
2006.03.03 : 平成 18 年２月定例会（第５日） 

厚木市議会・佐藤知一 一般質問・会議録（議事録） 

 

 

 

 

通告要旨 

 

(1) 市政一般について 

 ア 行政評価について 

 （ア）経営的視点による事業分析や行政評価などの進捗状況はどうか。 

 （イ）市職員に対する評価は適正か。 

 イ ＡＥＤなどを用いた救命率の向上について 

 （ア）職員に対して救命講習を実施しているか。 

 （イ）事業所管理責任者や市民に対して講習を行うことはどうか。 

 ウ 老老介護について 

 （ア）厚木市の現状と対策は。 

 エ 2007 年問題について 

 （ア）団塊世代の大量退職に対しての認識と対策は。 

 

 

 

 

 

 

※ 厚木市議会会議録より引用したものであるが、汎用性を考慮して、ＪＩＳ第一・第二 

水準までの漢字で構成されている。このため人名など、会議録と一部異なる場合がある。 

また、議会の承認をもって訂正された文言については、発言の有無に関わらず、訂正後の

ものが公式な議事録として用いられる為、これに準じる。 



2006.03.03 : 平成 18 年２月定例会（第５日） 

 

   ────────────── 

     午後３時 00 分  開議 

 

◯森住 勉議長 再開いたします。佐藤知一議員。 

 

