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職群と等級および昇格の要件 

職群 等級 
昇格の要件 

職種/役職 
在級年数 考課結果 

総
合
職
群 

経営管理職 － － 統括責任者 

管理職１級 － － センター長、ホーム長、管理者、事務局長 

管理職２級 － － 

指導職１級 － － 主任 

指導職２級 １年 Ａ 副主任 

総合職１級 ３年 管理者推薦 上級 

フロアリーダー 

教育育成担当者 

生活相談員 

計画作成担当者 

介護職員 

サービス提供責任者 

生活相談員 

事務職員 

総合職２級 ３年 ＢＢＡ 中級 

総合職３級 ２年 ＢＡ 初級（中途採用者） 

総合職４級 １年 Ｂ 初級（新卒） 

専
門
職
群 

専門職１級 － － 上級 社会福祉士 

保健師・看護師 

理学療法士 

作業療法士 

介護支援専門員 

管理栄養士 

専門職２級 ３年 ＢＢＡ 中級 

専門職３級 ２年 ＢＡ 初級（中途採用者） 

専門職４級 １年 Ｂ 初級（新卒） 

 

 



社会福祉法人悠遊　役割マトリクス　管理・評価シート　（    年　　月～　　年　　月）

氏　　　名 　　　　　　　　　　　　　　　　印　 面　　接　　日

資格・役職名 第１次評定者

職　種　名 第２次評定者

所　属　名

◎…高い成果、○…ほぼ期待通り、△…期待を下回った

ＤＯ（役割マトリクス） ② ③本人 Ｃｈｅｃｋ（確認） Action（対応策）

①役割マトリクスを箇条書きに記述する ウェイト 評価 ④具体的成果または問題点・反省点 ⑤当面の対応策

上司評価

ウェイト 素点 評点 素点 評点

ＰＬＡＮ（役割マトリクス達成のための重点目標）

⑥業務上の目標 　　⑦取組上の留意点（どの様に） ⑧能力開発上の取組課題（何を、どの様に）

※上司評価の評語

　７・・・上位者としても申し分ない。大幅に基準を上回った。

　６・・・余裕を持って基準を上回った。

　５．５・・・基準をやや上回った。

上司評価 　５・・・基準どおりの成果や取組姿勢であった。

ウェイト 素点 評点 素点 評点 　４．５・・・基準をやや下回った

　４・・・十分とは言えず、基準を下回った。

　３・・・基準を大幅にし下回り、支障があった。

Ｂ

一次 二次

1００％

A

一次 二次

   　　　　年　　　月　　　日 ※本人評価の評語

印　 　◎…高い成果をあげた

印　 　○…ほぼ期待通りの成果であった

　△…期待を下回った



総合職
4級 9

◎…高い成果、○…ほぼ期待通り、△…期待を下回った

素点 評点 素点 評点

前期に立案した業務上の重点取り組み課題は達成されたか

取り組み上の留意点に配慮したか

能力開発上の取り組み課題は達成されたか

◎評価点集計表

第一次 第二次

特別加点

◎一次評価者コメント（二次評価者へ）

・基本的な介護技術・知識
・専門性の基礎作りを行う

1

3

4

5

9

8

担当業務範囲について業務達成責任を負う

・日常業務を通じてリスクの発見に努め、環境整備を行うともに適切に
報告・連絡する

・問題の発見と適切な報告を行う

評　　価　　点

役割マトリクスの評価 Ａ

区分評　価　要　素　群

