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羅　針　盤

「テニスのまち」を代名詞に持つ白子町は、
340 面のテニスコートがほぼ 1 地区に集約され、
宿泊施設に隣接している利便性から、学生の合宿
や全国規模の大会が開催され、インターハイや国
民体育大会のソフトテニスの会場地として熱戦の
舞台にもなりました。

農業も町の基幹産業であり、県下第 2 位の生
産量を誇るトマトをはじめ、小ネギ、サラダ菜、
ガーベラの温室団地があり、近年は意欲ある青年
グループが環境制御技術を研究し、より高品質、
高収量を目指しての挑戦が始まっています。また、
長い歴史のある白子たまねぎも、甘くてみずみず
しいと品質が評価され人気が上昇。たまねぎ狩り
など新しい販路を開き、定年帰農者などにより栽
培面積も増えています。

我が町は、「笑顔　創意　夢のあるまち」をテー
マに、住む人も訪れる人も楽しいまちづくりを進
めています。2 月の桜祭りに始まり、チューリッ
プ祭り、たまねぎ祭り、南

な

白
ば

亀
き

川
が わ

イカダのぼり大
会など、誰でも参加でき楽しめるイベントが恒例

行事として定着しています。
町民と協働で進めるまちづくりの一翼を担う職

員には、イベントに参加し共に楽しみ連帯感を強
めるなど、常に現場主義を唱え、実践してもらっ
ています。

住民のニーズが多様化する昨今、円滑に行政を
進めるには、現場に出向き、直接会って話し、理
解し合うことが欠かせないと思います。自治会役
員等へ文書等を手渡しする「ひまわりメール」や
自治会長宅を定期的に訪ねて情報交換する「ひま
わりリベロ」（ひまわりは町花）もそのひとつで、
住民との接点を多くし、共に歩むことを大事にし
ています。「小さな町だからこそできる」を基本に、
今後も住民と職員と力を合わせ、きめ細かにひと
つひとつ丁寧に取り組み、心が通い合う魅力ある
まちづくりを進めていきたいと思います。

白子町長 　   林　　　和　雄

現場主義で心の通い合うまち

羅
針
盤
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特　集　「人事評価制度」特　集

特集『人事評価制度』
　平成 28 年 4 月から本格施行される、地方公共団体における人事評価制度の導入について特集し
ます。
　効果的な人材育成を図るため、導入の必要性や効果、また、評価制度活用の課題等について専門
的立場からご執筆いただきます。
　また、先進事例として各自治体の人事評価制度導入の効果、評価結果の活用例、課題等について
ご紹介します。

PART 1「人事評価と人材育成」
早稲田大学 政治経済学術院 教授　稲継　裕昭（いなつぐ　ひろあき）

　京都大学法学部卒業後、13 年間の自治体勤務を経て大学教員となる。姫路獨協大学助教授、大
阪市立大学教授・法学部長を経て 2007 年より現職。放送大学客員教授も務める。行政改革推進本
部専門調査委員、大阪府人事委員会委員、総務省人材育成等アドバイザーなど公職を多数歴任。公
務員制度改革担当大臣アドバイザーも務めた。専門分野は人事行政学・行政学・地方自治論。京都
大学博士（法学）。
　著書 『地方自治入門』（有斐閣）『自治体ガバナンス』（放送大学教育振興会）『プロ公務員を育
てる人事戦略１，２』（ぎょうせい）『現場直言！自治体の人材育成』（学陽書房） ほか多数。JIAM
のメールマガジンで、「分権時代の自治体職員」を連載中（国際文化アカデミーウェブサイトに掲
載）。『自治実務セミナー』（第一法規）で「Hiro's Cafe 今月のホープ」も連載中。　

PART 2「人事評価制度活用の課題」
東海大学 政治経済学部 准教授　　出雲　明子（いずも　あきこ）

　1976 年広島市生まれ。国際基督教大学大学院行政学研究科博士課程修了。東海大学政治経済学
部政治学科専任講師を経て、現職。専門分野は、行政学、公務員制度論。
　日本行政学会企画委員、総務省地方公共団体における人事評価に関する検討会委員、法務省政策
評価懇談会委員、相模原市外郭団体経営評価検討会委員長及び経営評価委員会委員、厚木市外部評
価委員会委員、大磯町行政改革推進委員会委員長などを務める。
　著書に『公務員制度改革と政治主導』（東海大学出版部）がある。

PART 3「茅ヶ崎市の人事評価制度について」
神奈川県茅ヶ崎市総務部職員課

PART 4「松川町の人事評価制度－10 年間の取り組みとその効果－」
長野県松川町産業観光課 課長 兼 人事評価制度 担当　　片桐　雅彦（かたぎり　まさひこ）
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「人事評価と人材育成」　 　PART 1

　　早稲田大学 政治経済学術院 教授　　稲継　裕昭

人事評価と人材育成

1. 地方公務員法改正と人事評価実施の法的義務性
　改正地方公務員法（平成 28 年 4 月 1 日施行）は、「人事評価」を「任用、給与、分限その他の人事管
理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上
で行われる勤務成績の評価」（第 6 条）と定義しており、①能力評価と業績評価の 2 本立てで行われる
べきこと、②任用、給与、分限等に反映すること、を規定している。
　すべての自治体のすべての職員に改正法の規定に則った人事評価制度が実施されることが必要である。
能力評価のみの勤務評定制度を漫然と継続している自治体においては、早急に業績評価の仕組みの導入
が求められるし、評価結果の反映を曖昧にしていた自治体においては、今後、給与や分限への反映をは
じめしっかりとした評価結果の反映が求められる。また、管理職のみに導入している自治体においては、
今後、対象職位の拡大が求められる。
　これまでも国からの「技術的助言」があったが、改正法の施行は法的意味合いを変質させる。評価結
果に基づかない勤勉手当の支給が争われた宝塚市勤勉手当等返還請求訴訟は原告（住民）側の敗訴で終
わっているが（平成 21 年神戸地裁判決）、その判旨をよく読むと改正法下では原告勝訴となる可能性
が相当高い⑴。また、マスメディアはじめ住民の監視も一層強くなるだろう。

2. 人事評価と人材育成
　このように、改正地方公務員法の施行は自治体に人事評価の実施を義務付けるとともに評価結果の
反映を的確に行うことを要請している。だが同時に人事評価による人材育成機能の向上もまた、法の
趣旨からは要請される。
　自治体の存在意義は、「住民の福祉の増進」（地方自治法第 1 条の 2）、つまり住民サービスの向上で
ある。さらに、「その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で
最大の効果を挙げるようにしなければならない」（同法第 2 条第 14 項）。人的資源であるリソースを
最大限動員して住民サービスの向上に努めることが求められている。住民は、職員のモチベーション
やモラールが最大限に引き出され良質の行政サービスが適切なコストで提供されることを強く望んで
いる。

１ 小西敦「人事評価実施の法的義務性（上）・（下）」『自治実務セミナー』平成 27 年 6 月号、7 月号
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　では、人的資源はどのようにすれば最大動員することができるのか。実は人的資源を開発するのは当該
職員自身である。「馬を水辺まで連れて行くことはできるが、水を飲みたがっていない馬に無理に水を飲
ませることはできない」といわれる。事情は人間でも同じである。
　人材育成の基本は「自学」（自己学習、自己啓発）である。自ら学び、学習し、成長する必要がある。
人が育つプロセスの本質は、本人が自ら学習する自学のプロセスである。人材育成のために周りの人間が
行い得ることは、その「自学」のプロセスに刺激を与えることである。その重要なツールが人事評価である。

出所：稲継裕昭『プロ公務員を育てる人事戦略―職員採用・人事異動・職員研修・人事評価』ぎょうせい、
21 頁。

　人事評価は、能力や仕事ぶりを評価して本人にフィードバックすることにより職員の能力開発、人材育
成を促す。人事評価のプロセスにおいて、目標設定や期末の評価における上司と部下の面談を通じたコミュ
ニケーション、職員による自己申告を通じた自己統制の役割は重要である。
　期初と期末に 30 分の面談を行うことにより、上司と部下の目標の共有、コミュニケーションの円滑化
が図られるとともに、評価者が個々人の状況把握や育成を意識するようになり、他方、被評価者は自分自
身の課題を考え、振り返りを行う機会が与えられる。組織業績を上げることに面談（期初面談、中間面談、
期末面談）は大きく貢献する。
　このように面談をはじめとする人事評価プロセスにおける様々な仕掛けが人材育成に寄与する。評価項
目やそこに記載されている求められる行動が職員にとっての行動指針になるとともに、上司と部下のコ
ミュニケーションがより活発になって職場研修（OJT）も日々進められることが期待されている。また、
評価結果を昇格、昇進へ反映させ、さらに給与に適切に反映することにより、人事評価のマンネリ化を防ぎ、
評価者にも被評価者にも緊張感をもたらして住民サービスに貢献する職場風土を導くことができる。

特　集　「人事評価制度」
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　このように人事評価はそもそもその制度設計に人材育成が組み込まれているものであるが、さらにそれ
をより深化させようとする取り組みも見られる。ここでは、職員研修と人事評価を連動している京都市の
例と、成長課題シートを用いて人事評価を人材育成につなげている富山県射水市の例を取り上げてみよう。