◯３番 佐藤知一議員 （登壇）民主党の佐藤知一です。連日、民主党はお騒

がせしております。 

 さて、通告に従いまして、順次質問させていただきます。 

 私が厚木市議会議員として初めて迎えた議会が平成15年９月議会でありまし

た。そのときに行政評価システムについて質問させていただきました。緊張し

た中での質問を、当時の担当部長に受けとめていただき、質問を終えたことを、

今になってもはっきりと覚えております。 

 行政評価の本来的な目的は、ＮＰＭ、ニュー・パブリック・マネジメント型

政府の実現にあると言われています。ＮＰＭ型政府の特徴である契約概念に対

応するための手段となるのがこの行政評価システムであると言えます。ここで

いう契約とは、企画部門と執行部門の契約、あるいは行政と市民、納税者との

契約を指すものであります。 

 平成 17 年６月定例会においても質問させていただきましたが、いよいよ本格

導入を迎え１年がたとうとしております。その進捗状況についてお尋ねいたし

ます。 

 また、現場において事務事業をそれぞれに評価を行うことの難しさは、現場

職員の方々も実感されていると思います。職員に対して行う評価は、事務事業



以上に難しさを伴うものでございます。その評価がその人の給料にも直接はね

かかるものであるとするならば、なおさらのことでございます。そこで、現在、

市職員に対する評価は適正か、お尋ねいたします。 

     （松田則康議員復席） 

 次に、自動体外式除細動器、ＡＥＤなどを用いた救命率の向上についてお尋

ねいたします。 

 自動体外式除細動器は、心臓の不整脈などが原因で発生する心肺停止傷病者

に対する救命率の向上に有用なものです。先輩議員の議会においての提案など

もあり、また法律上も自動体外式除細動器の使用が市民にも可能になったこと

に伴い、昨年６月より市役所本庁舎を初めとした公共施設などへ設置されるよ

うになりました。 

 自動体外式除細動器設置事業を推進していくに当たり、教員も含めた職員た

ちへ救命講習を行うことも必要となるのではないかと考えますが、いかがでし

ょうか。 

 既に市民に対しても広く除細動器の使用方法も含めた救命講習を行っている

ことは市の広報などを通じて周知のことでもございますが、これの詳細につい

ても教えていただきたいと思います。 

 次に、老老介護について質問をいたします。 

 昨年、大阪府藤井寺市で、ほぼ寝たきりの無職 79 歳の女性が、兄の 82 歳男

性と妹の 70 歳女性に絞殺される事件がありました。捜査から介護保険を受けて

いなかったことなど３人の暮らしぶりも判明し、孤独な老老介護の実態も浮か

び上がりました。 

 また先日、介護者の４人に１人はうつ病であり、特に 65 歳以上の場合は３人

に１人は死にたいと思った経験があると厚生労働省の調査で明らかになりまし



た。これに対して厚木市の現状と対策をお聞かせください。 

 次に、2007 年問題について質問いたします。 

 コピーレフトの百科事典ウィキペディアによると、2007 年問題とは「2007 年

における団塊の世代の一斉退職に伴い、発生が予想される問題の総称。特に 2007

年が注目される理由は、1947 年（昭和 22 年）生まれを中心とした団塊の世代の

退職者が最も多く発生するのが 2007 年といわれているからである。企業活動の

根幹部分を支えてきた、専門的知識や技能を有する人材が一斉に会社を去るこ

とにより、会社固有の技術が喪失する恐れのみならず、企業活動自体が停滞す

る恐れがあるとされる。製造業では、職人的作業や機械化が困難な作業の多い

企業において特に危機感が強い。2007 年問題への対策は各企業により異なるが、

代表的なものとして雇用期間の延長、会社内部での技能伝承の制度化、技能者

枠での新卒採用拡大などがあげられる」とあります。 

 最後に、この 2007 年問題について、団塊世代の大量退職に対して市としての

認識と対策についてお聞かせください。 

 質問をまとめます。 

(1) 市政一般について 

 ア 行政評価について 

 （ア）経営的視点による事業分析や行政評価などの進捗状況はどうか。 

 （イ）市職員に対する評価は適正か。 

 イ ＡＥＤなどを用いた救命率の向上について 

 （ア）職員に対して救命講習を実施しているか。 

 （イ）事業所管理責任者や市民に対して講習を行うことはどうか。 

 ウ 老老介護について 

 （ア）厚木市の現状と対策は。 



 エ 2007 年問題について 

 （ア）団塊世代の大量退職に対しての認識と対策は。 

 以上、明確なご答弁をよろしくお願いいたします。 

 

◯森住 勉議長 市長。 

 

◯山口巖雄市長 （登壇）ただいま佐藤議員から、行政評価について、経営的

視点による事業分析や行政評価などの進捗状況はどうかとのお尋ねでございま

すが、行政評価は、効率的で質の高い行政の実現、成果重視の行政への転換な

どを目的といたしまして、本年度初めて本格的な導入をしたものでございます。

進捗状況といたしましては、平成 16 年度に実施いたしました総合計画の実施計

画事業につきまして評価結果を取りまとめ、現在、公表に向けた準備を進めて

いるところでございます。 

 また、事業分析につきましても、行政の効率的かつ効果的な運用を図るため

の有効な手法の１つであると考えておりますので、研究を進めているところで

ございます。 

 次に、市職員に対する評価は適正かとのお尋ねでございますが、現行の人事

評価制度につきましては、平成 15 年４月から導入し、現在３年目を迎えたとこ

ろでございます。評価結果につきましては、給与や昇任、昇格等に反映させて

おりますが、評価制度導入の目的である職員のやる気を引き出し、能力の向上

と組織の活性化を図るためには、被評価者の業務実績や職務遂行能力などにつ

いて適正に評価されている制度運用や、評価者の評価能力のさらなる向上が重

要であると認識いたしております。今後におきましては、職員一人一人の評価

制度に対する意識をさらに高めるとともに、より適正な人事評価の実施に努め



てまいりたいと考えております。 

 次に、ＡＥＤ等を用いた救命率の向上について、職員に対して救命講習を実

施しているかとのお尋ねでございますが、ご承知のとおり、自動体外式除細動

器、ＡＥＤが市民の方々にも使用できることになったことから、既に市役所本

庁舎を初め９カ所の公共施設に設置したところでございます。職員に対する講

習につきましては、職員研修の一環として、自動体外式除細動器の使用を含め

た救命講習会を９回実施しており、今後につきましても積極的に開催してまい

りたいと考えております。 

 次に、事業所管理責任者や市民に対して講習を行うことはどうかとのお尋ね

でございますが、事業所や市民の皆様を対象とした自動体外式除細動器の使用

を含めた救命講習会を、今年度は既に 79 回実施したところであります。今後に

つきましては、自動体外式除細動器を各地区市民センターに設置する計画にし

ておりますので、地域ぐるみの救命講習会を積極的に開催するとともに、事業

所に対しましては、自動体外式除細動器の設置促進とあわせ、救命講習の普及

啓発を行い、救命率の向上を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、老老介護について、厚木市の現状と対策はとのお尋ねでございますが、

