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“うわベーズ”のあゆみ 
 

⼦育て真っ盛りの共働きパパ、⼦育て真っ盛

りの役所共働きママ、⼦育ての繁忙期は終了

したものの持病持ちの共働きパパ、そんな弱

弱しい制約職員たちによる、巨⼤市役所への

挑戦の記録 

 

制約職員とは︖ 

本⼈もしくは家族の状況により業務上制約の

ある職員のこと。推計で 5 割から 7 割程度と

も⾔われています。 

「制約職員の躍動」という旗を⽴て、それが

そうでない職員にも波及するであろうという

仮説を⽴てています。WLB の考え⽅に類似

した全体調和の思考です。 

 

 

 

 

 

選ばれる川崎市役所 
 躍動する職員 



人材マネジメント部会とは 

 

2020 年度部会の特徴 

ü コロナにより全５回の部会は全てＺＯＯＭでのオンライン開催 

ü 同様に実質的には、2 カ⽉遅れの 6 ⽉スタート 

ü 「緊急事態」の想定という投げかけがされた 

⇒テーマ「緊急時に効果的に対応できる組織や⼈の（平時における）あるべき姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

「平時にできないことは緊急時にもできない」 

うわベーズは当初から緊急事態を考えると同時に、平時が⼤事であるとの認識でスタート 



うわベーズ 
ニックネームで呼び合った私たち、あい（⽥⼝亜紀⼦）、ベロ（松浦利英）、レイリー

（泉茂）のチーム名称です。チームとしての活動を意識するために名称を付けました。 

巨⼤市役所であるわが川崎市役所に、⼿を挙げて部会に参加した「うわべーず」3 ⼈の個

性・強みを活かして、提⾔・アクションプランを作成しようということになった。 

 

強みを⽣かす 

それぞれの役割（キャラクター）と Gullup 社ストレングスファインダーなどによる分析 

■レイリー マネジメント、スケジュール管理、役割分担（個別化、アレンジ、責任感） 

        学習会企画、連携、知識（学習欲、戦略性） 

■あい ヒアリング（ポジティブ、適応性）、プレゼン（コミュニケーション、着想） 

■ベロ ポスター・パワポ作成（着想、分析思考）、知識、ＩＴスキル（学習欲、適応性） 

 

 

 

 

 

 

 

 



うわベーズプロジェクトクレド 
・⼦どもたちが⽣まれてきてよかったと思える未来・川崎市をつくる 

・感謝する 

・うわベーズ⾃⾝が幸せになり、それを体現する 

・⼼理的安全性のあるチーム×⾼レベル提案 

・部会キーワードを意識。⾃分についても価値前提で考える 

・強みを活かし、「⼤⼈の相互依存」活⽤ 

・新しいことを取り⼊れ、挑戦する 

・⼈間関係を幅広く、意図的に広げていく 

成果物も⼤事にしましたが、プロセスを⼀番⼤事にした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クレド・・・組織全体の従業員が⼼がける信条や⾏動指針のこと 

   



部会の活動 
第 1 回研究会 

第１回は Youtubeによる講義が中⼼、４つのキーワードを学んだ。 

その後お悩み相談会で、⻤澤幹事から、「⼤きい都市だからってテーマや対象を最初
から絞るべきではない。」というアドバイスを受ける。ヒアリングを開始。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



第２回研究会 

 

 

 

 

 

 

  



第 3 回研究会 

【対話都市との合同研修︓１０⽉９⽇、１１⽉１３・１８⽇】 

・神奈川県合同勉強会（対話⾃治体・⼩⽥原市、茅ヶ崎市、伊勢原市） 

・出⾺部会⻑、伊藤幹事、事務局の⻘⽊さんに参加いただきアドバイスをもらう 

 ⇒管理職部会との連携についてアドバイスを受ける 

 

 

 

  



第 4 回研究会 

 