3. 人事評価と研修の連動〜京都市の事例
　京都市では、人事評価の評価項目に対応した研修メニューを
用意するとともに、評価者が被評価者に受講を促すように勧め
ている。
　京都市の主任級の能力評価の大項目（以下括弧内は小項目＝
行動評価着眼点）は、責任感（役割認識、意欲、コンプライア
ンス）、能力開発（知識技術、情報、自己研鑽）、組織貢献（ホ
ウレンソウ・確認、協調、活性）、方針遂行（市民感覚、コスト
意識、協力連携）、実務遂行（資料作成、説明、企画立案、調
整、関係構築、応対、作業確認、専門［実務遂行は以上の小項
目のうち 1 〜 3 項目を選択］）からなっている。これに対応した形でスキルアップ研修が用意されていて、
①政策形成力研修（実務遂行の企画立案に対応）、②ファシリテーション力研修（実務遂行の調整、関係
構築に対応）、③説明力研修（実務遂行の説明に対応）、④段取力研修（方針遂行のうちコスト意識に対応）、
⑤部下力研修、⑥思考力研修など、13 種類の研修が用意されている。それぞれの研修科目については、
対象、実施日、時間、概要のほかに、必ず、「人事評価対応項目」が書かれている。
　京都市人事担当局長から各所属長あてに発出された「人事評価制度に係る期初取組について（依頼）」
のなかの「目標設定の留意点」においては「人事評価項目に関連したセンター研修の受講推奨」が書かれ
ている。これは、目標設定面談の際、目標達成や能力向上に向けてスキルアップ研修や研修ガイドを活用
するように促すものである。つまり面談の際に、被評価者が伸ばす必要がある能力については、その評価
項目に対応するスキルアップ研修を受けるように、評価者が被評価者に勧めるように求められているので
ある。
　評価のサイクルごとに部下職員の育成について評価者に意識してもらうような仕掛けが組み込まれて
いる。

4. 成長課題シートによる能力の開発―富山県射水市の事例
　射水市は 1 市 3 町 1 村が合併して平成 17 年 11 月に誕生した。旧市町村の職員に統一的な仕組みが必
要であることから人事評価制度の構築導入を目指した。試行や研修、リハーサル試行を踏まえて平成 21
年後期から本格導入している。能力評価と業績評価を行って、その結果を任用、給与に反映している。能
力評価は簡易コンピタンシー方式を採用し、業績評価は目標管理システムを採用している。
　能力評価に関して、「成長課題シート」というものを併用している。能力評価の評価項目の中から自ら
の成長課題を具体的な目標として設定することにより、職場内外での具体的な取組を促し、求められる職
員像や自らが目指す将来像の実現に結び付けていくとともに、組織目標の達成や組織力の向上を図ってい
こうとしている。

「人事評価と人材育成」
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　成長課題シートでは、課題を、いつまでに、どのような取組をして、どれだけ能力の向上や具体的な行
動につなげていくかを記載する。自分の現状（強みや弱み）を把握するとともに、求められる職員像や自
らが目指す将来像を意識しながら、この 1 年間に特に取り組みたいことを設定し、スケジュールを考える。
能力向上の取組にとどまらず、業務の中で具体的な行動として表れるように、より具体的に設定していく
ことがポイントである。評価年度が終わった時点で達成状況を振り返り、評価者がそれにコメントをする。
一見すると目標管理による業績評価シートのように見えるが、課題としてあげるのは能力評価シートの評
価項目である。
　裏面には「評価期間中に受講した研修」を記入する欄が設けられている。そして、研修で学んだことを
踏まえて取り組んだ内容を書きこむとともに、その自己評価を行い、評価者は被評価者が受講した研修ご
とに、「研修活用度」として行動変化などを記入する欄を設けている。研修と人事評価は切り離されてしまっ
ている自治体が多いが、射水市では人事評価を利用して職員の成長を促す仕掛けを組み込んでいる。

5. おわりに
　人事評価は職員の間に差をつけることだけを目的とするものではない。限られた人的資源の有効利用を
図るため、その「人財」をいかに育成し、人的資源の最大動員を図るかということが最終目的である。
　人事評価制度の運用をはじめると、「評価すること自体」が自己目的化してしまう可能性があるが、そ
れは本末転倒である。大事なことは、何のためにこの制度を導入するのかを明確に意識し、常に振り返る
ことである。人事評価を早期から導入している先進自治体においては、常に制度を見直し、職員の期待に
沿った、また時代の要請にこたえた制度更新を怠りなく進めている。法律改正の趣旨を先取りして国家公
務員の人事評価制度に影響を与えたものもある。
　自治体の最終目標である住民サービスの向上に資する職員集団を築いて行くにはどうすればよいか、そ
のためには職員の人材育成をどのようにすればよいか、人材育成に連動した評価をどのように考えるか、
常に自問する必要があるだろう。原点に立ち返って、人事評価制度を構築し、運用を継続することが求め
られている。

参考文献：
自治研修協会監修・稲継裕昭著『パソコンで学ぶ地方公共団体の人事評価（平成 27 年版＜改訂版＞』
自治研修協会、2015 年 8 月
稲継裕昭著『評価者のための自治体人事評価 Q&A』ぎょうせい、2013 年
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　いよいよ人事評価制度の導入と結果の活用を求める改正地方公務員法の施行を迎える。筆者は、ここ数
年、国と自治体に関する人事評価制度の検討会で状況の把握に努め、自治体での研修を通じて制度と運用
上の課題をやり取りする機会を持った。団体ごとに導入や活用の段階は異なり、既存の労使関係や昇進試験、
給与制度との関係からも、多様な課題があることを理解した。本稿では、そうした活動の中で感じたこと
から人事評価制度の活用面での課題を中心に考えたい。

1．なぜ人事評価制度を導入し、活用するのか
　まず、人事評価の目的と照らし合わせた活用の方向性を考えたい。第一に、人事評価制度は、改正地方
公務員法が示すように人事管理の基礎に用いることを目的としている。人事管理とは、任用（採用、昇任、
降任、転任）、給与（昇格、昇給、勤勉手当）、分限などであり（地公法 23 条 2 項）、結果に応じた具体的
な措置（地公法 23 条の 3）には、処遇への反映、選抜への活用、人材育成の促進、分限処分の徹底など
がある。評価によって上位者、標準者、下位者を識別し、任用、給与、人材育成、分限などに反映してい
くことを意味している。これまでの公務の人事管理は、ポストに限りのある選抜は行われてきたが、その
他給与などの面では平等性が高かった。新たな評価制度の導入は、結果にメリハリをつけ、平等性を緩和
しようとする意図を持つ。
　第二に、人材育成への活用である。人事評価では面談が重視されており、評価者（上司）と被評価者（部下）
が目標の設定、自己評価、評価という各段階で会話し、相互に状況を把握する。評価者は、組織全体の目
標や個人の業務、これまでの職務経験に照らし合わせて被評価者に目標を示し、被評価者としても上司か
らみた自身の強み、弱みを知り、目標を見極め、面談や評価結果を今後の行動指針とする。面談を通じた
双方向のやり取りが仕事上のコミュニケーションを促進することも期待されている。第 1 の目的は処遇上
で差をつけることにつながるため、被評価者に抵抗や不信感が生じる可能性がある。そうした抵抗を緩和し、
無くしていくためには、評価制度を人材育成につながる運用とすることが重要となる。人材育成につなげ
るためには、被評価者が自ら学ぶ意識も重要だが、何より評価者の経験や技量が試される。
　これまでの人材育成は、OJT を通じて比較的年齢の近い者が指導者となり、属人的になされてきた面が
強い。しかし、近年、業務の繁忙や人材の偏在によって OJT が十分にできなくなっていると言われている。
人事評価制度は、評価者によって評価が異なりうるという面では属人性を持つが、公式な制度として評価
者が人材育成に責任を持つ仕組みである。人事評価制度は、OJT が機能していないと感じる場合に、それ
を補完し得る。人事評価結果の活用にあたっては、評価者による評価のブレを懸念する声が少なくない。

「人事評価制度活用の課題」　 　PART 2

東海大学 政治経済学部 准教授　　出雲　明子

人事評価制度活用の課題
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特　集　「人事評価制度」

目標管理型の業績評価では、個々人で目標が異なることから、その結果の評価となるとさらに不公平感を
感じるかもしれない。これらの懸念や不安は、人事課（職員課）が難易度などの調整を行い、制度を整え
ることで緩和されるが、やはり直接被評価者に接する上司が評価制度を理解し、人材育成につなげるため
の工夫をすることが制度の信頼性を高める。そのためには、日常の業務に加えて、部下の仕事ぶりを観察、
指導し、声掛けや記録の作成を行うといった評価に備えた日々の活動が求められる。
　第三に、正規職員は長期的な減少傾向にあり個人の業務量は増大し、市町村合併や地方分権により組織
の業務量も増大する傾向にある。少ない人手でより多くのサービスを展開していくために、業務の効率化
が不可欠となっている。とりわけ管理職の業務量負担が看過できない状況になっているのは筆者も見聞き
しており、評価制度の導入が負担になることは理解できる。しかし、少ない人手でこれまでと同じ業務量
を処理するためには、既存の人員の意識や能力を高める必要があるのもまた事実である。業務の効率化に
資するよう、人事評価制度をうまく利用していく思考も必要ではないだろうか。

