
能力

能力

能力

意欲 FALSE

#N/A

（１次評価者は全体を振り返ってコメントを必ず記載してください）

FALSE

FALSE

最終評価

29 年 10 月 1

２次評価

個別評価
コメント（任意又は必須）

※各着眼点における１次評価の個別評価より評価を
下げる場合は記載必須

最終評価及びコメント

2.人事評価に基づき、部下一人ひとりの改善・努力の必要なところなどを把握し、指導・助言を行った。

１次評価

●不断の業務見直しに率先して取り組む意欲

【着眼点】

1.コスト意識を持ち、所管部における業務の見直し、業務の効率化を推進した。

2.部を超越した協調性を持ち、組織運営の全体最適化に努めた。

1.組織の目的を達成するため、強いリーダーシップを発揮し、部の統率を図った。

評価項目及び着眼点

【着眼点】

1.部下の判断に頼らず、又は上司に全面的に判断を預けることなく、適切な判断をした。

【着眼点】

●部を横断する課題や本市の重要課題について、その方向性や全体の影響などを考慮し、
状況に応じた適切な判断を行う能力

組織統率力・管理力

判断力

所　属

職・氏名

コメント（任意）
※評価根拠となる事実等を任意で記載

個別評価

日 ～ 30

0

平成

職・氏名

9 月 30 日年

（２次評価者は最終評価を行った論拠を記載してください）

FALSE

人事評価記録書（部長職・部次長職）

被評価者

評価期間

業務運営

【着眼点】

●組織の目標達成に向けて、部の統率を行い、職場全体の士気を高め、組織力を最大限発揮させる能力

2.進むべき方向性や所管部を取り巻く状況を踏まえ、的確な判断をした。

平成

２次評価者

構想・総合調整力

2.組織目標の実現に向け、部を代表して議会や会議等で適切に説明・説得を行った。

●所管部を取り巻く状況を的確に把握し、市民の視点に立って行政課題に対応するため関
係者に説明・説得する能力

1.所管部を取り巻く状況を的確に把握し、市民の視点に立って行政課題に対応するための方針を示した。

能力評価



能力

能力

能力

意欲

最終評価及びコメント

（１次評価者は全体を振り返ってコメントを必ず記載してください） 最終評価 （２次評価者は最終評価を行った論拠を記載してください）

　全体を振り返って、部長職として行うべき様々な課題への対
応など概ね求められるレベルの業務は遂行できたと思ってい
る。
　今後も引き続き、これまで以上に市政における課題、所管部
における課題などに迅速に対応すべく、強いリーダーシップを
発揮しながら、部下の健康管理にも留意し、努力していきた
い。

13
　概ね部長職として標準レベルの職責を果たした
と思う。今後も課題が山積しているが、更なる活
躍を期待したい。

Ｂ

【着眼点】

1.コスト意識を持ち、所管部における業務の見直し、業務の効率化を推進した。 a a

2.部を超越した協調性を持ち、組織運営の全体最適化に努めた。 a a

【着眼点】

1.組織の目的を達成するため、強いリーダーシップを発揮し、部の統率を図った。 s a

2.人事評価に基づき、部下一人ひとりの改善・努力の必要なところなどを把握し、指導・助言を行った。 b a

組織目標達成に向け、リーダーシップを発揮して取組を
進めており、概ね部の統率を図ることができたと評価して
いる。ただし、部長職として求められるレベルだと評価す
るので、評価を「a」に下げた。
また、人事評価に基づき、部下一人に適切な指導・助言
を行ったかどうかは、判断できなかったので「a」とした。

業務運営 ●不断の業務見直しに率先して取り組む意欲 3

組織統率力・管理力 ●組織の目標達成に向けて、部の統率を行い、職場全体の士気を高め、組織力を最大限発揮させる能力
長年懸案事項であった◎◎案件について、一定の方向性を
示すことができた。部がうまく連携して迅速に対応した結果
だと判断している。求められるリーダーシップ力は十分に発
揮できたと判断しているので、「s」とした。
人事評価については、部下一人ひとりの改善すべきところな
どを十分に把握することができず、適切な指導・助言を行う
ことができなかったので「b」とした。

