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平成２８年度第４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９月３０日(金) 

午後５時００分から午後７時１０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  

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年度行政評価報告書案について  

(2) その他  

５ 配付資料 

次第  

資料６ 報告書の構成案 

資料７ 評価意見案 

 

６ 会議概要 

議事(1) 平成２８年度行政評価報告書案について 

【事務局】 ― 資料６、７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。御意見等は

ありますか。 

 

資料６ 報告書の構成案について  

【委員】 資料６の「Ⅰ 秦野市の行政評価」に関して、従来の行政

評価との相違点を明確に示した方がよいと思います。  

 

【委員】 事後評価的な色彩が強かったですが、今回はどちらかとい

うと事前評価的な面が強かったので、そうした特徴についての説明

を加えたほうがよいと思います。また、「Ⅳ  今後の行政評価に向

けて」にも連動して、委員が評価しやすかった、しづらかったとい

う話になると思います。  

 

【部会長】 確かにそこは最初に触れたほうがいいかもしれません。 
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事務局の説明によると、「Ⅲ  評価」の「２  評価意見」にある

「(2)各評価対象」の中の区分で「④提案」というのは、検討を促す

ために代替的な可能性を示す、投げかけをするというものなのです

ね。必ずしもやっていただくべき内容ではないとのことでした。  

そもそも、事務局が言うような示し方に留めるべきなのかどうか、

また留めるとしたら、表現を変えるか説明を付けるかする必要があ

ると思います。一般的な感覚では、提案は意見より具体的であり、

ぜひやってほしいことという風に受け止められるのではと思いま

すが、皆さんいかがでしょうか。  

 

【事務局】 意見と提案では、意見のほうが強い表現と考えて区分し

ましたが、表現については調整させていただきたいと思います。今

日の資料としては、あくまで「③意見」の内容は、「④提案」より

も部会として強く示したい内容としてお示ししているという御了

解の上、審議していただきたいと思います。  

 

資料７ 評価意見案について  

【部会長】 「Ⅲ 評価」の「２ 評価意見」について、具体的な意

見について順に見ていきましょう。「(1)戦略的な人財育成全般に対

する意見」についてはいかがでしょうか。  

 

「(1) 戦略的な人財育成全般に対する意見」について 

【委員】 ６行目冒頭の接続詞は「また」ではなく、「そのため」の

ほうがよいと思います。  

 

【事務局】 組織づくりと組織を構成する個々の職員を並列して意識

したため、このように記載しましたが、組織力の向上のために個々

の人財育成を行うということですので、委員の御指摘を受けて修正

させていただきます。  

 

【部会長】 評価意見は、職員のモチベーションに影響するものとし

て金銭的な報酬の話などありましたが、責任や役割の自覚、市民か

ら頼りにされる存在となることなども大切だという話から、職員ア
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ンケートの内容に触れて、「リーダーの職責に魅力がないと感じて

いる職員が多いのでは」と展開しています。他に御意見等あります

か。 

 

【事務局】 御提出いただいた意見について、各評価対象に関連づけ

られるものは各評価対象の項に寄せ、それ以外の意見の中で、全体

に及ぶ内容を基に、人財育成全般に対する意見の案を作成しました。

各評価対象の取組みの効果が発揮される原動力になる「意欲」の向

上について意見をいただいておりましたので、これを軸にして記載

させていただきました。  

 

【委員】 リーダーとなる職員、ワークライフバランスがとれた職員

は、択一の問題ではないと思います。職員の現状とあるべき姿がど

こにあるのかということは大切なことだと思うので、これでいいと

思います。 

 

【部会長】 よろしいでしょうか。他になければ次に移ります。  

― 意見等なし ― 

 

「(2) 各評価対象に対する意見」について  

ア 人事評価の見直し 

【委員】 人事評価の結果を勤勉手当に反映する対象職員が、全職員

の「１０％以上」という数字が妥当なのかどうか疑問が残ります。 

 

