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京都市行財政局人材育成推進室副室長

吉 田 覚

私が所属する人材育成推進室は、職員の人材

育成の他に、組織の活性化、職員の安心・安全

の確保といったことを行っています。京都市役

所における「職員の働きがい」についての取り

組みは、2013 年 3 月に策定した「京都市職員

力・組織力向上プラン」に基づき取り組んでお

りますので、このプランについてお話しをさせ

ていただきます。

「職員力・組織力向上プラン」の目的

このプランは、タイトルが示すように、「職

員力」だけではなくて、「組織力」の向上も目

的としています。個人の力を高めることにとど

まらず、高めた個人の力を結集し、組織として

の力も高めようという意図が含まれています。

サブタイトルは、「職員一人ひとりが能力開

発・人材育成に本気で取り組む組織風土を目指

して」としています。このなかで強調したいの

は、「職員一人ひとり」と「本気で取り組む」

という部分です。

人材育成は、人事部門だけがいくら頑張って

も職員個人に学ぼうという意欲がなければ、効

果は期待できません。「職員一人ひとり」が学

ぼうとする、成長しようとする意欲を喚起する

ことが重要です。

また、職員は職場での業務を通して最も成長

します。しかし人材育成の必要性を感じていて

も、つい日々の業務をこなすことに終始し、育

成はおろそかになってしまいがちです。したが

って、各職場が人材育成に「本気で取り組む」

ことが極めて重要で、それを当たり前にできる

組織風土を作っていかなければなりません。そ

ういう思いが込められたサブタイトルです。

「はじめに」は職員へのメッセージ

プランには「はじめに」として、職員へのメ

ッセージを書いています。採用された当初の想

いを思い出してみましょうという語りかけから

はじまり、市を取り巻く困難な状況のこと、そ

れに立ち向かうために「職員力」を高め、「組

織力」を向上させていくことが必要であること

などを訴えています。

市を取り巻く困難な状況としてまず挙げられ

るのは、財政危機です。行政資源が限られるな

か、簡素で効率的な組織体制の整備が進められ

ており、職員数も 1994 年の約 1 万 9000 人から、

2013 年には約 1万 4000 人となりました。

少ない人数で効率的・効果的に業務を行うこ

とがいっそう求められる状況を踏まえ、プラン

では、「職員一人ひとりが“意欲”、“成長実感

＝やりがい”、“能力”を自ら高め、また、共に

高め合うとともに、職員の成長を支援するため、

管理職員への意識付けをはじめとして職場環境

の変革が重要です」としています。

職員力・組織力向上の基本方針

このプランの取り組みの多くは、2009 年に

策定した「人材活性化プラン」を、引き継いだ
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ものになっています。

