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【策定の目的】

【策定の経緯】

【計画の内容】

【計画期間】

【進捗管理】

　令和元年度から令和４年度までの４年間（１年延長）を計画期間とします。

　毎年度、個々の施策の進捗状況をチェックし、必要に応じて工程や内容の見直しを行うとともに、
その結果を職員に公表します。

「第３次千葉市人材育成・活用アクションプラン【改定版】」とは

　このアクションプランは、「人材育成・活用基本方針【平成２３年３月改定版】」第４章において提示
された「人材育成・活用のための施策の方向性」を具体化するために策定する、千葉市の人材育成・
活用に関する実施計画です。

　計画期間内に実施する具体的施策について、それぞれの目的、内容、工程等を定めます。

　平成３１年３月に、令和元年度から令和３年度までの３年間を計画期間とした「第３次千葉市人材
育成・活用アクションプラン」を策定し、これまで実施してきました。
　令和4年度は、「千葉市人材育成・活用基本方針」を見直すこととししています。このため、具体的
施策である次期「千葉市人材育成・活用アクションプラン」については、改定後の「千葉市人材育成・
活用基本方針」に併せて策定することとし、現行アクションプランについて、新規及び拡充施策を
追加した上で、「第３次千葉市人材育成・活用アクションプラン【改訂版】」として、実施期間を延長す
ることとしました。



検討・・・事業の実施に向けて検討を行います。

※小分類の区分について

拡充・・・既存事業の中で、拡大・充実する事業

※工程の区分について
実施・・・新たに事業を実施又は事業を拡大・充実した上で実施します。
継続・・・これまでの事業の内容を適宜見直しながら、継続的に事業を実施します。

新規・・・本アクションプランから初めて実施される事業
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■　施策一覧

