
1.施策の展開に向けた戦略について 

(1)施策の使命 

より高い仕事の成果を出せるよう職員の人材育成を推進し､質の高い行政サービス提供に 

つなげるとともに､職員を最適な人数配分で配置し､最も効率的な業務執行体制を構築するo 

(2)施策の使命を達成するための現在の資源配分の考え方 

業務を適切に執行するために必要な人員を配置すること､また､最小の人員で最大の効果 

を上げることを基本に､業務内容に応じた最適な人員を配置するo 

(3)テーマと施策との関係 

人事制度を適切に運用することで､｢人材の育成と行政組織の活性化｣につなげるo 

2.テーマについての現状 

(1)現状(取組内容) 

豊中市人材育成基本方針(平成12年策定)に基づき､職員の人材育成に向けた各種人事制 

度を設計し運用しているが､現在､新しい人材育成基本方針を策定中である(10月完成予定)o 

(2)問題点.課題 

厳しい行財政環境の中で､困難な業務にも積極的に立ち向かい､高い成果を出す人材を育成 

するしくみを構築する必要があるo 

(3)テーマにかかわる構成事業等に関する他部局､他セクターの類似事業 
- 

(4)他自治体での取組状況 
- 

3.今後の施策展開の考え方卜平成25年度当初まで)

(1)テーマについての3年後(平成25年度当初)のあるべき姿 

人材育成にむけた人事制度を推進する(人事異動にかかる各種制度の見直し.人事評価制度 

の充実など)o 

(2)(1)のあるべき姿に向けた今後3年間の取組(具体的､簡潔に) 

人事異動にかかる各種制度の見直し(ジョブローテーション制度の改正.専門職の異動ルー 

ルの設定など)､人事評価制度の充実(行動評価.職務状況報告書の対象拡大､評価結果の人 

辛.給与制度-の反映拡大など)を推進するo 

(3)2-(2)の問題点.課題の解決の方法 

評価結果を適切に人事制度.給与制度に反映させる｢総合的な人事評価制度の構築｣が必要 

であり､それに向けて計画的に取り組んでいくo 

(4)2-(3)にかかる事業整理の考え方(他部局や他セクターとの連携等も含めて) 
- 
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人口10万人あたり職員数比較(公営企業のぞく)
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雇用形態別･人口10万人あたり職員数比較
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地位別職員数(一般行政職)の推移
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地位別職員構成率比較(一般行政職)
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地位別職員構成比(一般行政職)の推移
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新･豊中市人材育成基本方針(秦)の基本的な考え方

【新.豊中市人材育成基本方針策定の趣旨】

豊中市を取り巻く環境の大きな変化の中､今後の行政運営における人材育成の意義や､これまでの

人材育成の取組みを踏まえ､平成23年度(2011年度)から10年間､市職員の育成を総合的･計画的

に進めるため､めざすべき職員のすがた､人材育成施策の方向性等を明らかにするものです｡

【新･豊中市人材育成基本方針(案)の構成】

Ⅰ.めざすべき職員

人材育成の取組目標である｢めざすべき職員｣について,次のとおり掲げますo

r市民視点｣ r未来志向,I rチームプレー｣で特務を連行する樽見

Ⅱ.職階別の職員が果たすべき役割

組織力を十分に発揮するため､豊中市(組織)の一員として､職員がその職階等に応じて果た

すべき役割とめざすべき行動を具体的に示します｡

Ⅲ.人材育成の基本的方向と進め方

人材育成の取組みを進めるにあたっての基本的な方向と進め方を次のとおり示します｡

⇒稀島自身の主体的な能力向上の取組みと.それを促す市(組織)の人材育成施策が一体となっ

た､計画的で稔合的な人材育成を進めます｡

1.職員自身の取組み

職員は､職階や業務に応じて期待される役割を果たすため､その能力の向上と発揮に主体的

に取り組みます(キャリア形成)ら

2.織場､人事･研修制度等による人材育成

市は､職員の主体的な能力向上の取組みを促進するため､次の(1)～(3)の3つの柱で人材育

成施策を進めます｡

(1)職場における人材育成の推進　～人を育て,人が育つ職場づくり～

(2)職員のキャリア形成を推進する視点に立った制度の構築と運用

①人事制度

(卦研修制度

③快適な職場環境づくり

(3)職場･人事･研修等の連携の推進

Ⅳ.基本方針の推進について

人材育成の取組みを効果的に進めるための手法や体制整備について､次のとおり示します｡

(1)3年ごとの取組計画である人材育成実施プランによる進行管理

(2)組織全体で共通理解を深め､人材育成を進めるため､方針,計画､制度等の周知･啓発の推進

(3)組織全体での情報共有や,課題に応じ横断的に検討等を行うための体制整備の推進

Ⅰ～Ⅳの内容については､ 2-4ページをご覧ください｡

なお,新｡豊中市人材育成基本方針に基づく人材育成の取組みの概要について, 4ページの

図をご覧ください｡
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Ⅰ. ｢めざすべき職員｣について

豊中市は､社会経済状況が大きく変化する中,ますます多様で複雑になる市民生活や地域社会のニ

ーズ､課題に柔軟に対応しながら､市民が住み続けたいと思えるまちづくりの推進に向け､行政運営

に取り組まなければなりません｡

その役割を果たすため,市の職員は､自らの職務の先には市民生活があることを常に念頭に置き､

市民のニーズ､地域社会の状況やさまざまな課題にしっかりと向き合い､施策の企画立案､実行等の､

自らの職務を果たす必要があります｡また､よりよい豊中の未来を築くため､社会状況や課題の把握

等に努めながら,行政の役割や市民サービスの提供について,前例や従来の枠組みのみにとらわれる

ことのない柔軟な発想で考え,行動することが重要です｡

さらに,職員が自らの能力向上に努め､その職務を果たすとともに,職員が力を合わせて組織目標

の達成に取り組み､組織力を十分に発揮して効率的･効果的な行政運営を進めることが不可欠です｡

こうしたことを踏まえ､時代の変化に対応したよりよい市民サービスの提供､住み続けたいと思え

るまちづくりを進めるため､次の職員像を掲げ､その育成に取り組みます｡

志

【職員が身につけるべき基本姿勢】

★ ｢使命感･倫理観･プロ意識｣で職務に取り組む｡

★ ｢人権尊重の視点｣を基本に職務に取り組む｡

【職員の行動指針】

★市民とともに､まちづくり,地域づくりを進める｡

★豊中への愛着をもち,豊中の魅力を高める｡

★現場での業務経験を活かし､課題発見･解決策を立案･実行する｡

★先見力と対応力で職務に取り組む｡

★チャレンジ精神をもって職務に取り組む｡

★前例のみにとらわれず､改善改革に取り組む｡

★組織で力を合わせて組織目標の達成に取り組む｡

★組織の一員として､自らの能力向上に努め､職務を果たす｡

正. ｢聴階別の職員が果たすべき役割｣について

豊中市がその組織力を十分に発揮するためには,職員が組織の一員として自らに期待される役割を

認識し､それを果たすべく行動することが不可欠です｡このことから､すべての職員について､その

階層(部長級､次長･課長級､課長補佐級･係長級･主事･一般職員)や任用形態(臨時弓巨常勤職

負)に応じ､職員が果たすべき役割と､職務の遂行や課題への対応等においてめざすべき行動を示し

ます｡
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臥｢人材育成の基本的方向と進め方-職員自身の取組みと職場､ 人事･研修制度等による育成～｣について

人材育成の取組みの効果を高めるため､次のとおり､職員自身の主体的な能力向上の取組みと､そ

れを促す組織の人材育成施策が一体となった,計画的で総合的な人材育成を進めます｡

1.職員自身の取組み

職員は､職階や業務に応じ期待される役割や､めざすべき職員像を念頭に置き､自らの意識･

能力等の向上と仕事での発揮に主体的に取り組みます(キャリア形成)｡

2.聴場､人事･研修制度等による人材育成

職員の意欲を最大限に引き出し､その主体的な能力向上の取組みを促進するため､次の3つを柱

に施策を推進します｡

(1)聴場における人材育成の推進　-人を育て､人が育つ職場づくり～

職場は職員の成長を促すもっとも大きな場であるとともに,チームプレーを実践する場です.

