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渋川市 

市民協働推進課 鈴木 秀和 

健康増進課 前村 紳也 

※令和 3年 2月 1日に農林課から健康増進課へ異動 

指導検査室 町田 亮 

 ※令和３年 1月５日から県渋川保健福祉事務所へ派遣 

 

  



１ 早稲田大学マニフェスト研究所人材マネジメント部会について 

 

 はじめに、早稲田大学マニフェスト研究所人材マネジメント部会（以下「部会」

と表記する。）の概要及び活動についてまとめる。当該部会に渋川市は、平成２

９年度から参加しており、今年度は４期生として３名の職員が派遣された。 

 

（１）概要 

 

元三重県知事で当時の早稲田大学教授(現名誉教授)の北川正恭氏が、平成１６

年に設立した「早稲田大学マニフェスト研究所」による、地方創生時代の地方自

治体職員と組織を育て、創る活動。 

自治体ごとに３人１組で、年間５回の研究会に参加し、３月に活動をまとめた

論文を提出する。 

平成１８年度に１７自治体が参加して初めて開催され、１５回目の令和２年

度は７２自治体が参加。 

今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により全回 Web 会議ツール

（Zoom）を利用してのオンライン開催となった。また、コロナ禍における問題

提起として、「緊急事態に効果的に対応できる自治体組織のあり方」という具体

的なテーマが設定され、研究に取り組んだ。 

 

（２）部会の取組 

 

部会は、地方創生の時代において、構想力・行動力を持つ人材と、アイデアを

地域の成果に繋げることができる組織の双方が不可欠であるとしている。 

主な研究課題は、①職員の努力を、地域の成果へとつなげられる自治体をどの

ように実現するか。②生活者起点で発想し、関係者と共に未来を創っていける職

員をどう育てるか。 

部会では、所属自治体が抱える現実の課題を見極め、どう対処するかを実践的

に研究することが求められる。 

また、全国に広がる参加者や経験者のネットワークを活用して、組織の成果へ

つなげることを目指す。 

 

※「部会」とは → 現実を変える策を考える「研究会」 

教えてもらうのではなく「自ら考え、見つけ出す場」 

知識は後からでも学べる「対話から気づきを得る場」 

 

※「対話（ダイアログ）」を重視する。 

対話のポイント ・互いに、聴く・話す（一方的にならない） 

・正解を出そうとせず、感じたことを話す 

・否定をせず、断定をしない 

・考えは書き出して話をつなげていく 

 



※ キーワード 

①立ち位置を変える（相手の立ち場から考える） 

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（何事も自分事として考える） 

④ドミナントロジックを転換する（常識・思い込みを疑う） 

 

（３）部会における研究会の概要について 

 

①第０回研究会 

日  程：令和２年５月１５日(金)～ 

開催方法：動画視聴 

 

部会についてまとめられた動画を視聴し、部会の概要について基礎知識を

確認した。 

 

■視聴動画一覧 

・「部会とは（１）」～創設経緯と目指すもの 

・「部会とは（２）」～大切にしているキーワード 

・「部会とは（３）」～職員と組織を育て、創る 

 ・幹事自己紹介動画 

 ・スキルアップ動画「対話とは？」 

 

 

②第１回研究会 

日  程：令和２年６月４日(木) 

開催方法：Web会議（Zoom） 

 

  第１回研究会は、「現状の把握」を大きなテーマとして行われた。理想のあ

るべき姿を目指すにあたり、現在の自分の立ち位置が分からなければどのよ

うな一手をとったらよいかが分からない。過去の事実の把握と検証、多くの人

との対話を通じて現状を把握し、理想との距離を測ることが重要。事前課題で

調べた「現在の市役所の取り組み」について、グループに分かれて対話を行い、

自分たちの現状について情報共有を行った。 

 

■主な内容 

オリエンテーション 

鬼澤幹事長から、「部会の創設意義と２つの大きな変化」について説明を受

けた。 

対話セッション① 

 事前課題の「新型コロナ感染症対策に関わる自分の役所の取り組みを調べ

る」に取り組んでみての感想や気づきについて意見交換。 

対話セッション②  



 対話自治体である太田市と「次回の研究会までの取り組み」について意見交

換。 

クロージング   

 現状の把握の重要さについて、鬼澤幹事長から説明。 

 各幹事から現状把握の質を高めるための方法等についてアドバイス。 

 

