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「中野区人事構想」の策定について 

 

 

  区は、将来を見据え「新しい中野をつくる１０か年計画(第３次)」を着実

に推進するための、１０年後に目指すべき職員像や組織像、今後の職員人材

育成方針や職員定数計画等の基本方針として「中野区人事構想」を策定した。 

  本構想に基づき、平成３０年度には「中野区人材育成ビジョン」の改定を

行う。 

今後、職員の年齢構成については、３０代以下の職員が半数以上となるこ

とを踏まえ、職員の特性や専門性を踏まえた人材育成や個人のキャリア形成

に着目した人事マネジメントの推進を図っていく。 

 

 

 

○内容 

  別冊「中野区人事構想」のとおり 



 

  

中 野 区 

平成３０（２０１８）年３月 



 

 

「中野区人事構想」の策定について 

 

〇区は、平成１８年１月に策定した「新しい中野をつくる１０か年計画」に掲げた「小さな

区役所」で質の高い行政を実現するため、平成２０年１月「職員２０００人体制に向けて

の方策」を定め、民間活力の活用と少数精鋭の職員体制の確立等に取り組んできました。 

 

○また、区政目標達成に向けた最も効果的な経営資源の活用や、事務の執行における迅速な

意思決定と柔軟な組織運営を目指し、事業部制を導入するなど、区政課題に対して成果を

上げる組織体制を構築してきました。 

 

○その結果、平成２６年度に定数条例上の職員２０００人を実現し、コスト削減と区民サー

ビスの向上に努めてきました。 

 

〇さらに、少数精鋭の職員体制を最大限有効的に機能させるため、平成２３年度「中野区人

材育成ビジョン」（以下「人材育成ビジョン」）を策定したうえで、コンピテンシーモデル

（N’map）の活用の促進、エキスパート職員認定制度、公募制度の導入等、人材育成を図

ってきました。 

 

〇この間の社会経済状況の変化や区の様々な施策の進捗状況を踏まえ、新たな１０年間の取

組を推進するため、平成２８年４月「新しい中野をつくる１０か年計画（第３次）」を策

定しました。 

 

〇今後整備される新区役所は、複数の手続きをワンストップで取り扱う総合窓口の設置やユ

ニバーサルデザインの考え方が導入されるとともに、災害対応能力、自立性・事業継続性

が高い「新しい時代にふさわしい新区役所」となり、職員の働き方も変化していくことと

なります。 

 

○さらに、目標と成果による区政運営を推進し、部内・部間の連携を強化し組織体制を整備

していくことで、区民サービスの更なる向上を図ります。 

 

○将来を見据え「新しい中野をつくる１０か年計画（第３次）」を着実に推進するための、

先進的な施策を形成する組織運営や職員育成に関して、１０年後に目指すべき職員像や組

織像、今後の職員人材育成方針や職員定数計画等の基本方針として、中野区人事構想を策

定します。 

  



 

項目 

 
Ⅰ 「中野区人事構想」の位置づけ 

Ⅱ 現状と課題 

１ 職員数・職員年齢構成・新規採用者数・職層構成の推移 

２ 人材育成の取組 

３ 業務に関する知識・経験の継承 

４ 職員の働き方の変化 

５ ワーク・ライフ・バランスの推進 

Ⅲ 関連する制度改正 

１ 行政系人事制度の改正 

２ 地方公務員法改正 

Ⅳ １０年後の区役所の姿と職員像 

１ １０年後の区役所の姿 

２ １０年後に目指す職員像 

３ 職員に求められる能力 

Ⅴ 定数・採用 

 １ 基本的な考え方 

 ２ 職種別の考え方 

 ３ 職層構成の考え方 

Ⅵ 具体的な取組の方針 

１ 職員の特性や専門性を踏まえた人材育成 

２ 働き方改革（ワーク・ライフ・バランスの推進） 

３ 個人のキャリア形成に着目した人事マネジメントの推進 
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 「中野区人事構想」（以下「人事構想」）は、「中野区基本構想」と「新しい中野をつくる

１０か年計画（第３次）」を着実に推進するための今後１０年間の人事における基本方針と

して位置付けるものです。 

今後、人事構想に基づき「人材育成ビジョン」や「特定事業主行動計画」等を改定してい

く予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

中野区基本構想 

新しい中野をつくる１０か年計画（第３次）

 

中野区人事構想 

人材育成ビジョン 

職員研修実施計画 

特定事業主行動計画 

定数・採用計画 

新しい中野をつくる１０か年計画（第３次）における目標とする姿 

○調査研究、政策立案機能の強化、確かな業務知識と専門性の育成、ライフステ

ージに応じたキャリア形成環境が整っている。 

 

○多様な人材の力を生かし、幅広い視野と区民への共感に基づいた施策の立案、

遂行ができる、組織運営・職員育成が行われている。 

Ⅰ 「中野区人事構想」の位置づけ 
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（１）職員数 

中野区は、各種施設や業務の委託化・民営化等の民間活力の活用により、平成２６年

度、職員２０００人体制（中野区職員定数条例上）を実現しました。 

 

【常勤職員数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※常勤職員：再任用フルタイムを含む  ※定数外：派遣、休職、育児休業等 

