
ルールと指示を徹底する
人事評価制度構築の

考え方

株式会社情熱

首里社会保険労務士法人

×

当たり前のことを
当たり前にできる会社へ



本セミナーの狙いと目的

”評価制度”をいれてみたい!
こんな声を中小企業の経営者の方からよく聞くこ
とがあります。
社員の給与を決めるとき、ボーナスを決めるとき、
役職や処遇を決めるとき、就業規則とともに必要
になるのが”評価制度”になります。
敷居の高い”評価制度”を分かりやすく解説して
いきます。
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社員20名未満企業が抱えている課題

評価制度の構築方法～評価25の導入

評価25の料金体系・導入スケジュール



株式会社情熱
代表取締役 水野 元気 (みずの げんき)

■株式会社日本エコシステム
営業業務
対個人に住宅用太陽光発電システムの販売、アフターフォロー
全社営業成績1位、全社営業成績2位

管理職業務
入社２年目で管理職になり、新卒社員20名を採用・育成する専用部署に所属
営業マン育成、営業戦略立案、不採算部署の再立ち上げ等に従事

■株式会社コロンブスのたまご
飲食総合コンサルティング業務
アルバイト採用業務・新卒採用業務・中途採用業務
内定者・新卒研修業務 等々

■NPO法人「しごとの話を聞こう会」立ち上げ
2006年より代表に就任

■株式会社情熱
株式会社情熱を設立、代表取締役に就任
・採用コンサル事業を展開
・教育研修事業を展開

自立型人材の研修を中心に、社会人の心構え、仕事の進め方、
チームビルディング、プレゼンテーション、ロジカルシンキングなど幅広く展開

・登壇実績 年間150回を超える。



首里社会保険労務士法人 認定経営革新等支援機関
特定社会保険労務士 中島 啓吾 (なかじま けいご)

1973年東京生まれ

桐蔭学園高校卒業、横浜国立大学経営学部卒

1997年NTT入社 マルチメディアビジネス開発部でポータルサイ
トgooの企画運営に加わる。
野村総合研究所、サンマークライフクリエーション（現サンマリエ）、
フラクタリスト（現ユナイテッド）を経て、コンサルタントとして独立。
サービス開発、営業組織作りのコンサルティングを行う。

2014年社会保険労務士登録。2020年特定社会保険労務
士付記
一般社団法人テレコムサービス協会サービス倫理委員会副委員
⾧などを歴任
 
保有資格は、上級個人情報管理士、年金アドバイサー３級、
メンタルヘルスケアマネジメント検定Ⅱ種（ラインケア）など。



• 人が定着しない
• 指導が人によってバラバラ
• 社員が指示通り動かない
• 1人1人の会社への貢献度を評価しにくい
• 社員から不満が聞こえてくる
• 複数業務を兼務せざるおえず常にマルチタスク
• 戦略や役割をころころ変えないといけない

社員20名未満企業が抱えている課題と原因



 人が定着しない
 その会社にいても評価されているかわからず成⾧していく
イメージが見えないため

 指導が人によってバラバラ
 社員が指示通り動かない

 指導や指示のためのルールや基準があいまいなため

 1人1人の会社への貢献度を評価しにくい
 社員から不満が聞こえてくる

 評価のための基準があいまいなため

 複数業務を兼務せざるおえず常にマルチタスク
 社員の適性評価が明確にできておらず、人材配置がわるいため

 戦略や役割をころころ変えないといけない
 能力評価や適性評価が明確にできておらず生産性が上がらないため

社員20名未満企業が抱えている課題と原因



あなたの会社はどの状態ですか?
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生産性は個人と組織と2種類ある生産性は個人と組織と2種類ある



社員20名未満企業の抱える課題の原因の多くは
 明確な基準に沿った評価を行えていないこと
 評価の基準を社内で共有できていないこと

にある。

社員20名未満企業が抱えている課題と原因

評価基準や指導方針を明確に社員へ示すことで、
企業の抱える課題の大半を解決することができる。

つまりつまり

評価で見える化し、ルールへ落とし込みことで
生産性が劇的に上がる!



