
8 人事 分野 様式２

16 17 18 19 21目標 26目標

30.0% 32.8% 34% 36% 40% 45%

98 102 106 109 117 142

34% 22% 25% 35% 50%

成果指標と目
標値

現状と課題

少数の職員で大きな成果をあげられるよう、人材育成計画に基づき、職員が職責ごとに必
要とする能力を獲得できる研修を体系的に実施する必要がある。

病気休暇の取得者や病気休職となる職員が増えており、心の健康づくりや職員健康管理の
強化を図る必要がある。

地域を知り区民に役立つ職員づくり

分野目標

職員一人ひとりが、自らの目標を持って職務を遂行し、区民への高い価値を提供する区政
目標を効率的かつ着実に達成している。

職員一人ひとりが、職務経験や研修、自己研鑽によって能力開発が進み、少数の職員で大
きな成果をあげることができるようになっている。

職員一人ひとりが、安心して生き生きと働くことのできる環境のもとで、自らの能力を十
分発揮している。

経営感覚、政策形成能力開発等時代の変化
により職務に必要となった能力開発・学習
を主体に行った職員の割合

職員一人あたりの区民の数（前年度の１月
１日の住民基本台帳人口/当年度の４月１日
の常勤・再任用・嘱託員数）【10か年計
画】

勤務評定結果上位者の割合

成果指標

職員の成果がより適切に処遇に反映されるよう、引き続き評定の公平性、透明性、納得性
を高める制度の改善を進める必要がある。



16年度

519,251

1,681区民一人あたりコスト(円)

１９年度に重
点的に行う取
り組み

特に連携する
必要のある事
項と分野

人事考課制度の改善、職員の能力開発の推進

区独自で職層研修を実施するなどの人材育成
の推進

福利施策 職員が健康な状態で働くことで、自分の能
力を十分発揮することができる。心の健康づくり・健康管理体制の強化

1,723

17年度

計画財務分野

職員体制の 小限化 評価・改善推進分野

目標に対する効果

19年度18年度

分野のコスト（千円）

530,603 -

-

-

-

能力開発施策

人事給与制度改革推進のための制度管理と任
期付職員の活用の推進

人事施策

取り組み

目標を明確にし成果を適切に処遇に反映するこ
とで、職員の仕事に対する意欲が向上する。
常勤の職員数を削減しても、適切な区民サービ
スの向上を図ることができる。

職員の能力を高めることで、職員数の削減
に対応できる。



様式３

人事

801

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期 30.0% 32.8% 34.0% 36.0% 40.0%

10か年
計画

98 102 106 109 117

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 95.5 95.8 96

事業概要

事業名

実績 257 260

事業概要

＜主な取組み＞

施策目標

効率的な執行体制を実現するため、育児休業代替任期付職員や任期付短時間職員の採用を
推進する。また、専門性を確保するとともに、業務の縮小、拡大に柔軟に対応できるよ
う、一般任期付職員の採用を実施する。

適切な採用、配置、昇任、昇給、勤務条件、服務の実施により、職員が能力を十分に発揮
し、その結果を適正に評価・処遇に反映させることで、さらに大きな成果を達成してい
る。

組織が効率的に機能するとともに、人材資源の配分・調整等が適正に行われることによ
り、事業部の経営への円滑な支援が行われている。

人事管理（目標による管理の実施）

職員自らが1年間の職務等に関する目標を設定し、上司とのヒヤリングの中で目標の達成度
評価や次年度以降の改善指導、処遇への反映を行うことで、職員の意欲と能力の向上を図
る。

目標管理シートの提出率

成果指標
と目標値

職員一人あたりの区民の数

勤務評定結果上位者の割合

能力を活かし成果を高める人事

区全体として適材適所が進み、少数の職員で、区民が必要とするサービスが効率的に供給
されている。

人事管理（任期付職員の採用推進）

任期付職員の在籍数

現状と
課題

目標と成果による区政運営を推進するため、新たな人事評価制度のもとで職員一人ひとり
が区政目標や経営戦略を踏まえた個人目標を設定するとともに、評定の公平性、透明性、
納得性を高め、成果がより適正に処遇に反映されるよう、引き続き制度の改善を進める必
要がある。
専門的な知識経験を必要とされる業務や一定の期間内に業務量が増加する業務が増えてい
る。職員２，０００人体制をめざす中で、このような需要に対応していくため、任期付や
短時間勤務など多様な任用形態の職員の一層の活用を図る必要がある。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 2,783 2,709 2,619

事業概要

事業名

実績

事業概要

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

（１）１０か年計画
領域Ⅳ－２　区民満足度の高い「小さな区役所」の実現
　○おもな取り組み
　　民間からの人材登用と職員定数の削減
第４章　持続可能な行財政運営のために
　１．行政革新（３）人事システムの改革
　　成果主義の徹底、職員2,000人体制の構築