・社会人・組織人としての自覚
・謙虚な姿勢で知識の吸収に努めるとともに、チームの一員として業務
に取り組む姿勢
・規律性、協調性、積極性、責任性

C
合計

Ｄ

加点理由：

人事考課要素の評価 Ｃ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合　計

Ｂ
６．期待される能力

５．期待される姿勢

役割マトリクス（Ｐｌａｎ）の評価

４．協調・コミュニケー
ション

⑪
上司からの
アドバイス
（面接後）

３．業務改善

２．リスクマネジメント

１．前期の業務管理
シートのＰｌａｎ（課題）
の達成度

評価要素 評価の着眼点
⑨
本人
評価

上司評価

⑩
記入時

本人コメント

ウェイト
一次 二次



社会福祉法人悠遊　職務基準書

リスクマネジメント 業務改善 人事・人材育成 協調、コミュニケーション

経営
管理職

統括責任者
エリアマネー
ジャー

・担当部門の危機管理・リスク
対応の最高管理責任者として
対応を決定し管理する。

・業務改善計画の策定・実行の
全般を指揮・監督し、その結果
を評価・管理する

・経営的視点から、中長期にわ
たる人事・人材育成全般を指
揮・監督する

・福祉分野にとどまらず、広く地
域社会との連携を図り、法人の
事業運営に貢献する

・統括的管理者に必要な広範・高度なマ
ネジメント知識
・高度な戦略的発想力
・地域福祉の推進役としての力量

・管理・監督業務の最高責任者としての自覚を持ち、
法人理念の実現に向け職員に方針を示し導くととも
に、幅広く職員の堅い信頼を勝ち取る。
・法人全体の事業運営を主導し、地域貢献を目指す
姿勢

管理職
1級

・事業経営にかかる事態の危
機管理・リスク対応全般を行う

・業務改善計画を策定しその実
行を管理・監督する

・役割マトリクスを活用し、育成
計画を策定し実施を指揮・監督
する

・他法人・外部機関との連携を
積極的に図り、地域社会との
連携を目指す

・管理者に必要なマネジメント知識
・管理統率力、総合的判断力
・戦略的発想力

・管理者としての自覚、公正な業務の実施と説明責
任を果たし、幅広く職員の信頼を得る。
・広い視野をもち法人全体の円滑な事業運営と地域
貢献を目指す姿勢

管理職
2級

管理職1級に順ずる 管理職1級に順ずる 管理職1級に順ずる 管理職1級に順ずる 管理職1級に順ずる 管理職1級に順ずる

指導職
1級

主任
・苦情・クレームの発生時の初
期対応、日常業務にかかる苦
情等の対応を行う

・管理者のもと業務改善計画の
策定を補佐し、その実行の中
心となる

・日常業務を通じた育成の中心
となり指導を行うとともに、OJT
を行う下位職員の指導を行う

・他部門、他法人との調整役と
なり、法人全体の円滑なコミュ
ニケーション（報連相）の形成
に貢献する

・広範かつ高度な介護技術・知識
・管理・マネジメントの基礎知識を身につ
ける
・業務改善力、問題解決力、指導力

・役職者としての自覚、行動がどのような影響を与え
るのかを考えて行動する姿勢
・自部門を越えて、法人全体への影響を考慮しなが
ら業務を遂行する

指導職
2級

副主任 指導職1級（主任）に順ずる 指導職1級（主任）に順ずる 指導職1級（主任）に順ずる 指導職1級（主任）に順ずる 指導職1級（主任）に順ずる 指導職1級（主任）に順ずる

