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はじめに                     

 

（１）「相馬市」と「人材マネジメント部会」の関わり 

 

 相馬市は平成２０年度から、東日本大震災のあった平成２３年を除き、毎年、人

材マネジメント部会に参加し、今年度で１２回目の参加となります。 

また、人材マネジメント部会の修了生１期生・２期生・３期生（マネ友）が平成２

２年１０月に自主研究グループとして「チーム絆」を発足させ、私たち１２期生を

含めた修了生、すなわちチーム絆は総勢３５名となり、相馬市全職員の１割を超え

る人数となっています。 

 

 近年のマネ友のアクションプランは、６期生が提案した部課長職・課長補佐職・

係長職を対象とした「対話型研修」の実施や、「職層別行動指針」の策定、７期生は

女性職員にフォーカスし、女性職員ワークショップの開催、８期生はプレ係長を対

象とした取り組み、９期生・１０期生は、若手職員職員を対象とした対話型研修の

開催（通称：若駒会）など、それぞれの期生がさまざまなアクションプランを実施

しています。 

 

 

（２）例年とは異なる人材マネジメント部会 

 

 通常、人材マネジメント部会は、４月からスタートし、東京会場や各地方会場（相

馬市の場合は仙台会場）で、年合計５回、他自治体の方々と直接、対話をしながら、

さまざまな気づきや学びを得る場です。 

 

 しかしながら、今年度は、令和元年 12 月に中国武漢市で発生し全世界に広まっ

た（広まったといわれている）新型コロナウイルスが日本国内でも感染が拡大した

ため、令和２年年３月 13 日に成立した新型コロナウイルス対策の特別措置法に基

づく緊急事態宣言が４月７日に東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の７都

府県に発令され、その後、４月 16 日に全国すべてに対象が拡大されました。（５月

１４日、５月２１日に順じ解除され、５月２５日にすべて解除されました。） 

 

 この新型コロナウィルスの感染拡大防止の観点から、人材マネジメント部会にお

いても、このような状況を踏まえ、①オンライン中心で実施すること、②第１回研

究会を６月開催（オンライン）が決定しました。 
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 また、例年とは異なる点として、これまでの人材マネジメント部会は、参加する

３人が組織（相馬市）の現状分析・対話をしながら、自分たち自身で組織変革に向

けたテーマを考えますが、今年度はオンラインでの開催ということもあり、第１回

研究会中に「緊急事態（コロナ対応含む）に効果的に対応できる自治体組織のある

べき姿を考える」がテーマであることが発表されるなど、いつもとは違う状況で不

不安のある中、私たち３人の活動が本格的にスタートしました。 
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第１章 １２期生の活動概要             

 

（１）１年間の活動概要および活動実績 

  

今年度の１２期生の１年間の活動概要および活動実績は下表とおりです。 

月  日 活動区分 活  動  内  容 

５月下旬 12 期生対話 ・第１回研究会事前課題等打ち合わせ 

６月３日 研究会 ・第１回研究会【テーマの発表】 

６月中旬～下旬 12 期生対話 ・第２回研究会事前課題等打ち合わせ 

６月中旬 インタビュー ・キーパーソンインタビューの実施（計４回） 

７月３日 研究会 ・第２回研究会【現状把握の深堀り】 

７月中旬～８月中旬 12 期生対話 
・第３回研究会事前課題等打ち合わせ 

・庁内アンケート打ち合わせ 

８月５日 勉強会 ・他自治体（小田原市）との勉強会（zoom） 

８月中旬 アンケート ・庁内アンケートの実施（ＬＯＧＯチャット） 

８月２６日 

８月２７日 
研究会 ・第３回研究会【目指すべき姿】 

９月上旬 アンケート ・庁内アンケート結果の公表（イントラネット） 

１０月上旬～下旬 12 期生対話 
・第４回研究会事前課題等打ち合わせ 

・マネ友（チーム絆）アンケート打ち合わせ 

１０月上旬 アンケート ・マネ友（チーム絆）アンケートの実施 

１０月２２日 研究会 ・第４回研究会【アクションプラン】 

１１月上旬 アンケート 
・マネ友（チーム絆）アンケート結果 

のフィードバック 

１１月下旬 
１１期生・ 

１２期生対話 
・合同研修の実施について（アクションプラン） 

１２月８日 

１２月１４日 
マネ友対話 

・１２期生アクションプラン説明 

・チーム絆の可能性について 

１２月下旬 マネ友対話 ・マネ友対話欠席者への情報共有 
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１２月中旬～１月上旬 １２期生対話 ・第５回研究会事前課題等打ち合わせ 

１月２８日 

１月２９日 
研究会 

・第５回研究会 

【アクションプランの変更点・ポスターセッション】 

１月下旬～２月上旬 
１１期生・ 

１２期生対話 
・合同研修の打ち合わせ（アクションプラン） 

２月２５日 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ 
・１１期生、１２期生合同研修 

※２月１３日に発生の福島県沖地震のため中止 

２月上旬～３月上旬 論文 共同論文執筆 

 

 

（２）１年間の研究活動の流れ 

 

 私たち１２期生の研究活動の流れをまとめる以下のとおりです。 

 はじめにも記載したように、新型コロナウィルスの影響から、通常の人材マネジ

メント部会の１年間の研究活動の流れとは異なる部分があります。 

 

 

【通常の研究活動の流れ】 

 

 

 

 

 

 

【令和２年度（2020 年度）の研究活動の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 通常は、研究生が「組織の現状分析」をし、自分たちで「問題の設定（研究テー

マ）」を考え、「ありたり姿、あるべき姿」を検討し、それを達成するための「アクシ

ョンプラン」を検討・策定の流れです。 

問題の設定 

（研究ﾃｰﾏ設定） 

・ありたい姿 

・あるべき姿 

の検討 

ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ 

の検討・策定 

組織の 

現状分析 

研究ﾃｰﾏ設定 

（事務局で設定） 

・ありたい姿 

・あるべき姿 

の検討 

ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ 

の検討・策定 

組織の 

現状分析 



6 

 

 

