
12 人事 分野（21年度） 様式２

17 18 19 20 21目標 26目標

102 106 110 115 119 142

－ － － － 80.0% 100.0%

0.94% 1.18% 0.90% 1.10% 0.60% 0.50%

成果指標
と目標値 病気休職状況（病気休職者数／職員

数）

研修目的の達成割合
（受講生の8割が当初の目的を達成した研修／
全研修数）※平成20年度から測定する。

成果指標

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・非常勤嘱託員）

適切な職員の採用・配置・育成により進める持続可能な行政の担い手づくり

分野目標

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。

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。

数）

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。

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。

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。

職員2,000人体制の実現に向け、適材適所の人員配置をより一層推進する必要がある。

連携の内容 連携による実績

成果指標に対する効果

重点取り組み

21年度に重点的
に行う取り組み

連　携

連携による成果
向上内容と分野

連携により期待される効果

能力開発施策

取り組み

職員が健康な状態で働くことで、自らの能
力を十分発揮することができる。

コンピテンシーモデルを踏まえたキャリアデザイン
実現のための研修の強化

メンタルへルスチェックの実施やメタボリック対策
など、職員の心の健康づくり・健康管理体制の強化

連携による成果

職員一人ひとりの能力を高めることで、職
員数の削減に対応できる。

健康管理施策

人事施策 適材適所の人員配置を推進することで、職
員数の削減に対応できる。複線型人事制度の構築、実施

17

530,603

1,723 1,576

18

分野のコスト（決算）（千円）
486,663

19

525,475

1,696

20

区民一人あたりコスト(円)



様式３

人事 （２１年度）

1201

17 18 19 20 ２１目標 （達成度）

102 106 110 115 119

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。

職員の能力が 大限発揮される人事管理

施策目標

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。

成果指標

成果指標
と目標値

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・非常勤嘱託
員）

17 18 19 20 ２１目標

事業１

実績 2,783 2,709 2,610 2,496 2,404

概要

事業２

実績 257 267 335 317 320

概要

人事管理（職員体制の 小限化）

「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、「職員2,000人体制に向けての方策」に掲げた事務事業の委託、廃止、執行
方法の見直しにより、職員数を削減する。

常勤職員数

＜主な取組み＞

現状と
課題

任期付職員数

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勤務職員の採
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拡大する。

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。

人事管理（任期付職員の採用推進）

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。

少数精鋭の組織を実現するためには、職員が能力を 大限発揮し、自己のキャリアデザイ
ン実現を可能とする複線型人事制度を確立する必要がある。

17 18 19 20 ２１目標

事業３

実績 32.8% 32.8% 32.6% 38.0% 40.0%

概要

事業４

実績

概要

人事管理（目標による管理の実施）

429,647
施策のコスト（決算）（千円）

1,325区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

381,385

19 20

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。（第１次評定（絶対評価）３．５以上の者）

410,476

18

勤務評定結果上位者の割合

1,231

17

1,394

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



様式３

能力開発 （２１年度）

1202

17 18 19 20 ２１目標 （達成度）

- - - 70%

- - - 20%

- - - 80%

職員は、自らの使命を自覚し、区政の目標を実現するために、職務経験、研修及び自己研
鑚を自律的に行い、能力開発を進めている。

事業部独自の人材育成が進み、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。

職員に対し、職責ごとに必要とされる能力など、自身のキャリアデザイン実現のために必
要な能力を、体系的に獲得できる研修等が提供されている。

成果指標

研修目的の達成割合
（受講生の8割が当初の目的を達成
した研修／全研修数）※平成20年度
から測定する。

中野区コンピテンシーモデル第1段
階の達成割合（20年度から実施）

事業部主催研修受講者数対前年度増
加率

行政のプロとして、職員が区民へより高い価値を提供し、信頼に応えるための能力開発

施策目標

成果指標
と目標値

17 18 19 20 ２１目標

事業１

実績 2,999 5,246 3,050 4,000

概要

事業２

実績 - 3,729 3,750 4,500

概要

事業部の行う人材育成（部内研修・ＯＪＴ）支援

職員にとって最も効果的な能力開発は自己研鑽とＯＪＴであるところから、事業部の人材

部内研修参加者数

○　少数の職員で大きな成果が上げられるよう、職員の職務行動の基準となる「中野区コ
ンピテンシーモデル」を浸透させるとともに、職層に求められる能力等が獲得できる体系
的な研修を実施する必要がある。
○　職員の自己研鑽を引き出すために、職業人生の目標（キャリアデザイン）に向けた意
欲を高めるとともに、その実現を支援する必要がある。

