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○ 開会の宣告 

○委員長（吉田和子君）  総務文教常任委員会を開会いたします。 

                                           

○委員長（吉田和子君）   本委員会については傍聴を許可することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（吉田和子君）  ご異議なしと認めます。よって委員会条例第１６条の規定により委員

長において傍聴を許可いたします。次に本日の委員会の日程について事務局から説明をいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君）  おはようございます。今日は所管事務調査としまして、人事評価

制度について総務課の方から説明を受ける予定になってございます。それから、午後から登別市の

方にお伺いしまして登別市の人事評価制度について調査をしたいと思っています。時間的には 12

時 45 分に白老を出発したいと思いますので、その前に昼食を取ってもらって、その時間までにお集

まりいただきたいと思います。以上であります。 

○委員長（吉田和子君）  では、これより人事評価制度についての所管事務調査を行いたいと思

います。人事評価制度については行革の中にも謳われていますし、議会の定例会において一般質問

の中でも導入するべしという声が出ておりますけれども、それを踏まえて総務文教常任委員会とし

て人事評価制度の、私たちの人事評価をしたり人事権は無いんですけれども、どういうものなのか、

どういう点が問題があるとか、どういう点が素晴らしいのかということをしっかり勉強をしていき

たいというふうに思っておりますのでよろしくお願いいたします。では、行政からの説明をお願い

したいと思います。白崎課長。 

○総務課長（白崎浩司君）  おはようございます。それでは総務文教常任委員会の所管事務調査

ということで今回、人事評価制度ということについて資料を提出しながら説明申し上げたいと思い

ますけども。今日、お配りした資料につきましては人事評価制度そのものの基本的な考え方、ある

いは評価調書を標準的なものということでお示ししております。それの資料の説明のついてはうち

の方の五十嵐から説明させていただきます。それと併せて 8 月実施しておりますグループ制の各担

当課長あるいは担当者に資料の提出ということで様式の提出を実施していますけども、その様式も

併せて参考資料として配付させていただきます。最終的にはそういうものが人事評価制度の目標管

理ということに結びついて行くというふうに思っていますし、その前段としてグループ制の中で各

課の目標管理を出していただくということで今、先に進めさせていただいております。そういう中

で今日、資料提出いたしましたけども、その前段として今、委員長の挨拶にもありましたけども白

老町の人事評価制度そのものの位置づけとしましては、14 年から始まっております第4 次白老町行

政改革実施計画の中に適正な人事管理という項目がございまして、その中には役職定年制度のこと

とか人事評価制度、それから人事配置制度の検討とか、自己申告制度の改善とか 6 項目ほど項目が

入っております。その中の一つに先ほど言いました人事評価制度、昇任試験の検討という項目があ

りました。14 年度以降、総合的な人事システムの制度化ということでこれらに向けて実施しており

ますけども、併せて機構改革、それから、その中に含まれますグループ制も当然、人事管理という
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中では入ってくるのかなというふうに思っています。そういうことを含めて総合的人事システムを

構築していきたいというふうに思っています。その中で人事評価制度は14 年度以降、資料収集・他

市町村の状況等を調査しまして、人事評価制度の基本的な考え方を整備している段階です。今日、

お示ししたのはいろいろな参考資料の中から一つの人事評価制度を構築するための考え方と言いま

すか、そういうものを整理して今日、お示ししておりますので、こういうものを整理した中で構築

していきたいというふうに思っております。先ほどの説明の中でも行革の項目に入っているという

ことと、本会議での一般質問の中でのご質問、あるいは答弁の中でも町長の方も人事評価制度は実

施したいというようなことをお話していますし、また、最終的な答弁の中では17 年度中に方針をま

とめて試行的に実施していきたい、そういう中で人事評価制度を確立したいというようなことで答

弁しておりますので、今年度については今日、お示しした資料の基本的な考え方を踏まえて構築を

すべく準備を進めて行きたいというふうに思っています。ある程度の雛形が出来ていますので、今

後は人事制度を協議する労使協同委員会を設置しまして、その中には先ほど言いました適正な人事

管理の人事評価制度を含めて役職定年制度、あるいは希望降任制度、そういう総合的な人事制度を

その中で協議していって確立していきたいというふうに思っております。それでは、今日、お示し

した資料を五十嵐の方からかいつまんで説明させていただきます。 

○委員長（吉田和子君）  五十嵐主幹お願いします。 

○総務課人事給与Ｇ主幹（五十嵐省蔵君）  人事給与の五十嵐です。よろしくお願いします。そ

れでは、資料の方の説明をさせていただきます。2 ページ目から説明いたします。 

 最初に自治体の人事管理と申しまして、自治体の人事管理を取り巻く状況ということで。まず、1

点目の分権型社会への移行ということで。平成12 年に地方分権一括法が施行され、機関委任事務制

度が廃止、また、国と自治体との関係が対等・協力の関係になってきたと。そして、地方分権改革

によって自治体は、自らが地域の課題解決に向け主体的に政策立案するようにならざるを得なくな

り、政策選択に関して住民への説明責任が求められております。 

 続きまして、経済成長の右肩上がりの終焉ということで。経済成長が右肩上がりの時代には年齢・

経験を積み重ねるごとに定期昇給やポスト配分などの職員の処遇の拡大が行われて来ましたが、右

肩上がりの時代が終焉して、収支バランスを見直す必要性が必要になってきたと。その中で限られ

た給与原質、ポストの中から職員のモチベーションを高めるための給与制度が必要になってきてい

ると。また、地方交付税の減額など、危機的な財政状況の背景に、これまで以上に行政改革の推進

が課題となっていると。行政サービスや行政組織の見直しとともに、白老町もそうなのですが、定

員管理・人件費のあり方にも影響が出てきて、自治体の役割が大きくなってきたのと併せて、そこ

で働く職員の意欲・能力の発揮は求められるようになったと。で、今までの年功序列を基準とする

人事制度から能力・業績を基準とした人事制度への転換が早急に必要になってきていると。 

 それと 3 番目といたしましては、雇用慣行の変更ということで。厳しい経済・雇用情勢というこ

とで、民間では、白老町でも同じなのですけど、事業の再構築や人件費削減などの経営努力を強め

ておりますが、人件費削減の手法として、正規職員数を減らして、その業務をアウトソーシング、

派遣社員、パート社員などで行っております。また、仕事や仕事以外にやりがいを求める労働者は
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年々増加の傾向になってきております。それについては、価値観の多様化だとか、就業意識の変化

に対応して民間では多様な雇用形態などの選択を認める複線型の人事制度も併せて導入しておりま

す。今後は従業員のモチベーションを高めることが重要な課題となっております。これについては

民間準拠を基本とする公務員の人事管理についても同じでありまして、自治体は住民のニーズに柔

軟に対応し効率的な行政を担っていけるように、多様な任用・勤務形態が導入可能な公務員制度が

早急に必要になっております。 

 4 番目といたしまして、公務員制度改革の状況といたしましては、平成 13 年 12 月に「公務員制

度改革大綱」が閣議決定されまして、現在は法案の成立までは至っておりませんが、新しい時代の

要請にこたえられる公務員制度を実現するために、改革の趣旨といたしましては「行政全体を活性

化し、公務員にやる気を起こさせ、持てる力を最大限に発揮させるような人事制度を構築すること」。

また、「簡素で効率的な行政の実現のため、能率・業績主義の人事管理の徹底を図り、行政を支える

公務員の働きぶりに対する国民の信頼を確保すること」となっております。今後の取り組み方針と

いたしましては「能力等級制を導入し、能力・業績主義の人事管理を実現すること」と公務員制度

改革の中ではなっております。 

 続きまして、今後の人事管理の方向性といたしまして、先ほど説明しましたが、1 点目といたし

まして能力・業績重視型人事管理への転換が特に図られようとしております。自治外の内部を見て

も昇任ポストの減少とともに年齢構成の歪みや職員の高齢化により、昇任年齢の遅れが生じており

ます。白老町におきましても平均年齢が44 歳でありまして、昇任、特に係長職の昇格年齢は今は大

体 42、3 歳程度となっております。これについては全職員横並びの過去からの年功序列型人事管理

の下では、職員のやる気・意欲・能力を発揮し組織を活性化させることが難しくなっていることに

よって、また、組織を維持することも難しくなっております。処遇等への反映に能力・業績を重視

する「能力・業績重視方人事管理」への転換が特に求められております。 

 2 点目といたしましては人事評価制度の運用状況ということで、自治体における人事評価制度の

運用状況については都道府県・指定都市では 88.1％、地区では 55.8％、町村では 25.1％という低

い状況になっております。 

 続きまして、人事評価の位置づけといたしましては、自治体の使命は住民福祉の向上でありまし

て、総合計画の実現を通して社会に貢献することであります。4 ページ目の1 番上なのですが、「成

果を職員」または「力を発揮した職員」、「がんばった職員」など、いろいろな職員がおりますが、

人事評価とはそれらの度合いを評価して、さまざまな面に活かすこととなります。ここで、人事評

価と勤務評定というのが出ますが、勤務評定とは地方公務員法第40 条による「人事管理の基礎資料

とするために職員の勤務成績を表として記録すること」です。その結果に応じた措置を取るという

ことで、勤務評定は勤務の事実確認である「評価」とその結果を処理する「査定」が中心となりが

ちであります。人事評価は勤務評定よりも広い概念でありまして、目標を設定する、または評価を

行う、その結果をフィードバックして能力開発や意欲向上につなげるといった一連の流れを意味し

ております。勤務評価も評価した結果を、処遇に結びつけることを含みますが、勤務評定が評価の

断面だけの制度であるのに対して、人事評価は人に関するよりトータルな制度であると言えます。
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公務員制度改革が目指す評価は勤務評定ではなく、この人事評価であります。 

 ③の人事評価制度の必要性とありますが、これは一応、進まない理由としてということなのです

が、小規模自治体、白老町も含むと思いますが、職員数が少なく人事サイドで勤務成績を把握しや

すいということがあります。事務の負担となる人事評価制度を新たに導入する意味がないという考

え方があります。人事評価制度が導入されていない自治体でも職員を昇任・昇格させる際には何ら

かの評価行為に基づいて行われております。白老町においても、課長職の人事ヒヤリング等を行っ

ております。また、年功序列型人事管理が定着して、職員の意識の中に根付いている。また、民間

企業で言う利益のような明確な業績の基準がないため、公務の特殊性に対する意識がということが

考えられます。あと、人事評価制度に対するノウハウが不足しているというのもありますし、職員

の不信感というのは、その評価による不信感があります。それについては、複数者による評価、評

価者の訓練の実施、客観的な評価基準・手続きを制度として定めるということです。以上のような

ことから、小規模自治体、特に市町村では必要性が薄れているという状況が見受けられます。  

 人事制度導入の留意点といたしましては、人事評価は目的ではなく手段であるということで、人

事評価は組織力と職員一人ひとりの能力を高める手段であると。そして、人を適材適所に持って行

くと。で、その人物にどこでどのように働いてもらうかを発見するということが大きな理由であり

ます。適材適所の中で個々の人の能力を伸ばすということ。また、その人のどういう能力をどう伸

ばすかを発見することが大事であるということで、あくまでも制度を導入するというのが目的では

ないということです。 

 2 番目といたしましては、自治体独自の新たな制度の構築といたしまして、自治体は、規模、地

域性、組織風土、労使関係、議会との関係など抱える行政課題が違いますので、これといった定番

の制度がありません。ですから、各自治体が庁内外で議論しながら、それぞれの事情に合った新た

な制度を独自に検討していくことが必要であると。全国一律的にはなかなかならないということで

す。 

 3 番目といたしましては、新たな制度導入には数年かかると。これについては検討プロジェクト

の設置、労働組合の合意、条例改正に行う場合には議会手続き、また、試験運用とか本運用と数年

はかかると。長いスパンでの取り組みが必要であると。 

 4 番目といたしましては、全庁的な検討プロジェクトの設置ということで、全庁的な検討プロジ

ェクトを設置し、全庁的なメンバーや労使双方の構成により、職員が合意・納得し、モチベーショ

ンに結びつくように検討する必要があると。また、地域住民の理解も得られるよう、多面的な視点

で検討する必要がありますと。 

 5 番目といたしましては分かりやすい簡素な制度設計。公正な制度を目指すほど、表を含めた、

詳細で複雑な制度となります。それは制度が特に形骸化していく可能性があると。公正な制度とし

てのバランスを取りながら、職員にとっても分かりやすい、作りやすい簡素な制度設計が特に必要

ですと。 

 6 番目、制度設計・運用は段階的な学習機能を考慮。職員全体が 100％納得する制度というのは、

他の制度でも同じだと思いますが、それは理想であって現実的にはなかなか不可能ですと。段階的
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に制度を高めていく方法しかないのかなと考えております。 