令和２年度（2020 年度）は、新型コロナウィルスの影響から、第１回研究会の

日程がずれこんだこと、リモートによる開催などから、人材マネジメント部会事務

局から、事前（第１回研究会中）に「研究テーマ『緊急事態（コロナ対応含む）に効

果的に対応できる自治体組織のあるべき姿を考える』」が設定された上で、「組織の

現状分析」をし、「ありたり姿、あるべき姿」を考え、それを達成するための「アク

ションプラン」を検討・策定する流れで、最初の部分（  と  の部分）が通常の

流れとは逆になっています。 

 

 具体的な１２期生の活動である「組織の現状分析」、「ありたい姿、あるべき姿」、

「アクションプラン」などの内容については、次章以降に記します。 
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第２章 組織の現状分析とキーパーソンインタビュー  

 

（1）組織のあるべき姿を考える 

 

今年度の研究テ－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を

考える」について３人で話し合いをしました。 

緊急時である東日本大震災時に組織及び職員がどのように動いていたかを、振り

返りました。震災当時は、組織及び職員が次のように動いていました。 

 

・市長の迅速な方針決定及び職員への情報共有（用紙 1 枚にまとめたもの） 

・災害時には、様々な業務が発生するため部署を超えて協力を行っていた。 

 

また、全職員が災害時職員行動マニュアルについて深く理解していない現状もあ

ると考えました。それを踏まえての３人の対話により、緊急時に大切なものとして

次の３点を設定しました。 

 

【３人が対話で設定した緊急時に大切なこと】 

  ● 市長から現場の最前線の職員までの意思疎通 

● 過去の災害等の緊急事態の検証・学習 

● 協力体制・部門間の連携 

 

（２）組織の現状を分析する 

 

３人での対話により、「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を

考える」としてあげた３点に対して、組織の現状分析・把握のため、緊急時の組織

の現状を知る必要があると考え、災害業務等に携わった職員６名（キ-パ―ソン）に

インタビューを行いました。インタビューについては、お互いが固くならないよう

７期生が実施していたランチミーティング形式を実践し、和やかな雰囲気でインタ

ビューをすることができました。インタビューの中で、 

① 災害時に若手職員が何をしていいかわからない（指示待ちの状態） 

② 災害時は、現場のリ－ダ―に判断をまかせることが必要（所属長の判断を待

てない状況の場合もあるため） 

③ 災害時は、通常の判断基準や判断スピードでは間に合わない。 
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などの意見があったことを踏まえ、インタビュー後の３人での対話から緊急時に

大切なものとして『職員個人の臨機応変な判断力・行動力』を追加しました。 

最初に私たちが大切なものとして設定した３点（市長から現場の最前線の職員ま

での意思疎通、過去の災害等の緊急事態の検証・学習、協力体制・部門間の連携）に

ついては、インタビューの結果から、改めて大切であることが確認できたため、変

更はせずに、１項目追加した４項目で改めて優先順位をつけました。 

 

【キーパーソンインタビューから決めた緊急時に大切なこと・優先順位】 

① 市長から現場の最前線の職員までの意思疎通 

② 過去の災害等の緊急事態の検証・学習 

③ 職員個人の臨機応変な判断力・行動力 → インタビューから追加 

➃ 協力体制・部門間の連携 

 

【キーパーソンインタビューの内容の一部】 

 

① 市長から現場の最前線の職員までの意思疎通 

 → 理想は、職員が事前に市長の考えを推察し、すぐに行動できる準備をする

ことであるが、相馬市はまだそこまではできていない。（市長から指示さ

れてことを実行する能力はある。） 

 

② 過去の災害等の緊急事態の検証・学習 

 → 平常時にできないことは、災害時では到底できるはずがない。 

 

③ 職員個人の臨機応変な判断力・行動力 

 → 通常の判断基準や判断スピードでは間に合わない。 

 → 防災マニュアルが策定されているが、災害時にはこの通りとなることは

ない。マニュアルはあくまで基本的な考え方である。 

 

➃ 協力体制・部門間の連携 

 → 災害時には、どうしても業務の偏りが生じる。無理を承知でお願いする

しかない。 

 → 技術職の職員が部を越えての応援の実績あり（令和元年東日本台風時） 
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第３章 現状分析の深掘り              

 

（１）平時の理想の状態を考える 

 

 第３回勉強会に向け、「緊急事態への効果的な対応ができる組織」のインタビュー

結果等を踏まえ、「緊急事態」から平時の理想の状態を考えました。まずは、事前に

実施した災害対応に関するインタビューをもとに、自分たち３人で話し合いをしま

した。 

その結果、下記のとおり、「組織」として「職員」としての視点から、理想の状態

を考えました。 

 

 

１２期生の考える平時の理想の状態 

 

＜組織＞ 

・トップの考えが全職員に浸透している 

・危機管理意識が醸成できている 

・過去の災害の経験が伝承できている 

 

＜職員＞ 

・管理職  

→日々の業務においても将来を見通し、業務の遂行ができている。 

・管理職以外の職員  

→指示されたことだけをするのではなく、自分自身で考え業務を 

遂行する習慣が身についている 

 

＜共通＞ 

・職員同士が笑い合えるような日頃からのコミュニケーション・信頼 

関係ができている組織（相馬市は全職員数約３００名と、ほとんどの 

職員の顔と名前が一致しているため） 

→日頃からのコミュニケーション・信頼関係ができているからこそ、 

いざという時に部署内及び部署を超えての協力体制が取りやすい 
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（２）職員個人の考え方を探る 

 

 次に、私たちの考えだけではなく、職員の考える理想の状態（あるべき姿）を幅

広く聞いて分析するため、全職員向けのアンケートを実施しました。 

 様々な部署、職階などで、考え方に違いも出てくるものと思われ、全体的な傾向

を捉えるとともに、職階による違いなども分析していくことで、そこに生じるギャ

ップを見つけていくことをねらいとして実施しました。 

 

 併せて、これまで相馬市は、１２年間、人マネに参加し、学んできていますが、小

学校１年生が高校３年生になるくらいの年月、様々なアクションプランを実施して

きた中で、変わってきたこと、変わっていないことなども全職員に問いかけてみる

ことにしました。 

 

 

全職員アンケートの実施概要 

 

実施時期：令和２年８月１２日～８月３１日 

周知方法：庁内電子掲示板 

回答方法：職場のＬＧＷＡＮ回線パソコンまたは個人スマホ等から専用 

フォームに入力回答 

  フィードバック：令和２年９月４日 

          庁内電子掲示板にて集計結果を公表 

 