人を育て､互いに尊重し合う職場風土づくり､職場･職域に応じた育成のプランづくりに取り組

み､人を育て､人が育つ職場づくりを進めます｡

(2)職員のキャリア形成を推進する視点に立った制度の構築と運用

人事制嵐研修制度､快適な職場環境づくりについて､職員のキャリア形成を推進する視点に

立って制度の構築と運用を進めます｡

一人= 俐ﾉw�I�ﾈ馼甑:鶫�ﾈ駟Uﾘ廂9�,ﾉ�ﾈ駟�y7�,�,(*(,JHﾏi[ﾒ靠i�2�:yk�,ZI+xｯｩ4�,郁ｹnﾂ�に立った制度設計と運用を進め､職員の意欲の向上､能力の発揮等につなげますo 
辛. 刺 皮 ��ｹ�ﾙvﾈ,��ﾈﾝ�,ﾈｦﾙ]ｲ姐ﾘﾈ8,握(ｺｹ¥�ｺH�9j�6ｨ�ｸ5�,ﾉ�ﾙvﾈ峪9�-h,ﾉ�陌竰�

○計画的なキャリア形成(計画的に多様な職務経験を積むことによる能力の向上等) 
に一一 ･よ ��ｸ7h8ﾘ7H4h6(5h8x6�8ｸ,ﾈ孜�ﾂ姐ﾘﾈ8,握(ｺｹ¥�ｲﾈｼik�,ﾈﾘ)7�ｲ饂�艀峪9�-h,ﾉ�陌竰�

る 育 成 ��ｹ�y�I|ﾒ��X什|ﾘ,ﾈ+8.x,�.佰ﾈ�2��y�B��X�ｨ,X,ﾉmｩUx,ﾈｺItﾊI4ｹ��,��ﾈ駟Uﾘ廁,i�ﾈ饕��

給与制度への適切な反映) 

○高齢期職員の能力活用(知識.技術.技能の継承) 

研. ��X醜,ﾈ益�ﾉ4�,稲i�x-ﾘ/��8+z(�ｪ8,h,�.�.h*JI[ｸﾝｺHﾗ9�ﾘ攣��9�,��+jH+8-ﾈ+H-ﾈ,��形式や手法を採り入れるなど､計画的.効果的な制度の構築と研修実施に取り組みます○ 
修 ~制 度 ��ｹ�ﾈｭHｭhﾅy|ﾘ,ﾈﾏﾈ�2�6��ｸ8�7h8ﾈ�ｸ,X覃馼,ﾉ�ﾈ惠/�ﾘ(-�.�5(7�8X6ｨ5��ｸ5h8x98,ﾈ���9鋳�

○基礎力の徹底(市職員として求められる自覚と責任感､基礎的な知識.技術等の向上) 
に よ ��ｸﾋｸ�ｩ|ﾘ,ﾈ���域H馼,ﾈﾋｸ�ｨ,X�9j�,h,ﾉ�ﾙxｨｭhﾅx/�'ｨ*ｺI&ﾘ�襍ｨ��9�/�ﾏﾈ�8+x.鋳�

る 育 成. ��ｹ�ﾘﾟHﾆ��ﾉ|ﾘ,ﾉwｹ�ﾂ依ｸ�ｨｴ�5�,ﾈ攣�雨ﾘﾊ鎚�8,ﾉ<��ｸ/�ｨ�*�+X+ﾘ��ﾈ衣H,ﾈｮ�izx栗9鋳�

○職場での育成をサポート(人材育成を進めるための職場の環境.風土づくり等の支援) 

○管理職員.監督職員をバックアップ(効果的なマネジメント､人材育成等の支援) 

快 ��X醜*ｨﾘ(*(�9w�/�.�+ⅸ+ｸ,ﾉEﾉ|ﾘ/��ZｩJﾘｯh+x.�+ﾘ-ⅹ�9�x,ﾈﾉ(ﾔ�,h��.�/�査鰄ﾏﾈ�8+2�
連 な 職 �+�.�.h*JH欹4ｸ,��X�ｨｬ(ｺｸ,8*ﾘ.�,偃h.��x-ﾘ-ﾈ+v��

○労働安全とメンタルヘルス(労働安全衛生委員会の活動を中心に､労働環境の変化へ 
場 環 喝 �,ﾉ�i�ﾈ,��陌篷┼:ﾘｬ(ｺｸ淤��Hﾉ(ﾔ隰yyﾘ�8�,ﾈﾏﾈ�8,佰ﾈ*�+ﾘ靖�x-ﾘ,ﾉ�I�鋳�

○両立支援(仕事と私生活の両立支援に向けたしくみの充実､支え合う意識の醸成等) 
つ -く り ��ｹ�ｩ&ｹ�ﾉ�x,ﾈ�����9�x,ﾉE�-ﾙ9�,亊h+x.��ｩ&ｹ�ﾉ�x,ﾈ�����

(3)職場･人事･研修等の連携の推進

職場､人事制度､研修制度等におけるそれぞれの取組みの相互の連携をさらに進め､人材育成

の取組みについて､情報の共有等を行いながら､人材育成施策を効果的に推進します｡
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Ⅳ. ｢基本方針の推進｣について

人材育成基本方針に基づく人材育成を効果的に推進するため､次の手法による取組み,体制整備を

進めます｡

(1)人材育成実施プランによる進行管理

基本方針に基づき重点的に取り組む項目について､ 3年ごとの取組計画を｢人材育成実施プラ

ン｣として掲げ､取組みの成果や課題等を検証し､次の取組みに活かす(フィードバック)ことに

より､人材育成施策を計画的に推進します｡

(2)基本方針､計画､制度の周知､啓発

人材育成の意義や重要性について､全庁的な共通理解を深め,基本方針に沿った人材育成に組織

的に取り組むため､基本方針､人材育成実施プラン等の計画､人材育成に関する制度について､そ

の趣旨や内容等の周知,啓発を進めます｡

(3)推進体制の整備

人材育成施策の推進に閲し､全庁的な情報共有や､課題に応じ横断的に検討等を行うため､庁内

での推進体制の整備を進めます｡
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1.施策の展開に向けた戦略について

(1)施策の使命 

質の高い行政サービスの提供に資するため､職員の意欲.能力を引き出し安心して仕事に取組 

むことのできる公平で公正な給与制度を確立し運用する. 

(2)施策の使命を達成するための現在の資源配分の考え方 

既存の資源(人件費予算)の範囲を超えない最小限の経費で構築する 

(3)テーマと施策との関係 

給与制度については,均衡の原則(地方公務員法第24条)に基づき適正な制度内容､水準維持 

に努める■必要がある.ただし､本市のめざす将来ピジョンを見据え､全職員が意欲.能力を十分 

に発揮するため､役職に応じた職務.職責を明確にしながら,それに対応した給与制度を構築す 

るべきと考える. 

2.テーマについての現状

(1)現状(取組内容) 

給与水準の適正化,適正な給料表の見直し(実質ワ夕リの是正) 

(2)問題点..課題 

初任給の決定において年齢に応じた格付けを行っており前歴換算制度の導入を急ぐ必要があ 

る○また､人事評価制度の給与への反映については公平公正な人事評価制度の充実と適正な運用 

が先決｡いずれにしても職員の勤務労働条件に関わる重大な課題であり,関係団体との協議.調 

整が前提○ 

(3)テーマにかかわる構成事業等に関する他部局､他セクターの類似事業 

該当なし 

(4)他自治体での取組状況 

3.今後の施策展開の考え方(～平成25年度当初まで)

(1)テーマについての3年後(平成25年度当初)のあるべき姿ー 

職員の意欲､.能力を引き出すため,人事評価制度の反映が適正にできる給与制度が整備されて 

いる. 

