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風通しのよい職場環境づくりに向けて

部

〜職員の声から見える公務職場の実情を踏まえて〜
はじめに

職員が勤務条件や職場環境等に関して日頃から考えていることを知ることは、よりよい職場
環境づくりを行うに当たって不可欠である。これらを把握する方法としては様々なものがある
が、職員からこれらに関して相談することのできる窓口に寄せられた声を捉えることも、一つ
の有力な方法である。
人事院は、平成 12 年 6 月に、各府省の職員から勤務条件その他の人事管理に関する苦情相談
があった場合の手続を定め、これに従って、勤務条件や勤務環境等について悩み・不満等を抱
える職員からの苦情相談に対応している。一人ひとりの職員の声を聴き、その悩みや不満等に
応えるものであり、地道な作業を求められる業務であるが、職員の苦情を迅速かつ適切に解決
するための方策の一つとして、重要な役割を果たしてきている。
この枠組みが発足してから、20 年近くが経過したが、これまでに 2 万件を超える相談が寄せ
られており、この点からも人事院の苦情相談業務が各府省の職員から理解を得ていることがう
かがえる。その内容については、任用関係、給与関係、勤務時間・休暇・服務等関係、健康安
全関係、ハラスメント関係など、多岐にわたっており、職員が人事管理に関し様々な悩みを抱
えていることが分かる。
また、近時の公務職場を見ると、育児、介護など多様な事情を抱えている職員が顕在化して
きていることや、若手職員について、価値観が多様化していること、自らの今後のキャリアに
不安を感じ、将来的にどのように成長していけるのかを知りたいと思っていることなど、新た
な形態の悩みや不満等も生じてきていることがうかがえる。
こうした悩みや不満等については、人事院が平成 28 年度の年次報告書第 2 部において行った
意識調査、平成 29 年度の年次報告書第 2 部において行った意識調査（以下「平成 29 年度意識
調査」という。）においても、そうした傾向が見られたところであり、平成 29 年度の年次報告
書第 2 部では、特にその傾向が強く、実務の中核となっている 30 代職員を取り巻く環境等につ
いて整理した上で、課題を考察し、それらに対する方策について提起を行ったところである。
今回、本報告書において、実際に寄せられた苦情相談等を題材として取り上げ、個々の職員
の職業生活における悩みや不満等から見えてくる課題を捉え、それに対してどのように対処し
ていくかについて提言することで、個々の職場や管理職員が、職場環境やマネジメントを日々
改善していく上での取組の一助としていただくことを期待している。
具体的には、第 1 章において、人事院における苦情相談制度の概要や相談内容の傾向などに
ついて述べるとともに、第 2 章において、具体的な苦情相談の事例を紹介し、職場における職
員が抱えている悩みや不満等、さらにはそれを生じさせている公務職場における課題などを浮
き彫りにする。
あわせて、公務職場に関する若手・中堅職員を対象としたアンケート（以下「若手・中堅職
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員アンケート」という。
）及び管理職員を対象としたアンケート（以下「管理職員アンケート」
という。）を通じて、職員の悩みや不満等、公務職場の抱える課題の要因はどこにあるのかと
いう点について、補完的に探っていく。
その上で、第 3 章において、こうした悩みや不満等が顕在化する前に、これらを効果的に解
消していくために、どのような方策が考えられるのか、具体的には、管理職員に求められるこ
と、職場全体として取り組んでいくべきこと、それらに対して人事院として果たすべき役割等
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について述べるとともに、参考となる民間企業等の取組を紹介することとしたい。
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苦情相談の現状
苦情相談の現状

1 苦情相談制度の創設
公務・民間を問わず、職員は組織の一員として勤務する以上、その勤務条件や職場の勤務環
境など人事管理に関して、職員が日常的に悩みを抱えたり不満等を感じたりすることがあるの
は自然であるといえよう。このような職員の悩みや不満等について、職場において迅速・適切
に解決が図られる場合には、当該職員の士気の維持・向上や職場・組織の活性化につながって
いく一方、そうでない場合には、当該職員の勤労意欲やモチベーションの低下が懸念されるの
みならず、職場や上司・同僚等への不信感等から職場での人間関係に歪みが生じ、職員間で相
互不信に陥り、組織全体の活力にも悪影響を及ぼすことにもなりかねない。また、こうした悩
みや不満等については、問題が顕在化してから事後的に解決が図られるよりも、そうなる前に
できる限り未然に防止される方が望ましいといえる。
人事院では、従前から苦情相談業務を行っていたが、この苦情相談は、不利益処分の審査請
求や行政措置要求等の公平審査手続に至らない、職員個人からの日常的な不満等に対する解決
手段としての役割を担うものである。審査請求や行政措置要求について、かつては労使関係に
起因するものが多数見られたが、労使関係の安定に伴って、職員個人の不服に基づくものが主
流になってくるなどの状況の変化が見られるようになってきたことから、職員個人からの不満
等に対する解決手段としての苦情相談の必要性も高まってきた。その中で、苦情相談について
は、その手続等が対外的に明確にされていなかったため、職員個人からは人事院の苦情相談業
務について認知されにくく、苦情相談をしにくい状況にもあった。
また、行政の複雑・高度化等に伴い職員の勤務条件、勤務環境が変化する中、勤務条件や職
場におけるいじめ・嫌がらせ、セクシュアル・ハラスメント等の職場における人事管理上の問
題についての苦情相談が増加し、その内容も複雑・多様化してくるとともに、公務能率の維
持・増進を図る上からも、苦情相談業務の重要性が高まってきた。
こうした状況を踏まえ、人事院は、平成 12 年 6 月 1 日、新たに規則 13 － 5（職員からの苦情
相談）を制定し、苦情相談の手続、対応方法等を明確化し、苦情相談に対する適切な対応を推
進することとした。

2 苦情相談制度による対応の概要
勤務条件や勤務環境等について悩みや不満等を抱える職員から相談が寄せられた場合、あら
かじめ人事院から指名を受けた職員相談員が対応することとなる。相談は、匿名によることも
可能であり、その方法も電話・メール・文書・面談のいずれか相談者本人の都合の良い方法に
より行うことが可能となっており、人事院の公平審査局職員相談課のほか 9 の地方事務局（所）
において受け付けている。
相談者からの相談内容は、任用・給与・勤務時間等の多岐にわたる諸制度に関する疑問のほ
か、職場での人間関係についての悩みを打ち明けるものや、現に深刻なハラスメントを受けて
いるため具体的な対応を求めるものなど、多岐にわたっている。また、相談者のスタンスとし
ても、匿名による相談のほか、実名で所属府省も明らかにした上での相談であるがその内容を
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所属府省に連絡する場合には匿名化してもらいたいという相談や、所属府省に具体的な対応を
求めたいので実名を明かして構わないという相談など、様々である。こうした多様化する相談
について、人事院は、相談者の意向を酌み取り、これを踏まえた対応を行っている。例えば、
制度上の疑問に関する相談については、内容が複雑であることも少なくなく、そうした場合に
は、職員相談員が相談者とのやり取りの中で相談内容を整理の上、関係する制度担当課を特定
して照会し、その回答を踏まえて相談者に説明をしたり、アドバイスを行ったりしている。ま
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た、相談内容によっては、相談者の了解の下に、相談者の所属府省に相談内容を連絡するほ
か、事実関係等についての調査及び必要な対応を依頼し、その結果を報告するよう求めること
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もある。相談者に対しては、相談者本人の意向を踏まえ、所属府省又は人事院から、調査結果
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やそれを踏まえた今後の対応等について説明を行い、所属府省から相談者に説明がなされた場
合には、その結果について人事院は報告を受けることとしている。
このように、相談内容が複雑・多様化し、また、第 2 節で述べるとおり、年間 1,000 件を超
える職員からの相談に対して、人事院においては、相談者本人の意向を踏まえ、相談内容等の
秘密保持を徹底し、相談したことにより不利益な取扱いを受けることのないよう留意しつつ、
きめ細かい対応を行っている。
個々の苦情相談への対応に当たっては、相談者である職員が将来に向けてその職場において
安心して職務に専念できるようにするため、職場においてフォローアップを行うことが重要で
あり、各府省の協力が不可欠であるといえる。人事院は、相談者から寄せられた相談の対応を
通じて蓄積された事例・ノウハウについては、各府省の苦情相談担当者を対象とする会議等の
場を通じて情報提供したり、苦情相談の対応方法等に関する研修を実施したりするなど、各府
省における人事管理にいかしていくことができるように積極的に取り組んでいる［図 1 － 1 参
照］。
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図 1-1

苦情相談への一般的な対応
【相談者】
人事院に相談

【人事院】
相談者に制度説明・アドバイス

相談対応終了

相談者の意向に応じて対応

【人事院】
所属府省に相談内容を連絡

【人事院】
所属府省に調査・調査結果の報告を依頼

【所属府省】
調査
相談者の意向に応じて対応

【所属府省】
相談者に調査結果・今後の対応等を説明

【所属府省】
人事院に調査結果を報告

【所属府省】
人事院に調査結果・相談者への対応結果
を報告

【人事院】
相談者に調査結果・今後の対応等を説明

【人事院】
所属府省に助言等を実施

【人事院】
所属府省に相談者への説明結果を連絡、
助言等を実施

相談対応終了

【人事院】
各府省の苦情相談担当者を対象とする会議・研修等を通じてフィードバック
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苦情相談総件数等の推移

規則 13 － 5 による苦情相談が開始された平成 12 年度以降、平成 30 年度までの間の苦情相談
総件数は、おおむね 800 件台後半から 1,400 件台前半の間で推移してきているところであるが
［図 1 － 2 参照］、その間に苦情相談を取り巻く状況について次のような変化があった。
まず、苦情相談の対象となる職員数について、苦情相談は一般職の国家公務員（行政執行法
人職員を除く。）を対象として行ってきているものであるが、平成 13 年 4 月に国立の研究所等
の機関が独立行政法人化され、平成 16 年 4 月に国立大学、国立高等専門学校、国立病院及び国
立療養所が独立行政法人等化され、さらに、平成 22 年 1 月に日本年金機構が発足し、これに伴
い社会保険庁が廃止されるなど、国の機関の組織再編により、これらの機関の職員が苦情相談
の対象ではなくなったことに伴い、対象となる職員数が大きく減少した。
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次に、苦情相談の体制について、人事院に続いて各府省においても、自府省の職員を対象と
する苦情相談体制の整備がなされ、職場の人間関係に起因する相談については、所属府省等の
苦情相談窓口等、職場における解決努力をまず促す対応を行うとともに、人事院が苦情相談の
処理を通じて蓄積した情報やその分析結果について、各府省の人事管理にいかすことができる
よう、会議等を通じて情報提供や助言を行ったことにより、各府省における苦情相談への取組
が進展、定着していった。一方、人事院においても、平成 16 年度から電子メールでの相談の
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受付を開始したり、人事院の苦情相談体制の周知を図るため、苦情相談に関するパンフレット
を各府省を通じて配布するなど、人事院に相談しやすい環境を整備してきた。
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さらに、この間における行政をめぐる状況としては、行政のスリム化等に伴って限られた人
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員で複雑・高度化する行政ニーズに対応することとなり、職場環境が以前より厳しくなるとと
もに、職員の価値観の多様化が進んできている。
こうした変化の中で、制度創設以来、苦情相談総件数としては、増減を繰り返しながらも全
体としては横ばいの状況であるが、特に最近 5 年は、1,000 件を超える件数で推移し、平成 30
年度は前年度比 29.9％増の 1,443 件と大幅に増加し、過去最多の件数となっている。加えて、
苦情相談の対象となる職員数が大きく減少していることから、職員千人当たりの苦情相談総件
数で見てみると、規則 13 － 5 による苦情相談が開始された平成 12 年度以降、平成 15 年度から
平成 17 年度にかけて大きく増加した後、おおむねその水準が変わらない状況となっていたが、
平成 30 年度は苦情相談総件数と同様に過去最多となっている［図 1 － 3 参照］
。
また、各府省に苦情相談体制が整備された下において人事院に寄せられる苦情相談について
は、相談者が所属府省内で申し出にくい複雑困難な事案が多く見られる。
図 1-2