人材活性化プランは策定の際に、学識経験者

に加えて民間の人事部門担当者にも参画してい

ただきました。当初は、「役所と民間企業は異

なるので、民間企業の意見をどこまで活かせる

のか」という声もありましたが、実際に民間企

業の方のお話をお聞きしていくことで、違いと

同時に共通することも多く見つけることができ、

人事評価制度や、FA 制度の導入、「ほめる」

文化の醸成など、民間企業で行われていた制度

や考え方をいくつも盛り込むことができました。

また、市民感覚や職場内における一体感の醸

成をはかる、全庁「きょうかん」実践運動、ワ

ーク・ライフ・バランスの推進、時間外勤務の

縮減、メンタルヘルス対策の推進も、このとき

に大きく打ち出しました。

この「向上プラン」では、一定の成果を挙げ

たこれらの取り組みを、さらに定着、活用する

とともに、新たな取り組みを加え、職員力と組

織力の向上を図っていくこととしています。

めざすべき職員像

職員がめざすべき職員像として「京都を愛し、

公務に情熱と誇りを持って自ら考え行動し、市

民と共に京都の明るい未来を切り拓く職員」を

掲げています。

さらに「責任」「改革」「市民協働・共汗」

「チームワーク」「人間力」の 5 つに分けて、

求められる行動・姿勢を掲げています。多様な

業務を行い、多くのことが求められる公務員の

特性を表していて、網羅的に多くのことを記載

していますが、特徴的なものとしては「人間

力」を掲げていることではないかと思います。

仕事と家庭だけでなく、社会貢献を含めた「真

のワークライフ・バランスを実践し、人間力を

高める職員」と位置付けて取り組んでいます。

職階に応じて果たすべき基本的な役割

「目指すべき職員像」は、全職員に共通のも

のですが、「果たすべき役割」は職階に応じて

異なります。またその期待される役割を果たす

ために必要な能力の要素や度合いも変化します。

じつはこれは、前プラン策定時にはあいまいに

なっていました。直接的な業務の目標の他に、

組織の運営や、部下の育成について、どの職階

の職員が何をしなければならないのか、という

意識が、統一できていませんでした。

そこで、人事評価制度の導入に合わせて、職

階に応じて果たすべき基本的な役割を定め、今

回のプランから記載することができました。職

階ごとに 3 つの役割を定めており、1 つは方針

の設定やその実現ための進捗管理など、組織目

標に対する役割です。2 つめは、組織の運営や

上司の補佐など、組織運営に対する役割。3 つ

めは、部下への指導や同僚への助言など、人材

育成に関する役割です。これらの３つ役割を果

たすために必要な能力は一定ではなく、職階ご

とに異なります。職階が上がるごとに、実務遂

行能力の度合いが少なくなり、判断能力や育成

指導能力、組織運営力などの度合いが高くなっ

ていきます。

職員力・組織力向上の基本的な考え方

このプランでは、職員力・組織力を向上させ

るために「職員自身が“成長実感＝やりがい”

と自己成長しようとする意欲を持つこと」がと

ても重要であると位置付けています。

そこで、職員のキャリア形成の支援に取り組

んでいます。職業人生の中で、どう成長したい

のか、どう働いていたいのかを、改めて考える

機会を与え、その実現を支援することが、職員

のやりがいと成長意欲の向上に繋がると考えて

います。

職員力の向上

能力を引き出す人事施策

職員力を高める人事施策の基本は、人事評価

制度です。人事施策を、人事評価制度と連動さ
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せることで、より大きな効果を発揮させようと

