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ソフトバンク労働組合 

執行委員長 鈴木 建行 殿   

 ソフトバンク株式会社 

 人事本部長 源田 泰之 

  

労働・生活環境の改善に関する要求事項（回答）について 

  

 貴組合よりソフトバンク労申33-02号にて要求の件について、下記のとおり回答する。 

  

  

記 

  

 

  

1 業務環境の改善要求 

1-1 ベストミックスにおける出社必須者の不公平感解消について 

 出社必須業務に従事する組合員より、ベストミックスを始めとした施策に実感がなく各種アンケート

も在宅勤務対象者中心であることに不公平を感じる声が上げられている。 

 具体的には在宅可能勤務者と比べて、往復の通勤時間、割高な食事出費、通勤便利地区で生活

するための割高な家賃発生など、在宅勤務者アンケート結果にあった”通勤時間を業務や自己啓

発などに充てられた”、”より家族との時間を持てた”などのメリットとも無縁であり不公平感が生じてい

る。 

 コロナ禍が収束した後も会社の事業継続観点から、出社必須者・出社必須部門を明確化し、改め

て該当者の功績を評価すると共に感謝の意を表すことを要求する。 

  

1-2 在宅通信環境整備のサポートについて 

 2022年1月から本格的に開始したベストミックスおよびアフターコロナの取組は勤務場所にとらわれ

ないというメッセージ性があると考えられるが、個人や組織のパフォーマンスを最大化するためには

安定した通信環境が前提となる認識である。オフィス相当の安定した通信環境を自宅で整備するに

は、業務用携帯電話によるテザリングだけでは不十分であり、作業効率の低下を招く状況である。 

 在宅勤務でも安定した通信環境で業務を行うことが可能となるよう、社員向けにソフトバンク光もし

くはSoftBankAirの無償提供を昨年に引き続き要求する。 

  

2-1 コロナ禍での出社必須社員に対する特別勤務手当について 

 コロナ禍において、出社必須となるお客様と直接接する販売業務やコールセンター業務、設備を

支えている監視業務等を行っている社員は、つねに感染リスクに晒されている状況にある。 

 業務上の必要性から会社指示により出社をしている組合員に対しては、2020年4月／5月に特別

勤務手当の支給があったが、その後は特別勤務手当の支給はない。 

 一方で、変異株の出現等によりコロナウィルスの感染拡大は収まっているとは言い難い状況であ

る。 

 上記、感染状況を踏まえ、業務上の必要性・会社指示により、一定日数出社しなければならなかっ

た組合員に対して、慰労と感謝の意を表した一時金手当の支給を要求する。 

 

  

 

 



【回答】 

※1-1,1-2,2-1は性質の似た部分があるためまとめて回答 

 

