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Ⅰ　はじめに

2007（平成 19）年 6 月、国家公務員に係る制度の改革を進めるため「国家公務員法等

の一部を改正する法律」が成立した。同時期に国会に上程された「地方公務員法及び地

方独立行政法人法の一部を改正する法律案」は、2009（平成 21）年 5 月現在、継続審議

中であるが、国では、公務員制度改革が国・地方を通じた改革であることに鑑み、地方公

務員制度改革との連携を図りながら作業を進めていくことしている。両者に共通している

のは、能力・実績主義に基づく人事管理である。そもそも国家公務員制度、地方公務員制

度はともに、「能力（実証）主義」であったにもかかわらず、その運用が適正に行われて

いなかった。しかし、現在 21 世紀にふさわしい行政システムを支える公務員像を実現す

るため、公務員制度改革全体をパッケージとして検討し、実現できる改革から迅速に実現

し、公務員制度改革を前進させることが重要であるとし、公務員制度の改革を進めてい

る。

本稿では、公務員制度改革の根幹をなす人事評価制度の人材育成の機能に注目し、地方

自治体における人材育成について概観したのち、人材育成と人事評価との連携・活用から

今後の展開について事例を取り上げて検討する。

Ⅱ　地方自治体における人材育成

前述のように現在継続審議となっている地方公務員法改正案は、その改正の理由を「地

方公務員に係る制度の改革を進めるため、人事評価制度の導入等により能力及び実績に基

づく人事管理の徹底を図るとともに、再就職者による依頼等の規制の導入等により退職

管理の適正を確保する必要がある。」としている。改正案では、人事評価を 1 つのツール

として任用、給与、分限その他の人事管理の基礎、つまり「能力本位の任用」「勤務実績

を反映した給与」「厳正、公正な分限処分」「効果的な人材育成」として活用する狙いがあ

る。そして、従来の勤務評定との比較で強調されるポイントとして、「能力・実績主義を
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実現するためのツール」「人事の公平性・公正さを担保するもの」「人事システムの客観

