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１．策定の趣旨 

 

 本市の最上位計画である桑名市総合計画の前期基本計画（2015‐2019）が令和元年

度で終了し、新たに後期基本計画が策定されたところです。 

 総合計画では７つのビジョンを掲げ、その中で「納税者の視点で次の世代に責任ある

財政に」を行政改革大綱として位置づけ、「ヒト」「モノ」「カネ」を効率的・効果的

に活用し、持続可能な行財政運営を進めてきました。 

 

 ２０４０年頃に向けて、生産年齢人口が急速に減少する一方で、高齢者数が増加する

少子高齢化社会を迎え、労働力不足が懸念されるだけでなく、税収の減少も見込まれる

中、限られた職員で対応できるよう職員一人ひとりの能力向上、意識改革や創意工夫が

必要不可欠です。また、市の組織としても、市民サービスを維持するため、AI や RPA

に代表される情報技術を積極的に活用しつつ、民間企業等とも連携を深めることで、民

間のノウハウ等を効果的に活用していくことが求められています。 

  

 このような中、後期基本計画の策定にあわせ、これまで策定していた「桑名市人材育

成基本方針」、「桑名市職員力向上計画」、「桑名市定員適正化計画」、「桑名市特定

事業主行動計画」と、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年法律第 123 号）

の一部改正により新たに作成した「障害者活躍推進計画」（以下「人事 1 方針４計画」

という。）を統括し、総合計画との整合を図り、本市の目指す職員像を明確に示すこと

で、全員参加型市政に向けた組織力と職員力の向上につなげていきます。 
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２．見直し、転換後の体系と期間 

(1) 見直し、転換後の体系と期間 

これまでの総合計画の再考を踏まえ、これまでの「人材育成基本方針」他各計画に

ついても見直し、転換後の体系と期間もこれに沿ったものとします。 

人材育成の基本理念、方向性は時代を超えて変わらぬものがある一方、職場環境や

職員意識の変化に対応すべきこと、より効果的な手法に転換していくべき事柄もあ

ることから、改訂版では社会情勢や市民ニーズの変容のスピードに適切に対応でき

るように、後期基本計画の計画期間に合わせて５年間とします。 

また、女性活躍推進のための桑名市特定事業主行動計画については、関連部分につ

いての盛り込みを検討し、より統括的・効果的なものとします。 

 

図：計画及び方針の体系と期間 

年  度 R1 R2 R3   R4 R５ R６ 
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(2) 桑名市人材マネジメント方針の位置づけ 

総合計画に桑名市の将来像として掲げる、桑名市の魅力が自他ともに認められ、快

適な暮らしを次世代にも誇れるまちづくりを着実に進めるため、効率的な組織運営

を進めながら、市民のためにいきいきと働く職員、市民の暮らしをしっかりと支えサ

ポートする職員を育成します。 

 

 

 

 図：桑名市人材マネジメント方針の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

桑名市総合計画

７つのビジョン

① ⑥ ⑦ 納税者の視点で次の世代に責任のある財政に

【行財政改革】

１．全員参加型市政に向けた組織力と

職員力の向上 [ヒト]

モノ

カネ

桑名市人材マネジメント方針 
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３．見直しの概要 

 

(1) 職員、組織風土の課題 

本市職員、組織風土の特徴について、令和元年８月に行った職場風土診断アンケー

トを基に分析すると、良い点として、職員が本市の置かれている経営環境を意識しつ

つ、時代や社会の流れに合わせて考え方を柔軟に変えていく必要があるという、意識

改革の必要性を感じている職員が多いという点が挙げられます。一方で、業務改善意

欲、働く意識やモチベーションが低下傾向にある点が懸念されます。 

改めての検証も必要ですが、こうした職員、組織風土の特徴を踏まえた上で、この

桑名市人材マネジメント方針に掲げる継続した取組により、職員一人ひとりの力を

高めるとともにチャレンジする組織風土へと変革していくことが大切です。 

 

(2) 見直しの概要 

  ①人材育成基本方針 

     組織の基本は「人」です。そして、「人」の持つ意欲や能力の如何によって、

その組織の発揮できる力が大きく左右されます。人口減少や市民ニーズが多様

化する時代の中で市民の暮らしを支える「人＝職員」をしっかり育てるのは市

の責務です。 

     今回の見直しでは、基本理念や目指すべき職員像を継承しながら、これまで

の取組を整理し、職員一人ひとりの意欲や能力の向上を重要視した人事管理の

取組や研修等の充実を図ります。 

       複線型人事制度 

       自己啓発サポート制度 

 