2．評価結果をどのように活用するか
表 1　人事評価結果の活用状況

　評価結果の活用の範囲は広いが、表 1 のように進展状況は異なっている。平成 26 年 4 月 5 日の段階で
はあるが、能力評価と目標管理型の業績評価を実施している団体は、1,788 団体中 681 団体で 38.1% にと
どまっている。以前から評価制度に取り組んできた団体が中心であり、法改正の影響は含まれておらず、比
較する上での正確性は低いが、以下のような活用状況を知ることができる。なお、能力評価と目標管理型の
業績評価の導入率は低いが、勤務評定の導入率は 71.3%（1,788 団体中 1,275 団体）であり、表 1 で参考
値として掲載しているのは、これを母数とする実施率である。
　第一に、団体に共通して活用が進んでいるのは人材育成であり、次に配置転換である。人材育成は幅広い
概念であるため、具体的にどのような人材育成を行っているかは今後さらなる問いが必要である。上司がど
のような指導を行ったのか、面談の時間や態度、指導の影響、被評価者の受けた印象など、数年ごとにアン
ケートで把握し、人材育成につなげることが有効である。配置転換については、所属長や人事課（職員課）
が評価結果を参考に人事異動を行っているということであろう。希望異動制度との連携も有効となる。しか

都道府県 指定都市 市区町村

実施団体数 実施率 実施率（参考） 実施団体数 実施率 実施率（参考） 実施団体数 実施率 実施率（参考）

昇任・昇格への活用 37 97.4％ 95.7％ 18 90.0％ 90.0％ 469 75.3％ 74.0％
配置転換への活用 37 97.4％ 95.7％ 18 90.0％ 90.0％ 442 70.9％ 67.3％

降任・免職への活用 12 31.6％ 29.8％ 5 25.0％ 25.0％ 116 18.6％ 15.1％
人材育成への活用 37 97.4％ 93.6％ 20 100.0％ 100.0％ 536 86.0％ 70.8％

昇給への活用 22 57.9％ 76.6％ 12 60.0％ 65.0％ 259 41.6％ 52.0％
勤勉手当への活用 28 73.7％ 76.6％ 16 80.0％ 75.0％ 295 47.4％ 43.9％

（注）実施団体数は、能力評価と目標管理型の実績評価の実施団体であり、全体の 38.1％の団体である。
　　  実施率は、能力評価と目標管理型の実績評価の実施団体に占める割合である。
　　  実施率（参考）は、勤務評定を実施している団体に占める割合である。

（出典）総務省「平成 26 年勤務成績の評定の実施状況等の調査結果のポイント」（平成 25 年度の状況）をもとに筆者作成（一部省略）
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し、組織の人員構成から希望はかなえられないことの方が多く、それゆえ希望異動制度等を採用していない
団体も少なくない。人事当局は人事評価制度の導入に伴って、その他の人事管理も、組織の状況に応じて可
能な限り自発性を取り入れたものにしていく必要がある。
　第二に、最も活用が進んでいないのは降任・免職である。地方公務員法 28 条は、勤務実績が良くない場
合に降任・免職の分限処分が可能であると定めているが、勤務評定では本人への結果の公表が前提とされて
おらず、評価項目も明示されていないなど、分限処分の明確な根拠とすることには不安があった。法改正に
より人事評価制度が整備されることで、分限処分の適用が広がる可能性がある。2012 年に制定された大阪
市職員基本条例では、2 年連続最低の評価となった者が指導、研修を経ても改善されない場合、分限免職、
降任処分の対象とすることを定め、2015 年に初めて適用された。
　降任・免職処分には至らずとも、特に最下位より 1 段上位の評価（B を標準、D を最下位とする場合 C 評価）
を活用することは有効である。分限の契機となるため慎重な対応が求められるが、実態に照らして問題があ
り周囲も認識しているにも関わらず標準の評価が続けば、問題が放置されてしまう。短期的には、同じ所属
の者が想定以上の業務を抱え込んでしまい、組織の能率を阻む。異動等により一時的には蓋をされても、長
期的には同様に標準で評価される者のモティベーションを下げ、被評価者自身のメンタル問題を招く恐れが
ある。短期的には C 評価の付与による組織の混乱も予想されるが、より長期的な損失に目を向けるべきで
はないだろうか。ますます少人数での組織運営が求められるなか、人事当局および評価者の責任として、矯
正の機会を与えることが求められる。
　第三に、給与への反映で最も活用されているのは勤勉手当であり、昇給への活用には抵抗感があることが
見受けられる。勤務評定の実施時にはある程度活用されていたものの、能力評価と業績評価を実施した後に、
実施率が大幅に下がっている（表 1 の網掛け部分）ことも気になる点である。その他の項目では、都道府
県での勤勉手当の活用が減少しているのを除いて、新たな人事評価制度を導入することで活用の割合が上昇
しており、導入が活用の拡大につながっていることが伺える。
　国家公務員では業績評価の結果が勤勉手当に反映されている。業績評価が未整備の自治体では、能力評価
が反映されている可能性がある。能力評価は、これまでの勤務評定に近い、日々の業務を遂行するための基
本的な能力を測る評価である。それに対して、業績評価は、前述のように面談を通じた相互の目標管理を重
視する。筆者が確認した団体の業績評価の評価シートでは、能力評価と同じ形式での業績評価が散見された。
具体的には、目標が定められておらず、役職段階で共通の定性的な評価となっている、評価項目も能力評価
との類似性が高いといった評価シートである。役職段階での一律の評価項目は平等性は高いが、個々人の業
務を整理し、目標の達成度合いを管理することが難しくなる。
能力評価と同じ趣旨の評価であれば評価制度の形骸化を招い
てしまうのではないだろうか。個々人の目標を設定し、管理
することには人的コストがかかるが、形骸化に要するコスト
も考える必要がある。また、管理職は業績評価中心の評価制
度とする必要があるのではないだろうか。
　対照的に昇給では制度の導入が活用の減少につながってい
る。これまでは一律昇給を行っていたが、新しい人事評価制
度の導入後は昇給への反映を停止、または将来の課題とした

「人事評価制度活用の課題」
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ということだろうか。その他では実施率の高い都道府県、指定都市でも昇給への反映は抑制的である。昇給
への反映は、生涯賃金に影響を与えるため、短期での評価が一生影響を与え続けることへのとまどいが見ら
れる。また、自治体ではすでに最上位の号捧に到達しており元々昇給可能性のない（低い）職員も少なくな
い。国の昇給幅と同じ 8 号俸、6 号俸、4 号俸、2 号俸、0 号俸とするとこの問題が大きくなるため、緩や
かな昇給とすることも多く見られる。
　昇給、勤勉手当といった給与への反映では、給与原資の確保が必要となる。評価自体は絶対評価で行って
も、最終的には相対化を行い、大幅な人件費の増大につながらないようにしなければならない。国家公務員
では下位者の減少分を上位者に配分する方法が主に用いられたが、地方公務員では手当を主な原資とする場
合が多いと聞く。原資の確保は困難だが、ある程度上位者と下位者を選出し、メリハリのある評価制度とす
ることで、形骸化を抑制する必要があるのではないだろうか。
　

3．活用に向けた意識の改革
　筆者は、公務の現状をある程度知る立場にあるが、現実の公務における人材不足、業務の繁忙に対して驚
くことも少なくない。しかし、必ずしも住民からそのようにとらえられているとは限らず、民間企業の厳し
い労働環境との対比で過度の処遇を受け、受け身の業務となっているのではないかという考えも根強くある。
逆に、公務内では、意識のうえで評価制度への抵抗も強く、給与などへの反映となると逆にモティベーショ
ンを低下させるのではないかとの心配も指摘される。
　しかし、労働者の意識の変容も感じられるのではないだろうか。研修講師を務める中で、近年、若年の公
務員から人事評価の実施、なかでも処遇への反映を要望する意見を繰り返し聞くようになった。若年層に重
点を置く給与構造改革が進められてきたものの、給与カーブの立ちあがりにおける世代間の不公平感がある
のではないか。また、管理職でも人材育成に悩み、特に下位評価者にあたる者の指導のきっかけを求める声
も多い。人事評価制度は、人材不足を必ずしも補充できない状況において、組織の文化を変えて、組織の効
率化に寄与する数少ないツールの一つであると考える。
　これまで述べてきたように、評価結果を活用する上では、①評価者ができるだけブレのない評価を行うこ
とで制度の信頼性を高めること、②評価者が人材育成の責任を改めて認識すること、③人材育成につなげる
ために、面談の実態を把握すること、④ C 評価に相当する者の指導方針を明確にすること、⑤昇給への反
映時には給与制度全体での検討が必要となること、などを課題として述べてきた。少ない人員で組織の能率
を高めるために、また新しく組織に加入する若年層の意識から、さらには年代を問わず働き方を評価された
いという意欲に応えるために、人事評価結果が有効に活用されることを期待したい。

特　集　「人事評価制度」
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「茅ヶ崎市の人事評価制度について」　 　PART 3

神奈川県茅ヶ崎市総務部職員課

茅ヶ崎市の人事評価制度について

1．市の概要
　本市は、神奈川県の中南部に位置し、東は藤沢市、西は
相模川をはさんで平塚市、南は相模湾、そして北は寒川町
と接しています。面積 35.76 平方キロメートル、人口約
23 万人。東京から西に 50 キロメートルあまり、電車で一
時間程度の距離にあるため、高度経済成長期にベッドタウ
ンとして人口が急激に増え、現在も暫増傾向にあります。
　職員数は、平成 27 年 4 月 1 日現在で全体 2,062 人、そ
のうち、消防 242 人、市立病院 523 人、技能労務職 237
人です。

