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１．成果の出ない人事制度改革

　これまで全国の農協で人づくりのための「トータル人事制度」の重要性が喧
伝され、等級制度、人事評価制度、報酬制度が一体感をもった仕組みとして構
築されている農協も少なくありません。それでは、このような農協において、
職員の質がトータル人事制度の導入前後で変化しているかと言えば、そのよう
な変化を実感している農協はほとんどないのではないでしょうか？
　トータル人事制度を導入しても、求める職員が育たない、そもそも職員が成
長すること（管理職になること）に前向きではない、また、人事評価や昇進・
昇格に対する納得感が低いなど、トータル人事制度が意図した成果を実現でき
ない原因はどこにあるのでしょうか？

２．波風を立たせたくないという思いが人事制度の設計思想を
歪める

　そもそも、制度設計時において職員の不満を最小限に抑えようとするあまり、
既存の人事制度を前提に新しい人事制度設計をするため、出来上がってみると
理想とする人事制度からはかけ離れた制度になっていることも少なくありません。
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　特に合併時に大きな衝突が起きないように柔軟に制度設計した人事制度を十
数年経った今でも見直さず使い続けているために、誰にとっても優しい、ぬる
ま湯の人事制度になってしまっているという農協は少なくありません。
　確かに、人事制度の変更によって一部の職員の報酬が下がるとなれば抵抗感
があるという気持ちもわかりますが、誰にとって望ましい人事制度とするのか
をしっかりと考えなければ、理想とする人事制度など構築できません。

３．人事制度を正しく運用できない

　せっかく理想的な人事制度を設計していたとしても、正しく運用できなけれ
ば絵に描いた餅でしかありません。全国の農協から人事制度設計に関するご相
談をいただき、人事制度の現状分析を進める中で繰り返し耳にしたのは、「人
事制度の設計思想には共感できるし、理想的だとは思う。ただし、現実は違う」
とジレンマを感じている人事担当者の声です。つまり、人事制度自体に問題が
あるのではなく、経営者としての自覚のない役員や配下職員のキャリア（成長）

に責任を持つという覚悟のない管理職がそれを運用できない（しない）のです。

４．トータル人事制度が機能してない農協の特徴

　私自身、これまで全国の農協でトータル人事制度の再構築に携わるなかで、
多くの農協が理想と現実との間で苦悩し、理想のトータル人事制度の運用定着
に向けて試行錯誤する姿を見てきました。
　そのなかには、いくつかの農協に共通する課題もあり、多くの農協が陥りや
すい人事制度設計・運用の落とし穴としてまとめてみたいと思います。
①－１問題点：人事評価に差をつけることができていない
　ゆとり教育ならぬ“ゆと
り人事”ともいえる農協の
人事制度運用のもとでは、
職員ごとに差をつけること
を避け、人事評価でもよほ
どのことがない限りＢ評価

（標準的な評価）にするのが
一般的です。そのため、人
事評価は過度に中心化し、

B評価ばかりの人事評価結果
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５段階評価（S, A, B, C, D）

を採用していても７、８
割は中心のＢ評価になっ
ていることも珍しくあり
ません。
　本当に７、８割の職員
が標準的な能力を発揮し
ているのであれば問題は
ありませんが、人事評価
ではＢ評価を付けている職員にもかかわらず、人事異動の時期になればその職
員は使えないから異動させてほしいという声はなくならず、人事評価が職員の
実態を反映していないことは明白です。
　このような農協では、ほとんどの職員が可もなく不可もなく仕事をしていれ
ば周囲と足並みをそろえて昇格し、それなりの年になればある程度の給料をも
らっています。そのため、上司から見て仕事ぶりに物足りなさを感じる職員で
も、職員自身は優秀だから昇格してきたと勘違いし、成長しなければならない
という危機感を感じている職員はほとんどいません。そして、このような職員
が蔓延していることが、農協の人材力の弱体化の一因となっていると感じます。
①－２原因：人事評価に差をつける覚悟のない管理職
　数字以外の成果となると、途端に評価する自信がなくなる管理職が少なくあ
りません。上司と配下職員との間に意味のあるコミュニケーションが少なく、
上司が配下職員の仕事や能力を把握できていないため、職員のがんばりが人事
評価に反映されず、がんばってもがんばらなくても人事評価はＢ評価になります。
　人事評価とは配下職員を成長させ、成果を出させるために実施するものであ
り、配下職員にとっては自らの成長を支援してくれる大切な仕組みです。それ
にもかかわらず、人事評価を適切に実施できずに配下職員全員をＢ評価し、配
下職員から文句を言われないことだけを考えて人事評価に差をつける覚悟や能
力がない管理職には管理職としての資格はありません。
①－３解決例：「適切に人事評価している」かどうかを管理職の人事評価
項目にする