 業務については、出社有無に関わらずそれぞれの部署が重要な役割を担っているということか

ら、出社有無での差をつけずに、WorkStyle支援金やニューノーマル支援一時金などの一律対応を

行っており、加えて、マスクの配布やPCR検査、ワクチン職域接種等の早期かつ広範囲の実施をは

じめとした新型コロナへの感染対策・予防策等にコロナ禍当初より非常に注力して実施しており、こ

の点は今後も継続する考えである。 全社朝礼や年初メッセージ等で経営層からも継続的にコロナ

禍において事業に取り組んでいる社員に向けた感謝のメッセージ等も随時発信していると考える

が、会社としては社員間・部門間で互いが互いの仕事を尊敬し、感謝しあえるような風土づくりを引

き続き目指していきたいと考えている。 

1-1について、「出社必須者」「出社必須部門」は、2020年4・5月の特別勤務手当の支給や、抗体

検査、PCR検査、ワクチン職域接種の機会優先提供の観点から、出社必須者および部門を特定し

ている。（販売・CS・ネットワーク・データセンター等が該当）  

加えて、全社の日々の在宅勤務率を確認し、明らかに出社の方が業務が効率的という業務も把握

している。（コーポレートセキュリティ、CEO室等） 

また、ソフトバンクの事業継続と働き方のモニタリングの観点からも、今後も出社必須部門や出社の

方が効率的な部門は引き続き把握を続けていく。ソフトバンクの働き方はベストミックスであるが、上

記の通り在宅でも可能な業務とそうでない業務があることは事実であり、会社としてはコロナの中で

出社対応を頂いた方へは心から感謝をしている。その中で、出社必須業務に従事する方が感じて

いる不公平感については、今後も現場との対話を継続的に行い、必要な解消や改善を行っていく。 

1-2について、在宅勤務を含めた新しい働き方を支援するため「Workstyle支援金」を新設し、202

0年9月から支給を開始しており、自宅環境の整備に充てることも可能である。通信が不安定で業務

上の不都合が出ているという声はほぼあがっていない（数カ月に1回あるかないか）状況であること

からも、貸与している業務用携帯電話によるテザリングで、業務に支障が出るほど通信が不安定と

なる状況であるとは考えていない。なお、ソフトバンク光に関しては、社員モニタ制度を利用すること

ですでに通常の4割以上の値引き料金で社員は利用できるようになっており、それらも合わせて活

用することができる状況であることも踏まえ、現状さらなる施策を実施することは考えていない。 

2-1について、2020年4月・5月は全国的にいわゆるロックダウンの状態となり、当社においても「原

則、出社禁止（※事業継続上必要なクリティカル業務等に従事するために出社が必要な場合のみ

出社可）」の勤務措置を行うと同時に、出社必須社員には出社禁止期間中の業務命令による出社

に対して「特別勤務手当」を支給した。それ以降、出社禁止とする勤務措置は出していないことか

ら、特別勤務手当の支給はしておらず、同様の趣旨から一時金の追加支給等は考えていない。 

  

1-3 オフィス環境の格差是正について 

 事業所毎でのオフィス環境の格差に関して「フリードリンクの導入も課題認識しており、 社内状況

を踏まえて引き続き検討する事としたい。」とFY21に回答を得ているが、組合員からは引き続きオフ

ィス環境の格差に関する不満の声が上がっている。 

 特に声が多い「L3エリア」や「NWセンター」に対して、当該事業所に出向いて意見を聞き、改善点

の洗い出しを行った上で対策を実行することを要求する。 

  

【回答】 

2022年4月時点で地域の11事業所（WeWork仙台への入居を含む）においてフリードリンクの新規

導入を実現したほか、ラウンジスペースの設置など環境改善に取り組んでおり、引き続き拡大を検

討していく。 NWセンターについては、対象部門とも連携して引き続き確認を行っていく。 

  

  

 



2 人事制度の改善要求 

  

2-2 Workstyle支援金増額について 

 Workstyle支援金として月額4,000円支給されているが、消費者物価指数令和4年2月分によると、

光熱費が昨年同月比で電気代24.0%ガス代26.0%灯油代20.4%と大幅に上昇している。 

 また、現状の世界情勢を鑑みるとエネルギーの他、原材料費の大幅値上げなど不安定さが日に

日に増している。 

 それに加えて在宅稼働用の通信費費用もあり、現行の月額4,000円では在宅稼働経費に対して家

計への負担が大きいため、25%増の月額5,000円に増額を要求する。 

  

※消費者物価指数：【出展】https://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/pdf/kubu.pdf 

  

【回答】 

Workstyle支援金はニューノーマルな働き方を支援するものであり、その中で、在宅勤務の為の自

宅環境の整備、出社時のマスクや消毒液等の感染予防対策などの補助を目的としたもので、使い

道は社員それぞれに委ねられている。光熱費等への補助の性質もあるが、会社としては物価上昇、

下落を反映させる趣旨のものとは考えていない。また、通信費用の観点では業務用携帯電話やiPa

d等を貸与しており、この点でも不足があるとは考えておらず、消費者物価指数の変動をもってWork

style支援金の増額を行う考えはもっていない。なお、賃金における世の中の情勢の変化などを踏ま

えた検討は継続実施していく。 

  

2-3 定年制度の見直しについて 

 組合員一人一人能力や健康状態は全くまちまちなのにバトンタッチ制度や定年制度のように年齢

だけで一刀両断することは評価制度・運用の機能不全であり差別に他ならない。ADEA等アメリカ・E

Uにおける年齢差別禁止の趨勢やダイバーシティとの整合を念頭にしつつ改正高年齢者雇用安定

法(2021年4月1日施行）の主旨に対する会社の見解を求める。 

  