 

③第２回研究会 

日  程：令和２年７月１０日(金) 

開催方法：Web会議（Zoom） 

 

  第２回研究会は、第 1回の現状把握に続いて「現状の深掘り」をテーマに行

われた。第 1 回で確認した、現状把握は過去からのつながりが重要というこ

とから、事前課題として自分の市役所の取り組みの経緯や過去の事象につい

て調べたことを対話セッションで意見交換し、現状の深掘りついて知見を深

めた。 

  また、「緊急事態に大切なこと」として、優先順位づけや現状把握について

対話セッションを行い、自分たちが考えた「大切なこと」が組織で実現できて

いるか等について意見交換を行った。 

 

■主な内容 

 オリエンテーション 

 鬼澤幹事長から「第２回研究会の位置づけ」について説明。現状把握、ある

べき姿、シナリオまでの流れについて確認。 

 対話セッション①  

 事前課題「組織の現状の深掘り」をする中で気づいたことについて意見交換

及び情報共有。 

 対話セッション②  

「緊急事態に大切なこと」を４つのテーマに分けて意見交換。 

テーマ Ａ トップ（首長）の素早い決断力、トップ（首長）から現場の最

前線の職員までの意思疎通 

Ｂ 管理職（主に課長）の役割 

Ｃ 部門間の連携、職場内における協力体制 

Ｄ 住民、地域ニーズの把握、住民や企業・ＮＰＯ等との連携 

 クロージング  

第２回研究会を通しての気づきや学びを全体で共有。 

鬼澤幹事長より現状の深掘りから「目指すべき姿」はどういったものなのか

と「問いかけ」。第３回へ向けた取り組みについて確認。 

   

   

④第３回研究会 

日  程：令和２年８月２６日(水)・２７日(木) 



開催方法：Web会議（Zoom） 

 

  第３回研究会は、「緊急事と平時のあるべき姿から組織の未来について考え

る」をテーマに２日間にわたって行われた。 

 

【８月２６日】 

  事前課題で出された３本の動画（①北川顧問の講演、②出馬部会長の講話、

③阿部幹事の事例発表）を見ての感想や気づきについての対話を中心に行わ

れた。 

  緊急時のあるべき姿を目指すために、平時ではどうあるべきなのかを意見

交換を行った。 

 

■主な内容 

 オリエンテーション 

鬼澤幹事長から第３回研究会の目的について説明。「組織が変わるとはどう

いうことか」「どうしたら変わるのか」を考えて、研究を深める。 

 対話セッション①  

北川顧問＆出馬部会長の動画を見ての学びや気づきについて対話。部会の

創設意義、目指すものについて改めて参加者同士で意見交換及び情報共有。 

対話セッション②  

「阿部ちゃんに聞きたい！」を見ての学びや気づきについて対話。過去の緊

急事態の検証の重要さや平時からの取り組みの大事さについて意見交換。 

対話セッション③  

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」の

取り組んでみての気づきについて、意見交換及び情報共有。 

 

【８月２７日】 

  「組織が変わるとはどういうことか」「どうしたら変わるのか」について、

対話セッションを中心に行われた。事前課題と１日目で考えた「緊急時あるべ

き姿のための平時のあり方」について、どうしたら近づけるのか、組織を変え

ていけるのかについて意見交換を行った。 

 

■主な内容 

 オリエンテーション 

 鬼澤幹事長から「自分のあり方を考える」（自分自身へのリーダーシップ）

について説明。 

 対話セッション①  

 「人材や組織の変革とは。組織が変わるとは。」について意見交換。 

 対話セッション② 

  「どうしたら組織・人はどうすれば変えていけるのか」について意見交換。 

対話セッション③  

 太田市役所と今後のそれぞれの取り組み方法について意見交換を行い、第



４回へ向けて合同勉強会を開催することを確認。 

 

 

⑤第４回研究会 

日  程：令和２年１０月２１日(水) 

開催方法：Web会議（Zoom） 

 