苦情相談総件数の推移

（件）
1,600

1,443

1,400
1,198

1,200
1,000
800

1,344

1,322
1,227

1,009
950

1,175

1,234
1,038

974

870

945

1,025 1,012

943

1,042

1,111

866

600
400
200
0

平成12 13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 （年度）

27

第1章

苦情相談の現状

図 1-3

職員千人当たりの苦情相談総件数の推移
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苦情相談内容の全般的な傾向

人事院に寄せられた苦情相談は、相談の主たる内容に着目し、内容区分別に分類している。
具体的には、転任・配置換、辞職などの「任用関係」
、給与の決定、諸手当制度（扶養手当、
通勤手当等）の運用などの「給与関係」
、勤務時間の割振り、休暇の取得などの「勤務時間・
休暇・服務等関係」、職場環境、病気休暇からの復帰などの「健康安全等関係」があり、人事
評価制度・手続、人事評価結果、人事評価結果の任用・給与等への反映については「人事評価
関係」と分類している。また、いわゆるハラスメント関係として「セクシュアル・ハラスメン
ト」、「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」
、
「パワー・ハラスメント」があり、
それ以外のいじめ・嫌がらせとして「パワハラ以外のいじめ・嫌がらせ」がある。これらのい
ずれにも当てはまらないものについては、
「その他」としている。
ここでは、平成 20 年度及び平成 26 年度から平成 30 年度までの苦情相談の内容区分別総件数
の推移［図 1 － 4 参照］を基に苦情相談の全般的な傾向を見ていきたい。
まず、平成 20 年度の内訳を見ると、
「任用関係」が約 22％と最も多く、次いで「勤務時間・
休暇・服務等関係」が約 19％、
「パワー・ハラスメント」が約 14％となっており、ハラスメン
ト関係の件数を合わせた割合は、20％に満たないものとなっている。
他方、平成 26 年度から平成 30 年度までの内訳を見ると、各年度を通じて「パワー・ハラス
メント」が最も多く、各年度とも全体の 25％前後を占めており、ハラスメント関係の件数を
合わせた割合で見ると 20％台後半で推移している。このほか、
「任用関係」及び「勤務時間・
休暇・服務等関係」が 10％台の半ばから 20％程度、
「健康安全等関係」が 10％台前半の順で推
移している。また、非常勤職員についても、ハラスメント関係や任用関係の相談が多くなって
いる。
平成 20 年度に比べ、近年、ハラスメント関係の相談の割合が高くなっているのは、ハラス
メントという言葉の認知度が高まり一般に浸透してきていること、相談内容が個人のプライバ
シーに関わる問題もあることから、自府省ではなく中立・第三者機関である人事院への相談を
選ぶ場合も増えていると思われることなど幾つかの要因が考えられる。パワー・ハラスメント
28
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（以下「パワハラ」という。）については、平成 29 年度意識調査において、約 6 割の 30 代職員
が「理不尽な指示をされた」、「大声で叱責された」
、
「能力を否定された」などといった上司か
らの厳しい指導を受けたとし、このうち 95.2％の職員が「パワハラと感じた」、「パワハラとま
では言わないが不満を感じた」と回答しており、こうしたことも相談が増加している背景にあ
るのではないかと思われる。
このほか、近年は、働き方などに対する価値観の多様化や、仕事と育児や介護といった家庭

第1編

第

生活の両立、いわゆる「ワーク・ライフ・バランス」に対する意識が高まっており、平成 29
年度意識調査においても、30 代職員の仕事に対するモチベーションを特に低下させたことが
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あるものとして、「業務多忙や長時間勤務等によりワーク・ライフ・バランスが保てないこと」

風通しのよい職場環境づくりに向けて

と回答した者が最も多く、約半数を占めている。苦情相談においても、そのような多様な事情
を抱える職員からの、仕事と家庭生活の両立に関連した、育児や介護中の職員の転任・配置換
に関する相談や、育児時間・介護休暇等の制度の運用、取得に際しての業務遂行上の相談、上
司・同僚との関係に関する相談のほか、厳しい人員の状況等を背景とした業務多忙や超過勤務
に関する相談が寄せられていることもあって、「任用関係」、「勤務時間・休暇・服務等関係」
の割合も高くなっており、特に、
「勤務時間・休暇・服務等関係」については、平成 30 年度に
は全体の 20％を超える状況となっている。
図 1-4

苦情相談の内容区分別総件数の推移
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個別の苦情相談の内容

第 1 章で述べたように、苦情相談については、これまでに 2 万件を超える相談が人事院に寄
せられており、その内容も多岐にわたっている。この章においては、実際に寄せられた苦情相
談の中でも、よりよい職場環境づくりに向けて、公務職場における課題を示唆するものと考え
られる事例を中心に取り上げる。

1 多様な事情を抱えた職員の業務との両立
【事例 1】出産、育児を控えた職員を取り巻く職場環境
まもなく産前休暇に入る職員であるが、上司から引継ぎのために産前・産後休暇中や育
児休業中に出勤してほしいと言われた。引継書を作成し上司に渡すとともに、他の職員に
も引継ぎを行ったが、別の職員にも引継ぎを行う必要があり、直接私から引継ぎをしてほ
しいというのがその理由である。
（関連制度）
女子職員の出産に係る休暇として、6 週間（多胎妊娠の場合は 14 週間）以内に出産する予定
がある女子職員が申し出た場合に、出産の日までの申し出た期間、いわゆる産前休暇が、女子
職員が出産した場合に、出産の日の翌日から 8 週間を経過する日までの期間、いわゆる産後休
暇が設けられている。
また、職員は、任命権者の承認を受けて、子を養育するため、当該子が 3 歳に達する日まで、
育児休業をすることができる。なお、任命権者は、育児休業を請求した職員の業務を処理する
ための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならないこと
とされている。
（本事例から見える課題）
本事例については、産前・産後休暇及び育児休業を取得する予定の職員に対して、上司から
引継ぎ等の職務命令が発せられたものである。産前・産後休暇は、胎児の生育や母体保護のた
めに設けられたものであり、職務に従事する必要はなく、上司がその期間に引継ぎのための出
勤を命ずることはできない。また、育児休業中についても、職務専念義務が免除されている職
員に出勤を命ずることはできず、上司の指示は適切でない。
本事例のような妊娠・出産・育児というライフイベントを控えた職員は、そのようなライフ
イベントに対する不安に加え、仕事との両立に不安を感じていることが多い。そのような多様
な事情を抱える職員を部下に持つ管理職員は、制度の理解は当然のこととして、当該職員の業
務状況や休暇・休業の要望等について把握するとともに、それを最大限実現できるよう組織全
体を計画的にマネジメントし、必要に応じて業務体制や仕事の割振りの見直しを行う必要があ
る。また、特に妊娠・出産・育児については、事由が急に発生するとは考えにくいことから、
普段から当該職員や周囲の職員と密にコミュニケーションを取るなど相談しやすい職場の雰囲
気を醸成し、産前・産後休暇や育児休業に入る前に余裕を持って業務の引継ぎ等を行うこと
で、当該職員が安心して休暇・休業に入ることができる環境を整えることが肝要である。
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【事例 2】介護と業務の両立
両親が病気で介護が必要な状態となったので、介護休暇を取得したい旨上司に相談した
ところ、その 2 日後にその上司から突然、他の部署に異動と言われたが、この異動を受け
るしかないのか。上司とはなかなか話ができる雰囲気ではない職場である。異動の理由は
分からないが、後任者も決まっているようである。
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（関連制度）
職員は、任命権者の承認を受けて、負傷や疾病又は老齢により 2 週間以上の期間にわたり日
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常生活を営むのに支障がある者の介護をするため、介護を必要とする一の継続する状態ごと

