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１ 活動の概要及び経過 

（１）研究会の１年の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●６月１日 第１回研究会 

＜概要＞ 

・新型コロナ感染症対策に関わる自分の役所の取組ついて、他自治体と共有し、

意見交換 

・今年度のテーマの発表 

テーマ：「緊急事態に効果的に対応できる自治体組織のあるべき姿について」 

 

●７月１日 第２回研究会 

＜概要＞ 

・幹事長によるオリエンテーション 

・他自治体との課題に対する取組の共有 

・現状の深掘りを通じて、原因の背景等についての対話、気づきの共有 

 

●８月２６日、２７日 第３回研究会 

＜概要＞ 

・各自治体との対話セッション 

・事前課題「緊急事態に効果的に対応できる組織のあり方＆平時のあり方」か

らの気づきの共有 

・自分のあり方について考える 

・人材や組織の変革について考える 

・他自治体との第４回事前課題に対する作戦会議 

 

●１０月２２日 第４回研究会 

・ありたい姿とアクションプラン（段階図）について提出し、幹事団からのフ

ィードバックを受ける。 

・各自治体の課題共有 

 

●１月２８日、２９日 第５回研究会 

・参加自治体の１年間の取組を学ぶ（ポスター提出） 

・幹事からのコメント 
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（２）第 1回研究会（６月１日）に向けて 

〈概要〉 

・具体的なテーマ「緊急事態に効果的に対応できる自治体組織のあるべき姿について」

の決定について 

・「オンライン」による部会の実施について 

・第１回研究会に向けた事前課題の取組共有と意見交換について 

 

 

〇課題提出に向けた取組 

港区の新型コロナ感染症対策に関わる取組についての共有を実施しました。 

所属部署レベルの取組（令和２年６月１日） 

・窓口にパーテーションの設置 

・遊具の使用中止措置（緊急事態宣言解除翌日から一部遊具を除き使用可） 

・アルコール消毒液の配置 

・接客時のマスク着用を徹底 

・閲覧冊子の定期的なふき取り消毒 

・窓口に透明ビニールシートを設置 

・出勤抑制の５割減の実施 

・区有施設の臨時休館・休止 

・各イベントの延期・中止 

組織全体の取組（令和２年６月１日時点） 

（区民向け） 

・ 特別定額給付金 

・ 東京都母子及び父子福祉資金（ひとり親家庭への生活資金貸付） 

・ 特別区民税等徴収猶予の特例 

・ PCR検査の実施 

・ 区職員の採用（緊急雇用対策） 

（企業等向け） 

・ 新型コロナウイルス感染症対策特別融資あっせん  

・ 区内医療機関向けマスクの提供 

・ 医師会との連携強化  

・ 患者の搬送体制強化 

・ 特別相談窓口の設置（新型コロナウイルス感染症・経営など） 

・ テイクアウト・デリバリー導入商店街店舗応援補助金 

（職員に関すること） 

・会計年度任用職員も含めた出勤抑制 

＜課題＞新型コロナ感染症対策に関わる自分の役所の取組について 
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今年度の人材マネジメント部会では、例年とは異なり、具体的なテーマを決定した

うえで進めていきます。 

今年度においては、緊急事態が発生したことを踏まえ、「平時」とは違う、「有事」

のときにどう対応するか、緊急事態に効果的に対応できる自治体組織を考え、創って

いかなければならないという問題意識を持ち、あるべき姿を考えていくことを各自治

体、１年間のテーマとして考えていきます。 

 

（３）第２回研究会（７月１日）に向けて 

〈概要〉 

・幹事長によるオリエンテーションについて 

・現状の深堀りについて 

・現状の原因や背景の診察・診断について 

・現状把握による気づきの共有について 

 

〇課題提出に向けた取組 

第 1 回研究会の課題に取り組むにあたり、過去の人材マネジメント部会の参加者

（マネ友）に緊急事態に効果的に対応できる自治体組織に大切なことについて、アン

ケート調査を実施しました。 

 

