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第１章 改定の趣旨 

１．改定の背景 

当市の人材育成ビジョンは市の人材育成計画として平成１４年に策定した後、平成２６年に

全面的な改定を行い、６年が経過した。 

前回の改定の背景には、国都からの権限移譲に伴い、これまで以上に市の権限と責任におい

て地域の課題を自主的に解決していく要請があったことや、職員の大量退職に伴う組織の急激

な人員構成の変化に対応し、職員の能力や組織機能をいかにして維持・向上させていくかなど

の課題があった。 

このため、職員には地方分権改革等に対応するため、自ら学び、自ら行動するという自主自

律的な姿勢が強く求められたことから、前回改定時の市の目指すべき職員像について「新たな

時代の東村山の自治を担うために、地域の課題を的確に捉え、自ら考え、その解決のために積

極的に行動する職員」と設定し、職員採用や人材育成に努めてきたところである。 

その後も地方自治体を取り巻く環境は変化を続けており、特徴的なものとしては、多くの自

治体が限られた経営資源の中で様々な課題に対してより効率的に対応するため、従来のように

職員のマンパワーのみに頼るのではなく、ＡＩ・ＲＰＡ等の最新技術を導入し、事務事業の作

業領域の見直しにまで踏み込んだ業務改善の実施や公民連携などの新しい行政運営の手法の導

入が挙げられる。今後は当市においても業務委託や指定管理を活用した「人から人への業務移

転」のみならず「人から機械等への業務移転」も積極的に進め、業務の効率化を一層推進する

必要がある。 

また、国連において採択されたＳＤＧｓの視点などを踏まえ、社会の持続性や継続的な発展

を視野に入れた施策を実施していく必要があり、地方自治体は新たな技術などを有効に活用し、

持続可能で柔軟性のある自治体経営を実現していくことが求められている。当市においても、

令和３年度からの新たな総合計画である「東村山市第５次総合計画～わたしたちのＳＤＧｓ～」

を策定し、ＳＤＧｓの重要性を明らかにし、将来都市像「みどり にぎわい いろどり豊かに 

笑顔つながる 東村山」を掲げたところである。 

こうしたことから、今後の職員には、常に行政サービスの持続可能性を意識し、新しい技術

や新制度等に対する理解を深め、これらの技術を積極的に公務に活用し、業務の効率化に繋げ

る能力が求められるほか、組織としても、社会生活全般について大きな影響をもたらしている

新型コロナウイルス感染症への対策や、働き方改革推進の観点から、公務の職場においても在

宅勤務や時差勤務制度などを充実させ、職員の柔軟な働き方を後押ししていく必要がある。 

このほかにも、現在当市においても公務の重要な担い手となっている臨時・非常勤職員につ

いて、令和２年度より新たに会計年度任用職員として法的な位置づけが変化したことを踏まえ、

これらの職員についても能力向上のための研修を拡充させる必要性が生じていることや、更な

る働き方改革を推進する観点から、職員の労働環境の現状や職員のニーズに応じ、限られた時

間の中で、より実践的・効果的な研修を実施する必要性が生じていることなど、近年の様々な

状況の変化に対応できる職員を育成するため、人材育成ビジョンの見直しを図ることとする。 
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 ２．従来の人材育成ビジョンの検証と課題 

これまでの人材育成ビジョンにおいては、目指すべき職員像の実現のために、人事異動・人

事評価、配置管理などの「人事制度」、各種実務研修や職層別研修などの「職員研修」、休暇制

度の整備や取得促進などの「環境整備」の３つの施策において、３０項目の実施事業を掲げ、

全職員に対する人事評価の実施や評価結果の処遇への反映など、２９項目の取組を実施し人材

育成を図ってきたところである。 

近年においては、採用試験における受験者の確保や女性職員の管理監督職への昇任意欲の向

上などに取り組む必要が生じているほか、前述のとおり、行政分野へＡＩ・ＲＰＡ等の最新技

術の導入が進む状況などを踏まえ、人材育成のあり方について見直す必要が生じている。 

 

 

 

 

●従来の人材育成ビジョンにおける施策の実施状況

施策分野 施策項目 実施事業 実施状況 時期・内容

施策１． ・評価要素と研修の連携 実施 平成27年度より実施

人事評価制度 ・昇任選考への活用 実施 継続実施

・技能労務職への人事評価
制度の導入

実施 平成27年度より実施

・処遇への反映（勤勉手当
への反映についての取り組
み）

実施 令和2年度より全ての正職員で実施

・被評価者訓練の実施 実施
平成26年度より監督職員、30年度より全正
職員、令和2年度より会計年度任用職員専門
職員を含む全職員を対象に実施

・再任用職員への任用への
活用

実施 平成27年度より実施

施策２． ・適正な配置管理の実現 実施 平成27年度より実施

配置管理 ・ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ研修の実施 実施 平成26年度より実施

・円滑な業務の引継ぎ 実施
平成26年度より一般職における事務引
継書の導入

施策３．
・28年度以降の昇任制度
設計の検討

実施 継続実施

昇任制度
・女性職員キャリア研修の
実施

実施 継続実施

施策４．
・平成27年度及び28年度に試験内容
見直し

職員採用
・平成29年度より実施時期を6月に前
倒し

・平成30年度より経験者採用の年齢上
限を55歳に拡大

・受験者へのｲﾝﾀｰﾈｯﾄを活
用したPR

実施 継続実施

・経験者採用職種の検討 実施 継続実施

人事制度

・採用試験方法の見直し 実施
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施策分野 施策項目 実施事業 実施状況 時期・内容