【部会長】 財政事情も関係するのでしょう。  

 

【事務局】 人事課の説明では加点主義の絶対評価という説明でした

が、現状の制度のように、勤勉手当の額が上がる職員がいる一方で、

下がる職員もいるという風にするのかどうか、最終的にどうなるか

はわかりません。 

 

【委員】 まずは３％から１０％以上、１０％以上に反映した状況に

なったら、次はさらに反映するよう見直すということも考えられま



- 4 - 

 

すね。やってみた結果を見る必要があると思います。「勤勉手当へ

の反映の結果について今後見直し等を行ってほしい」という意見に

するのはどうでしょうか。  

 

【事務局】 資料７の７ページの「給与体系の見直し」の項になりま

すが、「③意見」で、「給与体系の見直しに当たっては、人事評価に

おける加点の効果と併せ、職員のモチベーションへの影響に留意し

てほしい。」という意見があります。ここにつながってくると思い

ます。 

 

【部会長】 部会として把握した内容が、「①現状」、「②課題」なの

で、それについて、例えば今議論している「１０％以上という数字

で十分なのかどうか」ということを言うとしたら、「③意見」や「④

提案」で述べるようにすればいいですね。  

 

【事務局】 はい。 

 

【部会長】 そうであれば、「①現状」、「②課題」については原案の

ままでよろしいでしょうか。  

― 異議なし ― 

 

【部会長】 「③意見」、「④提案」についてはいかがでしょうか。  

先ほどの「１０％以上という数字で十分なのかどうか」というこ

とに関連して意見を入れますか。  

 

【委員】 ここに具体的な数字を入れる必要はないと思います。この

数字というのは人によって捉え方が違います。  

 

【委員】 「①現状」にも「３％」とか「１０％以上」という具体的

な数字は記載しないということでしょうか。そうすれば意見でも言

う必要がないですね。  

 

【部会長】 「人事評価結果が勤勉手当に反映される対象職員の数を
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増やす」という表現にするのがよいでしょうか。  

 

【委員】 そうですね。 

 

【部会長】  では、そのようにして、「③意見」や「④提案」では    

「１０％以上という数字で十分なのかどうか」は書かないことにし

ましょう。 

― 異議なし ― 

 

【委員】 「④提案」の多面評価については、難しいと思います。互

いの顔が見える中で、上司ではない人が評価するので、遠慮してあ

まり悪いことは言わない可能性があります。例えば、問題のある上

司であっても、部下は本音で評価しない。意味をなさなくなってし

まう可能性があります。  

 

【部会長】 ３６０度評価を導入した人の話を聞いたことがあります

が、人を育てる組織文化があるところではうまくいき、他人の足を

ひっぱるような評価だと認識されている組織ではうまくいかない

ようです。評価すること自体がポジティブに受け止められている組

織なら、他人のこともその人の成長のためという視点で評価するし、

自分への評価もそのような視点で受け止めて役立てることができ

ると思います。文化をどうつくるかがとても大切で、文化が醸成さ

れずに導入すると弊害が大きいと思います。  

 

【委員】 ところで、具体的な自治体名を挙げることについてはどう

でしょうか。一つひとつについて実際に視察調査したわけではない

ので、例示すべきでしょうか。  

 

【部会長】 具体的な市の名称は外して、一般的な話として書きまし

ょうか。この市に限ってうまくいっているかどうかということまで

は調査していません。  

 

【委員】 「④提案」が最後にあるのに、「③意見」のほうが重いと
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いうことに違和感があります。  

 

【事務局】 いただいた委員意見は、余すところなく報告書に反映し

たいという思いから、部会として強く示す事項以外、検討を促すた

めに代替的な可能性を示す、投げかけの意味合いに留まるものにつ

いても記載しました。  

「④提案」が最後に来て、「③意見」よりも重く受け止められてし

まうことについては、囲みを外す、フォントを変えて小さくするな

ど表現の工夫もできると思います。  

 

