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1. 中野区における人材マネジメントの必要性
（１） 背景
地方分権の進展に伴い、区の責任は更に重くなっている。同時に、「新しい中野をつくる１０か年計
画」を効果的に実現するための施策展開への期待は高まっている。ますます複雑になっていく課題に
対応するために、民間企業や地域団体など他の主体と協働した新しい展開が求められる領域も多くな
りつつある。
このように、新しい展開を求められている職員には、これまで区民等と直接対面して提供してきたサ
ービスについては、できる限り地域団体や NPO、民間企業など他の提供主体に任せ、計画立案や、サ
ービスの質の確保、区民の権利保護など、公務員でなければ行えない仕事に特化して、区民への価
値提供を充実させる「働き方改革」が求められている。
急速に変化する状況をふまえて、新しい働き方への転換を促進し、区民のニーズに迅速かつ柔軟
に応える『小さな区役所』を実現させていく必要がある。

（２） 人材マネジメントの必要性
『小さな区役所』実現には、職員一人ひとりの能力が、十分に生かされる必要がある。そのためには、
職員がそれぞれ培ってきた「経験」や「知識」「特性」を職務で存分に発揮し、意欲を高めることが効率
的、効果的である。
区はこれまで、職員ひとり一人が自律的に判断し、能力を発揮できる組織体制の整備を進めてきた。
このしくみを生かし、成果を高めるためには、これまで以上に自立的に職務を遂行する職員が求められ
ている。職員に対し、一元的に示してきた働き方や能力開発についても、職員自身が考え、選択できる
しくみへと転換する必要がある。
区は、職員自身が多様なキャリアデザイン※を選択できるしくみを用意し、その実現を支援し、職務
や能力向上の意欲を引き出すとともに、職員の能力や特性を生かした適材配置を行うことによって区政
の成果を高める『人材マネジメント』の取組みを進める。
※ 職員自身が将来的に担いたい職務、役割などの長期目標を設定して道筋を描くこと。

2. 人材マネジメントのすがた
職員は、日常の職務行動を、目標設定→実践→点検→改善のサイクルにより向上させるとともに、自身
が選択したキャリアデザインを実現させる。組織は、職員の能力向上を支援するとともに、適材配置等によ
って能力、特性を最大限活用し、人材の有効活用を図る。職員と組織の相互連携により区政目標実現を
図っていく。（図１）
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（１） 職員
職員は、中野区の職員が成果を高めるため行動の基準である、「中野区コンピテンシーモデル（資
料 1）」を用いて自らの職務行動を点検し、成果を高めるための「気づき」を得て、日常的に努力をする。
また、自らの特性を確認して、キャリアデザインを構築し、実現に向け、能力を向上させる。

（２） 組織・職場
職員の能力と特性を把握して成果が高まる職務配置や事務分担を行う。職場に不足している能力を
持つ職員を積極的に補い、区政目標を実現させる。職員のキャリアデザインを実現させるため能力開
発を支援し、職務への意欲を向上させる。

図 1

人材マネジメントのすがた
組織目標(区政目標）
財政運営
施設・設備活用
人材活用

職員の自律的な能力開発

１． 人材の獲得
中野区コンピテンシーモデル
（中野区職員が成果を上げるための行動基準）

コンピテンシーモデルを活用した公募制異動制度
を活用して獲得する
コンピテンシーモデル、キャリアデザインを活用し
て異動対象者を獲得する(人事異動）
区の外部から、目標に適合した能力等を持つ人
材を獲得する
２． 職員の適材配置

