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はじめに 

 

 本市では、平成 22 年３月に「菊川市人材育成基本方針」を策定し、平成 25

年３月の改訂を経て、これまで計画的に人材育成に取り組んできました。この

間、求める職員像を「元気な菊川市を創造する！市民・地域を元気にするため、

改善・改革意識で新しいことに積極的にチャレンジする職員」とし、自ら能力

開発に努め、活力あるまちを創り上げようとする意欲あふれるプロフェッショ

ナル集団の形成を目指してきました。 

 

しかしながら、「現方針」策定後、権限移譲の進展や公務員制度の改革などの

外部的環境変化とともに、職員の年齢構成の変化や任用形態の多様化などの内

部的環境変化が進み、これらの要因に対応するため、このたび「新・人材育成

基本方針」を策定し、これまでの基本方針を受け継ぎつつ、さらに将来を見据

えた内容としました。 

 

この「新方針」は、職員の成長意欲をいかにして引き出すかに主眼を置いた

内容となっています。職員研修を始めとした人材育成の取り組みも、職員自ら

がキャリア形成を意識し、自発的に能力開発に向き合う姿勢が無ければ、その

効果は半減してしまいます。職員全体の成長意欲の底上げを図りつつ、より意

欲の高い職員の“気概”にも応え得る組織風土を醸成していくことが重要であ

り、その実現を図る観点から「新方針」を策定しています。 

 

今後も、不断にあらゆる人事制度を進化・深化させるとともに、効果的にリ

ンクさせることで、職員がより意欲を持って仕事に向き合うことができる職場

環境づくりを進め、様々な行政課題に積極的に取り組む「自律型プロフェッシ

ョナル職員」の育成に取り組んでまいります。 

 

 

平成 29年３月 
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 第 1 章 菊川市職員 目指すべき職員像         

 

１ 人材育成の必要性 
わが国を取り巻く社会経済情勢は、少子・超高齢化社会の進展、人口減少社

会の到来、先行き不透明なグローバル経済等、その厳しさが増しています。 

また、多くの地方自治体は、人口の自然減・社会減に直面するなか、持続可

能な“選ばれる自治体”となるべく、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策

定するなどして、その独自性を打ち出しながら、自治体間競争を行っています。 

一方で、国・県からの権限移譲も進みつつあり、私たち基礎自治体が自らの

判断と責任によって、特色ある施策を展開できる時代が到来しつつあります。 

このような変革の時代を迎えたことで、私たち自治体職員はこれまで以上に

高い使命感を持ち、現状を分析する力や将来を見通す力、自律的な政策形成能

力などを身に付け、職員一人ひとりの能力向上が必要不可欠となっています。 

 

２ 取り組みの基本認識 
本市では、第２次菊川市総合計画において、目指すまちの将来像を『みどり と

きめき たしかな未来 菊川市』と定め、その実現に向け、市民・地域・企業・

行政等、さまざまな主体が協働・連携するなか、まちづくりを進めています。 

また、国・県からの権限移譲等による新たな行政需要や多様化する市民ニー

ズに応えるため、より機能的な市役所組織の構築が求められています。 

その実現のため、私たち菊川市職員は、このまちに暮らす人々の全体の奉仕

者として、市民の信頼を得られる資質を持つ『行政のプロフェッショナル』で

あることが必要です。職員が高い意欲と能力を持って働くことで、組織全体の

活力を生み出し、菊川市の発展に寄与していくことを目指します。 

上記を受け、目指すべき職員像を以下のとおり掲げます。 

目指すべき職員像 

 

“市民とともに まちの未来を描き 意欲を持って挑戦していく” 

自律型プロフェッショナル職員 
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３ 求められる行動 
 「自律型プロフェッショナル職員」として求められる行動は、次のとおりです。 

 

 

私たち職員は、業務上だけでなく、日常生活においても地域との関わりを持

つことが大切です。これにより、様々な課題への対応も「市民の視点」、「地域

の視点」から考える力が醸成されます。こうした視点から、市民の皆さんの声

を聴き、議論を重ね、その思いをまちづくりに生かすことが求められています。 

また、まちづくりには、市民、自治会、コミュニティ協議会、NPO、企業、各

種団体、そして市議会など、様々な主体が携わっていますが、「菊川市をより住

み良いまちにしたい」という思いは共通のはずです。私たち職員も、まちづく

りの一翼を担っているとのプロ意識を持って、こうした方々と協働して、まち

づくりに取り組むことが必要です。 

 

