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昨年２月６日、府当局は多くの職員の反対を押し切って「人事評価結果の
給与反映等の見直し」を強行しました。
その結果、来年１月の昇給時に、相対評価で下位区分に落とされた職員
は、昇給が低く抑えられる（第四区分は３号給、第五区分のうち二次評価結
果Ｂは１号給、二次評価結果Ｃは昇給なし）ことになります。
平成22年11月、府当局は「新人事評価制度の実施状況についての検証」の
中で、
「現行の給与反映については、否定的な意見が半数を超えている。こ
れは、生涯に影響する昇給に評価結果を反映していることに大きな要因があ
ると思われる」との見解を示し、
「平成 24 年度から上位区分への査定昇給を
一律４号給」とする変更を行いました。
また、相対評価導入当時には「結果を出したのに下位区分に位置付けられ
た職員のモチベーションの低下」「働きに差がない職員の相対評価に苦慮」
等を課題として指摘し、「第四 ・ 第五区分に位置付けられた職員の納得性を
高め、仕事のモチベーションを向上させるための改善が必要」とし、
「職員
の発揮した成果等をより的確に給与に反映することにより、職員のモチベー
ションの確保につながるよう、相対評価結果を基本に下位二区分について
は、二次評価結果を加味した給与反映を行う」ことを「基本的な考え方」と
して示しました。
来年１月からの下位区分への昇給反映は、これまでの経過や府当局自らが
示した「基本的考え方」を根底から覆すものであり、職員のモチベーション
をいっそう低下させるものです。
また、「平成 27 年度実施の相対評価による人事評価制度の検証について
（平成 28 年８月）」では、給与反映について過半数の職員が不満を感じてお
らず、その理由も「特に気にしていなかった」が約60％に達しており、給与
反映の仕組みに関心が低い状況も明らかになっています。さらに「検証の総
括」では、現行の人事評価制度は制度目的である「執務意欲の向上」や「職
員の奮起や切磋琢磨」へとつながっていない状況や全職員を対象とした相対
評価は他府県での導入例はなく、分布割合を厳格に運用する相対評価は民間
企業での導入例も極めて少ないことが指摘されています。
こうした状態のもと、
来年１月の昇給反映を行うことは、
あまりにも拙速、
無責任と言わざるを得ません。とりわけ、相対評価で下位区分に落とされた
職員に生涯にわたってペナルティを与えることは、断じて容認できません。
来年１月の昇給反映を中止することを強く申し入れます。
以 上
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○相対評価制度の趣旨をより昇給に反映する観点か
ら、下位区分の号給数を見直す。
○評価制度において、絶対評価「Ｃ」「Ｄ」について
は第五区分に位置付けることから、第４区分におけ
る「Ｃ」「Ｄ」の区分を廃止する。
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