
令和元年度

　　　　　　　　　　　　実施状況の評価検証

コンプライアンス基本方針実施計画に係る
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丹波市法令遵守推進委員会



基本目標 1

実践行動 1

各課の具体的取組
（特徴的なもの）

各課の達成度評価・次
年度への課題
（特徴的なもの）

市の全体評価

市の次年度への課題
（各課の取組方向等）
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・朝礼時や退礼時、職員研修において、また日常的にも常に安全運転につ
いて啓発してきた。次年度も引き続き無事故・無違反を達成したい。
・毎日の朝礼等や月１回の課内会議時には、公私を問わず交通安全につい
て周知確認、事例発表を行ってきたが、事故が発生した。引き続き粘り強
く周知徹底していく必要がある。

　全部署ともに、朝礼時、退礼時の声かけや毎週水曜日の交通安全スピー
チはしっかり取り組めている。率先して「無事故・無違反チャレンジ
100」に参加したり、工夫された職員研修を実施している。令和元年度の
公用車交通事故（加害）、交通違反件数は、25件であり、前年度の38件か
ら減少しているものの、まだまだ根絶には届かない。しかも、多くが後進
時や駐車場や敷地内で発生しており、注意力に欠け、些細な操作ミスが起
因している。各部局の取組が形骸化している恐れはないか、安全運転を心
がけるように声を掛けても、職員一人ひとりに届いていないと考えられる
事案が発生している。

・安全運転管理体制として、公用車運転停止基準を策定し、交通事故を起
こした職員の公用車の運転停止を管理者に要請する。
・各課においては、これまでの取組を継続するとともに、同乗者の安全確
認について徹底して指導されたい。
【各課の取組例】
・「出船駐車の徹底」「駐車時の同乗者による車外での安全確認及び誘
導」「毎週水曜日の交通スピーチ」を実践する。
・公用車の運転席に座ったら、ミラーの位置を正し、一息ついて心を落ち
着かせてから発進する。
・目的地までの経路は運転前に十分確認しておくとともに、時間に余裕を
もって出発する。
・出張時、上司は、出張者の健康状態を目視で確認し、「気を付けて」と
声掛けをする。

法令遵守

法規範を守ります
（法規範の適用・点検・研鑽・率先規範）
　【重点項目】交通法規を守り、交通事故の防止に努めます。

・朝礼時、退礼時や日常的にも交通安全の声掛けを徹底する。
・毎週水曜日の安全運転スピーチを徹底する。
・無事故・無違反100日運動に参加する。
・出張前には、安全運転への声掛けをする。
・同乗車の安全確認を徹底する。
・出張時、10分～15分時間に余裕を持って出発する。
・課内研修で、「おかしやすい違反タイプ診断テスト」を行い、自分自身
の行動タイプを認識する。



基本目標 1

実践行動 2

各課の具体的取組
（特徴的なもの）

各課の達成度評価・次
年度への課題
（特徴的なもの）

市の全体評価

市の次年度への課題
（各課の取組方向等）

・昨年実施した再発防止研修で集約した意見やその後の水道部職員との
聞き取り調査に基づき、再発防止と職員倫理の向上に向けた研修を実施
されたい。
【各課の取組例】
・職場単位でのコンプライアンス研修（再発防止と職員倫理の向上）を
実施する。
・職員倫理に関するセルフチェックシートによる自己点検を毎月実施す
る。
　※P13 資料２『職員の手引き』(人材育成編)P39-44

・各課ごとに実施した公務員倫理研修は、100％の実施率。全職員に対す
るコンプライアンス研修も２回実施し65％の参加があった。入札制度に
おける研修も数多く実施しているにも関わらず、入札談合（入札情報漏
えい）で職員が逮捕・起訴されるという事案が発生し、市民の信頼を裏
切ることになった。
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法令遵守

倫理規範を守ります
（公務員意識の保持、倫理規範の行動・研鑽）

・公務員倫理研修を実施する。
・毎週金曜日の執務スペースの美化活動を実施する。
・職員倫理に関するセルフチェックシートを全員が100％にする。
・朝礼で、髪型、身だしなみの毎日のチェックする。
・コンプライアンス基本方針の実践行動の唱和する。
・個人情報を含む書類の整理整頓をする。
・管理監督職が職員一人ひとりと面談の機会を設け、仕事上の情報共有
を図ることで公務員としての自覚を促す。