※№「再」　…　再掲施策

№ 区分

1 継続 ①

2 継続 ②

3 継続 ③

4 継続 ①

5 拡充 ②

6 継続 ③

7 継続 ④

8 継続 ⑤

9 継続 ①

10 継続 ②

11 継続 ①

再 継続 ②

12 継続 ①

13 継続 ②

14 継続 ③

15 拡充 ④

16 拡充 ①

17 継続 ②

18 拡充 ③

19 継続 ④

20 継続 ⑤

21 継続 ⑥

22 継続 ⑦

23 継続 ⑧

24 継続 ⑨

２５（新） 新規 新

再 拡充 ⑩

26 継続 ①

27 継続 ②

28 継続 ①

29 継続 ②

再 継続 ③

研修履歴の活用

研修の効果測定結果の活用

派遣研修の充実

２
　
職
員
研
修

育成指導能力の強化

施策名（小分類）分野（大分類）

（３）自主研修

（４）他自治体・民間企業等との人事交流

職員募集活動の充実

受験間口の拡大

職場情報シートの活用促進

キャリア形成を考える機会の提供

改善意識向上につながる研修の充実

専門能力が必要とされる分野に携わる職員（スペシャリスト）の育成

多様な人材が活躍するための配置・異動

人事評価制度の活用と改善

多面評価の更なる活用

メンター制度の見直し

モチベーション向上につながる研修の実施

学習管理システムを活用した研修の実施

民間企業との異業種交流イベント実施（まくはリンピック）

自治体・民間企業との相互交流

研修履歴の活用

自主研修支援制度の利用促進

自主研修支援体制の強化

（１）採用

（２）人事異動

（３）人材評価

（１）職場研修（ＯＪＴ）

集合研修の充実

デリバリー研修の実施促進

多様な人材の活躍に関する研修の充実

派遣研修の充実

市民満足向上につながる研修の充実

人材公募制度の充実

人材公募制度の充実

OJTの定着に向けた支援強化

（４）処遇（昇任・昇格、給与） 女性職員の活躍支援・登用

（２）職場外研修（Ｏｆｆ－ＪＴ）

管理監督職のマネジメント能力の強化

　区分が「新規」、「拡充」となっているものが「第３次千葉市人材育成・活用アクションプラン【改定版】」

採用試験制度の充実

１
　
人
事
施
策
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※№「再」　…　再掲施策

№

30 継続 ①

再 継続 ②

31 継続 ①

32 継続 ②

再 継続 ③

再 継続 ④

33 継続 ①

再 継続 ②

再 継続 ③

再 継続 ④

再 継続 ⑤

34 継続 ①

35 継続 ②

36 拡充 ③

再 継続 ④

再 新規 新

37 継続 ①

38 継続 ②

再 拡充 ①

再 継続 ②

再 拡充 ③

再 継続 ④

再 拡充 ①

再 継続 ②

再 継続 ③

再 継続 ④

再 継続 ⑤

39 継続 ①

40 拡充 ②

41 継続 ③

42 継続 ④

43 拡充 ①

44 継続 ②

45 継続 ③

46 継続 ④

47 継続 ①

48 継続 ②

49 継続 ③

過重労働者に対する面接指導の実施

接遇マニュアルの見直し

コミュニケーションの活性化支援

分野 施策名

OJTの定着に向けた支援強化

（３）過重労働対策

保健指導の実施

キャリア形成を考える機会の提供

女性職員の活躍支援・登用

自主研修支援制度の利用促進

自主研修支援制度の利用促進

派遣研修の充実

内部事務の整理・合理化

子育て支援計画の推進（４）ワーク・ライフ・バランス

（３）意見・アイディア

改善意識向上につながる研修の充実

市民満足向上につながる研修の充実

（１）市民応対

自主研修支援体制の強化

ＣＨＩＰＳ！（身近な改善運動）の活性化

（２）コミュニケーション

モチベーション向上につながる研修の実施

在宅勤務の推進

学習管理システムを活用した研修の実施

多様な人材の活躍に関する研修の充実

ＣＨＩＰＳ！（身近な改善運動）の活性化

フレックスタイムの導入や時差勤務の拡大検討

ハラスメント防止対策の実施

職場復帰支援の体制強化

過重労働に関する制度の周知

（２）からだの健康づくり

コミュニケーションの活性化支援

こころの健康づくり計画の策定

自主研修支援体制の強化

３
　
組
織
風
土

４
　
健
康
管
理

公務災害、通勤災害の発生事例の共有

OJTの定着に向けた支援強化

（５）コンプライアンス

（６）女性職員の活躍

（１）こころの健康づくり

「なんでも悩み相談」の相談方法の拡充

（７）モチベーションの向上 キャリア形成を考える機会の提供

ハラスメント防止要綱等の見直し

職員の禁煙の推進

ストレスチェック検査結果の活用体制の拡充

自主研修支援体制の強化

健康教育の充実

定期健康診断未受診者削減対策の充実
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■　施策別実施計画

１　人事施策

（１）採用

№

№

№

（２）人事異動

№

1

整理番号 １－（１）－① 所管課 人事委員会事務局

施策名 職員募集活動の充実

整理番号 １－（１）－② 所管課 人事委員会事務局

施策名 受験間口の拡大

2

R4 継続

目的
○　多様で有為な人材の確保

内容
　ＳＮＳ・就職情報サイトの活用や採用説明会の充実を図る他、他部署とも連携しながら、
本市で働くことの魅力を積極的にＰＲする。また、受験者層より若い世代に働きかける
キャリア教育により、将来千葉市役所を職場として選択するイメージ作りにも取り組む。

工程 R1 実施 R2 継続 R3 継続

整理番号 １－（１）－③ 所管課 人事委員会事務局

施策名 採用試験制度の充実

3

R4 継続

目的
○　多様で有為な人材の確保

内容
　公平・公正でかつ開かれた試験とするため、受験資格や受験申込書の記入項目の見直
し等により、受験者が受験しやすい環境を整える。

工程 R1 実施 R2 継続 R3 継続

整理番号 １－（２）－① 所管課 人材育成課

施策名 職場情報シートの活用促進

4

R4 継続

目的
○　受験者の能力の的確な評価

内容
　受験者の能力を的確に評価できるよう、採用試験の試験科目、配点、評価基準等の見
直しを行う。

工程 R1 実施 R2 継続 R3 継続

R4 継続

目的
○　キャリア形成に対する意識の向上、キャリア形成支援

内容
　各職場の使命や役立つ資格、身につけられる能力等の情報が、意向調査や育成面接時
等、キャリア形成を考える際に役立つよう、新規採用職員等へ積極的に周知を行いシー
トの活用を促進する。また、シートの内容も適宜見直す。

工程 R1 継続 R2 継続 R3 継続

3



№

№

№

№

整理番号 １－（２）－② 所管課 人材育成課／人事課

施策名 キャリア形成を考える機会の提供

5

6

整理番号 １－（２）－③ 所管課 人事課

施策名 人材公募制度の充実

R4 実施

目的
○　キャリア形成に対する意識の向上、キャリア形成支援

内容

　キャリアプラン（今後携わりたい職務分野、能力開発、昇任等）がより明確になるよう、
既存のキャリア形成支援策の周知・活用を促進するとともに、上位の役職の仕事内容や
やりがいを知ることができるよう、上位の職員と交流できる機会を設ける。上位の役職
の仕事内容ややりがいを知ることができるような研修を実施する（R4）。

工程 R1 検討 R2 検討 R3 実施

整理番号 １－（２）－④ 所管課 人事課

施策名 専門能力が必要とされる分野に携わる職員（スペシャリスト）の育成

7

R4 継続

目的
○　能力・意欲ある人材の登用、モチベーションの維持・向上

○　キャリア形成支援

内容 　再任用人材公募、職位型等について、制度の改善・周知を図る。

工程 R1 実施 R2 継続 R3 継続

整理番号 １－（２）－⑤ 所管課 人事課

施策名 多様な人材が活躍するための配置・異動

8

R4 継続

目的
○　キャリア形成支援（モチベーションの向上、能力を最大限に発揮できる業務への配置）

○　高度な専門能力が必要とされる分野への人材の確保

内容

　高度な専門能力が必要とされる分野を検証する。資格や一定の専門的領域に携わる
ことを前提に採用された事務職のキャリアパスを検討・策定する。職員の意向や適性を
踏まえ、同分野・類似分野間の積極的な異動等を行う。ベテラン職員の知識・経験の伝
承を進める。

工程 R1 検討 R2 実施 R3 継続

R4 継続

目的
○　多様な人材の活躍

内容

　高齢期職員や、障害を持った職員のモチベーションを向上させる業務マッチング・配置
を検討する。また、精神疾患等で休職する職員の円滑な職場復帰及び再発防止に向け、
関係部門及び産業医・主治医との連携と所属への支援を強化し、そうした職員が自身の
能力を最大限に発揮できる業務・配置等を検討する。

工程 R1 検討 R2 実施 R3 継続

4



（３）人材評価

№

№

（４）処遇（昇任・昇格、給与）

№

№

9

整理番号 １－（３）－① 所管課 人事課

施策名 人事評価制度の活用と改善

10

整理番号 １－（３）－② 所管課 人事課

継続工程 R1 実施 R2 継続 R4

目的
○　人材育成機能の強化

○　人事考課制度に係る公平性・透明性、職員の納得性の向上

内容
　被考課者への研修内容を工夫し、人事考課制度の理解の深化を図る。研修により、考
課者の面接技法を含む考課技術の向上を図る。考課結果の納得性を高めるため、必要
に応じ、制度の改善を図る。

R3 継続

11

整理番号 １－（４）－① 所管課 人事課／ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ推進事業部（男女共同参画課）

施策名 女性職員の活躍支援・登用

継続工程 R1 実施 R2 継続 R4

施策名 多面評価の更なる活用

目的
○　多様な視点での評価による人材育成機能の強化

○　人事評価制度の深化

内容
　対象者全員による完全記名式評価の実施（必要に応じ事務改善）により、更なる人材
育成ツールとしての活用を図る。評価者の評価に対するモチベーションの向上を図る。

継続R3

再掲

整理番号 １－（4）－② 所管課 人事課

施策名 人材公募制度の充実

継続

○　性差にとらわれることなく、すべての職員が活躍できる組織を目指す。

内容
　令和７年度に管理職に占める女性職員比率を３０％にすることを目標に登用を進め
る。上位の職員の話を聞く機会や、共通の課題を持つ職員との意見交換ができる研修
を実施する。千葉市女性職員活躍推進プランを改訂する。