風通しのよい職場環境づくりに向けて

に、通算して 6 月の期間内（3 回まで分割可能）において、勤務しないことが相当と認められ
る期間、介護休暇を取得することができる。なお、任命権者は、介護休暇の事由に該当すると
認めるときは、公務の運営に支障がある日又は時間を除き、これを承認しなければならないこ
ととされている。
（本事例から見える課題）
本事例については、職員の異動について介護休暇の相談をした 2 日後に内示があったもので
あるが、このような介護の必要のある家族を持つ職員は、介護と仕事の両立に不安を感じてい
ることが多く、特に、本事例では、休暇の申出と異動を伝えるタイミングが近接していたこと
から、職員が介護休暇の申出に対する措置として異動が命ぜられたと感じたものであり、当該
職員に対する管理職員からの説明や意思疎通が不十分であったものと考えられる。
このような事情を抱える職員に対しては、管理職員は、制度の理解は当然のこととして、特
に、介護については、事前に分からないケースも想定されるため、そのような事由が発生した
場合にも速やかに対応できるよう、普段から部下職員と密にコミュニケーションを取るなど相
談しやすい職場の雰囲気を醸成することが肝要である。
【事例 3】健康に関する問題（メンタルヘルス）
前の週の金曜日に医師から精神疾患のため2週間の療養を要する旨の診断を受けたため、
診断書を添えて病気休暇の請求をしたところ、診断書記載期間どおりの病気休暇の承認が
なされなかった。
課長からは、業務繁忙期に 2 週間も休まれては困るので、週休日を含め 3 日間の休みは
認めるが、月曜日からは必ず出勤するようにと言われたところ、月曜日になってもまだ体
調が悪く、出勤するのは厳しい状況である。
診断書記載の期間どおりに病気休暇が承認されなかったことは初めてであり、このよう
な取扱いに疑問がある。
（関連制度）
職員は、各省各庁の長の承認を受けて、負傷や疾病のため療養が必要である場合、必要と認
められる最小限度の期間（原則最大連続した 90 日間）
、病気休暇を取得できる。各省各庁の長
は、休暇の事由に該当すると認めるときは、公務の運営に支障があり、他の時期においても目
的を達することができると認められる場合を除き、承認しなければならないとされている。こ
の場合において、病気休暇は原則として医師の診断書に基づき判断することが求められている
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ところ、提出された診断書の内容によっては勤務しないことがやむを得ないと判断できないとき
等においては、健康管理医又は各省各庁の長が指定する医師の判断を求めるものとされている。
また、メンタルヘルスに関しては、自身のストレスを把握するストレスチェック制度の導入
や休職者が円滑に職場復帰するための試し出勤の実施等が行われている。
（本事例から見える課題）
本事例については、メンタルヘルスに係る疾病と診断され療養が必要とされた職員が、業務
繁忙を理由として当該療養に必要な期間の一部について、病気休暇が承認されなかったもので
ある。
職員一人ひとりが自身の能力を最大限発揮するためには、健康であること又は疾病に罹患し
たとしても、当該疾病の程度に応じて、その治療と仕事を両立することが求められる。職員の
健康については、一義的には本人がしっかりと把握し、対処するべきものであるが、組織側と
しても能率や安全配慮義務といった観点に加え、行政運営を円滑に行うためにもしっかりと取
り組む責任がある。
病気休暇については、各省各庁の長において、職務遂行の可否等について、職員の健康安全
の観点を踏まえて、慎重に判断する必要がある。
また、メンタルヘルスに係る疾病については管理職員や同僚など他の職員が気付くこともあ
るため、管理職員は普段から職場において各職員と密にコミュニケーションを取るなどして、
些細な変化を見逃さないことが必要である。そのような変化が見られた場合は、健康管理者や
健康管理医などの保健スタッフに相談するなど、組織として対応していくことが重要である。
加えて、メンタルヘルスに係る疾病については、業務過多等によるストレスに起因することも
考えられることから、管理職員は、当該疾病に罹患した職員と密にコミュニケーションを取
り、今後の業務分担等を行うことが重要である。
【事例 4】妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント
妻が第一子を出産する予定であるため、夫である私が、育児休業をすることについて上
司に相談したところ、
「私の立場では駄目と言えないのは分かると思うけど、当然の権利
だと思わないように。
」等明らかに歓迎しない態度を取られた。
（関連制度）
妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントは、規則 10 － 15（妊娠、出産、育児又は
介護に関するハラスメントの防止等）において定義されており、①妊娠又は出産したこと、②
妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用、③育児に関する制度又は措置の利用、④介護に関
する制度又は措置の利用に関する言動により、当該職員の勤務環境が害されることが、当該ハ
ラスメントに該当するとされている。また、各省各庁の長には、妊娠、出産、育児又は介護に
関するハラスメントの防止に関し、必要な措置を講じること、苦情を申し出た職員の不利益を
防止すること、職員に対して必要な研修を実施すること等が義務付けられているほか、当該ハ
ラスメントが生じた場合は必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならないとされている。
育児休業については、男性職員・女性職員ともに対象であり、承認の請求を育児休業を始め
ようとする日の原則 1 月前までに行うものとされている。
（本事例から見える課題）
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本事例については、妻が出産するため育児休業をしようとした男性職員に対し、上司が明ら
かに歓迎しない態度を取ったものである。事例 1 で述べたとおり、育児休業は任命権者の承認
によることとされているが、当該承認については、自由裁量でなく不承認の余地は極めて限定
的であり、本事例のような発言は適切でない。
女性活躍の観点や価値観の多様化等を背景として、政府全体として男性の育児休業が推進さ
れていることからも、育児は女性がするものといった考えを持っている管理職員は、その認識
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を改めるとともに、制度を理解し、男女問わず部下職員が育児と仕事を両立できるよう最大限
支援することが必要である。そのためには、育児を行う職員とのコミュニケーションを通じ、
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休暇・休業や業務を含めた働き方に関する悩みを把握する必要がある。また、他の職員も含め
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て業務の割振りを見直すなど、組織全体で対応する必要がある。

2 セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント
【事例 5】セクシュアル・ハラスメント
私の部署のトップから、呼び捨てにされることに疑問を感じている。20 代、30 代の女
性職員に対しては、仕事中でも「○○ちゃん」などの愛称で呼び、40 代の女性職員に対
しては、「おばちゃん」と呼ぶこともある。
また、早期退職した女性職員について「ワガママなおばちゃん達」などと侮辱したりす
る。
これまで、呼び捨てにされたことはなく、女性職員のことをおばちゃんと言う上司もい
なかった。管理職の意識がこのようなものでいいのか。
（関連制度）
セクシュアル・ハラスメント（以下「セクハラ」という。）は、規則 10 － 10（セクシュア
ル・ハラスメントの防止等）において「他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職
員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動」と定義されている。「性的な言動」
は、性的な関心や欲求に基づく言動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識に基づく
言動や、性的指向又は性自認に関する偏見に基づく言動も含まれるとされている。また、各省
各庁の長には、セクハラの防止及び排除に関し、必要な措置を講じること、苦情を申し出た職
員の不利益を防止すること、職員に対して必要な研修を実施すること等が義務付けられている
ほか、セクハラに起因する問題が生じた場合は必要な措置を迅速かつ適切に講じなければなら
ないとされている。
（本事例から見える課題）
本事例については、部署のトップが年齢により職員の呼称を変えるなど、侮辱的な発言をし
たものであるが、このような発言は性別により差別しようとする意識等に基づく発言に該当
し、発言を受けた職員等が不快に感じていることから、セクハラに該当するものとすることが
相当である。
本来、管理職員は、部下職員が働きやすい職場環境を作る責務を有するが、本事例では、部
署のトップがセクハラに該当する行為を行っている。管理職員にとっては、コミュニケーショ
ンの一端として、部下職員を愛称で呼んだりしたとしても、相手方や周囲の職員が不快に感じ
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る可能性があることを認識すべきである。一方で、セクハラとなることを警戒し、コミュニ
ケーションを取らないことは、業務運営や組織の活性化という面で問題である。そういった意
味で、管理職員は、適切にコミュニケーションを取ることが求められる。また、組織として
は、セクハラ相談員の活用や管理職員への研修等の取組を実施することが肝要である。
【事例 6】パワー・ハラスメント
上司は、通常上司と部下の間で行われる情報共有等の業務管理をせず、仕事の案件を上
げると、その都度何かしら指摘し、大声で「何でこんなことができないのか。
」などと言
い、長時間にわたり部下を立たせたまま叱責をする。また、事前に報告している案件につ
いて、スケジュールが差し迫ってから、
「こう指示しているはずだ。
」と怒鳴ったり、指示
したりするため、対応が困難な状況となっている。
このような状況を課長も知っているが、上司は自分の考えが絶対で、課長の言うことも
聞かない。
このような上司への対応で、体調が悪くなっており、他の職員も疲弊している。業務運
営に支障が生じるばかりか、自分を含め、職員の健康にも悪影響が出ることとなるため、
早急に何とかしてほしい。
（関連制度）
人事院が平成 27 年 7 月に作成した「パワー・ハラスメント防止ハンドブック」においては、
パワハラの概念として、
「一般に「職務上の地位や権限又は職場内の優位性を背景に、業務の
適正な範囲を超えて、人格と尊厳を侵害する言動を行い、精神的・身体的苦痛を与え、あるい
は職場環境を悪化させること」を指すといわれています。
」と紹介している。特にパワハラと
指導の境界が問題となるが、パワハラとならないためには、①人格を尊重し、常に「育てる」
という意識を持って指導する、②業務の必要性を示した上で指導する、③業務の内容や量、指
導のタイミングや場所、指導方法など状況に応じて適正に指導することが必要である。さら
に、職場全体で、職員一人ひとりがパワハラになり得る言動を認識し、パワハラが生じないよ
う取り組むことが必要である。
（本事例から見える課題）
本事例については、業務管理をしない上司が、頻繁に部下を叱責しており、その態様はパワ
ハラに該当し得るものと考えられる。また、その上司である課長もその状況の改善を試みない
ものであり、実際に体調が悪くなっている職員も出ている。
本来、上司となる職員は、部下職員が働きやすい職場環境を作る責務を有するが、本事例で
は、パワハラに該当し得る行為をすることで、他の職員を含め、組織全体の職場環境を悪化さ
せており、加えて、職員の健康にも悪影響を及ぼす可能性も生じている。パワハラについて
は、その行為自体について、上司自身は職務上の必要性や部下職員への指導のためと認識して
行っている場合が多いが、本事例では、その手法が適当ではなく、業務管理や的確な指示と
いった求められる能力が欠如している。さらに、本事例では、パワハラに該当し得る行為をし
ている職員の上司である課長も、当該職員の行為を改善するための効果的な指導等をしておら
ず、その責務を果たしていない。
また、パワハラの背景として、業務分担の不均衡により特定の職員のみに業務が集中し、当
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該職員やその周囲の職員が余裕を持って業務に当たることができず、組織内に不平・不満が溜
まっていくこともその一因と考えられるため、必要に応じ業務そのものの在り方を組織全体で
見直すことが求められる。

3 人事評価
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【事例 7】人事評価の手続
勤勉手当が支給されたが、勤勉手当の成績区分を決定する根拠である業績評価の結果が

部

2

開示されず、期末面談も実施されていない状況にあり、評価結果に関して苦情を申し出る

風通しのよい職場環境づくりに向けて

機会を逸してしまった。
（関連制度）
人事評価は、能力評価及び業績評価により行われる。能力評価は、1 年間の評価期間（10 月
1 日～翌年 9 月 30 日）において職務遂行に当たり発揮した能力を評価するものであり、職制上
の段階及び職務の種類に応じて定められた「職務上発揮することが求められる能力（標準職務
遂行能力）」に照らし、職員が実際に職務上取った行動がこれに該当するかどうかを評価する。
業績評価は、半年間の評価期間（10 月 1 日～翌年 3 月 31 日、4 月 1 日～9 月 30 日）において職
務遂行に当たり挙げた業績を評価するものであり、職員が果たすべき役割を「目標」として期
首に設定した上で、その果たした程度を評価する。人事評価の手続の流れは、次のとおりであ
る［図 2 参照］。
①

業績評価の評価期間の開始に際し、評価者（被評価者の監督者）は被評価者と面談を行
い、業務に関する目標の設定等により、被評価者が評価期間において果たすべき役割を確
定する（期首面談）。

②

被評価者は、評価の参考とするため、評価期間において発揮した能力及び挙げた業績に
関する自らの認識等について申告を行う（自己申告）
。

③

評価者は、能力評価・業績評価のいずれも、S（最上位）
、A（上位）
、B（通常）
、C（下
位）、D（最下位）の 5 段階の絶対評価により評価を行う（一般職員の場合）
。この評価は、
調整者（評価者の監督者）による調整と、実施権者（所轄庁の長等）による確認を経て、
確定される。