その上で下記を要求する。 

①  社員就業規則 第27条 

    定年年齢の引き上げ。あるいは撤廃。 

②  シニア転身補助規程 第4条2項 

    金額の大幅増額。（①の方向性とバランスさせるため） 

③  ①の実施が遅れる場合は下記暫定策を行うこと。 

●  嘱託社員給与水準の向上 

●  嘱託社員就業規則 第7条 

(5)(6)(グレード3以上、B-以下がないこと）の撤廃。あるいは評価への反論・検証機会の

創設（嘱託社員化を阻む権限として強力すぎるため） 

●  嘱託社員就業規則 第12条 

(5)(「C+」以下がないこと)の撤廃。あるいは評価への反論・検証機会の創設。（嘱託継

続を阻む権限として強力すぎるため） 

  

【回答】 

継続雇用後の役割については嘱託社員のミッションガイドラインにも示しているとおり、定年時のグ

レードの概ね１つ下相当を目安としている。報酬額の水準についても世間水準と比較して低いもの

とは考えておらず、また評価に応じた賞与への反映や昇降給の仕組みも導入している。 また、福利

厚生面も概ね正社員と同等レベルを維持している。 2021年4月1日付での高年齢者雇用安定法の

改正も踏まえた対応としては、通達でも案内のとおり以下を実施している。 

  

https://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/pdf/kubu.pdf


■65歳以上雇用延長 

所定の条件に該当し所属部門が雇用延長を希望し人事本部長が承認する嘱託社員で、本人も継

続就業を希望する場合は契約を延長する。（上限：70歳到達） 

  

■多様な働き方選択肢 

ソフトバンクでの業務以外の活動にも柔軟に時間を使えるよう、フルタイム勤務以外の働き方を用

意。 （週4日/3日の選択や、短時間勤務、フリーランス契約等） バトンタッチ制度によって、ソフトバ

ンクでライン長を外れたとしてもグループ会社でライン長をおこなったり、ソフトバンク内でP職として

活躍する社員は多くおり、実力があれば年齢に関わらず活躍できる環境はあると考えている。 上記

の状況により、バトンタッチ制度や定年制度が差別にあたるとは考えていない。世の中の状況や法

改正の動きを見つつ、中長期的に検討をおこなっていくことにしたい。また、年齢に関わらず社員が

活躍できる環境の整備には継続して取り組んでいく。 

その上で、①②③について以下の通り回答する。 

①60歳定年後の継続雇用において、希望者全員（解雇・退職事由に該当しない場合）が、満65

歳到達まで継続雇用できる制度としている。また、前述の通り、65歳以上の雇用延長として、所属部

門が雇用延長を希望かつ人事本部長が承認する嘱託社員で、所定の条件に該当し、本人も継続

して就業を希望する場合は、上限を70歳到達までとし、契約延長することも可能にしている。このよ

うに定年後の雇用制度を整備しており、この上で定年年齢の引き上げ等に関しては、法改正の動き

および社会情勢をみながら、中長期的に検討をしていく事を考えている。 

②について、シニア転進補助制度のみではなく、シニア層のキャリア選択肢は適宜広げていくと

いう事を考えており、その検討の中でシニア転進補助制度についても必要であれば変更を入れて

いくという事になるが、現状、定年後の継続雇用という選択肢もある中で、シニア転進補助制度の金

額を引き上げるという事は考えていない。 

③①の通り、満65歳到達までの間においては、グレードや評価により継続雇用・嘱託継続に影響

が出ることはない。  

  

2-4 確定拠出年金(401k)の拠出額増額について 

 確定拠出年金(401k)の会社負担分の掛金拠出額について、組合員から低グレードほど少ないと

の意見が出ている。 

 現在の制度では会社負担分の拠出額は、月額でグレードD1が7,500円、L/P-3で15,000円と2倍と

なっており、老後の資金を計画的に運用したい組合員にとっては、グレードが低い程、401k選択拠

出制度や確定給付年金選択拠出制度を利用して、自己の賞与からより多く拠出する必要がある。ま

た、法定上の上限額があることから賞与額も多くなる高グレード程、自己負担の掛金を少なくて済む

という格差が生じている状況である。 

 SBKKで長く働くことへのメリットとして、また老後に対する不安解消のために、確定拠出年金(401k)

の会社負担分の掛金拠出額を増額し、低グレードと高グレードの格差を解消することを要求する。 

  

【回答】 

当社の報酬ポリシーは役割と成果に応じて報酬を支払うというものであり、役割を担う、また、成果を

出したその時に報いていく、というのが基本的な考え方である。 これは確定拠出年金の拠出額につ

いても同様で、各人ごとに定めている基本給と合わせてその時に報いていく考え方であり、月次の

基本給と月次の拠出金を合わせて考えていただくのが適切である。 その観点で見たとき、グレード

間の月次拠出額単体の差異については十分適切な範囲内であると考えている。 なお、選択拠出

制度は、会社が、文字通り選択肢として会社拠出に上乗せできる制度を用意したものであり、あくま

で自己判断での積み増しに当たるものであることをご理解いただきたい。 

  