 

 アンケートを実施した結果、庁内電子掲示板が閲覧できる環境にある正職員 272

人中、48.5％にあたる 132 人から回答がありました。 

 Ｑ２から、Ｑ３では、災害時の行動の把握について 

 Ｑ４から、Ｑ６では、あるべき姿の考え方について 

 Ｑ７から、Ｑ８では、組織の協力体制について 

 Ｑ９から、Ｑ１３では、これまでの人マネの取り組みについて 

 Ｑ１４では、組織に関する自由意見を聞いています。 

  

 アンケート結果の内容については、次ページ以降のとおりです。 
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▼Ｑ１ あなたの職階を教えてください。 

・職階ごとの回答率は以下のとおりでした。 

 管理職からあまり回答をいただけなかったのが残念ですが、全体では、約半数か

ら回答を得ることができました。 

 

 

 

回答 75人

回答 19人

回答 25人

回答 13人

回答 132人

未回答 76人

未回答 14人

未回答 20人

未回答 30人

未回答 140

人

0% 20% 40% 60% 80% 100%

係員

係長職

補佐職

管理職

全体合計
48.5％ 

57.6％ 

55.6％ 

30.2％ 

49.7％ 



12 

 

 

 



13 

 

 

 



14 

 

 

 



15 
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▼Ｑ１４ その他 自由意見 全３４件（一部抜粋） 

【管理職】 

  ・それぞれの活動に職員が巻き込まれることで、組織変革は必要、または、より良い組織になる

ための努力は必要という認識は持ってもらえたのではないでしょうか。 

  ・これからの相馬市を考えれば、新たな改革とかに取り組むよりも、課題解決シートや重点施策

を職員一人一人がもっと深く理解し、その課題をどう解決していくのか、中長期にやっていか

なければいけないことを具体的に年表に落とし込んでいくような作業の方が実のあることだ

と感じます。 

  ・行動指針もこれらの施策も活用しなければ絵に描いた餅でしかありません。絵に描いた餅にな

らないようにするための施策は誰が音頭を取るのでしょうか？総務課ですか？研修担当者で

すか？マニ研参加者ですか？部課長ですか？それを考える必要もありますね。 

  ・係長職の意見が重要だと思います。うまく現場の係員たちをまとめ上げられ、係長たちが理想

とするチームづくりを手助けする仕組みが必要だと感じてます。新たな制度の立ち上げは負担

がかかります。我々が考えるべきは現行制度で何か活用できるものがあるかです。 

  ・職員には市や組織のためになる提案をもっと積極的に行う（自ら実行してしまう）ことを期待

したいところであり、またそのような提案を受け止めしっかりと検討できる組織であることを

追求していきたいと考えています。 
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【補佐職】 

  ・若手職員を中心に相馬市の市政や各課の業務内容を研修する機会が必要だと思います。 

  ・各部、各課に跨る事業を醜い押し付け合いで、押し付けられているこの状況はなんだかな～と

感じています。 

  ・職員がトップの意向と市民の利益が明らかに相反する時、議論ができる組織風土が必要だと思

います。 

  ・職員が職員のために作る「優しい職場」なくして、職員が市民のために行う「優しい行政」は

なし得ない。 

  ・「あるべき姿」などのような大きなテーマは確かに大事だと思いますが、もう少し具体的にか

つ現実味のある、実践的なことに目を向けてもいいのではないかと、思います。 

  ・方針をつくるとか制度を構築するとかよりも前に、相馬市の組織のどこが良くて、あるいはど

こが問題なのかを、職員の意識をもう少し掘り下げる必要があると思う。 

 

【係長職】 

  ・社会情勢は日々変わってきており、それに応じて必要な業務が増えている。組織で取り組みが

できる業務量には限界があるため、資源（人員、財源等）の注力するところを取捨選択すべき。 

  ・震災・台風をはじめとする災害や、各種制度改革などにより、従来の業務内容・種類・量に変

化が生じている。改めて全庁的な業務内容の見直しを行い、機構改革を検討する必要があると

感じる。 

  ・最初のマニ研は、目的意識があり、達成するためのものであったかと思いましたが、その後に

ついては、集まって何かテーマを決め、アンケートや個人から聞き取りをし、その集計結果を

発表するだけのものに見えています。最終的に、何も変わっていないことを鑑み、任期の間で

完結するテーマを選んだり、完結するまで責任をもって同じ方がやり遂げた方がいいのではな

いでしょうか。 

 

【係員】 

  ・他所の仕事に関わりたくない&余計な仕事を持ち込むなという態度の職員が多いと思うので、

その辺の意識改革が必要ではないか。 

  ・災害時の連携については、マニュアルをベースに状況に応じた柔軟な対応が必要と考えるが、

縦の連携はともかく、横の連携についてはあまりに強硬すぎる。それぞれの業務が忙しいこと

はわかるが、もう少し重要度の順位付けを考えるべきではないかと思う。 

  ・高圧的な態度をとったり、思いやりが欠けた言動を一時の感情に任せて行う職員が少なからず

いると思います。成熟した個人の集合体でなければよりよい組織とはならないのではないか。 

  ・職員一人ひとりが主体性をもって仕事をする組織がよい組織だと思うのだが、そのために具体

的に何が必要なのかは分からない。 

  ・個人が持てる力を伸ばし成長していけるような人材育成。 
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全職員アンケートの全体的な所見（１２期生が着目した点） 

 

【災害時の活動について】 

  ・災害時の自分部署の業務の把握が分からない職員もいる。→課題 

 

【協力・連携について】 

  ・Ｑ４あるべき姿に関する問いに関しては、「他部署との協力」を求めつつ 

も、「役割分担が明確」なことも一方で求めている。 

  ・依頼があれば課内、部内、概ね協力しあえているという認識がある。 

  ・自由意見でも協力的な体制の在り方を求める声が多い。（現実的には協力的 

   とは思えていない声も多い） 

    →組織の話をすると、いつも出てくる課題 

 

【今あるものの活用について】 

  ・Ｑ６あるべき姿になるためにすべきことでは、「大きな改革」より 

「小さな改善の積み重ね」を考える職員の割合が多い。 

  ・自由意見でも、今あるものの活用、資源（人員・財源）には限りが 

   あることなどがあげられている。 

  