④

実施権者は、評価結果を被評価者に開示する。その後、評価者は被評価者と面談を行
い、評価結果及びその根拠となる事実に基づき指導・助言を行う（期末面談）
。

このほか、人事評価に関する職員の苦情に適切に対応するため、人事評価に関する苦情全般
を対象とする「苦情相談」と、開示された評価結果に関する苦情及び苦情相談で解決されな
かった苦情のみを対象として所定の手続にのっとり処理を行う「苦情処理」の仕組みが設けら
れている。
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図2

人事評価の手続の流れ

期首

期中

期末

（能力評価）
評価項目等の明示

期首面談

達成目標等の
明確化、困難度・
重要度の設定

（評価者）
被評価者の職務遂行
を把握・メモ、指導・
助言

（被評価者）
目標達成状況等の
自己申告

評価・調整・確認
評価結果を任免、
給与等に活用

期末面談
評価結果の開示

（業績評価）

（被評価者）
求められる職務
行動・達成目標等を
踏まえ、職務遂行

（被評価者）
期中の行動に
関する説明等
（評価者）
指導・助言
苦情にも対応

（被評価者）
達成目標案の作成

（本事例から見える課題）
本事例は、期末面談の実施予定日に職員が不在であり、評価者の人事異動も重なったことか
ら当該職員について期末面談が行われず、その後も業務多忙のため期末面談が行われないまま
となっていたもので、不適切な対応である。
評価者にとって人事評価は、期首面談に始まり、期中での被評価者の職務遂行の把握や、評
価、期末面談に至るまで、一定の手間と時間を要するものであり、負担に感じるとの声も聞か
れる。しかしながら、人事評価は、その結果が職員の任用、給与等に活用されるとともに、評
価を契機として職員が自らの強み・弱みを把握して自発的な能力開発に役立てることができる
など、人事管理面で重要な役割を担っている。また、人事評価の過程において、管理職員が、
組織目標等を踏まえて部下職員の果たすべき役割について当該職員と認識を共有することや、
部下職員の職務遂行の状況を把握すること、部下職員の職務遂行の結果を踏まえて今後に向け
た指導・助言をすることは、組織・業務管理面でも重要な意義を有するものである。
管理職員は、人事評価を単なる作業としてとらえるのではなく、自らのマネジメントを支え
るツールとして活用するとの意識を持つことが肝要である。
【事例 8】人事評価を通じたコミュニケーション等
精神疾患のために 3 か月の病気休暇の取得と 1 か月半の休職をし、直後の能力評価と業
績評価の結果は共に D であった。理由は「休んだから」とだけ言われ、
「頑張ればいくら
でも挽回できるから」と言うだけで詳しい説明がなかった。
（関連制度）
事例 7 参照。
（本事例から見える課題）
本事例では、職員が長期間休んだことをもって低い評価がなされたとされているが、長期間
休んだことのみをもって低い評価をすることは適当ではなく、職員が評価期間において短期間
であっても勤務している場合には、当該期間において職員が発揮した能力や挙げた業績を適切
に把握し、これらについて的確に評価しなければならない。
また、本事例では、評価の根拠について十分な説明がなされなかったとされているが、人事
評価は人材育成の意義も有するものであり、本来、評価者は、期末面談において、評価結果及
36

びその根拠となる事実に基づき、個別の評価項目や目標ごとにコメントするなどし、今後の業
務遂行に当たっての具体的な改善点や期待する行動等についてアドバイスすることが求められ
る。このようにきめ細かな指導・助言を行うことによって、被評価者の評価に対する満足度を
高めることが期待できるとともに、被評価者が評価結果を今後の業務遂行に反映していくこと
により、職員個々の、ひいては組織としてのパフォーマンスの向上につながることとなる。
さらに、本事例は、精神疾患を有する職員についてのものであるが、このほか職場には育児
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や介護など多様な事情を抱えて一定の制約の下に勤務する職員が存在する。これらの職員につ
いては、それぞれの事情を踏まえた上で、個々の職員が有する能力を発揮し、知識・経験を活

部

2

用することができるよう、期首面談での目標設定や、期末面談での指導・助言などを行う必要

風通しのよい職場環境づくりに向けて

がある。そのためには、評価者と被評価者とが、期首・期末の面談時に限らず、育児や介護な
どの事情の変化を含めて十分なコミュニケーションを取る必要があることは言うまでもない。
【事例 9】人事評価結果の勤勉手当（給与）への活用
業績評価の結果が A と開示された後、異なる府省間の異動となったが、直後の勤勉手
当の成績区分は「良好（標準）
」とされ、評価結果が全く反映されていなかった。府省を
超えて異動した場合でも、評価結果の引継ぎを行い、勤勉手当に反映させるべきである。
（関連制度）
職員が異なる府省間の異動をした場合、異動元府省から異動先府省へ人事評価記録書の写し
を送付するなど、任用、給与等への活用のための対応を行うこととなっている。
また、職員の採用年次や合格した採用試験の種類等にとらわれず、能力・実績に基づく人事
管理が行われるよう、人事評価の結果を任用（昇任、転任等）
、給与（昇格、昇給、勤勉手当
等）、分限（降任、免職、降給）等へ活用するための仕組みが設けられている。
業績評価の結果の勤勉手当への活用については、直近の業績評価の結果が S 又は A である職
員の成績区分は、全体評語が上位の者から順に「特に優秀」
、
「優秀」
、
「良好（標準）
」と決定
され、また、B である職員は「良好（標準）
」
、C 又は D である職員は「良好でない」と決定さ
れる。その際、法定された勤勉手当の支給総額の枠内で決定する必要があることから、業績評
価が S 又は A である職員の数によっては、本事例のように業績評価の結果が A であっても勤勉
手当の成績区分が「良好（標準）
」となる場合がある。
（本事例から見える課題）
人事評価は、その結果が任用、給与等へ活用され、人事管理の基礎となるものであることか
ら、各府省においては、職員が異なる府省間の異動をした場合、人事評価記録書の送付等の適
切な対応を行うことが求められる。
また、本事例は、職員が勤勉手当の成績区分の決定方法を十分に理解していなかったとも考
えられるが、このような場合、職員は自らの働きぶりがきちんと給与に反映されなかったと感
じ、そのことで今後の業務遂行に対するモチベーションを低下させてしまうことにつながるお
それがある。このため、各府省人事当局は、人事評価に関する研修を実施する際や人事評価の
実施について職員に連絡する際などに、人事評価結果を任用、給与等へ活用する仕組みについ
ても周知等することが望ましい。
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4 その他（任用・給与）
【事例 10】人事異動
事務系職種として採用されたものの、その後の異動では技術系のポストや現場への異動
ばかりである。毎年、事務系のポストへの異動を希望しているが、事務系のポストを減ら
しているので戻ることは不可能と言われ続けており、また、面談でも希望を聞いてもらえ
ない。
（関連制度）
個々の職員の人事配置については、各府省の任命権者がその有する権限と責任において、当
該職員の資格、経験、職務に対する適性等に基づき、組織の運営全般を考慮して行う事項とさ
れている。
（本事例から見える課題）
本事例は、相談者の異動に関する希望を伝えているが叶わず、納得いく説明がないとされて
いる事例である。こうした相談の背景として、職員が自身のキャリア形成について関心を持っ
ているが、様々な事情から希望が実現しないことがある。そうした職員に対しては、職員自身
の希望も踏まえつつ、今後のキャリア形成について、丁寧に説明をすることが肝要である。
【事例 11】広域異動手当
広域異動手当の支給に関して、ある年の 4 月 1 日に A 官署から B 官署へ異動し、広域異
動手当の支給を受けていたところ、2 年後の 3 月 31 日に定年退職し、4 月 1 日より再任用で
B 官署から C 官署へ異動することとなった。
上記のような場合、広域異動手当の支給対象となるという回答を以前人事院から受けて
いたが、所属官署の担当者に確認すると、定年退職により広域異動手当の要件を満たさな
いこととなるので、引き続いての支給はできないとのことであった。
（関連制度）
広域異動手当は、職員が在勤する官署を異にして異動等を行った場合に、異動等前後の官署
間の距離及び異動等の直前の住居と異動等の直後の官署との距離が 60km 以上である場合等に
おいて、異動等の日から 3 年間、支給される手当である。
また、定年退職の翌日に再任用職員として採用された職員についても、平成 27 年 4 月以降、
定年前から支給要件を満たしている場合及び再任用される際に支給要件を満たすこととなった
場合には、広域異動手当が支給されることとなっている。
（本事例から見える課題）
本事例では、相談者に対し、手当の支給要件等について説明した上で、所属官署の給与担当
者に再度確認することを勧めたところ、 担当者において本手当制度の改正に関する理解が不
十分であったことが判明し、適切な対応がとられることとなった。こうした事例を踏まえる
と、制度改正の周知を含め、組織全体として十分な情報共有を図ることや、現場の担当者が判
断に迷うような場合に組織内で相談しやすい体制を整備することが肝要である。
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公務職場に関する職員アンケート結果の概要
人事院では、平成 30 年 12 月から平成 31 年 3 月にかけて、人事院の本院、公務員研修所
及び地方事務局（所）で実施した研修の受講者に対し、公務職場に関する職員の意識につ
いて、管理職員、若手・中堅職員の別にアンケートを実施した（回答数：管理職員約 300
人、若手・中堅職員約 600 人）。ここでは、研修受講者に限ったアンケートではあるが、
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それぞれのアンケート結果の傾向とそこから読み取れる公務職場の現状を紹介する。

部

2

①

風通しのよい職場環境づくりに向けて

1 管理職員を対象としたアンケート
（1）アンケート結果の傾向
若手の部下職員がいない（少ない）ことによる不安・不満


・ 自分がプレイングマネージャーになっている、技能・ノウハウの伝承ができな
い（地方機関職員でやや多い回答）
②

業務量の増加
・

他律的業務の増加（本省職員でやや多い回答）

・

内部管理業務の増加（全体で非常に多い回答）

③

マネジメントへの不安
マネジメント経験の少なさ、内部管理業務増によるマネジメントの負担の大き



・

さ、マネジメントに割く時間のなさ（地方機関職員でやや多い回答）
④

部下職員のモチベーションが低い
・

⑤

指示待ちで能動的に仕事をしない（地方機関職員でやや多い回答）
育児・介護中の部下職員

・

育児・介護中の部下職員がいる（全体で相当多い回答）



・ （「育児・介護中の部下職員がいる」のうち）自分や特定の職員に負担が集中し
ている（全体でやや多い回答）
部下職員が抱えている仕事上の悩みや感じている課題を相談することができる体



