
能力

能力

能力

能力

意欲

#N/A #N/A

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） 最終評価 （３次評価者は最終評価を行った論拠を記載してください）

0 0

【着眼点】

1.自分や部下の行為の結果に対する責任を回避しようとしなかった。

2.課題解決や目標達成に向けて、結果を出すまで全力で業務に取り組んだ。

責任感・積極性 ●自分の職の果たす役割を認識し、積極的かつ誠実に職責を果たす意欲 FALSE FALSE

FALSE

【着眼点】

1.組織目標や上司の指示を把握し、部下に周知した。

2.根拠や理由を示し、部下に適切な指導・助言を行った。

指導力 ●組織の目標達成に向けて、係員等に対して適切な指導・助言を行う能力 FALSE

【着眼点】

1.上司・同僚等とコミュニケーションを積極的に図り、情報伝達を円滑に行った。

2.全体の業務遂行やチームワークに支障を来たさぬよう、要請や依頼があれば協力した。

能力
コミュニケーション
チームワーク

●コミュニケーション（報告・連絡・相談）を積極的に図り、円滑に業務を進める能力 FALSE FALSE

FALSE

【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。

2.担当業務の状況や問題点を把握し、状況に応じた冷静な判断をした。

判断力 ●組織の目標や業務内容を熟知し、状況に応じた適切な判断を行う能力 FALSE

【着眼点】

1.幅広い視野に立ち、本市の目標に沿った効果的かつ実現性のある企画を立案した。

2.市全体の利益を優先して（全体最適を図るべく）、関係者と円滑な交渉・調整を行った。

【保育士・給食調理員以外は下記着眼点に基づき個別評価してください】
2.積極的に資格取得や自己啓発等の研鑽に励み、業務遂行に活用した。

【保育士・給食調理員のみ下記着眼点に基づき個別評価してください】
2.安全管理、衛生管理など、事故防止のための知識と業務の手順を意識し、事故を未然に
防ぐよう努めた。

企画・調整力
●目標達成・課題解決に向け本市の目標に沿った効果的かつ実現性のある企画を立案
し、関係者と円滑な交渉・調整ができる能力

FALSE FALSE

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

個別評価

コメント（任意）
※評価根拠となる事実等のうち顕著
なものや特記すべき事項など行動事

実等を記載するよう努める

知識・技術 ●業務に必要な知識・技術及びその活用能力 FALSE FALSE

評価項目及び着眼点

１次評価 ２次評価 ３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
個別評価

【着眼点】

1.業務に必要な知識・技術や専門的知識、関連知識を有し、業務を正確かつ円滑に処理した。

被評価者
所　属 ２次評価者 職・氏名

職・氏名 ３次評価者 職・氏名

30 日月 1 日 ～ 平成 30　　　　　　　　　人事評価記録書（係長職） 評価期間 平成 29 年 10 年 9 月能力評価



能力

能力

能力

能力

意欲

　　　　　　　　　人事評価記録書（係長職） 評価期間 平成 29 年 10 年 9 月 30 日月 1 日 ～ 平成 30

△△課長　苫小牧　二郎
被評価者

所　属 ●●部△△課□□係 ２次評価者 職・氏名 △△課長補佐　　 苫小牧　一郎

職・氏名 係長　苫小牧　太郎 ３次評価者 職・氏名

知識・技術 ●業務に必要な知識・技術及びその活用能力 4 4

評価項目及び着眼点

１次評価 ２次評価 ３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
個別評価

a

1.業務に必要な知識・技術や専門的知識、関連知識を有し、業務を正確かつ円滑に処理した。 b b b
【保育士・給食調理員・清掃指導員以外は下記着眼点に基づき個別評価してください】
2.積極的に資格取得や自己啓発等の研鑽に励み、業務遂行に活用した。