総合職
１級

熟練した技術
を持つ上級職
員

・広範な業務知識を生かしリス
クの発見に努め適切に報告・
連絡する

・問題の発見と業務改善の企
画・提案を行う

・OJTの実施担当者として教
育・指導を行う

・他部門やボランティアとの調
整役となり、法人全体の円滑な
コミュニケーション（報連相）の
形成に貢献する

・高度な介護技術・知識
・チームマネジメント、人材育成の基礎
知識を身につける
・専門性を深化・拡大させる

・悠遊の中核メンバーとしての自覚
・部門間連携のため積極的に関与し、悠遊全体の
チームワークを形成・強化する姿勢
・規律性、協調性、積極性、責任性

総合職
2級

中核的役割を
担う中級職員

・日常業務を通じてリスクの発
見に努め、環境整備を行うとも
に適切に報告・連絡する

・問題の発見と業務改善の企
画・提案を行う

・OJTの実施担当者として教
育・指導を行う

・緊急時等も状況に応じた的確
な報告、連絡、相談を行う

・実践的な介護技術・知識
・臨機応変な対応ができる応用力
・専門性を高める

・悠遊の中核メンバーとしての自覚
・部門間連携のため積極的に関与し、悠遊全体の
チームワークを形成・強化する姿勢
・規律性、協調性、積極性、責任性

総合職
3級

中途入職者お
よび初級職員

・日常業務を通じてリスクの発
見に努め、環境整備を行うとも
に適切に報告・連絡する

・問題の発見と適切な報告を行
う

・的確な報告、連絡、相談の実
施

・実践的な介護技術・知識
・専門性の基礎を身に付ける

・悠遊の中核メンバーとしての自覚
・他部門と協力し悠遊全体でチームワークを形成・強
化する姿勢
・規律性、協調性、積極性、責任性

総合職
4級

新卒入職者お
よび初級職員

・日常業務を通じてリスクの発
見に努め、環境整備を行うとも
に適切に報告・連絡する

・問題の発見と適切な報告を行
う

・的確な報告、連絡、相談の実
施

・基本的な介護技術・知識
・専門性の基礎作りを行う

・社会人・組織人としての自覚
・謙虚な姿勢で知識の吸収に努めるとともに、チーム
の一員として業務に取り組む姿勢
・規律性、協調性、積極性、責任性

リスクマネジメント 業務改善 人事・人材育成 協調、コミュニケーション

専門職
1級

熟練した技術
を持つ上級職
員および主任
または副主任
相当

・苦情・クレームの発生時の初
期対応、日常業務にかかる苦
情等の対応を行う

・管理者のもと業務改善計画の
策定を補佐し、その実行の中
心となる

・日常業務を通じた育成の中心
となり指導を行うとともに、OJT
を行う下位職員の指導を行う

・他部門・他法人との調整役と
なり、法人全体の円滑なコミュ
ニケーション（報連相）の形成
に貢献する

・広範かつ高度な介護技術・知識
・管理・マネジメントの基礎知識を身につ
ける
・業務改善力、問題解決力、指導力

・役職者としての自覚、行動がどのような影響を与え
るのかを考えて行動する姿勢
・自部門を越えて、法人全体への影響を考慮しなが
ら業務を遂行する

専門職
2級

中核的役割を
担う中級職員

・広範な業務知識を生かしリス
クの発見に努め適切に報告・
連絡する

・問題の発見と業務改善の企
画・提案を行う

・OJTの実施担当者として教
育・指導を行う

・他部門との調整役となり、法
人全体の円滑なコミュニケー
ション（報連相）の形成に貢献
する

・担当業務に必要な広範・高度な専門
知識・技能
・情報収集・整理能力、事務処理能力

・悠遊の中核メンバーとしての自覚
・部門間連携のため積極的に関与し、悠遊全体の
チームワークを形成・強化する姿勢
・規律性、協調性、積極性、責任性

専門職
3級

中途入職者お
よび初級職員

・日常業務を通じてリスクの発
見に努め、環境整備を行うとも
に適切に報告・連絡する

・問題の発見と業務改善の企
画・提案を行う

・緊急時等も状況に応じた的確
な報告、連絡、相談を行う

・担当業務に必要な専門知識・技能
・情報収集・整理能力、事務処理能力

・悠遊の中核メンバーとしての自覚
・部門間連携のため積極的に関与し、悠遊全体の
チームワークを形成・強化する姿勢
・規律性、協調性、積極性、責任性

専門職
4級

新卒入職者お
よび初級職員

・日常業務を通じてリスクの発
見に努め、環境整備を行うとも
に適切に報告・連絡する

・問題の発見と適切な報告を行
う

・的確な報告、連絡、相談の実
施

・担当業務に必要な基本知識・技能
・情報収集・整理能力、事務処理能力

・社会人・組織人としての自覚
・謙虚な姿勢で知識の吸収に努めるとともに、チーム
の一員として業務に取り組む姿勢
・規律性、協調性、積極性、責任性

総合職群 職位

担当職務とその水準

期待される能力 期待される姿勢階層に応じて行う業務とその水準

期待される姿勢階層に応じて行う業務とその水準

事務局長・
ホーム長・セン
ター長・管理
者

専門職群 職位

担当職務とその水準

期待される能力
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社会福祉法人悠遊 人事考課制度要綱 
 

 