アンケート調査（緊急事態に効果的に対応できる自治体組織に大切なことについて）

令和２年６月中旬実施 

Aさんの回答 

・緊急事態においては、迅速な対応が求められることから、庁内意思決定を待た

ず、真に必要な業務の判断が必要 

Bさんの回答 

・業務過多となる部署への適切な人員配置は不可欠 

Cさんの回答 

・病等、広範囲で起こる危機を、1つの自治体の政策や対応だけで解決すること

は不可能。東京都や近隣自治体との連携が必要不可欠 

Dさんの回答 

・正しく区民ニーズを把握することが、区民の信頼や安心に繋がる大切な取組 

Eさんの回答 

・緊急事態における区民の声、ニーズに対して、より当事者意識を持つこと 

 

＜課題＞ 

 「緊急事態に効果的に対応できる自治体組織」に大切なこととはなにか。現状

把握も踏まえ、現状についての深掘りをする。 
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組織に影響力のあるキーパーソン、緊急時に対策本部で対応していた職員へ緊急時

の現状を踏まえ、効果的に対応できる自治体組織に大切だと思うことについて、イン

タビューを実施しました。 

 

インタビュー実施（緊急事態に効果的に対応できる自治体組織に大切なことについて） 

令和２年６月 18日実施 

① ①高輪地区総合支所長 

・港区においての対策本部の立ち上げは迅速であったが、今回の感染症につい

ては、過去に休業要請を要する程深刻な感染症の経験がなく、特異的だった。

物理的に何かが破壊されたわけでもなく、経済活動を止めるという予防策、防

御策に対しての準備がない中で、経済活動を止めながら並行して対応すること

が非常に難しい状況だった。 

・経済活動を止めた際に、区が弱い部分は職員自体が経済活動をしていないた

め、経済が止まっていることに対しての実感がなく、区民支援の対応における

迅速さがないこと。区民ニーズを当事者意識で把握することが必要。 

・本来業務をどこでやめて、人が不足している部署、対応できていない部署の

支援をトップダウンで判断しなければならないが中々難しい。その裏には、業

務を止めることにより自分の部署が後に逼迫してしまうことが懸念され、中々

判断できないという思いもある。 

 

②人事課労務担当係長（兼務 危機管理担当） 

・緊急事態における危機管理担当では適切な役割分担で業務を行えた。係内で

一つの施策を作成していたため、前向きに行えた。コロナ対応については、危機

管理担当が行ったが、カネ・ヒトをスムーズに動かし、関係部署との連携をスム

ーズに行えるようなプロジェクトチームがあっても良いと感じた。 

・対策本部での決定事項が所管課の係長や職員に伝わっていないことがあった。 

・目に見えない脅威のため危機に関する意識の差が生まれ、対策を練る側は関

心があるが、関わらない側には連帯感が持てない。区民の意識もそれぞれ違い、

同じ危機感を持つ難しさを感じた。 

 

 

緊急事態に効果的に対応できる自治体組織に大切なこと 

・目に見えない危機の全庁的な共有 

・住民、地域ニーズの把握 

・業務の適切な取捨選択 

・全庁的な人員の融通 
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（４）第３回研究会（８月２６日、２７日）に向けて 

〈概要〉 

・第１回と第２回の研究会で取り組んだ「現状の深掘り」を元に「目指すべき姿」に

ついて考えていく 

・事前課題をテーマに他自治体と対話 

・幹事団より以下の講義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○課題提出に向けた取組 

 課題に取り組むため、座談会及び意見交換会を実施しました。 

 

① 座談会 

緊急事態時に危機管理担当を兼務した人事課・財政課担当係長と座談会を実

施し、対話を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

課題にあげられたキーワードを元に 

座談会にて対話しました。 

 