 7 番目といたしまして、制度内容、目標設定、人事評価の仕組みを公開しなければいけないと。

制度の内容は全職員が良く理解することが重要でありますが、制度の内容をすべてオープンにして、

導入の際はその都度、勉強会を実施し、評価を実施した際は必ず、結果、理由を明確にして、本人

にフィードバックすることが特に重要であります。 

 6 ページの中ほどにあるトータル人事評価のイメージ図ですが、「人事評価システム」が真ん中に

ありまして、「能力・業績」による評価をしますと、これによって左下「処遇システム」、能力・業

績に応じた給与処遇、それから右下にあります「配置・異動システム」、適正な人事配置・庁内公募・

庁内ＦＡ・昇格、異動等の基準の明確化。それから、また、上にあります「人材育成システム」、職

員採用計画を含めた研修制度の改善まで、人事評価システムをやることによって可能となってきま

す。 

 続きまして 7 ページの方です。人事評価制度の考え方ということで、まず、1 点目、人事評価と

は何かということで、人事評価とは、上司が部下の職員一人ひとりの職務遂行を通して一定期間の

業績・執務態度・能力を一定の約束に基づき、客観的に把握して、これを人事管理に適切に反映さ

せる仕組みを言います。 

 その必要性といたしましては、能力・業績重視型人事管理の確立といたしまして、高度経済成長

期における組織やポストの拡大する時代は終わりを告げ、これは先ほど説明いたしましたが。自治

体は厳しい財政状況の中で横並びの制度である年功序列型人事管理を維持するのは非常に厳しくな

っております。今後、能力・業績重視型人事管理に転換していく必要が早急に言われております。

また、地方分権の推進によって、自治体の自己決定・自己責任が拡大され、自治体職員は今まで以

上に高い能力が求められております。能力・業績重視型人事管理の確立が特に必要になっており、

今後、能力・業績重視型人事管理に転換していくためには新たな人事評価制度が必要になっており

ます。 

 3 番目といたしまして、地方公務員制度における人事評価ということで、地方公務員制度におけ

る人事評価については、特に勤務成績の評定は地方公務員制度の基本理念である、能力主義・成績

主義の原則を実現する手段であります。勤務成績の評定は職員の任用や給与制度を運用する時の前

提となるものであります。公務員制度における勤務成績の評定の意義は、それ自体が目的はなく、

その結果、身分を取扱いの上で活用することによって公務能率を増進させることが目的であり、そ

のための手段です。その目的に照らして勤務実績が良好であったかどうか、職務に必要な能力・資

質を備えているかどうかを判断するものであります。 

 人事評価の機能といたしましては、人事評価は職員の職務遂行を通して、業績・執務態度・能力

を一定期間ごとに評価し、把握することによって「人材の公平処遇」「人材の有効活用」「人材の適

正配置」といった人事管理上の目的を実現するために不可欠な機能であります。で、人事評価には

人事管理上の機能以外に職員の意識改革を進めるというもう一つの大きな機能があります。人事管

理上の機能といたしましては、貢献度に応じた公平な処遇ということで、これは勤勉手当、普通昇

給・特別昇給、昇任・昇格があります。計画的な人材育成・能力開発といたしましては、ＯＪТと
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いうのは職場内研修の略です。それから、ＯＦＦ－ＪТというのは職場外研修の略です。それと自

己啓発。適材適所の配置・異動ということで、これは異動・派遣です。また、職員個人、組織、行

政サービスを向上させる機能といたしましては、職員の意識改革、組織のさらなる活性化、行政サ

ービスの向上があります。 

 続きまして 5 番目の人事評価制度の要件といたしまして、公正性・透明性・納得性の確保といた

しまして、人事評価制度は教育、勤勉手当、昇給、昇任・昇格、配置・異動の処遇等に反映させる

ための手段であります。評価される者からの納得性を得ることが特に必要でありまして、人事評価

の機能である人材育成と組織の活性化は職員の本人の意思・主体性があってはじめて可能でありま

す。職員の納得性が人事評価制度運用の重要な鍵となります。そこで、制度の公正性・透明性を高

めることによって、職員の納得性を高めていくことが特に必要であります。人事評価制度の透明性

を高めていくためには、従来の秘密型と言ったらちょっとあれかも知れませんが、公開型の転換が

必要ですと。人材育成と組織の活性化の仮定において評価結果による公正な人事・処遇への反映も

必要とされますが、そうした今までの人事評価を続けていくと職員は評価内容に疑念を持ち、また、

さらには評価結果による人事・処遇に対して不満を表すなど仕事に対する取り組み姿勢に悪影響を

与えることが考えられます。人事評価制度運用規程を制度化するなど、評価基準・実施方法の内容

を明らかにするとともに、評価結果についても上司と部下の話し合いの下で公開するなど、透明性

を図ることによって職員に対して納得性を図る必要があります。人事評価は人が人を評価するもの

でありまして、評価者の主観や誤差は必然的に出てくると思います。その中で、できるだけ公正性

を確保するために複数者による評価、評価者訓練の実施、客観的な評価基準・実施方法を定めるこ

とが特に必要であります。 

 また、人事評価制度の要件といたしましては、②の加点主義・育成型の重視ということで、従来

型の人事管理の下では職務遂行上、失敗したときにマイナスする減点主義の人事評価が行われてお

りました。このような人事評価を行うと、無難に仕事をこなそうという消極的な職員が出てくる可

能性があります。これからは、加速する行政環境の変化に対応していくために、失敗を恐れずに新

しいことに挑戦するような姿勢が求められるような加点主義の人事評価が特に重要になります。人

事評価は処遇への反映の他に人材育成の機能を持っています。今までの行政においては部下を育成

した人としなかった人に差をつける評価制度がほとんどない状況ですと。処遇へ反映させることに

先立って、まずは人材育成を重視した制度として検討することが特に重要です。 

 6 番目の人事評価の種類といたしまして、人事評価の中には「業績評価」「執務態度評価」「能力

評価」という大きな3 つの評価の仕方があります。10 ページの上の方の図になりますが、一番上に

「人材育成・能力開発」がありまして、左側に実績評価、右側に能力評価があります。実績評価の

方については給与上の処遇、勤勉手当・特別昇給・昇給ということが重視され、右側の能力評価に

ついては任用管理で、昇格・昇任・人事配置ということが大きな柱となります。 

 10 ページの下の方になりますが、人事評価制度の留意点といたしましては、絶対評価と相対評価

という評価の仕方があります。11 ページの上の図になりますが、まず、人事評価・能力評価・業績

評価がありまして、その評価は絶対評価です。ある表に基づいて評価をいたします。で、それを役
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場全体の部局間の調整というのは、例えば職種等によっての調整と言うんでしょうか、をするのが

相対評価となります。そして、最終的な総合判断という形になります。また、続きまして人事評価

制度の留意点といたしましては、11 ページの真ん中にあります複数者評価、それから、3 番目の自

己評価、それから、12 ページの360 度評価等があります。 

 5 番目の評価者の心構えとしては、人事評価は部下の指導・育成を通じて行うということ。それ

から、人事評価は評価者と部下の良き人間関係の中で、公平な評価を行うことを目標としておりま

す。 

 6 番目の評価者訓練の実施といたしまして、評価制度にとって重要なのは上司と部下の信頼関係

ということで、先ほども説明しましたが、職員のある意識調査の結果において、職員が時事評価に

不安をいだいている大きな理由の一つに「評価者の評価能力への疑問」があります。 

 13 ページの 7 番目になりますが、評価基準・実施方法の公表というのも先ほど説明しましたが、

人材育成や職員の意識改革を重視した評価の場合は、職員の行動すべき基準を明らかにして、人事

評価の公正性・透明性・納得性を確保するために評価基準・実施方法の公表が特に必要ですと。 

 8 番目の評価結果の開示といたしましては、評価結果を人材育成につなげるためには職員個々の

業務目標の達成状況において、評価結果とともに本人に対する開示が特に必要ですと。 

 13 ページの下になります。人事評価制度導入の課題点といたしましては、一つは本人からの苦情

相談ということがあります。人事評価制度はトータル的な人事管理システムを指しますが、処遇と

して人事・給与に反映されます。評価結果が形として表れ、それゆえに職員が人事評価に対して不

信感を抱くことも十分考えられます。公正な評価の過程及び結果の担保と職員の評価システムへの

信頼回復を図るために人事評価制度の一環として苦情処理体制を整備する必要が特にあります。 

 処遇等への反映ということで14 ページになります。処遇等への反映の考え方ということで、新た

な人事制度の導入に際して処遇等へ反映させようとする場合には、既得権の問題も関わってくるた

め、職員の合意・納得を得ることが特に必要であります。職員のやる気を下げることにもつながり、

組織全体の生産性低下を引き起こすことも考えられます。特に、今の地方財政の状況、人事院のマ

イナス勧告によって職員の給与が毎年削減されている状況下で、どのように処遇に反映させて、い

かに職員にやる気を持たせるのかが悩ましい現実問題となっております。 

 処遇等の活用の現状と展望といたしまして、勤勉手当の活用ということで、これは後で 16 ページ

の時に説明いたしますが、勤勉手当は一定期間における職員の勤務成績に基づいて支給される手当

であります。支給に関しては算定に成績率をうたっている自治体も多くありますが、実際に運用し

ているケースは少ない状況です。これは一般的に、きっと今日行く登別でもそうだと思いますが、

勤務評定として勤勉手当で反映している例が自治体の中では特にあります。で、勤務実績に基づい

て支給される勤勉手当には、その成績率の部分に評価結果を反映させる仕組みが可能となっており

ます。 

 昇給への活用。昇給は各自治体の給与条例によって定められ、一定期間の勤務成績によって昇給

されるとしております。特別昇給に勤務成績の評定を活用している自治体は42.7％であり、普通昇

給への活用は26.6％と 3 割にも満たない状況が見受けられます。普通昇給は職員が現に受けている
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号俸を受けるに至ったときから原則として12 ヶ月以上、良好な成績で勤務した場合に1 号俸上位の

号俸に昇給させる制度であります。特別昇給は職員の勤務成績が特に良好な場合に、普通昇給とは

別に上位の号俸に昇給させることができる制度になっております。 

 3 番目の昇任・昇格への活用ということで、公務員制度上の昇任・昇格の定義については、昇任

は職制上の上位ポストへ昇進することをいい、昇格は給料表の上位への級へ上がること。というの

は、例えば昇任については係長職から主幹職に上がる場合ということ。それから、昇格については

給料表、白老町の場合は 1 級から 8 級まであります。例えば 3 級から 4 級に上がる場合、それを昇

格といいます。公務員の給与は職務給の原則をとっています。職階制が導入されていないため、職

務給を実行するための実際の運用は、給料表の級に標準となる職務を分類する形に代えています。

具体的にはある級へ昇格するためには、そこの分類されているポストに昇任しなければならない仕

組みとなっております。これについては、一般職については 1 級から 6 級まであります。で、主幹

職は 7 級ということになります。で、課長職は 8 級ということをここで言っています。実際の公務

員制度における運用では、経験年数、在級年数を過度に重視し、一定の年数を経過すると昇格の対

象とする基準を設けて、実施されている状況です。公務員の昇格への活用を考える場合には、一定

の年数を基準とするだけでなく、過去何年間の人事評価の結果を昇格基準に盛り込み運用すること

が可能と考えます。昇任への活用については、昇格とほぼ同じ考え方ですが管理職としての適正を

厳しく審査する管理職登用審査制度の導入や自己申告制、ＦＡ制度と言われている庁内公募制度と

併せて活用することが考えられます。 

 で、16 ページになりますが、これは一般的な勤務評定を勤勉手当に反映する場合の基準という一

般的な例を示しております。勤勉手当の成績率というのがありまして、評価ランク、3 番目の評価

のガイドラインというのがＳ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄというのがあります。Ｓについてはまれに見る優秀