（目 的） 

第１条 当法人の職員の人事考課は、この要綱の定めるところにより行うものとする。  

２ 人事考課は、職員の一定期間の業務成績及び能力を考課し、これに基づいて昇給、

昇格、賞与及び配置、育成の適正化を図り、公正な人事管理を図ることを目的と

する。 

 

（人事考課の定義）  

第２条 人事考課は、人事の公正な運営を行うための基礎資料の一つとするため、職員の

職務行動について勤務成績を評定し、これを記録することをいう。  

２ 人事考課は、職員が与えられた職務と責任を遂行した実績、並びに職務に関連し

て見られた職員の意欲や態度、能力をその職員の等級における基準に照らして公

正に評定するものでなければならない。  

 

（適用範囲）  

第３条 人事考課は、考課実施日に在職する正規職員及び非常勤職員給与規程に定める者

に対して行う。ただし、次の各号に該当する者については、別に定める方法によ

ることができる。  

（１）考課対象期間中の勤務日数が５０％未満の者  

（２）出向者、育児・介護休業期間中の者、欠勤・休職者等で評定することが適

当でないと認められる者。  

２ 経営管理職の者については、特に必要と認めた場合のほか、この要綱による人事

考課は行わない。  

 

第２章 考課 

 

（考課の実施）  

第４条 人事考課は、上期考課、下期考課、総合考課からなり、それぞれ次の時期に実施

するものとする。  

考課の種類  考課対象期間  考課時期  

上期考課  ４月から９月まで  ９月 

下期考課  １０月から翌年３月まで  ２月 

総合考課  上期考課と下期考課の結果を準用  ３月 

 

（人事考課表）  

第５条 人事考課は、業務管理・評価シートと称する人事考課表を用いて行う。この業務
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管理・評価シートは職位階層ごとに次に掲げるとおり４種類を設定する。  

（１）初級職員・中級職員用 

（２）上級職員用  

（３）指導職員用  

（４）管理職員用  

２ 人事考課表の構成要素は次に掲げるとおりとし、そのシート別詳細については、

別に定める。  

（１）実績考課 各人の担当する職務や役割に対する成果を評価するもの。  

（２）情意考課 各人の仕事への取り組み姿勢や態度を評価するもの。  

（３）能力考課 各人の担当する職務に必要な知識、技能を評価するもの。  

 

（自己評価）  

第６条  職員は、毎年２回人事考課の実施月に、自らの職種・職位に該当する業務管理･

評価シートを作成し、原本を後に定める第１次考課者に提出しなければならない。  

２ 業務管理･評価シートは、考課の基礎資料に資するとともに、職員の適正配置、能力開

発、指導教育等に用いる。  

 

第３章 考課実務  

 

（考課者）  

第７条 考課は、第１次考課及び第２次考課の２段階とし、その実施者は次のとおりとす

る。 

被考課者の職位 第１次考課者  第２次考課者  

一般職員  管理職 統括責任者・理事長  

指導職員  管理職 統括責任者・理事長  

管理職員  統括責任者  理事長  

２ 考課者は、被考課者の監督者でなければならない。  

３ 組織の構成上、前２項の原則に基づいた考課者の設定が不可能な場合は、上位等

級の職員により考課を行う。  

 

（考課者、被考課者の異動等）  

第８条 人事異動により、人事考課時点とは異なる配属先における業務が考課対象に含ま

れる場合、人事考課時点での考課者が、異動前の考課者に情報を得て、評価を行

う。 

２ 前項の規定は、人事異動や組織変更、前任者の退職等など、考課者側の事由によ

るものについても同様に適用する。  

３ 考課者は、対象期間の業務を考課者として直接観察していないこと等にかかわら

ず、評価できるだけの情報収集と本人面接を行い、考課にあたらなければならな
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い。 

