けてチームワークを発揮することが期待されます。  

 

【人事課】  個人目標は、課員全員で組織目標について共通認識を

持ったうえで設定すべきと考えます。チームワークへの貢献は、

目標管理ではなく能力評価の枠で評価します。目標管理と能力と

の両方で評価する人事評価制度にしようと考えています。  

 

【委員】 能力評価はどのように行っていく考えですか。  

 

【人事課長】 現状は、実績、能力、意欲といった２０項目で評価

しており、今後もこれを整理して運用する考えです。  

そして、これらの項目に、目標設定に対する実績を追加したい

と思います。 

 

【委員】 能力には、「現在の業務で発揮されている能力」と「潜在

的な能力」があると思います。  

 

【部会長】  現在実施している能力評価の内容と問題点を具体的に
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教えてください。 

 

【人事課長】  現状の人事評価は、「意欲・姿勢」、「能力」、「実績」

の３つの柱があり、職種・職階別にウェイトが異なります。例え

ば、部長級は実績を重視しています。 

具体的な評価の項目としては、実績であれば、部下が行う業務

の進行状況を把握して適切に管理すること、手伝うことなどがあ

ります。また、能力であれば、職務の専門知識や技術を身に付け

ていることなどがあります。  

そして、各項目に対し、自己評価、一次評価、二次評価、最終

評価を行います。 

現状の各項目は、定性的に文章で示されており、数値基準があ

りません。これらを精査し、分かりにくさを解消したいと思いま

す。 

 

【部会長】  現状の課題は、人事評価が給与に反映されている職員

が少ないことでした。これに対処するため、目標管理を導入し、

給与に反映していこうという見直しをするつもりですね。  

そして、その具体的な取組みが、評価項目の客観化、数値化と

いうことでしょうか。  

 

【人事課長】 目標管理の項目は明確・客観的にしたいと思います。  

能力評価は、各項目に対しＳ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの５段階の評定

を付けていますが、５段階がそれぞれどういう状態を示すのか基

準をより明確化したいと思います。  

 

【部会長】  具体案を示されていませんが、平成２９年度からの運

用に間に合いますか。  

 

【人事課長】 ５月に庁議に諮り、各課照会も済ませています。腹

案はありますが、まだお示しできる状況にはありません。  

 

【部会長】 評価対象は全職員でしょうか。  
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【人事課長】 全職員です。本市は１１年前から全職員を対象とし

た評価を行っているため、職員には人事評価に対する抵抗感はな

いと思いますが、労働組合との調整も必要だと考えています。  

 

【部会長】  実態として、既存の人事評価とあまりに乖離すると職

員が混乱すると思います。来年度から導入する人事評価は、かな

り現行ベースで、定性的だった評価の項目を客観的にしたもので

あると捉えられますか。  

 

【人事課長】 そのとおりです。 

 

【部会長】 現行ベースであれば運用開始には間に合いそうですが、

一方で、見直しをする目的はどの程度達成されますか。  

 

【人事課長】 メリハリをつけた評価を行うことで、評価結果が給

与に反映される職員について現在の３．３％から１０％以上にし

たいと思っています。  

 

【部会長】  目標管理は、組織全体の目標が体系的に整理されてい

ない状況で導入すると弊害があるのではと思います。どう考えま

すか。 

 

【人事課長】 目標管理は、管理職が部、課、担当での組織の目標

をしっかり設定し、末端まで浸透させるのが大切だと思います。

制度の周知に努めます。  

 

【委員】  部局間で目標の達成度に差が出たとき、その結果は誰が

負うのでしょうか。部局長の評価だけに反映するのか、あるいは

部の全員の評価に反映してしまうのでしょうか。  

 

【人事課長】 部局長の評価だけに反映します。  
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【部会長】  長期的な目標を定める場合と、これを分割して単年度

の目標とする場合とあると思います。導入しようとしている制度

においては、どのようなイメージですか。  

 

【人事課長】 プロジェクト的な業務と、ルーチン業務とあるので、

具体の例示を行います。  

 

