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平成２２年度第４回石狩市行政改革懇話会議事録 

 
日 時：平成２３年２月２２日（火）１４：００～ 
場 所：石狩市役所５階第２委員会室 
出席者：次のとおり 
 

委  員 職  員 

役職 氏  名 出欠 所 属 氏  名 

会長 辻  正一 ○ （事務局）総務部長 川又 和雄 

副会長 松尾 拓也 ○ （事務局）総務課長 細川 修次 

委員 永山 隆繁 ○ （事務局）総務課職員担当主査 幸田 孝仁 

委員 能村久美子 ○ （事務局）総務課職員担当 古屋 昇一 

委員 浅井 秀樹 ○   

委員 太齋 敏子 ○   
委員 向井 邦弘 ○   
委員 今中 健男 ○   

 
傍聴人：なし 
 
【辻会長】 
 “大変お待たせ致しました”という感じですが、第４回の懇話会を開会致します。本日

は、事務局から提出されました「職員を活かす職場づくり」について審議します。中間の

休憩を含め、概ね１７時終了を目途に進行いたして参ります。 
 
 さて、本日審議されます「職員を活かす職場づくり」につきましては、第１回の懇話会

で私から幾つかのお願いを致しました。第１点は「たたき台」の提示、第２点は「石狩市

人材育成基本方針」など諸制度についての現状認識、第３点は検討資料の余裕ある提出、

第４点は懇話会提出前に実施当事者である「部長・課長の理解」を取りつけた上で懇話会

に提示してほしい、と言う４点であります。そこで、まず、事務局から、本日までの経過

を含めて、これらのことについて簡単にご報告をいただきます。 
 
【事務局：細川課長】 
 ご説明に入る前に、第４回行革懇話会の開催が予定よりも遅れましたことをお詫び申し

上げます。 
 それではこれまでの経緯をご報告致します。まず第１回の懇話会を７月７日に行い、そ

の後９月３０日、１１月２２日と３回開催しております。１回目の懇話会の中で、今年度

の行革懇話会については、人材育成基本方針の重点取組項目としまして２点ほど案を提示

しまして、みなさんのご意見を承りたいとご提案させていただき、了承を受けております。

その後、この２点の重点項目を内部で検討致しまして、本年１月１９日に内部組織であり
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ます行政改革フォローアップ委員会の中で、部長連絡会議や主管課長会議で意見を聴いた

方が良いということになりましたので、それを踏まえ、１月２８日に部長連絡会議、２月

４日には主管課長会議を実施し、事務局案に対するご意見をいただいております。意見の

内容につきましては、今回の審議が進む中でのご質問等の際にお答え致しますが、事務局

案に対して全てが OK という意見にはなっておりません。ですが事務局と致しましては、
いろいろな反対意見等があったとしてもこの方針を取り進めたいというように考えており、

過日、理事者にもその旨を報告いたしまして、今回の懇話会にご提案をさせていただく次

第でございます。 
以上がこれまでの簡単な経緯でございます。 

 
【辻会長】 
有難う御座いました。事務局と致しましては最大のご努力を戴いたものと認められます。

委員の皆さんにはご意見もあろうかと思いますが、それは、この後の時間に譲りまして、

引き続き提出されました「職員を活かす職場づくり」について、資料により事務局から説

明をいただきます。 
 
【事務局：幸田主査】 
～ 職員を活かす職場づくり（人材育成基本方針に基づく重点取り組み事項）の説明 ～ 
 
【辻会長】 
有難う御座いました。では、委員の皆様からただ今の説明に対しての質問なり或いは疑

問に思う点、感想でもよろしいのでご発言いただきます。ここでは、ただ今の説明につい

て確認しておきたいと言うことが御座いましたら質問していただきます。一通り発言いた

だいた後、取り纏めて事務局から回答を戴くこととします。 
では何方からでも結構ですから、どうぞ、ご発言ください。 

 
【永山委員】 
 １点目は４Pの人事カードが新規ということになっていますが、今までは人事記録カード
というものは無かったのでしょうか？ 
 ２点目に５Pの意識改革の問題ということが触れられていますが、意識改革への研修とい
うのは行っているのでしょうか？ 
 ３点目に管理職につきまして、役職名でいうとどこからが管理職といっているのでしょ

うか？ 
 ４点目に現行の人事評価の方法はどのようになっているのかを教えていただければと思

います。 
 
【松尾委員】 
 確認も含めてなんですが、まず２Pの新規採用職員に関しまして、概ね６年間で企画・管
理・市民部門など３つの部門を経験させるということですが、この期間というのはいろい

ろな部署を経験してもらって本人の適性等と見極める期間ということでしょうか？ 



 3

 ２点目に、６Pに人事組織戦略会議というものがありますが、今の時点でイメージしてい
る内容を教えていただきたいと思います。 
 ３点目に８Pの人事評価試行の検証の部分について、部長と課長のヒアリングをされてい
るとのことなので、もう少し詳しく内容を説明いただければと思います。 
 ４点目に平成２３年度に管理職に対して勤勉手当への反映を含めた試行を行うとなって

いますが、これは実際に試算も行うというイメージなのか教えていただきたいと思います。 
 
【向井委員】 
 まず７Pの国と道の勤勉手当ですでに評価を行っているということなのですが、これにつ
いて手法などもう少し詳しい内容を教えていただきたいと思います。 
 ２点目に８Pの試行の評価をする人は誰なのかを教えていただきたいと思います。 
 
【松尾委員】 
 すみません。１点追加なのですが、現状とこれからの管理職の評価というか、今までの

石狩市の管理職はこのように推移してきて、課題があるから今後は評価をして変えていき

たいという、勤勉手当メリットシステム導入の理念になった部分だと思うのですが、どう

いう課題があって、今後管理職をどうしていきたいのかというのを確認させていただきた

いと思います。 
 
【太齋委員】 
 ４Pの管理職が作成する異動内申調書の基準を設けるとなっているのですが、この中に管
理職の個人的な感情が入らないようにすることはできるのでしょうか？ 
管理職の一方的な意見になってしまうといったようなことが無いような確認を誰かがす

