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1. 大学マネジメント・業務スキル基準表作成の背景 
 

NPO 法人 実務能力認定機構(ACPA )は、実務能力認定制度の普及を通じて、大学授業が包含するスキ

ルの明確化＜講座認証＞を行い、社会が求める人材の育成支援やスキルアップ・キャリア形成を支援す

る団体として、2003 年 産官学の賛同を得て設立されました。 

この活動の基盤として、経済界や各種業界団体の人材要件を分析し、職種に求められる実務能力の洗

い出しを行い、職種・職務で必要とされる知識・スキル項目を体系的にまとめ、実務能力基準表として

公開しています。現在までに策定した実務能力基準表は以下の通りです。 

2006 年度 「IT 分野」実務能力基準表(Ver1.0)公開開始 

2007 年度 「ビジネス分野」実務能力基準表(Ver1.0)公開開始 

2009 年度 「語学(英語)分野」実務能力基準表(Ver1.0)公開開始 

2011 年度  大学マネジメント・業務スキル基準表(Ver1.0)策定 

2012 年度 「社会人リテラシー」実務能力基準表(Ver1.0)公開開始 

 

この度 大学マネジメント・業務スキル基準表を公開するに当たり、その背景をご説明します。 

 

近年、大学経営を取り巻く環境はますます厳しさを増し、社会のニーズに応えられる大学の運営が求

められています。18 歳人口減少に伴う大学間競争の激化、教育・研究の高度化、グローバル化に伴う国

際化への対応、大学生の就職率等々の課題に対処するために、大学経営における新しい役割を担う大学

職員の育成が重要になっています。大学職員の育成・評価、個人の自己啓発の活性化、組織の活性化等

を推進するための各種仕組みづくりと共に、その基本情報として大学運営業務に関する知識・スキルの

体系化が必要となります。 

大学では、専任職員に加えて嘱託、派遣社員、委託先スタッフなどさまざまな立場の人が日々の大学

運営業務に当たっており、業務の標準化を図り効率的な組織運営を推進する必要があります。 

このためには大学組織の中にはどのような仕事があり、職員一人ひとりは実際にどのような仕事をし

ているのか、その仕事を遂行する上で必要とされる知識、スキルは何か、また、それぞれの業務・仕事

の難しさ（難易度）はどの程度か等々について統一された形式で記述された学務業務に関するスキル基

準表が求められていました。 

一方、全く異なる流れとして、社会の要請に応えるべく大学がさまざまな取り組みを行う必要から、

従来の学務業務を超えた分野での専門職能の組織化や学外組織との連携など、大学運営業務が高度化、

多様化、複雑化してきており、業務構造改革の必要性に迫られてきています。 

このような状況において、大学職員の仕事は何なのかということが改めて問われるようになり、職員

一人ひとりがもっている大学運営に必要なスキルの把握、また個々人の能力や経験を大学運営に活かす

人事政策の基本情報として、大学運営に必要なスキルを網羅した基準表が必要となります。 

ACPA は、東京大学、法政大学、早稲田大学の人事部門および各種大学運営部門、また人材育成の経

験豊富な企業研修部門のご協力いただき「大学マネジメント・業務基準表検討ワーキング会議」を設置

して大学職員業務の体系化作業を進めてまいりました。 

大学運営業務全体を網羅した「大学マネージメント・業務スキル基準表」を各大学の組織力強化、人

材育成のツールとして大学関係者にご活用いただきたいと考えております。 
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2. 目的と活用方法 
 

 

 

 

 

 

①自学の業務全体像の把握 

スキル基準表は、大学全体の運営業務を 21 カテゴリ、180 の業務機能に分類し、業務内容を構成

する処理機能、処理機能の構成要素のレベルまで細分化しています。 

このデータを活用し、自学の業務に関し以下の内容を理解できると共に業務マニュアル等の基礎資

料となります。 

 (1)大学組織の中にはどんな仕事があり、職員一人ひとりは実際にどのような仕事をしているのか 

(2)その仕事を遂行する上で必要とされる知識、スキルは何か 

(3)それぞれの業務・仕事の難しさ（難易度）はどの程度か 

 

