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第１章 人材育成基本方針策定の趣旨 
 

近年の地方自治体を取り巻く環境は、少子高齢化・国際化・ＩＴ化・環境問題・

地方分権・公務員制度改革などにより、目まぐるしく変化しています。 

また、三位一体の改革により、自己決定・自己責任において「行政の経営」が

でき、社会情勢の変化や高度化、多様化する住民ニーズを的確に把握し、個性豊

かなまちづくりを推進していくことが求められております。 

こうした中、平成１８年１月に５町が合併し、伊達市政がスタートしました。

新市におけるまちづくりは、田園や里山に抱かれたのどかさと都市的な利便性を

兼ね備えた環境のもとで、喜びを持って働き、健康で心豊かに暮らせるまちです

づくり、そして、未来を担う子ども達が健やかに成長するまちづくり。つまり、

「伊達 織りなす未来 ひとつの心」を推進していくことを重点に取り組まなけ

ればなりません。 

このような状況の中、真に市民の満足する行政運営、均衡ある市民サービスの

提供を行うために、本市は自己責任において社会情勢の変化に柔軟かつ弾力的に

対応できるよう、職員一人ひとりの能力アップが求められております。そこで、

適材適所の配置や研修等により、時代の要請に対する適応力の育成・向上を図り、

職員個人もチャレンジ意識を持って取り組む中で、常により良い行政サービスを

提供する姿勢をもって、市民に対してしっかりと対応することができる職員を育

成することが重要であり、その結果が「組織力アップ」につながることになりま

す。 

また、公務員制度改革により、地方においても、年功序列的な昇進や年齢給の

ような処遇を改め、勤務実績を給与へ反映する人事制度を確立するとともに、公

務員の総人件費抑制の観点から事務事業を整理し、「簡素で効率的な自治体」を

構築していかなければなりません。 

「地方自治・新時代に対応した地方公共団体の行政改革推進のための指針」（平

成９年１１月１４日付け自治整第２３号）及び平成９年１１月２８日付け自治能

第７８号「地方自治・新時代における人材育成基本方針策定指針について」にお

いて、職員の能力開発を効果的に推進するため、人材育成の目的、方策等を明確

にした人材育成に関する基本方針を各地方公共団体が策定することとされている

ところであります。市では、職員の人材育成を総合的、計画的に推進するための

基本的な方針を明確にし、人材育成に関する諸施策実施の基準とするため、地方

公務員法第39条の第３項に規定されている「研修に関する基本的な方針」を包含

した「伊達市人材育成基本方針」（以下「基本方針」という。）を策定します。 

この基本方針に基づき、良好な職場環境の形成や職員研修の充実、人事管理制

度の改善により、総合的、長期的な観点から人材育成を進め、組織の活力と行政

サービスの質の向上を図ります。 
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 地方公共団体を取り巻く環境の変化とこれからの行政 

少子高齢化の進展 
子育て・子育ち支援、高齢者

施策等はもとより、街づくり

や経済など全ての施策に、少

子高齢化社会への対応が求

められます。 

国際化の進展 
国際交流の舞台が国から地

方レベルに移ってきた中で、

本市も相互交流などで得た

知識やノウハウを施策展開

に積極的に活用することが

求められます。 

ＩＴ化の進展 
ＩＴ化が急速に進展する中

で、今後は。ＩＴ推進を市民

サービス向上に確実に結び

つけていくことが必要にな

ります。 

環境問題の顕在化 
地球規模での環境問題が顕

在化しています。この対策に

は市民の日常生活の改善や

地域での取り組みが求めら

れます。 

地方分権時代 
地方分権時代の施策展開に

あたっては、地域特性を活か

し、創意工夫により独自性を

打ち出すことが求められま

す。 

公務員制度改革 
国では、能力、業績を反映す

る人事給与制度の確立を柱

とした公務員制度改革が進

められています。本市でも、

国の動向を踏まえつつ、本市

の特性を活かした独自の制

度検討が必要となります。 

職員一人ひとりの能力アップ 

伊達市人材育成基本方針 

研  修 人事管理 職場環境 
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第２章 人材育成の基本的な考え方 
 

 第１ 人材育成の意義 

「人材」とは才能のある人、役に立つ人物という意味がある。そして、組織に

おける「人材」とは、持てる能力と意欲を職務の中で 大限に発揮して、組織目

標の達成に貢献できる職員のことであり、職員をそのように育成することが「人

材育成」であるといえます。 

ここで「育てる」とは、組織が職員に対して行う働きかけだけでなく、職員が

自分自身について行う努力をも含んでいます。すなわち、職員は組織が用意した

人事・研修システムなどによって育てられるとともに、自らが能力の向上に努め、

自らを「人材」として育てることを意味しています。 

魅力あるまちづくりを目指し、時代のニーズに対応した市民サービスを提供す

るためには、人材育成を充実し、職員一人ひとりの能力や意欲を向上させること

により、組織全体の活力を引上げていく必要があります。 

そこで、職員が全体の奉仕者であることを自覚し、本市の新しいまちづくりへ

の意欲と能力を持ち、市民から信頼される職員になることを基本原則とし、次の

５つの理念に基づいて、人材育成の推進に取り組みます。 

<基本理念> 

 