【委員】 「③意見」よりもランクが低く、結論として認識されない

ようにする工夫が必要ですね。「④提案」は、①～③とは並列では

なく、「補足意見」などでもいいかもしれませんね。  

 

【部会長】 「補足検討事項」などでしょうか。今後、調査検討して

いただきたい事項として提示しているとわかるようにするといい

かもしれません。他市の事例についても一層精査してほしい、とい

う見せ方ならいいかもしれません。そういうことなら、事例は具体

的な自治体名を出してもいいですね。  

 

【委員】 そうですね。 

 

【事務局】 文末の表現にも強弱をつけていますので、「③意見」、「④

提案」をまとめることもできると思います。事務局のほうで再検

討せていただきます。  

 

【部会長】 他になければ、次に移ります。  

― 異議なし ― 

 

イ 給与体系の見直し 

【部会長】 給与体系の見直しの項については、いかがでしょうか。 

 

【委員】 市外居住者の住宅手当を廃止するかどうかは別として、市
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内居住の促進は行ったほうがいいと思います。緊急時に対応できる

市内居住職員がいないと困ると思います。近くにいないと対応でき

ないと思います。 

採用面で市内の人が合格しやすい設問を設けるとか、そういう工

夫も必要だと思います。  

 

【部会長】 「③意見」に格上げして、住宅手当に限定したり、それ

を廃止することを指して言わず、「市内居住の促進を目指した処遇

を考えてほしい」といった旨で記載しましょうか。  

 

【委員】 そうですね。別に住宅手当の廃止と言う必要はないと思い

ます。 

 

【部会長】 逆に市内居住者に手厚くすることも考えられますね。  

 

【委員】 市内居住でプラスのインセンティブを与えるのもありえま

す。 

 

【事務局】 採用に関してはなかなか人が集まらず、採用しても辞退

されてしまうなど、人事課も非常に苦労しています。ただ、委員が

おっしゃるように市内居住の促進は必要だと思います。  

 

【委員】 よその市の人が合格してもいい。能力の高い人に入っても

らうために広く集めるのはいいのですが、受かった後は市内に住ん

でほしいですね。 

 

【部会長】 それではこの項目は「③意見」に含め、「④提案」から

削除します。 

 

【委員】 行政も市民も活動の場は市の区域に限られないと思います。

気持ちは「秦野市」だが、生活の実態は市外に広がっているのでは

ないでしょうか。市内にこだわる必要はあるのでしょうか。視野が

狭くなりませんか。  
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【委員】 平時はそれでもいいのですが、緊急時は困ります。震災対

応などで他自治体は緊急時の人員確保を考えています。秦野市も対

策しないと緊急時にある程度の職員が集まれないようでは困ると

思います。 

 

【委員】 商工会議所も市内居住者確保に努めています。採用時は市

外でもいいけれど、採用後は市内に住んでほしいということです。 

 

【委員】 「②課題」については、「①現状」に対する課題ではなく、

見直しに対する課題はないのでしょうか。  

 

【事務局】 公務員の人事制度の中で、給与体系は「堅い」、動かし

難い部分であるということが課題であると思います。  

 

【委員】 「③意見」と一致する「②課題」のほうがいいですね。  

 

【部会長】 それでは、「②課題」は次回までに事務局で充実させて

もらうということでよろしいでしょうか。他になければ次に移りま

す。 

 

ウ 次世代育成アカデミーの導入  

【部会長】 アカデミーの項については、いかがでしょうか。  

私が書いたのですが、せっかく成果発表があるので、外部の人と

一緒にやってはどうかという意見があります。  

 

【委員】 政策系の学会とありますね。  

 

【部会長】 大学の職員や自治体職員が一緒に発表を行うことで刺激

が得られると思います。大学側の事情としても、若手が減って学会

員が減少しているので受け入れられやすいと思います。  

 

【委員】 学会員になれば学会誌や論文集に目を通す機会もでき、よ
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いと思います。 