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

個別評価

コメント（任意）
※評価根拠となる事実等のうち顕著
なものや特記すべき事項など行動事

実等を記載するよう努める

a

２次評価者のとおり

【着眼点】

1.幅広い視野に立ち、本市の目標に沿った効果的かつ実現性のある企画を立案した。 a s s

2.市全体の利益を優先して（全体最適を図るべく）、関係者と円滑な交渉・調整を行った。 a s

企画・調整力
●目標達成・課題解決に向け本市の目標に沿った効果的かつ実現性のある企画を立案
し、関係者と円滑な交渉・調整ができる能力 10

人事評価制度の設計の際には、具体の指示が
なくとも自ら積極的に国や他自治体の動向など
を把握し制度案を作成するなど、速やかに職務
を遂行した。また、委員会においては、委員へ
事前に説明資料を配付し、調整・根回しをして
いたこともあり、円滑に終了した。

10

s

6
採用試験制度の見直しにおいては、画期的な
内容で他自治体と差別化を図るものであった。
その結果、優秀な人材を採用することができた
ことから、一定程度採用試験の見直しによる影
響である。

【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。 a a a

2.担当業務の状況や問題点を把握し、状況に応じた冷静な判断をした。 a

判断力 ●組織の目標や業務内容を熟知し、状況に応じた適切な判断を行う能力
優秀な人材を獲得すべく、職員採用試験の内
容を前年度から大幅に見直した際には、国や
他自治体、民間企業で実施している試験構成
など根拠資料を上司や部下に提示し、適切な
判断ができたと思う。

6

a a
月１回係内ミーティングを開く取組みは、大変素
晴らしい。次年度も継続して実施してもらいた
い。

【着眼点】

1.上司・同僚等とコミュニケーションを積極的に図り、情報伝達を円滑に行った。 a a b

2.全体の業務遂行やチームワークに支障を来たさぬよう、要請や依頼があれば協力した。 a a

能力
コミュニケーション
チームワーク

●コミュニケーション（報告・連絡・相談）を積極的に図り、円滑に業務を進める能力
月１回の係内ミーティングを開き、上司や部下
などと係内における業務の課題を認識するほ
か、国や他自治体等の動向などについて共通
認識を図った。また、係内のみならず、課内や
他課等から要請や依頼があれば協力した。

6 4

a

4

【着眼点】

1.組織目標や上司の指示を把握し、部下に周知した。 a a a

2.根拠や理由を示し、部下に適切な指導・助言を行った。 b

指導力 ●組織の目標達成に向けて、係員等に対して適切な指導・助言を行う能力
採用試験の見直しの際には、人材育成基本方
針を十分把握するなど優秀な人材獲得を目指
し、部下に考え方をミーティング等で周知した。
業務における根拠法令等を自分自身把握して
いないこともあり。部下へ適切な指導や助言を
行うことができなかったので「b」とした。

4

b

a a a

2.課題解決や目標達成に向けて、結果を出すまで全力で業務に取り組んだ。 s a

b
責任感・積極性 ●自分の職の果たす役割を認識し、積極的かつ誠実に職責を果たす意欲

自分や部下の行為の結果に対して責任回避し
ないことは当然のことであり、その姿勢で業務
遂行に努めたつもりである。また、業績評価に
おいては、あえて困難な目標を設定し、全力で
取り組んだことで、少しでも周囲へ良い影響を
与えることができたと評価しているので「s」とし
た。

6
部下の●●業務において、ミスが生じたが、そ
れを責任回避せずに他課との調整や根回しな
どにより、大きな問題に発生することもなく対応
していた。係のリーダーとして目標達成に向け
た姿勢は素晴らしいが、もう一段階レベルの目
標設定が望ましい。

6

a

慣れない業務ながら積極的に業務に取り
組む姿勢は高く評価したい。次年度も活躍
を期待したい。

B C

【着眼点】

【保育士・給食調理員・清掃指導員のみ下記着眼点に基づき個別評価してください】
2.安全管理、衛生管理など、事故防止のための知識と業務の手順を意識し、事故を未然に
防ぐよう努めた。

a

業務に必要な専門的知識を習得するよう努め
たが、市民などからの問い合わせに戸惑う場面
が多々あり、市民や職場の周りに迷惑をかける
ことが数回あったので「b」とした。
そのようなことから、知識習得に励むべく、職場
外研修などに積極的に参加したり通信教育を
受講するなど自分なりに自己研鑽に励んだつも
りである。