① 行政のプロとしての自覚と責任を持ち、市民から信頼される人材

の育成  

 

② 市民の立場に立って課題に取り組み、市民との協働によるまちづ

くりを推進する人材の育成  

 

③ 社会経済情勢の変化に迅速に対応し、新たな課題にも知恵を絞り

積極的にチャレンジする人材の育成  

 

④ コスト意識や経営感覚を持ち、的確な判断と決断により迅速に行

動する人材の育成  
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 第２ 求められる職員像 

 

これからの伊達市を担うにふさわしい、職員全員が目指すべき職員像を次のと

おり掲げます。この「目指すべき職員像」は、「市民が求める職員像」であり、ま

た「時代が求める職員像」であります。職員一人ひとりがこの内容をしっかりと

認識し、市民の信頼と負託に答えていくことが求められます。 

 

 

● 全体の奉仕者として高い倫理観・責任感を持ち、公平・公正に職務を

行う職員 

全体の奉仕者としての自覚のもと、高い倫理観と強い責任感、公正・

公平な行政執行に努めるとともに、親切で丁寧な応対と迅速な行動に

より、市民から信頼される職員 

 

 

● 市民の視点で市民ニーズを的確に把握し、市民と協働する職員 

常に問題意識を持って、市民の立場を理解し、情報を積極的に提供

し、日頃から地域社会活動に携わるなど、市民の目線に立ち、市民と

協働して課題解決に取り組む職員 

 

 

● 問題意識を常に持ちながら、新たな課題に柔軟かつ積極的にチャレン

ジする職員 

前例踏襲・事なかれ主義といった停滞型の思考ではなく、新しい課

題や困難な課題に果敢にチャレンジできる職員 

 

 

● コスト意識を持ち、効率的に職務に取り組む職員 

簡素で効率的な行政の実現のため、コスト意識を常に持ち、限られ

た経営資源を 大限に活用し、低いコストで高いレベルの行政サービ

スを提供することができる職員 

 

 

● 伊達市の魅力ある未来を創り出す職員 

社会情勢の変化を的確に把握し、長期的な視野に立って新しい魅力

ある市の姿を描くことのできる専門性や政策形成能力を持つ職員 
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 第３ 求められる意識・意欲及び能力 

 

市民の信頼を得て行政運営を進めていくためには、職員には、次のような能力、

姿勢が求められます。 

 