  第４回研究会は、事前課題で作成したアクションプランについて、①幹事と

の対話、②鬼澤幹事長との対話と２回に分けて対話セッションが行われ、アク

ションプランを実現するにはどのようにしたらよいか、意見交換及び情報共

有を行った。 

 

伊藤幹事＆中道幹事との対話セッション 

  ・理想は前提として意識し、現実は具体的に行動することが必要。 

  ・投資対効果を考えて、小さな取り組みから始めることはよい。ただし、そ

の取り組みをどう発展させて、効果を大きくしていくかを考えておくこ

とが重要。 

  ・発信をしたときに、受け取るかどうかは相手が決めること。メリット（相

手にとって必要なもの）とタイミング（相手が見たい時に見られる）が大

事である。 

鬼澤幹事長との対話セッション 

  ・人に頼む時のポイント。①メリット、②共感・目的（言葉）、③徳（信用） 

  ・できることだけをするのではダメ。少しずつ負荷をかけて取り組むことで

成長につながる。 

 

 

⑥第５回研究会 

日  程：令和３年１月２８日(木)・２９日(金) 

開催方法：Web会議（Zoom） 

 

  第５回は、「一年間の部会の取り組みの振り返り」と「目指すべき姿への踏

み出す一歩」を大きなテーマとして行われた。 

  １日目は、まず参加者同士で「一年間の部会の振り返り」について対話を行

い、部会を通して学んだことや気づきについて共有した。 

次に、NPO 法人テラ・ルネッサンスの鬼丸昌也氏から「踏み出す一歩」を

テーマに講演していただいた後、今後の取り組みやそれぞれが踏み出したい

ことについて意見交換を行った。 

  ２日目は、まず「他自治体の取り組みを学ぶ」として、事前課題で行った「一

年間の取り組み」についてのポスターセッションで、上位に選出された自治体

と幹事が選出した自治体の事例発表を聞き、その発表からの気づきや学びに

ついて参加者同士で対話を行い、今後の各自の取り組みについて意見交換を

行った。 



  次に、部会修了者である「マネ友」のマネ友セッションや幹事の対話セッシ

ョンが行われ、部会を終えてからの取り組みに対するアドバイスやエールを

いただいた。 

  続いて、出馬部会長から「人材マネジメント部会を契機として」と題して最

終総括があり、人材マネジメントを通して目指すものについてお話をしてい

ただいた。 

  最後に、鬼澤幹事長から全体総括として、一年間の部会の取り組みについて

のまとめ、参加者の今後の取り組みについて応援メッセージをいただいた。 

 

■主な内容 

【１月２８日】 

 対話セッション① 

  「一年間の部会の振り返り」について対話。部会を通して学んだことや気づ

きについて共有。 

 特別講演 NPO法人テラ・ルネッサンス 鬼丸昌也氏  

  「微力ではあるが無力ではない」「やれることから考える」をモットー

に、自身の世界各地での援助活動経験に基づく講演。今回の講演では主に

カンボジアの地雷地帯や誘拐され、強制された少年兵のエピソードを基と

している。世界の少年兵などへの小さな支援から人がどのように変わって

いくか、小さなことでも身近なことでできることがあり、それは自治体経

営にも応用できること。自治体の皆さんには背伸びをせずに今できること

からまず活動を始めてほしいとエール。 

 対話セッション② 

  鬼丸氏の講演を聞いての感想や気づきについて対話。小さなことから始め

ることの重要さや自分がまず取り組めることなどを共有。 

 

