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22 23 24 25 25目標 31目標

123 125 － － 133 150

86.0% 91.4% － － 95.0% 100%

1.35% 1.80% － － 1.60% 1.28%

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
のための研修の推進

職員一人ひとりの能力を高めることで、少数精鋭による組
織が実現できる。

能力開発施策

・少数の職員で大きな成果をあげられるよう、人材育成ビジョン及び各部・室の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の獲得や、専門性を高め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、心と体の健康づくりや職員健康管理の強化を図る必要が
ある。

少数精鋭による職員体制を構築することで、効率的な行政
運営を行うことができる。

人事施策

現状と課題

職員２０００人体制に向けた着実な定数管理計画の実行

取り組み 成果指標に対する効果

25年度に重点的に行う取り組み

・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。
・職員2000人体制実現後の組織のあり方について、職員の適材適所への配置及び業務の効率的な執行などを踏まえ
て方向性を示す必要がある。
・将来にわたる行政課題が効率よく解決できるよう、その分野における高度な専門的知識を有する職員を組織的に
育成・活用する必要がある。

健康管理施策 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。

メンタルへルスチェックや定期健診の事後フォローの徹
底など、職員の心と体の健康づくり・健康管理体制の強
化

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）

研修受講目標を達成できた職員の割合
（当初の受講目標を80％以上達成できた受講生の割
合）

病気休職状況（病気休職者数／職員数）

・職業人としてのキャリア形成を可能とする人事制度が構築され、職員一人ひとりが職務経験、研修、自己研鑽を
通じた自律的な能力開発に励み、少ない職員で、大きな成果を上げることができる組織となっている。
・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。

人事分野（25年度）

適切な職員の採用・配置・育成による行政の担い手づくり

分野目標

・区民にとって価値の高いサービスを生み出す区政を実現するために、職員一人ひとりが、自ら目標を持って職務
を遂行し、区政目標を効率的かつ着実に達成している。
・職員が自らの志向や適性を活かしながら、組織に貢献でき、職業人としてやりがいを感じながら職務に精励でき
る環境がつくられている。

分野の成果指標

成果指標／実績(22～25)・目標(25・31)
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22年度 23年度 24年度 25年度 25年度目標 （達成度）

123 125 － － 133 －

-47 -65 -73

23年度 24年度 25年度

事業１ 人事管理（職員体制の最小限化） 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 人事管理（任期付職員の活用推進） 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 人事管理（目標による管理の実施） 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 人事管理（ハラスメント対策の充実） 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

【概要】

セクハラ・パワハラを含む総合的なハラスメント対策に取り組むこと
で、職員が安心して働ける職場環境づくりを推進する。

実績：

区の計画との関係

10か年計画（第2次）
　領域Ⅳ－2　「小さな区役所」で、質の高い行政を実現するまち
　○おもな取り組み
　　職員2000人による実効性の高い職員体制の実現

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
時間勤務職員の活用を推進する。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図
る。 実績：

主な取組み

実績：

【概要】
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） 実績：

【概要】

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】
「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2000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。

職員削減数

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2000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。

困難な区政課題の解決や複雑多様化する区民ニーズに応えるためには、職員が能力を最大限発揮し、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推進する必要がある。

現状と課題

目標と成果による区政運営を推進するため、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。

成果指標／実績(22～25)・目標(25)

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4月1日の常勤・再任用）

組織・人事 職員の能力が最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。
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。
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。

施策の成果指標
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22年度 23年度 24年度 25年度 25年度目標 （達成度）

68.9% 77.7% － － 80.0% －

86.0% 91.4% － － 95.0% －

23年度 24年度 25年度

事業１ 職員研修 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 職員のキャリアデザイン実現の支援 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 職員の実務能力の向上 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

成果指標／実績(22～25)・目標(25)

中野区コンピテンシーモデル第1段階の達成割合

研修受講目標を達成できた職員の割合
（当初の受講目標を80％以上達成できた受講生の割
合）

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。

基礎的実務能力の向上のため、会計・文書・契約・予算に関する研修を充実させるとともに職場研修、ＯＪＴ
など、多様な能力向上の機会が必要である。

現状と課題

少数の職員で大きな成果が上げられるよう、人材育成ビジョン及び各部・室の人材育成計画に基づき職員の能
力開発を図る。また、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」で各自が定めた能力開発
目標の達成に役立つ体系的な研修を実施する必要がある。

能力開発 区民へより高い価値を提供する能力開発

施策目標

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。

施策の成果指標

主な取組み

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

10か年計画（第2次）
  領域Ⅲ－3　安心した暮らしが保障されるまち
  　○おもな取り組み　危急時に的確に対応できる職員づくり
  領域Ⅳ－2　「小さな区役所」で、質の高い行政を実現するまち
  　○おもな取り組み　危急時に的確に対応できる職員づくり
「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」

【概要】
職員の基礎的実務能力の向上のため、会計・文書・契約・予算に関する
研修を行ない、事業部の人材育成を支援する。

実績：

【概要】

実績：

【概要】
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。

実績：

区の計画との関係

【概要】
職員のキャリアデザイン作成の支援を行うとともにキャリアアップに必
要な研修等を提供する。

実績：
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22年度 23年度 24年度 25年度 25年度目標 （達成度）

1.35% 1.80% － － 1.60% －

1.00% 0.86% － － 0.86% －

23年度 24年度 25年度

事業１ 健康管理 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ メンタルヘルス相談事業 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 公務災害補償 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

【概要】

実績：

区の計画との関係

メンタル面で問題を抱えている職員の対応や、メンタルヘルス不調の未
然防止のため、精神科医、臨床心理士、保健師がそれぞれの段階で、き
め細やかな面談を行っていく。職員だけでなく、職員の家族、職場の上
司と面談を行うことで、軽度のうちに適切な対応ができるように働きか
けを行っていく。

実績：

主な取組み

実績：

【概要】
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事例検討を行い再発防止に努め
ている。 実績：

【概要】

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】
すべての職員が自らの健康状態を把握するため、定期健康診断あるいは
人間ドック等の受診をするよう勧奨を行う。さらに、診断結果の要注意
者を対象に産業医と保健師により健康診断事後指導を行い、潜在してい
る疾病の発見や必要な就業上の措置を講じていく。

公務災害状況（公務災害件数／職員数）

職員の健康に対する意識向上を図るために、定期健康診断等の受診を周知徹底する。同時に、特定健診・特定
保健指導によるメタボリックシンドローム解消を推進していく。

現状と課題

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。

成果指標／実績(22～25)・目標(25)

病気休職状況（病気休職者数／職員数）

福利・健康管理 充分な能力を発揮するための福利・健康管理

施策目標

職員各自が心身ともに健康な状態で仕事を行うことにより、持っている能力を充分に発揮し、より充実した区
民サービスが実現している。

施策の成果指標