性・透明性を高めるもの」「人材育成につなげるも」の 4 点をあげている。

「人材育成と連携した人事管理のあり方に関する研究会」（砂子田隆座長）が 1998（平

成 10）年 3 月にまとめた『人材育成と連携した人事管理のあり方に関する調査研究』報

告書では、「人材育成」を以下のように定義づけている。

「人材育成」とは、「地方公共団体が時代の変化に的確に対応するために、能力と意欲を

もった職員を育成するために取り組んでいる活動の総称であり、職場外研修や職場研修の

ようないわゆる研修はもとより、自己啓発への取り組み支援や、さらには挑戦加点や庁内

公募制といったさまざまな制度を職員の能力開発を図る視点で活用することまでも含んだ

概念であると考えられる。」（出典 : 稲継 2008、99 頁）

人材育成は採用に始まり、退職に終わると言われるが、採用した人材を育てる方法には

どのようなものがあるのであろうか。「地方行政運営研究会第 13 次公務能率研究部会」が

平成 8（1996）年 12 月にまとめた『地方公共団体職員の人材育成─分権時代の人材戦略─』

では、人材育成に取り組むに当たって留意しておくべき基本的な着眼点として、「職員の

主体的取り組み」（自己啓発）、「職場における人材育成」（職場研修）、「職場と職場を支え

る職場外研修」（職場外研修）の 3 つを人材育成のための直接的な方法として位置付ける

一方で、「人材育成を実効あるものとしていくためには、これらの直接的な手法に基づく

取り組みとともに、様々な機会や手段、職場のあらゆるステージを人材育成のために活用

して総合的な取り組みを展開していくことが不可欠である。」としている。また、「総合的

な取り組みを展開していくためには、長期的な政策を持って計画的に取り組んでいくこと

が不可欠であることから、人材育成基本方針を策定して推進していくことも重要な柱とな

る。」としており、人材育成基本方針の策定、推進により長期的な政策としての人材育成

を進めていくことの重要性についても指摘している。

Ⅲ　事例研究

事例研究を行うにあたっては、まず大阪市を取り上げる。数年前の職員厚遇問題に端を

発した市政改革の取り組みの結果、行政改革については、他の自治体に比べると先駆的に

取り組んでいると考える。平成 19 年 1 月に人材育成基本方針は策定済であり、人事考課

などの諸制度がすでに導入され、給与への反映も実施している自治体の 1 つとして、大阪

市を取り上げたい。

次に、人事評価制度はまだ導入されていないが、現在、制度導入にむけて準備を進めて

いる自治体として、香川県まんのう町を取り上げたい。まんのう町は、香川県仲多度郡の

3 町（満濃町、琴南町、仲南町）が、平成の大合併により平成 18 年 3 月 20 日に合併して
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誕生した新しい町である。まんのう町の事例を取り上げるにあたっては、まんのう町職員

からの情報提供やヒアリングをもとに行う。

1. 大阪市

大阪市の人事考課については、俗にいう「勤務評定」がずっと実施され、どうしても小

さな声で話すようなイメージのものであったが、ここ数年、新たな人事評価制度としての

人事考課制度や目標管理制度、ほかに庁内公募制度、自己申告制度、希望降任制度など、

人事管理制度全般の改革が急激に進んでおり、その内容なども庁内のイントラネットを積

極的に活用して公表され、オープンなイメージになってきている。

大阪市では新しい人事評価制度の枠組みとして、役職別に必要とされる能力等を評価す

る「人事考課制度」と、各職員が組織目標に沿って定めた職務遂行上の目標に対する達成

状況を測る「目標管理制度」（係長級以上を対象）とに体系化しており、2006（平成 18）

年 10 月から導入されている。

大阪市の人事評価制度は、具体的には次の 4 つの枠組みを基本としている。まず第 1

に、役職レベルや職務の級に応じた評価を行うことができるよう、求められる役割や必要

とされる標準的な職務要件等を明文化し、これらをベースとした評価基準を新たに設定し

ている。第 2 に、評価制度に対する透明性や納得性の向上を図るために、評価基準等を職

員に対して明示して信頼性の確保を図るととともに、評価者の評価実施前に自己評価を行

うなど、職員の意識改革の一層の推進に資するものとしている。第 3 に、毎年、単に評価

を終わらせるだけでなく、職員の人材育成、能力発揮等に資するため、評価を有効に活用

していくという観点から、評価者と被評価者間での面談を実施するとしている。第 4 に、

評価に対する信頼性や納得性の向上を図る観点から、評価終了後の評価結果については、

開示を希望する職員本人への開示をするものとし、また開示に伴って生じる可能性のある

苦情等に対応するために、苦情相談の仕組みについても整備している。

この 4 つの枠組みをもとに、人事考課制度では局長級以下全職員を対象 1 としており、

第一次評価を被評価者の直接の上司であり、最も身近に職員の業務取組状況を把握できる

職員が絶対評価によって行っている。第二次評価は、第一次評価者の直接の上司が行い、

最終、所属長が調整者として、第二次評価者が評価基準に基づいて正しく評価しているか

等を考慮して、第二次評価結果を調整している。評価者全員を対象にした評価者訓練を実

施するだけでなく、全職員を対象とした職場内人事評価訓練を実施し、また全職員を対象

1  山中俊之『公務員人事の研究』（2006 年、東洋経済新報社）では、公平な人事評価のために「公務員
に特有の 4 つの留意点」の 1 つに「幹部を対象者から外してはいけない」としている。「公務員の世界
では『人事評価は人材育成のために行う』という強固なお題目が唱えられる傾向がある」が、「『評価は
責任のある上位の職員から』が原則」であり、「業績評価の対象には是非ともすべき」であるとしてい
る。（52-53 頁）
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にしたアンケートの実施とその結果公表、人事考課制度所属別・職員区別の評価結果を公