【１月２９日】 

 自治体事例発表①～ポスターセッション上位自治体～ 

 対話セッション① 

  事前に行われたポスターセッションで上位に選ばれた自治体の取り組みに

ついて事例発表を聞き、その後グループに分かれて感想や気づきなどを意

見交換。 

  ～事例発表自治体～ ・鶴岡市 ・甲府市 ・相馬市 

 自治体事例発表②～幹事が選出した自治体～ 

 対話セッション② 

  幹事が選出した自治体の取り組みについて事例発表を聞き、その後グルー

プに分かれて感想や気づきなどを意見交換。 

  ～事例発表自治体～ ・諏訪市 ・川崎市 ・市川三郷町 

 マネ友セッション 

①マネ友になってからもなぜ部会に参加するのか、マネ友になるってどう

いうこと 

②私の踏み出した一歩、一歩を踏み出すって何をすればいいの？ 



上記２つの二部構成で、マネ友の経験談や参加者へのメッセージを聞いた

後、参加者同士で対話。部会終了後の取り組みや意識、モチベーションの保

ち方などを意見交換。 

 幹事の対話セッション 

  幹事がこの一年幹事として部会や参加者を見てきての感想や気づき、部会

生へのメッセージなどが話し合われてその様子を視聴。 

 出馬部会長の最終総括 

  夏の研究会で話された内容とほぼ同じことをあえて振り返りとしてもう一

度講話。夏の時点と今の時点では同じ話を聞いても自分の理解度と納得感

が違うことを実感してほしいとのこと。 

気持ちよく仕事ができる職場の風景と要件づくりについて重点的に解説。

目指す姿の共有、適材適所（強みが活かせる部署）への人員配置、互いに

いつでも声が掛け合える職場が大事であり、「やらされ感」が強い職場で

は意識改革は生まれないとのこと。管理職の立場と現場の立場について、

それぞれの役割がある。それぞれをつなぐ手段の一つとして「対話」があ

り、「対話」の結果「笑顔が生まれる職場」となり、住民サービスも上が

っていくと強調。管理職に求められていることについて再度言及。仕事の

優先順位付け割り振り（適材適所）が大事であり、自分が引退した後、先

を見据えて今自分が何をしておくかを考え実践することが大事。 

最後に、「ほんとうの笑顔」を創れる自治体を目指していってもらいたい

とエール。 

 

※渋川市が作成した「一年間の取り組み」のポスター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 実際の取り組み 

 

 今年度の部会テーマである「緊急事態に効果的な対応ができる自治体組織」を

目指すにあたり、渋川市の現状とあるべき姿について調査研究を行った。具体的

には、次のとおり段階を踏みながら進めた。 

・渋川市の現状を知る 

・県内及び近隣自治体の状況を把握する 

・「あるべき姿」を定める 

・アクションプランの検討 

 

（１）渋川市の現状を知る 

  

現在の渋川市における緊急事態に向けた取組と現状、何を大切にすべきか

を知るため、職員へのインタビューを実施した（計６名）。主なご意見は次の

とおり。 

◇総務部長 

  ・自治体にとって大切なこと＝市民の生命・財産を守ること 

  ・渋川市は緊急事態等対応計画を策定して、担当部署の役割を定めた 

・リスクマネジメントが重要（想定されるリスクにはマニュアル等で対策） 

・令和元年の台風１９号では、危機管理室の人手不足で、集まる情報を捌き

きれなかった（必要な部署に的確な人員配置が必要） 

・ツールの活用（スマホアプリなど）で情報は早くに入手することができる 

◇コロナ対策室経験者 

・緊急事態の発生に対して、日頃からの準備（マニュアル、物品など）が重 

 要 

・情報収集体制を整えるとともに、情報共有は素早く行うことが大切 

・県内他自治体と比較すると渋川市は防災対策について出来ていると見込

まれる 

・過去の災害動員では、どの職員が、どの避難所に行っているか把握できず、

連絡や情報共有が難しかった 

◇危機管理室長 

  ・緊急事態への対応に大切なのは「人材」だと考える 

物がいくらあっても、動かせる人がいないと意味がない 

・マニュアルは使うことで改善点が見つかり、より良くすることができる 

・通常業務も忙しいが、災害対応も全員の仕事。忙しくてできないは理由に

ならない 

◇建設交通部長 

  ・大切なことは「組織づくり」 

  ・有事の際の体制づくりを事前に決めておくべき 

  ・業務の優先順位を決めて取り組む必要がある 

   ただし、対市民の最低限の業務を継続することも必要 

◇スポーツ健康部長 



  ・緊急事態下では、現在、何が起きているかを把握することが必要 

  ・組織内の「縦」と「横」の繋がりを持つことが大切 

  ・事業廃止には、市民が納得できる理由が必要。 

◇市長戦略部長 

 ・緊急事態への対応には、指揮命令系統が正しく、しっかりとできているこ

とが大切 

  ・職員の心構え ・情報の収集力 ・トップの決断力が求められる 

 ・緊急事態下での多忙を抑えるために、仕事の優先順位を考えておく、人員

補充のための異動、いかに仕事をスクラップするか 

 