②業務機能ごとに必要な知識・スキルを体系化 

業務機能ごとに必要な知識と処理機能について、具体的内容を PDCA サイクルを意識して整理し体

系化しています。 

また、それぞれの処理機能に関して、「対応すべき職員区分」(派遣/一般嘱託/専任嘱託/専任職員)、

および役職別(補助者/主担当/リーダー/課長)に「必要とされるスキルレベル」を提示しています。 

このデータを業務分析および個人スキルレベル評価の対比指標として活用し、業務効率化や人材育

成の方向性を検討するうえで役立てることができます。 

 

③業務分析を通した業務改革の着手 →業務の高度化と効率化検討、要員配置計画の基礎資料 

  部門ごとの業務役割分析シートに担当業務、業務担当者を記載することで、現状業務の役割と担い

手を明らかにし、現状業務の弱点をあぶり出すと共に「対応すべき職員区分」との差異分析を行えま

す。 

この資料は、専任職員の業務高度化に向けた定型業務運営体制の再検討や要員配置計画の基礎資料

として活用することができます。 

 

④スキルレベル評価に基づく人材育成 →人材育成計画の基礎資料 

  各部門の担当業務に対する担当者のスキルレベルを評価することができ、「必要とされるスキルレ

ベル」との差異分析を行えます。 

  この資料に基づき、個々の職員のスキルレベルとその役割が妥当かどうかを分析することができま

す。つまり個々の職員が担当している業務についての業務遂行度合いが、組織(業務担当部門)で求め

る業務遂行度合いと見合っているかを客観的に分析できます。 

組織レベルとして、個々人の研修、育成計画を検討する際の具体的かつ共通の指標として活用する

ことが可能になると共に、当該組織の各職員の業務の分担・配置等が適正にマネジメントされている

かどうかの評価指標としての活用もできます。 

～ 大学マネジメント・業務スキル基準表(以下「スキル基準表」という)の活用で目指すこと ～ 

「スキル基準表により、職員が担うべき業務機能の全体像を可視化し、必要なスキルや知識情

報を整理することで、網羅的・体系的な業務一覧を把握でき、業務の分析や人材の適正配置等の

組織力強化および個々人の育成に寄与すること」をねらいとしています。 
④ 

③ 

② ① 
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 スキルの評価・育成 

業務の役割 

補助者 主担当 リーダー 課長 

 

 

 

 

派遣     

嘱託     

専任職員     

外部委託     

業務の基本単位は、業務機能＜中項目＞です。 
業務機能は、PDCA サイクルを意識した処理機能＜小項目＞で構成されています。 

業務ごとに「対応すべき職員区分」

を明確にすることで業務効率化の検

討が可能です。 

個人の業務遂行能力(スキルレベル)を明

らかにし、育成目標を共有化します。 

ご参考 

＜事例＞ 人事政策立案 

＜事例＞  
人事政策立案方法の理解 

＜事例＞  
中長期人事政策の策定 

＜事例＞  
要員政策の策定 
人事制度の策定 
人事制度の変更 

＜事例＞  
人事政策立案の評価 

職
員
区
分 

業
務
の
効
率
化 

業務カテゴリ：010 法務・総務 

業務カテゴリ：020 人事・労務 

業務カテゴリ：030 財務 

業務カテゴリ：040 教務 

大学全体の業務を 21 のカテゴリ、180 の業務機能で 
体系化しています。 

あるべき姿 
現状分析 

【スキルレベル評価シート】 

【業務役割分析シート】 
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3. スキル基準表構成資料の概要 
大学マネジメント・業務スキル基準表は以下の 4 つの資料で構成されています。 

ACPA は、各資料のひな型データを無償提供しています。それぞれの大学では、自学の状況に合わせて

ひな型データをカスタマイズして活用ください。 

  大学全体スキルマトリクス           スキル項目説明書 

   部門別業務役割分析シート【ひな型】      部門別スキルレベル評価シート【ひな型】 

 

① 大学全体スキルマトリクス         → 【資料 1】(P17～18) 