な職員をＳとする。Ｂについては70％を職員の平均レベルの者とするということで、大半がＢの普

通の職員みたくなるのですが、それ以外ＳとＡに、これは 5％、10％割り振っている例です。Ｃ・

ＤがＢより劣る職員と言うんでしょうか、これを10％、5％に割り振っております。それによって2

番目の勤勉手当の成績率なのですが、我々、今、勤勉手当の率は給与の 0.7 月分ということでＢに

なります。ですから、優秀な職員のＳについてはそれより0.04 多い、0.74。またＤについては0.04

低い 0.66 となります。で、一番下の4 番目の勤勉手当の算出例ということで出ておりますが、月額

給料が 40 万円の場合は、ＳとＣの場合を表示しますが、40 万円にＳの0.74 月分をかけると29 万 6

千円と。それから、Ｃについては 0.68 ですので 27 万 2 千円ということで、2 万 4 千円の差額が勤

勉手当で出ると。一般的にやられている勤務評定はこれが大半の例です。 

 続きまして 17 ページの方なのですが、これは人事評価の年間スケジュールのイメージということ

で、これもやられているところの一般的な年間のスケジュールとなります。4 月に人事異動・昇任・

昇格がありまして、それから、本人は業務目標案の設定とかを出しまして業務が始まっていくので

すが。あと 10 月に 1 度、部分的に業務目標の変更等ありまして、1 月に自己評価がありまして、1

月の時に第 1 次目の評価があります。それから、第 2 次評価がありまして、最終評価が 1 月から 2

月にかけてありまして、それをまた、町長から 2 次評価者、1 次評価者、本人評価と結果を通知し
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て 4 月以降に反映させていくというイメージ図になっております。 

 それから、18 ページ以降については人事評価表ということで、これも市・町によっていろいろな

評価表があります。これは一つの例として一般的な例を示しております。左上に職員の所属・氏名・

役職・等級があって、右上に一次評価者名・二次評価者名があります。19 ページの方は係職の目標

管理シートとなっております。それから、20 ページにつきましては指導職・管理職用の同じく目標

管理シートになっております。で、係職の方は細かな担当する仕事、それから、業務目標を元にそ

のレベルを付けるようになっておりますが、管理職については今期の本人の目標だとか重点課題と

いう、もう少し大括りな、大きな目標になっております。それから、21 ページ目については先ほど

説明の中で説明しました自己申告書の様式のパターンです。 

 あと 22 ページと23 ページが平成17 年の人事院勧告の、今までいろいろ新聞等で情報を出ている

予想ということで書いてありますが、人事院勧告が今年は 8 月 12 日頃ではないかと言われておりま

す。そちらを実際、説明しました人事評価に絡んできますので簡単に説明いたしますが。まず、1

番目といたしまして俸給表構造の見直しということで、級編成の見直しということがあります。国

は 11 級ですので、それを 10 級に変えるということが予想されますが、白老町では 8 級ですので、

これについては影響あるかどうかはちょっと何とも言えない状況です。それから、②の現行では 1・

2 級、4・5 級の統合というのが出ております。うちの場合も同じですね。ですから、新採で入った

職員、高卒で入ると 1 の 3 から始まるんですけど、大卒で入ると 2 の 1 から始まるんですけど、そ

の 1 級・2 級の統合。それから、4・5 級の統合というのが人勧で出そうです。 

 それから、号俸構成等ということで、現行の号俸を 4 分割ということで、これはちょっと後で説

明いたします。あと、枠外昇給制度の廃止ということで、最高号俸に引下げということで、例えば

6 級、うちで言う係長職が大体6 級になるんですけど、最高号俸というのが6 級の 24 号俸です。で、

今のうちの制度でいきますと、12 月ずつ普通は昇給しますよね。1 年経つと、12 月で 1 号俸    

ます。ただ、6 の 24 に達すると次、25 に達する時には 18 月、6 月の延伸になります。ですから、

例えば今年の4 月に私が 6 の 24 で来年 25 になりますよという時、25 には行かないで半年後の来年

の 10 月昇給、1 年半後の昇給になります。それが次に25 から 26 については2 年ずつの昇給になっ

てきます。24 月ずつの昇給ですね。ですから、年を取っていくと給与が段々延伸と言うか、遅くな

っていくと言うんですか、昇給が。ただ実際は今、うちの例でいきますと52 歳くらいになると大体

その最高号俸6 の 24 くらいに行きます。で、24 に行きますけど、18 月になって、24 月になるんで

すけど、55 歳の昇給停止を今年の 4 月から入れましたので、大体 52 歳ぐらい過ぎると 1 号俸くら

い上がって、もう定年までずっと同じ給料という今の状況ですね、うちの。それが枠外の昇給制度

ということで 6 の 25、26 には行かないということです。ですから、もう最大 6 の 24 で終わりです

よと、6 級の場合は。ということは52 歳以降については、もう昇給しないということを今、人勧で

出そうなのです。 

 それから、3 番目といたしましては給与水準の是正ということで、これがよく新聞に出ている地

域給と言っている分です。図の 1 の下にありますが、ちょっと小さいんですけど東北・北海道があ

りまして、民間給与がありまして、その横の図に現行俸給水準とありまして4.77％とあります。こ
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れが東北・北海道が4.77％、要するに地域給高いですよと言われている％です。で、それについて、

今年、合わせて 5％の引き下げが出そうだということです。それから、その右の図です。同じく東

北・北海道では 5％削減されますが 35 歳以上については、それよりまた 2％高いということで 35

歳以降については、これは 50 代と書いていますが最大 5％にプラス 2％、合わせて 7％の引き下げ

が人事院勧告で出るんじゃないかということです。で、その右の表です。図表 4 なのですが、これ

はラスパイレス指数。国家公務員と市町村の給与の比較の指数なのですけど。95 から 100 がだいた

い大半なのですが、白老町の場合は16 年度が 97.1 でラスパイレス指数なんですね。 

 次のページ。23 ページですね。これは先ほど現行の号俸 4 分割という話が出ましたが、図表の 3

ですが、今、人事院勧告で出そうなのがですね、定期昇給が年に 4 回あります。それがですね、4

月・7 月・10 月・1 月という昇給があるのですが、それを昇給時期を年に 1 回だけの昇給というこ

とに統一するということが出ております。それは 1 月 1 日に統一しようということが出そうです。

また、現行の号俸を 4 分割して特別昇給と普通昇給を一本化ということは、例えば何号俸でもいい

んですけど20 万もらっていますよと。来年、普通で行くと、12 月経つと 20 万 4 千円になりますと。

ということで、みんなが 4 千円ずつ同じ年であれば上がっていくわけなのですけど、その 4 千円を

4 分割して、図表の３なのですけど、ここでは 1 号俸を 1 から 4 まで分割、要するに千円ずつ分割

して、それを人事評価によって要するに差をつけようという。ですから、今まではみんなが、やる

職員も、やらない職員も 4 千円上がっていたものが、やる職員は 4 千円、やらない職員は千円しか

上がらないという。それが人事評価制度に、先ほど説明しました絡んでくるということです。それ

に、あとは特別昇給というのが15％の枠内で 1 号俸あるんですけど、それも合わせて、要するに特

別昇給というのを無くして、それも 4 号俸を分割して合わせて最大 8 号俸の中でやろうということ

の昇給制度が出そうだということです。 

 あとは最後の 3 番の（2）になりますが、勤勉手当が、先ほど勤務評定のところで説明しましたが、

今、0.7 月分なのですが、これが 0.05 下がって 0.65 月になりそうだという、人事院勧告のあくま

でも予想なのですが、今月の 12 日頃に出そうですので。ただ、実際これをやるとですね、きっと

35 から超えると大体5～7％の削減ということで出るのですが、実際は枠外の昇給とかが無くなって

きますので実質で行くと10 何％行くんじゃないですかね、きっとね。トータルするとですね。とい

うようなことが考えられます。 

 以上で人事評価制度のこちらの資料の説明終わりますが、もう一つのＡ3 の横判のグループ制方

だけ簡単に説明させていただきます。5 月 1 日に組織機構を見直しましてグループ制の試行という

ことで始めました。それで 8 月 1 日に本格運用に入ったわけなのですが、年度中ということもあっ

て課長職または一般職の説明については一応参考ということで、こういう形で業務管理を進めてく

ださいということで示した様式です。で、資料 4 とありますが、これは課長が本来的には年度当初

の 4 月に業務目標の設定を行いますということです。ですから、例えば一番上の左側なのですけど

も、○○グループについては優先順位 1 番目の○○保護制度の導入として、目標水準、それから達

成手段・方法・期間等を明記するということで。そうすると右側の 16 年度が今、塗りつぶしてあり

ますが、来年 4 月に 17 年度業務成果として、この目標水準、それから達成手段等について、実際は
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達成率だとか出来なかった理由等を今度は塗りつぶした部分に書いてもらうというような形になり

ます。その下の表については年間の業務予定表ということで、グループの大まかな重点業務を年間

を通して作ってもらうということにしております。 

 それから、裏のページの資料 5 なのですが、グループ制は課長に裁量を持たすということが大き

な理由なのですが、課内の流動体制を取るということで、これは先ほど年間の業務予定表がありま

したが 1 ヶ月から 3 ヶ月の短期の業務予定表になっております。というのは、例えば 2 ヵ月後に大

きなイベント、それから事業がありまして、それに対して、一番上のＡというグループから一人例

えばＢというグループにどうしても必要ですよという、そういう短期の 3 ヶ月ぐらいの業務の職員

の流動体制を取るための表ということで一応示しております。 

 それから資料5－1 ということでちょっと小さい縦になるのですが、これは課長用の業務管理表と

いうことで示しております。で、町長が、グループの職員が何をやっているのか、それから、グル

ープのリーダーの人が何をやっているのかというのは課長が把握するのは当然なのですが、課長が

何をやっているのかをグループのスタッフ、それから、リーダーが分からなければ駄目だというこ

とで、課長がどんな仕事をしているのかということを載せておく業務管理表になっております。こ

れで行きますと、ちょっとこの表あまり良くなかったんですけど、課長としてのというのは、どこ

のグループにも属さない仕事をしている場合について課長が書く業務ですね。それから、例えば水

曜日の 1 日に課長会議開催ということで、どのグループにもこれは属さない業務ですのでここに書

きます。それから、最初のグループのところにはＩＰ電話導入後の効果調べというのがあります。

これはこのグループに属する仕事を課長が実際こうやって、やっているよと。それから、その隣の

グループについては職員の採用協議。そのグループの仕事をこうやって、やっているよということ

を書く業務表となっております。 

 あと、続きましてですね、資料 6 です。これはグループの業務管理表と言うか、進捗状況表と言

うか、成果表になっております。ここに出ている、資料6－1 に付いているのはもう具体的な名前も

入っている実際にやっているところなのですが。経営企画課の行財政グループの業務成果表になっ

ております。これはもう、行財政は一昨年くらいからもう実際にやっております。これは 7 月の第

2 週なのですが、まず、週の初めに週間にやる事業とか業務を書きまして、7 月 4 日、例えば坂東主

幹のところについてはその日の朝、朝礼終了後、グループ内でその日にやる目標というのをみんな

で話し合います。それから、その日終わると実績ということで実際やった業務を書いていくという

ことで週単位でこれを繰り返しております。 

 続きまして、その裏の6－2 というところで。これは私の人事給与グループの業務管理表です。今

年の 1 月から実際こういう形でやっております。うちの場合はたまたま業務量を調査したくて、ど

のぐらいの業務にどのぐらいの時間・日数かかっているのかというのをわかりたくて始めたのです

が。例えば 6 月 2 日木曜日。一番左側に私の名前がありますが、3・6 協定作成というのが隣にある

2 時間かかっております。それから、観光協会協定書作成 1 時間とか、時間外配分調書作成 5 時間

の合わせて一応 8 時間ということであります。で、横にある事務分担というのが67・11・32 という

のがありますが、それがその右の表にある6－3 のグループ業務担当表という、その業務の番号にな
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っております。ですから、3・6 協定作成については 67 番ですので、67 を見ると職員労働組合に関