　人事評価は職員のキャリアに重要な影響を与えます。そのため、配下職員を
育成する責任を負っている管理職が適切に人事評価することができないのであ

全員B評価の部署が散見される
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れば、降格・降給の対象とすべきです。しかし、多くの農協ではこのような管
理職の甘えを見過ごし、数字目標さえ達成していれば、表面上円滑に部署を回
しているだけの管理職を人事評価で咎めることはありません。
　そのため、管理職の評価要素に“人事評価を適切に実施していること”を追
加することで、人事評価に対する意識を高めることが必要です。
②－１問題点：上司と配下職員との報酬が逆転している
　年長者を敬う農協
の人事制度において
は、年齢が最も重要
な報酬決定要因であ
り、個々人の役割や
能力に関係なく年齢
によって報酬が決ま
ります。その結果、
若くして管理職に登
用された職員の報酬
が上がりきらず、年齢を重ねた非管理職の報酬よりも低いということが起こり
ます。
　また、制度移行時において現行の報酬水準を維持しようとするあまり、必要
以上に等級ごとの報酬上限を上げた結果、等級間で重複が大きすぎる報酬水準
になっています。
　このような農協では、職員はずっと同じ等級にいても給料が上がり続けるた
め、昇格することの意味を感じられません。特に管理職ともなると時間外手当
も支給されず、目標達成のプレッシャーが強くなるだけであり、管理職になる
ことに魅力が感じられません。実際、管理職にならずに時間外手当をもらいな
がら管理職よりも多く給料をもらうことで、責任も持たずに仕事をすることが

「勝ち組」だなどとうそぶく職員も少なくありません。
②－２原因：必ず昇給するように設定された報酬制度
　誰でも毎年１つずつ平等に年を取ります。そのため、年齢を中心にした報酬
制度であれば、個々人の能力差や組合への貢献など一切関係なく全員が一定額
昇給します。これは、年齢を重ねることによって職員の能力や担うべき役割が
重くなっていくことを前提としており、年齢の割に能力の不足する職員を高く

管理職と非管理職の年収が逆転している報酬水準
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処遇する一方で、若
くして高い能力を発
揮している職員を適
切に処遇することが
できません。
　さらに、定期昇給
額に関しても、人事
評価結果に連動させ
ているものの、低評
価者に対する降給まで考えている農協は少なく、一度上がった報酬はよほどの
ことがない限り下がらない仕組みになっていることも、個々人の能力や役割と
報酬との乖離を生む原因になっています。
②－３解決例：年齢給の割合を抑え、等級ごとの報酬の上限を見直す
　年齢給が月例給の４割以上占めている農協は、上司と配下職員の給料の逆転
が起こりやすいため、割合を見直すことが必要です。また、１つの等級の標準
的な在級年数が３年だと仮定すると、10年を過ぎても報酬が上がり続ける設定
になっている農協は、報酬の上限を見直すことが必要だと考えられます。
③－１問題点：等級と役職位の関係を合理的に説明できない
　等級と役職位との対応関係を整理すると、非管理職等級の職員が所属長に登
用される一方で、管理職等級でありながら役職位のない職員が多数存在すると
いう歪な構造になっている農協が少なくありません。このような農協のなかに
は、人事制度において役職位と等級との対応関係を明確にしているにもかかわ
らず、該当等級より
下位等級の職員を能
力があるからという
理由で役職位に登用
している農協もあり
ます。
　等級と切り離され
た役職位への登用
は、実際には職員の
能力を適切に判断し

等級と役職位が対応していない

どれだけ同じ等級に居続けても昇給する給与表
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ての登用であったとしても、職員に役員や部長の好き嫌いで役職位の登用が決
定されているのではないかとの不信感を与え、人事評価や昇進・昇格運用に対
する信頼感を低下させます。その結果、職員は上司に媚びを売るようになった
り、上司の前でのみ積極的な行動をとったりするなど、常に上司の顔色を窺う
内向き職員が育成されます。
③－２原因：年功的昇格運用によって形骸化する等級
　人事評価が有効に機能せず、個々の職員の能力を適切に判断できないために、
年功的な昇格運用がなされ、等級が職員の能力と連動せずに単なる背番号にな
っている農協が少なくありません。このような農協では、役職への登用者を検
討するにあたって等級は判断材料として意味をなさず、個々人の能力や過去の
実績を個別に勘案しながら等級や人事評価結果とは別の切り口で昇進が決定さ
れています。
　なかには、規定を超えて役員の“鶴の一声”で役職への登用者が決定してい
るということも少なからずあり、もはや制度運用ではありません。これで間違
いのない職員が昇進しているのであれば問題ありませんが、規模が拡大し職員
数が増加した農協において、役員がすべての職員を把握することは困難であり、
結局は自分の知っている範囲で目をかけている職員を優先的に昇進させること
になります。
③－３解決例：明瞭な昇格基準の設定と運用
　“お年頃”になるまで昇格することができないのは、昇格基準の表現が曖昧
であったり、基準はあっても運用が曖昧であったりすることが一因です。年齢
でなんとなく昇格するのではなく、何をどうすれば昇格するのかを明確にし、
厳格に運用することで等級ごとの能力に見合った昇格が実施されます。能力の
高い職員がきちんと高い等級についていれば、自ずと管理職等級にいる職員が
役職位を担うことになります。
④－１問題点：特定の等級に職員が滞留
　職員の能力（役割）の高さに合わせて等級を設定しているはずが、等級ごと
の職員の人数分布を見ると、下位等級に不自然に職員が固まっている一方で、
上位等級にはごくわずかな職員しかいないというような歪な人数分布になって
いる農協は少なくありません。
　組合の都合で恣意的に職員のキャリアに介入することは、職員の生涯報酬額
に重大な影響を与えます。一旦、足踏みしたキャリアはその後に挽回すること
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は難しく、人事制度設
計時にイメージした昇
格スピードから逸脱し
た（遅れた）職員を生
み出します。
④ －２原因：総額人
件費管理のために
昇格をストップ