高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画の改定に係る実態調査では、介護者が

配偶者である割合は 40.8％、また介護者が 60 歳以上の割合は 55.4％となって

おり、本市における老老介護の割合は約半数程度と見込まれております。対策

といたしましては、特別養護老人ホーム等の施設整備を初め、安心して在宅生

活が継続できるよう、高齢者の状況に応じた介護保険サービスや生活支援サー

ビスの提供に努めており、今後につきましても、世帯や家族の状況に応じた的

確な支援が行えるよう努めてまいりたいと考えております。 

 次に、2007 年問題について、団塊の世代の大量退職に対しての認識と対策は



とのお尋ねでございますが、団塊世代の大量退職につきましては、企業におけ

る技術の伝承など健全な組織活動への影響が問題であると言われておりますが、

地域においては、団塊の世代の方々がこれまで培ってきたキャリアを生かし、

地域社会の福祉や文化の向上に貢献したいという意欲や就労希望などに的確に

こたえるために、生きがいづくりや社会貢献ができるような仕組みづくりにつ

いて、市民協働の精神のもと、生涯学習活動の環境整備などをより一層推進す

る必要があろうと認識いたしております。 

 このため、本市といたしましては、社会の中で活躍されてきた方々の地域に

おける新たな人生のスタートを想定し、今後の地域活動や地域社会の活性化及

び就労につながる支援事業を展開するなど、地域で迎える体制を整備してまい

りたいと考えております。 

 なお、本市職員につきましては、平成 19 年度に比較的多くの職員が定年退職

を迎え、その後は平準化する状況にありますが、行政運営あるいは行政サービ

スの継続性の確保に努めてまいりたいと考えております。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。それでは、順次再質問させて

いただきます。 

 行政評価についてですけれども、現在、行政評価であるとか政策査定、政策

宣言などがございますけれども、その違いについてのご説明と、また我が市の

政策査定と行政評価は関連性を持つのか否かということについてお答えくださ

い。 

 

◯小瀬村恒男市政企画部長 政策宣言と政策査定の用語の意味についてお尋ね

をいただきましたが、政策宣言につきましては、昨年、平成 17 年度の事業の中



で、施政方針に取り上げました事業を中心に、事業の達成目標をお示しすると

ともに、四半期ごとの執行状況を公表しているところでございます。 

 政策査定につきましては、政策実現のために平成 18 年度以降新たに必要とな

る事業の採択に向けまして、理事者と関係部長とで議論を深めまして政策査定

を実施し、平成 18 年度の予算で執行するものにつきましては、その編成の中に

取り入れたものでございます。 

 端的に申し上げますとそういうことでございまして、行政評価とかみ合いま

す中では、行政評価、結果を踏まえまして予算査定、そして政策査定を踏まえ

まして編成されるというステップにはなってございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 関連性はないのですか。 

 

◯小瀬村恒男市政企画部長 失礼いたしました。関連性は個々に、政策宣言は

既に事業決定がされたもので、予算事業の中で既に明らかになってございます。

政策査定の段階ではもちろん関連性があるわけでございますが、その前の段階

という認識でご理解をいただきたいと思います。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。 

 平成 15 年９月議会において行政評価システムを取り上げたときに、当時は総

務部だったわけですけれども、現在は市政企画部ということになっています。

移行に当たってどのようなことがあったのかということと、当時、私はこう言

ったのです。 

 行政評価システムは、導入部署によってもその目的が変わると言われていま

す。厚木市の場合は行政管理課が担当されておりますが、もし企画課がこの任



を負うとすれば、その目指すところも当然変わることになります。一般的に行

政評価を採用している自治体において、前者はコスト削減、後者は総合計画の

達成度管理を目指していると言われている。お答えをいただいている限りにお

いては、目指すところはコスト削減というよりもと言って、担当課は企画の方

がいいのではないかというふうに提案をさせていただいたのです。 

 そうしたら、そのときのお答えが、総合計画の施策体系を評価するというこ

とであれば企画がいいという意見もあるけれども、一方ではそれを中心として

束ねている企画部門が自分で評価をするというのもどうなのかなという意見も

あるというふうに言われました。部署を移るに当たっての経緯をちょっとご説

明いただければと思います。市政企画部長、お願いします。 

 

◯小瀬村恒男市政企画部長 平成 17 年度に入りましての組織改正の中で、行政

管理課が所管をしておりました行政改革、その中にも行政評価の事務分掌を持

っておったわけでございますが、そこの組織改正の中で、新たに行政経営課と

いう組織を設けさせていただいて、行政経営全般を管理するという視点で新た

な課を設置したわけでございまして、そういう政策面の重視を目的といたしま

す組織改正ということで市政企画部に位置づけをさせていただいたということ

で、特にそういったことで差異はないところでございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 行政評価は、ともすると評価をすることによって当該

事業を温存するシステム。本来は要らないのだけれども、例えばそこそこやっ

たからＢ評価みたいな評価を与えてしまうことによって、温存するための仕組

みとして働いてしまう１面を持っていると言われていますが、この点について

はいかがでしょうか。 



 