  ②職員力向上計画 

     平成 30 年 3 月に桑名市不祥事再発防止対策計画書を見直し、「高い倫理

観」、「強い使命感」、「豊かな人間性」を３本の基本方針とし、目指すべき

職員を明確にし、自発的に、積極的に、考え、行動できる職員の育成のため、

桑名市職員力向上計画を策定しました。 

     今回の見直しでは、職員力向上計画の継続的な取組は確保しつつ、伊勢湾台

風 60年の節目にあたり、職員一人ひとりの防災意識の向上を図ります。また、

職員が元気に意欲をもって仕事に取り組めるよう、心身のセルフケア能力の向

上を図ります。 

       防災力の向上 

       心身の健康 
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  ③定員適正化計画 

     全国的に、少子高齢化とそれに伴う労働力人口の減少が進んでおり、これか

らの自治体運営においては、少ない職員でも自治体が本来担うべき機能を発揮

できる仕組みが必要とされています。また、住民サービスを持続的かつ安定的

に提供するためには、職員は職員でなければできない業務に注力できるよう、

AI・RPA の活用や広域連携を図るなど、「スマート自治体」への転換が必要で

す。 

     一方で、職員の健康、労働意向・能率向上のためにも「働きやすい職場づく

り」は重要であり、ワーク・ライフ・バランスを推進するとともに、育児休業

等を取得する職員のいる職場の負担軽減を図る取組を進めます。 

       業務の委託や ICTの活用 

       育休代替任期付職員の採用  

 

  ④桑名市特定事業主行動計画 

    次世代育成支援対策推進法(平成 15年法律第 120号)第 7条第 1項の規定に基

づく行動計画策定指針に掲げられた基本的視点を踏まえつつ、職員が仕事と生

活の調和（ワーク・ライフ・バランス）、仕事と子育ての両立を図ることができ

るよう、職員のニーズに即した次世代育成支援対策を計画的かつ着実に推進す

ることが目的であり、新たに後期の行動計画を策定する必要があります。 

    今回の行動計画の見直しでは、育児休業等を取得しやすい環境整備のより充実

を目指します。 

       「子育てプランシート」の作成 

       育児休業中の職員の代替要員の確保のため、臨時的任用制度の活用や

任期付職員制度の拡充 

 

  ⑤障害者活躍推進計画 

 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律第

36 号）による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律の規定に基づき、障

害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画を新

たに作成しました。 

障害者の雇用や職場への定着だけでなく、障害者である職員が障害特性や個性

に応じて能力を有効に発揮できる職場環境づくりに努めます。 

   

 

 

 
 



第 1章 序論 

10 

 

(3) 人事１方針４計画の統括的な推進 ～人材マネジメント～ 

職員の育成や働き方改革、定員管理などの人事制度をトータルで連携・推進するこ

とにより人的資源の最適化を図り、組織力・職員力を最大限に発揮できるよう人材マ

ネジメントを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定員適正化計画 

 人材育成基本方針 

特定事業主 

行動計画 障害者活躍 

推進計画 

職員力向上計画 
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② 市民の目線で考え、積極果敢にチャレンジする職員 

① 桑名を愛し、誇れる桑名市を目指す職員 

１．桑名市職員の目指すべき姿 

 

(1) 職員の基本理念 

市民生活を大切にしたまちづくりのため、職員一人ひとりが、常に自らの行動を振り返

り、自らの能力開発を目指す基本的な考え方として、「職員の基本理念」を次のように定

めます。 

 

 

      

 

 

 

 

 

(2) 目指すべき職員像 

自立した地方自治を実現するため、職員は自らが全体の奉仕者であり、その職責が市民

の信託に基づくことを再認識するとともに、市民の期待に応えていかなければなりません。 

そこで、目指すべき職員像を次のように定めます。 

 

 

桑名を愛する気持ちを持つことが、新しい桑名をつくりあげていく基礎となります。 

桑名市の歴史・文化をはじめとして、あらゆる桑名市の基礎的データを理解するとと

もに、他の部署が取り組んでいる事業についても広く知っておくことが大切であり、全

市的な視点を持って業務に取り組む必要があります。 

次の世代に胸を張ってバトンタッチできる、誇れる桑名市を目指して努力する職員を

目指す必要があります。 

 

市民と『直接対話』を重ねながら、市民ニーズや地域の実情を的確に把握し、『全員参

加型市政』を構築して課題の解決に向けて努力をしなければなりません。 

質の高い行政サービスを提供するため、常に市民の目線に立ち、市民と共に考え、仕事

への情熱と学習意欲を持ち、新たな課題へ積極果敢にチャレンジする職員を目指す必要

があります。 
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① 桑名を愛し、市民感覚を持つ能力 

③ 経営感覚、コスト意識を持った職員 

④ 高い倫理観、強い使命感と豊かな人間性を持った職員 

⑤ 市民から信頼される職員 

 

 

行政サービスの迅速な提供を実現するためには、職員の専門知識･能力を一層高めるこ

とが求められます。また、一方で、効率的な行政運営を実現するための優れた経営感覚も

身につけなければなりません。今後は、各行政分野において、広い視野と創造力を高め、

少ない経費で大きな効果をあげるよう、税金を大切に使うことができる職員を目指す必

要があります。 

 

 