・コンプライアンス研修の受講や職員不祥事案に対する再発防止対策の
意見交換を行うなど、課員の自覚と意識の高揚に努めた。
・研修内容を我が事として感じていかなければいけない。
・積極的なコミュニケーションを徹底するなど、風通しのよい職場づく
り、職員同士の内部牽制を意識していく。
・不祥事を受け、さらに充実した研修を実施する必要がある。
・美化活動により来庁者へのおもてなし意識や庁舎への愛着など一定の
効果があった。
・公務員としての自覚を持ち、清潔な服装を心がけることができた。ま
た、市民や職員からの指摘はなかった。



基本目標 2

実践行動 3

各課の具体的取組
（特徴的なもの）

各課の達成度評価・次
年度への課題
（特徴的なもの）

市の全体評価

市の次年度への課題
（各課の取組方向等）

・定例の課内会議や係内会議を実施し、経営会議等の結果の伝達、組織
目標及び各業務の進捗管理等を行い、組織として共有しているが、職員
全体まで浸透されていない部分がある。

・定例の課内会議や係内会議では、組織目標及び各業務の進捗管理等を
職員全体で共有させるとともに、問題・課題を洗い出し、解決策や改善
策を考える場となるよう配慮されたい。
・部長、課長が考えていることを、随時職員に示し、上司の考えを十分
理解した上で業務を遂行するよう努められたい。
【各課の取組例】
・少なくとも月一回は、課内・係内会議を実施する。
・会議録及び決裁の係内合議を徹底する。
・部長が市の方針に沿った組織目標を立て、部内の職員がその目標に向
けて業務を遂行するよう指示をする。
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内部統制

仕事の目的を共有します
（組織目標の伝達、組織細部へ意識浸透）

・市長訓示の内容を課内会議で伝達する。
・課の目標を設定し、その目標にそった事業計画を策定することで仕事
の重要性を意識する。
・定例的に課及び係内ミーティングを実施し事務事業の進捗及び遅延事
務の共通認識等を図り、対応策を検討する。
・適正執行に向けた業務管理のための、時間的に余裕を持った決裁手続
きを執り、課内で情報を共有する。
・課内会議において、最低でも1人1回意見を述べる。

・課内会議で課員一人ひとりが発表することで、業務に対するモチベー
ションの維持向上や業務に対する姿勢の見直しにつながった。
・週一回の係内会議において、業務の進捗情報の共有と、課題解決に向
けた検討を重ね、個人で対応するのではなく、組織として課題解決に取
り組むことができた。
・係内会議の定期開催は、係によってばらつきがあり、職員全員の意識
を統一するに至らなかった。
・業務の進捗状況を確認し、問題・課題を洗い出し、解決策や改善策を
考える機会をつくる必要がある。



基本目標 2

実践行動 4

各課の具体的取組
（特徴的なもの）

各課の達成度評価・次
年度への課題
（特徴的なもの）

市の全体評価

市の次年度への課題
（各課の取組方向等）

・市民から信頼を得て事業を実施していくため、意思決定や政策判断等
がなされるものについては、文書（会議録）の作成を速やかに行うとと
もに、適正な事務執行に努められたい。
・管理職と課員の定期的な面談を行い、職員それぞれで考えていること
を把握して、業務に反映するよう配慮されたい。
【各課の取組例】
・意思決定や政策判断等がなされるものについて、文書（会議録）を作
成する。
・定期的に上司と部下の面談を実施する。
・既存のマニュアルの確認及び見直しを行う。
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内部統制

仕事の見える化に取り組みます
（リスクの把握及び分析、相互牽制の体制づくり、マニュアルの作
成、業務の進捗管理、リクス管理）

・年度当初に年間スケジュールを作成し、随時修正とチェックを行いな
がら全体の進捗を管理する。
・毎月の課内会議、及び随時進捗管理表により事業スケジュールを確認
する。
・課内会議や個別での報告・連絡・相談できる職場の雰囲気づくりに努
める。
・既存のマニュアルの見直しを行う
・会議録、打合せ記録簿、苦情処理簿等を整え内容を共有する。
・業務の振り返り。課題の発見とその理由を検証し、改善策を検討す
る。

