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行政改革としての教員評価＝人事評価制度
――日米比較からみる教員評価政策の日本的特質――

髙橋　　哲

はじめに

　本稿の目的は，2014年５月の地方公務員法（以下，地公法）の改正により，
全国の地方自治体での導入が見込まれる人事評価制度について，その立法目
的と法的特徴を，教員評価政策の日米比較の観点から分析することにある。
　2014年５月14日に，「地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正
する法律」が公布された。同法の制定理由は，人事評価制度の導入等による

「能力及び実績に基づく人事管理の徹底を図る」こと，及び，「退職管理の適
正を確保する」ことにある。このうち，本稿は，前者の人事評価の導入に関
する検討を行う。国家公務員に関しては2007年の国家公務員法改正により，
能力及び実績に基づく人事評価が実施されてきた。一方，地方公務員に関し
ては，同趣旨の地公法改正法案が2007年，2012年に提出されていたものの，
いずれも衆議院解散により審議未了廃案となっていた。このため，2014年の
地公法改正は，国家公務員と同様の人事評価を地方公務員に適用することを
趣旨としており⑴，公立学校教員にもこれらの法的枠組みが適用される点で，
事実上，教員評価制度の基本枠組みとして作用することが予想される。
　ところで，地方公務員の全体内訳をみると，2014年３月現在，地方公務員
の総職員数のうち，教員を中心とする教育部門の地方公務員は37％を占めて
おり，一般行政部門（33.1％），警察部門（10.4％）などに比して，最大部門
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を構成している。また，公立学校の教職員の多くは，県費負担教職員として
都道府県教育委員会を任命権者とすることから，都道府県の部門別構成にみ
るならば，教育部門は実に59.3％を占めている⑵。それゆえに，今回の改正
地公法による人事評価の導入にあたり，教育部門はもっとも大きな影響をう
ける領域であり，逆にいうならば法改正のメインターゲットは，教職員の評
価制度にあるとみることができる。
　よって本稿では，これら改正地公法に伴う人事評価制度を以下の観点から
検討する。第一に，教員評価の結果を給与等の処遇に活用する動きが顕著と
なっている米国の教員評価政策を分析することにより，日本的特徴を検討す
る比較の視点を提示する。第二に，2014年改正地公法の立法目的と法的特徴
を分析し，第三に，地方公務員に先行する国家公務員の人事評価における評
価方法，評価結果の活用手法を検討する。最後に，これらの新人事評価制度
の導入にみられる教員評価政策の日本的特徴について検討する。

１．米国における教員評価政策の現段階

①NCLB法（2002年）による教員政策の転換―第１段階―

　近年の米国における教員評価政策にみるならば，その特徴は第一に，連邦
政府主導の「集権化」という点に，また第二に，それは単なる評価手法の変
更に留まらず教員法制全般の改変である点にみることができる。
　周知のように，分権国家米国においては，合衆国憲法修正第10条にもとづ
き，連邦議会の立法権限の対象とされていない教育に関する権限は，各州と
その権限を移譲された学区に所在するものとされてきた。これより教員政策
に関わる基本的制度は州法によって定められ，教員評価をはじめとする教員
関連施策の具体的運用は，各学区に委ねられてきたのである。ところが，2000
年代以降の動向にみるならば，連邦政府が教員政策に積極的に関与し主導す
るという，米国史上，極めて例外的な特徴を示すに至っている。特に，本稿
が主題とする教員評価にみるならば，連邦政府はいくつかの段階を経ながら，
連邦の求める教員評価施策を州ならびに学区に貫徹させてきたといえる。
　その第１段階となったのが，2002年にブッシュ政権のもと，連邦初等中等
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教育法（Elementary and Secondary Education Act of 1965）の改正法とし
て制定された「どの子も置き去りにしない法（No Child Left Behind Act：
以下，NCLB法）」である。NCLB法は，連邦補助金の受給条件として，州が
学力スタンダードを設定し，州統一学力テストにもとづき，2013-14年度の
終わりまでに，すべての子どもが「修得（proficiency）」レベルに達するこ
とを義務づけ，さらには，学校にその「結果責任」を負わせるという仕組み
を形成した。州は，生徒が「修得」のレベルに達する各年度の目標値を「適
切な年次進捗（adequate yearly progress）」として設定するものとされて
おり，２年続けてこの進捗を達成できなかった学校には，是正措置が施され
る。４年たっても改善されない場合，当該学校のチャーター・スクールへの
転換や，教職員の配置転換などを含めた措置が施される。
　是正措置にもとづく教職員の配置転換は，団体交渉協約にもとづく人事上
のル－ルを阻害する可能性があり，また，チャーター・スクールへの転換は，
実質的に教員の整理解雇（lay off）に結実する。これら是正措置による教員
の配置転換や整理解雇の問題は，米国に特殊な教員の身分保障制度である