・タテ軸に大学全体の業務を 21 カテゴリ、180 区分(業務機能)で示し、ヨコ軸に大学業務部門を 

配置し、その交点で担当部門の業務機能を表わします。大学全体の業務と各部門の業務の関連 

性を俯瞰することができます。 

   ・タテ軸の業務機能は、大学組織にある業務(附属病院を除く)をほぼ網羅しています。 

   ・「190 マネジメント」「200 部門共通業務」「210 共通スキル」の 3 つのカテゴリは全ての部門に 

    共通する業務機能として位置づけています。 

・タテ軸とヨコ軸の交点をプロットして担当部門の業務機能を表わします。 

 ◎印：主担当部門または部門共通で必要な業務機能を表わします。 

 ○印：関連業務機能を表わします。 

 

② スキル項目説明書             →【資料 2】【資料 3】【資料 4】(P19～21) 

・大学全体の業務を、カテゴリ / 中項目(業務機能) / 小項目(処理機能) / 要素(作業項目)の４階層 

で構成し、業務の枠組みと詳細内容を示します。既存の組織に基づいて作成される業務分担表 

とは異なり、「大学にはどのような業務が存在するか」という視点で、スキルマトリクスと同様 

に 21 のカテゴリ、180 の中項目(業務機能)に分類しています。 

・以下にスキル項目説明書の内容解説をします。 

❶ ❷ ❸ ❹ ❻ ❺ 

❿ 

❼ 

❽ ❾ 

➊カテゴリ 

  ・業務の大分類（法人・総務、人事、財務、教務、入試、学務、学術情報、研究推進等） 21 分類 

  ・各部門の共通業務として「190 マネジメント」と「200 部門共通業務」、大学の業務に従事する上で 

必要とされる「210 共通スキル」を学内共通のカテゴリとして分類しています。 

自学の目標値を設定 

①  ② 

③  ④ 
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❷中項目(業務機能) 

・カテゴリを構成する業務機能（カテゴリが人事の場合は人事政策立案、教員人事、職員人事等） 

・業務としての基本単位であり、180 の業務機能に区分 

・各中項目名の右側「スキル内容」欄には、業務の概要を記載しています。 

・各カテゴリの最初の中項目は、カテゴリ領域に関する政策立案業務となっています。 

最初の中項目名称：「〇〇政策立案」 

 ❸小項目(処理機能) 

・業務機能を構成する処理機能 

・各中項目を構成する小項目群は、PDCA サイクル(Plan→Do→Check→Act)を意識し、次のような順で 

記載しています。 

最初：中項目(業務機能)を処理する上で必要とされる知識項目がまとめられたもの。 

名称は基本的に「○○の理解」となっています。視覚的に分かりやすいように二重線で 

囲まれています。 

    ２番目以降：その業務を処理する順序に記載   

例）○○企画立案(Plan) → 処理機能内容(Do)、処理機能内の改善(Act) 

    最後：中項目(業務機能)全体に対する評価(Check)改善(Act) 

  ・担当者がある業務を担当する際、概ね小項目(処理機能)単位での分担が想定されます。 

 ❹要素(作業項目・知識項目) 

  ・処理機能を実行するために必要な作業項目（スキル、知識項目の最小単位） 

 ❺スキル内容 

・作業項目(要素)に対する知識・スキルの内容を記述 

 ❻難易度（1,2,3,4） 

・当該要素（作業項目）の難易度を示す。難易度の目安として以下の４段階で設定します。 

-難易度１：その作業項目(要素)を担当して１年程度でできるレベル 

-難易度２：その作業項目(要素)を担当して３年未満でできるレベル 

-難易度３：その作業項目(要素)を３年以上経験してできるレベル 

-難易度４：その作業項目(要素)における高度な専門性が必要なレベル 

 ❼CD：小項目に対するコードナンバー(9 桁) 

・付与内容：カテゴリ 3 桁+中項目 3 桁+小項目 3 桁 

 ❽必要とされるスキルレベル(目標)  

・役割区分の定義 

補助者：担当業務の補助者もしくは副担当者 

主担当：担当業務の主務者 

リーダー：担当業務のリーダ 

課長：管理職（課長・副部長級） 

  ・スキルレベルは 4 段階(1～4)で設定しています。 

    -スキルレベル 1：小項目を構成する要素のうち、難易度 1 の要素を全て独力で遂行できる 

    -スキルレベル 2：小項目を構成する要素のうち、難易度 1～2 の要素を全て独力で遂行できる 

    -スキルレベル 3：小項目を構成する要素のうち、難易度 1～3 の要素を全て独力で遂行できる 

    -スキルレベル 4：小項目を構成する要素のうち、難易度 1～4 の要素を全て独力で遂行できる 
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スキルレベルの設定方法は P11 にてご説明します。 