◯小瀬村恒男市政企画部長 今回、先ほど議員がご案内のとおり、総合計画の

実施計画事業ということを行政評価の対象事業とさせていただいた点がござい

ましたので、特に継続的な事業にするという結果が多く数値としてあらわれて

いるのはいたし方ないところでございますが、温存するための仕組みという点

につきましては全く考えてございませんで、目標に対する事業達成度、そして

それに伴う成果、そういう視点の重視が今回の行政評価の大きな目的でもござ

いますので、そういった見解は持ってございません。 

 

◯３番 佐藤知一議員 資料請求によっていただいた事務事業の評価シートと

いうものがございます。こちらに類似事業ということで書き込む欄があります。

これをちょっと見ていると、その類似事業があった場合のことなどが書いてい

ないのですけれども、例えば評価シートの中に類似事業が幾つかあった場合に

おいて、対処はどのような形で行うのでしょうか。 

 

◯小瀬村恒男市政企画部長 一例を申し上げますと、情報公開制度事業がある

といたしますと、類似事業は個人情報保護制度事業ということが言えると思い

ますが、そういったことで例えば情報公開制度事業がどういった展開でいく中

で、その類似事業について、あるいは今後の統廃合であるとか──この点につ

いてはその一例ではございませんが──拡大であるとか継続であるとかという

視点で判断をする材料にする意味で掲げたものでございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。当然書き込むということはそ

ういうふうになると思うのですけれども、確認でございます。 



 この事務事業評価シートの中に事業成果指標というのがあります。一般的に

アウトカムと言う方が行政評価システムの中では通用している言い方であるの

ですけれども、これはアウトカムを書く欄があるわけですが、最後の評価のと

ころに関連していないようにも見えるのですが、どのあたりからその関係性が

読み取れるのか、ちょっと説明していただければと思います。 

 

◯小瀬村恒男市政企画部長 アウトカムの視点につきまして、確かにそのまま

ストレートに成果指標に連動していくという帳票にはなってございませんが、

そういった市民的な立場の成果感覚というのを求める意味で、議員がご指摘の

アウトカムの評価ということでしんしゃくをしているというご理解をいただき

たいと思います。 

 

◯３番 佐藤知一議員 本来は、どういうふうにつくられたかよりも、何のた

めにつくるのか、もしくはつくった結果どうなるのかという部分を評価するこ

とが大事なのかなと思うのですけれども、同様に資料請求でいただいた資料で、

平成 17 年度行政評価結果概要というものがございます。こちらはＡＢＣＤで、

Ａが拡大、Ｂが継続、Ｃが見直し・統合、Ｄが廃止・完了となっております。 

 通常、完了する事業というのは廃止と同列に置くのではなくて、完了した事

業においても評価を行って、この拡大、継続というふうな形にかかわらず、例

えばＡＢＣＤという評価を与えた場合に、完了であっても、その事業はＡ、そ

の事業はＣ、その事業はＢといったようなものにするのが本来だと思うのです。

何が言いたいのかというと、例えばこれは評価ではなくて、評価の結果の見直

しの表のように見えるのですけれども、その点についての意見はどうでしょう

か。 



 

◯小瀬村恒男市政企画部長 議員がご指摘の点、ＡＢＣＤの４段階の評価結果

でＤというランクに完了があるという点につきましては、完了したものが評価

の除外になるような認識になる、既に終わってしまって継続性がないというふ

うに理解される考え方ももちろんございます。そういった点は、この１年を踏

まえまして、本格導入いたしまして１年たつわけでございますので、その評価

の表示、表記は今議員がご指摘のような懸念があるようでございますので、こ

ういった点も含めまして１回総括をさせていただいて、見直してをしていきた

いと思います。 

 

◯３番 佐藤知一議員 余り細かく聞いてもあれなので最後の質問にします。

先ほど言いましたアウトカム、こちらには事業成果指標というのがあるのです

けれども、こちらの資料でいただいた事業のどれ一つをとってもいいのですが、

この事業の成果指標は何かということを１つ２つ例を挙げて教えていただけれ

ばと思います。 

 

◯小瀬村恒男市政企画部長 例えばイベントの開催事業がございますが、そう

いった事業の成果指標が参加人数ということもございます。ただ、この成果指

標の策定に当たってなかなか難しい点は、少ない人数でも参加によって得られ

る成果という評価、ここが非常に、端的に人数で数値目標がイコール成果とい

う点がはかり知れないということもご理解いただきたいと思います。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。行政評価システムというのは、

