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〇人事評価の流れ

（※）評価・調整・確認

 評価
評価者が、被評価者の目標等の達成状況や実際にとられた具体的な職務上の行動を踏まえて実施

 調整
調整者が、評価者の評価に不均衡があるかどうかの観点から実施

 確認
実施権者が、公正性の確保の観点等から評価結果を確認し、評価を確定

１
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人事評価記録書様式（能力評価：一般行政・本省内部部局・課長の例）

年 月 日 ～ 年 月 日

年 月 日 　 年 月 日

　 年 月 日

　 年 月 日

＜倫理＞

1

①

②

＜構想＞

2

①

②

＜判断＞

3

①

②

③

＜説明・調整＞

4

①

②

③

＜業務運営＞

5

①

②

③

＜組織統率・人材育成＞

6

①

②

③

【全体評語等】

（所見） （所見）

評価期間 被評価者 所属： 職名： 氏名：

期末面談 評価者 所属･職名： 氏名： 評価記入日：

調整者 所属･職名： 氏名： 調整記入日：

実施権者 所属･職名： 氏名： 確　認　日：

（Ⅰ　能力評価：一般行政・本省内部部局・課長）

評価項目及び行動／着眼点
自己申告 評価者 調整者

（任意）（コメント：必要に応じ） （所見） (評語)

国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務
を遂行する。

責任感 国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課の課題に責任を持って取り組む。

公正性 服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、国民の視点に立って、行政課題に対応するための方針を示す。

状況の構造的把握　

基本方針・成果の明示

課の責任者として、適切な判断を行う。

最適な選択 採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。

適時の判断 事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。

リスク対応 状況の変化や問題が生じた場合の早期対応を適切に行う。

所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成する。

信頼関係の構築 円滑な合意形成に資するよう、日頃から対外的な信頼関係を構築する。

折衝・調整 組織方針を実現できるよう関係者と折衝・調整を行う。

適切な説明 所管行政について適切な説明を行う。

コスト意識を持って効率的に業務を進める。

先見性
先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼす影響を予測して対策を想定するなど、先を読みながらものごと
を進める。

業務の見直し 業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。

適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。

業務の割当て
課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、組織の中で適切に業務を
割り当てる。

意思疎通と進捗管理
部下との双方向の適切なコミュニケーションにより情報の共有や部下の仕事の進捗状況の把握を行い、的確な
指示を行うことにより業務を完遂に導き、成果を挙げる。

評価者　 調整者

（全体評語） （全体評語）

[特記事項]
①特に、１（倫理）・６（組織統率・人材育成）の評価に当たっては、求められる行動に、法令等の遵守はもとより、行政文書の適正な管理及びハラスメントの防止が含まれることに留意する。
②特に、２（構想）・５（業務運営）・６（組織統率・人材育成）の評価に当たっては、行政のスリム化・自主的な事業の改善、女性職員の活躍及び仕事と生活の調和の推進に資する働き方の改革など、時代に即
した合理的かつ効率的な行政を実現するとの観点に留意する。

国家や国民の利益を第一に、国内外の変化を読み取り、新たな取組への挑戦も含め、課としての基本的な方針
や達成すべき成果を具体的に示し、部下に理解させる。

効率的な業務運営
限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進
める。

課内の情報の中枢として複雑な因果関係、錯綜した利害関係など業務とそれを取り巻く状況の全体像を的確に
把握する。

部下の成長支援
適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出
す。

２


シート様式（幹部職員・（例）局長）

		

		人事評価記録書様式（幹部職員） ジンジヒョウカキロクショヨウシキカンブショクイン

		評価期間 ヒョウカキカン																年 ネン		　				月 ツキ		　				日 ヒ		～		平成 ヘイセイ								年 ネン		　				月 ツキ		　				日 ニチ						被評価者 ヒヒョウカ												職名： ショクメイ						　																																												氏名： シメイ						　

		期末面談 キマツメンダン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														評価者 ヒョウカシャ								職名： ショクメイ																								氏名： シメイ						　																				評価記入日： ヒョウカキニュウビ																				年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

																																																												調整者 チョウセイシャ								職名： ショクメイ																								氏名： シメイ						　																				調整記入日： チョウセイキニュウビ																				年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

																																																												実施権者 ジッシケンシャ								職名： ショクメイ																								氏名： シメイ						　																				確　認　日： アキラニンビ																				年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

		（Ⅰ　能力評価：一般行政・本省内部部局・局長） キョク

		評価項目及び行動 ヒョウカコウモクオヨコウドウ																																																																																																												自己申告 ジコシンコク

		＜倫理＞

				1国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、局の重要課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

		＜構想＞

				2所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、先々を見通しつつ、国民の視点に立って、局の重要課題について基本的な方向性を示す。

		＜判断＞

				3局の責任者として、その重要課題について、豊富な知識・経験及び情報に基づき、冷静かつ迅速な判断を行う。

		＜説明・調整＞

				4所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、困難な調整を行い、合意を形成する。

		＜業務運営＞

				5国民の視点に立ち、不断の業務見直しに率先して取り組む。

		＜組織統率＞

				6指導力を発揮し、部下の志気を高め、組織を牽引し、成果を挙げる。

		【特記事項】
①特に、１（倫理）・６（組織統率）の評価に当たっては、求められる行動に、法令等の遵守はもとより、行政文書の適正な管理及びハラスメントの防止が含まれることに留意する。
②特に、２（構想）・５（業務運営）・６（組織統率）の評価に当たっては、行政のスリム化・自主的な事業の改善、女性職員の活躍及び仕事と生活の調和の推進に資する働き方の改革など、時代に即した合理的かつ効率的な行政を実現するとの観点に留意する。
 ソシキトウソツアホウレイトウジュンシュギョウセイテキセイオヨボウシトウオヨシゴトセイカツチョウワ

		【全体評語等】 ゼンタイヒョウゴトウ

		評価者																																																																																																						調整者 チョウセイシャ

		（所見） ショケン																																																																																										（全体評語）												（所見） ショケン																																						（全体評語）

		備考欄 ビコウラン

		評価期間 ヒョウカキカン																年 ネン		　				月 ツキ		　				日 ヒ		～										年 ネン		　				月 ツキ		　				日 ニチ						被評価者 ヒヒョウカ												職名： ショクメイ						　																																												氏名： シメイ						　

		期首面談 キシュメンダン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														評価者 ヒョウカシャ								職名： ショクメイ																								氏名： シメイ						　																				評価記入日： ヒョウカキニュウビ																				年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

		期末面談 キマツメンダン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														調整者 チョウセイシャ								職名： ショクメイ																								氏名： シメイ						　																				評価記入日： ヒョウカキニュウビ																				年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

																																																												実施権者 ジッシケンシャ								職名： ショクメイ																								氏名： シメイ						　																				確　認　日： アキラニンビ																				年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

		（Ⅱ　業績評価：一般行政・本省内部部局・局長） キョク

		目標・重点課題 モクヒョウジュウテンカダイ																																																																																																						自己申告 ジコシンコク

		※　行政文書の適正な管理に資する目標設定に留意。
※　行政のスリム化・自主的な事業の改善、女性職員の活躍及び仕事と生活の調和の推進に資する働き方の改革など、時代に即し
　　 た合理的かつ効率的な行政の実現に資する目標設定に留意。 テキセイシギョウセイカジシュテキジギョウカイゼンジョセイショクインカツヤクオヨシゴトセイカツチョウワスイシンシハタラカタカイカクジダイソクゴウリテキコウリツテキギョウセイジツゲンシモクヒョウセッテイリュウイ

		【全体評語等】

		評価者 ヒョウカシャ																																																																																																						調整者 チョウセイシャ

		（所見） ショケン																																																																																										（全体評語）												（所見） ショケン																																						（全体評語）





シート様式（管理職員・(例)課長）

						人事評価記録書様式（管理職員） ジンジヒョウカキロクショヨウシキカンリショクイン

						評価期間 ヒョウカキカン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ		～										年 ネン						月 ツキ						日 ニチ						被評価者 ヒヒョウカシャ												所属： ショゾク																										職名： ショクメイ																								氏名： シメイ

						期末面談 キマツメンダン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														評価者 ヒョウカシャ								所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		評価記入日： ヒョウカキニュウビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

																																																																調整者 チョウセイシャ								所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		調整記入日： チョウセイキニュウビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

																																																																実施権者 ジッシケンシャ								所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		確　認　日： アキラニンビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

						（Ⅰ　能力評価：一般行政・本省内部部局・課長） ノウリョクヒョウカカ

																										評価項目及び行動／着眼点 オヨコウドウチャクガンテン																																																																																				自己申告 ジコシンコク																				評価者 ヒョウカシャ																				調整者
（任意） チョウセイシャニンイ

																																																																																																																		（コメント：必要に応じ） ヒツヨウオウ																（所見） ショケン																(評語) ヒョウゴ

						＜倫理＞

								1		国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

								①		責任感																国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課の課題に責任を持って取り組む。

								②		公正性																服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

						＜構想＞

								2		所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、国民の視点に立って、行政課題に対応するための方針を示す。

								①		状況の構造的把握　																課内の情報の中枢として複雑な因果関係、錯綜した利害関係など業務とそれを取り巻く状況の全体像を的確に把握する。 カナイジョウホウチュウスウ

								②		基本方針・成果の明示 セイカ																国家や国民の利益を第一に、国内外の変化を読み取り、新たな取組への挑戦も含め、課としての基本的な方針や達成すべき成果を具体的に示し、部下に理解させる。 アラトリクミチョウセンフクタッセイセイカグタイテキシメブカリカイ

						＜判断＞

								3		課の責任者として、適切な判断を行う。

								①		最適な選択																採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。

								②		適時の判断																事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。

								③		リスク対応																状況の変化や問題が生じた場合の早期対応を適切に行う。

						＜説明・調整＞

								4		所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成する。

								①		信頼関係の構築																円滑な合意形成に資するよう、日頃から対外的な信頼関係を構築する。

								②		折衝・調整																組織方針を実現できるよう関係者と折衝・調整を行う。

								③		適切な説明																所管行政について適切な説明を行う。

						＜業務運営＞

								5		コスト意識を持って効率的に業務を進める。

								①		先見性																先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼす影響を予測して対策を想定するなど、先を読みながらものごとを進める。

								②		効率的な業務運営																限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギギョウムジカンジンインゼンテイブカキョウユウ

								③		業務の見直し ミナオ																業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。 ギョウムユウセンジュンイイシキハイシフクギョウムミナオギョウムカイゼンスス

						＜組織統率・人材育成＞

								6		適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。

								①		業務の割当て ワア																課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、組織の中で適切に業務を割り当てる。 ジョウキョウジュウナンハタラカタスイショウワア

								②		意思疎通と進捗管理 イシソツウ																部下との双方向の適切なコミュニケーションにより情報の共有や部下の仕事の進捗状況の把握を行い、的確な指示を行うことにより業務を完遂に導き、成果を挙げる。 ブカソウホウコウテキセツセイカア

								③		部下の成長支援 ブカセイチョウシエン																適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。 テキセツシドウオコナタヨウケイケンキカイテイキョウノウリョクカイハツウナガブカセイチョウシエン

						[特記事項]
①特に、１（倫理）・６（組織統率・人材育成）の評価に当たっては、求められる行動に、法令等の遵守はもとより、行政文書の適正な管理及びハラスメントの防止が含まれることに留意する。
②特に、２（構想）・５（業務運営）・６（組織統率・人材育成）の評価に当たっては、行政のスリム化・自主的な事業の改善、女性職員の活躍及び仕事と生活の調和の推進に資する働き方の改革など、時代に即した合理的かつ効率的な行政を実現するとの観点に留意する。 トッキジコウソシキトウソツジンザイイクセイアホウレイトウジュンシュギョウセイテキセイジンザイイクセイトウ

						【全体評語等】 ヒョウゴトウ

						評価者　																																																																																																												調整者 チョウセイシャ

						（所見） ショケン																																																																																																				（全体評語） ゼンタイヒョウゴ								（所見） ショケン																																				（全体評語） ゼンタイヒョウゴ

						評価期間 ヒョウカキカン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ		～										年 ネン						月 ツキ						日 ニチ						被評価者 ヒヒョウカシャ												所属： ショゾク																										職名： ショクメイ																								氏名： シメイ

						期首面談 キシュメンダン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														評価者 ヒョウカシャ								所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		評価記入日： ヒョウカキニュウビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

						期末面談 キマツメンダン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														調整者 チョウセイシャ								所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		調整記入日： チョウセイキニュウビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

																																																																実施権者 ジッシケンシャ								所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		確　認　日： アキラニンビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

						（Ⅱ　業績評価：一般行政・本省内部部局・課長） ギョウセキヒョウカカ

						【１　目標】 モクヒョウ																																																																																																																																														　

						番号 バンゴウ						業務内容 ギョウムナイヨウ																目標 モクヒョウ																																				困難				重要				自己申告 ジコシンコク																																						評価者 ヒョウカシャ																																						調整者 チョウセイシャ

																												（いつまでに、何を、どの水準まで） ナニスイジュン																																												（達成状況、状況変化その他の特筆すべき事情） タッセイジョウキョウジョウキョウヘンカタトクヒツジジョウ																																						（所見） ショケン																														(評語) ヒョウゴ								（任意） ニンイ

						1																																																										　

						2																																																										　

						3																																																										　				　

						4																																																										　

						5																																																										　

						※　行政文書の適正な管理に資する目標設定に留意。
※　行政のスリム化・自主的な事業の改善、女性職員の活躍及び仕事と生活の調和の推進に資する働き方の改革など、時代に即した合理的
　　 かつ効率的な行政の実現に資する目標設定に留意。 テキセイギョウセイカジシュテキジギョウカイゼンジョセイショクインカツヤクオヨシゴトセイカツチョウワスイシンシハタラカタカイカクジダイソクゴウリテキコウリツテキギョウセイジツゲンシモクヒョウセッテイリュウイ

																																																																被評価者 ヒヒョウカシャ												所属： ショゾク						0																				職名： ショクメイ						0																		氏名： シメイ						0

						【２　目標以外の業務への取組状況等】 モクヒョウイガイギョウムトリクミジョウキョウトウ

						番号 バンゴウ				業務内容 ギョウムナイヨウ																		自己申告 ジコシンコク																																																						評価者 ヒョウカシャ

																												（目標以外の取組事項、突発事態への対応等）

						1																																																																												（所見）

						【３　全体評語等】 ゼンタイヒョウゴトウ

						評価者 ヒョウカシャ																																																																																																						調整者 チョウセイシャ

						（所見） ショケン																																																																																												（全体評語）										（所見） ショケン																																								（全体評語） ゼンタイヒョウゴ





シート様式（一般職員・（例）課長補佐）

		人事評価記録書様式（一般職員） ジンジヒョウカキロクショヨウシキイッパンショクインイチショクイン

		評価期間 ヒョウカキカン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ		～										年 ネン						月 ツキ						日 ニチ						被評価者 ヒヒョウカシャ														所属： ショゾク																										職名： ショクメイ																								氏名： シメイ

																																																												評価者 ヒョウカシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		評価記入日： ヒョウカキニュウビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

		期末面談 キマツメンダン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														調整者 チョウセイシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		調整記入日： チョウセイキニュウビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

																																																												実施権者 ジッシケンシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		確　認　日： アキラニンビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

		（Ⅰ　能力評価：一般行政・本省内部部局・課長補佐） ホサ

																						評価項目及び行動／着眼点 オヨコウドウチャクガンテン																																																																																						自己申告 ジコシンコク																				評価者 ヒョウカシャ																				調整者
（任意） チョウセイシャニンイ

																																																																																																																（コメント：必要に応じ） ヒツヨウオウ																（所見） ショケン																(評語) ヒョウゴ

		＜倫理＞ リンリ

				1		国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

				①		責任感 セキニンカン																国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組む。

				②		公正性 コウセイセイ																服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

		＜企画・立案、事務事業の実施＞

				2		組織や上司の方針に基づいて、施策の企画・立案や事務事業の実施の実務の中核を担う。

				①		知識・情報収集																業務に関連する知識の習得・情報収集を幅広く行う。

				②		事務事業の実施																事案における課題を的確に把握し、実務担当者の中核となって、施策の企画・立案や事務事業の実施を行う。

				③		成果認識																成果のイメージを明確に持ち、複数の選択肢を吟味して最適な企画や方策を立案する。

		＜判断＞ ハンダン

				3		自ら処理すべき事案について、適切な判断を行う。

				①		役割認識 ヤクワリニンシキ																自ら処理すべきこと、上司の判断にゆだねることの仕分けなど、自分の果たすべき役割を的確に押さえながら業務に取り組む。

				②		適切な判断 テキセツハンダン																担当する事案について適切な判断を行う。

		＜説明・調整＞ セツメイチョウセイ

				4		担当する事案について論理的な説明を行うとともに、関係者と粘り強く調整を行う。

				①		信頼関係の構築 シンライカンケイコウチク																他部局や他省庁のカウンターパートと信頼関係を構築する。

				②		説明 セツメイ																論点やポイントを明確にすることにより、論理的で簡潔な説明をする。

				③		交渉 コウショウ																相手の意見を理解・尊重する一方、主張すべき点はぶれずに主張し、粘り強く対応する。

		＜業務遂行＞ ギョウムスイコウ

				5		段取りや手順を整え、効率的に業務を進める。

				①		段取り																業務の展開を見通し、前もって段取りや手順を整えて仕事を進める。

				②		柔軟性 ジュウナンセイ																緊急時、見通しが変化した時などの状況に応じて、打つ手を柔軟に変える。

				③		業務改善 ギョウムカイゼン																作業の取捨選択や担当業務のやり方の見直しなど業務の改善に取り組む。

		＜部下の育成・活用＞ ブカイクセイカツヨウ

				6		部下の指導、育成及び活用を行う。

				①		作業の割り振り サギョウワフ																部下の一人ずつの仕事の状況や負荷を的確に把握し、適切に作業を割り振る。

				②		部下の育成 ブカイクセイ																部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。

		[特記事項]　特に、１（倫理）・６（部下の育成・活用）の評価に当たっては、求められる行動に、法令等の遵守はもとより、行政文書の適正な管理及びハラスメントの防止が含まれることに留意する。 トッキジコウブカイクセイカツヨウアホウレイトウジュンシュギョウセイテキセイ

		【全体評語等】 ヒョウゴトウ

		評価者　																																																																																																														調整者 チョウセイシャ

		（所見） ショケン																																																																																																						（全体評語） ゼンタイヒョウゴ								（所見） ショケン																																				（全体評語） ゼンタイヒョウゴ

		評価期間 ヒョウカキカン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ		～										年 ネン						月 ツキ						日 ニチ						被評価者 ヒヒョウカシャ														所属： ショゾク																										職名： ショクメイ																								氏名： シメイ

		期首面談 キシュメンダン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														評価者 ヒョウカシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		評価記入日： ヒョウカキニュウビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

		期末面談 キマツメンダン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														調整者 チョウセイシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		調整記入日： チョウセイキニュウビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

																																																												実施権者 ジッシケンシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		確　認　日： アキラニンビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

		（Ⅱ　業績評価：一般行政・本省内部部局・課長補佐） ギョウセキヒョウカ

		【１　目標】 モクヒョウ																																																																																																																																																　

		番号 バンゴウ						業務内容 ギョウムナイヨウ																目標 モクヒョウ																																						困難度 コンナンド				重要度 ジュウヨウド				自己申告 ジコシンコク																																						評価者 ヒョウカシャ																																						調整者 チョウセイシャ

																								（いつまでに、何を、どの水準まで） ナニスイジュン																																														（達成状況、状況変化その他の特筆すべき事情） タッセイジョウキョウジョウキョウヘンカタトクヒツジジョウ																																						（所見） ショケン																														(評語) ヒョウゴ								（任意） ニンイ

		1																																																												　				　

		2																																																												　				　

		3																																																												　				　

		4																																																												　				　

		5																																																												　				　

		※　行政文書の適正な管理に資する目標設定に留意。 テキセイ

																																																												被評価者 ヒヒョウカシャ														所属： ショゾク						0																				職名： ショクメイ						0																		氏名： シメイ						0

		【２　目標以外の業務への取組状況等】 モクヒョウイガイギョウムトリクミジョウキョウトウ

		番号 バンゴウ				業務内容 ギョウムナイヨウ																		自己申告 ジコシンコク																																																								評価者 ヒョウカシャ

																								（目標以外の取組事項、突発事態への対応等）

		1																																																																														（所見）

		【３　全体評語等】 ゼンタイヒョウゴトウ

		評価者 ヒョウカシャ																																																																																																								調整者 チョウセイシャ

		（所見） ショケン																																																																																														（全体評語）										（所見） ショケン																																								（全体評語） ゼンタイヒョウゴ





シート様式（一般職員・（例）係員）

				人事評価記録書様式（一般職員） ジンジヒョウカキロクショヨウシキイッパンショクインイチショクイン

				評価期間 ヒョウカキカン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ		～										年 ネン						月 ツキ						日 ニチ						被評価者 ヒヒョウカシャ														所属： ショゾク																										職名： ショクメイ																								氏名： シメイ

																																																														評価者 ヒョウカシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		評価記入日： ヒョウカキニュウビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

				期末面談 キマツメンダン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														調整者 チョウセイシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		調整記入日： チョウセイキニュウビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

																																																														実施権者 ジッシケンシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		確　認　日： アキラニンビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

				（Ⅰ　能力評価：一般行政・本省内部部局・係員） カカリイン

																								評価項目及び行動／着眼点 オヨコウドウチャクガンテン																																																																																						自己申告 ジコシンコク																				評価者 ヒョウカシャ																				調整者
（任意） チョウセイシャニンイ

																																																																																																																		（コメント：必要に応じ） ヒツヨウオウ																（所見） ショケン																(評語) ヒョウゴ

				＜倫理＞ リンリ

						1		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

						①		責任感 セキニンカン																国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。

						②		公正性 コウセイセイ																服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

				＜知識・技術＞

						2		業務に必要な知識・技術を習得する。

						①		情報の整理																情報や資料を分かりやすく分類・整理する。

						②		知識習得																業務に必要な知識を身に付ける。

				＜コミュニケーション＞

						3		上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。

						①		指示・指導の理解																自ら処理すべきこと、上司の判断にゆだねることの仕分けなど、自分の果たすべき役割を的確に押さえながら業務に取り組む。

						②		情報の伝達																情報を正確に伝達する。

						③		誠実な対応																相手に対し誠実な対応をする。

						④		上司への報告																問題が生じたときには速やかに上司に報告をする。

				＜業務遂行＞ ギョウムスイコウ

						4		意欲的に業務に取り組む。

						①		積極性																自分の仕事の範囲を限定することなく、未経験の業務に積極的に取り組む。

						②		正確性 セイカクセイ																ミスや抜け落ちが生じないよう作業のチェックを行う。

						③		迅速な作業 ジンソクサギョウ																迅速な作業を行う。

						④		粘り強さ ネバツヨ																失敗や困難にめげずに仕事を進める。

				【全体評語等】 ヒョウゴトウ

				評価者　																																																																																																														調整者 チョウセイシャ

				（所見） ショケン																																																																																																						（全体評語） ゼンタイヒョウゴ								（所見） ショケン																																				（全体評語） ゼンタイヒョウゴ

				評価期間 ヒョウカキカン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ		～										年 ネン						月 ツキ						日 ニチ						被評価者 ヒヒョウカシャ														所属： ショゾク																										職名： ショクメイ																								氏名： シメイ

				期首面談 キシュメンダン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														評価者 ヒョウカシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		評価記入日： ヒョウカキニュウビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

				期末面談 キマツメンダン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														調整者 チョウセイシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		調整記入日： チョウセイキニュウビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

																																																														実施権者 ジッシケンシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		確　認　日： アキラニンビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

				（Ⅱ　業績評価：一般行政・本省内部部局・課長補佐） ギョウセキヒョウカ

				【１　目標】 モクヒョウ																																																																																																																																																　

				番号 バンゴウ						業務内容 ギョウムナイヨウ																目標 モクヒョウ																																						困難度 コンナンド				重要度 ジュウヨウド				自己申告 ジコシンコク																																						評価者 ヒョウカシャ																																						調整者 チョウセイシャ

																										（いつまでに、何を、どの水準まで） ナニスイジュン																																														（達成状況、状況変化その他の特筆すべき事情） タッセイジョウキョウジョウキョウヘンカタトクヒツジジョウ																																						（所見） ショケン																														(評語) ヒョウゴ								（任意） ニンイ

				1																																																												　				　

				2																																																												　				　

				3																																																												　				　

				4																																																												　				　

				5																																																												　				　

				※　行政文書の適正な管理に資する目標設定に留意。 テキセイ

																																																														被評価者 ヒヒョウカシャ														所属： ショゾク						0																				職名： ショクメイ						0																		氏名： シメイ						0

				【２　目標以外の業務への取組状況等】 モクヒョウイガイギョウムトリクミジョウキョウトウ

				番号 バンゴウ				業務内容 ギョウムナイヨウ																		自己申告 ジコシンコク																																																								評価者 ヒョウカシャ

																										（目標以外の取組事項、突発事態への対応等）

				1																																																																														（所見）

				【３　全体評語等】 ゼンタイヒョウゴトウ

				評価者 ヒョウカシャ																																																																																																								調整者 チョウセイシャ

				（所見） ショケン																																																																																														（全体評語）										（所見） ショケン																																								（全体評語） ゼンタイヒョウゴ
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人事評価記録書様式（能力評価：一般行政・本省内部部局・係員の例）

年 月 日 ～ 年 月 日

　 年 月 日

年 月 日 　 年 月 日

　 年 月 日

＜倫理＞

1

① 国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。

② 服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

＜知識・技術＞

2

① 情報や資料を分かりやすく分類・整理する。

② 業務に必要な知識を身に付ける。

＜コミュニケーション＞

3

①

②

③

④

＜業務遂行＞

4

①

②

③ 迅速な作業 迅速な作業を行う。

④ 粘り強さ

【全体評語等】

（所見） （所見）

ミスや抜け落ちが生じないよう作業のチェックを行う。

評価者　 調整者
（全体評語） （全体評語）

意欲的に業務に取り組む。

積極性 自分の仕事の範囲を限定することなく、未経験の業務に積極的に取り組む。

失敗や困難にめげずに仕事を進める。

正確性

上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。

指示・指導の理解
自ら処理すべきこと、上司の判断にゆだねることの仕分けなど、自分の果たすべき役割を的確に押さえながら業務
に取り組む。

上司への報告 問題が生じたときには速やかに上司に報告をする。

情報の伝達 情報を正確に伝達する。

誠実な対応

情報の整理

知識習得

相手に対し誠実な対応をする。

国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

責任感

公正性

業務に必要な知識・技術を習得する。

（コメント：必要に応じ） （所見） (評語)

（Ⅰ　能力評価：一般行政・本省内部部局・係員）

評価項目及び行動／着眼点
自己申告 評価者 調整者

（任意）

実施権者 所属･職名： 氏名： 確　認　日：

氏名： 調整記入日：期末面談 調整者 所属･職名：

評価者 所属･職名： 氏名： 評価記入日：

所属： 職名： 氏名：評価期間 被評価者

３


シート様式（幹部職員・（例）局長）

		

		人事評価記録書様式（幹部職員） ジンジヒョウカキロクショヨウシキカンブショクイン

		評価期間 ヒョウカキカン																年 ネン		　				月 ツキ		　				日 ヒ		～		平成 ヘイセイ								年 ネン		　				月 ツキ		　				日 ニチ						被評価者 ヒヒョウカ												職名： ショクメイ						　																																												氏名： シメイ						　

		期末面談 キマツメンダン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														評価者 ヒョウカシャ								職名： ショクメイ																								氏名： シメイ						　																				評価記入日： ヒョウカキニュウビ																				年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

																																																												調整者 チョウセイシャ								職名： ショクメイ																								氏名： シメイ						　																				調整記入日： チョウセイキニュウビ																				年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

																																																												実施権者 ジッシケンシャ								職名： ショクメイ																								氏名： シメイ						　																				確　認　日： アキラニンビ																				年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

		（Ⅰ　能力評価：一般行政・本省内部部局・局長） キョク

		評価項目及び行動 ヒョウカコウモクオヨコウドウ																																																																																																												自己申告 ジコシンコク

		＜倫理＞

				1国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、局の重要課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

		＜構想＞

				2所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、先々を見通しつつ、国民の視点に立って、局の重要課題について基本的な方向性を示す。

		＜判断＞

				3局の責任者として、その重要課題について、豊富な知識・経験及び情報に基づき、冷静かつ迅速な判断を行う。

		＜説明・調整＞

				4所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、困難な調整を行い、合意を形成する。

		＜業務運営＞

				5国民の視点に立ち、不断の業務見直しに率先して取り組む。

		＜組織統率＞

				6指導力を発揮し、部下の志気を高め、組織を牽引し、成果を挙げる。

		【特記事項】
①特に、１（倫理）・６（組織統率）の評価に当たっては、求められる行動に、法令等の遵守はもとより、行政文書の適正な管理及びハラスメントの防止が含まれることに留意する。
②特に、２（構想）・５（業務運営）・６（組織統率）の評価に当たっては、行政のスリム化・自主的な事業の改善、女性職員の活躍及び仕事と生活の調和の推進に資する働き方の改革など、時代に即した合理的かつ効率的な行政を実現するとの観点に留意する。
 ソシキトウソツアホウレイトウジュンシュギョウセイテキセイオヨボウシトウオヨシゴトセイカツチョウワ

		【全体評語等】 ゼンタイヒョウゴトウ

		評価者																																																																																																						調整者 チョウセイシャ

		（所見） ショケン																																																																																										（全体評語）												（所見） ショケン																																						（全体評語）

		備考欄 ビコウラン

		評価期間 ヒョウカキカン																年 ネン		　				月 ツキ		　				日 ヒ		～										年 ネン		　				月 ツキ		　				日 ニチ						被評価者 ヒヒョウカ												職名： ショクメイ						　																																												氏名： シメイ						　

		期首面談 キシュメンダン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														評価者 ヒョウカシャ								職名： ショクメイ																								氏名： シメイ						　																				評価記入日： ヒョウカキニュウビ																				年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

		期末面談 キマツメンダン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														調整者 チョウセイシャ								職名： ショクメイ																								氏名： シメイ						　																				評価記入日： ヒョウカキニュウビ																				年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

																																																												実施権者 ジッシケンシャ								職名： ショクメイ																								氏名： シメイ						　																				確　認　日： アキラニンビ																				年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

		（Ⅱ　業績評価：一般行政・本省内部部局・局長） キョク

		目標・重点課題 モクヒョウジュウテンカダイ																																																																																																						自己申告 ジコシンコク

		※　行政文書の適正な管理に資する目標設定に留意。
※　行政のスリム化・自主的な事業の改善、女性職員の活躍及び仕事と生活の調和の推進に資する働き方の改革など、時代に即し
　　 た合理的かつ効率的な行政の実現に資する目標設定に留意。 テキセイシギョウセイカジシュテキジギョウカイゼンジョセイショクインカツヤクオヨシゴトセイカツチョウワスイシンシハタラカタカイカクジダイソクゴウリテキコウリツテキギョウセイジツゲンシモクヒョウセッテイリュウイ

		【全体評語等】

		評価者 ヒョウカシャ																																																																																																						調整者 チョウセイシャ

		（所見） ショケン																																																																																										（全体評語）												（所見） ショケン																																						（全体評語）





シート様式（管理職員・(例)課長）

				人事評価記録書様式（管理職員） ジンジヒョウカキロクショヨウシキカンリショクイン

				評価期間 ヒョウカキカン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ		～										年 ネン						月 ツキ						日 ニチ						被評価者 ヒヒョウカシャ												所属： ショゾク																										職名： ショクメイ																								氏名： シメイ

				期末面談 キマツメンダン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														評価者 ヒョウカシャ								所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		評価記入日： ヒョウカキニュウビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

																																																														調整者 チョウセイシャ								所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		調整記入日： チョウセイキニュウビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

																																																														実施権者 ジッシケンシャ								所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		確　認　日： アキラニンビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

				（Ⅰ　能力評価：一般行政・本省内部部局・課長） ノウリョクヒョウカカ

																								評価項目及び行動／着眼点 オヨコウドウチャクガンテン																																																																																				自己申告 ジコシンコク																				評価者 ヒョウカシャ																				調整者
（任意） チョウセイシャニンイ

																																																																																																																（コメント：必要に応じ） ヒツヨウオウ																（所見） ショケン																(評語) ヒョウゴ

				＜倫理＞

						1		国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

						①		責任感																国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課の課題に責任を持って取り組む。

						②		公正性																服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

				＜構想＞

						2		所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、国民の視点に立って、行政課題に対応するための方針を示す。

						①		状況の構造的把握　																課内の情報の中枢として複雑な因果関係、錯綜した利害関係など業務とそれを取り巻く状況の全体像を的確に把握する。 カナイジョウホウチュウスウ

						②		基本方針・成果の明示 セイカ																国家や国民の利益を第一に、国内外の変化を読み取り、新たな取組への挑戦も含め、課としての基本的な方針や達成すべき成果を具体的に示し、部下に理解させる。 アラトリクミチョウセンフクタッセイセイカグタイテキシメブカリカイ

				＜判断＞

						3		課の責任者として、適切な判断を行う。

						①		最適な選択																採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。

						②		適時の判断																事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。

						③		リスク対応																状況の変化や問題が生じた場合の早期対応を適切に行う。

				＜説明・調整＞

						4		所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成する。

						①		信頼関係の構築																円滑な合意形成に資するよう、日頃から対外的な信頼関係を構築する。

						②		折衝・調整																組織方針を実現できるよう関係者と折衝・調整を行う。

						③		適切な説明																所管行政について適切な説明を行う。

				＜業務運営＞

						5		コスト意識を持って効率的に業務を進める。

						①		先見性																先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼす影響を予測して対策を想定するなど、先を読みながらものごとを進める。

						②		効率的な業務運営																限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギギョウムジカンジンインゼンテイブカキョウユウ

						③		業務の見直し ミナオ																業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。 ギョウムユウセンジュンイイシキハイシフクギョウムミナオギョウムカイゼンスス

				＜組織統率・人材育成＞

						6		適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。

						①		業務の割当て ワア																課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、組織の中で適切に業務を割り当てる。 ジョウキョウジュウナンハタラカタスイショウワア

						②		意思疎通と進捗管理 イシソツウ																部下との双方向の適切なコミュニケーションにより情報の共有や部下の仕事の進捗状況の把握を行い、的確な指示を行うことにより業務を完遂に導き、成果を挙げる。 ブカソウホウコウテキセツセイカア

						③		部下の成長支援 ブカセイチョウシエン																適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。 テキセツシドウオコナタヨウケイケンキカイテイキョウノウリョクカイハツウナガブカセイチョウシエン

				[特記事項]
①特に、１（倫理）・６（組織統率・人材育成）の評価に当たっては、求められる行動に、法令等の遵守はもとより、行政文書の適正な管理及びハラスメントの防止が含まれることに留意する。
②特に、２（構想）・５（業務運営）・６（組織統率・人材育成）の評価に当たっては、行政のスリム化・自主的な事業の改善、女性職員の活躍及び仕事と生活の調和の推進に資する働き方の改革など、時代に即した合理的かつ効率的な行政を実現するとの観点に留意する。 トッキジコウソシキトウソツジンザイイクセイアホウレイトウジュンシュギョウセイテキセイジンザイイクセイトウ

				【全体評語等】 ヒョウゴトウ

				評価者　																																																																																																												調整者 チョウセイシャ

				（所見） ショケン																																																																																																				（全体評語） ゼンタイヒョウゴ								（所見） ショケン																																				（全体評語） ゼンタイヒョウゴ

				評価期間 ヒョウカキカン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ		～										年 ネン						月 ツキ						日 ニチ						被評価者 ヒヒョウカシャ												所属： ショゾク																										職名： ショクメイ																								氏名： シメイ

				期首面談 キシュメンダン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														評価者 ヒョウカシャ								所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		評価記入日： ヒョウカキニュウビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

				期末面談 キマツメンダン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														調整者 チョウセイシャ								所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		調整記入日： チョウセイキニュウビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

																																																														実施権者 ジッシケンシャ								所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		確　認　日： アキラニンビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

				（Ⅱ　業績評価：一般行政・本省内部部局・課長） ギョウセキヒョウカカ

				【１　目標】 モクヒョウ																																																																																																																																														　

				番号 バンゴウ						業務内容 ギョウムナイヨウ																目標 モクヒョウ																																				困難				重要				自己申告 ジコシンコク																																						評価者 ヒョウカシャ																																						調整者 チョウセイシャ

																										（いつまでに、何を、どの水準まで） ナニスイジュン																																												（達成状況、状況変化その他の特筆すべき事情） タッセイジョウキョウジョウキョウヘンカタトクヒツジジョウ																																						（所見） ショケン																														(評語) ヒョウゴ								（任意） ニンイ

				1																																																										　

				2																																																										　

				3																																																										　				　

				4																																																										　

				5																																																										　

				※　行政文書の適正な管理に資する目標設定に留意。
※　行政のスリム化・自主的な事業の改善、女性職員の活躍及び仕事と生活の調和の推進に資する働き方の改革など、時代に即した合理的
　　 かつ効率的な行政の実現に資する目標設定に留意。 テキセイギョウセイカジシュテキジギョウカイゼンジョセイショクインカツヤクオヨシゴトセイカツチョウワスイシンシハタラカタカイカクジダイソクゴウリテキコウリツテキギョウセイジツゲンシモクヒョウセッテイリュウイ

																																																														被評価者 ヒヒョウカシャ												所属： ショゾク						0																				職名： ショクメイ						0																		氏名： シメイ						0

				【２　目標以外の業務への取組状況等】 モクヒョウイガイギョウムトリクミジョウキョウトウ

				番号 バンゴウ				業務内容 ギョウムナイヨウ																		自己申告 ジコシンコク																																																						評価者 ヒョウカシャ

																										（目標以外の取組事項、突発事態への対応等）

				1																																																																												（所見）

				【３　全体評語等】 ゼンタイヒョウゴトウ

				評価者 ヒョウカシャ																																																																																																						調整者 チョウセイシャ

				（所見） ショケン																																																																																												（全体評語）										（所見） ショケン																																								（全体評語） ゼンタイヒョウゴ





シート様式（一般職員・（例）課長補佐）

		人事評価記録書様式（一般職員） ジンジヒョウカキロクショヨウシキイッパンショクインイチショクイン

		評価期間 ヒョウカキカン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ		～										年 ネン						月 ツキ						日 ニチ						被評価者 ヒヒョウカシャ														所属： ショゾク																										職名： ショクメイ																								氏名： シメイ

																																																												評価者 ヒョウカシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		評価記入日： ヒョウカキニュウビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

		期末面談 キマツメンダン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														調整者 チョウセイシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		調整記入日： チョウセイキニュウビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

																																																												実施権者 ジッシケンシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		確　認　日： アキラニンビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

		（Ⅰ　能力評価：一般行政・本省内部部局・課長補佐） ホサ

																						評価項目及び行動／着眼点 オヨコウドウチャクガンテン																																																																																						自己申告 ジコシンコク																				評価者 ヒョウカシャ																				調整者
（任意） チョウセイシャニンイ

																																																																																																																（コメント：必要に応じ） ヒツヨウオウ																（所見） ショケン																(評語) ヒョウゴ

		＜倫理＞ リンリ

				1		国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

				①		責任感 セキニンカン																国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組む。

				②		公正性 コウセイセイ																服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

		＜企画・立案、事務事業の実施＞

				2		組織や上司の方針に基づいて、施策の企画・立案や事務事業の実施の実務の中核を担う。

				①		知識・情報収集																業務に関連する知識の習得・情報収集を幅広く行う。

				②		事務事業の実施																事案における課題を的確に把握し、実務担当者の中核となって、施策の企画・立案や事務事業の実施を行う。

				③		成果認識																成果のイメージを明確に持ち、複数の選択肢を吟味して最適な企画や方策を立案する。

		＜判断＞ ハンダン

				3		自ら処理すべき事案について、適切な判断を行う。

				①		役割認識 ヤクワリニンシキ																自ら処理すべきこと、上司の判断にゆだねることの仕分けなど、自分の果たすべき役割を的確に押さえながら業務に取り組む。

				②		適切な判断 テキセツハンダン																担当する事案について適切な判断を行う。

		＜説明・調整＞ セツメイチョウセイ

				4		担当する事案について論理的な説明を行うとともに、関係者と粘り強く調整を行う。

				①		信頼関係の構築 シンライカンケイコウチク																他部局や他省庁のカウンターパートと信頼関係を構築する。

				②		説明 セツメイ																論点やポイントを明確にすることにより、論理的で簡潔な説明をする。

				③		交渉 コウショウ																相手の意見を理解・尊重する一方、主張すべき点はぶれずに主張し、粘り強く対応する。

		＜業務遂行＞ ギョウムスイコウ

				5		段取りや手順を整え、効率的に業務を進める。

				①		段取り																業務の展開を見通し、前もって段取りや手順を整えて仕事を進める。

				②		柔軟性 ジュウナンセイ																緊急時、見通しが変化した時などの状況に応じて、打つ手を柔軟に変える。

				③		業務改善 ギョウムカイゼン																作業の取捨選択や担当業務のやり方の見直しなど業務の改善に取り組む。

		＜部下の育成・活用＞ ブカイクセイカツヨウ

				6		部下の指導、育成及び活用を行う。

				①		作業の割り振り サギョウワフ																部下の一人ずつの仕事の状況や負荷を的確に把握し、適切に作業を割り振る。

				②		部下の育成 ブカイクセイ																部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。

		[特記事項]　特に、１（倫理）・６（部下の育成・活用）の評価に当たっては、求められる行動に、法令等の遵守はもとより、行政文書の適正な管理及びハラスメントの防止が含まれることに留意する。 トッキジコウブカイクセイカツヨウアホウレイトウジュンシュギョウセイテキセイ

		【全体評語等】 ヒョウゴトウ

		評価者　																																																																																																														調整者 チョウセイシャ

		（所見） ショケン																																																																																																						（全体評語） ゼンタイヒョウゴ								（所見） ショケン																																				（全体評語） ゼンタイヒョウゴ

		評価期間 ヒョウカキカン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ		～										年 ネン						月 ツキ						日 ニチ						被評価者 ヒヒョウカシャ														所属： ショゾク																										職名： ショクメイ																								氏名： シメイ

		期首面談 キシュメンダン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														評価者 ヒョウカシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		評価記入日： ヒョウカキニュウビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

		期末面談 キマツメンダン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														調整者 チョウセイシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		調整記入日： チョウセイキニュウビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

																																																												実施権者 ジッシケンシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		確　認　日： アキラニンビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

		（Ⅱ　業績評価：一般行政・本省内部部局・課長補佐） ギョウセキヒョウカ

		【１　目標】 モクヒョウ																																																																																																																																																　

		番号 バンゴウ						業務内容 ギョウムナイヨウ																目標 モクヒョウ																																						困難度 コンナンド				重要度 ジュウヨウド				自己申告 ジコシンコク																																						評価者 ヒョウカシャ																																						調整者 チョウセイシャ

																								（いつまでに、何を、どの水準まで） ナニスイジュン																																														（達成状況、状況変化その他の特筆すべき事情） タッセイジョウキョウジョウキョウヘンカタトクヒツジジョウ																																						（所見） ショケン																														(評語) ヒョウゴ								（任意） ニンイ

		1																																																												　				　

		2																																																												　				　

		3																																																												　				　

		4																																																												　				　

		5																																																												　				　

		※　行政文書の適正な管理に資する目標設定に留意。 テキセイ

																																																												被評価者 ヒヒョウカシャ														所属： ショゾク						0																				職名： ショクメイ						0																		氏名： シメイ						0

		【２　目標以外の業務への取組状況等】 モクヒョウイガイギョウムトリクミジョウキョウトウ

		番号 バンゴウ				業務内容 ギョウムナイヨウ																		自己申告 ジコシンコク																																																								評価者 ヒョウカシャ

																								（目標以外の取組事項、突発事態への対応等）

		1																																																																														（所見）

		【３　全体評語等】 ゼンタイヒョウゴトウ

		評価者 ヒョウカシャ																																																																																																								調整者 チョウセイシャ

		（所見） ショケン																																																																																														（全体評語）										（所見） ショケン																																								（全体評語） ゼンタイヒョウゴ





シート様式（一般職員・（例）係員）

				人事評価記録書様式（一般職員） ジンジヒョウカキロクショヨウシキイッパンショクインイチショクイン

				評価期間 ヒョウカキカン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ		～										年 ネン						月 ツキ						日 ニチ						被評価者 ヒヒョウカシャ														所属： ショゾク																										職名： ショクメイ																								氏名： シメイ

																																																														評価者 ヒョウカシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		評価記入日： ヒョウカキニュウビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

				期末面談 キマツメンダン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														調整者 チョウセイシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		調整記入日： チョウセイキニュウビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

																																																														実施権者 ジッシケンシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		確　認　日： アキラニンビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

				（Ⅰ　能力評価：一般行政・本省内部部局・係員） カカリイン

																								評価項目及び行動／着眼点 オヨコウドウチャクガンテン																																																																																						自己申告 ジコシンコク																				評価者 ヒョウカシャ																				調整者
（任意） チョウセイシャニンイ

																																																																																																																		（コメント：必要に応じ） ヒツヨウオウ																（所見） ショケン																(評語) ヒョウゴ

				＜倫理＞ リンリ

						1		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

						①		責任感 セキニンカン																国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。

						②		公正性 コウセイセイ																服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

				＜知識・技術＞

						2		業務に必要な知識・技術を習得する。

						①		情報の整理																情報や資料を分かりやすく分類・整理する。

						②		知識習得																業務に必要な知識を身に付ける。

				＜コミュニケーション＞

						3		上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。

						①		指示・指導の理解																自ら処理すべきこと、上司の判断にゆだねることの仕分けなど、自分の果たすべき役割を的確に押さえながら業務に取り組む。

						②		情報の伝達																情報を正確に伝達する。

						③		誠実な対応																相手に対し誠実な対応をする。

						④		上司への報告																問題が生じたときには速やかに上司に報告をする。

				＜業務遂行＞ ギョウムスイコウ

						4		意欲的に業務に取り組む。

						①		積極性																自分の仕事の範囲を限定することなく、未経験の業務に積極的に取り組む。

						②		正確性 セイカクセイ																ミスや抜け落ちが生じないよう作業のチェックを行う。

						③		迅速な作業 ジンソクサギョウ																迅速な作業を行う。

						④		粘り強さ ネバツヨ																失敗や困難にめげずに仕事を進める。

				【全体評語等】 ヒョウゴトウ

				評価者　																																																																																																														調整者 チョウセイシャ

				（所見） ショケン																																																																																																						（全体評語） ゼンタイヒョウゴ								（所見） ショケン																																				（全体評語） ゼンタイヒョウゴ

				評価期間 ヒョウカキカン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ		～										年 ネン						月 ツキ						日 ニチ						被評価者 ヒヒョウカシャ														所属： ショゾク																										職名： ショクメイ																								氏名： シメイ

				期首面談 キシュメンダン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														評価者 ヒョウカシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		評価記入日： ヒョウカキニュウビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

				期末面談 キマツメンダン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														調整者 チョウセイシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		調整記入日： チョウセイキニュウビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

																																																														実施権者 ジッシケンシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		確　認　日： アキラニンビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

				（Ⅱ　業績評価：一般行政・本省内部部局・課長補佐） ギョウセキヒョウカ

				【１　目標】 モクヒョウ																																																																																																																																																　

				番号 バンゴウ						業務内容 ギョウムナイヨウ																目標 モクヒョウ																																						困難度 コンナンド				重要度 ジュウヨウド				自己申告 ジコシンコク																																						評価者 ヒョウカシャ																																						調整者 チョウセイシャ

																										（いつまでに、何を、どの水準まで） ナニスイジュン																																														（達成状況、状況変化その他の特筆すべき事情） タッセイジョウキョウジョウキョウヘンカタトクヒツジジョウ																																						（所見） ショケン																														(評語) ヒョウゴ								（任意） ニンイ

				1																																																												　				　

				2																																																												　				　

				3																																																												　				　

				4																																																												　				　

				5																																																												　				　

				※　行政文書の適正な管理に資する目標設定に留意。 テキセイ

																																																														被評価者 ヒヒョウカシャ														所属： ショゾク						0																				職名： ショクメイ						0																		氏名： シメイ						0

				【２　目標以外の業務への取組状況等】 モクヒョウイガイギョウムトリクミジョウキョウトウ

				番号 バンゴウ				業務内容 ギョウムナイヨウ																		自己申告 ジコシンコク																																																								評価者 ヒョウカシャ

																										（目標以外の取組事項、突発事態への対応等）

				1																																																																														（所見）

				【３　全体評語等】 ゼンタイヒョウゴトウ

				評価者 ヒョウカシャ																																																																																																								調整者 チョウセイシャ

				（所見） ショケン																																																																																														（全体評語）										（所見） ショケン																																								（全体評語） ゼンタイヒョウゴ
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人事評価記録書様式（業績評価：一般行政・本省内部部局・課長の例）

４

令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

令和 年 月 日 　 令和 年 月 日

令和 年 月 日 　 令和 年 月 日

　 令和 年 月 日

期末面談

評価期間 被評価者 所属： 職名： 氏名：

期首面談 評価者 所属･職名： 氏名： 評価記入日：

調整者 所属･職名： 氏名： 調整記入日：

実施権者 所属･職名： 氏名： 確　認　日：

（Ⅱ　業績評価：一般行政・本省内部部局・課長）

【１　目標】 　

番号 業務内容 目標
困
難

重
要

自己申告 評価者 調整者

（いつまでに、何を、どの水準まで） （達成状況、状況変化その他の特筆すべき事情） （所見） (評語) （任意）

1 〇〇計画の立案

〇〇の更なる推進に向け、現行の〇〇計画の見直しを目

指し、新たな目標の在り方や、見直しが必要な事項につ

いて、〇月までに〇〇推進チームにおいて検討を行い、

〇月までに各府省等との調整を完了する。

◎

2 △△の推進

△△計画の実施に関し、計画に定めた事項の実施状況

を〇月までに取りまとめるとともに、有識者会議を開催し

て、〇月までに意見を取りまとめる。その上で、新年度か

らの更なる推進に向けて、各府省等への横展開を進め

る。

　

3 〇〇制度に係る法改正

〇〇法改正について、法制的な論点を整理し、条文の取

りまとめに当たるとともに、〇月の法案提出に向け、各方

面に説明を行う。

◎ ◎

4
ワークライフバランスの実現・

行政文書の適切な管理

業務の効率化・迅速化を図りつつ、勤務管理システムも

活用して部下職員の状況の把握・業務の調整を行い、超

過勤務の上限規制を最低ラインに、出来る限りの縮減を

図る。下半期内での少なくとも〇日以上の年休、男の産

休・育休の確実な取得を目指し、自らが率先してWLBを

確保した働き方を行う。

行政文書の適正な管理について、自ら率先する意識を

持ちつつ、部下職員にも徹底する。文書管理・ペーパー

レスを行いつつ、テレワークの積極的な活用をさらに進め

る。

　

※　行政文書の適正な管理に資する目標設定に留意。
※　行政のスリム化・自主的な事業の改善、女性職員の活躍及び仕事と生活の調和の推進に資する働き方の改革など、時代に即した合理的
　　 かつ効率的な行政の実現に資する目標設定に留意。


シート様式（事務次官）

		

		人事評価記録書様式（事務次官） ジンジヒョウカキロクショヨウシキジムジカン

		評価期間 ヒョウカキカン								令和								年 ネン		　				月 ツキ		　				日 ヒ		～		令和								年 ネン		　				月 ツキ		　				日 ニチ						被評価者 ヒヒョウカ												職名： ショクメイ						　																																												氏名： シメイ						　

		期末面談 キマツメンダン								令和								年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														評価者 ヒョウカシャ								職名： ショクメイ																								氏名： シメイ						　																				評価記入日： ヒョウカキニュウビ												令和								年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

																																																												実施権者 ジッシケンシャ								職名： ショクメイ																								氏名： シメイ						　																				確　認　日： アキラニンビ												令和								年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