3

1.部下の判断に頼らず、又は上司に全面的に判断を預けることなく、適切な判断をした。 a a

2.進むべき方向性や所管部を取り巻く状況を踏まえ、的確な判断をした。 a a

【着眼点】

1.所管部を取り巻く状況を的確に把握し、市民の視点に立って行政課題に対応するための方針を示した。 s s

2.組織目標の実現に向け、部を代表して議会や会議等で適切に説明・説得を行った。 a a

判断力
●部を横断する課題や本市の重要課題について、その方向性や全体の影響などを考慮し、
状況に応じた適切な判断を行う能力 3

【着眼点】

個別評価
コメント（任意又は必須）

※各着眼点における１次評価の個別評価より評価を
下げる場合は記載必須

構想・総合調整力
●所管部を取り巻く状況を的確に把握し、市民の視点に立って行政課題に対応するため関
係者に説明・説得する能力

市として進むべき方向を理解し、所管部として長年懸案事項
であった◎◎案件について課（室）との連携を蜜にし対応す
るよう部下へ示した。結果として課題解決に向けて現在順調
に進んでいることから、「s」とした。

4

評価項目及び着眼点

１次評価 ２次評価

個別評価 コメント（任意）
※評価根拠となる事実等を任意で記載

年 9

副市長　　○○　○○

職・氏名 部長　苫小牧　太郎

月 30 日月 1 日 ～ 平成 30人事評価記録書（部長職・部次長職） 評価期間 平成 29 年 10

被評価者
所　属 ●●部 ２次評価者 職・氏名

能力評価（記載例）

２次評価者は、１次評価者の個別評価より評価

を下げる場合はコメントの記載が必須です。赤

枠のように「組織統率力・管理力」の着眼点1に

おいて１次評価者が「s」と評価したものに対し、

「a」と評価を下げているので、この場合はコメ

ントが必須です。

２次評価者は、１次評価者の個別

評価と同じ個別評価を付与する場

合又は評価を上げる場合はコメン

トの記載は不要です。この青枠の

ように各着眼点において、１次評

価者の個別評価と同じ個別評価を

付与していますので、この場合は

コメントは不要ですが、必要に応

じてコメントの記載をすることが

できます。

１次評価者はコメントが任意となっています

ので、必要に応じてコメントしてください



個別評価 レベル

s
（上位）

　当該職位とし
て通常求められ
るレベルを超え
ている

a
（中位）

　当該職位とし
て通常求められ
るレベルである

b
（下位）

　当該職位とし
て通常求められ
るレベルに達し
ていない

最終評価 点数 レベル 解 説

Ｓ
18点以上
（９割以上）

特に優秀
　求められる行動が全て確実にとられており、当該職
位として特に優秀な能力発揮状況である。

Ａ
16点～18点未満
（８割以上
９割未満）

標準より優秀
　求められる行動が全て十分にとられており、当該職
位として優秀な能力発揮状況である。

Ｂ
12点～16点未満
（6割以上
８割未満）

標準
　求められる行動がおおむねとられており、当該職位
として能力がおおむね発揮されている状況である。
（標準）

Ｃ
8点～12点未満
（４割以上
6割未満）

標準より物足りない

　求められる行動がとられていないことがやや多く、
当該職位として十分な能力発揮状況とはいえない。
（当該職位の職務を遂行するために求められる能力を
発揮していないとまではいえない）

Ｄ
4点～8点未満
（2割以上
4割未満）

はるかに物足りない

　求められる行動がほとんどとられておらず、当該職
位に必要な能力発揮状況ではない。（当該職位の職務
を遂行するために求められる能力の発揮の程度に達し
ていない）

点数

5

4

3

2

1

能力評価における評価基準

◆最終評価基準

◆個別評価基準（評価項目の着眼点ごとの評価）

行動例
（上司の指示・指導の必要性とその理解）

　達成すべき業務遂行の質・レベルを認識し、具体的な指示がなくても、次に必要な対応を自
ら考えて提案・行動していた。（上司や周囲の指示・指導があった場合には、直接の内容を理
解し実践するのみならず、同様の対応をすべき業務・課題がないかどうかを自ら考え、上司の
当初の想定を上回る対応を行った）