◆「自分のあり方について考える」（自分自身へのリーダーシップ） 

についての説明 ｂｙ鬼澤幹事長 

〈課題〉 

①「緊急事態時に効果的に対応できている組織・職員とは、どんな状態なのか」、

理想の状態を考える。（緊急事態とは、発生直後の状況と復旧復興に向けて取

り組む状況の両方をイメージ） 

②「普段（平時）から組織や職員がどうなっていれば、緊急事態にも効果的に対

応できるようになっていくか」。 緊急事態を想定した時の「平時における理想

の状態」を考える。 

③「現状の深掘り」について継続して考える。 

各部で判断して動

く状況が理想的！ 

組織・職員について 

（現状） 

災害（緊急事態）は予想を超えてやっ

てくるので、何をすべきか理解したう

えで、柔軟な対応が必要となる。 組織について 

（現状）平時から所属の

マネジメント能力が高い

部署ほど対応のスピード

感が早い！ 

職員について 

（現状）緊急時のマニュアルの内容を 

職員全員が把握できていない。 

（理想の状態）マニュアルなどを平時

の時点で理解したうえで、さらにどう

対応していくかが大事 

（＝当事者意識をもつ難しさ） 
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②マネ友意見交換会 

 前回マネ友に対して実施したアンケートの内容や各自が所属する課内で 

の状況等を踏まえ、現状の深掘りをして、緊急事態に効果的に対応でき 

る組織・職員の理想の状態について、意見交換会を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様々な視点からの意見交換会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

・目的意識が統一されていないと行政サービスに差が生じてしまう。 

・緊急事態に応じた備えをしておかなければ情報の伝達の速さや正確性が 

低くなってしまう。 

・ICT 等の積極的な利用により、以前では困難だった情報共有も簡単に行える

ため、平時から積極的に活用することにより、緊急時に活用でき、より素早く情

報共有ができる。 

・事前に用意している備えをどう活かしていくかという意識をもつ難しさ。 

・平時から課長、係長のマネジメント能力が重要となる。 

 

➡ 深掘りをしていくなかで、自分たちのことと上手く捉えきれず…。 

改めて整理をすることにしました。 

 

 

現状分析を通して得た気づき 

職員について【港区特有】 

（現状） 

職員のほとんどが港区外に住んでお

り、発災状況（時間帯など）によっ

て取れる対応がまったく異なる。 

（理想の状態） 

緊急時に職員が出勤できない場合

は、町会・自治会と住民主体で動い

てもらうよう日常から伝えておく。 

 

 

組織について【港区特有】 

（現状） 

支援部と支所だけではなく、支

所間での連携も必要。（総合支

所制度をとっているため、統一

すべきサービスに差が出てはい

けない。） 

（理想の状態） 

チームスなどを活用し、支援部

と支所、支所間の連携をとる。 

大震災や感染症によって

対応は様々であり、一律

で決めることは難しい。 
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（４） 第４回研究会（１０月２２日）に向けて 

〈概要〉 

・幹事団と事前課題について対話 

・フィードバックを受け、他自治体と対話 

 

 

 

 

   

 ○課題提出に向けた取組 

ヒアリング及びアンケートを実施しました。 

＜緊急事態に効果的に対応できる組織のあるべき姿とはどのような状態か＞ 

① 企画経営部長 

・「緊急時に動く」ことは公務員の宿命であり、かつ、存在価値そのもの。 

とは言え、気持ちの整理をあらかじめ付けることが円滑なポイント。 

・動く職員は決まりがち。事前に細やかな準備をしておけば、動かす側も心の

負担軽減になると同時に、確実な対応に結びつくのではないか。 

② マネ友へのアンケート実施 

・全庁的な意識の共有が重要となる。（Teams の活用など） 

・別部署で離れていても共通の認識を持てる取組が必要。 

・他自治体との連携を強化し、緊急時にも相互援助できる関係性が必要。 

オンラインでの連携もできるのではないか。 

・業務を進めるにあたって「目的」と「手段」が必要だが、「手段」だけで進める

ことが業務だと考えている職員もいるのではないか。 

 

〇課題の提出 

今までの対話などを整理し、アクションプランの段階図を作成し提出。 

  

・・・ 幹事団との対話 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈課題〉 

「どうすれば緊急事態に効果的に対応できる自治体組織・職員となることができ

るか」のシナリオづくり、アクションプランの作成。 

【アクションプランの段階図作成時の感想】 

港区では、フリーアドレスやテレワークなど先駆的なことにも取り組んで 

おり、新しい取組を考えることが難しかった。 

↓ 

【幹事団からのフィードバック】 

・アクションプランを作成していく中で、全て新しい取組を考える必要はな

い。今やっていることを検証することも大事。（多くの取組の中で反省点も

あるのではないか？） 

・それぞれの興味関心は異なるため人を巻き込むことは大変難しい。最初は小

人数から始め、発展させるには活動を派生させることが重要となる。 
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〇課題の提出 

   

 