		（Ⅰ　能力評価：一般行政・本省・事務次官） ジムジカン

		評価項目及び行動 ヒョウカコウモクオヨコウドウ																																																																																																												自己申告 ジコシンコク

		＜倫理＞

				1国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、部局を横断する課題や府省の重要課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 ブオウダンフショウジュウヨウカダイ

		＜構想＞

				2大局的な視野と将来的な展望に立って、所管行政を推進する。 タイキョクテキシヤショウライテキテンボウタショカンギョウセイスイシン

		＜判断＞

				3部局を横断する課題や府省の重要課題について、豊富な知識・経験及び情報に基づき、冷静かつ迅速な判断を行う。 ブキョクオウダンカダイフショウ

		＜説明・調整＞

				4所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、特に重要な課題について、高次元の調整を行い、合意を形成する。 トクジュウヨウカダイコウジゲン

		＜業務運営＞

				5国民の視点に立ち、不断の業務見直しを府省内に徹底する。 フショウナイテッテイ

		＜組織統率＞

				6強い指導力を発揮し、部局及び機関の統率を行い、成果を挙げる。 ツヨブキョクオヨキカントウソツオコナ

		【特記事項】
①特に、１（倫理）・６（組織統率）の評価に当たっては、求められる行動に、法令等の遵守はもとより、行政文書の適正な管理及びハラスメントの防止が含まれることに留意する。
②特に、２（構想）・５（業務運営）・６（組織統率）の評価に当たっては、行政のスリム化・自主的な事業の改善、女性職員の活躍及び仕事と生活の調和の推進に資する働き方の改革など、時代に即した合理的かつ効率的な行政を実現するとの観点に留意する。
 ソシキトウソツアホウレイトウジュンシュギョウセイテキセイオヨボウシトウオヨシゴトセイカツチョウワ

		【全体評語等】 ゼンタイヒョウゴトウ

		評価者

		（所見） ショケン																																																																																																																																												（評語）

		備考欄 ビコウラン

		評価期間 ヒョウカキカン								令和								年 ネン		　				月 ツキ		　				日 ヒ		～		令和								年 ネン		　				月 ツキ		　				日 ニチ						被評価者 ヒヒョウカ												職名： ショクメイ						　																																												氏名： シメイ						　

		期首面談 キシュメンダン								令和								年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														評価者 ヒョウカシャ								職名： ショクメイ																								氏名： シメイ						　																				評価記入日： ヒョウカキニュウビ												令和								年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

																																																												実施権者 ジッシケンシャ								職名： ショクメイ																								氏名： シメイ						　																				確　認　日： アキラニンビ												令和								年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

		（Ⅱ　業績評価：一般行政・本省・事務次官） ジムジカン

		目重点課題 メジュウテンカダイ																																																																																																						自己申告 ジコシンコク

		※　行政文書の適正な管理に資する目標設定に留意。
※　行政のスリム化・自主的な事業の改善、女性職員の活躍及び仕事と生活の調和の推進に資する働き方の改革など、時代に即し
　　 た合理的かつ効率的な行政の実現に資する目標設定に留意。 テキセイシギョウセイカジシュテキジギョウカイゼンジョセイショクインカツヤクオヨシゴトセイカツチョウワスイシンシハタラカタカイカクジダイソクゴウリテキコウリツテキギョウセイジツゲンシモクヒョウセッテイリュウイ

		【全体評語等】

		評価者 ヒョウカシャ

		（所見） ショケン																																																																																																																																												（全体評語）





シート様式（幹部職員・（例）局長）

		

		人事評価記録書様式（幹部職員） ジンジヒョウカキロクショヨウシキカンブショクイン

		評価期間 ヒョウカキカン								令和								年 ネン		　				月 ツキ		　				日 ヒ		～		令和								年 ネン		　				月 ツキ		　				日 ニチ						被評価者 ヒヒョウカ												職名： ショクメイ						　																																												氏名： シメイ						　

		期末面談 キマツメンダン								令和								年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														評価者 ヒョウカシャ								職名： ショクメイ																								氏名： シメイ						　																				評価記入日： ヒョウカキニュウビ												令和								年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

																																																												調整者 チョウセイシャ								職名： ショクメイ																								氏名： シメイ						　																				調整記入日： チョウセイキニュウビ												令和								年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

																																																												実施権者 ジッシケンシャ								職名： ショクメイ																								氏名： シメイ						　																				確　認　日： アキラニンビ												令和								年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

		（Ⅰ　能力評価：一般行政・本省内部部局・局長） キョク

		評価項目及び行動 ヒョウカコウモクオヨコウドウ																																																																																																												自己申告 ジコシンコク

		＜倫理＞

				1国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、局の重要課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

		＜構想＞

				2所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、先々を見通しつつ、国民の視点に立って、局の重要課題について基本的な方向性を示す。

		＜判断＞

				3局の責任者として、その重要課題について、豊富な知識・経験及び情報に基づき、冷静かつ迅速な判断を行う。

		＜説明・調整＞

				4所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、困難な調整を行い、合意を形成する。

		＜業務運営＞

				5国民の視点に立ち、不断の業務見直しに率先して取り組む。

		＜組織統率＞

				6指導力を発揮し、部下の志気を高め、組織を牽引し、成果を挙げる。

		【特記事項】
①特に、１（倫理）・６（組織統率）の評価に当たっては、求められる行動に、法令等の遵守はもとより、行政文書の適正な管理及びハラスメントの防止が含まれることに留意する。
②特に、２（構想）・５（業務運営）・６（組織統率）の評価に当たっては、行政のスリム化・自主的な事業の改善、女性職員の活躍及び仕事と生活の調和の推進に資する働き方の改革など、時代に即した合理的かつ効率的な行政を実現するとの観点に留意する。
 ソシキトウソツアホウレイトウジュンシュギョウセイテキセイオヨボウシトウオヨシゴトセイカツチョウワ

		【全体評語等】 ゼンタイヒョウゴトウ

		評価者																																																																																																						調整者 チョウセイシャ

		（所見） ショケン																																																																																										（全体評語）												（所見） ショケン																																						（全体評語）

		備考欄 ビコウラン

		評価期間 ヒョウカキカン								令和								年 ネン		　				月 ツキ		　				日 ヒ		～		令和								年 ネン		　				月 ツキ		　				日 ニチ						被評価者 ヒヒョウカ												職名： ショクメイ						　																																												氏名： シメイ						　

		期首面談 キシュメンダン								令和								年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														評価者 ヒョウカシャ								職名： ショクメイ																								氏名： シメイ						　																				評価記入日： ヒョウカキニュウビ												令和								年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

		期末面談 キマツメンダン								令和								年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														調整者 チョウセイシャ								職名： ショクメイ																								氏名： シメイ						　																				評価記入日： ヒョウカキニュウビ												令和								年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

																																																												実施権者 ジッシケンシャ								職名： ショクメイ																								氏名： シメイ						　																				確　認　日： アキラニンビ												令和								年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

		（Ⅱ　業績評価：一般行政・本省内部部局・局長） キョク

		目標・重点課題 モクヒョウジュウテンカダイ																																																																																																						自己申告 ジコシンコク

		※　行政文書の適正な管理に資する目標設定に留意。
※　行政のスリム化・自主的な事業の改善、女性職員の活躍及び仕事と生活の調和の推進に資する働き方の改革など、時代に即し
　　 た合理的かつ効率的な行政の実現に資する目標設定に留意。 テキセイシギョウセイカジシュテキジギョウカイゼンジョセイショクインカツヤクオヨシゴトセイカツチョウワスイシンシハタラカタカイカクジダイソクゴウリテキコウリツテキギョウセイジツゲンシモクヒョウセッテイリュウイ

		【全体評語等】

		評価者 ヒョウカシャ																																																																																																						調整者 チョウセイシャ

		（所見） ショケン																																																																																										（全体評語）												（所見） ショケン																																						（全体評語）





シート様式（管理職員・(例)課長）

		人事評価記録書様式（管理職員） ジンジヒョウカキロクショヨウシキカンリショクイン

		評価期間 ヒョウカキカン								令和								年 ネン						月 ツキ						日 ヒ		～		令和								年 ネン						月 ツキ						日 ニチ						被評価者 ヒヒョウカシャ												所属： ショゾク																										職名： ショクメイ																								氏名： シメイ

		期末面談 キマツメンダン								令和								年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														評価者 ヒョウカシャ								所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		評価記入日： ヒョウカキニュウビ										令和								年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

																																																												調整者 チョウセイシャ								所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		調整記入日： チョウセイキニュウビ										令和								年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

																																																												実施権者 ジッシケンシャ								所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		確　認　日： アキラニンビ										令和								年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

		（Ⅰ　能力評価：一般行政・本省内部部局・課長） ノウリョクヒョウカカ

																						評価項目及び行動／着眼点 オヨコウドウチャクガンテン																																																																																				自己申告 ジコシンコク																				評価者 ヒョウカシャ																				調整者
（任意） チョウセイシャニンイ

																																																																																																														（コメント：必要に応じ） ヒツヨウオウ																（所見） ショケン																(評語) ヒョウゴ

		＜倫理＞

				1		国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

				①		責任感																国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課の課題に責任を持って取り組む。

				②		公正性																服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

		＜構想＞

				2		所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、国民の視点に立って、行政課題に対応するための方針を示す。

				①		状況の構造的把握　																課内の情報の中枢として複雑な因果関係、錯綜した利害関係など業務とそれを取り巻く状況の全体像を的確に把握する。 カナイジョウホウチュウスウ

				②		基本方針・成果の明示 セイカ																国家や国民の利益を第一に、国内外の変化を読み取り、新たな取組への挑戦も含め、課としての基本的な方針や達成すべき成果を具体的に示し、部下に理解させる。 アラトリクミチョウセンフクタッセイセイカグタイテキシメブカリカイ

		＜判断＞

				3		課の責任者として、適切な判断を行う。

				①		最適な選択																採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。

				②		適時の判断																事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。

				③		リスク対応																状況の変化や問題が生じた場合の早期対応を適切に行う。

		＜説明・調整＞

				4		所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成する。

				①		信頼関係の構築																円滑な合意形成に資するよう、日頃から対外的な信頼関係を構築する。

				②		折衝・調整																組織方針を実現できるよう関係者と折衝・調整を行う。

				③		適切な説明																所管行政について適切な説明を行う。

		＜業務運営＞

				5		コスト意識を持って効率的に業務を進める。

				①		先見性																先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼす影響を予測して対策を想定するなど、先を読みながらものごとを進める。

				②		効率的な業務運営																限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギギョウムジカンジンインゼンテイブカキョウユウ

				③		業務の見直し ミナオ																業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。 ギョウムユウセンジュンイイシキハイシフクギョウムミナオギョウムカイゼンスス

		＜組織統率・人材育成＞

				6		適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。

				①		業務の割当て ワア																課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、組織の中で適切に業務を割り当てる。 ジョウキョウジュウナンハタラカタスイショウワア

				②		意思疎通と進捗管理 イシソツウ																部下との双方向の適切なコミュニケーションにより情報の共有や部下の仕事の進捗状況の把握を行い、的確な指示を行うことにより業務を完遂に導き、成果を挙げる。 ブカソウホウコウテキセツセイカア

				③		部下の成長支援 ブカセイチョウシエン																適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。 テキセツシドウオコナタヨウケイケンキカイテイキョウノウリョクカイハツウナガブカセイチョウシエン

		[特記事項]
①特に、１（倫理）・６（組織統率・人材育成）の評価に当たっては、求められる行動に、法令等の遵守はもとより、行政文書の適正な管理及びハラスメントの防止が含まれることに留意する。
②特に、２（構想）・５（業務運営）・６（組織統率・人材育成）の評価に当たっては、行政のスリム化・自主的な事業の改善、女性職員の活躍及び仕事と生活の調和の推進に資する働き方の改革など、時代に即した合理的かつ効率的な行政を実現するとの観点に留意する。 トッキジコウソシキトウソツジンザイイクセイアホウレイトウジュンシュギョウセイテキセイジンザイイクセイトウ

		【全体評語等】 ヒョウゴトウ

		評価者　																																																																																																												調整者 チョウセイシャ

		（所見） ショケン																																																																																																				（全体評語） ゼンタイヒョウゴ								（所見） ショケン																																				（全体評語） ゼンタイヒョウゴ

		評価期間 ヒョウカキカン								令和								年 ネン						月 ツキ						日 ヒ		～		令和								年 ネン						月 ツキ						日 ニチ						被評価者 ヒヒョウカシャ												所属： ショゾク																										職名： ショクメイ																								氏名： シメイ

		期首面談 キシュメンダン								令和								年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														評価者 ヒョウカシャ								所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		評価記入日： ヒョウカキニュウビ										令和								年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

		期末面談 キマツメンダン								令和								年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														調整者 チョウセイシャ								所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		調整記入日： チョウセイキニュウビ										令和								年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

																																																												実施権者 ジッシケンシャ								所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		確　認　日： アキラニンビ										令和								年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

		（Ⅱ　業績評価：一般行政・本省内部部局・課長） ギョウセキヒョウカカ

		【１　目標】 モクヒョウ																																																																																																																																														　

		番号 バンゴウ						業務内容 ギョウムナイヨウ																目標 モクヒョウ																																				困難				重要				自己申告 ジコシンコク																																						評価者 ヒョウカシャ																																						調整者 チョウセイシャ

																								（いつまでに、何を、どの水準まで） ナニスイジュン																																												（達成状況、状況変化その他の特筆すべき事情） タッセイジョウキョウジョウキョウヘンカタトクヒツジジョウ																																						（所見） ショケン																														(評語) ヒョウゴ								（任意） ニンイ

		1																																																										　

		2																																																										　

		3																																																										　				　

		4																																																										　

		※　行政文書の適正な管理に資する目標設定に留意。
※　行政のスリム化・自主的な事業の改善、女性職員の活躍及び仕事と生活の調和の推進に資する働き方の改革など、時代に即した合理的
　　 かつ効率的な行政の実現に資する目標設定に留意。 テキセイギョウセイカジシュテキジギョウカイゼンジョセイショクインカツヤクオヨシゴトセイカツチョウワスイシンシハタラカタカイカクジダイソクゴウリテキコウリツテキギョウセイジツゲンシモクヒョウセッテイリュウイ

		評価期間 ヒョウカキカン								令和								年 ネン						月 ツキ						日 ヒ		～		令和								年 ネン						月 ツキ						日 ニチ						被評価者 ヒヒョウカシャ												所属： ショゾク																										職名： ショクメイ																								氏名： シメイ

		期首面談 キシュメンダン								令和								年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														評価者 ヒョウカシャ								所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		評価記入日： ヒョウカキニュウビ										令和								年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

		期末面談 キマツメンダン								令和								年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														調整者 チョウセイシャ								所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		調整記入日： チョウセイキニュウビ										令和								年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

																																																												実施権者 ジッシケンシャ								所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		確　認　日： アキラニンビ										令和								年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

		（Ⅱ　業績評価：一般行政・本省内部部局・課長） ギョウセキヒョウカカ

		【１　目標】 モクヒョウ																																																																																																																																														　

		番号 バンゴウ						業務内容 ギョウムナイヨウ																目標 モクヒョウ																																				困難				重要				自己申告 ジコシンコク																																						評価者 ヒョウカシャ																																						調整者 チョウセイシャ

																								（いつまでに、何を、どの水準まで） ナニスイジュン																																												（達成状況、状況変化その他の特筆すべき事情） タッセイジョウキョウジョウキョウヘンカタトクヒツジジョウ																																						（所見） ショケン																														(評語) ヒョウゴ								（任意） ニンイ

		1						〇〇計画の立案 ケイカクリツアン																〇〇の更なる推進に向け、現行の〇〇計画の見直しを目指し、新たな目標の在り方や、見直しが必要な事項について、〇月までに〇〇推進チームにおいて検討を行い、〇月までに各府省等との調整を完了する。 サラスイシンムゲンコウケイカクミナオメザアラモクヒョウアカタミナオヒツヨウジコウガツケントウガツカクフショウトウチョウセイカンリョウ																																				◎

		2						△△の推進 スイシン																△△計画の実施に関し、計画に定めた事項の実施状況を〇月までに取りまとめるとともに、有識者会議を開催して、〇月までに意見を取りまとめる。その上で、新年度からの更なる推進に向けて、各府省等への横展開を進める。 ケイカクジッシカンケイカクサダジコウジッシジョウキョウガツトユウシキシャカイギカイサイガツイケントウエシンネンドサラスイシンムカクフショウトウヨコテンカイスス																																				　

		3						〇〇制度に係る法改正 セイドカカホウカイセイ																〇〇法改正について、法制的な論点を整理し、条文の取りまとめに当たるとともに、〇月の法案提出に向け、各方面に説明を行う。 ホウカイセイホウセイテキロンテンセイリジョウブントアガツホウアンテイシュツムカクホウメンセツメイオコナ																																				◎				◎

		4						ワークライフバランスの実現・行政文書の適切な管理 ジツゲンギョウセイブンショテキセツカンリ																業務の効率化・迅速化を図りつつ、勤務管理システムも活用して部下職員の状況の把握・業務の調整を行い、超過勤務の上限規制を最低ラインに、出来る限りの縮減を図る。下半期内での少なくとも〇日以上の年休、男の産休・育休の確実な取得を目指し、自らが率先してWLBを確保した働き方を行う。
行政文書の適正な管理について、自ら率先する意識を持ちつつ、部下職員にも徹底する。文書管理・ペーパーレスを行いつつ、テレワークの積極的な活用をさらに進める。 ギョウムコウリツカジンソクカハカキンムカンリカツヨウブカショクインジョウキョウハアクギョウムチョウセイオコナチョウカキンムジョウゲンキセイサイテイデキカギシュクゲンハカシモハンキナイスクニチイジョウネンキュウオトコサンキュウイクキュウカクジツシュトクメザミズカソッセンカクホハタラカタオコナギョウセイブンショテキセイカンリミズカソッセンイシキモブカショクインテッテイブンショカンリオコナセッキョクテキカツヨウスス																																				　

		※　行政文書の適正な管理に資する目標設定に留意。
※　行政のスリム化・自主的な事業の改善、女性職員の活躍及び仕事と生活の調和の推進に資する働き方の改革など、時代に即した合理的
　　 かつ効率的な行政の実現に資する目標設定に留意。 テキセイギョウセイカジシュテキジギョウカイゼンジョセイショクインカツヤクオヨシゴトセイカツチョウワスイシンシハタラカタカイカクジダイソクゴウリテキコウリツテキギョウセイジツゲンシモクヒョウセッテイリュウイ

																																																												被評価者 ヒヒョウカシャ												所属： ショゾク						0																				職名： ショクメイ						0																		氏名： シメイ						0

		【２　目標以外の業務への取組状況等】 モクヒョウイガイギョウムトリクミジョウキョウトウ

		番号 バンゴウ				業務内容 ギョウムナイヨウ																		自己申告 ジコシンコク																																																						評価者 ヒョウカシャ

																								（目標以外の取組事項、突発事態への対応等）

		1																																																																												（所見）

		【３　全体評語等】 ゼンタイヒョウゴトウ

		評価者 ヒョウカシャ																																																																																																						調整者 チョウセイシャ

		（所見） ショケン																																																																																												（全体評語）										（所見） ショケン																																								（全体評語） ゼンタイヒョウゴ





シート様式（一般職員・（例）課長補佐）

		人事評価記録書様式（一般職員） ジンジヒョウカキロクショヨウシキイッパンショクインイチショクイン

		評価期間 ヒョウカキカン								令和								年 ネン						月 ツキ						日 ヒ		～		令和								年 ネン						月 ツキ						日 ニチ						被評価者 ヒヒョウカシャ														所属： ショゾク																										職名： ショクメイ																								氏名： シメイ

																																																												評価者 ヒョウカシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		評価記入日： ヒョウカキニュウビ										令和								年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

		期末面談 キマツメンダン								令和								年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														調整者 チョウセイシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		調整記入日： チョウセイキニュウビ										令和								年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

																																																												実施権者 ジッシケンシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		確　認　日： アキラニンビ										令和								年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

		（Ⅰ　能力評価：一般行政・本省内部部局・課長補佐） ホサ

																						評価項目及び行動／着眼点 オヨコウドウチャクガンテン																																																																																						自己申告 ジコシンコク																				評価者 ヒョウカシャ																				調整者
（任意） チョウセイシャニンイ

																																																																																																																（コメント：必要に応じ） ヒツヨウオウ																（所見） ショケン																(評語) ヒョウゴ

		＜倫理＞ リンリ

				1		国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

				①		責任感 セキニンカン																国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組む。

				②		公正性 コウセイセイ																服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

		＜企画・立案、事務事業の実施＞

				2		組織や上司の方針に基づいて、施策の企画・立案や事務事業の実施の実務の中核を担う。

				①		知識・情報収集																業務に関連する知識の習得・情報収集を幅広く行う。

				②		事務事業の実施																事案における課題を的確に把握し、実務担当者の中核となって、施策の企画・立案や事務事業の実施を行う。

				③		成果認識																成果のイメージを明確に持ち、複数の選択肢を吟味して最適な企画や方策を立案する。

		＜判断＞ ハンダン

				3		自ら処理すべき事案について、適切な判断を行う。

				①		役割認識 ヤクワリニンシキ																自ら処理すべきこと、上司の判断にゆだねることの仕分けなど、自分の果たすべき役割を的確に押さえながら業務に取り組む。

				②		適切な判断 テキセツハンダン																担当する事案について適切な判断を行う。

		＜説明・調整＞ セツメイチョウセイ

				4		担当する事案について論理的な説明を行うとともに、関係者と粘り強く調整を行う。

				①		信頼関係の構築 シンライカンケイコウチク																他部局や他省庁のカウンターパートと信頼関係を構築する。

				②		説明 セツメイ																論点やポイントを明確にすることにより、論理的で簡潔な説明をする。

				③		交渉 コウショウ																相手の意見を理解・尊重する一方、主張すべき点はぶれずに主張し、粘り強く対応する。

		＜業務遂行＞ ギョウムスイコウ

				5		段取りや手順を整え、効率的に業務を進める。

				①		段取り																業務の展開を見通し、前もって段取りや手順を整えて仕事を進める。

				②		柔軟性 ジュウナンセイ																緊急時、見通しが変化した時などの状況に応じて、打つ手を柔軟に変える。

				③		業務改善 ギョウムカイゼン																作業の取捨選択や担当業務のやり方の見直しなど業務の改善に取り組む。

		＜部下の育成・活用＞ ブカイクセイカツヨウ

				6		部下の指導、育成及び活用を行う。

				①		作業の割り振り サギョウワフ																部下の一人ずつの仕事の状況や負荷を的確に把握し、適切に作業を割り振る。

				②		部下の育成 ブカイクセイ																部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。

		[特記事項]　特に、１（倫理）・６（部下の育成・活用）の評価に当たっては、求められる行動に、法令等の遵守はもとより、行政文書の適正な管理及びハラスメントの防止が含まれることに留意する。 トッキジコウブカイクセイカツヨウアホウレイトウジュンシュギョウセイテキセイ

		【全体評語等】 ヒョウゴトウ

		評価者　																																																																																																														調整者 チョウセイシャ

		（所見） ショケン																																																																																																						（全体評語） ゼンタイヒョウゴ								（所見） ショケン																																				（全体評語） ゼンタイヒョウゴ

		評価期間 ヒョウカキカン								令和								年 ネン						月 ツキ						日 ヒ		～		令和								年 ネン						月 ツキ						日 ニチ						被評価者 ヒヒョウカシャ														所属： ショゾク																										職名： ショクメイ																								氏名： シメイ

		期首面談 キシュメンダン								令和								年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														評価者 ヒョウカシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		評価記入日： ヒョウカキニュウビ										令和								年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

		期末面談 キマツメンダン								令和								年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														調整者 チョウセイシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		調整記入日： チョウセイキニュウビ										令和								年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

																																																												実施権者 ジッシケンシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		確　認　日： アキラニンビ										令和								年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

		（Ⅱ　業績評価：一般行政・本省内部部局・課長補佐） ギョウセキヒョウカ

		【１　目標】 モクヒョウ																																																																																																																																																　

		番号 バンゴウ						業務内容 ギョウムナイヨウ																目標 モクヒョウ																																						困難度 コンナンド				重要度 ジュウヨウド				自己申告 ジコシンコク																																						評価者 ヒョウカシャ																																						調整者 チョウセイシャ

																								（いつまでに、何を、どの水準まで） ナニスイジュン																																														（達成状況、状況変化その他の特筆すべき事情） タッセイジョウキョウジョウキョウヘンカタトクヒツジジョウ																																						（所見） ショケン																														(評語) ヒョウゴ								（任意） ニンイ

		1																																																												　				　

		2																																																												　				　

		3																																																												　				　

		4																																																												　				　

		5																																																												　				　

		※　行政文書の適正な管理に資する目標設定に留意。 テキセイ

																																																												被評価者 ヒヒョウカシャ														所属： ショゾク						0																				職名： ショクメイ						0																		氏名： シメイ						0

		【２　目標以外の業務への取組状況等】 モクヒョウイガイギョウムトリクミジョウキョウトウ

		番号 バンゴウ				業務内容 ギョウムナイヨウ																		自己申告 ジコシンコク																																																								評価者 ヒョウカシャ

																								（目標以外の取組事項、突発事態への対応等）

		1																																																																														（所見）

		【３　全体評語等】 ゼンタイヒョウゴトウ

		評価者 ヒョウカシャ																																																																																																								調整者 チョウセイシャ

		（所見） ショケン																																																																																														（全体評語）										（所見） ショケン																																								（全体評語） ゼンタイヒョウゴ







氏名：

【２　目標以外の業務への取組状況等】

（所見）

（所見） （所見）

被評価者 所属： 職名：

番号 業務内容 自己申告 評価者

（目標以外の取組事項、突発事態への対応等）

1

【３　全体評語等】

評価者 調整者

（全体評語） （全体評語）

５


シート様式（幹部職員・（例）局長）

		

		人事評価記録書様式（幹部職員） ジンジヒョウカキロクショヨウシキカンブショクイン

		評価期間 ヒョウカキカン																年 ネン		　				月 ツキ		　				日 ヒ		～		平成 ヘイセイ								年 ネン		　				月 ツキ		　				日 ニチ						被評価者 ヒヒョウカ												職名： ショクメイ						　																																												氏名： シメイ						　

		期末面談 キマツメンダン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														評価者 ヒョウカシャ								職名： ショクメイ																								氏名： シメイ						　																				評価記入日： ヒョウカキニュウビ																				年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

																																																												調整者 チョウセイシャ								職名： ショクメイ																								氏名： シメイ						　																				調整記入日： チョウセイキニュウビ																				年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

																																																												実施権者 ジッシケンシャ								職名： ショクメイ																								氏名： シメイ						　																				確　認　日： アキラニンビ																				年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

		（Ⅰ　能力評価：一般行政・本省内部部局・局長） キョク

		評価項目及び行動 ヒョウカコウモクオヨコウドウ																																																																																																												自己申告 ジコシンコク

		＜倫理＞

				1国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、局の重要課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

		＜構想＞

				2所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、先々を見通しつつ、国民の視点に立って、局の重要課題について基本的な方向性を示す。

		＜判断＞

				3局の責任者として、その重要課題について、豊富な知識・経験及び情報に基づき、冷静かつ迅速な判断を行う。

		＜説明・調整＞

				4所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、困難な調整を行い、合意を形成する。

		＜業務運営＞

				5国民の視点に立ち、不断の業務見直しに率先して取り組む。

		＜組織統率＞

				6指導力を発揮し、部下の志気を高め、組織を牽引し、成果を挙げる。

		【特記事項】
①特に、１（倫理）・６（組織統率）の評価に当たっては、求められる行動に、法令等の遵守はもとより、行政文書の適正な管理及びハラスメントの防止が含まれることに留意する。
②特に、２（構想）・５（業務運営）・６（組織統率）の評価に当たっては、行政のスリム化・自主的な事業の改善、女性職員の活躍及び仕事と生活の調和の推進に資する働き方の改革など、時代に即した合理的かつ効率的な行政を実現するとの観点に留意する。
 ソシキトウソツアホウレイトウジュンシュギョウセイテキセイオヨボウシトウオヨシゴトセイカツチョウワ

		【全体評語等】 ゼンタイヒョウゴトウ

		評価者																																																																																																						調整者 チョウセイシャ

		（所見） ショケン																																																																																										（全体評語）												（所見） ショケン																																						（全体評語）

		備考欄 ビコウラン

		評価期間 ヒョウカキカン																年 ネン		　				月 ツキ		　				日 ヒ		～										年 ネン		　				月 ツキ		　				日 ニチ						被評価者 ヒヒョウカ												職名： ショクメイ						　																																												氏名： シメイ						　

		期首面談 キシュメンダン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														評価者 ヒョウカシャ								職名： ショクメイ																								氏名： シメイ						　																				評価記入日： ヒョウカキニュウビ																				年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

		期末面談 キマツメンダン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														調整者 チョウセイシャ								職名： ショクメイ																								氏名： シメイ						　																				評価記入日： ヒョウカキニュウビ																				年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

																																																												実施権者 ジッシケンシャ								職名： ショクメイ																								氏名： シメイ						　																				確　認　日： アキラニンビ																				年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

		（Ⅱ　業績評価：一般行政・本省内部部局・局長） キョク

		目標・重点課題 モクヒョウジュウテンカダイ																																																																																																						自己申告 ジコシンコク

		※　行政文書の適正な管理に資する目標設定に留意。
※　行政のスリム化・自主的な事業の改善、女性職員の活躍及び仕事と生活の調和の推進に資する働き方の改革など、時代に即し
　　 た合理的かつ効率的な行政の実現に資する目標設定に留意。 テキセイシギョウセイカジシュテキジギョウカイゼンジョセイショクインカツヤクオヨシゴトセイカツチョウワスイシンシハタラカタカイカクジダイソクゴウリテキコウリツテキギョウセイジツゲンシモクヒョウセッテイリュウイ

		【全体評語等】

		評価者 ヒョウカシャ																																																																																																						調整者 チョウセイシャ

		（所見） ショケン																																																																																										（全体評語）												（所見） ショケン																																						（全体評語）





シート様式（管理職員・(例)課長）

						人事評価記録書様式（管理職員） ジンジヒョウカキロクショヨウシキカンリショクイン

						評価期間 ヒョウカキカン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ		～										年 ネン						月 ツキ						日 ニチ						被評価者 ヒヒョウカシャ												所属： ショゾク																										職名： ショクメイ																								氏名： シメイ

						期末面談 キマツメンダン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														評価者 ヒョウカシャ								所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		評価記入日： ヒョウカキニュウビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

																																																																調整者 チョウセイシャ								所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		調整記入日： チョウセイキニュウビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

																																																																実施権者 ジッシケンシャ								所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		確　認　日： アキラニンビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

						（Ⅰ　能力評価：一般行政・本省内部部局・課長） ノウリョクヒョウカカ

																										評価項目及び行動／着眼点 オヨコウドウチャクガンテン																																																																																				自己申告 ジコシンコク																				評価者 ヒョウカシャ																				調整者
（任意） チョウセイシャニンイ

																																																																																																																		（コメント：必要に応じ） ヒツヨウオウ																（所見） ショケン																(評語) ヒョウゴ

						＜倫理＞

								1		国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

								①		責任感																国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課の課題に責任を持って取り組む。

								②		公正性																服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

						＜構想＞

								2		所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、国民の視点に立って、行政課題に対応するための方針を示す。

								①		状況の構造的把握　																課内の情報の中枢として複雑な因果関係、錯綜した利害関係など業務とそれを取り巻く状況の全体像を的確に把握する。 カナイジョウホウチュウスウ

								②		基本方針・成果の明示 セイカ																国家や国民の利益を第一に、国内外の変化を読み取り、新たな取組への挑戦も含め、課としての基本的な方針や達成すべき成果を具体的に示し、部下に理解させる。 アラトリクミチョウセンフクタッセイセイカグタイテキシメブカリカイ

						＜判断＞

								3		課の責任者として、適切な判断を行う。

								①		最適な選択																採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。

								②		適時の判断																事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。

								③		リスク対応																状況の変化や問題が生じた場合の早期対応を適切に行う。

						＜説明・調整＞

								4		所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成する。

								①		信頼関係の構築																円滑な合意形成に資するよう、日頃から対外的な信頼関係を構築する。

								②		折衝・調整																組織方針を実現できるよう関係者と折衝・調整を行う。

								③		適切な説明																所管行政について適切な説明を行う。

						＜業務運営＞

								5		コスト意識を持って効率的に業務を進める。

								①		先見性																先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼす影響を予測して対策を想定するなど、先を読みながらものごとを進める。

								②		効率的な業務運営																限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギギョウムジカンジンインゼンテイブカキョウユウ

								③		業務の見直し ミナオ																業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。 ギョウムユウセンジュンイイシキハイシフクギョウムミナオギョウムカイゼンスス

						＜組織統率・人材育成＞

								6		適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。

								①		業務の割当て ワア																課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、組織の中で適切に業務を割り当てる。 ジョウキョウジュウナンハタラカタスイショウワア

								②		意思疎通と進捗管理 イシソツウ																部下との双方向の適切なコミュニケーションにより情報の共有や部下の仕事の進捗状況の把握を行い、的確な指示を行うことにより業務を完遂に導き、成果を挙げる。 ブカソウホウコウテキセツセイカア

								③		部下の成長支援 ブカセイチョウシエン																適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。 テキセツシドウオコナタヨウケイケンキカイテイキョウノウリョクカイハツウナガブカセイチョウシエン

						[特記事項]
①特に、１（倫理）・６（組織統率・人材育成）の評価に当たっては、求められる行動に、法令等の遵守はもとより、行政文書の適正な管理及びハラスメントの防止が含まれることに留意する。
②特に、２（構想）・５（業務運営）・６（組織統率・人材育成）の評価に当たっては、行政のスリム化・自主的な事業の改善、女性職員の活躍及び仕事と生活の調和の推進に資する働き方の改革など、時代に即した合理的かつ効率的な行政を実現するとの観点に留意する。 トッキジコウソシキトウソツジンザイイクセイアホウレイトウジュンシュギョウセイテキセイジンザイイクセイトウ

						【全体評語等】 ヒョウゴトウ

						評価者　																																																																																																												調整者 チョウセイシャ

						（所見） ショケン																																																																																																				（全体評語） ゼンタイヒョウゴ								（所見） ショケン																																				（全体評語） ゼンタイヒョウゴ

						評価期間 ヒョウカキカン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ		～										年 ネン						月 ツキ						日 ニチ						被評価者 ヒヒョウカシャ												所属： ショゾク																										職名： ショクメイ																								氏名： シメイ

						期首面談 キシュメンダン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														評価者 ヒョウカシャ								所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		評価記入日： ヒョウカキニュウビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

						期末面談 キマツメンダン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														調整者 チョウセイシャ								所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		調整記入日： チョウセイキニュウビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

																																																																実施権者 ジッシケンシャ								所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		確　認　日： アキラニンビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

						（Ⅱ　業績評価：一般行政・本省内部部局・課長） ギョウセキヒョウカカ

						【１　目標】 モクヒョウ																																																																																																																																														　

						番号 バンゴウ						業務内容 ギョウムナイヨウ																目標 モクヒョウ																																				困難				重要				自己申告 ジコシンコク																																						評価者 ヒョウカシャ																																						調整者 チョウセイシャ

																												（いつまでに、何を、どの水準まで） ナニスイジュン																																												（達成状況、状況変化その他の特筆すべき事情） タッセイジョウキョウジョウキョウヘンカタトクヒツジジョウ																																						（所見） ショケン																														(評語) ヒョウゴ								（任意） ニンイ

						1																																																										　

						2																																																										　

						3																																																										　				　

						4																																																										　

						5																																																										　

						※　行政文書の適正な管理に資する目標設定に留意。
※　行政のスリム化・自主的な事業の改善、女性職員の活躍及び仕事と生活の調和の推進に資する働き方の改革など、時代に即した合理的
　　 かつ効率的な行政の実現に資する目標設定に留意。 テキセイギョウセイカジシュテキジギョウカイゼンジョセイショクインカツヤクオヨシゴトセイカツチョウワスイシンシハタラカタカイカクジダイソクゴウリテキコウリツテキギョウセイジツゲンシモクヒョウセッテイリュウイ

																																																																被評価者 ヒヒョウカシャ												所属： ショゾク						0																				職名： ショクメイ						0																		氏名： シメイ						0

						【２　目標以外の業務への取組状況等】 モクヒョウイガイギョウムトリクミジョウキョウトウ

						番号 バンゴウ				業務内容 ギョウムナイヨウ																		自己申告 ジコシンコク																																																						評価者 ヒョウカシャ

																												（目標以外の取組事項、突発事態への対応等）

						1																																																																												（所見）

						【３　全体評語等】 ゼンタイヒョウゴトウ

						評価者 ヒョウカシャ																																																																																																						調整者 チョウセイシャ

						（所見） ショケン																																																																																												（全体評語）										（所見） ショケン																																								（全体評語） ゼンタイヒョウゴ





シート様式（一般職員・（例）課長補佐）

		人事評価記録書様式（一般職員） ジンジヒョウカキロクショヨウシキイッパンショクインイチショクイン

		評価期間 ヒョウカキカン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ		～										年 ネン						月 ツキ						日 ニチ						被評価者 ヒヒョウカシャ														所属： ショゾク																										職名： ショクメイ																								氏名： シメイ

																																																												評価者 ヒョウカシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		評価記入日： ヒョウカキニュウビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

		期末面談 キマツメンダン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														調整者 チョウセイシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		調整記入日： チョウセイキニュウビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

																																																												実施権者 ジッシケンシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		確　認　日： アキラニンビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

		（Ⅰ　能力評価：一般行政・本省内部部局・課長補佐） ホサ

																						評価項目及び行動／着眼点 オヨコウドウチャクガンテン																																																																																						自己申告 ジコシンコク																				評価者 ヒョウカシャ																				調整者
（任意） チョウセイシャニンイ

																																																																																																																（コメント：必要に応じ） ヒツヨウオウ																（所見） ショケン																(評語) ヒョウゴ

		＜倫理＞ リンリ

				1		国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

				①		責任感 セキニンカン																国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組む。

				②		公正性 コウセイセイ																服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

		＜企画・立案、事務事業の実施＞

				2		組織や上司の方針に基づいて、施策の企画・立案や事務事業の実施の実務の中核を担う。

				①		知識・情報収集																業務に関連する知識の習得・情報収集を幅広く行う。

				②		事務事業の実施																事案における課題を的確に把握し、実務担当者の中核となって、施策の企画・立案や事務事業の実施を行う。

				③		成果認識																成果のイメージを明確に持ち、複数の選択肢を吟味して最適な企画や方策を立案する。

		＜判断＞ ハンダン

				3		自ら処理すべき事案について、適切な判断を行う。

				①		役割認識 ヤクワリニンシキ																自ら処理すべきこと、上司の判断にゆだねることの仕分けなど、自分の果たすべき役割を的確に押さえながら業務に取り組む。

				②		適切な判断 テキセツハンダン																担当する事案について適切な判断を行う。

		＜説明・調整＞ セツメイチョウセイ

				4		担当する事案について論理的な説明を行うとともに、関係者と粘り強く調整を行う。

				①		信頼関係の構築 シンライカンケイコウチク																他部局や他省庁のカウンターパートと信頼関係を構築する。

				②		説明 セツメイ																論点やポイントを明確にすることにより、論理的で簡潔な説明をする。

				③		交渉 コウショウ																相手の意見を理解・尊重する一方、主張すべき点はぶれずに主張し、粘り強く対応する。

		＜業務遂行＞ ギョウムスイコウ

				5		段取りや手順を整え、効率的に業務を進める。

				①		段取り																業務の展開を見通し、前もって段取りや手順を整えて仕事を進める。

				②		柔軟性 ジュウナンセイ																緊急時、見通しが変化した時などの状況に応じて、打つ手を柔軟に変える。

				③		業務改善 ギョウムカイゼン																作業の取捨選択や担当業務のやり方の見直しなど業務の改善に取り組む。

		＜部下の育成・活用＞ ブカイクセイカツヨウ

				6		部下の指導、育成及び活用を行う。

				①		作業の割り振り サギョウワフ																部下の一人ずつの仕事の状況や負荷を的確に把握し、適切に作業を割り振る。

				②		部下の育成 ブカイクセイ																部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。

		[特記事項]　特に、１（倫理）・６（部下の育成・活用）の評価に当たっては、求められる行動に、法令等の遵守はもとより、行政文書の適正な管理及びハラスメントの防止が含まれることに留意する。 トッキジコウブカイクセイカツヨウアホウレイトウジュンシュギョウセイテキセイ

		【全体評語等】 ヒョウゴトウ

		評価者　																																																																																																														調整者 チョウセイシャ

		（所見） ショケン																																																																																																						（全体評語） ゼンタイヒョウゴ								（所見） ショケン																																				（全体評語） ゼンタイヒョウゴ

		評価期間 ヒョウカキカン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ		～										年 ネン						月 ツキ						日 ニチ						被評価者 ヒヒョウカシャ														所属： ショゾク																										職名： ショクメイ																								氏名： シメイ

		期首面談 キシュメンダン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														評価者 ヒョウカシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		評価記入日： ヒョウカキニュウビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

		期末面談 キマツメンダン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														調整者 チョウセイシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		調整記入日： チョウセイキニュウビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

																																																												実施権者 ジッシケンシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		確　認　日： アキラニンビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

		（Ⅱ　業績評価：一般行政・本省内部部局・課長補佐） ギョウセキヒョウカ

		【１　目標】 モクヒョウ																																																																																																																																																　

		番号 バンゴウ						業務内容 ギョウムナイヨウ																目標 モクヒョウ																																						困難度 コンナンド				重要度 ジュウヨウド				自己申告 ジコシンコク																																						評価者 ヒョウカシャ																																						調整者 チョウセイシャ

																								（いつまでに、何を、どの水準まで） ナニスイジュン																																														（達成状況、状況変化その他の特筆すべき事情） タッセイジョウキョウジョウキョウヘンカタトクヒツジジョウ																																						（所見） ショケン																														(評語) ヒョウゴ								（任意） ニンイ

		1																																																												　				　

		2																																																												　				　

		3																																																												　				　

		4																																																												　				　

		5																																																												　				　

		※　行政文書の適正な管理に資する目標設定に留意。 テキセイ

																																																												被評価者 ヒヒョウカシャ														所属： ショゾク						0																				職名： ショクメイ						0																		氏名： シメイ						0

		【２　目標以外の業務への取組状況等】 モクヒョウイガイギョウムトリクミジョウキョウトウ

		番号 バンゴウ				業務内容 ギョウムナイヨウ																		自己申告 ジコシンコク																																																								評価者 ヒョウカシャ

																								（目標以外の取組事項、突発事態への対応等）

		1																																																																														（所見）

		【３　全体評語等】 ゼンタイヒョウゴトウ

		評価者 ヒョウカシャ																																																																																																								調整者 チョウセイシャ

		（所見） ショケン																																																																																														（全体評語）										（所見） ショケン																																								（全体評語） ゼンタイヒョウゴ





シート様式（一般職員・（例）係員）

				人事評価記録書様式（一般職員） ジンジヒョウカキロクショヨウシキイッパンショクインイチショクイン

				評価期間 ヒョウカキカン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ		～										年 ネン						月 ツキ						日 ニチ						被評価者 ヒヒョウカシャ														所属： ショゾク																										職名： ショクメイ																								氏名： シメイ

																																																														評価者 ヒョウカシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		評価記入日： ヒョウカキニュウビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

				期末面談 キマツメンダン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														調整者 チョウセイシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		調整記入日： チョウセイキニュウビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

																																																														実施権者 ジッシケンシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		確　認　日： アキラニンビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

				（Ⅰ　能力評価：一般行政・本省内部部局・係員） カカリイン

																								評価項目及び行動／着眼点 オヨコウドウチャクガンテン																																																																																						自己申告 ジコシンコク																				評価者 ヒョウカシャ																				調整者
（任意） チョウセイシャニンイ

																																																																																																																		（コメント：必要に応じ） ヒツヨウオウ																（所見） ショケン																(評語) ヒョウゴ

				＜倫理＞ リンリ

						1		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

						①		責任感 セキニンカン																国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。

						②		公正性 コウセイセイ																服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

				＜知識・技術＞

						2		業務に必要な知識・技術を習得する。

						①		情報の整理																情報や資料を分かりやすく分類・整理する。

						②		知識習得																業務に必要な知識を身に付ける。

				＜コミュニケーション＞

						3		上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。

						①		指示・指導の理解																自ら処理すべきこと、上司の判断にゆだねることの仕分けなど、自分の果たすべき役割を的確に押さえながら業務に取り組む。

						②		情報の伝達																情報を正確に伝達する。

						③		誠実な対応																相手に対し誠実な対応をする。

						④		上司への報告																問題が生じたときには速やかに上司に報告をする。

				＜業務遂行＞ ギョウムスイコウ

						4		意欲的に業務に取り組む。

						①		積極性																自分の仕事の範囲を限定することなく、未経験の業務に積極的に取り組む。

						②		正確性 セイカクセイ																ミスや抜け落ちが生じないよう作業のチェックを行う。

						③		迅速な作業 ジンソクサギョウ																迅速な作業を行う。

						④		粘り強さ ネバツヨ																失敗や困難にめげずに仕事を進める。

				【全体評語等】 ヒョウゴトウ

				評価者　																																																																																																														調整者 チョウセイシャ

				（所見） ショケン																																																																																																						（全体評語） ゼンタイヒョウゴ								（所見） ショケン																																				（全体評語） ゼンタイヒョウゴ

				評価期間 ヒョウカキカン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ		～										年 ネン						月 ツキ						日 ニチ						被評価者 ヒヒョウカシャ														所属： ショゾク																										職名： ショクメイ																								氏名： シメイ

				期首面談 キシュメンダン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														評価者 ヒョウカシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		評価記入日： ヒョウカキニュウビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

				期末面談 キマツメンダン																年 ネン						月 ツキ						日 ヒ																														調整者 チョウセイシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		調整記入日： チョウセイキニュウビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

																																																														実施権者 ジッシケンシャ										所属･職名： ショゾクショクメイ																										氏名： シメイ																								　		確　認　日： アキラニンビ																		年 ネン						月 ツキ						日 ニチ

				（Ⅱ　業績評価：一般行政・本省内部部局・課長補佐） ギョウセキヒョウカ

				【１　目標】 モクヒョウ																																																																																																																																																　

				番号 バンゴウ						業務内容 ギョウムナイヨウ																目標 モクヒョウ																																						困難度 コンナンド				重要度 ジュウヨウド				自己申告 ジコシンコク																																						評価者 ヒョウカシャ																																						調整者 チョウセイシャ

																										（いつまでに、何を、どの水準まで） ナニスイジュン																																														（達成状況、状況変化その他の特筆すべき事情） タッセイジョウキョウジョウキョウヘンカタトクヒツジジョウ																																						（所見） ショケン																														(評語) ヒョウゴ								（任意） ニンイ

				1																																																												　				　

				2																																																												　				　

				3																																																												　				　

				4																																																												　				　

				5																																																												　				　

				※　行政文書の適正な管理に資する目標設定に留意。 テキセイ

																																																														被評価者 ヒヒョウカシャ														所属： ショゾク						0																				職名： ショクメイ						0																		氏名： シメイ						0

				【２　目標以外の業務への取組状況等】 モクヒョウイガイギョウムトリクミジョウキョウトウ

				番号 バンゴウ				業務内容 ギョウムナイヨウ																		自己申告 ジコシンコク																																																								評価者 ヒョウカシャ

																										（目標以外の取組事項、突発事態への対応等）

				1																																																																														（所見）

				【３　全体評語等】 ゼンタイヒョウゴトウ

				評価者 ヒョウカシャ																																																																																																								調整者 チョウセイシャ

				（所見） ショケン																																																																																														（全体評語）										（所見） ショケン																																								（全体評語） ゼンタイヒョウゴ
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上位 甲 当該職位として求められる能力が発揮されている状況である（通常以上）

下位 乙 当該職位の求められる能力が一部しか、又は、ほとんど発揮されていない状況である

幹部職員（次官級以外）・全体評語

幹部職員（次官級）・全体評語

上位 Ａ 通常より優秀 当該職位として優秀な能力発揮状況である

中位 Ｂ 通常 当該職位として求められる能力がおおむね発揮されている状況である（通常）

下位 Ｃ 通常より物足りない 当該職位に求められる能力が一部しか、又は、ほとんど発揮されていない状況である

課長級以下職員・全体評語

上位
Ｓ 特に優秀 求められる行動が全て確実にとられており、当該職位として特に優秀な能力発揮状況である

Ａ 通常より優秀 求められる行動が十分にとられており、当該職位として優秀な能力発揮状況である

中位 Ｂ 通常
求められる行動がおおむねとられており、当該職位として求められる能力がおおむね発揮されている状況である
（通常）

下位

Ｃ 通常より物足りない
求められる行動がとられないことがやや多く、当該職位として十分な能力発揮状況とはいえない。(当該職位の
職務を遂行するために求められる能力を発揮していないとまではいえない)

Ｄ はるかに及ばない
求められる行動がほとんどとられておらず、当該職位に必要な能力発揮状況でない。(当該職位の職務を遂行す
るために求められる能力の発揮の程度に達していない)

課長級以下職員・個別評語

上位
ｓ 求められる行動が確実にとられており、付加価値を生む、他の職員の模範となるなどの職務遂行状況である

ａ 求められる行動が確実にとられていた

中位 ｂ 求められる行動がおおむねとられていた（通常）

下位
ｃ

求められる行動が最低限はとられていた。(できた場合もあったが、できなかったことの方が多いなど、総じて
判断すれば、とられていた行動が物足りなかった)

ｄ 求められる行動が全くとられていなかった

評語等の解説 ①能力評価
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上位 甲 今期当該ポストに求められた役割を果たした（通常以上）

下位 乙 今期当該ポストに求められた役割を一部しか、又は、ほとんど果たしていなかった

幹部職員（次官級以外）・全体評語

幹部職員（次官級）・全体評語

上位 Ａ 通常より優秀 今期当該ポストに求められた以上の役割を果たした

中位 Ｂ 通常 今期当該ポストに求められた役割をおおむね果たした（通常）

下位 Ｃ 通常より物足りない 今期当該ポストに求められた役割を一部しか、又は、ほとんど果たしていなかった

課長級以下職員・全体評語

上位
Ｓ 特に優秀 今期当該ポストに求められた水準をはるかに上回る役割を果たした

Ａ 通常より優秀 今期当該ポストに求められた以上の役割を果たした

中位 Ｂ 通常 今期当該ポストに求められた役割をおおむね果たした（通常）

下位
Ｃ 通常より物足りない 今期当該ポストに求められた水準を下回る役割しか果たしていなかった

Ｄ はるかに及ばない 今期当該ポストに求められた役割をほとんど果たしていなかった

課長級以下職員・個別評語（目標ごとの評価）

上位
ｓ 問題なく目標を達成し、期待をはるかに上回る成果をあげた

ａ 問題なく目標を達成し、期待された以上の成果をあげた

中位 ｂ 以下（※）に掲げるようなマイナス要因がほとんどなく目標を達成し、期待された成果をあげた（通常）

下位

ｃ
以下（※）に掲げるようなマイナス要因が見られるなど、目標の達成が不十分であり、期待された成果水準に及
ばなかった

ｄ
本人の責任により、期限・水準とも目標を達成できず、通常の努力によって得られるはずの成果水準にはるかに
及ばなかった

（※）・上司又は同僚によるカバーを要したため他の業務に影響が及んだ
・必要な手順を踏まず又は製紙実な対応を欠いたため、関係者との間でしこりを残した

評語等の解説 ②業績評価

◎ （重要度）重要度が特に高いと思われる目標 （困難度）当該職位にある者全てには期待することが困難と思われる目標

△ （重要度）重要度が低いと思われる目標 （困難度）当該職位にある者であれば、達成することが容易と思われる目標

重要度・困難度 ※重要度は主として全体評語において、困難度は主として目標ごとの評価において考慮する
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①責任感
国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有
し、課の課題に責任を持って取り組む。