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） 最終評価 （３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、自分の業務に手一杯で、部下へ
適切な指導や助言を行うことができず、係長としての
職責を全うできなかった。次年度は、自分の業務の
みならず部下の業務にきちんと目を配るほか、健康
管理にも留意していきたい。

36
異動１年目ながら自分の業務だけに関わら
ず部下の業務にも気を配るなど十分係長と
しての職責を果たしていた。次年度は、より
専門的知識及び経験を積みながら健康管
理にも留意し、職務に取り組んでもらいた
い。

34

２次評価者のとおり

【着眼点】

1.自分や部下の行為の結果に対する責任を回避しようとしなかった。

能力評価（記載例）

３次評価者は、１次評価者又

は２次評価者が評価した個別

評価より評価を下げた場合で

あってもコメントの記載は不

要ですが、必要に応じてコメ

ントを記載することができま

す。

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「責任

感・積極性」の着眼点2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

個別評価より上位の評価を付

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。

「保育士・給食調理員以外」と「保育士・給食調理

員」で着眼点が異なりますので注意してください。

１次評価者はコメントは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
54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
48点～54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
36点～48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
24点～36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
12点～24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

10

8

6

4

2

a１つとb１つ

オールb

◆最終評価基準

◆着眼点における点数算出

個別評価

オールs

s１つとa１つ

オールa、s１つとb１つ

　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）

能力評価における評価基準

◆個別評価基準（評価項目の着眼点ごとの評価基準）

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）

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 平成 月 日 年 月 日

被評価者 2次評価者 被評価者 2次評価者 3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

平成

期末面談(評価面談)　

３次評価者 職・氏名

期首面談日

人事評価記録書（係長職）　

被評価者
２次評価者 職・氏名

評価期間 平成29年４月１日　～　平成30年３月31日

中間面談日 年 期末面談日

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

課（室）の
目標・使命

係・担当の
目標・使命

【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

　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　順調

2

1

　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　ほぼ順調

　３　やや遅延

　４　かなり遅延

　５　達成困難

　１　順調

3

【２　上記目標以外の職務への取組状況等】

番号

4

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
(%)

３次評価 0

３次評価者

目標達成度評価
２次評価者コメント

【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

5

３次評価者コメント

業績評価



所　属

職・氏名

平成 29 年 9 月 20 日 中間面談日 29 年 月 20 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 3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

人事評価記録書（係長職）　 評価期間 平成29年４月１日　～　平成30年３月31日

被評価者
●●部□□課△△係 ２次評価者 職・氏名 □□課長補佐　　苫小牧　一郎

係長　苫小牧　太郎

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、ワーク・ライフ・バランスの推進
・行政改革の推進　など

課（室）の
目標・使命

・両立支援プランの推進
・女性管理監督職の登用拡大
・退職管理の適正確保
・職員採用のあり方
・職員研修のあり方

【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)　

３次評価者 職・氏名 □□課長　　　　  苫小牧　二郎

期首面談日 平成 11 期末面談日

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　順調

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

1

採用試験における女性の受
験者を増加させる

①翌年３月31日
②女性受験者率を対前年度で３％ｱｯﾌﾟさせる
③採用試験説明会へ積極的に参加するほ
か、女子大学へ出向き説明会を実施する H H 35

①本年10月１日
②試算したところ対前年度比で上半期
では有給休暇取得率は２％上昇
③７月に全職員を対象に研修実施済
み。年末年始にさしかかる12月頃に啓
発文書発出予定

①翌年１月31日
②３月の報告を取りまとめていないが、２月末時点では対前年度比で３％ｱｯﾌﾟしている。
③研修の実施及び啓発文書の発出を行った結果、概ね目標どおり達成できた。