【委員】  業務には、単年度では効果が表れず、数年後に効果が表

れるものとあると思いますが、どのように目標設定し、評価しま

すか。 

また、数字で測れない目標は、評価の尺度をどのように補いま

すか。 

 

【人事課長】 それぞれの管理職に見てもらうしかないと思ってい

ます。 

 

【部会長】  上司と部下なら、目標の内容や難易度について共通認

識が持てて、全く挑戦的でないものや困難すぎる目標を避けるこ

とはできると思います。しかし、部局間での目標の調整は、誰が

行うのでしょうか。  

 

【人事課長】 副市長が行います。 

 

【部会長】 副市長への制度説明が重要になるように思います。  

 

【部会長】  市全体で重要と考えられる目標、例えば市民協働、男

女共同参画、公共施設再配置などは、部局長に任されるのでしょ

うか。 

 

【人事課長】 いいえ。それはまさに施策なので市長を筆頭に市全

体で行うべきだと考えます。その進行管理は、議会や市民の目が

届くと思いますので、敢えて人事評価の中で目標管理として扱う

かどうかは別だと思います。  
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【部会長】  人事課としては、先ほど挙げたような組織全体で重要

と考えられる目標について、部局や課の目標に掲げるように求め

ないということでしょうか。  

 

【人事課長】 制度は人事課が作りますが、目標は各部局が作るも

のと考えています。  

 

【部会長】  組織全体で重要と考えられる目標と、人事管理の対象

とする目標が必ずしもリンクしないとする理由はなぜでしょうか。 

 

【人事課長】 人事課は、施策を牽引する役割を負うべきではない

と考えています。組織としては、総合計画の推進がなされるべき

だと思います。 

 

【部会長】  目標管理といっても、マネジメントの仕組みを直に人

事に連動させるわけではないのですね。目標管理は、元来、政策

や計画サイドが行う進行管理と人事を連動させることを目途とし

ていると思いますが。  

 

【人事課課長代理】  総合計画の施策体系や個別計画が目標のベー

スになると思いますが、必ずこうしなさいという示し方はしない

ということです。組織全体で重要と考えられる目標は、当然含ま

れていくと思います。  

 

【委員】  達成が容易な目標にするために組織全体で重要と考えら

れる目標を加味しないことが起きるのではないかということが懸

念されます。 

そういった懸念に対し、「組織全体で重要と考えられる目標を踏

まえて設定された目標」を達成したときに良い評価が得られ、「組

織全体で重要と考えられる目標を加味せず設定した目標」を達成

したときはそれほど良い評価が得られず、また、基本的には、組

織全体で重要と考えられる目標は、人事評価で用いるために設定
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される目標に織り込まれるはずだということで認識されていると

理解してよろしいでしょうか。  

 

【部会長】  副市長が、各部の目標設定に臨むとき、組織全体で重

要と考えられる目標、全庁の政策的目標をどの程度意識して携わ

れるかが重要です。制度的な担保がないので、目標が適切に設定

されているかを誰かが判断しなくてはならない局面が出てくるの

ではないかと思います。その判断は市長が行うということになる

のではと思います。  

 

【人事課長】 副市長と部局長は、日常的に施策推進のための意思

疎通を図っているので、そのうえでの目標設定となります。  

 

【委員】  部局での目標設定は、部局全体の目標としてふさわしい

ものが設定できるのでしょうか。バラバラの方向に向かっている

課の目標を単に寄せ集めただけのものになりはしないでしょうか。 

 

【人事課長】 部は課をグルーピングしただけなので、必ずしも課

間が連携した部ばかりではない状況です。しかし、部局長のイニ

シアチブで部局目標を設定してもらうしかないと思います。  

 

【委員】  部局の目標は、全体の関係ではなく、ある程度部局のグ

ルーピングに左右されますね。  

 

【部会長】  評価までとは言いませんが、部、課、係の目標くらい

は公表してもよいのではと思います。どう考えますか。  

 

【人事課長】 あくまで人事評価なので、公表は考えていませんで

したが、検討したいと思います。  

 