工程 R1 実施 R2 実施 R4

目的

R3 継続

R4 継続

目的
○　能力・意欲ある人材の登用、モチベーションの維持・向上

○　キャリア形成支援

内容 　再任用人材公募、職位型等について、制度の改善・周知を図る。

工程 R1 実施 R2 継続 R3 継続

5



２　職員研修

（１）職場研修（ＯＪＴ）

№

№

№

№

整理番号 ２－（１）－① 所管課 人材育成課

施策名 OJTの定着に向けた支援強化

12

整理番号 ２－（１）－② 所管課 人材育成課

施策名 デリバリー研修の実施促進

13

R4 継続

目的
○　ＯＪＴの定着・活性化

○　キャリア形成に対する意識の向上、キャリア形成支援

内容

　管理監督職が部下のキャリア形成に関し、職場において相談・指導を十分に行えるよ
う、管理職に対し研修等による支援を行う。各職場でOJTが定着するよう、OJT好事例
を庁内フォルダに掲載し共有化を図る。ＯＪＴ手引書の活用方法について、階層別の研修
等を通じ、積極的に周知する。

工程 R1 実施 R2 継続 R3 継続

整理番号 ２－（１）－③ 所管課 人材育成課

施策名 メンター制度の見直し

14

R4 継続

目的
○　ＯＪＴの定着・活性化

内容
　職場に講師を派遣し、職場で研修を行うことができるデリバリー研修について、周知
を行うとともに新規メニューを追加し、デリバリー研修の実施を促進する。

工程 R1 実施 R2 継続 R3 継続

整理番号 ２－（１）－④ 所管課 人材育成課

施策名 研修履歴の活用

15

R4 継続

目的
○　新規採用職員に対する効果的な育成指導による職場への円滑な適応

○　ＯＪＴの定着・活性化

内容
　メンター制度を実施する際の、職場やメンターへの支援を強化できるよう見直しを図
る（Ｒ１）。また、各職場のメンティへの取組みの好事例を収集し、庁内へ周知する（Ｒ２）。

工程 R1 実施 R2 実施 R3 継続

R4 実施

目的
○　キャリア形成に対する意識の向上、キャリア形成支援

○　キャリアに応じた計画的な能力開発

内容

　　育成面接等、キャリアを考える際に、管理職や本人が研修履歴を活用できるように、
研修履歴の管理方法を見直す（R2）。また、内部講師の履歴や、部門研修の履歴を管理
することを検討の上実施する（R3）。研修履歴を活用した育成手法について階層別研修
で取り扱う（R4）。

工程 R1 検討 R2 実施 R3 実施

6



（２）職場外研修（Ｏｆｆ－ＪＴ）

№

№

№

№

整理番号 ２－（２）－① 所管課 人材育成課

施策名 集合研修の充実

16

整理番号 ２－（２）－② 所管課 人材育成課

施策名 管理監督職のマネジメント能力の強化

17

実施工程 R1 実施 R2 実施 R4

目的
○　効果的な研修の実施

○　キャリアに応じた計画的な能力開発

内容

　多様化、高度化する市民ニーズに対応できるよう職員の能力を向上させるため、研修
科目や内容を見直す（ワーキング研修（R1）、パラスポーツ体験研修（R1）、アサーティ
ブ・コミュニケーション研修（R4））。また、昇任やライフイベント等をふまえたキャリア形
成を考えられるよう、健康管理（R1）、マネジメント能力（R2）、キャリアに関する研修
（R3）を重点的に見直す。
　さらに、様々な外国人市民が豊かに暮らせる社会を目指すため、多文化共生の推進に
向けた研修を検討する。

R3 実施

整理番号 ２－（２）－③ 所管課 人材育成課

施策名 多様な人材の活躍に関する研修の充実

18

R4 継続

目的
○　管理監督職のマネジメント能力（組織運営能力・育成指導能力）の向上

内容
　新任の主査を対象に、具体的な状況を想定したシミュレーション型のインバスケット研
修を実施する他、管理職向けにも同様の研修を実施し、同じ職位の職員との意見交換の
機会を設ける。

工程 R1 実施 R2 継続 R3 継続

整理番号 ２－（２）－④ 所管課 人材育成課

施策名 　　派遣研修の充実

19

R4 実施

目的
○　多様な人材の活躍の促進

内容
　上位の職員の話を聞く機会や、共通の課題を持つ職員との意見交換ができる研修を
実施する（R1）。また、所属長向けに、多様な人材の活躍に関する研修を実施する
（R3）。男性職員向けの女性の活躍に関する研修を実施する（R4）。

工程 R1 実施 R2 継続 R3 実施

R4 継続

目的
　○　専門的な知識の習得

　○　他自治体職員等との交流

内容
　高度で専門的な知識の習得とともに、他自治体等の職員との交流により知見を広め、
新たな気づきが得られるよう、派遣研修プログラムを見直し、効果の高い研修を提供す
る。また、課題解決に役立つよう、先進市を視察する研修を新たに実施する。

工程 R1 実施 R2 継続 R3 継続

7



№

№

№

№

20

整理番号 ２－（２）－⑤ 所管課 人材育成課

施策名 研修の効果測定結果の活用

整理番号 ２－（２）－⑥ 所管課 人材育成課

施策名 市民満足向上につながる研修の充実

21

R4 継続

目的
○　効果的な研修の実施

○　希望型研修を選択する際のミスマッチ防止

内容
　研修の企画・見直しに役立てるため、また、希望型研修を選択する際に職員が参考と
できるよう、効果測定の集計内容等を活用する。

工程 R1 検討 R2 検討 R3 実施

整理番号 ２－（２）－⑦ 所管課 人材育成課

施策名 モチベーション向上につながる研修の実施

22

R4 継続

目的
○　市民満足向上

内容
　接遇に関するデリバリー研修の活用を推進する他、民間企業等の接遇に関する技術を
学ぶ。

工程 R1 実施 R2 継続 R3 継続

整理番号 ２－（２）－⑧ 所管課 人材育成課

施策名 育成指導能力の強化

23

R4 継続

目的
○　職員の自主性・自律性の発揮

内容
　　職員一人ひとりが自主性・自律性を発揮し、モチベーションをもって業務に取り組め
るよう、「モチベーション向上研修」を実施する。

工程 R1 実施 R2 継続 R3 継続

R4 継続

目的
○　内部講師の能力向上

○　説明能力の強化

内容
　講師として必要な知識・態度・正しい講義技法・指導技法を習得するため、また、会議
等で説明する技術力を高めるための研修を実施する。

工程 R1 実施 R2 継続 R3 継続

8



№

№

№

（３）自主研修

№

整理番号 ２－（２）－⑨ 所管課 人材育成課／業務改革推進課

施策名 改善意識向上につながる研修の充実

24

再掲

整理番号 ２－（２）－⑩ 所管課 人材育成課

施策名 研修履歴の活用

R4 継続

目的
　○　改革・改善意識の醸成

内容

　業務改善につなげるため、分析能力を高める研修や、業務マニュアル作成を目的とし
た研修等を実施する。また、ＡＩやロボティクスなどのＩＣＴ技術等に関する外部機関の各
種研修を活用した部門研修や短期派遣研修等を実施し、職員の知識の向上を図る他、
改革・改善の実務経験を積むための手法を検討する。

