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本日の報告内容



国家公務員への人事評価制度導入の経緯
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1999年3月 公務員制度調査会答申
客観性・公正性の高い人事評価システムを整備するため，現行の勤務評定制度について，

全般的な見直しについて専門的に検討することを示唆
2000年12月 「行政改革大綱」閣議決定

「信賞必罰の人事制度の実現」「年功的人事制度から能力，実績主義の人事制度」が提示
2001年12月 「公務員制度改革大綱」閣議決定

能力等級制度の創設を前提とした能力評価と実績評価からなる新評価制度を導入
2005年12月 「行政改革の重要方針」閣議決定

新たな人事評価の第一次試行を平成18（2006年）1月から開始し，対象範囲を拡大して，
2006年度中に第二次試行を開始

2006年1月
～6月

第一次試行
本府省の課長級，課長補佐級の職員から抽出 約2000人の被評価者を約500人が評価

2007年7月 「国家公務員法等の一部を改正する法律」公布
現行の勤務評定に代え，新たな人事評価制度により，職員の任用等の人事管理を行う

2008年6月 「国家公務制度改革基本法」発布・施行
職業倫理を評価の基準として定める 業績目標は所属する組織の目標を踏まえて設定

2009年10月 全府省庁で人事評価を実施



人事評価制度導入について
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国家公務員に能力・実績主義の人事管理を導入することを柱の一つとする「国家公務員法等の一部を改正する法律」が
2009年4月1日に施行された（人事評価については2009年10月から本格実施）。この中で、人事評価は「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」と定義され，「任用、給与、分限そ
の他の人事管理の基礎」となるものとして明確に位置づけられるとともに、「人事管理は、職員の採用試験の種類や年次にと
らわれず、人事評価に基づいて適切に行う」こととされています。 内閣官房資料より引用

公務員制度改革に伴い“問題検証が不十分なまま”人事評価制度を導入

【人事評価の基準、方法等に関する政令（2009年政令第31号）】
（人事評価の方法）
第四条 人事評価は、能力評価（職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評
価をいう。以下同じ。）及び業績評価（職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績
の評価をいう。以下同じ。）によるものとする。
２ 中略
３ 能力評価は、当該能力評価に係る評価期間において現実に職員が職務遂行の中でとった行動を、標準職務遂行能力
の類型を示す項目として人事評価実施規程に定める項目（以下「評価項目」という。）ごとに、各評価項目に係る能力が具
現されるべき行動として人事評価実施規程に定める行動に照らして、当該職員が発揮した能力の程度を評価することにより
行うものとする。
４ 業績評価は、当該業績評価に係る評価期間において職員が果たすべき役割について、業務に関する目標を定めることそ
の他の方法により当該職員に対してあらかじめ示した上で、当該役割を果たした程度を評価することにより行うものとする。



技術職員の人事評価制度

国立大学法人名古屋工業大学一般職員等人事評価実施要領より抜粋
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○人事評価は，「業績評価」及び「能力評価」で構成し，いずれも絶対評価とする

○業績評価は，各職員が設定する目標の達成状況を勘案しつつ，職位に応じて果たすべき役割の
達成度を評価対象とする

○能力評価は，職務遂行にあたり実際に発揮された能力を対象とし，定められた評価項目ごとに行う



技術職員の人事評価制度の問題点1

人事評価は，「業績評価」及び「能力評価」で構成し，いずれも絶対評価とする
→ 絶対評価にも関わらずボーナスがアップする人の比率は一定（実質的には相対評価？）

各職員が設定する目標の達成状況を勘案
→ 設定する目標の難易度が人によって異なるため，目標が高いほど達成が困難
→ 目標が低い方が高評価？

職位に応じて果たすべき役割
→ 技術職員、技術専門職員、技術専門員等の職位による違いより，

専門分野による違いの方が大きい

達成度を評価対象とする
→ 評価者が被評価者の日常的業務を見ていない場合がほとんど（面談のみで評価）
→ 技術職員には不向きな評価方法
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技術職員の人事評価制度の問題点2

評価基準が曖昧であり、評価者の主観で評価される（客観性の欠如）
評価者訓練・評価者研修が十分でない
評価者の恣意性が排除できない
本来求められている仕事は何かという視点を失い、あらかじめ定めた数値目標のみが重視される
結果を重視して，プロセスを軽視する傾向が強いので人材育成につながらない
人事評価が日常の助言や指導、援助につながらない
ルーティン的な業務（学生実験、メンテナンス等）が評価されにくい などなど
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評価が不公平ならばモチベーションが低下
（人事評価制度の大きなデメリット）