 【職種別】                                    単位：人 

年度 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

事務系 1114 1112 1096 1085 1068 1024 995 1009 1031 1079 

福祉系 652 619 588 567 549 529 501 478 463 466 

一般技術系 127 127 126 134 137 134 140 160 179 193 

医療技術系 105 98 92 90 92 87 87 86 85 90 

技能・ 

業務系 
498 452 386 343 322 288 272 254 238 227 

※福祉系：福祉、保育士等 一般技術系：土木造園、建築、衛生監視等 

    医療技術系：保健師、栄養士等 技能・業務系：作業、調理、用務等 

Ⅱ 現状と課題 

１ 職員数・職員年齢構成・新規採用者数・職層構成の推移 
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（２）職員年齢構成 

職員２０００人体制を維持した場合、平成３７年度の職員年齢構成は、３０代以下の

職員が半数以上を占め、４０代職員は１１．７％（現在は２１．６％）へと減少する見

込みです。 

 

【常勤職員年齢構成の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※年代は年度末年齢 

※新規採用職員は毎年度７０～１００人程度を見込み、採用時年齢は平均23.5歳で試算 

 

【参考：平成２９年４月１日現在の職層別職員年齢構成】 
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 （３）新規採用者数 

近年の新規採用者数は、増加傾向となっています。 

 

【年度別新規採用者数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※前年度中の前倒し採用者含む 

 

【職種別】                                  単位：人 

年度 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

事務系 21 33 32 28 28 6 17 46 53 77 

福祉系 0 0 0 0 4 0 0 6 13 29 

一般技術系 0 13 11 13 10 3 10 24 21 20 

医療技術系 0 0 1 1 7 1 2 6 4 6 

 

  

過去１０年平均：５４．６人 
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（４）職層構成 

職層構成は、過去１０年間大きな変化はなく、主任主事の割合が半数程度となってい

ます。 

 

【職層別構成比の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

○今後の若手職員の増加に伴う課題（業務スキルの継承、職層構成の変化等）に対

応するため、今後１０年間の定数管理の方針を策定するとともに、人材育成・職

員配置等の人事マネジメントを強化する必要があります 

○フルタイム再任用職員の年齢上限が段階的に引き上げられることに伴い、その構

成割合が増加していくことから、さらに積極的に活用していく必要があります 

○経験者採用、任期付職員等の多様な職員を活用することで年齢構成を可能な限り

平準化していく必要があります 

今後の課題 
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平成２３年度、人材発掘、人材活用、人事考課、能力開発、職場づくり等に総合的に取

り組む人材育成基本方針「中野区人材育成ビジョン」を策定しました。 

人材育成ビジョンのもと、コンピテンシーモデル（N’map）の活用を促進し、エキスパ

ート職員認定制度（複線型人事制度）の導入、目標管理制度（目標管理シート）等による

人事考課制度、公募制人事異動制度等を通じて、人材育成に取り組んできました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

若手職員の増加や民営化・委託化の推進に伴い、個々の職員や現場における職務経験に

基づく知識やスキルの継承が課題です。 

また、事務処理のミス等を未然に防止するため、実務の基本をさらに習得させる取組、

事務処理の適正化に向けた取組を強化する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

  

 

○職員がより積極的かつ前向きに職務遂行にあたるため、更なるモチベーション向

上につながる人材育成と人事評価との関連について見直す必要があります 

○各種評価シートの統合も含め、実効性を向上させる取組を推進する必要がありま

す 

○コンピテンシーモデル（N’map）については、導入後約１０年が経過するため、

職員に求められる能力の変化を踏まえ、これまでの成果を評価・分析し、見直す

必要があります 

○本構想及び全庁的な人材育成の方針と研修実施計画との整合性を確保する必要

があります 

今後の課題 

 

○職員の年齢構成の変化や委託化の推進に対応する業務スキルの維持のため、区職員

の基本となるスキルの継承に向けた取組を引き続き推進する必要があります 

今後の課題 

２ 人材育成の取組 

３ 業務に関する知識・経験の継承 
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地域住民ニーズは個別化・多様化しています。職員は自らの仕事を通じて、多様化する

課題に対応していく必要があります。 

また、定型的な業務の委託化に伴い、政策立案、区民サービスの質の確保や進行管理、

公権力の行使に係る業務等、公務員でなければならない職務に特化していくことが求めら

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

○多様な業務に対応する総合性や業務の特性に応じた専門性を向上させるための人

材育成を行うことが求められています 

今後の課題 

４ 職員の働き方の変化 
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特定事業主行動計画における目標

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

出産支援休暇 100.0% 94.7% 100.0%

育児参加休暇 33.3% 79.0% 31.3%

目標 ２ 0.0% 5.3% 12.5%

目標 ３ 18.5% 22.1% 22.2%

目標 ４ 71.5% 69.3% 73.3%

全職員平均 6.8時間 6.9時間 6.8時間

最大者平均 66時間 77時間 60時間
超過勤務の状況（職員１人当たりの平均超過勤務時間数）

目標 １
子どもの出生時における父親の出産支援休暇およ
び育児参加休暇の取得率を１００％にする

男性職員の育児休業取得割合を１０％以上とする

管理職に占める女性の割合を２５％以上にする

全職員の年間年次有給休暇取得日数を１０日以上とする

 

 

区は、従来から特定事業主行動計画に基づき、年次有給休暇や育児・介護等に係る休暇

の取得促進、超過勤務の縮減等に努め、一定の成果が現れているところです。 

職員のワーク・ライフ・バランスが良好なものになることにより、職員自身が生活者と

しての多様な視点を備え、区民サービスを向上させることが重要です。 

  