 
職員は、市民全体の奉仕者であって、その職務は市民から負託された公務であること

を自覚しなければなりません。したがって、職員には公務員の職務が社会に与える影響

が極めて大きいことから、他の職業に比べて高い職業倫理が求められています。そのた

め、常に高い倫理観、強い使命感、豊かな人間性を持って、全力で職務に取り組む職員を

目指す必要があります。 

 

 

まちづくりの主役は市民であり、行政は市民と協働して魅力あるまちづくりを進めな

ければなりません。また、職員自身も常にまちづくりの一員であるという認識を持ち、市

民に対して十分な説明責任を果たすことで、市民から信頼される職員を目指す必要があ

ります。 

 

 

(3) 職員に求められる能力・意識・行動 

  目指すべき職員像から整理をすると、求められる能力・意識等は次のようになります。 

 

    

   ✰桑名を愛する気持ちを持ち、市民と協働し、市民に貢献する意識を高める 

✰自分の業務範囲だけでなく、それに関連する分野についての広い知識 

✰高度なコミュニケーション能力 

✰地域や市政に関する幅広い知識 

✰常に市民満足度を意識する 

✰市民に対して、わかりやすく情報提供、説明ができる能力 
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② チャレンジ精神を持つ能力 

③ 経営感覚、コスト意識を持つ能力 

④ 高い倫理観と強い使命感を持つ能力 

⑤ 豊かな人間性を持つ能力 

 

   

  

✰時代の変化を読み取り素早く対応するための幅広い知識 

✰独自の発想で政策立案を行い、政策を実現する 

✰企画提案を実現するプレゼンテーション能力、ディベート能力 

✰職場の目標、課題について共通認識を持ち、情報を共有し、自分の目標を明確にす

る 

✰自ら設定した目標の達成を目指し、意欲を持って取り組む 

✰提案や意見が自由に言える明るく風通しの良い職場環境 

 

    

✰業務を効率的に推進するためのマネジメント能力 

✰市を経営体と考える経営管理能力  

✰職務遂行により達成された成果の分析と評価  

✰経営効率や市民の利便性を高めるためのＩＴ（情報通信技術）活用能力 

✰環境変化を読み取り、迅速・柔軟な対応 

✰コストバランスを考え創意工夫を重ねる能力 

 

    

   ✰市民から信頼される高い倫理観 

✰市民全体の奉仕者として全力で職務に取り組む使命感 

✰市職員である誇りと自覚を持って職務に取り組む 

✰公務員倫理に関する深い知識  

✰公務員としてふさわしい服装、言動に心掛ける 

 

    

   ✰地域社会を取り巻くさまざまな問題に関する知識 

✰親切丁寧で温かい応対ができる接遇（コミュニケーション能力） 

✰自己管理能力（健康管理、ストレスコントロールなど） 

✰教養を深めるための文化知識（文化、芸術、スポーツなど） 

✰人権を大切にする意識 
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(4) 階層に応じた果たすべき役割と求められる能力 

  目指すべき職員像は、全職員共通のものですが、各階層に応じて果たすべき役割は異な

ります。その期待される役割を果たすために必要な能力や要素や度合も変化していきます。 

 

①階層に応じた果たすべき役割 

階層 果たすべき役割 

部長級  時代の流れを読み、全市的な視点から、将来を見据えた部局の政策方針を

策定し、実現する。 

 各部局の最高責任者として、効率的かつ効果的に部局を運営する。 

 危機管理に対応する知識を持ち、組織を統率する。 

次長級  時代の流れを読み、部局の政策方針を踏まえて組織目標を設定し、達成す

る。 

 部長級を補佐し、部局の運営を推進する。 

 部局の職員の士気を高めるとともに、部局の中心となって、組織を支える。 

課長級  市政に対する日常の市民ニーズの視点から、課（室）の目標を設定し、所

管職員と共有の上、達成する。 

 課（室）を統括し、政策の実現とその評価を行い、適切に職場を運営する。 

 所管職員の指導育成を行い、職場の活性化を図る。 

課長補

佐・係長

級 

 課長級を補佐し、部下を指導するとともに組織目標達成や問題解決に向け

て取り組めるよう、総合的な事務調整を行う。 

 係を統括し、上司や関連部署との連絡調整を図りながら所管事務の円滑な

遂行と進捗管理を行う。 

 日常業務を通じて、所管職員の人材育成や職場の活性化を推進する。 

主査級  担当業務に精通し、目標に向けてリーダーシップを発揮し、職務を遂行す

る。 

 係長を補佐し、係員に実務的な指導を行い、係の仕事の円滑で効率的な推

進を図る。 

 問題意識を持ち、新たな課題にチャレンジする。 

主任級  日々自己研さんに努め、担当業務に関する高度な専門実務を処理でき、 

問題を発見し、解決する。 

 後輩の指導を行うとともに、見本となるような職務遂行に努める。 

一般級  公務員としての職責を自覚し、担当する業務を正確かつ迅速に遂行する。 

 組織の一員としてのコミュニケーション（報告・連絡・相談）が適切に実

行できる。 

 ルールやマナーを守り、対市民及び職場における信頼関係を構築する。 
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② 階層ごとに求められる能力 