開するなど、公平性、納得性のある評価制度を確立するための工夫をしている。

次に、目標管理的手法を用いた業績評価、いわゆる「目標管理制度」については、係長

級以上の職員を対象に実施されている。本制度は、より効率的な行政運営や職員の人材

育成を主な目的とし、制度の運用に際しては、組織目標の明確化・共有化を十分に図り、

目標の達成に向け組織が一体となって業務に取り組むことで、職員全体の勤務意欲向上や

組織の活性化を促し、ひいては市民サービスの向上にもつなげていくものである。評価

を受ける職員は、年度当初に担当業務に関して特に重要だと思われる 2 つの年度目標を策

定し、その年度目標と実施に向けた具体の実現方法について「目標管理シート」に記入す

る。そして期末評価時に、策定された目標水準の困難度と目標の達成度合に対し、直接の

上司が面談を行い評価することになるが、それまでにおいても、目標設定時の年度当初、

年度途中にも上司との面談を行い、目標の内容や目標達成に向けた意見交換あるいは個々

の状況に応じた適切な指導・助言を受けながら進めていくものとしている。このように目

標管理では、面談によるコミュニケーションのもと、上司からの適切な指導・助言を受け

ながら目標を策定し、担当業務を進めていくわけだが、目標を着実に達成していくために

は、自らの業務運営をサポートしてくれる部下職員と共通の目的意識を持ち、組織が一体

となって業務を推進していかなければならないことから、この目標管理制度導入と呼応し

て始まったものが、平成 18 年度からの局経営方針策定の取り組みであると考える。局経

営方針とは、各局において、各局の使命や目標の達成に向け、戦略的に取り組むべき経営

課題を明確にするとともに、その解決に向けた戦略・具体的取組を分かりやすい形で策定

し、公表しているものである 2。この局経営方針の取り組みについては、外部の視点も加

えながら、目標の達成状況等を点検・評価し、その結果を事業戦略や具体的取組の改善・

見直しにつなげており、現在、事務事業評価を実施していない大阪市において行政評価に

位置づけられるものである。2007（平成 19）年 1 月に策定された「大阪市人材育成基本方

針」では、「人材育成の基本は職場」であるとして、全市的に人材育成を支援するシステ

ムとして、「人事制度改革」「研修制度改革」及び「職員の意識改革と組織風土改革」の 3

つが挙げられている。「人事制度改革」の中身としては、前述の「公平公正性、客観性、

納得性を重視した評価制度の実施」のほかに、「自己申告書を活用した適材適所の人事配

置」などが記載されている。「自己申告制度」は 2005（平成 17）年度からは行政職係長級職

員を対象に、2006（平成 18）年度からは行政職係員を加えて実施している。この制度は、

職員の職務の状況や異動等に関する意見、要望等を申告することにより、適材適所の人事

異動を実施するとともに、職員が主体的にキャリア形成意識を持って自らの能力開発に取

り組むことで、より効果的な人材の活用と組織の活性化を図ることを目的としている。具

2  なお、大阪市 24 区においては、「各区取組み方針」が策定されている。
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体的には、本人が自己申告書に必要事項を記入した後、上司である課長と面接を行い、そ