①責任感
国民全体の奉仕者として、担当業務の課題に
責任を持って取り組む。

①責任感
国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線
において責任を持って課題に取り組む。

②公正性 服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 ②公正性 服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 ②公正性 服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

①状況の構造的把握
課内の情報の中枢として複雑な因果関係、錯
綜した利害関係など業務とそれを取り巻く状
況の全体像を的確に把握する。

①知識・情報収集
業務に関連する知識の習得・情報収集を幅広
く行う。

①知識・情報収集
業務に関連する知識の習得・情報収集を幅広
く行う。

②基本方針・成果の明示

国家や国民の利益を第一に、国内外の変化を
読み取り、新たな取組への挑戦も含め、課と
しての基本的な方針や達成すべき成果を具体
的に示し、部下に理解させる。

②行政ニーズの反映
行政ニーズや事案における課題を的確に把握
し、施策の企画立案や業務上の判断に反映す
る。

②事務事業の実施
事案における課題を的確に把握し、実務担当
者の中核となって、施策の企画・立案や事務
事業の実施を行う。

③成果認識
成果のイメージを明確に持ち、新たな取組へ
の挑戦も含め、複数の選択肢を吟味して最適
な企画や方策を立案する。

③成果認識
成果のイメージを明確に持ち、複数の選択肢
を吟味して最適な企画や方策を立案する。

①最適な選択
採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方
向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行
う。

①最適な選択
採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方
向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行
う。

①役割認識
自ら処理すべきこと、上司の判断にゆだねる
ことの仕分けなど、自分の果たすべき役割を
的確に押さえながら業務に取り組む。

②適時の判断
事案の優先順位や全体に与える影響を考慮
し、適切なタイミングで判断を行う。

②適時の判断
事案の優先順位や全体に与える影響を考慮
し、適切なタイミングで判断を行う。

②適切な判断 担当する事案について適切な判断を行う。

③リスク対応
状況の変化や問題が生じた場合の早期対応を
適切に行う。

③リスク対応
状況の変化や問題が生じた場合の早期対応を
適切に行う。

　 　

①信頼関係の構築
円滑な合意形成に資するよう、日頃から対外
的な信頼関係を構築する。

①信頼関係の構築
他部局や他省庁のカウンターパートと信頼関
係を構築する。

①信頼関係の構築
他部局や他省庁のカウンターパートと信頼関
係を構築する。

②折衝・調整
組織方針を実現できるよう関係者と折衝・調
整を行う。

②折衝・調整
組織方針を実現できるよう関係者と折衝・調
整を行う。

②説明
論点やポイントを明確にすることにより、論
理的で簡潔な説明をする。

③適切な説明 所管行政について適切な説明を行う。 ③適切な説明 担当する事案について適切な説明を行う。 ③交渉
相手の意見を理解・尊重する一方、主張すべ
き点はぶれずに主張し、粘り強く対応する。

室長 （６項目及び行動・１７着眼点）

１　国民全体の奉仕者として、担当業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律
を遵守し、公正に職務を遂行する。

課長 （６項目及び行動・１６着眼点）

説
明
・
調
整

４　所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を
行い、合意を形成する。

１　国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課の課題に責任を持って取り組むととも
に、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

説
明
・
調
整

判
断

３　課の責任者として、適切な判断を行う。

判
断

３　担当業務の責任者として、適切な判断を行う。

４　担当する事案について適切な説明を行うとともに、関係者と調整を行い、合意を形成す
る。

説
明
・
調
整

４　担当する事案について論理的な説明を行うとともに、関係者と粘り強く調整を行う。

２　所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、国民の視点に立って、行政課題に対応するた
めの方針を示す。

２　組織方針に基づき、行政ニーズを踏まえ、課題を的確に把握し、施策の企画・立案を行
う。

２　組織や上司の方針に基づいて、施策の企画・立案や事務事業の実施の実務の中核を担
う。

構
想

倫
理

倫
理

倫
理

企
画
・
立
案

１　国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組むとと
もに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

企
画
・
立
案
、

事
務
事
業
の
実
施

課長補佐 （６項目及び行動・１５着眼点）

３　自ら処理すべき事案について、適切な判断を行う。

判
断

①先見性
先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼ
す影響を予測して対策を想定するなど、先を
読みながらものごとを進める。

①先見性
先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼ
す影響を予測して対策を想定するなど、先を
読みながらものごとを進める。

①段取り
業務の展開を見通し、前もって段取りや手順
を整えて仕事を進める。

②効率的な業務運営
限られた業務時間と人員を前提に、業務の目
的と求められる成果水準を部下と共有しつ
つ、効率的に業務を進める。

②効率的な業務運営
限られた業務時間と人員を前提に、業務の目
的と求められる成果水準を部下と共有しつ
つ、効率的に業務を進める。

②柔軟性
緊急時、見通しが変化した時などの状況に応
じて、打つ手を柔軟に変える。

③業務の見直し
業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務
の見直しや、業務の改善を進める。

③業務の見直し
業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務
の見直しや、業務の改善を進める。

③業務
改善

作業の取捨選択や担当業務のやり方の見直し
など業務の改善に取り組む。

①業務の割当て
課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏
まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、組織
の中で適切に業務を割り当てる。

①業務の割当て
課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏
まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、組織
の中で適切に業務を割り当てる。

①作業の割り振り
部下の一人ずつの仕事の状況や負荷を的確に
把握し、適切に作業を割り振る。

②意思疎通と進捗管理

部下との双方向の適切なコミュニケーション
により情報の共有や部下の仕事の進捗状況の
把握を行い、的確な指示を行うことにより業
務を完遂に導き、成果を挙げる。

②意思疎通と進捗管理

部下との双方向の適切なコミュニケーション
により情報の共有や部下の仕事の進捗状況の
把握を行い、的確な指示を行うことにより業
務を完遂に導き、成果を挙げる。

②部下の育成
部下の育成のため、的確な指示やアドバイス
を与え、問題があるときは適切に指導する。

③部下の成長支援
適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供
して能力開発を促すなど、部下の成長を支援
し、その力を引き出す。

③部下の成長支援
適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供
して能力開発を促すなど、部下の成長を支援
し、その力を引き出す。

組
織
統
率
・
人
材
育
成

６　適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部
下の指導・育成を行う。

５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。

業
務
運
営

組
織
統
率
・
人
材
育
成

６　適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部
下の指導・育成を行う。

業
務
運
営

業
務
遂
行

部
下
の
育
成
・
活
用

６　部下の指導、育成及び活用を行う。

５　段取りや手順を整え、効率的に業務を進める。

１．一般行政 ： 本省内部部局等

評価項目及び行動・着眼点(例)一覧表（抜粋）

着
眼
点

評価項目及び行動
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一般職（本府省）

				１．一般行政 ： 本省内部部局等 イッパン ギョウセイ ホンショウ ナイブ ブキョク ナド

				課長 （６項目及び行動・１６着眼点） カチョウ コウモク オヨ コウドウ チャクガンテン						室長 （６項目及び行動・１７着眼点） シツチョウ コウモク オヨ						課長補佐 （６項目及び行動・１５着眼点） カチョウ ホサ オヨ						係長 （５項目及び行動・１３着眼点） カカリ チョウ オヨ						係員 （４項目及び行動・１２着眼点） カカリイン オヨ

				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 カン				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、担当業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 コクミン ゼンタイ ホウシシャ タントウ ギョウム ダイ イッセン セキニン モ カダイ ト ク フクム キリツ ジュンシュ コウセイ ショクム スイコウ				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

						①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課の課題に責任を持って取り組む。 タカ リンリ カン ユウ カ				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、担当業務の課題に責任を持って取り組む。 タントウ ギョウム				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組む。 カダイ				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。 ギョウム				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。 ギョウム

						②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ

				構想 コウソウ		２　所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、国民の視点に立って、行政課題に対応するための方針を示す。				企画・立案 キカク リツアン		２　組織方針に基づき、行政ニーズを踏まえ、課題を的確に把握し、施策の企画・立案を行う。				企画・立案、事務事業の実施 キカク リツアン ジム ジギョウ ジッシ		２　組織や上司の方針に基づいて、施策の企画・立案や事務事業の実施の実務の中核を担う。 ジツ ツトム				課題対応 カダイ タイオウ		２　担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、問題点を的確に把握し、課題に対応する。				知識・技術 チシキ ギジュツ		２　業務に必要な知識・技術を習得する。

						①状況の構造的把握　		課内の情報の中枢として複雑な因果関係、錯綜した利害関係など業務とそれを取り巻く状況の全体像を的確に把握する。 カナイ ジョウホウ チュウスウ フクザツ インガ カンケイ サクソウ リガイ カンケイ ギョウム ト マ ジョウキョウ ゼンタイゾウ テキカク ハアク				①知識・情報収集		業務に関連する知識の習得・情報収集を幅広く行う。 ギョウム カンレン チシキ シュウトク ジョウホウ シュウシュウ ハバヒロ オコナ				①知識・情報収集		業務に関連する知識の習得・情報収集を幅広く行う。 ギョウム カンレン チシキ シュウトク ジョウホウ シュウシュウ ハバヒロ オコナ				①知識・情報収集		担当業務における専門的知識・技術の習得・情報収集を行う。 ギョウム テキ ギジュツ				①情報の整理		情報や資料を分かりやすく分類・整理する。

						②基本方針・成果の明示 キホン ホウシン セイカ メイジ		国家や国民の利益を第一に、国内外の変化を読み取り、新たな取組への挑戦も含め、課としての基本的な方針や達成すべき成果を具体的に示し、部下に理解させる。 コッカ コクミン リエキ ダイイチ コクナイガイ ヘンカ ヨ ト アラ トリクミ チョウセン フク カ キホンテキ ホウシン タッセイ セイカ グタイテキ シメ ブカ リカイ				②行政ニーズの反映 ギョウセイ ハンエイ		行政ニーズや事案における課題を的確に把握し、施策の企画立案や業務上の判断に反映する。				②事務事業の実施 ジム ジギョウ ジッシ		事案における課題を的確に把握し、実務担当者の中核となって、施策の企画・立案や事務事業の実施を行う。 ジツム タントウシャ チュウカク ジム ジギョウ ジッシ オコナ				②問題点の把握 モンダイテン ハアク		新しい課題に対して問題点を的確に把握する。				②知識習得		業務に必要な知識を身に付ける。

												③成果認識		成果のイメージを明確に持ち、新たな取組への挑戦も含め、複数の選択肢を吟味して最適な企画や方策を立案する。				③成果認識		成果のイメージを明確に持ち、複数の選択肢を吟味して最適な企画や方策を立案する。				③対応策の検討		問題の原因を探求して、対応策を考える。

				判断 ハンダン		３　課の責任者として、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　担当業務の責任者として、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　自ら処理すべき事案について、適切な判断を行う。				協調性 キョウチョウセイ		３　上司・部下等と協力的な関係を構築する。				コミュニケーション		３　上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。

						①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				①役割認識　		自ら処理すべきこと、上司の判断にゆだねることの仕分けなど、自分の果たすべき役割を的確に押さえながら業務に取り組む。				①協調性 キョウチョウセイ		上司・部下や他部局等の担当者と協力的な関係を構築する。				①指示・指導の理解 シジ シドウ リカイ		上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。

						②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。				②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。				②適切な判断 テキセツ ハンダン		担当する事案について適切な判断を行う。 タントウ ジアン テキセツ ハンダン オコナ				②指示・指導の理解 シジ シドウ リカイ		上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。 ジョウシ シュウイ シジ シドウ タダ リカイ				②情報の伝達 ジョウホウ デンタツ		情報を正確に伝達する。

						③リスク対応		状況の変化や問題が生じた場合の早期対応を適切に行う。				③リスク対応		状況の変化や問題が生じた場合の早期対応を適切に行う。				　		　				　		　				③誠実な対応 セイジツ タイオウ		相手に対し誠実な対応をする。 アイテ タイ セイジツ タイオウ

				説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成する。				説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　担当する事案について適切な説明を行うとともに、関係者と調整を行い、合意を形成する。				説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　担当する事案について論理的な説明を行うとともに、関係者と粘り強く調整を行う。				説明 セツメイ		４　担当する事案について分かりやすい説明を行う。 タントウ ジアン ワ セツメイ オコナ						④上司への報告		問題が生じたときには速やかに上司に報告をする。

						①信頼関係の構築		円滑な合意形成に資するよう、日頃から対外的な信頼関係を構築する。				①信頼関係の構築		他部局や他省庁のカウンターパートと信頼関係を構築する。				①信頼関係の構築		他部局や他省庁のカウンターパートと信頼関係を構築する。				①説明		ポイントを整理し、筋道を立てて分かりやすく説明する。				　		　

						②折衝・調整		組織方針を実現できるよう関係者と折衝・調整を行う。				②折衝・調整		組織方針を実現できるよう関係者と折衝・調整を行う。				②説明		論点やポイントを明確にすることにより、論理的で簡潔な説明をする。				②相手の話の理解 アイテ ハナシ リカイ		相手の意見・要望等を正しく理解して説明を行う。 アイテ イケン ヨウボウ トウ タダ リカイ セツメイ オコナ				　		　

						③適切な説明 テキセツ セツメイ		所管行政について適切な説明を行う。 ショカン ギョウセイ テキセツ セツメイ オコナ				③適切な説明 テキセツ セツメイ		担当する事案について適切な説明を行う。 タントウ ジアン テキセツ セツメイ オコナ				③交渉　		相手の意見を理解・尊重する一方、主張すべき点はぶれずに主張し、粘り強く対応する。 タイオウ				　		　				　		　

				業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス				業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス				業務遂行 スイコウ		５　段取りや手順を整え、効率的に業務を進める。 コウリツテキ				業務遂行 スイコウ		５　計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行する。				業務遂行 ギョウム スイコウ		４　意欲的に業務に取り組む。

						①先見性		先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼす影響を予測して対策を想定するなど、先を読みながらものごとを進める。				①先見性		先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼす影響を予測して対策を想定するなど、先を読みながらものごとを進める。				①段取り		業務の展開を見通し、前もって段取りや手順を整えて仕事を進める。				①計画性		最終期限を意識し、進捗状況を部下や同僚と共有しながら計画的に業務を進める。				①積極性		自分の仕事の範囲を限定することなく、未経験の業務に積極的に取り組む。

						②効率的な業務運営		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。				②効率的な業務運営		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。				②柔軟性		緊急時、見通しが変化した時などの状況に応じて、打つ手を柔軟に変える。				②正確性		ミスや抜け落ちを生じさせないよう担当業務全体のチェックを行う。				②正確性 セイカクセイ		ミスや抜け落ちが生じないよう作業のチェックを行う。

						③業務の見直し		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。				③業務の見直し		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。				③業務
改善		作業の取捨選択や担当業務のやり方の見直しなど業務の改善に取り組む。				③粘り強さ ネバ ヅヨ		困難な状況においても粘り強く仕事を進める。				③迅速な作業 ジンソク サギョウ		迅速な作業を行う。 ジンソク サギョウ オコナ

				組織統率・人材育成		６　適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。				組織統率・人材育成		６　適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。				部下の育成・活用		６　部下の指導、育成及び活用を行う。						④部下の育成		部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。				④粘り強さ ネバ ヅヨ		失敗や困難にめげずに仕事を進める。

						①業務の割当て		課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、組織の中で適切に業務を割り当てる。				①業務の割当て ギョウム ワリア		課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、組織の中で適切に業務を割り当てる。				①作業の割り振り サギョウ ワ フ		部下の一人ずつの仕事の状況や負荷を的確に把握し、適切に作業を割り振る。

						②意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより情報の共有や部下の仕事の進捗状況の把握を行い、的確な指示を行うことにより業務を完遂に導き、成果を挙げる。				②意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより情報の共有や部下の仕事の進捗状況の把握を行い、的確な指示を行うことにより業務を完遂に導き、成果を挙げる。				②部下の育成 ブカ イクセイ		部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。

						③部下の成長支援 ブカ セイチョウ シエン		適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。				③部下の成長支援 ブカ セイチョウ シエン		適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。

























一般職（管区単位機関）　

		２．一般行政 ： 部等設置広域管轄機関 イッパン ギョウセイ ブトウ セッチ コウイキ カンカツ キカン

		部長 （６項目及び行動・１６着眼点） ブチョウ コウモク オヨ コウドウ チャクガンテン						課長 （６項目及び行動・１５着眼点） カチョウ コウモク オヨ コウドウ チャクガンテン						課長補佐 （６項目及び行動・１３着眼点） カチョウ ホサ オヨ コウドウ						係長 （５項目及び行動・１２着眼点） カカリチョウ オヨ コウドウ						係員 （４項目及び行動・１２着眼点） カカリイン オヨ コウドウ

		倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、部の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 コクミン ゼンタイ ホウシシャ タントウ ギョウム ダイ イッセン セキニン モ カダイ ト ク フクム キリツ ジュンシュ コウセイ ショクム スイコウ				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、部の課題に責任を持って取り組む。				①責任感　		国民全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組む。				①責任感　		国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組む。 コクミン ゼンタイ ホウシシャ タントウ ギョウム ダイ イッセン セキニン モ カダイ ト ク				①責任感　		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。				①責任感 セキニンカン		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。

				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ コウセイ ショクム スイコウ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ

		構想 コウソウ		２　本府省等の方針に基づき、地域情勢を踏まえ、業務運営の方針を示す。				実施施策の立案 ジッシ シサク リツアン		２　組織方針に基づき、地域の行政ニーズを踏まえた実施施策を立案する。				方策・計画の立案、事務事業の実施 ホウサク ケイカク リツアン ジム ジギョウ ジッシ		２　組織や上司の方針に基づいて、具体的な方策・計画を立案し、又は事務事業を実施する。				課題対応 カダイ タイオウ		２　担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、課題に対応する。　　				知識・技術 チシキ ギジュツ		２　業務に必要な知識・技術を習得する。

				①状況の構造的把握　		部内の情報の中枢として複雑な因果関係、錯綜した利害関係など業務とそれを取り巻く状況の全体像を的確に把握する。 ブナイ ジョウホウ チュウスウ フクザツ				①行政ニーズの把握 ギョウセイ ハアク		地域の行政ニーズや事案における課題を的確に把握する。 チイキ				①知識・情報収集 チシキ ジョウホウ シュウシュウ		業務に関連する知識の習得・情報収集を幅広く行う。				①知識・情報収集 チシキ		担当業務における専門的知識・技術の習得・情報収集を行う。 ギョウム テキ ギジュツ ジョウホウ シュウシュウ				①情報の整理		情報や資料を分かりやすく分類・整理する。

				②基本方針・成果の明示 キホン ホウシン セイカ メイジ		本省から示された方針を受け、地域課題を踏まえ、新たな取組への挑戦も含め、部としての基本的な方針や達成すべき成果を具体的に示し、部下に理解させる。 アラ トリクミ チョウセン フク ブ タッセイ セイカ グタイテキ シメ ブカ リカイ				②成果認識 セイカ ニンシキ		成果のイメージを明確に持ち、新たな取組への挑戦も含め、複数の選択肢を吟味して最適な実施施策を立案する。 セイカ メイカク モ フクスウ センタクシ ギンミ サイテキ ジッシ シサク リツアン				②事務事業の実施 ジム ジギョウ ジッシ		事案における課題を的確に把握し、具体的な方策・計画の立案や事務事業の実施を行う。 グタイテキ ケイカク				②対応策の検討 タイオウ サク ケントウ		担当する業務の課題に対して対応策を考える。 タントウ ギョウム タイオウ サク カンガ				②知識習得　		業務に必要な知識を身に付ける。

		判断 ハンダン		３　部の責任者として、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　所管する事案について、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　自ら処理すべき事案について、適切な判断を行う。				協調性		３　上司・部下等と協力的な関係を構築する。　				コミュニケーション		３　上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。

				①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				①役割認識　		自ら処理すべきこと、上司の判断にゆだねることの仕分けなど、自分の果たすべき役割を的確に押さえながら業務に取り組む。				①協調性 キョウチョウセイ		上司・部下や他部局等の担当者と協力的な関係を構築する。				①指示・指導の理解 シジ シドウ リカイ		上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。

				②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。				②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。				②適切な判断 テキセツ ハンダン		担当する事案について適切な判断を行う。				②指示・指導の理解 シジ シドウ リカイ		上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。				②情報の伝達 ジョウホウ デンタツ		情報を正確に伝達する。

				③リスク対応 タイオウ		状況の変化や問題が生じた場合の早期対応を適切に行う。																						③誠実な対応 セイジツ タイオウ		相手に対し誠実な対応をする。 アイテ タイ セイジツ タイオウ

		説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　部の業務について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、局長を助け、関係者と調整を行い、合意を形成する。				説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　所管する事案について適切な説明を行うとともに、関係者と調整を行い、合意を形成する。				説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　担当する事案について論理的な説明を行うとともに、関係者と調整を行う。				説明　		４　担当する事案について分かりやすい説明を行う。						④上司への報告		問題が生じたときには速やかに上司に報告をする。

				①信頼関係の構築		円滑な合意形成に資するよう、日頃から対外的な信頼関係を構築する。				①信頼関係の構築 シンライ カンケイ コウチク		関係機関や関係団体等の関係者との信頼関係を構築する。 カンケイ キカン カンケイ ダンタイ トウ カンケイシャ				①信頼関係の構築 シンライ カンケイ コウチク		他部局や他省庁の担当者と信頼関係を構築する。 タ ショウチョウ タントウシャ				①説明 セツメイ		ポイントを整理し、筋道を立てて分かりやすく説明する。

				②折衝・調整		組織方針を実現できるよう関係者と折衝・調整を行う。				②折衝・調整		所管する事案について関係者と折衝・調整を行う。 ショカン ジアン				②説明		論点やポイントを明確にすることにより、論理的で簡潔な説明をする。				②相手の話の理解 アイテ ハナシ リカイ		相手の意見・要望等を正しく理解して説明を行う。 アイテ イケン ヨウボウ トウ タダ リカイ セツメイ オコナ

				③適切な説明 テキセツ セツメイ		部の業務について適切な説明を行う。 ブ ギョウム テキセツ セツメイ オコナ				③上部機関との連携 ジョウブ キカン レンケイ		本省の担当者と日頃から連絡をとり、必要な報告を適切に行う。 ホンショウ タントウシャ ヒゴロ レンラク ヒツヨウ ホウコク テキセツ オコナ				③交渉　		相手の意見を理解・尊重する一方、主張すべき点はぶれずに主張する。				　		　

		業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス				業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス				業務遂行 スイコウ		５　段取りや手順を整え、効率的に業務を進める。				業務遂行 スイコウ		５　計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行する。				業務遂行 ギョウム スイコウ		４　意欲的に業務に取り組む。

				①先見性 センケンセイ		先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼす影響を予測して対策を想定するなど、先を読みながらものごとを進める。				①柔軟性 ジュウナンセイ		緊急時、見通しが変化した時などの状況に応じて、適切に対応する。 テキセツ タイオウ				①段取り ダンド		業務の展開を見通し、前もって段取りや手順を整えて仕事を進める。				①計画性 ケイカクセイ		最終期限を意識し、進捗状況を部下や同僚と共有しながら計画的に業務を進める。				①積極性 セッキョクセイ		自分の仕事の範囲を限定することなく、未経験の業務に積極的に取り組む。

				②効率的な業務運営 コウリツテキ ギョウム ウンエイ		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②効率的な業務運営 コウリツテキ ギョウム ウンエイ		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②業務改善		作業の取捨選択や担当業務のやり方の見直しなど業務の改善に取り組む。				②正確性 セイカクセイ		ミスや抜け落ちを生じさせないよう担当業務全体のチェックを行う。				②正確性 セイカクセイ		ミスや抜け落ちが生じないよう作業のチェックを行う。

				③業務の見直し		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。				③業務の見直し ギョウム ミナオ		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。 ギョウム ユウセン ジュンイ イシキ ハイシ フク ギョウム ミナオ ギョウム カイゼン スス										③粘り強さ ネバ ヅヨ		困難な状況においても粘り強く仕事を進める。				③迅速な作業 ジンソク サギョウ		迅速な作業を行う。 ジンソク サギョウ オコナ

		組織統率		６　管轄する組織の業務運営に関し、的確な指示を行うとともに、部下を統率し、成果を挙げる。				組織統率・人材育成 ジンザイ		６　適切に業務を配分した上、進捗管理を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。				部下の育成・活用		６　部下の指導、育成及び活用を行う。　						④部下の育成		部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。　				④粘り強さ ネバ ヅヨ		失敗や困難にめげずに仕事を進める。

				①体制整備 タイセイ セイビ		管轄する組織全体の業務が効率的に執行できるよう、柔軟な働き方を推奨しながら体制を整える。				①業務の割当て ギョウム ワリア		課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、組織の中で適切に業務を割り当てる。 カダイ ジョウキョウ ジュウナン ハタラ カタ スイショウ ワ ア				①作業の割り振り		部下の一人ずつの仕事の状況や負荷を的確に把握し、適切に作業を割り振る。				　						　		　

				②統率　 トウソツ		管轄する組織全体の一体性を確保するため、的確な指示を行う。 カンカツ ソシキ ゼンタイ イッタイセイ カクホ シジ オコナ				②意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより情報の共有や部下の仕事の進捗状況の把握を行い、業務を完遂に導き、成果を挙げる。 ブカ ソウホウコウ テキセツ セイカ ア				②部下の育成		部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。										　		　

				③意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより管轄する組織全体の業務の進捗状況の把握を行い、適切に指示を出し完遂に導き、成果を挙げる。 ブカ ソウホウコウ テキセツ セイカ ア				③部下の成長支援 ブカ セイチョウ シエン		適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 タヨウ ケイケン キカイ テイキョウ セイチョウ シエン				　		　







一般職（府県単位機関）

		３．一般行政 ： 都府県管轄機関

		所長 （６項目及び行動・１６着眼点） ショチョウ コウモク オヨ コウドウ チャクガンテン						部長 （６項目及び行動・１５着眼点） ブチョウ コウモク オヨ コウドウ						課長 （６項目及び行動・１５着眼点） コウモク オヨ コウドウ						課長補佐 （６項目及び行動・１３着眼点） カチョウ ホサ オヨ コウドウ						係長 （５項目及び行動・１２着眼点） オヨ コウドウ						係員 （４項目及び行動・１２着眼点） カカリイン オヨ コウドウ

		倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、機関の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、担当分野の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 コクミン ゼンタイ ホウシシャ タントウ ギョウム ダイ イッセン セキニン モ カダイ ト ク フクム キリツ ジュンシュ コウセイ ショクム スイコウ				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、機関の課題に責任を持って取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、担当分野の課題に責任を持って取り組む。				①責任感　		国民全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組む。				①責任感　		国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組む。 コクミン ゼンタイ ホウシシャ タントウ ギョウム ダイ イッセン セキニン モ カダイ ト ク				①責任感　		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。 コクミン ゼンタイ ホウシシャ セキニン モ ギョウム ト ク				①責任感　		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。

				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ

		構想 コウソウ		２　本府省等の方針に基づき、地域情勢を踏まえ、業務運営の基本的な方針を示す。				実施方針の立案 ジッシ ホウシン リツアン		２　本府省等の方針に基づき、地域情勢を踏まえた実施方針を示す。				実施計画の立案 ジッシ ケイカク リツアン		２　組織方針に基づき、地域の行政ニーズを踏まえた実施計画を立案する。				方策・計画の立案、事務事業の実施 ホウサク ケイカク リツアン ジム ジギョウ ジッシ		２　組織や上司の方針に基づいて、具体的な方策・計画を立案し、又は事務事業を実施する。				課題対応 カダイ タイオウ		２　担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、課題に対応する。　				知識・技術 チシキ ギジュツ		２　業務に必要な知識・技術を習得する。

				①状況の構造的把握　		所内の情報の中枢として複雑な因果関係、錯綜した利害関係など業務とそれを取り巻く状況の全体像を的確に把握する。 ショ ナイ ジョウホウ チュウスウ フクザツ				①状況の構造的把握　		部内の情報の中枢として複雑な因果関係、錯綜した利害関係など業務とそれを取り巻く状況の全体像を的確に把握する。 ブ ナイ ジョウホウ チュウスウ フクザツ				①行政ニーズの把握		住民ニーズや事案における課題を的確に把握する。				①知識・情報収集 チシキ ジョウホウ シュウシュウ		業務に関連する知識の習得・情報収集を幅広く行う。				①知識・情報収集 チシキ		担当業務における専門的知識・技術の習得・情報収集を行う。 ギョウム テキ ギジュツ ジョウホウ シュウシュウ				①情報の整理		情報や資料を分かりやすく分類・整理する。

				②業務方針・成果の明示 ギョウム ホウシン セイカ メイジ		本省、管区機関から示された方針を受け、住民ニーズも踏まえ、新たな取組への挑戦も含め、業務運営の基本的な方針や達成すべき成果を具体的に示し、部下に理解させる。 ホンショウ カンク キカン シメ ホウシン ウ ジュウミン フ アラ トリクミ チョウセン フク ギョウム ウンエイ タッセイ セイカ グタイテキ シメ ブカ リカイ				②実施方針・成果の明示 ジッシ ホウシン セイカ メイジ		本省、管区機関から示された方針を受け、住民ニーズも踏まえ、新たな取組への挑戦も含め、部としての実施方針や達成すべき成果を具体的に示し、部下に理解させる。 ホンショウ カンク キカン シメ ホウシン ウ ジュウミン フ アラ トリクミ チョウセン フク ブ ジッシ ホウシン タッセイ セイカ グタイテキ シメ ブカ リカイ				②計画の策定 ケイカク サクテイ		部長の方針を受け、業務の実施計画を策定する。 ブチョウ ホウシン ウ ギョウム ジッシ ケイカク サクテイ				②事務事業の実施 ジム ジギョウ ジッシ		事案における課題を的確に把握し、具体的な方策・計画の立案や事務事業の実施を行う。 グタイテキ ケイカク				②対応策の検討 タイオウ サク ケントウ		担当する業務の課題に対して対応策を考える。				②知識習得　		業務に必要な知識を身に付ける。 チシキ

		判断 ハンダン		３　機関の責任者として、適切な判断を行う。　　				判断 ハンダン		３　担当分野の責任者として、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　所管する事案について、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　自ら処理すべき事案について、適切な判断を行う。 ミズカ ショリ ジアン テキセツ ハンダン オコナ				協調性		３　上司・部下等と協力的な関係を構築する。　				コミュニケーション		３　上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。

				①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				①役割認識　		自ら処理すべきこと、上司の判断にゆだねることの仕分けなど、自分の果たすべき役割を的確に押さえながら業務に取り組む。

 :  :
幅変更				①協調性 キョウチョウセイ		上司・部下や他部局等の担当者と協力的な関係を構築する。				①指示・指導の理解 シジ シドウ リカイ		上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。

				②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。 ジアン ユウセン ジュンイ コウリョ テキセツ ハンダン オコナ				②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。 ジアン ユウセン ジュンイ コウリョ テキセツ ハンダン オコナ				②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。				②適切な判断		担当する事案について適切な判断を行う。				②協働性 キョウドウセイ		関係機関の担当者や関係者と連携して業務に取り組む。 カンケイ キカン タントウシャ カンケイシャ レンケイ ギョウム ト ク				②情報の伝達　 ジョウホウ デンタツ		情報を正確に伝達する。

				③リスク対応 タイオウ		状況の変化や問題が生じた場合の早期対応を適切に行う。				③リスク対応 タイオウ		状況の変化や問題が生じた場合の早期対応を適切に行う。																						③誠実な対応 セイジツ タイオウ		相手に対し誠実な対応をする。 アイテ タイ セイジツ タイオウ

		説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　機関の業務について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、対外的に機関を代表し、調整を行い、合意を形成する。				説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　担当分野の業務について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、所長を助け、関係者と調整を行い、合意を形成する。				説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　所管する事案について適切な説明を行うとともに、関係者と調整を行い、合意を形成する。				説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　担当する事案について論理的な説明を行うとともに、関係者と調整を行う。				説明　		４　担当する事案について分かりやすい説明を行う。 タントウ ジアン ワ セツメイ オコナ						④上司への報告		問題が生じたときには速やかに上司に報告をする。

				①信頼関係の構築		円滑な合意形成に資するよう、日頃から対外的な信頼関係を構築する。				①信頼関係の構築		円滑な合意形成に資するよう、日頃から対外的な信頼関係を構築する。				①信頼関係の構築 シンライ カンケイ コウチク		関係機関や関係団体等の関係者との信頼関係を構築する。 カンケイ ダンタイ トウ カンケイシャ				①信頼関係の構築 シンライ カンケイ コウチク		他部局や他省庁の担当者と信頼関係を構築する。 ホカ ブキョク タントウシャ				①説明 セツメイ		ポイントを整理し、筋道を立てて分かりやすく説明する。

				②折衝・調整		組織方針を実現できるよう関係者と折衝・調整を行う。 ソシキ ホウシン				②折衝・調整		実施方針を実現できるよう関係者と折衝・調整を行う。 ジッシ				②折衝・調整		所管する事案について関係者と折衝・調整を行う。 ショカン ジアン				②説明		論点やポイントを明確にすることにより、論理的で簡潔な説明をする。				②相手の話の理解 アイテ ハナシ リカイ		相手の意見・要望等を正しく理解して説明を行う。 アイテ イケン ヨウボウ トウ タダ リカイ セツメイ オコナ

				③適切な説明 テキセツ セツメイ		機関の業務について適切な説明を行う。 キカン ギョウム テキセツ セツメイ オコナ				③適切な説明 テキセツ セツメイ		担当分野の業務について適切な説明を行う。				③上部機関との連携 ジョウブ キカン レンケイ		管区機関の担当者と日頃から連絡をとり、必要な報告を適切に行う。 カンク キカン タントウシャ ヒゴロ レンラク ヒツヨウ ホウコク テキセツ オコナ				③調整 チョウセイ		担当する事案について関係者と調整を行う。 タントウ ジアン カンケイシャ チョウセイ オコナ				　		　

		業務運営		５　不断の業務見直しに率先して取り組む。				業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス				業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス				業務遂行 スイコウ		５　段取りや手順を整え、効率的に業務を進める。				業務遂行 スイコウ		５　計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行する。				業務遂行 ギョウム スイコウ		４　意欲的に業務に取り組む。

				①先見性 センケンセイ		先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼす影響を予測して対策を想定するなど、先を読みながらものごとを進める。 サキザキ				①先見性 センケンセイ		先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼす影響を予測して対策を想定するなど、先を読みながらものごとを進める。				①柔軟性 ジュウナンセイ		緊急時、見通しが変化した時などの状況に応じて、適切に対応する。 テキセツ タイオウ				①段取り ダンド		業務の展開を見通し、前もって段取りや手順を整えて仕事を進める。				①計画性 ケイカクセイ		最終期限を意識し、進捗状況を部下や同僚と共有しながら計画的に業務を進める。				①積極性 セッキョクセイ		自分の仕事の範囲を限定することなく、未経験の業務に積極的に取り組む。

				②効率的な業務運営 コウリツテキ ギョウム ウンエイ		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②効率的な業務運営 コウリツテキ ギョウム ウンエイ		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②効率的な業務運営 コウリツテキ ギョウム ウンエイ		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②業務改善		作業の取捨選択や担当業務のやり方の見直しなど業務の改善に取り組む。				②正確性 セイカクセイ		ミスや抜け落ちを生じさせないよう担当業務全体のチェックを行う。				②正確性 セイカクセイ		ミスや抜け落ちが生じないよう作業のチェックを行う。

				③業務の見直し		機関全体の業務の優先順位を意識し、状況の変化に対応するため、大所高所から廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善に取り組む。 ハイシ フク ギョウム ギョウム カイゼン				③業務の見直し ギョウム ミナオ		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。 ギョウム ユウセン ジュンイ イシキ ハイシ フク ギョウム ミナオ ギョウム カイゼン スス				③業務の見直し ギョウム ミナオ		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。 ギョウム ユウセン ジュンイ イシキ ハイシ フク ギョウム ミナオ ギョウム カイゼン スス										③粘り強さ ネバ ヅヨ		困難な状況においても粘り強く仕事を進める。				③迅速な作業 ジンソク サギョウ		迅速な作業を行う。 ジンソク サギョウ オコナ

		組織統率		６　組織統率を行い、成果を挙げる。				組織統率		６　業務の進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げる。				組織統率・人材育成		６　適切に業務を配分した上、進捗管理を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。				部下の育成・活用		６　部下の指導、育成及び活用を行う。　						④部下の育成		部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。　				④粘り強さ ネバ ヅヨ		失敗や困難にめげずに仕事を進める。

				①体制整備 タイセイ セイビ		業務が効率的に執行できるよう、柔軟な働き方を推奨しながら体制を整える。				①体制整備 タイセイ セイビ		業務が効率的に執行できるよう、柔軟な働き方を推奨しながら体制を整える。				①業務の割当て ワ ア		課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、組織の中で適切に業務を割り当てる。				①作業の割り振り		部下の一人ずつの仕事の状況や負荷を的確に把握し、適切に作業を割り振る。				　

				②統率 トウソツ		組織全体の一体性を確保するため、的確な指示を行う。 ソシキ ゼンタイ イッタイセイ カクホ シジ オコナ				②意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより業務の進捗状況の把握を行い、適切に指示を出し完遂に導き、成果を挙げる。 ギョウム テキセツ ダ セイカ ア				②意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより情報の共有や部下の仕事の進捗状況の把握を行い、業務を完遂に導き、成果を挙げる。 ブカ ソウホウコウ テキセツ セイカ ア				②部下の育成		部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。				　						　		　

				③意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより業務の進捗状況の把握を行い、適切に指示を出し完遂に導き、成果を挙げる。 ギョウム テキセツ ダ セイカ ア										③部下の成長支援 ブカ セイチョウ シエン		適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 タヨウ ケイケン キカイ テイキョウ セイチョウ シエン				　		　				　		　				　		　







一般職（その他事務所等）

		４．一般行政 ： その他の機関 イッパン ギョウセイ タ キカン

		所長 （６項目及び行動・１５着眼点） ショチョウ コウモク オヨ コウドウ チャクガンテン						次長 （６項目及び行動・13着眼点） ジチョウ コウモク オヨ コウドウ チャクガンテン						課長 （６項目及び行動・16着眼点） カチョウキュウ コウモク オヨ コウドウ						課長補佐 （６項目及び行動・１２着眼点） カチョウ ホサ オヨ コウドウ						係長 （５項目及び行動・１２着眼点） オヨ コウドウ						係員 （４項目及び行動・１２着眼点） カカリイン オヨ コウドウ

		倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、機関の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、機関の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 コクミン ゼンタイ ホウシシャ タントウ ギョウム ダイ イッセン セキニン モ カダイ ト ク フクム キリツ ジュンシュ コウセイ ショクム スイコウ				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、機関の課題に責任を持って取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、機関の課題に責任を持って取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。

				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ

		執行方針の立案 シッコウ ホウシン リツアン		２　本府省等の方針に基づき、的確な状況認識の下、業務の執行方針を示す。				執行方針の立案 シッコウ ホウシン リツアン		２　本府省等の方針に基づき、的確な状況認識の下、所長を助け、業務の執行方針を示す。				事案対応 ジアン タイオウ		２　的確に状況を把握し、困難な事案に適切に対応する。				事案対応 ジアン タイオウ		２　十分な知識・技術及び経験に基づき、担当する事案に適切に対応する。				事案対応		２　担当業務についての知識・技術に基づき、事案に適切に対応する。				知識・技術 チシキ ギジュツ		２　業務に必要な知識・技術を習得する。

				①状況の把握 ジョウキョウ ハアク		所内の情報の中枢として業務とそれを取り巻く状況の全体像を的確に把握する。 ショ ナイ ジョウホウ チュウスウ ギョウム				①状況の把握 ジョウキョウ ハアク		所内の情報の中枢として業務とそれを取り巻く状況の全体像を的確に把握する。 ショ ナイ ジョウホウ チュウスウ ギョウム				①状況の把握 ジョウキョウ ハアク		業務に関連する状況を的確に把握する。 カンレン				①知識・情報収集 チシキ ジョウホウ シュウシュウ		業務に関連する知識の習得・情報収集を幅広く行う。				①知識･情報収集 チシキ ジョウホウ シュウシュウ		担当業務における知識・技術の向上・情報収集を行う。 タントウ ギョウム ジョウホウ シュウシュウ オコナ				①情報の整理		情報や資料を分かりやすく分類・整理する。

				②組織目標・成果の明示 セイカ メイジ		管区機関等から示された方針に基づき、新たな取組への挑戦も含め、業務の執行方針や達成すべき成果を具体的に示し、部下に理解させる。				②組織目標・成果の明示 ソシキ モクヒョウ セイカ メイジ		管区機関等から示された方針に基づき、所長を助け、新たな取組への挑戦も含め、業務の執行方針や達成すべき成果を具体的に示し、部下に理解させる。 カンク キカン トウ シメ ホウシン モト ショチョウ タス ギョウム シッコウ ホウシン タッセイ セイカ グタイテキ シメ ブカ リカイ				②困難･特殊事案への対応 コンナン トクシュ ジアン タイオウ		高いレベルの知識・技術や経験を基に、困難な事案や特殊事例にも対応する。				②困難･特殊事案への対応 コンナン トクシュ ジアン タイオウ		高いレベルの知識・技術や経験を基に、困難な事案や特殊事例にも対応する。				②適切な判断 テキセツ ハンダン		適切な判断材料を収集し、合理的な判断を下す。 テキセツ ハンダン ザイリョウ シュウシュウ ゴウリテキ ハンダン クダ				②知識習得　		業務に必要な知識を身に付ける。 チシキ

																③組織目標の徹底 ソシキ モクヒョウ テッテイ		業務の執行方針に基づいた業務の執行を課員に徹底させる。 ギョウム シッコウ ホウシン モト ギョウム シッコウ カイン テッテイ				　		　

		判断 ハンダン		３　機関の責任者として、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　所長を助ける者として、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　所管する業務の執行において、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　自ら進めるべき業務の執行において、適切な判断を行う。 ミズカ スス ギョウム シッコウ テキセツ ハンダン オコナ				協調性		３　上司・部下等と協力的な関係を構築する。				コミュニケーション		３　上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。

				①公正な判断 コウセイ ハンダン		事案に対し、法令等に基づき公正な判断を下す。 ホウレイナド モト コウセイ ハンダン				①公正な判断 コウセイ ハンダン		事案に対し、所長を助け、法令等に基づき公正な判断を下す。 ショチョウ タス ホウレイナド モト コウセイ ハンダン				①適切な判断 テキセツ ハンダン		担当する事案について適切な判断を行う。				①役割認識　		自ら処理すべきこと、上司の判断にゆだねることの仕分けなど、自分の果たすべき役割を的確に押さえながら業務に取り組む。				①協調性 キョウチョウセイ		上司・部下や他部局等の担当者と協力的な関係を構築する。 タントウシャ				①指示・指導の理解 シジ シドウ リカイ		上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。

				②最適な選択 サイテキ センタク		採り得る選択肢の中から、現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				②最適な選択 サイテキ センタク		採り得る選択肢の中から、現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				②最適な選択 サイテキ センタク		採り得る選択肢の中から、現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				②適切な判断 テキセツ ハンダン		担当する事案について適切な判断を行う。				②協働性 キョウドウセイ		関係機関の担当者や関係者と連携して業務に取り組む。 カンケイ キカン タントウシャ カンケイシャ レンケイ ギョウム ト ク				②情報の伝達　 ジョウホウ デンタツ		情報を正確に伝達する。

				③リスク対応 タイオウ		緊急時や問題が生じた場合の早期対応を適切に行う。 モンダイ ショウ バアイ ソウキ タイオウ テキセツ オコナ		説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　機関の業務について適切な説明を行うとともに、所長を助け、関係者と調整を行い、合意を形成する。				説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　所管する業務の執行において適切な説明を行うとともに、関係者と調整を行い、合意を形成する。				説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　担当する業務の執行において論理的な説明を行うとともに、関係者と調整を行う。												③誠実な対応 セイジツ タイオウ		相手に対し誠実な対応をする。 アイテ タイ セイジツ タイオウ

		説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　機関の業務について適切な説明を行うとともに、対外的に機関を代表し、調整を行い、合意を形成する。						①信頼関係の構築 シンライ カンケイ コウチク		円滑な業務執行が行えるよう、日頃から関係機関や関係団体の担当者、利害関係者と信頼関係を構築する。 エンカツ ギョウム シッコウ オコナ カンケイ キカン カンケイ ダンタイ タントウシャ リガイ カンケイ シャ				①信頼関係の構築 シンライ カンケイ コウチク		関係機関・関係団体の担当者と信頼関係を構築する。 タントウシャ				①調整 チョウセイ		関係機関等の担当者との調整を円滑に行う。 トウ タントウシャ		説明　		４　担当する業務の執行において分かりやすい説明を行う。						④上司への報告		問題が生じたときには速やかに上司に報告をする。

				①信頼関係の構築 シンライ カンケイ コウチク		円滑な業務執行が行えるよう、日頃から関係機関や関係団体の担当者、利害関係者と信頼関係を構築する。 エンカツ ギョウム シッコウ オコナ カンケイ キカン カンケイ ダンタイ タントウシャ リガイ カンケイ シャ				②交渉･説明 コウショウ セツメイ		組織を代表し対外的な説明・交渉を行う。				②交渉･説明 コウショウ セツメイ		担当業務について、対外的な交渉・説明を行う。 タントウ ギョウム コウショウ				②協働性 キョウドウ セイ		関係機関・関係団体の関係者と連携して業務に取り組む。 キカン カンケイシャ				①外部説明 ガイブ セツメイ		具体的に分かりやすく説明する。 グタイテキ ワ セツメイ

				②交渉･説明 コウショウ セツメイ		組織を代表し対外的な説明・交渉を行う。										③上部機関との連携 ジョウブ キカン レンケイ		管区機関等の担当者と日頃から連絡をとり、必要な報告を適切に行う。 カンク キカン トウ タントウシャ ヒゴロ レンラク ヒツヨウ ホウコク テキセツ オコナ										②相手の話の理解 アイテ ハナシ リカイ		相手の意見・要望等を正しく理解して説明を行う。 アイテ イケン ヨウボウ トウ タダ リカイ セツメイ オコナ

		業務運営		５　不断の業務見直しに率先して取り組む。				業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス				業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス				業務遂行 スイコウ		５　段取りや手順を整え、効率的に業務を進める。						　		　

				①先見性 センケンセイ		先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼす影響を予測して対策を想定するなど、先を読みながらものごとを進める。				①先見性 センケンセイ		先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼす影響を予測して対策を想定するなど、先を読みながらものごとを進める。				①柔軟性 ジュウナンセイ		問題やトラブルが起こった時などの状況に応じて柔軟に対応する。 トキ ジョウキョウ オウ ジュウナン タイオウ				①段取り ダンド		業務の展開を見通し、前もって段取りや手順を整えて仕事を進める。		業務遂行 スイコウ		５　計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行する。				業務遂行 ギョウム スイコウ		４　意欲的に業務に取り組む。

				②効率的な業務運営 コウリツテキ ギョウム ウンエイ		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②効率的な業務運営 コウリツテキ ギョウム ウンエイ		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②効率的な業務運営 コウリツテキ ギョウム ウンエイ		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②業務改善 ギョウム カイゼン		作業の取捨選択や担当業務のやり方の見直しなど業務の改善に取り組む。				①計画性 ケイカクセイ		最終期限を意識し、進捗状況を部下や同僚と共有しながら計画的に業務を進める。				①積極性 セッキョクセイ		自分の仕事の範囲を限定することなく、未経験の業務に積極的に取り組む。

				③業務の見直し		機関全体の業務の優先順位を意識し、状況の変化に対応するため、大所高所から廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善に取り組む。 ユウセン ジュンイ イシキ ギョウム ギョウム				③業務の見直し ギョウム ミナオ		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。 ギョウム ユウセン ジュンイ イシキ ハイシ フク ギョウム ミナオ ギョウム カイゼン スス				③業務の見直し ギョウム ミナオ		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。 ギョウム ユウセン ジュンイ イシキ ハイシ フク ギョウム ミナオ ギョウム カイゼン スス										②正確性 セイカク セイ		ミスや抜け落ちを生じさせないよう担当業務全体のチェックを行う。 ヌ オ				②正確性 セイカクセイ		ミスや抜け落ちが生じないよう作業のチェックを行う。

		組織統率		６　組織統率を行い、成果を挙げる。				組織統率		６　業務の進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げる。				組織統率・人材育成		６　業務の執行方針を徹底し、進捗管理を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。				部下の育成・活用		６　部下の指導、育成及び活用を行う。						③粘り強さ ネバ ヅヨ		困難な状況においても粘り強く仕事を進める。				③迅速な作業 ジンソク サギョウ		迅速な作業を行う。

				①体制整備 タイセイ セイビ		業務が効率的に執行できるよう、柔軟な働き方を推奨しながら体制を整える。				①体制整備 タイセイ セイビ		業務執行が円滑に行われるよう職員を配置し、柔軟な働き方を推奨しながら、必要に応じ所轄を超えた応援態勢を組む。				①体制整備 タイセイ セイビ		課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、ミスやトラブルが生じないよう適切に職員を配置し、必要に応じ応援態勢を組む。				①作業の割り振り サギョウ ワ フ		部下の一人ずつの仕事の状況や負荷を的確に把握し、適切に作業を割り振る。				④部下の育成		部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。　				④粘り強さ ネバ ヅヨ		失敗や困難にめげずに仕事を進める。

				②統率 トウソツ		組織全体の一体性を確保するため、的確な指示を行う。 ソシキ ゼンタイ イッタイセイ カクホ シジ オコナ				②意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより業務の進捗状況の把握を行い、適切に指示を出し完遂に導き、成果を挙げる。 ギョウム テキセツ ダ セイカ ア				②意思疎通と進捗管理 シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより部下の仕事の進捗状況を把握し、適切な指示を行う。				②部下の育成 ブカ イクセイ		部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。				　						　		　

				③意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより業務の進捗状況の把握を行い、適切に指示を出し完遂に導き、成果を挙げる。 ギョウム テキセツ ダ セイカ ア										③部下の成長支援 ブカ セイチョウ シエン		適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 タヨウ ケイケン キカイ テイキョウ セイチョウ シエン				　		　				　						　		　







研究系

		５．研究 ： 施設等機関等 ケンキュウ シセツナド キカン トウ

		総括研究官　（６項目及び行動・１４着眼点） ソウカツ ケンキュウ カン コウモク オヨ コウドウ						部長　（６項目及び行動・15着眼点） ブチョウ コウモク オヨ コウドウ						室長　（６項目及び行動・１５着眼点） シツチョウ コウモク オヨ コウドウ						主任研究官　（６項目及び行動・１３着眼点） シュニン ケンキュウ カン オヨ コウドウ						研究官　（５項目及び行動・１１着眼点） ケンキュウ カン オヨ コウドウ						研究補助員　（４項目及び行動・９着眼点） ケンキュウ ホジョ イン オヨ コウドウ

		倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、研究部門の重要課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、担当分野の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 コクミン ゼンタイ ホウシシャ ショカン ギョウム カダイ セキニン モ ト ク フクム キリツ ジュンシュ コウセイ ショクム スイコウ				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 コクミン ゼンタイ ホウシシャ セキニン モ カダイ ト ク フクム キリツ ジュンシュ コウセイ ショクム スイコウ				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、研究部門の重要課題に責任を持って取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、担当分野の課題に責任を持って取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、責任を持って課題に取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。 ギョウム				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。 ギョウム

				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ

		構想 コウソウ		２　本府省等の方針及び行政ニーズを踏まえ、研究部門の業務運営の基本的な方針を示す。				構想 コウソウ		２　本府省等の方針及び行政ニーズを踏まえ、重点的に取り組むべき研究課題を示す。				企画・立案 キカク リツアン		２　組織方針に基づき、取り組むべき研究に関する企画・立案を行う。				方策・計画の立案、研究の実施		２　組織や上司の方針に基づいて、具体的な方策・計画を立案するとともに、自ら業務の中核を担う。				知識・技術、情報収集 チシキ ギジュツ ジョウホウ シュウシュウ		２　担当業務に必要な専門的知識・技術を習得するとともに、業務に関係する情報を収集・整理する。 タントウ ギョウム ヒツヨウ センモンテキ チシキ ギジュツ シュウトク ギョウム カンケイ ジョウホウ シュウシュウ セイリ				知識・技術、情報収集 チシキ ギジュツ ジョウホウ シュウシュウ		２　業務に必要な知識・技術を習得するとともに、業務に関係する情報を収集・整理する。 ギョウム カンケイ ジョウホウ シュウシュウ セイリ