るのでしょうか？ 
 
【辻会長】 
大変有難う御座いました。まだあるようですが、ここらあたりで一度切りましょう。で

は、事務局からお答えいただきます。大変深い質問ばかりですが、出来ましたら端的にお

答えください。 
 
【事務局：細川課長】 
 それでは、それぞれの質問に対しまして簡単にご説明いたします。 
まず、永山委員からのご質問にありました、人事カードが今無いのかということに関し

ましてですが、現在は人事記録を総合的に管理するものはありません。現在、学歴や職歴

を確認する履歴書があり、今回の人事カードはそれに加えて研修履歴や賞罰、人事評価結

果等の個人の情報を一つにまとめて管理できるものにし、人事の適正化を図るということ

をひとつの目的としております。 
 
【辻会長】 
人事記録についてのお尋ねは、別に採用のときの記録や履歴の記録があるのか、という



 4

ことを尋ねているのでは無く、今回の施策に関連した意味での記録は今まではなかったの

ですか、ということです。どうか、回答は質問の意味を踏まえて端的にお答えください。 
 
【事務局：細川課長】 
 了解しました。 
 ２点目の研修制度があるかというご質問についてですが、これは毎年度研修基本方針を

人事所管で作成しそれに基づいて必要な職員研修を行っております。 
 ３点目の、管理職の範囲でございますが、課長職以上が管理職となっておりまして、課

長、次長、部長がこれにあたります。一般職としましては、主査職、主任職、主事職とな

っております。 
 ４点目の現行の人事評価の方法についてですが、これまでも人事評価という形式ではあ

りませんが、例えば職員を課長に昇格させる、どこに異動させるということになりますと、

異動内申調書を各所管から提出してもらい、そこには、職員の事務執行の正確性や柔軟性、

迅速性などが記載されておりますので、それを基に異動や昇格を行っております。 
 
次に松尾委員のご質問にありました、新規採用後の６年間で３部門を経験させるという

のは本人の資質の確認ということかとのことですが、そのとおりでして、加えていろいろ

な部門を経験させることで、将来の中堅職員として育成していきたいという趣旨でありま

す。 
 ２点目の人事組織戦略会議の現時点での考え方ですが、各所属から今のところ部長職が

良いのか、課長職が良いのかということも決めておりませんが、代表の者を集めましてそ

の部内における人事配置・組織上の問題点を戦略会議の中で議論して、例えば時間外勤務

が非常に多い部局については、改善のためにどのような方策が必要かなどといった事につ

いて戦略会議の中で検討していき今後の組織の在り方、人員配置の在り方を示していきた

いと考えております。 
 それから、平成２３年度に管理職に対して勤勉手当への試行の反映についてですが、委

員のおっしゃられたとおり、評価を基に実際に５段階評価を行い勤勉手当の試算を行おう

と考えております。 
 次に、これらの評価を導入するにあたった理念についてですが、単に勤勉手当に格差を

付けるだけが目的ではなく、本市の場合では、目標管理制度を導入いたしますので、職員

が目標を作って目標を達成するというモチベーションを持ってもらうということがひとつ

の大きなテーマと考えております。 
 
向井委員のご質問にあった国や道の評価方法の詳細については、細かく説明していきま

すと相当な時間を要しますので簡単な説明になりますが、国や道は目標管理制度の他に能

力評価制度を取り入れた２本立てで評価を行う制度となっております。 
 
太齋委員の異動内申調書に関するご質問についてですが、一般職に関しては、課長職が

それぞれの職員の勤務態度や能力等の調書を作成して部長職に報告し、部長職は課長職の

調書を作成し副市長に報告するというような制度でございまして、調書内容に全く個人的
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な感情が入らないかと言われますと、それぞれ個人の考え方や捉え方がありますので難し

い部分であるとは思いますが、こういったものを補完するためにも人事評価制度を用いな

がら適正化を図りたいと考えています。 
 
【辻会長】 
有難うございます。今の回答に対してもご意見があろうと考えますが、この後の意見交

換の中で頂戴致します。 
 
少し時間がありますので、私からも追加してお尋ね致します。先程の何方かの質問への

回答で触れられるかと考えていましたが、触れられませんでしたので、関連して少し深堀

りしてお尋ね致します。それは、「人事執行の役割の明確化」についてです。いろいろ説明

されましたが、いままでとどの点がどのようの変わるのでしょう。結局は変わらないので

ないか。資料のどこかに「見た目より意識改革だ」と言う説明がありましたが、「意思改革

せよ」と言えば意識が変わるのでしょうか。「総務部と各部長との役割は現在でも区分され

ている」とのことですが、資料の６ページの３行目に「各部長は担当配置をすることがで

きる」とあります。「担当配置をする」ではないのです。「できる」というのは「何か特別

のときにはできる」のであり、原則は「部内の担当配置も総務部が発令する」ということ

を意味すると受け止められます。何故このような２重構造が必要なのでしょうか。解釈し

ますと「部内人事についても、必要な場合には総務部に言って来なさい。そのときは考え

てあげるよ」ということに受け止められます。意思改革などと大袈裟なことを言っても、

結局は“変えたくない”と言うことが透けて見えます。また、記述の中に「既にある規定

の運用により、職員を活かす人事が臨機・柔軟に行なわれるよう取り扱う必要がある」と

言う文言があります。「必要がある」なら、大切なことは、どうすれば今までとは違って「行

なわれるようになる」のか、です。ここらについては、率直に言って、何をどのように変

えようと考えているのかが汲み取れないのですが・・・。事務局で、何か説明がありまし

たらどうぞ。 
 
【事務局：細川課長】 
 只今、会長からご指摘いただいたこれまで既にやってきたことを、今回新たに提案した

ように見えると、意識改革の問題なのではないかとの趣旨のご発言だったと思いますが・・・ 
 
【辻会長】 
 イヤ、ゴメンナサイ。率直に言うと「意識改革と叫んでもそれだけでは多分変わりませ

んよ」というのが、私の本音です。 
 
【事務局：細川課長】 
 はい、現状としては、先程主査の方から説明をさせていただきましたとおり、本市の規

定では部内担当の異動については、所管部長が柔軟にできますということになっておりま

す。ところが、実際にはあまり行われていない現状があります。それを今回の提案にあり

ますように、人事の方針を明確に位置づけすることによって、例えば季節的に忙しい課が
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あったとすれば、部内の課から柔軟な人員配置を行っていただくというふうに、この規定