施策５． ・OJTマニュアルの作成 実施 ＯＪＴガイドブック等の活用

職場内研修
・OJTによる職場活性化
の手法の確立

実施 継続実施

施策６． ・研修概要の見直し 実施 平成27年度に見直し

職場外研修
・ファシリテーション研修
の実施

実施 継続実施

・政策形成研修の実施 実施 継続実施

・接遇マニュアルの見直し 実施 平成30年度に見直し

・公務員倫理・人権啓発研
修の実施

実施 継続実施

施策７．
・業務上必要な知識の取得
支援

自己啓発
・継続的に自己啓発を行う
ことを後押しする仕組みづ
くり

・グループ研修の実施

施策８． ・職員提案制度の活用 一部実施 制度は設けているが、活用実績なし

職場の活性化 ・職員表彰制度の活発化 実施 積極的な表彰を実施

施策９．
・人事制度面（時差勤務
等）による支援

実施 平成26年度及び令和元年度に制度拡充

ワークライフ
バランス

・タイムマネジメント研修
の実施

実施
タイムマネジメント研修の継続実施及
び平成30年度より働き方改革研修実施

・男女共同参画研修の実施 実施 継続実施

施策１０．

安全衛生施策

職員研修

平成27年度より自主研修助成制度を拡
充

環境整備

・第４次アクションプラン
と連携した各種研修の実施

実施 継続実施

実施
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第２章 目指すべき職員像と人材育成方針 

１．目指すべき職員像 

   人口減少や少子高齢化という社会的な背景のもと、老朽化する公共施設等の更新問題や新型

コロナウイルス感染症の拡大、地球温暖化、近年猛威を振るう自然災害などの複雑多岐にわた

る行政課題を解決するためには、働き方改革を含めた業務改善を進め、生産性の向上を図る必

要がある。また、令和３年度より開始する「東村山市第５次総合計画～わたしたちのＳＤＧｓ

～」に掲げる新たな将来都市像の実現にあたっては、職員は特定の分野に関する専門的な深い

知見を備えるだけでなく、様々な分野を俯瞰した横断的な思考や判断力をも兼ね備えなくては

ならない。さらに、自治体間の業務の共通化・標準化などに見られるように、今後は他団体と

の広域的な連携が活発に行われるようになることが想定されることから、職員には専門性に裏

打ちされた的確な企画・判断力と、様々な機関との連携・協力を生み出すための高いコミュニ

ケーション能力が求められることとなる。このため、職員は人事異動や様々な実務経験、研修

などを通じて、得意分野を持ったスペシャリストとしての性格を備えつつ、幅広い視野や知識、

高いコミュニケーション能力を兼ね備えたジェネラリストとしても能力を発揮し、新たな技術

の導入など業務改善を推し進められるような人材に成長する必要があることから、新たな目指

すべき職員像を以下のように定める。 

 

 

 

  この目指すべき職員像を達成するための４つの視点については、以下のとおりとする。 

   ①挑戦と改革の視点 

    当市が限られた経営資源を有効に活用し、継続した発展を遂げるためには、ＡＩ等や新制度 

  に関する知見や職務に対する理解を深めるなど、高い意欲を持って常に業務改善に取り組み、 

  従来の枠組みにとらわれることなく業務をより積極的に推し進めていくことが求められるため、 

  挑戦と改革の視点が必要である。 

   ②連携の視点 

    これからの行政運営は、市民との協働や職員間の連携に加え、民間企業や他団体との広域的 

  な連携など、多様な主体との連携の視点が必要である。 

   ③政策形成の視点 

    今後さらに高度化・多様化することが予想される行政課題に的確に対応するためには、各種 

  法令の理解や行政ニーズと斬新なアイデアを具体化するための政策形成の視点が必要である。 

   ④キャリア形成の視点 

    目指すべき職員像を達成し、将来都市像を実現するためには、職員が専門性や総合性を高め 

  ていくことが不可欠であり、このためにはそれぞれの年代、ライフステージにおいて、個々の 

  職員が自らのキャリアビジョンを明確に持ち、主体的に経験や能力の獲得に意欲を持って取り 

  組む視点が必要である。 

「新たな将来都市像の実現のために、地域の課題を的確に捉え、 

その解決のために積極的に行動する職員」 
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２．各職位に求められる役割と行動指針 

  目指すべき職員像は、それぞれの職位に応じた役割や行動指針を通じて達成される水準 

が変化することになる。各職位に求められる役割と行動指針については、以下のとおり定める

こととする。  

職位 求められる役割と行動指針 

部長 

【果たすべき役割】 

１ 一般行政職の最高位の職位として、市行政の意思決定に参画し、市政全般

及び市行政経営上の基本方針を決定する。  

２ 所管する部門の最高意思決定権者として、所管管理者を指揮・監督し部の

掌握する施策・事務事業及び組織運営上の基本方針を確立する。 

【行動指針】 

市の将来像の実現のため、副市長から提示される市の目標設定方針を受

け、部の目標設定方針を作成し、部の現在及び将来の課題を認識し、戦略的

に解決策を策定する。 

次長 

【果たすべき役割】 

１ 部長に次ぐ職位として、市行政の意思決定に参画し、市政全般及び市行政

経営上の方針決定を補佐すると共に、部の所掌施策・事務事業及び組織運営

等に係わる部長の意思決定を補佐する。  

２ 部所属の課長を指揮・監督し、部の基本方針に基づく執行方針を確立し、

部の組織運営の円滑化・活性化を図り、事務事業を的確に遂行する。 

【行動指針】 

部の目標設定方針を受け、組織に求められている課題を認識して、部の目

標達成に向けて部長の戦略を補佐するとともに、課長への課題解決に向けた

サポートを的確に行う。 

課長 

【果たすべき役割】 

１ 課の最高責任者として、所属職員を指揮・監督し、所掌する事務事業等の

基本方針及び実施方針を確立し、部の意思形成に参画する。  

２ 所属課長補佐・係長と良好な関係を保ち、所属職員の意思・意見を把握

し、職員との信頼関係に基づく良好な職場環境を確保すると共に、職員の資

質・能力向上に努め、所掌する事務事業を的確に遂行する。 

【行動指針】 

１ 部の目標設定方針を受け、組織に求められている課題を認識して、課の目

標を設定し、達成に向けて業務の進捗管理・人材の活用・育成等のマネジメ

ントを行う。 

２ 課内コミュニケーションを図り、職員のモチベーションを高め、チームワ

ークの向上に努めるとともに、部下の能力を正確に把握し適性に応じた能力

開発を進める。 

３ 自ら学ぶ職場風土を醸成するため、所属職員に積極的に働きかけるととも

に、ワーク・ライフ・バランスを積極的に推進する。 
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課長 

補佐 

【果たすべき役割】 

１ 課長と良好な関係を保ち、課所掌の事務事業の基本方針及び実施方針に関

わる課長の意思決定を補佐する。 

２ 各係長と良好な関係を保ち、各係の事務事業の調整を行い、当該事務事業

遂行の円滑化を図る。 

【行動指針】 

１ 課の組織方針に基づき、課の目標達成に向けて課長を補佐し、具体的な政

策の立案を行い、実現に向けた調整や交渉を行う。 

２ 各係の事務事業の課題解決に向けて、的確な指導・助言を行い、着実な業

務実行における進行管理を図る。 

３ 課長、各係と積極的なコミュニケーションを図り、職員のモチベーション

を高め、チームワークの向上に努めるとともに、部下の適性に応じた能力開

発を進める。 

係長 

【果たすべき役割】 

１ 所掌する事務事業に関する専門性を高め、所掌事務事業に係わる客観的、

かつ、具体的考え方を保持し、課の意思形成に参画すると共に、所属職員を

指揮・監督し、執行方針に基づき所掌事務事業を積極的、かつ、主体的に遂

行する。  

２ 所属職員とのコミュニケーション・職場内討議等を活発に行い、職員間の

良好な信頼関係と活気のある職場環境を確立する。 

【行動指針】 

１ 課の組織方針に基づき、係の目標達成に向けて、課題解決のための具体的

な策を企画立案し、実行する。 

２ 係内コミュニケーションを円滑に図り、職場内討議等により、職員のモチ

ベーションを高め、部下の能力開発を進めるとともに、自らも学び、専門性

の向上を図る。 

主任 

【果たすべき役割】 

１ 培われた経験・知識・技能・能力を活用し、他の職員を指導し、係長から

担任・選任された事務事業を積極的、かつ、主体的に遂行する。 

２ 係長及び他の主任職と良好な関係を保ち、協働して職員間の良好な信頼関

係と活気のある職場環境を確立する。 

【行動指針】 

１ 課の組織方針を理解し、目標達成に向けて、主体的且つ積極的に、業務遂

行する。 

２ 目標達成に向けた業務遂行を果たすため、専門的な知識の習得に努める。 

３ 係長・他の主任職・後輩との職場における良好な信頼関係を築き、円滑な

業務遂行を実現するため、報告・連絡・相談を適切に実行する。 
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主事 