【特定事業主行動計画等の実施状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

○特定事業主行動計画に掲げられた目標について、着実に達成していく必要がありま

す 

○平成２９年６月のイクボス宣言の主旨を踏まえ、時差出勤等の取組をさらに加速

し、ワーク・ライフ・バランスの推進を図り、区民サービスを向上させていく必要

があります 

今後の課題 

５ ワーク・ライフ・バランスの推進 

（／月） 
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１ 行政系人事制度の改正（平成３０年度） 

○職務・職責の給与への反映の徹底と上位職への昇任インセンティブの拡大等 

○現在の１～２級職（係員）３級職（主任主事）を廃止し、新１級職（係員）・ 

新２級職（係長職への昇任を前提とした係長職を補佐する職）（主任）を新設 

○係長職の拡大と新２級職（主任）も含めた定数管理 

２ 地方公務員法改正（平成３２年度） 

○特別職（非常勤職員）の範囲を、「専門的な知識経験等に基づき、助言、調査 

等を行うもの」に厳格化 

○臨時的任用（臨時職員）の対象を「常勤職員に欠員を生じた場合」に厳格化 

○一般職（特別職以外）の非常勤職員について「会計年度任用職員」制度を創 

設し、制度を明確化 

  

 

 

区の職員に関連する制度改正の概要は次のとおりです。これらの制度改正の影響を考慮

しながら、区の人事制度を検討していきます。 

 

  

 

   

Ⅲ 関連する制度改正 
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組織のあり方や人材育成等、人事に関する方針の策定にあたっては、１０年後の区役所

の姿やそこで働く職員の役割や働き方を明らかにしたうえで、具体的な取組方針を定める

必要があります。 

 

 

 

 （１）バーチャル区役所（電子区役所）の実現 

「２４時間３６５日どこでも区役所」が実現し、区民は区役所に来庁することなく、

電子上で多様な手続きを行える仕組みが整備されています。 

 

 （２）総合窓口（ワンストップ型サービス）の提供 

区役所へ来庁する区民には、総合窓口（ワンストップ型サービス）で、きめ細やか

なトータルサポートが行われるとともに、自らが手続きを行うセルフサービスの充実

を図り、個々のニーズや状況に応じた適切なサービスが提供されています。 

 

 （３）アウトリーチサービスの確立 

寝たきりの高齢者や重度障害者等、直接来庁することが困難な方を対象に、職員が

自宅等まで伺い、各機関が連携して対応することで、区民にとって真に必要とするサ

ービス（医療・介護、福祉等）が総合的に提供されています。 

 

 （４）組織の枠組みを超えた連携 

①総合窓口部門（ワンストップサービス全般を提供する部門）とバックオフィス部門

が緊密に連携することで、より行き届いたサービス内容の充実が図られています。 

②地域包括ケア体制のもと、アウトリーチサービスの中核を担うすこやか福祉センタ

ーと本庁舎、各施設がしっかりと連携し、総合窓口と同等のサービスが提供されて

います。 

③コールセンター機能の充実やICTを活用した電子上で相談できる仕組みを構築し、区

民がいつでも区役所にアクセスできる体制が整備されています。 

    

（５）良好な職場環境の構築 

ユニバーサルレイアウト（※）や無線LANの採用等により、レイアウト変更等のコス

トをかけることなく、効率的に組織体制や職員数の変更がなされ、区政課題に臨機応

変に対応できる体制が構築されています。 

フロアを有効活用し、用途に応じたミーティングスペース等を設置することで、職

員間のコミュニケーションの活性化を図るとともに、新たな発想を生み出す職場環境

Ⅳ １０年後の区役所の姿と職員像 

１ １０年後の区役所の姿 
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変化に対応し、区民の視点で考え、目標を明確にして課題解決に取り組む自律した職員 

が整備されています。 

※ユニバーサルレイアウト 

デスク配置を均一にしてスペース効率を高めるレイアウト方式 

 

 

 

区政の目標を達成し地域の課題を解決するためには、成果を上げる職員の育成が不可欠

です。１０年後の区役所の姿を踏まえ、区が考える目指すべき職員像を明確にした上で、

組織全体で共有し、育成に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

業務が高度化・複雑化する中、それらに対応するため行政は常に変化していく必要があ

ります。一人ひとりの職員においても、変化していく地域の課題を解決するため、自らの

業務を通じて対応していくことが求められます。 

また、区民サービスを向上させるためには、区民のニーズを的確に捉えることが重要で

す。区民の暮らしの中で発生する課題を解決するためには、職員は区民の視点を持ちなが

ら当事者に共感しつつ、その課題についての解決策を考えることが求められています。 

そして、業務を通じて地域社会をどのように良くしていくか、という具体的な目標を明

確にし、そのためにどのように行動するべきかを自ら考え、自律的に行動する職員となる

ことが必要です。 

 

 

 

 

（１）多様な業務に対応する総合性 

新しい区役所において導入が予定されている総合窓口（ワンストップ型サービス）やアウト

リーチサービス等は、様々な知識・能力が必要とされるため、これらの業務に対応する総合

性が求められます。 

 

（２）業務の特性に応じた専門性 

また、各制度への深い知識・経験や職務遂行能力等、特定の分野に対する高い専門性も

引き続き求められます。区として特に求められる分野（法務、まちづくり、ICT等）については、

専門性を持つ職員を計画的に育成していくことが必要です。 

 

中野区が目指す職員像 

２ １０年後に目指す職員像 

３ 職員に求められる能力 
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 （３）これまで以上に特に求められる能力 