 

行政運営においても、経営感覚を持つことは重要です。新たな行政需要や多

様化する市民ニーズに対応しつつ、職員一人ひとりがコスト意識を持ち、限ら

れた経営資源を最大限活用しながら、質の高い行政運営を行っていく必要があ

ります。さらに、組織（係・課・部・市役所全体）としての目標を職員全員が

共有し、その実現に向けて、一丸となって取り組んでいく姿勢が求められてい

ます。 

また、様々な行政課題に対しては、国・県と連携して、あるいは、近隣市町

との広域的な体制により、その解決に取り組む積極的な姿勢が必要です。加え

て、国内外の社会動向や経済状況を見極め、創造性を発揮して、菊川市の未来

を描く先見性を持つことができる職員となることが求められています。 

 

 

職員ひとり一人が、「住み良いまちづくり」＝「市民の幸せ」に貢献してい

るという自覚を持ち、自らの仕事に誇りを持って、モチベーション、すなわち、

やる気を高めることが重要です。 

さらに、チャレンジ精神を持って、失敗を恐れず、マンネリや前例踏襲にと

らわれないで、常に問題意識を持って仕事に取り組むことが大切です。また、

仕事に対する使命感を持ち、自らを高めるために積極的に自己啓発する姿勢も

期待されます。 

市民とともに（市民感覚・市民協働） 

まちの未来を描き（経営感覚・先見性） 

意欲を持って挑戦していく（やる気・チャレンジ精神） 
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４ 必要な意識と習得すべき能力 
(1) 必要な意識 

  目指すべき職員像の実現に向け、職員は次のような意識を持って職務に取

り組まなければなりません。 

 

ア 市民ニーズを理解し、市民目線・地域目線で行動する意識 

①市民の立場に立ってものを考え、奉仕者であることを認識し行動する。 

②質の高い市民サービスを心がけ、市民満足度を高める。 

 

イ 菊川市に誇りを持ち、まちづくりに主体的に関わっていく意識 

①地域に対する愛着を深め、市の強みを積極的にＰＲできる知識を持つ。 

②自らも、地域におけるまちづくりの担い手として活動する。 

 

ウ マネジメント感覚を持ち、組織の成果を考えて行動する意識 

①常に高いコスト意識を持って、効率的に職務を遂行する。 

②組織全体の情報共有を図り、チームワークを高め組織の最適化に取り組む。 

 

エ 時代の変化をとらえ、未来を予見する意識 

①日ごろからアンテナを高くして情報収集に励み、時代の変化を的確にとら

える。 

②幅広い視野と想像力を持って、時代の流れを先読みする。 

 

オ 組織力を高めるために、自ら専門能力の向上に努め、お互いの知識を積

極的に伝え合う意識 

①行政のプロとして、迅速・正確な対応が可能な高い専門能力を自ら身につける。 

②人材育成の意識を持ち、お互い協力して能力開発を計画的に実行する。 

 

カ 失敗を恐れず、未経験の領域であっても果敢に挑戦する意識 

①チャレンジ精神を持って改善・改革に取り組み、効率的に職務を遂行する。 

②未経験の領域の仕事に対しても、果敢に挑戦する。 
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目指すべき職員像と、その実現に向けて各職員に求められる意識、それに基づ

く行動指針、取組み姿勢を整理すると以下の表のとおりとなります。 

 

目指すべき職員像の実現に向けて求められる意識と行動指針及び取組姿勢 

基本テーマ 求められる意識 行動指針 取組姿勢 

市民とともに  

まちの未来を描き 

意欲を持って挑戦し

ていく  

自律型プロフェッシ

ョナル職員 

  