自己点検

職
務
遂
行

改
善
キャリアデザイン
（将来的に担いたい職務に関する目標）

コンピテンシーモデル、キャリアデザインを活用し
て職員の適材配置を行う
３． 意欲・能力の向上

職務意向の申告

コンピテンシーを日常的に向上させるOJT、研修を
実施する

自身の将来への意向（キャリアデザイン）を表明して具体的
な行動を起こす

複線型人事など、キャリアデザインを実現するた
めの人材活用の仕組みを実施する
昇任の基礎資料としてコンピテンシー活用する

3. 中野区コンピテンシーモデル（Ｎ’ｍａｐ）

組織経営を担う役割を目指
す

専門性で区に貢献する役割
を目指す

（執行責任者、統括管理者等）

（専任主査、専任副参事等）

（資料１）

（１） 中野区コンピテンシーモデル（Ｎ’ｍａｐ）

とは

コンピテンシーモデルとは、職員が潜在的に有している能力ではなく、高い成果に結びついた現実
の行動を整理したもので、１９７０年代に、アメリカ国務省における外交官の成果と、入省試験の成績と
の関係性が低いことが問題となって、優秀な職員の行動の研究から開発が進み、民間企業が導入して
きた評価方法である。
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この考え方を、区の職員に対する有効な能力開発の道具として活用するため、長年の研究で培われ
た一般的なコンピテンシーモデルの考え方をベースとして、区職員に独自な行動要素を十分に盛り込
み、中野区コンピテンシーモデル（資料１）（以下Ｎ’map という）を作成した。実際に、区職員１００人から
の聞き取り調査を行い、成果につながった行動を抽出、今後求められる職員像も併せて検討し、仕事
を進める上で成果を上げる重要な行動の要素を６つに整理したものである。（図２参照）
Ｎ’ｍａｐ は、この各要素について、行動のレベルを段階的に分けて一覧にすることで、能力開発を
進めるための基準として活用できるようにしたものである。

（２） 中野区コンピテンシーモデル（Ｎ‘ｍａｐ）の内容
架空ではない、実際の区の職員の行動を基に作成しているため、自己啓発の目標として活用し易い
内容になっている。また、職員の潜在的な能力や問題意識などを前提として、実際の行動として表れた
ことがらのみを評価対象とするため、他者からも確認しやすく、客観的であるといえる。
6 つの要素は、一つひとつが成果に貢献する重要な行動であり、全ての要素の行動のレベルが高く
なければ成果があがらないというわけではない。むしろ、異なる行動要素を持つ人材を組み合わせ、成
果を高めることが考えられる。また、職務の性質、内容によって、重視される行動要素が異なることから、
適材配置や、キャリアデザインに活用できるものである。

図 2 N’map の 6 つの行動要素の関連図

理念性

論理性

行動要素１ 目標達成志向
区の目標や自分自身の目標を意識し、そ
の達成のためにあきらめずに行動する。

行動要素３
学習志向
区の将来像や方向性を考えて、情報収集
や継続的な学習を行う。

行動要素２ 革新・創造
あたらな分野を巻き込み、生活者や現場
の視点から新しい価値を創造する。

行動要素４ 問題解決プロセス
表面的な課題解決ではなく、本質を追求
して解決に向けた対応をする。

行動要素５ 対人行動
他の人との協力関係を築き、相互理解を
行って成果につなげる。

行動要素６ 組織力向上
チームや組織全体の成長を重視し、マネ
ジメントする。

社会性
※6つの行動要素毎に2つの視点を設け、行動の内容を記述している。
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4. 中野区コンピテンシーモデル（Ｎ’ｍａｐ）による自己点検
Ｎ’ｍａｐは、人材マネジメントの中で、日常的な職務行動の目標とするとともに、職員自身が特性を知る
ための基準として活用する。
職員は自らの能力を客観的かつ継続的に把握し、自立的に能力開発を進めるために、下記により自己
点検を毎年行い、職務行動を振り返る。

（１） 対象とする職員
条件付採用期間中の職員、休職その他の事由により、自己点検を実施することが困難であると認め
る職員を除き、管理職員、常勤一般職に属する職員及び地方公務員法第２８条の５第１項に規定する
短時間勤務の職を占める職員について、１２月３１日を基準日として自己点検を行う。

（２） 自己点検の実施方法
Ｎ’ｍａｐを基準として点検を行い、統括管理者等に提出する。

（３） 自己点検の期間
前回の基準日の翌日から当該自己点検の基準日までの職務行動を点検対象とする。

（４） 自己点検に対する助言
統括管理者等は、自己点検に対し、能力開発のための助言を行う。なお、保育園又は児童館に所
属する職員の場合にあっては、園長及び館長が当該職員に助言を行う。自己点検は、これらの助言を
受けて必要な見直しを行い、再度提出する。