                                              

能力 用語の定義 一般 
主任 

主査 

課長補佐  

係長 
次長 

課長 
部長 

業務処理力 

仕事を最後まで責任を持ってやり遂げ、仕事の目的や

到達点を理解した上で優先順位（重要度、緊急度等）を

判断し、時間や経費を効率よく活用して期限内に業務

を処理することのできる力 

◎ ○ ○ ○ ○ 

業務知識力 

職務の遂行にあたり必要な法令等の知識、専門知識及

び業務に関する知識、市の行政に関する一般的な知識

並びに社会的常識を保有し、発揮する力 

◎ ○ ○ ○ ○ 

コミュニケ

ーション力 

他者との情報や意見を正確にやり取りできる力。その

過程においては、誠実に対応し、相手の主張を適切に引

き出すとともに、自分の考えを相手にわかりやすく説

明することにより、応接の目的を達成することができ

る力 

◎ ○ ○ ○ ○ 

企画力 

職務の遂行にあたり生じた問題の解決若しくは改善の

方法又は業務の目的を達成するために最適と考えられ

る一連の計画、手段、方法等を考え出すことができる力 

△ ◎ ○ ○ ○ 

指導育成力 

部下、同僚等の能力及び特性に応じた指導、助言又は 

動機づけを通じてその育成を図るとともに、職務目標

の達成に導くことができる力 

△ ◎ ◎ ◎ ○ 

政策立案力 

時代の変化や市民の要望を的確に捉え、必要に応じ、 

事業の見直しや課題解決のための新たな事業を実施す

る力。実施後には、その結果を分析・評価し、改善・改

革を行うことのできる力 

 △ ◎ ◎ ○ 

判断力 

職務の達成過程において発生した自ら（組織上）の意思

決定すべき課題に対して、適時適切な決定を行うこと

のできる力 

 △ ◎ ○ ○ 

説明調整力 

所管行政について適切な説明を行うとともに、組織 

方針の実現に向け困難な調整を行い、合意を形成する

ことのできる力 

 △ ◎ ◎ ◎ 

組織管理力 

部下や組織をめぐる状況を把握し、必要に応じ適時 

適切な措置を行うことにより、部下のモチベーション

を良好に保ち、仕事の生産性を高めることができる力 

 △ ◎ ◎ ○ 

目標管理力 

組織目標を定め、共有化を図り、それに向かって部下の

能力や意欲を引き出すことにより、事務事業を計画的、

効果的に組織で取り組み、組織目標の達成を図る力 

 △ ◎ ◎ ○ 

危機管理力 

リスク発生に際して、適切に状況を把握するとともに、

被害・影響を予測し、防御するために必要な一連の組織

及び情報の管理に関して、適時適切に措置をとり、行動

することのできる力 

  △ ◎ ○ 

政策判断力 

市のビジョン実現に向けて、総合的、長期的な視点を 

持ち、重要な政策・施策の実施に関して、適時適切な 

決定を行うことのできる力 

   △ ◎ 

政策実現力 

経営資源を最大限に活用して、市民・議会・団体・企

業等との関係調整を図りながら、政策を実現させてい

く力 
   △ ◎ 

構想力 

総合的、長期的な視点と高い識見に基づき、市政運営

や政策に関して、あるべき姿や未来像を適切に定め、

部下に明確に示すことができる力 

   △ ◎ 

◎：求められる能力   ○：前提となる能力   △：次の階層に向け身につけたい能力 
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人材育成システムの体系 

２．人材育成の推進体制 

 総務省の指針によれば、人材育成は、「狭い意味の研修のみならず、人事管理全般を通じてそ

の推進を図るべきもの」とされています。 

 つまり、職員の能力開発や意欲向上のためには、人材育成の直接的手法の「研修」だけでな

く、「採用」「昇任」「給与」「人事評価」「異動」といった各制度や職場環境の整備を有効に

組み合わせた「人材育成システム」として構築し、職員が「人材」から有能有用な「人財」とし

て育つよう常に見直しを図っていく必要があります。 

 限られた人材、しかも能力や価値観、個性などが多様であるという条件の中で、一人ひとり

が有する能力を引き出し、最大限に発揮できるよう具体的に推進する必要があります。 

 また、人材育成基本方針に基づく取組を着実に実施していくためには、全職員及び管理監督

者と人事・研修部門が、それぞれ役割に応じ、その意識を持って取り組み、連携し、協力してく

ことが必要です。 

 その前提としてコンプライアンス、つまり法律や規則、ルール等に示されていること、規定

されていることへ対応すること、必ず守るべき部分である「公務員倫理」意識の向上は、人材育

成を進めていくにあたっての必須条件となり、人材育成の根底を支える部分として積極的に取

り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【人材確保】 
・多様な人材の確保 

【職場管理】 
・職場研修 

・職場風土改革 

【人材活用】 

・能力とやる気を引

き出す人事配置 

【人材開発】 
・職員一人ひと

りの意欲に基づ

く能力開発 

【人事評価】 
・人事考課制度の充実 

・目標管理制度の充実 

 研修 

 給与 

 採用 

 異動 

 昇任 

【職員倫理の確立】 

 ・公務員倫理研修 

 ・職員力向上計画 



第２章 人材育成基本方針 

19 

 

