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Ⅰ 人材育成基本方針の意義

伊勢原市では平成１５年に いせはら２１プラン を策定し 伊勢原市の将来像を 明「 」 、 「

るい暮らし 「活力あるまち 「快適な都市 「ともに歩む『自治 」と定め、まちづく」 」 」 』

りを進めています。この中で、市民とともに考え実行するまちづくりに向けた取り組み

の一つとして、行財政の効率化と職員の資質向上に努めることとしています。

一般的に、組織体の経営資源とは「人的資源 「物的資源 「資金的資源 「情報」、 」、 」、

的資源」と言われています。近年の厳しい財政状況下 「物的資源 「資金的資源」の、 」

大量投入が困難な中で、組織を動かすために最も重要となってくるのが「人的資源」で

す。しかし、人的資源についても従来のようなマンパワーの投入、数的充実は難しくな

ってきています。一方で、市民ニーズは年々、多様化・複雑化してきており、こうした

市民ニーズに的確に対応していくためには、今ある人材の育成、効果的な活用が不可欠

であるとともに、伊勢原市の魅力あるまちづくりを実現するためにも大変重要な要因と

なってきます。

人材育成に重点的かつ戦略的に取り組んでいくためには、まずどのような人材が必要

とされているか、どのように職員の能力を開発し、組織の力として活かしていくのかを

明確にしたうえで、効果的な人材育成の方策を検討していかなければなりません。

これまで人材育成の一手段として毎年度、研修計画を策定し計画的に人材育成に取り

組み、一定の成果をあげてきました。しかし、研修計画の位置づけや役割が必ずしも明

確になっていなかったことから、これまでの研修制度の再整理はもちろん、人事管理制

度等とも連動しながらトータルの職員育成の考え方、方向性を構築・明示する必要があ

ります。

こうした考えのもと 「いせはら２１プラン」を支える組織戦略としての「伊勢原市、

行財政改革推進計画 「伊勢原市定員適正化計画」に加えて、これからの人事戦略と」、

して「伊勢原市人材育成基本方針」を策定し、長期的かつ総合的な視点で職員の能力開

発を効果的に推進していくこととします。

「事業戦略 「組織戦略 「人事戦略」は 「いせはら２１プラン」に掲げる「伊勢原」 」 、

に住み、働き、学ぶ一人ひとりの夢や希望がかなえられるふるさと伊勢原」の実現に向

け、組織運営の基本ツールとして相互に補完し合いながら活用を図るものです。

いせはら２１プラン

魅力あるまちづくりの戦略的な推進

行財政改革推進計画 人材育成基本方針連携・補完

定員適正化計画

人事戦略組織戦略

事業戦略
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Ⅱ 人材育成基本方針策定の背景

(1)市民ニーズの変化

少子高齢化や国際化の急速な進展、男女共同参画、高度情報化社会の進展へ

、 、の対応 また環境保全意識や自治意識の高まりといった社会情勢の変化に伴い

行政に対する市民ニーズはますます複雑・多様化しています。

市職員はこうした様々な市民ニーズに的確かつ柔軟に対応していかなければ

なりません。特に市政はサービス業であるとの認識を強く持ち、常に市民の立

場に立って多くの行政課題に確実に取り組んでいくことと同時に、絶えず効率

的・効果的な行政運営を実現していく必要があります。

(2)地方分権社会の進展

地方分権の進展に伴い、自治体はこれまで以上にそれぞれの地域課題に対応

するための施策を充実させる必要があります。

組織が自らの責任において着実に施策を実施するためには、その前提として

職員の能力の向上が何よりも必要となります。

職員一人ひとりがこうした課題に対し、自ら主体的に取り組んでいこうとす

る意識の醸成や組織として目標管理を徹底することと同時に、より高度な専門

知識の習得、能力開発が強く求められてきており、これらを実現するための能

力開発と意識改革を促す人材育成型の人事管理制度の構築が喫緊の課題となっ

ています。

(3)組織構造の変化

職員の大量退職によりこれまでの年齢構成のバランスが大きく変わろうとし

ています。いわゆる団塊世代と呼ばれる職員の持つ知識や経験が急速に失われ

ていくことから、組織全体を再構築する必要があります。

今後、短期間に管理職としての能力を高めねばいけない職員が増大してくる

ことから、組織運営の核となる次代を担う意欲的な職員を育成していくことが

急務となっています。

また、社会環境の変化に伴い、生活を仕事に活かし仕事を生活に活かすとい

った「ワークライフバランス （仕事と生活との調和）の意識が強まる傾向も」

見られ、こういった職員の意識及び価値観の多様化に配慮した人事諸制度を構

築し、それぞれの職員が持つ力を十分に発揮できる環境整備が必要です。
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Ⅲ 基本的な考え方