2．「人材育成基本方針」と「人事評価」
　まず、本市の人事評価制度は、「人材育成」を目的としています。導入当初から一貫しているその姿勢は、
地方自治体が常に抱えている課題、「財政難」・「職員数増加の抑制」・「仕事の増加」に対応していくためには、
人を育てていく必要があるからです。
　本市の人材育成は、平成 16 年 3 月に策定し、平成 25 年 1 月に改訂した人材育成基本方針に基づいて行
われており、当初の人材育成基本方針の中で、「がんばった職員が報われる」という組織環境の醸成のために、
人事評価制度の導入を位置づけました。
　平成 16 年には、医療職を除く担当課長以上において人事評価制度の試行を実施、平成 17 年に全職員に
本格実施しました。その後、平成 19 年に担当課長以上において、勤勉手当の成績率への反映、平成 20 年
に昇給への反映をしました。
　平成 25 年 1 月の人材育成基本方針（改訂版）では、「あるべき職員の姿」を「市民のために　経営感覚
を持ち　自ら考え　行動する職員」とし、その「あるべき職員の姿」に近づくため、職員一人一人が重点的
に伸ばすべき「能力」や持つべき「意識」を設定しました。また、職ごとの「果たすべき役割」を示し、職
員に自覚を促しています。

3．これまでの人事評価制度を振り返って
　本市の人事評価は、能力・意欲態度評価と業績評価（目標管理型）の 2 つを行っており、少しずつマイナー
チェンジを繰り返しながら運用されていました。

茅ヶ崎と言えば “ サザン ”。“ サザンビーチ ” では
Chigasaki の “C” がお迎え。天気がよいと小さく
“ えぼし岩 ” も見えます
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（1）評価者区分
　標準的な区分は右の表のとお
りとし、ほかにも職場に合わせ
て柔軟に設定しています。能力・
意欲態度評価及び業績評価とも
評価者区分は同じです。

（2）業績評価
　業績評価は、「チャレンジシート」という名称で実施し、各部、各課ごとに毎年度作成している「業務計画」（そ
の年度の組織としての業務目標）に向かって、職員個人がどのような活動を行うのかを個人の業績評価の目
標として設定することを基本としています。年度当初に目標を設定し、10 月に上半期の中間時点での達成
度を評価し、3 月に年度末の達成度を評価しています。評価結果は、担当課長以上の勤勉手当の成績率に活
用し、中間評価の結果は 12 月期に、期末評価の結果は 6 月期に反映しています。

（3）能力・意欲態度評価
　能力・意欲態度評価は、評価期間を通じて職務遂行の過程において発揮された能力・意欲が求める水準に
達しているかどうかを評価します。評価期間は、年度ではなく年で実施し、1 〜 12 月の一年間の評価期間
を振り返って実施します。評価結果は、担当課長以上の翌年 4 月の昇給に活用しています。

（4）評価結果の活用（担当課長以上）
・勤勉手当

　担当課長以上を対象に、成績区分ごとの人員分布率に応じて評価点の高い者から順に成績率を適用するこ
ととしています。成績区分は、「特に優秀」、「優秀」、「良好」及び「良好でない」となりますが、「良好でな
い」は基準点に満たない場合の絶対評価で決まります。「特に優秀」は当分の間使用しないものとしており、

「優秀」を 30% 以内で選出しています。「優秀」とされた職員に配分するための原資は、対象職員が 0.015
月分を出資することでまかなっています。

・昇給
　担当課長以上を対象に、昇給区分ごとの基準点を定め、評価結果を当てはめて昇給区分を決定しています。
昇給区分 A 〜 E のうち、C が標準で 3 号給ですが、A なら 8 号給以上、B なら 6 号給昇給します。

　地方公務員法が改正され、平成 28 年度からは人事評価制度を導入し、それを人事管理の基礎とすること
となりました。法改正の時点（平成 26 年 5 月）では、本市の人事評価は全職員に対して実施していました
が、給与等の処遇への反映は担当課長以上に留まっていました。
　法改正に合わせて人事評価制度の見直しに取り組むに当たっては、階層別の意見交換会や部長級職員
との意見交換を実施、人材育成基本方針の改訂時に実施した職員アンケートなども活用しながら、現行
制度の課題への対応を行う見直しに平成 26 年度から本格的に取り組み、新たな人事評価制度へと再構築
しました。

被評価者 一次評価者 二次評価者
部長級 － 担任の副市長
課長級 直属の部長級 担任の副市長
課長補佐・担当主査級 課長級 直属の部長級
主査以下・行政職（2） 課長補佐・担当主査級 課長級
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「茅ヶ崎市の人事評価制度について」

＜従来の制度の課題＞
・職員が人事評価を負担と感じている
・評価目線のバラツキや現場に出ている職員の評価など、被評価者の不安への対応
・勤勉手当、昇給への人事評価結果の反映が、担当課長以上に留まる

4．平成 28 年度に向けての人事評価制度の見直し
　人事評価制度の見直しに当たっては、人事主管課である職員課が事務局となった人事評価システム検討会
議で検討を行いましたが、消防職、医療職、技能労務職においては、その職の特殊性から、別に検討を行う
必要があるとして、それぞれに部会を設置して検討を実施しました。検討会議、そして 3 つの部会で検討
するに当たっての方針、次の 3 つを柱とした見直しを行うものとしました。
①　従来の制度をベースにした、公平性・納得性・透明性を高めた制度設計とすること
②　評価結果を分析し職員に不足している能力・問題点を精査した上で、分析結果を研修にリンクし人材

育成に繋げること
③　頑張った職員を評価し、その結果を処遇に反映することにより、モチベーションの向上・組織の活性

化を図ること

　その結果、平成 28 年度からの制度は、従来の制度と変更しない点も多くあり、評価者区分も変更せず、
スムーズな新制度への移行ができるようにと配慮しています。また、業績評価については、現行制度と考え
方は変更していませんが、運用を続けていく中で目標設定の大切さなど、職員の意識として薄くなっていた
ものをマニュアルに丁寧に記載するなどして対応しています。

（1）評価者区分
　評価者区分は、従来の評価と同様ですが、確認者を新たに設置することとしました。確認者は、2 次評価
者の直属の上司とし、例えば、主査以下の職員の 2 次評価者は、課長であることから、確認者は部長とな
ります。確認者は、職員の昇給・昇格・勤勉手当（成績率）を決定する重要な役割を担い、部局全体を見渡
し、部局内でのバランスを取りながら確認をし、必要があれば 2 次評価者に再評価を指示します。
　また、1 人の評価者が評価する人数が多い場合など、評価者が日常の勤務状況を確認することが困難な場
合等に評価補助者を置くことができるようにしました。被評価者との日常業務を通じて、評価者の指示に基
づき、業務内容・達成目標欄の点検、評価者への情報提供等を行います。

（2）総合評価
　業績評価と能力・意欲態度評価の 2 つの評価を実施することは変更していませんが、評価期間を 4 月〜
9 月と 10 月〜 3 月に合わせることとしました。両方の評価を組み合わせて、評価期間に発揮された能力と、
その結果達成された業績を合わせて評価することで、職員の負担を軽減するとともに、総合評価点を算出す
ることにより、一方の評価のみでは測定しにくいものも含めて、より正確に把握することとしています。そ
の算定割合については、職位が高い職員ほど業績を重く、一般の職員については、能力・意欲態度を重く見
るものとしています。
　また、評価期間の統合に合わせて昇給月を 4 月から 1 月に変更します。
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（3）能力・意欲態度評価の人材育成基本方針とのつながりの強化
　平成 28 年度からの人事評価制度には、人材育成基本方針で求めている「能力」「意識」を人事評価の評
価項目とリンクさせ、また職ごとの「果たすべき役割」の水準に達しているかどうかを基準として評価を実
施することをマニュアルに明記するなど、より一層人材育成基本方針とのつながりを強めています。

（4）評価結果の活用
　全職員の人事評価結果を処遇へ反映します。処遇反映の仕方は、従来の担当課長以上での実施方法を基本
的に踏襲しますが、管理職は、基準点以上であれば優秀者として選定される絶対評価とし、その他の職員に
ついては、従来のとおり相対評価となります。

・勤勉手当
　全職員を対象に、成績区分ごとの人員分布率に応じて評価点の高い者から順に成績率を適用することとし
ます。成績区分は、「特に優秀」、「優秀」、「良好」及び「良好でない」となりますが、「良好でない」は基準
点に満たない場合の絶対評価で決まります。「特に優秀」は当分の間使用しないものとしており、「優秀」を
30% 以内で選出します。「優秀」とされた職員に配分するための原資は、対象職員が 0.015 月分以内を出資
することでまかないます。

・昇給
　全職員を対象に、優秀者選定の候補となる基準点を定め、基準点以上の職員のうちから評価グループ（基
本的に部単位）ごとに 30% 以内で優秀者を選定し、昇給区分を決定します。昇給区分 A は当分の間使用し
ないものとし、一般職員については、昇給区分 A 〜 E のうち、C が標準で 4 号給ですが、B なら 5 号給昇
給します。管理職の昇給幅は従来のとおりです。

 （5） 苦情相談・苦情処理
　これから、全職員の処遇への反映を実施していきますが、これまで以上に苦情が多く出てくることが想定
されます。そのため、従来からの苦情処理体制に加え、苦情相談の制度を設けます。苦情処理は副市長を委員
長とした職員人事評価運用委員会が設置されており、書面での申し立てが必要となりますが、まずは苦情相談
を人事主管課に申し出てもらい、そこで解決できなかった事案を苦情処理として取り扱うものとしました。
 