（５）第５回研究会（１月２８日、２９日）に向けて 

〈概要〉 

・他の自治体・団体の取組を学ぶ 

・全体ダイアログ 

 

ポスターの作成をするうえで、アクションプランの見直しを行い、第４回での幹事

団からのフィードバック及びアクションプランに対する対話を通して得た気づきを

踏まえ、まず取り組むべきアクションを実践しました。 

 

〇課題提出に向けた取組 

ICT の活用の推進として、人事課職員と協議し、テレワークの推進に関する取組

を実施しました。 

 

現在行っている区の取組（緊急時における対応も含む）、ICT 活用の推進に着目し、

人事課職員との対話を実施し、人材マネジメント部会のメンバーとして、全庁的なテ

レワーク推進に協力したい旨をお伝えしました。 

 

現状 

・区では、令和２年度以前から、テレワークの実施についての検討を行っており、今

回の緊急時における対応においても、テレワーク実施の推進を行いましたが、全庁

に 300 台のテレワーク端末を配備している中で、１日毎の平均実施人数は 33.5 人

に留まっている。 

・今後訪れる新たな危機への体制、区民サービスの効率化や職員のワーク・ライフ・

バランスの一層の推進を目指す必要がある中で、テレワークの更なる定着は必要。 

・今までの部会の中で、「取組が多すぎるからやめることをやる。 

アクションプランは何もやらない。」という自治体があったという話を 

聞いて、「何か新しいことを」と自分たちは考えすぎていたと感じた。 

・ＩＣＴの活用の推進については、他の自治体からのご興味を示してい 

ただき、港区の推進していくべき強みであると感じた。 

アクションプランに対する対話を通して得た気づき 

 

＜課題＞ 

 1年間の活動の記録及び港区がありたい姿となるための取組や、今後のアクショ

ンプランについてポスターセッションのためにポスターを作成する。 
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以上のことから、テレワーク月間の実施について検討し、テレワークマニュアルの

作成を実施しました。 

 

テレワーク月間の検討 

① 副区長からのメッセージ発信 

副区長自身が体験したテレワークを踏まえ、インタビュー形式の記事をテレワー

ク通信として発信することで、組織で取り組む機運を高める。 

② テレワーク実施目標の設定 

各所属での目標設定（１日１人以上の職員がテレワークを実施する等） 

③ テレワークマニュアルの作成 

単なるマニュアルではなく、組織として働き方改革の一環としてテレワークを進

めていくことが分かるような、メッセージ性も持ったマニュアルにする。 

④ 講演会の実施 

テレワークを成功させるための仕事の進め方やこれからの働き方を考える上での

ヒントを得るための講演会の実施 

 

・・・ポスターを提出 

オンライン開催のためデータにて各自治体のポスターを拝見し、投票を行い、 

港区の提出したポスターに対しては下記のような意見をいただきました！ 

 

 

 

 

 

・テレワークや ICT 活用は今後取り組むべきものであり、参考としたい。 

・他自治体に先駆けた取組状況となっている。これらが活用された 20 年先の区役

所の姿について興味が惹かれた。 

・港区ありたい姿の向こうにはお客様への意識が見え、不足過不足を冷静に分析し

ているように感じた。また、組織の壁、コミュニケーションの壁があることを承

知で取り組む姿勢を感じた。 

                            など・・・ 

 

・組織を部活動と置き換えて、風通しの良い環境を創ろうと取り組んでいる 

自治体があり、新鮮でユニークな取組だと感じた。 

・ポスターセッションの中で“種火となる存在がいないため自分たちが種火 

となって活動していくべきだと感じた“という発言が印象に強く残った。 

・マネ友と協力してアクションプラン作成や庁内アンケートを行っている自 

治体もあり、つながりやバックアップはやはり重要だと感じた。 

ポスターセッションを通して得た気づき 
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２ 新たな危機にも揺るがない強い港区 そしてデジタル化の最先端へ 

 『緊急事態に効果的に対応できる自治体組織のあるべき姿について』の検討から始

まった今年度の取組の成果として、港区のありたい姿を『新たな危機にも揺るがない

強い港区 そしてデジタルか最先端へ』とし、具体的なビジョンを次のようにまとめ

ました。 

【２０年後の地域・組織・人材のビジョン】 

 