「テニュア（tenure）」をめぐり重大な争点を形成していた。このため，
NCLB法のもと，学力テストの結果責任にもとづく是正措置の発動は，各州
テニュア法や労働法と抵触するものとして全面的な展開を抑制されてきたの
である。ゆえに，この第１段階にあっては，NCLB法の施策を全面実施する
ために，テニュア法や労働法によって形成されてきた「州法の壁」を如何に
打ち破るのかが重要な政策課題とされていた。

②「頂点への競争」プログラムによる教員評価政策への重点化―第２段階―

　こうした中，第２段階として実施されたのが，初期のオバマ政権によって
実施された「頂点への競争（Race to the Top：以下，RTTT）」プログラム
である。RTTTとは，2009年にオバマ大統領によって調印された「アメリカ
の再生再投資法」を根拠とするプログラムである。同法はRTTTに43億5,000
万ドルを投入しているが，この巨額の資金は全ての州を対象とする補助金で
はない。RTTTは，連邦教育省が作成した「選考基準（selection criteria）」
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にもとづき，各州が改革プランを申請し，この基準の達成度が高い上位州の
みが連邦補助金を享受できるという競争的資金の仕組みである。申請・審査
は２回に分けて実施されたが，申請自体が州の裁量に委ねられていたにもか
かわらず，2008年のリーマン・ショック以降，財政危機に瀕する州が多数存
在するなか，第１回，第２回のいずれかの申請をおこなった州はワシントン
特別区と46州にのぼる。最終的には，第１回審査，第２回審査と，第２回審
査の最終候補者（finalist）を対象に追加で行われた第３回審査を通して，18
州とワシントン特別区が連邦補助金を獲得することとなる。
　RTTTにおいては，上記の「州法の壁」に対処すべく，教員評価政策に重
点が置かれた。選考基準は500点満点で設定されており，５つのカテゴリー
から構成される。このうち教員関連カテゴリーは，138点で全体の28％を占
めており，全カテゴリーの中で最も高い構成点を占めている。さらに，教員
関連カテゴリーの小項目の中で，最も重視されているのが「成果にもとづく
教員・校長の効果（effectiveness）の改善」である。そこでは，生徒の学力
成果と教員評価の結びつけが要件とされており，さらに，その評価結果を教
員の報酬・昇格をはじめ，テニュアや正規免許状の付与，あるいは，教員の
解雇に関する判断に活用することが求められた。この選考基準のもと，
RTTTへの申請に伴い，多くの州が教員評価やテニュアをめぐる州法改正を
行ったため，資金獲得の如何に関わらず，連邦教育省の求める教育改革が全
州的に行われた。その意味で，RTTTによる競争的資金の導入は，従来の教員
法制を形成してきた「州法の壁」に風穴をあける役割を果たしたといえる⑶。

③NCLB義務免除政策による教員評価政策の強化―第３段階―

　さらに，これら連邦政府主導の教員評価政策を促進したのが，第３段階に
あ た るNCLB法 の「 義 務 免 除（waiver）」 政 策 で あ る。 既 述 の よ う に，
NCLB法は，各州が2013-14年度の終わりまでに全ての子どもを「修得」のレ
ベルに到達させることを連邦補助金を受給する上での義務としていたが，期
限までにこの条件を果たせる州は一つも存在しなかった。このため，NCLB
法上認められた連邦教育省長官による特定条項の義務を免除（waive）する
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権限にもとづき，補助金受給を継続する仕組みが形成されたのである。しか
しながら，この義務免除は無条件に付与されるものではなく，連邦教育省が
示す義務免除の条件を満たすことが要件とされ，各州政府は自主的に義務免
除を申請する方式がとられた。連邦教育省の直近の正式発表（2013年９月27
日現在）では，43州とワシントン特別区が義務免除の承認をうけている。
　連邦政府がこの義務免除の条件として示したのが，2011年11月23日に公布
された『ESEA Flexibility』である（その後，2012年６月７日に改訂）⑷。この
文書により，義務免除の条件として４つの「原則（Principles）」が提示され，
これに則った教育改革の遂行可能性を示した州のみが義務免除を与えられる
こととなった。その第三原則とされたのが，教員評価制度であり，「効果的
な教育活動とリーダシップへの支援」として，後述する条件を満たした教員
評価の実施が求められている。
　これら「原則」の履行状況の監督において，連邦教育省は，第三原則の教
員評価に関して最も厳格な対応を行っていることが指摘されている。連邦教
育省のモニタリングのもと，2014年４月に全米で初めて義務免除の取消措置
がなされたワシントン州においては，教員評価の実施にあたり州テストの活
用が義務づけられていないことが措置理由とされた。また，カンザス州，オ
レゴン州，アリゾナ州が義務免除取消の可能性を宣告されたが，いずれも第
三原則の教員評価が理由とされている⑸。
　第三原則においては，以下の要素を含んだ教員ならびに校長の評価を開発
し実施することが求められている。すなわち，①実践の継続的改善を行うこ
と，②評価結果を少なくとも三段階の評定に区分すること，③全ての生徒の
成長度（student growth）を主要素（significant factor）とする多面的評価
を利用すること，④定期的な評価を行うこと，⑤適時のフィードバックを提
供すること，⑥人事上の決定における情報として評価結果を活用することが
条件とされている。州はこれらの教員評価システムのガイドラインを作成し，
学区はガイドラインに沿った評価を履行しなければならない。
　ここにみられるように，第三原則では，RTTTにおいて強調されていた教
員評価と学力テストの結びつけと，評価結果を教員の人事上の決定に活用す
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ることが継続して強化されている。RTTTが臨時立法による一時的な補助金
であったのに対し，義務免除政策は，恒常的な連邦補助金本体の受給条件と
されたため，その影響力は甚大であったといえる⑹。