技術職員に合った人事評価制度が必要



技術職員の人事評価＜1＞ テレワークでの評価を適用

テレワークとは、情報通信技術(ICT = Information and Communication Technology)を活用した、
場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のこと。 「tele = 離れた所」と「work = 働く」をあわせた造語。
テレワークは働く場所によって、自宅利用型テレワーク(在宅勤務)、モバイルワーク（移動勤務）、
施設利用型テレワーク(サテライトオフィス勤務)の3つに分けられる。
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テレワーク（telework）とは・・・・

○妊娠・育児・介護などの理由、身体障害、あるいはケガなどにより、恒常的または一時的に通勤が困難な人：
常時在宅勤務主体(ほぼ毎日在宅勤務)

○企画・総務・人事・経理などの管理部門、研究・開発部門の人：
部分在宅勤務主体(週に数日在宅勤務)、出張時のモバイルワークも適する

○営業やSE、サポートサービスなどの顧客対応業務の人：
モバイルワークが主体、部分在宅勤務も適する

日本テレワーク協会HPより

テレワークの考え方は
勤務場所が個別になりがちな技術職員にも適用可能！

テレワークが適しているケース



職種別テレワーカー割合
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平成29年度 テレワーク人口実態調査（国土交通省都市局都市政策課）より抜粋

就業者サンプル数40,000
（うちテレワーカー6,180）



テレワークにおける人事評価
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テレワークでの人事評価は「困難」という前提に立つ
○同一業務をしていない ○業務場所が離れている ○分野が異なる
○目標が設定しにくい などなど
→上司や同僚から目が届かない場所で働く場合にどのように評価するのか？

コミュニュケーションの工夫
積極的に会話をする コミュニケーション方法を具体的に制度化する
＜例＞業務予定の報告や業務終了後のアウトプットの報告を習慣づける

電話や電子メールでは伝わりにくい内容は，後日対面で報告・議論する
ITツールの導入
チャットや通話アプリなどITツールを積極的に活用する

テレワークの人事評価より

対策



テレワークにおけるITツールの活用例

メールを活用した申請（報告）書の活用例

○どのような仕事をするのか具体的に書いて申請する（インプット）
○上司だけでなくメンバーにも周知する（全体で状況把握）
○業務終了後に首尾を報告（アウトプット）
※問題点や事前相談など必要に応じて申請・報告することで上司が
業務プロセスを把握できる。
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本人

上司 メンバー

②確認①申請

③周知

前日まで

本人

上司

業務

④確認③報告

①開始

②終了

To:○○さん
Cc:メンバー
添付：申請書（報告書）・・・
本日（2019/9/27）の業務内容について添付資料の通
り申請します。
①◇◇試料の分析
②依頼者□□研究者との打合せ（○○同席）
③測定結果の受け渡し→△△株式会社
なお、②について15時に相談したいことあり。当日



テレワークにおける人事評価制度の注意点
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○アピール制度の導入
成果がでなかった場合にプロセスが正しく評価されているのか
→ どのような課題を行ったのか？ どのあたりが苦労したのか？ どのように改善を試みているのか？
などについてアピールできる機会を設定する

→ アピール制度を活用してメンバー全員に報告する
→ グループ全体に共通認識を持たせ、改善策を提示する

○プロセスと成果のバランス
テレワークとオフィスワークでは業務のプロセスの見え方が全く異なる
→ プロセスと成果をバランスよく考慮した評価制度の構築が必要となる
→ プロセスと成果をどのような比重で評価するのか事情に合わせて検討する



技術職員の人事評価＜2＞ 多面評価（360度評価）
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多面評価（360度評価）とは？
職場の上司だけでなく，同僚や部下，依頼先や顧客
（大学の場合は教員・学生）など複数の立場の人が本
人の仕事，職務能力，スキルなど多くの要素から評価す
る。この評価方法は，処遇を念頭においた従来の伝統的
な人事評価とは異なり，人材育成やモチベーション向上を
目的としている。
管理職などの上位層に対しても実施され，マネジメントに
対する評価や（部下への）気付きを与えることで，管理
職育成としても利用されている。
評価対象者の仕事上の行動やプロセス・結果などを本人
をよく知る周囲の人たちから評価してもらうことで本人と他
者の認識のギャップを可視化することができる。
一般的には上司，同僚，部下，依頼先といった立場の
まったく異なる評価者が，5から20程度の多くの評価領域
について数十から百以上の質問項目に回答してもらい評
価する方法である。