　達成すべき業務遂行の質・レベルを認識し、行動していた。（上司や周囲の指示・内容を適
切に理解し、実践していた）

　期待されている業務遂行の質・レベルを適切に認識していないことがある。（上司や周囲の
指示・指導が必要となる場面が複数回あった）

オールa、s１つとb１つ

a１つとb１つ

オールb

◆着眼点における点数算出

個別評価

オールs

s１つとa１つ

被評価者及び評価者は、個別評価及び最終評価を行うにあたり、下記の「個別評価基準」及び「最終評価基準」に基

づき実施してください。



所　属

職・氏名

平成 年 月 日 年 月 日 平成 年 月 日

被評価者 ２次評価者 被評価者 ２次評価者

被評価者 ２次評価者 被評価者 ２次評価者

※要チェック

5

【３　最終評価】

最終評価　※自動計算 ２次評価者コメント
ウエイト確認欄

※３目標の合計又は
それに加え、「2.上記
目標以外の職務へ
の取組状況等」の合
計を必ず「100」にし
てください。

２次評価

0

　２　ほぼ順調

　３　やや遅延

　４　かなり遅延

　５　達成困難

【２　上記目標以外の職務への取組状況等】

番号 職務内容
自己申告

（目標以外の取組事項、突発事態への対応等）
難易度 ウエイト

(%)
目標達成度評価

２次評価者コメント

4

3

　１　順調

　１　順調

　２　ほぼ順調

　３　やや遅延

　４　かなり遅延

　５　達成困難

2

　２　ほぼ順調

　３　やや遅延

　４　かなり遅延

　５　達成困難

目標達成状況・基準の変更
目標達成度確認

目標達成基準の①②③に対応

目標達成度評価

1

　１　順調

【１　目標】
期首面談(目標設定面談) 中間面談（任意）※中間面談を実施しない場合は記載不要 期末面談(評価面談)　

番号 職務目標
目標達成基準

①いつまでに、②どの水準まで(達成度)、
③どのように(方法)

難易度 ウエイト
(%)

進捗状況

期首面談日 平成 期末面談日

部の目標・使命

中間面談日

評価期間 平成29年４月１日　～　平成30年３月31日

被評価者 ２次評価者 職・氏名

人事評価記録書（部長職・部次長職）　業績評価



所　属

職・氏名

平成 29 年 9 月 25 日 中間面談日 29 年 月 29 日 平成 30 年 2 月 20 日

被評価者 ２次評価者 被評価者 ２次評価者

被評価者 ２次評価者 被評価者 ２次評価者

※要チェック【３　最終評価】

最終評価　※自動計算 ２次評価者コメント（必須）

ウエイト確認欄
※３目標の合計又
はそれに加え、「2.
上記目標以外の職
務への取組状況
等」の合計を必ず
「100」にしてくださ

い。

２次評価

B
期首の目標以外の突発的な業務対応があったにもかかわらず、期首に設定した目標は概ね達成したことに加
え、突発的な業務にも柔軟に対応していた。職責を十分果たしており、今後ますますの活躍を期待したい。

100

5

T3 T3
　２　ほぼ順調

　３　やや遅延

　４　かなり遅延

　５　達成困難

4

補正予算に基づいた新規事
業（●●事業）の実施

期首で目標を設定していなかったが急遽国の政策に基
づき、補正予算で新たに事業を●月までに実施すること
になった。 M M 20 T2 T2

急遽決まった新規事業にも関わらず、補正予算対応やそれに基づく事業への展開、全庁への説明など
柔軟に対応できたと思う。

3

◇◇の策定 ①翌年３月31日
②不適切な事務処理を防ぐため、新たに
◇◇を策定
③●●委員会での了解を得た上で、理事
者へ説明

H H 30

【２　上記目標以外の職務への取組状況等】

番号 職務内容
ウエイト
(%)

　１　順調 ①本年10月１日
②12月末に新たな◇◇案を策定見込
み
③概ね目標どおりの達成見込み

①翌年１月31日
②新たに◇◇を策定し、各部課へ周知徹底し、４半期ごとに報告を求めることとした。
③●●委員会での了解を得た上で、理事者へ説明を行い了承を得た。

目標達成度評価
２次評価者コメント

2

△△の実施 ①翌年３月31日
②□□プランに基づき、◆◆率の向上に
向け全庁的に波及させるため全職員へ
説明会の実施
③部長会議や代表課長会議等で調整を
図り、年度末に結果報告を求める

M M 15
　２　ほぼ順調

　３　やや遅延

　４　かなり遅延

　５　達成困難

自己申告
（目標以外の取組事項、突発事態への対応等）

難易度

T2

　１　順調 ①本年10月１日
②９月末に全職員へ説明会の開催案
内を周知済み
③概ね目標どおりの達成見込み

①翌年３月31日
②全職員への説明会の実施に加え、年度末までに各部課の◆◆率の報告を求めた。
③部長会議や代表課長会議等で調整や根回しを行ったことにより、市役所全体で前年度比
５％アップしたことは目標を上回ったと評価する。 T2