４ 情報の提供を求められた異動前の考課者は、求めに対し、客観的な事実による情

報提供に努めなければならない。  

 

（考課実施の準備） 

第９条 理事長は、人事考課に先立ち、考課者を招集し、考課者間における評価基準の統

一を図るため、評価要素別に基準となる職務行動について協議を行う会議を開催

する。 

 

（第１次考課）  

第 10 条 第１次考課者は、被考課者から業務管理・評価シートの提出を受け、各回ごとに

定められた期日までに、すべての被考課者と個別に面接を行わなければならない。 

２ 第１次考課者は、面接終了後すみやかに被考課者へのアドバイスを所定の欄に記

入し、控えを作成し、これを被考課者に戻さなければならない。  

３ 第１次考課者は前項の後、原本に被考課者の考課期間における業績、職務への取

り組み姿勢及び考課時における能力を業務管理・評価シートによって検討し、各

評価要素別に、評価点ほか必要事項を記入する。  

４ 第１次考課者は、第２次考課者に対し、被考課者および自らの考課に関する所見

を業務管理・評価シートに記載し、期限までに原本を第２次考課者へ提出しなけ

ればならない。  

５ 第１次考課者が自ら保管のため、業務管理・評価シートの控えを作成することは、

原則として禁止する。  

 

（第２次考課）  

第 11 条 第２次考課者は、第１次考課者より業務管理･評価シートの提出を受けた後すみ

やかに、被考課者の自己評価及び第１次考課者の考課に基づき、各評価要素別に、

評価点ほか必要事項を記入する。  

２ 第１次考課者の考課に疑義や不明点のあるときは、第２次考課者は第１次考課者

にこれを確認しなければならない。  

３ 第２次考課者は、すべての必要事項を記載の後、原本を期限までに統括責任者に

提出しなければならない。  

４ 第２次考課者が、自ら保管のため、業務管理・評価シートの控え（コピー）を作

成することは、原則として禁止する。  

 

（業務管理・評価シートの保管）  

第 12 条 統括責任者は、第２次考課者より業務管理･評価シートの提出を受けた後、その

責任において保存、管理しなければならない。  

２ 統括責任者は第１次考課者または第２次考課者から求めがありその必要性を認め

たときは、業務管理・評価シートを閲覧させることができる。  
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３ 統括責任者は、業務管理・評価シートの原本について、対象者の在籍期間におい

てこれを保管し、退職時に破棄するものとする。  

 

（特別加点）  

第 13 条 職員に、適用を受ける人事考課表で設定された評価要素以外の要因で特筆すべき

行動があり、本人の評価に反映させるべきものと判断された場合は、これを特別

加点とすることができる。  

２ 特別加点は、本人の申告、第１次考課、第２次考課のいずれの段階においてもこ

れを付与することができる。  

３ 特別加点が付与された人事考課表については、前例等を基準に協議を行い、その

付与の是非および点数を決定する。  

 

（考課の原則）  

第 14 条 人事考課にあたっては、次の各号に示す原則を守らなければならない。 

（１）考課は、決められた評価要素についてのみを評価し、項目以外の事実で行

ってはならない。  

（２）考課は、あくまで公正で私情によって左右されてはならない。  

（３）考課は、考課者自身の確認した事実、又は信頼できる確実な報告に基づい

て行わなければならない。  

（４）考課の過程で生じる業務管理・評価シートの控えは、各人の責任において

厳重に保管・管理しなければならない。  

（５）業務管理・評価シートは、統括責任者に提出された後は、事務上の誤りが

あった場合を除き、これを訂正することはできない。  

 