5. 中野区コンピテンシーモデル（Ｎ’ｍａｐ）の活用
自己点検は、日常的な向上目標を持つとともに、適材配置や、キャリアデザインに活用する。中野区人
材育成計画との関係、及び人事制度との関係を下記に示す。(図３、図４)

（１） 適材配置、昇任への活用
① 職員のキャリアデザインを実現し、成果の高い職員配置を行うため、人材活用情報に自己点検を
反映させ、人事異動等の資料として活用する。
② 少数精鋭で成果の高い組織を実現するための、昇任制度運営の基礎資料として活用する。

（２） 職員のキャリアデザインへの活用
① 職員が、自ら特性を把握し、キャリアデザインを描き、申告するため活用する。

- 4 -

② 職員の特定な能力を組織内で有効に活用する、複線型人事等に活用する。

（３） 日常的な OJT、研修への活用
① 職員の能力向上のため、毎年行う自己点検結果を指導育成に活用する。
② 職員の能力向上のため、研修や OJT を実施する。

図 3

中野区人材育成計画に対する N’map の活用

『中野区人材育成戦略』の各戦略

人材マネジメントの取組み

配置・昇任戦略
人事異動
職員配置

N’mapを活用して職務適性を予測し、執行責任者の配置や職務内容
に合った適材配置を行う。

職員公募制度

職員のキャリアデザインを実現するための手段として、拡充して実施す
る。N'mapを活用して、公募職務への適性を測る。

昇任

N'mapを活用して昇任の適性を測る。昇任にあたる基礎力養成の基準
としても活用する。

複線型人事

N'mapを活用して専任職員認定制度を実施することで、職員のキャリア
デザインを実現する複数の選択肢を作る。

環境戦略

研修受講

N'mapにより、職員自身が具体的な職務行動を振り返りって点検する。
職員は、振り返り・検証を通じて目標を設定し、スキルの向上に努め
る。職員全体の自己点検結果の検証から、研修計画の方向性を定め
る。

再任用職員活用

N'mapを活用して職務適性を予測し、適材配置を行う。

OJT

人事考課戦略
昇任の評定(再掲）

N'mapを活用して昇任の適性を測る。昇任にあたる基礎力養成の基準
としても活用する。

３６０度評価

職員の能力開発、振り返りの手段としてN'mapを活用して実施する。

図 4

人事制度との関係

勤務評定

昇給

中野区職員の人事考課に
関する規程
人材活用情報
自己申告

職務の長期目標(キャリアデザイン）として、自
己申告、人材活用情報に活用する
（仮）職務の自己点検要綱
（別途設置する）

毎年自己点検
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人事異動・
職員配置

職員公募・複線型人事・
昇任

自己啓発・人材開発（ＯＪＴ・研修）

6. 職員のキャリアデザイン
（１） 職員のキャリアデザインの必要性
ますます複雑、高度化する課題に対し、「新しい中野をつくる１０か年計画」を効果的に実現するため
には、今まで以上に、職員が培ってきた専門性をさらに向上し、活用していく必要がある。
一方、区はこれまで、職員のキャリアを十分に活用していくしくみを整えていなかった。また、職員は、
本人が将来に担いたい職務上の役割などを考え、中長期的な能力向上を検討する機会が不足してい
た。
今後、公務員が担うべき専門性を高め、もって区民に高い価値を提供する「働き方改革」を実現する
ためには、職員自らの能力や特性を生かし、キャリアデザインを構築することで意欲を高め、その能力
を十分に区政に活用していく取組みが必要である。

（２） 職員のキャリアデザイン構築と支援
職員が自身の能力、特性を認識し、キャリアデザインを構築するためには、日常的な成長を確認し、
仕事人生の適切な時期で支援することが必要である。職員は、Ｎ’ｍａｐを用いて、現在の能力・特性を
確認するとともに、組織が職員の成長に合わせて段階的に支援を行うことで、キャリア形成が図られ、
能力向上が促進される。(図５)

