
施策・基本事業評価表

優先度：成果＝高。財源＝低。●市長公室、企画財政課、監査事務局、学校教育課

番号 施策の対象 施策のねらい 区分 施策の成果指標 評価 評価の判定理由と原因分析の説明 今後の取り組み等

7-3 市役所職員

市民から信頼さ
れ、効率的に仕事
ができる職員・組織
になっている。

成果
職員の仕事ぶりに納得し
ている市民の割合（％）

74 5 74 7 76 0 75 6 79 4 81 0 81 1 81 1 横ばい

　指標値は年々改善傾向にあったが、
24年度は前年度と同率である。ただ
し、「満足」「やや満足」は４ポイント改
善している。また、満足度指数を見る
と、わずかだが全施策の平均値を初
めて上回った。
　上記から、職員の仕事ぶりは、以前
より評価されつつあると思われるが、
市民アンケート等では、市職員への仕
事ぶりや接遇等に批判意見が多く、
「あいさつがない、無愛想、私語、身だ
しなみ」などが目につき、『市民の視線
への意識の希薄さ』が伺える。
　また、依然として「職員の仕事ぶり」
に力を入れてほしいは、上位にあり、
納税者の期待に応えるため、自らに対
する厳しい姿勢が求められる。

　高度化・多様化する市民ニーズに的
確に対応することによって、職員への
信頼を得ることができる。そのため、人
材育成基本方針に沿って、職員の育
成、能力と実績に基づく人事管理、組
織の最適化に継続して取り組み、市民
から信頼されるよう職員の能力・組織
力向上に努める。
　なお、市民アンケートで不満が多い
点については、また、市民の不満意見
を職員に周知するなどし、市民の市職
員（公務員）に対する厳しい視線を意
識するように仕向けてていきたい。
　一方では、メンタルヘルス対策、超
勤縮減等、職員に健康管理・元気回
復にも努めていく。

施策名 23年度
28年度

（目標値）
22年度

市民から信頼さ
れる職員・組織づ
くり

前期
目標値

18年度 21年度17年度 24年度19年度 20年度
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番号 基本事業の対象 基本事業のねらい 区分 基本事業成果指標 評価の判定理由と原因分析の説明 今後の取り組み等

成果

組織・職員が、市民・地域
の問題や行政課題に関
し、迅速かつ適切に対応
できていると思う職員割
合（％）

- - - - - - 45 7 - 72 1 目標達成

　指標値は、72.1％と22年度から26.4
ポイント上昇した。
　しかし、内訳をみると「どちらかといえ
ばそう思う」の割合が67.5％と圧倒的
に多く「そう思う」と回答した職員は308
名中僅か14名に止まった。年齢別に
は高齢になるほど適切に対応している
と思う割合が増え50歳以上では87.5％
を占めている。また、職種別には消防
職65.9％と技術職68.2％が平均を下
回っており労務職80.0％が最も高い。
　そう思わない理由としては、人員体
制に余裕がなく日々の業務に追われ
ている、意思決定が遅い、要望が多様
化している等の意見が多い。

　この基本事業は施策貢献度が高く、
25年度の重点基本事業でもある。一
方で、実施手段である事務事業は「庁
内情報共有化事務」と「組織機構管理
事務」の2本であるが、とりわけ「組織
機構管理事務」の比重は大きい。
　行政需要、市民ニーズを的確に把握
し、分かり易く利用しやすい行政サー
ビス提供体制の構築のために、各部
署で抱える組織上の課題等を整理し、
最適な組織機構・人員配置に向けて
不断の改革を進める。
　さらに、総合計画後期基本計画の重
点施策について、その現状と課題を検
証し、目標達成のために体制強化が
必要と思われる場合は機構改革及び
人員配置を検討する。

成果 業務に対する苦情の数 42 39 30 29 27 33 24 22 25 目標達成

　24年度の苦情件数は22件、市長へ
の手紙全体(221件)の約10%となってい
る。件数はH17年度から概ね減少傾向
で推移してきており、目標年度の件数
25件をクリアしている。
　 22件の苦情内容の内、市職員の接
遇に関するもの6件、市委託業者等関
連職員の接遇に関するもの3件、職員
の不祥事に関するもの2件、北部豪雨
被災地のことを考慮しレク等を自粛す
べき2件、業務遂行に関する苦情等8
件、その他1件となっている。