T2
　２　ほぼ順調

　３　やや遅延

　４　かなり遅延

　５　達成困難

T2

1

●●プランの策定 ①翌年３月31日
②●●プランを策定し12月議会へ報告
③△△委員会での了解を得た上で、理事
者へ説明、ホームページ等で公表 H H 35

　１　順調 ①本年10月１日
②プラン案が策定し、△△委員会を11
月上旬に開催予定
③概ね目標どおりの達成見込み

①翌年２月１日
②12月議会へ報告し、了解を得た。プラン内容に関しても他自治体では例を見ない項目を盛り
込むなど斬新なプランが出来上がった。
③目標どおり△△委員会での了解を得て、理事者へ説明を行うとともに、ホームページで公表
した。期限については、目標の年度末よりも早く達成できたことに加え、内容についてもレベル
が高いものが出来上がった。

【１　目標】
期首面談(目標設定面談) 中間面談（任意）※中間面談を実施しない場合は記載不要 期末面談(評価面談)　

番号 職務目標
目標達成基準

①いつまでに、②どの水準まで(達成度)、
③どのように(方法)

難易度 ウエイト
(%)

進捗状況 目標達成状況・基準の変更
目標達成度確認

目標達成基準の①②③に対応

目標達成度評価

期首面談日 平成 11 期末面談日

部の目標・使命

・コンプライアンスの徹底
・人材育成、人事管理の徹底
・行政改革の推進　など

人事評価記録書（部長職・部次長職）　 評価対象期間 平成29年４月１日　～　平成30年３月31日

被評価者
●●部

２次評価者 職・氏名 副市長　　△△　△△
部長　苫小牧　太郎

業績評価（記載例）

中間面談実施しない場合は記載不要

※「2 上記目標以外の職務への取組状況等」は期首で設定するものではありません。あくまで期中などで記載す

るものです。

なお、記載する場合は、設定した３つの目標とあわせて「ウエイト」の合計が「100％」となるよう、調整を図

り設定すること。また、期末においては、別添「業績評価基準」を参考に達成度を付与してください。

２次評価者はコメントを記載してください

設定した「ウエイト」の合計が「100％」になって

いるか必ず確認してください

達成度（Ｔ１～Ｎ）を付与する場合は、

別添「業績評価基準」を参考にしてください

各面談の実施日を記載してくださいあくまでも期首に設定する目標は３つです。この記載例は、期首に設定した３つの目標のほか

に、「2 上記目標以外の職務への取組状況等」を記載する場合のものです。「2 上記目標

以外の職務への取組状況等」を記載しない場合は、３つの目標のみの記載となり、「ウエイ

ト」は３つの目標で合計が「100％」となります。



視　点 項　目 ｈ ｍ ｌ

課題（懸案事項）の解決等

・困難な課題や大幅な制度の
見直しに関する目標
・長年の懸案事項を解決する
目標

・制度の見直しに関する目標
・懸案事項を解決する目標

調整

・調整が必要な庁外の関係機
関が多く、調整に極めて多く
の時間や知識労力が必要な目
標

・調整が必要な庁内外の関係
機関が比較的多く、調整に多
くの時間や知識労力が必要な
目標

・調整が必要な庁内外の関係
機関があり、調整の時間や労
力がある程度必要な目標

創意工夫

・目標達成に向けて高度の創
意工夫や極めて多くの努力(※
1)が必要とされる目標

・目標達成に向けて新たな創
意工夫や多くの努力(※1)が必
要とされる目標

・目標達成に向けて創意工夫
や努力(※1)がある程度必要と
される目標

行政課題

・総合計画、施政方針等に関
連し、行政課題として重要度
が極めて高い目標

・行政課題として重要度が高
い目標

・組織目標に貢献する目標

財政効果

・極めて大きな経費節減、事
務改善が見込まれる目標
・収入確保に極めて大きく貢
献することが見込まれる目標

・大きな経費節減、事務改善
が見込まれる目標
・収入確保に大きく貢献する
ことが見込まれる目標

・ある程度の経費節減、事務
改善が見込まれる目標貢献度
・着実な収入確保が見込まれ
る目標

業務量

・極めて多大な業務量が見込
まれる目標

・多大な業務量が見込まれる
目標

・通常の範囲の業務量が見込
まれる目標

市民サービス

・大きな市民サービスの改善
が見込まれる目標

・市民サービスの改善が見込
まれる目標

・着実な(※2)市民サービスを
提供する目標

優先度 時間的制約(※3)