地方分権の進展に伴い、これまで以上に地域間競争、自治体間競争が激しくなってき

ます。各地方自治体には限られた財源の中で、地域資源を活かし、いかに独自性を発揮

したまちづくりが実現できるかが問われてきます。

一方で行政運営の効率性や合理性を追求するあまりに、市民や地域の意向が軽視され

てしまっては本末転倒となってしまいます。

行政運営の効率化を図りながら、市民要望に応えるまちづくりを実現するという課題

に対して、市政全般を見通した複眼的な思考、バランスを保ちながら業務を推進してい

くことができる職員の育成が重要となってきます。

方針では地方自治体を取り巻く社会環境に順応し、かつ地域間競争という新しい時代

に生き残ることができる行政運営を目標とし 「未来の伊勢原のまちづくり 「市民協、 」

働 「経営意識 「地方分権」の視点から、次の４点を基本に人材育成に取り組んでい」 」

くとともに、職員自身が具体的にイメージでき、よりわかりやすくするよう「めざす職

員像」を明らかにしていきます。

■未来の伊勢原を創造する人材を育成します

伊勢原市の未来の姿をより良いものにするため、伊勢原に愛着を持ち、魅力

あるまちづくりをリードする職員を育成します。

また、市職員としての基礎的知識と経験をもとに社会情勢や市民ニーズを的

確にとらえ、伊勢原市の魅力を存分に引き出すことができるような職員を育成

します。

■市民協働のまちづくりを実現することができる人材を育成します

市民とともに情報を共有し、常に市民の視点に立ち、共通の感覚を持って行

政サービスを提供できる職員を育成します。

全体の奉仕者であることを自覚し、公務員として高い倫理観と強い使命感を

もって意欲的に業務に取り組む職員を育成します。

市民から信頼され、市民と協働してまちづくりを担っていける職員を育成し

ます。

■経営意識をもつ積極的な人材を育成します

市役所は地域・市民のサービス業者であるという視点から、職員一人ひとり

が地域デザイナー、地域経営者として、常に合理性と効率性を追求する職員を

育成します。

また、地域や市民のニーズを迅速に把握し、的確な施策を立案・実施するこ

とができる職員を育成します。

新しいことへのチャレンジ精神を持ち続け、固定観念や既成概念に捕らわれ

ない柔軟な発想と斬新なアイディア、市民に対する説明能力を持った職員を育

成します。

■分権型社会に即応する人材を育成します

地方分権の進展とともに、地域のことは地域で決める流れが強まってきてい

ます。こうした自己決定･自己責任が求められる分権型の社会において、地域に

。適合した政策を立案・運用できる高度な政策形成能力をもつ職員を育成します

高度な政策形成能力を身に付けるため、日頃から高い目標と向上心をもって

自己啓発に努め、広い視野とより専門的な知識を有する職員を育成します。
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Ⅳ 人材育成の視点

人材育成の基本は自己改革です。自己改革とは強制されるものではなく職員一人ひと

りの自覚に委ねられるものです。

職員一人ひとりが自らに求められている能力と役割を自覚するとともに、その目標に

向かって自発的に学習し、能力開発に取り組む姿勢が重要です。

そのためにはまず、伊勢原の未来を創造するために自己を高めていこうとする高い意

識を持つことが必要です。高い意識を持つことにより、めざすべき目標が明確になり、

その達成に向けて意欲が高まります。

高まった意欲は自発的な行動に変化します。自発的な行動は積極的かつ効果的な能力

開発を生み、やりがいと自信を持って職務に取り組み、結果的に大きな成果を生むこと

ができます。

そして、伊勢原市の未来をより良い方向に変化させることができるはずです。

このように「意識」と「意欲」と「行動」と「能力」の連鎖が、人を育てる上で重要

であるとの視点から、次のことをモットーに人材育成を行っていきます。

を変えれば が変わる意識 行動

が変われば が変わる行動 結果

が変われば が変わる結果 未来
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Ⅴ めざす職員像 ＝伊勢原市が必要としている人材＝