　「市長への手紙」中で職員の仕事ぶ
りや接遇に関する苦情は約3割である
が、職員の不祥事や被災地への配
慮、事故等の際の被害者への対応等
を含めると半数程度にのぼる。市職員
として常に緊張感を持ち、行政行為の
結果、市民に与える影響について、想
像力を働かせ業務に臨むことが求め
られる。又、制度等に関する苦情につ
いては、市民に対してきちんと説明責
任を果たすという視点で引き続きＯＪＴ
等を取り組む。
　接遇については、今後は窓口の多く
を担う非常勤職員等を重点的に研修
などを取り組む。

成果
組織間・組織内連携が十
分に図られていると思う
職員割合（％）

- - - - - - 52 9 - 62 3 順調

　指標値は、62.3％と平成22年度調査
時から9.3ポイント向上した。年齢別で
は、30歳代55.6％と低く、50歳以上
79.2％と突出して高い。職種別では、
労務職と消防職が高く、事務職と技術
職が低い傾向にある。所属別では建
設経済部49.3％と過半数を割ってお
り、次いで教育委員会53.1％と低調で
あるが、市民生活部72.3％と消防本部
73.2％が高く、職場によるバラつきが
見て取れる。
　そう思わない理由としては、セクト意
識が強く所掌範囲を限定していること
や情報共有が不十分なこと、調整機
能不足などが指摘されている。

　セクト主義や業務範囲の固定化など
は、事務事業が目的化しているためで
あると思える。
　各部の政策調整会議において、施
策レベルを目的とし、各課の役割、連
携方法を確認し、それに基づき課長の
マネジメント（指導育成や組織風土改
善）により解消することが必要である。
　26年度中に各部内(課･係間)での情
報共有や相互協力等を推進するため
の方策を検討する。
　また、複数施策に関連する行政課題
や一定規模のイベント等は全庁横断
的なプロジェクトチームを編成して事
業を進めるプロジェクト方式を活用して
いくことで、組織間連携機能を強化し
職員の意識を高める。

成果
最近１年間に市役所でた
らいまわしにあったことの
ある市民割合（％）

7 1 7 5 6 3 5 7 5 7 6 9 2 2 5 0 3 3 目標達成

　今年度は3.3％で、前年度より1.1ポイ
ント悪化となったが、概ね減少傾向と
なっている。
市役所でたらいまわしにあったことが
「ある」と回答した件数は43件で3.3%、
「ない」と回答した件数は1,031件で
79.9%となっている。一方、市役所に
いっていないは217件で16.8%となって
いる。
　自由意見が30件あがっているが、①
対応が悪い等接遇に起因するもの　5
件、②業務の内容に精通していないこ
とに起因するもの　6件、③たらいまわ
し　4件などとなっている。

　自由意見３０件の個別内容を見る
と、職員の仕事ぶりや接遇に関するも
のは約50％で苦情に占める割合の中
でトップであり、昨年度と変わっていな
い。
　職員の接遇については、正規につい
ては重点的に研修等をとおして接遇
向上に力を入れてきたため、これまで
十分でなかった非常勤・臨時職員の接
遇について重点を置いていく必要があ
ると思われる。
　また、制度等に関する苦情について
は、業務遂行にあたり市民に対してき
ちんと説明責任を果たすという視点で
引き続きＯＪＴ等を取り組む。

01

基本事業名称

機能的かつ健全な組
織づくり

23年度17年度 18年度

市民

業務が的確に遂行
されることで、市民
の納得度が高く、
説明責任が果たせ
る組織体制となっ
ている。

24年度20年度 22年度
前期

目標値
19年度

28年度
（目標値）

21年度
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番号 基本事業の対象 基本事業のねらい 区分 基本事業成果指標 評価の判定理由と原因分析の説明 今後の取り組み等基本事業名称 23年度17年度 18年度 24年度20年度 22年度
前期