・組織目標の達成に対する時
間的制約が極めて強く緊急性
を要する目標

・組織目標の達成に対する時
間的制約が強い目標

※１　努力：自己努力ではなく、業務を遂行するために当該職位に求められる必要な努力

※２　着実な：ミスやトラブルなく、直接的・間接的に提供される市民サービス

※３　時間的制約とは

(1)達成の期限が決められていて、時間的な余裕がないこと

(2)目標達成までの段取りが決まっていて、その通りに業務を遂行しなければならないもの

難易度

Ｈ

Ｍ

Ｌ

難易度マトリックス表との関係

下記（１）から（３）まで全ての条件を満たす場合のみ、難易度「Ｈ」を設定するものとする。
（１）「困難度」の内、１つ以上の項目が「ｈ」に該当
（２）「貢献度」の内、１つ以上の項目が「ｈ」又は「ｍ」に該当
（３）「優先度」の内、１つ以上の項目が「ｈ」又は「ｍ」に該当

下記の条件を満たす場合のみ、難易度「Ｍ」を設定するものとする。
・「困難度」「貢献度」「優先度」のいずれか１つ以上の項目が「ｌ」以上で、難易度「Ｈ」以外である場合

下記（１）から（2）のいずれかの条件を満たす場合のみ、難易度「Ｌ」を設定するものとする。
（１）「困難度」「貢献度」「優先度」のいずれか１つ以上の項目が「ｌ」以上で、難易度「Ｈ」及び「Ｍ」以外である
場合
（２）「困難度」「貢献度」「優先度」の項目のいずれにも該当しない場合

業績評価における評価基準（難易度設定）

◆難易度マトリックス表

困難度

貢献度

◆難易度の設定基準

被評価者は、設定した目標を「難易度マトリックス表」に照らし、総合的に判断して「Ｈ」、「Ｍ」、「Ｌ」に分類し２次評価

者と面談の上、難易度を決定してください。２次評価者は、被評価者と面談の上、「難易度マトリックス表」に照らし、必要に応

じて難易度を修正し決定してください。その際、職員の職位や経験年数等を踏まえ、平均的な水準と比較考慮し、決定してくださ

い。

被評価者及び評価者は、下記の基準に基づき、難易度を設定してください。



達成度 内容例

Ｔ１

・目標に明記した期日より相当早く達成し、そのことによりコスト面や市民サービ
スに大きく貢献した
・目標に明記した内容より相当高い水準であった
・目標に明記した数値を大きく上回った

Ｔ２

・目標に明記した期日より早く達成し、そのことによりコスト面や市民サービスに
貢献した
・目標に明記した期日どおりに達成し、明記した内容より高い水準であった
・目標に明記した数値を上回った

Ｔ３

・目標に明記した期日、内容どおりに達成した
・途中多少の遅れはあったものの、最終期限には間に合う形で、目標に明記したど
おりに達成した
・目標に明記した数値とほぼ同じであった
・おおむね適正に処理し、業務遂行に支障がなかった

Ｔ４

・目標に明記した内容は達成したが、期日が遅れた
・目標に明記した期日どおりであったが、明記した内容に満たない水準であった
・目標に明記した数値を下回った
・所定の期日に間に合わないなど、業務を適正に処理できなかった

Ｔ５
・目標に明記した期日よりも大幅に遅れ、明記した内容に満たない水準であった
・目標に明記した数値を大きく下回った

Ｎ
・そもそも着手していない
・着手したが、取り組んでいないに等しい

最終評価 解説

Ｓ 　今期当該職位に求められる水準をはるかに上回る役割・目標を果たした

Ａ 　今期当該職位に求められる水準を上回る役割・目標を果たした

Ｂ 　今期当該職位に求められる水準の役割・目標を概ね果たした

Ｃ 　今期当該職位に求められる水準を下回る役割・目標しか果たしていなかった

Ｄ 　今期当該職位に求められる役割・目標を果たしていなかった

標準

標準より物足りない

はるかに及ばない

目標を大きく下回った

未着手

◆最終評価基準

レベル

特に優秀

標準より優秀

目標を下回った

業績評価における評価基準（達成度）

◆達成度（Ｔ１～Ｎ）の設定基準

程度

目標を大きく上回って達成

目標を上回って達成

目標をほぼ達成

被評価者及び評価者は、下記の基準に基づき、達成度を設定してください。