① 意識・意欲 

市民満足度を高める

意識 

市民がお客様であるという意識を常に持ち、市民満足度

向上のために電話対応、窓口対応、苦情対応などのあらゆ

る場面で、節度ある態度をもって親切丁寧に対応します。

また、全体の奉仕者として常に市民福祉の向上を目指し、

市民感覚を持って行動します。 

郷土に対する愛着 
伊達市への郷土愛を育み、歴史・伝統・文化を学び、伊

達市らしさを活かしたまちづくりに貢献します。 

高いモラル意識 
全体の奉仕者としての使命と責務を自覚し、高い倫理観

のもと、公私にわたって社会の模範となります。 

人権尊重意識 
あらゆる人権問題の解消に努め、様々な立場や考え方、

生き方をもつ個々の人権を尊重します。 

情報適応意識 
あらゆる情報の収集に努め、社会環境の急激な変化など

を的確に理解します。 

コスト・スピード意

識 

費用対効果を常に意識し、懸案事項の解決に向け、機動

的に取り組みます。 

自己成長意欲 
あらゆる機会を捉えて能力の向上を図り、目標に向かっ

て努力します。 

チャレンジ・パイオ

ニア精神 

困難な業務に積極的に挑戦するとともに、常に問題意識

をもって課題を発見・解決し、前例のない未知の業務にも

勇気を持って取り組みます。 
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② 能力 

マネジメント能力 

部下の適性や能力を掌握し、士気の高揚・

維持に努めるとともに、組織をまとめ目標

達成に導く能力 組織管理能力 

人材育成能力 
部下の個性に合わせて指導、育成し、その

資質を向上させる能力 

企画力・計画力 
課題解決のための方策を見出し、実現のた

めの段取りを組み立て実行する能力 

政策実施能力 

目標管理能力 

担当業務についての目標を設定し、計画を

立て、計画に基づき実行し、その結果を評

価して次の段階の業務に生かす能力 

知識、技術 

・業務に必要な専門的知識、技術を持ち、

業務を正確かつ迅速に処理できる能力  

・ＩＴ活用能力  

・法務能力 

情報収集・活用力 
業務に必要な情報を収集、分析、活用する

能力 

課題発見能力 取り組むべき課題を発見する能力 

自己管理能力 
困難な状況でも自己を見失わずに冷静に対

応し、安定した態度で業務を遂行する能力 

業務遂行能力 

理解力・判断力 状況を把握し、適切に対応する能力 

折衝説明能力 

調整する能力 

立場や意見の異なる相手に対して自分の考

えや意図を分かりやすく伝え、説得し、納

得させる能力 対人能力 

住民対応力 
住民に対して誠実に対応し、説明できる能

力 

自己管理 自己管理能力 

プラス思考の姿勢で､人間関係､仕事､発想

と行動､心身などを管理することにより､ス

トレスをコントロールし、強靱な精神と人

格を備える能力 
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 第４ 職務別に求められる能力と勤務姿勢 

 

職員に求められる能力と勤務姿勢を踏まえ、それぞれの職務ごとに求められる

能力等は次のようになります。 

階
層 

職務及び級 求められる能力と勤務姿勢 

部長級 

次長級 

７級 

６級 

豊かな人間性と広い視野、高い見識を有するとと

もに、長期的展望に立った政策判断を行い、統率力、

折衝力を発揮し、他部局等との調整を行い、行政運

営にあたることができる能力等 

管
理
経
営
職 参事級 

課長級 
５級 

課員等の計画的な指導育成と職場の活性化を図

るとともに、組織目標の達成のため、総合的な価値

判断にたち業務を関連機関と調整し、効果的に遂行

することができる能力等 

課長補佐級 ４級 

組織目標の達成のため、職場の実態と課題を把握

し、職場の活性化を図るとともに、業務に関する他

部門との調整を行うことができる能力等 監
督
職 

係長級 ４級 

担当業務に精通し、計画に基づき組織目標の達成

のため、常に問題意識を持って改善方法を考えなが

ら職務を遂行するとともに、所属職員をまとめて指

導できる能力等 

主査級 3 級 

高度な専門知識で業務を正確に遂行でき、後輩へ

の実務指導を通して、係の業務の円滑で効率的に推

進することができる能力 一
般
職 上記以外の

職員 

2 級 

1 級 

組織の一員として、与えられた担当業務を、正確

かつ迅速に処理し、また、問題意識をもって業務に

あたり、問題解決に向け積極的に取り組むことがで

きる能力 

 

【階層別に要求される能力の割合】 

●部長･次長級 

●参事･課長級 

●課長補佐級 

●係長級 

●主査級 

●上記以外の職員 

管
理
能
力 

政
策
実
施
能
力 

対
人
能
力 

業
務
遂
行
能
力 

０           ５０           １００(％) 
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第３章 人材育成への取り組み 
  

第１ 基本的な考え方 

人材育成のために も重要なポイントは、｢自己啓発｣をいかに促すのかという

点です。自らが能力開発意欲を持たなければ、何度研修の機会を与えられても成

果は上がるものではありません。伊達市に求められる人材を育成していくために

は、個々の職員が新しい知識や考え方を学び、自らの能力を高めようとするモチ

ベーションを引き出す仕組みが も重要です。 

職員は、組織の中で様々な業務や職場を体験し、日々の課題解決に向けての取

り組みを重ねることにより成長していきます。人材を育成するためには、体系的

に実施される集合研修により能力開発を進めることも重要ですが、人事異動、昇

任、評価などを通じた意欲と能力を引き出す人事管理、日々の業務を遂行する中

で職員の個性に応じて意欲を高める職場研修、職員の自己啓発の意欲を醸成する

ための職場の環境づくりなどの各分野にわたり取り組むことで相乗効果が発揮さ

れます。 

伊達市では、人材育成を効果的に進めるため、「人事管理」、「職場環境づく

り」及び「職員研修」を相互に連携させて、市民とともに考え、何ごとにも積極

的にチャレンジしていくプロ意識を持った職員の育成を図ります。 
 

連 

携 

連 携

連

携人材育成 

人 事 管 理 職場環境づくり

職 員 研 修

市民とともに考え、何ごとにも積極的にチ

ャレンジしていくプロ意識を持った職員

の育成 
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 第２ 活気ある職場づくり －人を育てる職場環境の整備－ 

 

「職場でこそ人は育つ」と言われるほど、人材育成における職場の役割は重要

です。 

人材育成を進めるためには、職員研修や人事管理などの手法を充実するだけで

なく、人材育成の現場である職場環境の熟成が不可欠です。 

職場の体質、雰囲気は、職員の学習意識に大きな影響を及ぼすことから、自己

啓発に意欲を持つ職員を支援する雰囲気・職場風土を熟成していくことが重要と

なります。 

そのため、次の９項目を中心に置いた職場環境づくりを進めます。 

このような取り組みにより、組織が活性化し職場の学習的風土が醸成されます。 

 