の結果を人事担当及び研修担当へと報告するものである。「研修制度改革」では、「キャリ

ア形成への理解促進（キャリアデザイン研修、キャリアアドバイザー研修の新設など）」

が特徴的である。「職員の意識改革と組織風土改革」では、職場内改善運動としての「カ

イゼン甲子園」3 の開催などがある。

2. 香川県まんのう町

まんのう町では合併後、「まんのう町行政改革大綱」「まんのう町集中改革プラン」を

策定していく過程で、「人材」の重要性に注目することになり、2006（平成 18）年 8 月頃

から「組織改革バイブル」、つまり「MHRMs」（Manno Human Resource Management 

Systems）の開発を開始する。2007（平成 19）年 11 月に策定された「まんのう町人材育成

基本方針」が MHRMs をわかりやすく解説したものであるとされる。

MHRMs の開発にあたっては、2006（平成 18）年 4 月の合併間もないまんのう町におい

て、今回ヒアリングにご協力いただいた総務課行政改革推進室係長である天米一志氏の、

香川大学ビジネススクール大学院地域マネジメント研究科（以下、「香川大学大学院」と

いう。）への科目等履修生としての入学が大きな推進力になったと考える。人的資源管理

が組織構成員の行動に影響を及ぼし望ましい組織構成やその構成員の能力向上をはかり、

その組織が目指す業績の向上（Best Value For Money の観点）に結び付けることが必要

との思いから、天米氏は、香川大学大学院での学びをもとに、人的資源管理を重点とした

人材育成プログラム MHRMs の開発に取り組むことになる。

MHRMs は、町の資源のひとつである限られた人材をまちづくりへ効果的に作用する

よう育成することにより、町のあるべき姿（住民の安心と満足、地域の安定と発展など）

である「新しい公共空間」の創造に結び付けることを目的としており、2 つの軸と 5 つの

キーワードと 6 つの制度で構成されている。2 つの軸とは、「人材育成」と「公共経営」

であり、HRM と NPM との融合を目指している。次に、5 つのキーワードとは、「自己客

観視」「能力開発」「リアリティ・コンピテンシー」「成果主義」「地域協働」であり、ど

れも人材育成には欠かせない条件であると考えられている。そして 6 つの制度とは、「業

務リテラシー対応型研修制度」「事務事業評価制度」「提案型自己申告制度、「目標管理制

度」「勤務姿勢評価制度」「人事評価制度」であり、それぞれの制度が関係しあうことによ

り、職員の意識改革や組織力向上に向けた取り組みを外発的に動機付け、さらに内発的動

機付けにつながるような制度設計となっている。ヒアリングを実施した 2008（平成 20）年

12 月現在、全ての制度が稼働しているわけではないが、「Ⅳ　考察」と深くかかわる「業

3  平成 20 年度からは、元気アップ運動（従来の「カイゼン甲子園」から改名）、職員提案及び政策提案
支援制度の報告会を同時に行い、事例や提案内容などを共有化することにより各職場での水平展開を
図っている。
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務リテラシー対応型研修制度」「事務事業評価制度」「提案型自己申告制度」の 3 制度を中