・⼼理的安全性・・・組織の中で働く⼈が⾃分らしくいられる状態。建設的で健全な議論や助け合いが出来る状態。 

・クレド・・・組織全体の従業員が⼼がける信条や⾏動指針のこと 

・余⽩・・・精神的、時間的、業務的な余裕 

・課⻑・係⻑ BOX・・・課⻑、係⻑に必要と思われる資質、ツール、考え⽅をパッケージングしたもの。 

・野球カード・・・⾃⼰紹介。経験業務、得意な事、不得意な事、⼤切にしていること、家族構成、配慮してほしいことなど記載。 
 



対話︓インタビューした⼈へ提案内容についてフィードバックをもらう 

・余⽩の必要性は管理職も多く感じているのはないか︖⇒対話の必要性 

・管理職のマネジメント⼒の平準化を図ることによって組織のマネジメント⼒が上がる
のではないか︖⇒課⻑・係⻑ＢＯＸへの可能性 

 

対話︓管理職部会との連携  

 ⇒ 管理職部会がエンゲージメント調査を⾏うことを受け 

その内容を中堅職員研修に反映 

  

アクション︓中堅職員への「対話・⼼理的安全性研修」1/12-28 

・⼼理的安全性のある職場の⼈は対話をイメージしやすかった模様 

⇒ ⼼理的安全性の可能性 

・余裕がないから⼼理的安全性も対話もないのではという声 ⇒ 余⽩の必要性 

・⾃分から動きたい、という能動的な意⾒多数⇒それぞれのアクションへ 

アクションを起こし、フィードバックを受けることで、提案への⼿ごたえを感じた。 

 

 

  



第 5 回研究会 

72⾃治体の中から幹事団推薦３団体に選出され、１年間の活動をプレゼンし、

伊藤幹事とその内容を参加者の前で深掘りする対話をした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・⼼理的安全性・・・組織の中で働く⼈が⾃分らしくいられる状態。建設的で健全な議論や助け合いが出来る状態。 

・クレド・・・組織全体の従業員が⼼がける信条や⾏動指針のこと 

・余⽩・・・精神的、時間的、業務的な余裕 

 



 

 

 

  



うわベーズの戦術・戦略 
制約職員につき、３⼈が揃わなくても良い⽅法や業務改善につながるツールの
活⽤などの⼯夫した。 

Ø チックネームでの呼び合い（率直な対話のため） 

Ø チーム名の作成（仲間意識を形に） 

Ø プロジェクトクレド作成（活動でのチームの約束事） 

Ø 各種オンライン勉強会の参加（各⾃のスキルアップ） 

Ø 各種オンライン⼈マネ主催会議の参加（助けてもらう） 

Ø ⼈マネ Facebook グループへの参加。⼈マネ同期２０２０への参加 

（情報をつかみに⾏く。情報発信でフィードバックもらう） 

Ø インタビュー・ヒアリングとそのフィードバック（聞きっぱなしで終わらせない） 

Ø 庁外キーパーソンへのインタビュー（外部者の視点の活⽤） 

Ø 毎週⽔曜⽇のランチミーティング（お互いの定点観測） 

Ø 県内⼈マネ同期との勉強会と幹事や⼈マネ事務局員の講師招聘 

（横のつながり、フィードバック、新しい知識の取り⼊れ） 

Ø 参考資料の共有（だれかが資料を読むことでチームに還元） 

Ø 中堅職員研修「対話」の企画運営全般・アンケートによるフィードバックの活⽤ 

（ＴＴＰでの資料作りと当⽇のファシリテーション） 

Ø 管理職部会佐藤課⻑にオブザーバー依頼 

Ø 活動 

・ 神奈川連合集会（勉強会）対話⾃治体・⼩⽥原市、茅ヶ崎市、伊勢原市 

・ シミュレーションかわさき（２０１８マネ友から教⽰を受けた） 

・ マネ友対話 

・ 管理職部会対話 

 



ツール 

Ø 対話と⼼理的安全性 

Ø ニックネームとチーム名作成 

Ø 野球カード 

Ø ホワイトボードミーティング 

Ø ストレングスファインダー結果の共有と有効活⽤ 

Ø ＺＯＯＭ、Googleスライド・スプレッドシート・ドキュメント、トレーロ、 

ジャムボード、スラック、グループライン、UMU、CLUBHOUSE、アプリ等各種 

Ø ＡＢＤ（アクティブブックダイアログ） 

Ø 計画的進捗管理による「寝かせる時間」の活⽤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



取組みと活動コラボ 

 