⑥

制等
・

相談体制等がある（全体で非常に多い回答）



・ （「相談体制等がある」のうち）管理職員自身（全体で非常に多い回答）、同僚
や先輩職員（全体でやや多い回答）
、苦情相談窓口（全体でやや多い回答）
（2）アンケート結果の傾向から読み取れる公務職場の現状
部下職員の抱える悩み等に関しては、管理職員自らが相談に乗るなどの回答が多く、
職場内でのコミュニケーションを図ろうとしていることがうかがえる。
一方で、内部管理業務を中心として業務量が増加する中で全体をマネジメントすべき
管理職員の負担が増加しているという回答や、育児・介護中の部下職員がいることによ
り自分や特定の職員に負担が集中しているという回答が多かった。
また、地方機関職員においては、マネジメント経験の不足やマネジメントに割く時間
のなさ等のマネジメントに関する不安があるとの回答が多かった。加えて、部下職員の
モチベーションに関して、指示待ちで能動的に仕事をしないという回答も多かった。
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業務多忙により部下職員への指導・育成が十分にできないことで、部下職員が積極的
に行動しなくなっていることにより、更に管理職員が自分で動かなくてはならないとい
う悪循環に陥っているとも考えられることから、管理職員と部下職員との関係について
改善の必要性が認められる。

2 若手・中堅職員を対象としたアンケート
（1）アンケート結果の傾向
①

部下・後輩職員がいない（少ない）ことによる不安・不満

・
②

自分で何でもしなければならない（全体でやや多い回答）
業務量の増加

・

他律的業務の増加（本省職員でやや多い回答）

・

内部管理業務の増加（全体で相当多い回答）

③

業務遂行に関する不安・不満

・
④

非効率・無駄な業務が多い（全体でやや多い回答）
能力開発・キャリア形成に関する不安・不満

・
⑤

育児等との両立への不安（女性職員でやや多い回答）
育児・介護中の職員

・

育児・介護をしている（全体でやや多い回答）



・ （「育児・介護をしている」のうち）不安・不満を感じている（男性職員でやや
多く、女性職員で非常に多い回答）
⑥

自分が抱えている仕事上の悩みや感じている課題を相談することができる体制等
・

相談体制等がある（全体で非常に多い回答）



・ （
「相談体制等がある」のうち）上司（全体で非常に多い回答）、同僚や先輩職
員（全体で非常に多い回答）
（2）アンケート結果の傾向から読み取れる公務職場の現状
若手・中堅職員においても、仕事上の悩み等を相談できる体制等があるとの回答が多
く、上司や先輩職員・同僚のサポートが得られていることがうかがえる。
一方で、内部管理業務を中心として業務量が増加する中、部下・後輩職員がいない
（少ない）ことで、自分で何でもしなければならないことや、非効率・無駄な業務が多
いことへの不安や不満があるとの回答も多く、働きやすい職場環境に向けた改善の必要
性が認められる。
また、育児・介護中の職員について、女性職員を中心に不安や不満を感じていること
がうかがえることから、これらの不安や不満を解消していくことが求められる。
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課題と対応
苦情相談等から見える課題

1 公務をめぐる状況の変化
（1）人員構成の変化

第1編

第

一般職国家公務員のうち、一般行政事務を行っている行政職俸給表（一）適用職員の年
齢階層別人員構成比について、平成 20 年と平成 30 年の全組織及び地方機関で比較してみ

部

2

ると、20 代前半で多少増加しているものの、20 代後半から 30 代にかけて大きく割合が減

風通しのよい職場環境づくりに向けて

少しており、特に地方機関において顕著な傾向が見られる［人事院「国家公務員給与等実
態調査」
（図 3 － 1 参照）］。
公務の各職場においては、限られた人員で、組織を運営し、業務を処理していかなけれ
ばならない厳しい状況にある。そのため、長時間労働となってしまったり、年次休暇を取
得することも十分にできなかったりすることによって、肉体的・精神的に負担を強いられ
るようなことにもなりかねない。
そうなると、各人の負担が過大となることによって、かえって十分な能力の発揮が妨げ
られ、業績を挙げることができなくなることから、結果として組織運営や業務処理に支障
を来す事態を招いてしまう。
加えて、そうした余裕のない職場環境からは、無理に成果を出そうと焦りやいら立ちが
生じがちであり、精神的に追い詰められることで、業務面で互いにフォローし合うような
好循環が生まれにくく、むしろ管理職員によるパワハラなどの深刻な被害を生み出すおそ
れもある。
管理職員アンケートにおいても、管理職員が負担増加を感じていることがうかがえる。
また、若手・中堅職員アンケートにおいても、若手・中堅職員に、部下・後輩職員がいな
い（少ない）ことで、自分で何でもしなければならないことによる不安や不満が多くなっ
ていることがうかがえる。
行政事務の遂行に当たっては、業務量に見合った適正な人員が確保されることが基本と
なるが、厳しい職場環境に置かれている実際の職場において、各職員ができる限り健康で
能力を最大限発揮できるようにするための方策を講じていく必要がある。
（2）多様な事情を抱える職員の顕在化
近年、公務・民間を問わず、育児や介護など、多様な事情を抱える職員の存在が顕在化
してきており、これからもその傾向はますます強まっていくものと思われる。
ア

育児
公務・民間を問わず、育児をしながら働く者が相当程度見られるようになってきて

おり、例えば、育児休業の取得率を見ると、民間においては、平成 8 年度に男性 0.1％、
女性 49.1％であったものが、平成 29 年度には男性 5.1％、女性 83.2％となっている［厚
生労働省「雇用均等基本調査」
（図 3 － 2 参照）
］
。公務においても、平成 8 年度に男性
0.1％、女性 79.6％であったものが、平成 29 年度には男性 18.1％、女性 99.7％となって
いる［人事院「育児休業等実態調査」
（図 3 － 3 参照）
］
。
第 2 章の事例 1 及び事例 4 において、
「出産、育児を控えた職員を取り巻く職場環
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境」、
「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」の事例を取り上げたが、こ
れらの事例においては、仕事と育児との両立を図ろうとする職員に対し、当該職員の
抱える事情を踏まえた対応がなされていないなどの課題が見られた。
平成 29 年度意識調査においても、30 代職員の「仕事に対するモチベーションを特
に低下させたことがあるもの」として、
「業務多忙や長時間勤務等によりワーク・ラ
イフ・バランスが保てないこと」が最も多い回答となっていた。
今後は、男性職員も含め、子どもが病気になった場合などの一時的な対応のみなら
ず、恒常的な養育とキャリア形成をどう両立させていくかを考えていくことが求めら
れる。
イ

介護
65 歳以上人口の割合が、平成 7 年に 14.6％であったものが、平成 27 年には 26.6％と
なっている［総務省「国勢調査」
］など、高齢化が急速に進行している。こうした中
で、介護の必要のある家族を持つ職員も、より一層増加していくものと思われる。例
えば、平成 22 年 6 月に設けられた短期介護休暇を取得した職員について、平成 23 年
は 1,234 人であったものが、平成 29 年には 2,832 人となっている［人事院「介護休暇
等使用実態調査」
（表 3 参照）
］
。
第 2 章の事例 2 において、
「介護と業務の両立」の事例を取り上げたが、当該事例に
おいては、仕事と介護との両立を図ろうとする職員に対し、当該職員と管理職員との
間でコミュニケーションが十分に図られていないなどの課題が見られた。要介護者の
介護を必要とする状態によって、介護する職員の勤務時間の割振りや介護に係る両立
支援のための諸制度の利用は様々なものとなると思われることから、これらに臨機応
変に対処していくことが求められる。

ウ

職員の健康等
第 2 章の事例 3 において、「健康に関する問題（メンタルヘルス）
」の事例を取り上
げたが、当該事例においては、療養している職員に対し、当該職員の抱える事情の把
握の在り方などの課題が見られた。職員の健康に関し、例えば、長期病休者（引き続
いて 1 月以上の期間、疾病のため勤務していない者）の職員の割合は、平成 10 年代に
おいて増加した後、近年は 2％前後で推移しており［人事院「国家公務員長期病休者
実態調査」
］
、今後、職員自らが疾病を抱えることにより、一定の制約の中で勤務する
ことを余儀なくされるといったことも少なからず生じ得るものと思われる。
また、現在、
「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」に基づき、障害者
雇用に関し、国の機関における法定雇用率の達成に向けた様々な取組が進められてい
るところであるが、苦情相談において、障害を抱える職員から、仕事を進める上で障
害の特性に応じた配慮をしてほしいといった相談が寄せられている。今後、障害者雇
用の促進が図られることに伴い、様々な障害を抱えた人々が、それぞれの希望や障害
の特性等に応じて、公務において活躍できる場を拡大していくことが求められる。

このほか、非常勤職員について、任期が定められていることや職場における立場などか
ら、任用関係やハラスメント関係を中心として、苦情相談が寄せられており、これらの職
員の職場環境にも留意する必要がある。
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今後は、意欲と能力がありながらも、勤務を継続することが困難な人や、公務で仕事を
続けていくことに不安を感じてしまうような人を、多数生じさせてしまうことのないよ
う、個々の職員が抱える事情に応じた働き方が可能となるような組織運営や人事管理を
行っていくことが求められる。
図 3-1
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図 3-2
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民間における育児休業取得率の推移
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一般職国家公務員の短期介護休暇使用者数の推移
平成 23 年

短期介護休暇取得者（人）

1,234

平成 25 年度
1,622

平成 27 年

平成 29 年

2,080

2,832

（注）短期介護休暇制度は平成 22 年 6 月に新設
人事院「介護休暇等使用実態調査」

2 職員の意識の変化
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（1）キャリア形成に関する意識
平成 29 年度意識調査において、30 代職員の「キャリア形成で最も重視すること」とし