やはりかなり成果指標の設定などは難しいものがあると思います。しかしなが



ら、この責任の重さに比例して、やはりやりがいというか、市長の目指す透明

性のある行政にも大きくかかわっていくものでありますので、ぜひともその辺、

しっかりと、ともするとこれは流れ作業になってしまうのです。ですから常に

確認を怠らずに、現場ではリーダーシップを持ってやっていただきたいと思い

ます。 

 次に、市職員に対する評価は適正かというものに対して質問させていただき

ます。 

 今議会でも給与条例が提出されました。給与というのは１つの最大の評価と

いったようなものなのですけれども、昨年提出された人事院勧告に基づいたも

のであるということは承知しておりますが、資料によるとこういうふうにある

のです。 

 今回の勧告では、来年度から５年間かけて段階的に基本給を 4.8％下げ、浮い

た分を都市部に勤務する職員への地域手当や勤務者への広域異動手当として再

配分するものとする。その際、年功序列的な給与体系を見直すほか、勤務成績

に応じた査定昇給の導入も提示しているとあります。 

 厚木市に広域異動手当はございませんけれども、認識としてこれは正しいの

かどうか、お答えください。 

 

◯伊東一男総務部長 今回の給与構造の改定によりまして、広域異動手当とい

うのが新たに新設されてございます。これは国が全国レベルで人事異動した場

合、いわゆる手当として出すものでございまして、市の場合、基本的に市内の

異動でございますので、その手当はございません。 

 もう１点、今ご質問の中で、いわゆる地域手当の関係で、給与を 4.8％下げま

して、その分を地域手当に再配分とするというご質問でございましたけれども、



基本的に地域手当につきましては、例えば民間賃金の地域間格差の適切な反映、

また物価状況等を勘案した中でゼロから 18％まで設定するということでござい

ますので、給与を下げた分をそのまま地域手当に配分するという考え方ではご

ざいません。 

 

◯３番 佐藤知一議員 わかりました。地域手当も 12％であって適正だという

ことですけれども、例えば逗子市、鎌倉市などは12％ではなく15％であったと。

例えばその辺の計算方法というのはそれぞれの市によって異なるのか、もしく

は統一的な計算方法があるのか、お答えください。 

 

◯伊東一男総務部長 国が示します厚木市の地域手当の支給割合は 15％でござ

います。具体的な基準があるかどうかということでございますけれども、今回

12％に設定いたしましたのは、県内他市の状況、あるいは県の状況等を踏まえ

た中で 12％という形をとらせていただいてございます。また、この 12％という

数値は、現在の調整手当が 10％でございますので、その 10％という流れの中で

12％という数値を出してございます。 

 それでは 15％にした場合はどうかという問題がございますけれども、今回、

この条例改正の中では現給保障がされてございまして、これを 15％まで上げる

ということは実質的な支給額が相当アップするという点もございますので、い

わゆる来年度、平成 18 年度につきましては 10％、平成 19 年度から 12％という

形で考えてございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。政府の税制調査会が行った地

方自治に関する調査結果では、地方公務員の数が多いとする人は 74％、給与制



度の見直しが必要と考える人は 89％。つまりこれは給与が高いと考えていると

推測されるわけですけれども、しかしながら、住民サービスの直接の担い手で

あります地方公務員は単純に減らせばいいというものではありません。今後地

方分権が進めば、中央省庁の職員を削減できる一方で、地方の仕事量もふえて

くることが容易に想像がつくわけです。市長も道州制の話について言及された

ように、市の持つ責任と役割というのはこれからどんどん大きくなっていくと

いうことです。 

 それに対してスリム化を進めていくにはやはり効率的な組織や体制づくりが

不可欠となるわけですけれども、本日も、先ほども休み時間に都高助役が言っ

ていた、厚木市は大きな予算規模を誇る一方で、人件費の割合は少ない。これ

は誇れることなのです。また一方では、厚木市の市民税収入も 4.9％の伸びを見

せる方向にあり、市民の収入も総体では伸びているわけです。これももちろん

市長の手腕によるところも大きいわけですけれども、この点について、例えば

市民税収入は上がっている、国のものに準拠するよりもっと低くする。こうい

うふうなことに対してお考えをちょっといただきたいのですけれども、いかが

でしょうか。 

 

◯伊東一男総務部長 職員定数の削減並びに給与の減額を進めている所管部と

しては非常にありがたいご質問でございますけれども、市の予算規模と人件費

を反映させるというのはなかなか難しい。特に今の給与につきましては、人事

院勧告に基づきまして国に準拠した給与構造をとってございますので、財政力

であるとか、いわゆる予算総額にそのまま人件費を繰り入れるということは難

しいのではないかと考えてございます。 

 参考までに、平成 17 年に神奈川県が賃金調査をやってございまして、その中



で企業規模別の平均賃金を出してございます。それで大企業につきましては平

均賃金が39万 480円、中小企業につきましては33万 4610円、これで約５万6000

円の差がございます。では厚木市の職員給与の平均はどうかというと、おおむ

ね大企業に数値が近い。そういう状況でございますので、今回の給与水準につ

きましては民間賃金との格差是正という考え方の中で行ってございますので、

こういう形で給与水準を下げるということでございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 今のお答えの中で、厚木市の職員の総数ということで、