① 職員は、Ｎ’ｍａｐによる自己点検で、日常的に自身の能力や特性を把握し、キャリアデザイン構築
の基礎資料とする。
② キャリアデザイン構築や見直しに適切な時期に、仕事の振り返りや再構築を検討する機会を作る。
（キャリアデザイン研修）
③ キャリアデザインの自己申告を、人事異動や適材配置に活用するとともに、実現に向け能力開発
を支援する。
④ キャリアデザインの実現手段として、公募制異動など、第二の人事異動の手段を拡充する。
⑤ 特定の領域で高い成果をあげることにできる職員の能力を組織的に認めて活用し、意欲を高める
しくみとして、「専任職員認定制度」を構築し、自己実現のための複数の選択肢が持てるしくみ（複
線型人事）を確立する。
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図 5 職員のキャリアデザインの実現

管 理 職 級
昇

キャリアを選択

係 長 級

任

主 任 主 事

年齢

職員公募制など、第二の人事異動ルートを実施
キャリアデザインを実現する適材配置（職務分担、人事異動）
コンピテンシー向上のための研修や日常的なOJT

ー

ャ

専任主査・専任副参事・専任参事

リ
ア
デ
ザ
イ
ン
支
援

職
員
の
自
立
的
能
力
開
発

複
線
型
人
事

執行責任者・統括管理者・部長

キ

コ
ン
ピ
テ
ン
シ

モ
デ
ル
を
活
用
す
る

キャリアデザイン構築に対する支援 ※３

毎年、キャリアデザイン、コンピテンシーを申告
自身のキャリアデザイン※１を作成し、目標を持ち仕事を行う
新人育成ローテーション概
ね3職場 ※２

毎年点検
中野区コンピテンシーモデルの自己点検による確認

第1段階の行動を目指す
20

・

・

・

育成期

・

30

得意分野を把握し向上する
・

・

・

・

40 ・

・

・

キャリア構築期

専門能力で貢献する
・

50

・

・

・

・

60

・

・

・

キャリア充実期

※１ 今後担いたい役割などの将来目標を職員自らが考え、実現のための道筋を描くこと
※２ 採用後１０年未満の成長段階の職員を対象に、概ね３年間毎に計画的に職務を経験させ、キャリアデザイン構築の基礎を築く
※３ 仕事の振り返りに適切な時期（採用4年目、主任主事４年目、係長６年目等）に、キャリアデザインを点検する研修を実施

7. 人材マネジメントの年間のながれ
職員は毎年、自身の職務行動を自己点検するとともに、目標を設定し、職務意向申告等を用いて、自
己のキャリアデザインを実現させる。（図６）

① 職員は、毎年、当該年度の職務行動を想起し、Ｎ‘ｍａｐを照らして自己点検を行う。
② 職員は、自身のキャリアデザインを作成し、職務意向申告を通して表明する。
③ 自己点検、及び職務意向申告について、上司と向上目標やキャリアデザインへの支援について
話し合う。
④ 所属長等は、職員の人材活用情報をまとめ、高い成果をあげる職務分担、日常的な育成方針等
に活用する。
⑤ 部は人材活用情報を参考にして部内異動、部間異動等を行う。
⑥ 職員は、職員公募制度や複線型人事等も活用し、自身のキャリアデザインを実現させる。
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図６

人材マネジメントの取組み 1 年のながれ
毎年、職員が提出するもの

コンピテンシーモデルに
よる自己点検シート
職務意向申告
■自身のキャリアデザインを記
載
■来年度に希望する職務等を
記載

職員の希望で応募するもの

所

属

長

部

経営本部

面接（１２月）
昇任の基礎資料として活用
する

人材活用情報
■職員のコンピテン
シー、キャリアデザイン及
び所属長の育成経過等
を総合的に記載する

所属内の事務分担や研修
受講指導、OJTを行う

専任職員への応募

部内の人材活用情報を集
約する

部間異動の判断を行う

部内適材配置、部間異動
の判断する

複線型人事（(仮）専
任職員認定制度）

■自身のコンピテンシー、保
有するスキルを示して応募

■専任職を指定
■専任職員の応募受付
■専任職員を認定

職員公募の実施

職員公募制度への応募

■各分野一人募集を基本
とするなど、拡充実施する
■応募の目安となるコンピ
テンシーを示して実施

■自身のキャリアデザイン、コ
ンピテンシーを示して応募
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論
理
性