市民ニーズを

理解し、市民目

線・地域目線で

行動する意識 

市民の立場に立ってものを

考え、奉仕者であることを

認識し行動する。 

・真摯に市民の声を聞き、親身になって

対応する。 

・丁寧な説明、わかりやすい説明、毅然

とした対応を心がける。 

・協調的な姿勢で働きかけ、ともに協力

していく。 

質の高い市民サービスを心

がけ、市民満足度を高める。 

・好感の持てる服装、言葉つかいで、明

るく、親切、丁寧に対応する。 

・市民本位の考えに立ち、正確で迅速な

サービスを提供する。 

菊川市に誇り

を持ち、まちづ

くりに主体的

に関わってい

く意識 

地域に対する愛着を深め、

市の強みを積極的にＰＲす

る知識を持つ。 

・市の歴史、伝統、文化をよく学び、市

の強みを把握する。 

自らも、地域におけるまち

づくりの担い手として活動

する。 

・地域活動やボランティア活動に積極的

に参加し、地域への貢献を果たす。 

マネジメント

感覚を持ち、組

織の成果を考

えて行動する

意識 

常に高いコスト意識を持っ

て、効率的に職務を遂行す

る。 

・資源（ヒト、モノ、カネ、情報）をど

のように使ったら最大の効果が生ま

れるかという視点から業務を行う。 

・「時間はコストである」との認識のも

と、限られた時間で業務を迅速かつ的

確に処理する。 

・情報機器、情報を有効に活用し、効率

的に業務を行う。 

組織全体として情報共有を

図り、チームワークを高め

組織の最適化に取り組む。 

・職場の仲間と積極的に話し合い、意思

の疎通を図る。 

・組織の枠を越えて意見を交換し、連携

して問題解決に取り組む。 

・周囲に対して進んで協力し、組織全体

を考えた行動をする。 
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・組織目標を基にした個人目標の達成に

努め、組織の成果につなげる。 

・組織目標を明確に理解し、部署を越え

た広い視点で業務を進める。 

時代の変化を

とらえ、未来を

予見する意識 

日ごろからアンテナを高く

して情報収集に励み、時代

の変化を的確にとらえる。 

・国・県、マスメディア、地域からの情

報を主体的、積極的に収集し、分析す

る。 

幅広い視野と想像力をもっ

て、時代の流れを先読みす

る。 

・多種多様な分野の人と関わる機会を持

ち、違う視点からものを見る目を養う。 

 

組織力を高め

るために、自ら

専門能力向上

に努め、お互い

の知識を積極

的に伝え合う

意識 

行政のプロとして迅速・正

確な対応をとるための高い

専門能力を身につける。 

・能力開発の機会を積極的に活かし、業

務に必要な専門的知識を習得する。 

・使命感、情熱、誇りを持って業務に取

り組む。 

・スキルを高め、効率的に業務を行う。 

人材育成の意識を持ち、お

互い協力して能力開発を計

画的に実行する。 

・自らの知識やノウハウを積極的に組織

メンバーに伝承する。 

失敗を恐れず、

未経験の領域

であっても果

敢に挑戦する

意識 

チャレンジ精神を持って改

善・改革に取り組み、効率

的に職務を遂行する。 

・費用対効果を意識し、継続的に改善改

革を実行する。 

・慣習、前例にとらわれず、新しいアイ

デアの提案を行う。 

未経験の領域の仕事に対し

ても、果敢に挑戦する。 

・自ら学習する意欲を持ち、自己啓発に

積極的に取り組む。 
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(2) 習得すべき能力 

 ア 基礎能力 

“目指すべき職員像”を具現化するための行動指針・取組姿勢は、菊川市  

が独自に求める能力、言い換えれば菊川市職員の「核となる能力」となります

が、この他にも、自治体職員として、あるいは社会人・組織人として当然有し

ていなければならないものとして、「社会人としての基礎能力」と「公務員と

しての基礎能力」があります。 

 

① 社会人としての基礎能力 

社会人として、また、組織人として基礎となる能力としては、次のよう  

なものがあります。 

・ 接遇能力（笑顔、人間味あふれる対応、言葉遣い、挨拶、電話応対など） 

・ 基本的な組織コミュニケーション能力（「報告・連絡・相談」、文書表

現・作成など） 

・ 職場の環境整備（無駄の排除、整理・整頓など）に関する知識や実行力 

 

② 公務員としての基礎能力 

公務員として備えるべき基礎能力としては、次のようなものがあります。 

・ 地方自治制度全般、公務員としての服務・規律などに関する知識（地

方自治法、地方公務員法など） 

・ 法律等の知識を踏まえて、自ら政策を立案していく能力（政策立案能

力・政策法務能力） 

・ 情報公開、個人情報保護、行政手続きなどに関する知識 

 

イ 職位に応じた役割と行動 

  職員には、職位とそれに応じた役割が与えられます。与えられた役割を認

識し、その役割に応じた適切な行動をとることが求められます。 

 