(2)(1)のあるべき姿に向けた今後3年間の取組(具体的､簡潔に) 

前歴換算制度の導入,給料表見直し 

人事評価制度の充実(人材育成室共通課題) 

(3)2-(2)の問題点一課題の解決の方法 

前歴換算制度については､在職者を追い越さない措置の検討. 

評価者､被評価者ともに評価制度についての理解､認識を高めるo 

(4)2--(3)にかかる事業整理の考え方(他部局や他セクターとの連携等も含めて) 
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国と豊中市の給与カーブの比較(行政職(-) )

平成22年勧告前

〟-0国家公務員.行政職(-) 

---ー●豊中市.行政職(-) 

※初号の位置は.それぞれ､昇格時対応に基づき 

設定している○ 

∠; /｣｡

0003

俸　給　月　額

o L---
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技能労務職

区分 平均年齢

~ー　　~~　~　`■モーpp~~~~~~

職員数　…　平均給料月額

豊中市　　蔓　42･9歳

うち清掃満員　　　　39.9歳
i

i

うち自動車運転手　　48.4歳
i

ぅち学校給食員　董　41.6歳

うち用務員 47.2&

47.3歳

国　　　…　49･2歳
主

I J=~■rP~一一-~~~-~~~L~J ド ~　~~　　　~　J

類似国体　　‡ 46.3歳

583人妻　　　325,200円

235人妻　　　309,900円
i

75人暑　380,400円
蔓

…

56人…　　　305,700円

75^;　　344,100R

1,083人妻　　　299,054円

4,429^!　　285,548 R

233人妻　　325,214円
i

-L LL　■　~　~｢　ー~ー~~~r■　~ー【一　~　~ー　~~

平均給与月額

(A)

平均給与月額

(国ベース)

408,100円至

芸三…;≡　…;…二三;;≡

473,900円　　　　446.4的円

366,600円妻　　　355,800円

407,100円葦

:…言_:_;;≡ ;≡;:;I:I:.:

一董

三三き_7.｡;;. - ;……:;ラ:≡

技能労務職員等の給与等について

基本的な考え方

臥周辺自治体との均衡に配慮しつつ､市民の視点に立った公正な制度の確立と,職務･職責,勤務実績に応

じた適切な運用が図られるような給与制度を確立します｡

具体的な取組内容

新･豊中市行財政改革プランに基づき､職員の給与制度を見直す中で,他市に比べて高い状況にあった初任給

基準を平成20年度に11号引下げました｡また､平成20年度･ 21年度に昇給停止･昇給抑制を実施しています｡

Q.豊中市の職員の給与を,大阪府並に引き下げたときの効果額は?

A. 454,400円-422,710円-31,690円

31,690円×3,627人(平成22年4月1日現在　全会計) ×約16月-約n8億円
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○給料表上の等級別人員一覧表

2:下⊥C

等級,職種 �ｩLｨﾗ9�ﾙ�R�技能労務職 

1等級 �#b� 

2等級 ��s"� 

特3等級 ��モ�15 

3等級 �3cr�402 

4等級 �����78 

5等級 ��32�30 

6等級 ��2�26 

合計 涛湯�551 

(平成22年4月1日現在)

○職員の平均給与･給料について

職種 兌ﾘｼ�ｹ{���平均給与月額 

一般行政職 �3#rﾃ����446,200 

再任用職員 ��s�ﾃ3c��196,900 

○市HP｢職員の給与.定員管理等｣について技能労務職の民間賃金の項目がないことについて

通知では､技能労務職員給与の項目に参考として同業種の民間の賃金を掲載するようになっている｡この民間データはr賃金構造基本統計調査

のデータを掲載することとなっているが､この調査には日々雇用･非正規労働者の賃金が含まれており､これと正規職員との比較するのは

妥当ではないと考えるため｡



○給料表上の等級別･年齢別人員分布

◎-般行政職岬成22年仰EI現在) 

等級嬢齢 ��緯��19歳 們T���皇女歳 �#Xﾜ��24歳 �#Xﾜ��26歳 �#xﾜ��28由 �#俐��-SO意 �3�ﾜ��32歳 �3Rv���34■歳 �3Xﾜ��36歳 �3xﾜ��38歳 �3��車 滴鰾�41歳 鼎(ﾜ��43歳 敵紿ﾜ��45歳 鼎hﾜ��17歳 鼎緯��49歳 鉄�ﾜ��51歳 鉄(ﾜ��53歳 鉄Hﾜ��55歳 鉄hﾜ��57歳 鉄緯��59歳 ��ﾘﾇb�

1等級.. �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� ��I ��･3 ��� ��1 �"�3 澱�9 �#b�

2等紗■.′ �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 白���� 途�8 迭�5 途�8 �2�8 途�9 �"�ー5 ����15 湯�1.0 ����24 ��s"�

鱒3等級 �� �� �� �� �� �� �� �� ��) 途�13 ������途�8 ��b�6 唐�18 途�8 澱�3 釘�3 釘�8 澱�7 湯�6 途�ー0 ��モ�

3等級: �� �� �� �� �� �� 迭�9 ����16 ����33 �3��28 �3R��#��21 湯�7 唐�16 迭�10 釘�ll2 釘�2 釘�6 澱�5 唐�7 澱�13 �3cr�

4等級こ �� �� �� ��4 迭�13 途�14 湯�10 ��r�6 �"�1 �� �2����1 �� ��2 �� ��� ��� ��1 ��1 ��1 �� �����

5等級‥ �� ��7 ��ｳ2�12 �#"�17 湯�5 迭�5 唐�6 澱�13 迭� �� ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��32�

6等級. �"�2 �2�2 ��ｲ�1 鳴�I �� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 姪2�

合計..■:.. �"�2 �2�9 ��B�13 �#2�22 ��B�18 ��"�19 �#"�25 �32�35 �#R�35 鼎b�41 ��5 �3��30 �3"�21l �&ﾆﾂ�41 ����26 ��B�24 ��b�17 免ﾂ�3CI �#"�29 �#��27 �3r�56 涛湯�

◎技能労務職(平成2抑月は朋iE) 

等級や鈴 ����H��ﾜ��19歳 �#�ﾜ��22歳 �#8ﾜ��24歳 �-店ﾜ��26歳 �#xﾜ��2畠歳 俣俐��30歳 �3�ﾜ��32歳 �38ﾜ��34歳 �3Xﾜ��3 �3xﾜ��38& �3俐��鼎�ﾜ��4一歳 鼎(ﾜ��4滴 鼎H･b�45歳 鼎hﾜ��4ナ歳 鼎緯��4■9歳 �4���51歳 鉄(ﾜ��53歳 田Hﾜ��55歳 鉄hﾜ��57歳 鉄緯��59歳 ��ﾘﾇb�

1等級■ �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 白��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���

■2等級∴~ �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���

特3専級 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� �� ��) �2�1 釘� �� �� ��ｲ�1 鋳�2 ��� 駐R�

3等級...■.. �� �� �� �� �� ��2 �"�5 釘�8 ��2�20 ��"�26 �#2���r�32 ����13 �#��15 ��R�llB ��ｳ��9 途�10 ���ｲ�16 ��2�ー3 湯�10 �?｢�20 鼎�"�

4車扱.. �� �� �� �� ��2 ���1 澱�4 澱�5 唐�9 途�6 ��"�迭�3 �� ��� �� �� �� ��ｲ�1 �� �� �� 都��

5等級 �� �� ��1 白�I ��ｲ�1 白�4 釘�2 釘�2 釘�1 �"� 箸��� ��� �� �� �� �� �� �� �� �� �3��

6等級_A �� ��■1 ���2 ��2 �"�2 �2�7 迭�) �� �� �� ���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �#b�

合計■- ���0 ���1 ���3 ���3 �2�5 迭�14 ��r�12 ��B�15 �#R�30 �#��32 �3R��#"�35 免ﾃ��13 �#��16 ��ｳ��19 ��B�9 途�ー0 ��"�17 ����B�14 ��ｳ��12 ��"�20 鉄X�ｲ�

2:Yl＼Ⅶ



たな卸しシート

1.施策の展開に向けた戦略について

(i)施策の使命 

社会経済状況や公共課題の多様化.複雑化等に的確に対応した,より質の高い市民サービスの 

提供に向け､そのための行政運営を担う人材を育成し､組織の活性化､組織力の向上を図る. 