上司・先輩 同僚・後輩

教員・学生 依頼先

評価

評
価

評価

評
価



360度評価が必要となってきた背景
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人事評価が処遇（給与・賞与・昇給等）に大きな格差を与えるようになってきたこと
能力や業績による人事評価が浸透し、人事評価による処遇の格差が顕著になってきたため、人事評価の

信頼性・公平性が強く求められるようになった。一人の上司による評価は、信頼関係が希薄であれば不公
平感を増大させるため、多面的な評価が望まれるようになってきた。

上司が評価対象者の日常を把握することが難しくなってきたこと
職場の関係がフラット化して、管理職が「プレイングマネージャー化」するようになった。またITの発

達により、簡単なメールで報告を済ますなど部下と上司の接触時間が少なくなった。

人材育成における「自律性」が重要視されるようになってきたこと
本人に「気付き」を与えるためには、一人の上司の評価より複数のさまざまな立場の人による評価の方

が望ましく、その結果を本人も真摯に受け止められる。とくに管理職層には「部下（下位者）からどのよ
うに見られているのか」という気付きを持つことが重要であり、それをマネジメントに活かすことができ
るようになる。

管理職への選抜・登用基準が厳しくなってきたこと
管理職の登用ミスは、不透明な選抜で登用されなかった人たちの不平不満やモチベーションダウンにつ

ながるだけでなく、組織運営や業務遂行に大きな支障を与えてしまう。部下からも信頼される管理職を登
用することが組織運営の大きな課題になっている。



360度評価のメリット・デメリット
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メリット デメリット
上司と部下の接点が少ない職場環境でも評価できる 評価項目が多いため膨大な時間と手間がかかる
複数の評価者で評価するため、より客観的に評価できる 評価者が評価訓練を受けていないため、個人の好き嫌い

など主観的な評価になる可能性がある
被評価者が上司以外からのフィードバックを受けることで，
それまでは得られなかった課題を認識できる

部下に嫌われないことが優先され，厳しいマネジメントがで
きなくなる

若い人が評価に携わることで組織の方針や姿勢などの理
解を深めることができる

被評価者に対して気遣いや忖度がある場合は正しいフィー
ドバックとはならない

特定の上司による評価でないため，被評価者の不公平
感を緩和して納得感を高めることができる。

誰が評価したのかが特定されると不信感が高まる

その人の持つ新たな面や特性などの発見ができる。 多数が集まって意図的に評価を下げることができる。

うまく活用すれば
メリットが大きい！



360度評価の実践例
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「2019年日本における働きがいのある会社第1位」 人事領域のテクノロジーサービスを展開する「アトラエ」
子連れ出社もOK、社員を拘束する時間、場所に関するルールもほとんど存在しない多様なワークスタイルで、無駄なストレスなく
働く環境を目指している。アトラエは2019年、世界60カ国以上で、従業員の意識調査を実施する調査機関が発表した、働きが
いのある会社ランキング小規模部門で1位を獲得した。その秘訣を探ろうと、社員に話を聞こうと名刺交換するとすぐにヒントが。「ア
トラエ」は、取締役以外の役員を一切作らないフラットな組織として、出世や肩書を完全に撤廃している。
オフィス内にある「セミナースペース」と題した広い空間も、フラットな組織に欠かせない場になっていた。プロジェクトチームが課題な
どを出し合い、問題を共有するディスカッションを開催していたかと思えば…夕方には全社員が集合、情報の共有を確認する場に
利用されていた。
アトラエ 新居佳英社長：「我々の場合、上司が存在しませんので、どうしようかと考えた結果 “360度評価” 。要はお互い仲間を
仲間で評価し合うという仕組みです」
この会社が採用する360度評価とは、まず、自分が評価してほしいと思う5人の社員を選択。選ばれた人は、会社が設けた一定
の評価の仕組みやフォーマットをもとに、会社への貢献度を評価する。ただのお友達投票にならないよう、全社的に高い評価を受け
ている社員がつける評価と、若くて経験の浅い社員がつける評価の重みの差をつけた。この360度評価は、社員の会社への関わり
方を変え、働きがいに大きく影響していた。
アトラエ 新居佳英社長：「すごくわかりやすく言うと、優秀な人が優秀と言っている人は優秀だと。若い経験の浅い人が優秀と言っ
ているのは、下手したらただの優しい先輩かもしれない。日々の仕事の中でも、後輩だろうと先輩だろうと皆が自分の評価者になり
得る。当然ながら、皆に対して一定の気遣いをしなきゃいけない。逆に言うと自分も相手を評価する立場になる可能性が高い。
日々仕事しながら、こういうところすごいな、いいなと目を配りながら見ているわけです。これは結構いい。意識的にはすごくいいです」