(1) 職員の役割 

人材育成の基本は、職員一人ひとりの自発的・積極的な自己啓発への取組であり、意欲と

向上心がなければ組織の発展は望めません。仕事に取り組むにあたって、職員が常に向上心

を持ち、仕事に関する知識や技術を自主的に学び、習得する意欲と姿勢があれば、おのずと

能力は高まります。 

職場の中で、一人の自己啓発が相互啓発を生み、自然に職場全体の向上意識が高まってい

く効果も期待されることとなります。 

     自己啓発の取組 

 相互啓発ができる職場風土づくり 

 健康管理や良好な人間関係づくりを含めた自己管理 

 

(2) 所属長の役割 

所属長の大きな役割は、部下の育成と能力開発にあります。職員が意欲と問題意識を持っ

て仕事に取り組み、加えて上司の適切な指導が与えられるならばこれに勝る能力開発の機会

はありません。この機会を有効なものとするため、所属長は仕事と関係づけながら意識的か

つ継続的に職場研修を実践していく必要があります。 

     職場研修の実践 

     リーダーシップの発揮、チームワークの構築 

     自己啓発の率先と相互啓発のできる職場風土づくりの実践 

  

(3) 組織の役割 

桑名市全体の意思決定プロセスの中で、職員一人ひとりが、市が抱える重要課題について

共通認識を得られるような情報提供を行うとともに、職員自らが考え、発言することを奨励

できるような職場風土をつくる必要があります。 

各所属においては、それぞれの立場で職員の能力開発に寄与するような執務の進行管理に

努めなければなりません。 

 

(4) 人事部門の役割 

人事部門は、人材育成を推進する事務局として、職員や各職場の実施する人材育成が効果

的に行われるよう支援していかなければなりません。そのためには、「努力し、実績を上げ

た者は報われる｣と実感できる勤務評定・処遇、給与等の人事制度全体を育成的な観点から再

構築し、適切に運用していくことが基本となります。 

また、職場外研修は、自己啓発への支援や職場研修を補完する重要な役割を持つことから、

研修プログラムの作成にあたっては、職場の意見を十分に反映させ、時代の変化に即応した

有意義で効果的な研修になるよう常に心がけることが重要です。 

 方針に基づいた人事制度の構築 

 研修実施計画の策定と推進 

 人材育成についてのニーズ把握 
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３．人材育成の個別戦略 

人材育成を効果的に進めていくためには、職員の仕事に対する意欲をいかに向上させるかが

課題となります。また、職場風土診断により見えてきた課題に向き合い、人事管理に対する信

頼性の向上に取り組む必要があります。 

これからの人事管理においては、個々の職員の意欲と能力を最大限に引き出すとともに、職

員の仕事に対するやりがいを創出し、職員一人ひとりの「意欲の向上」につなげていきます。 

 

(1) 人材確保（採用） 

定員の適正化に配慮しながら、将来の組織運営を見据え、適時に必要な人材の確保を行っ

ていきます。 

①「目指すべき職員像」の明示 

本市が目指す職員像を明らかにし、それに添った採用をするために、さまざまな情報

媒体を活用した採用試験のＰＲや採用プロセスを工夫するなど、職員採用活動の充実

を図ります。 

 

②人物を重視した採用 

知識のみに偏らない、様々な面で優れた人材を確保するため、1次試験に公務員試験

対策不要のＳＰＩ３等を活用し、人物重視の面接やグループ討議などを行います。 

 

③多様な任用制度の活用    

職員数の適正化が進むなかで業務の複雑化・多様化に対応するため、多様な任用制度

を活用した組織強化に取り組みます。 

    ◎任期付職員 

     任期付職員の採用により、専門的知識や豊富な経験等を持つ人材や育児休暇代替職

員の確保を進め、市民サービスの提供体制の維持・充実を図ります。 

    ◎再任用職員 

     職員として培ってきた知識や経験、技術を発揮できるよう、能力・適正に応じた適

材適所の配置を進めるとともに、職員への役割の周知や動機付けを行い、最大限の活

用を図ります。 

 

(2) 職員倫理の確立 

市民の方々に信頼される市役所を実現するためには、情報公開を進め、説明責任をきちん

と果たすことにより、行政の透明性を高めるとともに、「高い倫理観、強い使命感と豊かな

人間性を持った職員」を目指すべき職員として取り組んでいる「職員力向上計画」を推進し、

意識の高揚と綱紀の保持を図ります。 

    全職員を対象とする公務員倫理研修の実施 

    職員力向上計画の推進 
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(3) 人材活用（異動・昇任等） 