(2)施策の使命を達成するための現在の資源配分の考え方 

人材育成基本方針に基づき､能力開発.意欲向上に向けた職員の主体的な取組み(自己学習. 

啓発)の促進に向け,職階や課題等に応じた研修や職場における研修の支援等を実施する○ 

(3)テーマと施策との関係 

研修の実施､職場における研修の支援等の,職員の気づきゃ学習の場,契機の提供を通して､ 

自己学習.啓発を促進し,行政運営を担う人材の育成,組織の活性化,組織力の向上につなげる○ 

2.テーマについての現状

(I)現状(取組内容) 

豊中市人材育成基本方針(平成12年度策定)に基づき､必要な能力､知識､技術､技能等の 

向上のため､職階.課題別の研修､職場における研修の支援等を実施している(別添｢平成22 

年度(2010年度)研修計画｣)○なお,10月未を目途に､新.人材育成基本方針を策定の予私 

(2)問題点.課題 

○職員の自己学習.啓発の促進に向けた研修の充実(メニュー,手法等) 

_○PDCAの推進 

-*現状.課題の的確な把握*効果の把握(測定)についての考え方 

○管理.監督職員の職場運営.人材育成の充実に向けた研修等,職場における人材育成の支援 

(3)テーマにかかわる構成事業等に関する他部局,他セクターの類似事業 

大阪府市町村振興協会.おおさか市町村職員研修研究センター(マツセOSAKA),全国市町村国 

際文化研修所(JIAM)､民間研修機関等 

(4)他自治体での取組状況 

- 

3.今後の施策展開の考え方(～平成25年度当初まで)

(1)テーマについての3年後(平成25年度当初)のあるべき姿 

人材育成基本方針に掲げるめざすべき職員の育成に向け､人事制度や職場における人材育成の 

取組みと連携しながら､職員の自己学習.啓発の促進に向けた各種研修や職場における人材育成 

支援等を進めている○ 

(2)(i)のあるべき姿に向けた今後3年間の取組(具体的,簡潔に)i 

○職階等に応じ期待される役割や必要な能力等の具体化.明示(研修目的の明示) 
･○キャリア形成に関する意識の醸成 

○研修目的に応じた効果の把握手法等の研究 

○管理.監督職員へのケースメソッド等の手法を採り入れた実践的な研修,昇格前の早期研修 

等の実施等 

2,-Y- 2-0



たな卸しシート
(3)2-(2)の問題点.課題の解決の方法 

○職階等に応じ期待される役割や必要な能力等の具体化.明示(研修目的の明示) 

○研修制度に関する情報や課題の全庁的な共有,研修ニーズの把握 

○研修目的に応じた効果の把握手法等の研究 

○管理.監督職員へのケースメソッド等の手法を採り入れた実践的な研修､昇格前の早期研修 

等の実施 

(4)2-(3)にかかる事業整理の考え方(他部局や他セクタ-との連携等も含めて) 
- 

ユー牛iI



2010/10/30戦略的たな卸し豊中市改革創造会議　当日資料

◆資料【総務部人材育成室職員研修所】

各研修における予算､参加者数､効果(参加後の職員の意見など)平成21年度

職員研修の参加率(実際の受講者/対象者)､不参加の理由に関する分析)平成21年度
･.it,-キ �� 剪�� �� �� �� �� ��劍-3ﾂbﾈ*ﾘ,H,C｣｣ﾕ��'(��"����騅るvり��wｸ6ﾓｳ｢(���苒ﾂ�

滞己.こ.. �� ��赫蛸滋蔑 凩(鋐粤｢粐� �� ��劔 � � �� ���� ��
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基本研修 刳e職階や入庁年度に応 じて必要な能力の向上 を図る○ 剴�｡年数､各職階の該当者 (新撰､2,4,5-7,8年臥 係長級,新任係長､ 課長補佐級,新任主幹､ 新任課長,管理職員､ 評価者.評価補助者, 技能職員監督者等) 剴BﾃC澱ﾃ33H冷��39 (40) 劔1,514人 剴�ﾃs�9�ﾂ�劔84,4% 劔別紙のとおり 

T r課題研修 トJ rJ 刹ﾆ務に必要な知識やス キルの習得や能力開 発､人権意識の向上な どを図るo 刳�]者､ 研修テーマによる該当者等 剴"ﾃcC�ﾃCsx冷��59 (93) 劔2,900人 剪�劔 
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人権フアシリ チーター研修 (入門.応用) �3��ﾂ�46人 ※23人×2回 田rﾃBR�

課題研修のうち｢職場における人権研修推進者｣､｢セクシュアルりヽラスメント相談 
員｣､｢再任用職員｣対象の研修について 

セクシュアル. ハラスメント相 談員研修 ����ﾂ�13人 ������R�

再任用予定職 員対象研修 塔��ﾂ�125人 都�紕R�
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当日資料

研修の効果～参加後の職員の意見から

★総評

･プラス報告の評価や意見が大半である｡スキルや知識の習得機会はもちろんのこと､日

常業務を離れること(OFF-JT)により､思考や,気持ちを切り替えたり､意欲を新たに

することができる場になっている｡また､ワークを通じて他職場･職種の職員間での交

流/情事艮交換･共有も生まれている｡

｡しかし､中には､講義を聴きにきた｢お客意識｣や｢受けさせられ感｣が見られる職員

もいる｡自分の役割と研修目的の関連についての認識が不十分なことからくる,消化不

良も見られる｡

･また､研修テーマ､受講者の年代･年数､職階､職種により,受け止め方の差はある｡

<プラス評価>

●　00000 (知識や情報など,具体的内容)について知る機会や気づく機会となった｡

●　自分の成長に役立てたい｡

●　日常業務から離れることで,市政や職員の使命のなどを再確認･再認識できた､また

違った思考,新たな視点を持つことができた｡

●　自分の強み､弱みを振り返る機会となった｡

●　自分の仕事の仕方を再点検することができた｡

●　学んだスキルや行動を職場で活用･実践したい｡

●　講師の｢〇〇〇〇〇｣という言葉が印象に残った｡

●　他の職員にもすすめたい｡

◇特に､グループワーク形式について

●　体験学習ができてよかった｡

●　他の職場･職種の職員と情報交換,意見交換できる機会となった｡

●　他職場の業務を知る機会となった｡

●　他の事例を学ぶことができた｡

●　講師のキャラクターに対する肯定的好み｡

<マイナス評価>

●　直接,自分の業務､役割に当てはまらない｡

●　講師のキャラクターに対する否定的好み｡

●　内容の消化不良｡

●　資料の分かりにくさ｡

(その他､感想･意見､要望のある事項)

●　研修テーマ､内容の深さ

●　時間の長短,日程の設定

●　会場環境(空調,広さ)

●　対象者(管理職も受けるべき内容,受講年次など)

1-守-リ



平成22年度(2010年度)

研　修　計　画
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豊中市総務部人材育成室職員研修所
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をま　じ　め　に