●管理・監督職の意識改革 

職員の能力開発にとって職場環境は重要な要素であり、職場環境の形成に

は、管理・監督職の果たす役割や責任は極めて重要です。人材育成の職場環

境を形成するため、管理・監督職の意識改革を進め、職場環境の改善を積極

的に取り組み、人材育成を管理・監督職の職務として明確に位置づけること

に努めます。 

人事担当課としては、人事評価において「職場における人材育成」を管理

職の能力評価の重要な要素として取り入れ、その実績を給与に反映すること

を視野に入れていきます。 

 

●ホウレンソウ（報・連・相）の徹底 

職場においてコミュニケーションを良くすることは、非常に重要です。組

織内において、コミュニケーションが不足していると、意思疎通が阻害され、

仕事上の連携も取れなくなり、組織としての機能が果たせなくなります。 

職場におけるコミュニケーションの基本は、いわゆる「報告（ホウ）・連

絡（レン）・相談（ソウ）」です。「報告、連絡、相談」は、仕事を円滑に

進めるために不可欠なものですが、ともすれば軽くみられがちです。よって、

管理・監督職は、「報・連・相」が、仕事を進める上で十分な認識のもとに

定着し、職場のコミュニケーションが良好に保たれるよう職場環境の改善に

努めなければなりません。 

 

●職場会議（ミーティング）の充実 

個々の業務日程の調整や協議を活発に行えるよう課などで行われる職場会

議の実施を推進します。また、それを発展させることにより、仕事の意義や

目標を明確化し、やりがいのある職場へと変化させます。 
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●職員提案制度の検討 

職場内での担当業務における改善提案や、全庁的な職員提案制度を検討し、

職員の多彩な発想を引き出し、職務に取り組むための仕組みづくりが必要で

す。各職場においては、改善提案や職員提案に対して、積極的に対応するよ

うな職場づくりが求められます。 

 

●心と体の健康管理 

職員が前向きにいきいきと仕事をし、その能力を伸ばしていくためには、

心身ともに健康であることが何よりも大切です。そのためには、職員自らの

健康管理はもとより、組織的に職員に対しての相談窓口など支援体制が必要

であり、健康診断結果に基づく健康管理指導等の充実やメンタルヘルスへの

対応など職員が働きやすい職場づくりに努めます。 

 

●ハラスメント（嫌がらせ）対策 

セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメントの防止に向けて意識

啓発を繰り返し行うとともに、日常的な職場会議（ミーティング）の実施な

どにより、職場の問題などについて率直に話し合える環境づくりに努めます。

また、相談窓口の拡充など、被害者に対する相談体制の充実に取り組み、万

一ハラスメントが行われた場合、加害者に対し、厳正な処分を行います。 

 

●復職へのケア及び体制づくり 

女性職員だけでなく男性職員も安心して出産・育児に対応できるよう産

休・育児休業の長期休暇後に、スムーズに職場へ復帰するための体制づくり

に努めます。長期療養者に対し、職場において適宜状況を把握し、復帰に向

けた支援策として、職場情報の提供などの実施に努めます。また、復帰後に

おいては、業務分担などについて一定の配慮が行われるようにするなど、病

気の再発防止に努めます。 

 

●「ノー残業デー」の継続 

毎週水曜日のノー残業デーの実施を徹底するため、管理・監督職は率先し

て定時退庁に努めるとともに、巡回指導などを行うことにより、定時退庁を

推進します。また、ノー残業デーの実施が徹底できない職員が多い職場につ

いては、人事担当課が把握し、管理・監督職への指導などを徹底します。 

 

●福利事業の充実 

職員会を主とした福利厚生活動の充実と職員相互のコミュニケーションづ

くりの充実に努めます。 
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 第３ 能力開発の支援 －自ら学び考える職員研修－ 

 