伊勢原市職員は「いせはら２１プラン」の策定の考え方である「伊勢原市に住み・

働き・学ぶ一人ひとりの夢や希望がかなえられるふるさと伊勢原」にしていくため、何

よりも伊勢原市の可能性を追求し、信念を持って積極果敢に様々な課題に取り組んでい

かなければなりません。

同時にどのような職員であることを期待されているのか、その期待に応えるためには

どのような知識や能力を身につけなければならないのか、こうしたことをより具体的に

することで、人材育成基本方針がより実効性のあるものとなります。

（１）めざす職員像

これからの伊勢原市を担うにふさわしい、職員一人ひとりがめざすべき職員像

として次の５つを掲げます。

○伊勢原市を愛し、伊勢原市の可能性を追求し、伊勢原市の未来を切り開く

ことに誇りと夢を持ち続けることができる

○行政のプロとしてのプライドを持ち、豊かな知識と経験を培い、広い視野

で時代の変化や市民ニーズを感じ取ることができる

○常に市民の視点に立ち、共通の感覚を持って行政サービスを提供すること

ができる

○市民から信頼され、市民と協働してまちづくりを担うことができる

○広い視野と専門的知識を持ち、市がめざす政策を立案･実施できる高度な

政策形成能力を身に付け、発揮することができる

○広い視野と向上心を持って日頃から自己啓発することができる

○経営感覚を持ち、常に合理性と効率性を追求し、行政運営の効率化、財政

の健全化をめざす

○高い倫理観と強い責任感を持ち、公平公正に職務を執行することができる

○法令遵守、説明責任等、常に市民から信頼される行動ができる

○誰にでも親切で丁寧に対応し、迅速に行動することができる

○固定観念や既成概念に拘われない柔軟な発想と斬新なアイディアを持ち、

困難な課題に対しても失敗を恐れず、最後まであきらめず積極的にチャレ

ンジすることができる

○地域や市民ニーズを迅速かつ的確に把握し適切な施策を実施することがで

きる

○常に問題意識を持って自ら考え、独断に陥らず、組織の一員として何をす

べきかを的確に判断し、行動することができる

伊勢原の魅力を充分に引き出すことができる職員

市民と協働してまちづくりを行うことができる職員

行財政改革に積極的に取り組むことができる職員

高い倫理感と責任感を持ち、公平公正で誠実な職員

柔軟な発想を持って困難な課題や新たな課題にも果敢にﾁｬﾚﾝｼﾞ

することができる職員
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（２）めざす職員像を実現するために必要な意識・意欲

めざす職員像を実現するために、次のような意識・意欲が求められます。

必要となる意識

<伊勢原市に対する愛着>

未来の伊勢原を自分たちの手で作り上げていく、良くしようとする意識を強く持

ち続け、伊勢原を愛し、歴史、文化、伝統を学び、伊勢原らしいまちづくりを実現

する。

<協力・協調>

個性を生かしつつ組織人としての立場を理解し、常に協調性を持ち、他の職員・

市民と協力しながら仕事をする意識を持つ。

<コスト意識>

、 、事務事業の執行にあたり常に費用対効果を意識し 財源や人的資源等の有効活用

効率的な行財政運営に最善を尽くす。

<行政のプロ意識>

自ら専門知識や能力の向上に努め、担当業務のスペシャリストであるというプラ

イドを持って、市民に対し説明責任を果たし、業務を的確に遂行する。

<高いモラル>

全体の奉仕者であることを自覚し、市民に信頼される職員であるため、公務員と

しての高い倫理観と強い使命感をもって意欲的に業務に取り組む。

社会人としての基本的な姿勢(道徳観、倫理観、職務に対する使命感)を持つ。

持ち続けなければいけない意欲

<自己啓発しようとする意欲、向上欲>

様々な機会を通じて自らの能力の向上を図り、市職員として成長していこうとす

る。

<チャレンジ意欲>

常に問題意識をもって課題を発見、解決し、困難な業務にも積極的に挑戦しよう

とする。
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（３）職位ごとの役割と求められる能力

職員には、それぞれの職位ごとに求められる役割(期待される役割)があり、さらにそ
の役割を担うために必要な能力があります。
基礎的な能力、業務遂行に必要な能力、新たに発生する課題に対応するための能力、