今年度は､地方分権一括法施行からちょうど10年目にあたる年であり､同時に｢豊中市

人材育成基本方針｣を策定してからも10年が経過しています｡この間､職員を取巻く環境

は大きく変化し､公共サービスのあり方について議論が高まるとともに公務員批判の声も相

次いで聞かれましたo本市においては厳しい財政状況のもと行財政改革の実っただ中にあり､

職員定数の削減や多様な雇用形態の活用などこれまでにない変革を迫られた10年間だった

のではないかと思います｡そして､地方分権という言葉が市政を進める上では欠くことので

きないものとなっており､本市職員の育成においても分権時代を担うに相応しい｢めざすべ

き職員｣を方針で示し､人事･研修･職場が連携して取り組んできましたoここ数年は､団

塊世代の大量退職期を迎え､今後職場をリードする管理職の若年化により､技術や知識の継

承など後継者の育成も大きな課題となっていますo今､人材育成そのものが､あらゆる政策

課題を解決するために不可欠な要素として庁内各組織から課題提起され､新たな時代に対応

するための新たな人材育成の方策が求められているところです｡

職員研修においては､これまでも職員の主体的な自己学習､自己啓発を基本とした能力開

発研修や課題別研修の甲ゝ､階層や採用後の年数に応じ､適時に計画的に研修を実施するこ

とで､求められる職員像-の自覚や意識を高めるよう働きかけてきましたoここ数年臥職

場の体制上の課題もあり､なかなか研修に時間が割けない現状がありますが､基本研修につ

いてはある程度定着しており､指名されたら優先的に受講をする風土はできつつあります｡

数少ない研修をより効果のあるものにするために､特に若手職員の研修については所属長を

初めとする職場との連携を深め､研修前の意識の高場や研修後の定着に努めているところで

す｡今年度も､なお一層､効果的な研修になるよう工夫に努めていきます｡

また､職員の職務遂行能力や専門性の向上には､ OJT (職場での仕事を通じた育成指導)

や職場研修が大きく影響します｡各職場がそのことを理解し､積極的に育成を進めることの

できるよう､意識啓発と支援を進めることが､職員のやる気の向上にもつながりますoそれ

ぞれの職場が抱える課題は様々ですが､今年度はより職場の実態に柔軟に対応できるような

職場研修支援制度を進めていきます｡
I

職員の皆さんには､指名などがないとなかなか研修に申し込む機会がない方も沢山いるよ

うです｡是非､研修案内を見ながら興味のある内容があれば､チャレンジをしていただきた

いと思います｡また､研修所では業務改善や職場活性のヒントが得られる手法など研修講師

からの情報の蓄積があります｡仕事を進める上で何か困っていることがあれば相談をしてい

ただければと思います｡

職員は組織の最大の財産であり､職員を育成していくことはこれからの豊中市を創造する

ための礎を築いていくことです｡所属長の皆さんには､人材育成の観点から､所属職員の研

修参加を積極的に促していただくようお願い申しあげます｡

平成22年(2010年) 4月

職員研修所長
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人材育成基本方針について

研修制度の基本的な考え方

平成22年度職員研修　重点目標

豊中市職員研修体系

職階別による研修の位置づけ

自主研修

職場研修

派遣研修

研究事業･インターンシップ

研修所研修

2-し卜ゝら



職員一人ひとりが公務に従事する者として､市民､地域のために常に取り組むべき目標や課

題を意識し､意欲的に仕事ができるためには､組織としてどんな職員をどのように育てていくの

かを明らかにし､職場環境を整えることが大切です｡豊中市では､平成12年に策定した豊中市

人材育成基本方針(平成17年(2005年)中間総括)を取巻く状況の変化に対応し､現在､新た

な方針の策定をめざし作業を行っています｡

今年度は新方針-の過渡期となりますが､これまでの方針で一貫してきた以下の基本的な

考え方を引継ぎながら､新しい時代の行政運営を担う職員の育成に取り組みます｡

人材育成の基本的な考え方

職員の主体的な自己啓発を基本とし､これを支援するため､職員一人ひとりがあらためて公

務に従事する者としての自覚と人権感覚を高め､能力を向上させながら､意欲をもって元気い

っぱいに仕事ができるような環境づくりや制度づくりを進めていきます0

-人材育成施策の方向性-

職員の主体的な自己啓発を支援する

活力ある職場づくりを支援する

人材育成の視点で研修･人事･職場が連携する

この3つの基本的な施策の方向を図示すると次のとおりになります｡

連携
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研修制度は､本市の基本理念である｢人と地域を世界と未来につなぐまちづくり｣を

達成するために､公務員としての自覚や人権尊重を基本としながら､地方分権･行財政

再建時代に求められる｢めざすべき職員｣に必要な能力･資質の向上を次のような視点

に立って支援しますo

｢自律ル､ ｢信頼｣に応え､ ｢変革｣する職員をめざし､採用されてからの経験年数や職階に

応じ､それぞれに必要な能力･資質の向上を図るために､計画的な人材育成に向けた取組み

を進めますo

聴場との連携

*OJT(オ

ン･ザ･ジョブ小レーニング)の促進を図りますo

また､職務に求められる能力や職員の人権感

覚を高める職場研修の充実をめざします｡

マネジメント能力の向上

る能力の向上を図ります｡

*　oJT(オン･ザ･ジョブ小レーニング)とは､日常の仕

事を通じ､あるいは仕事に関連させながら継続的､計画

的に指導･育成することで､人材育成において､中心的

な役割を果たします｡

目標を立て､目的を達成するために必要な目標管理に関す

研修参加への動機づけ

るとともに､研修に参加しやすい環境づくりをめざします｡

研修効果を高める方策の充実

研修のカリキュラムや手法を工夫す

また､庁内講師を務めるなど研修成果を自分

自身や職場にフィードバックすることで､研修効果を高めます｡
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基本的には従来の研修体系に沿って実施していきますが､職場での育成を支援するた

めに､より職場実態や職場ニーズに対応した研修内容の企画に努めます｡個別の研修の

目的は研修案内の中でお知らせしますが､積極的主体的に受講をお願いします｡

◆基本研修

東軍聯員としての基礎を築き､仕事に取組む姿勢を育みます!　　一I

採用されてから5年ぐらいまでは､将来の豊中を担う職員としての基礎を固める時

期です｡とりわけ市職員としての基本的な仕事に対する姿勢は､若いうちに配置さ

れている職場で育まれることから､職場との連携をこれまで以上に強めながら､効

果的な研修を実施しますoまた､業務遂行や政策形成に結びつける基礎的な力が身

に着くよう､体験型や具体的な手法を学ぶ研修を通じ､実際に経験する機会をつく

ります｡各階層別では今日的な行政課題に的確に対応するため､情報共有の機会を

提供し､自らの業務につなげていく意識を啓発します｡

垂聯場内外のコミュニケーションカを高めます!　　一一一一一

仕事は一人でできるものではなく､関係する人たちが協力し合ってチームで行うこ

とでよりよい内容になります｡また､行政の立場だけではなく市民視点で業務を見

っめる姿勢も大切です｡現場で市民や事業者と積極的に対話し､相手の立場を考え

ながら仕事を進めることができる人材となるよう､採用後2年目職員のボランティ

ァ体験実習や8年目職員のコミュニケーション研修を引き続き実施しますoまたそ

の他の研修でもグループワークなどを通し､職場外のネットワークを広げ､より広

い視野で業務を見つめ直す機会づくりを支援しますo係長級や課長補佐級-の昇格

者の研修においては､自分自身の職場における役割と責任を自覚し､職場における

要の存在として､特にリーダーシップやコミュニケーションカを向上させる研修を

実施します｡

卑管理職をバックアップします!

団塊世代の退職に伴い､管理職の若年化が進んでいます｡また､定数削減による少

人数化や､自分より経験の長い部下や多種多様な雇用形態の職員の育成指導など､

職場運営が難しくなっており､一方で､新たな行政課題に迅速･的確に対応するこ

とも求められますoそうした厳しい状況にある管理職が円滑に仕事を進めることを

支援し､また管理職としての役割を自覚し意欲的に職場のマネジメントや人材育成

を推進するための意識･姿勢を持ってもらえるよう､管理職研修を充実します｡

-3-
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◆課題別研修

☆行政課題をしっかり学び視野を広げよう!