D 継続的な学習

C 情報の収集

３ 学習志向

F 新しい価値の創造

E 生活者・
現場起点

理
念
性 ２ 革新・創造

B 目標達成への執着性

A 目標を意識した行動

【視点】

１ 目標達成志向

行動要素と定義
他者依存的

自立して取組み始め

自立した職員の行動
第1段階

〔仕事に無関心〕

〔
指示事項を遂行〕

〔自立的に目標を設定〕

区の目標や自分自身の目標を意識し、その達成のために諦めずに行動する

気づいていない、
努力不足の行動

〔目標の進行を管理〕

率先した取り組み

〔
指示内容の達成〕

〔達成の工夫〕

〔率先して取り組む〕

〔
現場ニーズの掘り下げ〕

〔
仕組みを革新〕

〔
ルールに基いた情報共有〕

〔
所管以外の巻き込み〕

〔情報を自ら収集〕

〔幅広く情報収集〕

〔
領域をさらに広げる〕

〔
基礎的な学習を行う〕

〔自ら知識を獲得する〕

自分の担当分野の知識を 指示を受けた知識を習得する努 仕事上で必要な知識やルー
ルなどを、提供されている資
職務に関連する知 高めたり、また経験を深めた 力をしている。
料で、自分から学習してい
識・
専門性を追求 りという行動が不十分であ
る。
る。
していること

〔学習に無関心〕

〔
専門的な学習を継続〕

現在の仕事に関係する知識に 知識や専門性について庁外
加え、区の将来に必要な専門 で発表できるほどのレベルを
性、能力を見据えて高度な学 持ち、政策提言をしている。
習を継続して行っている。
学習の成果について、研修講
師となるほどの知識を持ち、Ｏ
ＪＴや研修で他の職員に教え
ている
外部や異なる分野の学習の
機会に積極的に参加するな
ど、知識や専門性を深める
ための行動をとっている。
担当の仕事を向上させるため、
自分から参考書を探して読ん
だり、研修に参加するなど、自
己学習活動を行っている。

〔
組織全体への影響〕

多様な方面から情報を収集
して信頼性を高め、政策決
定に影響を与える見解を述
べている。

〔
組織全体への影響〕

〔
学習成果を提供〕

職場以外にも範囲を広げ、セ
ミナー等の出席による人脈の
開拓等、独自の情報ルートを
作り、一歩進んだ情報を継続
的に収集している。

民間や他の機関などとの交
流から、新しい行政サービス
の仕組みを作り出し外部に
影響を与えている。

〔
斬新な価値創造〕

〔
学習領域を拡大させる〕

〔
新しい領域の情報収集〕
仕事についてのこれまでの経
過や背景、取り巻く
社会的な
状況など、関連する情報を整
理し、必要なとき直ぐに情報を
提供できている。

これまでの交流範囲を越え、
新たな民間や他の機関などと
継続的な交流を開拓し、新し
い価値を創造する行動をして
いる。

〔
関連情報を提供〕

民間や他の機関などでこれま
での交流範囲を越えた、新し
い交流に自ら参加し、新しい価
値を創造する行動をしている。

〔
従来の交流を超える〕

現時点で制度上不可能又
は困難なことでも、リーダー
シップをとってニーズの実現
に向けた行動を起こし、外部
に対しても影響力を持ってい
る。

〔
革新者としての影響力〕

〔積極的に自己学習〕

プライベート
も含めた日常的
上司等から一方的にもらう 職員に対して共通に流されてい 職員に対して共通に流される 仕事に関連する幅広い情報
情報だけで行動し、自分で る情報を、概ね理解している。 情報以外に、仕事に必要な を、積極的に関係者に聞き、収 な活動で、自分の担当以外
成果を高めるため、 情報を収集しない。
の情報や、社会的な状況
情報を自分で収集している。 集している。
幅広く
情報を集め
を、自分の仕事に関連付け
ていること
て興味を持ち収集している。

〔
職員共通情報の理解〕

区の将来像や方向性を考えて、情報収集や継続的な学習を行う

〔情報に無関心〕

〔同じ目標の人を巻き込み〕

仕事をスムースに進めるた
仕事の方向が関連する人に対 共通の課題として認識しても
め、身近な人との情報共有を して、自分から意識的に情報共 らうために、自分から情報提
自分から積極的に行ってい 有や意見交換を行っている。 供、声かけを行い、連携して
る。
新しい価値を創造する糸口
を見つけている。