を有効に活用して行こうという考えでございます。 
 
【辻会長】 
 納得できませんが、いまは質問の段階ですからそこまでにしておきます。では具体的な

意見交換に入ります。 
 
【永山委員】 
 すみません。もう１点給与体系というのは国の場合ですと主任、係長、課長ということ

で等級が変わってきますが、石狩市の場合はどうなんでしょうか？ 
 
【事務局：細川課長】 
 はい、本市の場合は６級制になっておりまして、部長職は６級、課長職は５級というよ

うに役職に応じて等級が設定されております。地方公務員の給与は国家公務員の給与に準

拠することになっておりますので、国と変わらない仕組みになっております。 
 
【辻会長】 
 では、具体的な討議に入りますが、進め方と致しまして、まず、「特性を活かす人事異動」

を取り上げます。つづいて「勤勉手当へのメリット導入」、最後に「その他」として全般的

な意見があればお伺いすることと致します。そのように進めてまいりますがよろしいでし

ょうか。 
 
（委員一同 異議なし。） 
 
【辻会長】 
 では、「特性を活かす人事異動」について、何方からでも、どのようなことでも結構です。

ご発言願います。我々で議論を進めますので、恐縮ですが事務局はお聞きいただいていて、

後程、我々の認識に修正が必要な箇所がありましたら、指摘をいただきます。 
 
【能村委員】 
 今どんなことが問題で、これをすることで何がどう変わるのか根本的なところがピンと

こないというのがあります。 
 単純ではないかもしれませんが、例えば A 子さんという人がいて、良いところはたくさ
んあるが今の体制では活かせないというのがあって、こう変えるとこう良くなるというよ

うな説明があるともっと解るのですが・・・ 
 また、素質を見てスペシャリストに育成するとありますが、どのように素質を判断する

のでしょうか？判断していく過程をもう少しイメージできるように説明して頂きたいなと

思います。 
 
【辻会長】 
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 私は、この提案を受けたとき、このように受け止めていました。つまり、従来の役所の

仕事で、しかも人数の余裕があるときには、少し時間がかかっても皆を幅広い業務につい

て時間を掛けて育ててゆくことが望ましく、それで間に合った。しかし、今日のように、

行政の仕事が複雑多岐にわたり増加し、しかも相当専門性が求められるものもある。人材

についても正規の職員だけでなくいろいろな勤務態様も生れる。世の中の変化も早い。そ

ういう時代に、皆が全ての仕事について優れた能力を備えることができれば理想だが、な

かなかそうは行かない。そこで、一人一人の特性を見極めて、それを活かした活躍の場を

与えることが大切になるのだということであると思います。ただ、基礎的な訓練期間を６

年と設定していますが、私は少し長すぎないかと言う気がして居ます。 
 
【能村委員】 
 これは今までには全くなかった大きな変化なのですね。 
 
【辻会長】 
 画期的ではあると思います。勿論、適性を見間違ったらどうするか、と言う問題はあり

ます。そこは、見間違わないように部長や人事所管部はシッカリとやっていただく、また

一旦決めたら変えないと言うような固定的には考えない、ということで対応することにな

ると思います。この点は、後程事務局からもコメントしてもらいます。 
 
【今中委員】 
 4Pに管理職が作成する異動内申調書があって、その他は誰が何をするといった記載がな
いのですが、先程管理職は課長職以上とおっしゃっていましたが、目標管理制度を例にと

ってみますと、目標を設定するというのは担当ごとの非常に細かい事務を分析しながらで

きるだけ高い目標を作っていくというのが管理職の見方だと思います。 
その際に課長が主任職等の担当全ての目標設定を見極めるというのは難しいので、主査

クラスですとか主任クラスが部下の目標を見てそれを課長に渡して、期中の見直しという

ことも必要ですし、異動内申調書にしても課長が全て見るのではなくて、一番直近の主査

職・主任職が見て、２次的に課長が見て、最終的に部長が見るというように段階的に個人

を見極める必要があるのではないかと思います。 
 
【辻会長】 
 このご指摘は、現実を踏まえて議論しなければ空論になりますので、事務局の見解を戴

くこととします。課長の目が十分に届けば問題ないということにもなりますが。 
 
【事務局：細川課長】  
 現状では、人事評価制度は課長職以上の制度試行となっておりまして、一般職にはまだ

人事評価制度を試行していない状況ですが、一般職に導入することになったとしても現状

の目標設定の考え方は、組織目標があってその中に部の目標がある、部の目標があって課

の目標があるという制度設計になっておりますので、おそらく一般職に導入した際には課

の目標にしたがってそれぞれの目標が設定されてくると思いますので、ピラミッド型に積
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み上がった組織目標になると思います。 
 
【辻会長】 
 よろしいですか。 
 
【向井委員】 
 スペシャリスト的な要素は必要だと思いますが、今は市民との協働が求められている時

代ですから、総合力というのも重要であると思います。スペシャリストも必要ですが、市

民との対話のためには、総合力を持った職員を育成する必要も出てくるのではないかと思

います。 
 それと職員にもっと危機意識を高めてもらいたいと思います。 
 
【松尾委員】 
 資料にも書いてあるとおりだと思うのですが、全体を見渡せるようにという部分と、そ

れぞれの特定の仕事に精通しなくてはいけないという部分と 2 つの要素があって、どちら
も大事で運用面でどちらのほうにウエイトを置くかという問題だと思うのです。 
 今までは、ゼネラリストのほうに重きを置いてきた部分を、スペシャリストを育成しな