地方公務員法第３９条では、「職員には、その勤務能率の発揮及び増進のため

に、研修を受ける機会が与えられなければならない。」と規定しており、今まで

もふくしま自治研修センター等を通じて研修は実施してきておりますが、ほとん

どの職員が、｢研修｣＝「研修担当部局が実施している研修（職場外研修）」と考

えるほど職場外研修は定着しています。その研修さえも、「仕方なく」あるいは

「仕事が忙しいのに」というマイナス思考が強く、自己の能力開発といったプラ

ス思考での取り組みとは必ずしも言えない状況にあります。一方で、「職場研修」

と「自己啓発」はあまり意識されておらず、実施も十分であるとはいえません。 

しかし、職員が成長する機会の多くは、実際の職場において職務を通じ、上司

や先輩から学ぶ中にあり、また、職場外研修や職場研修をより効果的なものとす

るためには自己啓発の意欲は欠かすことができません。  

今までの研修担当部局が実施してきた研修（ここでは職場外研修のこと）は、

職員を平等に扱うという基本方針のもとで運用されてきており、研修内容も採用

年次等によって全員一律の内容で実施することが一般的でした。しかし、職員一

人ひとりには、個性があり、伸ばすべき能力や必要とする能力にも個人によって

異なるということを認識したうえで、職員一人ひとりの持てる能力を 大限に伸

ばすような研修制度をつくる必要があります。 

今後の研修制度は、新しい人事管理と連携することはもちろん、「研修の三本

柱」である職場研修、職場外研修、自己啓発のそれぞれの特徴を生かしながら人

材育成を図っていきます。 

【研修の３つの柱】

職場外研修 
（OffJT） 

職場研修 
（OJT） 

自己啓発 
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 （１）自己啓発の推進 

 

職務を遂行する上で必要な知識・技能を習得するためには、単に研修内容を充

実させ、参加するだけでは必ずしも十分ではありません。職場研修、職場外研修

及び自己啓発を組み合わせ、総合的に実施することが必要です。 

ここでいう自己啓発とは、職員一人ひとりが必要な知識、能力、経験等につい

て自覚し、能力を開発する必要性を理解し、主体的に学習することであります。 

職場研修や職場外研修を実施しても、職員自身が自己を向上させようとする意

思、意欲がなければ十分な効果は期待できません。職員が日常の業務を遂行する

中で自己の役割を認識し、充実感・充足感を得て自己実現を図っていくことが必

要であり、よりよい市民サービスの提供につながるものであります。 

自己啓発は人材育成の基礎であり、自己啓発を継続的に行っていくためには、

職員一人ひとりの主体的な取り組みと組織的な支援が不可欠であります。その推

進を図ることは も基本的な方策であるため、今後、情報提供などを充実すると

ともに、自己啓発のきっかけづくりや自己啓発に取り組みやすい職場環境の形成

に努めます。 

 

● 自己啓発についての管理監督職員の理解と奨励 

職員の自己啓発を進めるためには、職場リーダーの理解と支援が必要で

す。自己啓発を進めやすい職場風土の形成を図り、職員の取り組みを奨励

することが、管理監督職員の職務ともいえます。そのため、管理監督職員

のための意識啓発に努めます。 

 

● 自主研究グループ活動の奨励 

意欲的・積極的な職員を養成するために、市政の課題等について自主的

な研究活動を奨励します。また、職員間の情報の共有化を図るため、発表

機会の提供や研究成果が行政施策に反映できるシステムについて検討しま

す。 

 

● ボランティア事業など職場外での活動の奨励 

各種サークルやボランティア団体等が行う事業・活動等の情報提供及び

参加への奨励を行い、職員のボランティアに対する意識の高揚を図る。 

 

● 通信教育等各種学習機会の拡大と参加の奨励 

職員の自主的・積極的な学習活動を支援するため、各種の通信教育や県

内大学等が実施している公開講座やセミナー等の情報提供及び講座受講に

際しての支援等を行います。 
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● 他の自治体や民間企業との交流 

他自治体や民間企業主催のセミナー等に積極的に参加し、他自治体職員

や民間企業人との人的交流の促進を図ります。 

 

● 資格取得等職員自主研修への助成 

国家資格や公的資格を取得するための講座受講、大学院等の専門機関へ

の修学、講座聴講等、職員の自主研修に対して支援等を行います。 

 

 （２）職場研修（ＯＪＴ）の推進 

 

職場研修（OJT：On the Job Training）とは、職場の上司等が職場内で仕事

をしながら、報告、命令等の機会を捉えて部下を育成、指導するものです。 

職場研修は、日常的な職務に直結し、職員個人の特性に応じたきめ細やかな個

別指導が可能であり、人材育成や個々の能力開発においては、極めて有効な手段

です。 

しかしながら、本市では｢部下育成･人材育成が管理監督者の責務｣という認識が

希薄であること、あるいはその｢責務｣が明確に位置付けされていない等の理由で

職場研修が計画的に行われているとは言い難い状況です。 

職場研修を進めるにあたっては、職場を学習する場、人を育てる場としてとら

え、管理・監督職が、職場研修の目的と方法を個々の職員に応じて明確にしなが

ら取り組むことが必要であり、今後は更なる管理・監督職自らの資質向上に向け

た自発的な取り組みも求められます。 

また、こうした職場意識をつくり出した原因の一端は研修担当部局にあるとい

うことも認識し、今後は、各職場で職場研修が有効に、かつ、習慣化されるよう

研修担当部局として支援します。 

 

● 職場研修における管理職の責任と役割の明確化 

部下を育成することは、管理監督者の職務であり、責務である。管理者

として職員の自覚を促すため、研修等を通して管理監督者の役割りや目標

を設定し、部下職員の指導・育成技術の習得を図る。 

 