しています。人事評価制度は、人材の育成や組

織の活性化のためのツールという位置付けをし

ており、とりわけ職場内でのミーティングや上

司との面談を重視しています。

人事評価制度の導入前は、こうしたことが職

場任せになっており、十分に取り組めていなか

ったのですが、導入後は組織的にしっかりと取

り組んでいます。

また、職域・職種ごとの専門性を高めるとい

う観点も重要です。そのため、職種別に人材育

成計画を策定するなど、きめ細やかに取り組ん

でいくことにしています。

OJT 、 Off-JT 、自己研鑽の連携による、

より効果的な人材育成（職員研修の基本方針）

人材育成は、大きく分けると、職場内での訓

練・教育・研修である OJT、職場外での訓練・

教育・研修である Off-JT、そして職員の自主的

な学びとしての自己研鑽、の 3つの手法があり

ます。

なかでも、日々の業務を通して能力開発がで

きる OJT は、最も有効な手法です。しかし、

残業が常態化しているような職場では、職員に

余裕がなく、OJTがおろそかになっている場合

が見られました。

そこで、2012 年度から、OJTの的確な実施、

活性化をめざして「OJTサポート制度」を導入

しています。「OJT サポート制度」を実施する

職場では、職場ごとに「サポーター」1 人を任

命し、新人職員や初めて異動をした職員に対し

て、仕事の進め方や悩みについて、助言・指導

をしています。

Off-JT については、民間企業のアンケート調

査などを見ても、大きな成長実感を得られるも

のではありませんが、業務から離れて、新たな

刺激を受けることで、業務に対する意識や姿勢

を見直すための気付きを得る、あるいは基礎的

な知識を学ぶという重要な役割があると考えて

います。

組織力の向上

組織として人を育てる組織風土の醸成

組織の基本は「人」です。組織力を高めるた

めには、人材を本気で育成する組織風土を醸成

していく必要があります。管理監督職員だけで

なく、すべての職員がそれぞれの職責に応じて

人材育成に取り組むよう、能力と意識の向上を

図っていきたいと考えています。

個々の力の結集

個々の職員の育成、能力を発揮できる環境の

整備に加えて、多様化・高度化する市民ニーズ

に迅速かつ的確に対応するためには、性別や正

規・非正規を問わず、職員の力を結集して、よ

り困難な課題を解決し、成果を挙げる「組織

力」を高めることが求められています。そのた

めの取り組みの一つとして「全庁“きょうか

ん”実践運動」を推進しています。

いくつか紹介しますと、「きょうかんプロジ

ェクト」という取り組みでは、すべての職場で、

毎年最低 1つ、職員全員が取り組む活動を考え

て実践しています。同じ職場でも、一人ひとり

はバラバラな仕事をしていることが良くあるた

め、皆で一つのことに取り組む機会を作ろうと

いうもので、直接的な業務改善だけでなく、何

年も整理がされていなかった倉庫の整理などに

も取り組んでいます。全員で一緒にラベルの貼

り方の工夫など、継続的に整理ができる仕組み

も含めて考え、実践することで、職場の一体感

が生まれます。

「ハートミーティング」という取り組みでは、

職員が自主的にしている勉強会のメンバーと市

長が、本音で意見交換をしています。トップの

考えや想いを、直接、職員に伝え、職員も現場

で感じていることを、直接、市長に伝える。そ

うして風通しの良い組織風土を作ろうという取

り組みです。職員からは、さらに頑張ろうとい
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う意欲が湧いたという声が多く聞かれますし、