平成24年度に中核市移行を控えていることから､管理職員だけでなく一般職員に

も地方分権と中核市制度についての理解を深めるような研修を実施します｡このほ

か､採用後5-7年目職員や係長級に昇格した職員に対して実施している行政課題

セミナーにおいても､市が直面している課題や取り組んでいる施策についての見識

を深め視野を広げて自らの業務に活かすよう啓発をします｡

☆行政職の達人に近づこう!

事務を効率的に進めるために､マニュアルを作成し活用することも一つの方法です

が､場合によってはマニュアルがなければ何もできない事態や単なる前例踏襲を招

く恐れがあります｡財務会計や文書管理､契約事務､法務など行政職としての基礎

を学び､自らが考え判断し適正に事務を進めることのできる職員を育てるために､

実務に精通した主管課と共催で行政事務実務研修を実施しますo

_☆人権感覚を磨こう!接遇を学ぼう!　　_

市民からの信頼に応え､市民が安全で安心できる生活を送るためには､すべての業

務において職員一人ひとりが人権尊重の視点で取り組むことが大切です｡今年度も

引き続き､それぞれの職場において主体的に人権研修に取組んでもらうよう支援を

行っていきます｡また､相手を尊重し親切な応対ができる職員を育成するため､接

遇研修や接遇指導者研修を実施します｡

☆職場で改善しよう!

仕事を気持ちよく進めるためには､作業環境の改善や､手順の見直し､マニュア

ル作成などちょっとした工夫と努力でできるものが少なくありません｡また､職場

の中で創意工夫し協同で改善することが､仕事に対する意欲向上にもつながります｡

加えて､担当業務だけでなく広い視野から市で取組んでいる施策事業を見つめ直す

姿勢が､これからの時代を担う職員には求められています｡こうしたことから､今

年度は若手職員を対象にした｢問題解決｣の研修を実施するとともに､職員の新た

な発想を育み活かすことのできる人材として係長や課長補佐など管理監督者を対象

に｢職場活性化｣の研修を実施しますo

★★研修案内について★★ 

11へ○-I)●以降に研修日程琴を掲載していますのでご覧ください○ 

詳細は､その都度職員研修所から各職場に通知します○ 

庁内情報共有氾テ血の｢研修案内｣にも掲載しますので､随時ご覧ください○ 

破出払泌p.てこ=三一一一1-二三一一′-.;三<七:±i==､..Lだ旨さ∴p.二八JrT=㌻~..鵜ノ■:､L-L.f-i=;､:､-Jl./rr..:=忠地出.M過払拙速払出栄遥良品滋法搬お盆教義 
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豊　中　市　職　員　研　修　体　系

･ (階層別研修)

管理職員研修

能力開発研修

課題別研修･

セミナーなど

トワイライトセミナー

定時制(夜間).通信制高校･短大･大学通学支援

修学部分休業

OJT (オンザ･･/ヨデ･トレーこげ)

集合研修

派遣研修(職員派遣研修支援制度)

新規採用職員研修

2年目職員研修

3 ･ 4年目職員研修

5-7年目職員研修

8年目職員研修

係長級研修

新任係長研修

技能職員監督者研修

新規採用職員受け入れ研修

課長補佐級研修

新任主幹研修

新任課長研修

管理職員研修

法務研修(地方自治法､浜制執務ほか)

OA研修

行政実務研修

(財務会計､文書管理､契約事務ほか)

講習会(普通救命や手話など)

技能職員研修

接遇研修

クレーム応対研修

一　再任用予定職員対象研修

行政課題セミナー

セクシュアル･ハラスメント研修

人権研修(77シ･)チーター襲成研修ほか)

北摂都市研修協議会共同研修

(地方自治講座ほか)

職員派遣研修支援制度

(先進都市､市町村アカデミー等公的研修専門枚関､民間研修専門後閑)

研修専門機関-マッセOSAKA等-の派遣

*このほか､労働安全衛生や環境､情報などの全庁的な研修があります
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自らの意思で自ら求めて学ぶとき､研修の効果は最大限になりますo職員の能力･資質の

向上をめざして､自主研修を促進し定着させるよう､職員の自主研修活動を支援します｡

(1)トワイライトセミナ-(勤務時間外に実施する研修)の開催

職員のみなさんの希望を開きながら､庁内外の講師を招き､さまざまなテーマで午後6時

以降に開催します｡

(2)定時制(夜間) ､通信制の高校･短期大学･大学への通学支援

定時制(夜間) ､通信制の高校･短期大学･大学-通学する場合､職務専念義務免除制度

を利用できます｡

(3)修学部分休業制度

職員が無給の部分休業時間を活用し､職務能力の向上のため､学校教育法に定める大

学･短期大学･高等専門学校｡専修学校･各種学校などの教育施設に通学できます｡

(4) OA研修室の夜間開放

パソコン機能やソフトの基本的な知識や換作を習得するため､ OA研修室を利用できま

す｡

【利用できるソフト】

｢ヮ-ド2003｣ ｢エクセル2003｣ ｢アクセス2003｣ ｢パワーポイント2003｣

(5)情報の提供(庁内情報共有システム内の匪垂頭重

①職員研修所主催研修の受講感想集約

-研修に参加できなかった職員-情報を提供し､共有化を図ります｡

②推薦図書-職員研修所主催研修の講師が推薦した図書を紹介します｡

③通信教育講座情報-受講料の団体割引がある通信教育講座を紹介しますo

④他団体が主催する研修-自主研修として随時案内します｡

-7-

i- Y-33



職場は仕事をする場であるとともに､職員を支え､育てる場でもあります｡職場研修を活性

化し､いきいきとした､活力ある職場づくりの取組みを支援します｡

(1)職場研修の支援

各職場の課題に応じた職場研修を､講師謝礼金を職員研修所で全額もしくは一部負担す

ることで支援します｡

職員研修所から｢プログラム(｢講師｣指定)｣を31コース(部下指導､接遇､問題解決などの

テーマで2-3時間)設定します｡それ以外に､各職場で設定した｢プログラム｣ ｢講師｣で職場

研修を実施することもできます｡

また､今年度から､業務改善に関する職場研修に関しては､職場の実情にあった講師の

紹介や複数回(2日間研修や年に数回)の研修実施も可能にするなど､支援を強化します｡

(2)部下指導･育成(OJT-オン･ザ･ジョブ小レーニング)の推進

日常の仕事を通じ､または仕事と関連させながら､計画的･継続的に職員を育成していく

oJTの活性化を支援しますo平成22年度は｢課長補佐級研修｣でOJT研修を実施し､基本

的な考え方や実施方法などを学びます｡　　′

(3)職員派遣研修支援制度

職員を先進都市-専門研修に参加させる際に必要となる旅費及び負担金を支援しますo

各職場の主体性に重点をおき､職場における人材育成を支援します｡また､職場等での報

告会を実施し､研修成果の共有化を図ります｡

(4) r庁内講師出前研修｣の実施

各部局の事業について他部署に説明することにより､庁内における情報の共有化を

推進するとともに､講師を担当する職員の能力開発及び資質の向上を図りますo

-8-
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業務の課題などの調査･研究や専門的な知識･技能などを習得するために､先進都市や他

団体の研修専門機関などに派遣します｡派遣する職員は中堅職員を中心とした若手職員と

し､人材の育成を図ります｡また､職場での報告会などを通じて､職場や職員間で研修成果

の共有化を図ります｡

北摂都市研修

協議会共同研修

職員派遣研修

支援制度(再掲)

研修専門機関への

派遣

地方自治講座など業務上必要とする知識や能力の向上を図り

ます｡また､近鋲の自治体職員と一緒に研修を受講し､情報交換

等を行なうことにより相互交流を図ります｡

職員を先進都市や専門研修に参加させる際に必要となる旅費

及び負担金を支援します｡主体性に重点をおいた新しい制度を

設けることで各職場における人材育成を推進します｡また､職場

等での報告会を実施し､全庁的に研修成果の共有化を図りますo

専門的な知識や技能を習得させるため､市単独では実施でき

ないテーマを実施するマッセOSAKAなどの研修専門機関に派遣

します｡

*安全衛生教育研修派遣もあります｡
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･地方分権時代に､自治体行政においてはこれまで以上に自らの責任と決定のもと､多様な行