④州政府による教員評価政策―第４段階―

　さらに近年看取されるのが，州政府が各学区に州統一の教員評価システム
を実施させるために，州補助金の受給条件を設定するという，「第４段階」
ともいえる動向である。ニューヨーク州では，2015年４月に州教育革新法

（Education Transformation Act）が2015-16年度予算案の一部として制定さ
れ，以下の教員評価に係る施策の実施が，各学区への州教育補助金受給の条
件とされたのである。第一に教員と校長の年次評価（annual evaluation）に
ついて，「昇給，昇格，テニュアの付与，免職その他の給与に関する雇用上
の決定を行う上での主たる要素（significant factor）とする」として，評価
結果の活用が義務づけられる。その上で，評価結果を①「特に効果的（highly 
effective）」，②「効果的（effective）」，③「成長段階（developing）」，④

「非効果的（ineffective）」の４段階の評定に区分する。教員評価は二つのカ
テゴリーによって構成され，第一カテゴリーは「生徒の成果」で，州学力テ
ストによる「生徒の成長度（student growth）」が活用される。第二カテゴ
リーは「教員観察（teacher observation）」で，校長等による教員の授業観
察が行われる（N. Y. Cons. Law Serv., Art. 62, Sec. 3012-D）。これらの教員
評価のもと，評価結果をテニュア付与の判断に活用することが義務づけられ
ており，４年間の試用期間を経て，うち少なくとも３年連続で教員評価の結
果が「特に効果的」ないし「効果的」でなければならないとされた（N. Y. 
Cons. Law Serv., Art. 62, Sec. 2509）。また，テニュアを所持する教員にあっ
ては，２年連続で教員評価の結果が「非効果的」であるとされた場合，免職
の「正当事由（just cause）」を構成することが明示された。さらに３年連
続で「非効果的」とされた教員には，学区は免職手続きの訴追を行うことが
義務づけられ，当該教員は評価手続きの不正が立証されない限り，この訴追
を覆すことができないとされた（N. Y. Cons. Law Serv., Art. 62, Sec. 3020）。
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　このように，ニューヨーク州では，連邦教育省が主導する教員評価を各学
区に実施させるために州補助金の受給条件が設定されたのである。ここには，
連邦―州―学区へと貫徹する教員評価政策の集権化傾向をみることができる。
この点は，以下にみる日本の改正地公法による人事評価の導入とも共通する
点でもあり，また，評価方法，結果活用の仕組みについても類似性がみられ
る。以下では，これら米国における教員政策との比較から，日本の教員評価
政策の特徴について検討する。

２．2014年改正地方公務員法の立法目的と法的特徴

⑴　法改正の経緯―行政改革としての人事評価―

　今次の改正地公法による人事評価制度導入の立法目的をみるには，その表
面上の制定理由に留まらず，人事評価の導入にいたる公務員制度改革，ない
し，行政改革の流れをみておく必要がある。
　公務員の人事評価の必要性については，2000年12月21日に閣議決定された

「行政改革大綱」，ならびに，2001年12月25日に閣議決定された「公務員制度
改革大綱」において既にその制度構想が示されていた。「行政改革大綱」で
は，「年功序列的昇進や年齢給的な処遇を改め，成果主義・能力主義に基づ
く信賞必罰の人事制度の原則を明確にするなど，国家公務員法，地方公務員
法等の見直しを行う」として，人事評価制度の整備が提示されている。また，