FNNニュース 「Live NEWS α」2019.7.8放送分から抜粋
https://www.fnn.jp/programs/Live_News_alpha



個人目標を設定しなかった「アップル」 個人目標だけを設定した「マイクロソフト」
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ここでは、目標管理をより戦略的に行う企業の例として、アップルとマイクロソフトを挙げて説明しましょう。
アップルはiOSＸというiPhoneなどに搭載されている新しいモバイルデバイス向けのOSを600人の開発者で2年間かけて開
発しました。一方、マイクロソフトはWindows Vistaというパソコン向けOSを1万人の開発者で5年間かけて開発したといい
ます。単純な比較はできませんが、この2つのOS開発を比べると、やはり生産性の差を感じます。
では、なぜこの違いが生まれたのでしょうか？
実はアップルでは、この600人に対して2年間、個人の目標を設定しなかったといいます。iOSＸを開発するというチームの目
標だけを持たせて、全員で共通の目標を追いかけさせたというわけです。すると、全員が協力し合って、とにかくiOSＸを開発
することだけに向かって仕事し、自分の仕事が終わったら、他の人の仕事を手伝う様子が自然に発生するようになりました。
一方、マイクロソフトでは、1万人が、通常通り個人の目標に沿って開発を進めました。すると、「自分の分は終わった」社員
は、その他の人の担当分を手伝う流れにはならず、生産性はそれ以上高まらなかったのです。
これは個人の能力による差ではありません。マイクロソフトの社員もやるべきミッションを行っています。また、アップルにおいても、
評価制度を大きく変えたわけではありません。あくまで目標の持たせ方を変えただけです。しかし、それだけで社員の生産性は
大きく変わってきます。
アップルは、事業戦略を元に「この期間でこの製品を開発しなければならない。開発要員として最適な人材を選び、その人
たちに一番活躍してもらうために、どのような評価制度をつくって、どう動かしていこうか」を考えて実行しました。事業計画に合
わせて評価制度を少し変えるだけで、生産性を高め、事業推進に貢献できることを示す好例のように思います。
このように評価制度は、工夫次第で戦略的に活用できる人事制度の1つですが、時代の変化によって、今までの評価制
度のあり方が疑問視されている部分もあります。

2019.4.11 日経ダイヤモンド・オンライン 南 和気氏記事より引用



まとめ 技術職員の人事評価
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テレワークの人事評価を積極的に活用
技術職員は専門性が高いので育休代替等が困難。テレワークの人事評価を足がかりとしてテレワーク制を導入する。

個人よりチームで評価
個人に対する評価ではなく、チームや部門に対する評価をすることで、チームワークの強化やモチベーションアップにつながる。

評価は短期でなく長期で
半年や1年でなく、長期（2～5年）で評価することにより、新しいことへのチャレンジがしやすくなる。

ルーチンの仕事にも光を
サーバーメンテナンスなど 「動いていて当り前」 や学生実験など 「無事に終わって当り前」 という考え方ではなく，
エラーの無いこと，事故のないことも評価の対象とする。

360度評価を「働き方改革の目玉に」
360度評価は、業務の「見える化」と本人の「気付き」をうながす。技術職員の場合、教員や学生からの評価も重要。



ご清聴ありがとうございました
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360度評価を活用したチームワーク強化

20

360度評価の評価シート
項目A 項目B 項目X

360評価結果と一緒に対象者全員にフィードバック

感謝の気持ちを互いに交換する場が生まれる

「彼（彼女）の良いところ」「彼（彼女）に対
する感謝」など面と向かって言いにくいこと、普段
から感じている些細なことを記入する

メンバーの間の心理的距離が縮まって
コミュニケーションの頻度が高まる

組織としての一体感が高まる

チームワーク強化と
組織の一体化
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