することという業務を 2 時間やったよということになっております。で、それが一番最後にページ

に来まして、これはもっと小さくて見づらくて見えないかもしれませんが、67 のところをちょっと

見ていただくと 6 月に何時間やったよとか、それが年間で、例えば一番上の人事に関することにつ

いては、これは 7 月の途中までなのですが、五十嵐が 106 時間、伊藤 32 時間、村上 2 時間という、

その業務の時間が出るにしております。で、一応各課・グループには年度途中ということもありま

して、このような業務管理を、とにかく課内の流動体制取れるように業務管理を行ってくださいと

いうことで説明してありますが、来年 4 月以降については様式を統一して行いたいと考えておりま

す。これが先ほど人事評価で言葉が出た目標管理のうちの一部になります。以上で簡単ですけども、

説明を終わらせていただきます。 

○委員長（吉田和子君）  ありがとうございました。かなり時間のない中ですので、早いペース

で説明をいただきましたけれども、まだ委員の皆さん方、頭の中がごちゃごちゃになっているかも

しれませんけれども、10 分休憩を取って 11 時から質問にしますか。整理とする時間を設けたいと

思いますので 11 時からの質問に備えて 10 分間休憩をしたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

休  憩      午前 10 時 51 分 

                                          

再  開      午前 11 時 00 分 

○委員長（吉田和子君）  休憩を閉じて委員会を開会いたします。先ほど、説明を聞きましたの

で、これはまだ白老町が実際に実施しているわけではないのでなかなか質問しづらいところがある

かもしれませんけれども、内容的なことだとかそういうことを含めて質問があれば質問していきた

いと思います。はい、吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正利君）  この評価制度について、前段としてはよくまとめられたと思うので

ございます。実際、導入段階になりますと非常にやはり大きな研究課題がたくさん出ると思うので

すけれども。先ほども説明ありましたが、これを進めるにあたって労使での研究会とか、組織的に

進めるというお話でございましたが、まず、これはやはり絶対、当初の導入段階として重要な問題

ですから真剣に捉えてもらいたいと思うんですね。 

 それから、これから進めるにあたっての課題なのですけれども、要するに目標管理制度をここに

導入しているんです。基本的な考えとして目標管理制度を導入しているのですが、目標管理制度を

導入するということは非常に日常の、企画段階はよく分かるのですが、当初の段階で非常にこれを

進めるにあたって業務が幅増化するというパターンに入っていくと思うのです。これはもう、最後

に資料が出ておりますけれども、非常にこれは時間がかかると思うのですね。そういうふうなもの

をどのような手法で入ろうとしていくのか。初段階の問題がございます。 

 それから、評価制度の一つの導入の仕方として基本的にここに掲げてございますけれども、要す

るにこの制度を導入するということは公明正大にやはりどなたが聞かれても、どの時点でもこの評

価が絶対正しいんだということを常にガラス張りにしなければいけないということが基本だと思う
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のでございます。で、そのような体制に現行から持ち上げるとすると簡単には行かないなという気

がいたします。で、ガラス張りにして評価者、非評価者が納得出来る体制まで持ち上げるとすると

相当な期間が必要だと。ここで問題点はやはり評価者の訓練の問題だと思うのでございます。現況

の制度からこの制度に一挙に持ち上げるとすると、まず、大事なのは評価者の訓練を徹底しなけれ

ばいかないだろうと。これは考え方によって、あやふやにやりますと失敗する可能性あると思いま

すので評価者の訓練が必要だろうと。ここには載っておりますので、そういうふうな考えはお持ち

だと思うのでございます。で、この評価者訓練の中でもちょっと今、気になったのが、最後の評価

で 1 次評価者、2 次評価者という人事評価表にありますけれども、評価者が1 次、2 次クラスでこれ

だけの評価を徹底出来るのかということだと思うのでございます。この制度を導入するということ

は、やはり相当専門的な知識を持って導入しなければいけないということになりますので、評価の

基準というのはやはり現場主義なのですね。ですから、例えば一個人の評価をこの評価でやるとし

た時に、理事者がどの程度介入するのか分かりませんけれども、やはり現場の評価というのは一番

現場において正しく評価出来るというのは直属の上司なのです。ですから、その評価者をどのよう

に定めようとして企画されているかですね。これらをですね、この評価者を 1 次、2 次だけで済ま

そうとするのか、あるいは 2 次、3 次という現場から持ち上げて来て適正な評価に持ち込んでいく

のかという、そのような考え方をどこまで現段階で考えておられるのかなと。それらについてちょ

っと、観測的な意見も入りますけれども現段階での考え方をお聞かせいただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  白崎課長。 

○総務課長（白崎浩司君）  今、ちょっと 3 点ほどご質問ございました。1 点目の前段で私の方

からもお話した部分の労使協同委員会。その部分の質問でございます。今回、機構改革をやる 5 月

の段階でいわゆる、その時の課題とした、やはり役職定年制度ということもありました。で、全て

のものがクリアしないと機構改革が進まないよということにはならないだろうということで、組合

とも協議した中で今後はいわゆる先ほど言いました役定の問題、それから、いわゆる職階別の定員

管理の問題、それから、希望降任の問題等々を含めてですね、いわゆる人事制度を協議しましょう

よということで労使協同委員会を設置しましょうということで組合とは協議をしております。それ

で当然先ほどのご質問にもありましたけども、人事評価制度、説明にもありましたけども、やはり

評価者、非評価者、あるいは職員が十分納得して、評価制度そのものを理解してもらわないと全然

進まない話だと思っていますので、当然、評価項目、評価の仕方を含めてですね、やはり労使協同

委員会、これは階層別に職員をピックアップした中で行きたいというふうに思っております。で、

当然そういう中では先ほど言いました項目を含めてですね、十分論議・協議して行きたいというふ

うに思っています。 

 それから、2 点目の目標管理制度。先ほどの資料の中では最後の、今、グループ制の中で入れて

いる 8 月 1 日からこういう形でということでご説明いたしました。目標管理としてはですね、今現

行でやっている自己申告制度があるのですが、課長職についてはこういう年間の業務目標設定、こ

れは今現行の自己申告制度の中にはもう取り入れているんです。で、それの様式を一つのパターン

化して、今回、資料 4 ということで示したんですけどもね。課長会議でも私の方から説明しました
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けども、いわゆる今の現行でやっている自己申告制度の中に入っている事務重点事業の目標設定、

こういうものと二重にならないように様式を設定していきたいと、今後はですね。で、一つの考え

方としては資料 4 の様式に統一した中で年間の自分の課の業務目標を設定してもらいたいと。当然、

その中ではここに書いてあるとおり、どのような方法でいつまでやるんだと言うようなことも含め

て入れてもらいたいと。で、それに基づいて下の下段の年間業務予定表を当然作ってもらいたいと

いうようなことで今回説明しました。前段の中では先ほど言いましたとおり、今も自己申告書の中

に各課長が理事者に上げる自己申告の中には年間の業務目標設定・目標管理ということで今入れて

いますので、それを手を加えて、統一様式と言いますかね、そういう様式にもって行きたいという

ふうに思っております。 

 それから、3 点目のガラス張りというお話がありました。先ほどの説明資料のとおり、少なから

ず人事・昇格含めてですね、はっきり言って不平不満と言いますかね、そこら辺はまるっきりない

わけではないです。で、ここで言ういわゆる昇格がどのようにして行われて、当然年功序列型でな

くてですね、それから、年齢の同一でなくて、今後当然そういうような昇格・昇任があると。今も

当然なっていますけどもね。そういうことになってくると、やはりどう評価されているのかが問題

になってくると思います。今現在、そういう制度化されていない中で運用していますので職員とす

ればやはりブラックボックスと言いますかね、そういう面が見受けられるので当然説明の中で言っ

た公平・公明な中で人事評価をしていきたいというふうに基本路線としては思っています。ただ、

委員さん言われるようにですね、評価する者、評価される者の評価点と言いますかね、そこら辺が

やはりガラス張りで簡単なことではないなというふうに思っていますし、その諸様式をまだ最終的

には定めておりませんけども、評価者の訓練と言いましたけども、それがやはり今後本格導入する

にあたってはかなり訓練して実施に向けなければならないというふうに思っています。 

 また、一番最後にご質問ありました、いわゆる評価者が誰がなるのかというような問題だと思い

ますけども。当然、まだ 1 次、2 次で終わるかどうかちょっと分かりませんけども。今現在は昇格

云々の上申書を各課長から理事者の方に上げてもらっていますけども、そういうことから言うと当

然現場の直属の上司が常日常の業務対応を見ておりますので、その中ではまず課長が第 1 次評定者

ということになろうと思います。第 2 次が通常の話で行きますと助役、教育長という形になろうか

なとは思いますけども、細かいところまではなかなか見られませんので同一様式の評価項目でいい

のか、その辺はこれからもちょっと検討して行きたいなというふうに思っております。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正利君）  関連でちょっと一つ。評価者の一つの考え方で今、第 1 次課長で、

第 2 次が助役ないし教育長とありましたけれども。この制度そのものは能力をいかに引き出すかと

いう業績、能力を主体的に変更するわけで、今の役所の現行制度そのものを抜本的にやはり変えて

いるわけですよね。そうしますと、第 1 次評価者というのは例えば一般職であれば係長、係長であ

れば主幹というような直属の上司が一番最初の評価をしなければ絶対に不公平になるわけですね。

せっかく導入するのであれば、そのようなことでやはり例えば理事者というのは評価者であっては

いけないと思うのです。最終的な調整機能は理事者があるべきですけれども、やはり最終的な評価
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については白老町であれば課長職ということが僕は正しいのではないかと現行思うわけですよね。

そういうふうなことからすると、例えば評価を実施するにあたって透明性の問題からして、私の評

価がどのような評価をされているのかということを個人的に聞かれた時に全体的な面からも、個人

評価の面からもやはり、それをきちんと説明するのは課長職であって当然だと思うのであります。

そういう面からして評価者の位置付けというのは非常にこれから重要になってくるんじゃないかと

思うのですね。今までの役所の体系からすると、そういうふうな意味では係長、主幹という立場の

評価者があまり重きがないように感じるのですけれども、これからこの制度を導入するということ

は非常にそういう意味で主幹、係長、評価者の立場というのは非常に微妙になってくると思うので

ございますが、この点についてはいかがでございましょうか。 

○委員長（吉田和子君）  白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君）  今、吉田委員さんが言われた、そのとおりだと思います。今の現在

の段階で第 1 次評定者、第 2 次評定者をどの地位の人というのは一般論として先ほど、今の白老町

役場の中の階層ということでお答えしましたけれども。先ほど委員さんが言われたとおり、直属の

ということは今で言えば係長職、主幹職であるリーダーがやはりどう評価するかが一番身近でわか

るのかなというふうに思っていますので、そこも含めて今後の協議の中で定めて行きたいというふ

うに思います。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。じゃあ、他に質問のございます方どうぞ。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  ちょっとグサっと来るかもしれませんけども。やっぱり平成 12 年の地