目標値
19年度

28年度
（目標値）

21年度

成果

人材育成(諸施策）により
職員の能力が向上してい
ると思う職員割合
（市全体としての状況で
成果とする）

- - - - - - 64 0 - 67 2 横ばい

　指標値は前年度から3.2ポイント改善
したが、23年度職員アンケートの回答
率は67.3%で、今回より回答数が85件
少ないことも考慮し、横ばいと判断し
た。
　回答結果を属性別に見ると、30代・
技術職・消防職は他の属性に比べ「そ
う思う」割合が5～10ポイント程度低く
なっている。
　また、回答理由は62件あり、その中
で「そう・どちらかといえばそう思う」理
由が36件、内容は「少ない職員数の
中、何とか業務がこなせているから」と
の漠然とした理由のほか、「人事評価
や研修に積極的に取り組んでいる」こ
との成果を指摘する意見もあった。

成果
人材育成により能力が向
上したと思う職員割合
（個人として）

- - - - - - 50 0 - 64 6 目標達成

　指標値は14.6ポイントと大きく改善し
目標を上回ったが、23年度職員アン
ケートの回答率は67.3%で、今回より回
答数が85件少ないことは考慮しておく
必要がある。
　回答結果を属性別に見ると、30代・
技術職・消防職は他の属性に比べ「そ
う思う」割合が10～15ポイント程度低く
なっている。さらに消防職以外の職種
については、前年度に比べ「そう思う」
割合が増えているのに対し、消防職だ
けは横ばいになっている。
　また「どのような取り組みによって能
力が向上したか」の回答数は38件あ
り、「研修や目標管理に主体的・積極
的に取り組んだため」との意見が目
立った。

成果
評価が適正に行われて
いると思う職員の割合

70 4 80 2 88 9 81 7 84 7 92 6 88 5 87 9 横ばい

　指標は0.6ポイント低下で横ばいと判
断するが、「適切に評価された」に限っ
て見ると、10.6ポイント改善しているこ
とは考慮する必要がある。
　回答結果を属性別に見ると、消防本
部以外では「適切に・どちらかといえば
適切に評価された」割合が9割程度あ
るのに比べ、消防本部だけは67.6%と
低くなっている。
　また、回答理由は36件あり、「適切
に・どちらかといえば適切に評価され
た」理由では、「自己評価とほぼ同じ結
果、自己評価以上の結果だったため」
との意見が目立った。

　これまでに引き続き、評価精度を高
めるための事務局点検や職員研修の
実施、評価結果等に基づく日常的な
OJTを促進する。加えて、若年層(3級
以下)職員の能力開発挑戦項目や評
価基準の見直し等、制度の進化に向
けた見直しを行い、人事評価の納得
性・有効性を高める。
　消防本部については、他部との回答
結果の違いを示しながら主体的な取り
組みを促すとともに(5月に研修実施済
み)、制度見直しの必要性等、職場と
の協議を行う。

　能力が向上したと思う理由として、
「人事評価や研修に積極的に取り組
んでいる」との意見が目立ったことは、
人材育成は「職員の主体的取り組み
が基本で、与えられるものだけではな
い」ことを裏付ける結果でもある。
　このため、30代・技術職・消防職の回
答結果の特徴等も含め、これら職員ア
ンケートの分析結果、さらには人材育
成基本方針を再周知すること等によ
り、職員の主体的取り組みを促進す
る。
　また、職員の主体的取り組みを引き
出すためには、取り組みの成果を実
感し易い仕組みや環境を整える必要
がある。このため、人事評価とOJT等
による職場での能力開発を一層加速
させつつ、事務改善事例の紹介・賞賛
等、目に見える・分かり易い新たな取
り組み等も絡めながら、職員の主体性
醸成に努める。
　職員研修については、研修メニュー
の充実はほぼ終えており、いかに主体
性を持って参加し、受講後に職場で活
用するかという観点からの取り組みに
力点を移す必要がある。具体的には、
受講前後のアンケート活用や職場の
管理監督者のフォローアップなどに取
り組み、有効性向上に努める必要が
ある。

資質の高い職員に
なるための育成が
継続的に行われて
いる。

02 人材の育成 市役所職員
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番号 基本事業の対象 基本事業のねらい 区分 基本事業成果指標 評価の判定理由と原因分析の説明 今後の取り組み等基本事業名称 23年度17年度 18年度 24年度20年度 22年度
前期

