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０.はじめに

現在の太田市は、旧太田市、尾島町、新田町、藪
塚本町の１市３町が平成の大合併により誕生しま
した。群馬県南東部に位置し、人口は２２万人、自
動車製造を中心とした北関東一の工業都市（全国
16 位）である一方、利根川と渡良瀬川の恵みと金
山・八王子丘陵の豊かな緑を有するまちです。
太田市においては、令和元年度の東日本台風に

よる市内南部の浸水被害、今年度の新型コロナ
ウィルス感染症拡大および市内経済活動の停滞と
いう緊急事態に直面し、短時間に効果的に行動す
ることが求められている。
このような状況下で、座学による職員研修では

なく、参加者自らが考え行動する早稲田大学マニ
フェスト研究所の人材マネジメント研究会への初
参加となった。

１.人材マネジメント研究会
1.1 研究会のはじまり
研究会の始まりにあたって、その柱というべき

キーワードが事務局より提示された。今後随所で
立ち返って確認することとなる。まずは、研究会の
目指すものを理解することから始まった。
１．立ち位置を変える（相手の立場から考える、

生活者起点）
２．価値前提で考える（ありたい姿から考える）
３．一人称で捉え語る（自分ごと）
４．ドミナントロジックを転換する（過去や前

例に過度に囚われない）
そして、一歩前へ踏み出す。
第０回研究会では、幹事団による動画の視聴で

事前学習が課された。そこから次のような気付き
があった。まず、キーワード２にある「ありたい姿」
は今を知ることから見出されるということ。そし
て今を知るためには、過去に何があったか等これ
までの経緯を知り、分析、診断、評価すること。ま
た、現在のような誰も正解の分からない時代には、
より「対話」が必要となってくるということ。いろ
いろな人を巻き込み、話し合い、意見を出し合いな

がら精度の高い仮説、納得解をつくりあげていく
ことが課題解決の近道となるということであった。

1.2 テーマの決定

例年にないオンライン実施ということもあり、
幹事団から研究テーマが示された。「緊急事態に効
果的に対応できる自治体組織のあり方を考える」
である。
緊急事態とは何を想定するのか。効果的とはど

のような状態か、考えることはたくさんあったが、
私たちはまず、太田市に直接的な被害のあった「令
和元年東日本台風」規模の自然災害を緊急事態と
想定し、現状把握と深掘りに取り組むことになっ
た。

1.3 現状把握と深掘り―インタビュー実施

災害対応の現状を知るため、私たちは４名の職
員にインタビューを実施した。危機対応の中心で
ある災害対策課長、道路や河川の現場での対応指
揮をとる都市政策部長、副部長、そして今回のコロ
ナ緊急事態対応でも職員の交代制勤務を実施した
人事課長である。

【災害対策課長インタビュー（6/23）より】
令和元年東日本台風では、市ではじめて２号配

備（係長代理以上の職員の参集）体制をとった。災
害対策課が情報収集と緊急対応のすべての中心と
なった結果、業務をさばききれず統制のとれた対
応とはいかなかった。参集した職員も指示待ちと
なり、緊急時対応への不慣れが露見された。結果を
検証し、各職員が緊急事態を自分ごととして通常
業務と同じように考え対応できること、災害対策
課が情報収集と対応検討に専念できるよう全庁的
に役割分担を確実に行うことが重要と考えた。そ
のため、まず、既存の太田市防災計画に今回の被害
状況を取り込み実態に即したものに見直すこと。
そして、各部局の副部長をメンバーとした検証会
議を継続して開催し、副部長をリーダーとして各
部局での緊急時対応がとれるよう仕組みづくりに
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取り組むこととした。その一つとして、災害の初動
対応である避難所開設については、各中学校を拠
点として担当者を張り付け、災害レベルに応じて
職員自ら動ける体制を整えることとした。

【都市政策部長・副部長インタビュー（8/4）より】
都市政策部では、市民のライフラインである道

路や河川の管理を担当する部署であり、今回の東
日本台風に関わらず、大雨や大雪に備え、災害対策
本部からの指示を待つことなく、迅速な対応をし
ている。部で独自のマニュアルを作成し、経験値を
もとに危険個所を早期からパトロールしている。
今回感じたことは、他部署との横の連携が不足し
ていたということ。連絡体制を整える仕組みづく
りが必要だと感じた。また、近い将来人口減少に伴
う担い手不足から、樋管などの地域防災施設をど
う守っていくかの課題も見えてきた。防災、緊急対
応には市役所職員だけでは力不足であり、必要不
可欠となる地域との連携協力をいかに継続させて
いくか検討が必要だ。