				①行政ニーズの把握 ギョウセイ ハアク		行政ニーズや事案における課題を的確に把握する。 ギョウ				①行政ニーズの把握 ギョウセイ ハアク		行政ニーズや事案における課題を的確に把握する。 ギョウ				①ニーズの把握 ハアク		業務に求められるニーズを的確に把握し、組織（部門）としての方針に反映させる。 ギョウム モト テキカク ハアク ソシキ ブモン ホウシン ハンエイ				①方策・計画の立案 ホウサク ケイカク リツアン		組織や上司の方針に基づいて、具体的な方策・計画を立案する。				①知識・技術の向上 チシキ ギジュツ コウジョウ		自助努力により知識や技術を向上させ、業務上発揮する。				①知識・技術の向上 チシキ ギジュツ コウジョウ		業務を通じ、知識・技術を向上させる。

				②基本方針・成果の明示 キホン ホウシン セイカ メイジ		本府省等から示された方針を受け、課題を踏まえ、新たな取組への挑戦も含め、機関としての基本的な方針や達成すべき成果を具体的に示し、部下に理解させる。 ホン フショウ トウ シメ ホウシン ウ カダイ フ アラ トリクミ チョウセン フク キカン タッセイ セイカ グタイテキ シメ ブカ リカイ				②基本方針・成果の明示 キホン ホウシン セイカ メイジ		本府省等から示された方針を受け、課題を踏まえ、新たな取組への挑戦も含め、研究課題の基本的な方針や達成すべき成果を具体的に示し、部下に理解させる。 アラ トリクミ チョウセン フク ケンキュウ カダイ タッセイ セイカ グタイ テキ ブカ リカイ				②企画・立案 キカク リツアン		組織方針を基に、新たな取組への挑戦も含め、研究に関する企画立案を行う。　				②研究の実施 ケンキュウ ジッシ		研究計画に基づき、中心となって研究を実施する。 ケンキュウ ケイカク モト チュウシン ケンキュウ ジッシ				②情報収集 ジョウホウ シュウシュウ		業務に関係する情報を収集・整理する。				②情報収集 ジョウホウ シュウシュウ		業務に関係する情報を収集・整理する。　

		知識・技術・統括・説明 チシキ ギジュツ トウカツ セツメイ		３　高度な専門的知識・技術や豊富な経験に基づき、広範囲にわたる研究を統括し、合理的な分析・解釈及び論理的な説明を行う。				知識・技術・説明 チシキ ギジュツ セツメイ		３　高度な専門的知識・技術や豊富な経験に基づき、困難な研究に関し合理的な分析・解釈及び論理的な説明を行う。				知識・技術・説明 チシキ ギジュツ セツメイ		３　高度な専門的知識・技術及び経験に基づき、所管する研究に関し合理的な分析・解釈及び論理的な説明を行う。				知識・技術・説明 チシキ ギジュツ セツメイ		３　専門的知識・技術に基づき、担当する研究に関し合理的な分析・解釈及び論理的な説明を行う。				解釈・説明 カイシャク セツメイ		３　情報及びデータを合理的に分析・解釈するとともに、分かりやすい説明を行う。				コミュニケーション		３　上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。

				①高度な知識・技術 コウド チシキ ギジュツ		高度な専門的知識・技術や豊富な経験を有し、困難な研究事案や特殊事例にも対応する。 コンナン ケンキュウ ジアン トクシュ ジレイ タイオウ				①高度な知識・技術 コウド チシキ ギジュツ		高度な専門的知識・技術や豊富な経験を有し、困難な研究事案や特殊事例にも対応する。 ケンキュウ				①高度な知識・技術 コウド チシキ ギジュツ		高度な専門的知識・技術及び経験を有し、所管する研究事案に対応する。 ショカン ケンキュウ				①知識・技術 チシキ ギジュツ		専門的知識・技術を有し、担当する研究を行う。 タントウ ケンキュウ オコナ				①データの解釈 カイシャク		情報やデータを合理的に分析・解釈する。 ジョウホウ ゴウリテキ ブンセキ カイシャク				①指示・指導の理解 シジ シドウ リカイ		上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。

				②分析 ブンセキ		広範囲にわたる研究を統括し、合理的な分析・解釈を行う。 コウハンイ ケンキュウ トウカツ ゴウリテキ ブンセキ カイシャク オコナ				②分析 ブンセキ		困難な研究に関し合理的な分析・解釈を行う。　 コンナン オコナ				②分析 ブンセキ		所管する研究に関し合理的な分析・解釈を行う。　 ショカン オコナ				②分析 ブンセキ		担当する研究に関し合理的な分析・解釈を行う。　 オコナ				②説明 セツメイ		ポイントを整理し、筋道を立てて分かりやすく説明する。				②情報の伝達 ジョウホウ デンタツ		情報を正確に伝達する。

				③説明 セツメイ		ポイントを明確にすることにより、論理的な説明を行う。 メイカク ロンリテキ セツメイ オコナ				③説明 セツメイ		ポイントを明確にすることにより、論理的な説明を行う。 メイカク ロンリテキ セツメイ オコナ				③説明 セツメイ		ポイントを明確にすることにより、論理的な説明を行う。 メイカク ロンリテキ セツメイ オコナ				③説明 セツメイ		ポイントを明確にすることにより、論理的な説明を行う。 メイカク ロンリテキ セツメイ オコナ				　		　				　		　

		調整 チョウセイ		４　対外的に研究部門を代表し、調整を行い、合意を形成する。				調整 チョウセイ		４　円滑に業務が遂行できるよう関係者と調整を行い、合意を形成する。				調整 チョウセイ		４　円滑に業務が遂行できるよう関係者と調整を行い、合意を形成する。				調整 チョウセイ		４　円滑に業務が遂行できるよう関係者と調整を行う。				協調性 キョウチョウセイ		４　上司・部下等と協力的な関係を構築する。				　		　

				①信頼関係の構築		円滑な合意形成に資するよう、日頃から対外的な信頼関係を構築する。				①信頼関係の構築		関係機関・関係団体との信頼関係を構築する。				①信頼関係の構築		関係機関・関係団体との信頼関係を構築する。				①円滑な調整 エンカツ チョウセイ		関係機関・部署との調整を円滑に行う。				①部内のコミュニケーション ブナイ		上司・部下や関係部署と円滑なコミュニケーションを行う。				　		　

				②折衝・調整		組織方針を実現できるよう関係者と折衝・調整を行う。				②調整 チョウセイ		円滑に業務が遂行できるよう関係者と調整を行う。				②調整 チョウセイ		円滑に業務が遂行できるよう関係者と調整を行う。				②関係者との連携 カンケイシャ レンケイ		関係者・関係団体との関係を構築し、連携して業務に取り組む。				②関係者との連携 カンケイシャ レンケイ		関係者・関係団体との関係を構築し、連携して業務に取り組む。				　		　

		業務運営		５　不断の業務見直しに率先して取り組む。				業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。				業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス				業務遂行 スイコウ		５　段取りや手順を整え、効率的に業務を進める。				業務遂行 スイコウ		５　計画的に業務を進め、確実に業務を遂行する。				業務遂行 ギョウム スイコウ		４　意欲的に業務に取り組む。

				①先見性 センケンセイ		先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼす影響を予測して対策を想定するなど、先を読みながらものごとを進める。				①トラブル対応		問題やトラブルが起こった場合の早期対応を適切に行う。				①トラブル対応		問題やトラブルが起こった場合の早期対応を適切に行う。				①段取り		業務の展開を見通し、前もって段取りや手順を整えて仕事を進める。				①計画性 ケイカクセイ		最終期限を意識して計画的に業務を進める。 サイシュウ キゲン イシキ ケイカクテキ ギョウム スス				①積極性 セッキョクセイ		自分の仕事の範囲を限定することなく、未経験の業務に積極的に取り組む。

				②効率的な業務運営		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ効率的に業務を進めるとともに、作業の取捨選択や担当業務のやり方の見直しなど業務の改善に取り組む。 コウリツ テキ ギョウム スス				②効率的な業務運営		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②効率的な業務運営		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②効率的な業務運営 コウリツテキ ギョウム ウンエイ		業務の目的と求められる成果水準を踏まえ、時間や労力の面から効率的に業務を進める。				②正確性 セイカクセイ		ミスを生じさせないよう担当業務全体をチェックする。 ショウ タントウ ギョウム ゼンタイ				②粘り強さ ネバ ヅヨ		失敗や困難にめげずに仕事を進める。

										③業務の見直し ギョウム ミナオ		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。 ギョウム ユウセン ジュンイ イシキ ハイシ フク ギョウム ミナオ ギョウム カイゼン スス				③業務の見直し ギョウム ミナオ		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。 ギョウム ユウセン ジュンイ イシキ ハイシ フク ギョウム ミナオ ギョウム カイゼン スス										③粘り強さ ネバ ヅヨ		粘り強く仕事を進める。				③正確さ		正確に業務を行う。

		組織統率		６　指導力を発揮し、研究部門の統率を行い、成果を挙げる。				組織統率・人材育成 ザイ		６　組織の業務運営に関し、的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。				組織統率・人材育成 ザイ		６　適切に業務を配分した上、進捗管理を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。				部下等の指導 トウ シドウ		６　部下等の指導を行う。

				①体制整備 タイセイ セイビ		部門全体の業務が効率的に執行できるよう、柔軟な働き方を推奨しながら体制を整える。				①業務の割当て ギョウム ワリア		課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、組織の中で適切に業務を割り当てる。 カダイ ジョウキョウ ジュウナン ハタラ カタ スイショウ ワ ア				①業務の割当て ギョウム ワリア		課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、組織の中で適切に業務を割り当てる。 カダイ ジョウキョウ ジュウナン ハタラ カタ スイショウ ワ ア				①業務配分 ギョウム ハイブン		職員の配置・作業の割り振りを行う。				　						　		　

				②統率　 トウソツ		部門全体の一体性を確保するため、適切な指示を行う。 ブモン ゼンタイ イッタイセイ カクホ テキセツ シジ オコナ				②意思疎通と進捗管理 シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより部下の業務の進捗管理をする。				②意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより部下の業務の進捗管理をする。				②指導・育成 シドウ イクセイ		部下等を指導・育成する。 トウ				　						　		　

				③意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより部門全体の業務の進捗状況の把握を行い、適切に指示を出し完遂に導き、成果を挙げる。				③部下の成長支援 ブカ セイチョウ シエン		適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 タヨウ ケイケン キカイ テイキョウ セイチョウ シエン				③部下の成長支援 ブカ セイチョウ シエン		適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 タヨウ ケイケン キカイ テイキョウ セイチョウ シエン				　		　				　		　				　		　







教育系

		６．研修・教育： 施設等機関等 ケンシュウ キョウイク シセツナド キカン トウ

		部長　（６項目及び行動・１6着眼点） ブチョウ コウモク オヨ コウドウ						教授　（６項目及び行動・１6着眼点） キョウジュ コウモク オヨ コウドウ								教官　（４項目及び行動・９着眼点） キョウカン コウモク オヨ コウドウ						教育補助員　（４項目及び行動・８着眼点） キョウイク ホジョイン コウモク オヨ コウドウ

		倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、担当分野の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。						倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 ギョウム				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 ギョウム

				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、担当分野の課題に責任を持って取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組む。						①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。 ギョウム				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、担当業務の課題に責任を持って取り組む。

				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ						②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ

		講義・指導、企画・立案 コウギ シドウ キカク リツアン		２　担当科目の講義・指導に必要な知識・技術及び豊富な経験に基づき、講義計画を立案し、適切に講義・指導を行うとともに、本府省等の方針及び業務に対するニーズを踏まえ、研修・教育カリキュラムを編成する。				講義・指導、企画・立案 コウギ シドウ キカク リツアン		２　担当科目の講義・指導に必要な知識・技術及び経験に基づき、講義計画を立案し、適切に講義・指導を行うとともに、研修・教育カリキュラムを立案する。 タントウ カモク コウギ シドウ ヒツヨウ チシキ ギジュツ オヨ ケイケン モト コウギ ケイカク リツアン テキセツ コウギ シドウ オコナ ケンシュウ キョウイク リツアン						講義・指導 コウギ シドウ		２　担当科目の講義・指導に必要な知識・技術に基づき、講義計画を立案し、適切に講義・指導を行う。 タントウ カモク コウギ シドウ ヒツヨウ チシキ ギジュツ モト コウギ ケイカク リツアン テキセツ コウギ シドウ オコナ				講義・指導 コウギ シドウ		２　担当業務に必要な知識・技術を習得し、教官を助け、適切に講義・指導を行う。 タントウ ギョウム ヒツヨウ チシキ ギジュツ シュウトク キョウカン タス テキセツ コウギ シドウ オコナ

				①知識・情報収集 チシキ ジョウホウ シュウシュウ		業務に関連する知識の習得・情報収集を幅広く行う。 ギョウム カンレン チシキ シュウトク ジョウホウ シュウシュウ ハバヒロ オコナ				①知識・情報収集 チシキ ジョウホウ シュウシュウ		業務に関連する知識の習得・情報収集を幅広く行う。 ギョウム カンレン チシキ シュウトク ジョウホウ シュウシュウ ハバヒロ オコナ						①知識・技術の向上 チシキ ギジュツ コウジョウ		担当科目にかかる知識や技術を向上させる。 タントウ カモク チシキ ギジュツ コウジョウ				①知識・技術の向上 チシキ ギジュツ コウジョウ		担当科目にかかる知識や技術を習得する。 タントウ カモク チシキ ギジュツ シュウトク

				②講義・指導 コウギ シドウ		知識・技術及び豊富な経験に基づき講義計画を立案し、適切に講義・指導を行う。				②講義計画の策定 コウギ ケイカク サクテイ		知識・技術及び経験に基づき担当科目にかかる講義計画を適切に策定する。 タントウ カモク コウギ ケイカク テキセツ サクテイ						②講義計画の策定 コウギ ケイカク サクテイ		知識・技術に基づき担当科目にかかる講義計画を適切に策定する。 タントウ カモク コウギ ケイカク テキセツ サクテイ				②講義・指導の実施 コウギ シドウ ジッシ		教官を助け、受講者が知識・技術を習得できるよう、適切に講義・指導を行う。 キョウカン タス ジュコウシャ チシキ ギジュツ シュウトク テキセツ コウギ シドウ オコナ

				③ニーズの反映 ハンエイ		業務に求められるニーズを的確に把握し、組織（部門）としての方針に反映させる。				③講義・指導の実施 コウギ シドウ ジッシ		受講者が知識・技術を習得できるよう、適切に講義・指導を行う。 ジュコウシャ チシキ ギジュツ シュウトク テキセツ コウギ シドウ オコナ						③講義・指導の実施 コウギ シドウ ジッシ		受講者が知識・技術を習得できるよう、適切に講義・指導を行う。 ジュコウシャ チシキ ギジュツ シュウトク テキセツ コウギ シドウ オコナ				　		　

				④企画・立案 キカク リツアン		部門全体の研修・教育カリキュラムを適切に策定する。 ケンシュウ キョウイク				④企画・立案 キカク リツアン		研修・教育カリキュラムを適切に策定する。						　		　				　		　

		判断 ハンダン		３　担当分野の責任者として、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　所管する事案について、適切な判断を行う。

				①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。

				②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。				②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。

		調整 チョウセイ		４　円滑に業務が遂行できるよう関係者と調整を行い、合意を形成する。 エンカツ ギョウム スイコウ カンケイシャ チョウセイ オコナ ゴウイ ケイセイ				調整 チョウセイ		４　円滑に業務が遂行できるよう関係者と調整を行う。 エンカツ ギョウム スイコウ カンケイシャ チョウセイ オコナ						コミュニケーション		３　上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。				コミュニケーション		３　上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。

				①信頼関係の構築		関係機関・関係団体との信頼関係を構築する。				①部内のコミュニケーション ブナイ		上司・部下や関係部署と円滑なコミュニケーションを行う。 ジョウシ ブカ カンケイ ブショ エンカツ オコナ						①協調性 キョウチョウセイ		上司・部下や他部局等の担当者と協力的な関係を構築する。				①指示・指導の理解 シジ シドウ リカイ		上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。

				②折衝・調整 セッショウ チョウセイ		円滑に業務が遂行できるよう関係者と折衝・調整を行う。				②信頼関係 シンライ カンケイ		受講者をよく掌握し、信頼関係を構築する。 ジュコウシャ ショウアク シンライ カンケイ コウチク						②説明 セツメイ		ポイントを整理し、筋道を立てて分かりやすく説明する。				②情報の伝達 ジョウホウ デンタツ		情報を正確に伝達する。

										③調整 チョウセイ		円滑に業務が遂行できるよう関係者と調整を行う。						　		　				　		　

		業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス				業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス						業務遂行 スイコウ		４　段取りや手順を整え、効率的に業務を進める。 ダンド テジュン トトノ コウリツテキ ギョウム スス				業務遂行 ギョウム スイコウ		４　意欲的に業務に取り組む。

				①トラブル対応		問題やトラブルが起こった場合の早期対応を適切に行う。				①トラブル対応		問題やトラブルが起こった場合の早期対応を適切に行う。						①効率的な業務運営		効率的に業務を進める。				①積極性 セッキョクセイ		自分の仕事の範囲を限定することなく、未経験の業務に積極的に取り組む。

				②効率的な業務運営		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②効率的な業務運営		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ						②段取り ダンド		業務の展開を見通し、前もって段取りや手順を整えて仕事を進める。				②粘り強さ ネバ ヅヨ		失敗や困難にめげずに仕事を進める。

				③業務の見直し ギョウム ミナオ		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。 ギョウム ユウセン ジュンイ イシキ ハイシ フク ギョウム ミナオ ギョウム カイゼン スス				③業務の見直し ギョウム ミナオ		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。 ギョウム ユウセン ジュンイ イシキ ハイシ フク ギョウム ミナオ ギョウム カイゼン スス

		組織統率・人材育成 ザイ		６　適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。				部下の育成・活用		６　部下の指導、育成及び活用を行う。

				①体制整備 タイセイ セイビ		円滑に業務遂行ができるよう、柔軟な働き方を推奨しながら体制を整える。				①作業の割り振り サギョウ ワ フ		課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、部下の一人ずつの仕事の状況や負荷を的確に把握し、適切に作業を割り振る。

				②意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより部下の業務の進捗管理をする。				②部下の育成 ブカ イクセイ		部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。

				③部下の成長支援 ブカ セイチョウ シエン		適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 テキセツ タヨウ ケイケン キカイ テイキョウ セイチョウ シエン				　		　







医療系

		７．医療 ： 行政機関（矯正収容施設を除く） イリョウ ギョウセイ キカン キョウセイ シュウヨウ シセツ ノゾ

		部長　（６項目及び行動・１３着眼点） ブチョウ コウモク オヨ コウドウ						課長　（５項目及び行動・１１着眼点） カチョウ オヨ コウドウ								医長　（５項目及び行動・１１着眼点） イチョウ オヨ コウドウ						医師　（４項目及び行動・１０着眼点） イシ オヨ コウドウ

		倫理 リンリ		１　医師としての責任を自覚しつつ、高い倫理感を有し、部の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、国民全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　医師としての責任を自覚しつつ、所管する業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、国民全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。 イシ セキニン ジカク ショカン ギョウム カダイ セキニン モ ト ク フクム キリツ ジュンシュ コクミン ゼンタイ ホウシシャ コウセイ ショクム スイコウ						倫理 リンリ		１　医師としての責任を自覚しつつ業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、国民全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　医師としての責任を自覚しつつ業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、国民全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。

				①責任感 セキニン カン		医師としての責任を自覚しつつ、高い倫理感を有し、部の課題に責任を持って取り組む。				①責任感 セキニン カン		医師としての責任を自覚しつつ、所管する業務の課題に責任を持って取り組む。						①責任感 セキニン カン		医師としての責任を自覚しつつ業務に取り組む。				①責任感 セキニン カン		医師としての責任を自覚しつつ業務に取り組む。

				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、国民全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ コクミン ゼンタイ ホウシシャ コウセイ ショクム スイコウ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、国民全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ コクミン ゼンタイ ホウシシャ コウセイ ショクム スイコウ						②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、国民全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ コクミン ゼンタイ ホウシシャ コウセイ ショクム スイコウ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、国民全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。

		構想 コウソウ		２　本省等の方針に基づき、業務に対するニーズを踏まえ、業務運営の方針を示す。				　		　						　		　				　		　

				①行政ニーズの把握		行政ニーズや事案における課題を的確に把握する。				　		　						　		　				　		　

				②基本方針・成果の明示 キホン ホウシン セイカ メイジ		本省等から示された方針を受け、課題を踏まえ、新たな取組への挑戦も含め、機関としての基本的な方針や達成すべき成果を具体的に示し、部下に理解させる。 アラ トリクミ チョウセン フク キカン タッセイ セイカ グタイ テキ ブカ リカイ				　		　						　		　				　		　

		知識・技術・診療 チシキ ギジュツ シンリョウ		３　高度な医学的知識・技術及び豊富な経験に基づき、困難な症例について、適切な診療を行う。				知識・技術・診療 チシキ ギジュツ シンリョウ		２　高度な医学的知識・技術及び経験に基づき、困難な症例について、適切な診療を行う。						知識・技術・診療 チシキ ギジュツ シンリョウ		２　医学的知識・技術及び経験に基づき、困難な症例について、適切な診療を行う。				知識・技術・診療 チシキ ギジュツ シンリョウ		２　医学的知識・技術に基づき、適切な診療を行う。

				①的確な診断 テキカク シンダン		高度な医学的知識・技術及び豊富な経験に基づき、困難な症例について的確な診断を行う。 テキカク シンダン オコナ				①的確な診断 テキカク シンダン		高度な医学的知識・技術及び経験に基づき、困難な症例について的確な診断を行う。						①適切な診断 テキセツ シンダン		医学的知識・技術及び経験に基づき、困難な症例について、適切な診断を行う。 シンダン オコナ				①適切な診断 テキセツ シンダン		医学的知識・技術に基づき、適切な診断を行う。 シンダン オコナ

				②適切な診療 シンリョウ		困難な症例について、診断結果に基づき適切な治療を行う。　 コンナン ショウレイ シンダン ケッカ モト テキセツ チリョウ オコナ				②適切な治療 チリョウ		困難な症例について、診断結果に基づき適切な治療を行う。　						②適切な治療 チリョウ		困難な症例について、診断結果に基づき適切な治療を行う。				②適切な治療 チリョウ		診断結果に基づき適切な治療を行う。

				　		　				　		　						③知識・技術の向上 チシキ ギジュツ コウジョウ		自助努力により知識や技術を向上させ、業務上発揮する。				③知識・技術の向上 チシキ ギジュツ コウジョウ		自助努力により知識や技術を向上させ、業務上発揮する。

		判断 ハンダン		４　部の責任者として、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　所管する事案について、適切な判断を行う。 ショカン ジアン テキセツ ハンダン オコナ						信頼関係の構築 シンライ カンケイ コウチク		３　上司・部下・関係部署等との信頼関係を構築する。				協調性 キョウチョウセイ		３　上司・同僚等と協力的な関係を構築する。

				①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。						①協調性 キョウチョウセイ		上司・部下や他部局等の担当者と協力的な関係を構築する。				①協調性 キョウチョウセイ		上司・部下や他部局等の担当者と協力的な関係を構築する。

				②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。				②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。						②説明 セツメイ		ポイントを整理し、筋道を立てて分かりやすく説明する。				②説明 セツメイ		ポイントを整理し、筋道を立てて分かりやすく説明する。

																		　		　				③上司への報告		問題が生じたときには速やかに上司に報告をする。

		調整 チョウセイ		５　円滑に診療業務を遂行できるよう関係者と調整を行い、合意を形成する。 エンカツ シンリョウ ギョウム スイコウ カンケイシャ チョウセイ オコナ ゴウイ ケイセイ				調整 チョウセイ		４　円滑に診療業務を遂行できるよう関係者と調整を行い、合意を形成する。						患者等への説明・指導		４　患者やその家族等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとり、分かりやすい説明・指導を行う。 カンジャ カゾクナド エンカツ テキセツ ワ セツメイ シドウ オコナ				患者等への説明・指導 カンジャトウ セツメイ シドウ		４　患者やその家族等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとり、分かりやすい説明・指導を行う。

				①信頼関係の構築		関係する組織の担当者と信頼関係を構築する。 カンケイ ソシキ タントウシャ				①信頼関係の構築		関係する組織の担当者と信頼関係を構築する。 カンケイ ソシキ タントウシャ						①役割認識 ヤクワリ ニンシキ		患者やその家族と円滑なコミュニケーションを行う。 カンジャ カゾク				①役割認識 ヤクワリ ニンシキ		患者やその家族と円滑なコミュニケーションを行う。 カンジャ カゾク

				②調整		円滑な診療が行えるよう関係者と調整を行う。 エンカツ シンリョウ オコナ				②調整		円滑な診療が行えるよう関係者と調整を行う。 エンカツ シンリョウ オコナ						②説明・指導 セツメイ シドウ		説明する相手方に対応した理解しやすい説明・指導を適切に行う。 セツメイ アイテ タイオウ リカイ				②説明・指導 セツメイ シドウ		説明する相手方に対応した理解しやすい説明・指導を適切に行う。

		組織統率		６　医療業務の運営に関し、的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。				組織統率・人材育成		５　適切に業務を配分した上、業務の実施状況を管理し、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。						部下の育成・活用 ブカ イクセイ カツヨウ		５　部下の指導、育成及び活用を行う。

				①体制整備 タイセイ セイビ		部全体の業務が効率的に執行できるよう、柔軟な働き方を推奨しながら体制を整える。				①業務の割当て ギョウム ワリア		課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、組織の中で適切に業務を割り当てる。 カダイ ジョウキョウ ジュウナン ハタラ カタ スイショウ ワ ア						①業務配分 ギョウム ハイブン		部下の配置、作業の割り振りを行う。 ハイチ サギョウ ワ フ オコナ

				②意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより部の業務の進捗状況の把握を行い、適切に指示を出し完遂に導き、成果を挙げる。 ブ ギョウム テキセツ ダ セイカ ア				②意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより部下の業務の進捗管理をする。						②部下の育成 ブカ イクセイ		部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。

				③部下の成長支援 ブカ セイチョウ シエン		適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 テキセツ タヨウ ケイケン キカイ テイキョウ セイチョウ シエン				③部下の成長支援 ブカ セイチョウ シエン		適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 タヨウ ケイケン キカイ テイキョウ セイチョウ シエン						　		　











技能労務系

		８．技能・労務： 行政機関

		職長　（４項目及び行動・１１着眼点） ショクチョウ コウモク オヨ コウドウ						係員　（４項目及び行動・１０着眼点） カカリイン オヨ コウドウ

		倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 ギョウム				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

				①責任感　		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。				①責任感 セキニンカン		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。

				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ

										　		　

		知識・技能・業務遂行 チシキ ギノウ ギョウム スイコウ		２　担当業務についての知識・技能及び経験に基づき、的確に業務を遂行する。 タントウ ギョウム ギノウ オヨ ケイケン モト テキカク ギョウム スイコウ				知識・技能 チシキ ギノウ		２　業務に必要な知識・技能を習得する。 ギョウム ヒツヨウ チシキ ギノウ シュウトク

				①高度な知識・技能 コウド チシキ ギノウ		高いレベルの知識・技能や経験を有し、困難な事案や特殊事例にも対応する。 ギノウ				①知識・技能の向上 チシキ ギノウ コウジョウ		業務を通じ、知識・技能を向上させる。 ギノウ

				②課題把握 カダイ ハアク		課題を的確に把握し、業務上の判断に反映する。 カダイ テキカク ハアク ギョウムジョウ ハンダン ハンエイ				②情報収集 ジョウホウ シュウシュウ		業務に関係する情報を収集・整理する。 ギョウム カンケイ ジョウホウ シュウシュウ セイリ



		協調性 キョウチョウ セイ		３　部下等と協力的な関係を構築する。 ブカトウ キョウリョクテキ カンケイ コウチク				コミュニケーション		３　上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。 ジョウシ ドウリョウトウ エンカツ テキセツ

				①円滑な調整 エンカツ チョウセイ		部下や関係者と円滑なコミュニケーションを行う。 ブカ カンケイシャ エンカツ オコナ				①指示・指導の理解 シジ シドウ リカイ		上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。 ジョウシ シュウイ シジ シドウ タダ リカイ

				②誠実な対応 セイジツ タイオウ		相手に対し誠実な対応をする。 アイテ タイ セイジツ タイオウ				②誠実な対応 セイジツ タイオウ		相手に対し誠実な対応をする。 アイテ タイ セイジツ タイオウ



		業務管理		４　適切に作業の割り振りを行い、効率的に業務を進めるとともに、部下等に対する指導又は関係者との適切な連絡調整を行う。 テキセツ サギョウ ワ フ オコナ コウリツテキ ギョウム スス ブカ トウ タイ シドウ マタ カンケイシャ テキセツ レンラク チョウセイ オコナ				業務遂行 スイコウ		４　意欲的に業務に取り組む。 イヨクテキ ギョウム ト ク

				①段取り ダンド		業務の展開を見通し、前もって段取りや手順を整えて仕事を進める。				①正確さ セイカク		正確に業務を行う。

				②業務改善 ギョウム カイゼン		効率的な業務執行を行う。 コウリツテキ ギョウム シッコウ オコナ				②迅速さ ジンソク		迅速に業務を行う。 オコナ

				③正確・迅速 セイカク ジンソク		正確・迅速に業務を行う。 セイカク ジンソク ギョウム オコナ				③期限遵守 キゲン ジュンシュ		指示され又は定められた期限を遵守する。 シジ マタ サダ キゲン ジュンシュ

				④業務配分 ギョウム ハイブン		職員等の配置・作業の割り振りを行う。 トウ				④積極性 セッキョクセイ		自分の仕事の範囲に限定することなく、未経験の業務に積極的に取り組む。 ジブン シゴト ハンイ ゲンテイ ミケイケン ギョウム セッキョクテキ ト ク

				⑤指導・育成 シドウ イクセイ		部下を指導・育成する。










一般職（本府省）

				１．一般行政 ： 本省内部部局等 イッパン ギョウセイ ホンショウ ナイブ ブキョク ナド

				課長 （６項目及び行動・１６着眼点） カチョウ コウモク オヨ コウドウ チャクガンテン						室長 （６項目及び行動・１７着眼点） シツチョウ コウモク オヨ						課長補佐 （６項目及び行動・１５着眼点） カチョウ ホサ オヨ						係長 （５項目及び行動・１３着眼点） カカリ チョウ オヨ						係員 （４項目及び行動・１２着眼点） カカリイン オヨ

				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 カン				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、担当業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 コクミン ゼンタイ ホウシシャ タントウ ギョウム ダイ イッセン セキニン モ カダイ ト ク フクム キリツ ジュンシュ コウセイ ショクム スイコウ				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

						①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課の課題に責任を持って取り組む。 タカ リンリ カン ユウ カ				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、担当業務の課題に責任を持って取り組む。 タントウ ギョウム				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組む。 カダイ				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。 ギョウム				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。 ギョウム

						②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ

				構想 コウソウ		２　所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、国民の視点に立って、行政課題に対応するための方針を示す。				企画・立案 キカク リツアン		２　組織方針に基づき、行政ニーズを踏まえ、課題を的確に把握し、施策の企画・立案を行う。				企画・立案、事務事業の実施 キカク リツアン ジム ジギョウ ジッシ		２　組織や上司の方針に基づいて、施策の企画・立案や事務事業の実施の実務の中核を担う。 ジツ ツトム				課題対応 カダイ タイオウ		２　担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、問題点を的確に把握し、課題に対応する。				知識・技術 チシキ ギジュツ		２　業務に必要な知識・技術を習得する。

						①状況の構造的把握　		課内の情報の中枢として複雑な因果関係、錯綜した利害関係など業務とそれを取り巻く状況の全体像を的確に把握する。 カナイ ジョウホウ チュウスウ フクザツ インガ カンケイ サクソウ リガイ カンケイ ギョウム ト マ ジョウキョウ ゼンタイゾウ テキカク ハアク				①知識・情報収集		業務に関連する知識の習得・情報収集を幅広く行う。 ギョウム カンレン チシキ シュウトク ジョウホウ シュウシュウ ハバヒロ オコナ				①知識・情報収集		業務に関連する知識の習得・情報収集を幅広く行う。 ギョウム カンレン チシキ シュウトク ジョウホウ シュウシュウ ハバヒロ オコナ				①知識・情報収集		担当業務における専門的知識・技術の習得・情報収集を行う。 ギョウム テキ ギジュツ				①情報の整理		情報や資料を分かりやすく分類・整理する。

						②基本方針・成果の明示 キホン ホウシン セイカ メイジ		国家や国民の利益を第一に、国内外の変化を読み取り、新たな取組への挑戦も含め、課としての基本的な方針や達成すべき成果を具体的に示し、部下に理解させる。 コッカ コクミン リエキ ダイイチ コクナイガイ ヘンカ ヨ ト アラ トリクミ チョウセン フク カ キホンテキ ホウシン タッセイ セイカ グタイテキ シメ ブカ リカイ				②行政ニーズの反映 ギョウセイ ハンエイ		行政ニーズや事案における課題を的確に把握し、施策の企画立案や業務上の判断に反映する。				②事務事業の実施 ジム ジギョウ ジッシ		事案における課題を的確に把握し、実務担当者の中核となって、施策の企画・立案や事務事業の実施を行う。 ジツム タントウシャ チュウカク ジム ジギョウ ジッシ オコナ				②問題点の把握 モンダイテン ハアク		新しい課題に対して問題点を的確に把握する。				②知識習得		業務に必要な知識を身に付ける。

												③成果認識		成果のイメージを明確に持ち、新たな取組への挑戦も含め、複数の選択肢を吟味して最適な企画や方策を立案する。				③成果認識		成果のイメージを明確に持ち、複数の選択肢を吟味して最適な企画や方策を立案する。				③対応策の検討		問題の原因を探求して、対応策を考える。

				判断 ハンダン		３　課の責任者として、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　担当業務の責任者として、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　自ら処理すべき事案について、適切な判断を行う。				協調性 キョウチョウセイ		３　上司・部下等と協力的な関係を構築する。				コミュニケーション		３　上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。

						①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				①役割認識　		自ら処理すべきこと、上司の判断にゆだねることの仕分けなど、自分の果たすべき役割を的確に押さえながら業務に取り組む。				①協調性 キョウチョウセイ		上司・部下や他部局等の担当者と協力的な関係を構築する。				①指示・指導の理解 シジ シドウ リカイ		上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。

						②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。				②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。				②適切な判断 テキセツ ハンダン		担当する事案について適切な判断を行う。 タントウ ジアン テキセツ ハンダン オコナ				②指示・指導の理解 シジ シドウ リカイ		上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。 ジョウシ シュウイ シジ シドウ タダ リカイ				②情報の伝達 ジョウホウ デンタツ		情報を正確に伝達する。

						③リスク対応		状況の変化や問題が生じた場合の早期対応を適切に行う。				③リスク対応		状況の変化や問題が生じた場合の早期対応を適切に行う。				　		　				　		　				③誠実な対応 セイジツ タイオウ		相手に対し誠実な対応をする。 アイテ タイ セイジツ タイオウ

				説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成する。				説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　担当する事案について適切な説明を行うとともに、関係者と調整を行い、合意を形成する。				説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　担当する事案について論理的な説明を行うとともに、関係者と粘り強く調整を行う。				説明 セツメイ		４　担当する事案について分かりやすい説明を行う。 タントウ ジアン ワ セツメイ オコナ						④上司への報告		問題が生じたときには速やかに上司に報告をする。

						①信頼関係の構築		円滑な合意形成に資するよう、日頃から対外的な信頼関係を構築する。				①信頼関係の構築		他部局や他省庁のカウンターパートと信頼関係を構築する。				①信頼関係の構築		他部局や他省庁のカウンターパートと信頼関係を構築する。				①説明		ポイントを整理し、筋道を立てて分かりやすく説明する。				　		　

						②折衝・調整		組織方針を実現できるよう関係者と折衝・調整を行う。				②折衝・調整		組織方針を実現できるよう関係者と折衝・調整を行う。				②説明		論点やポイントを明確にすることにより、論理的で簡潔な説明をする。				②相手の話の理解 アイテ ハナシ リカイ		相手の意見・要望等を正しく理解して説明を行う。 アイテ イケン ヨウボウ トウ タダ リカイ セツメイ オコナ				　		　

						③適切な説明 テキセツ セツメイ		所管行政について適切な説明を行う。 ショカン ギョウセイ テキセツ セツメイ オコナ				③適切な説明 テキセツ セツメイ		担当する事案について適切な説明を行う。 タントウ ジアン テキセツ セツメイ オコナ				③交渉　		相手の意見を理解・尊重する一方、主張すべき点はぶれずに主張し、粘り強く対応する。 タイオウ				　		　				　		　

				業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス				業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス				業務遂行 スイコウ		５　段取りや手順を整え、効率的に業務を進める。 コウリツテキ				業務遂行 スイコウ		５　計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行する。				業務遂行 ギョウム スイコウ		４　意欲的に業務に取り組む。

						①先見性		先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼす影響を予測して対策を想定するなど、先を読みながらものごとを進める。				①先見性		先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼす影響を予測して対策を想定するなど、先を読みながらものごとを進める。				①段取り		業務の展開を見通し、前もって段取りや手順を整えて仕事を進める。				①計画性		最終期限を意識し、進捗状況を部下や同僚と共有しながら計画的に業務を進める。				①積極性		自分の仕事の範囲を限定することなく、未経験の業務に積極的に取り組む。

						②効率的な業務運営		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。				②効率的な業務運営		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。				②柔軟性		緊急時、見通しが変化した時などの状況に応じて、打つ手を柔軟に変える。				②正確性		ミスや抜け落ちを生じさせないよう担当業務全体のチェックを行う。				②正確性 セイカクセイ		ミスや抜け落ちが生じないよう作業のチェックを行う。

						③業務の見直し		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。				③業務の見直し		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。				③業務
改善		作業の取捨選択や担当業務のやり方の見直しなど業務の改善に取り組む。				③粘り強さ ネバ ヅヨ		困難な状況においても粘り強く仕事を進める。				③迅速な作業 ジンソク サギョウ		迅速な作業を行う。 ジンソク サギョウ オコナ

				組織統率・人材育成		６　適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。				組織統率・人材育成		６　適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。				部下の育成・活用		６　部下の指導、育成及び活用を行う。						④部下の育成		部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。				④粘り強さ ネバ ヅヨ		失敗や困難にめげずに仕事を進める。

						①業務の割当て		課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、組織の中で適切に業務を割り当てる。				①業務の割当て ギョウム ワリア		課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、組織の中で適切に業務を割り当てる。				①作業の割り振り サギョウ ワ フ		部下の一人ずつの仕事の状況や負荷を的確に把握し、適切に作業を割り振る。

						②意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより情報の共有や部下の仕事の進捗状況の把握を行い、的確な指示を行うことにより業務を完遂に導き、成果を挙げる。				②意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより情報の共有や部下の仕事の進捗状況の把握を行い、的確な指示を行うことにより業務を完遂に導き、成果を挙げる。				②部下の育成 ブカ イクセイ		部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。

						③部下の成長支援 ブカ セイチョウ シエン		適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。				③部下の成長支援 ブカ セイチョウ シエン		適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。

























一般職（管区単位機関）　

		２．一般行政 ： 部等設置広域管轄機関 イッパン ギョウセイ ブトウ セッチ コウイキ カンカツ キカン

		部長 （６項目及び行動・１６着眼点） ブチョウ コウモク オヨ コウドウ チャクガンテン						課長 （６項目及び行動・１５着眼点） カチョウ コウモク オヨ コウドウ チャクガンテン						課長補佐 （６項目及び行動・１３着眼点） カチョウ ホサ オヨ コウドウ						係長 （５項目及び行動・１２着眼点） カカリチョウ オヨ コウドウ						係員 （４項目及び行動・１２着眼点） カカリイン オヨ コウドウ

		倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、部の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 コクミン ゼンタイ ホウシシャ タントウ ギョウム ダイ イッセン セキニン モ カダイ ト ク フクム キリツ ジュンシュ コウセイ ショクム スイコウ				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、部の課題に責任を持って取り組む。				①責任感　		国民全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組む。				①責任感　		国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組む。 コクミン ゼンタイ ホウシシャ タントウ ギョウム ダイ イッセン セキニン モ カダイ ト ク				①責任感　		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。				①責任感 セキニンカン		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。

				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ コウセイ ショクム スイコウ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ

		構想 コウソウ		２　本府省等の方針に基づき、地域情勢を踏まえ、業務運営の方針を示す。				実施施策の立案 ジッシ シサク リツアン		２　組織方針に基づき、地域の行政ニーズを踏まえた実施施策を立案する。				方策・計画の立案、事務事業の実施 ホウサク ケイカク リツアン ジム ジギョウ ジッシ		２　組織や上司の方針に基づいて、具体的な方策・計画を立案し、又は事務事業を実施する。				課題対応 カダイ タイオウ		２　担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、課題に対応する。　　				知識・技術 チシキ ギジュツ		２　業務に必要な知識・技術を習得する。

				①状況の構造的把握　		部内の情報の中枢として複雑な因果関係、錯綜した利害関係など業務とそれを取り巻く状況の全体像を的確に把握する。 ブナイ ジョウホウ チュウスウ フクザツ				①行政ニーズの把握 ギョウセイ ハアク		地域の行政ニーズや事案における課題を的確に把握する。 チイキ				①知識・情報収集 チシキ ジョウホウ シュウシュウ		業務に関連する知識の習得・情報収集を幅広く行う。				①知識・情報収集 チシキ		担当業務における専門的知識・技術の習得・情報収集を行う。 ギョウム テキ ギジュツ ジョウホウ シュウシュウ				①情報の整理		情報や資料を分かりやすく分類・整理する。

				②基本方針・成果の明示 キホン ホウシン セイカ メイジ		本省から示された方針を受け、地域課題を踏まえ、新たな取組への挑戦も含め、部としての基本的な方針や達成すべき成果を具体的に示し、部下に理解させる。 アラ トリクミ チョウセン フク ブ タッセイ セイカ グタイテキ シメ ブカ リカイ				②成果認識 セイカ ニンシキ		成果のイメージを明確に持ち、新たな取組への挑戦も含め、複数の選択肢を吟味して最適な実施施策を立案する。 セイカ メイカク モ フクスウ センタクシ ギンミ サイテキ ジッシ シサク リツアン				②事務事業の実施 ジム ジギョウ ジッシ		事案における課題を的確に把握し、具体的な方策・計画の立案や事務事業の実施を行う。 グタイテキ ケイカク				②対応策の検討 タイオウ サク ケントウ		担当する業務の課題に対して対応策を考える。 タントウ ギョウム タイオウ サク カンガ				②知識習得　		業務に必要な知識を身に付ける。

		判断 ハンダン		３　部の責任者として、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　所管する事案について、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　自ら処理すべき事案について、適切な判断を行う。				協調性		３　上司・部下等と協力的な関係を構築する。　				コミュニケーション		３　上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。

				①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				①役割認識　		自ら処理すべきこと、上司の判断にゆだねることの仕分けなど、自分の果たすべき役割を的確に押さえながら業務に取り組む。				①協調性 キョウチョウセイ		上司・部下や他部局等の担当者と協力的な関係を構築する。				①指示・指導の理解 シジ シドウ リカイ		上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。

				②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。				②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。				②適切な判断 テキセツ ハンダン		担当する事案について適切な判断を行う。				②指示・指導の理解 シジ シドウ リカイ		上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。				②情報の伝達 ジョウホウ デンタツ		情報を正確に伝達する。

				③リスク対応 タイオウ		状況の変化や問題が生じた場合の早期対応を適切に行う。																						③誠実な対応 セイジツ タイオウ		相手に対し誠実な対応をする。 アイテ タイ セイジツ タイオウ

		説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　部の業務について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、局長を助け、関係者と調整を行い、合意を形成する。				説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　所管する事案について適切な説明を行うとともに、関係者と調整を行い、合意を形成する。				説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　担当する事案について論理的な説明を行うとともに、関係者と調整を行う。				説明　		４　担当する事案について分かりやすい説明を行う。						④上司への報告		問題が生じたときには速やかに上司に報告をする。

				①信頼関係の構築		円滑な合意形成に資するよう、日頃から対外的な信頼関係を構築する。				①信頼関係の構築 シンライ カンケイ コウチク		関係機関や関係団体等の関係者との信頼関係を構築する。 カンケイ キカン カンケイ ダンタイ トウ カンケイシャ				①信頼関係の構築 シンライ カンケイ コウチク		他部局や他省庁の担当者と信頼関係を構築する。 タ ショウチョウ タントウシャ				①説明 セツメイ		ポイントを整理し、筋道を立てて分かりやすく説明する。

				②折衝・調整		組織方針を実現できるよう関係者と折衝・調整を行う。				②折衝・調整		所管する事案について関係者と折衝・調整を行う。 ショカン ジアン				②説明		論点やポイントを明確にすることにより、論理的で簡潔な説明をする。				②相手の話の理解 アイテ ハナシ リカイ		相手の意見・要望等を正しく理解して説明を行う。 アイテ イケン ヨウボウ トウ タダ リカイ セツメイ オコナ

				③適切な説明 テキセツ セツメイ		部の業務について適切な説明を行う。 ブ ギョウム テキセツ セツメイ オコナ				③上部機関との連携 ジョウブ キカン レンケイ		本省の担当者と日頃から連絡をとり、必要な報告を適切に行う。 ホンショウ タントウシャ ヒゴロ レンラク ヒツヨウ ホウコク テキセツ オコナ				③交渉　		相手の意見を理解・尊重する一方、主張すべき点はぶれずに主張する。				　		　

		業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス				業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス				業務遂行 スイコウ		５　段取りや手順を整え、効率的に業務を進める。				業務遂行 スイコウ		５　計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行する。				業務遂行 ギョウム スイコウ		４　意欲的に業務に取り組む。

				①先見性 センケンセイ		先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼす影響を予測して対策を想定するなど、先を読みながらものごとを進める。				①柔軟性 ジュウナンセイ		緊急時、見通しが変化した時などの状況に応じて、適切に対応する。 テキセツ タイオウ				①段取り ダンド		業務の展開を見通し、前もって段取りや手順を整えて仕事を進める。				①計画性 ケイカクセイ		最終期限を意識し、進捗状況を部下や同僚と共有しながら計画的に業務を進める。				①積極性 セッキョクセイ		自分の仕事の範囲を限定することなく、未経験の業務に積極的に取り組む。

				②効率的な業務運営 コウリツテキ ギョウム ウンエイ		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②効率的な業務運営 コウリツテキ ギョウム ウンエイ		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②業務改善		作業の取捨選択や担当業務のやり方の見直しなど業務の改善に取り組む。				②正確性 セイカクセイ		ミスや抜け落ちを生じさせないよう担当業務全体のチェックを行う。				②正確性 セイカクセイ		ミスや抜け落ちが生じないよう作業のチェックを行う。

				③業務の見直し		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。				③業務の見直し ギョウム ミナオ		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。 ギョウム ユウセン ジュンイ イシキ ハイシ フク ギョウム ミナオ ギョウム カイゼン スス										③粘り強さ ネバ ヅヨ		困難な状況においても粘り強く仕事を進める。				③迅速な作業 ジンソク サギョウ		迅速な作業を行う。 ジンソク サギョウ オコナ

		組織統率		６　管轄する組織の業務運営に関し、的確な指示を行うとともに、部下を統率し、成果を挙げる。				組織統率・人材育成 ジンザイ		６　適切に業務を配分した上、進捗管理を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。				部下の育成・活用		６　部下の指導、育成及び活用を行う。　						④部下の育成		部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。　				④粘り強さ ネバ ヅヨ		失敗や困難にめげずに仕事を進める。

				①体制整備 タイセイ セイビ		管轄する組織全体の業務が効率的に執行できるよう、柔軟な働き方を推奨しながら体制を整える。				①業務の割当て ギョウム ワリア		課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、組織の中で適切に業務を割り当てる。 カダイ ジョウキョウ ジュウナン ハタラ カタ スイショウ ワ ア				①作業の割り振り		部下の一人ずつの仕事の状況や負荷を的確に把握し、適切に作業を割り振る。				　						　		　

				②統率　 トウソツ		管轄する組織全体の一体性を確保するため、的確な指示を行う。 カンカツ ソシキ ゼンタイ イッタイセイ カクホ シジ オコナ				②意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより情報の共有や部下の仕事の進捗状況の把握を行い、業務を完遂に導き、成果を挙げる。 ブカ ソウホウコウ テキセツ セイカ ア				②部下の育成		部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。										　		　

				③意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより管轄する組織全体の業務の進捗状況の把握を行い、適切に指示を出し完遂に導き、成果を挙げる。 ブカ ソウホウコウ テキセツ セイカ ア				③部下の成長支援 ブカ セイチョウ シエン		適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 タヨウ ケイケン キカイ テイキョウ セイチョウ シエン				　		　







一般職（府県単位機関）

		３．一般行政 ： 都府県管轄機関

		所長 （６項目及び行動・１６着眼点） ショチョウ コウモク オヨ コウドウ チャクガンテン						部長 （６項目及び行動・１５着眼点） ブチョウ コウモク オヨ コウドウ						課長 （６項目及び行動・１５着眼点） コウモク オヨ コウドウ						課長補佐 （６項目及び行動・１３着眼点） カチョウ ホサ オヨ コウドウ						係長 （５項目及び行動・１２着眼点） オヨ コウドウ						係員 （４項目及び行動・１２着眼点） カカリイン オヨ コウドウ

		倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、機関の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、担当分野の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 コクミン ゼンタイ ホウシシャ タントウ ギョウム ダイ イッセン セキニン モ カダイ ト ク フクム キリツ ジュンシュ コウセイ ショクム スイコウ				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、機関の課題に責任を持って取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、担当分野の課題に責任を持って取り組む。				①責任感　		国民全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組む。				①責任感　		国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組む。 コクミン ゼンタイ ホウシシャ タントウ ギョウム ダイ イッセン セキニン モ カダイ ト ク				①責任感　		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。 コクミン ゼンタイ ホウシシャ セキニン モ ギョウム ト ク				①責任感　		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。

				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ

		構想 コウソウ		２　本府省等の方針に基づき、地域情勢を踏まえ、業務運営の基本的な方針を示す。				実施方針の立案 ジッシ ホウシン リツアン		２　本府省等の方針に基づき、地域情勢を踏まえた実施方針を示す。				実施計画の立案 ジッシ ケイカク リツアン		２　組織方針に基づき、地域の行政ニーズを踏まえた実施計画を立案する。				方策・計画の立案、事務事業の実施 ホウサク ケイカク リツアン ジム ジギョウ ジッシ		２　組織や上司の方針に基づいて、具体的な方策・計画を立案し、又は事務事業を実施する。				課題対応 カダイ タイオウ		２　担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、課題に対応する。　				知識・技術 チシキ ギジュツ		２　業務に必要な知識・技術を習得する。

				①状況の構造的把握　		所内の情報の中枢として複雑な因果関係、錯綜した利害関係など業務とそれを取り巻く状況の全体像を的確に把握する。 ショ ナイ ジョウホウ チュウスウ フクザツ				①状況の構造的把握　		部内の情報の中枢として複雑な因果関係、錯綜した利害関係など業務とそれを取り巻く状況の全体像を的確に把握する。 ブ ナイ ジョウホウ チュウスウ フクザツ				①行政ニーズの把握		住民ニーズや事案における課題を的確に把握する。				①知識・情報収集 チシキ ジョウホウ シュウシュウ		業務に関連する知識の習得・情報収集を幅広く行う。				①知識・情報収集 チシキ		担当業務における専門的知識・技術の習得・情報収集を行う。 ギョウム テキ ギジュツ ジョウホウ シュウシュウ				①情報の整理		情報や資料を分かりやすく分類・整理する。