人事異動は､新たな業務を経験することにより、職員の潜在能力を開花させる効果がある

上に、開発された能力を活用する場ともなります。職員のやる気を高め、持っている能力を

最大限に引き出すために、自身のキャリア形成について主体的に考え、自律的な行動を促す

人事配置を行います。 

①自己申告制度 

自己の適性や進路を見つめ直す機会にするとともに、職員の適性や意欲を踏まえて

効果的な人事配置を推進する手段として活用を図ります。 

 

②ジョブ・ローテーション 

職員として幅広い知識や能力の習得、適正の発見、マンネリ化の防止、人的ネットワ

ークの形成など、人材育成の視点から、採用後 10年程度の間に、さまざまな分野を経

験させる「ジョブ・ローテーション」の徹底を図り、職員の能力や適性にあった育成を

行っていきます。 

 

③複線型人事制度 

多様化、高度化する行政課題、多様な市民ニーズに応えるために、業務・組織をマネ

ジメントしながら幅広い分野で活躍する職員（ゼネラリスト）のほか、特定の分野で専

門的に業務に従事する職員（エキスパート）を配置する複線型人事制度を導入します。 

職員の働き方の選択の幅を広げ、能力を最大限発揮させるとともに豊富な知識、経験

を活かして組織に貢献するフィールドを提供し、職員のやる気と向上心を高め、その専

門性の向上を図ります。 

 

④適正な職員配置と部内応援制度の活用 

職場間の職員数の不均衡是正やより質の高い行政サービスを提供するため、組織間

の配置人数を見直すことも必要です。また、業務量の時期的な繁閑に対して課で対応で

きないときなどに、部内で柔軟な応援配置を可能とした部内応援制度は、行政サービス

の維持や職員の負担を一時的に和らげる効果もあり、今後も積極的な活用を促します。 

 

⑤人事交流と職員派遣 

これまでも県や他の公的機関及び友好都市との間で人事交流等を実施していますが、

組織を越えた広い視野で物事を見ることができるなど効果も大きいので、今後も継続

します。 

 

⑥新規採用職員サポーター制度 

新規採用職員の職場適応を支援するために、原則採用４～５年目の職員がサポータ

ーとなって個人の成長を支え、職場内での悩みや問題解決をサポートする役割を果た

す制度です。 
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⑦希望降任制度 

病気等の理由や家族の介護等、家庭事情などにより職責を果たすことが身体的又は

精神的に困難となった場合、職員個々の能力と意欲に応じた任用の趣旨のもと、自らの

意思に基づく希望を尊重し、現在の職級から下位の職級への降任を行います。これは、

職員の希望を尊重し、職務に対する意欲を引き出し、組織の活性化を図る制度です。 

なお、降任した場合でも、状況の変化により上位の職責を果たせると認められた場合

は、再度昇任することができます。 

 

  ⑧休業者等の復職支援 

     長期休職者の復職をスムーズに行うための支援体制の構築、再発防止対策、職場復

帰対策等に取り組みます。 

 

(4) 障害者雇用の促進 

平成 28 年４月に一部改正された障害者の雇用の促進等に関する法律では、障害者に対す

る差別の禁止と、合理的な配慮の提供が義務化され、また、令和元年 6 月の一部改正では、

障害者の活躍の場の拡大に関する措置と障害者の適格な把握等に関する措置を講ずること

とされました。今後も法の趣旨に従い、正規、非正規を問わず、障害者雇用の促進と働きや

すい職場環境の整備に努めます。 

 

(5) 人事評価制度 

人事評価制度は、職員個々の能力や能力が発揮された結果である業績を公正・的確に評価

し、人材育成につなげることで、「努力したものが報われる」組織を実現するための制度で

す。職員一人ひとりの能力や意欲を引き出し、市民サービスの質の向上に資するために、  

人事評価制度を効果的に運用していきます。 

①人事考課制度 

人事考課評価者の評価する能力の向上を図るとともに、より公平、公正で、かつ透明

性の高い人事考課制度の運用のために、客観的で明確な評価基準を確立し、職員の人事

考課に対する信頼性や納得性を高めていきます。 

そのため、係長に昇格した際及び受講後数年を経過した者には人事考課評価者研修

を行い、適正な評価の推進を図ります。 

 

②目標管理制度 

目標管理制度の理解を深め、職務遂行能力の向上や職員が組織の目標を明確に意識

することができるなど、効果的な人材育成を推進するために、面接指導を重視した制度

のさらなる充実を図ります。 
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 (6) 人材開発（研修の充実・多様化） 

ここまで、人材育成には、人事管理の諸制度を連携させて取り組む必要があることを明ら

かにしてきましたが、研修が担う役割の重要性が低下したわけではありません。 

「公務」という業務の性質に照らしてみると、対応した職員によって、サービス差が生じ

てはならず、その意味では職員一人ひとりの資質を積極的に引き上げる責務があります。職

員研修は、自己啓発・職場研修・職場外研修の３本の柱により組み立てられており、その内

容は、次のとおりです。 

 