ありたい姿の実現に向けて、アクションプランに次のように取り組みます。 

 

（１）ICT活用の推進 

 

 

 

【実現に向けて】 

・緊急時だから新しい働き方を行うのではなく普段からの選択肢として定着させ、

職員のワーク・ライフ・バランスの充実を図る 

・デジタル化の推進により、効率的な手続きの実現 

・支援部の業務をデジタル化することで、支所での体制を改め、支所制度のメリッ

トを活かした地域に密着しサービスを提供する 

・新たな危機が訪れた際も、協力体制が整い、決定事項までの素早い意思決定を徹

底した組織へ 

（１）課内での会議を含む、全庁的な WEB会議の推進 

職場で一堂に会していた係の打合せを Teams のテレビ会議に切り替えるこ

とで、予定がスムーズに立ち、定期的に職員の様子が把握できる。 

担当者でグループチャットを作成し、問い合わせ内容を共有することで、テ

レワーク時の孤独解消につながる。 

各職場の実情に応じて定期的に係単位の打合せを行い、テレワークを実施す

る職員がいる場合でも Teamsのテレビ会議等を活用しつつ、スケジュールや各

担当者が抱えている課題等を共有していくべきである。 

（２）テレワーク通信による情報発信 

区は、職員のワーク・ライフ・バランスを推進する観点から、令和２年度に

テレワーク（在宅勤務）を本格実施し、新型コロナウイルス感染症を契機とし

た職員の「新しい働き方」として、時間や場所にとらわれず制約のない事務処

理「いつでも、どこでも、いつもの仕事」を実現するため、対象者の拡大や実

施の仕方を大幅に拡充して、テレワークの実施を推進してきた。 

しかし、現在はテレワークＡの実施が思うように進んでおらず、全庁には

300台（予備を含む）のテレワーク端末を配備していますが、１日毎の平均実

リアルとリモートの利点を活かして、時間や場所にとらわれない「新しい働き方」

の確立に取り組み、緊急対応も行える組織体制を構築するべきである。 
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（２）様々な世代との交流の場を作る 

 

 

 

【実現に向けて】 

  

施人数が 33.5人に留まっている。（令和２年 10月実績） 

今後訪れる新たな危機への体制、区民サービスの効率化や職員のワーク・ラ

イフ・バランスの一層の推進を目指し、新型コロナウイルス感染症対策を契機

として拡大したテレワークを後戻りさせず、更なる定着を図るため、テレワー

ク月間を実施し、その中で副区長からの情報発信（副区長自身が体験したテレ

ワークを踏まえたインタビュー形式の記事）をテレワーク通信として、職員に

することで、組織で取り組む機運を高める。 

（３）ICT技術に関する研修の実施 

各職場で業務内容に合わせた柔軟な働き方を実現していくため、各職場にお

いて、ICT技術を活発に利用していく必要がある。職場の所属長である管理職

を対象とした研修として「ウィズコロナ時代の自治体職員の働き方」をテーマ

として、テレワークを成功させるために仕事の進め方や、ICT技術を活用した

チームワーク形成など、これからの働き方を考える上でのヒントを得るための

講演会を実施する。 

 

職員同士の交流の機会 

今回の部会の取組を行っていく中で「全庁的な意識の共有」「コミュニケー

ション」「連携」「情報共有の難しさ」などといった人の交流が基盤となるキー

ワードが印象に残った。 

また、緊急事態に対応できる組織とは、基本的なことではあるが、平時にお

いての人と人の繋がりが重要であり、交流の場において情勢していく必要があ

ると感じた。新型コロナウイルス感染症により対人同士の交流が難しい状況で

はあるが、ICT活用を進めていく中で築いていくリモートでの繋がりを安定さ

せるためにもリアルでの交流は重要なものだと考える。 

まずは、若手職員・係長級・管理職といった各職層同士での交流の場をつく

ることで“横のつながり”を強くしていく。その後、様々な職層の組み合わせ

で交流することで、“縦のつながり”を強化する。 

交流の中で対話を行うことで、互いに新たな視点や考え方を得ることができ

ればと考える。 

交流の場の形としては、人マネ主催で座談会の開催や人材育成推進担当と協

力の上で研修として実施するなど検討していきたい。 

 