初期設定は参考値です。各大学にて目標値をご検討ください。 

 ❾対応すべき職員区分 

・職員区分の定義 

    派遣社員：専任職員（等）の指示および業務マニュアルに基づき、軽易な業務を行う者 

   一般嘱託：職制上の長（等）の指示に基づき、状況に応じた判断が必要な定型的、かつ、 

        定常的な業務を行う者 

   専門嘱託：特定の業務領域について、豊富な経験・知識、熟練した技能、公的な資格等を 

有し、専門的な業務を行う者 

   専任職員：定型的・定常的な業務に加え、サービス型業務、意思決定支援業務、高度専門的 

        な管理運営業務、プロジェクト推進等を行う者 

・作業項目(要素)ごとに対応すべき職員区分に「〇」を表示しています。 

初期設定は参考値です。各大学にて対応者の設定区分をご検討ください。 

 ❿外部委託 

  ・契約に基づき外部業者へ委託可能な業務 

  ・外部委託化が可能な業務に「〇」を表示しています。 

設定内容は参考値です。各大学にて外部委託化業務の設定区分をご検討ください。 

 

 

③  部門別業務役割分析シート【ひな型】    → 【資料 5】(P22) 

・部門別業務役割分析シート【ひな型】は、当該部門で担当している業務について、「必要とされ 

るスキルレベル(目標)」と「対応すべき職員区分」「外部委託」を提示しています。 

 ☞ 「対応すべき職員区分」と「外部委託」は、スキル項目説明書では作業項目(要素)ごとに 

一つ対応しますが、 部門別業務役割分析シートは処理機能(小項目)単位でまとめて提示 

しています。 

・ACPA ではカテゴリ分けした以下のひな型書式を提供します。担当部門の業務内容に該当する 

書式と項目を選択し部門別書式を作成下さい。 

 

・作成した表に現業分担者とその職員区分を記入することで、各個人の顔をイメージしながら、 

業務内容と役割、スキルレベル、対応区分を整理して業務運営の効率化に向けた基礎資料とし 

て活用することができます。 

 

シート名 構成内容 

010 法務・総務 010 法務・総務 + 190 マネジメント+200 部門共通業務+210 共通スキル 

020 人事・労務 020 人事・労務 + 190 マネジメント+200 部門共通業務+210 共通スキル 

030 財務 030 財務 + 190 マネジメント+200 部門共通業務+210 共通スキル 

040 教務 040 教務 + 190 マネジメント+200 部門共通業務+210 共通スキル 

050 入試 050 入試 + 190 マネジメント+200 部門共通業務+210 共通スキル 

060 学務 060 学務 + 190 マネジメント+200 部門共通業務+210 共通スキル 

060 学務 060 学務 + 190 マネジメント+200 部門共通業務+210 共通スキル 

070 教育研究支援 070 教育研究支援 + 190 マネジメント+200 部門共通業務+210 共通スキル 
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080 学術情報 080 学術情報 + 190 マネジメント+200 部門共通業務+210 共通スキル 

090 研究推進 090 研究推進 + 190 マネジメント+200 部門共通業務+210 共通スキル 

100 国際化推進 100 国際化推進 + 190 マネジメント+200 部門共通業務+210 共通スキル 

110 学生生活支援 110 学生生活支援 + 190 マネジメント+200 部門共通業務+210 共通スキル 

120 文化推進 120 文化推進 + 190 マネジメント+200 部門共通業務+210 共通スキル 

130 情報化推進 130 情報化推進 + 190 マネジメント+200 部門共通業務+210 共通スキル 

140 キャンパス整備 140 キャンパス整備 + 190 マネジメント+200 部門共通業務+210 共通スキル 

150 広報 150 広報 + 190 マネジメント+200 部門共通業務+210 共通スキル 

160 校友支援 160 校友支援 + 190 マネジメント+200 部門共通業務+210 共通スキル 

170 募金 170 募金 + 190 マネジメント+200 部門共通業務+210 共通スキル 

180 エクステンション 180 エクステンション + 190 マネジメント+200 部門共通業務+210 共通スキル 

0 全体 010 法務・総務 ～ 210 共通スキル 

 