「公務員制度改革大綱」では，今次の改正地公法によって導入された人事評
価の特徴である「能力評価と業績評価からなる新評価制度の導入」が既に提
言されていた。さらには，「勤務実績不良者等の不適格者に対する厳正な処
分」を確立することが指向されており，「免職及び降格について厳正に対処
できるよう，評価制度の整備も踏まえ明確な基準及び手続きを定める」こと
が明示されていたのである。ここにみられるように，これら新評価制度の導
入は，行政改革の総仕上げとしての公務員制度改革の一環とされていた。
　2004年以降，その目的は公務員総人件費の抑制政策としての側面が強調さ
れ，地方公務員をも対象とする施策として展開されていく。2004年12月24日
に閣議決定された「今後の行政改革の方針」では，「政府及び政府関係法人
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のスリム化等」が主題として掲げられ，具体的施策として「平成17年度から
平成21年度までの５年間に平成16年度定員の10％以上を削減する」等による
総人件費削減路線が提示される。また，人事評価に関しても，「現行制度の
下における評価手法を改善し，より実効ある評価を通じた公務能率の一層の
増進を図る」観点から，新しい「評価の試行」が求められた。これが，後に
みる2007年の国家公務員法改正に結実することとなる。
　この総人件費削減政策は，2005年初頭より経済財政諮問会議の重要政策課
題に浮上し本格実施に移される。行政改革としての総人件費削減政策は，ま
ず，定数削減と給与の見直しという二本柱が建てられ，これらが地方公務員
にも波及されたのである。なかでも，教育公務員は地方公務員全体に占める
割合から，総人件費削減政策のメインターゲットとして位置付けられること
となる。2005年11月24日付けで公表された経済財政諮問会議の「総人件費改
革基本方針」においては，地方公務員の純減目標が掲げられ，教職員に関し
てはさらに特記して，「特に人員の多い教職員については，児童・生徒の減
少に伴う自然減を上回る純減を確保する」ことが提言されたのである。
　2005年12月24日に閣議決定された「行政改革の重要方針」では，教職員の
純減に加え，人確法に基づく優遇措置の廃止が提示される。これをうけて
2006年６月２日に制定された「簡素で効率的な政府を実現するための行政改
革の推進に関する法律」においては，国家公務員，地方公務員双方の職員数
の純減（行政改革法43条，55条），ならびに，給与制度の見直し（51条，56
条）が明示され，さらに，教職員に関しては，「政府及び地方公共団体は，
公立学校の教職員……の総数について，児童及び生徒の減少に見合う数を上
回る数の純減をさせるため必要な措置を講ずるものとする」（55条３項）こ
とが明示された。また，給与に関しても，人材確保法について「廃止を含め
た見直しその他公立学校の教職員の給与の在り方に関する検討を行い……必
要な措置を講ずる」という義務づけがなされている。これらにみられるよう
に，総人件費削減を主題とする行政改革において，教職員の定数と給与は，
いわば「草刈り場」と位置付けられたのである。
　2014年改正地公法による人事評価の導入もまた，これら公務員の総人件費
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削減路線の延長線上にある。すなわち，定数削減，給与制度改革という総人
件費削減に加わる「第三の柱」として，人事評価に基づく「メリハリのある
給与体系」が位置付けられたのである。これを顕著に示しているのが，総務
省内「地方公共団体における人事評価制度の運用に関する研究会」の「報告
書」（2011年３月）に示された人事評価の位置づけである。同報告書では，

「近年の社会情勢に鑑みれば，地方公務員の人件費抑制の要請がいっそう強
まる可能性が高く，給与水準についても，上昇を期待することが困難な時代
を迎えている」とした上で，「人事評価の結果を給与に適切に反映させ，仕
事の成果や能力に応じた処遇を行う事により，メリハリある人件費の配分を
可能にする」ことが政策課題として示された。
　2013年11月15日の閣議決定「公務員の給与改定に関する取り扱いについ
て」では，「我が国の厳しい財政状況に鑑みれば，総人件費の抑制など行財
政改革を引き続き着実に推進しなければならない」と総人件費削減の政策目
標が改めて設定される。この閣議決定の同日に総務省より各地方自治体に発
せられた通知「地方公務員の給与改定等に関する取扱いについて」（総行給
第79号）では，「能力・実績に基づく人事管理を推進する観点から，勤務成
績の給与への反映については，公正かつ客観的な人事評価システムを活用す
ること。また，これが未整備の地方公共団体にあっては，国の人事評価制
度・運用も参考としつつ，公正かつ客観的な人事評価システムの構築に早急
に取り組むこと」が要請され，さらに「今後，人事評価の導入を行うための
地方公務員法の改正を予定しているので，留意すること」が求められた。
　このように，2014年地公法改正による人事評価の導入は，まずもって，総
人件費削減にその立法目的をみることができる。それは，行政改革の総仕上
げである公務員制度改革の路線を引き継ぐものであり，「行政改革としての
人事評価」と称することができる。