目標値
19年度

28年度
（目標値）

21年度

成果
全庁的に適材適所の人
事配置が行われていると
思う職員の割合（％）

95 6 90 3 93 1 93 9 88 9 88 0 89 5 90 6 横ばい

　指標は前年度から1.1ポイントの改善
にとどまり、横ばいと判断する。なお、
「充分に・ほぼ活かされている」に限る
と、前年度から4.3ポイント低下(35.5⇒
31.2)しており注意を要する。
　「充分に・ほぼ活かされている」との
回答を属性別に見ると、30才未満・50
代・労務職で10ポイント程度低下、技
術職・消防職で5ポイント程度低下(30
才未満はそれでも平均を上回ってい
る)している。
　　なお、事務職以外の職種では、事
務職に比すと概して、満足度や能力が
活かされている感が高い傾向にある。
　また、回答理由は42件あり、「活かさ
れている」理由については、「業務に
積極的に取り組んでいるから」との
内容が目立った。

成果
自分が担当している仕事
について満足している職
員の割合（％）

88 1 83 6 86 6 86 7 83 9 89 0 90 8 87 7 横ばい

　指標は前年度から3.1ポイント低下し
ているが、17年度以降で見ると平均値
となっており、横ばいと判断した。
　回答結果を属性別で見ると、30才未
満・50代が8ポイント程度低下(それで
も平均を上回っている)、また事務職・
消防職で5ポイント程度低下(消防職は
それでも平均を上回っている)してい
る。
　なお、事務職以外の職種では、事務
職に比すと概して、満足度や能力が活
かされている感が高い傾向にある。
　また、回答理由は44件あり、そのうち
「満足している」理由については、「や
りがい、達成感を感じている」との内容
が目立った。

成果
健康で安心して働くことが
できると思う職員割合
（％）

- - - - - - 73 0 - 77 3 順調

健康で安心して働くことができると思う
職員の割合は77.3％であり、H23年度
から4.3ポイント上昇した。
年代別にみると30・40代が74.4％で若
干全体より下回っている。
部門別でみると満足率が高い順では、
①教育委員会96.9％、②総務部
82.5％、③建設経済部等74.6％、④消
防本部70.7％、⑤市民生活部70.5％と
なっている。
自由意見をみると、安心して働くことが
出来ない意見として次のことが挙げら
れる。
・古い庁舎であるため、夏暑く、冬場寒
いというもの。
・残業が多い、人が少ない、業務量に
偏りがあるというもの。

　業務量が多いという意見について
は、職員数が類似団体でもトップクラ
スに少ないことや権限移譲関係で業
務が増加傾向にあるためいたしかた
ない点でもある。Ｈ25年度より出退勤
システムを導入し、リアルタイムで個人
毎の時間外勤務状況を把握できるよう
になったため、業務の偏り是正に努め
る等必要があると思われる。
　施設面では、本庁舎空調が老朽化し
ており、温度設定が出来ないため改修
が望まれる。
　メンタル対策については臨床心理士
派遣や産業医派遣等を通して予防に
努めているが、引き続き対応が必要。
併せて、不在になっている健康相談室
専門員の早急な配置に努めたい。

適正な人事管理

　人事評価とこれに連動したOJTをよ
り一層促進し、職員の能力(適性)の把
握と向上に努め、その結果を職場配
置や昇任等に活かす仕組みづくりを進
め、仕事に対する職員の満足度向上
や、より適材適所の人事配置につなげ
ていく。
　また、「仕事に満足している、自分の
能力が活かされている」理由につい
て、「業務に積極的に取り組み、やり
がいを感じている」との意見が目立っ
たことは、人材育成と同様、第一に職
員の主体性が必要であることを表して
いる。このため、職場の所属長に対
し、職員の能力(適性)を把握し、これを
基に職員の主体性を引き出す(導き出
す)ようなアプローチを推奨していく。
　さらには、30才未満職員の仕事に対
する満足度や能力の活用感が低下し
ていることから、職員研修等の機会を
通じて、ジョブローテーション等、適材
適所の人事配置のための取り組みや
人材育成の趣旨等を改めて周知して
いく。

適材適所の人事配
置や衛生的なで安
全な職場環境の整
備により、職員が
能力を発揮してい

る。

市役所職員03
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