また管理監督者には組織を管理するために必要な能力等、その職位、階層に応じて次の
ような基本的な役割、能力が求められます。

職 位 基 本 的 な 役 割 求められる能力
一般職員
主事 ○自治体職員としての意識と業務に関する専門性

業務遂行を高めながら、市民の目線に立ち、何事にも前
対人能力向きに取り組み、また意識して人間関係を広げ

る。
･市民対応主任主事 ○中級職員としての自覚を持ち、身に付けた実務
･情報収集経験を活かして業務を遂行する。
･情報分析○創造性を発揮して企画立案し、効率的に業務を
･創造力行うなど良質な市民サービスを提供する。
･行動力

、主査 ○上級職員としての自覚と業務改善の視点を持ち
関係各課及び関係機関等との連絡調整を図りな
がら、より高度な業務を遂行する。

○積極的に上司･同僚･後輩職員とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝをと
り、相互間で連携しながら、関係各課及び関係
機関との連絡調整にも気を配りながらより高度
な業務を遂行する。

ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ ○監督者としての自覚を持ち、部下の育成・指導
政策形成を行い、職場の活性化を図るとともに、業務の
企画立案遂行にあたり、各業務遂行の責任者として庁内

外の関係部署･機関と調整する。
･折衝力副主幹 ○管理者の補佐として自覚を持ち、所属長を補佐
･調整力し、課内調整と業務の遂行に努めるとともに、
･部下監督者として部下の育成･指導を行い、職場の活
育成力性化を図る。

○次期管理者としての自覚を持ち、人事管理のノ
ウハウを身に付ける。

課長級 ○管理者として自覚を持ち、市の方向性（ビジョ
ン）を受けて、課としての方向性を所属職員に

、 、 。示し 先頭に立って政策の立案 具体化を図る
○管理者として部下の能力を正当に評価し、最大
限引き出し、所属として最大の成果を上げるこ
とができるような環境を構築する。

組織管理○管理者としてまた所属部署の責任者として、円
行政経営滑かつ効率的に業務を執行するために必要な職

場環境を構築する。
･統率力部長級 ○市の最高幹部職員としての自覚を持ち、経営感
･目標管理覚を持って中長期的な視点に立った方向性(ビジ
･決断力ョン)を示す。
･危機管理○部門の最高責任者として、部の執行方針を示す
能力とともに、各所属の目標達成に向けて適切に指

揮監督する。

○目的に向かって組織(部 )内外の調整をはかり、

職員の意識付けをする。
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Ⅵ 人材育成の取り組み

職員には、一人ひとりそれぞれの個性があり、資質や能力にも違いがあることを認識

したうえで、個性と能力を最大限に発揮して、組織力の向上に繋げていくための「人事

制度 、職員が積極的に学習できるような「研修制度」を構築する必要があります。」

また、人材育成には組織や仕事が人を育てるという視点も大変重要です。職員のやる

気(ﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝ)を摘まないよう、全職員が目標を共有し、自由に議論し学び、互いに切磋

琢磨し合う活気のある職場環境づくりが欠かせません。

人間の能力は意欲と大きく関わっています。仕事にやりがいを感じ、職員のやる気(ﾓ

ﾁﾍﾞｰｼｮﾝ)を高めることが個人の能力向上に繋がっていきます。仕事にやりがいを感じ、

主体的に自己の能力向上に努め、その能力を存分に発揮し、組織力の向上に繋げていく

ことを目標に、人材育成システムを「人を活かす人事制度 「自主性を重視した研修制」

度 「人を育む職場環境」の３つの柱から構築し、これらを相互に連携させた効率的な」

人材育成を進めていきます。

制度で伸ばす

＝人を活かす人事制度＝

自ら伸びる

＝自主性を重視した研修制度＝

職場･組織で伸ばす

＝人を育む職場環境の整備＝

人材育成の３つの柱
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→職員一人ひとりの長所を伸ばし、短所をカバーする計画的な能力開発が行わ