【人マネで変わったことについて】 

  ・Ｑ９人マネで変化について、よくなっている実感は３割にとどまっていた。 

  ・対話型研修についても「役立っていない」意見が半数近くあった。 

  ・自由意見からも、活動による効果（業務に直結した効果）を求められている。 

    

 →今あるものの活用も含め、現実的に見える変化が求められているのでは 
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【参考】これまでのマネ友（チーム絆）の主な取り組み 

 

    H20（第１期）：ポジティブミーティングの実施 

    H21（第２期）：チーム「絆」の結成 

    Ｈ22（第３期）：庁内報「絆」の発行、中堅職員研修会の開催 

    H２4（第４期）：「猫の手制度」の提案 

    H２5（第５期）：「庁内アルバイトシステム」などの提案 

    H26（第６期）：職層別「行動指針」の作成の提案（～H29 完成） 

            部課長対話型研修、補佐・係長職対話型研修の開催 

    H27（第７期）：女性の働き方ワークショップの開催 

    H28（第８期）：職員経験集の作成、新任係長研修の開催 

    H29（第９期）：職員名鑑の作成、若駒会（若手職員研修）の開催 

    H30（第 10 期）：若手職員の基礎研修実施、各部署の仕事紹介 

    R１（第１１期）：案内マニュアルの作成 
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（３）マネ友のこれまでの学びの蓄積と今後の方向性を探る 

 

 全職員の意見を集約した中で、協力的な体制の必要性など、これまで１２年間、

アクションプランを実施してきた中で取り組んできた課題もでてきた。そこで、さ

らに、過去のアクションプラン、そしてこれからのより良いアクションプランを模

索するため、マネ友の皆さんとの対話を考えました。 

 その準備として、対話の材料となるための事前アンケートを実施しました。 

 

 

マネ友アンケートの実施概要 

 

実施時期：令和２年１０月７日～１１月４日 

周知方法：庁内電子掲示板 

回答方法：職場のＬＧＷＡＮ回線パソコンまたは個人スマホ等から専用 

フォームに入力回答 

  フィードバック：令和２年１１月１１日 

 

 

 アンケートを実施した結果、32 人のマネ友のうち、出向している３名を除いた

29 人中、69％にあたる 20 人から回答がありました。 

 Ｑ１から、Ｑ５では、アクションプランの効果と今後について 

 Ｑ６から、Ｑ９では、人マネ研修の効果と今後について 

 Ｑ１０では、自由意見を聞いています。 

  

 アンケート結果の内容については、次ページ以降のとおりです。 
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マネ友アンケートの全体的な所見（１２期生が着目した点） 

 

【アクションプランについて】 

  ・全職員アンケートでも変化を実感している割合が３割程度だったが、 

アクションプランを実施している側も効果を与えられたと感じたのは 

３割程度 

  ・今後の継続やマネ友同士での協力体制についても意見が割れている。 

     →それらの相違を対話する 

 

・自主的な活動を、組織的な活動にどう取り組むか。 
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第 4 章 組織・人材の現状、あるべき姿、 

アクションプラン 

（１）目指すべきあるべき姿 

  

 第 3 章 現状分析の深堀り で実施した全職員アンケートの結果から、「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」を考えました。 

 平時から、組織や職員がどのような状態であれば、緊急事態に対応できるかどう

かについて、「災害等の発生直後の状況」、「復旧・復興に向けて取組む状況」の観点

から、３人の対話をした結果、以下のとおりとなりました。。 

 

【アンケ-トから見えた組織のあるべき姿】 

＜職員全体で割合が高かった項目＞ 

・組織内の密な情報共有ができている状態 

・柔軟な協力体制がとれている状態 

・状況に応じた臨機応変な対応ができている状態 

 

＜管理職で高かった項目＞ 

・責任の所在が明確になっている組織 

 

＜係員で高かった項目＞ 

・「仕事しやすい環境」「ワ－クバランス」 

 

【３人で対話した平時の理想の状態】 

＜組織＞ 

 ・トップの考えが全職員に浸透している 

 ・危機管理意識が醸成できている 

 ・過去の災害の経験が伝承できている 

 

 ＜職員＞ 

 ・管理職 

   日々の業務において、将来を見通し、業務の遂行ができている 

 

 ・管理職以外の職員 

   指示されたことだけをするのではなく、自分自身で考え業務を遂行する習慣

が身についている 
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 ・全職員 

   職員同士が笑いあえるような日頃からのコミュニケーション、信頼関係がで

きている 

 

【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】 

① 密な情報共有 

  縦（上司・部下の情報共有）・横（部署内、部署間の情報共有） 

② 柔軟な協力体制 

  部門間の壁にこだわらない 

③ 状況に応じた臨機応変な対応 

  基本のマニュアルや考え方を踏まえた上で応用する能力 

 

【緊急時に効果的に対応できる組織や人のあるべき姿】 

 第２章 組織の現状分析とキーパーソンインタビュー（２）で記載した内容と同様 

① 市長から現場の最前線の職員までの意思疎通 

② 過去の災害等の緊急事態の検証・学習 

③ 職員個人の臨機応変な判断力・行動力 

➃ 協力体制・部門間の連携 

 

 

（２）組織・人材の現状 

 

 （１）目指すべきあるべき姿 と同様、全職員アンケートから、「組織・人材の現

状」を分析しました。 

 

【アンケ-トから見えた組織・人材の現状】 

 

＜組織＞ 

・市長の決定したことを、速やかに実施できる（と感じている） 

 ・協力体制について、どの職層も協力する意欲はある。しかしながら、現状は

「依頼があれば協力する」にとどまり自発的ではなく、受動的である。また、

課内はある程度協力はできているが、課を超える協力体制は難しい。 
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・情報共有について、上位の職層は情報共有ができていると感じている割合が多

いが、下位の職層は情報共有できている感じている割合が、上位の職層と比べ

て低い。 → 十分なコミュニケーションが取れているのか？ 

       → 認識のズレがあるのでは？ 

 

