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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】
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（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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　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。