方分権一括法が施行されて、自治体の運営管理上の理念が今までの機関委任事務から自主自立とい

う方向転換に責められた時に、やはりこのシステムがすでに稼動していなければいけなかったと私

はそういうふうに思っているのです。ここまでまとめられたのであれば即やるべきだと私は思いま

す。 

 それで、実はさっき言った評価者の部分のところで僕も疑問があるのですけれども、最終的には、

確かに現場主義、それも異論はないのですけれども、やはり何のための公務員なのかという理念を

ひも解けばですね、住民福祉に寄与するということが大前提です。ということは住民ニーズに答え

られているかどうかということですね。これがやはり評価の第 1 条件だと思うんですよ、僕は。そ

うなれば、内部評価ということではこれだけ積み上げられたことは実施されても構わないけれども、

やはり外部評価のシステムも考えるべきだと。これで示された中で要するに相互の 360 度方式とい

うのは内部でもそういう取り組みをされるということで示されていますので、これをもうちょっと

分かりやすく。町民にやはりその評価をしていただける組織も僕は作っても構わないのではないか

と。ただ、決定権だとか何とかというところは、いろいろと法的な問題もあると思いますので、そ

れは厳しいかなとは思うんですけども。その辺のところの考え方はどうかということをまずお聞か

せいただきたい。 

○委員長（吉田和子君）  白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君）  1 点目の平成 13 年に分権法がということでのお話でしたけども。非

常にその時点、あるいは今現在も法の地方公務員制度そのものが動いているという中では、果たし
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てその時点でこういう人事評価制度を取り入れてどうのこうのというのは非常に難しい状況にあっ

たのかなと。これについては一般質問の中でも答えているとおりですね、状況が法律制定も含めて

公務員制度そのものがちょっと動いているという中で非常に導入のタイミングとしてなかなか難し

かったのかなというふうに思いますし。まだ動いているということは、平成 16 年 12 月に今後の行

政改革の方針が閣議決定されて、国家公務員の制度と、あるいはもう一つは地方公務員の人事制度

についても言及しているんです。その中では地方公務員についてはね、地方分権の進展、住民の行

政に対するニーズの高度化・複雑化等に対応して公務の能率的かつ適正な運営を確保するため、よ

り客観的な評価制度の導入を通じた能力・実績重視の人事制度の確立や、職員の任用、勤務形態の

多様化の取り組みを支援するよということがこの時点でもまだ、16 年度もまだ言われているという

中では非常に動いている部分あるのかなというふうに思っています。ただ、ご指摘のとおりですね、

人事評価をするということでは、町長が議会でも言いましたけども、画一的ではなくて頑張ってい

る職員には頑張っている評価をしましょうよ、もうちょっと頑張ってもらいたい職員にはもう少し

指導しましょうよということでは、いつの時代もやっぱり取り入れるべきだなというふうには思い

ます。 

 それから、2 点目の外部評価。これはまだ制度そのものが確立されていない中で、その外部評価

まではまだはっきり言って頭は行っていません。いわゆる、先ほどの話とは関連します。第 1 次評

価者、第 2 次評価者、あるいは今、熊谷委員さんが言う外部評価者と。それが第 3 次になるのか、

第 4 次になるのかわかりませんけども。なかなか評点項目と言いますかね、評価項目が外部の人の

評価項目をどういうふうにするか、あるいはその人を評価する距離感が果たして外部の人が適切な

評価ができるかというのは非常に難しい部分あるのかなというふうに思いますし。この部分につい

てはこれからの検討項目かなというふうには思います。下がった答えではなくてですね、今、言う、

職員を評価する、人が人を評価するということはやはりそれだけの目を持たないと駄目だと。目を

持つということは常日頃やはり指示を与えて、指示に対してどう業務をやっているか。あるいは町

民に対して折衝力なり、企画力なりがどうなのかというのは、やはりその人が常時職員と接する中

で評価出来ると、適切な評価が出来るというふうに思っていますので、果たして外部の人がどう評

価するかというのは評点項目がまた違ってくるのかなというふうに思いますのでね、そこら辺はち

ょっと研究して行きたいというふうに思います。 

○委員長（吉田和子君）  熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  今の課長の答弁のとおり外部に限らずね、そういう部分のことの構築を

いて進めたいという気持ちは非常に理解は出来るんです。確かにアバウトに進めるという話ではな

いわけです。しかしながらですね、やっぱり時代は 5 年、10 年ひと昔ではないんですよ。1 年ひと

昔になっているんですよ。で、やっぱり町民のニーズ、それから、いらっしゃる職員のニーズも多

種多様だとは思いますけれども、こういう時代だからこそやはりそういう指針を進められるシステ

ムを早く作るべきだと思うのです。それはやっぱり内部で検討するから積み重ねが必要だという、

平たく言えばですね、やはり石橋を叩いて渡るという作業を進められるのだと思うのですよ。もっ

とフランクにですね、いわゆるぼんと投げちゃった方がいいんじゃないかなと思うのです。やっぱ
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り、この自治体の危機だって、財政の危機だって、町民にはいっぱい我々もそういうふうに説明は

していますけれども、まだ実感として非常に薄いと思うのですよ。で、いろいろな問題に部分に繋

がっていくと思うのです、この問題含めて。これから自治体がどういうふうに生き残って行くかが。

だから、総体的には大きなテーマなのですよ、これは。ただ、人事評価システムだけの話ではない

ということですから。確かにこの資料に基づいたことについては、ここまで積み上げられたことも

評価するし、先ほど言った課長の自己申告制ももうやっていますと、ある課長さんの話も実は委員

会の中でも聞いています。年次計画を持って、こういうふうに職員とやっていますということも聞

いています。進んでいるなというふうに思っています。そういうことが積み重なっているわけです

から、いくら労使の合意どうのこうのと言っていますけれども、やっぱり指針をぼんと出すと。国

に準拠しているというのもわかりますし、民間にも準拠しているというのもわかるけれども、その

辺のところの危機感と言うんですかね、進めたいという元気まちのパワーと言うんですかね、それ

をやっぱり示された方が僕はいいと思います。その辺についてどういうふうに捉えていますか。 

○委員長（吉田和子君）  白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君）  私自身の考え方をストレートに言いますと、積み重ねで行きたいと

思っております。ここでも説明したとおりですね、やはり最終的には処遇の問題まで来るわけです。

やはり人が人を評価するということで言えば、それが勤勉手当なりの処遇に持って行きますので、

これはスタートの時点でやはりトータル的な構築を考えた中で職員に示して、それを納得して少し

ずつ行かないと前に進まないと思います。これは僕は組織機構もそうです。給与のこともそうです。

一方だけが考え方を示したって進みません。やはり相手が納得して、100％納得するかえどうかは別

ですよ、考え方を理解していただいて評価される側もその評価がどういうふうに活かされるのかと

いうことを含めてやはり納得して行かないと、これは机上で自分達が事務を進めるということには

ならないというふうに思っていますので、熊谷委員さんに対しての答えとして適切かどうかは分か

りませんけども、やはり慎重に進めたいというふうに思っています。当然、外部評価という話の前

段としてですね、やはり職員を評価するということは9 ページに人事評価の種類で業績評価だとか、

執務態度評価だとか、能力評価と先ほど説明しました。で、この中の例えば評価項目としてはやは

り業績評価としては目標を達成してそこに達成度合いがどの方まで行ったのか。それから、業務遂

行力としてはどうなのか。その管理職としての仕事の量だとか、仕事の質だとか、それから、部下

を指導する育成力だとか、これを評価したいと。当然、課長職に限らず一般職も当然評価されます

ので、その執務態度評価としては仕事に対する即時性だとか、綿密性、規律性、積極性、協調性、

責任性、誠実性、こういうような評価も当然していかないと駄目だと。それから、能力評価として

は知識、技能、体力、それから企画、折衝力、判断力、決断力、こういうことも当然していかない

と。評価項目としてはそういうものをしていくと。で、外部の人が果たして、先ほど言った評価項

目を全て評価出来るかと言うのは、これはもう出来ないと思いますので、先ほど言ったとおり外部

の人がもしくはやるとすれば、違う評価項目と言いますかね、全部ではなくて例えば当然町民と接

する折衝力はあったよとか、それから、こういう企画はこの人よく立てたねとか、そういうような

ちょっと視点の捉え方と言いますかね、評価の仕方と言うか、ちょっと違う形になろうかなという



 １９ 

ふうには今、現時点ではそうやって思っています。 

○委員長（吉田和子君）   よろしいですか。他に。斎藤委員。 

○委員（斉藤征信君）  基本的な部分でちょっとお伺いしておきたいのですけども。民間企業な

んかではもうかなり早くからこの制度というのは導入されてきた。だけども、公務員の中でこれが

その必要を言われながらもストレートに導入出来ない、未だに動いている。それにはそれだけの理

由と、やっぱり根本的な問題があるからだろうというふうに、それを解決しない限り簡単なもので

はないということは分かるのです。で、実際に私も公務員でしたので、教育の理念とこの評価制度

というのは本当にかみ合わないものですから、私もどういうふうにこれを考えていいものかという

のがなかなか胸の中にストンと落ちて来ないのですけどね。 

 まず一つは、公務員の仕事と企業の仕事という、その違いにおける評価というのはどういうこと

になるのか。一律一定ではないだろうと。私たちが物を考える時に業務上成果を上げて行くという

のは一人の成果じゃないわけですよね。集団の成果なのですよね。それを最終的に個人の、係のね、

それも一番トップにいるリーダー格の者の評価になっていくということではやっぱりおかしいだろ

うと。やっぱり力のある者、ない者が合わさって一つの大きな仕事をやり遂げたというところに根

本の評価があるのであって。だから、そういう意味において企業だったら生産性を向上させること

が目的なのだから、いくつ作ったかということで評価は簡単に出来るかもしれない。ところが公務

員の仕事というのは住民の心を掴むことが仕事なのだから、その願いに答えることが仕事なのだか

ら、数をいくつやったかの勝負ではないはずだと。そういう時の評価というのは本当にこういう表

に出てくるこういう仕事で評価しきれるのかどうなのかということがまず率直に疑問。このことを

どんなふうに考えるのかということ。 

 それから、業務の評価というのは今までだってやってきているし、それが系統的になっているか

どうかはちょっと私は分かりませんけども、今まででもやってきているはず。じゃあ能力評価とな

った場合に個人の能力、先ほども言葉があったけども人間が人間を評価する時に間違いのない、本

当に能力評価というのは出来るのかと。誰かに都合のいい能力であるのかね。それであっては困る

わけですよね。ですから、そういう能力を評価するというのはまた別じゃないかと。例えば、昇任

だとか何とかしていくのにはやっぱり能力というのは必要なのは分かる。分かるのだけれども、そ

れがこういう皆にガラス張りになってね、お前の能力はこうだという評価が可能なのかどうなのか

というのは何ぼ考えても分からない。そこには先ほどから言葉が出ているように、ギスギスした人

間的なぶつかり合いというのは出てくるはずだから。それを乗り越えることが果たして出来るのか

どうなのかと。全くそれは別な次元でやらなきゃならない仕事ではないのかなと私は思うのだけど

も、その辺りの考え方を教えてほしい。 

○委員長（吉田和子君）  白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君）  今この場で言える部分としては、最終的に固まった話でこう行きま

すよという話ではないですから、私の方もまだ最終的なお答えという形にはならないと思いますけ

ども。 

 1 点目の今までもなかなか難しかったんじゃないのというのはですね、4 ページの③の民間ではも
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う早くから入れているのに自治体ではなかなか入れられなかったという理由としてちょっと 4 ペー