 

【委員】 自治体職員が中心になった自治体学会というものもありま

すが、研究者主体の計画行政学会や公共政策学会などの政策系学会

に入るのもよいと思います。よその大学や他自治体とコミュニケー

ションをとることも非常によいと思います。  

 

【事務局】 産官学の連携と言われていますが、附属機関の委員とし

て学識経験者を招くだけでなく、自治体職員が学問の世界へ参加し

たり、産業界に入っていくのもいいと思います。  

 

【委員】 「④提案」に入っていますが、「③意見」に入れてもよい

のではないでしょうか。  

 

【委員】 外部の刺激を受け、職員を鍛え上げるという視点は大切だ

と思います。「③意見」の方がいいと思います。  

 

【部会長】 それでは、学会だけではなく、異業種との交流の項目と

合わせて「③意見」に移しましょうか。  

 

【事務局】 移すか、あるいは表現の着地点を強めにしてみたいと思

います。 

 

【部会長】 他になければ、次に移ります。  

― 意見等なし ― 

 

エ 階層別研修の見直し  

【部会長】 階層別研修の見直しについてはいかがでしょうか。  

 

【委員】 ひとつ、断っておきたいところがあります。「③意見」の

項目の中で、例として「民法・民事訴訟法」とありますが、私が意

見として出したのは「民事訴訟法」のみです。民法は実体法であり、

例えば認知症の方の対応などにも必要だったりするため、知ってお
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くべきだと思いますが、訴訟法が必要になるのは稀だと思うからで

す。 

しかし、全ての職員に必要かということになりますと、一考すべ

きと思います。自主選択制で必要に応じて学ぶほうがいいのではな

いかと思います。 

 

【委員】 民法については、レベルと内容の検討が必要だと思います。

民法全体を対象とするのか、親族編を対象にするのか、などです。

総則や概論だけ扱い、あとは行政事務に必要なところを抽出して扱

うなどすべきではないでしょうか。  

 

【委員】 民法全体を扱おうとするとかなりのボリュームになります

が、行政職員が必要な部分に絞れば限定的になります。例えば、建

設事業や空家対策は、権利関係の把握が欠かせないため、相続の知

識が活きます。 

神奈川県の研修では、実務に合った形で扱っていました。そうし

た形にすることまですべきかどうかはわかりませんが、必要な部分

に限って、選択的に研修を行ったほうがいいかと思います。  

 

【事務局】 幅広い職員に必要な部分、例えば民法総則は全員を対象

に研修を実施するけれども、例えば債権などは必要だと思う職員が

選択して履修することができようにして、効率よく実施してはどう

かということでしょうか。  

 

【委員】 そうです。 

 

【委員】 最近の公務員は勉強ができる人が増えているので、面接重

視で採用することはよいことだと思います。あとは入庁後、公務員

として必要な専門知識をどうやって身に付けさせるかだと思いま

す。自力で学ぼうとする人に対して、書籍購入費などで支援するこ

とも効果的だと思います。  

必要に迫られれば職員は自力で勉強するので、研修では知識を詰

め込むよりも、知識をいかに使いこなすかなどのコミュニケーショ
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ン系の研修にする方向で見直していくことが実践的だと思います。 

 

【部会長】 ハーバード大学の医学部の教育について聞いた話があり

ます。医学の知識は日進月歩で増え、変わっていくので、知識を記

憶するのではなく、情報検索技術を駆使して適切な診断ができるよ

うにするための教育を行っているそうです。それに近いですね。民

法の知識を記憶するのではなく、調べ方、使い方を身に付けさせる

べきであるということですね。インプットではなく、アウトプット

です。 

 