⑵　人事評価をめぐる改正地方公務員法の法的特徴

①評価基準，方法の制度的枠組み

　人事評価に係る2014年改正地公法の法的特徴にみるならば，そこには評価
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基準，評価方法に関して任命権者に広い裁量が与えられる一方，評価結果の
活用に関する厳格な義務づけがなされていることがみられる。
　まず，任命権者の権限として，従来，明示のなかった人事評価が付加され
るとともに，この人事評価の定義として「任用，給与，分限その他の人事管
理の基礎とするために，職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及
び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価」が明示された（第６
条１項）。これにより，後に詳しくみる国家公務員に採用される「能力評価」
と「業績評価」による評価手法が地方公務員にも採用されることとなる。ま
た，人事評価の実施主体である任命権者には，「職員の職務については，そ
の任命権者は，定期的に人事評価を行わなければならない」と人事評価の実
施義務が定められ，人事評価の基準および方法に関する事項についても任命
権者が定めることが明示された（23条の２）。なお，公立学校教員に関して
は，教育公務員特例法の改正により「県費負担教職員の人事評価は，……都
道府県委員会の計画の基に，市町村委員会が行うものとする」（教育公務員
特例法44条）とされており，市町村教育委員会が教員の人事評価の実施主体
となることが定められている。
　後にみる国家公務員と類似の人事評価を行う上で重要な役割を果たすのが，
その評価基準となる「標準職務遂行能力」である。これについては「職務を
遂行する上で発揮することが求められる能力として任命権者が定める」（15
条の２第５号）とされている。標準職務遂行能力は，能力評価を行う際の評
価基準であり，地方公務員の人事評価においても，任命権者が各職ごとに定
める標準職務遂行能力が人事評価の枠組みを確定し，ひいては公務員の職務
内容を規定する重要な意味をもっている。ゆえに，国会審議においては，任
命権者に標準職務遂行能力に関する広い裁量を与えることについては，公務
員の任命権者への従属を強めるとの指摘がなされている⑺。この点，公立学
校教員についてみるならば，この標準職務遂行能力は任命権者である都道府
県の教育委員会（政令市は市教育委員会）が設定することが前提とされてい
るが，地公法15条３項により「任命権者は，標準職務遂行能力……を定めよ
うとするときはあらかじめ，地方公共団体の長に協議をしなければならな
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い」と定められている。ゆえに，この「協議」を通じて，教職員の標準職務
遂行能力の設定にあたり，首長が直接的に関与するルートが形成されている。
②評価結果活用の義務づけ

　改正地公法23条では，従来の勤務評定に関する条項が削除された上で，代
わって「人事評価の根本基準」が新設され，人事評価の公正を定めると同時
に，「任命権者は人事評価を任用，給与，分限その他の人事管理の基礎とし
て活用するものとする」（23条２項）として，評価結果の活用義務が定めら
れる。また，23条の３では，「任命権者は，……人事評価の結果に応じた措
置を講じなければならない」とされ，具体的な人事上の措置義務が任命権者
に与えられたのである。
　なかでも公務員の身分保障原則に重大な影響を与えると考えられるのが，
評価結果の分限処分への活用である。従来より，地方公務員には法定事由に
よってしか懲戒処分がなされてはならず，また，分限処分についても，免職
や降任などの甚大な不利益処分に関しては，法律に定められた事由に限定さ
れるという「不利益法定主義」が採用されている。今次の改正地公法に示さ
れた人事評価の分限処分への活用は，このような不利益法定主義の観点から
みた場合，重大な変更をもたらすおそれがある。
　地公法第27条２項では，分限処分は法律または条例の定める事由に限定さ
れることが示され，このうち，不利益の程度の高い免職と降任の事由につい
ては，①勤務実績が良くない場合，②心身の故障，③その職に必要な適格性
を欠く場合，④廃職又は過員を生じた場合の４つに法律上限定されてきた

（28条１項）。これに対し，改正法は，分限処分の事由について，①を「人事
評価又は勤務の状況を示す事実に照らして，勤務実績が良くない場合」（28
条１項１号）と変更し，人事評価の結果が免職，降任という甚大な不利処分
の対象事由となることを明示したのである。
　この改正条文には，これまで法律に定められてきた免職，降任処分の対象
事由が，事実上，人事評価の実施権者である任命権者の裁量により拡大され
る可能性が指摘できる。先にみたように，標準職務遂行能力の設定をはじめ，
評価の基準，方法は任命権者が定めるものであることから，事実上，処分の
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対象となる勤務成績不良の基準を任命権者が決定できる仕組みが形成されて
いる。このため，分限免職，降任の処分事由が，任命権者の裁量によって拡
大され，従来，処分事由となり得なかった公務員の行為や瑕疵が処分対象と
される可能性がある。