工程 R1 実施 R2 継続

２５（新）

R3 継続

R3 ― R4 実施

整理番号 ２－（３）－① 所管課 人材育成課

施策名 自主研修支援体制の強化

26

R4 実施

目的
○　キャリア形成に対する意識の向上、キャリア形成支援

○　キャリアに応じた計画的な能力開発

内容

　育成面接等、キャリアを考える際に、管理職や本人が研修履歴を活用できるように、
研修履歴の管理方法を見直す（R2）。また、内部講師の履歴や、部門研修の履歴を管理
することを検討の上実施する（R3）。研修履歴を活用した育成手法について階層別研修
で取り扱う（R4）。

工程 R1 検討 R2 実施 R3 実施

継続工程 R1 継続 R2 実施 R4

目的
○　職員の能力開発ニーズに応える学習機会の提供

○　職場横断的なコミュニケーションの活性化

内容

　所属からの提案による講座等、多様なテーマの夜間講座を実施する。また、職員のグ
ループが自主的・継続的に研修を行う場合や、本市が抱える政策課題について先進的に
取り組む自治体を視察する場合に助成を行う。研修の事前学習として役立つ図書や、局
長等が影響を受けた本や薦めたい本等の紹介をし、自主学習の支援を図る。

R3 継続

整理番号 ２－（２）－新 所管課 人材育成課／業務改革推進課

施策名 学習管理システムを活用した研修の実施

目的
　○　場所と時間を選ばず遠隔でも研修を受講できる環境の整備

　○　緊急時にも継続可能な研修システムの構築

内容 　学習管理システムを用いた、ｅラーニング形式の研修を実施する。

工程 R1 ― R2 ―

9



№

（４）他自治体・民間企業等との人事交流

№

№

№

27

整理番号 ２－（３）－② 所管課 人材育成課

施策名 自主研修支援制度の利用促進

28

整理番号 ２－（４）－① 所管課 人材育成課　／　人事課

継続工程 R1 実施 R2 継続 R4

目的

○　職員の能力開発ニーズに応える学習機会の提供

○　多様な働き方に合わせた学習機会の提供

○　キャリア形成に対する意識の向上、キャリア形成支援

内容
　個々の職員の働き方やニーズに応じた自由な選択が可能な通信教育講座・eラーニン
グ、通学講座の受講支援及び資格取得支援の利用を促進する。また、育児休業等取得中
の職員も含め、それらの周知をする。

R3 継続

29

整理番号 ２－（４）－② 所管課 人材育成課

施策名 民間企業との異業種交流イベント実施（まくはリンピック）

内容
　自治体及び民間企業との相互人事交流を実施し、帰庁後、交流を通じて習得した知識
や経験を最大限に発揮できる配置を行うとともに、交流の成果を庁内に波及させるた
めの取り組みを行う。

工程 R1 実施 R2 継続 R4 継続

施策名 自治体・民間企業との相互交流

目的
○　交流による成果（知識、経験等）の職員への波及

R3 継続

整理番号 ２－（４）－③ 所管課 人材育成課

施策名 　　派遣研修の充実

再掲

R4 継続

目的
○　視野の拡大・客観的視点の養成

○　自組織や自分の立ち位置に対する理解の深化

内容 　若手職員による、民間企業との異業種交流イベント（まくはリンピック）を実施する。

工程 R1 実施 R2 継続 R3 継続

R4 継続

目的
　○　専門的な知識の習得

　○　他自治体職員等との交流

内容
　高度で専門的な知識の習得とともに、他自治体等の職員との交流により知見を広め、
新たな気づきが得られるよう、派遣研修プログラムを見直し、効果の高い研修を提供す
る。先進市を視察する研修を実施する。

工程 R1 実施 R2 継続 R3 継続
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３　組織風土

（１）市民応対

№

№

（２）コミュニケーション

№

№

30

整理番号 ３－（１）－① 所管課 人材育成課

施策名 接遇マニュアルの見直し

整理番号 ３－（１）－② 所管課 人材育成課

施策名 市民満足向上につながる研修の充実

再掲

R4 継続

目的
○　多様な属性を持つ市民に対する職員の接遇能力向上

内容
　多様な属性を持つ市民に対して適切な配慮が行われるよう、接遇マニュアルの内容を
多様な属性に配慮した形に見直す。

工程 R1 継続 R2 実施 R3 継続

整理番号 ３－（２）－① 所管課 人材育成課

施策名 コミュニケーションの活性化支援

31

R4 継続

目的
○　市民満足向上

内容
　接遇に関するデリバリー研修の活用を推進する他、民間企業等の接遇に関する技術を
学ぶ。

工程 R1 実施 R2 継続 R3 継続

32

整理番号 ３－（２）－② 所管課 人材育成課

継続工程 R1 実施 R2 実施 R4

目的

○　職場横断的なコミュニケーションの活性化

○　職員同士が支え合える職場環境の形成

○　モチベーションの向上

内容
　上位の職員の話を聞く機会や、共通の課題を持つ職員との意見交換ができる研修を
実施する（Ｒ１）。コミュニケーション活性化事例の情報発信を行う（Ｒ２）。

R3 継続

内容 　各局の改善事例を全庁で共有するなど、CHIPS!の活性化を図る。

工程 R1 実施 R2 継続 R4 継続

施策名 ＣＨＩＰＳ！（身近な改善運動）の活性化

目的

○　職員一人ひとりの改善意識の高揚

○　改善事例の共有

○　職場横断的なコミュニケーションの活性化

R3 継続

11



№

№

（３）意見・アイディア

№

№

継続工程 R1 実施 R2 継続 R4

施策名 OJTの定着に向けた支援強化

目的
○　ＯＪＴの定着・活性化

○　キャリア形成に対する意識の向上、キャリア形成支援

内容

　管理監督職が部下のキャリア形成に関し、職場において相談・指導を十分に行えるよ
う、管理職に対し研修等による支援を行う。各職場でOJTが定着するよう、OJT好事例
を庁内フォルダに掲載し共有化を図る。ＯＪＴ手引書の活用方法について、階層別の研
修等を通じ、積極的に周知する。