＜人材＞ 

 ・災害時の対応（マニュアルの内容）については、どの職層も、担当する自身の

業務内容を概ね把握している（係員レベルは低い傾向） 

 ・他部署の災害時の対応について、把握している割合は低い傾向 

  →若手職員の災害対応の経験不足 

 

 

（３）組織の改善に向けたアクションプラン 

 

 「（２）組織・人材の現状」から「（１）目指すべきあるべき姿」の状態にするため

のアクションプランで考えたのが、これまで実施したキーパーソンインタビューや

全職員アンケート、また、東日本大震災を経験していない職員が増加している現状

（全職員の３分の１）を踏まえ、災害時の経験の伝承が必要であると感じました。 

 また、マニ研 OB（マネ友）アンケート結果を踏まえ、次に取り組むアクション、

更に取組むアクションを考えました。 

 組織として、毎年、何か新しいアクションプランを考えるのではなく、これまで

のアクションプランを見直し・ブラッシュアップをすることで、組織改善を実施す

ることができるのではないかと考えました。 

 また、「既存の資源（人材）であるマネ友３５名を現状、有効に活用できていない

のではないか？」とアンケート結果から考え、他自治体から見れば、職員の１割が

マネ友という強みを有効に活用し、うまく機能すれば、自分たちだけで、組織改善

に向けた活動ができるのではと考えたからです。 

 

【まず取組むアクション】 

アクションプラン 内容 

災害時の業務を共有・伝承

する対話型研修の実施 

若手職員（東日本大震災未経験者）を対象とし、

中堅職員（東日本大震災経験者）が、震災時の業

務・経験を伝承する研修 

 

 

 



31 

 

 

【次に取り組むアクション】 

アクションプラン 内容 

人マネを卒業する 

これまでの１２年間でマネ友（チーム絆）は３５

名（全職員の１０％以上）となり、組織改善の考

え方は学んでいるが、これまでのアクションプラ

ンを活かせていない状況にある。 

マネ友全員で自主的に考える場にステップアッ

プする。 

 

 

【更に取り組むアクション】 

アクションプラン 内容 

人マネ OB「チーム絆」で

自主的な活動を展開する。 

これまでのアクションプランの見直しや新たな

課題へ取り組みをできる体制の構築 

３５人いるマネ友の強み各職層（部長職～主査）、

各部署の意見、視点から改善を図っていく。 

 

※私たち、１２期生がアクションプランを考える中で、「組織変革」ではなく、「組

織改善」という観点からアクションプランを考えました。 

 理由の１つ目として、「変革」は「改善」の積み重ねることにより、達成されるも

のであると考えたこと。 

 ２つ目としては、相馬市が人材マネジメント部会に参加し、１２回目であり、「変

革」という言葉に違和感を感じたことです。 

 人材マネジメントの参加初期の段階であれば、「変革」が適切であると思いますし、 

 組織の状態によって、「変革」、「改善」という言葉の使い分けがあってもよいと感

じたからです。また、「変革」すなわち、変えるということは、これまでのやり方

を否定されるととらえる人もいるのでは？とも考えました。 

 改善という言葉であれば、できていないことは、できる状態（△ → 〇）、できて

いることは、もっとできる状態（〇 → ◎）のように、否定的なイメージがない

ため、「組織改善」という観点から考えました。 
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第５章 マネ友（チーム絆）との対話            

 

 １０月から１１月にかけて、マネ友（チーム絆）アンケートを実施し、私たち１

２期生のアクションプランを実行・再検討するため 

 

①マネ友（チーム絆）の協力を求めること 

→災害時の業務を共有・伝承する対話型研修の開催目的、研修時の震災経験者と

して経験談の伝承およびファシリテーター役として協力依頼 

 

②マネ友（チーム絆）アンケート結果のフィードバック 

 →結果については、第３章 現状分析の深掘り（３）のとおり 

 

③マネ友（チーム絆）の今後の在り方・可能性 

 →１２期生を含めた人数は３５名となり、チーム絆としてどのような活動をして

いくべきか？ 何ができるのか？ 何をすべきか？ マネ友（チーム絆）の考

えは？ 

 

の３点について、１２月８日および１２月１４日に１２期生とマネ友（チーム絆）

との対話の場を設け、２日間で、計１１名のマネ友に参加いただきました。 

 

（１）アクションプラン（災害時の業務を共有・伝承する対話型研修）の説明 

   とマネ友（チーム絆）への協力依頼 

  

 アクションプランの段階図『まず取組むアクション』の「災害時の業務を共有・

伝承する対話型研修」を考えた経緯（第４章 組織・人材の現状、あるべき姿、アク

ションプランに記載）、キーパーソンインタビューから令和元年東日本台風時の対応

で震災経験者と震災経験未経験者（震災後に入庁職員）の行動に差があったこと、

また、震災未経験者の職員数の増加（全職員の約３分の１）していることなどから、

アクションプランである対話型研修を発案したことをマネ友（チーム絆）に説明し、

研修開催の際は、改めて震災経験者として経験談の伝承およびファシリテーター役

として協力依頼することを説明し、参加したマネ友からは、ご理解をいただきまし

た。 

 また、災害時の業務を共有・伝承する対話型研修について、マネ友（チーム絆）か

らは、「東日本大震災から１０年目の節目の年に災害を伝承することは評価できる」 

との好意的な意見（震災未経験者への伝承はもちろんのこと、震災経験者の振り返

りにもつながるなどの意見）をいただくことができました。 
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（２）今後のチーム絆の在り方・可能性 

 

アクションプランの段階図『次に取り組むアクション』の「人マネを卒業する」、

『更に取組むアクション』の「人マネＯＢ・チーム絆で自主的な活動を展開する」

という大胆なアクションプラン（第４章 組織・人材の現状、あるべき姿、アクシ

ョンプランに記載）を考えましたが、その背景には、１２期生を含めたマネ友（チ

ーム絆）が総勢３５名となり、相馬市職員の１割を超え、自分たちだけで、３５名

が協力すれば、組織改善に向けた活動ができるのではないか？と考えたこと、また、

マネ友（チーム絆）アンケートの設問にもあるように現実問題として、マニ研参加

立候補者がいないことなど、１２年間参加してきて、今後のマニ研参加の継続の是

非（人材マネジメント部会に参加することが目的となっているのでは？人材マネジ

メント部会に参加しなければならないというドミナントロジックに陥っているので

は？）を含め、組織変革の今後の在り方について、マネ友（チーム絆）全員で考える

時期ではないか？と考えたからです。 

  