5．よりよい制度にするために
　平成 28 年度から新たな制度になりますが、これからもずっと制度は続いていくことから、常によりよい
制度へと改善をしていく必要があります。平成 28 年度においては、4 月〜 9 月の上半期の評価を実施し、
その結果を 12 月の勤勉手当へと反映しますが、その後、実際に評価を実施しての意見を吸い上げるアンケー
トを実施する予定です。そこで得られた職員の意見は、来年度からの人事評価につなげるとともに、評価者
の研修にも活用していくことができると考えています。
　人事評価は、制度がどのようなものであっても、結局は運用する職員の心構えや意識、そして、職員間の
コミュニケーションによるものが大きいものですので、今後も職員課は運用する職員をサポートするよう、
制度について検討を常にし続ける姿勢を保ち続けていきたいと思います。
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「松川町の人事評価制度－10 年間の取り組みとその効果－」　 　PART 4

長野県松川町産業観光課 課長 兼 人事評価制度 担当　　片桐　雅彦

松川町の人事評価制度
　　－ 10 年間の取り組みとその効果－

1．長野県松川町
　松川町は、長野県の南部、中央アルプスと南アルプスに囲まれ、天竜川が流れる伊那谷に位置し、くだも
の栽培 100 年の歴史ある果樹農業を基幹産業とする人口約 13,200 人の町である。組織は 10 課 26 係、職員
数は 112 人で、消防、ごみ処理等については広域行政（1 市 13 町村）が担っている。職員平均年齢は 38.7
歳で全国平均より約 3 歳若く、人口 1,000 人当職員数は類似団体内で一番少ないという職員体制となっている。

2．人事評価制度導入の経過
　松川町では、地方分権時代に対応した人材の育成及び行政サービスの向上を目的とし、人事評価制度を導
入することとし、平成 18 年度より試行運用を開始した。制度設計に際しては、辻琢也一橋大学大学院教授

（地方公共団体における人事評価制度研究会座長［総務省］）に指導いただき、先行実施団体の制度を基本に、
小規模団体に適合させるよう若干アレンジを行っている。担当職員一名（兼務）体制で取り組み、コンサル
タントへの委託は一切行っていない。
　導入に際しては、職員の不安に配慮しつつ、確実に実施するため、管理職と職員組合役員（オブザーバ参
加）等で構成する職員人材育成推進委員会により制度検討を行い、職員アンケートや数多くの説明会を実施
し、情報共有と意見聴取の機会確保に努めた。給与等へ反映されるという緊張感無くして精度の高い運用は
得られないと考え、19 年度に本格運用へ移行している。

3．制度と運用の概要
　当町の人事評価制度は、地方公共団体における人事評価制度研究会［総務省］において、未導入団体等へ
の参考例として提供されている「数値化方
式」（同研究会平成 26 年度報告）と基本的
に同じ仕組みである。目標管理による業績
評価と、減点方式を基本とする能力評価の
二本立てによる、職務の業績を重視した人
事評価制度である。被評価者の自己申告を
起点とし、直属上司の 1 次評価と、そのま
た上司の 2 次評価、さらに上司を確認者とし、
複数の者が評価に関わり、評価期間は、4 月
から翌年3月までである。【図１：年間フロー】

【図 1：年間フロー】
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（1）業績評価【図 2】【表 1】
　業績評価については、年度当初に課毎の組織目標と個人目標の設定を行う。組織目標は、課毎に 5 〜 10
程度、個人目標は、担当業務全体を分割して 4 〜 6 の年間業務目標を設定。個人目標と組織目標をリンク
させることで、個人の成果が組織目標の達成へとつながるよう設計されている。
　目標ごとに、難易度を年度当初に決定し、年度末に 5 段階の達成度により評価する。難易度・達成度ともに、
被評価者の自己申告を踏まえ、面談を通じて上司が決定する。各目標の難易度及び達成度をマトリクス表【表
1】に当てはめ、ウェイトを乗じて点数を算出する。合計点数が業績評価点となる。

（2）能力評価【図 3】
　能力評価は、職員に求められる能力について具体的な指標や事例を予め示し、該当する事実や行動につい
て減点を行う方式を基本としている。現在までに「企画実行力」「チームワーク」などの加点項目を増やし
てきている。

【表 1：業績評価点マトリクス表】
　　　　 達成度
難易度 　　　　

T1
[ 大きく上回る ]

T2
[ 上回る ]

T3
[ ほぼ達成 ]

T4
[ 下回る ]

T5
[ 大きく下回る ]

N
[ 未実施 ]

A [ 更に難しい ] 100 90 80 50 20 0
B [ 難しい ] 90 80 65 40 15 0
C [ 標準 ] 80 65 50 30 10 0
D [ 標準未満 ] 70 55 40 20 5 0

【図 2：業績評価記載例、係員】
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（3）面談と評価者研修
　上司と部下による面談を年 4 回（「目標設定時」「中間フォロー時」「期末評価時」「評価結果伝達時」）行
うこととし、お互いの共通認識が図られるようにしている。面談を重要視し運用してきた結果、評価結果に
対する苦情相談はほとんどない。制度研修は、評価者研修も兼ね年 2 回実施している。

（4）バラツキ等の調整
　課長毎のバラツキ（甘辛）等を、点検調整する機能として、調整会議を実施している。現在は、会議形式
ではなく副町長課長面談時に総務課長が同席し、勤務状況等資料を補足資料とし、職員の健康面の確認を含
めて行っている。

（5）最終評価とフィードバック
　業績評価と能力評価の合計点（総合評価点）を、上位評価区分につい
ては基本的には相対的に、下位については総合的に判断し、区分基準点
を定め最終評価（5 段階）を決定する。面談を実施し、全ての評価シー
トを直接フィードバックしている。

【図 3：能力評価シート記載例、係長】
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（6）評価結果の分布状況
　評価結果の分布状況につ
いては、正規分布に近い状
況が続いている。小規模人
数の職場では、互いに業績
と能力を実感しやすい環境
があるため、実態により近
い厳格な目標設定や評価が
得られやすいと考えられる。

4．評価結果の活用
　評価結果の給与等への活用については、上位の職位から段階的に取り入れてきている。

（1）勤勉手当成績率及び昇給への反映【表 2】
　勤勉手当成績率への反映は、前年度の評価結果を、当該年度の
6 月及び 12 月の勤勉手当へ反映させている。全体から 2％引き
下げた率を標準とすることで、上位区分への原資を確保している。
　昇給への反映は、前年度の評価結果を当該年度の 7 月成績昇
給に反映させている。ともに、上位職位から段階的に導入し、現
在では、6・5 級（課長）、4 級（係長）、3 級（主査）までを反
映対象と拡大している。

【図 4：分布のグラフ】平成 26 年度評価点の分布状況

最終評価
区分 昇給幅 勤勉手当

成績率 人数割合 総合評価
基準点

【5】
（最上位）

6 号
0.727

（標準＋ 10％）
職位別に上位 10% 以内の職員

（ただし右記基準点以上の職員に限る）
110.00

超

【4】
（上位）

5 号
0.694

（標準＋ 5％）

職位別に【5】及び【4】を合わせて、上位30%
以内の職員

（ただし右記基準点以上の職員に限る）

110.00 以下
106.00 超

【3】
（標準）

4 号 0.661
上記（【5】、【4】）以外の職員で、右記基準点以
上の職員

106.00 以下
97.00 超

【2】
（下位）

2 号
0.627

（標準－ 5％）
上記（【5】～【3】）以外の職員で、右記基準点
以上の職員

97.00 以下
90.00 超

【1】
（最下位）

0 号
0.594

（標準－ 10％）
右記基準点未満の職員 90.00

以下

【表 2：平成 26 年度勤勉手当及び昇給への反映基準】



クリエイティブ房総　第 91 号 19

（2）昇任試験と昇格
　平成 18 年度より課長及び係長の昇任試験制度を導入し、22 年度より「直近複数年分の人事評価結果」
を選考基準に加えている。また、本年度より 2.3.6 級への昇格にも反映させている。

（3）勤務成績不良による分限処分等
　複数年下位評価に止まる職員に対しては、平成 22 年度より、一定期間フォローアップをしてもなお改善
されない場合に、降格等の分限処分を行うよう要綱を定め運用している。
　一方、本人希望の降格制度も導入し、これまでに複数の職員がこの制度を活用し降格している。

5．制度導入の効果
　職員へのヒアリング結果から得た導入効果の一部を紹介する。

（1）目標管理による業務改善
　「総合計画と課係、自分の仕事の関連付けや立ち位置が判り、成績うんぬんでなく、仕事の進め方を確認
し改善することができる。」「目標を設定することで達成に向けた業務意識の改善意識につながっている。」「目
標達成するために責任を持って業務を管理、実施していく職員が増えてきた。」「目標管理を通じて上司から
の支援が受けられ人材育成につながっている。」

（2）面談によるコミュニケーション
　「制度導入前に比べ、注意深く職員の仕事内容や生活状況等を観るようになった。」「普段なかなか話す時
間が取れなくても、必須としている面談により「上司の思い」を「部下の悩み」を聞く機会が持てる。」

（3）緊張感と奨励によるモチベーションアップ
　「正直あまり仕事していないのではないか ? と不平等さを
感じる職員もいるが、上司に評価されているということで、
気持ちの引き締めを図ることができている。」「成果の上がら
ない部分については、噂でなくはっきりとした事実関係が報
告される。」「仕事への正当な（良い）評価が得られることは、
やはりうれしく励みになる。給与等へ反映されることで更に
意欲が増す。」