○ 事務活用されている技能系職員等の事務能力とモチベーションを向上させるため、支
援体制を確立させる必要がある。

○　各職場において、職員削減等の影響から、目前の職務が優先され、長期的な能力開発
を行いづらい傾向がある。
○　全体的に基礎的実務能力が低下の懸念があり、職場研修、ＯＪＴなど、多様な能力向
上の機会が必要である。

職員研修

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。

参加者数

＜主な取組み＞

現状と
課題

概要
職員にとって最も効果的な能力開発は自己研鑽とＯＪＴであると ろから、事業部の人材
育成を支援する。

17 18 19 20 ２１目標

事業３

実績 - - - 80%

概要

事業４

実績 - - 1 3

概要

自己点検提出率

206区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

188157

成果を高める行動の基準である中野区コンピテンシーモデル（N'map）に基づいた自己点検
を推進し、人材育成への活用を進める。

自己研鑚・自主グループ研究の支援

職員にとって最も効果的な能力開発は自己研鑽とＯＪＴであるところから、事業部の人材
育成を支援する。

18

施策のコスト（決算）（千円）
58,20848,435

1917

63,763

自主グループ数

20

コンピテンシーモデル自己点検の推進

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　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
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
（２）中野区行政革新5ヵ年プラン
○おもな取り組み　　成果重視の人事システムの確立

「中野区人材育成計画」、「コンピテンシーモデルによる人材育成」



様式３

健康管理 （２１年度）

1203

17 18 19 ２０目標 ２１目標 （達成度）

0.94% 1.18% 0.90% 1.10% 0.60%

1.23% 1.11% 1.05% 1.10% 1.00%

施策目標

職員各自が健康管理を行うことにより、持っている能力を充分に発揮する事が可能とな
り、より充実した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）

充分な能力を発揮するための健康管理

公務災害状況
（公務災害件数／職員数）

成果指標

17 18 19 20 ２１目標

事業１

実績 90% 91% 92% 95% 95%

概要

事業２

実績 79 98 100 100 100

概要

＜主な取組み＞

現状と
課題

≪現状≫
　職員は心身ともに健康な状態で職務を遂行し、区民に対するより高いサービスを提供することが求
められている。そのため、自らが健康管理に積極的に取り組むことが重要であるが、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、主
にメンタル疾患の疾病発生予防・早期治療の重要性を理解してもらうため、新たにメンタルへルス
チェックを導入した。実施率が７０％と当初の予測より低かったため、実施率を向上させる必要があ
る。さらに、今年度からメタボリック対策としての特定健診が行われ対象者に向けた保健指導が義務
付けられた。そのため、共済と協議中で今年度中に実施予定である。

メンタルヘルス相談事業

健康管理

一人ひとりが自らの健康状態を把握するため、定期的な健康診断を実施する。さらに診断
結果について適宜、産業医との面談を実施する。

健康診断実施率

メンタルヘルス相談件数

メンタル面で問題を抱えている職員が増加傾向にある中でメンタル専門医の相談は欠かせ
ない。対象を職員、職員の家族、職場の上司とし、相談を受けた後に、必要に応じて医療
機関への紹介などを実施している。また、継続的に保健師により保険指導を実施する。

17 18 19 20 ２１目標

事業３

実績 34 30 31 30 30

概要

事業４

実績

概要

170

47,070

20

施策のコスト（決算）（千円）

165

17

52,521

18 19

51,236

区民一人あたりコスト（円）

公務災害補償

公務・通勤災害件数

公務又は通勤途上の災害により被災した職員に対して、療養又は休業に伴う補償事務を実
施する。また、公務・通勤に伴う災害を未然に防ぐために、安全衛生委員会において具体
的な安全確認マニュアルなどの見直しに取り組むこととする。

区の計画との関係

152
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