【人事課課長代理】  自治体によっては部局目標を公表していると

ころがあるので、参考にして考えていく必要があると思います。  
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【部会長】  係レベルは難しくても、部レベルの目標くらいは公表

されてはと思います。  

 

【人事課長】  市長から、「部局長の気概を市民に見てもらうため、

部局長ごとのホームページをつくるように」と指示を受けている

ので、前向きに取り組んでいきます。  

 

【部会長】 顔が見えるという意味で良いと思います。  

 

【委員】 県で部局長のマニフェストを公表したことがあります。  

 

【委員】  過去の行政評価でも、全体を見ないと効果がわからない

ことがあります。市民だけでなく、庁内で他部局の取組みがわか

ることで連携が図られるかもしれません。コミュニケーション、

情報発信は必要だと思います。  

 

【部会長】 公表は、市民だけに向けたものではないですね。  

 

【委員】 職員向けという意味でも大事ですね。  

 

給与体系の見直し 

【委員】  管理職と非管理職の給与逆転現象について、秦野市でも

生じていますか。 

 

【人事課長】 課長代理とその下の職級とを比べると、主査の６割

強は、課長代理の一番若い人よりも給与ベースが高給です。若く

して登用された管理職は、昇格せず高齢になった主査に給与で逆

転されます。 

 

【委員】  ぜひとも逆転現象の解消に取り組んでいただきたいと思

います。一生懸命やっている人とそうでない人の差を開く取組み

はしてほしいです。他に対処策はありますか。  

 



- 9 - 

 

【人事課長】 逆転現象の解消は箕面市の例だと思いますが、近隣

とのバランスという面で大阪府や府内の近隣市でも評価が分かれ

ているようです。ここまで抜本的なことはできませんが、他に退

職手当や退職後のインセンティブの見直しが考えられます。年金

支給開始年齢までの間、再任用する制度がありますので、再任用

での職階などを見直してみたいと思います。  

 

【委員】  頑張っている職員には応じてあげてほしいと思います。

また、近隣市のほうが給与が高いとなれば、どちらに入ろうかと

いうときにそちらへ人材が流れてしまいます。  

管理職と非管理職で差をつけるというのと、もうひとつの策と

して近隣市のほうが条件がよい部分があれば、秦野市にも当ては

めることができないかを考えられませんか。近隣市とのバランス

というのであれば、もう少しなんとかならないのでしょうか。  

 

【人事課長】 地域手当に関しては忸怩たる思いですが、頑張った

人への処遇は、今回の人事評価制度の見直しで応えるつもりです。 

 

次世代育成アカデミーの導入  

【委員】  導入２年目として、効果はどうですか。受講者からの声

はどうですか。 

 

【人事課長】 １期目の受講者からは、自分たちが市役所を引っ張

っていかなければというふうに考え方が変わったという声を聴き

ました。また、１期目の受講者から２名が本年度管理職になりま

した。 

人事課長としての実感では、受講者の間で連帯感が生まれ、仕

事でも連携し切磋琢磨できるようになったと感じています。  

また、政策提言は実現性が高く、施策に反映できるのではと思

います。反映できれば今後の参加者の意欲にもつながると思って

います。 

 

【部会長】  政策提言発表会の聴き手２００人の構成はどのようで
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しょうか。 

 

【人事課長】 市長、大学教授３名、あとは殆どが職員で、市民は

数人です。同業者である職員に見られているので、発表する側も

プレッシャーがあると思われ、それなりの発表になったと思いま

す。発表者側は個人ではなくグループで、それぞれのグループに

課長級の職員が指導者として配置されています。  

 

【部会長】 印象に残った提言はありますか。  

 

【人事課長】 駅前に民間活力を導入して放課後児童ホームを設置

する案などがありました。  

 

【委員】  具体的な提言を見せていただきたいので、資料を提示し

てください。 

 

【人事課長】 はい。 

 

【部会長】 参加者の年齢条件はありますか。  

 

【人事課長】 ５級の課長代理を狙える距離ということで、３級の

主任主事と４級の主査です。３０代後半～４０代です。 

グループの編成は、異業種が組み合わさるようにしています。  

 