 このような状況を踏まえ、今後のチーム絆の在り方、研修派遣等について、ざっ

くばらんに対話を実施しました。対話の中での意見（概要）をまとめると以下のと

おりです。 

 

【人材マネジメント部会の効果について】 

 

・数字の見せ方やプレゼンの方法、資料作成（Ａ４１枚にまとめる）については、

非常に鍛えられたと感じる。個の成長につながった。 

・マニ研で学んだ「現状分析」、「ありたい姿を達成するためのバックキャスティン

グ」などの考え方は非常に勉強になった。若いときに学べて大変良かったと感

じる。 

 

 

【人材マネジメント部会への派遣について】 

 

・なぜ、自分がマニ研に派遣されるのか十分な説明があったほうがいい。例えば、

組織として、ある課題があって、その課題を解決するために、解決するのに必要

だから、マニ研に派遣するという明確な理由があったほうが、効果的に研修に

臨めるのでは？ 

・これだけ人数が増えれば、毎年派遣しなくてもいいのでは？ 
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【人材育成について】 

 

・昔と違い若手職員に対し、こと細かなマニュアルが必要と感じる。（世代間のギ

ャップ？） 

・責任を持たせて任せることも重要。 

・若手職員への声かけは意識して実施している。（職層が上がったこともある） 

・若手職員の考え方の共有が必要では？若手職員はトップの考えがわかっていな

いのでは？ 

 そもそも、若手職員は市長の考えを聞く機会（市長と接する機会）がない。 

 市長講話など、市長の考えを聞く場があってもいいのでは？ 

（市長講話については、過去のマニ研生も提案） 

 

 

【今後のマネ友（チーム絆）の在り方について】 

 

・人数も多くなってきており、全員が集まることは難しくなってきているため、分

科会のような方法もいいと思う。 

・組織のある課題に対し、プロジェクトチームを設置する際に、マネ友（チーム絆）

から、メンバーを選定することができるのでは？（課長会で協議した上で依頼

する。） 

・チーム絆という組織として何かやらなければならないということはない。いろ

いろな考えた方がある。 

 

 

 今回のマネ友（チーム絆）との対話で、「今後のチーム絆の在り方・可能性」につ

いて、１２期生としては、何かしらの結論を出すものではなく、職層や個人の考え

が違う中、マネ友（チーム絆）の各個人が現状どのような思い・考えがあるのか、そ

れぞれの思い・考えを共有する場としてとらえてもらえればいいのではないかと考

えました。 

 また、今回の対話で、自分たちが「組織の現状分析」・「ありたい姿・あるべき姿の

検討」・「アクションプランの検討」をしていくなかで感じた『モヤモヤ感』や『どう

すればいいのか？という悩みや迷いや不安』をマネ友も研究会参加時に同様に感じ

ながら、活動をしていたということがわかり、マネ友と悩みを共有でき（自分たち

だけが悩んでいたのではない）、アクションプランの再考に向け、モチベーションの

寄与になりました。 
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【マネ友（チーム絆）対話で１２期生が感じたこと】 

 

・マニ研参加者の意見として、成長につながったという意見が多く、人材育成と 

いう面では成果があったと感じました。ただし、組織改善というと人材マネジ

メント部会参加の成果が見えずらい（定量的に評価することが難しい）し、組

織改善というとすごくハ－ドルがあがると改めて感じました。 

 

・チーム絆全体として、何かしなくてはいけないのでは？という考えがあったが、

アンケート結果や対話をしてみて、人数規模や職層や考えも違う中、全員が集

まるのは現実的ではないと思いました。今後、継続的に集まりの場を持つので

あれば、アンケートの回答にもあったように期別ごとや職層などのカテゴリー

ごととするのが妥当であり、現実的であると感じました。 

 

・マネ友として、組織変革（改善）に対し、積極的に協力・実行するという思いを

常に持っているということ。 

 

 

これらを踏まえ、１２期生で再度、対話を実施し、以下のとおり考えをまとめ、

次章のアクションプランの再考につなげていきます。 

 

チーム絆（マネ友）の活動は、チーム絆という集合体ではなく、 

①チーム絆の各個人（３５名）が研究会で学んだこと（対話など）を実践し人材

育成（後輩・部下の指導）や組織変革（業務改善））行う。 

②業務で職場間での連携が必要な場合、チーム絆が率先して協力体制がとれる関

係性を構築する。 

③対話を定着（対話を普段の業務で活用）させ、組織変革（業務改善）につなげて

いくには対話型研修を促進（定期的な開催、新人職員を対象とした開催など）

し、人材マネジメント部会で学んだことを庁内に拡散していく。 

 

※マネ友（チーム絆）対話欠席者に対し、庁内メールにて上記の概要について情報

共有をしています。 
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第６章 アクションプランの再考・実施           

 

（１）アクションプランの再考 

 

 第４回研究会、マネ友（チーム絆）対話を踏まえ、アクションプランの再検討を

行いました。 

 

【まず取組むアクション】 

変更前 変更後 変更点 

災害時の業務を共有・伝承

する対話型研修の実施 

災害時の業務を共有・伝承

する対話型研修の実施 
変更なし 

 

 「災害時の業務を共有・伝承する対話型研修の実施」については、研究会で他自

治体との職員の方との対話の中で、「自分たちの自治体は大きな災害を経験しておら

ず、実際に被災したときの対応に不安がある」との意見から、「２度の大きな災害を

経験している」ということは、視点（立ち位置）を変えれば、「災害（緊急事態）に

対応できる経験値がある」と気づくことができたことがきっかけです。 

研修を実施することで、平成２３年の東日本大震災や、令和元年東日本台風の経

験を災害未経験者の職員に伝え、実際の災害時の対応に役立てる（知ることで経験

不足を補う・臨機応変な対応を学ぶ）ことを目的としており、マネ友対話のアクシ

ョンプランの説明の際にも、好意的な意見があったことから、変更点はありません。 

 

なお、具体的な研修内容については、（２）アクションプランの実施に記します。 

 