・毎月の課内会議と随時の打ち合わせにより、事業の進捗管理を行うこ
とで遅延を防ぐことができた。
・監督職が率先してコミュニケーションをとり、相談しやすい環境と
なった。
・業務量の見直しを行い、協力体制の構築や仕事量の平準化に努めた。
・係内での報告・連絡・相談が100％となるよう徹底する。
・全体として報連相が行えているが、タイミングや内容が不十分な場合
がまだ見受けられる。
・職員面談の実施の頻度を増やしていく必要がある。
・ほとんどのマニュアルについて実効性が確認できた。
・次年度へ向けては、担当者以外へのマニュアル周知を行い、課内での
共有化を図る。

・現在、進められている大型プロジェクトにおいても、会議録や協議経
過等の作成が不十分であるとの指摘が市民から寄せられており、市民へ
の説明責任の観点から適正な文書の作成が求めらている。
・意思決定の経過を明確にするため、重要事項については、決裁を得た
ことを文書で残す行動が徐々に出来ている。



基本目標 2

実践行動 5

各課の具体的取組
（特徴的なもの）

各課の達成度評価・次
年度への課題
（特徴的なもの）

市の全体評価

市の次年度への課題
（各課の取組方向等）

・ダブルチェックをしても事務錯誤事例が生じている現状であり、まず
は、書類作成担当が誤りのない事務処理をするよう徹底されたい。
・R1.9 月に策定した「補助事業の事務処理方針（共通ルール）」に基づ
き、補助対象者の各種手続き及び丹波市の検査等の事務処理が適正に行
われているか点検されたい。

【各課の取組例】
・補助金交付事務を補助事業事務処理方針（共通ルール）に基づき、適
切に処理（点検）する。
・補助事業事務処理方針に基づく各補助金取り扱いの実施状況及び市民
向け説明資料の作成状況について、訪問調査を実施する。
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内部統制

仕事の内容を点検します
（日常的業務の点検、確認体制の確立、危険意識の醸成、資質の向
上）

・毎月の経営会議で報告されるヒヤリハット事例について、課内会議の
中で検証し、情報共有することで事件・事故の発生を抑制する。
・書類や資料について、常に適正な管理を意識することで、自らの業務
を点検することにつなげる。
・伺書に根拠法令が記載されているか、決裁ラインでチェックを行う。
・伝票起票に関して、会計事務処理要領を参照するとともに、複数職員
で内容をチェックする。
・注意すべき事やミスを起こしやすい箇所をリストアップし、確認しな
がら業務を進める。

・伺書に根拠法令、関係計画を記載し、意識するだけでなく理解を深め
ることができた。
・発生した事例の要因や解決策まで十分に検討・検証できなかったこと
が今後の課題である。
・起案や伝票の起票については、複数の職員で確認することにより、返
戻回数が減少した。
・書類を見直しチェックする習慣はついてきた。さらに、本人、係長の
チェックを徹底する。
・ダブルチェック等、意識を持った確認をするよう話し合ってきたが、
事務錯誤、ヒヤリハット事例が起こってしまった。

・各種業務において、ダブルチェック等、意識を持った確認をしている
が、事務錯誤事例が生じている。
・事務錯誤事例件数
　　　令和元年度 20件　 平成30年度 21件
・会計伝票処理誤り（返戻伝票数）
　　　令和元年度889件　 平成30年度840件



基本目標 3

実践行動 6

各課の具体的取組
（特徴的なもの）

各課の達成度評価・次
年度への課題
（特徴的なもの）

市の全体評価

市の次年度への課題
（各課の取組方向等）

・職場内の活発なコミュニケーションや人事評価における面談等を利用
して、目標、情報について、全職員が確実に認識し、共通の目的に向
かって一丸となって進む職場を形成していく必要がある。
・職員相互の円滑なコミュニケーションを心がけ、悩みや課題を共有し
ながら、相互理解と相互尊重を育み、ハラスメントの発生しない職場づ
くりに取り組む。
・業務の進捗状況や日常の行動などの状況報告を徹底し、係内、課員の
業務内容を相互に認識し、チームワークを持って仕事に取り組む。
・それぞれの業務において、必要な知識を得るための研修には、積極的
に参加できる職場となるよう上司が配慮する。
【各課の取組例】
・ハラスメント研修を実施する。
・管理監督職が部下に積極的に声かけを行う。
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明朗快活