〔身近な人の巻き込み〕

〔
従来以外の交流の創出〕

〔
生活者視点を追求〕

〔課題を抱え込み〕

〔生活者の視点で改善〕

将来への具体的な効果(アウト 将来像の実現に向けた粘り
カム）
を意識して、初めの計画 強い行動により、関係者を動
を変更するなど柔軟な姿勢
かし、理解者を増やし、難し
で、難しい状況を切り開いてい い状況を切り開いている。
る。

区の将来の姿を意識して、自
分にとって苦手なことにも挑戦
し、手戻りがあっても諦めずに
何度も挑戦している。

〔
執着性による影響力〕

〔
将来のための柔軟対応〕

〔
将来を見据え執着する〕

現場や現状の分析から把握し
た、ニーズの実現のため、既存
の枠組みや仕組みを革新し新
たな仕組みを作り出している。

〔生活者の視点で行動〕

目標達成のために、中断せ
ず粘り強く
前に進もうとしてい
る。率先して実行した結果、
たとえうまく
いかなくても、一
歩ずつ前に進もうとしてい
る。

〔
あきらめない姿勢〕

区政を横断した総合的な目
標を考え出し、達成すべく
働
きかけを行い、区の内部、外
部に影響を与えている。

〔
組織全体への影響〕

他へ好影響を
発揮する取組み

将来的に達成すべき中心視
点について妥協せず、順を
追って到達させる道筋を示し
て仕事を行っている。

〔
達成に向けた戦略性〕

長期的な成果に
つながる取組み

現状を十分に分析して目標が
達成された全体像と現実との
差を判断し、目標の優先順位
を決めて仕事を行っている。

〔
目標の優先順位〕

経営的な進め方に
踏み込んだ取組み

継続的に成果をあげ続ける職員に見られる行動
第３段階

今までどおりのやり方で仕事 「
こうすればよく
なるのでは」とい 指示を受けなく
ても、自分から 「生活者の視点」
から効率的で 自分で対象者や現場のニー 「
現場百回」といった意欲を
をし、改善に無関心である。 う他者の指摘などを基にして、 「生活者」の視点で仕事を考 あるか、効果があるかを考え、 ズの把握を行い、一歩進ん 持って現場の状況を熟知し、
問題点を意識を高めて自らも表 えて行動している。
自分から率先して新しい提案を だ発想を実施に移している。 そこから発想した新しい観点
明している。
打ち出している。
で、今まで気づかれなかった
ニーズを捉え、取組みを実施
に移している。

〔
改善意欲の芽生え〕

個人で課題を抱え込み、情 制度や法令など、決められた
交流を広げ、人々 報伝達を行わない。
ルールを概ね理解し、それに
を巻き込んで新し
沿った情報を共有している。
い価値を作ってい
ること

生活者や現場を起
点として発想し、仕
事を組み立ててい
ること

〔改善に無関心〕

新たな分野を巻き込み､生活者や現場の視点から新しい価値を創造する

指示されたことであっても、 指示内容を、達成するように仕 自分の目標を達成するため、 状況の変化があっても、できな
できない理由を付けて早々 事を行っている。
指示の意味を理解し、自分で い理由を探さず、自分で前向き
工夫して仕事を行っている。 な対策を考え取り組んでいる。
達成に向け粘り強く に諦める。
行動していること

〔仕事への執着性欠如〕

目標を達成途中で振り返り、
その都度検討して考え方を
見直し、それに伴った手法の
変更を検討している。

〔
目標の見直し〕

他の職員をリードする
取組み

職員の見本となる行動
第2段階

自分の仕事に無関心で、意 上司からの指示に基づいた目標 目標を自分自身で考え、上 目標を期限内に達成するた
司と話し合った結果に基いて め、進み具合を考えながら仕
目標に対する意識 味を理解しないままに今ま に向け、仕事を行っている。
仕事を行っている。
事を行っている。
を高く
、仕事を進め でどおり行うことが多い。
ていること