くてはいけない必要性が出てきたという現状の判断があるのかなと思います。 
 感想になるのですが、やはり少しそれぞれの所管業務に対してスペシャリストは育てて

いかないと行政の仕事がかなり高度になってきているので、今後難しいと感じる部分はあ

ります。 
 ただ、市役所はこれから市民と一緒にいろいろなことをしていかないといけないという

中では、アンテナの感度を高く持つという姿勢が大事だと思うのです。全庁的なことに目

を配るということも大事なのでしょうけれども、市民生活の現場で問題が発生していると

いうものを捉えて自分の業務の中でどのように解決していくということが能力的に求めら

れると思います。 
 
【辻会長】 
 私は、皆さんのご意見は非常に本質を突いたものであると思います。この資料を見ると、

事務局としてもそこのところを非常に悩み検討されたことが伺われます。みんながみんな

経験に蓄積された全方位の能力を備えると言うことは難しい時代になっている。かといっ

て、皆さんのご指摘のように専門馬鹿を作ってしまっては問題である。だから、一人一人

についてはＴ型と説明されたような育成プログラムを持つことにする。さらに、ここでは

触れられていませんが、組織的には専門性と専門性をどのように連結して、組織として統

合してゆくかと言う、いわば組織のあり方の問題にも発展するのだと考えられます。今の

段階で、何処の部に何人専門家が居るのが良いのか、或いは、どのようなことが専門家の

することなのか、ということは、必ずしも模範解答が手にされていないのだと思います。

私は、むしろ現在の段階でこれを固定的に考えることは好ましくないと考えます。やりな

がら考え、考えながら運営を進化させ高めてゆくと言うことになるのだと受け止めていま

す。ですから、人事体系を別にするというような固定的な制度としてではなく、運用の中
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で最適解を求めてゆくと言うことになるのだと思いますが、ただ今向井さんからご指摘の

あった点が成否を決めるポイントになると、私も同じ意見を持ちます。 
 
【永山委員】 
 この案でいきますと、一般職の時に多部門を経験して、そこの中で適性を見極めてスペ

シャリストというのは、ある程度市の時々の課題であるとか市民との関係であるとかを知

った上で振り分けられると思うのですね。直接専門職を採用するということもあるという

ことで、スペシャリストに対する研修問題というのは非常に大事であると思うのです。 
 私も向井委員がおっしゃるようにスペシャリストというのはこれからの時代は必要だと

思うのですが、専門馬鹿では駄目なので、何のためにその部門があるのかということをき

ちんと認識しなくてはいけないということから、組織の方向性やその部門の目的をきちん

と押さえたうえで、スペシャリストとして育成していくという道をとらない限り失敗に繋

がってしまうと思います。 
 きちんと研修を積んで目的を徹底させていくということが重要だと思います。 
 スペシャリストがどこに配置されるかということが例として挙げられていて、税務、環

境、情報管理がありますが、これだけで果たして良いのか、他の部門はどうなのか、しば

しば言われるのですが行政でいうところのラインとスタッフという定義がありますが、ラ

インというのはここでいう一般職ですねオールマイティである、スタッフというのはその

部門の中である程度専門的な知識でそのセクションをサポートしていくというような役割

なのですが、私はこのスペシャリストというのは市の方でどのように考えているかは解り

ませんが、ある程度広い分野で必要なのではないかと思います。 
 
【今中委員】 
 永山委員がおっしゃった、専門職採用職員は点線でスペシャリストの方へ進んでいます

が、専門職職員での採用というのは有資格者であるとか、どういう基準で専門職採用にな

るのでしょうか？ 
 
【辻会長】 
 私の発言が続いて恐縮ですが、お二人の発言は繋がると思います。つまり、スペシャリ

ティとは何を指すのか。ひとつには熟練により生み出されるスペシャリティと最初から特

殊能力を指すスペシャリティとが混ざっているのですね。私もその点では、お二方の意見

と同じ問題を感じています。原案は、どう判断されているのかは承知しませんが、私は、

これを今の段階で明確に区別しますと、スペシャリストの中で、或いはオールラウンダー

との間で、差別の感覚が生れると思います。それは避けたい。これからは、市役所の中で

は育てられないスペシャリティも必要になりますから、これをここでクッキリ区別するこ

とは難しいし、或いはやるべきでないのかもしれない。事務局には失礼ですが、今回出さ

れた考え方により方向転換をして、実際の運用の中で進化させてゆくべきものであると言

うように理解しています。 
 
【松尾委員】 
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 もう一つよろしいでしょうか。 
  
【辻会長】 
 はい、どうぞご遠慮なく。 
 
【松尾委員】 
 新規採用職員の６年間で３部門というのは、このくらいあったほうが良いものなのでし

ょうか？ 
 
【辻会長】 
 如何ですか。経験のある向井さん、ご意見いただけますか。 
 
【向井委員】 
 新人職員が３部門回るというのは、解らないうちに最初の６年が過ぎていくという感じ

だと思いますね。ですからある程度市職員の仕事を理解したうえでいろいろな部門を経験

させるほうが良いかもしれないですね。最初の６年間というのは無駄な気もします。 
 
【今中委員】 
 企業ではこういう形で適性を見極めてという発想は無いと思うんですね、どこか一つの

部門に入ってそこで良ければ続けていって、駄目なら別の部門に本人の意見も聞きながら

異動させる手法です。６年間という勉強期間は無駄が多いのではないかと思います。 
 
【辻会長】 
 成る程、わかります。「機械的に６年間をかけてもどうなのでしょう」と言うご意見です

よね。実は、私も、やや同感なのですが・・・。その点は、もう一度事務局に検討してい

ただきましょう。 
 まだ、ご意見もあろうかと思いますが、「特性を活かす人事異動」についてはこのあたり

と致します。運用上の課題について、誠に貴重なご意見をお出しいただきました。「これら

について、さらに具体的な検討・研究のうえ実施に移していただきたい」ということが我々

の最大公約数の意見であるということでよろしゅうございますか。では、テーマⅠの討論

を終わります。 
 
 ここで休憩を致します。再開は１５時３０分と致します。 
 
＝休憩＝ 
 
【辻会長】 
 では、時間ですので再開致します。次に、「勤勉手当へのメリット導入」について活発な

ご意見を戴きます。 
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【今中委員】 
 チョッと前の問題に戻るのですがよろしいですか。 
 