市長も職員からエネルギーをもらえると喜んで

おられ、公務が忙しいなかでも、必ず時間をと

っていただくことができています。

真のワーク･ライフ･バランスの実践のための環境整備

職員が持続的にやりがいをもって働くために

は、職務をまっとうするだけでなく、家庭や地

域においても、それぞれの役割を果たし、充実

していることが重要です。そのために、時間外

勤務の縮減、メンタルヘルス対策、ハラスメン

ト対策など、仕事と家庭、地域での活動が調和

できる「真のワーク・ライフ・バランス」を推

進するための環境整備に取り組んでいます。

「ワーク・ライフ・バランス」の頭に、「真

の」をつけていますが、これは、仕事と家庭だ

けでなく、地域での活動を加えているためです。

このうち、時間外勤務の縮減は、かなり進ん

でいます。職員数削減や業務増もあるなかで、

市全体の時間外勤務時間数を 2008 年度比で 2

割削減するという目標はおおむね達成し、個々

の状況を見ても、年間 1000 時間を超えるよう

な職員はいなくなりました。残業＝「善」と単

純に捉えるような風潮はなくなったと考えてい

ます。

メンタルヘルス対策では、全国的に心の病に

よる休職者は増えていますが、京都市は、2006

年度をピークに、以降、横ばいになっています。

その背景には、2007 年度から実施している、

人事異動後のカウンセラーとの面談や、長時間

勤務職員の健康管理医との面談など、未然に防

ぐための取り組みの効果が表れているのではな

いかと思います。

パワーハラスメントやセクシャルハラスメン

トは、職員のやる気や働きがいに大きな影響を

与えますので、専門家による「ハラスメント相

談窓口」を、従来から設置しています。また、

未然に防ぐための対策として、管理監督職員の

研修や、啓発ポスター、手引きの配布などもし

ています。

多様な人材の確保

多様化・高度化する市民ニーズに対応するた

めには、優秀かつ多様な人材が必要です。その

ため、民間からの登用や、受験要件の緩和など

により、幅広い人材の確保に努めています。従

来から、民間企業経験者や国際ボランティア経

験者、大学院経験者の採用枠を設けるなどをし

ていますが、本流である新卒者の採用について

は、同じようなクラブやアルバイトを経験し、

同じような考え方をしている人が多いように感

じています。

多様な人材がいることは、お互いに刺激にな

り、組織の活性化や職員の成長にもつながると

思います。そこで、今年は国と合同で、東京大

学で採用の説明会をしました。これまでは京都

での採用活動が多かったので、こういう工夫も

トライしたいと思います。

職員力・組織力向上の実施計画

基本方針を具体化するための取り組みについ

ては、実施計画として定めています。すでに基

本方針の説明の中でいくつかふれましたが、そ

れ以外について、特徴的なものを紹介したいと

思います。

「職員一人ひとりが自ら市政を改革・創造する」

という意識を高揚させる取り組み

この取り組みとしては、職員の「キャリア形

成」を支援する仕組みづくりをしています。

以前に、民間の方から、「3 年から 5 年で異

動し、それまでとまったく異なる仕事をするこ

とも多い市の職員は、自分自身のキャリアイメ

ージが持ちにくくて当然だ。このことが民間の

方と比べて自己研鑽や能力開発への意欲を湧き

にしにくくしている一つの要因ではないか」と

いう指摘を受けたことがあります。
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そうしたこともあり、職員のキャリア形成を

支援するための研修を、年に 1回実施していま

す。研修では、参加者に自分の将来のキャリア

イメージを問いかけますが、多くの人がイメー

ジできていません。なかには係長には昇任した

くないとネガティブに捉える人もいます。そう

した人は、係員として一生働くイメージがある

のかというとじつはそれもなく、自分の将来へ

の展望をしっかりと持っていないことが多くあ

ります。これは、やる気や働き甲斐にも大きく

影響しますので、市にとっても大きな課題です。

そこで、研修では自身の職務経験を振り返り、

自分の能力、考え方を再確認したうえで、管理

監督者への昇任も含めて、今後どのように働き、

どのように成長したいかを考えてもらっていま

す。「自分を改めて分析し、将来について考え

る機会がもてた」「仕事に対する意識が変わっ

た」「昇任を前向きに考えてみたい」など、受

講生からも良い反応を得ています。

人事評価制度の更なる推進

人事評価制度については、より効果的に実施

するため研修を実施しています。研修では、評

価スキルもさることながら、評価者が所属のマ

ネジメントや部下の育成に、いかに人事評価制

度を活用するか、という意識を高める必要があ

ると考えています。面談をして、良いところは

褒め、伸ばすべき部分については、話し合いの

うえ適切な目標を一緒に設定することなどを、

繰り返し研修していきたいと考えています。

また、係員と密接に関わる課長補佐・係長級

の役割についても検討していくこととしていま

す。人事評価の結果の活用も掲げており、今年

度から、課長補佐や係長級についても、結果が

悪い職員については昇給停止、勤勉手当の抑制

を行っています。

意欲を高め、視野を広げる人事配置

職員が培った専門性を発揮するための人事配

置として、行政分野を限定して活躍ができる人

事異動制度を検討しています。これまでから、

税のスペシャリストを育てる人事異動などは行

ってきてはいますが、制度にはなっていません

ので、職員が腰を据えて専門性の向上に励める

ような制度の検討をしていきます。

庁内公募、FA 制度のより効果的な運用も考

えています。とくに FA 制度は、自分の好きな

部署に異動を希望できる制度で、所属長と面談

し、所属長が認めれば異動がかないます。とこ

ろが、実際にこの制度を利用する職員が少ない。

それは、仕事が多種多様で、自分のやりたい仕

事のイメージがわきにくい、希望して異動して

も活躍できるかどうか不安といったことなど、

いろいろな課題があると考えています。先に紹

介した職員のキャリア形成を支援する取り組み

と合わせて、より利用しやすくなるような効果

的な運用方法を考えているところです。

表彰・顕彰の充実

市役所の仕事はミスが許されません。そのた

め、ミスをせず、誰からも文句を言われないこ

とを重視する減点主義の傾向があると考えてい

ます。そのため、民間に比べると、褒める文化

が希薄です。職員の表彰は年間に 1～ 2 件程度、

市長表彰や、職員提案制度で良い提案を表彰す

る制度を設けていますが、まだまだ少ないと思

っています。やる気や働き甲斐の向上につなが

る表彰制度ができないかを検討していくことと

しています。

能力を引き出し、職員の成長を支援する取り組み

人材育成の観点に立った人材登用の仕組みの整備

やる気と働きがいをもって仕事をする一つの

形として昇任をめざすことは、特別なことでは

ないと思います。しかし、京都市では、係長能

力認定試験を受験する職員は 3割程度です。し

かも本気で受験している人ばかりではないでし

ょうから、係長昇任をめざすことが一般的とは
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言えない状況です。職員が適切な昇任・昇格意