中堅職員研修「対話」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



インタビュー・ヒアリング 
ü ⻘少年⽀援室 中村茂さん 

ü 協働・連携推進課 早川雄⼤さん 

ü ⼈事課 伊藤英介さん 

ü 市職員労働組合委員⻑ 萩原周⼦さん（計２回） 

ü 危機管理室 飯塚豊さん 

ü 危機管理室 ⼤村誠さん 

ü ＩＣＴ推進課 村⽯功さん 

ü 幸区役所 ⼩⽥桐恵さん 

ü 市議会議員 飯塚正良さん 

ü 財政課 林正充さん 

ü NPO法⼈ファザーリング・ジャパン代表理事 安藤哲也さん 

ü ⾏政改⾰マネジメント推進室 佐川道夫さん 

ü ⾏政改⾰マネジメント推進室 星野宏幹さん 

ü ⼈事課 佐藤佳哉さん（計３回） 

ü 企画調整課 神⼭武久さん 

ü 諫早市役所 村川美詠さん 

ü 下⼩⽥中⼩学校 ⼩⻄美⾹さん 

ü 国際経済推進室 野村有紀⼦さん 

ü ⼈材マネジメント部会当市管理職部会 

ü 企画調整課 佐藤直⼦さん（計２回） 

ü 川崎市⻑ 福⽥紀彦さん 

 

たいへんお忙しい中、ご協⼒ありがとうございました。 

 



参加研修・シンポジウム等 

ü まちのひろば創設プロジェクト（市⺠⽂化局） 

ü プレイクボス研修(総務企画局) 

ü アンコンシャスバイアス研修（市⺠⽂化局） 

ü レジリエンス研修（経済労働局） 

ü ファザーリングジャパン全国フォーラム inみやざき（宮崎県、ファザーリングジャパ

ン全国フォーラム inみやざき実⾏委員会） 

ü 「⼼理的安全性のつくりかた」をオンライン読書会（アクティブ・ブック・ダイアロ

ーグ）で読んでみませんか 

ü ⾃治体職員のためのストレングスファインダー⼊⾨講座（丸本幹事） 

ü ３⼈のトリセツ＠ストレングスファインダー（丸本幹事） 

ü ギャザリング、ストレングスシェア会（丸本幹事） 

 

 

 

 

 

 

部会を終えて 
 

卒業旅行 

いったん、部会は卒業します。←いったん卒業という問題提起も⼤事かと。ドミロジ壊す 

ほんとうに三人で楽しく、高めあい、頑張ったので節目とします。 

卒業旅行後のボクらを楽しみにしていただけたら嬉しいです。  

 



これから実践したいこと 

組織や人を良くするために 

・課⻑係⻑ＢＯＸの中⾝を作っていく 

川崎市の動き 

⾏⾰マネジメント推進室が作成した令和３年度川崎市働き⽅・仕事の進め⽅改⾰

推進プログラムでも、管理職に向けたマネジメント⽀援、連携事例の集約等、ア

クションプランと重なるところがあった。 

マネ友の広がり 

・オンラインで⼈マネメンバーとつながり、学び合いやＴＴＰなど活動していく 

・Facebookにおける「２０２０年度⼈材マネジメント部会参加者グループ」への参加 

 

 

感想 
役所のなかでのキャリアパスに必須といわれるような「能⼒アップに役⽴つ業務」（佐藤直

⼦課⻑論⽂より）を多分に経験したわけでもなく、係⻑昇格のタイミングで偶然・必然の⼀致

で⾃ら「参加したい」と⼿をあげた三⼈。 

部会前の⾯接では、本当にきちんとやり抜けるのかと問われてしまった三⼈。 

「⼤丈夫です」と⾃⼰決定までしてしまった三⼈。 

お互いにかける⾔葉は「⼀緒に参加してくれてありがとう」 



あい 
 

「zoomで開催」「制約職員」「⼼理的安全性」・・・全て今年度初めて⽿にしたキ
ーワード。まさに激動の⼀年、激動の研修でした。職場の上司・同僚をはじめ、関係者
の皆様に御協⼒いただき、御礼申し上げます。何より、チームの⼆⼈、レイリーとベロ
には本当に感謝しています。 