① 職員自身が公務員としての自覚に基づいて自発的に取り組む自己啓発 

② 職場において、上司・先輩等が仕事を通じて行う職場研修（OJT） 

③ 日常の職場を離れた所で実施する職場外研修（OffJT） 

 

近年、研修方法の流れは、「職場外研修から職場研修へ、職場研修から自己啓発へ」と、

その主流が変わってきていますが、今、本市職員の間に“具体的に見えている研修”は、人事

課が実施する職場外研修であり、自己啓発や職場研修は残念ながら職員の意識の中に定着し

ているとは言えない状況にあります。 

諺に、「馬を水辺に連れて行くことはできるが、馬にその気が無ければ水を飲ませること

はできない」とあります。年に１回受けるか受けないかの「職場外研修」や意識せずに行わ

れている「職場研修」では、職員に「意欲」という水を飲ませることはできないのです。 

いかにして、自らの能力を高めようとする「自己啓発意欲」を奮い立たせるか、また、所

属長を含めた職員全体の意識を改革できるかが重要になります。 

職員一人ひとりのやる気と能力を最大限に引き出し、高めながら、満足のいく市民サービ

スを行うために、職員研修を体系別に一層充実させていきます。 
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研修体系 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①自己啓発 

人材育成の基本は自己啓発・自主研究であり、職員一人ひとりが自分に必要な知識や

能力を認識し、能力開発・向上のために主体的に取り組むことが重要です。そのために、

支援制度の充実・整備を行い、職員自身の内発的動機づけに基づく自己啓発を支援しま

す。 

 自己啓発サポート制度の充実 

 公的資格取得制度の充実 

 人事管理との連携 

 

②職場研修 

本市のここ十数年来の職場研修の姿は、「人権問題」や「接遇」などのテーマを決め

て、毎月、課内で話し合いをするという形式ができ上がっています。 

しかし、本来の職場研修（OJT：On the Job Training）は、職場内の上司や先輩が、

日常の職務を通じて、部下の育成を志向した仕事の割当てや業務目標の設定、職員の創

意工夫を促す進行管理、上司と部下が業務や能力開発の達成度を相互に確認すること

などをいいます。 

単に個人指導の面だけではなく、上司と部下が共に問題意識を共有し、必要な調査・

情報収集や自主的な勉強の奨励、専門図書・資料の整備を行うなどして課題に取り組む

意欲を組織全体で奨励し合う職場づくり、風土づくりを推進する一面もあります。 

職場で日常的に起きる課題、仕事を進める過程そのものが、人材育成の生きた教材と

なります。 

職場研修の実施主体である所属長は、上司として、部下を育成・指導する義務があり、

積極的に職場研修に取り組むとともに、職場こそが人を育てるという認識を深め、計画

的に職場研修を推進していかなければなりません。 

職員研修 

自己啓発 

職場研修（OJT） 

職場外研修（OFFJT） 

階層別研修（人事課） 

特別研修（人事課） 

派遣研修 

（市町村アカデミーなど） 
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 「目標管理」の活用 

 職場の課題発見と問題解決に向けた取組 

 派遣研修等で習得した知識・技術を職場で共有化する 

 朝礼、ミーティング、反省会等の活用 

 採用や異動により新たに配属された職員に対する各部課の概要の研修 

 

③職場外研修 

職場外研修とは、本来の職務から離れて講義を受けて知識を習得したり、討議等によ

って考え方を深めたりするものです。 

人事課等が主体となって実施する庁内研修と公的機関（市町村アカデミー、全国市町

村国際文化研修所、三重県市町総合事務組合等）に派遣する派遣研修に分かれます。 

知識・技術を一定期間、集中的かつ体系的に学習する効果があり、更に、他職場や他

の地方自治体などの職員との人的ネットワークの形成の場として、互いに意識啓発し

合う機会にもなります。職場外研修は参加すれば身につくというものではなく、最低限

必要な能力を習得し、意識づけをするきっかけづくりとなりますが、知識として持って

いてもそれを職場で実践しなければ何の意味も持ちません。研修受講後に、所属長は受

講後の職員がその受講成果を活用できるような課題を与えたり、職員自らが成果を活

用する意欲を持たせるような環境整備が必要となります。 

職場や職員が求めている能力の育成のために研修ニーズを把握し、時代の変化に即

応した効果な研修となるよう、また、与えられる研修ではなく、職員自らが希望し、 

主体的な研修とするよう、研修の目的や内容を常に検討していくこととします。 

 