● 職場研修等の指導者の養成とOJT研修の定着化 

部下の指導育成マニュアルを作成し、管理監督者を中心とした全庁的な

OJT（On the Job Training）の推進を図る。 

 

● 職場研修に関する情報の収集と提供 

各職場の研修状況、研修マニュアル、研修計画等に関する情報を調査し
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紹介するよう努めます。 

 

 （３）職場研修（OffJT）の推進 

 

職場外研修（OffJT：Off the Job Training）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。 

一定期間職場から離れる研修なので集中的に行うことができ、基礎的な知識・

技術を体系的に学習することができ、また高度な知識・技術を学ぶには効果的で

す。さらには、他職場や他市町村職員などの環境の異なる職員との受講により意

識の高揚が図れるなどの効果が期待できます。 

しかしながら、なかには、業務多忙を理由により研修参加を辞退する職員も少

なからず見受けられます。このような状況は、職場の研修に対する意識の低さ等

に起因するものであり、研修に参加しやすい職場風土の醸成に努める必要があり

ます。 

今後はより効果的な人材育成を図るために、階層別に目標を定め、ある意味で、

研修参加を義務化とする人事管理、人事評価と連動させた研修制度の構築を図る

必要があります。 

 

●管理監督者研修の充実 

職場研修を通じた人材育成や職場の環境づくりには、管理監督者の果た

す役割と責任が大きいものがあります。 

特に、管理職には、「人事給与制度」の導入により、今まで以上に部下

に対する指導力や経営管理（マネジメント）能力や経営センスなどの能力

が要求されます。 

これらを踏まえ、管理職に対する研修内容を検討いたします。 

＜主な検討施策＞ 

・人事評価者訓練に関する研修の実施 

・目標管理に関する研修の実施 

・経営能力向上に関する研修の実施 

 

●採用後３年間の研修の充実 

一般職、専門職にとらわれず採用後３年間は研修の重点期間と位置づけ、

早期の人材育成を図るため、職務遂行能力向上に関する研修を実施してい

きます。 

＜主な検討施策＞ 

・接遇能力向上に関する研修の実施 

・創造力、発想力強化に関する研修の実施 
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・法務能力（地方自治法、行政法、民法など）に関する研修の実施 

 

●職員個々の能力に応じた研修の実施 

能力開発の基本は、職員がやる気になって主体的に学習してこそ効果が

あります。 

平成19年度よりふくしま自治研修センターでの選択研修は、グループウ

ェア等を利用し公募制としたところではありますが、現在の公募による受

講方法をより充実させ、より多くの研修科目から受講科目を選択できる制

度にします。 

＜主な検討施策＞ 

・時代の変化や需要に合った研修科目の設定 

・年間研修予定の提示 

 

●政策形成に関する研修の充実 

地方自治体の究極の目標である 少の経費で 大の効果を上げるために

は、職員個人が前例踏襲主義ではなく自分で考え、様々な課題を解決する

能力、柔軟性のある発想や戦略的な取り組み姿勢が必要となります。 

＜主な検討施策＞ 

・選択科目に多様な政策形成研修科目を設定 

・長期的な課題研究による研修の実施 

 

●メンタルヘルス研修の充実  

職場環境の変化や業務遂行における環境の変化等から、職員のメンタル

ヘルスの必要性は一層高まっており、職員一人ひとりや管理監督者として

の意識の喚起に努めます。  

＜主な検討施策＞ 

・一般職員のメンタルヘルス研修  

・管理監督者のメンタルヘルス研修 
 

●接遇意識・能力向上のための事業の実施 

｢行政は 大のサービス産業である｣という視点に立ち返り、市民満足度

向上のために、職員が守るべきルールを明らかにするとともに、接遇意識･

能力の向上を図るとともに、新規採用職員から管理職まですべての全階層

を対象として様々な接遇研修を検討していきます。  

＜主な検討施策＞ 

・「接遇マニュアル」の周知徹底 

・接遇指導者（リーダー）研修の実施 
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●上部機関への派遣研修及び県等との人事交流などの推進 

職務に必要な 新の情報、高度な専門知識・技能を得るには、ある業務

に特化した派遣研修は有効な手段であり、とても効果的です。また、同時

に他団体の職員や外部の人との交流の場であり、学習意欲を高める機会で

もあります。 

このため、国・県の各種機関への派遣研修及び県等との人事交流などを

今後とも可能な限り積極的に推進していきます。 

また、民間企業の経営感覚や対人能力を学ぶため、民間企業等への派遣

研修についても計画していきます。 

＜主な検討施策＞ 

・国、県の各種機関への派遣研修 

・県等との人事交流 

・民間企業派遣研修の計画、実施 
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 第４ 人を育てる（組織を活性化させる）人事管理 

 