第４章 考課結果の決定 

（評価結果の調整）  

第 15 条 評価結果の調整は、管理職以上による会議によって実施する。  

（評価の決定）  

第 16 条 評価の決定にあたっては、評価結果の調整をしたのちに、第１次考課者の評価点

と第２次考課者の評価点の平均点を用いて下記の通りこれを行う。ただし第２次

考課のない階層は第１次考課者の評価点のみを用いる。  

最終評価  定 義 

Ｓ Ａ評価者の中から著しい成果を出した者を対象とし、管理職以上に

よる会議によって協議する。  

Ａ ２３０点以上かつ「４」以下がない者  

Ｂ １８０点以上２３０点未満  

Ｃ １６０点以上１８０点未満  

Ｄ １６０点未満かつ「６」以上がない者  
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２ 特別加点がある場合は、上記評価点にこれを含む。  

 

 

 

第５章 考課後実務  

 

（考課結果のフィードバック）  

第 17 条 決定した考課結果は、統括責任者より第 1 次考課者に通知する。  

２ 第 1 次考課者は、考課結果に基づき考課結果フィードバックシートを作成し、統

括責任者に提出のうえ承認を得なければならない。  

３ 第２次考課者は、第１次考課者同席のうえ、前項で作成のフィードバックシート

を用い、被考課者にこれを通知する。  

４ 被考課者への通知は、育成とモチベーション向上という人事考課制度の意義に基

づいたものでなければならない。  

 

 

（異議申し立て）  

第 18 条 被考課者は、考課結果に対して異議のあるときは、通知を受けたときから２週間

以内に統括責任者に申し立てを行うことができる。  

 

 

附則 この要綱は、2011 年４月１日より施行する。  
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社会福祉法人悠遊 役割等級制度要綱 

 

（目 的） 

第１条 この要綱は、当法人における職員のキャリアパスを制度化し、職員の計画的育成と人事

の効果的な運用を図るため、人事管理の基本となる制度についてその内容及び運用細則に

ついて定めるものとする。 

 

（適用範囲） 

第２条 この要綱は、社会福祉法人悠遊就業規則第２条により採用された職員に適用する。 

 

（職群別役割等級基準） 

第３条 求められる役割と担当する職務の内容・種類に基づき次のとおり職群を設定する。その

基準は別表１に定める。 

（１）総合職群 

（２）専門職群 

２ 総合職群および専門職群において、役割の難易度や職務内容に基づき、以下のとおり役

割等級を設定する。各等級の職位および定義を別表２に定める 

（１）総合職群：経営管理職、管理職１級、管理職２級、指導職１級、指導職２級、 

        総合職１級、総合職２級、総合職３級、総合職４級 

 （２）専門職群：専門職１級、専門職２級、専門職３級、専門職４級 

 

（職群変更） 

第４条 職群の変更は、別表３の職群変更基準表によって行う。 

 

（役割等級の初任格付） 

第５条 新たに採用された前歴のない職員の職群別役割等級への初任格付けは、職群要件に則り、

総合職４級および専門職４級とする。 

２ 前歴のある者の初任格付けは別表４のとおりとする。 

３ 組織の必要性から採用時に役職に登用することが決定している者については、役職にお

ける当該等級に格付けるものとする。 

 

（昇格及び降格の実施時期） 

第６条 昇格及び降格は、原則として１年に１回、毎年４月に行う。但し、理事長が特別にその

必要があると認めた場合には随時行うことができる。 

 

（昇 格） 

第７条 昇格は、等級の職位、定義に基づき、職員を上位等級に格付けることをいう。なお、そ

の基準を別表４に定め、該当する者について審査を行い理事長が決定する。 

２ 指導職以上への昇格は、組織の必要性に基づき一定の昇格枠を設ける。 
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３ 昇格者には昇格昇給を行う。その金額は給与規程に定める。 

４ 本条の規定による昇格が、２等級以上上位への昇格であるときには、それぞれ１等級上

位への昇格が順次行われたものとして取り扱う。 

 