【果たすべき役割】 

係長・主任からの指揮に基づき、所掌事務事業を積極的に遂行する。 

【行動指針】 

１ 課の組織方針を理解し、自身の役割・課題を認識し、正確な業務の遂行に

努める。 

２ 正確な業務遂行に必要な基本的スキルの習得に努める。 

３ 職場において、協調性をもって円滑なコミュニケーションに努める。 
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第３章 人材育成ビジョン体系 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①挑戦と

改革の視点

②連携の

視点

③政策形成

の視点

④キャリア

形成の視点

人材育成の主な取り組み

 

 

人事制度

・人事評価

・人事異動・昇任
・職員採用

環境整備

・ワーク・ライフ・バランスの推進
・職員の健康の保持増進のための施策
・メンタルヘルス対策
・ハラスメント対策

職員研修

・独自研修（庁内研修）

・派遣研修
・自主研修
・綱紀粛正の取組み

 

「新たな将来都市像の実現のために、地域の課題を的確に捉え、 

その解決のために積極的に行動する職員」 

会計年度任用職員の人材育成方針 
・職員に準拠した研修メニューの拡充 

東村山市第５次総合計画 将来都市像 

みどり にぎわい いろどり豊かに 

笑顔つながる 東村山 

目指すべき職員像 
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第４章 人材育成の取り組み 

１．人事制度 

  （１）人事評価 

   ◆現状と課題◆ 

 人事評価制度は、評価を通じた職員一人ひとりの意識改革と能力開発を目的とする人材育

成の基盤をなすものであり、職員の業績や能力について、評価者が客観的かつ継続的に把握

を行い、職員の人材育成・能力開発に繋げるほか、昇任などの任用管理や給与制度、人事異

動等に反映させることによって、職員の意識改革やモチベーションの向上に繋げ、組織の活

性化を図るものである。 

当市における人事評価制度は平成１８年度から導入しており、令和２年度からは会計年度

任用職員を含むすべての職員を人事評価の対象とするとともに、正職員においては人事評価

結果の処遇への反映を行っている。 

人事評価制度は、職員の業績や能力が確実に報われるよう、精度や納得性の高い人事評価

制度を構築することが重要であり、評価基準の共有化を継続的に図る必要がある。評価にあ

たっては、職員の更なる意欲向上のため、目指すべき職員像を実現するための４つの視点に

合致する取組があった場合には高く評価し職員の意欲向上を図る一方、求められる水準を大

きく下回る場合や、不祥事、非違行為などがあった場合には厳しく評価する必要がある。ま

た、二次評価及び最終評価は相対評価となっているが、基準となる配分率と実際の分布に乖

離が生じている現状があることから、より適正な人事管理を行うため、相対評価配分率に沿

った評価を行うことが必要である。 

   ◆今後の取り組み◆    

・制度への理解や評価への納得性を高めるため、会計年度任用職員（専門職）を含む全

職員に対し被評価者研修を実施する 

・人事評価結果の本人開示において、評価理由や改善点等の説明の徹底を図る 

・最終評価について、相対評価配分率に沿った評価を行う 

 

  ●人事評価の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人事評価（業績評価・能力評価） 

・絶対評価：一次評価（人材育成に反映） 

・相対評価：二次評価・最終評価（給与上の処遇に反映） 

＜人材育成・能力開発＞ 

日常の指導・育成、研修 

自己啓発、表彰 

＜任用管理＞ 

人事異動・昇任 

＜処遇＞ 

昇給及び勤勉手当に反映 

本人へ評価を開示し、評価の説明・改善点の提示 
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   ●人事評価の分布状況（最終評価・正職員） 

相対評価 

配分率 

5（Ｓ） 4（Ａ） 3（Ｂ） 2（Ｃ） 1（Ｄ） 

5％ 15％ 60％ 20％ 

令和２年度 

（実績） 

1名 196名 491名 57名 3名 

0.1％ 26.2％ 65.7％ 7.6％ 0.4％ 

 

（２）人事異動・昇任 

 ◆現状と課題◆ 

人事異動や昇任は、組織の新陳代謝と活性化を図ることを目的とするだけではなく、職員

にとっては、様々な職務経験を積み、深い専門知識や幅広い視野を獲得するきっかけともな

り、スペシャリストとジェネラリストの両面の育成に非常に大きな役割を果たすものとなる。 

高度で複雑な行政課題に対応していくためには、職員は特定の分野に関する専門的な深い

知識を備えるだけではなく、様々な分野を俯瞰した横断的な思考力や判断力を有する必要が

あり、専門性と総合性をバランス良く兼ね備えた職員の育成が求められる。 

早稲田大学マニフェスト研究所人材マネジメント部会 東村山市第５期研究生が令和元年

度に全職員に対して実施した「組織の現状に関するアンケート調査」によると、「市は、職員

の経歴や勤務能力、立場に配慮した人員配置に努めているか」という設問においては、若年

層では「その通りだと思う」「ややその通りだと思う」という割合が比較的高いものの（２４

歳まででは 5点満点中 3.6点）、年代が上がるごとに徐々に下がり、全体では 5点満点中 2.8

点とやや低かった。この要因としては、年代が上がるにつれ、昇任等により、これまでより

大きな責任を背負うことから、新たな環境に対する適応への不安が若年期に比べて大きくな

る傾向にあることなどが考えられる。このため、入所からの一定期間は可能な限り異なる行

政分野・職務分野を積極的に経験させて幅広い職務経験を積ませるなど、異動に対する耐性

を若年期から高めておくとともに、その後は個々の職員の経験や能力、専門性など職員の適

正を見極めたうえで、適材適所の人事配置を行うことを原則とするほか、繁忙期を避けた異

動や緊急時には年度途中であっても柔軟な配置を行うなど、異動に対する負担の軽減を図る

ことが重要である。 

また、昇任については、令和元年度の自己申告書において「昇任を前向きに考えている」

とした職員の割合が、主事職が３９．５％に対し主任職及び監督職では１１．４％となって

いる。この要因としては、昇任にあたっては実務上の基礎的な事務遂行能力に加え、マネジ

メント力など上位の職位における新たな能力が必要となることや、求められる役割の変化に

よる負担感、昇任が家庭生活に与える影響への不安などが考えられる。このため、現職位へ

の昇任後、短期間で更なる昇任を行うのではなく、職務経験を着実に積み、本人の能力が十

分に発揮できる職務分野において昇任を行うことなどにより、昇任における負担軽減を図る

必要がある。 

このほか、求められる能力や役割が大きく変化する監督職及び管理職への昇任対象者に対

しては特に、上位の職に必要とされる能力を早期に身に着けることを目的とした研修を実施

することで、昇任に対する不安の軽減を図るとともに、昇任後の円滑な業務遂行に繫げるこ

とが重要である。また、女性職員の活躍をさらに推進するためにも、研修等を通じて女性管

理監督職のロールモデルを知る機会を提供するなど、昇任に対する不安を軽減することが重
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要であるほか、育児等の事情により女性管理監督職などが部分休業等を取得する場合等には、