 

④ 部門別スキルレベル評価シート【ひな型】  → 【資料 7】(P24) 

・ACPA が提供する部門別スキルレベル評価シート【ひな型】書式に部門別業務役割分析シート 

で作成した該当項目をコピーして部門別スキルレベル評価シートを作成します。 

 

・個人のスキルレベルは業務の遂行能力を表わす数値です。スキルレベルの評価は、個々の職員 

が担当する業務の小項目(処理機能)を構成する作業（要素）の遂行状況から判断します。これに 

よって個々の職員が担当している業務のスキルレベル(業務遂行能力)と、業務担当部門で役割 

ごとに求められる「必要とされるスキルレベル(目標)」との差異が分析できます。 

・現在のスキルレベル(業務遂行能力)を本人と上司が相互確認を行うことで、人材育成計画の基礎 

資料として活用することができます。 
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4. 活用手順 
 

項目 貴学の作業内容 作成物 

◆業務全体の見える化とあるべき姿の共有化 

 

スキル項目説明書の編集 

 

ACPA 提供の「スキル項目説明書」のデータを

活用し、自学に適応させて編集を行う。 

・業務機能等の加筆修正 

・「必要とされるスキルレベル(目標)」と 

「対応すべき職員区分」「外部委託」の設定値の 

見直し 

 

スキル項目説明書【自学

版】 

   
 

 

大学全体スキルマトリクスの

編集 

 

ACPA 提供の「大学全体スキルマトリクス」の

データを活用し、自学に適応させて編集を行

う。 

・業務機能(タテ軸)をスキル項目説明書の編集内容 

に対応させる 

・大学業務部門(ヨコ軸)に自学運営組織名称を記入 

・タテ軸とヨコ軸の交点に主担当部門、関連部門 

をプロットする 

 
大学全体スキルマトリ 
クス【自学版】 

 

◆部門における業務役割の現状分析  →業務切り分け、配置計画への反映 

 

部門別業務役割分析シートの

作成 

 

部門ごとに「業務役割分析シート」を作成する。

・ひな型書式の業務機能(タテ軸)をスキル項目説明書

の編集内容に対応させる 

・タテ軸に自部門の業務機能を選択し、自部門の分

析シートを作成する 

・現状の現業分担氏名と職員区分を記入 

 

 

部門別業務役割分析シー

ト 

 

◆部門における各個人の業務遂行能力(スキルレベル)の評価  →人材育成計画への反映 

 

部門別スキルレベル評価シー

トの作成 

 

部門ごとに「スキルレベル評価シート」を作成

する。 

・ひな型書式に自部門の業務役割分析シートから 

必要部分をコピーして評価シートを作成する 

・各担当者は該当処理機能(小項目)ごとにスキル 

レベルを自己評価する 

・上司は各担当者のスキルレベルをチェックし、 

本人にフィードバックのうえ育成目標の共有化 

を図る 

 
 
部門別スキルレベル評価

シート 

 

1 

2 

3 

4 
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5. 貴学作業内容の詳細 
○「スキル項目説明書」と「大学全体スキルマトリクス」は全学組織運営の情報収集が可能な統括 

部門やワーキンググループ等が中心となり、統一的な判断基準で作成することが望まれます。 

ただし、スキルマトリクスの部門プロットは、各部門のライン管理職が作成します。 

○「業務役割分析シート」と「スキルレベル評価シート」は、原則としてラインの課長級管理職が 

作成し、学部事務所では事務長が作成します。また、担当課長および調査役は自らの担当業務に 

ついて作成します。 

○スキルレベルの評価は、各職員が自己評価した内容をベースに管理職が見直しを行って完成させ 

ます。 

 

スキル項目説明書の編集  →【資料 4】(P21) 

・自学の業務形態を踏まえ業務関連項目を編集する。(追加・修正・削除) 

・編集内容連絡書式を作成のうえ、検討手順等の運営ルールを予め周知し運営します。 

 