部

2

て、「やりがいのある仕事をすること」と並んで「自分の能力を活かせる仕事をすること」

風通しのよい職場環境づくりに向けて

と回答した者も多く、また、「今後のキャリア形成の方向性についての考え」として、
「ど
ちらかというと自分の専門性・強みを高めていきたい」が最も多い回答となっていた。
若手・中堅職員アンケートにおいても、キャリア形成に関し、女性職員を中心として、
育児等との両立への不安を感じていることがうかがえる。
このように、単に上位のポストにどのように昇進していくのかという形式的な面に限ら
ず、むしろ、自らの能力やスキルを、今後どのようにして伸長させていけるのかという、
実質的な意味でのキャリア形成がどう図られていくのかということに、強い関心が向けら
れているところである。
加えて、第 2 章の事例 7 においても、
「人事評価の手続」に関し、評価を契機として職員
が自らの強み・弱みを把握して自発的な能力開発に役立てることができるなど、人事管理
面で重要な役割を担っているにもかかわらず、面談が行われない場合があることが課題と
して見られた。
自らの働きぶりが、上司や同僚からどのように見られているのか、どのような点が良い
評価を得ているのか、どのような部分がまだ足りない、欠けていると思われているのかと
いったことについて、具体的に知りたいという意識も高いものと思われる。
そこで、第 2 章の事例 8 においても、
「人事評価を通じたコミュニケーション等」に関
し、面談等の機会を通じたコミュニケーションの必要性が課題として見られたが、若手職
員が、自らの今後の公務における職業生活について、できる限り不安を感じることなく、
積極的に職務に取り組んでいけるような職場環境を作るため、これらの職員のキャリア形
成に関する意識の高まりに応えるべく、各職場において、必要な取組を講じていく必要が
ある。
その際、若手職員が、職業生活に係る不安や希望などに関し、そもそも自らの考えや意
見を伝える機会が十分に与えられていないと感じること自体が、上司や同僚、さらには職
場全体に対する不満につながる要因にもなりかねないということに留意する必要がある。
（2）仕事と私生活のバランスに関する意識
かつては、職務に従事することが全てに優先するという考え方の下で、まずは自らに命
ぜられた勤務時間を超過勤務も含め確実に勤務し、その余の時間を使って、職員自らの生
活を組み立てていくという形がとられることが多かったが、例えば、学生を含む 16 歳か
ら 29 歳までの若者を対象として平成 29 年度に内閣府が行った就労等に関する若者の意識
を調査した「子供・若者の現状と意識に関する調査」における、仕事と家庭・プライベー
トとのバランスについての調査結果を見ると、
「仕事よりも家庭・プライベート（私生活）
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を優先する」と回答した者の割合は 63.7％となっている。また、公務においては、総合職
試験等からの新規採用者を対象として人事院が行った平成 29 年度のアンケート調査によ
ると、仕事と家庭のどちらを優先するかという問いに対し、「仕事を優先」、「どちらかと
言えば仕事を優先」とする回答が 6 割強となっているが、「家庭を優先」
、
「どちらかと言
えば家庭を優先」とする回答も 4 割弱見られる。なお、平成 29 年度意識調査において、30
代職員に対する「人生 100 年時代に向けて今から何が必要と考えるか」という問いに対し、
「公務外でも通用する知識・技能の習得」と回答した割合が 63.8％、
「人的ネットワークづ
くり」と回答した割合が 45.9％となっている。
仕事と同じように、家庭など仕事以外の生活も尊重することで、より有意義な人生を
送っていきたいという考え方を持つ人が、若年層を始めとして見られるところである。家
庭生活との両立を図ることに加え、地域などで職場以外の人と交流を図ることや、知識や
能力を高めるための研さんを図ることなどにより、直接的に仕事と関係することではなく
ても、単に精神的な豊かさが得られるというだけでなく、多角的な視野や柔軟な発想力を
醸成することにつながることで、仕事にもよい影響を与えることが期待できる。
こうした意識を踏まえ、これからの公務職場における働き方を考えていくことも必要で
ある。

3 管理職員に求められる能力の変化
近年、苦情相談において、パワハラなど、管理職員と部下職員とのコミュニケーション不足
や管理職員の育成・指導の在り方などに起因する事案が増加している。
管理職員が、組織を運営し、業務上の成果を出すことを求められる中で、ともすれば、時間
的制約の下で、自らがプレーヤーとなったり、部下に個別具体的に指示を与え、その指示に忠
実に従わせる形をとったりしながら、業務処理を進めることがあるものと思われる。
さらには、それが行き過ぎると、自らの過去の成功体験を基に、それが唯一絶対の方法であ
るとして、仕事の進め方や、とるべき施策の判断などを、部下に一方的に押し付けて従わせる
といった形をとることにもつながるが、これはまさにパワハラにもなりかねないものである。
管理職員アンケートにおいても、特に地方機関において、マネジメント経験が少ないなど、マ
ネジメントに関する不安も多いことがうかがえる。
こうした手法に対しては、厳しい条件下で短期的な成果を求められる管理職員にとって、や
むを得ないとの見方がされることもある。しかしながら、これを続けていては、長期的に見
て、部下職員の成長の芽を摘むことで、的確な育成が図られず、結果として組織のパフォーマ
ンスの向上につながらない。
管理職員として、部下職員の不安や悩みに応えつつ、適切な育成を図っていくためには、こ
れまで以上に意識して、各職員と適切にコミュニケーションを図っていくことが肝要になるも
のと考える。
また、第 2 章の事例 5 及び事例 6 で「セクシュアル・ハラスメント」及び「パワー・ハラス
メント」の事例を取り上げたが、これらの事例のように、不適切な指導等により、職場環境の
悪化や職員の健康に悪影響を及ぼすなどの事態が生じており、これらを防止することは、喫緊
の課題である。
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1 働きやすい職場環境の整備
（1）両立支援のための各種制度等の周知の徹底
多様な事情を抱える職員が、仕事との両立を円滑に図ることができるよう、これまでに
様々な制度や体制が整備されている。例えば、育児や介護に関してであれば、フレックス
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タイム制や育児短時間勤務、子の看護休暇や短期介護休暇などが措置されており、メンタ
ルヘルスに関してであれば、健康管理者や健康管理医などの保健スタッフに相談できる体

部
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制が設けられている。

風通しのよい職場環境づくりに向けて

しかしながら、実際にこうした事情を抱えている職員自身が、これらの各種制度等を知
らない、あるいはどのように利用すればよいか分からないということであれば、そもそも
活用することができない。
また、職員が各種制度等を活用して、仕事との両立を図りたいと考えたとしても、上司
や周囲の職員が各種制度等を知らない、あるいは活用に関して理解を示さないということ
であれば、制度等が設けられていたとしても、希望する職員が活用することが難しくな
る。
そのため、各種制度等の周知の徹底を図ることが肝要であり、まずは人事当局が、様々
な媒体や機会を通じた取組を行うことにより、管理職員を始め、全ての職員が各種制度等
の具体的な内容を正確に認識することが必要である。
あわせて、組織のトップから、多様な事情を抱える職員が、各種制度等を活用して仕事
との両立を図ることで、職員が生き生きと働くことのできる職場環境が構築されることの
意義をメッセージとして伝えることにより、管理職員や各種制度等を活用しない職員も含
め、個々の職場に属する職員一人ひとりが各種制度等に対する理解を深めていくことも必
要である。
人事院としても、引き続き、両立支援のための各種制度等の周知の徹底、心の健康づく
りの推進などを図っていくことにより、働きやすい職場環境の整備に向けた取組を支援し
てまいりたい。
（2）各職場における取組
これからの公務職場においては、何かしらの事情を抱えた職員が、それと調和させなが
ら働いていくことができるような職場環境を構築するための方策をとっていく必要がある。
その際、個々の職員が抱える事情は、育児、介護、自らの疾病・障害など、多様なもの
であることが想定される。さらには、例えば育児や介護といっても、子供の成長の度合い
や、被介護者の要介護の程度、職員以外の周囲のサポート環境といったことによって、職
員の関わり方も大きく異なるものである。
これに対処していくために、そうした事情を抱える職員に対して、一律的、画一的に、
定型的な職務を割り当てるとか、短時間勤務などにより軽減を図るといった方法では、こ
れらの職員の能力を引き出すことは難しい。
各職場において、個々の職員が、多様な事情を抱える中でも、最大限の能力を発揮し、
それらの力を合わせることにより、組織パフォーマンスの最大化を図るためには、個々の
職員の抱える事情に可能な限り対処できるようにしていく必要がある。その前提として、
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プライバシーに留意しつつ、職員それぞれが自らの抱える事情を明らかにして、それを職
場全体で共有した上で、各職員それぞれの職務内容や勤務形態をどうしていくべきかを、
職場全体の問題として考えていけるような勤務環境を作っていかなければならない。
例えば、職場内でミーティングを定期的に開催する取組は、様々な職場において行われ
ているが、各職員の業務の進捗状況や、各部門ごとの現在の課題や目標などを共有するだ
けでなく、各職員の抱えている事情に関して、悩みやサポートしてもらいたいこと、ある
いはそうした事情の下でも可能なことなどについて話し合う場としても、活用していくこ
とが可能である。
そうした取組において肝要なことは、多くの職員が何かしらの事情を抱える中でも、そ
れと調和しながら働いていくことが求められることを念頭に、仮に今自分自身がそういう
事情を特段抱えていないにしても、いついかなるときにそういう状況に置かれるかもしれ
ないという意識を、全ての職員が持った上で、自らの職場の運営をどうすべきかを考えて
いくことである。
従前は、そうした事情を抱えている職員が職場内にいることをネガティブなものとして
捉えがちであったかもしれないが、上司や周囲の職員が積極的に受け止め、どのように対
処していけばよいかを一緒になって考えることが何よりも重要である。
それによって、各職場において、多様な事情を抱えている職員が、両立支援に係る各種
の制度を活用するなどして、個別の事情に対処しながらも、その中で能力を十分に発揮
し、お互いに補完的な役割を果たすことが可能となれば、組織としてのパフォーマンスを
確保しつつ、個々の職員が継続して職務に従事することができるものと考える。
さらには、既に多様な事情を抱えていること自体で不安やストレスを感じている職員に
安心感を与えることで、職場や組織は自身の置かれた状況についての良き理解者であると
好意的に受け止めるようになることにより、職員が仕事に対して前向きに取り組む姿勢を
引き出すことにつながる。
将来的に、こうした取組を実践することで、地域活動や自己啓発なども含め、全ての職
員の事情を踏まえた上で、各職員の働き方を考えた職場環境づくりがなされることが理想
である。これにより、特定の職員に負担が集中することによる不満の解消になる面もある
と考える。
○

民間企業等における取組例
社員間のコミュニケーションの活発化を図る観点から、社員が参加する懇親会・会合等

に会社が支援・補助する取組を行っている企業がある。例えば、社内食堂等で部門を超え
た懇親会を開催する場合にその費用の一部を補助したり、社員が有する知識・経験等を発
表し合うカンファレンスを社員が企画した場合に企業がその場所や飲食物の提供を行った
りするものがある。
また、CSR（企業の社会的責任）の観点から会社として行っている会社周辺の清掃活動
が、結果的に社員同士のコミュニケーションの場にもなっているというものもある。
このほか、経営層と社員が 1 回 10 人程度で 2 時間ほどの対話を行い、その後、活発なコ
ミュニケーションを促す観点から懇親会を開催するという取組もある。
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（3）各府省における苦情相談体制の活用
各府省において、個々の職員から、自らが抱える人事管理に関する問題などについて、
人事担当部局などが窓口となって、相談を受け付けるような取組が行われている。
こうした取組については、相談がなされた職員の悩みや不満等が前提であるために、人
事担当部局等が職員への取組の紹介等に消極的になってしまうところがある。しかしなが
ら、自らの職場に対して直接言いづらいような声を取り上げる方法としては、今後とも有
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効に活用すべきものであり、積極的に周知するなどしていく必要がある。
また、これらの相談については、個々の職員の悩みや不満等を解消させるということが
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先に立つために、その事案をいかに円滑に処理するかということにとらわれがちである。