本人の希望や業務の繁忙状況などに応じて会計年度任用職員（アシスタント職）の任用を検

討するなど、職場全体で女性職員の昇任や子育てを支援する取組が必要である。 

なお、現在監督職以上について凍結している昇任試験については、今後の職員定数の水準

や組織編成、職員の昇任意欲などを十分見定めながら検討を進めていく必要がある。 

   ◆今後の取り組み◆ 

・人事異動や昇任については職員の能力や適性を見極めた上で、本人のキャリアビジョン

や昇任モデルを踏まえて行う 

・人事異動については、育成期間にあたる入所１０年未満の職員は１０年で３か所程度、

入所１０年以上の職員は１職場５年程度を基準として実施する 

・入所１０年以上の職員の異動については、専門性を高めるため、本人の適性や意向等を

踏まえた上で同一部内（分野）での異動などを実施する 

・監督職以上の昇任試験は引き続き凍結し、昇任にあたっては昇任対象者の中から、複数

分野での経験や能力を有した職員を昇任者として決定するとともに、適性等を踏まえた

分野での昇任に努める 

・監督職・管理職の昇任対象者に対しては、意欲向上及び能力開発のため、昇任前に昇任

ステップアップ研修を実施する 

・女性管理職の増加に向け、入所後早期に意識啓発研修を実施し昇任意欲向上を図る 

・育児等の事情により部分休業を取得する女性管理監督職などに対しては、本人の希望や

業務の繁忙状況などに応じて、業務補助を行う会計年度任用職員（アシスタント職）を

任用するなどし、組織全体で女性職員の昇任や子育てを支援する 
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1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目 31年目 32年目 33年目 34年目 35年目 36年目 37年目 38年目 39年目 40年目 41年目 42年目 43年目

23歳 24歳 25歳 26歳 27歳 28歳 29歳 30歳 31歳 32歳 33歳 34歳 35歳 36歳 37歳 38歳 39歳 40歳 41歳 42歳 43歳 44歳 45歳 46歳 47歳 48歳 49歳 50歳 51歳 52歳 53歳 54歳 55歳 56歳 57歳 58歳 59歳 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳

モデル①

モデル②

モデル③

　次長職　　：課長職２年以上の経験がある者

　課長職　　：課長補佐職２年以上の経験がある者（令和元年度から３年間は１年以上とする）

　　　　　　　係長職７年以上の経験がある者

昇任モデル図
入庁10年間は育成期間（主事・主任）

A部（a課） B部（a課） C部（a課） A部（b課） A部（c課） C部（b課） C部（c課） A部（d課） A部（e課）

主事職　7年 主任職　6年 係長職　6年 課長補佐職　4年 課長職　6年 次長職　4年 部長職　5年

※各職位にて、2か所ずつ経験し、部長職にて60歳を迎える昇任モデル

主事職　8年 主任職　9年

　　　　　　　　入所時年齢が２５歳の者は主事職５年以上の者）

係長職　10年 課長補佐職　5年 課長職　6年

●昇任資格　

　部長職　　：次長職１年以上の経験がある者

　課長補佐職：係長職３年以上、３４歳以上５８歳以下の者

　係長職　　：主任職３年以上、３１歳以上５８歳以下の者

　主任職　　：主事職６年以上、２８歳以上５８歳以下の者

　　　　　　　（入所時年齢が２６歳以上の者は主事職４年以上の者、

※主事職から係長職までの職位で3か所ずつ経験し、課長職にて60歳を迎える昇任モデル

主事職　9年 主任職　13年 係長職　16年

※主事職で3か所、主任職及び係長職で4か所ずつ経験し、係長職にて60歳を迎える昇任モデル
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（３）職員採用 

 ◆現状と課題◆ 

職員採用は、組織の新陳代謝に必要不可欠なものであり、今後導入される定年延長や職員

定数の変動などを見据え、計画的に行わなければならない。また、近年は行政分野における

技術革新や新制度の導入など、かつてないスピードで市政を取り巻く環境が変化しているた

め、環境の変化に即応できる能力・資質を持ち、且つ、目指すべき職員へ成長することが期

待できる人材の確保が重要となる。 

加えて、今後行政のデジタル化などの推進に伴い専門性を有する人材の確保は益々重要と

なることから、引き続き経験者採用試験などを通じ専門性を有する人材を確保し、適切な配

置を行っていく必要がある。 

このため、採用試験においては、教養試験や論文試験、事務の適正検査などを行い基礎的

な実務能力について判定を行うほか、面接試験やパーソナリティ検査等を行い、業務に対す

る「積極性」や困難な状況におかれた際の「精神的なタフさ」の確認に加え、高いコミュニ

ケーション能力を備えているか、また必要とする専門性を備えているかなど、公務の担い手

としてふさわしい能力や資質を有しているかについて判定を行うことが重要である。 

このほか、近年は、若年層人口の減少や民間企業の旺盛な採用意欲等を背景に公務の担い

手の不足が深刻化しており、採用試験の申込者数は減少傾向にある。このため、平成３０年

度より受験可能年齢を５５歳まで拡大したほか、採用試験の実施時期の見直し、試験回数の

増加等を行ってきたところであるが、今後も社会情勢等を踏まえ、より多くの有為な人材の

採用に向け、複数回の試験実施や受験資格の見直し、筆記試験の実施方法の見直しなど、選

考方法について研究を行う必要がある。また、受験の機会について一層のＰＲを行うため、

市ホームページにおける採用情報の掲載方法の工夫や採用説明に関する動画配信等を行うな

ど、オンラインによる手法も活用するほか、大学等への周知についても東京都内や近隣自治

体のみならず、広域的に実施するなど積極的なアピールを行い、受験者の確保に努めること

とする。同時に、内定者の辞退防止を図るため、現在も実施している内定者ガイダンス等の

取組についても拡充する必要がある。また、多様な人材確保のため、民間企業等との兼業も

視野に入れた任用・勤務形態の検討を行い、専門性を備えた人材を積極的に活用していくと

いった取り組みを進めていくほか、障害者雇用に関する国等の動向などを踏まえた職員採用

を実施する必要がある。 

さらに、採用後、実際の職場における勤務の中で職務の遂行能力の実証を行うため入所後

６か月間は条件付採用期間となるが、当市においては平成２８年度より入所３か月後に中間

評価を実施することで、より早期に職務遂行能力や公務員としての適格性の見極めを行い、

新入職員に対し必要に応じた指導・助言を通じた育成に努めている。今後も、必要な能力や

適性を持つ人材の確保のため、条件付き採用期間の人事評価を適切に実施し、公務員として

の適格性を早期に見極めていく必要がある。 
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   ◆今後の取り組み◆    