【部会長】  人間関係が広がり、全庁的なネットワークが生まれそ

うです。制度開始当初は意欲的な人が集まりそうですが、そうし

た人たちの活動を見て後年につながるとよいですね。  

 

階層別研修の見直し  

【委員】 必要な研修は部局によって異なると思います。全庁共通

の階層別研修は市民協働、男女共同参画、情報公開など最低限に

留め、ＯＪＴやアカデミーに振り向けて、目標管理にリンクさせ、

研修制度を部局にもっと任せてはと思います。  
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【人事課長】 各部局の申し出を受けて、研修費の支援をしていま

す。ニーズをつかんで続けていきたいと思います。  

 

【委員】  アカデミーのようなグループワークを伴う政策立案研修

をもっと若い世代に行ってはと思います。インプットよりもアウ

トプットの仕方を教えたほうが職員のためになると思います。  

 

【人事課長】 階層別研修の中でグループワークを取り入れていま

すので、もっと充実していきたいと思います。  

 

【委員】 ぜひ管理職だけではなくもっと若い職員にもと思います。

職場経験の情報共有が若いうちからできると政策立案能力の向上

に繋がると思います。 

 

【委員】  アンケートで昇格を望んでいない声が多いように見受け

ます。これは階層別研修の目的を達成できていないということだ

と思います。 

階層別研修の目的は、順に受講していく中で、ある階層になっ

たときのモチベーションの持ち方、部下がついたときどうしたら

いいのかなどを教育し、納得して階を上がっていくために行うべ

きです。これは最低限行うべきことで、さらに法律を勉強したい

などという場合に費用負担してあげることが必要なのだと思いま

す。 

 

【人事課長】 必要な研修なのか時宜にかなっているかは随時見直

しますが、階層別研修は職員として最低限知っておくべき事項を

教える基本研修と位置付け、委員がおっしゃるようなその他の場

合は自己啓発という項目で支援しています。  

 

【部会長】  階層や職場に応じた組織の論理から行われる研修のほ

か、個人がどうなりたいかということに基づいた研修は自己啓発

支援とのことでした。  
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個人のモチベーションに応える研修をプログラムできないでし

ょうか。 

 

【人事課長】 今のところはないので、臨機応変に対応できるよう

なものを考えてみてもよいかと思います。  

 

【部会長】  庁外でのＯＪＴについてどう考えますか。ＮＰＯや   

ＮＧＯなどで実施することはどうでしょうか。  

 

【委員】  給与が上げられない状況ならば、市の施策について大学

で講義して対価を受け取ることを認めてもよいのではと思います。 

 

【人事課長】 副業は法律で禁止されていますが、庁外でのＯＪＴ

は実施しています。国、県、その他公的機関のほか、神奈川ケー

ブルテレビに派遣しています。以前から報道関係には積極的に派

遣したいと庁内での考えがありましたので、拡大も視野に入れて

考えていきます。 

 

【部会長】  以前、行革の話で、ネーミングライツは儲からないと

いう話で終わりましたが、民間企業のノウハウがあれば違う展開

があったのではと思います。組織として政策的に派遣する先があ

ってもよいと思います。  

 

【委員】  鉄道会社、アミューズメント事業を行う会社などもよい

かと思います。 

 

【委員】  経営アセスメントを行える人材を育てるための研修があ

ります。受講者は自社の経営アセスを行う人を育成するために派

遣されて来た人たちなのですが、三重県の職員が何度か来ていま

した。こういうものも参考になると思います。  

 

【委員】 日本能率マネジメント協会などもありますね。 
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【部会長】  他になければ、人事課へのヒアリングはここまでとし

ます。 

― 意見、質問等なし ― 

 

【部会長】 人事課の皆さん、ありがとうございました。  

 

― 人事課職員退室 ― 

 

【部会長】  前回会議と先ほどまでのヒアリングを踏まえて、皆さ

んと意見交換をして、そのうえで委員意見シートを提出していた

だくことになっています。いかがだったでしょうか。  

 