職員定数というのは平成 17 年 2180 人、これは定数です。職員数が合わせて 2122

人。大きくというか、かなり頑張って削減しているのですけれども、先ほどの

部長答弁で職員定数の削減を目指すといった表現というのは正しいのですか。

ちょっと確認ですけれども。 

 

◯伊東一男総務部長 基本的に、定数削減は、国の集中改革プラン等に基づき

まして、いわゆる 4.6％削減するようにという話が出てございます。では、その

定数と実数の問題でございますけれども、現実的に５年間職員を減らしていく

にしましても、定数を年度ごとに条例改正するというのは難しい状況でござい

ますので、実数を減らした中で、ある年度をとらえまして定数改正をしていく

という考え方でございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。総務部長には今回の質問に当

たりましてかなり時間を割いていただいて議論させていただいたわけですけれ

ども、その中でも、地方公務員法といったような言葉が出てくるわけですが、

総務省では、地方公務員の国公準拠の原則を廃止する方針を固めたというふう



に聞いておりまして、また、これにかかわる地方公務員法の改正をも検討して

いるそうなのです。だから、ただ下げればいいという単純なものではなくて、

例えば厚木市独自の給与水準を提示したり、その根拠もオープンにして、市民

も含めたコンセンサスをとっていく必要があると思うのです。 

 別に給与が高いというなら高いでいいのですけれども、その根拠を示してい

ただかなければ、例えば有意な人材確保の視点というのも必要ですし、適正な

給与水準に対しては対症療法で終わらせてはいけないと当然思っておりまして、

市長の施政方針の中でも給与の適正化に取り組むと明確にあります。 

 そこでちょっとお聞きしたいのが、市の職員に対して適正な給与というのは

一体どのようなものなのかというのを、もう１度ちょっとご確認の意味でお答

えいただければと思います。 

 

◯伊東一男総務部長 議員がご質問のとおり、総務省におきましては、いわゆ

る人事院勧告を廃止するような方向性で検討しているという話も聞いてござい

ます。それで今後、市としてこの職員給与、地方公務員の給与をどうするかと

いう点が大きな課題となってございます。そうした意味で適正な給与というも

のにつきましては、職務職制に見合う給与、あるいは評価制度によりまして実

績評価が反映された給与であるというように理解してございます。 

 また、今回、施政方針の中で給与の適正化を述べさせていただいてございま

すけれども、これについては民間賃金との比較によりまして公務員の適正な給

与を目指していきたいということで、新年度予算の中にも市内民間企業の給与

実態調査を載せてございまして、そのような観点から適正な給与を調査してい

きたいということでございます。 

 



◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。適正な給与というのは非常に

難しいと思うのです。例えばうちの実家のおやじなどでも、自分も個人商店主

をやっていて、それで公務員の給与は高過ぎると。こんなことを私が言ったら

怒り心頭ではないかと思うのですけれども、ただ、一方で、下げていかなけれ

ばならないということも議論として上がっているというのは事実でございます。 

 そうした議論と並行する形で、自治労連では、パートタイム労働の方を中心

に、同一価値労働同一評価という考え方も出てきております。厚木市には臨時

職員も当然たくさんいて、一生懸命働いていただいているわけですけれども、

こうしたことに対して総務部長はどのようにお考えなのでしょうか。 

 

◯伊東一男総務部長 今、女性の非正規雇用の拡大ということで、いわゆるパ

ートタイマーの増加によりまして、今議員がご質問のとおり、同一価値労働同

一賃金の原則というものが求められていることはよく承知してございます。た

だ、現状といたしまして、市のパートタイマーにつきましては、公務で事務補

助という位置づけの中で賃金を定めてございまして、労働の価値が同一または

同等とは言いがたい側面がございます。また、例えば正規職員の場合について

は、採用試験を受けまして、経験、実績に伴う給与との関係がございます。ま

た、職員の定数や人件費の高騰等問題がございますので、これは地方公務員だ

けではございませんで、民間企業においても同じような課題があると考えてお

りますので、国の動向等も見てまいりたいと考えてございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。今回、本当はここからが肝と