政ニーズに的確に対応していくことが求められています｡

グループ研究事業では､設定したテーマにおける課題の現状分析や情報収集､立案などの調

査･研究を通じて､政策形成能力や企画立案力の向上をめざします｡

職員研修所では､調査･研究を希望するグループに対して､講師謝礼金や先進都市視察費用､

参考図書購入費などの支援や活動場所(OA研修室)の提供などを行います｡

(1)対　象　豊中市の行政課題に対し､自らテーマ設定を行い､そのテーマについて調

査･研究を希望し､かつ関係課以外のメンバーの募集を希望するグループ

(2)研究期間　平成23年(2011年)3月まで

(3)成　　果　研究発表会の実施

※研究事業はこのほか､マッセOSAKAでも毎年度2-3テーマを設定して実施しています｡

インターンシップ

｢豊中市インターンシップ制度実施要綱｣を策定し､インターンシップの推進を図っていま

すoインターンシップとは大学生等が在学中に自らの専攻や将来の進路と関連した就業体験

をすることです｡学生等が豊中市でインターンシップを体験することにより､市政に対する理

解を深めてもらうことや学生を受け入れるにあたり､担当職員が日常業務を振り返ったり､学

生から新鮮な刺激を待たりすることを目的としていますo
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研修所研修

【基本研修】

研修区分.科目 剔ﾎ象者 倬隸｢�日数 侈H�86X�ｸ7ﾒ駑ｩUr�

般 戟 負 節 ��hｴｸﾜﾉw��X蹴�H22.4.1採用職員 滴ﾈ��?｢ﾃ)?｢ﾃR�3日 ��X醜,h+X,H,ﾈ齪ｦ�.(覃馼,偃h.��x-韈���/��

ホップ研修 剴� 剞gにつけるとともに､公務員としての必要 な基礎的知識を習得する 

新規採用職員 都�#�紕�"ﾒ�7月8日,9日 �)?｢�公務員倫理､総合計画､財政などの知識を 

ステップ研修 買#"紕��ﾜﾉw��X蹴�剌K得するとともに､仕事に取り組む姿勢や キャリアデザインについて考える 

新規採用職員 �10月28日,29 �)?｢�発想力.企画力研修 

ジャンプ研修 剴� 剩ｭ想や企画の考え方や手法を学び､日々の 業務において実践に結びつけることをめざ す 

2年目職員研修 俐ﾉw�)D駑ｩ�X蹴�未定 �"綺?｢�ボランティア体敬 ボランティア活動の体験を通して､市民と の協働や公共サービスについて考える 

4年目職員研修 俐ﾉw�ID駑ｩ�X蹴�10月21日,22 �)?｢�政策課題把握.分析研修 
修 劔?｢���ﾈ���?｢ﾃ#�?｢���ﾘﾟH攣��/�F8環饂ｩ�ﾘ+x.佛)d�/�ｧx-�I�R��ｨ,ﾈ攣��/���ﾈ�+x.僞ﾉ|ﾘ/�wｸ*B�

3年目職員研修 俐ﾉw�9D駑ｨ,ﾉj�B�ｮ仂hﾆ���"�

5-7年目職員研修 俐ﾉw�RﾓyD駑ｩ�R�未定 丿S�綺?｢�行政課題セミナー 

※1 儿��悩�����｢�様々な行政課題について取り上げ､関係課 と連携して情報や知識を共有する 

8年目研修 ��ﾈﾜﾉw�吋駑ｩ�X蹴�9月16日,17日 �)?｢�コミュニケーション能力向上& メンタルタフネス 相手との信頼関係を築き深めるための手経 を活用したコミュニケーションをカウンセ 1)ングトレーニングなどから学ぶDまた､ 自分自身の気持ちのコントロールなどメン タルヘルスについても学ぶ○ 

監 管 敬 負 佛y+xｸ侈H�2�新任係長級職員 茶度ﾈ緤?｢ﾃ以��各2日 ��5(�ｸ6�984�H�2�

※1 �25日 ②6月22日,23 日 ③6月8日,9日 ��������｢�部下や後輩職員に仕事を主体的に考え取り 組ませながら教えるコーチングを学ぶ ②ロジカルコミュニケーション研修 ｢論理的に書く.話す.聴く.ディスカッ ションする｣のスキルを修得し､論理的思 考を身につけ､説得力のあるコミュニケー ションを行う能力の向上を図る ③折衝力.交渉力研修 論理的思考や表現力を身につけ､説得力の ある折衝､交渉をする力を養う○ 

新任係長研修 ��iD8ﾅy+r�(95月14日 ����?｢�①新任係長に求められる役割を認識すると 
節 修 剞V任グループ長 ��Xﾈ�#dVﾂ�(参0.5日 �,h.�,唔*��ｨ戊�8,亊h+x.�&ﾘ�/�ｧx-B�t�8�985�8ｲﾘ8ｸ5位H�2��8,ﾉ�x�,8*ﾘ.�,ﾈ+ﾘ-�,ﾈ�8�,ﾈﾏﾈ�8,i&ﾘ��.(5�4ﾈ8ｸ/�ｧx-H�ｲ�

新規採用職員受け入 兌ﾙ�ﾃ#�D�7��hｴｲ�4月14日 ��綺?｢�新規採用職員が､意欲を持って仕事に取り 

れ研修 俐ﾉw��X醜*ｩGｩ���剔gむことができるよう職場における育成指 

される課の補職 者､または実際に 指導する職員 劔;�_ｹd�,�,x,�,(*(,Hｧx-B�
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研修区分.科目 剔ﾎ象者 倬隸｢�日数 侈H�86X�ｸ7ﾒ駑ｩUr�

監 �ｹ+y^(ﾛ(ｸ侈H�2�新任課長浦佐級 ��Xﾈ�#Y?｢ﾃb�各2日 ��6��ｸ8�8��ｸ4�8ｨ�ｸ5��ｸ5h6(7hﾊH�2�

職員 佇�#�?｢�t�hﾈ���?｢ﾆﾆﾂ�?｢�t#hﾈ�#Y?｢ﾃ���【選択】 �6��ｸ8�8��ｸ4霄ﾘ嶌,ﾈ+ﾘ-�,ﾈ8ｨ�ｸ5��ｲ�5h6(7iEﾉ|ﾘ,ﾈﾏﾈ�8/��ﾘ.��t�7H4�5h8ｨ6X自uｲﾘﾊH�2�YH岑.(�8譏,ﾈ�8ﾊ�/�*H-ﾈ*ﾘ処*ｸ�+ZB�

督 職 負 節 修 劍ﾈ綺?｢���8.(7��ｸ6X4(984�/�ﾏ�ｩ4�,��俎2�+x.偃嬰�.(ﾖﾈ*i_ｸ/�ｧx-B�t&�HﾊH�2��H,ﾈ�wi�ｸ/�yﾘ��+ZHﾋｸ�ｨ,X����,R�*ｸ.�5�4ﾈ8ｸ/�ｧx-B�

管 理 職 負 節 修 ��iD8皦ｫ(ﾊH�2�新任主幹職員 店ﾈ���?｢�1日 冦ｩUxｬyyﾘﾊH�2�)mｩUx,�.h.豫yyﾚ8,�,(*(,H,ﾈﾖﾈ*i_ｲ�.)mｩUy�ﾙ.�,ﾈ覈_ｸ,�,x/�ｧx-B�

新任課長研修 ��iD8攣+y�X蹴�(D4月27日 @4月30日 (塾5月13日 ��①市の現状と課題を認識し､労務管 翠.業務管理に関する知識を身につけ ることにより所属長としての責任と リーダーシップの向上を図る ②評価者研修 人材育成における人事評価の意義と そのあり方について理解を深め､公正 な評価を行うための留意点を学ぶ (参メンタル-ルス研修 メンタル-ルス問題の認識を高め､管 理監督者の心構えと役割を学ぶ 