・優秀な人材の採用のため、複数回の試験実施や受験資格等の見直し、選考方法の研究を

行うとともに、あらゆる機会を捉え、オンライン等も活用した採用試験の周知や採用説

明会を実施し、より多くの受験者を確保する 

・多様な人材の確保のため、副業基準を設定し民間人材等の活用を行う 

・内定者の辞退を減少するため、内定者ガイダンス等の取り組みを充実させる 

・条件付採用期間における人事評価を適切に実施し、公務員としての適性を早期に見極 

める 

  

●職員採用試験受験資格 

試験区分 採用時年齢等 

大卒程度 満２２歳から２９歳 

経験者採用 満３０歳から５５歳（職務経験年数７年以上） 

※土木・建築等の職種においては、このほか関係する学校の卒業または職務経験が必要 

 

   ●条件付採用制度 

 

 

                       3 ヶ月 

 

 

                       3 ヶ月 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条件付採用 

 中間評価・改善点の提示（採用から３か月後） 

最終評価（採用から６か月後） 

正式採用 

能力の実証を確認 能力の実証が確認 

できない 

条件付採用期間の延長 

（勤務日数の不足等） 

能力の実証を 

確認 

不採用 

能力の実証が

確認できない 
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２．職員研修 

  （１）独自研修（庁内研修） 

   ◆現状と課題◆ 

    職員には、住民福祉の向上のため、防災や福祉、総務、環境分野など幅広い分野における

法令や制度等に関する知識のほか、文書作成能力や接遇といった基礎的・基本的な能力を確

実に身に付け、正確な事務を行うことが求められる。また、政策形成能力や課題解決力等に

ついても必須の能力であることから、入所後早い段階で身につける必要がある。 

特に、職員の大量退職期以降、若手職員が増加している現状においては、これらの職員に

ついて可能なかぎり早期に実務能力を習得できるような研修を実施する必要がある。また、

近年、専門性を有する人材の確保のため経験者採用を実施しており、民間団体等での職務経

験を持つ職員についても、公務における基礎的な知識や能力を早期に身につけることが必要

である。 

このため、庁内で実施する独自研修は、法務や契約、会計等の自治体事務に関する基礎的

な実務能力の習得を主な目的として実施する。 

    また、昇任にあたっては、特に主任職から監督職に、監督職から管理職に昇任する際に果

たすべき役割が大きく変化をすることから、昇任対象者に対しより上位の職に昇任するため

の準備を早期に行うことで昇任意欲を向上させ、昇任後の円滑な業務遂行を図ることが必要

である。 

    このほか、会計年度任用職員も一般職として地方公務員法上の服務規程が適用されるため、

服務規律に関する知識の習得や、事務処理能力等の育成に努める必要がある。 

    研修の実施にあたっては、職員の研修機会の充実を図るため、時間や場所に捉われないｅ

ラーニング研修の導入の検討や、令和元年度より一部の研修で実施している動画視聴研修の

実務研修等の拡充を行うほか、在宅勤務等での研修受講が可能となるような環境を構築する

必要がある。 

   ◆今後の取り組み◆ 

・庁内研修については自治体事務に関する基礎的な実務能力の育成を主な目的として実施

する 

・監督職・管理職の昇任対象者に対しては、意欲向上及び能力開発のため、昇任前に昇任 

ステップアップ研修を実施する 

・政策形成やマネジメント力の向上などに関する研修について、より早期に実施する 

・会計年度任用職員の能力向上のため、実務研修や公務員倫理研修等の受講対象とするほ

か、その他の研修についても希望に応じ受講可能とする 

・研修機会の拡大のため、ｅラーニング研修の導入及び動画視聴研修の拡充を行う 

・在宅勤務等での研修受講のための環境整備を推進する 
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（２）派遣研修 

   ◆現状と課題◆ 

    これからの職員には、業務の持続性や働き方改革の視点などの観点から、事務事業につい

て継続的に創意工夫を行うことが求められる。このため、国や東京都、また民間の専門研修

機関等に職員の派遣を行い、新しい技術や法令改正等に関する知識の習得やより高度で専門

的な実務能力等の開発に努め、職員個人の成長に繫げるほか、帰任後には職員が得た知見を

十分に活用することのできる人員配置を行うとともに、派遣報告会等の機会を通じ他団体の

優れた業務手法などを庁内全体で共有することが必要である。 

これまでも環境省や東京都主税局、東京都総務局などへの研修派遣を通じて職員が持ち帰

ってきた他団体のスキルやノウハウを共有することにより、市の業務改善に大きな成果を挙

げてきた実績があり、また、他団体との人事交流により相互理解と協力体制の拡充を行う観

点からも、現下の厳しい人員体制下においても積極的に派遣研修を継続することが重要であ

る。 

   ◆今後の取り組み◆ 

・国・東京都及び民間専門機関等への職員派遣を継続して実施する 

・派遣研修の充実のため、新たな派遣団体や業務分野の開拓を行う 

・多摩２６市間職員交流派遣を実施する 

・職員が派遣研修で得た知見を十分に活用することのできる人員配置を行う 

・派遣報告会等を通じ他団体の優れた業務手法を庁内で共有する 

   

（３）自主研修 

   ◆現状と課題◆ 

    職員が高い専門性を獲得するためには、座学を中心とした講義形式の研修を受講するだけ

ではなく、職員が獲得したいと考える能力・知識などに関する専門機関・大学などと関わり

を持ち、主体的に能力向上に取り組む「自学」の姿勢が極めて重要である。 

このため、「東村山市職員自主研修助成に関する規程」に基づき、「専門的知識・技能に関

する資格取得のための支援」、「高度な専門的知識を修得するための夜間の大学院の修士課程

履修に対する支援」、「自主研修グループに対する支援」などを通じ、職員の自学を支援し、

組織内で職員の自己実現や業務に対するモチベーションの向上に繋げることとする。 

なお、既に、自学により得た知見を活用し、職務について大きな成果を残す職員も出てい

ることから、今後は、自主研修の助成費用などについて、より一層の充実を図り、意欲のあ

る職員についてより積極的な助成を行うこととする。 

   ◆今後の取り組み◆ 

・自主研修助成について、自学促進のため対象者や助成範囲を拡充する 
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●自主研修助成制度 