【次に取り組むアクション】 

変更前 変更後 変更点 

人マネを卒業する。 

人マネで学んだことを組

織に浸透させる。 

（人マネＯＢが組織のキ

ーパーソンになる） 

抽象的な表現から具

体的な表現に変更 

 

 マネ友（チーム絆）対話から、「マネ友として、組織変革（改善）に対し、積極

的に協力・実行するという思いを常に持っている」ということがわかったことや、

マネ友が相馬市の職員の１割を超え、現在の相馬市におけるマネ友（チーム）の状

況（表のとおり）から、相馬市役所内にどの部署（どのフロア）にもマネ友がいるこ
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と、職層においても、課の中心的な役割を担う課長補佐職がマネ友の４割を占める

こと、係長職以上であれば７割以上を占めていることから、この状況を有効に活用

（マネ友が組織のキーパーソンとなり協力体制ができる関係性を構築する）し、組

織改善の取り組みとして、若手職員の育成や対話の定着・実践を図り、若手職員の

能力向上、日々の業務での対話の実践が可能となると考えました。 

 

【職層別の割合】   【部署ごとの割合】       【フロアごとの割合】 

 

 

 

【更に取組むアクション】 

変更前 変更後 変更点 

人マネＯＢ『チーム絆』で

自主的な活動を展開する。 

人マネＯＢ『チーム絆』と

研修担当が協力し対話型

研修を展開する。 

「自主的な活動」を

「対話型研修」に変更 

 

 これまでの過去の取組から、相馬市においては、６期生が中心となり、平成２６

年度から部長・課長・課長補佐・係長の職層に対しては、外部講師・内部講師による

対話型研修を実施しており、「対話することの目的や効果」については、理解されて

いると考えていますが、係長未満の職員に対しては、平成２８年度から９期生・１

０期生が若手職員職員を対象とした対話型研修の開催（通称：若駒会）を年１回程

度開催しているにとどまり、係長未満の職員への「対話することの目的や効果」が

十分に理解されていないと考え、係長未満の職員に対し、継続的な対話型研修を実

施することで、対話の定着（対話を普段の業務で活用）を図り、相馬市として対話

役職 人数 
割合

（％） 

部長・参事 2 5.7  

課長・主幹 1 2.9  

課長補佐・ 

主任主査 
14 40.0  

係長 8 22.9  

主査 10 28.6  

主事・技師 0 0.0  

 35 100.0  

フロア 人数 
割合

（％） 

１F 11 31.4  

２F 8 22.9  

３F 9 25.7  

庁外 3 8.6  

その他 4 11.4  

 35 100.0  

所属 人数 
割合

（％） 

総務部 9 25.7  

企画政策部 4 11.4  

民生部 5 14.3  

保健福祉部 1 2.9  

産業部 5 14.3  

建設部 3 8.6  

教育部 1 2.9  

生涯学習部 2 5.7  

その他 5 14.3  

 35 100.0  
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することを文化として定着（対話することが当たり前の状態、意識しないで対話を

している状態）させ、常時、非常時にかかわらず組織改善がしやすい体制が構築さ

れると考えました。 

 

 

（２）アクションプランの実施 

 

 研修を開催するにあたり、研修の詳細・目的・効果について、検討を重ねました。

また、マネ友の３名から「災害時の業務（経験）を伝承する」職員として、協力をい

ただくことができ、総務課とも調整した上で、実施日時等を決定しました。 

 なお、研修については、令和元年東日本台風の影響で、アクションプラン（研修

開催）を実施できていなかたった１１期生との共同での研修開催となりました。 

研修の具体的な流れや内容（実施要領）について、以下のとおり記します。 

 

※前半後半制とし、前半部分を１１期生、後半部分を１２期生が担当します。 

 

１１期生・１２期生合同研修（アクションプラン） 

 

 ●研修日時  令和３年２月２５日（木）１３：３０～１６：５０【会場：正庁】 

         前半部分（１１期生）１３：３０～１５：０５ 

         後半部分（１２期生）１５：１５～１６：５０ 

 

●研修対象  平成３０年度・平成 31 年度・令和２年度新規採用職員 

 

●研修内容  

前半部分（１１期生）：認識のズレについてはなそう 

  後半部分（１２期生）：過去の災害時からの学びについて 

 

●研修目的  

前半部分（１１期生） 

若手職員が抱く認識のズレを共有し、対話の重要性を認識する 

後半部分（１２期生） 

過去の災害の経験を学ぶことで、今後、災害が発生した際の対応に活かす

とともに、災害時に起こりうる可能性がある事案について考え、臨機応変な

対応力を養うことを目的とする 
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 研修の内容や進め方については、１１期生とも対話をし「どうすれば、研修の効

果を高めることができるか？」を試行錯誤しながら、内容を詰めていきました。 

 研修のイメージとしては、前半部分（１１期生）で、対話を実践・体験してもらう

ことで、対話の重要性を学んでもらい、後半部分（１２期生）では、先輩職員である 

マネ友から震災時の体験談を聴いて、気づいたこと・感じたことを対話（１１期生

の研修学んだ対話の重要性を理解した上で対話してもらう）してもらい、過去の経

験を学び災害時の業務に役だてるとともに、自分の視点にはなかった気づきを得て

もらうようなイメージで考えました。また、今回の研修対象は、平成３０年度・平

成３１年度・令和２年度の新規採用職員と入庁３年目の職員を対象としており、対

話することに不慣れであることが予想できたため、体験談を話すマネ友に対話が円

滑に進むようファシリテーター役（体験談の説明役の後）をお願いしました。 

  

 

 

【参考：１２期生の研修資料の一部抜粋】 
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（３）アクションプラン実施の延期について 

 

 アクションプランである１１期生との合同研修の開催に向け準備を進めていまし

たが、令和３年２月１３日、２３時７分頃、福島県沖を震源とするマグニチュード

７．３の地震が発生し、相馬市では、最大震度６強を観測し、市内各地で様々被害

が確認されました。 

 ２月２５日に予定していた研修開催については、１１期生・１２期生で開催の有

無について、話し合いをした結果、「災害対応業務を優先するべき」との考えから、

令和２年度の開催については見送ることとし、令和３年度開催を目指すことにしま

した。 

 令和２年度の開催は中止となったものの、２月１３日発生の福島県沖地震の対応

では、迅速な避難所開設などについて、報道機関から相馬市の事例が取り上げられ

るなど、東日本大震災や令和元年東日本台風の経験が活かされていると感じました。 

しかしながら、東日本大震災後の入庁した職員は相馬市全体の３分の１を超え、

今後、ますます東日本大震災を経験していない職員が増えていくため、今後も今回

の福島県沖地震のように適切に対応していくためには、私たち１２期生の考えた「災

害時の業務を共有・伝承する対話型研修」が有効であると改めて再確認することが

できました。 

 