⑶　改正地方公務員法が教員評価にもたらすインパクト

　改正地公法は，一部の条文を除き「公布の日から起算して二年を超えない
範囲において政令で定める日から施行する」（附則１条）とされており，総
務省の解説によれば，2016年４月１日からの施行が予定されている⑻。この
改正地公法の人事評価の枠組みが，各自治体における既存の教員評価制度に
如何なる影響を及ぼすのかは定かでない。文部科学省が公表する「平成25年
度公立学校教職員の人事行政調査について」（以下，人事行政調査）⑼によれ
ば，都道府県と政令指定都市を合わせた67自治体のうち能力評価と業績評価
の双方による評価方法を実施している自治体は61自治体であり，職務遂行能
力を定めている自治体が22，今後定める予定であるのが６，検討中としてい
るのが38自治体となっている。これら，既に実施されている教員評価に関し
ては，改正地公法が人事評価の実施主体を任命権者とし，評価基準，方法に
広い裁量を認めていることから，一般行政職の人事評価とは相対的に自律し
た評価手法が維持される余地もありうる。
　一方，今回の人事評価の導入により，大きく変化すると思われるのが評価
結果の活用に関してである。先の人事行政調査によれば，教員評価を実施し
ている自治体のうち，評価結果を昇給・降給に活用している自治体は，18自
治体に留まり，また勤勉手当に活用しているのは15自治体，免職・降任など
の分限処分に活用しているのは僅かに９自治体となっている。先にみたよう
に，改正地公法23条２項には，人事評価の任用，給与，分限その他の人事管
理への活用義務が定められており，また，23条の３では「人事評価の結果に
応じた措置」を講ずる義務が任命権者に課せられている。このため，2014年
地公法改正においては，これら評価結果の活用に関して既存の教員評価に重
大な制度変更をもたらすことが予想される。
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　以下では，上記のような改正地公法による人事評価の法的枠組みを念頭に
おきながら，具体的な制度運用モデルとなりうる国家公務員の人事評価にお
ける評価方法，評価結果の活用手法について分析する。

３．国家公務員の人事評価手法

⑴　国家公務員の評価基準，方法

　2007年改正国家公務員法によって導入された人事評価の特徴にみるならば，
まず，人事評価の基本枠組みに関する内閣総理大臣の包括的な権限をみるこ
とができる。内閣総理大臣は，「職員の人事評価……をつかさどる」（国家公
務員法18条の２）とされており，また，評価基準となる標準職務遂行能力に
関しても，「官職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力とし
て内閣総理大臣が定める」（同法34条１項５号）とされている。この内閣総
理大臣の包括的な権限のもと，人事評価の実施義務は，所轄庁の長に課せら
れており（70条の３第１項），また，2014年改正地公法と同様に，「所轄庁の
長は，……人事評価の結果に応じた措置を講じなければならない」（70条の
４）と，評価結果の活用が義務づけられている。さらに，分限免職，及び，
降任の処分事由として，「人事評価又は勤務状況を示す事実に照らして，勤
務実績がよくない場合」が定められており，人事評価の結果が分限処分に結
びつく仕組みが明示されている（78条１号）。
　具体的な評価方法については，国家公務員法の委任を受け（70条の３），

「人事評価の基準，方法等に関する政令」（以下，人事評価政令）に定められ
る。さらに，詳細な人事評価の実施ルールに関しては，各所轄庁の長が「人
事評価実施規程」を定めるとされるが（人事評価政令１条２項），内閣人事
局・人事院の発行する『人事評価マニュアル』⑽が運用方法の詳細を示すこ
とで，省庁横断的な人事評価制度が確立されている。
　国家公務員の人事評価は，先に示したように能力評価と業績評価によって
構成される。このうち，能力評価は，内閣総理大臣の設定する標準職務遂行
能力の類型を示す項目として人事評価実施規程に定める評価項目ごとに，当
該職員が発揮した能力の程度を評価する（人事評価政令４条３項）。また，
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評価期間は毎年10月１日から翌年９月30日とされ，年１回実施される（人事
評価政令５条３項）。具体的には事務次官から係員にいたる官職の標準職務
遂行能力が定められ，これを明らかにするための評価項目が設定される。

『人事評価マニュアル』の示す参考例によると，例えば「係長職」に対して
は，標準職務遂行能力の一つして「倫理」＝「１．国民全体の奉仕者として
責任感を持って業務に取り組む」が設定され，さらに評価項目として「①責
任感」「②公正性」などが設定される。これと同様に，「課題対応」「協調性」

「説明」「業務遂行」の標準職務遂行能力が定められ，これを判定する評価項
目が設定される。
　業績評価は，当該評価期間において職員が果たすべき役割について，業務
に関する目標を定めることにより，当該役割を果たした程度を評価する（人
事評価政令４条４項）。また，評価期間は毎年10月１日から翌年３月31日ま
で，及び，４月１日から９月30日までの年２回実施するものとされる（人事
評価政令５条４項）。業績評価の一連の流れをみると，まず評価期間のはじ
めに評価者と被評価者が期首面談をおこない，当該評価期間において被評価
者が達成すべき目標を設定する（人事評価政令12条）。『人事評価マニュア
ル』の参考例にみるならば，例えば具体的な目標として「○○会議の実施，
取りまとめ」などが設定され，期末にこれら各業務内容の目標が達成された
のかが評価される。評価期間の終了にあたり被評価者は能力評価及び業績評
価の参考とするため自己申告を行うものとされており（人事評価政令８条，
13条），被評価者の自己申告を受けて，評価者は調整者との調整を経た上で，
評価を確定し，被評価者に評価結果を開示する（政令10条，14条）。また，
評価結果の開示にあたって評価者は被評価者との期末面談を行い，評価結果
とその根拠となる事実にもとづき，指導助言を行うことが義務づけられてい
る（政令11条，14条）。これらの手続きを経て，能力評価，業績評価はいず
れも絶対評価により，それぞれＳ～Ｄの５段階の全体評語によって確定され