ジに書いてあるのです。先ほど言ったとおり、ここにも書いていますけど、民間企業ではやはり業

績というのは数量で出たり、売り上げで出たりとかですね、そういうような形ではっきり数字的に

も出るという部分があると。だけど、公務にはないという特殊性で今まで導入出来なかったという

理由も一つにはありますよと。それから、日常の業務の中で制度として確立しなくても、ある程度

やはり日常の業務を見た中では評価は出来ると、職員数の数から行ってですね。で、町村ではなか

なか導入率が低いよとかそれがあると。それから、人事評価制度そのもののノウハウが不足してい

るだとか、職員の不信感が挙げられるだとか、そういうことでなかなか導入出来なかったというの

も事実なのかなというふうに思っています。適切な答えと言うか、ストレートに答えるにはならな

いかもしれませんけども、公務員と企業の仕事の違いと言いますかね、そういう中でどう評価して

行くかというのは、やはりこの評価自体は先ほども説明したとおり、人材育成というふうに思って

いますので、例えば成果が何ぼやったとか、何をしたとかという数量だとか何とかではなくて、こ

こにも書いています加点主義というような、どう業務に取り組む意欲を持ったのか、その過程でど

う努力して、どう住民と接してやってきたのか、やはりそういうことを評価して行きたいというふ

うに思っていますのでね。これが例えば結果的に成果が失敗したかもしれない、だけども、だから

と言って、その者が駄目だという話にはならないと。やはり、その業務に対する意欲なり、積極性

なり、そういうものを当然評価して行きたいというふうに思っていますのでね。それが民間で言う

数値ということでは公務の場合は出てきませんけども、出てこないからそういう面では評価して行

きたいというふうに思っています。 

 2 つ目がですね、業務の評価も今までやってきたのではないのかというのは、当然先ほど言いま

したとおり上申書なり、人事ヒヤリングの中で当然やってきて、それに当然何らかの形に基づいて

昇格もしていますのでね。それをしたということは評価をしたということですから、評価はしてい

るんですね、今までもね。ただ、それが職員からするとどう評価されたのか何もない、自分がどこ

が足りなかったということの評価も特に示されているわけでもない。そういうことから言うと、先

ほどの吉田委員さんの質問にもありましたけれども、非常に難しい、評価する側と評価される側の、

評価の仕方というのは難しい部分が現実的にはあるとは思いますけども、やはりそういうことは職

員にフィードバックしてですね、こういう面が少し劣っている、こういう面でもう少し努力してほ

しい、そういうようなことも評価者、非評価者の判断基準を話し合って今後の仕事に生かしてもら

いたいというようなことでは評価される側の方にも評価点数と言いますかね、そういうものは公表

して行きたいというふうには思っています。 

○委員長（吉田和子君）  斎藤委員。 

○委員（斉藤征信君）  いろいろありましたけども、もう少し聞いておきたいのですけども。今、

求められているのは役場の職員が一生懸命になってやっているという、業務を果たそうと思ってや

っている姿というのはいろいろと分かるのですが、問題にされているのは今も挙げられましたね、

意欲だとか、積極性だとか、自主性だとか、そういうようなものが本当に一人ひとりが十分かと。

これはやっぱりすごく大事なことだろうと思うのですよね。能力差があったとしても、誠実にきち
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んとやって行こうというね、それで頑張ろうという姿が積み重なって一つの仕事というのは出来上

がって行くわけだから。だから、そういう意味ではすごくそれを育て上げて行かなければならない、

それをつけ合わせていくという仕事というのはすごく大事なことだろうというふうには理解するの

ですよ。ただね、それが即、今度は賃金等の関連性で出てくるわけですよ。大体この制度はね、国

の金が無くなったからこの制度が導入されてくる、会社が景気悪くなってくるとこういうのが段々

出てきて皆に意欲を持たせると。この考え方そのものがね、民間はいざ知らず、公務員の中でその

ままストレートに入ってきていいのかなという気はするのですけれども。意欲や何かの側面が賃金

で差をつけられるというね、そのことで職員の意欲が増していくのかどうなのか。逆にそれによっ

て逆恨みが起きて来るような、そういう弊害の方が大きいのではないかと。問題にしなきゃならな

いのはどんどん能力があって評価されて伸びて行く人たちはいいんですよ、ところがやっぱり自分

はどうなんだと、何ぼ頑張ってもこれしか行かないという人間の方がね、そこら辺に一番問題が生

じてくるわけですよ。それが一般的な人間のあり方だと思うけども。その辺がこの制度の中で救え

るのかどうなのかというね、そのことが一つ。 

 それから、これは全部やるわけではないけども、先ほど話しを聞いた、こういう段階を追った評

価の制度をやっていくことによって、これは手段であり目的ではないと言ったけども、皆を評価し

て行くことが目的化して行かないかと。忙しくて、これにいっぱい書いて、常にそれを書いて、そ

れが住民のためにやらなきゃならない時間をこういうものを作っていく時間に相当数当てられてい

くということになると、評価そのものが目的化しないかと。その辺りを教えてください。 

○委員長（吉田和子君）  白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君）  全体の部分で賃金の差という話なのですけど。給料そのもの、今回

の一番最後に示した人勧の部分がどの程度本給にどう影響するのかというのは今後の課題かなと思

いますけども。その前の資料としては月給、要するに本給そのもの云々でなくて勤勉手当というこ

とで手当ての部分ということでお話していますので、今回の人勧で本給の部分もある程度差という

ような、先ほど説明しましたけども。そこら辺の差ということの話だと思いますけども。一番最初

に言ったとおりですね、基本的な考え方は頑張っている人も頑張っていない人も同じ賃金だよとい

うのがどうなのかなということなのですよね。だから、頑張って一所懸命やっていれば勤勉手当を

上げる、それがもう少し頑張ってもらいたい人には次回頑張れよということで評点をつけるという

ね、それはあるのかなと。ただ、先ほど委員さんが言われた部分で財源が非常に苦しくなったから

云々、それは総体でそういうことは言えるのかもしれませんけども総枠で変わらないということで

すからね。0.4 上げれば 0.4 下がる人がいるという総枠としては変わらないということなのでね。

ただ、やはり先ほど言ったとおり評価をするということは最終的には処遇のところに行くというふ

うには思っていますけども。ただ、非常に難しい問題なので処遇のことについても段階的な部分あ

るのかなというふうには思っています。ただ、考えとしては評価をするということは処遇のところ

まで持って来なければトータル的なシステムにはならないというふうには思っています。 

 それから、目的化していないかということなのですけれども。評価の評点を作るだとか何とかと

いう作業が複雑化になって、それが業務の煩雑化になったり、業務の増になったりとかね、そうい
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うことの無いようにやはり観測的なものを作りたいなというふうには思っています。先ほどの今回

のグループ制のやつも表としてはですね、先ほど五十嵐主幹の方で説明した資料の 5-1 とか細かい

表でなっていますので、資料の 6-2 の部分もパッと見ると非常に細かく分類されているなというふ

うには見受けられると思いますけれども、実際、実務としてもう担当者としては 1 月ぐらいからや

っていますので、自分が自分の今日の業務をどの程度やっているのかということを入れるだけです

から 1、2 分の話なんです。だから、そんなに複雑に、表自体は細かくなっていますけども。例えば、

前の週に来週こういうことをやりましょうということを入れて、その日その日が自分の業務がどの

程度になったのかというのは業務の最後に入れるということで言えば 2 行、3 行の話ですから、そ

んなに時間を費やさなくてもいいのかなというふうに思っています。ただ、当然、今回、統一様式

ということは示していないということはまだまだ改良の余地があるのかなというふうに思っていま

すので、今年度 7 月、8 月こういうふうに進みましたので、少し各課の方でもこういうものを参考

にして標準様式ということで作っていただいて、今回標準型を作っていただいて、来年に向けて改

良版をもしあれば改正して行きたいというふうには思っています。ただ、前段でごたごた言いまし

たけど、あまり複雑なものにはならないような形でというふうには思っています。 

○委員長（吉田和子君）  西田委員。 

○委員（西田祐子君）  ちょっと分からないので一つ教えていただきたいなと思ったものがある

のですけれども。ここのところで人事評価と、それから、先ほどもありましたけど勤務評定という

のがありましたけれども、私は単純に考えまして人事評価してもらえるということは、つまり自分

が頑張ったらお給料も上がるし偉くもなれると。だから、職員の皆さんが喜んでくださるんじゃな

いかなと私は単純に思っていたんです。ところが課長からの説明とかいろいろ伺いましたら、やは

り非常に難しいというお話があったものですから、それでは今現在、役場の庁内では今までとおり

の勤務評定で納得して、そちらの方がいいというふうに皆さんが思っていらっしゃるのかどうなの

か。それが一つ、お伺いしたいと思います。 

 で、2 つ目がですね、勤務手当てのところなのですけども。16 ページのところなのですけど、評

価のガイドラインって、一般的な例というふうに書いていますけども、ここでＣ・Ｄといますよね。

私たち、一般企業でしたらレベルが一定のところから積み立て式で行くんですよね。棒グラフ状に

上っていくんですよね。それで、この棒グラフから 1 点でも 2 点でも行かない人いますよね。こう

いう人達が例えばＣとかＤとかになっていくわけであって、これで行ったら学校の成績と同じで 5

段階であって、下の人達を最初から 15％と決めていますよね。この辺がちょっと私にしてみたら、

果たしてそれが本当に能力のある人達、努力する人達に対して有効なのだろうかと。本当に能力主

義で能力を伸ばしたいというのであれば、この評価自体が非常にちょっと不思議な気がするのです

けれども。これが 2 つ目です。 

 3 つ目が先ほど民間並みの制度というのとちょっと違うとおっしゃっていましたけれども、現状

のままでいいというふうに評価するのであれば、このままやる必要もないと思うのですけども、で

も、やろうと思うのであればやはり段階的に進めて行かない限り、全部きちんと出来てしまってボ

ンとやってくださいという形よりはきちんと私は段階的にやるべきじゃないかなと思っているので
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すけれども。この 3 つについてご意見ありましたらお願いいたします。 

○委員長（吉田和子君）  白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君）  1 点目の人事評価、勤務評価ということでのお話は先ほどの 4 ペー

ジに書いてある部分であります。勤務評価とはということで勤務の評価をして、先ほどの五十嵐の

方の説明もありましたけども、昼から行く登別についてはどちらかと言うと勤務評価なのかなと。

で、それが勤勉手当に反映しているというように聞いています。ただ、ここで言う、その下に書い

ている人事評価はということで、もう少し幅広く人材育成を含めて目標管理、人材育成、最終的に

は先ほど言いました処遇のところまで行きますけどもね。もう少し大きな面での評価の仕方と言う

かな、そういうことでは思っています。ただ、勤務評価は勤勉手当にどう反映していくかというよ

うなことで評価していますので、もう少し人事評価そのものは幅広いのかなと思っています。 

 で、勤務評価がいいと思っているのではないかと、職員がね、という話なんでけど。制度しては

今も特に無いんですよね。制度としては。ですから、一律で 0.7 月分の勤勉手当が今、行っていま

すから。だから、勤務評価そのものは例えば勤務月数とかもうはっきり数字的に出るものは勤勉手

当に反映していますけども、その勤務そのものでは段階的な評価はしていないです。分かりますか。 

○委員長（吉田和子君）  五十嵐主幹お願いします。 

○総務課人事給与Ｇ主幹（五十嵐省蔵君）  ちょっと説明なるかどうか分からないんですけど。

実際、今でも小規模市町村というところの人事評価の話をしましたけど、実際、評価はしているん

ですよね、白老町でもね。ただ、それを給与には反映していないのです。で、ここで説明している

勤務評定というのは、あくまでも勤勉手当に反映する、給与、処遇に関する分の狭い意味での勤務

評定という言葉を使っています。で、人事評価というのはもう少し大きな、人材開発だとか、能力

開発まで含めていますので、どちらかと言うのは今、目指しているのはうちでは人材評価を目指し

ているという、そちらが望ましいと思っています。で、いいんでしょうかね。 

○委員長（吉田和子君）  白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君）  それと 3 点目の現状のままでどうなのかということと、それから、