【人事課長インタビュー（8/11）より】
東日本台風やコロナ対応でまず感じたことは、

人事課として的確な人員配置を求められるところ
ではあるが、現場の状況が見えてこないので難し
い面があった。現状が分かったうえでないと、人を
動かすことはできない。情報共有の仕組みが整う
ことが重要だと感じた。緊急時に市として効果的
に対応していくためには、職員が自発的に動くこ
とのできる仕組みと職員の資質を向上させること、
その２つが両輪として回っていくことが必要であ
る。自ら考え自ら行動するプロアクティブな職員
を育成するために、各種研修への参加等人材育成
の強化も継続していきたい。

【勉強会＠群馬（渋川市マネ友さん主催）より】
渋川市を中心にオンラインで勉強会が開催され

た。他県からも多くの研究生が参加し、「With コロ
ナで見えてきた組織のあるべき姿」、「今私ができ

ること、あるべき姿に向かって今事務は何をすべ
きか」をテーマに対話した。多くの方が、対話の重
要性を認識しており、対話から組織を超えた協力
や事業のスクラップが見え、実現に向かう一歩と
なるのではないかということであった。

1.4 「あるべき姿」を考える －第３回研究会

３回のインタビューから現状を知り、経緯を把
握したところで、では未来はどうあるべきか、３人
で対話を重ねた。さらに、幹事からの動画を視聴し
対話を深めていった。
動画は北川顧問による政治改革のあゆみをテー

マとしたもの、出馬部会長による「ほんとうの笑顔」
をつくるために、まず自分が笑顔で仕事ができる
ようにすること、阿部幹事による東日本大震災の
体験と教訓「平時にできないことは緊急時にはで
きない」についてと、いずれも興味深い内容であっ
た。
３人でまとめた「目指すあるべき姿」は、災害対

策本部の方針に沿ったうえで、現場の状況に合っ
た臨機応変な対応ができる状、役割分担が明確で
あり、指令・計画・作戦がうまく機能している状態
であるとした。そのあるべき姿から、平時の理想の
状態を逆算していくと、平時から緊急対応が各職
員に落とし込まれている状態、また緊急時の持ち
場や避難所等現地での定期的な顔合わせ、訓練が
行われていることではないかという考えに至った。

1.5 アクションプランを考えて、幹事団と対話を
する －第４回研究会

第４回研究会に向けて、私たちは「目指すあるべ
き姿」に近づくための３段階のアクションプラン
を検討した。以下では、アクションプラン作成の過
程について述べる。

【プロトタイプ(図１)】
まず取組むアクションとして、全職員が緊急時

を自分ごととして考えるため、さらに個々人の特
性、能力、資質を人員配置に活かすため、「緊急時、
自分は何ができるのか自己申告」実施を検討し、そ
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の実践のための質問項目等の精査を検討した。次
に取り組むアクションとしては、各職員の申告を
もとに、緊急時にできることを見える化し、特性等
を活かした系統別班体制の検討や不足している部
分の補充方法の検討とした。最終段階のアクショ
ンとして、緊急時に迅速に活かせる判断材料を整
備し、現行の災害対応とマッチングさせ、系統別班
体制での対話、緊急時を想定した全庁的な訓練の
実施を検討した。これらのアクションプランを段
階的に実施することで、私たちの考える自ら考え
判断し自ら行動できる緊急時対応につながると考
えた。

【幹事団との対話の末(図２)】
このアクションプランを基に幹事団との対話を

行ったが、その実現性と生じる効果、またリスク管
理についての想定がされていないことについての
指摘を受けた。幹事団との対話後、災害対応に絞り
すぎたのではないか、その先の組織改革まで見据
えたものとなっていないのではないか、現状把握
が不足していたのではないかと、３人の間でも
ゴールの見えない状況となってしまった。
最終研究会に向け、練り直しのための対話を

行ったが、対話を重ねる中で、「緊急時」とまでは
いかなくても、非日常的な業務としては他にも選
挙における投開票事務が当てはまるのではないか
との話題が持ち上がった。投開票事務では特別な
指示を受けることもなく、職員一人一人が自分の
やるべき仕事を着々と遂行しているという点で
「自ら考え判断し自ら行動できる」ことができて
いる。では、なぜ投開票事務では効率的にことを進
められるのか。それは投開票事務では一人一人に
与えられた作業工程がシンプルであること、役割
分担が明確であり、全ての従事者が全体の流れを
把握していること、そしてマニフェストを策定し
目標が設定されていることが要因であると考え、
これは緊急業務あるいは日常業務にまで活用する
ことができるのではないかと思い至り、アクショ
ンプランを修正した。