れなければ効果的なレベルアップが図れません。

→職員がいくら高い能力を保持していても組織の目標と異なる方向に能力を発

揮したのでは市民サービスの向上には繋がりません。

→せっかくの能力も適材適所で発揮されなければ、その能力が組織の力に結び

つきません。

→一人ひとりの能力向上を図り、その能力を組織力の向上に結びつけていくた

めの仕組みづくりが必要です。

組織の進むべき目標と整合を図りながら、職員一人ひとりの長所を伸<目標>

ばし、能力を存分に発揮できる職員配置を実現し、市民サービスの向

上に繋げていきます。

▽能力・適性の把握・評価

▽意欲の喚起、成果の適正な評価

▽計画的な能力開発

▽適材適所の人事配置

→「自己啓発」なくして能力の向上は望めません。職員一人ひとりが自ら意識

的かつ計画的に自己を改革していくことが何よりも重要です。

→能力開発の目標設定にあたって、まず、組織目標を達成するうえで必要とな

る能力を明確にすることが必要です。

組織が求める能力を明確にし、その目標達成に向けて職員一人ひとり<目標>

が自発的に能力向上に取り組む意欲を高めることができる研修制度を

構築します。

▽組織目標達成のための能力向上プログラムの作成

▽主体的な能力開発に対する支援の充実

▽専門的な能力開発と総合的な能力開発の調和

▽職場内研修システムの構築

→人材育成は職場全体でサポートしていかなければなりません。

→職員の意欲を引き出す効果的な人材育成のシステムがあっても、そうしたシ

ステムを効果的に活用できる職場環境がなければシステムそのものが機能し

ません。

→人材育成に関する管理監督者の責任と役割を明確にしながら、全ての職員が

自らの能力開発に心置きなく取り組める職場環境が不可欠です。

人材育成に関する管理監督者の責任と役割を明確にして、全ての職員<目標>

が自らの能力開発に積極的に取り組める職場環境を整備します。

▽能力開発に取り組みやすい職場環境の整備

▽組織目標達成のための能力向上プログラムの作成

▽仕事を通じて能力開発・向上に取り組む職場環境の整備

意識・意欲を高め、人を活かしていきます ＝人を活かす人事制度＝

職員一人ひとりの能力を引き出し、高めていきます ＝自主性を重視した研修制度＝

人を育て組織の活力を生みだします ＝人を育む職場環境＝
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＝ 人を活かす人事制度 ＝