【委員】 例えば、課題に対して、情報の検索の仕方が適切かどうか、

他の受講者の状況を知って見直していくといったことです。解決の

仕方を学んでもらうことです。  

私がグループワークの講師をするとき、一定の課題を与えて解決

させますが、最終的に解決策を提案させるときは、アウトプットで

ある提案だけ見てもだめなので、どのようにその提案に至ったか、

過程を説明してもらいます。検討の視点が正しいかどうかを指摘し

ます。色々な課題に対して取り組み方が身に付くように導きます。 

 

【事務局】 政策法務、政策財務として自治体でも少しずつ変わって

きていると実感しています。ハーバードほどできるかどうかわかり

ませんが、知識を教えるのではなく、解決のための視点や手法を教

える方向にシフトしていくのが時代の流れでもあると思います。  

 

【委員】 行政手法をいかに持てるかが行政マンとして優秀かどうか

に関わります。知識が豊富であることが重要なのではなく、いかに

使いこなせるかが重要です。  

 

【部会長】 項目の順番を入れ替える工夫が必要かもしれませんね。 

 

【委員】 参加型研修の項目はもう少し充実させたほうがいいと思い

ます。 
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【部会長】 知識を獲得する研修ではなく、実践的な判断力や政策形

成能力の育成が必要だと思います。  

 

【事務局】 単なる演習ではなく、解決策の作り方を教える研修です

ね。 

 

【部会長】 そうですね。 

 

【委員】 様々な経験を積んだ職員が集まって、知識や経験を共有す

るのはとても良いことだと思います。解決の枠組みが変わって来る

と思います。アカデミーに限らず、階層別研修でも取り入れてほし

いと思います。 

自治体職員の経験は無駄ではなく、教科書に書いてある以上の知

識だと思うので共有できる場を持った方がいいと思います。  

ただ、そこに調整役は必要だと思います。学識に限らず、課長な

どがコメントしてもいいと思います。  

また、市長の前で発表してもいいと思います。  

 

【事務局】 秦野市の規模で階層別研修を行うと、対象年次の職員が

ほぼ全員集まりますので、御提案のような場を設けることは効果的

かと思います。コーディネータがいないので集まって提案するだけ

になっています。おっしゃった趣旨に沿って研修担当のほうで四苦

八苦しているところですが、提案された内容を強調するような書き

ぶりに改めたいと思います。  

 

【部会長】 一橋大学の経営学者で野中郁次郎先生が「暗黙知を形式

知にする」、「学び合いのコミュニティをつくることが大切」と言っ

ています。教えるべきものがあって、それを教えるのではなく、学

び合う場として、知識を創造していく研修にしていくことが必要で

はないでしょうか。  

 

【委員】 「知識創造型の経営」のことですね。私もそういったこと

が望ましいと思います。  
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【部会長】こうした観点を加えていただければと思います。他になけ

れば、次に移ります。  

― 意見等なし ― 

 

「(3) その他の意見・提案」について  

【部会長】 「(3) その他の意見・提案」について、何かありますか。  

 

【委員】 外部派遣について私から意見を出させていただきました。

青年会議所の中には、出向で派遣されている自治体職員がいます。

また、定期的に勉強会を行っています。１００人規模になることも

あります。地域について若手職員が考える機会として、外部派遣に

限らず、研修としても交流があるとよいと思います。  

 

【事務局】 秦野市の青年会議所については観光課で関わりがありま

したが、その他の部署の職員も地域と関わる場が必要だと思います。 

 

【委員】 派遣だけではなく、異業種と関わる場を色々設けた方がい

いということですね。  

 

【委員】 地元の団体と日頃からふれあい、意見交換する訓練をして

おけば、何かあったときも一緒に解決していくことが期待できます。 

 

【部会長】 その他になければ、「Ⅳ  今後の行政評価に向けて」に

移ります。 

― 意見等なし ― 

 

【事務局】 従来の行政評価は、実態としては違ったかもしれません

が、事業仕分的なイメージが執行部にも、議会、市民にもあったと

思います。 

直接の関係者ではない人によって、行政が、「支援」と言ってよい

かわかりませんが、気付きを与えていただく場となればよいと思っ

て、部会長とも相談させていただきながら実施しました。  
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試行錯誤の中で行っていますので、色々御迷惑をおかけしたかと