ICTの活用の推進を進めていくためにも、リアルでの交流も大切にし、“横のつ

ながり”から“縦のつながり”へと強化していくべきである。 
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（３）自己申告に基づく、緊急事態対応名簿の作成 

   

【実現に向けて】 

  

 

  

 

得意分野を活かす 

災害や危機に対応するため新たな業務に対応しつつ、通常の業務を継続して

いくためには、全庁的な人員配置の見直しが必要となる。他部署への応援では、

人数だけでなく、その業務に対する知識や経験を持つ職員を配置することで、

その効果を高めることができる。これは、これまでの職歴を考慮し、選抜する

ことが考えられる。 

もう一つ効果を高めるものとして、派遣される職員のモチベーションがあ

る。職歴が豊富だとしても、残念ながらすべての業務が得意な訳ではなく、そ

の人によっては合わない業務もあるだろう。そんな業務の応援に派遣されて

も、モチベーションは上がらず、チームのパフォーマンスに影響する。これは、

職歴から判断することは難しい。 

ここで提案するのは、新たな名簿の作成である。区にはボランティア名簿が

あり、他の自治体で災害が起きた時に、速やかに応援を派遣するため、職員の

任意で登録するものだ。災害対応で活用できるスキルや土地勘の有無、これま

での派遣経験などを記載している。登録自体が任意であるため、派遣の段にお

いては、高いモチベーションで最適な職員を送り出すことができる。同様に、

庁内向けの名簿を作成することを提案する。 

これまでの経験をよく活かせる部署に配置することで、職員のモチベーショ

ンを高め、危機に対して効果的に対応する。 

 

 緊急事態時に対処するための人員補強、業務継続のための人員融通を効率的に、

かつ効果的に行うためには、前向きな名簿作成を作成する 
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３ 次年度に向けた展望 

  アクションプランの着実に進めるため、次のことに取り組む 

（１）来年度以降に向けた個人の取組  

今年度考えたアクションプランにおいては、来年度以降も引き続き取り組んで

いくため、今年度メンバー３人が各自、各職場に持ち帰り、１年間の人材マネジ

メント部会における活動を共有し発展させていきます。 

特に、アクションプランの一つとして挙げている ICT 活用の推進においては、

緊急時だから新しい働き方を行うのではなく、普段からの選択肢として定着させ

る必要があると考えます。今年度メンバーである３人それぞれの職場においても、

ICT を有効活用している部署とそうでない部署で業務の進め方等において、ばら

つきを感じたため、まずは自分の職場において ICT 技術の有効活用を意識する必

要があります。 

ICT 活用を推進することは、職員のワーク・ライフ・バランスの充実を図るう

えでも重要な取組であるため、今年度作成したテレワーク推進ガイドブックを有

効に活用していきたいと思います。 

 