【辻会長】 
 どうぞ、どうぞ。 
 
【今中委員】 
スペシャリスト以外の職員は全庁的に異動となっていますが、こういう異動は企業には

馴染みません。市民感覚で言うと、市役所に相談していて担当していた方が異動になって

全く関係のない部署に異動になったというようなケースがよくありますので、もう少し枠

を狭くして同じような分野のなかで異動させ、スペシャリストとまではいかないまでもそ

の分野のことを良く知っている人を育成していくというような方法も必要ではないかと思

います。 
 
【辻会長】 
 Ｔ型の横線の部分を余り広げると、基礎的訓練の見地からの効果が、むしろ薄くなるの

でないか、と言うご意見ですね。先程の何方かのご意見と共通すると思いますので、これ

は事務局には検討課題としていただきます。それでよろしいですか。 
 
【今中委員】 
 結構です。 
 
【辻会長】 
 浅井さん。テーマ２についてはいろいろご意見をお持ちのようですが。 
 
【浅井委員】 
 資料を何度も読んでみたのですが、記載されている内容が抽象的な部分が多くて申し訳

ありませんが良く理解できませんでした。 
 １点疑問に感じたのは、８Pの管理職への勤勉手当メリットシステム導入についてなので
すが、平成２３年度に勤勉手当への反映に向けた試行を行い、平成２４年度１２月期の勤

勉手当から導入を予定しているとなっていますが、今から約２年間のタイムラグがあり、

これはこんなに時間がかかるものなのでしょうか？平成２４年４月からの導入でも良いの

ではないかと思います。 
 
【辻会長】 
 ただ今の問題について、他の方からのご意見はございますか。 
 
【向井委員】 
 人事評価システムの導入は非常に難しいことで、事務局も苦労しながら纏められたのだ

と思いますが、これは過去１０数年前から国家公務員法や地方公務員法に記載されていた
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のですが、できていなかった部分です。行政職にこの評価が可能であるかどうかというの

があります。 
いろいろな部署のいろいろな業務をどう評価するか、民間であれば目標値を決めて利益

を何％達成したかというものがありますが、行政にはそのあたりの基準が難しいというの

があります。これをやるとするならば、公平性と透明性のある評価にしないと難しいので

はないかと感じます。 
 
【今中委員】 
 先程、目標管理制度というのが出されていましたが、企業では太齋委員がおっしゃって

いた“えこひいき”というのが起こらないように、きちんとした目標を立てて、それを都

度見直して期末に評価し、その達成度合いを人事評価に繋げていくというようなやり方を

していますが、目標管理制度を活用した評価の方法があると思うのですが、このシステム

についてもそういったものがリンクしているのでしょうか？ 
  
【辻会長】 
 ここで、今の問題について事務局の考え方をお答えいただきますか。 
 
【事務局：細川課長】 
 浅井委員の試行期間のご質問について、主査の方からご説明します。 
 
【事務局：幸田主査】 
 平成２４年の１２月と言いますのは、勤勉手当の支給基準日が６月１日と１２月１日の

年２回なのですが、委員のおっしゃるとおり制度の導入は平成２４年の４月からと考えて

おりまして、４月から９月までの６ヶ月間の人事評価を１０月に評価し、その結果を活用

するのが１２月の勤勉手当からになるということでございます。人事評価制度自体は平成

２４年４月から導入と考えております。 
 
【事務局：細川課長】 
 向井委員の行政への評価制度の導入が非常に難しいといったご意見についてですが、考

え方としては、組織がある以上目標があるというのは当然でありまして、例えば市民課の

窓口などでもどうすれば来庁してきた市民に満足度を高められるかということを目標に掲

げるということはできると思いますし、企画部門では企業を誘致するとか、いろいろな分

野での目標が考えられます。難易度という問題はあるかもしれませんが、目標の無い組織

はあり得ないと考えておりますので、それを適切に評価することが必要と考えております。  
これまでの概念では難しいというのは向井委員の経験上からおっしゃられていることで

あると思いますけれども、事務局としてはそれを行っていきたいと考えています。 
 
 今中委員からご質問の、目標管理制度の考え方についてですが、委員のおっしゃるとお

りであると考えておりまして、今申しましたとおり組織である以上目標は必ずありますの

で、組織目標達成のためにそれぞれの所管の職員が基本目標を立て、それを評価していく
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ということを基本に考えております。 
 
