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標準的な官職 標準職務遂行能力 

［倫理］ 
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
ことができる。 

［企画・立案、事務事業の実施］ 
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ことができる。 

［判断］ 
自ら処理すべき事案について、適
切な判断を行うことができる。 

［説明・調整］ 
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
強く調整を行うことができる。 

［業務遂行］ 
段取りや手順を整え、効率的に業
務を進めることができる。 

［部下の育成・活用］ 
部下の指導、育成及び活用を行う
ことができる。 

一般行政・本省内部部局等の例 
課長補佐の例 

人事評価（能力評価） 

職
制
上
の
段
階 

職制上の段階・職務の種類（一般
行政、公安、税務等）に応じ、政令
で規定 

各府省庁は、内閣総理大臣との協議を経て人事評価 
実施規程を定め、標準職務遂行能力を踏まえた能力
評価の評価項目を設定。 
 ※ 「人事評価マニュアル」（平成21年12月総務省・人 
   事院）において、評価項目例を示している。 

総務省の例 

標準的な官職ごとに、その職務を
遂行する上で発揮することが求め
られる能力（内閣総理大臣決定） 

局長 

資料１ 



　　　　標準的
　　　　な官職

部局又は
機関等

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
遂行することができ
る。

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
行することができる。

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
務を遂行することがで
きる。

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
することができる。

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
遂行することができ
る。

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
ることができる。

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こ
とができる。

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こ
とができる。

② 大局的な視野と将来的
な展望に立って、所管
行政を推進することが
できる。

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こ
とができる。

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、担
当分野の重要課題につ
いて基本的な方針を示
すことができる。

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
の方針を示すことがで
きる。

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
ことができる。

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
を担うことができる。

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
ことができる。

② 業務に必要な知識・技
術を習得することがで
きる。

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
うことができる。

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こ
とができる。

③ 担当分野の責任者とし
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
行うことができる。

③ 課の責任者として、適
切な判断を行うことが
できる。

③ 担当業務の責任者とし
て、適切な判断を行う
ことができる。

③ 自ら処理すべき事案につい
て、適切な判断を行うこと
ができる。

③ 上司・部下等と協力的
な関係を構築すること
ができる。

③ 上司・同僚等と円滑か
つ適切なコミュニケー
ションをとることがで
きる。

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
することができる。

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、合意を形成するこ
とができる。

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、局長を助け、困
難な調整を行い、合意
を形成することができ
る。

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
ことができる。

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
ことができる。

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
うことができる。

④ 担当する事案について
分かりやすい説明を行
うことができる。

⑤ 国民の視点に立ち、不
断の業務見直しを府省
内に徹底することがで
きる。

⑤ 国民の視点に立ち、不
断の業務見直しに率先
して取り組むことがで
きる。

⑤ 国民の視点に立ち、不
断の業務見直しに率先
して取り組むことがで
きる。

⑤ コスト意識を持って効
率的に業務を進めるこ
とができる。

⑤ コスト意識を持って効
率的に業務を進めるこ
とができる。

⑤ 段取りや手順を整え、効率
的に業務を進めることがで
きる。

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
を遂行することができ
る。

④ 意欲的に業務に取り組
むことができる。

⑥ 強い指導力を発揮し、
部局及び機関の統率を
行い、成果を挙げるこ
とができる。

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
ことができる。

⑥ 指導力を発揮し、部下
の統率を行い、成果を
挙げることができる。

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・育成を行うこ
とができる。

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・育成を行うこ
とができる。

⑥ 部下の指導、育成及び活用
を行うことができる。
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標準的な官職及び標準職務遂行能力（一般行政）
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