風通しのよい職場環境づくりに向けて

相談した職員にとって最善の方策を検討するとともに、よりよい職場環境を整備するた
めにいかにすべきかという観点から、組織全体の問題として考えていく姿勢が肝要である。
その上で、相談した職員の抱える事情や、その職員が勤務している職場の業務の実態、
他の職員の勤務形態などを十分に把握し、組織パフォーマンスを確保しつつ、相談した職
員や他の職員が、それぞれの抱える事情に対処しながら、能力を十分に発揮できるような
職場環境を構築していくことが求められる。
これにより、個別の案件として、相談した職員からの納得が得られることにとどまらず、
こうした事例の蓄積を重ねていくことで、各府省として、多様な事情を抱える職員が、そ
れと調和させながら働けるような職場環境を構築していくことにもつながるものである。
人事院としても、第 1 章第 1 節で述べた苦情相談制度において、引き続ききめ細かい対
応を行っていくとともに、各府省における苦情相談体制を適切に支援してまいりたい。
○

民間企業等における取組例
社員等からの相談に関する取組として、優れた人格であるシニアな社員を専任の相談員

として対応させるものや、社員のみならずその家族も相談できる窓口を設けたり、弁護士
などの社外専門家に相談できる窓口を設けたりするというものがある。
また、育児休業中の職員や取得予定の職員が、子育て経験のある先輩職員に対して相談
や情報交換をできる場として座談会を設けるというものがある。

2 若手職員等のモチベーションの向上
（1）業務効率化を図るための取組
各府省において、個々の職員からの業務効率化や職場環境改善の方策などについての提
案を、総務担当部局などにおいて受け付けるような取組が行われている。
こうした取組については、これまでも、組織パフォーマンスを向上させるものとして、
積極的に提案を取り上げ、広く周知するケースも見られるところであり、各職場以外でも
貴重な職員の声を取り上げるツールとして、今後とも有効に機能させていくことが求めら
れる。
あわせて、組織のトップが、こうした提案を評価し、より一層の業務効率化を促すメッ
セージを発することにより、職員の業務改善に関する意識の更なる向上につなげることも
肝要である。
業務効率化を図るための取組により、無駄な業務の削減や、業務処理の円滑化が図られ
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ることで、超過勤務時間の縮減等が実現することとなれば、若手職員等の不満の解消や勤
務意欲の向上につながるものと考える。
○

民間企業等における取組例
職員からの提案を実現させ、モチベーションを高めていく取組として、職場の雰囲気の

改善のための運動と研修を連携させて、若手職員がこの運動に関係するプロジェクトを企
画し、組織トップにプレゼンテーションして、採用されたものについて事業化するという
ものがある。
また、社員全員がアクセスできる社内 SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）の
中に、業務遂行の際に自分が工夫したことなどを写真付きで投稿することができるツール
があり、投稿内容について閲覧者が評価することもできるため、そうした目に見える評価
が社員のモチベーション向上につながっているという取組もある。
さらに、会社が社員に求める理念に則した、社員による自主的な活動について、社員か
らの求めがあれば、その活動の業務関連性にかかわらず、企業活動としてお墨付きを与え
るという形で支援する取組があり、これを通じて会社・同僚・自社製品を好きになっても
らうとともに、イノベーションにつながっていくことを期待するというものがある。
このほか、意識啓発や仕事に対するやりがいの再認識、幹部との距離感を縮めることな
どを目的として、幹部職員の動画メッセージの配信を行うという取組もある。
（2）人事評価の面談等を契機とした取組
公務職場において、育児や介護に携わっていることなどにより働き方に制約がある職員
であっても、十分な能力を発揮した職員に対しては、適切な評価を与えるべきである。ま
た、まだ経験の浅い若手職員であったとしても、経験が浅いことのみをもって評価をする
ことなく、実際に発揮された能力や勤務において達成した実績に基づいて評価することが
求められる。
さらに、若手職員には、勤務経験は少ないとしても、柔軟な発想や斬新な考え方で、新
しい方策や手法を考え出すことなどが期待されるところである。こうしたアイデアや提案
を促す意味でも、これらを積極的に評価し、更なる活躍を奨励するような働きかけをして
いくことで、若手職員のモチベーションを高めていくことが求められる。
このような枠組みを構築していくための方策として、例えば、人事評価のうち業績評価
について、職員本人と管理職員が期首において面談を行うこととされているが、その中に
おいて、各部局の課題や各職員の適性を踏まえることはもとより、各職員が抱える事情な
ども考慮しつつ、職員の意向も聴取しながら、十分な意思疎通を行い、認識を共有した上
で、目標設定を行うべきである。
何らかの事情を抱えている職員に対して、定型的で容易に達成可能な業務目標を設定す
ることは、これらの職員への配慮と捉えがちであるが、職員本人にとっては、場合によっ
ては、自らの業務貢献への期待が大きくないものと理解し、意欲を低下させてしまうおそ
れがある。
若手職員に対しても、過度にプレッシャーをかけないよう、手の届く範囲で業務目標を
設定すれば、達成感が得られ、意欲向上につながるものとも考えがちであるが、当該職員
50

第2節

対応策

が低いと感じるようなレベルであれば、自身の能力に対してその程度の評価しかなされて
いないと受け止め、かえってやる気を失わせてしまうおそれもある。
目標設定に当たっては、一律的な物差しで行うのではなく、職員一人ひとりの能力や状
況を見極め、過度な負担にならないよう留意しつつ、これまでに職員本人が有していた知
識や経験を超える、意欲的な業務目標を立てることも考えていく必要がある。
これにより、各職員が自らの業務目標に納得して日々の業務に臨むことになることか
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ら、意欲を持って業務に従事することが期待されるとともに、働き方に制約があるような
場合でも、そうした環境下で最大限の能力を発揮することにつながるものと考える。

部

2

また、職員が発揮した能力や挙げた業績については、人事評価（能力評価、業績評価）

風通しのよい職場環境づくりに向けて

において、的確に評価することが肝要であり、その結果を任用、給与等に適切に反映させ
ることが求められる。
人事評価の結果については、人材育成や配置の観点において有効に活用するとともに、
処遇面のインセンティブともすることで、各職員のモチベーションを高め、ひいては組織
全体のパフォーマンスを高めることにもなるものと考える。
そのため、職員が業務効率化や職場環境の改善に資するアイデア等について提案を行
い、それが一定の効果を挙げたような場合にあっては、人事評価の結果に関し、職員本人
と管理職員が期末において面談を行う際に、そのことを積極的に評価する旨を伝えるとと
もに、更なる貢献を期待することを付言するなどして、職員本人の意欲を引き出すことが
求められる。
加えて、職員の潜在能力からすれば、より一層の能力発揮を求めたい場合や、働き方に
制約があることなどにより、萎縮しているように見られる場合などにおいては、職員本人
が自らの可能性に気付くように、丁寧なフィードバックを行うことで、職員自らが積極的
かつ能動的に業務に取り組んでいく姿勢を導き出すことが求められる。
さらに、人事評価の面談等の機会を捉えて、管理職員としてそれぞれの職員の能力・ス
キル向上についてどのように考えているかという、育成に関する自らの方針を丁寧に説明
することも効果的であると考える。
これにより、職員が自らの育成に対する管理職員の考えを知ることで、安心感の醸成が
図られるとともに、自らが担当する業務に従事することの意義を理解することにもつなが
る。
あわせて、今後のキャリアを考える機会にもなることから、こうした機会に、職員自身
のキャリア形成に対する考えを聴取することも有効な取組である。
特に、自らの専門性や強みを高めていきたいという若手・中堅職員の意識も高い中で、
行政官として専門性を向上させていくことは、公務において組織パフォーマンスをより発
揮させる上でも、重要となってくるものと思われる。
職員の意向を把握した上で、専門性の向上を意識した業務内容の見直し等を図ることに
より、中長期的な能力向上やキャリア形成への更なる意識付けにもつながるものと考える。
○

民間企業等における取組例
キャリアについて、これまで意識しておらず、部下に話をした経験がない管理職も少な

くないとの認識から、管理職に対してキャリアについての意識付けを行ったり、キャリア
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面談の必要性などについて研修の場で伝えたりするなどの取組がある。
また、社員に対して早い段階からキャリアモデルを持つよう意識付けるために、若手社
員も含めてキャリアに関する研修を行う取組もある。
（3）人事評価の適切な活用に係る周知・徹底
（2）のような取組を行っていく前提として、まずは管理職員に対して、人事評価におけ
る評価の在り方や手法などについて、十分な理解を得させることが必要である。
具体的には、超過勤務の状況などで評価するのではなく、業務上実際に挙げられた成果
など実績そのもので評価するものであること、評価の結果を任用や給与などに反映させる
ものであること、あわせて、人材育成のツールとして活用することが肝要であることなど
が挙げられる。
さらに、管理職員のみならず、評価を受ける職員に対しても、人事評価の意義・目的を
十分に理解させることで、業務目標の設定に当たって、自らの考えを管理職員に伝えるな
ど、人事評価というツールを積極的に活用しようとする意識を醸成する必要がある。
特に、期首や期末の面談については、単に義務付けられているというものではなく、職
員本人と管理職員が、目標設定に関する意識を共有したり、特に評価できる点や今後に向
けての課題を確認したりすることにより、職員の能力向上やモチベーションを高めるため
に、非常に有効であることを認識させる必要がある。
なお、管理職員の人事評価については、能力・実績という観点から、所掌事務に関する
課題や施策に対する成果ということが、評価の中心となってしまいがちであるところ、こ
れに加えて、マネジメントによってどのような成果が挙げられたかということについても
適切に評価する必要がある。
人事院としても、人事評価のプロセスを通じて職員のモチベーション向上が図られるよ
う、各府省の人事担当者向けに人事評価結果の任用や給与への活用に関して説明する機会
を捉えて所属職員の制度理解向上のための取組を促すことや、評価能力向上のための研修
の実施を通じて、人材育成の観点も含めた人事評価の活用の徹底を引き続き図ってまいり
たい。
○

民間企業等における取組例
民間企業においても、人事評価における面談等の場を上司と部下との間でコミュニケー

ションを図る貴重な機会と捉えており、従来は業績管理の観点から期初・期中・期末の 3
回の面談を行っていたが、形式的な機会だけではお互いの思いが伝わらず、また頻度が少
なく適時のフィードバックが十分にできなかったことから、実施頻度を 2 週間から 1 か月
に 1 回とする 1 対 1 による面談の場を別にセットし、内容としても上司が部下自身に将来
のキャリアを考えさせたり、部下の可能性・チャレンジを引き出すようなものとしたりす
るという取組が行われている。
また、上司である管理職に対して、面談の場における部下とのコミュニケーションの取
り方やフィードバックの方法などについて、研修を通じて理解させるという取組もある。
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3 管理職員のマネジメント能力の向上
（1）部下職員の能力伸長
組織における一般的な意思決定方式としては、大まかに、トップダウン型、ボトムアッ
プ型に分けられる。案件の内容や締切までの日数など、様々な要因によってどちらを選択
することが適当であるかは異なってくるものであり、当然のことながら、一律的に決めら
れるものではない。
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トップダウン型の長所として、意思決定スピードの速さやトップの意思の的確な浸透が
挙げられるところであるが、そればかりによることになると、部下職員である若手・中堅