【辻会長】 
 このことでは、私も意見を述べさせていただきます。例えば、政策が変われば目標の内

容も変わります。評価について言えば、目標の重たさの違いもありますし運不運もある。

評価には正確や公正を求めることが一番大切なのですが、だからと言って、「評価は神様で

なければならない」と思い過ぎても、或いは「神の手」のようなシステムを求めて無理で

す。一方、評価に限界があるから勤勉手当は一律に７０％とすることをいつまでも続ける

ことが良いのか。そうはとても思えません。限界はあるとしても、出来る限り公正なもの

であるように努力してゆくことが必要なのです。ここの判断です。先に議論した「スペシ

ャリスト」などは一人一人評価基準が違う筈でもあります。評価制度がうまく行くかどう

かは、結局は評価者に対する信頼感です。勿論、出来るだけ正鵠を得たものになるために

システムも評価表も工夫することは大切です。ですから、私は、むしろ勤勉手当に反映さ

せるのは現在の評価表では無く、もっと簡単な目標と結果が明確に分かるものを作っては

どうかと思いますが、どうも担当部としては、人事評価がありながら別に作ると言うわけ

にも行かないようであります。とすると使い方であります。現在の評価表の総合点の高い

者の順番になるとは思えない。道具の使い方としての工夫が必要であります。 
もうひとつ大切なことがあります。勤勉手当への結びつけはそのとき限り、一回限りで

あって、後々の評価まで影響させないことです。 
会長の発言が長くなってゴメンナサイ。浅井さんのご意見にも少し触れたいのですが、

物事を考えてから本格稼動までの期間が長すぎる。全く同感です。勿論慎重にやるべきで

すが、ぐずぐずやると言うこととは違う。だって、考えてみてください。先程人事評価の

説明でありましたように、「検討」に数年かけて、「試行」に３年かけて、そして「検証」

のために１年休止し、さらに「再度の試行」をこれから始めます。これではいつ「実施」

なのですか。ひとつのことを成し遂げるのに１０年仕事です。世の中が変わります。いい

加減腐ってしまいます。この姿を職員が見るとき、慎重にやっていると言う信頼感が得ら

れるのでしょうか。結果は反対であると思います。その点では、浅井さんの発言にスッカ

リ尻馬に乗りましたが、全く同感です。 
 
 浅井さん。他にもご意見がありそうですが。 
 
【浅井委員】 
 先程向井委員がおっしゃられたことに関係するのですが、事務局の方から目標の無い組

織は無くて、窓口に来られた市民の満足度を高めるなどいろいろあるとおっしゃられてい

ましたが、それもそのとおりなのですが、窓口の満足度の向上自体の評価が非常に難しい

のではないかと思います。企業でしたら営業成績がどのくらいだとか生産能率をどれだけ

向上させたとか数値化した目標があるのですが、行政はそれが非常に難しいと思います。 
会長のお話と重複するのですが、その評価のシステムをどの様にするか、余程慎重に作

成しないと、この案自体が机上の空論になりかねないと思います。もしかすると職員のス

キルを落とす結果になるのではないかと危惧します。 
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【向井委員】 
 先程会長が言われました１回の評価を次の評価に繋げずにリセットするというのは非常

に大事なことであると思います。悪い評価を受けた場合でも、次は頑張ろうという気がお

きると思います。 
まずは評価をやってみてやりながら改善するところはしていくという方法が良いと思い

ます。 
 
【辻会長】 
 浅井さんのご意見にもうひとつ触れたいのですが、私が銀行で人事担当部門に居たとき

の経験から言うと、窓口の行員の人事評価もやっていましたし、できると思います。その

点では、完璧ではないまでもキチンと機能していました。支店長にはいろいろなタイプが

ありまして、誠に甘い評点をつける人も、誠に厳しい評価をする人も居ますが、そういう

傾向は分かるものです。その意味では、あんまり精緻なものを作ると、逆に実態とはなれ

るという面もあります。ですから、浅井さんに反論するようですが、評価するものが誠実

に取り組めば、一時的な問題を含んでも、長い目で見るとほぼまともな評価になる。計量

的な評価のできないものについても、誠実にやればできると言うのが私の経験論です。 
 
【能村委員】 
 この制度の本当の目的というのは、職員が気持よく働けてそうしたら力が発揮できてと

いうこととか、コミュニケーション能力が高められることとか、開かれていて自分が困っ

たことなどを言えることだとか、働きやすい職場を考えてのことだと思うのです。そうい

う一番大きな目標を忘れずに、この制度が活用されていけば良いと思います。 
 勤勉手当にしても、これが励みになるというのが大前提にあってということだと思うの

で、説明の文章からはそういう部分が感じ取れなかったのですが、きちんと気をつけるこ

となどは記載されていて、全体像を見ることが大事だということが文章に出てきていると

ころもあったので、私たちもそのことを忘れないでこの制度を前向きに見守って良い形で

施行できたら良いなと思います。 
 
【辻会長】 
 能村さん。有難うございます。先ほどの浅井さんのご意見も、ただ今の能村さんのご意

見も、この問題を考える上で誠に本質的な問題提起です。我田引水ですが、今日のわれわ

れの議論は誠に良い議論、本質的なご発言を戴いております。是非、事務局にはシッカリ

受け止めてほしいと思います。 
ところで、この制度が入れば、否応なしに部長と課長の間のコミュニケーションは向上

すると思います。仕事の評価についての会話です。厳しいけれど、それをしなければ、こ

の制度は成り立たないことになります。酒の効用を否定しませんが、一杯飲んだコミュニ

ケーションとは異質の対話が生れると考えられます。それが無いままに、恣意的な評価ば

かりを続ければ、必ずその部長が失墜します。 
 確かに、リスクはありますが必要なことであります。よく踏み切られたと思います。 
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【永山委員】 
 勤勉手当の基準日は、国も同様に６月１日と１２月１日に決まっています。この対象期

間は半年な訳です。ですからおのずと会長かおっしゃられたようにその段階でリセットを

かけていかなければならない訳です。その時に、何を基準の項目にしていくのかというこ

とが非常に難しいと思います。一つは先ほども出ていました目標管理という方法があろう

かと思いますが、これは単に目標を立ててそれを１００％やったからどう、というのでは

なく、その目標の重みというものがあります。評価の際には、達成度とその目標の重みの

両方で見ていく訳です。そういった見方も大切だと思います。 
 また、評価がどれだけ客観性を持つかということも重要だと思います。それには、被評

価者の自己評価の後、評価者一人のみが評価するのではなく、複数による評価が必要なの

ではないかと思います。 
 
【向井委員】 
 確かに今のご意見については必要だと思います。 
 それと、評価する側の評価能力の向上も重要だと思います。 
 
【永山委員】 
 付け加えますが、私の民間経験では、評価される側は評価の内容が見えるようになって

おり、その評価に不服があれば話し合いができるシステムになっていました。 
 
【松尾委員】 
 試行の検証についてですが、アンケート調査の結果に、評価すること自体や業務管理が

目的化しているとの指摘が若干見られたとのことですが、その方たちがおっしゃられてい

るのは、評価を導入する事が目的ではなく、目的に向かって仕事をしていく市役所であっ

たり、能力を発揮しやすく働きやすい環境をつくるということだと思います。 
もちろんそのために作られているシステムだと思いますが、人事評価自体が目的になっ

たりですとか、あまりにも手間がかかるようなものにならないようご配慮を願いたいと思

います。 
 それと、冒頭に私の質問の仕方が悪かったのかもしれませんが、ご回答がすれ違ってし

まっていることがありますので今一度お尋ねしたいのですが、今の市役所の管理職全体を

見回したときの職員の資質や配置などに関する現状の認識と、今後どのようなことが問

題・課題になってくるのかの見通しをご質問させていただきたいと思います。 
 
【辻会長】 
 ではこの後の時間に、事務局にご返事をいただきます。事務局は質問の意味が分かりま

したか。松尾さん、もう一度お話しください。 
 
【松尾委員】 
 個々の管理職の方ではなくて、部長職・課長職の全体を見渡したときに、今後課題とな
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ることは何かということです。何に対処していかなくてはならないのかという事の見通し