心に述べたい。

6 つの制度のうち、一番早くに導入した制度が、「業務リテラシー対応型研修制度」で

ある。2007（平成 19）年 4 月に各課のマネージャーを対象に試行を開始し、2008（平成 20）

年 4 月には全職員を対象に本格実施をしている。具体的な実施方法は、人材育成方針に定

められた階層別研修システムに基づき香川県市町職員研修センターが実施する能力開発型

研修（県合同研修）を受講したのち、庁内の IT システムを活用して報告書を作成し、係

員レベルであれば、各課のマネージャーによる一次評価、所属課長と総務課長による二次

評価、副町長による三次評価、町長による最終評価という評価フローにより評価されると

いうものである。この制度では各階層ごとの研修受講が義務付けられており、今後はこの

研修報告書の評価結果を、指標化したポイントにより「人事評価制度」へ活用することが

検討されている。また、研修の成果については、職場外研修の個人の学びだけにとどめる

のではなく、e- ラーニングシステムとして、受講者が受講した研修についての育成問題

を作成し、後述する庁内のイントラネットである「リテラ」にアップし、職場研修に活用

する取り組みが検討されている。

次に導入されたのが「事務事業評価制度」である。2007（平成 20）年 7 月に、まず 92 事

業について試行をはじめ、2008（平成 20）年 4 月には 262 事業について開始している。こ

の制度の特徴は、単に事務事業を評価するのではなく、職員が日々の作業日報を記入す

ることで、その事務事業の潜在的なインプットを可視化することからスタートしている点

である。作業日報の記入とは、2007（平成 19）年 10 月から、出勤、退勤、年次有給休暇の

管理などの服務管理とあわせた「勤怠システム」として試行されたものである。日報作成

については、合併後に当選した栗田新町長の民間企業経営者としては、ごく当たり前の

「日々の業務の日報を作成してはどうか」の発言から始まるが、導入当初は職員のなかで

もかなりの反発があったという。そこで、少しでも職員の負担感を減らすために、IT を

活用するとともに、記入についても番号を選択するなど、出来る限り文字の入力を減らす

工夫がされている。この作業日報記入にあたっては、各課の業務につけられた作業番号を

入力することになるが、この作業番号は事務事業評価の事業番号と同一のものを使用して

おり、そのことで現実の作業時間や負担が可視化され、事務事業評価の際での意識との

乖離を解消できる仕組みとなっており、2008（平成 20）年 4 月には「リテラ」と名前を

改名している。このリテラは、「勤務姿勢評価制度」につながるものであり、最終的には

「人事評価制度」へ反映される予定である。

以上のように、2008（平成 20）年 12 月現在、稼働を始めているのは、「業務リテラシー

対応型研修制度」「事務事業評価制度」、そして「事務事業評価制度」と連動し、最終的

には「勤務姿勢評価制度」につながる「リテラ」システムであるが、次に、2009（平成

21）年度開始を目指しているのが、「提案型自己申告制度」である。この制度は、「自己
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申告」と「企画立案提案」の二本立てになっている。まず、「自己申告」は、毎年自己申