「制約職員」 

 庶務課に配属されて、組織と⼈材というものに興味を持って参加希望をしたものの、
新型コロナウィルス感染症関連で業務繁忙となり、保育園児と⼩学校低学年の⼦がいる
⾃分にとってワークライフバランスも⾮常に取りにくい状況になってしまった。 

⼼苦しいことも多く、このまま続けられるだろうか、という思いも多々あったが、⼈
マネでは多くの考え⽅、知識に触れることができ、チームメイトに恵まれ、徐々に、こ
こでの研修で学んだことを伝えることは、きっと、これからも制約職員が必ずいるであ
ろうこの組織の役に⽴つ、と信じて少し前を向くようになれた。 

 チームで⼀緒に⾛りながら考えることで、⼀⼈では折れてしまいかねない⼼も、仲間
がいれば、きっと前を向いて動くことが出来ると教えてもらえた、チーム参加型のこの
研修に参加させてもらえたことに、とても感謝している。 

「⼼理的安全性」「ストレングスファインダー」 

活動の中で「⼼理的安全性」や「ストレングスファインダー（強みの資質）」を知
り、チーム⼒を上げること、強みを活かす考え⽅に触れられたこと、zoomで場所に縛
られない活動の経験が出来たことによって、制約職員の可能性を⼤きく拡げていける、
希望の光を⾒た気がした。この活動でのヒアリングや勉強で、組織の捉え⽅、経営と現
場の意思決定の形や、専⾨官とマネージャーの違い、適性などを知ったことも「⼈材」
の捉え⽅が広がり、よい経験となった。 

「バックキャスティングの可能性」 

その⾔葉は研修で何度となく聞き、その考え⽅のもとに取り組んできたつもりだった
が、どこかでその⾔葉は⼤きなプランのためにあるもの、とどこか他⼈事に感じてしま
っていた。しかし、アクションの⼀つ、中堅職員研修のうちの「対話」研修を参加させ
ていただいたとき、参加職員のチームの発表で、「こういう職場でありたい」という⼩
さな視点から、組織を良くするための取組へとバックキャスティングが展開されていく
のを⾒て、その考えは⼀変した。⽇々の仕事の中でもバックキャスティングの⼿法は活
きるのではないかというバックキャスティングの可能性と、また、知識得ること以外
に、⾃分で考えて、アクションを起こすことによって得るものもある、というアクショ
ンによる学びを経験することが出来た。これは正に⼈材マネジメント研修ならではの⼤
きな「気づき」であったと感じている。 

「⼀歩踏み出す勇気とは、他者への貢献⼼への結果として⽣まれる」 

 この研修で学んだことやそのマインドを、仲間とともに、川崎市の組織に還元してい
きたい。 



ベロ 
 

「妖怪⼈間ベロ」 
 
 ⾃分の中の軸がなくてそれを⾒つけたいという思い（それを⼈間になりたいという
妖怪⼈間に重ねて）で、ベロと名乗り活動を始めました。（実は僕の中では他の 2 ⼈が
ベム、ベラ）  
 この名前は、今年⾏ったキーパーソンヒアリングの中で、モチベーションの源泉や座
右の銘を聞くきっかけになったり、私⾃⾝の悩みを打ち明けるきっかけになったりと、
相⼿から⾯⽩い話を引き出す意外にも有⽤なあだ名でした。  
 詳細は省きますが、1 年を通じて活動し、たくさんの⼈からアドバイスをいただきな
がら、妖怪⼈間ベロは⾃分の中の軸（⼤事にすること、優先順位）を⾒つけることがで
き、第 5 回研究会で「⼈間宣⾔」ができました。 
 

「未来」 
 
 「⼦供達が⽣まれてきてよかったと思える社会を作る」「将来を⾒据えたマネジメン
ト」これらはヒアリングの中でいただいた⾔葉ですが、家族を含めた⾝近な⼈等への
「感謝」を原動⼒にしながら、⾃分の⼦供達に少しでも良い社会を引き渡したい。これ
が今年度を通して⾒つけた（⼈間になるための）軸でした。 
 