① 一般職員の役割 

組織や上司からの働きかけを待つ“受身の姿勢”では、自己の能力開発  

はできません。他人事と感じることなく、職員自らが積極的に取り組む必要

があります。「自ら変わる」という意識や「変わらなければならない」とい

う危機感を常に持ち、自己啓発に努め、心身の健康を維持しながら職員同士

が切磋琢磨し、相互に啓発し合う職場風土を築いていくことが大切です。 
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② 監督職の役割 

   監督職は職場のリーダーとして、部下や同僚と協力して、与えられた業

務を効率的・効果的に進めるとともに、コミュニケーションがよく取れる

職場づくりに努める必要があります。 

 

③ 管理職の役割 

管理職は組織の責任者として、組織に与えられた「人」と「仕事」に対し

ての管理責任を負うものです。 

すなわち、部下の育成は管理職にとって重要な役割であり、仕事を通じて

指導・育成するとともに、学習する職場づくりに努めることが大切です。 

また、組織の方針を明確に示し、その達成に向けて部下を動機付け、組織

の活力を最大限に高めていく役割を担います。 

 

≪職位に応じた役割≫ 

職 階 具体的な内容 

 

 

一 

般 

職 

主事級 

主査級 

・行政サービス活動の自立的推進者として、職務の遂行に必要な専門知識を有し、

担当業務を正確かつ迅速に推進する。 

・組織の一員として課の課題を認識し、その課題解決に向けて積極的に協力する。 

主任主査級 

・係長の指示のもと、係内メンバーと目指す方向性を共有し、現場において専門

的な知識を発揮し質の高い市民サービスの遂行を実現する。 

・監督職への育成・準備段階として、係内メンバーと共に、効率的な業務の遂行

を実現する。 

監 

督 

職 

係長級 
・行政サービス活動のグループ運営者として、課長の指示のもと、係内メンバー

と目指す方向性を共有し、集団での円滑で効率的な事務事業の遂行を実現する。 

主幹級 
・課の統括者である課長を補佐し、課の業務を包括的に調整するとともに、課長

と課員との伝達役としても、組織力を最大限に発揮させ施策遂行を実現する。 

 

 

管 

理 

職 

課長級 

・課の統括者（市政の政策立案・執行の第一義的責任者）として、施政方針に基

づき課の目標を明確に示し、組織力を最大限に発揮させ施策遂行を実現する。 

・職員一人ひとりの能力発揮や人間的な成長を先導し、適切な職場運営を実現す

る。 

部長級 

・部の統括者（市政の経営者）として、市政全般に対する政策評価と政策議論に

参画し、施政方針を実現する。 

・自部門の政策課題に対して、組織力を最大限に発揮させ政策遂行を実現する。 



8 
 

 第２章 人材育成を取り巻く環境            

１ 地方自治体を取り巻く環境変化 
(1) 権限移譲の進展 

   権限移譲の進展に伴い、地方自治体には裁量権の拡大がもたらされる一方、

自らの地域は自らの責任で作り上げていくという「自立と責任」が強く求め

られています。こうした状況に対応していくため、地方自治体には、市民と

の協働を進める中で、自らの創意工夫により地域の状況やニーズに応じたま

ちづくりを推進していくことのできる行政体制の整備が必要となっています。 

 (2) 行政課題の多様化 

   道路網の整備や情報通信手段の発達により、市民の行動範囲や取得可能

な情報量は拡大しており、それに伴って市民が行政に求めるサービスも高

度化、多様化の傾向にあります。また、人口減少問題や空き家対策、公共

施設の長寿命化対策など、ここ数年の間に顕在化し、スピード感を持って

取組むことが求められている課題も増えています。 

   このように、地方自治体が担うべき役割が大きく変化を遂げる状況下にお

いて、地方自治体には、柔軟な発想をもとに、地域や業務の課題を発見し、

解決していくための能力が今後さらに求められてくることになります。 

 (3) ワーク ライフ バランスへの配慮 

   少子・超高齢化や働き方の多様化が進む中で、仕事と子育て又は介護との両

立に悩み、仕事と個人としての生活との間に問題を抱える人は、今後ますます

増加することが見込まれます。働く人がやりがいを持って仕事に臨んで成長し

つつ、家庭や地域においても充実した生活を送ることができるようにするため、

ワーク ライフ バランスの実現がますます重要となってきます。 

   職員が、個人として充実した生活を送り、成長しながら働くことができる

よう、ワーク ライフ バランスに配慮した様々な取組みが求められています。 

 (4) 地方公務員制度改革 

   地方公務員法の改正により、地方自治体には人事評価制度の導入による

能力及び実績に基づく公正かつ客観的な人事管理の徹底が求められること

となりました。また、令和５年度から定年年齢が 60 歳から 65 歳まで段階

的に引き上げられることに伴い、必要な制度構築が求められています。 

   今後も社会経済情勢の変化や政策課題に対応する中で、地方公務員制度

改革の動向を注視しつつ、職員の勤務条件、人事管理制度について検討し

ていく必要があります。 



9 
 

２ 菊川市の人材育成を取り巻く状況 
  

 