行動の段階

中野区コンピテンシーモデル （Ｎ'ｍａｐ）

資 料 １
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J 顧客への対応

I協調性と協力

５ 対人行動

H 解決に向けた行動

他者依存的

自立して取組み始め

自立した職員の行動
第1段階

〔問題意識の芽生え〕
〔課題の把握〕

〔解決行動の芽生え〕

〔迅速な解決〕

〔率先して解決〕

仕事の課題に対し、自分から率
先して問題点の把握し、既存の
ルール、仕組みなどを基に、解
決策を提案している。

〔改善策の提案〕

率先した取り組み

L 育成の支援

〔円滑な合意形成〕

客観的な資料を用いて、そ
の時点でのメリット、デメリット
やリスクを考え、複数案を比
較している。

〔客観的な立案〕

他の職員をリードする
取組み

職員の見本となる行動
第2段階

〔指示された業務をこなす〕

〔周囲への気遣い〕
〔協力関係への配慮〕

〔不快感を与えない対応〕

〔チーム成果に無関心〕
〔チーム成果への関心〕

〔本音の引き出し〕

〔チーム成果への関与〕

〔積極的な対話〕

相手の話をよく
聴き、苦情や 自分から相手が欲している主
約束事を後回しにせず対応 旨を引き出し、相手が満足する
することで信頼関係を作り出し ように対応している。
ている。

〔信頼関係の構築〕

チームや組織全体の成長を重視して職員をマネジメントする

話を良く
聞かず、考えを押し 顧客に不快感を与えない受け
良好な対人対応 つける事が多い。不遜な対 答えをしている。
で、信頼感を向上 応や約束を放置することが
ある。
させていること

〔不快な対応〕

自己中心的に仕事を行っ 役割として与えられた内容をこ 仕事の進み具合等の周囲の 周囲の仕事の状況を見て、自
ており、仕事の流れに支障 なしている。
状況に配慮しながら、自分の 分から手伝いをしたり、他の担
良好な協力や連携 を来たしている。
仕事をこなしている。
当・
部署からの依頼に積極的に
を築き、円滑に仕
協力している。
事を進めていること

〔自己中心的な行動〕

他の人との協力関係を築き、相互理解を行って成果につなげる

〔育成への関心〕

後輩に対して無関心で、育 自らの役割に基き、後輩や部下
職員のキャリアに応 成についての取組みが見当 のための最低限の声かけをして
いる。
じて成長を助けて たらない。
いること

〔育成への無関心〕

後輩や部下の言動に注意を
配り、自分から体験談などを
交えたアプローチを適宜行っ
ている。

〔自立した指導〕

日常の仕事で、まず自分が手
本を示し、実践させるなど、身
を持って示した育成を、積極的
に行っている。

〔自らが見本を示す〕

職員が自立した仕事を行え
るようにするため、それぞれ
の能力などを把握し、計画
的に段階を踏み目標を示し
てアドバイスを行っている。

〔計画的な育成〕

〔目標への共感醸成〕

効果の高い解決方法を優先
するため、状況を判断して多
数の関係者から合意を得る方
法を行っている。

〔解決に向けた柔軟性〕

〔継続的な信頼関係〕

〔チーム学習への貢献〕

従来の仕事の手順に工夫を加
えるようにアドバイスしたり、１ラ
ンク上の仕事を任せ、達成感
や成長の機会を与えて段階的
に能力を引き出す投げ掛けを
行っている。

〔ランク上の仕事を任せる〕

相手のキャリア形成のために、
自ら考える機会を提供し、相
手の状況を良く聞いてアドバイ
スをするなど、長期的視点で
の支援を行っている。

〔キャリアへのアドバイス〕

チームででの学習の機会等、
職場に合った手法を通じて納
得性を引き出し、メンバーの動
機ややる気を明確に向上させ
ている。

〔納得度向上での活性化〕

相手の状況や感情を把握し、 顧客の代弁者となり、顧客の
様々な解決策や次善策を示し 利益を追求することで、長期
て、相手の満足感を高めてい 継続的に信頼されるアドバイ
る。
ザーとなっている。

〔顧客満足を向上〕

〔長期政策の立案〕

他へ好影響を
発揮する取組み

職員の個性を活かし能力を
向上させる研修の機会や育
成プログラムなどで、学習が
活発になる風土の醸成や継
続的に組織の力を向上させ
る仕組みづく
りに貢献してい
る。