をお持ちならお聞かせいただきたいと思います。 
 
【浅井委員】 
 私からも一点、この新しい給与体系で人件費の総額が増えるのか或いは減るのかがわか

りません。石狩市は今大きな財政再建期間中ですが、これとの整合性はどうなのかという

ことです。それと、これも先々の話ですが、この新しいシステムについて市民の理解が得

られるのか、そういった見通しもお聞かせいただきたいと思います。 
 
【事務局：細川課長】 
 はじめに給与の総額についてですが、勤勉手当の総額は職員全体の給料等の１００分の

７０と決まっており、導入後も給与の総額は変わりません。その総額の範囲の中で評価の

高い者は成績率が上がり、その分標準値が下がり、下位の者はさらに下がるということで

す。全ての職員が優秀な評価の場合、勤勉手当の総額が上がるという訳ではなく総体額は

変わらないという制度でございます。 
 次に、この制度について市民の理解を深めるということにつきましては、我々もこの度

の行革懇話会のご意見を踏まえてこの制度を導入し、後の市職員の変化が市民に伝わるよ

う努力して参りたいと存じます。 
 
【浅井委員】 
 この規定は条例ですか？ 
 
【事務局：細川課長】 
 導入にあたり、一部条例改正が必要と考えておりますが、本制度自体は条例の下の要綱

と考えております。 
 
【辻会長】 
 では、「その他」にはいります。勿論、前の問題に戻っても結構ですが、全般的な観点か

らのご意見をいただきます。 
 
【向井委員】 
 どうも気になるのですが、評価システムを導入する事は、地方公務員法や条例で決まっ

ているからやるというのが先行し、その効果やメリットが置き去りになっている気がしま

す。この制度を導入することによって、職員が意欲を持って能力を発揮するとか、コミュ

ニケーションが図られるとかそういった目的でこの制度を導入する方がいいと思います。 
 
【浅井委員】 
 新採用職員に概ね６年間で３つの部門を経験させるという方針についてですが、部門と

いう考え方のほかに、支所の経験をさせることも考えてはどうでしょうか。地域を知るこ

とも大事だと思います。 
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【辻会長】 
 私からは人材育成計画についてであります。今回は、それらを全体的に採り上げるので

はなく、平成２３年度に重点的に実施する事項を２事項取り上げたわけですが、人材育成

基本方針全体では、「検討中」「試行中」の項目が少なくありません。そのことについて、

ここで個別に指摘する気は全く無いのですが、未処理の事項を余り長く持ちますと、色あ

せて来ますし、世の中も変わってきます。人事を取り巻く環境は随分変化しています。人

材の考え方も変わります。拘らないで、ここらで洗い替えをしてはどうですか、というこ

とを申上げておきます。 
 
 何方か、ほかにご意見はありませんか。 
 
【永山委員】 
 研修の考え方についてですが、今会長がおっしゃられたように、研修のあり方も見直し

ていく必要があるのではないかと思います。分かりやすく国の中央省庁を例にとりますと、

これまでは何々省に配置された職員はその省内で研修していた訳ですが、今は外に一回出

す、ということをしています。民間或いは現場を経験させるということをしています。や

はり、多方面の研修をし、そして専門的な研修に進んでいくのだと思います。前回、今中

委員がおっしゃっていた事ですが、市民カレッジの講座は市職員も参加したほうがいいと

思いますが勤務時間の関係で難しいのでしょう、といったお話があったと思います。私が

公務員だった時代には、研修というのは仕事をしながら行っていく“O J T”というものと、
“OFF J T”外に出て行うやり方がある訳です。多方面で今後の市のあり方を学んでいくと
いうことで言うと、庁内だけの研修ということではまずいと思います。ですから、外での

研修や外部講師を入れての研修も大事だと思います。 
 
【太齋委員】 
 管理職には、個人的な感情で評価することのないよう、相手の心を汲み取るコミュニケ

ーション能力が求められると思います。 
こういった制度を導入することも大事ですが、市職員皆さんには人を思いやる心を忘れ

ないでほしいと思います。 
また、市役所の職員数が多いのではないかと思います。給料ばかりもらって遊んでいる

人がいる、といった声が聞かれます。職員といいましても、臨時職員の方もいらっしゃる

ので正職員が遊んでいるかはわかりませんが、そういった部分で、スペシャリスト等の適

材適所への配置はいいのですが、人数配分的なことは大丈夫なのかと思います。 
 
【辻会長】 
 以前は、そのような批判が少なく無かったようですが、私は、いまは結構忙しいように

見ています。仕事は複雑になりますし、職員の数を減らしていますから、以前と比べると

当然忙しくなります。私は、「遊んでいる」というよりは「仕事に無駄がある」と考えてい

ます。 
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先程、人事の役割の話が出ましたが、結局、「意識改革をします」と言っても、仕組みは、