◇人事評価制度の確立

職員の能力や実績を重視した人事管理を行っていくうえで、人事評価は欠くこ

とができない制度です。

人事評価をされているという意識が、職員に緊張感をもたらします。

意識を持った行動は、より一層、職員の能力 繋がります。向上に

「評価は期待の表れ」です。今後、導入する人事評価制度では 「人事評価で職、

」 、 、員の行動を変える をコンセプトに 評価結果を単に処遇に反映するのではなく

職員一人ひとりが自分の強み弱みを自覚し、自らの適性を判断しながら、職務遂

行に必要な能力を積極的に身に付けていこうとする意識の醸成等、人材育成に繋

げていくことを目標とする「人材育成型人事評価制度」を構築していきます。

また、評価結果を人材育成に結びつけていくために、評価者と被評価者の面談

の機会等を通じ本人に対して評価結果の公表(フィードバック)を行います。

◇ジョブローテーションの確立

バランス感覚のある職員を育成するために、職員の年齢や経験年数等を踏まえ

て、更には、職員意向調査を参考に人事異動を実施します。

特に、若年層職員については、窓口部門・事業部門・管理部門等の異なる分野

を幅広く経験させ、適性や能力を把握したうえで、適材適所の人事配置を実現さ

せ、組織力の向上に結びつけていきます。

◇人材の確保

多様化する市民ニーズに対応するための基礎的・専門的な能力に加え、幅広い

、 、視野を持ち 分権時代に対応できる意欲と能力を兼ね備えた人材を確保するため

多様な任用形態の活用を検討していきます。

◇技術職員等の弾力的配置

技術職員や専門職職員は、その専門的な業務のため配属・配置職場が事務職に

比べると限定的となり、同一職場に長期に在職するケースが多くなっています

しかし、市民ニーズが複雑・多様化し、大量退職による組織編成の再構築が急

務である中、市民サービスの一層の充実・向上を図っていくためには、技術職員

等についても専門業務以外の関連する部署への弾力的配置を推進し、多様な経験

と柔軟な発想を養っていきます。

◇女性職員の登用

市民サービスの一層の向上のため、男女を問わず意欲と能力のある職員を積極

的に登用していくことが重要です。市民ニーズの複雑・多様化の中で、あらゆる

分野への男女共同参画が期待されます。

女性職員の意見や能力を活かすため、女性職員の職域の拡大や管理職への登用

に努めます。

◇職員意向調査制度の充実

適材適所の職員配置を目的として実施している「職員意向調査」を、人事評価

制度の一環として実施する所属長面談の機会に活用する等、職員の能力や適性に

配慮した適材適所の人事異動の方策を検討します。
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◇複線型人事制度の導入

複雑化する行政需要や変革の時代に的確に対応するためには、行政の幅広い分

野に対応できる総合職（ゼネラリスト）だけでなく、いくつかの専門的分野に精

通した専門職（スペシャリスト 、専任職（エキスパート）の育成が求められてい）

ます。

こうした職員を育成・活用していくために、複線型人事制度を導入していきま

す。
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＝ 自主性を重視した研修制度 ＝

職員がより専門的な知識や能力を身につけるために、またその機会を与えるために、

研修を体系的に実施するとともに、人材育成のための有効な手段として活用することが

重要です。

職員一人ひとりが「自己啓発」を意識しながら、主体的に能力開発に取り組んでいく

ことが仕事に対する意欲を高めることに繋がります。

「職場内研修」は、職場での実践的な職務を通じ、中長期的な視点で業務に必要な能

力や様々な経験を積むことができます。

「職場外研修」は、階層別の基本的な能力やより高度で専門的な能力を身につける場

になります。さらに民間企業を始め、国･県への派遣、あるいは他の市町村職員と交流

を通じて、様々な課題に対する新しい視点や刺激を得ることができ、職務に対する意欲

の増進に繋がります。

◇自己啓発への支援

自己啓発は自分に必要な知識や能力を認識し、自分の意思を持って能力の開

発・向上のため学習することで、人材育成の基礎となるものです。

職員は日頃から自らの能力を高める努力をしなければなりません。担当する

業務に限らず、関心を寄せる事柄や興味がある分野を自ら進んで見識を深めて

いくことは豊かな発想力と多角的な視野を養うことに繋がります。

一方で、職場を管理監督する者にあっては、日頃職員を指導する中で職員の

自己啓発を促進するような職場づくりに努めることが必要となってきます。

今後、より一層自己啓発に積極的に取り組んでいけるような方策を検討して

いきます。

○ 自己啓発のための情報や資料の提供

○ 多種多様な自己啓発講座等の提供及び支援

◇職場内研修の推進

職場内研修とは、職場内での職務を通して実務的な知識は勿論、自己の能力

を習得していくもので、職場の上司・先輩等の指導のもと、計画的に知識や技

術を身につけるものです。

研修を受けるにあたっては、仕事の目的や習得すべき能力等を各々が把握し

ながら、自分に欠けている部分に気づくことが重要です。常に自己評価を繰り

返しながら、必要な能力向上に努めていかなければなりません。

また、職場内研修は管理監督者が積極的に率先して行うもので、部下の育成

の視点から個々の職員の状況に応じ的確な指示、指導を行なっていくことが大

切です。そのためには職場内のコミュニケーションやミーティングが不可欠で

あると同時に、指示、指導する立場である管理監督者の日頃の姿勢も大切にな

ってきます。

管理監督者に対し職場内研修の重要性について啓発に努めていきます。

○ 研修スケジュールの作成と研修進度の把握

○ 職場内の業務・対応マニュアルの作成

○ 人事評価制度の的確な運用(能力開発の目標設定)
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◇職場外研修の充実

職場外研修は、一定期間集中して研修することができるため、基礎的な知識

や技術を体系的に学習したり、高度・専門的な知識・技術を習得したりできる

点で能力向上に大変効果的な研修です。

また、県・他の市町村職員や他分野の人たちと交流できる面においても自己

啓発を受ける絶好の機会となります

このような特徴を十分に活用するため階層や職務を加味した体系的なプログ

ラムを構築していきます。

○ 県・他市との人事交流の充実

○ 民間企業への派遣研修の検討

○ 一般研修や専門研修の充実

○ 政策形成・法務能力開発研修の充実

○ 専門職研修の充実

○ 研修講師の育成

○ 研修成果の報告・情報の共有化の徹底
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＝ 人を育む職場環境の構築 ＝