  

 本市の人員構成は、団塊の世代の大量退職や定年前退職者の補充のため、こ

こ数年の間に多くの職員を採用したことにより、経験豊富なベテラン職員が減

少する一方で、経験年数の若い職員の割合が増加するという状況が生じていま

す。また、40歳代前半から 30歳代後半の職員構成にアンバランスが生じていま

すが、これは、合併（平成 17年１月）や集中改革プランによる職員数の削減に

伴い、採用を抑制したことが影響しています。 

 男女別の構成割合では、ベテランの年齢層で男性の割合が高く、30 歳代以下

の年齢層では、男性・女性の割合が同程度になっています。これは、労働環境

の整備により女性職員の就業が進んだこと、若い年齢層の職員に保健師や幼稚

園教諭など女性の占める割合の高い職種の者が多いことなどによるものです。 

 このような職員の世代交代や男女比の変化が、組織に与える影響は大きく、

優れた人材の確保とともに、職員構成の変化に対応して計画的な人材育成・活

用を進め、職員個々の能力を一層高めていくことが不可欠となっています。 

 

 

 

 

 

 

※病院・消防は含まない 
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３ これまでの人材育成の取り組みの成果と課題 
 平成 29年度から令和３年度までの５年間、「人材確保」「能力開発」「職場環境づ

くり」「職場環境づくり」の４つの分野で、実施計画に基づき様々な取り組みを行

ってきました。その成果と課題については、以下のとおりです。 

 

分野 人 材 確 保 

成 果 

①有能な人材の確保 

○平成 29 年度に筆記試験を教養試験からＳＰＩ試験に変更し、公務

員試験対策をしなくても受験可能な方式とした。また、面接官に対

し面接における注意点や質問例をまとめた資料を配布し、面接官の技

能向上を図った。 

○通常の一般事務職とは別に「土木・建築」や「精神保健福祉士」等

の募集区分を設定し、年齢や学歴等の受験資格の要件を広げて募集

を行った。 

②攻めの採用活動の展開 

○広報誌やホームページへの掲載に加え、令和２年度からインスタグ

ラムやツイッター、フェイスブックによる情報発信を開始した。ま

た、近隣の大学・高校への学校訪問や近隣市町の事業者が参加する

合同企業説明会に参加し、地元への就職志向のある学生への採用活

動を行った。 

○インターンシップについては、令和２年度から大学生に加えて高校

生も対象に実施した。採用試験受験者にインターンシップの参加者

も多く、インターンシップが受験者の増につながっている。 

課 題 

・既卒者の受験生で試験の過程で日程の都合がつかず、受験辞退とな

るケースが発生している。また、他自治体では Web面接の導入や筆

記試験の廃止等、さまざまな取組みが進められており、より多くの

人材が受験可能な試験方法が求められている。 

・行政需要はより高度化・複雑化しており、高度な知識が求められる

業務も増えている。今後も専門的な知識を有する人材の確保に取り

組むとともに、外部人材を登用して専門的な知識を吸収することに

より、職員のスキル向上を図っていく必要がある。 
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分野 能 力 開 発 