告書を提出させることにより、職員の現状や職場研修（OJT）・職場外研修（Off-JT）へ

の取り組みや異動希望などを把握するものである。なかでも特徴的なのが、香川県市町職

員研修センターが実施する研修や香川大学大学院での科目等履修、市町村アカデミーや国

際文化アカデミー 4 での研修受講をポイント化し、人事評価制度へ反映させるという点で

ある。香川大学大学院での科目履修については、その授業の評価結果、つまり担当教員の

「優・良・可・不可」などの評価がポイント化されているが、他の研修については、研修

に参加したということがポイント化される仕組みになっている。ポイント化するにあたっ

ては、様々なシミュレーションを行い、その数値を精査すると同時に、まんのう町のこの

取り組みを聞いた香川県側が、県が実施する研修へ参加するまんのう町職員については、

研修講師から評価やコメントをいただけるような仕組みを検討しているとのことである。

研修の評価結果だけでなく、研修への参加のみをポイント化することについては、研修へ

の参加自体が目的化されてしまい、結果、研修の成果が得られないとの批判もあるが、あ

くまでまんのう町の取り組みは、研修参加がポイント化され、人材評価に反映されるとい

う外発的な動機で始まった研修を、職員が研修に参加することで「気づき」が生まれ、内

発的な研修へ変えていくための仕組みとして捉えているところに意義があると考える。他

方の「企画立案提案」は、「地域住民の利便性向上」「地域活性化・まちづくり」「歳出削

減・歳入増加」などの 6 項目について職員が企画立案のうえ提案を行い、行政評価実施委

員会が審査の結果、最優秀賞、努力賞、アイデア賞などの評価をポイント化し、人事評価

制度へ反映させるものである。

そして、今後順次導入を予定している　「目標管理制度」と「勤務姿勢評価制度」を加

えた 5 つの制度が稼働、機能した結果、最後に導入されるのが「人事評価制度」である。

5 つの制度のポイントを集めるところがこの「人事評価制度」であるといえよう。1 年間

の評価といいながら、1 年に 1 回、評価する時期にのみ人事評価をやっている感が否めな

い人事評価制度であるが、まんのう町の人事評価制度においては、上述の 5 つの制度とう

まくリンクされていることから、日々行っている能力評価と業績評価を人事評価に反映し

ていることになり、公平性、納得性が高められる結果になっている。人事評価制度の導入

については、できれば 2010（平成 22）年度の導入を目指しているが、他の制度の導入と

その進捗状況を勘案しながら進めていく必要があるため、多少の遅れが出るかもしれない

とのことであった。

以上が MHRMs の全貌の概略であるが、この 6 つの制度により、今まで見えていなかっ

4  財団法人全国市町村研修財団により運営されている全国市町村の人材育成のための職員研修所。「市
町村アカデミー」の正式名称は「市町村職員中央研修所」で、通称 JAMP（ジャンプ）と呼ばれ、所
在地は千葉県である。一方の「国際文化アカデミー」の正式名称は「全国市町村国際文化研修所」で、
通称 JIAM（ジャイアム）と呼ばれ、所在地は滋賀県である。
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たことが可視化され、それをナレッジマネジメントの観点から関係者が共有することで、

より効果的な目的をもった組織に成長することをまんのう町では期待している。そして、

これら制度の導入にあたっては、ICT（Information and Communication Technology）

の活用が不可欠であり、また 6 つの複数の制度を一斉にスタートさせて職員に負荷をかけ

るのではなく、職員意識のモニタリングを度々行いながら、時には修正を加え、計画的に

導入していく予定とのことである。

Ⅳ　考察

人材育成と人事評価の連携・活用について検討するため、先駆的に取り組み、既に諸制

度の導入が進んでいる大阪市と、現在取り組みの真っ最中である香川県まんのう町の 2 つ

の自治体の事例を取り上げたが、この事例をもとに、各自治体の特徴やその意義等につい

て 3 点述べたい。

第 1 に、人材育成、つまり研修結果の人事評価への反映についてである。「地方公務員

研修研究会」の『地方公共団体の人材育成のための人事評価と職員研修の連携・活用に関

する調査』（平成 20 年 3 月）5（以下、『連携・活用に関する調査』という）によると、人

材育成の要とも言うべき職員研修の結果に係るデータが人事評価の場においてどのように

活用されているかについて調査したところ、能力評価の一部として人事評価に反映させる

など、人事評価システムに明確に位置づけている団体が 4 団体（都道府県 3、政令指定都

市 1）みられるほかは、中核市、特例市、特別区においては、職員研修実績データを人事

評価システムに反映させる仕組みをもつ団体は 0 であった。また、「明確なシステムはな

いが、適宜職員研修実績データを参照している。」と回答した団体をあわせても、166 団

体中 45 団体（27.1%）に留まっていた。職員研修実績データを人事評価に反映させる際の

課題については、89 団体（53.6%）が「研修結果を客観的に評価できず、課目数や時数等

の外形的なデータしかない」を選択している。「その他」を選択した団体の自由記述で、

「研修受講が必ずしも知識の保有・向上につながらない場合、研修を受講しただけで評価

に反映することは正確な評価とは言えない」という問題点を指摘している団体もあった。

また、「職場環境や勤務実態などの事情により研修が困難な職員に対して不公平・不利益

になる」（13.9%）、「職員研修実績データの収集管理または人事評価の評価者へのデータ提

供体制が整っていない」（10.8%）という実務上の問題点を挙げた団体がそれぞれ全団体の

10%強あった。この結果から考えると、まんのう町の職場外研修（Off-JT）の結果を人事

評価に反映させる「業務リテラシー対応型研修制度」や職場外研修（Off-JT）や自己啓発

5  本調査は、47 都道府県、17 指定都市、35 中核市、44 特例市、23 特別区が回答している。
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の結果を人事評価に反映させる「自己申告制度」は極めて特徴的であると考える。前述の