（降 格） 

第８条 降格は、等級の職位および定義に基づき、職員を下位等級に格付けることをいう。なお、

その基準を別表５に定め、該当する者について統括責任者が申請し、理事長が決定する。 

２ 降格者には降格降給を行う。ただし昇格昇給を得て昇格した等級より降格した場合のみ

とし、その金額は給与規程に定める。 

３ 本条の規定による降格が、２等級以上下位への降格であるときには、それぞれ１等級下

位への降格が順次行われたものとして取り扱う。 

 

（人事考課結果の準用） 

第９条 第７条に規定する昇格および第８条に規定する降格の基準に、人事考課制度による年１

回の総合考課の結果を準用する。 

  ２ 人事考課制度の運用に関する事項は、人事考課制度要綱に別に定める。 

 

 

 

付 則 本要綱は、2011年 4月 1日から施行する。 
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別表１ 職群基準表 

職群 職 種 勤務要件等 

総合職群 事務員 

介護職員 

生活相談員 

サービス提供責任者 

・ 事業所を超えた勤務異動に対応すること 

・ 勤務に必要なシフトに対応すること 

・ 職種変更に対応すること 

専門職群１） 社会福祉士 

保健師 

看護師 

准看護師 

理学療法士 

作業療法士 

介護支援専門員 

管理栄養士 

・ 事業所を超えた勤務異動に対応すること 

・ 勤務に必要なシフトに対応すること 

・ 職種変更に対応すること 

１）専門職群に定める職種とは職務に必要な公的資格を有し、かつその職務につくものをいう。

ここに定める資格を保有し、総合職群の職務につくものは総合職群に格付ける。 

 

別表２ 役割等級別職位と定義 

＜総合職群＞ 

役割等級 職 位 
定 義 

期待される職務水準 責任と権限 

経営管理職 

統括責任者 

エリアマネジャ

ー 

法人理念に基づき経営的視点

から法人・エリア全体の目標

・方針を策定し、統括管理す

る 

担当する全事業所の事業運営

全般にかかる極めて広範囲か

つ高度な承認・決裁権を有

し、担当する全部門の業績達

成責任を負う 

管理職１級 

センター長 

ホーム長 

管理者 

事務局長 

法人全体の経営に参画した上

で、担当事業所の目標・方針

を策定しその実現に向けて業

務全体を管理・監督する 

担当事業所の業務運営全般の

判断・裁量権有し、事業目標

の達成責任を負う 

管理職２級 

法人全体の経営に参画した上

で、担当事業所の目標・方針

を策定しその実現に向けて業

務全体を管理・監督する 

担当事業所の業務運営全般の

判断・裁量権有し、事業目標

の達成責任を負う 

指導職１級 

主任 一定範囲の責任業務を担当

し、業務運営の中核として運

営方針に即した業務遂行を行

う 

管理者の下、一定範囲の責任

業務を分担し、担当業務範囲

について判断・裁量権を有す

る。業務達成責任を負う。 
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指導職２級 

副主任 一定範囲の責任業務を担当

し、業務運営の中核として運

営方針に即した業務遂行を行

う 

管理者の下、一定範囲の責任

業務を分担し、担当業務範囲

について判断・裁量権を有す

る。業務達成責任を負う。 

総合職１級 

熟練した技術を

持つ上級職員 

利用者ニーズや状況に対応し

た臨機応変な対応ができ、下

位職員の指導、他部門・ご家

族との調整等も行うことがで

きる 

管理職・指導職の指示の下、

担当業務範囲について判断を

行うとともに業務達成責任を

負う 

総合職２級 

中核的役割を担

う中級職員 

日常業務全般を独力で遂行で

きる。下位職員の指導を行う 
管理職・指導職の指示の下、

担当業務範囲について判断を

行うとともに業務達成責任を

負う 

総合職３級 

中途入職者およ

び初級職員 

通常範囲の日常業務を独力で

安全・確実に遂行できる 
担当業務範囲について業務達

成責任を負う 

総合職４級 

新卒入職者およ

び初級職員 

 

上位者の指示・指導に基づ

き、日常業務を安全・確実に

遂行できる 

担当業務範囲について業務達

成責任を負う 

 