ア 庁内研修（階層別研修と特別研修） 

人事課等が実施する研修は、階層別研修と特別研修に分けることができます。 

階層別研修は、研修対象者を新規採用職員、係長級、課長級のように職務上の階層

や採用後の経験年数により区分して実施するもので、それぞれの階層に応じて必要と

される能力や知識を習得させることを目的としています。 

特別研修は、特定の課題や能力の育成を目的に実施するもので、関連事務担当者に

限定する場合と特に限定せず広く実施する場合があります。 

いずれも、研修テーマの設定や自己啓発の動機づけが課題になります。 

 階層別に求められる能力にあわせたテーマ、当面する行政課題で、職員が共通

認識に立つ必要があるテーマを的確に把握し、設定する。 

問題発見能力、政策立案能力、コミュニケーション能力、指導育成力、接遇、

市民満足度向上、公務員倫理（コンプライアンス）、人権、法制執務、政策法

務、交通安全 等々 

 講義型研修から参加型研修へ 

 ＩＴを活用した研修技法の工夫 

 受講者及び所属長に対するアンケートによる評価、理解度の検証を行い、より

充実した研修プログラムを構築する。 



第２章 人材育成基本方針 

26 

 

イ 派遣研修 

派遣研修は、一定期間、職場を離れて行われることから集中的に実施することがで

き、内容的にも各市町村に共通した基礎的又は専門的な知識の体系的習得が可能とな

ります。 

また、地方分権の進展にともない、自主・自立の行政展開を行うための政策形成能

力及び政策実現手段としての政策法務能力や、さらに、他自治体の先進事例を学んだ

り、民間の視点から自治体を捉え、経営手法を学んだりすることで、幅広い視野を得

ることもできます。 

そして、受講者が自分を客観化し、自分を知る絶好の機会となり、次の育成段階へ

の貴重なステップとなります。 

 三重県市町総合事務組合への派遣 

短期間の研修が多いので、公募・指名により積極的な参加を促す。 

 自治大学校、市町村アカデミー及び全国市町村国際文化研修所などの専門的

研修機関への派遣 

高度で専門的な行政課題に的確に対応する能力や知識を習得するとともに、

他自治体職員とのネットワーク形成を図る。  

 友好都市交流研修への派遣 

埼玉県行田市・福島県白河市と職員交流を図り、ネットワークを構築する

とともに、幅広い知識を得て視野を広げる。 

 近隣市職員合同研修への参加 

共通テーマのもと、近隣市職員とのネットワークを形成する。 

 

 

(7) 職場管理（職場風土改革） 

人材育成の基本は、職員一人ひとりが主体的に取り組むことですが、組織としてこの意欲

ある職員を支援し、やる気を高めるような雰囲気・職場風土をつくり上げていくことが重要

になってきます。 

また、働くことが楽しくなるような明るい職場づくりも欠かせません。職員が心身ともに

健康で働ける環境をつくることは、職務を遂行すること及び人材育成の面でも大前提となり

ます。これまでも、職員の定期健康診断や人間ドックを実施し、疾病の早期発見と予防に努

めてきました。ところが、最近は「こころの病」により、職員が長期療養となる事例が増え

てきています。そこで、「人を育て、働く意欲と活力を生み出す職場づくり」を課題として

取り組みます。 

 

①良好な人間関係の形成 

職員の仕事への意欲は、その自己実現への要望と重なったときに大きくなります。 

所属長は、日常的に職員との接触を図るなど対話の機会を持ち、職員の要望を汲み取

り、側面から援助していかなければなりません。 
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また、若い職員の積極的な意見に耳を傾け、これを課の施策に取り上げたり、職員の

悩みに気づき、じっくりと相談に乗る余裕も必要です。 

このことは、課員同士にも必要なことで、誰でも自由に何でも話し合えるようなコミ

ュニケーションの取れた職場環境づくりに努めることとします。 

 接遇マニュアルの徹底、清潔な服装、あいさつの励行 

 人権意識の高揚 

 育児休業者の職場復帰支援 

 

②健康管理 

職員の健康管理については、自己管理と所属長の理解・指導を基本とし、メンタルヘ

ルス相談制度、医療機関などの早期受診を奨励します。またメンタルヘルス研修への参

加など職員一人ひとりのセルフケア能力の向上を図ります。 

 メンタルヘルス研修、相談窓口の充実 

 長期療養者の職場復帰システムの構築 

 ワーク・ライフ・バランスの推進 

 

③組織目標及び情報のシェア（共有） 

組織全体の目標と「なぜ、それが目標なのか」という理由づけ、これに伴う様々な情

報が、組織全体の隅々まで周知徹底される必要があります。こうしたことがない場合、

職員は単に仕事をやらされていると感じるだけで、士気が上がることはありません。さ

らには、課や係の中で情報のシェア（共有）が図られないと「縦割りの弊害」が予想さ

れます。 

 定期的な課内会議や係内ミーティングの開催 

 業務マニュアルの作成 

 ジョブ・ローテーション 

          

  ④学習的職場風土の醸成 

職場においては、誰もが気軽に議論でき、職員相互で啓発し合い、意識を高め合いな

がら、組織として成長できる職場環境であることが必要です。 

このため、職員間で議論や相談のできる職場をつくるとともに、自己啓発や自己改革

など職員一人ひとりが成長できる職場環境を整備し、チャレンジする職員を組織とし

て支援することができる職場風土の醸成に努めます。 

 職場研修の実施 

 ミーティングによる情報共有 

 