　等級毎の人数分布が
歪になる理由の一つと
して、総額人件費管理を旗印に、「ない袖は振れぬ」とばかりに昇格をストッ
プしている場合があります。このような制度運用のもとでは、がんばってもが
んばらなくても人事評価はＢ評価で、業績が良ければみんなが昇格し、業績が
悪ければみんなで足踏みするというなかで、敢えて苦労しよう、成長しようと
考える殊勝な職員は多くないでしょう。
　職員にとって、自己の成長を実感できることは仕事をしていくうえでの必要
条件です。それにもかかわらず、先行き不透明な業績を理由に昇格をストップ
し、入組してから８年経つがまだ一度も昇格を経験したことがないという職員
を生み出し、職員の成長実感を阻害するような農協では優秀な職員から順番に
退職していくことになるでしょう。
④－３解決例：等級数と各等級の報酬水準を見直す
　等級数が少ない場合、昇格させてしまうと一気に報酬が上がってしまうため、
人件費を鑑みると昇格をさせにくくなります。そこで、職員の成長段階を細か
く定義し、成長段階に合わせて等級数を増やすことで、能力伸長を確かめなが
ら小刻みに報酬を増額させていくことができます。また、成長段階が増えるこ
とは職員にとって昇格の機会が増えるということであり、成長へのモチベーシ
ョンを高めることにもつながります。

５．農協に求められるトータル人事制度

　人事制度を正しく運用できない農協では、人事制度によって職員の成長への
モチベーションを高めるどころか、反対に職員のやる気を蝕んでさえいます。
このような農協において、人づくりのためのトータル人事制度を機能させるた

特定の等級に職員が集中
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めには、以下のポイントに留意して人事制度を再構築することが必要です。
①年を取ったら昇格からの脱却
　人事評価制度と連携し、能力を高めた職員のみを昇格させ、短期的な数字や
年齢を理由に昇格させない運用をします。
②みんな仲良くＢ評価からの脱却
　人事評価は、個々の職員の能力や組合への貢献を適正に処遇に反映すること
を目的にしており、差があるものを差があるように扱わなければ人事評価を実
施する意味がありません。
③毎年昇給して当然からの脱却
　同一等級に長期間滞留している職員（すでに能力伸長が期待できない）の報酬
を延々と上昇させ続ける必要はありません。さらに、当り前に昇給する年齢給
の割合を下げ、がんばった職員がそのがんばりに応じて昇給するようにします。
④いろいろな働き方を受け入れる
　総合職、一般職、専門職など職員の働き方は単一である必要はなく、それぞ
れのキャリア観に応じた働き方ができるようにします。
⑤定性的な評価項目と向き合う
　短期的な推進実績だけではなく、たとえば営農指導員の営農指導の質を評価
し、組合員の営農活動にどの程度貢献しているのかを営農指導員の人事評価と
することで農協が本当に求める成果を実現するように支援します。
⑥降給・降格を恐れない
　期待に応えられない職員の報酬を、一旦上げてしまったからという理由で下
げられないわけはありません。よく「職員の能力は後退しないので能力主義人
事制度では降格ができない」という話も聞きますが、適切な人事評価を実施し
て、評価結果にもとづいて降格することに問題はありません。

６．まとめ

　皆さんの農協の人事制度は、職員の育成に向けて有効に機能しているでしょ
うか？　全国の農協の苦悩を振り返るとともに、読者の皆さんの人事制度の運
用実態に照らし合わせて“健康診断”していただければと思います。
掲載内容について
掲載内容は筆者の個人的見解であり、筆者の所属組織とは無関係です。