成 果 

①成長意欲に応える人材育成 

○人事評価の評価項目に対応する研修の整理を行ったことにより、各

職員とってより効果の高い研修の受講につながった。 

○職員に求められる能力の向上が見込まれる講座を選定し、通信教育

の受講費に対する助成を行った。 

○３市広域研修の中で「研究テーマ創案・実践研修」を実施し、若手

職員の政策形成能力の向上を図った。 

②業務遂行能力の強化 

○４級昇格者はＯＪＴハンドブック研修を必修とし、若手職員の指導

的立場となる監督職におけるＯＪＴ（職場研修）の充実を図った。 

○３市広域研修計画は全職員にアンケートを実施し、研修メニュー等

の見直しを行った。また、市単独研修は各年度の課題に応じたテー

マを設定し実施した。 

○まちの発展に寄与できる人材の育成、また公民連携の強化や業務に

おける視野の拡大を目的に、令和元年度・令和２年度に「企業×行

政共同開催研修」を開催した。 

○リーダー育成、課題対応の各分野で毎年参加者を指名して研修に参

加させることにより、人材の育成を図った。 

課 題 

・現状、自主的な政策研究グループによる活動は行われていない。研

修等を通じて若手職員に政策立案の過程を経験する機会を設ける

こと等により、自学を促す組織風土の形成が求められている。 

・他団体との人事交流は、幅広い人脈づくりや菊川市と異なる行政手

法を経験する貴重な機会となっており、現在の交流先以外の交流先

について研究を進めていく必要がある。 

・ＯＪＴは各職員の取組みに任せているところが大きく、市として体

系的に取り組んでいく必要がある。 
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分野 人材活用 

成 果 

①適材適所の人材配置 

○再任用職員について、再任用の際の職位や人事評価における評価項

目の見直しを実施した。 

○地方公務員法の改正により令和２年度から会計年度任用職員が制

度化されたことに伴い、これまでの非正規職員の任用形態を整理

し、新たな制度に基づき任用を行った。 

○主任主査以上の職位において、人事評価を活用した昇任者の選考を

実施した。 

○若手職員に対し、勤務意向等を踏まえたジョブローテーションを実

施した。 

②人事評価制度の充実 

○毎年度、対象とする職位や研修内容を変えて研修を実施することに

より、評価精度の維持・向上を図った。 

○人事評価制度検討委員会において、評価制度の見直しや活用方法の

検討を行い、再任用職員の評価項目の変更や会計年度任用職員の評

価結果の活用等を行った。また、令和３年度から評価結果が低い職

員に対する改善措置・分限処分への活用について検討を開始した。 

課 題 

・地方公務員法の改正により、令和５年度から定年が 60歳から 65歳

まで段階的に引き上げられることに伴い、必要な制度構築が求めら

れている。 

・人事評価結果は人材活用の基礎資料や昇給や勤勉手当の支給根拠と

して活用されているため、引き続き公平性、納得性の高い制度を維

持することが求められている。 

・職員が自分の職位のおける職責を果たせるよう、人事評価結果が低

い職員に対する改善措置、分限処分への活用について、引き続き検

討を進めていく必要がある。 
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分野 職場環境づくり 

成 果 

①安心して働ける職場環境づくり 

○育児休業中の職員に対し、毎月給与明細書の郵送に併せて必要な情

報提供を行った。また、復帰にあたっては新規採用職員を対象とし

た庁内システムの操作説明会等への受講希望を確認し、スムーズな

職場復帰を支援した。 

○長期休職職員が復職する際、職員の状況に合わせて慣らし勤務等を

実施した。 

○育児や介護の際に取得可能な休暇制度等をまとめた「仕事と育児・

介護の両立に向けた両立支援ハンドブック」を作成し、対象となる

職員に説明した。 

②心と体の健康づくり 

○職員の健康診断の結果を産業医に確認していただき、再受診の必要

があると判断された職員に対して受診勧奨を行い、受診結果を確認

した。 

○ストレスチェックを実施し、高ストレス者に対し受診勧奨を行うと

ともに、各階層に対しセルフケア、ラインケアの研修を実施した。 

○職員互助会が実施するカウンセリングルーム利用券の配布やイン

フルエンザ予防接種に対する助成等の福利厚生事業に対し、支援を

行った。 

課 題 

・職員が安心して子育てと仕事の両立を図ることができるよう、引き

続き育児休業を取得しやすい環境づくりや育児休業後のスムーズ

な職場復帰に対する支援を進めていく必要がある。 

・定年年齢が引上げられることに伴い、健康に不安のある職員や家族

の介護をする職員が増えることが予想されるため、職員の健康管理

や家族を介護する職員への支援の必要性が高まっている。 

・職員がその能力を十分発揮できる執務環境を整えるため、ハラスメ

ントの防止に取り組んでいく必要がある。 
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 第３章 今後の人材育成への取り組み           

１ 人材育成の取り組み 
 これまでの検証を踏まえ、令和４年度から令和８年度までの５年間において

目指すべき職員像の実現に向け、『人材確保』『能力開発』『人材活用』『職場環

境づくり』の各分野において、次の取り組みを重点的に進めていきます。 

 

 

 