やって行くにあたっては段階的にということのお話がありました。先ほど、熊谷委員さんの方にも

若干触れた部分ありますけども、やはり職員と理解してもらってというふうに進もうと思っていま

すので、全てが全てトータルで完成品として出るというふうには思っていませんので段階的にとい

うふうに思っています。ここにも書いてあるけど、長いスパンでやはり修正、修正と言いますかね、

そういうことも必要だというふうな考え方は当然かなと思っていますので、一度決めたものはそれ

でずっと行くということ、あるいはこういうようなことを早急にということでなくて段階的に進め

て行きたいというふうには思っています。 

○委員長（吉田和子君）  五十嵐主幹。 

○総務課人事給与Ｇ主幹（五十嵐省蔵君）  2 点目おっしゃったのは、要はＢというのがこの表

で行くと標準的な職員ですよね。Ｃ、Ｄというのは要するにそれより劣るということは、この表で

行くとＣ、Ｄを 10％、5％作ると上はその分作らなかったら駄目だったりとかね。逆に言うと上の

Ｓ、Ａを 5％、10％増やしちゃうとＣ、Ｄを作らなかったら駄目だという。給料総額決まっていま
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すからね。というような表に当然見受けられるんですよね。それがきっと難しいところだと思う、

実際はですよ。ということは、頑張る人を作ると頑張らない人を評価しないと駄目だという。です

から、その辺もちょっと考えて行かなかったら駄目なのかなと思っています。 

○委員長（吉田和子君）  西田委員。 

○委員（西田祐子君）  私もそう思うんですよね。例えばＳになる人がここで言ったら 5％です

けど、現実には 15％も出ちゃったと。ところがＣ、Ｄになる人が 3％ぐらいしかいなかったとかと

いう時に非常にね、それなのに無理しゃりＢからＣ、Ｄに落とすというのも何か、先ほど言ってい

るのとちょっと矛盾するのでその辺ちょっと研究してほしいなと思います。 

○委員長（吉田和子君）  白崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君）  この部分については 10 ページにちょっと書いているのですけども。

評価の仕方と言いますかね、ここに書いてある下段の方の留意点の中で絶対評価と相対評価という

ことで、いわゆる絶対評価というのは一つの基準があって、先ほど西田委員さん言われるようにね、

一つのここまで目標があって、これを超えていれば頑張ったよとか、大変頑張ったよと。だから、

これが 5％から 10％の割合でなくて一つの基準より満たしているよとなれば段々増えて行くだろう

と。それから、相対評価というのは今、この表みたいに全体を見た時に標準の職員から見たら、こ

の人が優れていたら、その人が相対の中で 5 人いたら、こっちも 5 人落とすとかね。学校の通信簿

と同じですよね、相対評価ってね。だから、その仕方はこういう方法が 2 つありますよということ

なのです。ただ、傾向としてやっぱり絶対評価の方が強いですよ。やっぱり頑張った人には頑張っ

た評価をしましょうということですから、そういうのは強いです。ただ、これについてはそういう

ような考え方ありますよということでちょっとお示ししたのでね。これが固まったということでは

ないですから。 

○委員長（吉田和子君）  一ついいですか、聞いて。人事評価に繋がるかどうか分からないので

すけど、この人事評価というのは人事評価をする側とされる側と先ほど言っていました。で、本当

に人事評価と言ったら人材育成に繋がり、そして、その人がやる気になり、成長させて行くという

大きな目的があると話があったのですが。だから、評価する側と評価される側の人間関係がすごく

大事だという話がありました。でも、私これ反対に考えてね、評価される側の人間から見て、自分

についた上司、それから、自分で作られたグループ、それに対しての思いというのはいろいろある

と思うのです。自分はあの課長についたら頑張れたんだよなんていう思いがあるんだと思うです、

もしかしたら。もちろん課長職というのは上の方が選んでなっている方ですから、それぞれの責任

を持って、それぞれの職を持ってやっていると思うのですが、私はこの人事評価の平等性というこ

とから行くと部下からも課長職への評価というのは私は必要なような気がするんですよ。それが本

当に平等に。何て言うんだろう、もう課長になったからいいとは思っていないと思います。もちろ

ん厳しい立場ですから、上からも来ますし、行政からも、議会からも、町民からも来るわけですか

ら、その責任分野というのはあると思うのです。ただ、人事評価という制度を取り入れて行く中で

はそれぞれの、これは子供もそうなのですけど親を選べないと言ったらおかしいですけど、生まれ

た親に育てられて、その子の人格というのは出来上がってくるわけですよね。ですから、役所もそ
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の人間性だとか、馬が合うとか合わないとかと言うのは、もちろんそれは我がままなのですけども、

もしかしたら、いろいろな思いがあると思う、評価される側にも。私はそういう制度を用いるため

には、もしかしたらガラス張りで本当にどう評価されているのかというのは本人に全部通知される

と。同時に自分達が評価されたものが、そうしたら課長職はもっと人を育てなければならないわけ

ですから、本当に成長して行かないと人を育てるというのはすごい難しいことですから厳しい状況

にあると思うんですね。そういう相対関係をきちんとしていくともっともっと評価する側とされる

側という上下関係みたいなそんなものではなくて、やっぱり公務員というのは対等だと思うのです、

試験を受かって来た以上は。そういう中ではお互いに切磋琢磨できるような仕組みみたいなものが

あっていいんじゃないかなとちょっと思って聞いていたのですけども、その辺どうでしょうか。白

崎総務課長。 

○総務課長（白崎浩司君）  一番最初にご質問の中でありました、当然、人事評価制度、その一

つの目的の中の人材育成という部分がかなりウエイト入ってくると。その中で評価される側が今の

ご質問でありましたとおり、配属されて部署、それからグループ、自分が選べない上司、それによ

っても当然変わってくるだろうというようなお話、そのとおりだとは思います。それで今、現行の

中でやっているのはやっぱり自己申告です。概ね 3 年以上経過しますと自己申告を出していただい

て、やはり自分が携わりたい仕事、業務、これも自己申告で取るようにしていると。それから、自

由意見という部分の欄もありましてですね、やはりこれは直接その本人は所属の課長を経由しない

で直属の助役に出すようにしていますので、その中では制度としてという部下から上司を評価する

という制度にはなっていませんけども、やはりその自己申告書の中にはそういう思いと言いますか

ね、意見と言うか、そういうのは出てきます。ただ、今、制度としては確立していませんので他の

地方団体でもそうですし、学校でもありますよね、取り入れている所が。生徒から見た先生とかっ

てね。部下から見た上司、そういうこともですね、これはこの場でどうのこうのということはいえ

ませんけれども、当然先ほど言った労使検討委員会とかですね、そういう中でもたぶん出てくる話

かなというふうに思っています。先ほど触れなかったと言うか、斎藤委員さんの中でも評価すると

いうのは逆恨みとかそういうようなお話も出ましたけども、やはり信頼関係の中で評価する側と評

価される側が果たしてどう評価されているのか。そして、自分がどう評価者に努力しないと駄目だ

というように見られているのかと言いますかね、そういうことをやはりフィードバックして足りな

い点は努力すれというようなことでやって行かないと、お互いに付けたものの、これは俺を嫌って

いるから点数低いんだとかですね、お前がいるからおれは仕事が出来ないんだとか、そういうこと

がやはりこういうものを入れることによってギスギスしたものが出るというのは本末転倒な話なの

で、そういうことはやはり無くするような形と、評価される者と評価する者の関係もいきたいと。

当然、先ほど、この中にもありますけども自己評価というのもあるんですね。やはり自分としては

この部分は努力しているのだけれども、この部分はちょっと苦手なのだよなということと評価する

者がどう合っているのかというようなね、そういうことも。公表するということは皆に公表するの

ではなくて、その者に公表することですからね。その者とやっぱり十分話すとかですね、そういう

場面も当然必要になってくるというふうには思っています。 
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○委員長（吉田和子君）  今、12 時になりましたので。12 時 45 分にはここを出発して行きたい

と思いますので。登別市さんの方で実際に今やっていらっしゃいますのでね。また評価制度のやり

方も違うのかもしれませんけれども、一旦、勉強をしてきて、まだ質問があれば帰ってきた時点で

また委員会を開催したいと思いますので、そこでまた質問も受けたいと思いますので。行ったこと

で、また参考になって、ここで聞きたいことも出てくると思いますので、一旦、閉じまして昼食の

休憩をいたしまして45 分に出発して登別市で終わってから、また戻りまして、もし質問があれば行

いたいというふうに思っておりますので、それでよろしいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（吉田和子君）  じゃあ、そういうことで昼食の休憩に入りたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

休   憩      午後 12 時 00 分 

                                         

再   開      午後  3 時 41 分 

○委員長（吉田和子君）  それでは時間になりましたので委員会を再開いたします。先ほどは登

別市さんの視察、大変ご苦労様でした。今後まだ質問がもしあれば、午前中の引き続きの質問があ

れば担当の課長と主幹は控えていますので。どうでしょうか。もういいですね。じゃあ質疑がない

ということでしたら、所管事務調査として今後どう取り計らっていくか。今日はこれは白老町がこ

ういうふうに行うということの説明ではなくて、基本的な人事評価制度についての説明でしたよね。

それで登別市さんは冬の12 月の賞与に対しての評価ということで査定みたいな、勤勉手当の評価と

いうことで人事評価とはまたちょっと違っている部分があったのかなというふうに思いましたけど

も。そういう面を踏まえて今回この総務文教常任委員会として所管事務調査ということにはちょっ

と・・・。まとめなきゃ駄目なのですよ。本当は12 月までは引っ張って行けないので。委員会とし

ては、今日午前中に説明を受けたのは白老はこうやるということは何も無かったですよね。基本的

な人事評価制度のあり様についての説明でしたから、それを委員会として報告すると言った場合に、

こうあるべき、あああるべきということに。午前中の意見に評価する側の訓練だとか、そういう部

分ありましたよね、しっかりやってほしいとか。そういうようなことにしかなって来ないのかな。

こういうふうにやるという方向性は何も出ていませんから、それに対しては無いのですけども基本

的な考え方での評価はやっぱり上の人がして行くと、管理職がして行くということも含めて訓練の

あり方とか、それから人材育成・・・。はい、玉井委員。 

○委員（玉井昭一君）  今ね、登別の調査をして来たよと。で、登別はこういうふうにやって来

ていたと。悪い部分は無いかと思うけども、いい部分はあった、もし、あればこういう部分はそう

でなくした方がいいのではないかとかということがあればね、その報告をしつつ、白老も出来るだ

け早い内にすべきだなという感想を出すべきじゃないのかと思いますけど。 

○委員長（吉田和子君）  今回、1 回閉めて 9 月に報告した方がいいということになりますね。

今後どういうふうになるかわからないですけど、11 月が委員会の改正ということですので、その後

に引っ張るとしたら 9 月の所管はまた別に改めて決めるという形になると思うのですが。今回、視
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察をしてきたということも含めて人事評価のあり方ということについての委員会としての、税務の

方の関係はもう委員会まとめは出してありますので、あとは皆さんにそれでいいかどうか見ていた

だくということで。この人事評価についても、皆さんの方からこういう点はちょっと述べた方がい

いとか、さっき玉井委員がおっしゃったように登別では今こういう取り組みをしていると、そうい

うことではちょっと報告を中に入れると。他にはどうでしょうか。今日、午前中に勉強したことも

含めて。はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君）  登別さんの方でおっしゃいましたけども、アンケートを取っているとい