      個々の職員においては、１０年後の区役所の姿や職員像を踏まえ、次の能力がこれ

まで以上に特に求められます。 

 

①対人対応能力（相談支援・コーディネート）・調整力 

基礎自治体の職員は、地域や窓口において住民と直接、相談や折衝を行う場面が多

くなります。区民サービスを向上させるためには、こうした現場での人に対する対応

力が職員には求められます。 

具体的には、相手の様子や置かれている状況を察知する能力、そのうえでどのよう

に自らが行動するかを判断する能力、そして最適な区民サービスをコーディネートす

る能力を発揮する必要があります。 

また、職員は区政課題解決のプロフェッショナルとして、区民や関連団体、事業者

等との連携・協力のもと、常に調整力を発揮する必要があります。地域の課題は、行

政のみで解決することは困難であり、多様な主体と協働することで課題を解決する能

力を身に付ける必要があります。 

 

②調査研究・政策立案能力 

基礎自治体である区は、国や都の設定した制度の枠組みに依存することなく、自ら

の力で地域の課題に対して必要な枠組みを構築していかなければなりません。 

  調査研究・政策立案能力は業務に関する知識・能力、課題発見・解決力、企画立案

能力等を総合的に組み合わせて発揮されるものです。職員は、確かな業務知識と最新

の知見、専門性を磨きながら、時代のニーズ、トレンドに即応した調査研究・政策立

案を行う必要があります。 

 

  ③ICT活用能力 

一人ひとりの職員がICT活用の重要性を認識し積極的に活用することにより、業務の

効率化を図るとともに、区民サービスが向上することが期待されます。特に公務の職

場においては、さらなる活用の余地が大きいことから、職員がICTを活用した業務の効

率化と区民サービスの向上を行い、電子区役所を推進することが必要です。 
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 （１）少数精鋭の職員体制 

区はこれまで民間活力の活用や業務の効率化等に取り組み、職員２０００人体制を

平成２６年度に実現しました。引き続き業務の見直し等に取り組み、コスト削減や区

民サービスの向上等、少数精鋭の職員体制を推進していきます。 

 

 （２）行政需要の増加への対応 

一方、次の例のような様々な行政需要の増大が見込まれており、これらに対応して

いきます。 

○地域包括ケア体制の推進 

すこやか福祉センターの機能強化および増設 

アウトリーチチームによる地域資源の把握や要支援者の発見等、地域課題の解決 

○新区役所におけるワンストップサービスの実現 

来庁者のニーズを踏まえ、最適なサービスを総合的に提供 

 組織の枠組みを超えた連携強化によるトータルサポート 

○中野駅周辺や西武新宿線沿線等のまちづくりの推進 

○（仮称）総合子どもセンター設置 

 

 （３）今後１０年間の定数管理の方針 

今後１０年間の職員定数は、条例定数（常勤職員数の上限）である２０００人の範

囲内とし、多様な行政需要の増加等に適切に対応できるよう必要な職員の採用を行っ

ていくこととします。 

また、区民サービスの更なる向上や業務に関する知識・経験の継承の観点から年齢

構成を平準化するため、経験者採用の拡大や再任用職員の活用等、多様な手法の組み

合わせにより持続可能な職員体制を構築していきます。 

    平成３８年度までの職員定数の見込みは次のとおりです。なお、今後の行政需要の

動向等により、適宜、見直しを行っていきます。 

 

平成29年度 ステップ１ ステップ２ 平成38年度
比較

（H38－H29）

当初定数 1985 1986 1930 1850 ▲ 135
退職見込等 ▲ 95 ▲ 426 ▲ 426
定数増減 1 ▲ 56 ▲ 80
採用職員数 96 370 346

Ⅴ 定数・採用 

１ 基本的な考え方 
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※ステップ１：平成３０年度～平成３３年度  ステップ２：平成３４年度～平成３７年度 

    ※派遣、休職、育児休業等の定数外を除く 

 

  

 

（１）事務系 

今後１０年間は地域包括ケア体制やまちづくりの推進等の新たな行政需要の増加を

見込み、増加していく見込みです。 

 

 

 （２）福祉系 

保育園民営化に伴う保育士の定数は今後、減少していく見込みです。一方、地域包

括ケア体制の推進等の行政需要の増大に伴い、福祉職、心理職については増加してい

く見込みです。 

 

 

 （３）一般技術系 

まちづくりの進展や施設の大規模修繕・建替えに対応するため、建築職や土木造園

職については増加していく見込みです。 

 

平成29年度 ステップ１ ステップ２ 平成38年度
比較

（H38－H29）

当初定数 1025 1046 1126 1186 161
退職見込等 ▲ 44 ▲ 192 ▲ 193
定数増減 21 80 60
採用職員数 65 272 253

平成29年度 ステップ１ ステップ２ 平成38年度
比較

（H38－H29）

当初定数 458 440 342 242 ▲ 216
退職見込等 ▲ 30 ▲ 134 ▲ 132
定数増減 ▲ 18 ▲ 98 ▲ 100
採用職員数 12 36 32

平成29年度 ステップ１ ステップ２ 平成38年度
比較

（H38－H29）

当初定数 192 200 214 219 27
退職見込等 ▲ 5 ▲ 26 ▲ 27
定数増減 8 14 5
採用職員数 13 40 32

２ 職種別の考え方 
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 （４）医療技術系 

区民の健康の維持増進を図りながら、地域包括ケア体制と健康危機管理体制の推進

に対応するため、増加していく見込みです。 

 

 