 上記６人へのインタビュー結果を基に、渋川市の組織・人材の現状を以下のよ

うにまとめた。 

 ◇災害等を想定したシミュレーション（訓練）の実践について 

  ・災害対応、避難所対応を経験している職員は少ない。また、訓練に参加し 

   た職員もまだそれほど多くない。的確に行動できる職員は少ない。 

  ・マニュアルを読んでいない職員も多く、的確な指示ができる職員は少ない。 

  ・令和元年台風１９号の経験、新型コロナの対応により、避難所運営訓練の 

   回数が増えた。職員や自治会、自主防災リーダーも参加し行われている。 

  ・昨年の検証や訓練の実施から、計画やマニュアルの更新が行われている。 

◇様々な緊急事態に対するマニュアルの熟知について 

  ・計画やマニュアルの数や量が多く、全てを確認するのは大変なため、読み 

   込んでいる職員は少ない。 

  ・計画やマニュアルは、掲示板や共有文書で周知、共有されているが、 

   業務に直接関係ないと確認されにくい。 

◇職員の災害対する意識について 

  ・危機管理室や土木関係の部署の職員は、業務に関係するため、利用してい 

   る人が多いと思われる。 

  ・危機管理室の情報待ちなど、受け身的に業務をする職員もいると思われる。 

◇上司（所属長、市長）との円滑なコミュニケーションについて 

  ・市長の方針及びそれを踏まえた部の方針などがしっかりと伝達されてい 

ない。 

  ・市長と課（現場）のベクトルが同じになっていないと感じる。 

  ・市長に振り回されている感じがする。 

  ・所属長による監督不足。各担当の業務内容、進捗状況を把握できていない。 

◇部署を超えた職員間のコミュニケーションについて 

  ・市長戦略部が設置され、部局横断的な課題に対しての会議が行われている 

   が、出席しているのが部課長の管理職のみであり、全職員間では無い。 

  ・業務を兼務する職員が多くなり、一人当たりの業務量が増えている。  

  ・近年、組織機構の変革が多く、課名すら把握していない職員がいる。 

◇その他の現状 

  ・以前と比較して市長の記者会見が増加したことにより、市の情報発信は多 

くなった。 



  ・庁内に危機管理室が設置され、緊急事態における情報分析が円滑になった。 

 

（２）県内及び近隣自治体の状況を把握する 

 

 本市マネ友である人事課剣持主任と我々が中心となり、群馬県内で部会に参

加している自治体（富岡市、太田市、館林市、本市）及び今年度参加しているい

くつかの自治体等のマネ友に呼び掛けたところ、部会事務局を含めて３５名が

参加してくれた。 

 今年度のコロナ禍による自治体のあり方や組織変革など多種多様な対話が実

現できた。 

 また、緊急事態については、昨年度の台風による避難所運営の反省点などにつ

いて、他自治体から聞くことができた。 

 さらに、部会幹事団の阿部氏から相馬市の緊急事態時対応について、話を聞く

ことができた。 

 

※ぐんま県人会（地域勉強会）オンラインの様子 

 

 

（３）「あるべき姿」を定める 

 

緊急事態に効果的な対応ができる自治体組織を目指すに「大切なこと」を考

えた。当初に我々３人が考えたものは、次のとおりであった。 

①日頃からの緊急事態への準備・組織の体力づくり 

②職員が当事者意識を持って情報収集・分析・共有・発信する 

③組織内の迅速な決断力 

ここから、研究会に参加していく中で、より深く考え、より具体的に「ある

べき姿」を模索していった。 



 