最初に取組むアクションとして検討した自分ご
ととして業務を捉えること、個々人の特性、能力、
資質を人員配置に活かすために自己申告を実施す
ることという点については大きな変化はないが、
緊急時に限定しない日常業務も包括したものとし
て「意識を共有する」ことを位置付けに加えて修正
した。これを受け、次に取組むアクションについて
は情報を集約するという事ではなく、業務を前例
踏襲に頼らない形に再構築するとした位置付けと
した上で、投開票事務に沿わせた業務体系として
検討した。

【３人による更なる対話(図３)】
図２のように修正したアクションプランについ

て、業務改善の提言として実際に具体的なものに
なっているか、また、これからの新しい時代に沿っ
た内容となっているのかという点で更なる対話を
進めたが、その中で次の視点による考えが挙がっ
た。
・前例踏襲とは何か。前例踏襲＝無駄な業務の踏襲
となっていないか。
・ＤＸ(デジタルトランスフォーメーション)。
２点とも組織変化、改善を進めるには大胆なテ

コ入れが必要だろうという認識から生まれたもの
であるが、現状における業務の疑問点に着目した
上での問題提起となった。
１点目の前例踏襲については、そもそも前例踏

襲という名のもと、無駄なことまで踏襲していな
いかということ。一度立ち止まって、一部をやめて
しまう”業務の断捨離”こそ必要なのではないかと話
し合い、「業務の再構築」として示していた図２の
真ん中の「次に取組むアクション」を「業務の断捨
離」として全面的に修正した。今まで脈々と受け継
がれてきた業務の一部をやめてしまうことは大き
な抵抗と勇気が必要となるが、これにより業務の
要・不要を見据え、業務の趣旨と本質を考え直す
きっかけになるはずだと考えたからである。
２点目のＤＸについては、今後の社会構造の変

化を検討する上で人口減少によるマンパワー不足
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は避けられない問題であるとの意識から生まれた
ものである。デジタル化に移行できるものは積極
的に移行し、人の手による業務とデジタル業務と
の共存と住み分けが必要だと話し合い、図２の一
番右側の「更に取組むアクション」を真ん中と同様、
全面的に修正し、その上で最終的な業務のモデル
ケース、結果としてのアウトカムを投開票事務と
して捉えた。

この図３を人材マネジメント研修の第５回研究
会の最終報告とした。

1.6 第５回 最終研究会

最終回に向けて、各自治体では１年間の活動や
アクションプランを１枚のポスターにまとめた。
最終回では、参加者の投票と幹事団の推薦により
６団体が選出され、選出団体の活動ポスターを題
材に対話が繰り返された。UMU学習アプリを活用
し、対話を終えてのアンケートや感想をリアルタ
イムで他のメンバーと共有するという手法もとら
れた。今回は zoomを使用してのオンライン研修、
Slackを使用しての情報伝達など様々なソフトを活
用した研究会であり、今後の会議や研修会のあり
方の参考にもなった。また、講演会として、カンボ
ジアでの地雷除去活動やウガンダ北部での元子ど
も兵の自立支援事業を展開する、非特定営利活動
法人テラ・ルネッサンス代表の鬼丸昌也さんの講
話があった。今できないことではなく、今できるこ
とに焦点を当て、それを続けていく。単純に見える
が、続けていくことのできる信念を保ち続けるこ
とは難しいことだと感じた。また、この活動は一人
では難しく、仲間との対話、活動地域の住民との対
話、対話から生まれる信頼関係をはぐくんでいく
ことが重要であると感じた。最後に全国のマネ友
からの激励、「研究会に終わりはない」という幹事
団からの激励を受けて第５回研究会が締めくくら
れた。

２.各自の所感

【１．市民生活部 地域総務課 手塚】。

本市から初参加でありましたが、今年度のコロ
ナ禍により他団体の皆様にお会いすることができ
ずとても残念でした。本研究会に参加し、下記３点
において、大変勉強になりました。まず１点目。非
常時に対応できる組織づくりには、日頃からのコ
ミュニケーションによる情報共有が大事なことは
理解できる。これら実現のため最小限の手間で職
員間で業務進捗が確認・共有できるしくみ作りと
自ら課題を設定して解決する訓練も重要と考える。
従来の日報や月報の作成という内部事務のための
業務を増やしてはならない。
２点目は、市民と住民の関係である。インターネッ
トやスマートフォンの普及により、住民からの要
望も多様化・高度化が予想される。経営資源も限ら
れている。全ての要望に応えるｔこはできない。新
たな責任分担が必ず必要になる。
３点目は、事務局と研究生の接し方と Zoom 等の
ツール運用ノウハウです。。
今後、少子高齢化・人口減少・住民からの要求の