いうか、一番聞きたかったことなのですけれども、これに関連して、職員の勤

務成績を適切に反映させるために、現行の号給を４分割する。貢献度重視型に



移行するために勤務成績により５段階に分けて評価するということですけれど

も、これは先ほどの人事院勧告にもあった、これに沿うものなのですけれども、

評価方法はどのようなものにするのか、具体的にお答えください。 

 

◯伊東一男総務部長 市の人事評価制度につきましては、今６月、12 月の期末

勤勉手当に対する評価、それと年間評価を実施してございます。それで今回の

給与条例の改正に伴いまして、国が示してございますのは、勤務成績が極めて

良好な者につきましては８号給以上上げる。これは１号給約 2000 円でございま

すので１万 6000 円上げる。それで特に良好で６号給、良好で４号給、やや良好

でないで２号給、まるっきり良好でない職員につきましては昇給なし、そうい

う形で差をつけていくということでございます。 

 ただ、これは国には特に人事評価制度が導入されてございませんので、国に

おいては一定の判定基準を示したいということでございます。市といたしまし

ては、先ほど申し上げましたような人事評価制度を取り入れてございますので、

現行制度にあります中間評価の活用を考えてございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。こちらもちょっと資料請求し

て、人事評価制度マニュアルといったようなものをいただきました。ちょっと

拝見していて、例えばインセンティブの部分、例えば評価を受けたときに、自

分の基本給以外のところで差がつくというものであれば、それもありかなと。

例えば今の時代、やはり公務員の中で、一生懸命頑張る者が報われる、これは

ごく当たり前のことですけれども、それを否定してはいけないと思うのですが、

ちょっとこれを見ている中で幾つか気になったものがございます。 

 先ほど中間評価といったものがありまして、これは年２回行うと。勤勉手当



や昇給に反映させる、現在行っているシステムですけれども、実際の勤務評価

報告は、勤務成績が著しく優良または不良な職員のみとすると。すばらしい人

と、すばらしく悪いというか、著しく劣っている方に対してのみ言うというの

ですが、これは何を言うのですか。例えばあなたは評価が悪いですよと言うの

か、それとも具体的にこことこことここが悪いのですよと言うのか、ちょっと

お聞かせください。 

 

◯伊東一男総務部長 基本的にこの評価につきましては５段階方式で点数をつ

けてまいりまして、その中で一定の点数に行かない者につきまして評価が悪い

というような形で、いわゆる点数づけをしてまいります。それに伴いまして評

価の悪い職員につきましては、職員課の方で面接して、その内容について説明

するという形をとってございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 これはまだまだ私の一提案みたいなものですけれども、

自分自身でも正しいかどうかわからないという前提のもとに話させていただき

ますが、この中でかなり細かく評価をする欄があるわけです。それをせっかく

評価をしておきながら当の本人に見せない。職員の方にちょっとお話をしたら、

見たくない職員もいるのではないかというようなことも聞きましたけれども、

それがインセンティブの部分にとどまるならばまだしも、基本給にまで差がつ

くということであるならば、やはりこれを見せて、例えばあなたは調整力と企

画力はすぐれているけれども、指導力や責任感がちょっと劣っているというよ

うなものを見せれば、それを意識しながら働くことによって全体的な質の向上

も図れる。例えば民間企業でこういうふうなこと──民間企業と言ったらおか

しいのですけれども、そういうものを前提として行わなければ、基本給にまで



それを影響させるというのはちょっと難しいのかなと思うのですが、この辺の

認識についてお聞かせください。 

 

◯伊東一男総務部長 お手元にございます人事評価制度マニュアルの中では、

開示対象者につきましては、最初、全面開示を原則とすると。ただ、当分の間、

開示を請求する職員のみというふうな形でしてございますけれども、多分こう

いう形になりましたのは、ある程度評価制度自体が、いわゆる評価者がなれて

いくという形の中で、こういう形をとったのではないかと思います。 

 全員に開示した場合、同じ部あるいは課の中で人間関係等で影響があるとい

うような話も聞いてございますけれども、今後、給与自体にも影響してまいり

ますので、議員のご提案のとおり、全面的な開示につきましても検討させてい

ただきたいと思っております。 

 ただ１点、今のシステムで単純に評価するだけですとなかなか難しい側面も

ございますので、評価者と被評価者が面談するとか、具体的にどういう点を評

価したとか、より詳細に両者で説明、あるいは理解力を深める形でないと、な

かなか難しいのではないかと考えてございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 これは評価で見ているのは、１次評価者、２次評価者