 （５）技能系 

学校用務や清掃業務等の業務委託推進により採用の予定はありませんが、これまで

の経験やスキルを生かし、各職場において活用を行っていきます。 

 

  

平成29年度 ステップ１ ステップ２ 平成38年度
比較

（H38－H29）

当初定数 85 84 87 90 5
退職見込等 ▲ 7 ▲ 18 ▲ 20
定数増減 ▲ 1 3 3
採用職員数 6 21 23

平成29年度 ステップ１ ステップ２ 平成38年度
比較

（H38－H29）

当初定数 225 216 164 113 ▲ 112
退職見込等 ▲ 9 ▲ 52 ▲ 51
定数増減 ▲ 9 ▲ 52 ▲ 51
採用職員数 0 0 0
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  区では目標と成果による区政運営を行っており、常に目標と達成手段の見直しを図りな

がら、区民により高い価値を提供することを目指しています。 

  部長は部の目標を達成するため、分野の目標（部の目標を細分化した目標）を達成する

責任を持つ統括管理者（参事、副参事）、各施策に施策の目標（分野の目標を細分化した

目標）を達成する責任を持つ執行責任者（係長職等）を配置し、自らの権限と裁量のもと

に、部内の経営資源を最大限活用しながら、柔軟な組織運営を行います。 

今後の職層構成については、区の組織体制や各職層の役割を踏まえ、係長職以下の職層

別構成割合を長期的には概ね均衡のとれたものとする方針です。 

行政系人事制度改正後の、新１級職（係員）を除く各職層の考え方については次のとお

りです。 

 

（１）管理職 

新たな行政課題に対応するため、管理職にはさらなるリーダーシップやマネジメン

ト能力が求められます。 

引き続き次世代のリーダーとなる人材を育成するとともに、適性や能力を見極めな

がら、区政の中核となる管理職の人数を拡大していきます。 

 

 （２）新４級職（総括係長） 

管理職を補佐する立場で、困難な事案に対して豊富な経験と能力をもとに対応して

いくことが求められます。 

行政需要や区政目標の状況を踏まえ、必要な人数を確保していきます。 

 

（３）新３級職（係長職） 

現場における業務の中核として、業務遂行や職場マネジメント等、係長職の役割は

引き続き大きいものとなります。 

区民サービスの向上と組織力強化のため、一定程度、人数を拡大していきます。 

 

 （４）新２級職（主任） 

係長職への昇任を前提とし係長職を補佐する役割を担う職として、係長職と概ね同

程度の構成割合としていきます。 

 

 

  

３ 職層構成の考え方 
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Ⅵ 具体的な取組の方針 

 

 

 

○３６５日どこでも区役所          ○多様な業務に対応する総合性 

○総合窓口（ワンストップ型サービス）   ○業務の特性に応じた専門性 

○アウトリーチサービス           ○対人対応能力・調整力 

○組織の枠組みを超えた連携         ○調査研究・政策立案能力 

○良好な職場環境              ○ICT 活用能力 

○ワーク・ライフ・バランスの実現 

１ 職員の特性や専門性 

  を踏まえた人材育成 

２ 働き方改革 

（ワーク・ライフ・バラ

ンスの推進） 

３ 個人のキャリア形成に着

目した人事マネジメント

の推進 

１０年後の区役所・職員像 

実現 
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（１）人が育つ要素 

区では、目標管理シート等による人事考課制度やジョブローテーション、OJT等を通

じて、職員一人ひとりが着実に成果を上げ、様々な知識を養い、能力向上に努めてき

ました。職員の年齢構成や働く環境が変化する中で、着実に目指すべき職員像を実現

するため、次の３つの要素を基本に取り組んでいますが、この取組をさらに推進して

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①成果を上げるための自律的な行動 

    高度化・複雑化する業務に対応していく中で、職員が自律的に行動することによ

り、職員の知識やスキルは向上していきます。 

 

○職員は「目標と成果」を強く意識し、より高い目標の達成に向けて自律的・意欲  

的に業務に取り組みます。 

○業務の成果を上げたことにより「やりがい」や「達成感」を得て、多様な視点を培 

い、自律的に能力向上とキャリア形成を図ります。 

 

②人事評価と処遇への反映 

   職員の職務意欲を向上させるためには、適切な人事評価を行うことが不可欠です。

上司は、評価に必要な情報収集に努め、職員は適切な自己評価を行います。 

 

○上司は職員に関して、目標管理シート等を活用し、適切に評価を行います。 

○評価結果を処遇（昇任・昇給・手当）に適切に反映させ、職員のモチベーション

②人事評価と 

  処遇への反映 

③上司の指導・支援と 

組織体制 

①成果を上げるための

自律的な行動 

人が育つ

要素 

１ 職員の特性や専門性を踏まえた人材育成 
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の向上を図ります。 

○コンピテンシーモデル（N’map）については、実施効果の分析結果等を踏まえ、

評価の実効性向上の観点から、他の各種評価シートとの統合等、見直しを行いま

す。 

 

③上司の指導・支援と組織体制 

    職員が自律的に行動する一方で、上司は必要な支援を行う責任を持ちます。 

 

○上司は、職員の強み・弱みを的確にとらえ、職員が成果を上げられるよう助言・

指導を行うとともに成長を支援し、更なる成果を上げる組織を実現します。 

○職員一人ひとりの適性や育成の観点から、新たな課題への挑戦等、更なる成果を

上げるための業務を担わせます。 

○上司は、職員が自律的にキャリア開発に取り組むことを促し、キャリアを実現す

るための支援を行います。 

 