『連携・活用に関する調査』で指摘された、職員研修実績データを人事評価に反映させる

際の課題に対しては、まず「業務リテラシー対応型研修制度」については、マネージャー

から町長にいたるまでの評価体制を確立していること、そして職場へのフィードバック、

つまり職場外研修（Off-JT）を職場研修（OJT）へ活用することを重視していることで、

「自己申告」については、職場外研修（Off-JT）及び自己啓発結果の人事評価への反映基

準を明示するとともに、研修への参加自体が目的化されないよう点数化にあたっても様々

なシミュレーションを行うことで対応していると考える。まんのう町の取り組みは、研修

結果が人事評価に反映させるなどの外発的な動機から始まる「学びへの気づき」を、いか

に内発的な「自学」へと転換し、職員自身の資質を高め、能力を向上させていくかを目指

しており、6 つの制度を互いに連携させ、きめ細やかに設計している。人材育成の効果的

な手法の 1 つとして、他の自治体においても学ぶべきところは多いと考える。

第 2 に、キャリア形成についての職員への浸透度についてである。大阪市の人材育成

基本方針では、「職員のキャリア形成への理解促進」が 1 つの特徴としてみられるが、こ

の取り組みが職員に十分に浸透していないのではないかと考える。職員自身の意識の欠

如にも大きな原因があるのは確かであるが、組織として、キャリア形成を支援するとい

うトップの意識の欠如もあるのではないかと考える。キャリア研修については、静岡県

の CDP（キャリア・デベロップメント・プラグラム）が有名であるが、その導入のきっ

かけは、「出先機関職員と知事が語る会」での職員からの「これからの静岡県職員はどう

なってしまうんでしょうか ?」という質問に対する「皆さんがしっかりと地方分権の時代

にも生きていけるよう CDP という人材育成のしっかりしたプログラムを作ります。これ

により皆さんは能力開発に努め、地方分権の時代にも生き残れる職員になって欲しい」と

の知事のメッセージであったという（加藤 2008、61 頁）。キャリアデザイン研修実施にあ

たっては、単に研修に組み込んで受講させるだけでなく、なぜ公務員にもキャリア形成が

必要なのか、これからの地方分権の時代を生きていかなくてはいけない職員自身にも内省

し考えてほしいという、トップの人材育成への責任とその意思を職員へ明確なメッセージ

として伝えることが不可欠なのではないかと考える。キャリア自律 6 の考え方は、静岡県

の CDP 導入動機にも見られるように、これからの自治体職員においても重要になってく

ることから、キャリアデザイン研修を導入する自治体は増加してくると思われる。その時

に、職員自身の自覚が第 1 ではあるが、何のために導入するのか、何を期待しているのか

をトップみずからが職員へメッセージを発していくことも、キャリア自律の考え方がその

組織に根付いていくための大きな要因の 1 つになるのではないかと考える。

6  高橋俊介『キャリア論』（2003 年、東洋経済新報社）では、個人、経営、社会、キャリア評価の 4 つ
の視点から自律的なキャリア形成論を展開している。
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最後に、人材育成と人事評価の連携・活用にとどまらない、行政改革の諸制度との連