 

 



2-5 産休社員が発生した部門に対する人員補充について 

 部門内で産休者が発生する場合人員補充はされないことが大前提となっており現場は自助努力

をするのみである。産休者が発生した時ヘッドカウントの維持を保障・支援する人事上の仕組みの

検討・導入を要求する。 

 例えば異動を求めている社員をリスト化し機動的に配置・補充する仕組みなどが可能と考える。 

 最低限必要なヘッドカウントが減るということは数名構成の部課にとっては甚大なる痛手であり産

休する側の心痛も計り知れない。産休することに引けを感ずる必要のない環境、産休する社員を心

から祝福し支援することが出来る環境を可能とする仕組みの検討が望まれる。この問題は単なる社

内オペレーションを超えて日本国の少子化に関わる重大な問題である。社会の公器として前向きな

姿勢を期待する。 

  

【回答】 

改めて、産休・育休者が発生した際の対応として、ヘッドカウントを削減するような指示は行っていな

い。また、原則として産休・育休前の部署へ復職することを前提としている。このことから産休・育休

者が発生する場合の部門対応ニーズは様々であり、一律でヘッドカウントの維持を保障する仕組み

を導入することが必ずしも有効ではないと考えている。仮にヘッドカウント維持のために他部署から

の異動を行ったとして、他部署への人員補填も必要になるが、こちらを外部採用で行うと、社員数が

年々増加することになってしまい、会社全体での適正な人員体制整備が困難になる。また、産休・

育休者が復職する際に、復職時に必ず別部署への復帰を求めることにもつながる。 

産休・育休以外にも様々な理由で各部署の人数は増減し、業務状況も変化する為、状況に応じて

該当部署の業務状況や部門全体の状況も踏まえた対応が必要となる。その為、まずは部門内の異

動調整や業務整理も含めた対応を行い、必要時は人事も調整のサポートを行っている。 

  

2-6 管理職サーベイの制度見直しについて 

 管理職サーベイが導入され十数年が経過した。社員アンケート実施の上総括しその結果を公表

することを要求する。制度の主旨は否定しないもののその性質上異論や改善の余地は常に存在し

完成形はなく検証進化され続けなくてはならないはずの仕組みなのに姿を変えず今に至ってしまっ

ている。下記に組合員の声を列挙する。社員アンケートによりさらに課題が浮き彫りにされるはずで

あり総括を通じてより良いものになることを期待する。 

●  部下の私は上司を評価したいのに被評価者として選ばれたことがない。 

●  管理的職務から外されたP職にとって不当に不利な制度である。 

●  恣意的に被評価者を選んだり外れ値を薄めるために被評価者をいたずらに多くするなど

の行為を耳にする。 

●  同僚間で示し合わせるかのごとき行為があると聞く。 

●  高評価を得るために時として部下の管理の手を抜くなどの行為が横行しがちである。 

●  「評価に直結しない」とされていたがいつの間にか評価に積極利用されるように変わって

しまっていた。 

●  性質上公正さを欠いた極端な評価は一定数発生する。外れ値・極端値を外すなどの配

慮が必要である。 

  

【回答】 

管理職サーベイは、管理職に求められる能力開発の一貫の中にある施策であり、上司、同僚、部

下および自分自身で同じ設問に回答し、多面的な回答結果から本人へ気づきを得てもらい、能力

開発へ繋げていってもらうものである。この目的自体は変更していないが、対象となる管理職へのフ

ィードバック形式・内容は、より対象者にとってわかりやすくなるように適宜、修正しつつ運用してい

る。 

回答者の設定においては、直属の部下はプリセットされており、全社および各部門でのルールに

従い回答者を設定し、上長承認を経て回答者を設定するというプロセスとしている。施策開始当初



は回答者のプリセットもなかったが、回答者の設定漏れを防ぐなど改善をしてきている。このように運

用を適宜振り返り、改善実施もしてきている為、現時点でアンケートを実施する考えはない。 

管理職サーベイを人材配置の参考とする趣旨も従来からあり、サーベイ結果を踏まえた能力開

発やマネジメントレベル等向上を促しているにもかかわらず改善・向上が見られない場合には、管

理職ポストからの変更をする場合もある。 多数の事例としては捉えていないが、制度の趣旨、目的

が正しく理解されず運用されている場面がある可能性を踏まえ、来年度施策実施時の注意事項とし

て周知内容を見直すことで対応することとしたい。 

なお、中期的には多面的なサーベイ実施を広げるなども検討の俎上にあげながら、その中の一

つとして管理職サーベイに関しても点検をしていきたいと考える。 

  