R3 継続

再掲

整理番号 ３－（２）－③ 所管課 人材育成課

継続工程 R1 継続 R2 実施 R4

施策名 自主研修支援体制の強化

目的
○　職員の能力開発ニーズに応える学習機会の提供

○　職場横断的なコミュニケーションの活性化

内容

　所属からの提案による講座等、多様なテーマの夜間講座を実施する。また、職員のグ
ループが自主的・継続的に研修を行う場合や、本市が抱える政策課題について先進的
に取り組む自治体を視察する場合に助成を行う。研修の事前学習として役立つ図書や、
局長等が影響を受けた本や薦めたい本等の紹介をし、自主学習の支援を図る。

R3 継続

再掲

整理番号 ３－（２）－④ 所管課 人材育成課

再掲

R4 継続

目的
○　改革・改善意識の醸成

内容
　事務の効率化や適正化のため、内部事務の整理・合理化を図ると共に、継続的な内容
の見直しと周知の実施を検討する。また、庁内向けニューズレター等を活用し、改善・改
革意識の醸成を図る。

工程 R1 実施 R2 継続 R3 継続

33

整理番号 ３－（３）－① 所管課 業務改革推進課

施策名 内部事務の整理・合理化

継続工程 R1 実施 R2 継続 R4

目的

　○　専門的な知識の習得

　○　他自治体職員等との交流

内容
　高度で専門的な知識の習得とともに、他自治体等の職員との交流により知見を広め、
新たな気づきが得られるよう、派遣研修プログラムを見直し、効果の高い研修を提供す
る。また、課題解決に役立つよう、先進市を視察する研修を新たに実施する。

R3 継続

整理番号 ３－（３）－② 所管課 人材育成課

施策名 　　派遣研修の充実

12



№

№

№

再掲

継続工程 R1 実施 R2 継続 R4

目的
　○　改革・改善意識の醸成

内容

　業務改善につなげるため、分析能力を高める研修や、業務マニュアル作成を目的とし
た研修等を実施する。また、ＡＩやロボティクスなどのＩＣＴ技術等に関する外部機関の各
種研修を活用した部門研修や短期派遣研修等を実施し、職員の知識の向上を図る他、
改革・改善の実務経験を積むための手法を検討する。

R3 継続

整理番号 ３－（３）－③ 所管課 人材育成課／業務改革推進課

施策名 改善意識向上につながる研修の充実

継続工程 R1 継続 R2 実施 R4

目的

○　職員の能力開発ニーズに応える学習機会の提供

○　職場横断的なコミュニケーションの活性化

内容

　所属からの提案による講座等、多様なテーマの夜間講座を実施する。また、職員のグ
ループが自主的・継続的に研修を行う場合や、本市が抱える政策課題について先進的
に取り組む自治体を視察する場合に助成を行う。研修の事前学習として役立つ図書や、
局長等が影響を受けた本や薦めたい本等の紹介をし、自主学習の支援を図る。

R3 継続

再掲

整理番号 ３－（３）－④ 所管課 人材育成課

施策名 自主研修支援体制の強化

継続工程 R1 実施 R2 継続 R4

目的

○　職員一人ひとりの改善意識の高揚

○　改善事例の共有

○　職場横断的なコミュニケーションの活性化

内容 　各局の改善事例を全庁で共有するなど、CHIPS!の活性化を図る。

R3 継続

再掲

整理番号 ３－（３）－⑤ 所管課 人材育成課

施策名 ＣＨＩＰＳ！（身近な改善運動）の活性化
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（４）ワーク・ライフ・バランス

№

№

№

№

継続工程 R1 継続 R2 実施 R4

施策名 子育て支援計画の推進

目的
○　子育て中の職員に対する、仕事と子育ての両立支援

内容

　男性の積極的な子育てを応援し、女性が仕事と家庭を両立しながら活躍できる職場環
境づくりを目指し、「千葉市子育て支援計画策定・推進委員」を中心に、非常勤職員を含
む全ての職員が、性別を問わず、仕事でも子育てでも活躍できるよう、「第３期千葉市職
員の子育て支援計画」を推進する。また、令和２年度に「第４期千葉市職員の子育て支援
計画」を策定する。

R3 継続

34

整理番号 ３－（４）－① 所管課 給与課

36

R4 継続

目的
〇　柔軟で多様な働き方の実現

○　生産性の向上

内容
　職員のワーク・ライフ・バランスの推進に向け、生産性の向上を含めた柔軟で多様な働
き方の実現に向け、フレックスタイムの導入や時差勤務の拡大について検討を行い、導
入を目指す。

工程 R1 実施 R2 継続 R3 継続

35

整理番号 ３－（４）－② 所管課 給与課

施策名 フレックスタイムの導入や時差勤務の拡大検討

施策名 自主研修支援制度の利用促進

R4 実施

目的
　○　職員の育児や介護と業務の両立

　○　柔軟で多様な働き方の実現

内容
　　職員の育児や介護と業務の両立、ワーク・ライフ・バランスの向上の観点から、より利
用しやすい制度となるよう、更なる要件の拡充を検討する。在宅勤務を促進するための
事例を収集し、周知する。

工程 R1 実施 R2 継続 R3 継続

整理番号 ３－（４）－③ 所管課 人材育成課

施策名 在宅勤務の推進

再掲

整理番号 ３－（４）－④ 所管課 人材育成課

継続工程 R1 実施 R2 継続 R4

目的

○　職員の能力開発ニーズに応える学習機会の提供

○　多様な働き方に合わせた学習機会の提供

○　キャリア形成に対する意識の向上、キャリア形成支援

内容
　個々の職員の働き方やニーズに応じた自由な選択が可能な通信教育講座・eラーニン
グ、通学講座の受講支援及び資格取得支援の利用を促進する。また、育児休業等取得
中の職員も含め、それらの周知をする。