仕事に対する意欲は、職員の能力開発や能力発揮のきっかけとなり、人を育て、

組織にも活力を与えることになります。人材育成を効果的に推進するため、いか

にして職員が仕事に対してやる気をもてるかを人事管理の面から考え、人材育成

に取り組んでいきます。 

そこで、以下の３点に重点を置いて人材育成に取り組みます。 

 

（１）多様な人材の確保 

多様化する市民ニーズに対応するための基礎的、専門的な能力に加え、幅広

い視野を持ち、時代の変化に柔軟に対応できる意欲のある多様な人材を確保す

るため、公平･公正性を保ちながらより人物重視の採用に努めます。 

 

●職員採用の選考強化 

当市の未来を担う人材の確保という観点から多様化する行政ニーズに

的確に対応できる、幅広い視野と豊かな感性を持ち、行動力に優れた職員

を採用する必要があります。 

このため、採用においては、一般的な知識・専門的知識についての筆記

試験の成績もさることながら、公務に対する意欲・意識を重視し、知識の

みに偏らない、人間性を考慮した採用に努めます。 

 

●多様な雇用形態の取り組み 

退職者の経験・知識・能力は貴重な財産であるので、その有効活用を図

ります。 

また、専門性の高い分野や特定課題に対応するための任期付職員の採用

を検討いたします。 

 

●臨時・パート職員の活用 

限られた職員数で市民サービスを維持するために、臨時・パート職員に

より代替できる業務については積極的に代替し、業務の効率化を徹底しま

す。 

 

●障害者雇用 

バリアフリー社会の実現を図るうえで、障害者の雇用の場を確保するた

め、採用試験の実施にあたり障害者雇用率の推移を見極めながら、障害者

の積極的な雇用を検討いたします。 
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（２）適材適所の人員配置 

組織の活性化を図り、市民ニーズの高度・多様化や地方分権に対応していく

ためには、職員一人ひとりの持つ能力を 大限に活用することが求められてい

ます。 

そのためには、職員の能力、適性、意欲などを活かしたきめ細やかな職員配

置を実施し、職員の能力開発や能力活用に努めます。 

 

●職員育成のための人事異動 

人事異動は組織を活性化させるとともに、職員の能力開発という面でも

重要な役割を担っています。新規採用後１０年間程度は、窓口部門、事業

執行部門、総務管理部門など多様な異なる分野の業務を経験することによ

り、幅広い知識と経験を身に付ける必要があります。組織として 大の効

果を上げるためには職員の適性を把握し、適材適所の配置に努める必要が

あるため、３～４年の期間による計画的なジョブローテーションを確立し

ます。 

また、専門職（保健師・栄養士・保育士・幼稚園教諭）に関しても、公

務員としての幅広い知識を習得させるため、一般行政部門の職場について

も経験させることを検討いたします。 

※【ジョブローテーション】 

職員を計画的に異動させ、多くの仕事を経験する中で、幅広い業務知識

を習得させ能力開発を行うこと 

 

●専門的職員（エキスパート）の養成 

地方分権時代の到来と社会情勢の複雑化によって、行政の高度化・複雑

化に対応できる専門的な能力を有する職員の育成がこれまで以上に重要

になってきています。これまでの人事配置は、幅広い職務経験や知識、政

策形成能力や管理能力をもつ総合職の養成に主眼をおいてきました。しか

し、市民ニーズが多様化、高度化するなかで、技術職はもとより事務職に

ついても、より専門的知識や技術を持ったエキスパート職員も求められる

ようになることから、ジョブローテーション期間経過後の専門スタッフ職

員の育成について検討します。 

 

●自己申告制度の活用 

職務の適性、希望部署、人間関係などを重視した配置転換を行うことで、

意欲を持って業務を遂行し、職員の持続的なモチベーションの維持を図る

ことに努めます。 
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●女性職員の登用 

行政サービスの一層の向上を図るためには、男女を問わず意欲と能力の

ある職員を積極的に登用していくことが重要です。社会経済情勢の変化に

伴い行政需要がますます多様化していく中で、あらゆる分野への男女共同

参画が期待されます。女性職員の意見や能力をより一層政策形成に生かす

ため、女性職員の職域の拡大や管理監督者への積極的登用に努めます。 

 

（3）適正な人事給与制度の導入 

人事管理において、職員の仕事に対する意欲を高めるためには、その運用の

公平・公正・透明性が求められます。そのため、年功序列ではなく、「頑張っ

た者が報われる人事」を基本に置いて、人事評価制度、給与制度、研修制度等

の各制度が有機的に結びつく総合的な人事給与制度の導入を研究します。 

 