2-7 住宅補助の適用拡大について 

 「従来通り、業績に応じた水準で賞与を支給し、全体の報酬水準を引き上げることを目指していく

こととし、住宅手当に関しては、社内の状況や世間の動向を見据えつつ、中長期的に検討すること

としたい。」とFY19に回答を得た。 

 本年度の組合の労働環境に関するアンケートの結果、20代回答者のうち9割から社宅補助が3年

までしかないことへの不満が上がった。 

 入社からの年数を問わずDランクの組合員全員に対し毎月住宅補助30,000円の支給を要求する。 

  

【回答】 

当社の報酬ポリシーは役割と成果に応じて報酬を支払うというものであり、住宅手当など、属人的な

部分に手当を支払うことは、現時点では考えていない。 また、住宅手当などを支払う場合、結果とし

て、仕事の役割や成果と、実際の報酬額が逆転するようなことも発生し、逆に公平性を欠く場合も想

定される。 従来通り、業績に応じた水準で賞与を支給し、全体の報酬水準を引き上げることを目指

していくこととし、住宅手当に関しては、社内の状況や世間の動向を見据えつつ、中長期的に検討

することとしたい。 なお、ソフトバンクは他社からも福利厚生ラインナップが非常に充実し制度利用

率も高いという評価を得ている状況であり、福利厚生ラインナップ自体は他社に見劣りしないと考え

ている。 

  

2-8 ミッショングレード制度の改善について 

 グレード・ランクの報酬テーブルの上限にいる組合員は、本人の努力にて高い年度評価を得ても

昇給とはならず、またM職のポストが空いていなければ昇格ともならない状況が続くため、改善を求

める声がある。 

 現在のミッショングレード制度は、マネジメント領域を目指した昇給・昇格の意味合いが強いと考え

られる。バトンタッチ制度によりマネジメント領域からP職へ移行となる例もあり、マネジメント領域とプ

ロフェッショナル領域は相互に役職転換が度々行われている状況から、実態的にはプロフェッショナ

ル領域とマネジメント領域が同一視された運用がされていると考えられる。 

 早い段階から専門的スキルを習得し、プロフェッショナル領域を目指す非管理職の組合員にとっ

ては、ポストが空いていないことによる昇給・昇格の機会を失っている状況である。マネジメント領域

とプロフェッショナル領域を明確に分離し、L/P-3の段階からどちらの領域へ進むかを選択、意思表

示する制度とすることで、目標を持ってグレードアップを目指せるよう改善を要求する。 

  

【回答】 

M領域とP領域は役割の違いはあれど同等程度の重みのある定義としており、それぞれの定義を満

たすことで上位認定される可能性がある。M領域の社員がマネジメント役割を外れるケースでも、P

領域としての役割を担う場合も当然あり得るし、逆にP領域の社員がマネジメント役割を担うことでM

領域になることもあるほか、定義を満たさなければ下位認定となることもある仕組みであり、組織の中

期的な活性化を支える仕組みであると考えている。 会社としては、活躍範囲を限定せず、M領域・P

領域いずれであっても活躍できるよう経験蓄積や自己成長を図っていただくことを期待しており、ご



提案のようにLP3の段階からそれを分けた意思表示を全体に求める考えはない。ただし、本人が当

該意思表示をすること、また職場でそういった対象者の意思を汲んだアサインをすることを妨げるも

のではなく、一部部門や職種においては例えば活躍範囲がP領域に集中しやすいケースなどもある

と考える。 

   