＜専門職群＞ 

役割等級 職 位 
定 義 

期待される職務水準 責任と権限 

専門職１級 

熟練した技術を

持つ上級職員お

よび主任または

副主任相当 

一定範囲の責任業務を担当

し、業務運営の中核として運

営方針に即した業務遂行を行

う 

管理者の下、一定範囲の責任

業務を分担し、担当業務範囲

について判断・裁量を行うと

ともに業務達成責任を負う 

専門職２級 

中核的役割を担

う中級職員 
あらゆる相談・案件への初期

対応、状況に応じた臨機応変

な対応ができ、下位職員の指

導、他部門への情報提供や調

整等も行うことができる 

管理職・指導職の指示の下、

担当業務範囲について判断を

行うとともに業務達成責任を

負う 
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専門職３級 

中途入職者およ

び初級職員 
日常業務全般を独力で安全・

確実に遂行できる。他部門へ

の情報提供や調整等も行うこ

とができる 

管理職・指導職の指示の下、

担当業務範囲について判断を

行うとともに業務達成責任を

負う 

専門職４級 

新卒入職者およ

び初級職員 

 

上位者の指示・指導に基づ

き、日常業務を安全・確実に

遂行できる 

担当業務範囲について業務達

成責任を負う 

 

 

別表３ 職群変更基準表 

変更職群 申請の条件 

総合職群 

↓ 

専門職群 

・ 公的資格を保有し専門職群の職種に職種変更するもの 

専門職群 

↓ 

総合職群 

・ 総合職群の職種に職種変更するもの 

※ 主任以上の職位につくものは総合職群へ職群を移動し、昇格扱いとする。 

 

別表４ 採用者初任格付表 

職群 前歴換算年数 初任格付等級 

総合職群の要件を満たす者 １年未満 総合職４級 

１年以上 総合職３級 

専門職群の要件を満たす者 １年未満 専門職４級 

１年以上 専門職３級 

※ 特例として、採用時役職者に登用される場合には、当該等級に格付ける。 

 

別表４ 昇格基準表 

昇格の種類 

申請の条件 

審 査 最短在級 

年数 
人事考課結果等 

総合職４級 

↓ 

総合職３級 

１年 直近の結果が「Ｂ」以上であること 面接 

総合職３級 

↓ 

総合職２級 

２年 
２年間の結果が連続して「Ｂ」以上、かつ

直近の結果が「Ａ」以上であること 
面接 

総合職２級 

↓ 

総合職１級 

 

３年 
３年間の結果が連続して「Ｂ」以上、かつ

直近の結果が「Ａ」以上であること 
面接 
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総合職１級 

↓ 

指導職２級 

３年 管理者推薦 
面接 

レポート 

専門職４級 

↓ 

専門職３級 

１年 直近の結果が「Ｂ」以上であること 面接 

専門職３級 

↓ 

専門職２級 

２年 
２年間の結果が連続して「Ｂ」以上、かつ

直近の結果が「Ａ」以上であること 
面接 

専門職２級 

↓ 

専門職１級 

３年 
３年間の結果が連続して「Ｂ」以上、かつ

直近の結果が「Ａ」以上であること 
面接 

指導職２級 

↓ 

指導職１級 

１年 直近の結果が「Ａ」以上であること 
面接 

レポート 

指導職１級 

↓ 

管理職２級 

－ 理事長が推薦するもの 理事会承認 

管理職２級 

↓ 

管理職１級 

－ 理事長が推薦するもの 理事会承認 

管理職１級 

↓ 

経営管理職 

－ 理事長が推薦するもの 
理事会承認 

昇格試験 

※ 法人の事情により、上記申請基準の緩和を行うことがある。特例措置の最終決定者は理事長

とする。 

 

別表５ 降格基準表 

申請者 決裁者 申請の条件 審査基準 

統括責任者 理事長 
同一役割等級滞留２年以上で直近２年

間連続して「Ｄ」評価を受けた者 
理事長が決定する。 

※ 降格基準表は経営管理職を除くすべての等級を対象とする。 