風通しを良くし、人間力を高めます
（職場環境の整備、仲間への配慮、ハラスメントの対応、知識の習
得）

・課長・係長が課員と個別に面談する場できるだけ多く設ける。
・ミーティングやコミュニケーションを通して、疑問や悩みを共有し、
個人で抱え込まないような環境をつくる。
・課内会議で丹波市のことや業務のこと、私的なことなどについて、自
分の考えを述べる機会を設る。
・職員一人ひとりの人権を尊重し、お互いの力を高め合う。
・ハラスメントや内部通報制度をテーマにした課内研修を開催し、理解
を深める。
・すべての職員を働く仲間として互いを認め合い、思いやりを持って対
応する。

・監督職以上の職員が、積極的に声かけを行い話しやすい環境とする努
力ができた。
・課内会議で一人ひとりが発表することで、自己開示、他者理解が深ま
り話しやすい職場づくりにつながった。
・ハラスメント事案は発生しておらず、課員全員の意識向上に努めるこ
とができた。次年度も、さらに課員の危機意識を高めるため、日々の取
組を充実させていく。
・継続して研修を行うことにより、自分の発言や行動を見直すことが大
切である。
・課内会議だけでなく普段から話しかけることを心がけ、やり方を改善
して継続していきたい。

・課内会議だけでなく、普段から積極的な声かけにより、働きやすく風
通しの良い職場づくりに努めているが、メンタルヘルス不調を理由とす
る療養休暇は、令和元年度３月末で６人（平成30年度末　4人）となって
いる。
・職員間の協力体制は、概ね構築出来ているが、意見を言える職場環境
となっているか、常に管理職が意識していく必要がある。



基本目標 3

実践行動 7

各課の具体的取組
（特徴的なもの）

各課の達成度評価・次
年度への課題
（特徴的なもの）

市の全体評価

市の次年度への課題
（各課の取組方向等）

・適正な業務配分となるように、管理監督職を中心に業務バランスのと
れた職場をつくり、職場内でやるべきことを共有し、やりがいのある職
場づくり（チームとしての成果）に努められたい。
・業務の詳細な目標について管理職、係長から考えを随時指示し、課員
が理解したうえで業務にあたるよう努められたい。
【各課の取組例】
・業務の進捗管理表を作成し、定期的なチェックを徹底する。
・担当業務の進捗状況に応じた事務分掌の見直しを行う。
（業務の進捗状況より、事務分掌の割当を変更することで、特定の職員
の時間外勤務を軽減させる。）
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明朗快活

職員の力を結集し、組織力を高めます
（組織目標の共有、業務の共有・進捗管理・評価・バランスの確
立）

・朝礼、終礼時に業務予定等を確認する。
・各業務の執行状況の定期的な把握や情報の共有などにより、支援体制
を執り、業務量の平準化を図る。
・担当業務の説明会を計画し、担当職員が課員に説明する機会を設け
る。
・業務における気付きを、係内において共有する。
・チームで課題を解決できるよう積極的に他の職員の補助を行う。
・事務分掌の定期的な見直しを行う。

・他の職員への業務支援についても、現状の業務を分析・把握しながら
見直しを行い、最善の方策を模索していくことが必要と考える。
・業務マニュアルの見直しを定期的に実施しており、そのマニュアルを
データ化して全職員が共有できる仕組みとした。
・OJTの取り組みや、複数の職員で業務遂行する体制づくりを図り、知
識・技術の共有化と業務の平準化を目指す。
・各係の業務量に応じた人員数を配置したが、進捗管理の弱さから業務
を停滞させ、時間外勤務が増加した。
・一人ひとりが多くの業務をこなしているため、共有することが難しい
が、次年度はさらにその意識を高めていく。

・進捗管理が十分できていないことで、業務が遅延していることがあ
る。
・管理職、係長と課員が、目標に向かって意識が十分共有出来ていない
ことで、ミスが発生していることがある。



基本目標 4

実践行動 8

各課の具体的取組
（特徴的なもの）

各課の達成度評価・次
年度への課題
（特徴的なもの）

市の全体評価

市の次年度への課題
（各課の取組方向等）

・市民ニーズの多様化により行政サービスへの期待が多く寄せられ、そ
の範囲も拡大し新たな行政課題も生じている中、引き続き専門的知識習
得のため研修に参加するとともに、研修で得られた情報を共有し、職員
相互がレベルアップするよう取り組まれたい。
【各課の取組例】
・職務に必要な能力向上のため、それぞれの職員が研修を受講し、職場
内で情報共有する。
　※能力の向上が必要とされるもの
　【例】プレゼンテーション能力・文書法制能力
　　　　資料作成能力・リサーチ能力