多様化といった取り巻く環境の変化が想定される。
限られた経営資源で対応するた、市独自のDX や
住民との関わりを再考する必要があると感じまし
た。
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【２．産業環境部 商業観光課 餘目】

コロナ禍により、すべてリモートでの研修と
なった。そのようなことは想定もしていなかっ
た。研修といえば研修先へ出向き、新たな仲間と
対話し、考えを深めるものだという前提があった
分、リモート研修は非常に「残念」だと思ったの
が本音だ。そもそもリモート研修とは何だろう
か。まるでわからなかった。リアルと異なってコ
ミュニケーションに手間がかかるし、また非常に
やりにくい。まずリモートをつなぐことから四苦
八苦、時間がかかる。リモートがつながったとし
ても、初対面の人といきなり向かい合って一対
一。なんか気まずい。「緊急事態」というテーマ
をもとに１年間研究をしていったが、本当の意味
で最初から緊急事態だった。しかし、緊急事態に
おける組織変革ということを考えてみると、これ
こそ実践的な対応を含めた研究と捉えることもで
きるのではないかと、思えるようになった。リア
ルで対話する同僚の 2名と、リモート上で対話す
る他の自治体の研修生。対話することは同じなの
に、明らかにコミュニケーションの質が異なる。
途中から、自分自身は変革期の真っただ中にいる
のではないかと感じるようになった。
組織の変革を考える以前に自分自身の変革がで

きるのか。私自身は時代の変化に対応できている
のか。そう思うようになった。今までは自分自身
は時代の変化に対応出来ていると思っていたが、
実はそうではなかったように思う。リモート超し

に繰り広げられるコミュニケーションの違和感
と、それによる疲労感ばかりが残る研究会。しか
し、回を重ねていくごとに、次第にリモートとい
う環境に慣れ自然に対応していく自分がいると感
じる不思議。研究会後半戦ではむしろ、新鮮で楽
しささえも覚えることがあった。もしかしたら、
これが研究会の目指すべきところである「立ち位
置を変える」「価値前提で考える」「自分ごととし
て考える」「過去や前例に過度に囚われない」な
のではないか。自分自身が新たな見方、価値、必
要性を見出し、過去のやり方にとらわれない新た
な環境に適応した瞬間なのかもしれない。だとす
ると、組織変革にあたって最初にあるのは違和感
と疲労感なのか。ということは変革の起点は、最
初に私が感じた「残念」というところから始まる
のではないかと思った。
「残念」から始まるという事は、マイナス感情

から始まるという事である。それであれば、組織
を変革するのにはよほどの覚悟と意気込みが必要
だ。それでもやってみないことには始まらない。
それを継続していくことで新たな見方、価値、必
要性を見出し、新たな環境に適応していくことが
できることは、自分自身が研究会で実践してみて
感じたことだ。各自治体参加者が創意工夫を凝ら
して組織変革に必要と考える手法の研究をしてい
く中、太田市の３人でも投開票事務になぞらえな
がら組織変革ができると結論付け研究結果とした
が、そこにある意味「残念」だと思われる手法を
取り入れ、実行していくための覚悟と意気込みを
持ち合わせ、そして何よりそれを継続していくと
いう過程が、組織変革には必要なのではないかと
思った。ｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄ
ｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄ
ｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄ
ｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄ
ｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄ
ｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄ
ｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄ
ｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄｄ
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【３．監査委員事務局 石塚】
約１年間に及び活動を通して、様々な気付き、学

びがあった。その中でも、一歩踏み出すまでの手法
を学ぶことができたことは私にとって大変意義の
あるものとなった。まず現状分析、次に背景を知る。
その過程で私たちはインタビューを活用してきた。
インタビューから現状把握とこれまでの経緯を
知ってきたが、対話はインタビューに近いもので
はないかと感じた。今後、対話の場面ではインタ
ビューをイメージしながら、会話にとどまらない
実のある対話にしたいと思った。
現状と過去を知り、未来をどうしたいか、どう変

えたいか、どう守っていきたいか、ありたい姿を想
像する。ゴールに向かって段階を踏んでできるこ
とを考え実行していく。昨日とは少し違う今日、今
日とは少し違う明日をという意識をもって、「自分
を含めみんなのためにこうした方がいいのではな
いかと思ったこと」からまず一歩踏み出していき
たいと思った。
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(図１)
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(図２)
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(図３)