2-9 評価に対する異議申し立て制度の創設について 

 当社の報酬ポリシーは「仕事の成果に対して報酬を支払う」であり、そのポリシー自体は組合として

も否定するものでは無い。しかしその根幹となる評価制度に対して、評価の基準や結果に納得がい

かないという声が一定数以上存在しているのも事実である。 

 いくつかの具体的な声を列挙する。 

●  MBOでは期中に組織目標が落ちてくる為、個人目標の設定が期の半分を過ぎてから実

施している状況である。 

●  組織のMBO評価基準に納得がいかなくても、組織目標で決まったものだからと変更させ

てもらえない。 

●  数字だけを追い求める評価基準ではなく、もっとお客様に寄り添った仕事の仕方で評価

を得たい。 

●  ミッション定義書の内容が曖昧な為、上長の考え次第で捉え方が変わってしまう。その結

果、前年度から改善した部分があっても、後付けの別の理由でグレードの上位認定を受

けられない。 

●  評価面談中、詳細な理由の説明を求めても「決まったことだから」とそれ以上取り合って

もらえず、時間で面談が打ち切られてしまう。 

  

 当然ながら万人が納得する評価制度を作ることは不可能に近いが、会社としては検証・改善の努

力を怠ってはならない。また、評価のやり方に問題のある管理職に対して、管理職教育を部門任せ

にせず、会社として1人別にフォローアップする体制を構築すべきである。 

  

その為にも、以下の組織・制度を創設することを要求する。 

①  評価結果に対する異議申し立ての制度を創設し、評価に関する人事通達内にその窓口

を明記すること。 

②  窓口担当部門に対し、業務部門への評価基準の見直しの進言、評価のやり直しも含め

た権限を付与すること。 

③  評価方法に課題があると認められた管理職に対して、積極的に教育の機会を創出する

こと。 

④  集計した異議申し立て内容を、定期的に社内周知により匿名にて公開すること。 

  

【回答】 

評価は目標設定と日頃のコミュニケーションも含めた一連のプロセスの一部であり、年度または半期

に一度の各評価とその段階でのフィードバックのみに負うものではない。 また、評価は多段階で実

施しており、上司一人のみの評価によることなく、組織として評価を実施するプロセスにしている。管

理職に対しては、期初目標設定時には適切な時期に適切な目標を設定するよう働きかけているほ

か、評価プロセスの際には認識の齟齬が出ないよう、期初目標設定時はもちろん期中においても、

1on1等を利活用して部下とのコミュニケーションを通じ、目標の進捗状況や必要に応じた見直し・進

め方調整等をおこなうことで組織、ひいては会社全体の目標達成とそれら活動を通しての社員の成

長を支援していただけるよう従来から働きかけている。 これまでも、評価プロセスで起こりやすい事

柄やそれへの対処等も併せて周知しており、今後もこういった対応を地道に続けることで管理職の

マネジメント力を向上し、結果としてより多くの社員が納得性高く職務に注力できるよう働きかけてい

くこととしたい。 



さらに、被評価者に対しては、今年度下期より被評価者向けの人事評価制度および各種評価の意

義・仕組みに関する理解を深める事を目的としたe-Learningをリリースする事で、より適正な評価へ

繋げていく働きかけをスタートした。 

  

その上で、①②③④について以下の通り回答する。 

  

①通達内に人事制度窓口を明記しており、人事制度全般に関する窓口を設けている。また、SBKK

ホットラインとして社内窓口、社外窓口もあり、内容に応じて利用でき、人事制度に関する事は、人

事にエスカレーションされる。 

②評価は、各評価者および評価会議において、決定されており、また貢献度評価の目標（基準）に

ついては、部門ごと各責任者および管理職が確認をした上で実施している。一連の目標設定から

評価決定において、その中で組織内において見直し進言や、評価基準のすり合わせ、評価結果の

すり合わせはできる状況にあり、また結果について、社員が異議がある場合は上記の通り各窓口へ

申し立てを入れる事もできると考えている。 

③適正な評価実施がされるように、管理職には人事制度の説明や、評価ごとガイドブックを展開し

ている。また、その中で客観的に見て適正な評価を実施できていないと判断するものが出てきた場

合には、適切な評価実施がされるよう申し入れ、指導をすることもある。なお、現状は管理職への研

修実施のみとなっているが、評価の質向上に繋げるため、前述の通りeラーニング等による被評価

者向けの評価説明の機会も今年度より新たに新設している。 

  

④適正な評価実施を促すことを目的に、異議申し立て内容を社内周知するという事は考えていな

い。これまでも、評価プロセスで起こりやすい事柄やそれへの対処等も併せて周知しており、今後も

こういった対応を地道に続けることで管理職のマネジメント力を向上し、結果としてより多くの社員が

納得性高く職務に注力できるよう働きかけていくこととしたい。 

  

以上 