  （２）職層別の行動特性と求められる職員像 

職層別の行動特性及び求められる職員像は次のとおりで、これらを実現していくた

めの人材育成に取り組んでいきます。 

 

①新１級職（係員） 

＜新人職員＞ 使命感と役割認識を持ち、自立して行動する 

＜新人職員以外＞ チームの成長を意識して行動し、自らの総合性と専門性を高める 

 

○新人職員は、日常の職務と自己研鑽を通じて基礎的な職務知識を蓄え、責任を持

って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公務員としての使命感・倫理

観を養っています。 

○新人職員以外は、後輩の指導を含めチームの成長を意識し、幅広い視野で業務に

取り組み、担当職務に精通することによって高度の知識・技術の習得に努めてい

ます。 

 

   ②新２級職（主任） 

係長職への昇任を前提とし係長職を補佐する役割を担う職として、幅広い視野に

立ち、率先して課題解決に取り組む 

 

○係長職への昇任を前提とし係長職を補佐する役割を担う職として、同僚・後輩の

指導・育成を含めチームや組織の成長に向けて、幅広い視野で仕事に取り組んで

います。さらに、担当職務に精通することによって、自らの総合性・専門性が高

まっています。 
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また、情報収集や自己研鑽を継続的かつ積極的に行い、区民の視点に立った課題

発見に努め、自ら率先して業務改善の提案をしています。 

 

③新３級職（係長職） 

政策を創造し、指導や調整能力で職員をリードする 

 

○これまでの職務知識及び経験を基に、それぞれの持つ総合性・専門性を十分に発

揮して職員をリードし、目標達成のため、進行管理、調整、評価を行います。ま

た、管理職の担う経営機能を補佐しています。 

 

④新４級職（総括係長） 

管理職を補佐する役割を担う職として、高度かつ困難な課題に対応するとともに、

職員の育成に責任を持つ 

 

    ○管理職を補佐する役割を担う職として、これまでの職務知識及び豊富な経験に基

に職員の育成に責任を持つとともに、組織の枠組みを超えた課題を解決する調整

能力を発揮するなど、管理職の担う経営機能を積極的に補佐しています。 

 

   ⑤管理職 

組織経営と人材育成に責任を持ち、区政目標を実現する 

 

○高度な判断力、調整力、政策形成能力、危機管理能力をもって、組織目標を達成

します。新たな行政課題への対応や困難な状況においてもリーダーシップを発揮し

て、区民や議会等への説明責任、経営責任を果たすことができています。 
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  （３）職員の育成方針 

１０年後の職員像を実現するため、効果的なジョブローテーション、適材適所の

配置等により、多様な業務に対応する総合性や業務の特性に応じた専門性を高めて

いきます。 

仕事を通した成長と自発的な自己研鑽は、人材育成の基本となります。また、全

ての職員の能力を引き出し発揮させるためには、職員個々の能力開発とともに、組

織的に支援し職場全体で人材育成に取り組む風土を醸成する必要があります。 

本構想に基づき、コンピテンシーモデル（N’map）の効果の分析結果を踏まえ、

人材育成ビジョンを改定し、これらをもとに各事業部が人材育成計画等を策定して

主体的に人材育成に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①多様な業務に対応する総合性 

総合窓口（ワンストップ型サービス）、アウトリーチサービスには、幅広い知識が

特に求められることから、計画的に育成していく必要があります。 

 職員が自身のキャリアを形成し、スキルを習得していく中で、本人がやりたい職務

を希望した場合の支援や育成のしくみを構築します。 

本人のキャリアパス（一定の職層・職務に就くために必要な業務経験とその順序）

を参考に、上司は本人が希望する（総合窓口、アウトリーチサービス等）職員となる

ために、何が必要で、そのためには何をすればよいかなど、具体的にアドバイスし、

一定の職場経験が必要な場合には、候補者として配置していきます。 

 

○各職層において、ジョブローテーション、適材適所の配置、新たな課題

への挑戦を通じて、能力向上を図っていきます 

○新人職員は、OJT、新人サポーター制度等で、基本的な職務知識を身に付

けます 

○部下や同僚、後輩への指導・助言・育成を通じて、組織全体で人材育成

に取り組み、人を育てる組織風土を醸成していきます 

○職員は自律的にキャリア開発を行い、上司は職員の強み・弱みを的確に

捉えて職員が明確なキャリアビジョンを持てるよう支援します 

○ジョブローテーションや計画的な研修プログラムを実施することで、キ

ャリア形成を効果的に実現します 

○管理職や係長職への昇任に対する不安解消や早期に心構えが養われるよ

うキャリア形成を支援する研修等を実施します 

基本的な取組 
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②業務の特性に応じた求められる専門性 

適材適所の配置や新たな課題への挑戦によって、専門性を高めていきます。人材育

成が業務遂行の中で行われることから、各事業部が連携して法務、まちづくり、ICT

等のエキスパート職員等の専門性の高い職員を育成していきます。 

 