優れた人材の育成を行うためには、組織における人を育てる環境と風土がたいへん重

要です。

職員自ら「自分が育とうとする意欲があるかどうか 「成長する機会を積極的に得よ」

うとする意欲があるかどうか」という点に加え、職場内で一人ひとりの要望や思いをい

かに理解し、能力開発を進める環境を整えるか、組織や職場の雰囲気づくりが重要とな

ってきます。

人を育む職場環境を構築するために次の事項に重点を置き、人材育成に活発な職場の

雰囲気を醸成していきます。

◇管理監督者への啓発

職場における人を育む環境･風土を醸成するためには、職場を管理監督する

者の理解と支援が欠かせません。部下は上司の仕事への姿勢を見ており、上司

の仕事への熱意がその職場全体の雰囲気や気質に繋がってきます。

そのため、まず管理監督者自身が意欲的に職務に専念していかなければなら

ず、自己啓発、意識改革を率先して行い、職員を先導していく取り組みが求め

られます。同時に管理監督者としての資質や能力を身につけ、強いリーダーシ

ップのもと人を育むことができる管理監督者を養成していきます。

○ 管理監督者を対象とした組織管理や学習的な風土づくりの研修

○ 部下の育成や組織運営に対する評価制度の確立

○ 自己啓発、意識改革に対する積極的な支援

○ 管理監督者の自己啓発

◇所属目標の明確化

職場内の目標や実行計画、達成状況等を管理することで、課全体の方向性が

明確になり、能率的な事務事業の執行が可能となると同時に、職員の志気を高

めることができます。

また、職員個々の目標達成状況やその過程を把握することで、職務遂行に対

する評価を経て、職員の能力開発に繋げることも可能となってきます。目標を

明確化し、課内共通の認識事項として、組織そのものを活発にするための取り

組みを進めていきます。

○ 各課単位での定期的な目標設定と実行計画、その進捗状況の把握

○ 各職員または各担当単位での目標設定と経過状況の報告

○ 管理監督者による目標の管理と職員への評価

○ 各目標についての共通認識
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◇提言・提案制度の活用

日常的な業務や軽易な作業において事務の効率化を追及するため、既存の事

務作業の流れや慣例となっている事務についての改善提案制度を導入すること

は有効な手段となります。

また、若手職員を中心に職位を問わず、それぞれの立場から幅広く提言や提

案を求めることが重要となってきます。

これまでも業務改善等に関する提案を受け付ける機会はありましたが、必ず

しも十分機能してきませんでした。

今後、職員の自由な発想を組織運営に活用するため、自由に意見を提案でき

る環境を整備していきます。

○ 日常的な業務や軽易な作業の改善提案制度の導入

○ 課単位での事務改善の意識づけと提案

○ 部単位での事務改善提案制度の導入

○ 庁内グループウェアの活用

◇コミュニケーションの促進

社会人としての基本的なマナーをもって、職場内の人間関係を良好に保つこ

とはスムーズな業務の遂行につながります。職員一人ひとりの価値観は千差万

別であり、物事の捉え方や考え方が異なることは当然です。互いに相手を理解

、 。し 十分に意思の疎通を図ることが組織運営において大変重要になってきます

また、管理監督者は職員同士が各々の考えや意見を言い合える場を設けなが

ら、情報の共有化、相互理解を図るよう努めます。

こうした機会を通じて、職場内の課題の把握、所属の目標の共有化を図って

いきます。

○ 日常的な挨拶など基本的マナーの徹底

○ 定期的な課内ミーティングの実施

（情報の共有化、課内で抱える課題についての議論･意見交換等）
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Ⅶ 資料編

１ 伊勢原市・伊勢原市職員の課題

＊人材育成基本方針ｱﾝｹｰﾄ調査結果から

２ 伊勢原市職員の人材育成に関するアンケート調査結果

３ 伊勢原市職員の人材育成に関するアンケート調査

４ 伊勢原市人材育成基本方針策定経過

５ 伊勢原市人材育成基本方針策定検討委員会設置要綱