〔組織の成長への貢献〕

区全体の成果向上につなが
る組織経営の手法を自ら実
践して、組織全体のマネジメ
ント
を向上に影響を与えてい
る。

〔組織経営への貢献〕

顧客対応で一人者といわれ
るほど区民からの信頼が厚
く、職員の対応をリードしてい
る。

〔リーダーシップの発揮〕

目標実現に向けた広範囲で
継続的な協力関係を築き、
区民自治やサービスの枠組
みに影響を与えている。

〔広範囲の協働実現〕

区の将来を見据えた解決策
を立案し、手順の共有化を
行って、組織の解決力向上
への貢献をしている。

〔組織的な手順共有〕

複数の道筋を想定し、不透明 将来起こりうる危機を予測
な状況や突発的な問題があっ し、区の将来成果に影響を
ても、長期的・
継続的にリスク 与える政策を立案している。
を回避できる解決を計画して
いる。

〔突発状況の予測〕

長期的な成果に
つながる取組み

たとえ利害対立があっても、粘 目標実現に向けた、長期、継
り強く
お互いの理解を深めて合 続的な協力関係を築き、協働
意点を見つけ、相手からの協 して仕事を進めている。
力を引き出すとともに、協働体
制を築く
行動を取っている。

〔協力の引き出し〕

想定されるコスト
やリスクなどを
踏まえた客観的な資料で説明
し、周囲の納得を深めながら
進めている。

〔納得度の高い合意形成〕

これまでの経緯や、因果関係
などを整理して広い視点から
課題をとらえ、問題解決に向
けて長期継続的に効果の高い
方向性を示している。

〔全体像を分析〕

経営的な進め方に
踏み込んだ取組み

継続的に成果をあげ続ける職員に見られる行動
第３段階

チームやグループの成果やリ チームやグループの成果や失
スクの回避を目指し、様々な 敗について共通理解を行い、
意見を聞く
チャンスや場を率 成果向上につながるよう学習
先して作るとともに、発言しや の場に課題を提供し、改善の
すい雰囲気作りに気を配っ 話し合いを主催している。
ている。

〔チーム学習を意識〕

相手の求めに対し、直接自
分の担当でなくとも、他と調
整するなど、解決に向けた
行動を行っている。

〔顧客本位のサポート
〕

関係者の状況を把握しなが
ら、自分から相手先に出向
いて情報を共有して協力を
求めたり、必要であれば率先
して協力を申し出ている。

〔自から関係構築〕

簡単に他人に任せてしまう 上司や先輩から助言を受けて、 状況に応じて、指示された解 役割分担や自身の目標を踏ま 合意を得る関係者を早い段
状況に合わせた解 など、問題解決を投げ出し 問題解決に向けて仕事をこなし 決策を直ぐに実行に移してい え、問題解決に向けたリーダー 階で見極めるなど、スムース
ている。
る。
シップを取っている。
で効果の高い問題解決のた
決策を判断し、素 てしまう。
めの手順を作っている。
早く
対応しているこ
と

〔解決の放棄〕

問題点を考えようとせず、 他者からの指摘などを基にし
現在の仕事について、自分か
客観的なデータに 自分の勝手な判断で仕事 て、仕事に対する問題点を表明 ら仕組み、ルールなどを把握
基いて課題の本質 を行っている。
し始めている。
し課題を出している。
をとらえ、解決策を
考えていること

〔自分勝手な判断〕

表面的な課題解決ではなく、本質を追求して解決に向けた対応をする

気づいていない、
努力不足の行動

チームやグループの成果に 自分の立場や指示にもとづい 日常の仕事の中やミーティン 日常の仕事の中やミーティング
チームでの成果を 無関心で、自分ひとりで仕 て、チームやグループの成果を グで成果につながる議論が行 で、相手の意見を求めたり、自
考え行動している。
われるよう発言を行っている。 ら率先して問題提起するなど、
重視し、チーム学 事をこなしていることが多
K 対話重視のマネジメント
チーム内やグループ内の話し合
習に貢献しているこ い。
いに積極的に貢献している。
と

社
会
性 ６ 組織力向上

論
理
性

G 本質の分析と計画

４ 問題解決プロセス

行動要素と定義

行動の段階
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