評価とは

社員に対して、車に例えると
給与は「燃料」であり、評価制度は「エンジンオイル」である。
どちらもないと、組織は動かない。ただし「エンジンオイル」もオイ
ルが機能するための「ルール」がないと正しく機能しない。



一般的な評価とは
評価基準は、一般的に下記３つに分類される

成績評価成績評価

能力評価能力評価

仕事によって達成した成果に対する評価。
仕事の正確さや効率性などを含む仕事の質や、スピードや
案件数、プロジェクト全体の貢献度を含む仕事の量、上司
から与えられた目標の達成度などが評価項目。

仕事を進めていく上での知識や経験、仕事上PDCAサイク
ルを回すためのスキルなどに対する評価。
仕事上必要な知識の習得度のほか、理解力やコミュニケー
ション能力、企画力やリーダーシップ、交渉力や決断力な
どが評価項目。

態度評価とも呼ばれ、仕事への取り組み姿勢や勤務態度に
対する評価。職場のルールを守る規律性、新しい仕事や苦
手な仕事に挑戦する姿勢や、仕事への責任感やコスト意識
の有無も評価項目。

社員20名未満の企業は
成績評価と能力評価の導入が難しい

情意評価情意評価



評価基準の意義

評価基準とは・・・・能力や成績の見える化
社員の仕事状況や功績などを期間ごとに評価し、昇給・昇格・賞与に反
映する為のもの。構築する目的としては主に以下の3点があげられる。

① 評価基準を明示することによって、会社として期待している行動
や成果を社員に理解してもらう

② 適切な評価に沿って処遇を決定することで、社員の生産性、モチ
ベーションを高める

③ 評価結果のフィードバックを通し、社員へ成⾧への方向性を示す。

見える化だけでなく・・・ ルールへ・・・
同じく目的にて実施される教育や、
普段の勤務への取り組み方を示す就業規則【服務規程】等について、
評価基準と連動させることも重要である。



見える化だけでなく!!
どんな姿勢・行動をすると
評価されるのかと罰則を受けるのかの
賞罰を明確化することで複数名の
マネジメントが圧倒的に機能する。

それを浸透体現させるためには

就業規則（服務規程）
評価制度
教育による理解、浸透
を行うことが重要

社員20名未満企業が抱えている課題

就業規則
（服務規程）

評価制度評価制度教育教育



行動に繋がる評価制度と服務規程を構築すべき

評価制度をただ入れても生産性があがるわけではない

・会社として出して欲しい方向性に繋がる
・行動の質と量があがり生産性向上に繋がる

上記を達成できる評価制度と服務規程を
構築していくことが生産性を上げるカギとなる!



生産性が上がらない要因!!!