  ③これまで以上に特に求められる能力 

１０年後において特に求められる能力は、様々な業務を通じて養われていきます。

自ら率先して新たな課題に挑戦し、様々な立場の人の視点に立って職務を遂行してい

くことで、対人対応能力や政策立案能力が向上します。 

また、業務の効率化や新しい働き方を実現するためには、職員一人ひとりが改善の

意識を高く持つことが必要です。 

職員には、積極的に情報収集、現状の課題分析を行い、高度な情報処理技術やICT

活用能力を駆使して、区民ニーズに真に合致した施策、区政課題の解決へと導いてい

く能力が求められています。 

このほか、委託業務の増加に伴い、委託した業務の知識・スキルを失うことなく組

織として継承するとともに、仕様の作成・評価等、委託業務に関する区民サービスの

質を確保する能力も求められています。 

全職員がこれらを強く意識し能力向上に努めるよう、組織全体で推進していきます。 

 

④職員のスキルアップのための支援 

職員が、自身のスキルアップのために資格等を自ら取得することについても、区と

して積極的に推進していきます。今後、職員が業務に関連する資格等を取得する際の

支援制度を導入していきます。 

 

  ⑤公務員の基本として 

○基本スキルの習得 

OJTや職員実務基本書（「中野のなかのコト」）の活用、研修等を通じ、職員一人

ひとりが職員としての基本的なスキル（文書、予算、法務、会計等）を向上させ、

適正な事務処理を遂行するとともに、事務の効率性を高めていきます。 

○公務員としての倫理 

区政は区民から信託されたものであり、その運営にあたっては、常に区民の信頼

を得ながら進めていかなければなりません。区民からの信頼を確かなものとするた

めに、職員は法令や服務規律遵守はもちろんのこと、常に区民の視点に立って、区

民のためのサービスを提供していくという姿勢で職務を遂行していくことを基盤

としながら、公務員としての倫理を常に意識しながら行動します。 
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今後の区役所においても、職員の個人としての充実した生き方を仕事に生かすことによ

り仕事の質が高まっている状態をさらに推進していきます。 

一人ひとりの職員においても、メリハリをもって働くことで、過度なストレスを感じる

ことなく能力を効率的に発揮することにより、持続的に成果を上げられることを目指すこ

とが必要です。 

 

 （１）職員の改善力の向上 

ICT、行政評価、公会計改革等を活用し、業務の無駄や改善点を発見するとともにそ

れらの改善策について取り組み、職員の改善力を向上させます。 

また、「おもてなし運動」等を通じて、事業改善に関する優良事例の全庁的な共有を

推進します。 

 

 （２）ペーパーレスの推進 

内部管理システムの更改や庁内情報端末の無線化等に合わせ、紙使用の縮減を図る

とともに、内部の打合せは原則ペーパーレスとするなど、業務の効率化やスペースの

有効活用を行います。 

 

（３）効率的・効果的な内部会議 

庁内の内部会議をより効率的に行うことで、業務の質を向上させます。終了時刻の

冒頭確認・厳守とともに、開催意義の明確化、論点・ポイントの端的な説明、理解し

易い資料の作成等を各職場において推進します。 

 

（４）民間活力の推進 

定型的な大量の業務のほか、外部のノウハウを活用すべき専門的な業務については

民間委託等を積極的に推進します。 

 

 （５）ICT活用の推進 

区は今後、マイナンバーを利用した電子申請やコンビニ交付等の手続きを拡充し、

区役所に来庁することなく手続きが可能となる仕組みの構築を推進していきます。 

各職場においても ICTの活用を推進し、業務の効率化を図っていきます。 

 

（６）超過勤務の縮減、年次有給休暇の取得促進 

職員は、自らの仕事や組織の仕事の進め方を見直し、効果的・効率的に業務を進め

ることにより、超過勤務の縮減等に努めることが必要です。 

また、各自の業務の見える化・マニュアル整備を行うことで、急な業務量の増大や

休暇等に対してチームで対応することを基本とし、超過勤務の縮減や年次有給休暇の

２ 働き方改革（ワーク・ライフ・バランスの推進） 
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取得を推進していきます。 

 

（７）育児・介護休暇制度を活用できる組織体制とキャリア形成支援 

休暇取得中の職員に対しては、情報提供や復帰時のサポート体制の充実を図るとと

もに、応援体制の強化等、イクボス宣言の実効性を強化するとともに、個々のライフ

イベントを踏まえたキャリア形成を支援していきます。 

出産、育児、介護等、様々なライフイベントを経ながらも、意欲をもって働き続け

られるための取組を行うことにより、「管理職に占める女性の割合」「男性職員の育児

休業取得割合」等の指標が向上します。 

また、各職場においても、互いの働き方や負荷へ配慮するとともに、柔軟な職務分

担を行い、協力体制を築くことを推進します。 

 

（８）健康管理の強化 

区民サービスの向上には、職員が自らの能力を最大限発揮するとともに、職員自身

が健康であることが必要です。 

区は、配置、研修、情報提供により職員の健康度を高めるとともに、意向調査、ス

トレスチェックを通じて健康を害する要因の早期発見・予防の取組を進めます。 

また、研修等を通じて管理監督者のスキル向上を図り、組織としての健康管理を強

化します。 

 

（９）柔軟な働き方の推進 

区は、時差勤務の本格的な導入等、柔軟かつ効率的に働ける仕組みを充実させるこ

とで、職員の働き方の選択肢を増やし、区民サービスの向上につながる働き方を推進

していきます。 
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（１）採用戦略（優秀な人材の確保） 

複雑・高度化する行政課題に対し、迅速かつ的確に対応するためには、区政運営に

資する資質・能力を兼ね備えた有為な人材の確保に引き続き努めていかなければなり

ません。中野区で働きたいと思う人を増やすことで、より優秀な人材の採用を可能と

します。 

①中野区政の積極的な情報発信 

ホームページ、採用案内リーフレットで中野区の魅力や区政の先進的な取組の発信

を積極的に行うとともに、大学や予備校等での業務説明会等の実施に加え、SNS（ソー

シャルネットワーキングサービス）の活用等、時代の流れに則したPR方法を行ってい

きます。 

また、人材育成方針やイクボス宣言等ワーク・ライフ・バランス推進の取組状況の

PRも行っていきます。 

 