思いますが、今後につなげるために率直な意見をいただければと思

います。 

 

【委員】 公務員の人事制度、組織に関する知識がなかったので非常

に苦戦しました。地方公務員の人事制度や人事改革について、基礎

的な知識を得ようと自分で調べて、勉強しました。その上で自分が

今まで経験した人事評価などを参考に評価しました。勉強にはなり

ましたが、苦労しました。  

 

【委員】 提案型、制度改善型の評価だったので、面白いと思いなが

ら取り組みました。できたものを評価するだけでなく、一緒に作っ

ていくというのは自治体行政の在り方の中でも大切な視点だと思

います。 

ただし、自治体にいたことがない人が評価するのは難しいテーマ

だと感じました。新規の政策を作る場や事業改善などの場で行うの

は有効だと思います。  

 

【委員】 ＰＤＣＡのＤの次にＣがありますが、Ｄがあったりなかっ

たりする中でＣというのは、Ｐを評価するのか、Ｄを評価するのか、

またその観点はどうかというところが難しかったです。自分になぞ

らえたり、民間ではどうかと考えたりして検討しました。民間企業

では「人は財産だ」という社長が多いので、そういう視点も取り入

れて評価しました。  

次のＤにつながれば、このような評価は非常に面白いと思ってい

ます。 

 

【委員】 地方公務員法で人事評価せよということが決まったので、

秦野市も取り組んだのではないか、また、時間がないので専門家に

聞くことができず、行政評価にかけたのではないかと思ってしまい

ました。 

法律は平成２８年４月から人事評価を開始するようにと言って

いるのに、今、どのような制度にしたらいいのかという議論を必要
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としているのは出遅れていると思います。  

また、先進市があれば、行政評価の前に視察に行ってほしいと思

います。 

テーマ自体は、なじみがなく、難しいと感じました。  

 

【部会長】 事業仕分的な評価ではなく、改善型の評価をしようとい

う話と、人事制度を対象とするという話の２つがありました。  

仕分的な評価は行革でもやっているので、改善型の評価をしてい

くことになるのかと思っています。  

対象については、事業毎にするか、今回の人事制度のような大き

なテーマにするかということが挙げられます。事業単位に対して改

善を中心にした評価はこれまでやっていませんので、これも新鮮だ

と思います。大きな括りで評価するのは難しい取組みですね。  

また、専門の附属機関などがあると思いますので、行政評価の立

ち位置が難しいです。事後評価ならいいのですが、事前評価だと真

正面からバッティングするので、整理しなければならないのではな

いかと思います。問題点はわかりますが、どうしていったらいいか

はまだわかりません。  

それから、総合計画の体系での評価もありえますが、施策体系は

必ずしも生活者の視点での体系ではないと思います。障害者なら障

害者の視点で見たとき、総合計画の施策体系には収まらないかもし

れません。サービスを受ける側の視点で評価の対象となる領域を考

えることも必要なのではないかと思います。あるいはこれで、専門

の附属機関との衝突を避けることができるかもしれません。  

 

【事務局】 公務員に限らず、人事制度なら誰しも関係したことがあ

って、親しみやすいかと思いましたが、評価を進めていくと意外と

公務員特有の部分があり、難しさをお感じになったところかと思い

ます。人事課と知識の摺り合わせや意見交換をする時間がもっと必

要だったと感じたところでもあります。  

また、専門家の視点ではなく、サービスを受ける側の視点で評価

領域を捉えるという視点を挙げていただきましたが、今後の手法を

考えるに当たって、大切な視点だと考えております。  
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【部会長】 それでは、議事(1)については以上とします。  

 

議事(2) 「その他」について  

【部会長】 議事(2)「その他」について、何か意見等ございますか。

なければ議事は以上とします。  

― 意見等なし ― 

 

【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 － 