（政令６条），また，被評価者が評価結果に対する不服を有する場合は，苦情
を申し出ることができるとされている（人事評価政令20条）。
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⑵　評価結果の任免，給与等への活用手法

①任用における活用手法

　国家公務員の人事評価において特筆すべきは，上記の評価基準，方法に関
する法令の規律密度が極めて低いのに対し，評価結果の活用をめぐる制度的
仕組みは，人事院規則により極めてシステマティックに構成されているとい
う点にある。
　まず上位の官職への「昇任」にあたっては，直近２年の能力評価及び直近
の業績評価の全体評語を活用することが前提とされている。例えば本省課長
未満の官職への昇任にあたっては，①直近の連続した２回の能力評価のうち，
１回の能力評価の全体評語が上位の段階（Ｓ又はＡ）であり，かつ，他の能
力評価の全体評語が上位又は中位（Ｂ以上）の段階であること，②直近の業
績評価の全体評語が上位又は中位の段階であること，③１年以内に懲戒処分
等を受けていないこと，という要件が与えられている（人事院規則８-12）。
　分限免職，及び，降任の不利益処分についても，以下の手法により人事評
価の結果が活用される。すなわち，当該職員の能力評価又は業績評価の全体
評語が最下位Dの段階である場合に，「指導その他の人事院が定める措置を
行つたにもかかわらず，勤務実績が不良なことが明らかなとき職員を降任さ
せ，又は免職することができる」とされる（人事院規則11-４）。能力評価，
業績評価のいずれかの全体評語が「Ｄ」とされた場合を降任，免職の対象事
由としたことは，公務員の身分保障原則からみて重大な変更である。先にみ
た評価権者の裁量の大きさからみて，その運用次第では，従来，免職や降任
の事由となり得なかった事項が，処分対象事由となる可能性がある。
②給与への活用方法

　これら任免措置に加え，給与の配分方式においても，人事評価の活用方法
が厳格に定められている。各職員の通常昇給については，昇給日である１月
１日以前における直近の能力評価及び２回の業績評価の全体評語か活用され，
Ａ～Ｅまでの５段階の昇給区分に分けられる。まず，全体評語が上位又は中
位の段階にある職員は，能力評価と業績評価の全体評語の組み合わせが上位
から順に昇給区分Ａ，Ｂとされ，昇給区分Ａの職員の上限が５％，Ｂの職員
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の上限が20％と設定される。次に，全体評語のいずれかが下位の段階（Ｃ又
はＤ）である職員，ならびに，評価終了日以前１年間において懲戒処分を受
けた職員等は，昇給区分Ｄ，または，Ｅに決定される。これら，いずれにも
該当しないものが標準の昇給区分Ｃとされる（人事院規則９-８）。この昇給
区分にもとづき，各職員が１年間の勤務の末に昇給できる号俸数が決定され
る。すなわち，標準的な昇給区分であるＣの職員に関しては，「４号俸」の
昇給となるのに対して，昇給区分Ａの職員は「８号俸」，Ｂの職員は「６号
俸」と給与上の優遇が与えられる。一方，標準を下回る昇給区分Ｄは「２号
俸」の昇給，Ｅとされた者は「０号俸」という事実上の制裁措置がとられる