T3

T2 T2
　２　ほぼ順調

　３　やや遅延

　４　かなり遅廷

　５　達成困難

①本年10月１日
②７月試験では受験者が対前年度比
で２％ｱｯﾌﾟした。10月試験で受験率が
伸びれば概ね達成できる見込み
③６月に道内の女子大学で説明会を
実施済み

①本年１１月30日
②７月試験では対前年度比５％、10月試験では４％アップしたので、目標どおり女性受験者は
増加した。
③女子大学で積極的に採用説明会を実施するなどにより、目標数値よりも上回って女性受験
者を増加させることができたので、概ね目標達成できた。

T2

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

T3 T3
　２　ほぼ順調

　３　やや遅延

　４　かなり遅廷

　５　達成困難

T3 T3 T3
　２　ほぼ順調

　３　やや遅延

　４　かなり遅廷

　５　達成困難

2

有給休暇取得率を対前年
度比で３％アップさせる

①翌年３月31日
②全職員の有給休暇取得率を対前年度比
３％アップさせる
③ﾜｰｸ・ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽに関する研修の実施、啓
発文書の発出

M M 15

　１　順調

ウエイト(%)

　１　順調 ①本年10月15日
②新たな研修案を作成済み
③近日中に課内協議見込み

①翌年１月20日
②人材育成基本方針における△△に基づき、係長職以下を対象に特別研修を実施した
③国や他自治体、民間企業などで実施している研修内容を参考にしながら、部内協議、課内
協議を経て実施した。

目標達成度評価
２次評価者コメント（必須）

３次評価者

4

補正予算に基づいた新規事
業（●●事業）の実施

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。急な業務ではあったが、内部での調整
や対外的な説明・説得など特に大きな問題が生じることなく対
応できたと思う。 H H 20 T2 T2 T2

左記の突発的な業務が発生したにもかかわらず、対外的及び内部的に調整等を迅速かつ正確に対応して
いた。難易度が高かったと思うが、求められる水準を上回る責任を果たした。

3

研修内容の見直し ①翌年３月31日
②特別研修の見直しを図り、人材育成基本方
針に合致した新たな研修を実施する
③他自治体で実施している研修を参考にしな
がら課内協議を踏まえ決定し、実施する

H H 30

【２　上記目標以外の職務への取組状況等】

２次評価者のとおり、総じて求められる水準を上回るレベルにあり高く評価する。

3次評価 B 100

【３　全体評価】

最終評価　※自動計算 ２次評価者コメント（必須） ３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

5

B
●●プランについては、組織目標を十分理解した上で様々な関係者と調整を図りながら、迅速かつ適切な判断の下、目標
よりも大幅に上回る期限で策定したことは高く評価する。他の目標についても、期限よりも大幅に早く達成したことに加え組
織全体の活性化につながる取組みもあった。総じて求められる水準を上回るレベルにあり高く評価する。

業績評価（記載例）

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。

各面談の実施日を記載してください

中間面談実施しない場合は記載不要

２次評価者及び３次評価者はコメントを記載してください

※「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。

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。



視　点 項　目 ｈ ｍ ｌ

懸案事項の解決等

・長年の懸案事項を解決する
目標
・大幅な制度の見直しに関す
る目標

・懸案事項を解決する目標
・制度の見直しに関する目標

調整

・調整が必要な庁内外の関係
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な創
意工夫(※1)が必要とされる目
標

・目標達成に向けて新たな創
意工夫が必要とされる目標

・目標達成に向けて創意工夫
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(※2)が
見込まれる目標

・多大な業務量(※2)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(※3)市民サービスを
提供する目標

※１　高度な創意工夫：他市においてほとんど事例がないなど

※２　業務量：標準的な処理ができるレベルの職員をベースに判断すること

※３　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

難易度

Ｈ

Ｍ

Ｌ

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

難易度マトリックス表との関係

下記（１）から（2）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

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。
・いずれかの「項目」の内、「ｌ」が１つでもあり、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）いずれかの「項目」の内、「ｌ」が１つでもあり、難易度「Ｈ」及び「Ｍ」以外である場合
（２）「困難度」「貢献度」の「項目」のいずれにも該当しない場合