「松川町の人事評価制度－10 年間の取り組みとその効果－」

区分
課長（10 人） 係長（24 人） 主査（23 人） 計（57 人）

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
【5】 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
【4】 3 30.0% 8 33.3% 4 17.4% 15 26.3%
【3】 7 70.0% 16 66.8% 17 73.8% 40 70.1%
【2】 0 0.0% 0 0.0% 1 4.3% 1 1.8%
【1】 0 0.0% 0 0.0% 1 4.3% 1 1.8%

【表 3：平成 26 年度：評価区分毎の分布状況】
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特　集　「人事評価制度」

　以上のように、「業務改善」「コミュニケーションの向上」「モチベーションアップ」を効果に上げる声が多い。
　一方で課題として、「評価のために仕事をしてしまう職員がいるのではないか。」「ルーティンワーク中心
の職場では必要性が感じにくい。」「バラツキの是正や上司能力の向上」といった課題も挙げられている。

6．運用を進める上での今後の課題
（1）人事評価制度の目的の共有
　目的は、単年度では「業績を公正に評価し給与等へ反映させること」にあるが、長期的に見れば「人材を
育成し強い組織を作ること」にある。そのためには、「運用から見えてくる職員の強みと弱みを、適材適所
の組織配置にどのように生かすことができるか」「評価結果をどのように昇任に反映させるか、どのような
人材を管理監督職へ充用していくのか」が重要になってくる。職員全員の力を 120％引き出していくため、
キャリアデザインのイメージを組織内職員間で共有していくことが求められている。

（2）評価者訓練と制度の改善
　評価者は、特に重要な役割を担うため、評価者訓練等を充実していくことが求められる。評価者同士の意
見交換、お互いに悩んでいる点や苦労している点、疑問点などを相談する機会を持ち、評価者自身が職員の
力を最大限引き出すための制度改善に取り組むことが必要である。また、同時に職員アンケートやヒアリン
グ等を実施し、職員の声にしっかりと耳を傾けることも継続して実施していく必要がある。

　人口減少高齢化時代の地方自治体においては、人事マネジメントは最重要課題であり、その中心となる人
事評価制度については、実効性のある運用が求められている。今後も、自治体間の情報共有の機会に積極的
に参画し、人事評価制度の改善運用に取り組んでいきたい。
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　八千代市立中央図書館は市民ギャラリーとの複
合施設で、「学び・憩い・集い・情報の場」をコ
ンセプトに生涯学習の拠点施設として、平成 27
年 7 月に開館しました。子育て世代から高齢者、
障がいを持つ方にもご不自由・ご不便なく利用い
ただけるよう諸室等を概ね 1 階に配置するととも
に、免震構造を採用するなどし、安全・安心に配
慮しました。
　また、閲覧席数も 350 席と県内 2 番目の数を
誇っております。閲覧席は本市のシンボル的存在
の新川を一望できる「川の読書席」をはじめ、館
内に点在し、多世代が混在利用できるよう配慮し
ております。学習室も学校のクラス単位で利用で
きる「グループ学習室」をはじめ、「学習室 1・2・
3」、「研修・会議室」、「個室」など、用途に合わ
せ利用できるよう設置しました。
　このうち、「研修・会議室」につきましては、
乳幼児とその保護者を対象とする「託児サービス」
の実施も視野に入れて整備したところです。
　本市は若い世代を含め、人口増加が続いている
ことから、子育て世代の図書館利用の拡大と児童・
生徒の読書離れの回避が中央図書館の大きな役割
と考え、乳幼児や保護者の方等のための「ほっと
コーナー」や「こどもテラス」の設置、子どもの
成長に合わせ利用できる「おはなしのへや」、「グ
ループ学習室」、「ティーンズコーナー」と流れる
ように諸室を設けております。そして、一番広い
学習室である「研修・会議室」を託児サービスの
場にも兼用できるよう配置したのです。「研修・

会議室」については、水・木の週 2 回、午後 2
時 30 分から午後 7 時までを中学生・高校生専用
の時間帯とするなど、中学生・高校生の居場所に
配慮した運営を行っているほか、「ほっとコー
ナー」や「こどもテラス」と行き来できるように
してあり、「児童エリア」とも繋がりを持たせて
おります。これらにより、今まで図書館を利用し
づらいとされていた乳幼児の保護者の方にも気軽
に来館していただけるものとなったと自負してお
ります。
　市のそのような考えをくみとった指定管理者の
オーエンス・TRC グループより「無料ショート託
児サービス」の提案がありました。
　「無料ショート託児サービス」は、生後 6 か月
から、未就学児を対象に火・水・土曜日の週 3 回、
午前 10 時から午後 2 時まで実施するものです。
現在、1 日 15 名ほどの利用があります。
　また、当該サービスと併せて、9 月より月 1 回、
読み聞かせやわらべ歌、保護者同士の交流補助、
感染予防の説明と図書館の除菌ボックスの紹介、
手洗いソングなどを行う「育児コンシェルジュ」
も導入しております。
　今後、無料ショート託児サービスで保育を受け
た乳幼児が、小学生・中学生・高校生、社会人、
ひいては高齢になっても、自然と継続して中央図
書館に来館していただけるような魅力あふれる場
所としていきたいと考えております。

【 問い合わせ 】生涯学習振興課
　☎ 047—481—0309

八千代市

生涯学習部 生涯学習振興課

八千代市立中央図書館
無料ショート託児サービスの導入

無料ショート託児サービス
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　本町の有害鳥獣対策を取り巻く状況は、近年
イノシシやシカなどの野生鳥獣による農作物被
害が深刻化しています。平成 17 年度から平成
26 年度までの 10 年間での被害額総計は約 3 億
円で、そのうちイノシシによる被害が約 7 割と
なっています。
　このような農作物被害の一般的な背景として、
生息域の拡大、狩猟者の減少・高齢化、耕作放
棄地の増加、過疎化・高齢化等に伴う人間活動
の低下が指摘されていますが、本町では耕作放
棄地の増加が特に深刻な問題となっています。
その面積は、農林業センサスによれば平成 22 年
には 71ha でしたが、平成 27 年には 132ha と 2
倍近くに増加、これが更なる被害を招くという
悪循環に陥っています。
　このように、野生鳥獣による農作物被害は被
害額として現れる数字以上の影響を及ぼしてお
り、私たちの農村環境の維持に大きな支障をき
たすまでになっています。
　また、これら野生鳥獣の駆除を行う従事者に
おいては、従事者数は 85 名となっておりますが、
その平均年齢は 64.8 歳（80 歳以上 3 名、70 代
26 名、60 代 36 名、50 代 11 名、40 代 8 名、
30 代 1 名）と、将来的に捕獲の担い手の不足が
懸念されています。
　町では、これまでも狩猟免許取得に対する支
援として、取得に係る経費を補助することで従
事者の確保を目指してきましたが、高齢などを
理由に従事者をやめる方も徐々に増えており、

現状維持が精一杯で増え続ける有害獣に対して
捕獲が追い付かない状態となっています。
　そこで、これらの問題を解決する方策を庁内
で議論したところ、町内居住者の確保が厳しい
のであれば、都市住民らを巻き込んで捕獲の担
い手確保ができないかという声が上がり、国の

「地域住民生活等緊急支援のための交付金」を活
用して、本町の地方創生先行型事業の一環とし
て実施することになりました。
　この狩猟エコツアーは、獣害を逆手にとって、
担い手確保のためのきっかけづくりのため、都
市住民に対し鳥獣被害の現状・対策の苦労を知っ
てもらい、里山保全に対する意識醸成を図る取
組みを展開しています。
　プログラムは、「けもの道トレッキング」、「解
体ワークショップ」、「ジビエ料理ワークショッ
プ」の 3 コースです。
　第 1 弾は「けもの道トレッキング」で、地元
猟師の案内を受けながら里山でイノシシのわな
猟を疑似体験するコースで、3 回実施した後、大
好評のため 2 回を追加開催しました。このトレッ
キングは、町の東部にある「横根集落」を会場に、
千葉県農林総合研究センター暖地園芸研究所　
主任上席研究員　植松清次氏による座学研修を
行ったあと、地元猟師集団「横根ワナ組合」に
よる捕獲の現場を紹介するものです。

　参加者した県内の女子大生は「すごい山道を
歩き、泥だらけになり大変だったが、わな免許

鋸南町

地域振興課

―捕って、捌いて、食べる
　　　　農村集落の魅力発信―
新たな担い手の確保へ

「狩猟エコツアー」

地域情報

けもの道トレッキング
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県内情報

や猟銃の免許を取りたいので、いい経験になっ
た」と話しており、狩猟や有害鳥獣捕獲の魅力
を紹介することができたと考えています。
　第 2 弾「解体ワークショップ」は、宇都宮大
学雑草と里山の科学教育研究センター　講師　
小寺祐二氏、農林水産省の農作物野生鳥獣被害
対策アドバイザー　有泉大氏（山梨県西八代郡
市川三郷町）を講師に 2 回開催しました。
　午前中は「捕殺・解体」や「衛生管理」に関
する課題についての座学研修で、参加者は講師
の興味深い話に耳を傾けていました。
　午後からは大

お お か た び ら

帷子地区にある作業施設に移動
し、「箱わな」で捕獲したイノシシを捕殺すると
ころから解体まで実習に取組み、参加者は大変
満足した様子で帰途につきました。

　続く第 3 弾の「ジビエ料理ワークショップ」
は特定非営利活動法人日本ジビエ振興協議会理
事長　藤木徳彦氏を招き、2 回開催。神奈川県か
らの参加者は「イノシシやシカ肉はにおいが強
いと思ったけれど、それほどでもなく親しめる」
と話し、ジビエ料理を堪能していました。
　この狩猟エコツアーは、3 コースであわせて 9
回開催され、延べ 1,150 名の申込みがあり、大
変好評を得ています。さらに参加した 239 名の
なかには、実際に担い手として協力したいと申
し出る方もおり、将来の担い手候補者として大
きな期待を寄せているところです。