（別表第７の４）。昇給は，昇任や昇格と異なり，毎年，すべての職員が対象
となる点で，極めて影響力の強い評価結果の活用であり，人事評価制度によ
る「信賞必罰」の給与制度の象徴的な措置であるといえる。
　また，同様に広範な影響力を有するのが，勤勉手当への評価結果の反映で
ある。勤務手当の成績率，及び，成績区分の反映は，基準日である６月１日
及び12月１日以前の直近の業績評価の全体評語によって決定される。直近の
業績評価の全体評語が上位の段階（Ｓ又はＡ）である職員は，全体評語が上
位の者から順に「特に優秀」，「優秀」又は「良好」に区分される。標準の成
績区分は「良好」であり，「特に優秀」は人員分布率が５％以上，「優秀」は
25％以上と設定されている。中位の段階Bである職員は，「良好」の成績区
分に，下位の段階（Ｃ又はＤ）の職員は「良好でない」に区分される。具体
的な成績率は，標準の「良好」が72/100であるのに対し，「特に優秀」は
93/100から150/100以下とされ，「優秀」は82/100から93/100未満と設定され
ている。一方，業績評価の結果，「良好でない」に区分された者は72/100未
満が成績率として計上される（人事院規則９-40）。
　さらに，能力評価，又は業績評価の全体評語が最下位Dとされた職員は，
降給（降格・降号）の対象となる点も，国家公務員の人事評価の特徴である。
職員の能力評価又は業績評価の全体評語が最下位のD段階である場合に該当
し，指導その他の人事院が定める措置を行ったにもかかわらず，なお勤務実
績がよくない状態が改善されないときであって，当該職員がその職務の級に
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分類されている職務を遂行することが困難であると認められるときは，「降
格」の対象となる。これと同様の事由で，その職務を遂行することが可能で
あると認められる場合には「降号」の措置が行われる（人事院規則11-10）。
　以上，国家公務員の人事評価手法を検討してきたが，そこから看取される
のは，改正地公法と同様に，評価基準，評価方法に関する法令による規律密
度が極めて低く，その運用は，標準職務遂行能力を定める内閣総理大臣，人
事評価実施規程を定める各所轄庁の長，ならびに，評価権者の裁量に広く委
ねられるという点である。それは同時に，裁量権者，なかでも評価権者の運
用次第では，評価を通じて公務員を従属させる構図を生み出すことになりか
ねない。改正地公法にも共通する評価結果活用の義務づけは，総人件費削減
の義務づけであると同時に，給与配分や不利益処分を背景に，国家公務員の
内閣等への従属関係を補完し強化するものであるといえる⑾。
　ゆえに，これら国家公務員型の人事評価が，各地方自治体の教員評価に適
用されるならば，それは任命権者，ないし，首長に対する教職員の従属関係
の形成につながりうる。特に，具体的な教育活動が標準職務遂行能力に定め
られ，また，学力テストの結果に関する数値目標等が業績評価の目標として
設定される場合，人事評価は，教育内容や方法への直接的な教員統制手段と
なりうることが考えられる。

おわりに

　以上の分析をもとに，教員評価政策の日米比較の観点から，その共通性と
差異性に着目して以下の点を指摘しておきたい。共通性については，第一に，
教員評価政策が中央政府の主導によって導入され，地方政府への一定の強制
力をもって導入されているという点である。米国においては，連邦補助金受
給の条件を連邦教育省が設定することにより，全米をあげての教員評価政策
が展開された。日本においては地公法改正により人事評価の基本枠組みが形
成され，これが教員評価の法的基本枠組みとして適用されることとなった。
このような教員評価政策をめぐる中央集権化，ないし，中央政府主導という
点に第一の共通点をみることができる。また第二に，教員評価が単なる評価
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手法の変更に留まらず，教員法制全般の改変に及んでいるという共通点であ
る。米国においては，連邦教育省が主導する教員評価の導入により，各州の
教員を対象とする労働法，ならびに，テニュア法の改正が行われ，教員の労
働条件，身分保障に係る法制度が大きく変容した。同様に，日本においては，
人事評価制度の導入により，給与配分の決定方式の変更，ならびに，分限処
分の対象事由の拡大による身分保障の切り崩しがはかられている。
　一方，日米の教員評価政策の差異性については，第一に，米国においては
各州，各学区に教員評価を実施させる政策誘導手段として連邦の財政支出が
はかられてきたのに対して，日本においては，総人件費削減という財政支出
抑制の観点から人事評価が各自治体に義務づけられているという点である。
改正地公法が評価方法等については任命権者に広い裁量を認め，一方で，評
価結果の活用を厳格に義務づけていることは，人事評価導入の趣旨が，総人
件費削減にあることを端的に示している。第二に，米国においては，連邦教
育省による「教育政策」の中心課題として教員評価の導入がはかられてきた
のに対して，日本においては，「行政改革」として人事評価制度が導入され，
これが教員評価の基本枠組みとして法定されているという点である。このこ
とに鑑みるならば，人事評価制度の導入にみられる日本の教員評価政策の特
質は，「教育政策」なき改革であるという点にみることができる。
　今後，改正地公法により任命権者に義務づけられた人事評価の法的枠組み
が，既存の教員評価に如何に波及するかは定かでない。しかしながら，2014
年６月の地方教育行政法の改正が付随することで，自治体レベルでは，教育
委員会と首長のいずれが，教員評価の策定にあたりイニシアティブをとるの
かという問題が残されたといえる。先にみたように，教員の評価基準となる
職務遂行能力に関しては，首長との「協議」が義務づけられており，教員評
価に首長が直接的に関与するルートが形成された。また，地方教育行政法の
改正により，首長に付与された権限である「教育大綱」の策定や総合教育会
議を通じて，教員評価の基本枠組みに首長が関与することで，国家公務員型
の人事評価が教員に適用されることも考えられる。今後，国家公務員型の人
事評価が教員に適用されるのか，あるいは，一般行政職の評価とは相対的に
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自律した教員評価が維持されるのかは，多分に首長と教育委員会との政治力
学に委ねられる可能性が高いといえるだろう。

（埼玉大学）
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