				②業務方針・成果の明示 ギョウム ホウシン セイカ メイジ		本省、管区機関から示された方針を受け、住民ニーズも踏まえ、新たな取組への挑戦も含め、業務運営の基本的な方針や達成すべき成果を具体的に示し、部下に理解させる。 ホンショウ カンク キカン シメ ホウシン ウ ジュウミン フ アラ トリクミ チョウセン フク ギョウム ウンエイ タッセイ セイカ グタイテキ シメ ブカ リカイ				②実施方針・成果の明示 ジッシ ホウシン セイカ メイジ		本省、管区機関から示された方針を受け、住民ニーズも踏まえ、新たな取組への挑戦も含め、部としての実施方針や達成すべき成果を具体的に示し、部下に理解させる。 ホンショウ カンク キカン シメ ホウシン ウ ジュウミン フ アラ トリクミ チョウセン フク ブ ジッシ ホウシン タッセイ セイカ グタイテキ シメ ブカ リカイ				②計画の策定 ケイカク サクテイ		部長の方針を受け、業務の実施計画を策定する。 ブチョウ ホウシン ウ ギョウム ジッシ ケイカク サクテイ				②事務事業の実施 ジム ジギョウ ジッシ		事案における課題を的確に把握し、具体的な方策・計画の立案や事務事業の実施を行う。 グタイテキ ケイカク				②対応策の検討 タイオウ サク ケントウ		担当する業務の課題に対して対応策を考える。				②知識習得　		業務に必要な知識を身に付ける。 チシキ

		判断 ハンダン		３　機関の責任者として、適切な判断を行う。　　				判断 ハンダン		３　担当分野の責任者として、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　所管する事案について、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　自ら処理すべき事案について、適切な判断を行う。 ミズカ ショリ ジアン テキセツ ハンダン オコナ				協調性		３　上司・部下等と協力的な関係を構築する。　				コミュニケーション		３　上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。

				①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				①役割認識　		自ら処理すべきこと、上司の判断にゆだねることの仕分けなど、自分の果たすべき役割を的確に押さえながら業務に取り組む。

 :  :
幅変更				①協調性 キョウチョウセイ		上司・部下や他部局等の担当者と協力的な関係を構築する。				①指示・指導の理解 シジ シドウ リカイ		上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。

				②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。 ジアン ユウセン ジュンイ コウリョ テキセツ ハンダン オコナ				②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。 ジアン ユウセン ジュンイ コウリョ テキセツ ハンダン オコナ				②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。				②適切な判断		担当する事案について適切な判断を行う。				②協働性 キョウドウセイ		関係機関の担当者や関係者と連携して業務に取り組む。 カンケイ キカン タントウシャ カンケイシャ レンケイ ギョウム ト ク				②情報の伝達　 ジョウホウ デンタツ		情報を正確に伝達する。

				③リスク対応 タイオウ		状況の変化や問題が生じた場合の早期対応を適切に行う。				③リスク対応 タイオウ		状況の変化や問題が生じた場合の早期対応を適切に行う。																						③誠実な対応 セイジツ タイオウ		相手に対し誠実な対応をする。 アイテ タイ セイジツ タイオウ

		説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　機関の業務について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、対外的に機関を代表し、調整を行い、合意を形成する。				説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　担当分野の業務について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、所長を助け、関係者と調整を行い、合意を形成する。				説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　所管する事案について適切な説明を行うとともに、関係者と調整を行い、合意を形成する。				説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　担当する事案について論理的な説明を行うとともに、関係者と調整を行う。				説明　		４　担当する事案について分かりやすい説明を行う。 タントウ ジアン ワ セツメイ オコナ						④上司への報告		問題が生じたときには速やかに上司に報告をする。

				①信頼関係の構築		円滑な合意形成に資するよう、日頃から対外的な信頼関係を構築する。				①信頼関係の構築		円滑な合意形成に資するよう、日頃から対外的な信頼関係を構築する。				①信頼関係の構築 シンライ カンケイ コウチク		関係機関や関係団体等の関係者との信頼関係を構築する。 カンケイ ダンタイ トウ カンケイシャ				①信頼関係の構築 シンライ カンケイ コウチク		他部局や他省庁の担当者と信頼関係を構築する。 ホカ ブキョク タントウシャ				①説明 セツメイ		ポイントを整理し、筋道を立てて分かりやすく説明する。

				②折衝・調整		組織方針を実現できるよう関係者と折衝・調整を行う。 ソシキ ホウシン				②折衝・調整		実施方針を実現できるよう関係者と折衝・調整を行う。 ジッシ				②折衝・調整		所管する事案について関係者と折衝・調整を行う。 ショカン ジアン				②説明		論点やポイントを明確にすることにより、論理的で簡潔な説明をする。				②相手の話の理解 アイテ ハナシ リカイ		相手の意見・要望等を正しく理解して説明を行う。 アイテ イケン ヨウボウ トウ タダ リカイ セツメイ オコナ

				③適切な説明 テキセツ セツメイ		機関の業務について適切な説明を行う。 キカン ギョウム テキセツ セツメイ オコナ				③適切な説明 テキセツ セツメイ		担当分野の業務について適切な説明を行う。				③上部機関との連携 ジョウブ キカン レンケイ		管区機関の担当者と日頃から連絡をとり、必要な報告を適切に行う。 カンク キカン タントウシャ ヒゴロ レンラク ヒツヨウ ホウコク テキセツ オコナ				③調整 チョウセイ		担当する事案について関係者と調整を行う。 タントウ ジアン カンケイシャ チョウセイ オコナ				　		　

		業務運営		５　不断の業務見直しに率先して取り組む。				業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス				業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス				業務遂行 スイコウ		５　段取りや手順を整え、効率的に業務を進める。				業務遂行 スイコウ		５　計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行する。				業務遂行 ギョウム スイコウ		４　意欲的に業務に取り組む。

				①先見性 センケンセイ		先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼす影響を予測して対策を想定するなど、先を読みながらものごとを進める。 サキザキ				①先見性 センケンセイ		先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼす影響を予測して対策を想定するなど、先を読みながらものごとを進める。				①柔軟性 ジュウナンセイ		緊急時、見通しが変化した時などの状況に応じて、適切に対応する。 テキセツ タイオウ				①段取り ダンド		業務の展開を見通し、前もって段取りや手順を整えて仕事を進める。				①計画性 ケイカクセイ		最終期限を意識し、進捗状況を部下や同僚と共有しながら計画的に業務を進める。				①積極性 セッキョクセイ		自分の仕事の範囲を限定することなく、未経験の業務に積極的に取り組む。

				②効率的な業務運営 コウリツテキ ギョウム ウンエイ		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②効率的な業務運営 コウリツテキ ギョウム ウンエイ		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②効率的な業務運営 コウリツテキ ギョウム ウンエイ		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②業務改善		作業の取捨選択や担当業務のやり方の見直しなど業務の改善に取り組む。				②正確性 セイカクセイ		ミスや抜け落ちを生じさせないよう担当業務全体のチェックを行う。				②正確性 セイカクセイ		ミスや抜け落ちが生じないよう作業のチェックを行う。

				③業務の見直し		機関全体の業務の優先順位を意識し、状況の変化に対応するため、大所高所から廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善に取り組む。 ハイシ フク ギョウム ギョウム カイゼン				③業務の見直し ギョウム ミナオ		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。 ギョウム ユウセン ジュンイ イシキ ハイシ フク ギョウム ミナオ ギョウム カイゼン スス				③業務の見直し ギョウム ミナオ		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。 ギョウム ユウセン ジュンイ イシキ ハイシ フク ギョウム ミナオ ギョウム カイゼン スス										③粘り強さ ネバ ヅヨ		困難な状況においても粘り強く仕事を進める。				③迅速な作業 ジンソク サギョウ		迅速な作業を行う。 ジンソク サギョウ オコナ

		組織統率		６　組織統率を行い、成果を挙げる。				組織統率		６　業務の進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げる。				組織統率・人材育成		６　適切に業務を配分した上、進捗管理を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。				部下の育成・活用		６　部下の指導、育成及び活用を行う。　						④部下の育成		部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。　				④粘り強さ ネバ ヅヨ		失敗や困難にめげずに仕事を進める。

				①体制整備 タイセイ セイビ		業務が効率的に執行できるよう、柔軟な働き方を推奨しながら体制を整える。				①体制整備 タイセイ セイビ		業務が効率的に執行できるよう、柔軟な働き方を推奨しながら体制を整える。				①業務の割当て ワ ア		課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、組織の中で適切に業務を割り当てる。				①作業の割り振り		部下の一人ずつの仕事の状況や負荷を的確に把握し、適切に作業を割り振る。				　

				②統率 トウソツ		組織全体の一体性を確保するため、的確な指示を行う。 ソシキ ゼンタイ イッタイセイ カクホ シジ オコナ				②意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより業務の進捗状況の把握を行い、適切に指示を出し完遂に導き、成果を挙げる。 ギョウム テキセツ ダ セイカ ア				②意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより情報の共有や部下の仕事の進捗状況の把握を行い、業務を完遂に導き、成果を挙げる。 ブカ ソウホウコウ テキセツ セイカ ア				②部下の育成		部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。				　						　		　

				③意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより業務の進捗状況の把握を行い、適切に指示を出し完遂に導き、成果を挙げる。 ギョウム テキセツ ダ セイカ ア										③部下の成長支援 ブカ セイチョウ シエン		適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 タヨウ ケイケン キカイ テイキョウ セイチョウ シエン				　		　				　		　				　		　







一般職（その他事務所等）

		４．一般行政 ： その他の機関 イッパン ギョウセイ タ キカン

		所長 （６項目及び行動・１５着眼点） ショチョウ コウモク オヨ コウドウ チャクガンテン						次長 （６項目及び行動・13着眼点） ジチョウ コウモク オヨ コウドウ チャクガンテン						課長 （６項目及び行動・16着眼点） カチョウキュウ コウモク オヨ コウドウ						課長補佐 （６項目及び行動・１２着眼点） カチョウ ホサ オヨ コウドウ						係長 （５項目及び行動・１２着眼点） オヨ コウドウ						係員 （４項目及び行動・１２着眼点） カカリイン オヨ コウドウ

		倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、機関の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、機関の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 コクミン ゼンタイ ホウシシャ タントウ ギョウム ダイ イッセン セキニン モ カダイ ト ク フクム キリツ ジュンシュ コウセイ ショクム スイコウ				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、機関の課題に責任を持って取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、機関の課題に責任を持って取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。

				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ

		執行方針の立案 シッコウ ホウシン リツアン		２　本府省等の方針に基づき、的確な状況認識の下、業務の執行方針を示す。				執行方針の立案 シッコウ ホウシン リツアン		２　本府省等の方針に基づき、的確な状況認識の下、所長を助け、業務の執行方針を示す。				事案対応 ジアン タイオウ		２　的確に状況を把握し、困難な事案に適切に対応する。				事案対応 ジアン タイオウ		２　十分な知識・技術及び経験に基づき、担当する事案に適切に対応する。				事案対応		２　担当業務についての知識・技術に基づき、事案に適切に対応する。				知識・技術 チシキ ギジュツ		２　業務に必要な知識・技術を習得する。

				①状況の把握 ジョウキョウ ハアク		所内の情報の中枢として業務とそれを取り巻く状況の全体像を的確に把握する。 ショ ナイ ジョウホウ チュウスウ ギョウム				①状況の把握 ジョウキョウ ハアク		所内の情報の中枢として業務とそれを取り巻く状況の全体像を的確に把握する。 ショ ナイ ジョウホウ チュウスウ ギョウム				①状況の把握 ジョウキョウ ハアク		業務に関連する状況を的確に把握する。 カンレン				①知識・情報収集 チシキ ジョウホウ シュウシュウ		業務に関連する知識の習得・情報収集を幅広く行う。				①知識･情報収集 チシキ ジョウホウ シュウシュウ		担当業務における知識・技術の向上・情報収集を行う。 タントウ ギョウム ジョウホウ シュウシュウ オコナ				①情報の整理		情報や資料を分かりやすく分類・整理する。

				②組織目標・成果の明示 セイカ メイジ		管区機関等から示された方針に基づき、新たな取組への挑戦も含め、業務の執行方針や達成すべき成果を具体的に示し、部下に理解させる。				②組織目標・成果の明示 ソシキ モクヒョウ セイカ メイジ		管区機関等から示された方針に基づき、所長を助け、新たな取組への挑戦も含め、業務の執行方針や達成すべき成果を具体的に示し、部下に理解させる。 カンク キカン トウ シメ ホウシン モト ショチョウ タス ギョウム シッコウ ホウシン タッセイ セイカ グタイテキ シメ ブカ リカイ				②困難･特殊事案への対応 コンナン トクシュ ジアン タイオウ		高いレベルの知識・技術や経験を基に、困難な事案や特殊事例にも対応する。				②困難･特殊事案への対応 コンナン トクシュ ジアン タイオウ		高いレベルの知識・技術や経験を基に、困難な事案や特殊事例にも対応する。				②適切な判断 テキセツ ハンダン		適切な判断材料を収集し、合理的な判断を下す。 テキセツ ハンダン ザイリョウ シュウシュウ ゴウリテキ ハンダン クダ				②知識習得　		業務に必要な知識を身に付ける。 チシキ

																③組織目標の徹底 ソシキ モクヒョウ テッテイ		業務の執行方針に基づいた業務の執行を課員に徹底させる。 ギョウム シッコウ ホウシン モト ギョウム シッコウ カイン テッテイ				　		　

		判断 ハンダン		３　機関の責任者として、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　所長を助ける者として、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　所管する業務の執行において、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　自ら進めるべき業務の執行において、適切な判断を行う。 ミズカ スス ギョウム シッコウ テキセツ ハンダン オコナ				協調性		３　上司・部下等と協力的な関係を構築する。				コミュニケーション		３　上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。

				①公正な判断 コウセイ ハンダン		事案に対し、法令等に基づき公正な判断を下す。 ホウレイナド モト コウセイ ハンダン				①公正な判断 コウセイ ハンダン		事案に対し、所長を助け、法令等に基づき公正な判断を下す。 ショチョウ タス ホウレイナド モト コウセイ ハンダン				①適切な判断 テキセツ ハンダン		担当する事案について適切な判断を行う。				①役割認識　		自ら処理すべきこと、上司の判断にゆだねることの仕分けなど、自分の果たすべき役割を的確に押さえながら業務に取り組む。				①協調性 キョウチョウセイ		上司・部下や他部局等の担当者と協力的な関係を構築する。 タントウシャ				①指示・指導の理解 シジ シドウ リカイ		上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。

				②最適な選択 サイテキ センタク		採り得る選択肢の中から、現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				②最適な選択 サイテキ センタク		採り得る選択肢の中から、現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				②最適な選択 サイテキ センタク		採り得る選択肢の中から、現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				②適切な判断 テキセツ ハンダン		担当する事案について適切な判断を行う。				②協働性 キョウドウセイ		関係機関の担当者や関係者と連携して業務に取り組む。 カンケイ キカン タントウシャ カンケイシャ レンケイ ギョウム ト ク				②情報の伝達　 ジョウホウ デンタツ		情報を正確に伝達する。

				③リスク対応 タイオウ		緊急時や問題が生じた場合の早期対応を適切に行う。 モンダイ ショウ バアイ ソウキ タイオウ テキセツ オコナ		説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　機関の業務について適切な説明を行うとともに、所長を助け、関係者と調整を行い、合意を形成する。				説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　所管する業務の執行において適切な説明を行うとともに、関係者と調整を行い、合意を形成する。				説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　担当する業務の執行において論理的な説明を行うとともに、関係者と調整を行う。												③誠実な対応 セイジツ タイオウ		相手に対し誠実な対応をする。 アイテ タイ セイジツ タイオウ

		説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　機関の業務について適切な説明を行うとともに、対外的に機関を代表し、調整を行い、合意を形成する。						①信頼関係の構築 シンライ カンケイ コウチク		円滑な業務執行が行えるよう、日頃から関係機関や関係団体の担当者、利害関係者と信頼関係を構築する。 エンカツ ギョウム シッコウ オコナ カンケイ キカン カンケイ ダンタイ タントウシャ リガイ カンケイ シャ				①信頼関係の構築 シンライ カンケイ コウチク		関係機関・関係団体の担当者と信頼関係を構築する。 タントウシャ				①調整 チョウセイ		関係機関等の担当者との調整を円滑に行う。 トウ タントウシャ		説明　		４　担当する業務の執行において分かりやすい説明を行う。						④上司への報告		問題が生じたときには速やかに上司に報告をする。

				①信頼関係の構築 シンライ カンケイ コウチク		円滑な業務執行が行えるよう、日頃から関係機関や関係団体の担当者、利害関係者と信頼関係を構築する。 エンカツ ギョウム シッコウ オコナ カンケイ キカン カンケイ ダンタイ タントウシャ リガイ カンケイ シャ				②交渉･説明 コウショウ セツメイ		組織を代表し対外的な説明・交渉を行う。				②交渉･説明 コウショウ セツメイ		担当業務について、対外的な交渉・説明を行う。 タントウ ギョウム コウショウ				②協働性 キョウドウ セイ		関係機関・関係団体の関係者と連携して業務に取り組む。 キカン カンケイシャ				①外部説明 ガイブ セツメイ		具体的に分かりやすく説明する。 グタイテキ ワ セツメイ

				②交渉･説明 コウショウ セツメイ		組織を代表し対外的な説明・交渉を行う。										③上部機関との連携 ジョウブ キカン レンケイ		管区機関等の担当者と日頃から連絡をとり、必要な報告を適切に行う。 カンク キカン トウ タントウシャ ヒゴロ レンラク ヒツヨウ ホウコク テキセツ オコナ										②相手の話の理解 アイテ ハナシ リカイ		相手の意見・要望等を正しく理解して説明を行う。 アイテ イケン ヨウボウ トウ タダ リカイ セツメイ オコナ

		業務運営		５　不断の業務見直しに率先して取り組む。				業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス				業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス				業務遂行 スイコウ		５　段取りや手順を整え、効率的に業務を進める。						　		　

				①先見性 センケンセイ		先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼす影響を予測して対策を想定するなど、先を読みながらものごとを進める。				①先見性 センケンセイ		先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼす影響を予測して対策を想定するなど、先を読みながらものごとを進める。				①柔軟性 ジュウナンセイ		問題やトラブルが起こった時などの状況に応じて柔軟に対応する。 トキ ジョウキョウ オウ ジュウナン タイオウ				①段取り ダンド		業務の展開を見通し、前もって段取りや手順を整えて仕事を進める。		業務遂行 スイコウ		５　計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行する。				業務遂行 ギョウム スイコウ		４　意欲的に業務に取り組む。

				②効率的な業務運営 コウリツテキ ギョウム ウンエイ		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②効率的な業務運営 コウリツテキ ギョウム ウンエイ		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②効率的な業務運営 コウリツテキ ギョウム ウンエイ		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②業務改善 ギョウム カイゼン		作業の取捨選択や担当業務のやり方の見直しなど業務の改善に取り組む。				①計画性 ケイカクセイ		最終期限を意識し、進捗状況を部下や同僚と共有しながら計画的に業務を進める。				①積極性 セッキョクセイ		自分の仕事の範囲を限定することなく、未経験の業務に積極的に取り組む。

				③業務の見直し		機関全体の業務の優先順位を意識し、状況の変化に対応するため、大所高所から廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善に取り組む。 ユウセン ジュンイ イシキ ギョウム ギョウム				③業務の見直し ギョウム ミナオ		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。 ギョウム ユウセン ジュンイ イシキ ハイシ フク ギョウム ミナオ ギョウム カイゼン スス				③業務の見直し ギョウム ミナオ		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。 ギョウム ユウセン ジュンイ イシキ ハイシ フク ギョウム ミナオ ギョウム カイゼン スス										②正確性 セイカク セイ		ミスや抜け落ちを生じさせないよう担当業務全体のチェックを行う。 ヌ オ				②正確性 セイカクセイ		ミスや抜け落ちが生じないよう作業のチェックを行う。

		組織統率		６　組織統率を行い、成果を挙げる。				組織統率		６　業務の進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げる。				組織統率・人材育成		６　業務の執行方針を徹底し、進捗管理を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。				部下の育成・活用		６　部下の指導、育成及び活用を行う。						③粘り強さ ネバ ヅヨ		困難な状況においても粘り強く仕事を進める。				③迅速な作業 ジンソク サギョウ		迅速な作業を行う。

				①体制整備 タイセイ セイビ		業務が効率的に執行できるよう、柔軟な働き方を推奨しながら体制を整える。				①体制整備 タイセイ セイビ		業務執行が円滑に行われるよう職員を配置し、柔軟な働き方を推奨しながら、必要に応じ所轄を超えた応援態勢を組む。				①体制整備 タイセイ セイビ		課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、ミスやトラブルが生じないよう適切に職員を配置し、必要に応じ応援態勢を組む。				①作業の割り振り サギョウ ワ フ		部下の一人ずつの仕事の状況や負荷を的確に把握し、適切に作業を割り振る。				④部下の育成		部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。　				④粘り強さ ネバ ヅヨ		失敗や困難にめげずに仕事を進める。

				②統率 トウソツ		組織全体の一体性を確保するため、的確な指示を行う。 ソシキ ゼンタイ イッタイセイ カクホ シジ オコナ				②意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより業務の進捗状況の把握を行い、適切に指示を出し完遂に導き、成果を挙げる。 ギョウム テキセツ ダ セイカ ア				②意思疎通と進捗管理 シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより部下の仕事の進捗状況を把握し、適切な指示を行う。				②部下の育成 ブカ イクセイ		部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。				　						　		　

				③意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより業務の進捗状況の把握を行い、適切に指示を出し完遂に導き、成果を挙げる。 ギョウム テキセツ ダ セイカ ア										③部下の成長支援 ブカ セイチョウ シエン		適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 タヨウ ケイケン キカイ テイキョウ セイチョウ シエン				　		　				　						　		　







研究系

		５．研究 ： 施設等機関等 ケンキュウ シセツナド キカン トウ

		総括研究官　（６項目及び行動・１４着眼点） ソウカツ ケンキュウ カン コウモク オヨ コウドウ						部長　（６項目及び行動・15着眼点） ブチョウ コウモク オヨ コウドウ						室長　（６項目及び行動・１５着眼点） シツチョウ コウモク オヨ コウドウ						主任研究官　（６項目及び行動・１３着眼点） シュニン ケンキュウ カン オヨ コウドウ						研究官　（５項目及び行動・１１着眼点） ケンキュウ カン オヨ コウドウ						研究補助員　（４項目及び行動・９着眼点） ケンキュウ ホジョ イン オヨ コウドウ

		倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、研究部門の重要課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、担当分野の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 コクミン ゼンタイ ホウシシャ ショカン ギョウム カダイ セキニン モ ト ク フクム キリツ ジュンシュ コウセイ ショクム スイコウ				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 コクミン ゼンタイ ホウシシャ セキニン モ カダイ ト ク フクム キリツ ジュンシュ コウセイ ショクム スイコウ				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、研究部門の重要課題に責任を持って取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、担当分野の課題に責任を持って取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、責任を持って課題に取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。 ギョウム				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。 ギョウム

				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ

		構想 コウソウ		２　本府省等の方針及び行政ニーズを踏まえ、研究部門の業務運営の基本的な方針を示す。				構想 コウソウ		２　本府省等の方針及び行政ニーズを踏まえ、重点的に取り組むべき研究課題を示す。				企画・立案 キカク リツアン		２　組織方針に基づき、取り組むべき研究に関する企画・立案を行う。				方策・計画の立案、研究の実施		２　組織や上司の方針に基づいて、具体的な方策・計画を立案するとともに、自ら業務の中核を担う。				知識・技術、情報収集 チシキ ギジュツ ジョウホウ シュウシュウ		２　担当業務に必要な専門的知識・技術を習得するとともに、業務に関係する情報を収集・整理する。 タントウ ギョウム ヒツヨウ センモンテキ チシキ ギジュツ シュウトク ギョウム カンケイ ジョウホウ シュウシュウ セイリ				知識・技術、情報収集 チシキ ギジュツ ジョウホウ シュウシュウ		２　業務に必要な知識・技術を習得するとともに、業務に関係する情報を収集・整理する。 ギョウム カンケイ ジョウホウ シュウシュウ セイリ

				①行政ニーズの把握 ギョウセイ ハアク		行政ニーズや事案における課題を的確に把握する。 ギョウ				①行政ニーズの把握 ギョウセイ ハアク		行政ニーズや事案における課題を的確に把握する。 ギョウ				①ニーズの把握 ハアク		業務に求められるニーズを的確に把握し、組織（部門）としての方針に反映させる。 ギョウム モト テキカク ハアク ソシキ ブモン ホウシン ハンエイ				①方策・計画の立案 ホウサク ケイカク リツアン		組織や上司の方針に基づいて、具体的な方策・計画を立案する。				①知識・技術の向上 チシキ ギジュツ コウジョウ		自助努力により知識や技術を向上させ、業務上発揮する。				①知識・技術の向上 チシキ ギジュツ コウジョウ		業務を通じ、知識・技術を向上させる。

				②基本方針・成果の明示 キホン ホウシン セイカ メイジ		本府省等から示された方針を受け、課題を踏まえ、新たな取組への挑戦も含め、機関としての基本的な方針や達成すべき成果を具体的に示し、部下に理解させる。 ホン フショウ トウ シメ ホウシン ウ カダイ フ アラ トリクミ チョウセン フク キカン タッセイ セイカ グタイテキ シメ ブカ リカイ				②基本方針・成果の明示 キホン ホウシン セイカ メイジ		本府省等から示された方針を受け、課題を踏まえ、新たな取組への挑戦も含め、研究課題の基本的な方針や達成すべき成果を具体的に示し、部下に理解させる。 アラ トリクミ チョウセン フク ケンキュウ カダイ タッセイ セイカ グタイ テキ ブカ リカイ				②企画・立案 キカク リツアン		組織方針を基に、新たな取組への挑戦も含め、研究に関する企画立案を行う。　				②研究の実施 ケンキュウ ジッシ		研究計画に基づき、中心となって研究を実施する。 ケンキュウ ケイカク モト チュウシン ケンキュウ ジッシ				②情報収集 ジョウホウ シュウシュウ		業務に関係する情報を収集・整理する。				②情報収集 ジョウホウ シュウシュウ		業務に関係する情報を収集・整理する。　

		知識・技術・統括・説明 チシキ ギジュツ トウカツ セツメイ		３　高度な専門的知識・技術や豊富な経験に基づき、広範囲にわたる研究を統括し、合理的な分析・解釈及び論理的な説明を行う。				知識・技術・説明 チシキ ギジュツ セツメイ		３　高度な専門的知識・技術や豊富な経験に基づき、困難な研究に関し合理的な分析・解釈及び論理的な説明を行う。				知識・技術・説明 チシキ ギジュツ セツメイ		３　高度な専門的知識・技術及び経験に基づき、所管する研究に関し合理的な分析・解釈及び論理的な説明を行う。				知識・技術・説明 チシキ ギジュツ セツメイ		３　専門的知識・技術に基づき、担当する研究に関し合理的な分析・解釈及び論理的な説明を行う。				解釈・説明 カイシャク セツメイ		３　情報及びデータを合理的に分析・解釈するとともに、分かりやすい説明を行う。				コミュニケーション		３　上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。

				①高度な知識・技術 コウド チシキ ギジュツ		高度な専門的知識・技術や豊富な経験を有し、困難な研究事案や特殊事例にも対応する。 コンナン ケンキュウ ジアン トクシュ ジレイ タイオウ				①高度な知識・技術 コウド チシキ ギジュツ		高度な専門的知識・技術や豊富な経験を有し、困難な研究事案や特殊事例にも対応する。 ケンキュウ				①高度な知識・技術 コウド チシキ ギジュツ		高度な専門的知識・技術及び経験を有し、所管する研究事案に対応する。 ショカン ケンキュウ				①知識・技術 チシキ ギジュツ		専門的知識・技術を有し、担当する研究を行う。 タントウ ケンキュウ オコナ				①データの解釈 カイシャク		情報やデータを合理的に分析・解釈する。 ジョウホウ ゴウリテキ ブンセキ カイシャク				①指示・指導の理解 シジ シドウ リカイ		上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。

				②分析 ブンセキ		広範囲にわたる研究を統括し、合理的な分析・解釈を行う。 コウハンイ ケンキュウ トウカツ ゴウリテキ ブンセキ カイシャク オコナ				②分析 ブンセキ		困難な研究に関し合理的な分析・解釈を行う。　 コンナン オコナ				②分析 ブンセキ		所管する研究に関し合理的な分析・解釈を行う。　 ショカン オコナ				②分析 ブンセキ		担当する研究に関し合理的な分析・解釈を行う。　 オコナ				②説明 セツメイ		ポイントを整理し、筋道を立てて分かりやすく説明する。				②情報の伝達 ジョウホウ デンタツ		情報を正確に伝達する。

				③説明 セツメイ		ポイントを明確にすることにより、論理的な説明を行う。 メイカク ロンリテキ セツメイ オコナ				③説明 セツメイ		ポイントを明確にすることにより、論理的な説明を行う。 メイカク ロンリテキ セツメイ オコナ				③説明 セツメイ		ポイントを明確にすることにより、論理的な説明を行う。 メイカク ロンリテキ セツメイ オコナ				③説明 セツメイ		ポイントを明確にすることにより、論理的な説明を行う。 メイカク ロンリテキ セツメイ オコナ				　		　				　		　

		調整 チョウセイ		４　対外的に研究部門を代表し、調整を行い、合意を形成する。				調整 チョウセイ		４　円滑に業務が遂行できるよう関係者と調整を行い、合意を形成する。				調整 チョウセイ		４　円滑に業務が遂行できるよう関係者と調整を行い、合意を形成する。				調整 チョウセイ		４　円滑に業務が遂行できるよう関係者と調整を行う。				協調性 キョウチョウセイ		４　上司・部下等と協力的な関係を構築する。				　		　

				①信頼関係の構築		円滑な合意形成に資するよう、日頃から対外的な信頼関係を構築する。				①信頼関係の構築		関係機関・関係団体との信頼関係を構築する。				①信頼関係の構築		関係機関・関係団体との信頼関係を構築する。				①円滑な調整 エンカツ チョウセイ		関係機関・部署との調整を円滑に行う。				①部内のコミュニケーション ブナイ		上司・部下や関係部署と円滑なコミュニケーションを行う。				　		　

				②折衝・調整		組織方針を実現できるよう関係者と折衝・調整を行う。				②調整 チョウセイ		円滑に業務が遂行できるよう関係者と調整を行う。				②調整 チョウセイ		円滑に業務が遂行できるよう関係者と調整を行う。				②関係者との連携 カンケイシャ レンケイ		関係者・関係団体との関係を構築し、連携して業務に取り組む。				②関係者との連携 カンケイシャ レンケイ		関係者・関係団体との関係を構築し、連携して業務に取り組む。				　		　

		業務運営		５　不断の業務見直しに率先して取り組む。				業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。				業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス				業務遂行 スイコウ		５　段取りや手順を整え、効率的に業務を進める。				業務遂行 スイコウ		５　計画的に業務を進め、確実に業務を遂行する。				業務遂行 ギョウム スイコウ		４　意欲的に業務に取り組む。

				①先見性 センケンセイ		先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼす影響を予測して対策を想定するなど、先を読みながらものごとを進める。				①トラブル対応		問題やトラブルが起こった場合の早期対応を適切に行う。				①トラブル対応		問題やトラブルが起こった場合の早期対応を適切に行う。				①段取り		業務の展開を見通し、前もって段取りや手順を整えて仕事を進める。				①計画性 ケイカクセイ		最終期限を意識して計画的に業務を進める。 サイシュウ キゲン イシキ ケイカクテキ ギョウム スス				①積極性 セッキョクセイ		自分の仕事の範囲を限定することなく、未経験の業務に積極的に取り組む。

				②効率的な業務運営		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ効率的に業務を進めるとともに、作業の取捨選択や担当業務のやり方の見直しなど業務の改善に取り組む。 コウリツ テキ ギョウム スス				②効率的な業務運営		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②効率的な業務運営		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②効率的な業務運営 コウリツテキ ギョウム ウンエイ		業務の目的と求められる成果水準を踏まえ、時間や労力の面から効率的に業務を進める。				②正確性 セイカクセイ		ミスを生じさせないよう担当業務全体をチェックする。 ショウ タントウ ギョウム ゼンタイ				②粘り強さ ネバ ヅヨ		失敗や困難にめげずに仕事を進める。

										③業務の見直し ギョウム ミナオ		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。 ギョウム ユウセン ジュンイ イシキ ハイシ フク ギョウム ミナオ ギョウム カイゼン スス				③業務の見直し ギョウム ミナオ		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。 ギョウム ユウセン ジュンイ イシキ ハイシ フク ギョウム ミナオ ギョウム カイゼン スス										③粘り強さ ネバ ヅヨ		粘り強く仕事を進める。				③正確さ		正確に業務を行う。

		組織統率		６　指導力を発揮し、研究部門の統率を行い、成果を挙げる。				組織統率・人材育成 ザイ		６　組織の業務運営に関し、的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。				組織統率・人材育成 ザイ		６　適切に業務を配分した上、進捗管理を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。				部下等の指導 トウ シドウ		６　部下等の指導を行う。

				①体制整備 タイセイ セイビ		部門全体の業務が効率的に執行できるよう、柔軟な働き方を推奨しながら体制を整える。				①業務の割当て ギョウム ワリア		課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、組織の中で適切に業務を割り当てる。 カダイ ジョウキョウ ジュウナン ハタラ カタ スイショウ ワ ア				①業務の割当て ギョウム ワリア		課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、組織の中で適切に業務を割り当てる。 カダイ ジョウキョウ ジュウナン ハタラ カタ スイショウ ワ ア				①業務配分 ギョウム ハイブン		職員の配置・作業の割り振りを行う。				　						　		　

				②統率　 トウソツ		部門全体の一体性を確保するため、適切な指示を行う。 ブモン ゼンタイ イッタイセイ カクホ テキセツ シジ オコナ				②意思疎通と進捗管理 シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより部下の業務の進捗管理をする。				②意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより部下の業務の進捗管理をする。				②指導・育成 シドウ イクセイ		部下等を指導・育成する。 トウ				　						　		　

				③意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより部門全体の業務の進捗状況の把握を行い、適切に指示を出し完遂に導き、成果を挙げる。				③部下の成長支援 ブカ セイチョウ シエン		適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 タヨウ ケイケン キカイ テイキョウ セイチョウ シエン				③部下の成長支援 ブカ セイチョウ シエン		適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 タヨウ ケイケン キカイ テイキョウ セイチョウ シエン				　		　				　		　				　		　







教育系

		６．研修・教育： 施設等機関等 ケンシュウ キョウイク シセツナド キカン トウ

		部長　（６項目及び行動・１6着眼点） ブチョウ コウモク オヨ コウドウ						教授　（６項目及び行動・１6着眼点） キョウジュ コウモク オヨ コウドウ								教官　（４項目及び行動・９着眼点） キョウカン コウモク オヨ コウドウ						教育補助員　（４項目及び行動・８着眼点） キョウイク ホジョイン コウモク オヨ コウドウ

		倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、担当分野の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。						倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 ギョウム				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 ギョウム

				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、担当分野の課題に責任を持って取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組む。						①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。 ギョウム				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、担当業務の課題に責任を持って取り組む。

				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ						②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ

		講義・指導、企画・立案 コウギ シドウ キカク リツアン		２　担当科目の講義・指導に必要な知識・技術及び豊富な経験に基づき、講義計画を立案し、適切に講義・指導を行うとともに、本府省等の方針及び業務に対するニーズを踏まえ、研修・教育カリキュラムを編成する。				講義・指導、企画・立案 コウギ シドウ キカク リツアン		２　担当科目の講義・指導に必要な知識・技術及び経験に基づき、講義計画を立案し、適切に講義・指導を行うとともに、研修・教育カリキュラムを立案する。 タントウ カモク コウギ シドウ ヒツヨウ チシキ ギジュツ オヨ ケイケン モト コウギ ケイカク リツアン テキセツ コウギ シドウ オコナ ケンシュウ キョウイク リツアン						講義・指導 コウギ シドウ		２　担当科目の講義・指導に必要な知識・技術に基づき、講義計画を立案し、適切に講義・指導を行う。 タントウ カモク コウギ シドウ ヒツヨウ チシキ ギジュツ モト コウギ ケイカク リツアン テキセツ コウギ シドウ オコナ				講義・指導 コウギ シドウ		２　担当業務に必要な知識・技術を習得し、教官を助け、適切に講義・指導を行う。 タントウ ギョウム ヒツヨウ チシキ ギジュツ シュウトク キョウカン タス テキセツ コウギ シドウ オコナ

				①知識・情報収集 チシキ ジョウホウ シュウシュウ		業務に関連する知識の習得・情報収集を幅広く行う。 ギョウム カンレン チシキ シュウトク ジョウホウ シュウシュウ ハバヒロ オコナ				①知識・情報収集 チシキ ジョウホウ シュウシュウ		業務に関連する知識の習得・情報収集を幅広く行う。 ギョウム カンレン チシキ シュウトク ジョウホウ シュウシュウ ハバヒロ オコナ						①知識・技術の向上 チシキ ギジュツ コウジョウ		担当科目にかかる知識や技術を向上させる。 タントウ カモク チシキ ギジュツ コウジョウ				①知識・技術の向上 チシキ ギジュツ コウジョウ		担当科目にかかる知識や技術を習得する。 タントウ カモク チシキ ギジュツ シュウトク

				②講義・指導 コウギ シドウ		知識・技術及び豊富な経験に基づき講義計画を立案し、適切に講義・指導を行う。				②講義計画の策定 コウギ ケイカク サクテイ		知識・技術及び経験に基づき担当科目にかかる講義計画を適切に策定する。 タントウ カモク コウギ ケイカク テキセツ サクテイ						②講義計画の策定 コウギ ケイカク サクテイ		知識・技術に基づき担当科目にかかる講義計画を適切に策定する。 タントウ カモク コウギ ケイカク テキセツ サクテイ				②講義・指導の実施 コウギ シドウ ジッシ		教官を助け、受講者が知識・技術を習得できるよう、適切に講義・指導を行う。 キョウカン タス ジュコウシャ チシキ ギジュツ シュウトク テキセツ コウギ シドウ オコナ

				③ニーズの反映 ハンエイ		業務に求められるニーズを的確に把握し、組織（部門）としての方針に反映させる。				③講義・指導の実施 コウギ シドウ ジッシ		受講者が知識・技術を習得できるよう、適切に講義・指導を行う。 ジュコウシャ チシキ ギジュツ シュウトク テキセツ コウギ シドウ オコナ						③講義・指導の実施 コウギ シドウ ジッシ		受講者が知識・技術を習得できるよう、適切に講義・指導を行う。 ジュコウシャ チシキ ギジュツ シュウトク テキセツ コウギ シドウ オコナ				　		　

				④企画・立案 キカク リツアン		部門全体の研修・教育カリキュラムを適切に策定する。 ケンシュウ キョウイク				④企画・立案 キカク リツアン		研修・教育カリキュラムを適切に策定する。						　		　				　		　

		判断 ハンダン		３　担当分野の責任者として、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　所管する事案について、適切な判断を行う。

				①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。

				②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。				②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。

		調整 チョウセイ		４　円滑に業務が遂行できるよう関係者と調整を行い、合意を形成する。 エンカツ ギョウム スイコウ カンケイシャ チョウセイ オコナ ゴウイ ケイセイ				調整 チョウセイ		４　円滑に業務が遂行できるよう関係者と調整を行う。 エンカツ ギョウム スイコウ カンケイシャ チョウセイ オコナ						コミュニケーション		３　上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。				コミュニケーション		３　上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。

				①信頼関係の構築		関係機関・関係団体との信頼関係を構築する。				①部内のコミュニケーション ブナイ		上司・部下や関係部署と円滑なコミュニケーションを行う。 ジョウシ ブカ カンケイ ブショ エンカツ オコナ						①協調性 キョウチョウセイ		上司・部下や他部局等の担当者と協力的な関係を構築する。				①指示・指導の理解 シジ シドウ リカイ		上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。

				②折衝・調整 セッショウ チョウセイ		円滑に業務が遂行できるよう関係者と折衝・調整を行う。				②信頼関係 シンライ カンケイ		受講者をよく掌握し、信頼関係を構築する。 ジュコウシャ ショウアク シンライ カンケイ コウチク						②説明 セツメイ		ポイントを整理し、筋道を立てて分かりやすく説明する。				②情報の伝達 ジョウホウ デンタツ		情報を正確に伝達する。

										③調整 チョウセイ		円滑に業務が遂行できるよう関係者と調整を行う。						　		　				　		　

		業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス				業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス						業務遂行 スイコウ		４　段取りや手順を整え、効率的に業務を進める。 ダンド テジュン トトノ コウリツテキ ギョウム スス				業務遂行 ギョウム スイコウ		４　意欲的に業務に取り組む。

				①トラブル対応		問題やトラブルが起こった場合の早期対応を適切に行う。				①トラブル対応		問題やトラブルが起こった場合の早期対応を適切に行う。						①効率的な業務運営		効率的に業務を進める。				①積極性 セッキョクセイ		自分の仕事の範囲を限定することなく、未経験の業務に積極的に取り組む。

				②効率的な業務運営		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②効率的な業務運営		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ						②段取り ダンド		業務の展開を見通し、前もって段取りや手順を整えて仕事を進める。				②粘り強さ ネバ ヅヨ		失敗や困難にめげずに仕事を進める。

				③業務の見直し ギョウム ミナオ		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。 ギョウム ユウセン ジュンイ イシキ ハイシ フク ギョウム ミナオ ギョウム カイゼン スス				③業務の見直し ギョウム ミナオ		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。 ギョウム ユウセン ジュンイ イシキ ハイシ フク ギョウム ミナオ ギョウム カイゼン スス

		組織統率・人材育成 ザイ		６　適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。				部下の育成・活用		６　部下の指導、育成及び活用を行う。

				①体制整備 タイセイ セイビ		円滑に業務遂行ができるよう、柔軟な働き方を推奨しながら体制を整える。				①作業の割り振り サギョウ ワ フ		課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、部下の一人ずつの仕事の状況や負荷を的確に把握し、適切に作業を割り振る。

				②意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより部下の業務の進捗管理をする。				②部下の育成 ブカ イクセイ		部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。

				③部下の成長支援 ブカ セイチョウ シエン		適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 テキセツ タヨウ ケイケン キカイ テイキョウ セイチョウ シエン				　		　







医療系

		７．医療 ： 行政機関（矯正収容施設を除く） イリョウ ギョウセイ キカン キョウセイ シュウヨウ シセツ ノゾ

		部長　（６項目及び行動・１３着眼点） ブチョウ コウモク オヨ コウドウ						課長　（５項目及び行動・１１着眼点） カチョウ オヨ コウドウ								医長　（５項目及び行動・１１着眼点） イチョウ オヨ コウドウ						医師　（４項目及び行動・１０着眼点） イシ オヨ コウドウ

		倫理 リンリ		１　医師としての責任を自覚しつつ、高い倫理感を有し、部の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、国民全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　医師としての責任を自覚しつつ、所管する業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、国民全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。 イシ セキニン ジカク ショカン ギョウム カダイ セキニン モ ト ク フクム キリツ ジュンシュ コクミン ゼンタイ ホウシシャ コウセイ ショクム スイコウ						倫理 リンリ		１　医師としての責任を自覚しつつ業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、国民全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　医師としての責任を自覚しつつ業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、国民全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。

				①責任感 セキニン カン		医師としての責任を自覚しつつ、高い倫理感を有し、部の課題に責任を持って取り組む。				①責任感 セキニン カン		医師としての責任を自覚しつつ、所管する業務の課題に責任を持って取り組む。						①責任感 セキニン カン		医師としての責任を自覚しつつ業務に取り組む。				①責任感 セキニン カン		医師としての責任を自覚しつつ業務に取り組む。

				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、国民全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ コクミン ゼンタイ ホウシシャ コウセイ ショクム スイコウ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、国民全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ コクミン ゼンタイ ホウシシャ コウセイ ショクム スイコウ						②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、国民全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ コクミン ゼンタイ ホウシシャ コウセイ ショクム スイコウ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、国民全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。

		構想 コウソウ		２　本省等の方針に基づき、業務に対するニーズを踏まえ、業務運営の方針を示す。				　		　						　		　				　		　

				①行政ニーズの把握		行政ニーズや事案における課題を的確に把握する。				　		　						　		　				　		　

				②基本方針・成果の明示 キホン ホウシン セイカ メイジ		本省等から示された方針を受け、課題を踏まえ、新たな取組への挑戦も含め、機関としての基本的な方針や達成すべき成果を具体的に示し、部下に理解させる。 アラ トリクミ チョウセン フク キカン タッセイ セイカ グタイ テキ ブカ リカイ				　		　						　		　				　		　

		知識・技術・診療 チシキ ギジュツ シンリョウ		３　高度な医学的知識・技術及び豊富な経験に基づき、困難な症例について、適切な診療を行う。				知識・技術・診療 チシキ ギジュツ シンリョウ		２　高度な医学的知識・技術及び経験に基づき、困難な症例について、適切な診療を行う。						知識・技術・診療 チシキ ギジュツ シンリョウ		２　医学的知識・技術及び経験に基づき、困難な症例について、適切な診療を行う。				知識・技術・診療 チシキ ギジュツ シンリョウ		２　医学的知識・技術に基づき、適切な診療を行う。

				①的確な診断 テキカク シンダン		高度な医学的知識・技術及び豊富な経験に基づき、困難な症例について的確な診断を行う。 テキカク シンダン オコナ				①的確な診断 テキカク シンダン		高度な医学的知識・技術及び経験に基づき、困難な症例について的確な診断を行う。						①適切な診断 テキセツ シンダン		医学的知識・技術及び経験に基づき、困難な症例について、適切な診断を行う。 シンダン オコナ				①適切な診断 テキセツ シンダン		医学的知識・技術に基づき、適切な診断を行う。 シンダン オコナ

				②適切な診療 シンリョウ		困難な症例について、診断結果に基づき適切な治療を行う。　 コンナン ショウレイ シンダン ケッカ モト テキセツ チリョウ オコナ				②適切な治療 チリョウ		困難な症例について、診断結果に基づき適切な治療を行う。　						②適切な治療 チリョウ		困難な症例について、診断結果に基づき適切な治療を行う。				②適切な治療 チリョウ		診断結果に基づき適切な治療を行う。

				　		　				　		　						③知識・技術の向上 チシキ ギジュツ コウジョウ		自助努力により知識や技術を向上させ、業務上発揮する。				③知識・技術の向上 チシキ ギジュツ コウジョウ		自助努力により知識や技術を向上させ、業務上発揮する。

		判断 ハンダン		４　部の責任者として、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　所管する事案について、適切な判断を行う。 ショカン ジアン テキセツ ハンダン オコナ						信頼関係の構築 シンライ カンケイ コウチク		３　上司・部下・関係部署等との信頼関係を構築する。				協調性 キョウチョウセイ		３　上司・同僚等と協力的な関係を構築する。

				①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。						①協調性 キョウチョウセイ		上司・部下や他部局等の担当者と協力的な関係を構築する。				①協調性 キョウチョウセイ		上司・部下や他部局等の担当者と協力的な関係を構築する。

				②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。				②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。						②説明 セツメイ		ポイントを整理し、筋道を立てて分かりやすく説明する。				②説明 セツメイ		ポイントを整理し、筋道を立てて分かりやすく説明する。

																		　		　				③上司への報告		問題が生じたときには速やかに上司に報告をする。

		調整 チョウセイ		５　円滑に診療業務を遂行できるよう関係者と調整を行い、合意を形成する。 エンカツ シンリョウ ギョウム スイコウ カンケイシャ チョウセイ オコナ ゴウイ ケイセイ				調整 チョウセイ		４　円滑に診療業務を遂行できるよう関係者と調整を行い、合意を形成する。						患者等への説明・指導		４　患者やその家族等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとり、分かりやすい説明・指導を行う。 カンジャ カゾクナド エンカツ テキセツ ワ セツメイ シドウ オコナ				患者等への説明・指導 カンジャトウ セツメイ シドウ		４　患者やその家族等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとり、分かりやすい説明・指導を行う。

				①信頼関係の構築		関係する組織の担当者と信頼関係を構築する。 カンケイ ソシキ タントウシャ				①信頼関係の構築		関係する組織の担当者と信頼関係を構築する。 カンケイ ソシキ タントウシャ						①役割認識 ヤクワリ ニンシキ		患者やその家族と円滑なコミュニケーションを行う。 カンジャ カゾク				①役割認識 ヤクワリ ニンシキ		患者やその家族と円滑なコミュニケーションを行う。 カンジャ カゾク

				②調整		円滑な診療が行えるよう関係者と調整を行う。 エンカツ シンリョウ オコナ				②調整		円滑な診療が行えるよう関係者と調整を行う。 エンカツ シンリョウ オコナ						②説明・指導 セツメイ シドウ		説明する相手方に対応した理解しやすい説明・指導を適切に行う。 セツメイ アイテ タイオウ リカイ				②説明・指導 セツメイ シドウ		説明する相手方に対応した理解しやすい説明・指導を適切に行う。

		組織統率		６　医療業務の運営に関し、的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。				組織統率・人材育成		５　適切に業務を配分した上、業務の実施状況を管理し、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。						部下の育成・活用 ブカ イクセイ カツヨウ		５　部下の指導、育成及び活用を行う。

				①体制整備 タイセイ セイビ		部全体の業務が効率的に執行できるよう、柔軟な働き方を推奨しながら体制を整える。				①業務の割当て ギョウム ワリア		課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、組織の中で適切に業務を割り当てる。 カダイ ジョウキョウ ジュウナン ハタラ カタ スイショウ ワ ア						①業務配分 ギョウム ハイブン		部下の配置、作業の割り振りを行う。 ハイチ サギョウ ワ フ オコナ

				②意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより部の業務の進捗状況の把握を行い、適切に指示を出し完遂に導き、成果を挙げる。 ブ ギョウム テキセツ ダ セイカ ア				②意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより部下の業務の進捗管理をする。						②部下の育成 ブカ イクセイ		部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。

				③部下の成長支援 ブカ セイチョウ シエン		適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 テキセツ タヨウ ケイケン キカイ テイキョウ セイチョウ シエン				③部下の成長支援 ブカ セイチョウ シエン		適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 タヨウ ケイケン キカイ テイキョウ セイチョウ シエン						　		　











技能労務系

		８．技能・労務： 行政機関

		職長　（４項目及び行動・１１着眼点） ショクチョウ コウモク オヨ コウドウ						係員　（４項目及び行動・１０着眼点） カカリイン オヨ コウドウ

		倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 ギョウム				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

				①責任感　		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。				①責任感 セキニンカン		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。

				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ

										　		　

		知識・技能・業務遂行 チシキ ギノウ ギョウム スイコウ		２　担当業務についての知識・技能及び経験に基づき、的確に業務を遂行する。 タントウ ギョウム ギノウ オヨ ケイケン モト テキカク ギョウム スイコウ				知識・技能 チシキ ギノウ		２　業務に必要な知識・技能を習得する。 ギョウム ヒツヨウ チシキ ギノウ シュウトク

				①高度な知識・技能 コウド チシキ ギノウ		高いレベルの知識・技能や経験を有し、困難な事案や特殊事例にも対応する。 ギノウ				①知識・技能の向上 チシキ ギノウ コウジョウ		業務を通じ、知識・技能を向上させる。 ギノウ

				②課題把握 カダイ ハアク		課題を的確に把握し、業務上の判断に反映する。 カダイ テキカク ハアク ギョウムジョウ ハンダン ハンエイ				②情報収集 ジョウホウ シュウシュウ		業務に関係する情報を収集・整理する。 ギョウム カンケイ ジョウホウ シュウシュウ セイリ



		協調性 キョウチョウ セイ		３　部下等と協力的な関係を構築する。 ブカトウ キョウリョクテキ カンケイ コウチク				コミュニケーション		３　上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。 ジョウシ ドウリョウトウ エンカツ テキセツ

				①円滑な調整 エンカツ チョウセイ		部下や関係者と円滑なコミュニケーションを行う。 ブカ カンケイシャ エンカツ オコナ				①指示・指導の理解 シジ シドウ リカイ		上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。 ジョウシ シュウイ シジ シドウ タダ リカイ