生産性が上がらない人が持つ 6つの思考
ビジネスにおいて陥りやすい成果が出せなくなってしまう思考は
大別すると以下の6つが挙げられます。

「商品や先輩の伝え方が
悪い、自分は悪くない」

「商品や先輩の伝え方が
悪い、自分は悪くない」

「やったことない仕事
だから自分には無理だ」

「やったことない仕事
だから自分には無理だ」 限界思考限界思考

他者責任思考他者責任思考

受け身思考受け身思考

モチベーション
依存思考

モチベーション
依存思考

ネガティブ思考ネガティブ思考

「いつも他人から言われた
再現しかやらない」
「いつも他人から言われた
再現しかやらない」

「モチベーションが低いか
ら頑張れない」
「モチベーションが低いか
ら頑張れない」

「トラブルが起きてしまっ
た、なんて最悪なんだ」
「トラブルが起きてしまっ
た、なんて最悪なんだ」

当たり前思考当たり前思考「成果でなくたってお給料
をもうらのは当たり前」
「成果でなくたってお給料
をもうらのは当たり前」



生産性が あがらない 6つの思考

自分が与えられた目標に自分が与えられた目標に
対して成果がでない
うまくいかない

やっぱり無理だ、、、
自分はこんなもんだ、、、
でもやらなきゃいけないし

限界思考

言われたことだけ
最低限だけやればいいや

受身的思考 成果がでないのは
会社や商品のせいだ
しかも目標が高すぎる

うまくいかない、問題が
起こったけどなんて
最悪なんだ、、、

他者責任思考

ネガティブ思考
仕事に対して

モチベーションがあがらい
毎日、嫌々働いている

成果は出てないけど
固定の時間は働いているから
給与をもらうのは当たり前
てか、うちの会社は

福利厚生が少なくて嫌だ

モチベーションダウン

当たり前思考

生産性が上がらず
離職に繋がる

生産性が上がらず
離職に繋がる

行動量が減り
より成果が出なく
未達が続いたり
問題が増える

行動量が減り
より成果が出なく
未達が続いたり
問題が増える

環境依存型環境依存型

・ ・ ・ ・ ・



生産性が あがる 6つの思考

うまくいかない
思い通りにならない

どうすればできるのか?
を考え、出来る方法を

探す

限界突破思考

自ら考え、行動し、
何事も自分事で捉える

主体的思考 環境や状況のせいにせず
うまくいかない原因の中に
自分がやるべきことを見出す

問題を肯定的に捉え、
解決の機会であると認識し、
やるべきことに取り組む

自己責任思考

ポジティブ思考

目的・目標を見出し、
働く意義を再認識できるので、
モチベーションが向上される

自分の周りの環境や
人に対して、

有難いと感じられる

モチベーションキープ
モチベーションアップ

感謝思考

生産性と定着率が
上がる!

生産性と定着率が
上がる!

行動量が増え、
成果は出やすくなる
(が100％解決する
わけではない)

行動量が増え、
成果は出やすくなる
(が100％解決する
わけではない)

自立型自立型

・ ・ ・



“６つの思考”の浸透で自立度を高める

生産性をあげるための6つの思考
常に可能性を信じ
【どうやったらでき
るか】を考える思考

常に可能性を信じ
【どうやったらでき
るか】を考える思考

不平不満では無く常に感
謝を持って生きる思考
不平不満では無く常に感
謝を持って生きる思考

状況や環境のせいにせずに
自己責任で考える思考

状況や環境のせいにせずに
自己責任で考える思考

受身では無く、自分事で考え、
率先して行動する思考

受身では無く、自分事で考え、
率先して行動する思考

自分で自分のモチベー
ションを管理し、常にベ
ストの行動ができる人

自分で自分のモチベー
ションを管理し、常にベ
ストの行動ができる人

どんな問題もチャン
スに変えて逃げずに
向かっていける思考

どんな問題もチャン
スに変えて逃げずに
向かっていける思考



6つの思考

生産性が上がる社会人の持つ6つの思考
情熱が定義する、生産性が高い人材が共通して持つ6つの思考を定義した
もの。生産性が低い人材が持つ思考の対極に位置する思考

限界突破思考 どんな状況でもどうすればできるのかを考える思考

主体的思考 相手の期待を超えるべく自分から、自分ごとで考える思考

自己責任思考 環境や他人のせいにせず自分ができることを考える思考

モチベーション管理思考 何事も自ら目的・目標を見出し意欲を維持する思考

ポジティブ管理思考 物事の肯定的側面にフォーカスし行動へと変換する思考

感謝思考 当たり前の基準を下げ物事に感謝する思考



評価の設定方法
活躍する社会人の持つ 6つの思考 を実践すると

「自分に何か改善できる点はないだ
ろうか?」
「自分に何か改善できる点はないだ
ろうか?」

「どうすれば成果を出すために必要
な行動ができるだろうか?」
「どうすれば成果を出すために必要
な行動ができるだろうか?」 限界突破思考

自己責任思考

主体的思考

モチベーションモチベーション
管理思考

ポジティブ管理思考

「お客様の期待を超えるために常に
仕事をしよう!」
「お客様の期待を超えるために常に
仕事をしよう!」

「常に意欲を維持し行動を最大化す
るように目標設定し行動しよう!」
「常に意欲を維持し行動を最大化す
るように目標設定し行動しよう!」

「この問題を自分と会社の成⾧につ
なげるチャンスに考えていこう!」
「この問題を自分と会社の成⾧につ
なげるチャンスに考えていこう!」

感謝思考「指導してくれた先輩や会社のため
にも頑張ろう!」
「指導してくれた先輩や会社のため
にも頑張ろう!」

上記を実践できるようになるための
評価制度を入れていくことで生産性向上に繋がる!