・「必要とされるスキルレベル(目標)」「対応すべき職員区分」「外部委託」の設定内容は参考値です。 

自学の状況を考慮し目標値を設定ください。 

 ★必要とされるスキルレベル(目標)：当該処理機能(小項目)に関してどの程度の業務遂行能力が期待 

                  されているか。 

 ★対応すべき職員区分：どの職員が対応すべき作業(要素)なのか。 

 ★外部委託：経営効率を高めるために外部委託できる業務なのか。 

 

   ■必要とされるスキルレベル(目標)の設定方法について 

スキルレベルは、当該小項目について担当部門の役割ごとに要求する(目標とする)業務遂行の 

程度を以下の 4 段階で設定します。 

スキルレベル 1 難易度 1 の要素が実行できる 小項目を構成する要素のうち、 

難易度 1 の要素を全て独力で遂行できる 

スキルレベル 2 難易度 2 までの要素が実行できる 小項目を構成する要素のうち、 

難易度 1～2の要素を全て独力で遂行できる

スキルレベル 3 難易度 3 までの要素が実行できる 小項目を構成する要素のうち、 

難易度 1～3の要素を全て独力で遂行できる

スキルレベル 4 難易度 4 までの要素が実行できる 小項目を構成する要素のうち、 

難易度 1～4の要素を全て独力で遂行できる

    ☝「難易度」と「スキルレベル」について 

      難易度     業務(スキル項目説明書の各要素)そのものの難易度を設定 

      スキルレベル  人(業務担当部門の役割)に必要とされる業務遂行能力として設定 

 

 

 

 

 

＜注意事項＞ 

 ・担当業務(小項目/処理機能)に対する役割ごとのスキルレベルの付与は、担当業務を構成

する「要素」の「難易度」が上限となります。どのような役割であっても、当該業務の

難易度以上のスキルレベルを付与することはできません。 

1 
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大学全体スキルマトリクスの編集 

・タテ軸の業務機能は、スキル項目説明書の編集内容に対応させて編集します。 

・ヨコ軸の大学業務部門は、部門別業務役割分析を行う運営組織単位で設定します。 

 

以下は、部門別業務役割分析シートの作成時に各部門が実施します。 

・各部門にてスキル項目説明書の記述内容を参照し、タテ軸とヨコ軸の交点に担当業務(◎印、〇印) 

 を記入します。 

 

＊上記作成過程で、各部門がスキル項目説明書の内容に修正必要事項を見つけた場合は、 

編集内容連絡書式にて運営ルールに沿って修正を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

190 マネジメント 

200 部門共通業務 

210 共通スキル 

自学の業務部門に置き換えて編集 

自学の業務機能を追加修正 
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    部門別業務役割分析シートの作成  →【資料 6】(P23) 

・ひな型書式タテ軸の業務機能を、スキル項目説明書の編集内容に対応させて編集します。 

 

・18 カテゴリに分類されたひな型書式の中から、自部門の担当業務に対応する書式を選択します。 

選択したカテゴリ外の業務機能が必要な場合は、別のひな型書式からコピーして自部門に合っ

た書式を作成します。 

 

・作成した書式に現状の現業分担者と職員区分、外部委託の状況を記載します。 

   ☆現業分担者氏名 →小項目ごとに該当者氏名を記入 

   ☆職員区分 →上記該当者の職員区分に「〇」 

   ☆外部委託 →実施済に「〇」、実施検討に「●」を記入 

 

 

・部門別業務役割分析シートは、当該部門で担当している業務について、担当部門のメンバーの

役割ごとに担当業務(小項目/処理機能)に「必要とされるスキルレベル(目標)」と「対応すべ

き職員区分」を示します。 

現状の職員対応状況を反映することで、各個人の顔をイメージしながら、業務内容と役割、ス

キルレベル、対応職員区分を関係づけて整理することができ、あるべき姿と現実との差異を分

析する基準となります。 

要員の再配置、業務分担の最適化、計画的な人材育成等の計画立案に役立てることが重要です。 

☞外部委託化の推進、業務切り分けの推進(定型業務への派遣職員・一般嘱託職員配置、高付

加価値業務への専任職員シフト) 