				②誠実な対応 セイジツ タイオウ		相手に対し誠実な対応をする。 アイテ タイ セイジツ タイオウ				②誠実な対応 セイジツ タイオウ		相手に対し誠実な対応をする。 アイテ タイ セイジツ タイオウ



		業務管理		４　適切に作業の割り振りを行い、効率的に業務を進めるとともに、部下等に対する指導又は関係者との適切な連絡調整を行う。 テキセツ サギョウ ワ フ オコナ コウリツテキ ギョウム スス ブカ トウ タイ シドウ マタ カンケイシャ テキセツ レンラク チョウセイ オコナ				業務遂行 スイコウ		４　意欲的に業務に取り組む。 イヨクテキ ギョウム ト ク

				①段取り ダンド		業務の展開を見通し、前もって段取りや手順を整えて仕事を進める。				①正確さ セイカク		正確に業務を行う。

				②業務改善 ギョウム カイゼン		効率的な業務執行を行う。 コウリツテキ ギョウム シッコウ オコナ				②迅速さ ジンソク		迅速に業務を行う。 オコナ

				③正確・迅速 セイカク ジンソク		正確・迅速に業務を行う。 セイカク ジンソク ギョウム オコナ				③期限遵守 キゲン ジュンシュ		指示され又は定められた期限を遵守する。 シジ マタ サダ キゲン ジュンシュ

				④業務配分 ギョウム ハイブン		職員等の配置・作業の割り振りを行う。 トウ				④積極性 セッキョクセイ		自分の仕事の範囲に限定することなく、未経験の業務に積極的に取り組む。 ジブン シゴト ハンイ ゲンテイ ミケイケン ギョウム セッキョクテキ ト ク

				⑤指導・育成 シドウ イクセイ		部下を指導・育成する。











①責任感
国民全体の奉仕者として、責任を持って業務
に取り組む。

①責任感
国民全体の奉仕者として、責任を持って業務
に取り組む。

②公正性 服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 ②公正性 服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

①知識・情報収集
担当業務における専門的知識・技術の習得・
情報収集を行う。

①情報の整理 情報や資料を分かりやすく分類・整理する。

②問題点の把握
新しい課題に対して問題点を的確に把握す
る。

②知識習得 業務に必要な知識を身に付ける。

③対応策の検討 問題の原因を探求して、対応策を考える。

①協調性
上司・部下や他部局等の担当者と協力的な関
係を構築する。

①指示・指導の理解 上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。

②指示・指導の理解 上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。 ②情報の伝達 情報を正確に伝達する。

　 　 ③誠実な対応 相手に対し誠実な対応をする。

④上司への報告
問題が生じたときには速やかに上司に報告を
する。

①説明
ポイントを整理し、筋道を立てて分かりやす
く説明する。

　 　

②相手の話の理解
相手の意見・要望等を正しく理解して説明を
行う。

　 　

　 　 　 　

４　担当する事案について分かりやすい説明を行う。

説
明

係員 （４項目及び行動・１２着眼点）

１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、
公正に職務を遂行する。

知
識
・
技
術

２　業務に必要な知識・技術を習得する。

３　上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。

倫
理

コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー

シ
ョ

ン

係長 （５項目及び行動・１３着眼点）

倫
理

協
調
性

３　上司・部下等と協力的な関係を構築する。

２　担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、問題点を的確に把握し、課題に対応す
る。

１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、
公正に職務を遂行する。

課
題
対
応

①計画性
最終期限を意識し、進捗状況を部下や同僚と
共有しながら計画的に業務を進める。

①積極性
自分の仕事の範囲を限定することなく、未経
験の業務に積極的に取り組む。

②正確性
ミスや抜け落ちを生じさせないよう担当業務
全体のチェックを行う。

②正確性
ミスや抜け落ちが生じないよう作業のチェッ
クを行う。

③粘り強さ
困難な状況においても粘り強く仕事を進め
る。

③迅速な作業 迅速な作業を行う。

④部下の育成
部下の育成のため、的確な指示やアドバイス
を与え、問題があるときは適切に指導する。

④粘り強さ 失敗や困難にめげずに仕事を進める。

４　意欲的に業務に取り組む。

業
務
遂
行

５　計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行する。

業
務
遂
行

９


一般職（本府省）

				１．一般行政 ： 本省内部部局等 イッパン ギョウセイ ホンショウ ナイブ ブキョク ナド

				課長 （６項目及び行動・１６着眼点） カチョウ コウモク オヨ コウドウ チャクガンテン						室長 （６項目及び行動・１７着眼点） シツチョウ コウモク オヨ						課長補佐 （６項目及び行動・１５着眼点） カチョウ ホサ オヨ						係長 （５項目及び行動・１３着眼点） カカリ チョウ オヨ						係員 （４項目及び行動・１２着眼点） カカリイン オヨ

				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 カン				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、担当業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 コクミン ゼンタイ ホウシシャ タントウ ギョウム ダイ イッセン セキニン モ カダイ ト ク フクム キリツ ジュンシュ コウセイ ショクム スイコウ				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

						①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課の課題に責任を持って取り組む。 タカ リンリ カン ユウ カ				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、担当業務の課題に責任を持って取り組む。 タントウ ギョウム				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組む。 カダイ				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。 ギョウム				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。 ギョウム

						②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ

				構想 コウソウ		２　所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、国民の視点に立って、行政課題に対応するための方針を示す。				企画・立案 キカク リツアン		２　組織方針に基づき、行政ニーズを踏まえ、課題を的確に把握し、施策の企画・立案を行う。				企画・立案、事務事業の実施 キカク リツアン ジム ジギョウ ジッシ		２　組織や上司の方針に基づいて、施策の企画・立案や事務事業の実施の実務の中核を担う。 ジツ ツトム				課題対応 カダイ タイオウ		２　担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、問題点を的確に把握し、課題に対応する。				知識・技術 チシキ ギジュツ		２　業務に必要な知識・技術を習得する。

						①状況の構造的把握　		課内の情報の中枢として複雑な因果関係、錯綜した利害関係など業務とそれを取り巻く状況の全体像を的確に把握する。 カナイ ジョウホウ チュウスウ フクザツ インガ カンケイ サクソウ リガイ カンケイ ギョウム ト マ ジョウキョウ ゼンタイゾウ テキカク ハアク				①知識・情報収集		業務に関連する知識の習得・情報収集を幅広く行う。 ギョウム カンレン チシキ シュウトク ジョウホウ シュウシュウ ハバヒロ オコナ				①知識・情報収集		業務に関連する知識の習得・情報収集を幅広く行う。 ギョウム カンレン チシキ シュウトク ジョウホウ シュウシュウ ハバヒロ オコナ				①知識・情報収集		担当業務における専門的知識・技術の習得・情報収集を行う。 ギョウム テキ ギジュツ				①情報の整理		情報や資料を分かりやすく分類・整理する。

						②基本方針・成果の明示 キホン ホウシン セイカ メイジ		国家や国民の利益を第一に、国内外の変化を読み取り、新たな取組への挑戦も含め、課としての基本的な方針や達成すべき成果を具体的に示し、部下に理解させる。 コッカ コクミン リエキ ダイイチ コクナイガイ ヘンカ ヨ ト アラ トリクミ チョウセン フク カ キホンテキ ホウシン タッセイ セイカ グタイテキ シメ ブカ リカイ				②行政ニーズの反映 ギョウセイ ハンエイ		行政ニーズや事案における課題を的確に把握し、施策の企画立案や業務上の判断に反映する。				②事務事業の実施 ジム ジギョウ ジッシ		事案における課題を的確に把握し、実務担当者の中核となって、施策の企画・立案や事務事業の実施を行う。 ジツム タントウシャ チュウカク ジム ジギョウ ジッシ オコナ				②問題点の把握 モンダイテン ハアク		新しい課題に対して問題点を的確に把握する。				②知識習得		業務に必要な知識を身に付ける。

												③成果認識		成果のイメージを明確に持ち、新たな取組への挑戦も含め、複数の選択肢を吟味して最適な企画や方策を立案する。				③成果認識		成果のイメージを明確に持ち、複数の選択肢を吟味して最適な企画や方策を立案する。				③対応策の検討		問題の原因を探求して、対応策を考える。

				判断 ハンダン		３　課の責任者として、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　担当業務の責任者として、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　自ら処理すべき事案について、適切な判断を行う。				協調性 キョウチョウセイ		３　上司・部下等と協力的な関係を構築する。				コミュニケーション		３　上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。

						①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				①役割認識　		自ら処理すべきこと、上司の判断にゆだねることの仕分けなど、自分の果たすべき役割を的確に押さえながら業務に取り組む。				①協調性 キョウチョウセイ		上司・部下や他部局等の担当者と協力的な関係を構築する。				①指示・指導の理解 シジ シドウ リカイ		上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。

						②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。				②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。				②適切な判断 テキセツ ハンダン		担当する事案について適切な判断を行う。 タントウ ジアン テキセツ ハンダン オコナ				②指示・指導の理解 シジ シドウ リカイ		上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。 ジョウシ シュウイ シジ シドウ タダ リカイ				②情報の伝達 ジョウホウ デンタツ		情報を正確に伝達する。

						③リスク対応		状況の変化や問題が生じた場合の早期対応を適切に行う。				③リスク対応		状況の変化や問題が生じた場合の早期対応を適切に行う。				　		　				　		　				③誠実な対応 セイジツ タイオウ		相手に対し誠実な対応をする。 アイテ タイ セイジツ タイオウ

				説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成する。				説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　担当する事案について適切な説明を行うとともに、関係者と調整を行い、合意を形成する。				説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　担当する事案について論理的な説明を行うとともに、関係者と粘り強く調整を行う。				説明 セツメイ		４　担当する事案について分かりやすい説明を行う。 タントウ ジアン ワ セツメイ オコナ						④上司への報告		問題が生じたときには速やかに上司に報告をする。

						①信頼関係の構築		円滑な合意形成に資するよう、日頃から対外的な信頼関係を構築する。				①信頼関係の構築		他部局や他省庁のカウンターパートと信頼関係を構築する。				①信頼関係の構築		他部局や他省庁のカウンターパートと信頼関係を構築する。				①説明		ポイントを整理し、筋道を立てて分かりやすく説明する。				　		　

						②折衝・調整		組織方針を実現できるよう関係者と折衝・調整を行う。				②折衝・調整		組織方針を実現できるよう関係者と折衝・調整を行う。				②説明		論点やポイントを明確にすることにより、論理的で簡潔な説明をする。				②相手の話の理解 アイテ ハナシ リカイ		相手の意見・要望等を正しく理解して説明を行う。 アイテ イケン ヨウボウ トウ タダ リカイ セツメイ オコナ				　		　

						③適切な説明 テキセツ セツメイ		所管行政について適切な説明を行う。 ショカン ギョウセイ テキセツ セツメイ オコナ				③適切な説明 テキセツ セツメイ		担当する事案について適切な説明を行う。 タントウ ジアン テキセツ セツメイ オコナ				③交渉　		相手の意見を理解・尊重する一方、主張すべき点はぶれずに主張し、粘り強く対応する。 タイオウ				　		　				　		　

				業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス				業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス				業務遂行 スイコウ		５　段取りや手順を整え、効率的に業務を進める。 コウリツテキ				業務遂行 スイコウ		５　計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行する。				業務遂行 ギョウム スイコウ		４　意欲的に業務に取り組む。

						①先見性		先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼす影響を予測して対策を想定するなど、先を読みながらものごとを進める。				①先見性		先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼす影響を予測して対策を想定するなど、先を読みながらものごとを進める。				①段取り		業務の展開を見通し、前もって段取りや手順を整えて仕事を進める。				①計画性		最終期限を意識し、進捗状況を部下や同僚と共有しながら計画的に業務を進める。				①積極性		自分の仕事の範囲を限定することなく、未経験の業務に積極的に取り組む。

						②効率的な業務運営		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。				②効率的な業務運営		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。				②柔軟性		緊急時、見通しが変化した時などの状況に応じて、打つ手を柔軟に変える。				②正確性		ミスや抜け落ちを生じさせないよう担当業務全体のチェックを行う。				②正確性 セイカクセイ		ミスや抜け落ちが生じないよう作業のチェックを行う。

						③業務の見直し		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。				③業務の見直し		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。				③業務
改善		作業の取捨選択や担当業務のやり方の見直しなど業務の改善に取り組む。				③粘り強さ ネバ ヅヨ		困難な状況においても粘り強く仕事を進める。				③迅速な作業 ジンソク サギョウ		迅速な作業を行う。 ジンソク サギョウ オコナ

				組織統率・人材育成		６　適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。				組織統率・人材育成		６　適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。				部下の育成・活用		６　部下の指導、育成及び活用を行う。						④部下の育成		部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。				④粘り強さ ネバ ヅヨ		失敗や困難にめげずに仕事を進める。

						①業務の割当て		課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、組織の中で適切に業務を割り当てる。				①業務の割当て ギョウム ワリア		課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、組織の中で適切に業務を割り当てる。				①作業の割り振り サギョウ ワ フ		部下の一人ずつの仕事の状況や負荷を的確に把握し、適切に作業を割り振る。

						②意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより情報の共有や部下の仕事の進捗状況の把握を行い、的確な指示を行うことにより業務を完遂に導き、成果を挙げる。				②意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより情報の共有や部下の仕事の進捗状況の把握を行い、的確な指示を行うことにより業務を完遂に導き、成果を挙げる。				②部下の育成 ブカ イクセイ		部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。

						③部下の成長支援 ブカ セイチョウ シエン		適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。				③部下の成長支援 ブカ セイチョウ シエン		適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。

























一般職（管区単位機関）　

		２．一般行政 ： 部等設置広域管轄機関 イッパン ギョウセイ ブトウ セッチ コウイキ カンカツ キカン

		部長 （６項目及び行動・１６着眼点） ブチョウ コウモク オヨ コウドウ チャクガンテン						課長 （６項目及び行動・１５着眼点） カチョウ コウモク オヨ コウドウ チャクガンテン						課長補佐 （６項目及び行動・１３着眼点） カチョウ ホサ オヨ コウドウ						係長 （５項目及び行動・１２着眼点） カカリチョウ オヨ コウドウ						係員 （４項目及び行動・１２着眼点） カカリイン オヨ コウドウ

		倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、部の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 コクミン ゼンタイ ホウシシャ タントウ ギョウム ダイ イッセン セキニン モ カダイ ト ク フクム キリツ ジュンシュ コウセイ ショクム スイコウ				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、部の課題に責任を持って取り組む。				①責任感　		国民全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組む。				①責任感　		国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組む。 コクミン ゼンタイ ホウシシャ タントウ ギョウム ダイ イッセン セキニン モ カダイ ト ク				①責任感　		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。				①責任感 セキニンカン		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。

				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ コウセイ ショクム スイコウ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ

		構想 コウソウ		２　本府省等の方針に基づき、地域情勢を踏まえ、業務運営の方針を示す。				実施施策の立案 ジッシ シサク リツアン		２　組織方針に基づき、地域の行政ニーズを踏まえた実施施策を立案する。				方策・計画の立案、事務事業の実施 ホウサク ケイカク リツアン ジム ジギョウ ジッシ		２　組織や上司の方針に基づいて、具体的な方策・計画を立案し、又は事務事業を実施する。				課題対応 カダイ タイオウ		２　担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、課題に対応する。　　				知識・技術 チシキ ギジュツ		２　業務に必要な知識・技術を習得する。

				①状況の構造的把握　		部内の情報の中枢として複雑な因果関係、錯綜した利害関係など業務とそれを取り巻く状況の全体像を的確に把握する。 ブナイ ジョウホウ チュウスウ フクザツ				①行政ニーズの把握 ギョウセイ ハアク		地域の行政ニーズや事案における課題を的確に把握する。 チイキ				①知識・情報収集 チシキ ジョウホウ シュウシュウ		業務に関連する知識の習得・情報収集を幅広く行う。				①知識・情報収集 チシキ		担当業務における専門的知識・技術の習得・情報収集を行う。 ギョウム テキ ギジュツ ジョウホウ シュウシュウ				①情報の整理		情報や資料を分かりやすく分類・整理する。

				②基本方針・成果の明示 キホン ホウシン セイカ メイジ		本省から示された方針を受け、地域課題を踏まえ、新たな取組への挑戦も含め、部としての基本的な方針や達成すべき成果を具体的に示し、部下に理解させる。 アラ トリクミ チョウセン フク ブ タッセイ セイカ グタイテキ シメ ブカ リカイ				②成果認識 セイカ ニンシキ		成果のイメージを明確に持ち、新たな取組への挑戦も含め、複数の選択肢を吟味して最適な実施施策を立案する。 セイカ メイカク モ フクスウ センタクシ ギンミ サイテキ ジッシ シサク リツアン				②事務事業の実施 ジム ジギョウ ジッシ		事案における課題を的確に把握し、具体的な方策・計画の立案や事務事業の実施を行う。 グタイテキ ケイカク				②対応策の検討 タイオウ サク ケントウ		担当する業務の課題に対して対応策を考える。 タントウ ギョウム タイオウ サク カンガ				②知識習得　		業務に必要な知識を身に付ける。

		判断 ハンダン		３　部の責任者として、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　所管する事案について、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　自ら処理すべき事案について、適切な判断を行う。				協調性		３　上司・部下等と協力的な関係を構築する。　				コミュニケーション		３　上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。

				①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				①役割認識　		自ら処理すべきこと、上司の判断にゆだねることの仕分けなど、自分の果たすべき役割を的確に押さえながら業務に取り組む。				①協調性 キョウチョウセイ		上司・部下や他部局等の担当者と協力的な関係を構築する。				①指示・指導の理解 シジ シドウ リカイ		上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。

				②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。				②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。				②適切な判断 テキセツ ハンダン		担当する事案について適切な判断を行う。				②指示・指導の理解 シジ シドウ リカイ		上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。				②情報の伝達 ジョウホウ デンタツ		情報を正確に伝達する。

				③リスク対応 タイオウ		状況の変化や問題が生じた場合の早期対応を適切に行う。																						③誠実な対応 セイジツ タイオウ		相手に対し誠実な対応をする。 アイテ タイ セイジツ タイオウ

		説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　部の業務について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、局長を助け、関係者と調整を行い、合意を形成する。				説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　所管する事案について適切な説明を行うとともに、関係者と調整を行い、合意を形成する。				説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　担当する事案について論理的な説明を行うとともに、関係者と調整を行う。				説明　		４　担当する事案について分かりやすい説明を行う。						④上司への報告		問題が生じたときには速やかに上司に報告をする。

				①信頼関係の構築		円滑な合意形成に資するよう、日頃から対外的な信頼関係を構築する。				①信頼関係の構築 シンライ カンケイ コウチク		関係機関や関係団体等の関係者との信頼関係を構築する。 カンケイ キカン カンケイ ダンタイ トウ カンケイシャ				①信頼関係の構築 シンライ カンケイ コウチク		他部局や他省庁の担当者と信頼関係を構築する。 タ ショウチョウ タントウシャ				①説明 セツメイ		ポイントを整理し、筋道を立てて分かりやすく説明する。

				②折衝・調整		組織方針を実現できるよう関係者と折衝・調整を行う。				②折衝・調整		所管する事案について関係者と折衝・調整を行う。 ショカン ジアン				②説明		論点やポイントを明確にすることにより、論理的で簡潔な説明をする。				②相手の話の理解 アイテ ハナシ リカイ		相手の意見・要望等を正しく理解して説明を行う。 アイテ イケン ヨウボウ トウ タダ リカイ セツメイ オコナ

				③適切な説明 テキセツ セツメイ		部の業務について適切な説明を行う。 ブ ギョウム テキセツ セツメイ オコナ				③上部機関との連携 ジョウブ キカン レンケイ		本省の担当者と日頃から連絡をとり、必要な報告を適切に行う。 ホンショウ タントウシャ ヒゴロ レンラク ヒツヨウ ホウコク テキセツ オコナ				③交渉　		相手の意見を理解・尊重する一方、主張すべき点はぶれずに主張する。				　		　

		業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス				業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス				業務遂行 スイコウ		５　段取りや手順を整え、効率的に業務を進める。				業務遂行 スイコウ		５　計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行する。				業務遂行 ギョウム スイコウ		４　意欲的に業務に取り組む。

				①先見性 センケンセイ		先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼす影響を予測して対策を想定するなど、先を読みながらものごとを進める。				①柔軟性 ジュウナンセイ		緊急時、見通しが変化した時などの状況に応じて、適切に対応する。 テキセツ タイオウ				①段取り ダンド		業務の展開を見通し、前もって段取りや手順を整えて仕事を進める。				①計画性 ケイカクセイ		最終期限を意識し、進捗状況を部下や同僚と共有しながら計画的に業務を進める。				①積極性 セッキョクセイ		自分の仕事の範囲を限定することなく、未経験の業務に積極的に取り組む。

				②効率的な業務運営 コウリツテキ ギョウム ウンエイ		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②効率的な業務運営 コウリツテキ ギョウム ウンエイ		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②業務改善		作業の取捨選択や担当業務のやり方の見直しなど業務の改善に取り組む。				②正確性 セイカクセイ		ミスや抜け落ちを生じさせないよう担当業務全体のチェックを行う。				②正確性 セイカクセイ		ミスや抜け落ちが生じないよう作業のチェックを行う。

				③業務の見直し		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。				③業務の見直し ギョウム ミナオ		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。 ギョウム ユウセン ジュンイ イシキ ハイシ フク ギョウム ミナオ ギョウム カイゼン スス										③粘り強さ ネバ ヅヨ		困難な状況においても粘り強く仕事を進める。				③迅速な作業 ジンソク サギョウ		迅速な作業を行う。 ジンソク サギョウ オコナ

		組織統率		６　管轄する組織の業務運営に関し、的確な指示を行うとともに、部下を統率し、成果を挙げる。				組織統率・人材育成 ジンザイ		６　適切に業務を配分した上、進捗管理を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。				部下の育成・活用		６　部下の指導、育成及び活用を行う。　						④部下の育成		部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。　				④粘り強さ ネバ ヅヨ		失敗や困難にめげずに仕事を進める。

				①体制整備 タイセイ セイビ		管轄する組織全体の業務が効率的に執行できるよう、柔軟な働き方を推奨しながら体制を整える。				①業務の割当て ギョウム ワリア		課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、組織の中で適切に業務を割り当てる。 カダイ ジョウキョウ ジュウナン ハタラ カタ スイショウ ワ ア				①作業の割り振り		部下の一人ずつの仕事の状況や負荷を的確に把握し、適切に作業を割り振る。				　						　		　

				②統率　 トウソツ		管轄する組織全体の一体性を確保するため、的確な指示を行う。 カンカツ ソシキ ゼンタイ イッタイセイ カクホ シジ オコナ				②意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより情報の共有や部下の仕事の進捗状況の把握を行い、業務を完遂に導き、成果を挙げる。 ブカ ソウホウコウ テキセツ セイカ ア				②部下の育成		部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。										　		　

				③意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより管轄する組織全体の業務の進捗状況の把握を行い、適切に指示を出し完遂に導き、成果を挙げる。 ブカ ソウホウコウ テキセツ セイカ ア				③部下の成長支援 ブカ セイチョウ シエン		適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 タヨウ ケイケン キカイ テイキョウ セイチョウ シエン				　		　







一般職（府県単位機関）

		３．一般行政 ： 都府県管轄機関

		所長 （６項目及び行動・１６着眼点） ショチョウ コウモク オヨ コウドウ チャクガンテン						部長 （６項目及び行動・１５着眼点） ブチョウ コウモク オヨ コウドウ						課長 （６項目及び行動・１５着眼点） コウモク オヨ コウドウ						課長補佐 （６項目及び行動・１３着眼点） カチョウ ホサ オヨ コウドウ						係長 （５項目及び行動・１２着眼点） オヨ コウドウ						係員 （４項目及び行動・１２着眼点） カカリイン オヨ コウドウ

		倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、機関の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、担当分野の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 コクミン ゼンタイ ホウシシャ タントウ ギョウム ダイ イッセン セキニン モ カダイ ト ク フクム キリツ ジュンシュ コウセイ ショクム スイコウ				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、機関の課題に責任を持って取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、担当分野の課題に責任を持って取り組む。				①責任感　		国民全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組む。				①責任感　		国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組む。 コクミン ゼンタイ ホウシシャ タントウ ギョウム ダイ イッセン セキニン モ カダイ ト ク				①責任感　		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。 コクミン ゼンタイ ホウシシャ セキニン モ ギョウム ト ク				①責任感　		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。

				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ

		構想 コウソウ		２　本府省等の方針に基づき、地域情勢を踏まえ、業務運営の基本的な方針を示す。				実施方針の立案 ジッシ ホウシン リツアン		２　本府省等の方針に基づき、地域情勢を踏まえた実施方針を示す。				実施計画の立案 ジッシ ケイカク リツアン		２　組織方針に基づき、地域の行政ニーズを踏まえた実施計画を立案する。				方策・計画の立案、事務事業の実施 ホウサク ケイカク リツアン ジム ジギョウ ジッシ		２　組織や上司の方針に基づいて、具体的な方策・計画を立案し、又は事務事業を実施する。				課題対応 カダイ タイオウ		２　担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、課題に対応する。　				知識・技術 チシキ ギジュツ		２　業務に必要な知識・技術を習得する。

				①状況の構造的把握　		所内の情報の中枢として複雑な因果関係、錯綜した利害関係など業務とそれを取り巻く状況の全体像を的確に把握する。 ショ ナイ ジョウホウ チュウスウ フクザツ				①状況の構造的把握　		部内の情報の中枢として複雑な因果関係、錯綜した利害関係など業務とそれを取り巻く状況の全体像を的確に把握する。 ブ ナイ ジョウホウ チュウスウ フクザツ				①行政ニーズの把握		住民ニーズや事案における課題を的確に把握する。				①知識・情報収集 チシキ ジョウホウ シュウシュウ		業務に関連する知識の習得・情報収集を幅広く行う。				①知識・情報収集 チシキ		担当業務における専門的知識・技術の習得・情報収集を行う。 ギョウム テキ ギジュツ ジョウホウ シュウシュウ				①情報の整理		情報や資料を分かりやすく分類・整理する。

				②業務方針・成果の明示 ギョウム ホウシン セイカ メイジ		本省、管区機関から示された方針を受け、住民ニーズも踏まえ、新たな取組への挑戦も含め、業務運営の基本的な方針や達成すべき成果を具体的に示し、部下に理解させる。 ホンショウ カンク キカン シメ ホウシン ウ ジュウミン フ アラ トリクミ チョウセン フク ギョウム ウンエイ タッセイ セイカ グタイテキ シメ ブカ リカイ				②実施方針・成果の明示 ジッシ ホウシン セイカ メイジ		本省、管区機関から示された方針を受け、住民ニーズも踏まえ、新たな取組への挑戦も含め、部としての実施方針や達成すべき成果を具体的に示し、部下に理解させる。 ホンショウ カンク キカン シメ ホウシン ウ ジュウミン フ アラ トリクミ チョウセン フク ブ ジッシ ホウシン タッセイ セイカ グタイテキ シメ ブカ リカイ				②計画の策定 ケイカク サクテイ		部長の方針を受け、業務の実施計画を策定する。 ブチョウ ホウシン ウ ギョウム ジッシ ケイカク サクテイ				②事務事業の実施 ジム ジギョウ ジッシ		事案における課題を的確に把握し、具体的な方策・計画の立案や事務事業の実施を行う。 グタイテキ ケイカク				②対応策の検討 タイオウ サク ケントウ		担当する業務の課題に対して対応策を考える。				②知識習得　		業務に必要な知識を身に付ける。 チシキ

		判断 ハンダン		３　機関の責任者として、適切な判断を行う。　　				判断 ハンダン		３　担当分野の責任者として、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　所管する事案について、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　自ら処理すべき事案について、適切な判断を行う。 ミズカ ショリ ジアン テキセツ ハンダン オコナ				協調性		３　上司・部下等と協力的な関係を構築する。　				コミュニケーション		３　上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。

				①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				①役割認識　		自ら処理すべきこと、上司の判断にゆだねることの仕分けなど、自分の果たすべき役割を的確に押さえながら業務に取り組む。

 :  :
幅変更				①協調性 キョウチョウセイ		上司・部下や他部局等の担当者と協力的な関係を構築する。				①指示・指導の理解 シジ シドウ リカイ		上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。

				②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。 ジアン ユウセン ジュンイ コウリョ テキセツ ハンダン オコナ				②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。 ジアン ユウセン ジュンイ コウリョ テキセツ ハンダン オコナ				②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。				②適切な判断		担当する事案について適切な判断を行う。				②協働性 キョウドウセイ		関係機関の担当者や関係者と連携して業務に取り組む。 カンケイ キカン タントウシャ カンケイシャ レンケイ ギョウム ト ク				②情報の伝達　 ジョウホウ デンタツ		情報を正確に伝達する。

				③リスク対応 タイオウ		状況の変化や問題が生じた場合の早期対応を適切に行う。				③リスク対応 タイオウ		状況の変化や問題が生じた場合の早期対応を適切に行う。																						③誠実な対応 セイジツ タイオウ		相手に対し誠実な対応をする。 アイテ タイ セイジツ タイオウ

		説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　機関の業務について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、対外的に機関を代表し、調整を行い、合意を形成する。				説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　担当分野の業務について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、所長を助け、関係者と調整を行い、合意を形成する。				説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　所管する事案について適切な説明を行うとともに、関係者と調整を行い、合意を形成する。				説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　担当する事案について論理的な説明を行うとともに、関係者と調整を行う。				説明　		４　担当する事案について分かりやすい説明を行う。 タントウ ジアン ワ セツメイ オコナ						④上司への報告		問題が生じたときには速やかに上司に報告をする。

				①信頼関係の構築		円滑な合意形成に資するよう、日頃から対外的な信頼関係を構築する。				①信頼関係の構築		円滑な合意形成に資するよう、日頃から対外的な信頼関係を構築する。				①信頼関係の構築 シンライ カンケイ コウチク		関係機関や関係団体等の関係者との信頼関係を構築する。 カンケイ ダンタイ トウ カンケイシャ				①信頼関係の構築 シンライ カンケイ コウチク		他部局や他省庁の担当者と信頼関係を構築する。 ホカ ブキョク タントウシャ				①説明 セツメイ		ポイントを整理し、筋道を立てて分かりやすく説明する。

				②折衝・調整		組織方針を実現できるよう関係者と折衝・調整を行う。 ソシキ ホウシン				②折衝・調整		実施方針を実現できるよう関係者と折衝・調整を行う。 ジッシ				②折衝・調整		所管する事案について関係者と折衝・調整を行う。 ショカン ジアン				②説明		論点やポイントを明確にすることにより、論理的で簡潔な説明をする。				②相手の話の理解 アイテ ハナシ リカイ		相手の意見・要望等を正しく理解して説明を行う。 アイテ イケン ヨウボウ トウ タダ リカイ セツメイ オコナ

				③適切な説明 テキセツ セツメイ		機関の業務について適切な説明を行う。 キカン ギョウム テキセツ セツメイ オコナ				③適切な説明 テキセツ セツメイ		担当分野の業務について適切な説明を行う。				③上部機関との連携 ジョウブ キカン レンケイ		管区機関の担当者と日頃から連絡をとり、必要な報告を適切に行う。 カンク キカン タントウシャ ヒゴロ レンラク ヒツヨウ ホウコク テキセツ オコナ				③調整 チョウセイ		担当する事案について関係者と調整を行う。 タントウ ジアン カンケイシャ チョウセイ オコナ				　		　

		業務運営		５　不断の業務見直しに率先して取り組む。				業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス				業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス				業務遂行 スイコウ		５　段取りや手順を整え、効率的に業務を進める。				業務遂行 スイコウ		５　計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行する。				業務遂行 ギョウム スイコウ		４　意欲的に業務に取り組む。

				①先見性 センケンセイ		先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼす影響を予測して対策を想定するなど、先を読みながらものごとを進める。 サキザキ				①先見性 センケンセイ		先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼす影響を予測して対策を想定するなど、先を読みながらものごとを進める。				①柔軟性 ジュウナンセイ		緊急時、見通しが変化した時などの状況に応じて、適切に対応する。 テキセツ タイオウ				①段取り ダンド		業務の展開を見通し、前もって段取りや手順を整えて仕事を進める。				①計画性 ケイカクセイ		最終期限を意識し、進捗状況を部下や同僚と共有しながら計画的に業務を進める。				①積極性 セッキョクセイ		自分の仕事の範囲を限定することなく、未経験の業務に積極的に取り組む。

				②効率的な業務運営 コウリツテキ ギョウム ウンエイ		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②効率的な業務運営 コウリツテキ ギョウム ウンエイ		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②効率的な業務運営 コウリツテキ ギョウム ウンエイ		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②業務改善		作業の取捨選択や担当業務のやり方の見直しなど業務の改善に取り組む。				②正確性 セイカクセイ		ミスや抜け落ちを生じさせないよう担当業務全体のチェックを行う。				②正確性 セイカクセイ		ミスや抜け落ちが生じないよう作業のチェックを行う。

				③業務の見直し		機関全体の業務の優先順位を意識し、状況の変化に対応するため、大所高所から廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善に取り組む。 ハイシ フク ギョウム ギョウム カイゼン				③業務の見直し ギョウム ミナオ		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。 ギョウム ユウセン ジュンイ イシキ ハイシ フク ギョウム ミナオ ギョウム カイゼン スス				③業務の見直し ギョウム ミナオ		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。 ギョウム ユウセン ジュンイ イシキ ハイシ フク ギョウム ミナオ ギョウム カイゼン スス										③粘り強さ ネバ ヅヨ		困難な状況においても粘り強く仕事を進める。				③迅速な作業 ジンソク サギョウ		迅速な作業を行う。 ジンソク サギョウ オコナ

		組織統率		６　組織統率を行い、成果を挙げる。				組織統率		６　業務の進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げる。				組織統率・人材育成		６　適切に業務を配分した上、進捗管理を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。				部下の育成・活用		６　部下の指導、育成及び活用を行う。　						④部下の育成		部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。　				④粘り強さ ネバ ヅヨ		失敗や困難にめげずに仕事を進める。

				①体制整備 タイセイ セイビ		業務が効率的に執行できるよう、柔軟な働き方を推奨しながら体制を整える。				①体制整備 タイセイ セイビ		業務が効率的に執行できるよう、柔軟な働き方を推奨しながら体制を整える。				①業務の割当て ワ ア		課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、組織の中で適切に業務を割り当てる。				①作業の割り振り		部下の一人ずつの仕事の状況や負荷を的確に把握し、適切に作業を割り振る。				　

				②統率 トウソツ		組織全体の一体性を確保するため、的確な指示を行う。 ソシキ ゼンタイ イッタイセイ カクホ シジ オコナ				②意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより業務の進捗状況の把握を行い、適切に指示を出し完遂に導き、成果を挙げる。 ギョウム テキセツ ダ セイカ ア				②意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより情報の共有や部下の仕事の進捗状況の把握を行い、業務を完遂に導き、成果を挙げる。 ブカ ソウホウコウ テキセツ セイカ ア				②部下の育成		部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。				　						　		　

				③意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより業務の進捗状況の把握を行い、適切に指示を出し完遂に導き、成果を挙げる。 ギョウム テキセツ ダ セイカ ア										③部下の成長支援 ブカ セイチョウ シエン		適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 タヨウ ケイケン キカイ テイキョウ セイチョウ シエン				　		　				　		　				　		　







一般職（その他事務所等）

		４．一般行政 ： その他の機関 イッパン ギョウセイ タ キカン

		所長 （６項目及び行動・１５着眼点） ショチョウ コウモク オヨ コウドウ チャクガンテン						次長 （６項目及び行動・13着眼点） ジチョウ コウモク オヨ コウドウ チャクガンテン						課長 （６項目及び行動・16着眼点） カチョウキュウ コウモク オヨ コウドウ						課長補佐 （６項目及び行動・１２着眼点） カチョウ ホサ オヨ コウドウ						係長 （５項目及び行動・１２着眼点） オヨ コウドウ						係員 （４項目及び行動・１２着眼点） カカリイン オヨ コウドウ

		倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、機関の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、機関の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 コクミン ゼンタイ ホウシシャ タントウ ギョウム ダイ イッセン セキニン モ カダイ ト ク フクム キリツ ジュンシュ コウセイ ショクム スイコウ				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、機関の課題に責任を持って取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、機関の課題に責任を持って取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。

				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ

		執行方針の立案 シッコウ ホウシン リツアン		２　本府省等の方針に基づき、的確な状況認識の下、業務の執行方針を示す。				執行方針の立案 シッコウ ホウシン リツアン		２　本府省等の方針に基づき、的確な状況認識の下、所長を助け、業務の執行方針を示す。				事案対応 ジアン タイオウ		２　的確に状況を把握し、困難な事案に適切に対応する。				事案対応 ジアン タイオウ		２　十分な知識・技術及び経験に基づき、担当する事案に適切に対応する。				事案対応		２　担当業務についての知識・技術に基づき、事案に適切に対応する。				知識・技術 チシキ ギジュツ		２　業務に必要な知識・技術を習得する。

				①状況の把握 ジョウキョウ ハアク		所内の情報の中枢として業務とそれを取り巻く状況の全体像を的確に把握する。 ショ ナイ ジョウホウ チュウスウ ギョウム				①状況の把握 ジョウキョウ ハアク		所内の情報の中枢として業務とそれを取り巻く状況の全体像を的確に把握する。 ショ ナイ ジョウホウ チュウスウ ギョウム				①状況の把握 ジョウキョウ ハアク		業務に関連する状況を的確に把握する。 カンレン				①知識・情報収集 チシキ ジョウホウ シュウシュウ		業務に関連する知識の習得・情報収集を幅広く行う。				①知識･情報収集 チシキ ジョウホウ シュウシュウ		担当業務における知識・技術の向上・情報収集を行う。 タントウ ギョウム ジョウホウ シュウシュウ オコナ				①情報の整理		情報や資料を分かりやすく分類・整理する。

				②組織目標・成果の明示 セイカ メイジ		管区機関等から示された方針に基づき、新たな取組への挑戦も含め、業務の執行方針や達成すべき成果を具体的に示し、部下に理解させる。				②組織目標・成果の明示 ソシキ モクヒョウ セイカ メイジ		管区機関等から示された方針に基づき、所長を助け、新たな取組への挑戦も含め、業務の執行方針や達成すべき成果を具体的に示し、部下に理解させる。 カンク キカン トウ シメ ホウシン モト ショチョウ タス ギョウム シッコウ ホウシン タッセイ セイカ グタイテキ シメ ブカ リカイ				②困難･特殊事案への対応 コンナン トクシュ ジアン タイオウ		高いレベルの知識・技術や経験を基に、困難な事案や特殊事例にも対応する。				②困難･特殊事案への対応 コンナン トクシュ ジアン タイオウ		高いレベルの知識・技術や経験を基に、困難な事案や特殊事例にも対応する。				②適切な判断 テキセツ ハンダン		適切な判断材料を収集し、合理的な判断を下す。 テキセツ ハンダン ザイリョウ シュウシュウ ゴウリテキ ハンダン クダ				②知識習得　		業務に必要な知識を身に付ける。 チシキ

																③組織目標の徹底 ソシキ モクヒョウ テッテイ		業務の執行方針に基づいた業務の執行を課員に徹底させる。 ギョウム シッコウ ホウシン モト ギョウム シッコウ カイン テッテイ				　		　

		判断 ハンダン		３　機関の責任者として、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　所長を助ける者として、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　所管する業務の執行において、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　自ら進めるべき業務の執行において、適切な判断を行う。 ミズカ スス ギョウム シッコウ テキセツ ハンダン オコナ				協調性		３　上司・部下等と協力的な関係を構築する。				コミュニケーション		３　上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。

				①公正な判断 コウセイ ハンダン		事案に対し、法令等に基づき公正な判断を下す。 ホウレイナド モト コウセイ ハンダン				①公正な判断 コウセイ ハンダン		事案に対し、所長を助け、法令等に基づき公正な判断を下す。 ショチョウ タス ホウレイナド モト コウセイ ハンダン				①適切な判断 テキセツ ハンダン		担当する事案について適切な判断を行う。				①役割認識　		自ら処理すべきこと、上司の判断にゆだねることの仕分けなど、自分の果たすべき役割を的確に押さえながら業務に取り組む。				①協調性 キョウチョウセイ		上司・部下や他部局等の担当者と協力的な関係を構築する。 タントウシャ				①指示・指導の理解 シジ シドウ リカイ		上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。

				②最適な選択 サイテキ センタク		採り得る選択肢の中から、現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				②最適な選択 サイテキ センタク		採り得る選択肢の中から、現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				②最適な選択 サイテキ センタク		採り得る選択肢の中から、現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				②適切な判断 テキセツ ハンダン		担当する事案について適切な判断を行う。				②協働性 キョウドウセイ		関係機関の担当者や関係者と連携して業務に取り組む。 カンケイ キカン タントウシャ カンケイシャ レンケイ ギョウム ト ク				②情報の伝達　 ジョウホウ デンタツ		情報を正確に伝達する。

				③リスク対応 タイオウ		緊急時や問題が生じた場合の早期対応を適切に行う。 モンダイ ショウ バアイ ソウキ タイオウ テキセツ オコナ		説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　機関の業務について適切な説明を行うとともに、所長を助け、関係者と調整を行い、合意を形成する。				説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　所管する業務の執行において適切な説明を行うとともに、関係者と調整を行い、合意を形成する。				説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　担当する業務の執行において論理的な説明を行うとともに、関係者と調整を行う。												③誠実な対応 セイジツ タイオウ		相手に対し誠実な対応をする。 アイテ タイ セイジツ タイオウ

		説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　機関の業務について適切な説明を行うとともに、対外的に機関を代表し、調整を行い、合意を形成する。						①信頼関係の構築 シンライ カンケイ コウチク		円滑な業務執行が行えるよう、日頃から関係機関や関係団体の担当者、利害関係者と信頼関係を構築する。 エンカツ ギョウム シッコウ オコナ カンケイ キカン カンケイ ダンタイ タントウシャ リガイ カンケイ シャ				①信頼関係の構築 シンライ カンケイ コウチク		関係機関・関係団体の担当者と信頼関係を構築する。 タントウシャ				①調整 チョウセイ		関係機関等の担当者との調整を円滑に行う。 トウ タントウシャ		説明　		４　担当する業務の執行において分かりやすい説明を行う。						④上司への報告		問題が生じたときには速やかに上司に報告をする。

				①信頼関係の構築 シンライ カンケイ コウチク		円滑な業務執行が行えるよう、日頃から関係機関や関係団体の担当者、利害関係者と信頼関係を構築する。 エンカツ ギョウム シッコウ オコナ カンケイ キカン カンケイ ダンタイ タントウシャ リガイ カンケイ シャ				②交渉･説明 コウショウ セツメイ		組織を代表し対外的な説明・交渉を行う。				②交渉･説明 コウショウ セツメイ		担当業務について、対外的な交渉・説明を行う。 タントウ ギョウム コウショウ				②協働性 キョウドウ セイ		関係機関・関係団体の関係者と連携して業務に取り組む。 キカン カンケイシャ				①外部説明 ガイブ セツメイ		具体的に分かりやすく説明する。 グタイテキ ワ セツメイ

				②交渉･説明 コウショウ セツメイ		組織を代表し対外的な説明・交渉を行う。										③上部機関との連携 ジョウブ キカン レンケイ		管区機関等の担当者と日頃から連絡をとり、必要な報告を適切に行う。 カンク キカン トウ タントウシャ ヒゴロ レンラク ヒツヨウ ホウコク テキセツ オコナ										②相手の話の理解 アイテ ハナシ リカイ		相手の意見・要望等を正しく理解して説明を行う。 アイテ イケン ヨウボウ トウ タダ リカイ セツメイ オコナ

		業務運営		５　不断の業務見直しに率先して取り組む。				業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス				業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス				業務遂行 スイコウ		５　段取りや手順を整え、効率的に業務を進める。						　		　

				①先見性 センケンセイ		先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼす影響を予測して対策を想定するなど、先を読みながらものごとを進める。				①先見性 センケンセイ		先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼす影響を予測して対策を想定するなど、先を読みながらものごとを進める。				①柔軟性 ジュウナンセイ		問題やトラブルが起こった時などの状況に応じて柔軟に対応する。 トキ ジョウキョウ オウ ジュウナン タイオウ				①段取り ダンド		業務の展開を見通し、前もって段取りや手順を整えて仕事を進める。		業務遂行 スイコウ		５　計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行する。				業務遂行 ギョウム スイコウ		４　意欲的に業務に取り組む。

				②効率的な業務運営 コウリツテキ ギョウム ウンエイ		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②効率的な業務運営 コウリツテキ ギョウム ウンエイ		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②効率的な業務運営 コウリツテキ ギョウム ウンエイ		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②業務改善 ギョウム カイゼン		作業の取捨選択や担当業務のやり方の見直しなど業務の改善に取り組む。				①計画性 ケイカクセイ		最終期限を意識し、進捗状況を部下や同僚と共有しながら計画的に業務を進める。				①積極性 セッキョクセイ		自分の仕事の範囲を限定することなく、未経験の業務に積極的に取り組む。

				③業務の見直し		機関全体の業務の優先順位を意識し、状況の変化に対応するため、大所高所から廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善に取り組む。 ユウセン ジュンイ イシキ ギョウム ギョウム				③業務の見直し ギョウム ミナオ		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。 ギョウム ユウセン ジュンイ イシキ ハイシ フク ギョウム ミナオ ギョウム カイゼン スス				③業務の見直し ギョウム ミナオ		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。 ギョウム ユウセン ジュンイ イシキ ハイシ フク ギョウム ミナオ ギョウム カイゼン スス										②正確性 セイカク セイ		ミスや抜け落ちを生じさせないよう担当業務全体のチェックを行う。 ヌ オ				②正確性 セイカクセイ		ミスや抜け落ちが生じないよう作業のチェックを行う。

		組織統率		６　組織統率を行い、成果を挙げる。				組織統率		６　業務の進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げる。				組織統率・人材育成		６　業務の執行方針を徹底し、進捗管理を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。				部下の育成・活用		６　部下の指導、育成及び活用を行う。						③粘り強さ ネバ ヅヨ		困難な状況においても粘り強く仕事を進める。				③迅速な作業 ジンソク サギョウ		迅速な作業を行う。

				①体制整備 タイセイ セイビ		業務が効率的に執行できるよう、柔軟な働き方を推奨しながら体制を整える。				①体制整備 タイセイ セイビ		業務執行が円滑に行われるよう職員を配置し、柔軟な働き方を推奨しながら、必要に応じ所轄を超えた応援態勢を組む。				①体制整備 タイセイ セイビ		課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、ミスやトラブルが生じないよう適切に職員を配置し、必要に応じ応援態勢を組む。				①作業の割り振り サギョウ ワ フ		部下の一人ずつの仕事の状況や負荷を的確に把握し、適切に作業を割り振る。				④部下の育成		部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。　				④粘り強さ ネバ ヅヨ		失敗や困難にめげずに仕事を進める。

				②統率 トウソツ		組織全体の一体性を確保するため、的確な指示を行う。 ソシキ ゼンタイ イッタイセイ カクホ シジ オコナ				②意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより業務の進捗状況の把握を行い、適切に指示を出し完遂に導き、成果を挙げる。 ギョウム テキセツ ダ セイカ ア				②意思疎通と進捗管理 シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより部下の仕事の進捗状況を把握し、適切な指示を行う。				②部下の育成 ブカ イクセイ		部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。				　						　		　

				③意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより業務の進捗状況の把握を行い、適切に指示を出し完遂に導き、成果を挙げる。 ギョウム テキセツ ダ セイカ ア										③部下の成長支援 ブカ セイチョウ シエン		適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 タヨウ ケイケン キカイ テイキョウ セイチョウ シエン				　		　				　						　		　







研究系

		５．研究 ： 施設等機関等 ケンキュウ シセツナド キカン トウ

		総括研究官　（６項目及び行動・１４着眼点） ソウカツ ケンキュウ カン コウモク オヨ コウドウ						部長　（６項目及び行動・15着眼点） ブチョウ コウモク オヨ コウドウ						室長　（６項目及び行動・１５着眼点） シツチョウ コウモク オヨ コウドウ						主任研究官　（６項目及び行動・１３着眼点） シュニン ケンキュウ カン オヨ コウドウ						研究官　（５項目及び行動・１１着眼点） ケンキュウ カン オヨ コウドウ						研究補助員　（４項目及び行動・９着眼点） ケンキュウ ホジョ イン オヨ コウドウ

		倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、研究部門の重要課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、担当分野の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 コクミン ゼンタイ ホウシシャ ショカン ギョウム カダイ セキニン モ ト ク フクム キリツ ジュンシュ コウセイ ショクム スイコウ				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 コクミン ゼンタイ ホウシシャ セキニン モ カダイ ト ク フクム キリツ ジュンシュ コウセイ ショクム スイコウ				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、研究部門の重要課題に責任を持って取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、担当分野の課題に責任を持って取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、責任を持って課題に取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。 ギョウム				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。 ギョウム

				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ

		構想 コウソウ		２　本府省等の方針及び行政ニーズを踏まえ、研究部門の業務運営の基本的な方針を示す。				構想 コウソウ		２　本府省等の方針及び行政ニーズを踏まえ、重点的に取り組むべき研究課題を示す。				企画・立案 キカク リツアン		２　組織方針に基づき、取り組むべき研究に関する企画・立案を行う。				方策・計画の立案、研究の実施		２　組織や上司の方針に基づいて、具体的な方策・計画を立案するとともに、自ら業務の中核を担う。				知識・技術、情報収集 チシキ ギジュツ ジョウホウ シュウシュウ		２　担当業務に必要な専門的知識・技術を習得するとともに、業務に関係する情報を収集・整理する。 タントウ ギョウム ヒツヨウ センモンテキ チシキ ギジュツ シュウトク ギョウム カンケイ ジョウホウ シュウシュウ セイリ				知識・技術、情報収集 チシキ ギジュツ ジョウホウ シュウシュウ		２　業務に必要な知識・技術を習得するとともに、業務に関係する情報を収集・整理する。 ギョウム カンケイ ジョウホウ シュウシュウ セイリ

				①行政ニーズの把握 ギョウセイ ハアク		行政ニーズや事案における課題を的確に把握する。 ギョウ				①行政ニーズの把握 ギョウセイ ハアク		行政ニーズや事案における課題を的確に把握する。 ギョウ				①ニーズの把握 ハアク		業務に求められるニーズを的確に把握し、組織（部門）としての方針に反映させる。 ギョウム モト テキカク ハアク ソシキ ブモン ホウシン ハンエイ				①方策・計画の立案 ホウサク ケイカク リツアン		組織や上司の方針に基づいて、具体的な方策・計画を立案する。				①知識・技術の向上 チシキ ギジュツ コウジョウ		自助努力により知識や技術を向上させ、業務上発揮する。				①知識・技術の向上 チシキ ギジュツ コウジョウ		業務を通じ、知識・技術を向上させる。

				②基本方針・成果の明示 キホン ホウシン セイカ メイジ		本府省等から示された方針を受け、課題を踏まえ、新たな取組への挑戦も含め、機関としての基本的な方針や達成すべき成果を具体的に示し、部下に理解させる。 ホン フショウ トウ シメ ホウシン ウ カダイ フ アラ トリクミ チョウセン フク キカン タッセイ セイカ グタイテキ シメ ブカ リカイ				②基本方針・成果の明示 キホン ホウシン セイカ メイジ		本府省等から示された方針を受け、課題を踏まえ、新たな取組への挑戦も含め、研究課題の基本的な方針や達成すべき成果を具体的に示し、部下に理解させる。 アラ トリクミ チョウセン フク ケンキュウ カダイ タッセイ セイカ グタイ テキ ブカ リカイ				②企画・立案 キカク リツアン		組織方針を基に、新たな取組への挑戦も含め、研究に関する企画立案を行う。　				②研究の実施 ケンキュウ ジッシ		研究計画に基づき、中心となって研究を実施する。 ケンキュウ ケイカク モト チュウシン ケンキュウ ジッシ				②情報収集 ジョウホウ シュウシュウ		業務に関係する情報を収集・整理する。				②情報収集 ジョウホウ シュウシュウ		業務に関係する情報を収集・整理する。　