「新しい中野をつくる10か年計画」に定めた「小さな区役所」を支える職員2000人体制を
実現するため、事務事業の委託、廃止、執行方法の見直しにより、職員数を削減する。

人事管理（職員体制の 小限化）

ー

17年度

施策のコスト（千円）

19年度18年度

－

ー

1,061

16年度

1,020

326,628314,946 ー

次年度の常勤職員数



様式３

能力開発

802

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

- 34% 22% 25% 35%

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 2913 2999 3050

事業概要

現状と
課題

職場において目前の職務が優先され、長期的に職員が必要とする能力開発を行いづらい傾
向がある。

職員が職責ごとに必要とする能力を獲得できる研修を体系的に実施する必要がある。

事業部による人材育成が進み、事業部の経営に必要な専門的な能力開発が行われている。

成果指標
と目標値

時代の変化により職務
に必要となった能力開
発・学習を主体的に
行った職員の割合

使命を自覚し自己変革する職員づくり

職員研修

＜主な取組み＞

参加者数

区において職層研修を実施し、職責ごとに必要とする能力を獲得する研修ｶﾘｷｭﾗﾑを提供す
るなど、人事評価と研修を有機的に結び付け、職員の能力開発を行うことにより、勤務能
率の発揮及び増進を図り、職務を通じて住民福祉の向上に貢献する。

施策目標

採用から退職までの間、時代の変化に対応して職員の使命を自覚し、区政の目標を実現す
ることができるよう、職務経験と研修・自己研鑽を通じて、能力開発をしている。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 - - 150

事業概要

事業名

実績 - - 5

事業概要

17年度 18年度 19年度

35,855

（１）１０か年計画
領域Ⅳ－２
区民満足度の高い「小さな区役所」の実現　　○おもな取り組み　区民の意思を反映したPDCAの浸透
区民の暮らしを守る体制の整備　　　○おもな取り組み　危急時に的確に対応できる職員づくり

157 －

区の計画との関係

事業部の行う人材育成・部内研修・ＯＪＴへの支援

部内研修参加者数

＜主な取組み＞

ー区民一人あたりコスト（円） 116

主に専門性の向上を図る能力開発として、事業部の部内研修やOJTを支援する。

自己研鑽・自主グループ研究への支援

自主グループ数

人材育成の基本として職員の自律的、主体的な自己研鑚を支援する。

48,435 ー ー
施策のコスト（千円）

16年度



様式３

福利

803

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

8.50% 9.05% 9.05% 9.00% 6.50%

0.94% 0.94% 0.94% 0.90% 0.60%

1.06% 1.23% 1.10% 1.05% 1.00%

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 92% 90% 92%

事業概要

事業名

実績 52 79 100

事業概要

≪現状≫
職員は心身共に健康な状態で職務を遂行することが求められている。そのため、自ら健康
管理に積極的に取り組むことが大切であるが、現状では全ての職員が疾病予防､事故防止策
等に対する意識が高い状況とはいえない。

≪課題≫
職員の健康に対する意識向上を図るために、定期健康診断受診の必要性を周知徹底する。
また、疾病発生予防・早期治療の重要性を理解してもらうため、健康相談室の活用を促し
職員の意識改革を図る。

＜主な取組み＞

現状と
課題

職員が心身共に健康な状態で職務に励むことができるように、一人ひとりが自己の健康状
態を把握するため、職員健康診断を行う。また、受診率の向上を図るため、未受診者への
調査を実施するとともに受診結果の提出を促す。

職員健康管理（メンタルへルス相談）

職員健康管理（職員健康相談室運営・産業医・健康診断）

健康診断受診率

病気休暇取得状況（病
気休暇件数／職員数）

公務災害状況（公務災
害件数／職員数）

メンタルへルスケア相談件数

区職員をとりまく環境は大きく変化しており、メンタル面で問題を抱えている職員が多く
なる中で、きめ細かなメンタルへルス相談を実施する。さらに、メンタル疾患の初期治療
の重要性から相談機関の利用の周知を図る。

職員が安心して働ける職場環境

施策目標

職員が安心して職務に専念できるように、適正な健康管理と職場環境の安全衛生の確保を
行い、より高い区民サービスが実現している。

成果指標
と目標値

病気休職状況（病気休
職者数／職員数）



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 30 34 30

事業概要

事業名

実績

事業概要

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

－

互助会事業

職員の福利厚生事業に関する地方公務員法に基づく自治体の使用者責任を果たすため互助
会事業の経費の一部を負担することにより、職員の福利厚生事業の適正な水準を実現する
とともに、区民からも納得が得られるものとする。

16年度

545

155,540168,450

17年度

ー505

ー

公務災害件数

公務災害補償

ー

19年度18年度

施策のコスト（千円）

職員一人一人が安心して職務に精励できるよう、公務上の災害に対しての補償事務を行う
とともに、安全衛生委員会において公務に伴う災害を未然に予防する課題に取り組む。
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