☞業務のスキルレベルと職員の役割構成とのバランス(雇用形態に照らし適切な業務遂行が

行われているか等)を判断する材料とすることで、業務効率化を推進 

☞各役割に求められる業務内容とスキルレベルが明確になるので、業務マニュアルの作成が

可能となり、OJT を通じた育成指導に繋がります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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部門別スキルレベル評価シート  → 【資料 7】【資料 8】(P24～25) 

   ・ひな型書式の参照項目(カテゴリ/中項目/小項目/CD/現状の現業分担表/必要とされるスキルレベ

ル)に自部門の業務役割分析シートに記載されている該当項目をコピーします。 

 

   ・各担当者は、自分が担当する処理機能(小項目)について、以下に示す評価方法に基づきスキル

レベルを自己評価して書式に記入します。 

 

   ・上司は各担当者のスキルレベルをチェックし、本人にフィードバックのうえ、スキル育成の方

向性や取組みを共有化します。 

 

   ・個人のスキルレベルは業務の遂行能力を表す数値です。スキルレベルは、個々の職員が担当す

る業務の小項目(処理機能)を構成する作業（要素）の遂行状況から評価します。 

これにより個々の職員が担当している(担当していた)業務のスキルレベル(業務遂行能力)と、業

務担当部門で役割ごとに求められる「必要とされるスキルレベル(目標)」との差異が分析でき

ます。これらは要員配置計画、人材育成計画等を行う上での参考データとして使うことができ

ます。 

 

 

 

 

■スキルレベル評価方法 

職員個々人が担当している業務の小項目(処理機能)に対するスキルレベルは、スキル項目説明

書の小項目を構成するどの要素(作業項目)が遂行できるかどうか、ということにより評価しま

す。 

 

スキルレベル 0 難易度 1 の要素が実行できない 小項目を構成する要素のうち、 

難易度 1 の要素が独力で遂行できない 

スキルレベル 1 難易度 1 の要素が実行できる 小項目を構成する要素のうち、 

難易度 1 の要素を全て独力で遂行できる 

スキルレベル 2 難易度 2 までの要素が実行できる 小項目を構成する要素のうち、 

難易度 1～2 の要素を全て独力で遂行できる 

スキルレベル 3 難易度 3 までの要素が実行できる 小項目を構成する要素のうち、 

難易度 1～3 の要素を全て独力で遂行できる 

スキルレベル 4 難易度 4 までの要素が実行できる 小項目を構成する要素のうち、 

難易度 1～4 の要素を全て独力で遂行できる 

 

 

 

 

4 
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＜解説＞  

例えば、小項目 A が A1～A6 の 6 つの要素から構成されていて、それぞれの要素の難易度が下記(左

図)のように定義されている場合、遂行できる要素に応じて、下記(右図)のような方法で職員個々人の

小項目に対するスキルレベルを評価します。 

 

 

 スキルレベル評価の事例  →【資料 8】(P25)同時参照 

 

 

  人事課のリーダーである阿部さんは、「要員政策の策定」という業務を担当しており、この業務の

スキル評価自己申請ではスキルレベル 3 を申請した。その後、課長との上司面談で、要素 030(難易度

3)は良いが、要素 060(難易度 3)の課題を指摘されたためスキルレベル 2 という評価になった。 

  阿部さんは、「要員政策の策定」に関して要素 010～050 まで行える業務遂行能力はあるので、要素

060 の課題がクリアできればスキルレベル 3 と評価されます。 

 

  阿部さんの役割はリーダーであり、「要員政策の策定」に関してリーダーに求めるスキルレベルは

“3”と定義されていますので、阿部さんのスキルレベル“2”は、組織(業務担当部門)が求めるスキ

ルレベルより劣ることになります。 

  上司面談において、課長からは課題を踏まえた指導があり、阿部さんは OJT で具体的に実践をする

ことになりました。 

 

  なお、仮に阿部さんが、要素 010~060 の中で要素 040(難易度 2)が遂行できていないと評価された

場合は、難易度 1 までの要素が遂行できているということで、スキルレベル 1 となります。 
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学内での進め方について 

 

以下の実施案をたたき台として各大学にてご検討ください。 

 