●人事評価制度 

人事評価制度は、職員の業績評価、能力評価及び勤務姿勢を直属の上司

が総合的、客観的に評価するもので、今後の総合的な人事給与制度の中核

となる制度です。 

評価は、単に格差をつけることを目的とするのではなく、評価の過程で

職員一人ひとりの人材育成を図り、組織を活性化していくことを第１の目

的として行われるものです。 

なお、人事評価制度の定着後は、その評価結果を人事給与上の処遇に反

映していくことを検討していきます。 

 

●昇任管理 

職員の意欲・能力・実績を的確に把握し、年功にとらわれず能力や実績

を重視した昇任管理を目指します。 

 

●管理職員希望降任制度の検討 

職員個人の能力や意欲に応じた任用及び組織の活性化を図るため，管理

職員が自ら降任を申し出る希望降任制度の導入について検討します。 

 

●分限処分 

意欲や能力が低く、十分な業績が挙げられない、勤務評定が一定の基準

に満たない職員については、まずは管理・監督職による指導・助言を行い、

その後意識改革のための研修を実施する。それでもなお一定の基準に満た

ない場合は、必要に応じ退職勧奨を行うとともに、場合によっては、降任・

免職などの分限処分を検討します。 
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第４章 人材育成の推進に向けて 
  

人材育成を効果的に進めていくために、職員一人ひとりの自己啓発に対する意

欲を喚起することが重要となってきますが、そのためには、これまで記述してき

たように、職員が主体的に取り組むことのできる職場環境づくりに努めなければ

なりません。その意味で、職員自らの役割はもとより、管理・監督職の人材育成

に対する役割は重要です。また、人材育成担当課においても、より計画的、長期

的な視野に立った人材育成の方策を展開する必要があります。そして、効果的な

人材育成を進めていくためには、それぞれがそれぞれの役割を自覚し、この方針

の具体策をどこまで実行できるかを必要に応じて検証するとともに、進行管理を

明確化し、定期的に再評価して、改善等の必要な措置を講じることが重要と考え

ます。 

 

（１）職員の役割 

職員一人ひとりが真に市民サービスのプロフェッショナルとしての自覚と

責任を持つとともに、積極的に能力開発に取り組まなければ、組織の発展は望

めません。  

組織の中で、職員が積極的に自己啓発に取り組むことにより、職員同士が切

磋琢磨し、お互いに啓発し合うことで、職場全体の意識が高まり、職場の風土

を学習的なものに変えていくことが期待されます。 

職員は、自ら自己啓発による人材づくりを行うことにより、職員個人の能力

向上にとどまらず、学習的な職場の風土づくりに貢献することを自覚する必要

があります。 

 

（２）管理・監督職員の役割 

日常の業務を遂行することは、それ自体が人材育成の重要な機会です。上

司・先輩から部下に対する指導・助言は、人材育成にとって も基本的な要素

であるとともに、その人材育成に取り組む姿勢が、職場の活性化と意識高揚を

生み出す要因ともなることから、管理監督職員は、部下に対する育成・指導の

責任者として、これらに対する深い認識をもち、計画的に人材を育成する意識

をもつことが重要です。  

また、人材の育成を大きく左右する職場環境の整備は、管理監督者の職務で

あり、管理監督者は、すべての職員に能力開発の機会が均等に与えられるよう

配慮するとともに、効果的、効率的に行われるよう職場環境を整備し、職員の

自己啓発意欲を高めるよう、学習的職場風土づくりに積極的に取り組んでいく

必要があります。  

職員は、管理監督者の豊かな見識と優れた判断力により、明快な指針を与え
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られることを望んでおり、管理監督者は常に自信を持って、この期待に応えら

れるよう知識及びリーダーシップの涵養に努めなければなりません。 

 

（３）人事育成担当部門の役割 

社会経済環境の変化に即応できる組織づくりを行うためには、人事育成担当

部門として、職員に対する研修機会の提供に止まらず、特に各部署において人

材を育成する風土の醸成を行う必要があります。職員個々に対し、能力開発等

を積極的に支援するとともに、管理・監督職員を適切にサポートしていくこと

で、人事育成担当部門は、各部署を側面から支援する役割を担います。  

同時に、地方行政を自治体の経営と捉えるとき、中・長期的に経営戦略や経

営理念を反映させた方針をもって、人事戦略的に人材育成を推進していく必要

があるため、人事育成担当部門は、こうした職員を育成する仕組みを検討・構

築していくこととします。 

 

 

第５章 おわりに 
これからの行政は、まず市民の視点に立ち、行政サービスの質を絶えず向上し

ていかなければなりません。そのためには、「意識改革」のできる職員になるこ

とが必要となります。 

この「意識改革」を進めるため、基本方針に基づく様々な取り組みにより、よ

り高い能力や意欲を持った職員を育成していきます。 

なお、基本方針は、今後とも社会情勢の変化に柔軟に対応し、形骸化・陳腐化

させないため、必要に応じて見直しを行い、より一層充実したものにしていきま

す。 
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