部
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職員のやる気を奪い、いわゆる指示待ちタイプの職員を生み出すことにもなりかねない。

風通しのよい職場環境づくりに向けて

近時、公務職場においては、人員面で厳しい状況に置かれていることや、行政の複雑・
高度化が進んでいることなどから、政策に係る意思決定に時間的な余裕がなく、トップダ
ウン型に偏りがちになる傾向にあるとも思われる。
管理職員が、物事を決めるべき時に決め、自らがその責任を負うということはいかなる
意思決定方式をとるとしても変わるものでないが、部下職員を育成し、将来に向けて組織
パフォーマンスを高めていくという観点からは、できる限り、部下職員に提案等を求め、
それを基に施策を作り上げていくというボトムアップ型をとることが適当と考えられる。
その際、ただ単に案件の提案等を部下職員に求めるだけではなく、部下職員の業務処理
等の実情を日頃からよく把握した上で、当該職員の能力や負担度を見極め、業務分担とし
て特定の職員に過度な負担とならないよう留意しつつ、個々の職員の能力伸長につながる
ような形で、部下職員に委ねることが必要である。
仮に、部下職員の考えとは異なる管理職員の考えに沿った意思決定を行った場合でも、
なぜそうしなければならないのかについて、必然性や合理性を丁寧に説明することによ
り、部下職員の納得を得ることが必要である。
（2）日常的なコミュニケーション
今後は、育児や介護など多様な事情を抱えている職員がどの職場においても多数存在す
るようになることや、職場外の人との交流や自己啓発など仕事以外の生活も充実させたい
という意識のある職員がいることを、それぞれの管理職員が自覚することが求められる。
その上で、これと調和できるような職場環境を構築していけるよう、業務処理や人員配置
に係る計画等を考える必要がある。
具体的には、まず、個々の職員が抱える事情は様々なものがあることから、業務面にと
どまらず、プライベートな面においても、部下職員の実情を個人のプライバシーにも配慮
しつつ十分に把握することが求められる。
ともすれば、近時、職場において、上司がプライベートな面にまで立ち入ることについ
て、必ずしも肯定的な部下職員ばかりではないことから、管理職員の側で、消極的に捉え
られることも少なくない。
しかしながら、全く日々の職務と無関係のことであればともかく、育児や介護などの事
情については、その職員の働き方に少なからず影響が生ずるものであり、仮にそうしたこ
とに不安を抱えながら職務に従事しているとすれば、職務中の集中力といった、精神的な
面において影響が生ずることにもなりかねない。
したがって、管理職員として、積極的に部下職員が抱える事情を把握する必要があるも
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のと考える。その際、部下職員が抵抗感を持つことのないよう、個人的な興味本位で聴取
するものではないことを伝えて理解を求めるとともに、日頃から信頼関係を築いておくこ
とが肝要である。
そのためには、人事評価の面談等の機会だけでなく、日常的に、部下職員と積極的にコ
ミュニケーションを取ることが求められるものであり、例えば、勤務時間外における雑談
も有効であると考える。また、部下職員の家庭生活等の事情やプライベートな時間への配
慮に留意しつつ、勤務時間外の昼食会や懇親会などを開催することにより、管理職員との
話しやすい環境づくりをすることも考えられる。
○

民間企業等における取組例
上司と部下のコミュニケーションのきっかけを作る取組として、月 1 回、簡単な質問に

回答する調査を実施し、上司はその回答を見て、回答に変化があった社員に声かけする契
機としているものがある。また、社内報を社内イントラネットに掲載し、役員や部門長等
が発信するメッセージに対して社員が匿名でコメントを書き込むことができるとともに、
そのコメントを見て他の社員もコメントできるようにしているといった取組も見られる。
さらに、若手社員が役員に 1 対 1 で、社内コミュニケーションツールの活用方法や特定
分野のトレンドなどについてサポート・助言する取組も見られ、役員にとっては若手社員
とのやり取りを通じて新たな気付きなどを得る機会となり、若手社員にとっては経営層の
考え方等をタイムリーに聞き、モチベーションを高める機会になるとともに、この取組に
参加する若手社員同士でコミュニケーションを図るきっかけ作りともなっている。
（3）自らのマネジメントの改善
管理職員にマネジメントが求められることは、ほとんど全ての管理職員が自覚している
ものと思われる。他方で、日々の業務処理において、一人のプレイヤーとしても成果を出
すことが求められるとともに、定型的な案件であっても、誤りのないように慎重な対応が
必要とされるといったことから、部下職員と向き合うことをつい怠りがちになってしまう
ことはないであろうか。
こうした管理職員をめぐる状況からすれば、やむを得ない面もあるものと思われるが、
組織全体としてのパフォーマンスを向上させるとともに、自らの成長に係る部下職員から
の期待に応えるために、今一度、マネジメントの重要性を自覚し、行政をめぐる諸課題に
取り組む中でも、部下職員の育成や多様な事情を抱える職員が能力発揮のできる職場環境
の構築を図っていくことが求められる。
また、管理職員は、自分なりのマネジメントのスタイルを有している。それは、自らの
経験の中から培われたものであり、マネジメントが画一的なマニュアルになじむものでは
ない以上、そのこと自体は否定されるものではない。
しかしながら、多様な事情を抱えた職員が顕在化してきたり、若手職員に価値観の多様
化やキャリア形成に関する意識の高まりが見られるなどの変化が生じてきたりしている中
においては、自らのマネジメントを日々振り返り、必要があれば不断に改善していくこと
が求められる。
過去においては厳しい指導として許容されていたものであっても、現在改めて振り返っ
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てみると、パワハラに該当するということもあり得る。管理職員として、かつては有効で
あった自らのマネジメントの方法も、時代とともに変化させなければならないということ
も生じ得るものであり、謙虚に見直す姿勢が肝要である。
かつて上司は「自らの背中で語る」ということで、自分の仕事ぶりを部下に見せていれ
ば、黙っていても部下は自然と学んで成長するという考え方もあった。しかしながら、複
雑・高度化する行政の下で、若手職員の価値観が多様化してきている近年の状況において
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は、そのような手法によって育成を図っていくことは効果的ではない。
加えて、情報通信機器の急速な進展が見られ、それ自体は効率的、合理的な業務処理に
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大きく寄与しているところであるが、他方で、直接的なコミュニケーションが希薄になる

風通しのよい職場環境づくりに向けて

おそれもあり、部下職員が仕事の上でどのようなことに悩んでいるか、何が原因で業務処
理が滞っているかといったことが把握しづらい面もある。
特に、これからのマネジメントにおいては、まずは相手の話を聴くという「傾聴」が重
要であると考える。部下職員の話を積極的に聴き、お互いに話し合うことによって、誤解
を生じさせず、信頼関係を築くことが何よりも求められるのではないか。
その際、1 対 1 での対話、職場単位等で話し合う場の設定、コミュニケーションツール
の使用など、話の内容や時々の状況に応じて、適宜使い分けながら、関係を深めていくこ
とが肝要である。
人事院としても、管理職員向け研修においてマネジメントを取り上げるなど、各種の取
組を通じて、引き続き管理職員のマネジメント能力の向上を支援してまいりたい。あわせ
て、セクハラの防止について、指定職職員及び本府省課長級職員への研修の実施を義務化
することや、外部の者が職員から受けたセクハラに関する相談窓口を人事院に設置するこ
ととしている。また、パワハラの防止について、外部有識者の意見も聴きながら、公務に
おける対策を検討することとしている。
○

民間企業等における取組例
管理職のマネジメント向上の観点から、管理職を集めて、日頃課題に感じていることや

それにどのように対処しているかを話し合う機会を設け、同僚の管理職による課題への対
処方法を聞くことを自らの気付きの契機とするという取組や、部下に管理職に対するアン
ケートを実施し、その結果を人事部からその管理職の上司に伝え、その上司が管理職を指
導するという取組がある。
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おわりに
この報告では、人事院が行っている苦情相談業務に寄せられた苦情相談を題材として、具体
的な相談事例を紹介するとともに、若手・中堅職員や管理職員に対するアンケートを補完的に
行い、職場で働くことに関して職員が抱えている悩みや不満等がどのようなものであるか、そ
の要因はどこにあるのかを探った。
また、これらによって導き出される公務職場の抱える課題を浮き彫りにし、それに対してど
のようなことが求められているかを明らかにするよう努めるとともに、それに対処するための
取組を提言することを試みた。
今回、苦情相談の内容を分析するなどした結果、育児、介護などの多様な事情を抱えている
職員が顕在化してきているにもかかわらず、それぞれの職場や管理職員が、必ずしもそれを受
け止めきれていない場合があることが分かった。
また、若手・中堅職員が、自らのキャリアに不安を感じたり、自身の評価がどのようなもの
であるのか知りたいと思っていたりするにもかかわらず、管理職員から、育成に関する十分な
説明がなされなかったり、人事評価の面談などが十分に行われていなかったりすることがある
こともうかがわれた。
これらに対しては、各職場、各管理職員として、それぞれが取り組んでいくべき課題である
が、まずはそれを課題として認識することから始めるとともに、全ての職場、管理職員が一体
となって対処していく必要がある。
本報告では、上記のような課題が浮き彫りになったことから、①限られた組織や人員の中
で、多様な事情を抱えている職員の能力発揮や意欲の向上をどのように図っていくべきか、②
価値観の多様化が進むとともに、キャリア形成に関する意識の高まりが見られる若手・中堅職
員に対してどのようにコミュニケーションを図り、育成していくべきか、③管理職員にこれま
で以上にマネジメント能力が求められる中で、どのようなことに特に留意すべきかといった点
に対処していく必要があることを明らかにした。
その上で、①風通しがよく、何でも言いやすい職場環境の整備、②人材育成の観点を重視し
た人事評価の必要性、③部下職員と日常的に意思疎通を図ることによる信頼関係の構築などに
ついて提言を行ったところである。
各職場や管理職員において、今後、個々の職員が、能力を十分に発揮し、意欲を持って働く
ことのできるような職場環境づくりに向けて取り組むに当たり、参考としていただければ幸甚
である。
また、人事院としても、その一助となるよう、苦情相談制度の活用に向けて引き続き周知に
努めるとともに、働きやすい職場環境づくりの一環としての両立支援制度等の周知、人材育成
の観点を踏まえた人事評価の活用の徹底、管理職員のマネジメント能力の向上に資する研修の
充実などに努めてまいりたい。
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