　また、参加者の 4 分の 1 程度は東京都や神奈
川県など県外からの参加で、狩猟や里山に魅力
を感じ参加したという方や、都会では味わえな
い農村の風景に価値を感じている方が多く、こ
のツアーの実施を通じて地域の魅力を再発見・
再認識することができました。
　さらに、このツアーは、単に狩猟や有害鳥獣
捕獲の担い手確保という一義的な目的に留まら
ず、今後はこれをきっかけにボランティアによ
る里山整備などで更に都市住民との交流の促進
を図り、鋸南町に移住してもらうことが終局的
な目標と考えています。
　「狩猟エコツアー」は、来年度も今回の実施結
果を踏まえて、さらに内容を充実させて実施す
る予定です。皆様のお申込みをお待ちしており
ます。

【 問い合わせ 】地域振興課地域整備室
　☎ 0470—55—4805

解体ワークショップ
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地域情報

　2010 年、国土交通省が発表した地価公示で地
価が上昇したのは全国で 6 地点だけ、うち 2 地
点が、当時人口約 4 万人の長泉町。
　地価高騰や人口増加など他地域にはない特徴か
ら、少子化を克服した「奇跡の自治体」という見
出しで大衆週刊誌に掲載されるなど、メディアか
ら注目された時期がありました。
　これだけ注目を浴びる自治体でありながら、町
の知名度が低い現状を認識し、長泉町を知って欲
しいという気持ちが生まれました。

　長泉町は昭和 30 年代から工業化が進み、豊か
な財政基盤をもとに昭和 40 年代後半から子育て
支援に取組み、医療費助成制度を先駆的に実施し
たことから、静岡県では ” 子育てするなら長泉 ”
というイメージが定着しています。
　新年度からは長泉町を含む周辺 6 市町が、長
泉町の充実した子育て支援策「長泉方式」を採用
し、” 子育てしやすい地域 ” を発信する取組がス
タートします。

　こうした他地域にない ” 子育てするなら長泉 ”
というイメージを活用し、更なる町のイメージ
アップを図り、” 住みたい町から、住んで良かった、
住み続けたい町へ　” へつなげていくためにタウ
ンセールス事業を展開しました。

　この「長泉 Mamarazzi（ママラッチ）」はソーシャ
ルメディアを活用して、子育て中のママ目線で子
育て世代に向けた情報を発信していく取組です。
　ママラッチはママとパパラッチの造語で、平成
25 年 11 月から活動を開始しました。第 1 期生
は 30 代を中心とした 7 人。

静岡県長泉町

産業振興課

「長泉町ってどこにあるの？
大都市ならわかるけど、
どうして長泉町？」
この電話から

「長泉 Mamarazzi（ママラッチ）」
が誕生しました。

長泉ママラッチ 1 ～ 2 期生
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県外情報

　活動に先立ち、ブログやフェイスブックの基本
操作をはじめ、記事を書く経験がないので、読み
やすい記事の書き方や写真の撮り方、取材の方法
など、養成講座全 5 回を開催しました。

　発信する情報はグルメやショップ、イベント、
育児ネタ、子育てサービスなど 7 つのテーマにつ
いて、ママラッチ自身が取材します。養成講座を
受講しているので、基本的に記事内容はママラッ
チの自主性を尊重しています。

　タウンセールスの一環として始まったママラッ
チの活動は、全国規模で高い注目を集めることに
なりました。
　広報でもなく、こども支援部署でもなく、産業
振興課が担当する取組が県内新聞社、テレビ局はも
とより全国紙の新聞紙面でも紹介され、ワールド
ニュースでも特集されるなど長泉町を知ってもら
うという当初の目的は十分な成果をあげています。
　また、担当するのは産業振興課。小さな子ども
連れでも行ける店舗やイベント情報などが発信さ
れ、地域の活性化にもつながっています。

　このママラッチ事業が好スタートをした背景に
は、子育て世代が多い町だからこそのニーズが
マッチしたことによる ” 共感 ” が大きいと感じて
います。

　町外からの転入が多い長泉町で、子育てママ目
線の情報は、子育てに孤独だった女性から「ママ
ラッチの情報により外に出て、人と関わる機会が
増えた。」といった声も聞かれ、自分も同じ境遇
の子育て女性を支援したいとママラッチ第 2 期生
で活躍する方もいます。　　
　現在、長泉ママラッチは第 1 期生 7 名、第 2
期生 7 名の総勢 14 名で活動しており、これから
第 3 期生の募集に入ります。3 月には、長泉ママ
ラッチメンバーが企画、取材、編集を全て行った
冊子「Welcome ! Nagaizumi Town 2016」が創刊
されます。

　イベント情報、遊び場や店舗情報など、長泉マ
マラッチメンバーによる情報発信で、町職員が初
めて知ることもあり、自分たちの地域にまだまだ
知らないことがあることを思い知らされます。
　行政と住民の連携した取組から得るヒントを行
政施策へ反映できるように庁内連携を図ることが
次の課題であり、こうした意欲的な人材がまちづ
くりの輪を広げ、町の賑わい創出につながること
を期待しています。

【 問い合わせ 】長泉町産業振興課
　☎ 055—989—5516

長泉ママラッチ取材の様子 長泉ママラッチ養成講座
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伊藤綜合法律事務所　弁護士　伊藤　義文

優先抵当権が設定された不動産の差押えと無益差押えの関係
東京高等裁判所平成 27 年（ネ）第 5228 号、平成 26 年（ネ）第 5951 号・平成 27 年 3 月 18 日判決

（原審）静岡地方裁判所浜松支部平成 24 年（ワ）第 737 号・平成 26 年 9 月 8 日判決（判例時報 2246 号 81 頁）

（Ａ）本件不動産には、本件徴収金の法定納期限等よりも前に本件優先債権を
被担保債権とする抵当権設定登記が経由されている。国民健康保険料第 79
条の 2、地方自治法第 231 条の 3 第 3 項により、公課である国民健康保険
料と抵当権の被担保債権との優先関係については、地方税法第 14 条の 10
ないし国税徴収法第 16 条が準用されることとなり、国民健康保険料の法定
納期限等以前に当該財産に抵当権の設定登記がある場合には、その抵当権
の被担保債権が国民健康保険料に優先することになる。

Ａは収税課長、Ｂは収税課職員

（事案の概要）
　Ｙ市は、Ｚが国民健康保険料を滞納したとして、平成 16 年 7 月 23 日に土地 1 筆、建物 1 棟（以下「本件不動産」
という。）に対し、滞納処分に基づく差押えをした（本件差押え）。本件差押え当時、差押えに係る地方団体の徴収金（以
下「本件徴収金」という。）の最も早い法定納期限等は平成 14 年 9 月 2 日、その合計額は 425 万 5506 円であった。
　Ｚは平成 22 年 7 月 22 日に死亡し、相続人の存否が不明であるとしてその相続財産は相続財産法人（Ｘ）とされ（民
法第 951 条）、平成 23 年 7 月 8 日に家庭裁判所により相続財産管理人としてＷが選任された。
　本件差押えの時点で、本件不動産には本件徴収金の法定納期限等以前に登記され 2 件の抵当権設定登記があり、
Ｚの死亡時における前記の抵当権の被担保債権（以下、「本件優先債権」という。）の元金は 1928 万 0702 円であっ
た。これに対し、平成 24 年ころの本件不動産の価格は、高くても 678 万円程度であった。
　Ｗは、本件不動産を競売手続によることなく売却（任意売却といわれる。）しようと考え、Ｙ市長に対し、平成 24
年 8 月 7 日付内容証明郵便等により、本件差押えが無益差押えに該当し、Ｙ市長には国税徴収法第 79 条第 1 項第
2 号により解除義務が生じているとして本件差押えの解除を求めたが、Ｙ市長はこれに応じなかった。
　その後、本件不動産は競売に付され、平成 25 年 7 月 3 日に競落者が売買代金（305 万円）を納付したことによ
り移転した。
　競売事件の係属中の平成 25 年 2 月 5 日にＹ市長はＸの本件不動産以外の不動産（別件不動産）を滞納処分によ
り差し押さえ、その後に同年 5 月 25 日に本件不動産の差押を解除した。
　Ｗは別件不動産を平成 25 年 7 月 5 日に任意売却により売却し、当該売却代金の一部から、本件徴収金の全額を
納付した。
　Ｘは、遅くともＷが差押登記の抹消を求めて一定期間が経過した平成 24 年 9 月 7 日には本件差押えを解除すべき
であったにも関わらず、その義務を怠った違法があるとして、Ｙに対し、本件不動産の任意売却予定価格（平成 25
年 5 月 2 日付の買付証明書にある 570 万円）と競落価格（305 万円）との差額 265 万円が損害であるとして、国家
賠償法 1 条に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。
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（Ｂ）そうすると、本件不動産の価格が高騰したりしない限り、本件不動産が競売
された場合の配当は見込めないことになりますね。国税徴収法第 79 条第 1 項第
2 号は、「差押財産の価額がその差押えに係る滞納処分費及び差押えに係る国税
に先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を超える見込みがなくなったと
きは、差押を解除しなければならない。」と定めて、無益差押えの場合の解除義
務を定めています。本件差押えは、差押時点ですでにこの無益差押えにあたるの
ではないでしょうか。