		知識・技術・統括・説明 チシキ ギジュツ トウカツ セツメイ		３　高度な専門的知識・技術や豊富な経験に基づき、広範囲にわたる研究を統括し、合理的な分析・解釈及び論理的な説明を行う。				知識・技術・説明 チシキ ギジュツ セツメイ		３　高度な専門的知識・技術や豊富な経験に基づき、困難な研究に関し合理的な分析・解釈及び論理的な説明を行う。				知識・技術・説明 チシキ ギジュツ セツメイ		３　高度な専門的知識・技術及び経験に基づき、所管する研究に関し合理的な分析・解釈及び論理的な説明を行う。				知識・技術・説明 チシキ ギジュツ セツメイ		３　専門的知識・技術に基づき、担当する研究に関し合理的な分析・解釈及び論理的な説明を行う。				解釈・説明 カイシャク セツメイ		３　情報及びデータを合理的に分析・解釈するとともに、分かりやすい説明を行う。				コミュニケーション		３　上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。

				①高度な知識・技術 コウド チシキ ギジュツ		高度な専門的知識・技術や豊富な経験を有し、困難な研究事案や特殊事例にも対応する。 コンナン ケンキュウ ジアン トクシュ ジレイ タイオウ				①高度な知識・技術 コウド チシキ ギジュツ		高度な専門的知識・技術や豊富な経験を有し、困難な研究事案や特殊事例にも対応する。 ケンキュウ				①高度な知識・技術 コウド チシキ ギジュツ		高度な専門的知識・技術及び経験を有し、所管する研究事案に対応する。 ショカン ケンキュウ				①知識・技術 チシキ ギジュツ		専門的知識・技術を有し、担当する研究を行う。 タントウ ケンキュウ オコナ				①データの解釈 カイシャク		情報やデータを合理的に分析・解釈する。 ジョウホウ ゴウリテキ ブンセキ カイシャク				①指示・指導の理解 シジ シドウ リカイ		上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。

				②分析 ブンセキ		広範囲にわたる研究を統括し、合理的な分析・解釈を行う。 コウハンイ ケンキュウ トウカツ ゴウリテキ ブンセキ カイシャク オコナ				②分析 ブンセキ		困難な研究に関し合理的な分析・解釈を行う。　 コンナン オコナ				②分析 ブンセキ		所管する研究に関し合理的な分析・解釈を行う。　 ショカン オコナ				②分析 ブンセキ		担当する研究に関し合理的な分析・解釈を行う。　 オコナ				②説明 セツメイ		ポイントを整理し、筋道を立てて分かりやすく説明する。				②情報の伝達 ジョウホウ デンタツ		情報を正確に伝達する。

				③説明 セツメイ		ポイントを明確にすることにより、論理的な説明を行う。 メイカク ロンリテキ セツメイ オコナ				③説明 セツメイ		ポイントを明確にすることにより、論理的な説明を行う。 メイカク ロンリテキ セツメイ オコナ				③説明 セツメイ		ポイントを明確にすることにより、論理的な説明を行う。 メイカク ロンリテキ セツメイ オコナ				③説明 セツメイ		ポイントを明確にすることにより、論理的な説明を行う。 メイカク ロンリテキ セツメイ オコナ				　		　				　		　

		調整 チョウセイ		４　対外的に研究部門を代表し、調整を行い、合意を形成する。				調整 チョウセイ		４　円滑に業務が遂行できるよう関係者と調整を行い、合意を形成する。				調整 チョウセイ		４　円滑に業務が遂行できるよう関係者と調整を行い、合意を形成する。				調整 チョウセイ		４　円滑に業務が遂行できるよう関係者と調整を行う。				協調性 キョウチョウセイ		４　上司・部下等と協力的な関係を構築する。				　		　

				①信頼関係の構築		円滑な合意形成に資するよう、日頃から対外的な信頼関係を構築する。				①信頼関係の構築		関係機関・関係団体との信頼関係を構築する。				①信頼関係の構築		関係機関・関係団体との信頼関係を構築する。				①円滑な調整 エンカツ チョウセイ		関係機関・部署との調整を円滑に行う。				①部内のコミュニケーション ブナイ		上司・部下や関係部署と円滑なコミュニケーションを行う。				　		　

				②折衝・調整		組織方針を実現できるよう関係者と折衝・調整を行う。				②調整 チョウセイ		円滑に業務が遂行できるよう関係者と調整を行う。				②調整 チョウセイ		円滑に業務が遂行できるよう関係者と調整を行う。				②関係者との連携 カンケイシャ レンケイ		関係者・関係団体との関係を構築し、連携して業務に取り組む。				②関係者との連携 カンケイシャ レンケイ		関係者・関係団体との関係を構築し、連携して業務に取り組む。				　		　

		業務運営		５　不断の業務見直しに率先して取り組む。				業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。				業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス				業務遂行 スイコウ		５　段取りや手順を整え、効率的に業務を進める。				業務遂行 スイコウ		５　計画的に業務を進め、確実に業務を遂行する。				業務遂行 ギョウム スイコウ		４　意欲的に業務に取り組む。

				①先見性 センケンセイ		先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼす影響を予測して対策を想定するなど、先を読みながらものごとを進める。				①トラブル対応		問題やトラブルが起こった場合の早期対応を適切に行う。				①トラブル対応		問題やトラブルが起こった場合の早期対応を適切に行う。				①段取り		業務の展開を見通し、前もって段取りや手順を整えて仕事を進める。				①計画性 ケイカクセイ		最終期限を意識して計画的に業務を進める。 サイシュウ キゲン イシキ ケイカクテキ ギョウム スス				①積極性 セッキョクセイ		自分の仕事の範囲を限定することなく、未経験の業務に積極的に取り組む。

				②効率的な業務運営		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ効率的に業務を進めるとともに、作業の取捨選択や担当業務のやり方の見直しなど業務の改善に取り組む。 コウリツ テキ ギョウム スス				②効率的な業務運営		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②効率的な業務運営		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②効率的な業務運営 コウリツテキ ギョウム ウンエイ		業務の目的と求められる成果水準を踏まえ、時間や労力の面から効率的に業務を進める。				②正確性 セイカクセイ		ミスを生じさせないよう担当業務全体をチェックする。 ショウ タントウ ギョウム ゼンタイ				②粘り強さ ネバ ヅヨ		失敗や困難にめげずに仕事を進める。

										③業務の見直し ギョウム ミナオ		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。 ギョウム ユウセン ジュンイ イシキ ハイシ フク ギョウム ミナオ ギョウム カイゼン スス				③業務の見直し ギョウム ミナオ		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。 ギョウム ユウセン ジュンイ イシキ ハイシ フク ギョウム ミナオ ギョウム カイゼン スス										③粘り強さ ネバ ヅヨ		粘り強く仕事を進める。				③正確さ		正確に業務を行う。

		組織統率		６　指導力を発揮し、研究部門の統率を行い、成果を挙げる。				組織統率・人材育成 ザイ		６　組織の業務運営に関し、的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。				組織統率・人材育成 ザイ		６　適切に業務を配分した上、進捗管理を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。				部下等の指導 トウ シドウ		６　部下等の指導を行う。

				①体制整備 タイセイ セイビ		部門全体の業務が効率的に執行できるよう、柔軟な働き方を推奨しながら体制を整える。				①業務の割当て ギョウム ワリア		課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、組織の中で適切に業務を割り当てる。 カダイ ジョウキョウ ジュウナン ハタラ カタ スイショウ ワ ア				①業務の割当て ギョウム ワリア		課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、組織の中で適切に業務を割り当てる。 カダイ ジョウキョウ ジュウナン ハタラ カタ スイショウ ワ ア				①業務配分 ギョウム ハイブン		職員の配置・作業の割り振りを行う。				　						　		　

				②統率　 トウソツ		部門全体の一体性を確保するため、適切な指示を行う。 ブモン ゼンタイ イッタイセイ カクホ テキセツ シジ オコナ				②意思疎通と進捗管理 シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより部下の業務の進捗管理をする。				②意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより部下の業務の進捗管理をする。				②指導・育成 シドウ イクセイ		部下等を指導・育成する。 トウ				　						　		　

				③意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより部門全体の業務の進捗状況の把握を行い、適切に指示を出し完遂に導き、成果を挙げる。				③部下の成長支援 ブカ セイチョウ シエン		適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 タヨウ ケイケン キカイ テイキョウ セイチョウ シエン				③部下の成長支援 ブカ セイチョウ シエン		適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 タヨウ ケイケン キカイ テイキョウ セイチョウ シエン				　		　				　		　				　		　







教育系

		６．研修・教育： 施設等機関等 ケンシュウ キョウイク シセツナド キカン トウ

		部長　（６項目及び行動・１6着眼点） ブチョウ コウモク オヨ コウドウ						教授　（６項目及び行動・１6着眼点） キョウジュ コウモク オヨ コウドウ								教官　（４項目及び行動・９着眼点） キョウカン コウモク オヨ コウドウ						教育補助員　（４項目及び行動・８着眼点） キョウイク ホジョイン コウモク オヨ コウドウ

		倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、担当分野の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。						倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 ギョウム				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 ギョウム

				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、担当分野の課題に責任を持って取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組む。						①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。 ギョウム				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、担当業務の課題に責任を持って取り組む。

				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ						②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ

		講義・指導、企画・立案 コウギ シドウ キカク リツアン		２　担当科目の講義・指導に必要な知識・技術及び豊富な経験に基づき、講義計画を立案し、適切に講義・指導を行うとともに、本府省等の方針及び業務に対するニーズを踏まえ、研修・教育カリキュラムを編成する。				講義・指導、企画・立案 コウギ シドウ キカク リツアン		２　担当科目の講義・指導に必要な知識・技術及び経験に基づき、講義計画を立案し、適切に講義・指導を行うとともに、研修・教育カリキュラムを立案する。 タントウ カモク コウギ シドウ ヒツヨウ チシキ ギジュツ オヨ ケイケン モト コウギ ケイカク リツアン テキセツ コウギ シドウ オコナ ケンシュウ キョウイク リツアン						講義・指導 コウギ シドウ		２　担当科目の講義・指導に必要な知識・技術に基づき、講義計画を立案し、適切に講義・指導を行う。 タントウ カモク コウギ シドウ ヒツヨウ チシキ ギジュツ モト コウギ ケイカク リツアン テキセツ コウギ シドウ オコナ				講義・指導 コウギ シドウ		２　担当業務に必要な知識・技術を習得し、教官を助け、適切に講義・指導を行う。 タントウ ギョウム ヒツヨウ チシキ ギジュツ シュウトク キョウカン タス テキセツ コウギ シドウ オコナ

				①知識・情報収集 チシキ ジョウホウ シュウシュウ		業務に関連する知識の習得・情報収集を幅広く行う。 ギョウム カンレン チシキ シュウトク ジョウホウ シュウシュウ ハバヒロ オコナ				①知識・情報収集 チシキ ジョウホウ シュウシュウ		業務に関連する知識の習得・情報収集を幅広く行う。 ギョウム カンレン チシキ シュウトク ジョウホウ シュウシュウ ハバヒロ オコナ						①知識・技術の向上 チシキ ギジュツ コウジョウ		担当科目にかかる知識や技術を向上させる。 タントウ カモク チシキ ギジュツ コウジョウ				①知識・技術の向上 チシキ ギジュツ コウジョウ		担当科目にかかる知識や技術を習得する。 タントウ カモク チシキ ギジュツ シュウトク

				②講義・指導 コウギ シドウ		知識・技術及び豊富な経験に基づき講義計画を立案し、適切に講義・指導を行う。				②講義計画の策定 コウギ ケイカク サクテイ		知識・技術及び経験に基づき担当科目にかかる講義計画を適切に策定する。 タントウ カモク コウギ ケイカク テキセツ サクテイ						②講義計画の策定 コウギ ケイカク サクテイ		知識・技術に基づき担当科目にかかる講義計画を適切に策定する。 タントウ カモク コウギ ケイカク テキセツ サクテイ				②講義・指導の実施 コウギ シドウ ジッシ		教官を助け、受講者が知識・技術を習得できるよう、適切に講義・指導を行う。 キョウカン タス ジュコウシャ チシキ ギジュツ シュウトク テキセツ コウギ シドウ オコナ

				③ニーズの反映 ハンエイ		業務に求められるニーズを的確に把握し、組織（部門）としての方針に反映させる。				③講義・指導の実施 コウギ シドウ ジッシ		受講者が知識・技術を習得できるよう、適切に講義・指導を行う。 ジュコウシャ チシキ ギジュツ シュウトク テキセツ コウギ シドウ オコナ						③講義・指導の実施 コウギ シドウ ジッシ		受講者が知識・技術を習得できるよう、適切に講義・指導を行う。 ジュコウシャ チシキ ギジュツ シュウトク テキセツ コウギ シドウ オコナ				　		　

				④企画・立案 キカク リツアン		部門全体の研修・教育カリキュラムを適切に策定する。 ケンシュウ キョウイク				④企画・立案 キカク リツアン		研修・教育カリキュラムを適切に策定する。						　		　				　		　

		判断 ハンダン		３　担当分野の責任者として、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　所管する事案について、適切な判断を行う。

				①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。

				②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。				②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。

		調整 チョウセイ		４　円滑に業務が遂行できるよう関係者と調整を行い、合意を形成する。 エンカツ ギョウム スイコウ カンケイシャ チョウセイ オコナ ゴウイ ケイセイ				調整 チョウセイ		４　円滑に業務が遂行できるよう関係者と調整を行う。 エンカツ ギョウム スイコウ カンケイシャ チョウセイ オコナ						コミュニケーション		３　上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。				コミュニケーション		３　上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。

				①信頼関係の構築		関係機関・関係団体との信頼関係を構築する。				①部内のコミュニケーション ブナイ		上司・部下や関係部署と円滑なコミュニケーションを行う。 ジョウシ ブカ カンケイ ブショ エンカツ オコナ						①協調性 キョウチョウセイ		上司・部下や他部局等の担当者と協力的な関係を構築する。				①指示・指導の理解 シジ シドウ リカイ		上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。

				②折衝・調整 セッショウ チョウセイ		円滑に業務が遂行できるよう関係者と折衝・調整を行う。				②信頼関係 シンライ カンケイ		受講者をよく掌握し、信頼関係を構築する。 ジュコウシャ ショウアク シンライ カンケイ コウチク						②説明 セツメイ		ポイントを整理し、筋道を立てて分かりやすく説明する。				②情報の伝達 ジョウホウ デンタツ		情報を正確に伝達する。

										③調整 チョウセイ		円滑に業務が遂行できるよう関係者と調整を行う。						　		　				　		　

		業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス				業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス						業務遂行 スイコウ		４　段取りや手順を整え、効率的に業務を進める。 ダンド テジュン トトノ コウリツテキ ギョウム スス				業務遂行 ギョウム スイコウ		４　意欲的に業務に取り組む。

				①トラブル対応		問題やトラブルが起こった場合の早期対応を適切に行う。				①トラブル対応		問題やトラブルが起こった場合の早期対応を適切に行う。						①効率的な業務運営		効率的に業務を進める。				①積極性 セッキョクセイ		自分の仕事の範囲を限定することなく、未経験の業務に積極的に取り組む。

				②効率的な業務運営		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②効率的な業務運営		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ						②段取り ダンド		業務の展開を見通し、前もって段取りや手順を整えて仕事を進める。				②粘り強さ ネバ ヅヨ		失敗や困難にめげずに仕事を進める。

				③業務の見直し ギョウム ミナオ		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。 ギョウム ユウセン ジュンイ イシキ ハイシ フク ギョウム ミナオ ギョウム カイゼン スス				③業務の見直し ギョウム ミナオ		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。 ギョウム ユウセン ジュンイ イシキ ハイシ フク ギョウム ミナオ ギョウム カイゼン スス

		組織統率・人材育成 ザイ		６　適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。				部下の育成・活用		６　部下の指導、育成及び活用を行う。

				①体制整備 タイセイ セイビ		円滑に業務遂行ができるよう、柔軟な働き方を推奨しながら体制を整える。				①作業の割り振り サギョウ ワ フ		課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、部下の一人ずつの仕事の状況や負荷を的確に把握し、適切に作業を割り振る。

				②意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより部下の業務の進捗管理をする。				②部下の育成 ブカ イクセイ		部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。

				③部下の成長支援 ブカ セイチョウ シエン		適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 テキセツ タヨウ ケイケン キカイ テイキョウ セイチョウ シエン				　		　







医療系

		７．医療 ： 行政機関（矯正収容施設を除く） イリョウ ギョウセイ キカン キョウセイ シュウヨウ シセツ ノゾ

		部長　（６項目及び行動・１３着眼点） ブチョウ コウモク オヨ コウドウ						課長　（５項目及び行動・１１着眼点） カチョウ オヨ コウドウ								医長　（５項目及び行動・１１着眼点） イチョウ オヨ コウドウ						医師　（４項目及び行動・１０着眼点） イシ オヨ コウドウ

		倫理 リンリ		１　医師としての責任を自覚しつつ、高い倫理感を有し、部の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、国民全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　医師としての責任を自覚しつつ、所管する業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、国民全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。 イシ セキニン ジカク ショカン ギョウム カダイ セキニン モ ト ク フクム キリツ ジュンシュ コクミン ゼンタイ ホウシシャ コウセイ ショクム スイコウ						倫理 リンリ		１　医師としての責任を自覚しつつ業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、国民全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　医師としての責任を自覚しつつ業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、国民全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。

				①責任感 セキニン カン		医師としての責任を自覚しつつ、高い倫理感を有し、部の課題に責任を持って取り組む。				①責任感 セキニン カン		医師としての責任を自覚しつつ、所管する業務の課題に責任を持って取り組む。						①責任感 セキニン カン		医師としての責任を自覚しつつ業務に取り組む。				①責任感 セキニン カン		医師としての責任を自覚しつつ業務に取り組む。

				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、国民全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ コクミン ゼンタイ ホウシシャ コウセイ ショクム スイコウ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、国民全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ コクミン ゼンタイ ホウシシャ コウセイ ショクム スイコウ						②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、国民全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ コクミン ゼンタイ ホウシシャ コウセイ ショクム スイコウ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、国民全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。

		構想 コウソウ		２　本省等の方針に基づき、業務に対するニーズを踏まえ、業務運営の方針を示す。				　		　						　		　				　		　

				①行政ニーズの把握		行政ニーズや事案における課題を的確に把握する。				　		　						　		　				　		　

				②基本方針・成果の明示 キホン ホウシン セイカ メイジ		本省等から示された方針を受け、課題を踏まえ、新たな取組への挑戦も含め、機関としての基本的な方針や達成すべき成果を具体的に示し、部下に理解させる。 アラ トリクミ チョウセン フク キカン タッセイ セイカ グタイ テキ ブカ リカイ				　		　						　		　				　		　

		知識・技術・診療 チシキ ギジュツ シンリョウ		３　高度な医学的知識・技術及び豊富な経験に基づき、困難な症例について、適切な診療を行う。				知識・技術・診療 チシキ ギジュツ シンリョウ		２　高度な医学的知識・技術及び経験に基づき、困難な症例について、適切な診療を行う。						知識・技術・診療 チシキ ギジュツ シンリョウ		２　医学的知識・技術及び経験に基づき、困難な症例について、適切な診療を行う。				知識・技術・診療 チシキ ギジュツ シンリョウ		２　医学的知識・技術に基づき、適切な診療を行う。

				①的確な診断 テキカク シンダン		高度な医学的知識・技術及び豊富な経験に基づき、困難な症例について的確な診断を行う。 テキカク シンダン オコナ				①的確な診断 テキカク シンダン		高度な医学的知識・技術及び経験に基づき、困難な症例について的確な診断を行う。						①適切な診断 テキセツ シンダン		医学的知識・技術及び経験に基づき、困難な症例について、適切な診断を行う。 シンダン オコナ				①適切な診断 テキセツ シンダン		医学的知識・技術に基づき、適切な診断を行う。 シンダン オコナ

				②適切な診療 シンリョウ		困難な症例について、診断結果に基づき適切な治療を行う。　 コンナン ショウレイ シンダン ケッカ モト テキセツ チリョウ オコナ				②適切な治療 チリョウ		困難な症例について、診断結果に基づき適切な治療を行う。　						②適切な治療 チリョウ		困難な症例について、診断結果に基づき適切な治療を行う。				②適切な治療 チリョウ		診断結果に基づき適切な治療を行う。

				　		　				　		　						③知識・技術の向上 チシキ ギジュツ コウジョウ		自助努力により知識や技術を向上させ、業務上発揮する。				③知識・技術の向上 チシキ ギジュツ コウジョウ		自助努力により知識や技術を向上させ、業務上発揮する。

		判断 ハンダン		４　部の責任者として、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　所管する事案について、適切な判断を行う。 ショカン ジアン テキセツ ハンダン オコナ						信頼関係の構築 シンライ カンケイ コウチク		３　上司・部下・関係部署等との信頼関係を構築する。				協調性 キョウチョウセイ		３　上司・同僚等と協力的な関係を構築する。

				①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。						①協調性 キョウチョウセイ		上司・部下や他部局等の担当者と協力的な関係を構築する。				①協調性 キョウチョウセイ		上司・部下や他部局等の担当者と協力的な関係を構築する。

				②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。				②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。						②説明 セツメイ		ポイントを整理し、筋道を立てて分かりやすく説明する。				②説明 セツメイ		ポイントを整理し、筋道を立てて分かりやすく説明する。

																		　		　				③上司への報告		問題が生じたときには速やかに上司に報告をする。

		調整 チョウセイ		５　円滑に診療業務を遂行できるよう関係者と調整を行い、合意を形成する。 エンカツ シンリョウ ギョウム スイコウ カンケイシャ チョウセイ オコナ ゴウイ ケイセイ				調整 チョウセイ		４　円滑に診療業務を遂行できるよう関係者と調整を行い、合意を形成する。						患者等への説明・指導		４　患者やその家族等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとり、分かりやすい説明・指導を行う。 カンジャ カゾクナド エンカツ テキセツ ワ セツメイ シドウ オコナ				患者等への説明・指導 カンジャトウ セツメイ シドウ		４　患者やその家族等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとり、分かりやすい説明・指導を行う。

				①信頼関係の構築		関係する組織の担当者と信頼関係を構築する。 カンケイ ソシキ タントウシャ				①信頼関係の構築		関係する組織の担当者と信頼関係を構築する。 カンケイ ソシキ タントウシャ						①役割認識 ヤクワリ ニンシキ		患者やその家族と円滑なコミュニケーションを行う。 カンジャ カゾク				①役割認識 ヤクワリ ニンシキ		患者やその家族と円滑なコミュニケーションを行う。 カンジャ カゾク

				②調整		円滑な診療が行えるよう関係者と調整を行う。 エンカツ シンリョウ オコナ				②調整		円滑な診療が行えるよう関係者と調整を行う。 エンカツ シンリョウ オコナ						②説明・指導 セツメイ シドウ		説明する相手方に対応した理解しやすい説明・指導を適切に行う。 セツメイ アイテ タイオウ リカイ				②説明・指導 セツメイ シドウ		説明する相手方に対応した理解しやすい説明・指導を適切に行う。

		組織統率		６　医療業務の運営に関し、的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。				組織統率・人材育成		５　適切に業務を配分した上、業務の実施状況を管理し、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。						部下の育成・活用 ブカ イクセイ カツヨウ		５　部下の指導、育成及び活用を行う。

				①体制整備 タイセイ セイビ		部全体の業務が効率的に執行できるよう、柔軟な働き方を推奨しながら体制を整える。				①業務の割当て ギョウム ワリア		課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、組織の中で適切に業務を割り当てる。 カダイ ジョウキョウ ジュウナン ハタラ カタ スイショウ ワ ア						①業務配分 ギョウム ハイブン		部下の配置、作業の割り振りを行う。 ハイチ サギョウ ワ フ オコナ

				②意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより部の業務の進捗状況の把握を行い、適切に指示を出し完遂に導き、成果を挙げる。 ブ ギョウム テキセツ ダ セイカ ア				②意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより部下の業務の進捗管理をする。						②部下の育成 ブカ イクセイ		部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。

				③部下の成長支援 ブカ セイチョウ シエン		適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 テキセツ タヨウ ケイケン キカイ テイキョウ セイチョウ シエン				③部下の成長支援 ブカ セイチョウ シエン		適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 タヨウ ケイケン キカイ テイキョウ セイチョウ シエン						　		　











技能労務系

		８．技能・労務： 行政機関

		職長　（４項目及び行動・１１着眼点） ショクチョウ コウモク オヨ コウドウ						係員　（４項目及び行動・１０着眼点） カカリイン オヨ コウドウ

		倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 ギョウム				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

				①責任感　		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。				①責任感 セキニンカン		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。

				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ

										　		　

		知識・技能・業務遂行 チシキ ギノウ ギョウム スイコウ		２　担当業務についての知識・技能及び経験に基づき、的確に業務を遂行する。 タントウ ギョウム ギノウ オヨ ケイケン モト テキカク ギョウム スイコウ				知識・技能 チシキ ギノウ		２　業務に必要な知識・技能を習得する。 ギョウム ヒツヨウ チシキ ギノウ シュウトク

				①高度な知識・技能 コウド チシキ ギノウ		高いレベルの知識・技能や経験を有し、困難な事案や特殊事例にも対応する。 ギノウ				①知識・技能の向上 チシキ ギノウ コウジョウ		業務を通じ、知識・技能を向上させる。 ギノウ

				②課題把握 カダイ ハアク		課題を的確に把握し、業務上の判断に反映する。 カダイ テキカク ハアク ギョウムジョウ ハンダン ハンエイ				②情報収集 ジョウホウ シュウシュウ		業務に関係する情報を収集・整理する。 ギョウム カンケイ ジョウホウ シュウシュウ セイリ



		協調性 キョウチョウ セイ		３　部下等と協力的な関係を構築する。 ブカトウ キョウリョクテキ カンケイ コウチク				コミュニケーション		３　上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。 ジョウシ ドウリョウトウ エンカツ テキセツ

				①円滑な調整 エンカツ チョウセイ		部下や関係者と円滑なコミュニケーションを行う。 ブカ カンケイシャ エンカツ オコナ				①指示・指導の理解 シジ シドウ リカイ		上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。 ジョウシ シュウイ シジ シドウ タダ リカイ

				②誠実な対応 セイジツ タイオウ		相手に対し誠実な対応をする。 アイテ タイ セイジツ タイオウ				②誠実な対応 セイジツ タイオウ		相手に対し誠実な対応をする。 アイテ タイ セイジツ タイオウ



		業務管理		４　適切に作業の割り振りを行い、効率的に業務を進めるとともに、部下等に対する指導又は関係者との適切な連絡調整を行う。 テキセツ サギョウ ワ フ オコナ コウリツテキ ギョウム スス ブカ トウ タイ シドウ マタ カンケイシャ テキセツ レンラク チョウセイ オコナ				業務遂行 スイコウ		４　意欲的に業務に取り組む。 イヨクテキ ギョウム ト ク

				①段取り ダンド		業務の展開を見通し、前もって段取りや手順を整えて仕事を進める。				①正確さ セイカク		正確に業務を行う。

				②業務改善 ギョウム カイゼン		効率的な業務執行を行う。 コウリツテキ ギョウム シッコウ オコナ				②迅速さ ジンソク		迅速に業務を行う。 オコナ

				③正確・迅速 セイカク ジンソク		正確・迅速に業務を行う。 セイカク ジンソク ギョウム オコナ				③期限遵守 キゲン ジュンシュ		指示され又は定められた期限を遵守する。 シジ マタ サダ キゲン ジュンシュ

				④業務配分 ギョウム ハイブン		職員等の配置・作業の割り振りを行う。 トウ				④積極性 セッキョクセイ		自分の仕事の範囲に限定することなく、未経験の業務に積極的に取り組む。 ジブン シゴト ハンイ ゲンテイ ミケイケン ギョウム セッキョクテキ ト ク

				⑤指導・育成 シドウ イクセイ		部下を指導・育成する。










一般職（本府省）

				１．一般行政 ： 本省内部部局等 イッパン ギョウセイ ホンショウ ナイブ ブキョク ナド

				課長 （６項目及び行動・１６着眼点） カチョウ コウモク オヨ コウドウ チャクガンテン						室長 （６項目及び行動・１７着眼点） シツチョウ コウモク オヨ						課長補佐 （６項目及び行動・１５着眼点） カチョウ ホサ オヨ						係長 （５項目及び行動・１３着眼点） カカリ チョウ オヨ						係員 （４項目及び行動・１２着眼点） カカリイン オヨ

				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 カン				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、担当業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 コクミン ゼンタイ ホウシシャ タントウ ギョウム ダイ イッセン セキニン モ カダイ ト ク フクム キリツ ジュンシュ コウセイ ショクム スイコウ				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

						①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課の課題に責任を持って取り組む。 タカ リンリ カン ユウ カ				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、担当業務の課題に責任を持って取り組む。 タントウ ギョウム				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組む。 カダイ				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。 ギョウム				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。 ギョウム

						②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ

				構想 コウソウ		２　所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、国民の視点に立って、行政課題に対応するための方針を示す。				企画・立案 キカク リツアン		２　組織方針に基づき、行政ニーズを踏まえ、課題を的確に把握し、施策の企画・立案を行う。				企画・立案、事務事業の実施 キカク リツアン ジム ジギョウ ジッシ		２　組織や上司の方針に基づいて、施策の企画・立案や事務事業の実施の実務の中核を担う。 ジツ ツトム				課題対応 カダイ タイオウ		２　担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、問題点を的確に把握し、課題に対応する。				知識・技術 チシキ ギジュツ		２　業務に必要な知識・技術を習得する。

						①状況の構造的把握　		課内の情報の中枢として複雑な因果関係、錯綜した利害関係など業務とそれを取り巻く状況の全体像を的確に把握する。 カナイ ジョウホウ チュウスウ フクザツ インガ カンケイ サクソウ リガイ カンケイ ギョウム ト マ ジョウキョウ ゼンタイゾウ テキカク ハアク				①知識・情報収集		業務に関連する知識の習得・情報収集を幅広く行う。 ギョウム カンレン チシキ シュウトク ジョウホウ シュウシュウ ハバヒロ オコナ				①知識・情報収集		業務に関連する知識の習得・情報収集を幅広く行う。 ギョウム カンレン チシキ シュウトク ジョウホウ シュウシュウ ハバヒロ オコナ				①知識・情報収集		担当業務における専門的知識・技術の習得・情報収集を行う。 ギョウム テキ ギジュツ				①情報の整理		情報や資料を分かりやすく分類・整理する。

						②基本方針・成果の明示 キホン ホウシン セイカ メイジ		国家や国民の利益を第一に、国内外の変化を読み取り、新たな取組への挑戦も含め、課としての基本的な方針や達成すべき成果を具体的に示し、部下に理解させる。 コッカ コクミン リエキ ダイイチ コクナイガイ ヘンカ ヨ ト アラ トリクミ チョウセン フク カ キホンテキ ホウシン タッセイ セイカ グタイテキ シメ ブカ リカイ				②行政ニーズの反映 ギョウセイ ハンエイ		行政ニーズや事案における課題を的確に把握し、施策の企画立案や業務上の判断に反映する。				②事務事業の実施 ジム ジギョウ ジッシ		事案における課題を的確に把握し、実務担当者の中核となって、施策の企画・立案や事務事業の実施を行う。 ジツム タントウシャ チュウカク ジム ジギョウ ジッシ オコナ				②問題点の把握 モンダイテン ハアク		新しい課題に対して問題点を的確に把握する。				②知識習得		業務に必要な知識を身に付ける。

												③成果認識		成果のイメージを明確に持ち、新たな取組への挑戦も含め、複数の選択肢を吟味して最適な企画や方策を立案する。				③成果認識		成果のイメージを明確に持ち、複数の選択肢を吟味して最適な企画や方策を立案する。				③対応策の検討		問題の原因を探求して、対応策を考える。

				判断 ハンダン		３　課の責任者として、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　担当業務の責任者として、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　自ら処理すべき事案について、適切な判断を行う。				協調性 キョウチョウセイ		３　上司・部下等と協力的な関係を構築する。				コミュニケーション		３　上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。

						①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				①役割認識　		自ら処理すべきこと、上司の判断にゆだねることの仕分けなど、自分の果たすべき役割を的確に押さえながら業務に取り組む。				①協調性 キョウチョウセイ		上司・部下や他部局等の担当者と協力的な関係を構築する。				①指示・指導の理解 シジ シドウ リカイ		上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。

						②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。				②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。				②適切な判断 テキセツ ハンダン		担当する事案について適切な判断を行う。 タントウ ジアン テキセツ ハンダン オコナ				②指示・指導の理解 シジ シドウ リカイ		上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。 ジョウシ シュウイ シジ シドウ タダ リカイ				②情報の伝達 ジョウホウ デンタツ		情報を正確に伝達する。

						③リスク対応		状況の変化や問題が生じた場合の早期対応を適切に行う。				③リスク対応		状況の変化や問題が生じた場合の早期対応を適切に行う。				　		　				　		　				③誠実な対応 セイジツ タイオウ		相手に対し誠実な対応をする。 アイテ タイ セイジツ タイオウ

				説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成する。				説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　担当する事案について適切な説明を行うとともに、関係者と調整を行い、合意を形成する。				説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　担当する事案について論理的な説明を行うとともに、関係者と粘り強く調整を行う。				説明 セツメイ		４　担当する事案について分かりやすい説明を行う。 タントウ ジアン ワ セツメイ オコナ						④上司への報告		問題が生じたときには速やかに上司に報告をする。

						①信頼関係の構築		円滑な合意形成に資するよう、日頃から対外的な信頼関係を構築する。				①信頼関係の構築		他部局や他省庁のカウンターパートと信頼関係を構築する。				①信頼関係の構築		他部局や他省庁のカウンターパートと信頼関係を構築する。				①説明		ポイントを整理し、筋道を立てて分かりやすく説明する。				　		　

						②折衝・調整		組織方針を実現できるよう関係者と折衝・調整を行う。				②折衝・調整		組織方針を実現できるよう関係者と折衝・調整を行う。				②説明		論点やポイントを明確にすることにより、論理的で簡潔な説明をする。				②相手の話の理解 アイテ ハナシ リカイ		相手の意見・要望等を正しく理解して説明を行う。 アイテ イケン ヨウボウ トウ タダ リカイ セツメイ オコナ				　		　

						③適切な説明 テキセツ セツメイ		所管行政について適切な説明を行う。 ショカン ギョウセイ テキセツ セツメイ オコナ				③適切な説明 テキセツ セツメイ		担当する事案について適切な説明を行う。 タントウ ジアン テキセツ セツメイ オコナ				③交渉　		相手の意見を理解・尊重する一方、主張すべき点はぶれずに主張し、粘り強く対応する。 タイオウ				　		　				　		　

				業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス				業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス				業務遂行 スイコウ		５　段取りや手順を整え、効率的に業務を進める。 コウリツテキ				業務遂行 スイコウ		５　計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行する。				業務遂行 ギョウム スイコウ		４　意欲的に業務に取り組む。

						①先見性		先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼす影響を予測して対策を想定するなど、先を読みながらものごとを進める。				①先見性		先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼす影響を予測して対策を想定するなど、先を読みながらものごとを進める。				①段取り		業務の展開を見通し、前もって段取りや手順を整えて仕事を進める。				①計画性		最終期限を意識し、進捗状況を部下や同僚と共有しながら計画的に業務を進める。				①積極性		自分の仕事の範囲を限定することなく、未経験の業務に積極的に取り組む。

						②効率的な業務運営		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。				②効率的な業務運営		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。				②柔軟性		緊急時、見通しが変化した時などの状況に応じて、打つ手を柔軟に変える。				②正確性		ミスや抜け落ちを生じさせないよう担当業務全体のチェックを行う。				②正確性 セイカクセイ		ミスや抜け落ちが生じないよう作業のチェックを行う。

						③業務の見直し		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。				③業務の見直し		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。				③業務
改善		作業の取捨選択や担当業務のやり方の見直しなど業務の改善に取り組む。				③粘り強さ ネバ ヅヨ		困難な状況においても粘り強く仕事を進める。				③迅速な作業 ジンソク サギョウ		迅速な作業を行う。 ジンソク サギョウ オコナ

				組織統率・人材育成		６　適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。				組織統率・人材育成		６　適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。				部下の育成・活用		６　部下の指導、育成及び活用を行う。						④部下の育成		部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。				④粘り強さ ネバ ヅヨ		失敗や困難にめげずに仕事を進める。

						①業務の割当て		課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、組織の中で適切に業務を割り当てる。				①業務の割当て ギョウム ワリア		課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、組織の中で適切に業務を割り当てる。				①作業の割り振り サギョウ ワ フ		部下の一人ずつの仕事の状況や負荷を的確に把握し、適切に作業を割り振る。

						②意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより情報の共有や部下の仕事の進捗状況の把握を行い、的確な指示を行うことにより業務を完遂に導き、成果を挙げる。				②意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより情報の共有や部下の仕事の進捗状況の把握を行い、的確な指示を行うことにより業務を完遂に導き、成果を挙げる。				②部下の育成 ブカ イクセイ		部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。

						③部下の成長支援 ブカ セイチョウ シエン		適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。				③部下の成長支援 ブカ セイチョウ シエン		適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。

























一般職（管区単位機関）　

		２．一般行政 ： 部等設置広域管轄機関 イッパン ギョウセイ ブトウ セッチ コウイキ カンカツ キカン

		部長 （６項目及び行動・１６着眼点） ブチョウ コウモク オヨ コウドウ チャクガンテン						課長 （６項目及び行動・１５着眼点） カチョウ コウモク オヨ コウドウ チャクガンテン						課長補佐 （６項目及び行動・１３着眼点） カチョウ ホサ オヨ コウドウ						係長 （５項目及び行動・１２着眼点） カカリチョウ オヨ コウドウ						係員 （４項目及び行動・１２着眼点） カカリイン オヨ コウドウ

		倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、部の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 コクミン ゼンタイ ホウシシャ タントウ ギョウム ダイ イッセン セキニン モ カダイ ト ク フクム キリツ ジュンシュ コウセイ ショクム スイコウ				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、部の課題に責任を持って取り組む。				①責任感　		国民全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組む。				①責任感　		国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組む。 コクミン ゼンタイ ホウシシャ タントウ ギョウム ダイ イッセン セキニン モ カダイ ト ク				①責任感　		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。				①責任感 セキニンカン		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。

				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ コウセイ ショクム スイコウ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ

		構想 コウソウ		２　本府省等の方針に基づき、地域情勢を踏まえ、業務運営の方針を示す。				実施施策の立案 ジッシ シサク リツアン		２　組織方針に基づき、地域の行政ニーズを踏まえた実施施策を立案する。				方策・計画の立案、事務事業の実施 ホウサク ケイカク リツアン ジム ジギョウ ジッシ		２　組織や上司の方針に基づいて、具体的な方策・計画を立案し、又は事務事業を実施する。				課題対応 カダイ タイオウ		２　担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、課題に対応する。　　				知識・技術 チシキ ギジュツ		２　業務に必要な知識・技術を習得する。

				①状況の構造的把握　		部内の情報の中枢として複雑な因果関係、錯綜した利害関係など業務とそれを取り巻く状況の全体像を的確に把握する。 ブナイ ジョウホウ チュウスウ フクザツ				①行政ニーズの把握 ギョウセイ ハアク		地域の行政ニーズや事案における課題を的確に把握する。 チイキ				①知識・情報収集 チシキ ジョウホウ シュウシュウ		業務に関連する知識の習得・情報収集を幅広く行う。				①知識・情報収集 チシキ		担当業務における専門的知識・技術の習得・情報収集を行う。 ギョウム テキ ギジュツ ジョウホウ シュウシュウ				①情報の整理		情報や資料を分かりやすく分類・整理する。

				②基本方針・成果の明示 キホン ホウシン セイカ メイジ		本省から示された方針を受け、地域課題を踏まえ、新たな取組への挑戦も含め、部としての基本的な方針や達成すべき成果を具体的に示し、部下に理解させる。 アラ トリクミ チョウセン フク ブ タッセイ セイカ グタイテキ シメ ブカ リカイ				②成果認識 セイカ ニンシキ		成果のイメージを明確に持ち、新たな取組への挑戦も含め、複数の選択肢を吟味して最適な実施施策を立案する。 セイカ メイカク モ フクスウ センタクシ ギンミ サイテキ ジッシ シサク リツアン				②事務事業の実施 ジム ジギョウ ジッシ		事案における課題を的確に把握し、具体的な方策・計画の立案や事務事業の実施を行う。 グタイテキ ケイカク				②対応策の検討 タイオウ サク ケントウ		担当する業務の課題に対して対応策を考える。 タントウ ギョウム タイオウ サク カンガ				②知識習得　		業務に必要な知識を身に付ける。

		判断 ハンダン		３　部の責任者として、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　所管する事案について、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　自ら処理すべき事案について、適切な判断を行う。				協調性		３　上司・部下等と協力的な関係を構築する。　				コミュニケーション		３　上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。

				①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				①役割認識　		自ら処理すべきこと、上司の判断にゆだねることの仕分けなど、自分の果たすべき役割を的確に押さえながら業務に取り組む。				①協調性 キョウチョウセイ		上司・部下や他部局等の担当者と協力的な関係を構築する。				①指示・指導の理解 シジ シドウ リカイ		上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。

				②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。				②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。				②適切な判断 テキセツ ハンダン		担当する事案について適切な判断を行う。				②指示・指導の理解 シジ シドウ リカイ		上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。				②情報の伝達 ジョウホウ デンタツ		情報を正確に伝達する。

				③リスク対応 タイオウ		状況の変化や問題が生じた場合の早期対応を適切に行う。																						③誠実な対応 セイジツ タイオウ		相手に対し誠実な対応をする。 アイテ タイ セイジツ タイオウ

		説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　部の業務について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、局長を助け、関係者と調整を行い、合意を形成する。				説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　所管する事案について適切な説明を行うとともに、関係者と調整を行い、合意を形成する。				説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　担当する事案について論理的な説明を行うとともに、関係者と調整を行う。				説明　		４　担当する事案について分かりやすい説明を行う。						④上司への報告		問題が生じたときには速やかに上司に報告をする。

				①信頼関係の構築		円滑な合意形成に資するよう、日頃から対外的な信頼関係を構築する。				①信頼関係の構築 シンライ カンケイ コウチク		関係機関や関係団体等の関係者との信頼関係を構築する。 カンケイ キカン カンケイ ダンタイ トウ カンケイシャ				①信頼関係の構築 シンライ カンケイ コウチク		他部局や他省庁の担当者と信頼関係を構築する。 タ ショウチョウ タントウシャ				①説明 セツメイ		ポイントを整理し、筋道を立てて分かりやすく説明する。

				②折衝・調整		組織方針を実現できるよう関係者と折衝・調整を行う。				②折衝・調整		所管する事案について関係者と折衝・調整を行う。 ショカン ジアン				②説明		論点やポイントを明確にすることにより、論理的で簡潔な説明をする。				②相手の話の理解 アイテ ハナシ リカイ		相手の意見・要望等を正しく理解して説明を行う。 アイテ イケン ヨウボウ トウ タダ リカイ セツメイ オコナ

				③適切な説明 テキセツ セツメイ		部の業務について適切な説明を行う。 ブ ギョウム テキセツ セツメイ オコナ				③上部機関との連携 ジョウブ キカン レンケイ		本省の担当者と日頃から連絡をとり、必要な報告を適切に行う。 ホンショウ タントウシャ ヒゴロ レンラク ヒツヨウ ホウコク テキセツ オコナ				③交渉　		相手の意見を理解・尊重する一方、主張すべき点はぶれずに主張する。				　		　

		業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス				業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス				業務遂行 スイコウ		５　段取りや手順を整え、効率的に業務を進める。				業務遂行 スイコウ		５　計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行する。				業務遂行 ギョウム スイコウ		４　意欲的に業務に取り組む。

				①先見性 センケンセイ		先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼす影響を予測して対策を想定するなど、先を読みながらものごとを進める。				①柔軟性 ジュウナンセイ		緊急時、見通しが変化した時などの状況に応じて、適切に対応する。 テキセツ タイオウ				①段取り ダンド		業務の展開を見通し、前もって段取りや手順を整えて仕事を進める。				①計画性 ケイカクセイ		最終期限を意識し、進捗状況を部下や同僚と共有しながら計画的に業務を進める。				①積極性 セッキョクセイ		自分の仕事の範囲を限定することなく、未経験の業務に積極的に取り組む。

				②効率的な業務運営 コウリツテキ ギョウム ウンエイ		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②効率的な業務運営 コウリツテキ ギョウム ウンエイ		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②業務改善		作業の取捨選択や担当業務のやり方の見直しなど業務の改善に取り組む。				②正確性 セイカクセイ		ミスや抜け落ちを生じさせないよう担当業務全体のチェックを行う。				②正確性 セイカクセイ		ミスや抜け落ちが生じないよう作業のチェックを行う。

				③業務の見直し		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。				③業務の見直し ギョウム ミナオ		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。 ギョウム ユウセン ジュンイ イシキ ハイシ フク ギョウム ミナオ ギョウム カイゼン スス										③粘り強さ ネバ ヅヨ		困難な状況においても粘り強く仕事を進める。				③迅速な作業 ジンソク サギョウ		迅速な作業を行う。 ジンソク サギョウ オコナ

		組織統率		６　管轄する組織の業務運営に関し、的確な指示を行うとともに、部下を統率し、成果を挙げる。				組織統率・人材育成 ジンザイ		６　適切に業務を配分した上、進捗管理を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。				部下の育成・活用		６　部下の指導、育成及び活用を行う。　						④部下の育成		部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。　				④粘り強さ ネバ ヅヨ		失敗や困難にめげずに仕事を進める。

				①体制整備 タイセイ セイビ		管轄する組織全体の業務が効率的に執行できるよう、柔軟な働き方を推奨しながら体制を整える。				①業務の割当て ギョウム ワリア		課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、組織の中で適切に業務を割り当てる。 カダイ ジョウキョウ ジュウナン ハタラ カタ スイショウ ワ ア				①作業の割り振り		部下の一人ずつの仕事の状況や負荷を的確に把握し、適切に作業を割り振る。				　						　		　

				②統率　 トウソツ		管轄する組織全体の一体性を確保するため、的確な指示を行う。 カンカツ ソシキ ゼンタイ イッタイセイ カクホ シジ オコナ				②意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより情報の共有や部下の仕事の進捗状況の把握を行い、業務を完遂に導き、成果を挙げる。 ブカ ソウホウコウ テキセツ セイカ ア				②部下の育成		部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。										　		　

				③意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより管轄する組織全体の業務の進捗状況の把握を行い、適切に指示を出し完遂に導き、成果を挙げる。 ブカ ソウホウコウ テキセツ セイカ ア				③部下の成長支援 ブカ セイチョウ シエン		適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 タヨウ ケイケン キカイ テイキョウ セイチョウ シエン				　		　







一般職（府県単位機関）

		３．一般行政 ： 都府県管轄機関

		所長 （６項目及び行動・１６着眼点） ショチョウ コウモク オヨ コウドウ チャクガンテン						部長 （６項目及び行動・１５着眼点） ブチョウ コウモク オヨ コウドウ						課長 （６項目及び行動・１５着眼点） コウモク オヨ コウドウ						課長補佐 （６項目及び行動・１３着眼点） カチョウ ホサ オヨ コウドウ						係長 （５項目及び行動・１２着眼点） オヨ コウドウ						係員 （４項目及び行動・１２着眼点） カカリイン オヨ コウドウ

		倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、機関の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、担当分野の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 コクミン ゼンタイ ホウシシャ タントウ ギョウム ダイ イッセン セキニン モ カダイ ト ク フクム キリツ ジュンシュ コウセイ ショクム スイコウ				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、機関の課題に責任を持って取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、担当分野の課題に責任を持って取り組む。				①責任感　		国民全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組む。				①責任感　		国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組む。 コクミン ゼンタイ ホウシシャ タントウ ギョウム ダイ イッセン セキニン モ カダイ ト ク				①責任感　		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。 コクミン ゼンタイ ホウシシャ セキニン モ ギョウム ト ク				①責任感　		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。

				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ

		構想 コウソウ		２　本府省等の方針に基づき、地域情勢を踏まえ、業務運営の基本的な方針を示す。				実施方針の立案 ジッシ ホウシン リツアン		２　本府省等の方針に基づき、地域情勢を踏まえた実施方針を示す。				実施計画の立案 ジッシ ケイカク リツアン		２　組織方針に基づき、地域の行政ニーズを踏まえた実施計画を立案する。				方策・計画の立案、事務事業の実施 ホウサク ケイカク リツアン ジム ジギョウ ジッシ		２　組織や上司の方針に基づいて、具体的な方策・計画を立案し、又は事務事業を実施する。				課題対応 カダイ タイオウ		２　担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、課題に対応する。　				知識・技術 チシキ ギジュツ		２　業務に必要な知識・技術を習得する。

				①状況の構造的把握　		所内の情報の中枢として複雑な因果関係、錯綜した利害関係など業務とそれを取り巻く状況の全体像を的確に把握する。 ショ ナイ ジョウホウ チュウスウ フクザツ				①状況の構造的把握　		部内の情報の中枢として複雑な因果関係、錯綜した利害関係など業務とそれを取り巻く状況の全体像を的確に把握する。 ブ ナイ ジョウホウ チュウスウ フクザツ				①行政ニーズの把握		住民ニーズや事案における課題を的確に把握する。				①知識・情報収集 チシキ ジョウホウ シュウシュウ		業務に関連する知識の習得・情報収集を幅広く行う。				①知識・情報収集 チシキ		担当業務における専門的知識・技術の習得・情報収集を行う。 ギョウム テキ ギジュツ ジョウホウ シュウシュウ				①情報の整理		情報や資料を分かりやすく分類・整理する。

				②業務方針・成果の明示 ギョウム ホウシン セイカ メイジ		本省、管区機関から示された方針を受け、住民ニーズも踏まえ、新たな取組への挑戦も含め、業務運営の基本的な方針や達成すべき成果を具体的に示し、部下に理解させる。 ホンショウ カンク キカン シメ ホウシン ウ ジュウミン フ アラ トリクミ チョウセン フク ギョウム ウンエイ タッセイ セイカ グタイテキ シメ ブカ リカイ				②実施方針・成果の明示 ジッシ ホウシン セイカ メイジ		本省、管区機関から示された方針を受け、住民ニーズも踏まえ、新たな取組への挑戦も含め、部としての実施方針や達成すべき成果を具体的に示し、部下に理解させる。 ホンショウ カンク キカン シメ ホウシン ウ ジュウミン フ アラ トリクミ チョウセン フク ブ ジッシ ホウシン タッセイ セイカ グタイテキ シメ ブカ リカイ				②計画の策定 ケイカク サクテイ		部長の方針を受け、業務の実施計画を策定する。 ブチョウ ホウシン ウ ギョウム ジッシ ケイカク サクテイ				②事務事業の実施 ジム ジギョウ ジッシ		事案における課題を的確に把握し、具体的な方策・計画の立案や事務事業の実施を行う。 グタイテキ ケイカク				②対応策の検討 タイオウ サク ケントウ		担当する業務の課題に対して対応策を考える。				②知識習得　		業務に必要な知識を身に付ける。 チシキ

		判断 ハンダン		３　機関の責任者として、適切な判断を行う。　　				判断 ハンダン		３　担当分野の責任者として、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　所管する事案について、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　自ら処理すべき事案について、適切な判断を行う。 ミズカ ショリ ジアン テキセツ ハンダン オコナ				協調性		３　上司・部下等と協力的な関係を構築する。　				コミュニケーション		３　上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。

				①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				①役割認識　		自ら処理すべきこと、上司の判断にゆだねることの仕分けなど、自分の果たすべき役割を的確に押さえながら業務に取り組む。

 :  :
幅変更				①協調性 キョウチョウセイ		上司・部下や他部局等の担当者と協力的な関係を構築する。				①指示・指導の理解 シジ シドウ リカイ		上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。

				②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。 ジアン ユウセン ジュンイ コウリョ テキセツ ハンダン オコナ				②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。 ジアン ユウセン ジュンイ コウリョ テキセツ ハンダン オコナ				②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。				②適切な判断		担当する事案について適切な判断を行う。				②協働性 キョウドウセイ		関係機関の担当者や関係者と連携して業務に取り組む。 カンケイ キカン タントウシャ カンケイシャ レンケイ ギョウム ト ク				②情報の伝達　 ジョウホウ デンタツ		情報を正確に伝達する。