（２）マネ友同士のつながりについての取組 

今年度のアクションプランの一つとして挙げている、様々な世代との交流の場 

を作るという取組に関しては、幹事団の方からもアドバイスをいただきました。

人を巻き込むことは大変難しく、最初は小人数から始めていき発展させることが

重要とのことでした。アドバイスをいただいたうえで、どのよう実施していくべ

きかを検討し、まずは、マネ友同士の座談会から開催していこうと考えました。 

今年度は７期生としての参加であり、部会の取組の中でもマネ友の方々にはサ

ポート及びご協力いただきました。しかし、マネ友同士のつながりについては根

強いものとなっていないのではないかと感じました。まずは、マネ友同士のつな

がりを強化していき、アクションプランとして挙げている交流の場の開催へ繋げ

ていければと考えます。また、各職層同士での意見交換会の機会ともなり、組織

のあり方について課題の種を見つけていく機会にもなると考えます。 

まずは、初歩的な一歩にはなりますが、マネ友と次の参加者の繋げるサポート

から行っていきたいと思います。 
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４ 参加者所感 

（１）松山正樹（街づくり支援部都市計画課都市計画係） 

部会に参加し、全国の自治体の方々と対話するなかで思ったことは、自分は恵

まれた環境で仕事をしているということです。フリーアドレスやテレワークのほ

か、港区で取り組んでいること、取り組もうとしていることの多くが先進的であ

ること。また、これらを積極的に取り入れる風土があることが、当たり前ではな

いことに改めて気づきました。こんな調子ですから、問題点や課題をあげろと言

われてもなかなか思いつかない、つらい部会活動となっていました。 

そんな中、他の自治体の方々との対話において、不自由な環境や組織を変えた

いと奮闘されている方々のお話はとても刺激になりました。また、色々なアドバ

イスをいただいた幹事団の皆さんには感謝しております。 

私としては研究というより、研修の意味合いが強くなってしまった活動ですが、

この活動で学んだことを活かし、自分から一歩踏み出し周りを変えていくことを

実践していきたいです。 

最後に、メンバーの小酒さん、森田さん、この一年でのお二人の成長をとても

頼もしく思っています。今後のお二人の活躍に期待するとともに、マネ友として

一緒に活動していくことを楽しみにしています。 

 

（２）小酒広也（高輪地区総合支所まちづくり課まちづくり係） 

私は、勤続９年目に当部会に参加させていただきました。 

部会に参加したことで、全国の自治体と対話形式により意見交換等を行うこと

ができたため、非常に有意義な１年間だったと感じています。 

また、今年度はリモートにより部会を開催とのことで、リアルでの開催と比較

し、より多くの自治体職員の方々と対話することができたのではないかと思いま

す。 

今年度は、自分の区における緊急事態の現状を把握することから始めましたが、

自分自身が支所に勤務していることから地元対応をすることが多く、今回の危機

に関しての地元区民の意見に意識の差があり、ニーズを把握し区民全員が納得の

いく対応をすることが困難だったと感じています。 

今回の緊急時に関する港区職員の方へのインタビューと他自治体の部会参加 

者からの東日本大震災時の対応の経験談の中での共通意見として、混乱すると組

織としての機能がストップしてしまうため、平時から職員自身が何をするべきか

役割を理解する必要があるという意見がありました。私個人的としても自治体職

員として、責任と自覚を持つべきであると意識を高めるきっかけになりました。 

また、部会を通して、他人事ではなく自分事に置き換えることが重要であると

いうお話を受け、区としてどのように対応するべきか考える方法を学ぶきっかけ

になりました。 

今後は、活動の中でアクションプランとして掲げた内容のみではなく、部会に

参加したことでの気づき等も含めて職場に持ち帰り、人材マネジメント部会にお
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ける活動を共有したいと思います。 

１年間の活動を通して、自治体職員として組織をどう考えていくか、今まで考

えたことがないことを考え、学び、発見したことが多くあったため、幹事団の方々

をはじめ、参加された他自治体の職員の方々、協力していただいた港区職員の方々、

今年度メンバーの松山係長と森田さん、すべての方々に感謝申し上げます。 

 

（３）森田千尋（総務部人事課職員支援係） 

１年間の人材マネジメント部会の活動を通して、全国の自治体の方々と交流を

行いながら、組織のあり方について考えました。参加した当初は、自分が勤めて

いる港区の目指すべき姿について考えるどころか、現状把握すらできていません

でした。そのような状態でしたが、課題に取り組んでいく中で多くの方々に協力

をしていただき対話を行いました。幹部職員の方にインタビューを行ったり、マ

ネ友と意見交換会を行ったりと多くの視点や考え方を学ぶことができました。    

研究会では、それぞれの自治体が抱えている課題や現状について情報共有を行

いました。参加していく中で、自分自身の「当事者意識」の低さを実感しまし

た。幹事団の方からの話でも「誰かがやってくれるだろうではなく、自分がす

る」という気持ちが大切との話があり、自分の仕事への取り組み方などを改めて

考える機会となりました。 

今年は、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、全てがオンラインの参加で

した。最初は、画面上だけでの交流に戸惑いもありましたが、実際に港区でもテ

レワーク勤務が推進されている中で貴重な経験ができたと感じています。 

今後は、自分たちが考えたアクションプランや学んだことについて職場でも共

有を行いたいと思います。参加した経験だけで終わらせずに、マネ友として歴代

の参加者や次年度の参加者とも交流の機会をつくっていきたいです。 

最後に、１年間の活動を通して様々なアドバイスやサポートをしていただいた

幹事団の皆様、職員の皆様、そして1年間活動を共にしてきた松山係長と小酒さ

ん、多くのことを学ばせていただきありがとうございました。 

 