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

標準より優秀

標準

標準より物足りない

はるかに及ばない

目標を下回った
（目安：目標達成50％超～90％以下）

目標を大きく下回った
（目安：目標達成50％以下）

未着手

◆最終評価基準

レベル

特に優秀

目標をほぼ達成
（目安：目標達成90％超～100％以下）

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
（目安：目標達成１２０％超）

目標を上回って達成
（目安：目標達成100％超～120％以下）

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。



被評価者 ２次評価者 被評価者 ２次評価者

例1 Ｍ又はＬ Ｍ又はＬ 35 T1 T1

被評価者 ２次評価者 被評価者 ２次評価者

例2 H H 50 T3 T3

①平成３0年３月３１日
②平成29年８月２５日に地域協議会を開催し、進捗状況を報告したほか、対策の実施を着
実に進めてきた。
③地域や北海道、関係部署・機関と連携し、予算を確保するとともに、協議や施設整備等、
対策を着実に進めてきた。

係内において●●事務
の知識向上を図る

①平成３０年１月３１日まで
②●●事務に必要な知識の向上に努め、届出説明の誤りを係内で週平均１件以
下にする
③各研修、研究会へ積極的に参加し、係内研修の実施により内容を共有する

①平成30年１月３１日
②市民から相談等があった難しい案件については係内ですぐに知識を共有することができ
た。届出説明の誤りも月に１件以下であった
③法務局主催の研究会に参加した結果はすぐに係内で共有することができた

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

目標設定に伴う難易度設定及び達成度基準（例）★目標例（係長職）

職務目標
（職員の職位等）

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
(%)

目標達成度評価
目標達成度確認

目標達成基準の①②③に対応

職務目標
（職員の職位等）

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
(%)

地域振興対策事業を
着実に進める

①平成３０年３月３１日
②地域協議会を開催して進捗状況を報告するほか、対策を予定どおり実施する
③地域や北海道、関係部署・機関と連携し、予算確保や協議・施設整備等を進
める

【解説（難易度設定の流れ）】
手順(1)

職務目標について、「業績評価における評価基準（難易度設定）」の「難易度マトリックス表」の「視点」に沿ってどの「項目」に該

当し、その項目が「h」、「m」、「l」のいずれに該当するか確認する。

手順(2)

「難易度マトリックス表」の「困難度」に該当する項目がないため、「難易度の設定基準」に基づき難易度「Ｈ」には該当しないこと

となる。

手順(3)

「貢献度」の内、「市民サービス」の「l」に該当すると考えられるため、「難易度の設定基準」に基づき難易度「M」又は「L」のど

ちらかになる。

手順(4)

「Ｍ」又は「Ｌ」の判断基準については、当該職員の職位や経験年数等を踏まえ、当該職位における平均的な水準と比較し、決定する。

そのほか、本例については、窓口への届出件数や係内の人数規模等（※）を考慮し、決定する。

※週の届出件数が客観的に見て明らかに膨大な数であったり、係の職員数が大多数であることなどを総合的に加味する必要がある。例え

ば、届出件数が少数であったり、係の職員数が少数であるなどの場合と比較して同じ難易度に設定することは公平ではないと考えられる。

手順(5)

ついては、これらを踏まえ、難易度「Ｍ」又は「Ｌ」のいずれかを設定するのが妥当である。

【解説（達成度評価の流れ）】
手順(1)

「業績評価における評価基準（達成度）」の「達成度の設定基準」の「程度」、「内容例」のどの項目に該

当するか確認する。

手順(2)

当初設定した目標達成水準が「(略)週平均１件以下」に対し、その成果として「(略)月１件以下」であり、

当初目標を上回っていることから、「Ｔ１」又は「Ｔ２」のどちらかとなる。

手順(3)

「Ｔ１」又は「Ｔ２」の判断基準については、「達成度の設定基準」の「程度」、「内容例」を参照し合致

するほうを決定する。

手順(4)