欲を持つことは、組織にとっても必要なため、

それを高めていく必要があります。職員が昇級

を望まない背景には、さまざまな理由がありま

す。一つは試験制度の問題です。係長試験を受

けられるのはだいたい 28 歳ごろで、市役所で

は一番忙しく働いている年齢です。その時期に

勉強しないといけない。また、試験問題には、

法律の知識を問う内容が非常に多く出ます。法

律の知識は職員の基礎知識として確かに必要な

のですが、明日からの業務にすぐ使えるのかと

いうと、そうではない。忙しい時期にすぐに役

立たない勉強をたくさんしないといけないのは、

非常に辛いということがあります。したがって、

試験制度の仕組みや受験要件などを見直し、受

験しやすい制度が必要です。

また、昇任意欲そのものを高める必要もあり

ます。昇任すると職責は増えるが給料はそれほ

ど増えないので「割が合わない」といった声や、

課長になったら残業代がつかず年収が下がって

しまい「罰を受けたみたいだ」と言った声もあ

ります。かつては、昇任＝名誉だと考えられて

いましたが、今はそう思わない人も増えていま

す。昇任・昇格が働きがいにつながる面をアピ

ールしていかなければならないと思っています。

また、管理職への積極的な女性の登用を進め

ることとしています。女性は、出産・子育てな

どのライフ・イベントに影響を受けやすいので、

男性よりも昇任意欲がもちにくくなっています。

したがって、女性管理職のロールモデルを増や

していく必要があります。2013 年度に課長に

昇任した職員は、3 人に 1 人が女性でした。ひ

と昔に比べればずいぶん増えています。しかし、

職員の 5割が女性ですから、まだ十分ではあり

ません。女性に、いかに昇任昇格の意欲をもっ

てもらうかが大きな課題です。

子育て中の女性職員は、時間に余裕のある職

場を希望しますので、その希望に配慮して配属

をしてきました。その結果、そうした女性は子

育てはしやすくなるけれど、能力に見合ったキ

ャリアを歩めていないというケースがうまれま

す。しかし、この間の職員の意識啓発や休暇制

度の拡充等により、子育て中の女性に配慮でき

る職場環境は向上してきており、能力に見合っ

た職場にとどまれるというケースもでてきてい

ます。男性の育児参加も進んでいますので、さ

らにしっかりと取り組みを進めていきたいと思

います。

職員研修の充実・強化

職員研修の充実や強化は、これまでにお話し

したもの以外に、人材育成の要である管理監督

者の人材育成力の強化に取り組むこととしてい

ます。また、2014 年 4 月から、定年退職者の

再雇用が義務化されます。定年になってモチベ

ーションを下げるのではなく、知識と経験をし

っかりと発揮してもらうために、高齢者の職員

の意欲と能力をさらに高めるための研修も実施

します。

自己研鑽を支援する仕組みづくり

まったく異なる分野の業務に異動することが

多い公務員は、自分の業務以外のことについて

は自己研鑽する意欲を持ちにくいため、自己研

鑽を支援する仕組みを作って、奨励しています。

例えば、職務の業務に密接に関係する資格をと

った人には、受験料を負担するとか、場合によ

っては昇格させるなどの取り組みをしています。

このように、「京都市職員力・組織力向上プ

ラン」は、多様な側面から人材育成を考えてい

ます。このプランは、2013 年度からスタート

しており、基本方針は、2020 年度まで継続し、

実施計画は第 1 次が 2016 年度まで。そこで見

直しをし、第 2 次実施計画を策定して、2020

年度まで 4年間実施する予定です。
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