「他者への貢献⼼」 
 
⼈間になりたいという思いが強すぎて正直⾃分の成⻑のことしか考えていなかったの
で、第 5 回研究会ぐらいまでは他⼈の事を考え始めた⾃分に⼾惑っていました（笑）。
第 5 回研究会の最後に「市役所をよくしていくために⾏動します」って皆⾔っている
のを、素直に素敵だと思いました。私もこの研修を通して気づくことができた原動⼒と
しての「感謝」、出⾺部会⻑の「⼀歩踏み出す勇気は他者への貢献⼼から⽣まれる」を
学びましたので、まずは⾝近な⼈達から、（来年度から部下持ちになるかもしれないの
で）「この職場で働いて良かった」と思ってもらえる様な係や課を作ろうと思います。 
 

「チーム」 
 
 我々の提⾔の中の「⼼理的安全性」における「新奇歓迎」や、ストレングスファイン
ダーによるお互いの強みを活かすチームづくりについて学んだことも相まって、僕ら
は特徴的な 3 ⼈がそれぞれの強みを活かして最⼤限のアウトプットを出すことができ
たと思っています。だからこそ⾃分はチームの中の⾃分の居場所を感じれたし、それは
仕事のチーム作りも⼀緒だと思います。でももっとここで⾔いたいのは、妖怪⼈間の弱
み強みの両⽅を受け⼊れて、たくさんのアドバイスを終始してくれた 2 ⼈がいたから
⼈間になれたということ。2 ⼈はもちろん、⾟いときにも⼼の⽀えになってくれた家族
にも⼼から感謝。 
 



レイリー 
〜レイリーの旅〜 

 
「レイリーはいつからレイリーなのか」 

 

この⼀年を振り返るボクへ投げかけられた問い。 
活動ので成果でレイリーになったというのがボクの答え。⼀年間、多くの消化不良を
抱えながら全速⼒で活動した。ZOOM を通して全国にマネ友ができ、幹事団にも積極
的にアクセスし多くの教⽰を受けた。ご協⼒のもとインタビューやヒアリングも多数
開催した。上記の活動による問題提起やうわベーズの気づきにより組織のボトルネッ
クに着⽬し、「選ばれる川崎市役所」につながる明⽇の川崎市役所が今⽇よりよくなる
提案にたどり着いた。 

 
「会いたい⼈に会いに⾏く」 

 
 この⾔葉を念頭に多くの⽅にインタビューやヒアリング、報告を⾏った。守秘義務を
前提に個別の応対履歴は公にしないことをお約束し、正直で率直な対話ができた。 
 

「それなら、どうしようか」 
 

多くの⾼い壁にぶつかった。正直つらい時期も多々あった。ただ、うわベーズで対話
をし、マネ友や幹事に積極的にアクセスし、助けを求めたり、ヒントや気づきをもらう
なかでクリアできた成果物やそのプロセス⾃体がチームの財産となった。 
 
 

「⼦どもたちが⽣まれてきてよかったとおもえる未来をつくりたい」 
  
⾃らの⼤切な⼈にうちの市役所を就職先として⾃信と確信をもって推薦できるかと

いう視点をもつことができ、「選ばれる川崎市役所」というキーワードにつながった。 
 

「感謝」 
 

多⼤な労をかけてしまった職場のみなさんに⼼から感謝します。 
チャンスをくださった研修担当の⽅々と川崎市役所に⼼から感謝します。 
ともに情熱をもって汗をかいてくれたうわベーズに⼼から感謝します。 
途中からともに伴⾛してくれた管理職部会の佐藤直⼦さんにも⼼から感謝します。 
ありがとうございます。 
 

「本当の笑顔」 
 

 数えきれないほどの成果物やトライアル、体験、出会い、気づきがあった。ボクにと
っての最⼤の宝物は、チームメイトの親愛なるあいとベロとの時間。ふたりと悔しさ、
やるせなさ、難しさを共有・共感しバネにした。ふたりと笑顔、楽しさ、嬉しさ等多く
のステキなことを共有・共感し、分かち合うことで素晴らしい⼀年となった。 
⼼理的安全性を絶対的なベースにし⾼い⽬標を設定することで学習するチームとな

れた。ただの仲良しグループではなく、⾃⼰理解と他者理解に基づいた⼤⼈の相互理解
を⼼がけた秀逸なチームマネジメントを実践し「本当の笑顔」で活動できるチームにな
れた。そのかけがえなのない宝物を今後の糧にすることを約束します。 
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