（Ａ）そうとも言えない。例えば、本件優先債権の債務者が、これを弁済していくことによって債権額その
ものが減少し、いずれ債権額が本件不動産の価格を下回ることも想定されるので、本件差押時点の状態だ
けで直ちに無益差押えに該当するということはできないと思われる。条文上も「見込み」となっているね。

（Ｂ）ただ、本件ではＺが平成 22 年に死亡してしまい、相続人が明らかでないとしてＷが相続財産管理人
に選任されています。したがって、相続人等による弁済は考えられず、Ｚの死亡以降、本件優先債権が弁
済によって減少していくことはないと思います。

（Ａ）確かにそのとおりではあるが、本件の判決は、「差押が継続している時点から差押財産が強制換価され
るまでの間に、その価格が変動する可能性が存在し、また優先債権の合計額も弁済、放棄、任意売却のた
めに優先債権の債権者が抵当権の被担保債権の範囲の減少に同意するなどして減額される可能性」がある
として、国税徴収法第 79 条第 1 項第 2 号に基づく差押えを解除すべき義務が発生するには、「このよう
な可能性を十分に考慮しても、なお、差押財産が強制換価される時点において、その価額が優先債権を超
える見込みがなくなったと認められることを要する」とした。

　　その上で、平成 24 年 9 月 7 日以降、本件不動産について、本件優先債権者の同意を得て任意売却が行
われる具体的な可能性があったと判断した。任意売却を実施するためには、本件優先債権者が本件優先債
権額を任意売却が可能になるまで、本件不動産の抵当権の被担保債権から除外して、残存被担保債権額の
支払いがあれば、抵当権を解除することに同意する必要があり、認定された事実から、その同意を得る具
体的な可能性があったとされている。

　　そして、このような可能性がある以上本件不動産の価格が本件徴収金に係る優先債権の合計額を超える
見込みがなくなったとは認めるに足りないとして、Ｙ市に差押えを解除しなかったことについて違法はな
いとした。

（Ｂ）実務上、時効中断等を目的として、法定納期限等で優先する抵当権設定登記のある不動産に対し、滞
納処分による差押えをすることがありますね。その後の任意売却にあたって、滞納処分に基づく差押登記
の抹消を受けるために、競売手続によれば配当が見込めない地方団体の徴収金の一部を、いわば「判子代」
として納付して、差押登記を抹消することがあります。本件の判決を前提とすれば、このような場合であっ
ても滞納処分による差押えし、そのまま待つということが常に可能ということになるのでしょうか。

（Ａ）本件判決では、任意売却による本件徴収金の一部について支払がある具体的可能性があったことを考
慮して、本件徴収金がその一部についても回収の可能性がなかったとまでは認めるに足りないことから国
税徴収法第 79 条第 1 項第 2 号の要件を満たさないと判断をしている。そうすると、任意売却の具体的可
能性がない場合、本件判決の論理のみによるのであれば、差押解除義務を否定することは難しいとも考え
られる。

自治判例情報
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　「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が平成
27 年 6 月 26 日公布されました。この法律は第５次地方分権一括法と呼ばれるものであり、平成 26 年か
ら導入された提案募集方式により、地方公共団体等からの提案等に基づき検討された地方公共団体への事
務・権限移譲や義務付け・枠付の見直し等について、関係法律の整備を行うために 19 法律を一括して改
正するものです。事務・権限の移譲は、国から都道府県、都道府県から指定都市になされるものがほとん
どですが、今回の法改正の中でも広く市町村に関連のある改正点のうち主だったものを紹介したいと思い
ます。
　最初に、建築基準法関連の改正について触れたいと思います。これまで市町村が建築主事を設置しよう
とする場合には知事に協議し、同意を得る必要がありましたが、改正後は同意が不要となり、協議のみで
設置できるようになりました（建築基準法 4 条 3 項）。また、建築審査会委員の任期は、これまでは建築
基準法で全国一律に２年とされていましたが、本改正により、国土交通省令の基準を参酌し、独自に条例
で定められるようになりました（建築基準法 83 条）。このような改正により市町村が自主的な建築行政に
取り組みやすくなるようにするとともに、委員の任期を条例で定められるようにすることにより、委員の
確保等地域の実情に応じた建築審査会の運営ができるようになります。
　また、農地の転用については、これまで国に権限のあった 4 ヘクタールを超える農地についても都道府
県に許可権限が移譲されることになりましたが、市町村の中でも農林水産大臣が指定する市町村は、都道
府県と同様に農地転用許可の権限を有するとする改正がされました（農地法 4 条）。指定市町村になるた
めの手続としては、市町村の申請に基づき、①優良農地を確保する目標を定めること、②農地転用許可等
を基準に従って適正に運用すると認められること、③農地転用許可制度等に係る事務処理体制が整ってい
ると認められることといった基準に適合するものについて農林水産大臣が指定市町村として指定すること
になります。このような制度により、地域の実情に応じた
主体的な土地利用を図ることができるようになるととも
に、農地転用許可制度運用において市町村の果たすべき責
任も増すことになります。
　建築基準法及び農地法に関するこれらの改正は公布の日
または平成 28 年４月１日から施行されています。どちら
の改正も市町村の主体的な取り組みを可能にする改正であ
ることから、各市町村における新しい制度の活用が注目さ
れるところです。

明治学院大学法学部　准教授　山本　未来

第５次地方分権一括法について
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写真で見る

　酒々井町は千葉県の北部、東京都心から 50 キロメートル圏内に位置し、東京や成田国際空港への交通の便に恵
まれた、住みやすい町です。町域面積19.01平方キロメートルの県内で2 番目に小さな町の中に、鉄道路線 3 線と4 駅、
東関東自動車道酒々井インターチェンジなどがあり、最近では大型商業施設や温浴施設が建設され、高品質なコン
パクトシティとして生活基盤の整った、非常に暮らしやすい便利な町へと発展してきました。
　また、明治 22 年 4 月1日の町制施行以来、今年で 127 年目を迎える“ 日本で一番古い町 ” でもあり、千葉県の
県名の由来となった豪族 “ 千葉氏 ” の本拠地であった、国指定史跡「本佐倉城跡」や、成田山新勝寺を参詣する参
拝客で賑わった「酒々井宿」等、歴史や文化的な魅力にあふれています。
　町では、5 月の中旬に「しすいハーブガーデンまつり」、6 月に「順天堂大学寮祭裸まつり」、11 月に「酒々井ふる
さとまつり」など、年間を通じ様々なイベントが開催されています。ぜひ一度お立ち寄りください。

“ 日本で一番古い町 ”

酒々井町

酒々井町推奨品　天然地下水「しすいの水」左：町マスコットキャラクター「井戸っこ（しすいちゃん）」
右：本佐倉城マスコットキャラクター「勝っタネ！くん」
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「酒の井伝説」
   町名 “ 酒々井 ” の由来となった井戸の伝説です。酒好きの父親のために、仕事で稼いだお金で、毎日酒を買って
いた孝行息子が、ある日酒を買うことができなかったときに、井戸から酒の香りが漂ってきたので、ためしに汲んで
みると、とてもおいしいお酒だったという伝説に基づいています。

「しすいハーブガーデンまつり」

　毎年５月の中旬に、町の施設である「しすい・ハーブ
ガーデン」で開催しています。花盛りを迎えたハーブ
の香りの中で、ハーブ製品の販売などを行っています。

「酒々井ふるさとまつり」

　毎年１１月に開催しています。
　町内で生産された農産物の共進会や、新鮮野菜、農
産物加工品などの各種即売会、つきたて餅の販売、卵
のつかみ取りやとん汁の無料配布など家族みんなで楽
しめる催し物を企画しています。

〒 285-8510
　印旛郡酒々井町中央台 4-11 　酒々井町役場
　TEL 043-496-1171（代）
　http://www.town.shisui.chiba.jp

「酒々井の獅子舞」
　毎年４月に上岩橋地区、７月に墨地区と馬橋地区で
行われる獅子舞です。上岩橋地区と馬橋地区のものは
町指定無形民俗文化財に墨地区のものは県指定無形
民俗文化財に指定されています。

国指定史跡　「本佐倉城跡」町名の由来　「酒の井の碑」



　今号の特集テーマは、本年４月から本格実施となる「人事評価者制度」についてです。
　専門家の方からは、この制度の必要性、評価結果の活用方法について、先進地からは、取組事例につ
いて寄稿していただきました。
　ご多忙のところご寄稿をお願いいたしました皆さまには、ご協力をいただき心からお礼申し上げます。
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◆  白子チューリップ祭り ◆

　本格的な春の訪れを告げる「白子チューリップ祭り」。
　白子町役場東側の花の広場（52a）には、16品種77,000本のチュー
リップが咲き誇る。
　遊休農地を活用し、土に親しむ機会と住民交流の場をつくることを
目的に始まった事業で今年が23回目。オーナー制になっており、個人
オーナーは1区画（1.8㎡）に球根60球（1,000円）で植付けや除草な
ど自分で管理する。団体オーナーは13㎡の区画に5色900球（1万円）
でデザインを作り植え付ける。デザインどおりに咲いたかどうか団体
模様植えコンテストも行われる。
　チューリップ祭り期間中は、自由に鑑賞でき、最終日には農産物や
花の販売等のイベントが行われる。

□第23回白子チューリップ祭り
　4月2日（土）～10日（日）
　※イベント  4月10日（日）10：00～15：00（小雨決行）

今号の表紙（白子町）