R3 継続
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№

（５）コンプライアンス

№

№

（６）女性職員の活躍

№

37

整理番号 ３－（５）－① 所管課 人材育成課

人材育成課／業務改革推進課

施策名 学習管理システムを活用した研修の実施

目的
　○　場所と時間を選ばず遠隔でも研修を受講できる環境の整備

　○　緊急時にも継続可能な研修システムの構築

内容

再掲

整理番号 ３－（４）－新 所管課

　学習管理システムを用いた、ｅラーニング形式の研修を実施する。

38

整理番号 ３－（５）－② 所管課 人材育成課

施策名 ハラスメント防止対策の実施

継続工程 R1 検討 R2 実施 R4

施策名 ハラスメント防止要綱等の見直し

目的
○　ハラスメントの防止・排除

内容
　厚生労働省のパワーハラスメント防止対策指針の制定に合わせ、セクシュアルハラスメ
ント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止要綱等を見直す。

R3 継続

整理番号 ３－（６）－① 所管課 人材育成課　／　人事課

施策名 キャリア形成を考える機会の提供

再掲

R4 継続

目的
○　ハラスメントの防止・排除

内容
　パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関する
ハラスメント等、各種ハラスメントの防止及び排除のため、研修や事例の周知等を行う。

工程 R1 検討 R2 実施 R3 継続

R4 実施

目的
○　キャリア形成に対する意識の向上、キャリア形成支援

内容

　　育成面接等、キャリアを考える際に、管理職や本人が研修履歴を活用できるように、
研修履歴の管理方法を見直す（R2）。また、内部講師の履歴や、部門研修の履歴を管理
することを検討の上実施する（R3）。研修履歴を活用した育成手法について階層別研修
で取り扱う（R4）。

工程 R1 検討 R2 検討 R3 実施

工程 R1 ― R2 ― R3 ― R4 実施
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№

№

№

（７）モチベーションの向上

№

再掲

整理番号 ３－（６）－② 所管課 人事課／ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ推進事業部 （男女共同参画課）

施策名 女性職員の活躍支援・登用

再掲

整理番号 ３－（６）－③ 所管課 人材育成課

R4 継続

目的
○　性差にとらわれることなく、すべての職員が活躍できる組織を目指す。

内容
　令和７年度に管理職に占める女性職員比率を３０％にすることを目標に登用を進め
る。上位の職員の話を聞く機会や、共通の課題を持つ職員との意見交換ができる研修
を実施する。千葉市女性職員活躍推進プランを改訂する。

工程 R1 実施 R2 実施 R3 継続

再掲

整理番号 ３－（６）－④ 所管課 人材育成課

実施工程 R1 実施 R2 継続 R4

施策名 多様な人材の活躍に関する研修の充実

目的
○　多様な人材の活躍の促進

内容
　上位の職員の話を聞く機会や、共通の課題を持つ職員との意見交換ができる研修を
実施する（R1）。また、所属長向けに、多様な人材の活躍に関する研修を実施する
（R3）。男性職員向けの女性の活躍に関する研修を実施する（R4）。

R3 実施

再掲

整理番号 ３－（７）－① 所管課 人材育成課／人事課

内容
　個々の職員の働き方やニーズに応じた自由な選択が可能な通信教育講座・eラーニン
グ、通学講座の受講支援及び資格取得支援の利用を促進する。また、育児休業等取得
中の職員も含め、それらの周知をする。

工程 R1 実施 R2 継続 R4 継続

施策名 自主研修支援制度の利用促進

目的

○　職員の能力開発ニーズに応える学習機会の提供

○　多様な働き方に合わせた学習機会の提供

○　キャリア形成に対する意識の向上、キャリア形成支援

R3 継続

実施工程 R1 検討 R2 検討 R4

施策名 キャリア形成を考える機会の提供

目的
○　キャリア形成に対する意識の向上、キャリア形成支援

内容

　育成面接等、キャリアを考える際に、管理職や本人が研修履歴を活用できるように、
研修履歴の管理方法を見直す（R2）。また、内部講師の履歴や、部門研修の履歴を管理
することを検討の上実施する（R3）。研修履歴を活用した育成手法について階層別研修
で取り扱う（R4）。

R3 実施
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№

№

№

№

整理番号 ３－（７）－② 所管課 人材育成課

施策名 OJTの定着に向けた支援強化

再掲

整理番号 ３－（７）－③ 所管課 人材育成課

施策名 モチベーション向上につながる研修の実施

再掲

R4 継続

目的
○　ＯＪＴの定着・活性化

○　キャリア形成に対する意識の向上、キャリア形成支援

内容

　管理監督職が部下のキャリア形成に関し、職場において相談・指導を十分に行えるよ
う、管理職に対し研修等による支援を行う。各職場でOJTが定着するよう、OJT好事例
を庁内フォルダに掲載し共有化を図る。ＯＪＴ手引書の活用方法について、階層別の研
修等を通じ、積極的に周知する。

工程 R1 実施 R2 継続 R3 継続

整理番号 ３－（７）－④ 所管課 人材育成課

施策名 自主研修支援体制の強化

再掲

R4 継続

目的
○　職員の自主性・自律性の発揮

内容
　　職員一人ひとりが自主性・自律性を発揮し、モチベーションをもって業務に取り組め
るよう、「モチベーション向上研修」を実施する。

工程 R1 実施 R2 継続 R3 継続

再掲

整理番号 ３－（７）－⑤ 所管課 人材育成課

施策名 コミュニケーションの活性化支援

R4 継続

目的
○　職員の能力開発ニーズに応える学習機会の提供

○　職場横断的なコミュニケーションの活性化

内容

　所属からの提案による講座等、多様なテーマの夜間講座を実施する。また、職員のグ
ループが自主的・継続的に研修を行う場合や、本市が抱える政策課題について先進的
に取り組む自治体を視察する場合に助成を行う。研修の事前学習として役立つ図書や、
局長等が影響を受けた本や薦めたい本等の紹介をし、自主学習の支援を図る。