管理職員研修 豫yyﾙ�X蹴�未亮 冕).��組織運営を進めるうえで､管理職員と 

※2 劔して必要な知識や情報を学ぶ(人材育 成.危機管理一地方自治体を取り巻く 課題､人権など) 

※1行政課題セミナーのテーマ(採用5-7年目職員､技能職員監督者､係長級職員の対象者は1テーマ以上を選択し

て受講) 

科目 倬隸｢�場所 

個人情報保護 冕).��未定 

地域自治と行政の役割 冕).��

人権行政基本方針 塗ﾈ靺��

地域福祉計画 塗ﾈ靺��

行財政改革 塗ﾈ靺��

※2管理職員研修のテーマ予定 

科目 倬隸｢�場所 

地域における自治システムについて 冕).��未定 

協働の推進について 冕).��

危枚管理について 冕).��

人権行政基本方針について 店ﾈ靺��

セクシュアル‥→ラスメントについて 冕).��
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【課題研修】

研修区分.科目 劔���ｸ�"�時期 �?ｩ�B�研修テーマ.目標 

能 力 囘��zR�法樺研修 弍9eﾘ+x.��X蹴�3��ﾂ��未定 ��?｢�地方自治法の具体的な内容を理解し､業務の遂行に 

(地方自治法) 劔役立てるとともに､法的思考力の向上を図る 

法律研修 弍9eﾘ+x.��X蹴�3��ﾂ��未定 ��?｢�条例.規則の制定や改廃などを各部局で主体的に 

(法制執務) 劔取り組むために必要な法制執務能力の向上を図る 

0 A 啅v����希望する職員 度ﾈ粐ﾓ�(ﾈ��各0.5日 舒馮ｹ4�,���ﾞﾈ*�.yJﾙ5y4�,斡�Eﾈ,ﾈｨ駅�-ﾈ,ZH8ﾈ7�8ｲ�
･EXcel ･Acce88 ･PowerPoint 宙ｦS�i�ﾂ�����)?｢�に応じて学ぶ 

請 習 会 儿�,ｨｷ駝ﾘﾗX�橙�該当部局の職員と新規採 蝿ｧ�"綛ﾈ����3時間× �<ｹJﾙ4�,磯hﾌﾈ.(ｷﾙV�,�,x,ﾈ�V��(,��袷h+X+ﾘ�ｨﾘr�用職員(各60人) 買#2�(ﾈ��23回 �,儖X*h,JHｷ霍ﾘ呵ｷﾘ詹9hﾌﾈ/��;�+x.��

手話講習会 弍9eﾘ+x.��X蹴�#Y�ﾂ��H22_9月～ �(鳧ｭH���手話技術を習得し､聴覚障害者-の理解と認識を深 

H23.3月 �#H���め､行政サービスの充実を図る 

技能職員研修 刳�]する職員(40人) 冕).��ー1日 �6��ｸ8�8��ｸ4靠ﾈ�8,�-�*�+ﾘﾏ�ｩ4�,�5(7�8X6ｨ5��ｲ�5h8x98,ﾈ詹d�/�ｧx-B�

按 ��hｴｸﾜﾉw�D8ｯｩWH*ｲ�窓口職場に配属された薪 滴ﾈ��9?｢�1日 佰ik�醜,h+X,Hｮ馮ｸ,h,�.��ｨｿh,ﾉ�8ﾕﾈ*b��X4ﾈ8ｸ,�,"�

開 罪 節 剞E員研修 亢ｸﾜﾉw�D8ｯｩWI�X蹴�凾｢て学ぶ 

接遇指導者養成研 ��X�ｨ,Y�ｨｿh,ﾈ8ｪ85��ｸ,b�未定 ��?｢�職場での接遇に関するリーダーを養成するため､按 
修 �������2�修 �,�.��X蹴�刹�ﾌ基本と指導者としての考え方.職場研修の進め 方などについて学ぶ 

障事当事者から見 弍9eﾘ+x.��X蹴�未定 ��綺?｢�障害当事者から直接話を開くことで､当事者の思い 

た接遇と人権 劔を知り､人権尊重の視点で取り組む姿勢を学ぶ 

クレーム応対研修 刳�]する職員(40人) 冕).��1日 �4�8ﾈ�ｸ8�咎��,亊h+x.�&ﾘ�.(ｵｩd�,�,(*(,Hｧx-B�

財務会計研修 刳�]する職員 冕).��未定 俥�k�檍ﾇh,ﾈﾖﾈ*i_ｸ.(駟k��yﾘ,�,(*(,Hｧx-B�

文書管理研修 刳�]する職員 冕).��1日 兌h��ｬyyﾘ,ﾈﾖﾈ*i_ｸ,h暮w�I>�vZH5h5�6X8�,ﾉ��ﾞﾉ_ｲ�d�,�,(*(,Hｧx-B�

再任用予定職員研修 剄ﾄ任用予定職員 冕).ぴ�0.5日 俐ID9w�uﾉ.��X醜,h+X,JH+�.ｨ*�.x,ﾈ覃馼,ﾈ����.(齟�Zｨ,ﾈ4ﾈ888ｨ4�6h5X4898,�,(*(,Hｧx-B�

面接官研修 剞E員(任期付を含む)の採 冕).��0.5日 俐ﾉw�lｩ�ｨ鳧,�*�*�.冤ｩ�ｨｪ�,h+X,ITｹwh,扱ｨ��.)&ﾒ�
用面接を掩当する職員 劔�JHﾗ9:鶇�8�I�9;�/�ｧx-B�

課 局 別 僣���ﾒ�擺����総合計画について 弍9eﾘ+x.��X蹴�未定 丿S�綺?｢�様々な行政課題についてとりあげ､関係課と連携し てセミナ-を実施する I 

地方分権と中核市 制度について. 

市政に対する提言 の報告に関する要 綱について 

セ ク ノヽ �5ｨ4�5h8X4�8ｲ�6�8��係長級職員 冕).��0.5El ��X�ｨ,X5ｨ4�5h8X4�8ｲ�6�8�5�8�986x/�ｴ�+�+8,�*(+ﾒ�スメント防止研修 劔めの基本的な知識を学ぶ 

セクシュアル.ハラ �5ｨ4�5h8X4�6ﾘ8ﾂ�6�8�5�8�92�未定 ��綺?｢�セクシュアル.ハラスメント相談を担当する職員の 
節 修 セ �8��主メント相談窓口 担当職員研修 �6y�ｩ&ｹ%99i�X蹴�剩¥力向上を図る 

人 権 ��ﾈﾊ�ﾊH�8益D9�I���人権研修主任推進員.推進 刔9�H���各0.5回 ��ﾈﾊ��因H,俑ｨ+H+X+ﾘﾗ9�ﾘ,ﾉ�I��,儺ｹwh,��X醜,ﾈ�2�

ナ I な ど 刪�剏､修 儿���ﾈﾊ�7H4�5h8ｨ6��ｸ5��ｲ�����H���識啓発､資質の向上を図る 

人権講演会 弍9eﾘ+x.��X蹴�未定 ��綺?｢�

人権フアシリチー ター養成研修 ��ﾙk�%99h攣+x*ｩ�I�X+x.���X蹴�#��ﾂ��未定 ��?ｨ�紕����

障害者の就労に関 する研修会(人事課 主催) �ｹ+y^(ﾛ(ｷ�-�ﾅy+r�未定 ��綺?｢�障害者の就労についての理解と認識を深める 

※この他､労働安全や環境や情報などの全庁的な研修があります｡
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{研修内容に関する聞合せ{ 

豊中市総務部人材育成室職員研修所 

〒56卜8501大阪府豊中市中桜塚3-1-1 

電話:06-6858-2585 

FAX:06-6846-6177 

E-mail:kenshu@city.toyonaka.osakajp 
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