  現行 拡充 

対象者 正職員 
正職員 

会計年度任用職員（専門職） 

助成金額 

通学講座 

通信講座 

受講料の 1/2（上限 10万円） 

受講料の 1/2（上限 3万円） 
受講料（上限 10万円） 

大学院修士

課程 

入学金・授業料の 1/3 

（上限 30万円） 
変更なし 

自主研修 

グループ 
研修資料代等（上限 10万円） 変更なし 

 

（４）綱紀粛正の取組 

   ◆現状と課題◆ 

    公務員は全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、法令を遵守しつつ、公平・公 

正な職務執行を行わなければならない。また、市民により良い行政サービスを提供するため、

全力を挙げて職務に専念しなければならず、高い規範意識と倫理意識のもとに、公務の内外

を問わず自らの行動を律すべきことを、常に強く自覚しなければならない。 

当市では、過去に職員による不祥事が相次いで発生したことから、平成２４年１１月に不 

祥事再発防止策を決定し、６月及び１２月を綱紀粛正推進月間と定め、人権啓発研修及び公 

務員倫理研修の実施や業務点検といった非行再発防止の取り組みを実施している。 

重大な不祥事だけでなく、市民から歩きスマホや自転車の傘さし運転といった交通法規や 

マナー、モラルに反する行為について度々指摘を受けていることからも、公務員としての自

覚を持った行動を徹底することが必要である。 

  ◆今後の取り組み◆  

・人権啓発研修及び公務員倫理研修について、受講対象を会計年度任用職員まで拡大し、 

全職員が３年に１回受講する 

 

●綱紀粛正の取り組み 

実施時期 取り組み内容 

6月 

・綱紀粛正推進月間の実施 

・人権啓発研修 

・業務点検表による業務点検 

12月 

・綱紀粛正推進月間の実施 

・公務員倫理研修 

・業務点検表による業務点検 
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職
位

自
主

研
修

人権啓発研修・公務員倫理研修　全職員が３年に一度受講

派
遣
研
修

○専門研修については、研修内容により受講推奨者のほか会計年度任用職員を含む希望者の受講が可能

研　修　体　系

入庁10年間は育成期間（主事・主任）
（異動3か所程度）

入庁１０年目以降は５年程度で異動

主 事 主 任 係 長 課長補佐 課 長 次 長
部 長

独

自

研

修

新入職員研修

ＯＪＴ研修（新入職員）

フォローアップ研修

入所２年次研修

主任昇任者研修

ＯＪＴ研修（指導員）

服務・倫理研修

新任係長研修 新任課長補佐研修

被評価者研修

新任課長研修

評価者訓練

市政アドバイザー講話

面接官養成研修

国・東京都、民間等派遣研修

合同研修

自主研修助成（資格取得・大学院修士課程・自主研修グループ）※会計年度任用職員（専門職）も助成対象

職
層
別
研
修

専
門
研
修

新任研修

東京都市町村職員研修所派遣研修

新任係長研修 新任課長研修 部長研修

○職層別研修（基礎部門・能力向上部門）、法務研修、自治体経営研修、情報処理研修、実務研修、特別研修等各種研修に派遣を実施

多摩26市職員間交流

採用

昇任ステップアップ研修

（係長職）
昇任ステップアップ研修

（課長補佐職）

昇任ステップアップ研修

（課長職）

特
別

研
修

会計研修・契約研修・法務研修

情報公開・

個人情報保

護研修

議会研修

文書研修

コミュニケーション研修

ファシリテーション研修・タイムマネジメント研修

キャリアデザイン研修

働き方改革研修

コーチング研修

女性活躍推進研修

メンタルヘルス研修・ハラスメント防止研修

政策形成研修

人材育成ビジョン研修
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３．会計年度任用職員の人材育成方針 

◆現状と課題◆ 

会計年度任用職員は、行政需要が高度化・複雑化する中で、様々な部門において行政運営を補完

する業務に活用され、当市においても平成２６年度の６５７名に対し令和２年度は１，０３３名

と約５７．２％増加するなど、公務の重要な担い手となっている。 

会計年度任用職員が従事する業務内容や分野も多岐にわたり、市民の個人情報なども多く取り

扱うことからも、一般職の地方公務員として正規職員同様に高い倫理観や事務能力等を備えるた

めの人材育成が不可欠となる。 

このため、公務員として必要な公務員倫理や人権意識を持つとともに、業務遂行のための能力

やスキルの修得を目的とし職員に準拠した研修メニューの設定を行うなど、会計年度任用職員の

研修機会の拡大を図ることで能力の向上に努めることが重要である。 

◆今後の取り組み◆ 

・会計年度職員の能力向上のため、公務遂行に必要なスキルの習得を目的として、職員に準拠

した研修メニューの設定を行う 

・自主研修助成制度を拡充し、会計年度任用職員（専門職）を助成対象とする 

 

 

 

 

 

 