工程 R1 継続 R2 実施 R3 継続

継続工程 R1 実施 R2 実施 R4

目的

○　職場横断的なコミュニケーションの活性化

○　職員同士が支え合える職場環境の形成

○　モチベーションの向上

内容
　上位の職員の話を聞く機会や、共通の課題を持つ職員との意見交換ができる研修を
実施する（Ｒ１）。コミュニケーション活性化事例の情報発信を行う（Ｒ２）。

R3 継続
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４　健康管理

（１）こころの健康づくり

№

№

№

№

39

整理番号 ４－（１）－① 所管課 人材育成課

40

整理番号 ４－（１）－② 所管課 人材育成課

継続工程 R1 実施 R2 継続 R4

施策名 こころの健康づくり計画の策定

目的
○　メンタルヘルス不調に対する組織的対応の体系化

○　職員の心の健康の保持

内容
　こころの健康づくり計画を策定し、メンタルヘルス不調に対する組織的対応を体系化
し、職員の心の健康の保持を図る。

R3 継続

41

整理番号 ４－（１）－③ 所管課 人材育成課

実施工程 R1 検討 R2 実施 R4

施策名 ストレスチェック検査結果の活用体制の拡充

目的
○　うつ病をはじめとする精神疾患の未然防止

○　集団分析結果を活用した職場環境の改善

内容

　ストレスチェック検査の集団分析結果を活用し、各職場毎の心理的な負担の程度を把
握することにより、職場環境の改善につながる体制を整備する。また、調査項目を増や
す（R4）など、より効果的な方法を調査研究していく。
　ストレスチェック検査に働きがいなどの項目を追加する。集団分析結果を活用し、各職
場毎の心理的な負担の程度のみならずいきいきとした職場環境か等を把握することに
より、職場環境の改善につながる体制を整備する。

R3 継続

42

整理番号 ４－（１）－④ 所管課 人材育成課

継続工程 R1 実施 R2 継続 R4

施策名 職場復帰支援の体制強化

目的
○　休職者等の円滑な職場復帰

内容

　精神疾患等により長期間休養している職員の職務遂行能力の回復を図る研修を実施
するとともに、各区を訪問するなどして、職場や人事管理部門とも連携を図りながら、
円滑な職場復帰を支援
する。

R3 継続

継続工程 R1 検討 R2 実施 R4

施策名 「なんでも悩み相談」の相談方法の拡充

目的
○　職員の精神的負担の軽減

内容
　職員の様々な悩み事に対応するため、「なんでも悩み相談」の相談員（臨床心理士やし
ごとコンシェルジュ）が各区へ出張するなどして、職員が利用しやすいよう実施方法の拡
充を図る。

R3 継続
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№

（２）からだの健康づくり

№

№

№

43

整理番号 ４－（2）－① 所管課 人材育成課

施策名 保健指導の実施

44

整理番号 ４－（２）－② 所管課 人材育成課

施策名 定期健康診断未受診者削減対策の充実

R4 実施

目的
○　職員の生活習慣の改善、生活習慣病の予防

○　職員の健康維持

内容

　定期健康診断に基づく保健指導について、より効果的な指導方法を検討するととも
に、面接、電話指導、ＣＨＡＩＮＳメール等の手法を用いて実施する。不定愁訴の訴えのあ
る新規採用職員等に対しては、面接での保健指導を実施し、また、予防的アプローチを
強化する。一方、所見のある職員に対しては、継続支援を行い、治療中断に至らないよ
う支援する。

工程 R1 実施 R2 継続 R3 継続

整理番号 ４－（２）－③ 所管課 人材育成課

施策名 健康教育の充実

45

R4 継続

目的
　○　職員の健康維持

　○　職員の疾患の早期発見

内容
　定期健康診断及び人間ドックの未受診者について、所属長を通じて受診勧奨する等に
より受診率を向上させる。また、受信可能な健診一覧を作成し、周知する。

工程 R1 実施 R2 継続 R3 継続

46

整理番号 ４－（２）－④ 所管課 人材育成課

施策名 職員の禁煙の推進

R4 継続

目的
　○　職員の健康維持

　○　職員の疾患の早期発見

内容
　生活習慣病などの身体の病気に関する研修等を実施し、病気に対する理解を深めると
ともに、職員の健康維持を図る。

工程 R1 実施 R2 継続 R3 継続

R4 継続

目的
　○　職員の健康維持

内容
　禁煙対策プランのスケジュールに基づき、喫煙率の低減を目指し、職員の禁煙を推進
する。

工程 R1 実施 R2 継続 R3 継続
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（３）過重労働対策

№

№

№

47

整理番号 ４－（３）－① 所管課 人材育成課

施策名 過重労働者に対する面接指導の実施

継続

整理番号 ４－（３）－② 所管課 人材育成課

施策名 公務災害、通勤災害の発生事例の共有

48

R4 継続

目的
　○　過重労働による心身の故障の予防

　○　過重労働の防止

内容 　過重労働者に対する産業医による面接指導の積極的な受診を促す。

工程 R1 実施 R2 継続

R4 継続

目的
　○　公務災害・通勤災害の発生予防

内容
　公務災害や通勤災害の発生事例等を庁内に周知するなどして、公務災害等の発生を
予防する。

工程 R1 実施 R2

継続

目的
　○　部下の過重労働に対する管理職のリスク意識の向上

　○　過重労働の防止

内容
　新任所属長を対象に、部下の過重労働に対する安全配慮義務の必要性やリスクに対す
る認識を高めるための研修を実施する。過重労働の考え方が変わることについて、研修
や会議等で周知する。

工程 R1 実施 R2 継続

49

整理番号 ４－（３）－③ 所管課 人材育成課

施策名 過重労働に関する制度の周知

R3 継続

R3 継続

R3 継続 R4
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「第３次千葉市人材育成・活用アクションプラン」の進捗状況及び「第３次千葉市人材育成・活用アクションプラン【改定版】」の計画

「No.」欄について・・・第２次アクションプランの番号。「新」は【改定版】により追加したもの。「再」は再掲施策

■　進捗状況一覧表（Ｒ4年3月末）

R４

計画 実施 計画 実施 計画 実施 計画

1 ① ○ ◎

2 ② ○ ◎

3 ③ ○ ◎

4 ① ○ ◎

5 ② ○ ◎ ○

6 ③ ○ ◎

7 ④ ○ ◎

8 ⑤ ○ ◎

9 ① ○ ◎

10 ② ○ ◎

11 ① ○ ◎ ○ ◎

再 ②

12 ① ○ ◎

13 ② ○ ◎

14 ③ ○ ◎ ○ ◎

15 ④ ○ ◎ ○ ◎ ○

16 ① ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○

17 ② ○ ◎

18 ③ ○ ◎ ● ◎ ○

19 ④ ○ ◎

20 ⑤ ○ ◎

21 ⑥ ○ ◎

22 ⑦ ○ ◎

23 ⑧ ○ ◎

24 ⑨ ○ ◎

２５（新） 新 ○

再 ⑩

26 ① ○ ◎

27 ② ○ ◎

28 ① ○ ◎

29 ② ○ ◎

再 ③

30 ① ○ ◎

再 ②

31 ① ○ ◎ ○ ◎

32 ② ○ ◎

再 ③

再 ④

33 ① ○ ◎

再 ②

再 ③

再 ④

再 ⑤

人材育成課（育）

１
　
人
事
施
策

（１）採用 職員募集活動の充実 人事委員会

受験間口の拡大 人事委員会

採用試験制度の充実

人材公募制度の充実 人事課

多面評価の更なる活用 人事課

（４）処遇（昇任・昇格、給与） 女性職員の活躍支援・登用 人事課／ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ推進事業
部（男女共同参画課）