【委員】  ほとんどが未実施の内容であり、事前評価なので扱いが

難しいと感じました。  

 

【部会長】  事前評価であるため、こうしたほうがいいのではない

かという提言になると思います。  

人事課がこうしたいという案があることを踏まえて、短期的・

直接的なアドバイスと長期的なアドバイスと大きく２種類に分け

て御意見をいただければいいのではないかと思います。  

この２種類の中では共通する事項もあるかもしれませんし、整

合しないものもあるかもしれません。しかし、必ずしも全てが整

合した状態で報告書とする必要はないと思います。報告書案をま

とめる段階で、この内容は短期的なアドバイスとしては無理があ

るのではないかなどという議論はあるかもしれません。  

また、４つの評価対象項目がありますが、４つの項目の他につ

いても人財育成に関して提言ができます。  

 

【委員】  評価区分を付けることよりも、改善型というか答申型と

いうか、こういった課題があるから注意して取り組んでください

とかよりよい制度にしていただく方向で意見を出すことになるか

と思います。 
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戦略②関係 

【部会長】  人事評価は既存のやり方をベースにして新しい制度を

導入されるようなので、うまく目標管理し、手当などに結びつく

ようになるといいですね。なかなかこれでいいという決定はでき

ないですが、先へ進み始めています。給与体系のほうは難しいで

すね。 

 

【事務局】  本給自体は法律の制約などがあって変更が難しいとこ

ろだと思いますが、手当では工夫ができるのではないかと思いま

す。また、箕面市の事例について人事課長が難しいと言われてい

ましたが、実際にやっている自治体があるので不可能であるとい

うわけではないと思います。色々可能性はあると思います。  

 

【委員】 いわゆる残業手当は管理職ももらえますか。  

 

【事務局】 もらえません。５級の課長代理からは支給されません。 

 

【委員】  管理職が管理職手当をもらったところで、非管理職がも

らう残業代を含めると総額で負けてしまうというのは仕方がない

ところです。しかし、先ほどの逆転現象は、手当ではなく本給で

逆転が生じるという話です。  

 

【事務局】  箕面市は逆転が生じないよう、非管理職の昇給に制限

をかけるかたちで給料表を改めたものです。  

 

戦略④関係 

【部会長】  階層別研修は淡々と見直してやっていくだけという印

象を受けます。戦略④の効果を挙げるための柱としては他のもの

をもってきたほうがいいと思います。  

 

【委員】  アカデミーのほうは、前回会議で出たような、受けやす

い研修にすべきだとかそれは本人の自己責任だという議論があり
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ましたが、私はもう少し受けやすい研修になるよう気を付けてほ

しいと思います。 

また、実現性のある政策が提言されているとのことなので、そ

れは高評価してもよい点だと思います。  

 

【部会長】  将来の幹部職員にとってネットワークづくりの場でも

あるとすれば、子育て期の職員、女性も参加しやすいほうがいい

ですね。 

 

【委員】 管理職同士の悩みなども出てくると思います。  

 

議事(2) その他 

【部会長】 議事(2)その他について、何かありますか。 

④先ほど人事課から追加資料として配付がありました現行の人

事評価シートについて補足します。項目ごとにＳ・Ａ・Ｂ・Ｃ・

Ｄの５段階で評定をつけ、全部Ｓだと合計が１００点満点になる

仕組みです。職級に応じて、例えば７０点以上だと勤勉手当が何

パーセント増額されるという仕組みです。  

 

【委員】 現行の人事評価は、相対評価でしょうか。  

 

【事務局】  絶対評価です。調整プロセスがないため、最終評価者

（部局長）によって、こっちの部は甘いとか、あっちの部は厳し

いとかそういった差は生じます。  

 

【委員】 最終以外の評価者は誰ですか。  

 

【事務局】  職級によりますが、一番下の職級用のシートだと、評

価は、本人、一次評価者である課長代理、二次評価者である課長、

最終評価者が部局長です。どの職級も最終評価者は部局長です。  

 

【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。 
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― 閉会 － 