平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度令和元年度 令和2年度
対平成26年

度比率

237名 247名 276名 290名 297名 317名 329名 138.8%

420名 443名 463名 501名 582名 585名 704名 167.6%

657名 690名 739名 791名 879名 902名 1033名 157.2%

嘱託職員数及び臨時職員数（会計年度任用職員）の推移

年度

専門職

（旧嘱託職員）数

アシスタント職

（旧臨時職員）数

合計
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４．環境整備 

（１）ワーク・ライフ・バランスの推進 

 ◆現状と課題◆ 

   職員が仕事に対するやりがいや充実感を感じながら仕事を続けていくためには、育児、介

護などそれぞれのライフイベントに応じた働き方を可能とするほか、地域活動や自己啓発等

に充てる時間を持つことができるよう、すべての職員のワーク・ライフ・バランスの実現を

図ることが重要である。 

東村山市長は平成２９年４月１日に「イクボス・ケアボス宣言」を職員だけでなく市民に

まで対象を拡大し「イクメイヤー・ケアメイヤー宣言」を行い、この中で市長は、市政推進

の原動力である職員が子育てや介護を行う期間においても、職場でいきいきと活躍し、家庭

と仕事を両立できるよう、より働きやすい職場環境の実現に努めることとしている。 

当市では時間外勤務時間数が平成２６年度から６年間連続で減少しているほか、年次有給

休暇の平均取得日数についても１４．２日と多摩２６市の中でも上位となっているが、より

一層のワーク・ライフ・バランスの推進に向け、東村山市特定事業主行動計画に基づき、妊

娠通勤緩和や妊娠通院休暇などの特別休暇制度の取得促進を図るとともに、男性の育児休暇

等の取得促進を行うなど子育て期等の職員に対する配慮を積極的に行う必要がある。このた

めには、育児休暇や部分休業等を取得する職員が所属する職場に対し、可能な限り職員の加

配や会計年度任用職員（アシスタント職）の配置を行うなどの人的な支援を実施することに

より、子育て期や介護を行う期間の職員本人やその職員が所属する職場、周囲の職員の負担

軽減を図ることが重要である。 

またこのほか、令和元年度に見直しを行った時差勤務制度や令和２年度に導入した在宅勤

務制度の活用促進を図り、仕事と家庭生活の両立を後押ししていくことが必要である。 

◆今後の取り組み◆ 

・出産・育児や介護に関する休暇等の制度について周知徹底を図る 

・テレワーク制度の活用、休暇の取得促進などによるワーク・ライフ・バランスの推進を 

行う 

・出産・育児や介護のための休暇を取得する職員が所属する職場に対し、可能な限り職員 

の加配や会計年度任用職員（アシスタント職）の配置を行うなどの支援により負担軽減

を図る 
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●時差勤務制度

●時差勤務制度時間区分（全１３パターン）

区分 開始 終了 区分 開始 終了

A 6:30 15:15 E 9:00 17:45

B 7:00 15:45 F 9:30 18:15

C 7:30 16:15 G 10:00 18:45

D 8:00 16:45 H 10:30 19:15

I 11:00 19:45

J 11:30 20:15

K 12:00 20:45

L 12:30 21:15

M 13:00 21:45

勤務時間勤務時間

早出　４パターン

遅出　全９パターン

実施趣旨（東村山市市職員の時差勤務制度実施要領）
　・効率的な行政運営による時間外勤務の縮減
　・職員の健康の保持増進
　・柔軟で多様な働き方による職員のワークライフバランスの推進

東村山市イクメイヤー・ケアメイヤー宣言 

（東村山市子育て・介護応援宣言） 

 

私は、我が国が人口減少、少子高齢化社会を迎え、同時に家族のあり方も変化

するなか、子育てや介護を抱えながら社会生活を送る方々を社会全体で支援する

必要性が高まっていることに思いを至し、東村山市長として、改めて、育児や介

護を担う方々を自ら率先して応援し支援するイクメイヤー・ケアメイヤーとなる

ことを宣言します。 

私は、育児や介護を抱えるすべての方にとって、東村山市がより暮らしやすく、

より働きやすいまちとなるよう、子育てや介護を支援する施策の充実に全力を挙

げて取組みます。 

また、市政推進の原動力となる市職員が、子育てや介護を行う期間においても、

職場でいきいきと仕事をするとともに、家庭での生活においても充実した時間を

過ごすことができるよう、より働きやすい職場環境の実現に努めます。 

 

１．子育てや介護を担う様々な世代の、一人ひとりの声に真摯に耳を傾け、育

児や介護に係る多様なニーズを踏まえ、必要な政策の実現に努めます。 

 

２．待機児童の解消や健康寿命の延伸など、子育てや介護を支援するための環

境整備や施策のさらなる充実に努めます。 

 

３．市職員に対しては、育児休業・部分休業や介護休暇・介護時間など育

児や介護を支援するための制度を周知し、利用促進に努めます。ま

た、職員の私生活と仕事の両立が的確に図られるよう、定時退庁の取

組を促進するとともに、業務のより一層の効率化を進め、時間外勤務

の縮減に努めます。 
 

平成 ２９ 年 ４ 月 １ 日 

東村山市長  渡 部  尚 
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（２）職員の健康の保持増進のための施策 

◆現状と課題◆ 

職員が健康を保ち安定して仕事をしていくためには、職員自らが健康に関心を持ち、自主

的に健康保持増進に努めるとともに、組織的な対策が必要である。 

このため、当市では、「東村山市職員健康づくり第３次計画」に基づく具体的なアクション

プランを定め、「働きやすい職場環境づくりの推進」、「健康に関する教育・啓発及び各種取り

組みの充実」、「定期健康診断及び各種検診と健康相談機能の充実」、「長時間労働対策の推進」、

「感染症予防対策」などの取り組みを推進してきたところである。 

このアクションプランについては、令和３年４月に「第６次アクションプラン」として改

め、新型コロナウイルス感染症を始めとする様々な感染症への対策のほか、長時間労働対策

やメンタルヘルス対策の強化などの新たな取組を定めており、同プランに基づく取組を着実

に推進していくことが必要である。 

   ◆今後の取り組み◆ 

・東村山市職員健康づくり第３次計画（第６次アクションプラン）に定める取り組みの推   

 進 

 

（３）メンタルヘルス対策 

◆現状と課題◆ 

職員がメンタルヘルスを保つためには、セルフケアやラインケア（職場の管理監督者が職

員の心身の健康づくり対策のために行うケア）のほか、双方のケアが効果的に機能するよう、

保健スタッフと外部相談機関相互に連携を図り、切れ目のない支援体制を確保する必要があ

る。 

また、異動等の環境変化や困難な状況であってもしなやかに適応し、安定して職務にあた

ることができるよう、逆境や困難、強いストレスに対応する強い精神力を身につけるための

研修の実施などが必要である。 

現在、ストレスに対する知識や対処方法を身に付け自ら疾病の未然防止に繋げるメンタル

ヘルス研修やストレスチェックを実施するほか、産業医や公認心理師、保健師による健康相

談を実施し、職員の健康状態の把握や医学的見地からの助言等を行っているところであるが、

今後も引き続き、各種取組を通じたメンタルヘルス対策を継続していくことが重要である。 

 ◆今後の取り組み◆ 

・健康づくりアクションプランに定める研修やストレスチェックなどのメンタルヘルス

対策の強化に係る取り組みの推進 

・高ストレス職場の管理職に対する産業医面談による助言の実施 
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●メンタルヘルス対策に関する取り組み 

区分 対象 

メンタルヘルス研修（一般職） 新入職員 

メンタルヘルス研修（管理職） 管理職 

昇任者メンタルヘルス研修 課長・課長補佐・係長昇任者 

ストレスチェック 正職員・再任用職員・会計年度任用職員 

産業医面談 休職者及び希望者 

こころの健康相談 新入職員・2年目職員・異動者・昇任者・希望者 

保健師相談 希望者 

   

（４）ハラスメント対策 

 ◆現状と課題◆ 

ハラスメントは、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、マタニティハラスメ

ントなど様々な種類があるが、こうしたハラスメントは受けた個人を傷つけるだけでなく、

職場環境を悪化させ、公務能率の低下などを招くことから、その予防と防止が重要である。

当市においても過去にハラスメント事案が発生しており、過去の反省を踏まえ、二度とハラ

スメントを発生させぬよう、職員一人ひとりが互いを理解し、尊重することが必要である。 

現在、ハラスメント対策として、ハラスメント防止に関する手引きや事例集を作成し職員

に対する周知を行うとともに、ハラスメント防止研修を実施し職員の意識啓発に努めている

ところであるが、今後も各種取組を通じたハラスメント防止対策に継続的に取り組んでいく

ことが重要である。 

◆今後の取り組み◆ 

・健康づくりアクションプランに定める職場内ハラスメント防止体制の整備に係る相談 

窓口等の周知徹底 

・予防策として引き続きハラスメント防止研修をはじめとした各種研修の実施 

 