上記を実践できるようになるための
評価制度を入れていくことで生産性向上に繋がる!



評価制度の作り方

課題として
①評価や指導の明確な基準が定められていないこと
②定めた基準が社内に浸透、運用されていないこと

つまり、、、

原因は明確な基準の作成と、社内への浸透が出来ていないこと

解決のためには、、、

社員に方向性を示す、教育や就業規則(服務規程)と連動した

明確な人事評価制度を作成することが必要



評価の方法

そのままでは抽象的な活躍するために必要な要素をより具体的な
コンピテンシーに落とし込み、測定可能な形式にすることが重要

※コンピテンシー ＝ 高い業績や評価につながる行動特性

６つの思考 コンピテンシーに落とし込んだ例

限界突破思考 職務に対して、与えられた目標を達成するために自ら施
策案を出せている。

主体的思考 自分の役割に加えてチームの目標や問題に対しての行動
を起こせている。

自己責任思考 問題が起きた際に、周りや環境のせいにせず、必ず自身
にできる改善案を出せている。

モチベーション管理思考 職務に対して、自ら目標を設定し、目標達成のために施
策案を出せている。

ポジティブ管理思考 問題解決を機会に自分とチームを成⾧する機会にしよう
という思考を持っている

感謝思考 上司や後輩に『ありがとう』という声と後輩の見本にな
るような、感謝を伝えられている



今回、社労士事務所と人事コンサル会社で評価制度
を作ってみました
 ２５×４の100点満点で能力や成績を評価できる基準があればわかりやすいの
ではないか?

 その基準は‟６つの思考”に分類して考えればよいのではないか?
 評価基準がそのまま行動規範になれば、社員に浸透する（強制）できるのでは
ないか?

 評価基準が必要なのは、やはり20名以下の会社ではないか?
 できれば安価で導入できればよいのではないか?
 導入すれば、生産性が上がる評価制度であれば本当に最高ではないか?

こちらも‟６つの思考”
で評価基準を作ってみました!

6つの思考6つの思考
25項目（標準）

の評価基準
25項目（標準）

の評価基準
行動規範への

連携
行動規範への

連携

評価２５と名付けました評価２５と名付けました



評価25の思想

そのために

・運用がしやすく・・・評価と行動規範が連動する
・圧倒的にシンプルで…少なくシンプルな項目で評価すること
・生産性向上に繋がる…社員が評価通りに行動し成果を上げる