部内の担当変更まで、各部長が必要を感じたら総務部長のところに行って相談して、たく

さんの判を押して決める、それは変えないのですよね。各部長の判断と権限だと言うなら、

どうして「各部長がシッカリとやってください」と言うことに出来ないのでしょうか。結

局、ひとりでやれることを大勢でやることになります。仕事が増えるし、そうなると、各

部長が臨機にやることのブレーキがかかります。また、皆で相談してみんなで決めたのだ

から誰の責任とも言えない、そういう状況をつくるのです。そこらを変えないと忙しさは

解決できないと思います。向井さん如何ですか。 
 
【向井委員】 
 正にそのとおりだと思います 
 
【永山委員】 
 そういう意味では、人事組織戦略会議がどういう風に運営されていくのか全体は見えま

せんが、そういった体制を変化していくところまで含めてやっていく必要があると思いま

す。市は国からみると自由に組織変換ができると思いますので、人事組織戦略会議の中で

議論しながら、今会長が言われたことも含めて解決していくといいのではないかと思いま

す。 
 
【辻会長】 
 まだ、いろいろなご意見があろうと存じますが、時間の関係もあり一応議論は納めたい

と考えます。活発なご発言に感謝致します。 
 
 ここで議論を閉じますが、いままでの議論を聞いていて事務局の立場からこの点は補足

或いは修正いたしたいということがありましたら、発言していただきたいと思います。如

何ですか。 
 
【事務局：総務部長】  
 私から何点か補足させていただきます。 
まず、管理職の現状と今後の課題についてですが、基本的な管理職の職責は変わりませ

んが、その時代々に合わせた時代感覚を持つと共に、新たな課題について研究し職員と一

緒に業務を遂行していくことが求められると思います。と同時に、自らの仕事の仕方とし

ては、課題をこなせる管理職でなければ職員はついてきません。ただ下からの書類に判を

押し、それに対して何か意見を言うとか訂正をするというだけではなく、自ら何かを提案

してそれを部下にやらせ、自分も作ったものを部下職員と共有しながら業務を進めていく

ということが求められていると思います。背中を見せるということではありませんが、そ

ういう時代になってきていると個人的な感覚ですが思います。 
当初役所に入った時の市民の負託に答えるという気持ちをさらに高めるということが管

理職にも必要であると思いますし、将来を担う部下職員を育成するということも益々やっ

ていくのが管理職であると思います。 
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次に、今回の議題につきまして、職員の特性を活かす人事異動、勤勉手当にメリットシ

ステム導入とありましたけれども、会長からご意見のありました人事異動の問題に関しま

しても、これまでもこういったシステムでやってきたことは事実でありますが、今回あら

ためてその役割を確認し、職員を活かす人事に取り組みたいということでございます。 
部内の異動についても従来から部長職の権限でできることになっておりますが、ご指摘

もありましたようになかなか実施出来ていない現状となっております。同一の部内ではあ

りますが、多種多様な業務をそれぞれの職員が抱えておりますので難しい部分があります

が、これまでも、閑散期のどうしてもやらなくてはいけない異動については各部長の意見

を十分に反映する形で異動・配置を行っておりますので、その度合いを高めていかなくて

はならないと考えております。 
 
 最後に、ニーズや時代背景等に合わせて、行政の仕事の仕方を変えるということについ

ては、大変重要なことであると思いますし、公務員がやるべきとされてきた仕事も改めて

検証していかなくてはならないと思っておりますし、その中で市民協働というパートナー

シップにより、市民の力をお借りしながらやっていくことがどんどん増えていくと、本来

の住民自治というものに繋がっていくと思っています。 
 
 こういったことを人事組織戦略会議の中でも検討しようと考えており、合併来から少し

置き去りになってきていた事務改善等を行う時期に来ているのだと認識しております。 
少人数で大きな行政サービスを執行していくということを大前提にしながら、無駄な事

をしない、効率的・効果的な業務の執行等、事務の改善などについても検討し、色々な意

見を交わして新しいものを作り提案していくような会議にして、少しずつでもより良い市

役所にしていきたい、ということがこの会議の設置の趣旨でございますので、具体的なこ

とが決まりましたらご報告させていただいきたいと思います。 
 
 ただ評価をすればいい、何をすればいいということではなく、目標は健全な行政運営、

また市民サービスを提供していくということを大前提としたうえでのことでございますの

で、これを忘れずに取り組んでいきたいと思っております。 
 
【辻会長】 
 有難う御座いました。 
本日の議論の結果は、次回に意見書をご審議いただく中で確認いたしたいと存じますが、

ごく簡単に整理しますと、『「人材育成基本方針に基づく平成２３年度重点実施事項」のな

かから、２３年度重点施策として取り上げた「職員の特性を活かす人事異動の実施」およ

び「管理職に対する勤勉手当メリットシステムの導入」については、どちらも実施するこ

とが妥当であり、遅滞すること無く実行していただきたい』ということが、我々の意見の

大勢であります。 
しかし、本日の各委員からの発言は、その実施に当たっては十分斟酌いただいて有効な

施策とされることを期待致します。 
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 ここでお諮り致します。 
 本日の議論の状況は、第２回で論議いたしました「第２次行政改革大綱・実施事項の進

捗状況報告」に対する意見、「平成２０年度行政改革懇話会意見書“変革に挑む組織改革組

織改革のありかた”」に対する意見とあわせ“意見書”として取り纏め、次回、改めて修正・

確認を戴くことと致します。 
 
 第１回および第３回に、市長にお時間を戴き、当市が当面する課題について、広範かつ

本質的、さらには率直なお話を承る機会を得ることができました。我々は、むしろこのこ

とを議論の中心に置きたいと言う気持ちが各委員共通のものであったと受け止めています。 
しかし、限られた時間の中で断片的に充分な議論もないままに浅薄な“まとめ”を行な

ったり、或いは意見書にダイジェストしてしまうことは、必ずしも市長の真意を受け止め

るところにはならないのでないかと考えます。むしろ、議事録には、その全容が示されて

おりますので、事務局の方でひとりでも多くの人がこの内容に触れるように工夫していた

だくことをお願いいたしております。また、我々も、その内容をよく租借して、折に触れ

て少しても多くの市民に「語り伝える立場」に立つことが大切でないかと考えます。 
そこで、意見書の中では、具体的内容について意見を述べるのではなく、「この内容を第

３次行政改革大綱策定の重要な下敷きとして、早期に新大綱の策定に着手されるよう要請

する」ことにとどめたいと考えます。 
意見書の構成は、そのように考えておりますが如何でしょうか。 

 
 また、意見書の原案は、事務局とも協議しながら、私の手許で作成いたし、次回の懇話

会にお示しして、検討・修正を戴き成案を得たいと考えております。 
 そのように致したいと思いますが、それでよろしいでしょうか。ご意見を戴きます。 
 
＝異議なし＝ 
 
 事務局からの連絡事項がありますか。 
 
【事務局：幸田主査】  
～ 第５回の開催日についてお諮りし、 
平成２３年３月１６日（水）１４：００からの開催とすることで了承を得た ～ 

 
【辻会長】 
 では、これにて閉会と致します。ご協力感謝申上げます。お疲れ様でした。 
 

平成２３年 ３月 ９日 議事録確定 

石狩市行政改革懇話会 会長  辻  正 一 