   ●職場におけるパワーハラスメントとは    

＜労働施策総合推進法（抄）＞ 

（雇用管理上の措置等） 

第 30条の２ 事業主は、職場において⾏われる優越的な関係を背景とした⾔動であっ 

て、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が

害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要

な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 
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●ハラスメント防止に関する取り組み 

区分 対象 

ハラスメント研修（一般職） 新入職員 

ハラスメント研修（管理職） 管理職（昇任者） 

ハラスメント研修（窓口担当職員） ハラスメント相談・苦情担当窓口職員及びハラ

スメント苦情処理委員会委員 

東村山市における職場ハラスメン

ト防止に関する手引き 

全職員に周知するとともに上記ハラスメント研

修の資料として活用 

東村山市における職場ハラスメン

ト防止に関する手引き「事例集」 

全職員に周知するとともに上記ハラスメント研

修の資料として活用 

安全衛生ニュース 年数回発行 

◎ハラスメントに関する相談先と処理までの基本的な流れ 

 
※なお、相談から処理までの基本的な流れは、一般的な手続きを表したものであり、申

出人及び関係者等の状況に応じて柔軟に対応する場合があります。 
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職位

役割・行動指針

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目 18年目 19年目 20年目 21年目 22年目 23年目 24年目 25年目 26年目 27年目 28年目 29年目 30年目 31年目 32年目 33年目 34年目 35年目 36年目 37年目 38年目

23歳 24歳 25歳 26歳 27歳 28歳 29歳 30歳 31歳 32歳 33歳 34歳 35歳 36歳 37歳 38歳 39歳 40歳 41歳 42歳 43歳 44歳 45歳 46歳 47歳 48歳 49歳 50歳 51歳 52歳 53歳 54歳 55歳 56歳 57歳 58歳 59歳 60歳

環
境
整
備

○専門研修については、研修内容により受講推奨者のほか会計年度任用職員を含む希望者の受講が可能

人権啓発研修・公務員倫理研修　全職員が３年に一度受講

職
員
研
修

次長職　4年 部長職　5年

　※各職位にて、2か所ずつ経験し、部長職にて60歳を迎える昇任モデル

A部（c課） C部（b課） C部（c課） A部（d課） A部（e課）

主事職　7年 主任職　6年 係長職　6年 課長補佐職　4年 課長職　6年

・市行政の意思決定に参画し、市
政全般及び市行政経営上の基本方
針を決定する。
・部の目標設定方針を作成し、部
の課題を認識し、戦略的に解決策
を策定する。

昇任
モデル図

入庁10年間は育成期間（主事・主任）
（異動3か所程度）

入庁１０年目以降は５年程度で異動

A部（a課） B部（a課） C部（a課） A部（b課）

人材育成ビジョン　体系図

人
事
制
度

・係長や主任からの指揮に基づき、事務を積極的
に行う。
・正確に業務を遂行する。
・基本的スキルの習得に努める。

・課の目標達成に向けて、事務を積極的
且つ主体的に行う。
・職員間の良好な信頼関係と活気のある
職場環境を確立する。
・専門的な知識の習得に努める。

・課の意思形成に参画すると共に、所属
職員を指揮・監督する。
・課の目標達成に向けて、課題解決のた
めの具体的な策を企画立案し、実行す
る。
・職員のモチベーションを高め、部下の
能力開発を進めるとともに、自らも学
び、専門性の向上を図る。

・課長と良好な関係を保
ち、課長の意思決定を補佐
する。
・各係の事務の調整や的確
な指導・助言を行い、業務
の円滑化及び進行管理を図
る。

・組織に求められている課題を認識し
て、課の目標達成に向けて業務の進捗管
理・人材の活用・育成等のマネジメント
を行う。
・職員との信頼関係に基づく良好な職場
環境を確保し、職員の資質・能力向上に
努める。

・部の施策・事業及び組織
運営等に係わる部長の意思
決定を補佐する。
・課長を指揮・監督し、部
の組織運営の円滑化・活性
化を図る。

主 事 主 任 係 長 課長補佐 課 長 次 長 部 長

独

自

研

修

新入職員研修

ＯＪＴ研修（新入職員）

フォローアップ研修

入所２年次研修

主任昇任者研修

ＯＪＴ研修（指導員）

服務・倫理研修

新任係長研修 新任課長補佐研修

被評価者研修

新任課長研修

評価者訓練

市政アドバイザー講話

面接官養成研修

国・東京都、民間等派遣研修

合同研修

自主研修助成（資格取得・大学院修士課程・自主研修グループ）

※会計年度任用職員（専門職）も助成対象

新任研修

東京都市町村職員研修所派遣研修

新任係長研修 新任課長研修 部長研修

○職層別研修（基礎部門・能力向上部門）、法務研修、自治体経営研修、情報処理研修、実務研修、特別研修等各種研修に派遣を実施

多摩26市職員間交流

採用

昇任ステップアップ研修（係長職） 昇任ステップアップ研修（課長補佐職） 昇任ステップアップ研修

（課長職）

会計研修・契約研修・法務研修

情報公開・個人情報保護研修
議会研修

文書研修

コミュニケーション研修

ファシリテーション研修・タイムマネジメント研修

キャリアデザイン研修

働き方改革研修

コーチング研修

女性活躍推進研修

メンタルヘルス研修・ハラスメント防止研修

政策形成研修

テレワーク制度の活用、休暇取得促進などによるワークライフバランスの推進

東村山市職員健康づくり第3次計画（第6次アクションプラン）に定める取り組みの推進

ストレスチェック、産業医面談、こころの健康相談、保健師相談

ハラスメント防止体制の整備に係る相談窓口等の周知

職層別研修

各職層で求められる能

力の向上を図る

専門研修

①実務研修：実務上必要な

基礎的知識・能力の習得を

図る

②能力開発研修：コミュニ

ケーション能力・接遇能力

などの能力の向上を図る

③安全衛生研修：ハラスメ

ント防止などを目的とする

特別研修

講演会や時宜にかなった

研修などにより、職員の

自己啓発等の支援を図る

派遣研修

自主研修

①市町村職員研修所や国、都

で実施する研修

②国や都に派遣し、習得した

スキルを組織の専門性の向上

を図る

市政に関する専門的知識等の

習得や自主研修グループの活

動に必要な費用を支援する

メンタルヘルス研修・ハラスメント防止研修

①職員が職場でいきいきと活

躍し、家庭と仕事を両立でき

るように、より働きやすい職

場環境の実現に努める

②メンタルヘルス対策やハラ

スメント防止に努め、職員の

健康保持増進を図る

人材育成ビジョン研修
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