◇そもそも緊急事態とは 

緊急事態とは、どのような状態を指すのかについて考えた。 

○研究生 3人及びマネ友で漠然と考えた緊急事態の事例 

・地震、台風・豪雨、大雪などによる自然災害の発生 

・新型コロナウイルスによる感染症拡大の発生 

・突発的な業務の発生（例：臨時休校の対応、特別定額給付金支給） 

・トップが急遽不在となった（例：市長死去、副市長の逮捕） 

これらの事例を考えると、次の状況が全て発生している事態が緊急事態とい

えると考えられた。 

１．「市民の生命、財産に重大な被害が生じる」又は「行政の推進に支障とな

る恐れがある」 

２．早急な対応が求められる 

３．解決に所属をまたいで労力が必要となる 

 

この状況を我々の考える「緊急事態」と定義した上で、効果的に対応できる組

織を検討し、「あるべき姿」を次のとおりとした。 

 

◇緊急時に効果的に対応できる組織や人のあるべき姿 

 ・市民、現場からの情報収集ができる体制が整っている。 

・緊急事態に対するマニュアルを熟知しており的確な指示、行動ができる職員 

がいる。 

 ・想定外（マニュアル無し）の事案でも、早急に指揮系統を整えて、行動を起

こす。 

 ・市民を優先し、臨機応変的な対応ができる。 

 ・部署を超えた情報共有をはかり、自分のできることを実施している。 

◇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 

 ・災害等を想定したシミュレーション（訓練）を多くの職員が実施している。 

・様々な緊急事態に対するマニュアルを熟知している。 

・普段から災害情報を職員自ら確認する意識を持ち、最新情報取得の手段を 

持っている。 

 ・上司（所属長、市長）と円滑なコミュニケーションができている。 

 ・部署を超えた職員間のコミュニケーションを図る機会がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）アクションプランの検討 

 

  「あるべき姿」を目指すために、組織変革に向けたアクションプランの検討

を行った。アクションプランを考えるに当たって、次のことを意識した。 

  ①我々が定義した「緊急事態」の中で、自然災害を想定することが多かった

ため、自然災害に対応できるアクションプランの検討 

  ②渋川市では、組織機構の変革が近年多くなっているため、各課の業務を把

握できるアクションプランの検討 

  ③自分の所属内でも業務を知らないことが多く、係長や課長も把握してい

ないことがあるため、所属内の情報共有を深めるアクションプランの検

討 

 

また、アクションプランの実行に当たって、我々は「職員が早く帰宅できる

組織づくり」を目的としているため、職員の負担が大きくならない方法で行え

るようにアクションプランを検討した。 

上記を踏まえて作成したアクションプランは、以下の図のとおりである。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 次年度に向けた展望、取り組み 

  今年度に実施できなかったアクションプランを実施していきたい。また、第

４期とつながってきたマネ友のつながりを活かし、本市の人材育成に寄与し

ていく活動を継続していきたい 

 

（１）【職員の意識向上】緊急事態に迅速に対応できる方法 

① 災害情報を瞬時に確認できるツールを活用 

災害はいつ発生するか不明なため、日頃から瞬時に情報収集できる体制が

とれる必要がある。 

   手軽な方法として、職員個人のスマートフォンなどに災害情報が瞬時に

得られるサイト又はアプリを勧めていきたい。現在のところ、以下のサイト

等を紹介する予定である。 

   ・東京電力ホールディングス 雨量・雷観測情報 

    ※アプリもある 

   ・群馬県水位雨量情報システム 

   ・気象庁ホームページ（トップ画面） 

② 緊急事態等対応計画等の概要版作成 

 本市でも緊急事態等対応計画を策定しているが、ページ数が多いため自分



の業務以外の箇所は読まない職員が多いと思われる。 

 概要版を作成し、多くの職員に見てもらいたい。 

③ 各課で災害時のシミュレーションを実施 

本市では、災害時を想定した避難所の運営訓練を自治会と共同し実施し

ているが、職員の参加者はまだ少ない。 

また、各課レベルでの災害時シミュレーションを実施しておらず、「いざ

という時にどのように行動するか」が分からないことが多い。 

「自分たちに何ができるのか」を職員に考えてもらい、行動するようなシ

ミュレーションを実施したい。 

 

（２）【縦の連携】市長へのインタビュー 

市長との対話を行うことで、市長の考えを理解し、渋川市の未来展望や「あ

るべき姿」が共有できる。 

また、渋川市の目標・目的が見えることにより、職場の「やらされ感」を減

らし、業務へのやる気も向上できると思われる。 

全職員が市長とインタビューすることは難しいと考えるので、ある程度人

員を絞った上で、実施したい。 

 