				③リスク対応 タイオウ		状況の変化や問題が生じた場合の早期対応を適切に行う。				③リスク対応 タイオウ		状況の変化や問題が生じた場合の早期対応を適切に行う。																						③誠実な対応 セイジツ タイオウ		相手に対し誠実な対応をする。 アイテ タイ セイジツ タイオウ

		説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　機関の業務について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、対外的に機関を代表し、調整を行い、合意を形成する。				説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　担当分野の業務について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、所長を助け、関係者と調整を行い、合意を形成する。				説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　所管する事案について適切な説明を行うとともに、関係者と調整を行い、合意を形成する。				説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　担当する事案について論理的な説明を行うとともに、関係者と調整を行う。				説明　		４　担当する事案について分かりやすい説明を行う。 タントウ ジアン ワ セツメイ オコナ						④上司への報告		問題が生じたときには速やかに上司に報告をする。

				①信頼関係の構築		円滑な合意形成に資するよう、日頃から対外的な信頼関係を構築する。				①信頼関係の構築		円滑な合意形成に資するよう、日頃から対外的な信頼関係を構築する。				①信頼関係の構築 シンライ カンケイ コウチク		関係機関や関係団体等の関係者との信頼関係を構築する。 カンケイ ダンタイ トウ カンケイシャ				①信頼関係の構築 シンライ カンケイ コウチク		他部局や他省庁の担当者と信頼関係を構築する。 ホカ ブキョク タントウシャ				①説明 セツメイ		ポイントを整理し、筋道を立てて分かりやすく説明する。

				②折衝・調整		組織方針を実現できるよう関係者と折衝・調整を行う。 ソシキ ホウシン				②折衝・調整		実施方針を実現できるよう関係者と折衝・調整を行う。 ジッシ				②折衝・調整		所管する事案について関係者と折衝・調整を行う。 ショカン ジアン				②説明		論点やポイントを明確にすることにより、論理的で簡潔な説明をする。				②相手の話の理解 アイテ ハナシ リカイ		相手の意見・要望等を正しく理解して説明を行う。 アイテ イケン ヨウボウ トウ タダ リカイ セツメイ オコナ

				③適切な説明 テキセツ セツメイ		機関の業務について適切な説明を行う。 キカン ギョウム テキセツ セツメイ オコナ				③適切な説明 テキセツ セツメイ		担当分野の業務について適切な説明を行う。				③上部機関との連携 ジョウブ キカン レンケイ		管区機関の担当者と日頃から連絡をとり、必要な報告を適切に行う。 カンク キカン タントウシャ ヒゴロ レンラク ヒツヨウ ホウコク テキセツ オコナ				③調整 チョウセイ		担当する事案について関係者と調整を行う。 タントウ ジアン カンケイシャ チョウセイ オコナ				　		　

		業務運営		５　不断の業務見直しに率先して取り組む。				業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス				業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス				業務遂行 スイコウ		５　段取りや手順を整え、効率的に業務を進める。				業務遂行 スイコウ		５　計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行する。				業務遂行 ギョウム スイコウ		４　意欲的に業務に取り組む。

				①先見性 センケンセイ		先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼす影響を予測して対策を想定するなど、先を読みながらものごとを進める。 サキザキ				①先見性 センケンセイ		先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼす影響を予測して対策を想定するなど、先を読みながらものごとを進める。				①柔軟性 ジュウナンセイ		緊急時、見通しが変化した時などの状況に応じて、適切に対応する。 テキセツ タイオウ				①段取り ダンド		業務の展開を見通し、前もって段取りや手順を整えて仕事を進める。				①計画性 ケイカクセイ		最終期限を意識し、進捗状況を部下や同僚と共有しながら計画的に業務を進める。				①積極性 セッキョクセイ		自分の仕事の範囲を限定することなく、未経験の業務に積極的に取り組む。

				②効率的な業務運営 コウリツテキ ギョウム ウンエイ		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②効率的な業務運営 コウリツテキ ギョウム ウンエイ		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②効率的な業務運営 コウリツテキ ギョウム ウンエイ		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②業務改善		作業の取捨選択や担当業務のやり方の見直しなど業務の改善に取り組む。				②正確性 セイカクセイ		ミスや抜け落ちを生じさせないよう担当業務全体のチェックを行う。				②正確性 セイカクセイ		ミスや抜け落ちが生じないよう作業のチェックを行う。

				③業務の見直し		機関全体の業務の優先順位を意識し、状況の変化に対応するため、大所高所から廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善に取り組む。 ハイシ フク ギョウム ギョウム カイゼン				③業務の見直し ギョウム ミナオ		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。 ギョウム ユウセン ジュンイ イシキ ハイシ フク ギョウム ミナオ ギョウム カイゼン スス				③業務の見直し ギョウム ミナオ		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。 ギョウム ユウセン ジュンイ イシキ ハイシ フク ギョウム ミナオ ギョウム カイゼン スス										③粘り強さ ネバ ヅヨ		困難な状況においても粘り強く仕事を進める。				③迅速な作業 ジンソク サギョウ		迅速な作業を行う。 ジンソク サギョウ オコナ

		組織統率		６　組織統率を行い、成果を挙げる。				組織統率		６　業務の進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げる。				組織統率・人材育成		６　適切に業務を配分した上、進捗管理を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。				部下の育成・活用		６　部下の指導、育成及び活用を行う。　						④部下の育成		部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。　				④粘り強さ ネバ ヅヨ		失敗や困難にめげずに仕事を進める。

				①体制整備 タイセイ セイビ		業務が効率的に執行できるよう、柔軟な働き方を推奨しながら体制を整える。				①体制整備 タイセイ セイビ		業務が効率的に執行できるよう、柔軟な働き方を推奨しながら体制を整える。				①業務の割当て ワ ア		課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、組織の中で適切に業務を割り当てる。				①作業の割り振り		部下の一人ずつの仕事の状況や負荷を的確に把握し、適切に作業を割り振る。				　

				②統率 トウソツ		組織全体の一体性を確保するため、的確な指示を行う。 ソシキ ゼンタイ イッタイセイ カクホ シジ オコナ				②意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより業務の進捗状況の把握を行い、適切に指示を出し完遂に導き、成果を挙げる。 ギョウム テキセツ ダ セイカ ア				②意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより情報の共有や部下の仕事の進捗状況の把握を行い、業務を完遂に導き、成果を挙げる。 ブカ ソウホウコウ テキセツ セイカ ア				②部下の育成		部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。				　						　		　

				③意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより業務の進捗状況の把握を行い、適切に指示を出し完遂に導き、成果を挙げる。 ギョウム テキセツ ダ セイカ ア										③部下の成長支援 ブカ セイチョウ シエン		適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 タヨウ ケイケン キカイ テイキョウ セイチョウ シエン				　		　				　		　				　		　







一般職（その他事務所等）

		４．一般行政 ： その他の機関 イッパン ギョウセイ タ キカン

		所長 （６項目及び行動・１５着眼点） ショチョウ コウモク オヨ コウドウ チャクガンテン						次長 （６項目及び行動・13着眼点） ジチョウ コウモク オヨ コウドウ チャクガンテン						課長 （６項目及び行動・16着眼点） カチョウキュウ コウモク オヨ コウドウ						課長補佐 （６項目及び行動・１２着眼点） カチョウ ホサ オヨ コウドウ						係長 （５項目及び行動・１２着眼点） オヨ コウドウ						係員 （４項目及び行動・１２着眼点） カカリイン オヨ コウドウ

		倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、機関の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、機関の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 コクミン ゼンタイ ホウシシャ タントウ ギョウム ダイ イッセン セキニン モ カダイ ト ク フクム キリツ ジュンシュ コウセイ ショクム スイコウ				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、機関の課題に責任を持って取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、機関の課題に責任を持って取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。

				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ

		執行方針の立案 シッコウ ホウシン リツアン		２　本府省等の方針に基づき、的確な状況認識の下、業務の執行方針を示す。				執行方針の立案 シッコウ ホウシン リツアン		２　本府省等の方針に基づき、的確な状況認識の下、所長を助け、業務の執行方針を示す。				事案対応 ジアン タイオウ		２　的確に状況を把握し、困難な事案に適切に対応する。				事案対応 ジアン タイオウ		２　十分な知識・技術及び経験に基づき、担当する事案に適切に対応する。				事案対応		２　担当業務についての知識・技術に基づき、事案に適切に対応する。				知識・技術 チシキ ギジュツ		２　業務に必要な知識・技術を習得する。

				①状況の把握 ジョウキョウ ハアク		所内の情報の中枢として業務とそれを取り巻く状況の全体像を的確に把握する。 ショ ナイ ジョウホウ チュウスウ ギョウム				①状況の把握 ジョウキョウ ハアク		所内の情報の中枢として業務とそれを取り巻く状況の全体像を的確に把握する。 ショ ナイ ジョウホウ チュウスウ ギョウム				①状況の把握 ジョウキョウ ハアク		業務に関連する状況を的確に把握する。 カンレン				①知識・情報収集 チシキ ジョウホウ シュウシュウ		業務に関連する知識の習得・情報収集を幅広く行う。				①知識･情報収集 チシキ ジョウホウ シュウシュウ		担当業務における知識・技術の向上・情報収集を行う。 タントウ ギョウム ジョウホウ シュウシュウ オコナ				①情報の整理		情報や資料を分かりやすく分類・整理する。

				②組織目標・成果の明示 セイカ メイジ		管区機関等から示された方針に基づき、新たな取組への挑戦も含め、業務の執行方針や達成すべき成果を具体的に示し、部下に理解させる。				②組織目標・成果の明示 ソシキ モクヒョウ セイカ メイジ		管区機関等から示された方針に基づき、所長を助け、新たな取組への挑戦も含め、業務の執行方針や達成すべき成果を具体的に示し、部下に理解させる。 カンク キカン トウ シメ ホウシン モト ショチョウ タス ギョウム シッコウ ホウシン タッセイ セイカ グタイテキ シメ ブカ リカイ				②困難･特殊事案への対応 コンナン トクシュ ジアン タイオウ		高いレベルの知識・技術や経験を基に、困難な事案や特殊事例にも対応する。				②困難･特殊事案への対応 コンナン トクシュ ジアン タイオウ		高いレベルの知識・技術や経験を基に、困難な事案や特殊事例にも対応する。				②適切な判断 テキセツ ハンダン		適切な判断材料を収集し、合理的な判断を下す。 テキセツ ハンダン ザイリョウ シュウシュウ ゴウリテキ ハンダン クダ				②知識習得　		業務に必要な知識を身に付ける。 チシキ

																③組織目標の徹底 ソシキ モクヒョウ テッテイ		業務の執行方針に基づいた業務の執行を課員に徹底させる。 ギョウム シッコウ ホウシン モト ギョウム シッコウ カイン テッテイ				　		　

		判断 ハンダン		３　機関の責任者として、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　所長を助ける者として、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　所管する業務の執行において、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　自ら進めるべき業務の執行において、適切な判断を行う。 ミズカ スス ギョウム シッコウ テキセツ ハンダン オコナ				協調性		３　上司・部下等と協力的な関係を構築する。				コミュニケーション		３　上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。

				①公正な判断 コウセイ ハンダン		事案に対し、法令等に基づき公正な判断を下す。 ホウレイナド モト コウセイ ハンダン				①公正な判断 コウセイ ハンダン		事案に対し、所長を助け、法令等に基づき公正な判断を下す。 ショチョウ タス ホウレイナド モト コウセイ ハンダン				①適切な判断 テキセツ ハンダン		担当する事案について適切な判断を行う。				①役割認識　		自ら処理すべきこと、上司の判断にゆだねることの仕分けなど、自分の果たすべき役割を的確に押さえながら業務に取り組む。				①協調性 キョウチョウセイ		上司・部下や他部局等の担当者と協力的な関係を構築する。 タントウシャ				①指示・指導の理解 シジ シドウ リカイ		上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。

				②最適な選択 サイテキ センタク		採り得る選択肢の中から、現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				②最適な選択 サイテキ センタク		採り得る選択肢の中から、現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				②最適な選択 サイテキ センタク		採り得る選択肢の中から、現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				②適切な判断 テキセツ ハンダン		担当する事案について適切な判断を行う。				②協働性 キョウドウセイ		関係機関の担当者や関係者と連携して業務に取り組む。 カンケイ キカン タントウシャ カンケイシャ レンケイ ギョウム ト ク				②情報の伝達　 ジョウホウ デンタツ		情報を正確に伝達する。

				③リスク対応 タイオウ		緊急時や問題が生じた場合の早期対応を適切に行う。 モンダイ ショウ バアイ ソウキ タイオウ テキセツ オコナ		説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　機関の業務について適切な説明を行うとともに、所長を助け、関係者と調整を行い、合意を形成する。				説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　所管する業務の執行において適切な説明を行うとともに、関係者と調整を行い、合意を形成する。				説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　担当する業務の執行において論理的な説明を行うとともに、関係者と調整を行う。												③誠実な対応 セイジツ タイオウ		相手に対し誠実な対応をする。 アイテ タイ セイジツ タイオウ

		説明・調整 セツメイ チョウセイ		４　機関の業務について適切な説明を行うとともに、対外的に機関を代表し、調整を行い、合意を形成する。						①信頼関係の構築 シンライ カンケイ コウチク		円滑な業務執行が行えるよう、日頃から関係機関や関係団体の担当者、利害関係者と信頼関係を構築する。 エンカツ ギョウム シッコウ オコナ カンケイ キカン カンケイ ダンタイ タントウシャ リガイ カンケイ シャ				①信頼関係の構築 シンライ カンケイ コウチク		関係機関・関係団体の担当者と信頼関係を構築する。 タントウシャ				①調整 チョウセイ		関係機関等の担当者との調整を円滑に行う。 トウ タントウシャ		説明　		４　担当する業務の執行において分かりやすい説明を行う。						④上司への報告		問題が生じたときには速やかに上司に報告をする。

				①信頼関係の構築 シンライ カンケイ コウチク		円滑な業務執行が行えるよう、日頃から関係機関や関係団体の担当者、利害関係者と信頼関係を構築する。 エンカツ ギョウム シッコウ オコナ カンケイ キカン カンケイ ダンタイ タントウシャ リガイ カンケイ シャ				②交渉･説明 コウショウ セツメイ		組織を代表し対外的な説明・交渉を行う。				②交渉･説明 コウショウ セツメイ		担当業務について、対外的な交渉・説明を行う。 タントウ ギョウム コウショウ				②協働性 キョウドウ セイ		関係機関・関係団体の関係者と連携して業務に取り組む。 キカン カンケイシャ				①外部説明 ガイブ セツメイ		具体的に分かりやすく説明する。 グタイテキ ワ セツメイ

				②交渉･説明 コウショウ セツメイ		組織を代表し対外的な説明・交渉を行う。										③上部機関との連携 ジョウブ キカン レンケイ		管区機関等の担当者と日頃から連絡をとり、必要な報告を適切に行う。 カンク キカン トウ タントウシャ ヒゴロ レンラク ヒツヨウ ホウコク テキセツ オコナ										②相手の話の理解 アイテ ハナシ リカイ		相手の意見・要望等を正しく理解して説明を行う。 アイテ イケン ヨウボウ トウ タダ リカイ セツメイ オコナ

		業務運営		５　不断の業務見直しに率先して取り組む。				業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス				業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス				業務遂行 スイコウ		５　段取りや手順を整え、効率的に業務を進める。						　		　

				①先見性 センケンセイ		先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼす影響を予測して対策を想定するなど、先を読みながらものごとを進める。				①先見性 センケンセイ		先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼす影響を予測して対策を想定するなど、先を読みながらものごとを進める。				①柔軟性 ジュウナンセイ		問題やトラブルが起こった時などの状況に応じて柔軟に対応する。 トキ ジョウキョウ オウ ジュウナン タイオウ				①段取り ダンド		業務の展開を見通し、前もって段取りや手順を整えて仕事を進める。		業務遂行 スイコウ		５　計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行する。				業務遂行 ギョウム スイコウ		４　意欲的に業務に取り組む。

				②効率的な業務運営 コウリツテキ ギョウム ウンエイ		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②効率的な業務運営 コウリツテキ ギョウム ウンエイ		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②効率的な業務運営 コウリツテキ ギョウム ウンエイ		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②業務改善 ギョウム カイゼン		作業の取捨選択や担当業務のやり方の見直しなど業務の改善に取り組む。				①計画性 ケイカクセイ		最終期限を意識し、進捗状況を部下や同僚と共有しながら計画的に業務を進める。				①積極性 セッキョクセイ		自分の仕事の範囲を限定することなく、未経験の業務に積極的に取り組む。

				③業務の見直し		機関全体の業務の優先順位を意識し、状況の変化に対応するため、大所高所から廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善に取り組む。 ユウセン ジュンイ イシキ ギョウム ギョウム				③業務の見直し ギョウム ミナオ		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。 ギョウム ユウセン ジュンイ イシキ ハイシ フク ギョウム ミナオ ギョウム カイゼン スス				③業務の見直し ギョウム ミナオ		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。 ギョウム ユウセン ジュンイ イシキ ハイシ フク ギョウム ミナオ ギョウム カイゼン スス										②正確性 セイカク セイ		ミスや抜け落ちを生じさせないよう担当業務全体のチェックを行う。 ヌ オ				②正確性 セイカクセイ		ミスや抜け落ちが生じないよう作業のチェックを行う。

		組織統率		６　組織統率を行い、成果を挙げる。				組織統率		６　業務の進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げる。				組織統率・人材育成		６　業務の執行方針を徹底し、進捗管理を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。				部下の育成・活用		６　部下の指導、育成及び活用を行う。						③粘り強さ ネバ ヅヨ		困難な状況においても粘り強く仕事を進める。				③迅速な作業 ジンソク サギョウ		迅速な作業を行う。

				①体制整備 タイセイ セイビ		業務が効率的に執行できるよう、柔軟な働き方を推奨しながら体制を整える。				①体制整備 タイセイ セイビ		業務執行が円滑に行われるよう職員を配置し、柔軟な働き方を推奨しながら、必要に応じ所轄を超えた応援態勢を組む。				①体制整備 タイセイ セイビ		課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、ミスやトラブルが生じないよう適切に職員を配置し、必要に応じ応援態勢を組む。				①作業の割り振り サギョウ ワ フ		部下の一人ずつの仕事の状況や負荷を的確に把握し、適切に作業を割り振る。				④部下の育成		部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。　				④粘り強さ ネバ ヅヨ		失敗や困難にめげずに仕事を進める。

				②統率 トウソツ		組織全体の一体性を確保するため、的確な指示を行う。 ソシキ ゼンタイ イッタイセイ カクホ シジ オコナ				②意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより業務の進捗状況の把握を行い、適切に指示を出し完遂に導き、成果を挙げる。 ギョウム テキセツ ダ セイカ ア				②意思疎通と進捗管理 シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより部下の仕事の進捗状況を把握し、適切な指示を行う。				②部下の育成 ブカ イクセイ		部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。				　						　		　

				③意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより業務の進捗状況の把握を行い、適切に指示を出し完遂に導き、成果を挙げる。 ギョウム テキセツ ダ セイカ ア										③部下の成長支援 ブカ セイチョウ シエン		適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 タヨウ ケイケン キカイ テイキョウ セイチョウ シエン				　		　				　						　		　







研究系

		５．研究 ： 施設等機関等 ケンキュウ シセツナド キカン トウ

		総括研究官　（６項目及び行動・１４着眼点） ソウカツ ケンキュウ カン コウモク オヨ コウドウ						部長　（６項目及び行動・15着眼点） ブチョウ コウモク オヨ コウドウ						室長　（６項目及び行動・１５着眼点） シツチョウ コウモク オヨ コウドウ						主任研究官　（６項目及び行動・１３着眼点） シュニン ケンキュウ カン オヨ コウドウ						研究官　（５項目及び行動・１１着眼点） ケンキュウ カン オヨ コウドウ						研究補助員　（４項目及び行動・９着眼点） ケンキュウ ホジョ イン オヨ コウドウ

		倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、研究部門の重要課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、担当分野の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 コクミン ゼンタイ ホウシシャ ショカン ギョウム カダイ セキニン モ ト ク フクム キリツ ジュンシュ コウセイ ショクム スイコウ				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 コクミン ゼンタイ ホウシシャ セキニン モ カダイ ト ク フクム キリツ ジュンシュ コウセイ ショクム スイコウ				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、研究部門の重要課題に責任を持って取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、担当分野の課題に責任を持って取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、責任を持って課題に取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。 ギョウム				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。 ギョウム

				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ

		構想 コウソウ		２　本府省等の方針及び行政ニーズを踏まえ、研究部門の業務運営の基本的な方針を示す。				構想 コウソウ		２　本府省等の方針及び行政ニーズを踏まえ、重点的に取り組むべき研究課題を示す。				企画・立案 キカク リツアン		２　組織方針に基づき、取り組むべき研究に関する企画・立案を行う。				方策・計画の立案、研究の実施		２　組織や上司の方針に基づいて、具体的な方策・計画を立案するとともに、自ら業務の中核を担う。				知識・技術、情報収集 チシキ ギジュツ ジョウホウ シュウシュウ		２　担当業務に必要な専門的知識・技術を習得するとともに、業務に関係する情報を収集・整理する。 タントウ ギョウム ヒツヨウ センモンテキ チシキ ギジュツ シュウトク ギョウム カンケイ ジョウホウ シュウシュウ セイリ				知識・技術、情報収集 チシキ ギジュツ ジョウホウ シュウシュウ		２　業務に必要な知識・技術を習得するとともに、業務に関係する情報を収集・整理する。 ギョウム カンケイ ジョウホウ シュウシュウ セイリ

				①行政ニーズの把握 ギョウセイ ハアク		行政ニーズや事案における課題を的確に把握する。 ギョウ				①行政ニーズの把握 ギョウセイ ハアク		行政ニーズや事案における課題を的確に把握する。 ギョウ				①ニーズの把握 ハアク		業務に求められるニーズを的確に把握し、組織（部門）としての方針に反映させる。 ギョウム モト テキカク ハアク ソシキ ブモン ホウシン ハンエイ				①方策・計画の立案 ホウサク ケイカク リツアン		組織や上司の方針に基づいて、具体的な方策・計画を立案する。				①知識・技術の向上 チシキ ギジュツ コウジョウ		自助努力により知識や技術を向上させ、業務上発揮する。				①知識・技術の向上 チシキ ギジュツ コウジョウ		業務を通じ、知識・技術を向上させる。

				②基本方針・成果の明示 キホン ホウシン セイカ メイジ		本府省等から示された方針を受け、課題を踏まえ、新たな取組への挑戦も含め、機関としての基本的な方針や達成すべき成果を具体的に示し、部下に理解させる。 ホン フショウ トウ シメ ホウシン ウ カダイ フ アラ トリクミ チョウセン フク キカン タッセイ セイカ グタイテキ シメ ブカ リカイ				②基本方針・成果の明示 キホン ホウシン セイカ メイジ		本府省等から示された方針を受け、課題を踏まえ、新たな取組への挑戦も含め、研究課題の基本的な方針や達成すべき成果を具体的に示し、部下に理解させる。 アラ トリクミ チョウセン フク ケンキュウ カダイ タッセイ セイカ グタイ テキ ブカ リカイ				②企画・立案 キカク リツアン		組織方針を基に、新たな取組への挑戦も含め、研究に関する企画立案を行う。　				②研究の実施 ケンキュウ ジッシ		研究計画に基づき、中心となって研究を実施する。 ケンキュウ ケイカク モト チュウシン ケンキュウ ジッシ				②情報収集 ジョウホウ シュウシュウ		業務に関係する情報を収集・整理する。				②情報収集 ジョウホウ シュウシュウ		業務に関係する情報を収集・整理する。　

		知識・技術・統括・説明 チシキ ギジュツ トウカツ セツメイ		３　高度な専門的知識・技術や豊富な経験に基づき、広範囲にわたる研究を統括し、合理的な分析・解釈及び論理的な説明を行う。				知識・技術・説明 チシキ ギジュツ セツメイ		３　高度な専門的知識・技術や豊富な経験に基づき、困難な研究に関し合理的な分析・解釈及び論理的な説明を行う。				知識・技術・説明 チシキ ギジュツ セツメイ		３　高度な専門的知識・技術及び経験に基づき、所管する研究に関し合理的な分析・解釈及び論理的な説明を行う。				知識・技術・説明 チシキ ギジュツ セツメイ		３　専門的知識・技術に基づき、担当する研究に関し合理的な分析・解釈及び論理的な説明を行う。				解釈・説明 カイシャク セツメイ		３　情報及びデータを合理的に分析・解釈するとともに、分かりやすい説明を行う。				コミュニケーション		３　上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。

				①高度な知識・技術 コウド チシキ ギジュツ		高度な専門的知識・技術や豊富な経験を有し、困難な研究事案や特殊事例にも対応する。 コンナン ケンキュウ ジアン トクシュ ジレイ タイオウ				①高度な知識・技術 コウド チシキ ギジュツ		高度な専門的知識・技術や豊富な経験を有し、困難な研究事案や特殊事例にも対応する。 ケンキュウ				①高度な知識・技術 コウド チシキ ギジュツ		高度な専門的知識・技術及び経験を有し、所管する研究事案に対応する。 ショカン ケンキュウ				①知識・技術 チシキ ギジュツ		専門的知識・技術を有し、担当する研究を行う。 タントウ ケンキュウ オコナ				①データの解釈 カイシャク		情報やデータを合理的に分析・解釈する。 ジョウホウ ゴウリテキ ブンセキ カイシャク				①指示・指導の理解 シジ シドウ リカイ		上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。

				②分析 ブンセキ		広範囲にわたる研究を統括し、合理的な分析・解釈を行う。 コウハンイ ケンキュウ トウカツ ゴウリテキ ブンセキ カイシャク オコナ				②分析 ブンセキ		困難な研究に関し合理的な分析・解釈を行う。　 コンナン オコナ				②分析 ブンセキ		所管する研究に関し合理的な分析・解釈を行う。　 ショカン オコナ				②分析 ブンセキ		担当する研究に関し合理的な分析・解釈を行う。　 オコナ				②説明 セツメイ		ポイントを整理し、筋道を立てて分かりやすく説明する。				②情報の伝達 ジョウホウ デンタツ		情報を正確に伝達する。

				③説明 セツメイ		ポイントを明確にすることにより、論理的な説明を行う。 メイカク ロンリテキ セツメイ オコナ				③説明 セツメイ		ポイントを明確にすることにより、論理的な説明を行う。 メイカク ロンリテキ セツメイ オコナ				③説明 セツメイ		ポイントを明確にすることにより、論理的な説明を行う。 メイカク ロンリテキ セツメイ オコナ				③説明 セツメイ		ポイントを明確にすることにより、論理的な説明を行う。 メイカク ロンリテキ セツメイ オコナ				　		　				　		　

		調整 チョウセイ		４　対外的に研究部門を代表し、調整を行い、合意を形成する。				調整 チョウセイ		４　円滑に業務が遂行できるよう関係者と調整を行い、合意を形成する。				調整 チョウセイ		４　円滑に業務が遂行できるよう関係者と調整を行い、合意を形成する。				調整 チョウセイ		４　円滑に業務が遂行できるよう関係者と調整を行う。				協調性 キョウチョウセイ		４　上司・部下等と協力的な関係を構築する。				　		　

				①信頼関係の構築		円滑な合意形成に資するよう、日頃から対外的な信頼関係を構築する。				①信頼関係の構築		関係機関・関係団体との信頼関係を構築する。				①信頼関係の構築		関係機関・関係団体との信頼関係を構築する。				①円滑な調整 エンカツ チョウセイ		関係機関・部署との調整を円滑に行う。				①部内のコミュニケーション ブナイ		上司・部下や関係部署と円滑なコミュニケーションを行う。				　		　

				②折衝・調整		組織方針を実現できるよう関係者と折衝・調整を行う。				②調整 チョウセイ		円滑に業務が遂行できるよう関係者と調整を行う。				②調整 チョウセイ		円滑に業務が遂行できるよう関係者と調整を行う。				②関係者との連携 カンケイシャ レンケイ		関係者・関係団体との関係を構築し、連携して業務に取り組む。				②関係者との連携 カンケイシャ レンケイ		関係者・関係団体との関係を構築し、連携して業務に取り組む。				　		　

		業務運営		５　不断の業務見直しに率先して取り組む。				業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。				業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス				業務遂行 スイコウ		５　段取りや手順を整え、効率的に業務を進める。				業務遂行 スイコウ		５　計画的に業務を進め、確実に業務を遂行する。				業務遂行 ギョウム スイコウ		４　意欲的に業務に取り組む。

				①先見性 センケンセイ		先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼす影響を予測して対策を想定するなど、先を読みながらものごとを進める。				①トラブル対応		問題やトラブルが起こった場合の早期対応を適切に行う。				①トラブル対応		問題やトラブルが起こった場合の早期対応を適切に行う。				①段取り		業務の展開を見通し、前もって段取りや手順を整えて仕事を進める。				①計画性 ケイカクセイ		最終期限を意識して計画的に業務を進める。 サイシュウ キゲン イシキ ケイカクテキ ギョウム スス				①積極性 セッキョクセイ		自分の仕事の範囲を限定することなく、未経験の業務に積極的に取り組む。

				②効率的な業務運営		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ効率的に業務を進めるとともに、作業の取捨選択や担当業務のやり方の見直しなど業務の改善に取り組む。 コウリツ テキ ギョウム スス				②効率的な業務運営		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②効率的な業務運営		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②効率的な業務運営 コウリツテキ ギョウム ウンエイ		業務の目的と求められる成果水準を踏まえ、時間や労力の面から効率的に業務を進める。				②正確性 セイカクセイ		ミスを生じさせないよう担当業務全体をチェックする。 ショウ タントウ ギョウム ゼンタイ				②粘り強さ ネバ ヅヨ		失敗や困難にめげずに仕事を進める。

										③業務の見直し ギョウム ミナオ		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。 ギョウム ユウセン ジュンイ イシキ ハイシ フク ギョウム ミナオ ギョウム カイゼン スス				③業務の見直し ギョウム ミナオ		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。 ギョウム ユウセン ジュンイ イシキ ハイシ フク ギョウム ミナオ ギョウム カイゼン スス										③粘り強さ ネバ ヅヨ		粘り強く仕事を進める。				③正確さ		正確に業務を行う。

		組織統率		６　指導力を発揮し、研究部門の統率を行い、成果を挙げる。				組織統率・人材育成 ザイ		６　組織の業務運営に関し、的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。				組織統率・人材育成 ザイ		６　適切に業務を配分した上、進捗管理を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。				部下等の指導 トウ シドウ		６　部下等の指導を行う。

				①体制整備 タイセイ セイビ		部門全体の業務が効率的に執行できるよう、柔軟な働き方を推奨しながら体制を整える。				①業務の割当て ギョウム ワリア		課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、組織の中で適切に業務を割り当てる。 カダイ ジョウキョウ ジュウナン ハタラ カタ スイショウ ワ ア				①業務の割当て ギョウム ワリア		課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、組織の中で適切に業務を割り当てる。 カダイ ジョウキョウ ジュウナン ハタラ カタ スイショウ ワ ア				①業務配分 ギョウム ハイブン		職員の配置・作業の割り振りを行う。				　						　		　

				②統率　 トウソツ		部門全体の一体性を確保するため、適切な指示を行う。 ブモン ゼンタイ イッタイセイ カクホ テキセツ シジ オコナ				②意思疎通と進捗管理 シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより部下の業務の進捗管理をする。				②意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより部下の業務の進捗管理をする。				②指導・育成 シドウ イクセイ		部下等を指導・育成する。 トウ				　						　		　

				③意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより部門全体の業務の進捗状況の把握を行い、適切に指示を出し完遂に導き、成果を挙げる。				③部下の成長支援 ブカ セイチョウ シエン		適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 タヨウ ケイケン キカイ テイキョウ セイチョウ シエン				③部下の成長支援 ブカ セイチョウ シエン		適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 タヨウ ケイケン キカイ テイキョウ セイチョウ シエン				　		　				　		　				　		　







教育系

		６．研修・教育： 施設等機関等 ケンシュウ キョウイク シセツナド キカン トウ

		部長　（６項目及び行動・１6着眼点） ブチョウ コウモク オヨ コウドウ						教授　（６項目及び行動・１6着眼点） キョウジュ コウモク オヨ コウドウ								教官　（４項目及び行動・９着眼点） キョウカン コウモク オヨ コウドウ						教育補助員　（４項目及び行動・８着眼点） キョウイク ホジョイン コウモク オヨ コウドウ

		倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、担当分野の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。						倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 ギョウム				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 ギョウム

				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、担当分野の課題に責任を持って取り組む。				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組む。						①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。 ギョウム				①責任感 セキニン カン		国民全体の奉仕者として、担当業務の課題に責任を持って取り組む。

				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ						②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ

		講義・指導、企画・立案 コウギ シドウ キカク リツアン		２　担当科目の講義・指導に必要な知識・技術及び豊富な経験に基づき、講義計画を立案し、適切に講義・指導を行うとともに、本府省等の方針及び業務に対するニーズを踏まえ、研修・教育カリキュラムを編成する。				講義・指導、企画・立案 コウギ シドウ キカク リツアン		２　担当科目の講義・指導に必要な知識・技術及び経験に基づき、講義計画を立案し、適切に講義・指導を行うとともに、研修・教育カリキュラムを立案する。 タントウ カモク コウギ シドウ ヒツヨウ チシキ ギジュツ オヨ ケイケン モト コウギ ケイカク リツアン テキセツ コウギ シドウ オコナ ケンシュウ キョウイク リツアン						講義・指導 コウギ シドウ		２　担当科目の講義・指導に必要な知識・技術に基づき、講義計画を立案し、適切に講義・指導を行う。 タントウ カモク コウギ シドウ ヒツヨウ チシキ ギジュツ モト コウギ ケイカク リツアン テキセツ コウギ シドウ オコナ				講義・指導 コウギ シドウ		２　担当業務に必要な知識・技術を習得し、教官を助け、適切に講義・指導を行う。 タントウ ギョウム ヒツヨウ チシキ ギジュツ シュウトク キョウカン タス テキセツ コウギ シドウ オコナ

				①知識・情報収集 チシキ ジョウホウ シュウシュウ		業務に関連する知識の習得・情報収集を幅広く行う。 ギョウム カンレン チシキ シュウトク ジョウホウ シュウシュウ ハバヒロ オコナ				①知識・情報収集 チシキ ジョウホウ シュウシュウ		業務に関連する知識の習得・情報収集を幅広く行う。 ギョウム カンレン チシキ シュウトク ジョウホウ シュウシュウ ハバヒロ オコナ						①知識・技術の向上 チシキ ギジュツ コウジョウ		担当科目にかかる知識や技術を向上させる。 タントウ カモク チシキ ギジュツ コウジョウ				①知識・技術の向上 チシキ ギジュツ コウジョウ		担当科目にかかる知識や技術を習得する。 タントウ カモク チシキ ギジュツ シュウトク

				②講義・指導 コウギ シドウ		知識・技術及び豊富な経験に基づき講義計画を立案し、適切に講義・指導を行う。				②講義計画の策定 コウギ ケイカク サクテイ		知識・技術及び経験に基づき担当科目にかかる講義計画を適切に策定する。 タントウ カモク コウギ ケイカク テキセツ サクテイ						②講義計画の策定 コウギ ケイカク サクテイ		知識・技術に基づき担当科目にかかる講義計画を適切に策定する。 タントウ カモク コウギ ケイカク テキセツ サクテイ				②講義・指導の実施 コウギ シドウ ジッシ		教官を助け、受講者が知識・技術を習得できるよう、適切に講義・指導を行う。 キョウカン タス ジュコウシャ チシキ ギジュツ シュウトク テキセツ コウギ シドウ オコナ

				③ニーズの反映 ハンエイ		業務に求められるニーズを的確に把握し、組織（部門）としての方針に反映させる。				③講義・指導の実施 コウギ シドウ ジッシ		受講者が知識・技術を習得できるよう、適切に講義・指導を行う。 ジュコウシャ チシキ ギジュツ シュウトク テキセツ コウギ シドウ オコナ						③講義・指導の実施 コウギ シドウ ジッシ		受講者が知識・技術を習得できるよう、適切に講義・指導を行う。 ジュコウシャ チシキ ギジュツ シュウトク テキセツ コウギ シドウ オコナ				　		　

				④企画・立案 キカク リツアン		部門全体の研修・教育カリキュラムを適切に策定する。 ケンシュウ キョウイク				④企画・立案 キカク リツアン		研修・教育カリキュラムを適切に策定する。						　		　				　		　

		判断 ハンダン		３　担当分野の責任者として、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　所管する事案について、適切な判断を行う。

				①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。

				②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。				②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。

		調整 チョウセイ		４　円滑に業務が遂行できるよう関係者と調整を行い、合意を形成する。 エンカツ ギョウム スイコウ カンケイシャ チョウセイ オコナ ゴウイ ケイセイ				調整 チョウセイ		４　円滑に業務が遂行できるよう関係者と調整を行う。 エンカツ ギョウム スイコウ カンケイシャ チョウセイ オコナ						コミュニケーション		３　上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。				コミュニケーション		３　上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。

				①信頼関係の構築		関係機関・関係団体との信頼関係を構築する。				①部内のコミュニケーション ブナイ		上司・部下や関係部署と円滑なコミュニケーションを行う。 ジョウシ ブカ カンケイ ブショ エンカツ オコナ						①協調性 キョウチョウセイ		上司・部下や他部局等の担当者と協力的な関係を構築する。				①指示・指導の理解 シジ シドウ リカイ		上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。

				②折衝・調整 セッショウ チョウセイ		円滑に業務が遂行できるよう関係者と折衝・調整を行う。				②信頼関係 シンライ カンケイ		受講者をよく掌握し、信頼関係を構築する。 ジュコウシャ ショウアク シンライ カンケイ コウチク						②説明 セツメイ		ポイントを整理し、筋道を立てて分かりやすく説明する。				②情報の伝達 ジョウホウ デンタツ		情報を正確に伝達する。

										③調整 チョウセイ		円滑に業務が遂行できるよう関係者と調整を行う。						　		　				　		　

		業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス				業務運営		５　コスト意識を持って効率的に業務を進める。 イシキ モ コウリツテキ ギョウム スス						業務遂行 スイコウ		４　段取りや手順を整え、効率的に業務を進める。 ダンド テジュン トトノ コウリツテキ ギョウム スス				業務遂行 ギョウム スイコウ		４　意欲的に業務に取り組む。

				①トラブル対応		問題やトラブルが起こった場合の早期対応を適切に行う。				①トラブル対応		問題やトラブルが起こった場合の早期対応を適切に行う。						①効率的な業務運営		効率的に業務を進める。				①積極性 セッキョクセイ		自分の仕事の範囲を限定することなく、未経験の業務に積極的に取り組む。

				②効率的な業務運営		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ				②効率的な業務運営		限られた業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。 カギ ギョウム ジカン ジンイン ゼンテイ ブカ キョウユウ						②段取り ダンド		業務の展開を見通し、前もって段取りや手順を整えて仕事を進める。				②粘り強さ ネバ ヅヨ		失敗や困難にめげずに仕事を進める。

				③業務の見直し ギョウム ミナオ		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。 ギョウム ユウセン ジュンイ イシキ ハイシ フク ギョウム ミナオ ギョウム カイゼン スス				③業務の見直し ギョウム ミナオ		業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。 ギョウム ユウセン ジュンイ イシキ ハイシ フク ギョウム ミナオ ギョウム カイゼン スス

		組織統率・人材育成 ザイ		６　適切に業務を配分した上、進捗管理及び的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。				部下の育成・活用		６　部下の指導、育成及び活用を行う。

				①体制整備 タイセイ セイビ		円滑に業務遂行ができるよう、柔軟な働き方を推奨しながら体制を整える。				①作業の割り振り サギョウ ワ フ		課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、部下の一人ずつの仕事の状況や負荷を的確に把握し、適切に作業を割り振る。

				②意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより部下の業務の進捗管理をする。				②部下の育成 ブカ イクセイ		部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。

				③部下の成長支援 ブカ セイチョウ シエン		適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 テキセツ タヨウ ケイケン キカイ テイキョウ セイチョウ シエン				　		　







医療系

		７．医療 ： 行政機関（矯正収容施設を除く） イリョウ ギョウセイ キカン キョウセイ シュウヨウ シセツ ノゾ

		部長　（６項目及び行動・１３着眼点） ブチョウ コウモク オヨ コウドウ						課長　（５項目及び行動・１１着眼点） カチョウ オヨ コウドウ								医長　（５項目及び行動・１１着眼点） イチョウ オヨ コウドウ						医師　（４項目及び行動・１０着眼点） イシ オヨ コウドウ

		倫理 リンリ		１　医師としての責任を自覚しつつ、高い倫理感を有し、部の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、国民全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　医師としての責任を自覚しつつ、所管する業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、国民全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。 イシ セキニン ジカク ショカン ギョウム カダイ セキニン モ ト ク フクム キリツ ジュンシュ コクミン ゼンタイ ホウシシャ コウセイ ショクム スイコウ						倫理 リンリ		１　医師としての責任を自覚しつつ業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、国民全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。				倫理 リンリ		１　医師としての責任を自覚しつつ業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、国民全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。

				①責任感 セキニン カン		医師としての責任を自覚しつつ、高い倫理感を有し、部の課題に責任を持って取り組む。				①責任感 セキニン カン		医師としての責任を自覚しつつ、所管する業務の課題に責任を持って取り組む。						①責任感 セキニン カン		医師としての責任を自覚しつつ業務に取り組む。				①責任感 セキニン カン		医師としての責任を自覚しつつ業務に取り組む。

				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、国民全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ コクミン ゼンタイ ホウシシャ コウセイ ショクム スイコウ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、国民全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ コクミン ゼンタイ ホウシシャ コウセイ ショクム スイコウ						②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、国民全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ コクミン ゼンタイ ホウシシャ コウセイ ショクム スイコウ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、国民全体の奉仕者として、公正に職務を遂行する。

		構想 コウソウ		２　本省等の方針に基づき、業務に対するニーズを踏まえ、業務運営の方針を示す。				　		　						　		　				　		　

				①行政ニーズの把握		行政ニーズや事案における課題を的確に把握する。				　		　						　		　				　		　

				②基本方針・成果の明示 キホン ホウシン セイカ メイジ		本省等から示された方針を受け、課題を踏まえ、新たな取組への挑戦も含め、機関としての基本的な方針や達成すべき成果を具体的に示し、部下に理解させる。 アラ トリクミ チョウセン フク キカン タッセイ セイカ グタイ テキ ブカ リカイ				　		　						　		　				　		　

		知識・技術・診療 チシキ ギジュツ シンリョウ		３　高度な医学的知識・技術及び豊富な経験に基づき、困難な症例について、適切な診療を行う。				知識・技術・診療 チシキ ギジュツ シンリョウ		２　高度な医学的知識・技術及び経験に基づき、困難な症例について、適切な診療を行う。						知識・技術・診療 チシキ ギジュツ シンリョウ		２　医学的知識・技術及び経験に基づき、困難な症例について、適切な診療を行う。				知識・技術・診療 チシキ ギジュツ シンリョウ		２　医学的知識・技術に基づき、適切な診療を行う。

				①的確な診断 テキカク シンダン		高度な医学的知識・技術及び豊富な経験に基づき、困難な症例について的確な診断を行う。 テキカク シンダン オコナ				①的確な診断 テキカク シンダン		高度な医学的知識・技術及び経験に基づき、困難な症例について的確な診断を行う。						①適切な診断 テキセツ シンダン		医学的知識・技術及び経験に基づき、困難な症例について、適切な診断を行う。 シンダン オコナ				①適切な診断 テキセツ シンダン		医学的知識・技術に基づき、適切な診断を行う。 シンダン オコナ

				②適切な診療 シンリョウ		困難な症例について、診断結果に基づき適切な治療を行う。　 コンナン ショウレイ シンダン ケッカ モト テキセツ チリョウ オコナ				②適切な治療 チリョウ		困難な症例について、診断結果に基づき適切な治療を行う。　						②適切な治療 チリョウ		困難な症例について、診断結果に基づき適切な治療を行う。				②適切な治療 チリョウ		診断結果に基づき適切な治療を行う。

				　		　				　		　						③知識・技術の向上 チシキ ギジュツ コウジョウ		自助努力により知識や技術を向上させ、業務上発揮する。				③知識・技術の向上 チシキ ギジュツ コウジョウ		自助努力により知識や技術を向上させ、業務上発揮する。

		判断 ハンダン		４　部の責任者として、適切な判断を行う。				判断 ハンダン		３　所管する事案について、適切な判断を行う。 ショカン ジアン テキセツ ハンダン オコナ						信頼関係の構築 シンライ カンケイ コウチク		３　上司・部下・関係部署等との信頼関係を構築する。				協調性 キョウチョウセイ		３　上司・同僚等と協力的な関係を構築する。

				①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。				①最適な選択		採り得る戦略・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。						①協調性 キョウチョウセイ		上司・部下や他部局等の担当者と協力的な関係を構築する。				①協調性 キョウチョウセイ		上司・部下や他部局等の担当者と協力的な関係を構築する。

				②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。				②適時の判断		事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。						②説明 セツメイ		ポイントを整理し、筋道を立てて分かりやすく説明する。				②説明 セツメイ		ポイントを整理し、筋道を立てて分かりやすく説明する。

																		　		　				③上司への報告		問題が生じたときには速やかに上司に報告をする。

		調整 チョウセイ		５　円滑に診療業務を遂行できるよう関係者と調整を行い、合意を形成する。 エンカツ シンリョウ ギョウム スイコウ カンケイシャ チョウセイ オコナ ゴウイ ケイセイ				調整 チョウセイ		４　円滑に診療業務を遂行できるよう関係者と調整を行い、合意を形成する。						患者等への説明・指導		４　患者やその家族等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとり、分かりやすい説明・指導を行う。 カンジャ カゾクナド エンカツ テキセツ ワ セツメイ シドウ オコナ				患者等への説明・指導 カンジャトウ セツメイ シドウ		４　患者やその家族等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとり、分かりやすい説明・指導を行う。

				①信頼関係の構築		関係する組織の担当者と信頼関係を構築する。 カンケイ ソシキ タントウシャ				①信頼関係の構築		関係する組織の担当者と信頼関係を構築する。 カンケイ ソシキ タントウシャ						①役割認識 ヤクワリ ニンシキ		患者やその家族と円滑なコミュニケーションを行う。 カンジャ カゾク				①役割認識 ヤクワリ ニンシキ		患者やその家族と円滑なコミュニケーションを行う。 カンジャ カゾク

				②調整		円滑な診療が行えるよう関係者と調整を行う。 エンカツ シンリョウ オコナ				②調整		円滑な診療が行えるよう関係者と調整を行う。 エンカツ シンリョウ オコナ						②説明・指導 セツメイ シドウ		説明する相手方に対応した理解しやすい説明・指導を適切に行う。 セツメイ アイテ タイオウ リカイ				②説明・指導 セツメイ シドウ		説明する相手方に対応した理解しやすい説明・指導を適切に行う。

		組織統率		６　医療業務の運営に関し、的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。				組織統率・人材育成		５　適切に業務を配分した上、業務の実施状況を管理し、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行う。						部下の育成・活用 ブカ イクセイ カツヨウ		５　部下の指導、育成及び活用を行う。

				①体制整備 タイセイ セイビ		部全体の業務が効率的に執行できるよう、柔軟な働き方を推奨しながら体制を整える。				①業務の割当て ギョウム ワリア		課題の重要性や部下の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、組織の中で適切に業務を割り当てる。 カダイ ジョウキョウ ジュウナン ハタラ カタ スイショウ ワ ア						①業務配分 ギョウム ハイブン		部下の配置、作業の割り振りを行う。 ハイチ サギョウ ワ フ オコナ

				②意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより部の業務の進捗状況の把握を行い、適切に指示を出し完遂に導き、成果を挙げる。 ブ ギョウム テキセツ ダ セイカ ア				②意思疎通と進捗管理 イシ ソツウ シンチョク カンリ		部下との双方向の適切なコミュニケーションにより部下の業務の進捗管理をする。						②部下の育成 ブカ イクセイ		部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。

				③部下の成長支援 ブカ セイチョウ シエン		適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 テキセツ タヨウ ケイケン キカイ テイキョウ セイチョウ シエン				③部下の成長支援 ブカ セイチョウ シエン		適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 タヨウ ケイケン キカイ テイキョウ セイチョウ シエン						　		　











技能労務系

		８．技能・労務： 行政機関

		職長　（４項目及び行動・１１着眼点） ショクチョウ コウモク オヨ コウドウ						係員　（４項目及び行動・１０着眼点） カカリイン オヨ コウドウ

		倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 ギョウム				倫理 リンリ		１　国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

				①責任感　		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。				①責任感 セキニンカン		国民全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。

				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ				②公正性 コウセイ セイ		服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。 フクム キリツ ジュンシュ

										　		　

		知識・技能・業務遂行 チシキ ギノウ ギョウム スイコウ		２　担当業務についての知識・技能及び経験に基づき、的確に業務を遂行する。 タントウ ギョウム ギノウ オヨ ケイケン モト テキカク ギョウム スイコウ				知識・技能 チシキ ギノウ		２　業務に必要な知識・技能を習得する。 ギョウム ヒツヨウ チシキ ギノウ シュウトク

				①高度な知識・技能 コウド チシキ ギノウ		高いレベルの知識・技能や経験を有し、困難な事案や特殊事例にも対応する。 ギノウ				①知識・技能の向上 チシキ ギノウ コウジョウ		業務を通じ、知識・技能を向上させる。 ギノウ

				②課題把握 カダイ ハアク		課題を的確に把握し、業務上の判断に反映する。 カダイ テキカク ハアク ギョウムジョウ ハンダン ハンエイ				②情報収集 ジョウホウ シュウシュウ		業務に関係する情報を収集・整理する。 ギョウム カンケイ ジョウホウ シュウシュウ セイリ



		協調性 キョウチョウ セイ		３　部下等と協力的な関係を構築する。 ブカトウ キョウリョクテキ カンケイ コウチク				コミュニケーション		３　上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。 ジョウシ ドウリョウトウ エンカツ テキセツ

				①円滑な調整 エンカツ チョウセイ		部下や関係者と円滑なコミュニケーションを行う。 ブカ カンケイシャ エンカツ オコナ				①指示・指導の理解 シジ シドウ リカイ		上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。 ジョウシ シュウイ シジ シドウ タダ リカイ

				②誠実な対応 セイジツ タイオウ		相手に対し誠実な対応をする。 アイテ タイ セイジツ タイオウ				②誠実な対応 セイジツ タイオウ		相手に対し誠実な対応をする。 アイテ タイ セイジツ タイオウ



		業務管理		４　適切に作業の割り振りを行い、効率的に業務を進めるとともに、部下等に対する指導又は関係者との適切な連絡調整を行う。 テキセツ サギョウ ワ フ オコナ コウリツテキ ギョウム スス ブカ トウ タイ シドウ マタ カンケイシャ テキセツ レンラク チョウセイ オコナ				業務遂行 スイコウ		４　意欲的に業務に取り組む。 イヨクテキ ギョウム ト ク

				①段取り ダンド		業務の展開を見通し、前もって段取りや手順を整えて仕事を進める。				①正確さ セイカク		正確に業務を行う。

				②業務改善 ギョウム カイゼン		効率的な業務執行を行う。 コウリツテキ ギョウム シッコウ オコナ				②迅速さ ジンソク		迅速に業務を行う。 オコナ

				③正確・迅速 セイカク ジンソク		正確・迅速に業務を行う。 セイカク ジンソク ギョウム オコナ				③期限遵守 キゲン ジュンシュ		指示され又は定められた期限を遵守する。 シジ マタ サダ キゲン ジュンシュ

				④業務配分 ギョウム ハイブン		職員等の配置・作業の割り振りを行う。 トウ				④積極性 セッキョクセイ		自分の仕事の範囲に限定することなく、未経験の業務に積極的に取り組む。 ジブン シゴト ハンイ ゲンテイ ミケイケン ギョウム セッキョクテキ ト ク

				⑤指導・育成 シドウ イクセイ		部下を指導・育成する。