①有能な人材の確保 

【基本的な考え方】 

  目指すべき職員像を実現できる、多様で有能な人材を確保するため、多様

な人材が受験可能な試験方法の検討を進めます。 

また、高度化・複雑化する行政需要に対応するため、専門職や社会人経験者等

の採用制度を研究するとともに、マーケティングやブランディング、ＤＸ等につ

いて専門的なスキルや知識を持つ外部人材の登用についても研究していきます。 

 

【具体的な取り組み】 ◎：新規実施 ○：拡充 ・：継続実施 

○多様な人材が受験可能な試験方法の検討 

・専門職や社会人経験者等の採用制度の研究 

◎外部人材の登用の研究 

 

②攻めの採用活動の展開 

【基本的な考え方】 

少子化により民間企業や他自治体との人材獲得競争が激しくなっており、有

能な人材の確保が困難になっています。また、デジタル社会の進展により、採

用情報の入手手段も多様化しています。このため、市が求める人材に届く効果

的な情報発信や学校訪問といった積極的な募集活動を行い、多くの優秀な受験

者の確保に向けた取り組みを推進してきます。また、インターンシップ制度の

充実を図り、実習を通じて早い段階から多くの学生に市職員としての仕事の魅

力を伝え、将来的な受験者の確保に繋げていきます。 

 

【具体的な取り組み】 ◎：新規実施 ○：拡充 ・：継続実施 

○求める人材に届く効果的な情報発信 

・学校訪問の実施 

・インターンシップ制度の充実 

人 材 確 保 
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①成長意欲に応える人材育成 

【基本的な考え方】 

人材育成の基本は、職員自らが成長意欲や学ぶ意欲を持ち、自己成長のため

に努力することにあります。こうした意欲に応えるため、人事評価結果により

明らかになった自分の強み・弱みを補完する研修の受講推進や自己啓発に対す

る支援制度の充実を図るほか、政策研究グループに対する活動支援等を通じて、

自学を促す組織風土の形成を目指します。また、幅広い人脈づくりや菊川市と

異なる行政手法を経験する貴重な機会となる人事交流について、新たな交流先

の研究を進めます。 

 

【具体的な取り組み】 ◎：新規実施 ○：拡充 ・：継続実施 

○人事評価結果に基づく研修受講の推進 

・自己啓発に対する支援制度の充実 

・政策研究グループに対する活動支援 

◎新たな人事交流の研究 

 

②業務遂行能力の強化 

【基本的な考え方】 

すべての職場で体系的にＯＪＴ（職場研修）を実践することにより、業務遂行

に必要な知識や技術を伝承し、組織力の向上に努めます。 

職場外研修では、研修メニューの見直しを定期的に行い、ＤＸ研修等、職員や

組織のニーズに合った研修を開催するとともに、リーダーの育成や組織の求める

高度・専門的な能力等の向上を図るため、選抜指名研修制度の充実を図ります。 

 

【具体的な取り組み】 ◎：新規実施 ○：拡充 ・：継続実施 

○ＯＪＴ（職場研修）の充実 

・３市広域研修、市単独研修における研修メニューの見直し 

・選抜指名研修制度の充実 

 

能 力 開 発 
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①適材適所の人材配置 

【基本的な考え方】 

地方公務員法の改正により、令和５年度から定年が 60歳から 65歳まで段階

的に引き上げられることに伴い、役職定年制や配置ポスト等、必要な制度構築

を行います。 

また、ジョブローテーションを通じて職員の適性を把握するとともに、年

齢・性別にとらわれない人材の登用を進めることにより、職員の能力を個々の

適正に応じて最大限に活用していきます。 

 

【具体的な取り組み】 ◎：新規実施 ○：拡充 ・：継続実施 

◎定年引上げに伴う制度構築 

・年齢、性別にとらわれない人材登用の推進 

・適性把握のためのジョブローテーションの実施 

 

②人事評価制度の充実 

【基本的な考え方】 

人材活用の基礎資料や昇給や勤勉手当の支給根拠として活用されている人

事評価が、より公平性、納得性が高い制度となるよう、評価者及び被評価者へ

の研修や活用方法を含めた評価制度の見直しを定期的に実施し、評価制度の充

実を図ります。 

また、低評価となった職員に対する改善措置・分限処分への活用方法を確立

することにより、職員が自分の職位のおける職責を果たせるよう支援します。 

 

【具体的な取り組み】 ◎：新規実施 ○：拡充 ・：継続実施 

・被評価者及び評価者への研修の実施 

・評価制度の見直し 

○低評価となった職員に対する改善措置・分限処分への活用 

 