令和元年度　コンプライアンス基本方針実施計画に係る実施状況の評価検証

能力向上

職務に必要な能力を身に付けます
（専門性の保持、研修参加意欲、自己成長、相互成長、業務の連
携、組織の連携）

・自らが課題を持って自主的に研修会や講演会に参加する。
・研修や会議の内容を伝達することによって、職員同士が情報を共有し
合う。
・関係部署との連携、打合せ等の開催
・他自治体職員との交流による専門的知識、技術の習得を行う。

・毎月の課内会議や係内会議で研修復命を行い、内容の共有に努めてい
る。次年度も計画的に進めていきたい。
・研修の成果を自分だけのものとせず、広く活用できる工夫が必要であ
る。
・課員全員が業務に関わる研修に参加し、力量を高めることができた。
また、その成果を朝礼や課会で報告し、情報共有が図れた。次年度も引
き続き、担当業務以外の研修等にも参加し、さらに力量向上を図ってい
く。
・次年度は、知識や技術の取得だけでなく、育成と継承への取組みを実
施する。

・職務遂行のための専門的な知識習得のため、研修に参加し、職場内で
情報共有が図られている。
・個々の業務においては、市民からのニーズが高まっており、より専門
性の高い知識を習得するため、研修に参加するなどの取組が見受けられ
る。
・自主研修実施要領に基づき、各職員が自主研修に取り組んでいるが、
取組状況がフィードバックされておらず、その成果が活かされている状
況ではない。



基本目標 4

実践行動 9

各課の具体的取組
（特徴的なもの）

各課の達成度評価・次
年度への課題
（特徴的なもの）

市の全体評価

市の次年度への課題
（各課の取組方向等）

・難しい課題にも果敢にチャレンジすることで、個々の職員の能力開発
や仕事の質の向上、協力・連携のできる職場づくりにつながる。
・前例にとらわれず、事務事業の見直しや改善の意識と情熱を持って自
己啓発や仕事に取り組むことが必要である。
・健全な出世欲を持ち、昇任試験に積極的に取り組む職場風土となるよ
う、各部署で取り組まれたい。
【各課の取組例】
・上司が課長・係長の昇任試験に向けての声かけを行う。
・管理職・係長が模範となるよう意識して行動する。

令和元年度　コンプライアンス基本方針実施計画に係る実施状況の評価検証

能力向上

情熱を持って仕事に取り組みます
（責任感の保持、ポジティブ思考、自己成長意欲、挑戦意欲、模範
の実践）

・前向きな姿勢が見られた事例があった際には朝礼で発表し、課全体で
評価する。
・必要な助言、指導及び適切な事務手続きをもって部下に示す。
・課が抱えている課題を職員が共有することにより、自らが取り組むべ
きことを明確にする。
・前例踏襲に陥らないよう疑問に感じたことは職場内で共有し業務改
善・事務改善を行う。
・困難な事案に対しても、あきらめることなく、解決策がないか追求す
る姿勢を持つ。

・職員全員が、課の抱える課題を認識することができ、自らが取り組む
べき業務について市民のために何がすることができるかという選択の目
線を持つことができた。
・現状の業務を相互に見つめなおし、必要に応じて見直しを行いなが
ら、最善策を模索していくことが必要と考える。
・業務量の多さから仕事に追われていると感じている職員が多く、新た
な業務にチャレンジする意欲は少数に留まっている。

・日々の業務に追われ、前向きな気持ちを持って新たな業務や困難な課
題にチャレンジする職場環境でない現状が見受けられる。
・前例踏襲型の業務や、出世欲を持てず現状維持型の考えを持つ職員が
いる。
・職員自主研修グループ等育成支援（令和元年度実績：３グループ）、
丹波市長職員表彰「ＴＡＭＢＡ情熱人賞」の制度を設けているが、必ず
しも結果が能力向上に繋がっていない。
・丹波市長職員表彰「ＴＡＭＢＡ情熱人賞」は、自分の業務をやったこ
とに対しての受賞であり、ある意味それは当たり前のことである。例え
ば、地域活動にどれだけ汗をかいて取り組んでいるかなど、本来の業務
プラス異次元のプラスαというところで、評価すべきではないか