携・活用についてである。前述のように、大阪市では、地方公務員法改正にいち早く呼

応する形での人事制度改革が進められている。ただ、制度はできたが、運用がまだまだで

あると感じると同時に、行政改革の諸制度との連携が出来ていないのではないかと考え

る。国の「地方自治・新時代における人材育成基本方針策定指針」（平成 9 年）では、「系

統だった人材育成の確立─人を育てる人事管理─」として、「人事管理全般の中における

人材育成の意義と位置づけを再確認するとともに、人事管理と人材育成との連携のあり方

について検討すること。」とあり、大阪市でも人材育成基本方針のなかに、策定指針のと

おり、人事管理と人材育成との連携について明示している。これは人事管理のうちの人事

評価に人材育成の視点を入れるという手法であり、今までブラックボックスであった「勤

務評定」を「人事評価制度」として再編成し、より公平性、納得性のあるシステムにして

いこうという流れである。しかし、現在進行している地方分権を担うための人材育成を考

えるのであれば、人事管理と人材育成の連携だけではなく、例えば、目標管理制度と、大

阪市では行政評価につながっている局経営方針との連携、つまり行政改革のもとで行わ

れている諸制度との連携もはかることが必要なのではないだろうか 7。まんのう町では、

MHRMs の 6 つの制度のなかに事務事業評価制度を取り入れることにより、この課題を

見事に解消していると考える。MHRMs の 2 つの軸の 1 つに公共経営が入り、5 つのキー

ワードのなかに地域協働がはいっていることから、6 つの制度のなかに事務事業評価制度

という NPM 改革のツールがしっかり組み込まれている。事務事業評価制度を MHRMs

に入れることにより、日々の仕事のなかでの人材育成、つまり人材育成で一番効果が高い

と考えられている OJT による人材育成が可能になるのである。これがまんのう町が目指

している NPM と HRM の融合である。もちろんまんのう町のこれらの取り組みは現在進

行形であることから、今後の諸制度の導入、運用を注視していく必要があるが、行政改革

の諸制度が比較的導入されているが、今ひとつ運用や連携ができていないのではないかと

感じている自治体にとって、人的資源管理制度のなかに行政改革のツールを効果的に組み

込むことで、その結果として人材育成につながっていくという、まんのう町での取り組み

は参考になるのではないだろうか。

7  山中俊之『公務員人事の研究』（2006 年、東洋経済新報社）では、公務員の目標管理の前提条件とし
て「政策施策との連動」「顧客の視点を重視」「面接を重視」の 3 つをあげ、なかでも「政策施策との連
動」において、「行政評価の目標と目標管理の目標は必ず連動させることが必要」としている。（96 頁）
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ⅴ　むすび

以上、自治体の人材育成、人材育成と人事評価の連携・活用から今後の展開について述

べてきたが、国では、地方公共団体における人事評価の実施、活用に関する調査研究を行

うことを目的とした「地方公共団体における人事評価の活用等に関する研究会」を設置

し、2009（平成 21）年 3 月に研究報告書をまとめている。人事評価制度については賛否

両論あるが、その導入はもはや止められないと考える。それならば、前向きに人材育成に

活用することを考えればよいというのが筆者の立場である。人事評価制度などにより自学

を促し、自学によって育つ職員。きっとそれは良い行動特性を習慣化できている人材であ

り、キャリア自律ができている人材である。このような人材が多く育っている自治体は、

これからの地方分権の時代においても確実に成果をだし、良質で効率的な住民サービスが

提供できる自治体であろう。現在継続審議中の地方公務員法改正により、人事評価制度の

導入が義務づけられたから導入するという受け身ではなく、現行の地方公務員法のもとで

の取り組みも十分可能であることから、各自治体の主体的な取り組みと自治体発の人材育

成に資する人事評価制度を導入するとともに、導入するだけで満足するのではなく、運用

にあたっての不断の努力を期待したい。

また、人事評価制度において成果主義が取り入れられるなかで、上昇志向は強くない

が、良い仕事をするプロフェッショナルな職員、住民の「ありがとう」という言葉に一番

のやりがい、充実感を覚える職員への対応も忘れてはならないと考える。特に自治体職員

には、福祉の現場など、このようなタイプが多いと考えるからである 8。成果主義一辺倒

ではない、多様な価値観を提供でき、また、それを受容できる度量のある自治体がこれか

らの時代にも生き残っていくことができるのではないかと考える。

最後になりましたが、本稿作成にあたり、厳しくも温かくご指導いただいた稲澤克祐教

授と、事例研究にあたって情報提供及びヒアリングにご協力いただいた香川県まんのう町

の天米氏に心より感謝いたします。

8  慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教授である高橋俊介氏は、上昇志向を持ち、出世や報酬の
目標に向かって計画的にキャリアアップしていくのではなく、自分なりの働き方などプロセスやポリ
シーを重視する─そのような思考をもった社員を「スローキャリア」と名付けている。（『スローキャリ
ア』（2006 年、PHP 文庫））
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