人 材 活 用 
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①安心して働ける職場環境づくり 

【基本的な考え方】 

職員がやりがいを持ち、いきいきと仕事に取り組むためには、安心して働け

る職場環境が大切です。そのため、育児休業職員に対する情報提供や復帰支援、

長期休職職員に対する職場復帰訓練の充実を図るとともに、今後増加が予想さ

れる家族を介護する職員に対する支援体制の検討を進めていきます。また、ハ

ラスメントに関する研修等を実施し、ハラスメントの防止に取組みます。 

 

【具体的な取り組み】 ◎：新規実施 ○：拡充 ・：継続実施 

・育児休業職員に対する情報提供、復帰支援の充実 

・長期休職職員に対する職場復帰訓練の充実 

・家族を介護する職員に対する支援体制の検討 

◎ハラスメント防止対策の充実 

 

②心と体の健康づくり 

【基本的な考え方】 

職場において、自らの能力を最大限発揮するためには、職員が心身ともに健

康であることが求められます。そのため、健康診断結果に基づく保健指導の実

施やメンタルヘルス対策等の充実を図り、心身の健康維持に努めます。 

また、職員互助会と連携した福利厚生事業の実施、健康に関する情報の提供

や啓発等を通じて、職員の心と体の健康づくりをサポートしていきます。 

 

【具体的な取り組み】 ◎：新規実施 ○：拡充 ・：継続実施 

・健康診断結果に基づく保健指導の実施 

・メンタルヘルス対策の充実 

・職員互助会と連携した福利厚生事業の実施 

・健康に関するセミナー等の情報発信 

 

職場環境づくり 
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２ 実施計画 

 

分

野 
項目 具体的な取り組み 

実施計画（年度） 

R4 R5 R6 R7 R8 

人

材

確

保 

有能な人材の確

保 

多様な人材が受験可能な

試験方法の検討 
拡充 

検討・実施     

専門職や社会人経験者等

の採用制度の研究 
継続 

研究・実施 

 

    

外部人材の登用の研究 新規 
研究・実施     

攻めの採用活動

の展開 

求める人材に届く効果的

な情報発信 
拡充 

検討・実施 

 

    

学校訪問の実施 継続 
実施 

 

    

インターンシップ制度の

充実 
継続 

検討・実施 

 

    

能

力

開

発 

成長意欲に応え

る人材育成 

人事評価結果に基づく研

修受講の推進 
拡充 

実施 

 

    

自己啓発に対する支援制

度の充実 
継続 

検討・実施 

 

    

政策研究グループに対す

る活動支援 
継続 

検討・実施 

 

    

新たな人事交流の研究 新規 
研究・実施 

 

    

業務遂行能力の

強化 
ＯＪＴ（職場研修）の充実 拡充 

検討・実施 

 

    

３市広域研修、市単独研修に

おける研修メニューの見直し 
継続 

検討・実施 

 

    

選抜指名研修制度の充実 継続 
検討・実施 
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分

野 
項目 具体的な取り組み 

実施計画（年度） 

R4 R5 R6 R7 R8 

人

材

活

用 

適材適所の人材

配置 

定年引上げに伴う制度構

築 
新規 

検討 

 

実施    

年齢、性別にとらわれない

人材登用の推進 
継続 

実施 

 

    

適正把握のためのジョブ

ローテーションの実施 
継続 

実施 

 

    

人事評価制度の

充実 

被評価者及び評価者への

研修の実施 
継続 

実施 

 

    

評価制度の見直し 継続 
検討・実施 

 

    

低評価となった職員に対する

改善措置・分限処分への活用 
拡充 

検討 

 

 実施   

職

場

環

境

づ

く

り 

安心して働ける

職場環境づくり 

育児休業職員に対する情

報提供、復帰支援の充実 
継続 

検討・実施 

 

    

長期休職職員に対する職

場復帰訓練の充実 
継続 

検討・実施 

 

    

家族を介護する職員に対

する支援体制の検討 
継続 

検討・実施 

 

    

ハラスメント防止対策の

充実 
新規 

検討・実施     

心と体の健康づ

くり 

健康診断結果に基づく保

健指導の実施 
継続 

実施 

 

    

メンタルヘルス対策の充実 継続 
検討・実施 

 

    

職員互助会と連携した福

利厚生事業の実施 
継続 

実施 

 

    

健康に関するセミナー等

の情報発信 
継続 

実施 
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