というのがいるのですけれども、部署によって、例えば外で働いている人たち

は庁舎で働いている人がそれを評価するということで、評価が甘くなったり、

もしくは中間になったり、こちらにその傾向が、ちゃんと注意しなさいよとい

う注意書きがあるのですけれども、中心化傾向というのは、極めてすぐれてい

るとか極めて劣っているというような極端な評価を避けたり、評価そのものに

自信がないため普通というふうにしてしまう傾向。寛大化傾向というものは、



公平な評価結果よりも常にプラス方向にしてしまう。つまり全部Ａ評価にして

しまうとか、もしくは全部Ｂ評価、真ん中にしてしまうような傾向があるとい

うことです。これは例えば厚木市でも、病院から消防から議会から会計、公民

館、部署はさまざまあるわけですけれども、あるところが評価が高いとなると、

みんなそちらの方に行ってしまうというか、仕事の内容においても不公平感を

感じるというのはまた難しいのではないかなと。 

 ちょっと時間がないので提案ということなのですけれども、あと自己申告を

していただいて、自分はこれだけやりましたと。先ほど面接というのがありま

した。これが正しいやり方かどうかわかりませんけれども、自己申告をして、

それでマッチングさせる。つまり上司から自分の評価はこういうふうに言われ

ても納得できないということがないようにしていただかなければ、それこそ人

間関係に悪い影響を与えるのではないのかなと考えております。 

 また、平成 15 年４月に、このシステムができたときに人事評価制度検討委員

会というものができたと言われています。しかも、その組織はまだ生きている

ということなのですけれども、しばらく開催されていない。伊東部長も参加し

たことはないとちょっと伺っているのですけれども、その人事評価制度検討委

員会というのを早急に開催して、例えば職員の方などとともに、このあり方に

ついてコンセンサスをとっていく必要があると思いますが、この点については

いかがでしょうか。 

 

◯伊東一男総務部長 人事評価制度検討委員会につきましては、この評価制度

のシステムをつくるときに設置させていただきまして、最近につきましては、

公務員制度改革、あるいは給与制度の改革の動きがございましたので、その点

で特に開催を見合わせていた状況でございます。 



 ただ、ここで給与制度改革の方向性が明確になってまいりましたので、今後、

人事評価制度そのものも、今の５段階でよろしいのか、10 段階にする、あるい

は先ほどご提案がございました開示方法等も検討する必要がありますので、順

次開催に向けて準備してまいりたいと考えてございます。 

 

◯３番 佐藤知一議員 ありがとうございます。やはり人事評価にしても行政

評価にしても、物事を評価するというのは非常に難しいと思います。特に今回

の人事評価制度については、基本給にまで、手をつけるというのはちょっと表

現が下品なのですけれども、インセンティブの部分、例えば昇給だとか何とか

というエキストラな部分だけにとどまらないということなので、やはり双方が

認識を強くして、おまえはここの努力が足りないというときに、ああ、そうだ

ったなと思えるような関係にしていっていただかなければ、せっかくこういう

ものを入れてもなかなかうまく定着していかないというか、職場環境が悪化し

てしまえば意味がないわけですから、これでインセンティブを高めて職の質の

向上を図っていこうとするのに逆行することになってしまいますのでというこ

とで、この質問は終わります。 

 それで次に、職員に対して救命救急を実施しているか。市長の答弁のとおり、

回数を聞いて私もびっくりしたのですけれども、かなりやられているというこ

とで、ただ、ちょっと聞いたら、答弁はちょっと聞けないのですが、学校の先

生はまだやっていないと。例えば遠足に行ったときに、その現場で何か事故が

起こったときに先生ができればすばらしいのではないか。もしくは職員が外へ

出ていったときにできるようにする。 

 私もその除細動器の講習を受けたのですけれども、これは３時間の講習でで

きるのですが、知っているのと知らないのとではやはりえらく違うのです。や



はり電気ショックですから知らないと危ないですし、逆に１度知っていれば使

えるといった種類のものですので、また今後、公民館への設置なども含めて検

討していっていただけたらと思います。 

 次に、老老介護ですけれども、警視庁の発表によると、平成 10 年度以降７年

間、自殺者数が３万人を超えていて、自殺者全体のうち男性が７割を超えて、

年齢別では 60 歳以上が全体の３割となっている。動機としては約半数が健康問

題ということで、やはりここには老老介護といったようなものが大きな問題と

なっています。また、今回も介護保険料の改定ということで、そこに対する負

担が大きいわけでございます。 

 2007 年問題についても市長の答弁をいただきまして、時間がなくなりました

ので、今回の私の一般質問はこれで終わりにさせていただきます。どうもご答

弁ありがとうございました。 

 

◯森住 勉議長 以上で通告がありました一般質問は終了いたしました。 

   ──────────────

 