うことなので、報告をする中で白老町としても、また職員なり町民からのアンケートも取って、こ

の人事評価制度を導入した方がいいのかということについてのきちんとした町民の声とか、庁内の

職員の声をきちんと出してほしいということを述べてもいいんじゃないかなと思います。 

○委員長（吉田和子君）  はい、玉井委員。 

○委員（玉井昭一君）  先ほど僕ね、登別さんで話をしたでしょ。あの辺のことをやっぱり僕、

何て言うのかな、町民にお伺いを立てると言うかね。今、西田委員が言ったようにアンケートも必

要だと思うし、そのアンケートの中に僕が言ったようなことも入れるとかね。あるいは、僕がそう

やって話ししたようなことを理事者側がね、理事者と言うか、役場の人達がどういうふうに思って

いるのかなということを僕は白老町の役場の人にちらっと 1 回聞きたいのさ、本当はね。でも、さ

っき言ったような答えが出てくるなら何も意味無いけども。でも、基本的にどういう考えでいるの

かなということを後で聞いてみようと思うけどね。今は委員会だから僕はいいんだけども。課長に

でもちょっと聞いてみようと思うけど。そういうようなことがやっぱり根本的に大事なことになっ

てくると思うんだよ。ただ、人事評価したよと、登別さんで言えば、さっき言ったようにボーナス

がどうの、給与が変わる、そんなことはその次であってさ。目的意識というのは違うと思うのさ。

その辺のことを僕は出来れば報告書には書いていただきたなと思います。 

○委員長（吉田和子君）  今、玉井委員の意見というのは合併が今後あるというよりも職員の配

置とかそういう将来的な展望も含めて中でのものでしょ。そうなると、町の意見も聞かないとこっ

ちから一方的に。登別市さんでは出しましたけども、町の意見は何も聞いていないから委員会とし

ての報告をまとめる時に定員管理に関するものというのが人事評価とどう結び付けていくのかとい

うことを出して行っていいかどうかというのもちょっとある。はい、玉井委員。 

○委員（玉井昭一君）  ただ、僕、思うのはね、この人事評価は何のためにするかと。その根源

は、一つ例えばさっきの話は例挙げただけの話でいっぱいあるのだけど。要するに町民のために何

をするかということが根源だと思うのですよ。で、白老の町を発展させるのは当然だし。こういう

ことがいっぱいあるだろうけども、そういうことの根源のために人事評価はするのだと思うのだわ。

僕はそうだと思う。そうでなかったら何の意味も無いと思うんだよ。人事評価は何のためにやりま

すか、そうでないと。と僕は思うわけよ。だから、その辺のことをこれからやるんだから、白老は

まだやっていなくてね。その根源を、原点をこういう目的でするんだということを、目的意識をま

ずきちんと決めないとね。さっき言った、登別みたいな話になってきたのでは全然やった意味が無

いと思うんだよね。と僕は思うのです。これから徐々に直して行くのだろうけどさ、登別市もさ。
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そんなふうに僕は思って聞いてきました。だから、白老町ではそんなことするのではなくて、目的

意識をきちんと決めた中で白老の町をどうやったら発展するか、町の人達はどういうことを望んで

いるかね。そういうことを根源に僕はやって行くべきなんだと、こういうふうに僕は思っているけ

ど、人事評価自体が。 

○委員長（吉田和子君）  議長。 

○議長（堀部登志男君）  今の意見なのだけどね。人事評価は何のためにやるのかって、ここに

今日の資料の最初から五十嵐君がずっと説明した中でこういう時代背景なり分権社会になっている、

そういう背景の中で人事評価制度は必要なものだということでやるのであってですね。その辺に基

本があるのであって、一気に町民のためのどうのこうのという形、それから合併問題まで含めたね、

そこまでね、それが大前提だということには、それはちょっと飛躍しすぎじゃないかなと思うので

すね。純粋に考えて、今までの中から分権一括法が制定されて、それ以降の時代背景の中でこれか

らは人事評価ってね。特に課長からも言っていましたように、やる気になって一所懸命やっている

人には少しでも手厚く、まだあまり一所懸命でない人はやっぱりそれなりに今後一所懸命やっても

らうような方策を示していくような、そういう形でやる人事評価制度だと思うのですよね。だから、

その範囲の中でのまとめで僕はいいんじゃないかなと思うのですけどね。 

○委員長（吉田和子君）  2 ページの自治体の人事管理の中での 2 番目の経済成長の右肩上がり

の終焉ということで。この中にありますよね。結局、これを全部やっていくことが最終的な町民の

サービスの向上にも繋がりますし、職員の意識改革ということは全部町民の福祉サービスに対して

のレベルを上げていくということになって行くのではないかなと思うのですよね。だから、この中

にもありますけど、行政サービスや行政組織の見直しとともに定員管理、人件費のあり方も影響し

て行くのだと。自治体の役割が大きくなってきて、そこで働く職員の意欲・能力が発揮が求められ、

年功序列型を基準とする人事制度から能力・業績を基準とした人事制度への転換が必要だというこ

とは、今まで職員数の定員管理とかそういうことは行革の中でも、それから、そういうもの全部、

人数的なものは出ていますよね。そういうものを含めて行くと黙っていれば年功序列で定年制を用

いて行って、どんどん人員的なものは制限されますけれども、その中でやっぱり能力と業績を上げ

て行く、そういう方向性を見出すための意識改革を進めて行くということに繋がるのかなというふ

うには思っているのですけども。玉井委員。 

○委員（玉井昭一君）  それはもちろん分かるんだよ、そこまではね。だけども、仮にだよ、こ

れをずっと積み重ねて行って査定するよというのは最終まで行くわけでしょ、町長のところまで行

くわけだよね。最後はさ。で、その時に町長がその業績を判断する。それには、基本には町長なら

町長の目標を町長自身がまず発表するわけだから、その発表したものについて、どう働いてきたか

ということが人事評価になるわけでしょ。俺はそうだと思うのさ。だから、根本は町長が思ってい

ることを掲げて、目標を掲げて、その目標に向かって皆どういうふうに一所懸命やっているかとこ

うなると思うのです。そうすると目標は何かということになれば、今、僕が言ったことになると思

うのだよ。そこから始まらなかったら宙ぶらりんになるでしょ、考え方が。人事評価だけやったら

さ。ただ一所懸命働いているか、働いていないかだけやっているんじゃ庁舎内だけの話であってね。
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僕はそうではないと思うのさ。根本というのはやっぱり町長の政約なのかもしれないけどね。そう

いうことが根源にあって初めて、そのことにみんな勤勉に働いてきたかどうかということだと思う

のですよ。それが最終的なこの人事評価に繋がって行くのだと。だから、僕ははっきり言うのは、

町民が何を望んでいるか、白老の発展はどう考えているのかということを一所懸命やっている人が

人事評価段々上がっていくよと。僕はこういうふうに思っているのだけど。 

○委員長（吉田和子君）  今、2 ページのを読み上げたのですけど、3 ページの下の方にも人事評

価の位置づけということで、自治体の使命は住民福祉の向上、先ほども言いましたけど。もう一つ

は総合計画の実現を通して社会に貢献することということで、総合計画というのはまさに町長中心

に行政側が作ったものですよ。それを達成して行くために、それを進めて行くためにグループ制度

導入、機構改革をやり、そして、総合計画に則って次々やっていくわけですから。それを進めて行

くための人事のあり方、定員管理のあり方というのを。だから、これになるんじゃないかと思うの

ですけど。だから、さっき登別市さんで言ったような町村合併のことだとかということはまだちょ

っと触れられないのかなというふうに。ただ、やっぱり19 年度までの総合計画をどう進めて、町民

への福祉向上にどう努めるか、そして、定員管理をどうきちんとして行くのかという行革の絡みも

ありますのでね。それとやっぱり財政絡みもありますから、そういうのを含めて、そういう厳しい

中で人材を登用していくためには人事評価というのをきちんと基盤においてやっていくということ

になるんじゃないかなというふうに思うのですけれども。はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  午前中の説明と僕の質疑も含めてね、捉え方として僕は一括分権法が施

行された時にやはり先取りをしてね、やはりこういう場面がいずれは来るなということを僕は思っ

ていたのですよ。で、これはもう早急にやるべきだと。ただ、やる手段として結局積み上げてやり

たいということも理解出来るのですよね。やっぱり地公法という法律、人勧という勧告という 2 つ

の、要するに呪縛があるわけですから、非常にやりづらい、白崎課長の話もあったとおりジレンマ

もあると思うのです。ただ、今回、所管としてこれを調査項目に僕も提案した一人なのですけれど

も、僕はこのことについてやっぱり目的、さっき玉井委員が言ったように本来の根本的な理念は一

体どこにあるのよと。ということはやっぱり職員の意識の問題なのですよ。ということは、結局何

もしなければそのまま大枚のものをいただいて、それで終わるんだという守りに入っている体質を、

やはりチャレンジする体質に変えて行くということも僕は必要だと思うのですよね。それにこのシ

ステムが僕はそういう形にすべきだと考えている一人なのです。だけど、いろいろなことの積み上

げから行くと、やはり今の状況の中では相当時間がかかると。それにいろいろな部分なところで弊

害も出てくるだろうと。それで、やはりそれを評価した後の処遇も何らかの形で示さなければなら

ない、そういう考え方を示されました。だけど、これね、内部の話なのですよ。で、玉井委員も言

っているのは外部の空気を早く理解した中で自分達の評価も含めてシステム作りをすれということ

なのですよね。ちょっと抽象的な言い方なのだけども。だから、今回このシステムについての叩き

台は出来ているわけですから、考え方もしっかりしたわけですから、これにやっぱりバージョンア

ップして僕は早く進めるべきだと。で、やっているのですから、自己評価システムも。当然、今回

グループ制をやって、年次計画をそのグループ長が主として課長も入って、業務についてはもうや
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っているわけですから。そして、それを検証して、それを誰がやってどういう評価を得るんだとい

うシステムを作ってやらないと、やっている職員は、これでいいんだという人はいいんですけど、

やっぱり先を見て動いている職員にはやっぱり失礼な話だと、僕はそう思っているのです。そして、

処遇の問題というのは後からついてくる問題で。今日、登別に行ってもそう感じました、後でつい

てくる問題だと。上がるだとか、下がるというのは後でついてくるものであって、また、考え方は

やっぱり意識を持たせてもらう方法としてね。だから、相互インベントリーという 360 度の考え方

はここにも出ていますけど、登別はこの考え方で一応試行的にやっているみたいですけどもね。僕

は、これは功を奏しているのではないかなと思うのですよ。平準して、ちょっと評価をおかしくし

ていると言うけども、それはトレーニングだと思うから。それを段々やっていって、やっぱり自分

がマネージする力もつけて行くということをトレーニングしないと。今日、行ったから明日すぐな

るとは思わないけども。でも、このシステムは先進自治体としては、白老町は早急にやっぱり取り

組むべきだとそういう意見を付けてほしいなと思いますけども。 

○委員長（吉田和子君）  そうですね。人が人を評価するということですから、早急に、かつ慎

重に、そして、やっぱり職員も納得して、それが本当に仕事の反映に繋がるような方向性というの

をきちんと見極めて行かないと大変だなというのはちょっと感じたんですよね。今回のを通してね。

だから、評価訓練というのは登別はあまり、1 回で終わったとか何とか、あっさり言っていました

けど。その部分は私はやっぱりかなりね、先ほど皆さんからも出たようにすごく重点を置くべきじ

ゃないかなというふうには思うのですけれども。じゃあちょっと、あとは休憩にしてどうするかと

いうことで話し合いたいと思います。 

休   憩      午後  4 時 02 分 

                                         

再   開      午後  4 時 22 分 

○委員長（吉田和子君）  委員会を再開いたします。今、いろいろな意見が出ていましたけれど

も、一つお断りしておきたいのですが、この人事評価制度を総務課で出してくれたのは、今、総務

課がこうやろうという方向性ではなくて、人事評価制度について私たちが委員会として勉強したい

ということでこういうものを資料として出していただいたということですので、その辺を踏まえて

これを元に評価して報告するわけにはちょっと行かないというふうには思うのですね。ですから、

先ほどから何回も言うようですけれども、でも、この中から人事評価をなぜしなければならないか、

なぜこういう目的があるんだということは分かったと思いますので、その辺を含めて登別の視察を

したことを含めて報告、委員長と副委員長でまとめたいというふうに思いますので、それでよろし

いでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（吉田和子君）  で、後ほど皆さんにまた見ていただいて、意見がまたあればそれに付

け足して行きたいというふうに思いますので。まだ、ちょっと総務課の方も進んでいない状況の中

で私たちが先に所管として持ちましたので、大変辛い思いの中での資料だったと思いますので、そ

の辺は理解をいただいてやって行きたいなというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。 
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じゃあ、他にありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

                                          

     ○閉会の宣告 

○委員長（吉田和子君）  無ければ以上で所管事務調査を終了したいと思います。どうもご苦労

様でした。 

 

（閉会 午後 4 時 24 分） 