（３）【横の連携】課内の情報共有方法、部局を超えたワールドカフェ形式対話 

 同じ課内でも自分の業務以外のことは知らないことが多い。また、他課や

他部の業務については、知らないことがほとんどのことが多い。 

 少しでもお互いの業務を知ることで、自分の業務を効率よく進めることが

できると思われるため、次のプランを実施したい。 

① 課内の情報共有方法の調査 

課内でどのようにして情報共有を図っているのかを調査し、他課の方法を

参考にして、情報共有の効率化を進めたい。 

② 部局を超えたワールドカフェ形式対話 

通常の業務では、中々話す機会もない他の部局の職員と話すことで、情報共

有のみならず、緊急事態に効果的に対応できる組織の「潤滑油」となると考え

る。 

対話と言っても、堅苦しい会議のような場では自由な意見が言えないため、

カフェで気軽に話すような形にしたい。 

 

（４）「マネ友しぶかわ(仮称)」の活動定例化とフィードバック 

今年度の部会生を加えて、総勢１１人となる渋川市のマネ友で定期的にミー

ティングを行い、それぞれの所属、それぞれの業務における研究成果のフィード

バック状況を共有し、更なる活動の深化を図る。 

また、第５期生への活動に積極的にサポートを行い、第５期生の活動を活発化

させるとともに、渋川市の人材マネジメントに対する認知を深めたい。 

 

 

 



★付記 

 

鈴木 秀和 

「微力だが無力ではない」 

 今年度は、「コロナ禍」によりオンラインでの研究会となり、昨年度までのや

り方とは異なる方法での研究会であった。昨年度までの研究会に参加していな

いため比較はできないが、オンラインでの研究会でも幹事団の「地方自治体を変

革したい」という熱意は十分伝わった。 

 コロナ禍により行政の業務だけでなく民間の業務の進め方も大きく変わって

しまったが、ある意味ではこれまでの業務のあり方を変えるチャンスだと思う。

そのような中で、人材マネジメント部会に参加できたのは幸運であり、自分が変

われる一歩になると思う。 

 市役所の中では、人材マネジメント部会の活動による変化は微々たるもので

あるが、NPO 法人テラ・ルネッサンス鬼丸昌也氏が言っていた「微力だが無力

ではない」の言葉のとおり、我々の活動も決して無力ではないことを証明してい

きたい。 

 

前村 紳也 

「そして一歩前に踏み出す」 

 始めは、人マネの研究会や課題に対して、難しくて答えがわからないという思

いが強かった。しかし、何度も参加していくうちに、価値前提や立ち位置など基

本の考え方が身についてくるとともに、何より参加者同士で対話するという手

法を体感して学ぶことができた。振り返ると、普段の仕事で、話し合うという行

動は最低限にしていたと思える。一人一人の考えが違うのは当たり前のことで、

自分の考えを押しつけるのではなく、対話から良い考えを見いだすことを、今後

は実践していきたい。 

 また、何かを良い方向に変革するのに、まずは一歩を踏み出すことを後押しし

てくれる雰囲気には、とても勇気づけられた。やり方を変えるなど悩んでしまう

とき、メリットがあるなら思い切って変えることに挑戦していきたい。 

 

町田 亮 

「仲間づくり、価値観の共有を広げる」 

 「対話の大事さ」、「価値前提で捉える」、「ドミナントロジックの転換」などの

部会で学んだことの多くは、もちろん自分自身が実践していくことは大前提だ

が、組織の全職員が共有して取り組んでいくことが大事だと思った。なので、大

事にしたいと思った価値観を共有できる仲間づくりをしたい。多くの自治体で

オフサイトミーティングやランチ会、近隣自治体との勉強会などの取り組みを

実践していたので参考にしたい。また、渋川市でも昨年度までは定例的なマネ友

の集まりやマネ友有志による研修会を実施していたが、コロナ禍によりそうい

った活動が停滞してしまっている。誰かが企画や運営をしてくれるだろうと他

人任せにするのではなく、自分が積極的に関わって継続的な活動を実現したい。 

 