本例については、目標の「(略)週平均１件以下」（＝月に4件以下）に対し、その成果は「月に1件以下

(略)」であり、目標数値の「４倍」の達成度であることから、「程度」の「目標達成120％超」と考えられる

ため、「Ｔ１」が妥当と考える。

【解説（難易度設定の流れ）】
手順(1)

職務目標について、「業績評価における評価基準（難易度設定）」の「難易度マトリックス表」の「視点」に沿ってどの「項目」に該

当し、その項目が「h」、「m」、「l」のいずれに該当するか確認する。

手順(2)

「難易度マトリックス表」の「困難度」の内、「懸案事項の解決等」の「h」あるいは「調整」の「h」と「貢献度」の内「行政課題」

の「h」に該当すると考えられるため、難易度「H」と設定するのが妥当である。

【解説（達成度評価の流れ）】
手順(1)

「業績評価における評価基準（達成度）」の「達成度の設定基準」の「程度」、「内容例」のどの項目に該

当するか確認する。

手順(2)

当初設定した目標達成水準が「(略)進捗状況を報告するほか、対策を予定どおり実施」に対し、その成果と

して「(略)報告したほか、対策の実施を着実に進めてきた」ことから、「Ｔ２」又は「Ｔ３」のどちらかとな

る。

手順(3)

「Ｔ２」又は「Ｔ３」の判断基準については、「達成度の設定基準」の「程度」、「内容例」を参照し合致

するほうを決定する。

手順(4)

本例については、その成果として「(略)8月25日に地域協議会を開催」し目標に明記した期日より早期に達

成しているが、そのことによりコスト面や市民サービスに貢献したとは考えづらいため、「Ｔ３」が妥当と
考える。



被評価者 ２次評価者 被評価者 ２次評価者

例1 H H 30 Ｔ３ Ｔ３

被評価者 ２次評価者 被評価者 ２次評価者

例2 H H 30 Ｔ１ Ｔ３

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

研修等に参加し自己の
スキルアップを図る。

①平成30年3月31日
②仕事に密接に関係のある研修会等に出席し自己のスキルアップを図る。
③△△△が主催している研修等に出席し、どこに異動しても対応できる幅広い
知識を身につけ、これからの行政運営につなげていく。

①平成30年3月31日
②●●の資格を取得し、職場内での知識等について知見を深めた。
③△△△で実施した、■■研修を受講し、職場内研修やコミュニケーションの重要性につい
て習得できた。

職務目標
（職員の職位等）

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
(%)

★難易度設定の際の間違いやすい事例

★適切ではない目標設定例

職務目標
（職員の職位等）

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
(%)

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

仕事内容を覚える
①平成30年3月31日まで
②間違いやすい箇所を間違わないようにする
③係員のやり方を聞く

①平成30年3月31日
②不安なときは周りにも判断を求めながら、何度も確認しながら間違いしないように対応し
た。
③間違いやすい部分は業後、ミーティングなどにより情報共有し、再確認をしながら、常時
業務を遂行している。

×

⇒ 難易度の設定は、各職員の設定した目標の中で難易度を相対的に判定するのではなく、それぞれの目標を「難易度マトリックス表」に照

らして判定してください。

⇒ 難易度の設定は、職員ごとの能力に対しての難易度ではありません。あくまで達成すべき水準やその職員の役割を明確にさせ、その職員の

職位や経験年数、配属年数等を踏まえ役所内での平均水準等と比較して客観的に判断してください。

× ある職員が設定した３つの目標の内、最も困難と思われる目標を無条件に難易度「Ｈ」とした。

ある目標について、「この職員については難易度が高いから」という理由で難易度を「Ｈ」とした。

⇒「人事評価の手引」において、業績評価の目標設定は「担当職務の主要な部分を代表していると考える職務目標を設定（略）」とするほか、組織目標との整合性や達成度を事後に判断で

きる目標を設定することとされています。本例の目標では、業績評価の目標設定の趣旨に合致しないため、職務目標としては適切ではありません。ついては、職位にふさわしい目標を設定

するとともに、「難易度マトリックス表」に基づいて適切に難易度を設定してください。