この項目で標準25個前後の評価項目で評価を行い、
その評価基準に行動規範を “連動させて”いく制度

の導入をしていきます。

生産性があがる
６つの思考で評価
生産性があがる

６つの思考で評価
会社からの依頼業

務による評価
会社からの依頼業

務による評価
会社全体の業績と

連動した評価
会社全体の業績と

連動した評価



評価25の評価制度

 “評価２５”は標準25項目前後の「コンピテンシー」を評価基準と
して、社員の評価する評価制度です。

 そのコンピテンシーは“６つの思考”＋“業績・業務”に分類して構
成されます。

 “社員”・“主任”・“管理者”クラスの３階層の“評価基準”を策定
し、３か月~１年毎の定期的に評価していきます。

 御社独自の業績等による評価基準と組み合わせて、給与・処遇・昇格等の参考資料に
することもできます。

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

能力ユニット 評価 の た め の 基 準

限界突破思考
依頼業務に否定的なことを言わずに素直に行動している

自分自身の役割を理解し、できるようになるために取組んでいる

自己責任思考

ミスがあった時に嘘や言い訳はせずに素直に報告している

人の陰口、悪口など非難は行わない

一旦引き受けたことは途中で投げ出さずに、最後までやり遂げている。

主体的思考
自分ができることを探し雑務も率先して行っている

『はい！』と元気よく答え、率先して行動する

モチベーション管

理思考

お客様や上司、仲間に悪影響を及ぼす表情、態度をしない

日々の仕事を感情や気分に左右されずに仕事に取り組んでいる

ポジティブ管理思

考

問題発生時にすぐに必要関係者に報告し、後回しにしない

問題発生時に後回しせずに問題解決に向けて動ている

感謝思考
ミスをした時に、反省し、謙虚に指導を受け入れている

会社・上司・取引先などの様々な方に対して感謝の気持ちを伝えている

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

能力ユニット 評価 の た め の 基 準

限界突破思考
依頼業務に否定的なことを言わずに素直に行動している

自分自身の役割を理解し、できるようになるために取組んでいる

自己責任思考

ミスがあった時に嘘や言い訳はせずに素直に報告している

人の陰口、悪口など非難は行わない

一旦引き受けたことは途中で投げ出さずに、最後までやり遂げている。

主体的思考
自分ができることを探し雑務も率先して行っている

『はい！』と元気よく答え、率先して行動する

モチベーション管

理思考

お客様や上司、仲間に悪影響を及ぼす表情、態度をしない

日々の仕事を感情や気分に左右されずに仕事に取り組んでいる

ポジティブ管理思

考

問題発生時にすぐに必要関係者に報告し、後回しにしない

問題発生時に後回しせずに問題解決に向けて動ている

感謝思考
ミスをした時に、反省し、謙虚に指導を受け入れている

会社・上司・取引先などの様々な方に対して感謝の気持ちを伝えている

“評価25”
25項目の評価基準

＆ 業績等の
別評価基準
業績等の

別評価基準

給与
処遇

昇降格
賞与 への反映

御社独自の評価
も活かす

御社独自の評価
も活かす



評価２５の特徴～評価基準を社員の行動規範へ

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

能力ユニット 評価 の た め の 基 準

限界突破思考
依頼業務に否定的なことを言わずに素直に行動している

自分自身の役割を理解し、できるようになるために取組んでいる

自己責任思考

ミスがあった時に嘘や言い訳はせずに素直に報告している

人の陰口、悪口など非難は行わない

一旦引き受けたことは途中で投げ出さずに、最後までやり遂げている。

主体的思考
自分ができることを探し雑務も率先して行っている

『はい！』と元気よく答え、率先して行動する

モチベーション管

理思考

お客様や上司、仲間に悪影響を及ぼす表情、態度をしない

日々の仕事を感情や気分に左右されずに仕事に取り組んでいる

ポジティブ管理思

考

問題発生時にすぐに必要関係者に報告し、後回しにしない

問題発生時に後回しせずに問題解決に向けて動ている

感謝思考
ミスをした時に、反省し、謙虚に指導を受け入れている

会社・上司・取引先などの様々な方に対して感謝の気持ちを伝えている

【就業規則の服務規定への展開例】

• 依頼業務に否定的なことを言わずに素直に行
動すること。

• ミスがあった時に嘘や言い訳はせずに素直に報
告すること。

• 人の陰口、悪口など他の社員を非難は行わ
ないこと。

• 自分ができることを探し雑務も率先して行うこ
と。

• お客様や上司、仲間に悪影響を及ぼす表情、
態度をしないこと。

• 問題発生時にすぐに必要関係者に報告し、
後回しにしないこと。

• ミスをした時に、反省し、謙虚に指導を受け入
れること。

• 会社・上司・取引先などの様々な方に対して
感謝の気持ちを伝えること。

評 価 基 準 ＝ 会 社 の ル ー ル
評価項目をそのまま会社の行動規範に展開することができる。
行動規範を遵守すれば高い評価が得られることになる。

評 価 基 準 ＝ 会 社 の ル ー ル
評価項目をそのまま会社の行動規範に展開することができる。
行動規範を遵守すれば高い評価が得られることになる。



導入スケジュール

1. 構築期 （2－6か月）
 現状のヒアリング＆調査
 現在の評価基準の精査（なければ標準案の提案）
 標準評価基準構築
 就業規則変更案の作成
 （現在の全社員の月給の把握＆標準賃金テーブル構築）→給与設計オプション利用