２
　
職
員
研
修

（１）職場研修（ＯＪＴ） OJTの定着に向けた支援強化 人材育成課（育）

デリバリー研修の実施促進

№ 分野（大分類） 施策名（小分類） 所管課

専門能力が必要とされる分野に携わる職員（スペシャリスト）の育成 人事課

人事委員会

職場情報シートの活用促進（２）人事異動 人材育成課(育)

人材育成課（育）

R3R1 R2

多様な人材が活躍するための配置・異動 人事課

（３）人材評価 人事評価制度の活用と改善 人事課

キャリア形成を考える機会の提供 人材育成課（育）　／　人事課

人材公募制度の充実 人事課

メンター制度の見直し 人材育成課（育）

研修の効果測定結果の活用 人材育成課（育）

管理監督職のマネジメント能力の強化 人材育成課（育）

多様な人材の活躍に関する研修の充実 人材育成課（育）

研修履歴の活用 人材育成課（育）

（２）職場外研修（Ｏｆｆ－ＪＴ） 集合研修の充実 人材育成課（育）

育成指導能力の強化 人材育成課（育）

改善意識向上につながる研修の充実 人材育成課／
業務改革推進課

派遣研修の充実 人材育成課（育）

市民満足向上につながる研修の充実 人材育成課（育）

モチベーション向上につながる研修の実施 人材育成課（育）

自主研修支援制度の利用促進

自治体・民間企業との相互交流

研修履歴の活用 人材育成課（育）

（３）自主研修 自主研修支援体制の強化 人材育成課（育）

人材育成課（育）

（４）他自治体・民間企業等との
人事交流

人材育成課（育）　／　人事課

民間企業との異業種交流イベント実施（まくはリンピック） 人材育成課（育）

派遣研修の充実 人材育成課（育）

自主研修支援体制の強化 人材育成課（育）

（３）意見・アイディア 内部事務の整理・合理化 業務改革推進課

ＣＨＩＰＳ！（身近な改善運動）の活性化 人材育成課（育）

OJTの定着に向けた支援強化 人材育成課（育）

ＣＨＩＰＳ！（身近な改善運動）の活性化 人材育成課（育）

３
　
組
織
風
土

（１）市民応対 接遇マニュアルの見直し 人材育成課（育）

市民満足向上につながる研修の充実 人材育成課（育）

（２）コミュニケーション コミュニケーションの活性化支援 人材育成課（育）

派遣研修の充実

改善意識向上につながる研修の充実

自主研修支援体制の強化

人材育成課（育）

人材育成課／
業務改革推進課

学習管理システムを活用した研修の実施 人材育成課（育）



34 ① ○ ◎

35 ② ○ ◎

36 ③ ○ ◎ ○

再 ④

再 新

37 ① ○ ◎

38 ② ○ ◎

再 ①

再 ②

再 ③

再 ④

再 ①

再 ②

再 ③

再 ④

再 ⑤

39 ① ○ ◎

40 ② ● ◎ ○

41 ③ ○ ◎

42 ④ ● ◎

43 ① ○ ◎ ○

44 ② ○ ◎

45 ③ ○ ◎

46 ④ ○ ◎

47 ① ○ ◎

48 ② ○ ◎

49 ③ ○ ◎

38 38 13 13 4 4 8

第３次ＡＰ進捗率

36 12 4 8

2 1 0 0

38 13 4

0 0 0

第３次ＡＰ【改定版】　計画

○計画 8

フレックスタイムの導入や時差勤務の拡大検討 給与課

在宅勤務の推進 人材育成課（健）

（４）ワーク・ライフ・バランス 子育て支援計画の推進 給与課

ハラスメント防止対策の実施 人材育成課（健）

（６）女性職員の活躍 キャリア形成を考える機会の提供 人材育成課（育）　／　人事課

女性職員の活躍支援・登用 人事課／ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ推進事業
部（男女共同参画課）

自主研修支援制度の利用促進 人材育成課（育）　／　人事課

（５）コンプライアンス ハラスメント防止要綱等の見直し 人材育成課（健）

多様な人材の活躍に関する研修の充実 人材育成課（育）

自主研修支援制度の利用促進 人材育成課（育）

モチベーション向上につながる研修の実施 人材育成課（育）

自主研修支援体制の強化 人材育成課（育）

（７）モチベーションの向上 キャリア形成を考える機会の提供 人材育成課（育）　／　人事課

OJTの定着に向けた支援強化 人材育成課（育）

コミュニケーションの活性化支援 人材育成課（育）

４
　
健
康
管
理

（１）こころの健康づくり こころの健康づくり計画の策定 人材育成課（健）

ストレスチェック検査結果の活用体制の拡充 人材育成課（健）

３
　
組
織
風
土

（２）からだの健康づくり 保健指導の実施 人材育成課（健）

定期健康診断未受診者削減対策の充実 人材育成課（健）

職場復帰支援の体制強化 人材育成課（健）

「なんでも悩み相談」の相談方法の拡充 人材育成課（健）

職員の禁煙の推進 人材育成課（健）

（３）過重労働対策 過重労働者に対する面接指導の実施 人材育成課（健）

〇：当初計画

●：計画を前倒したもの

◎：実施済

△：翌年度継続

学習管理システムを活用した研修の実施 人材育成課（育）

※人材育成課　…　（育）：育成研修班　／　（健）：健康管理班 計画・実施済みカウント

100.0%

公務災害、通勤災害の発生事例の共有 人材育成課（健）

過重労働に関する制度の周知 人材育成課（健）

健康教育の充実 人材育成課（健）