実施内容 関係部門等 

〇(仮称)職員業務改革ワーキンググループ(ＷＧ)の設置 

  ・勉強会実施 

→「大学全体スキルマトリクス」「スキル項目説明書」

の編集実施 

  ・活動計画書(活用目的、スケジュール、実施手順、 

運営管理ルール等)の策定 

人事部門 + 部門代表管理職 

〇管理職全員を対象とした説明会実施 

  ・全体概要について 

  ・部門別業務役割分析シートの作成について 

  ・分析資料等を活用した施策展開について 

人事部門 → 管理職全員 

個別対応：ＷＧメンバー 

〇部門ごとに「業務役割分析シート」を作成のうえ人事部門へ 

提出 

 

＊部門内にて管理者が担当者ヒアリング等状況把握 

管理職全員 → 人事部門 

 

 

管理職 ⇄ 担当者 

 ☞ 業務運営の効率化検討 

 

人事部門、各部門 

〇管理職全員を対象とした説明会実施 

  ・部門別スキルレベル評価シートの作成について 

  ・分析資料等を活用した施策展開について 

人事部門 → 管理職全員 

個別対応：ＷＧメンバー 

〇部門内にて管理職が担当者へ「スキルレベル評価」の仕組み 

を説明を作成指示 

 

○各担当者がスキルレベルを自己評価し上司へ提出 

 

○上司が各担当者のスキルレベルをチェックし、本人にフィード

バックのうえスキル育成目標の共有化を図ります 

○「スキルレベル評価分析シート」を人事部門へ提出 

 

管理職 → 担当者 

 

 

担当者 → 管理職 

 

管理職 ⇄ 担当者 

 

管理職全員 → 人事部門 

 ☞ 経営計画、人材育成計画への反映 

    人事施策、SD プログラムなど 

経営部門、人事部門 
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6. ACPA 団体概要 

 

団体名：特定非営利活動法人 実務能力認定機構（略称：ACPA） 

     （英文名：Accredition Council for Practical Abilities） 

 

 

設 立 ： 2002 年「大学における実務教育及び実務能力認定に関する研究会」発足 

オブザーバ：文部科学省、経済産業省、厚生労働省、総務省、内閣官房 

2003 年 内閣府より NPO 法人として認証 

2008 年 国際的質保証認定機関「INQAAHE」加盟（学位授与機構に続いて日本で 4 機関目） 

 

活動目的 企業・大学など教育機関・官公庁の賛同のもと、新しい教育システムと実務能力認定 

制度を確立し、社会が求める人材の育成を支援することをミッションとして掲げ活動し

ています。 

 

主な事業 ・実務能力認定制度に係わる調査・研究 

     ・実務能力基準表の整備・公開 

       (IT 分野、ビジネス分野、語学分野、社会人リテラシー分野、大学職員分野) 

     ・実務能力育成講座の認証 

     ・個人の実務能力の認定  

 

所在地 ： 〒162-0045 東京都新宿区馬場下町 5 番地 早稲田駅前ビル 3 階 

     Tel 03-5273-9127 E-mail  inqg@acpa.jp 

      http://www.acpa.jp/ 
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【資料 1】大学全体スキルマトリクス(1/2) 

17 
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   【資料 1】大学全体スキルマトリクス(2/2) 

18 
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【資料 2】スキル項目説明書 目次①  …21 カテゴリ、180 業務機能 
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【資料 3】スキル項目説明書 目次② 
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【資料 4】スキル項目説明書の構成 自学の目標値設定 難易度 

知識項目 

計画(Plan) 

実行(Do)  

改善(Act) 

評価(Check) 
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【資料 5】部門別業務役割分析シート【ひな型】 

ひな型書式から当該部門の業務機能を選択し書式を作成 
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【資料 6】部門別業務役割分析シート 記入例 

当該部門の状況を記載 
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【資料 7】部門別スキルレベル評価シート【ひな型】 
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スキル項目説明書 

阿部さんは、「要員政策の策定」に関してリ

ーダーとしてスキルレベル 3を要求されてい

るが、構成する要素 060(難易度 3)を独力で

遂行できているとは判断できないので、「要

員政策の策定」はスキルレベル 2 と評価され

た。＜P14 参照＞ 

【資料 8】部門別スキルレベル評価シート 記入例 

※