の場合
2. 導入期 （2－3か月）

 幹部や管理者への説明と理解とプレ評価
 評価者のトレーニング
 全体会での説明
 就業規則の施行

3. 運用期
 被評価者＆評価者のトレーニング（オンライン）
 実際の評価
 導入後ブラッシュアップ（評価基準の運用を通じ）
 評価基準の改定案の作成



評価の効果を高める方法

評価制度実施スケジュール
評価面談とは、社員の成⾧を促し、モチベーションを高めることができ
るタイミングです。本来はできる限り細かく行ったほうが良いものです。
目安としては、評価の面談について、3か月に1回(年4回)の評価面談が
最も効率が良くなると言われています。

本評価面談
評価面談
目標設定

中間評価面談
目標進捗確認
評価面談
目標修正

中間評価面談
目標進捗確認
評価面談
目標修正

中間評価面談
目標進捗確認
評価面談
目標修正

本評価面談
評価面談
目標設定

3か月3か月 3か月3か月 3か月3か月 3か月3か月



実際に評価を運用していくにあたって必要な【評価シート】の作成や
社員全員に配り、理解と運用ができるような【人事評価冊子（ガイドライン）】を
作成していく支援をこちらで行います。

また、上記の資料など一式がそろいましたら新人事評価制度を全社員に説明する
導入説明会を行うための企画と当日は設計に携わった第三者として説明捕捉に
入り、全社員の納得度を上げると共に疑問解消を行っていきます。

人事評価冊子の策定、新人事評価の導入説明会、運用フォロー

スムーズな導入支援と
その後の運用フォローも

行います

スムーズな導入支援と
その後の運用フォローも

行います



料金体系 初期費用モデルとサブスクリプションモデル 2種類から選べます

項 目項 目 数 量数 量単 価単 価 合計（税抜）合計（税抜）

評価制度構築
（資料作成含む）
評価制度構築

（資料作成含む）
11¥300,000¥300,000 ￥300,000￥300,000

フォロー
（教育・運用支援）

フォロー
（教育・運用支援）

12ヵ月12ヵ月¥25,000¥25,000 ￥300,000￥300,000

合 計合 計 ￥600,000￥600,000

（標準的な給与体系構築オプション ＋￥100,000）

12ヵ月12ヵ月¥65,000¥65,000 ￥780,000￥780,000

評価制度構築（資料作成含む）
フォロー（教育・運用支援）

給与体系構築

評価制度構築（資料作成含む）
フォロー（教育・運用支援）

給与体系構築

①①

②②

初期費用＋運用費モデル

サブスクリプションモデル（こちらは給与体系構築が標準になります。）



まとめ～評価における重要ポイント
評価の導入における重要ポイント

① 納得のいく評価基準の作成

② 社内に共通認識として浸透させる

③ 社員が評価で求めることを体現しやすい環境を整える

評価制度を実施するにあたり、社員の方が納得をして参加をすることが
必要不可欠になります。そのため、評価基準の設定の段階から、評価と給
与がしっかり連動する制度にすることで納得いく評価基準になります。

社全体に評価制度を浸透させていくためには、評価基準を社の共通認識と
することが必要になります。先輩社員からのフィードバック時に評価基準
と紐づけたフィードバックを行うなど、常日頃から評価基準を意識するこ
とが重要です。

社員が評価基準で求める内容を体現できるようにするためには、
社員の方に求めるものを明示することが必要です。評価基準として定める
だけでなく、教育の方針や、服務規程等の社内ルールに評価基準を紐づけ
ることで、社員が体現を目指しやすい環境を整えることができます。



ぜひ、
‟評価２５”

の導入をご検討ください

御社とともに
‟生産性” ‟業績”

を上げていきたいと思います。

最後に



株式会社情熱

首里社会保険労務士法人

〒150-0045
東京都渋谷区神泉町21-3 渋谷YTビル02-4階
TEL:03-6407-0388 FAX:03-6407-0389
URL:https://www.jyounetsu.co.jp/

〒150-0042
東京都渋谷区宇田川町2-1
渋谷ホームズ323号室
TEL:03-6452-5732 FAX:03-6735-4880
URL:https://www.shurisr.info/