基本目標 5

実践行動 10

各課の具体的取組
（特徴的なもの）

各課の達成度評価・次
年度への課題
（特徴的なもの）

市の全体評価

市の次年度への課題
（各課の取組方向等）

・市の業務は、職員一人ひとりが丁寧に市民と接することで、市民から
の信頼を得てはじめて事業を円滑に進めることができるものばかりであ
る。それぞれの担当業務はもちろんのこと、他部署の業務においても気
づいたことは、部署間で情報提供するなど、注意すべきことを十分認識
して業務を進められたい。
【各課の取組例】
・来庁者へのあいさつ、丁寧な案内を徹底する。
・担当部署の職員が不在の場合は、内容を聞き取り、後程連絡するよう
対応する。
・朝礼時に全職員の服装（公務にふさわしい服装）をチェックし、身だ
しなみ等接遇に関する声かけを実施する。

令和元年度　コンプライアンス基本方針実施計画に係る実施状況の評価検証

地域意識

市民目線を大切に、市民感覚で考えます
（接遇の基本、傾聴姿勢、市民の対応）
　【重点項目】接遇マナーを身につけ、身だしなみ、
　　　言葉遣い、聴き方など不快感を与えないようにする。

・来庁される市民の方へ、『おはようございます。』『こんにちは。』
『ごくろうさまでした。』『ありがとうございました。』等の挨拶を徹
底する。
・電話に出た時の第一声「お電話ありがとうございます」を徹底する。
・朝礼時に、その日の当番が全職員に服装チェック、身だしなみ等接遇
に関する声かけを実施する。
・笑顔で自らあいさつをする。

・市民への言葉遣いや態度に気をつけて行動したため、苦情はなかっ
た。今後も接遇研修を実施し、市民等に不快感を与えないように行動す
る。
・「お電話ありがとうございます」コールは概ね100％の実施ができてい
る。市のプロジェクトであり引き続き取り組む。
・市民対応での挨拶は良くできているが、職員同士では十分とは言えな
い。基本的な事項であるので継続が必要である。
・勤務時間中のスマホの取り扱いに注意する必要性を感じる。
現状として、業務に関する使用もあり、来庁者からの目線を意識した使
用が必要。身だしなみ、ふるまいとして検討する。

・「お電話ありがとうございます」のプロジェクトは、職員に浸透して
きている状況にあるが、引き続き取り組む必要がある。
・不適切な事務執行による決算の不認定、水道部職員による不祥事など
により失墜した市に対する市民の信頼を取り戻すため、職員が一丸と
なって業務に取り組んでいるところであるが、複数の部署のミスが特定
の市民に集中した事例があった。



基本目標 5

実践行動 11

各課の具体的取組
（特徴的なもの）

各課の達成度評価・次
年度への課題
（特徴的なもの）

市の全体評価

市の次年度への課題
（各課の取組方向等）

・職員は、地域の一員であることを自覚し、積極的に地域活動に参画す
るとともに、職場と地域のパイプ役として行動することや、職員として
培った能力を地域に活かす行動をとる。
・地域活動に参画することにより、市民ニーズの理解や地域課題を把握
する機会となることから、全職員がそれぞれの立場で実践する目標を設
定されたい。
【各課の取組例】
・全職員がそれぞれの立場で地域活動に参画する目標を設定し、実践す
る。
・市内で開催されるイベントに積極的に参加し、地域を知る努力をす
る。

令和元年度　コンプライアンス基本方針実施計画に係る実施状況の評価検証

地域意識

丹波市に愛着を持ち、丹波市で活躍する人材になります
（業務の視点、地域貢献、行政知識の活用）

・課員それぞれの住居地における自治会等の地域活動に参加し、
コミュニケーションをはかる。
・地域イベントへの積極的な参加、感想発表。
・自治会・社会活動団体の役員について積極的に担い、地域への誇りを
持ち市民の模範として社会貢献に寄与します。

・地域の事業や活動、イベント等に参加することで地域意識の向上につ
ながる。引き続き地域活動への参加や参画に努める。
・地域の一員として、どのような立場で関わっていくのか、内容によっ
て違うため、難しい面もある。属さない場合の活動について検討してい
く。
・市民からの意見や事務執行で気づいた点を検討し、事務事業の改善に
つなげた。次年度以降も取り組みを継続する。

・自身の業務において、地域に愛着を持ち地域が発展することで、市民
や自分の家族にとって住みやすい地域となるよう、それぞれの立場で業
務を進めるようとする姿勢が伺えた。
・地域とのかかわり方については、それぞれの立場で可能な地域活動に
参加し、市民として自身の知識を活かし地域に貢献する活動をした職員
が多い。