②定着率の向上 

内定を辞退する受験者を減少させるため、内定者向けフォローアップとして、複数

回の内定者懇談会を実施し、内定者間の交流を深めていきます。また、内定者向けア

ンケートで得られた内定者の不安や疑問に答えるメールマガジンの定期的な送付の実

施を継続します。 

 

（２）多様な人材の活用 

①経験者採用職員 

経験者採用制度は、民間企業等での有用な職務経験を有する人材を幅広い年齢層に

おいて確保することにより、年齢構成の均衡を図るとともに、高度化・複雑化・専門

化する行政サービスに対応することを目的としています。 

職員の配置活用にあたっては、経験者採用としての優位性を生かすため、業務従事

歴に応じた配置を行います。 

 

②任期付職員 

任期付職員採用制度は、専門的知識経験の活用が一定期間に限られる場合や職員の

育成に相当の期間を要するため、適任と認められる職員を確保することが困難である

場合に、当該専門的知識・経験を有する者を期間を定めて採用できる制度です。   

現在も法務やまちづくりの部門等で高い成果を上げているところですが、専門性や

即戦力が求められる場合において、速やかに必要な組織体制を実現し最小のコストで

効果的な行政サービスの提供が可能となるため、今後も必要な場面において積極的に

任期付職員を採用していきます。 

また、保育園における保育業務や、小中学校・幼稚園における幼児・児童生徒の介

３ 個人のキャリア形成に着目した人事マネジメントの推進 
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助業務については、任期付短時間勤務職員を引き続き採用し、サービスの提供体制の

充実を図ります。 

 

③再任用職員 

再任用職員には、これまで培った知識や経験を生かしながら、後進の指導等、組織

において重要な役割を果たすことが求められています。 

今後、フルタイムの再任用職員の割合が増加することが見込まれており、組織活力

を維持・向上させるためには、こういった職員の有する経験や知識が確実に継承され

ていく体制を構築していきます。 

 

④その他職員 

地方公共団体における行政需要の多様化等に対応し、公務の能率的かつ適正な運営

を推進するため、臨時・非常勤職員に関して地方公務員法が改正され、会計年度任用

職員制度が導入されることとなりました。今後、会計年度任用職員制度を活用しなが

ら、民間人材の活用を積極的に行っていきます。 

また、多様な人材の能力が最大限発揮できるよう、障がいのある人等が働きやすい

職場環境の整備を推進します。 

 

（３）適材適所の職員配置 

①人事情報の一元化 

人材情報（業務歴、資格、評価等）のデータベース化を行い、経年で職員の情報を

確認できるようにすることにより、各事業部で適材適所の職員配置に活用できるよう

にしていきます。 

  

 ②複線型人事の推進 

今後、幅広い知識や経験を有する従来のゼネラリストとして、総合性やマネジメン

ト力を発揮して組織に貢献する職員、専門性を生かし新たな価値を創造するスペシャ

リスト（エキスパート）の職員、総合窓口・アウトリーチサービス等に対応する職員

などが共存し、それぞれの特性を生かした配置を行う複線型の人事制度を推進してい

きます。 

 

（４）個人のキャリア形成 

①ジョブローテーション 

職員が職務を遂行するうえで必要となる能力・知識等を着実に習得するためには、

職場におけるOJTを推進していくことが重要です。職員が多様な業務を経験できるよう

にジョブローテーションを行うことにより、個々の職員について適性のある業務を発

見することが可能になります。職員の適性や経験を生かす職員の配置によって、職務

意欲の向上と組織の活性化が図られます。 
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経験者採用を除く新規採用者については「窓口サービス」部門を中心として、「内部

管理」「企画調整」といった幅広い部門を経験できるようにジョブローテ―ションを行

い、その後の職員自身のキャリア形成を支援していきます。 

 

  ②キャリア形成の支援 

職員一人ひとりが将来のキャリアビジョンを描き、長期的な視野のもと、職務に取

り組んでいけるよう、職種に応じたキャリアパスを示していきます。 

組織（上司）は、職員が日々成長していけるよう、職員が到達しているポイントや

習得が望ましい能力についての確認や助言を行い、職員の希望や適性を踏まえた配置

を行うなど、職員のキャリア形成に必要な人事マネジメントを実践していきます。 

 

（５）繁閑に応じた柔軟な職員配置 

事業の実施内容や時期によって人員の必要量は変化するため、年間を通した一定数

の配置が必ずしも業務遂行のための最適な組織体制とは言えません。各事業部におい

て、業務量に応じたフレキシブルな配置による組織運営を行うことで、より効率的な

業務執行体制を整えていきます。 

 

（６）組織を横断する課題解決に向けた組織体制 

  各事業部に権限や裁量を持たせる事業部制組織により意思決定を迅速に行うこと

が可能になりますが、多角化する行政運営においては部門間調整を行うことが困難な

場合があります。 

施策の展開につき組織横断的な課題に対応するためには、兼務発令や本部体制等、

縦割りでない組織体制の構築とともに、各部署が積極的に連携する仕組みを構築して

いきます。 
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