  



41 

 

第７章 今後の展望について             

 

（１）想定通りに物事はうまく進まない 

 

 今年度の活動を振り返ると、４月は新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣

言のため、リモートでの研究から始まり、リアルでの勉強会がないまま終わりまし

た。さらに相馬市に至っては、令和３年２月１３日に福島県沖を震源とする震度６

強の地震が発生し、本来であればアクションプランで計画していた新入職員の非常

時の研修が延期（実施時期未定）となりました。新入職員にとっては、研修という

より、実際の災害発生による実践での学びとなりました。「災害はいつ起こるか分か

らない」とよく言われる通り、そのための準備は常に行っておかなければならない

ということを改めて感じさせられました。 

 

私たちの計画していた研修については、令和３年度に実施をしたいと考えていま

す。現時点では、地震からの災害復旧、及び新型コロナウイルスワクチンの集団接

種など非常時の状況が続いており、早い時期の開催は困難な状態ですが、総務課研

修担当と時期について調整し、実施に向け、再度準備をしていきます。 

 

 

（２）人マネＯＢ（チーム絆）での活動について 

 

 私たちのアクションプランを考える中で、マネ友（チーム絆）全員での活動をで

きないか、模索していましたが、前述した通り、１２月に開催したマネ友との対話、

及びマネ友へのアンケートにおいて、全員での活動は困難であるという意見が多く

出ました。 

 また、チーム絆は任意の職員有志であり、ここ数年の活動が停滞している（直近

３年間は今回の対話以外集まれていない）状況にあるとともに、庁内の組織として

正式な位置づけがあるものではありません。 

マネ友との対話においては、任意での活動を通常業務にどう落とし込んでいくか

が、以前からの議論であったとの話も伺いました。また、研究での学びを実践で活

かしていくために、庁内で非常時や新規事業立ち上げ時などに組織されるプロジェ

クトチームにおいて、チーム絆で積極的に参加していくのがいいのではないかなど

の意見もありました。積極的に参加していくことで、組織に良い効果をもたらせる

ものと思い、さらにそこに加えて、チーム絆（人マネの参加者か、そうでないか）で

線引きをするべきものではなく、チーム相馬市としての協力体制をいかに構築して

いくべきかが、これからの課題と考えました。 
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 現に、庁内でプロジェクトチームを組織する際にマネ友の方でも、そうでない方

でも数多く関わっている方もいますし、マネ友の中には、様々な地域での活動（Ｐ

ＴＡや消防団活動・有害鳥獣駆除など）に参加している方もたくさんいます。自治

体が担う業務は広範囲に渡っているため、人マネで学んだメンバーが様々な分野に

おいて活動を展開し、それを市の業務に活かすことができれば、現場の意見を吸い

上げながら、よりよい施策形成などができていくものと思われます。 

 

もちろん本来の市の業務の中でも、各部署において職階問わず、中心的な役割を

担われてる方が多くいます。人マネで学んだ「周囲の人を活動に巻き込んでいくこ

と」を、地域や各職場で実践していくことが、よりよい自治体にしていくために必

要なことと考えました。 

 

 

（３）対話型研修の展開 

 

 １２期生個別での活動としては、災害の影響でアクションプランを実施できてい

ない１１期生と共に、新入職員向け研修は引き続き実施に向け、調整を行っていき

ます。 

また、この研修だけでなく、今後も総務課（研修担当）と調整しながら対話型研

修を実施していきたいと考えます。マネ友の協力できるメンバーを中心として、継

続的に開催していきます。 
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付  記                       

 

早稲田大学マニフェスト研究所 人材マネジメント部会 

相馬市１２期生 山本 貴美子 

 

私は今年度、相馬市マニ研１２期生として早稲田大学マニフェスト研究所人材マ

ネジメント部会に参加しました。今年度は参加者が研究テーマを決めるのではなく、

事務局からの「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」というテ

－マの提示があり、それに向けて組織の現状分析、アクションプランを作成してい

く流れでした。 

また、オンラインによる研究会の開催だったため、最初は不安でした。対面だと、

なんとなく空気を読むことで相手の考えを推測できますが、オンラインだと意見を

的確に表現しないとうまく伝わらないので、難しかったです。結果として、対面で

なくてもスムーズに研究会を行うことができました。一年間、研究会を運営してく

れたマニフェスト事務局に感謝しております。オンラインでの研究会ができたこと

は、今後の研究会のやり方の可能性が広がったと思います。 

今回のテ－マにある「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」

に対して、まず頭に浮かんだのが、東日本大震災時の災害業務でした。小学生の時

に宮城県沖地震を経験し、数十年後に大地震が来ると言われてきましたが、東日本

大震災は想定外でした。多くの被災者が出て、行う災害業務も多岐にわたっていた

ため、毎日無我夢中でした。今考えると、当時は職員が市長の方針のもとに、各自

がなすべきことを取り組んでいたから、復興をスムーズに行うことができたのだと

思います。緊急事態と考えたときに、まず平時の状態がどうなっているいるか考え

る必要があると思います。「平時にできない」ことは、「緊急にできない」という視

点に立って考えてみました。 

「部署内の情報共有及び協力体制」、「臨機応変な対応」は常に意識していないと

実行できないと思います。組織の情報共有をしていくためには、特別なことをする

のではなく、簡単なことからでも始めていく予定です。たとえば、業務のやり方に

対する疑問などを話し合うなど。 

また、臨機応変な対応をするためには、業務を行うは何が優先されるかを考えた

うえで業務に取り組んでいきたいと思います。組織をよくするためには、小さな改

善の積み重ねが必要なので、できることから実践していきたいと思います。また、

今年度に予定していたアクションプラン（対話型研修）を地震の影響で中止したた

め、機会を設けて令和３年度に開催したいと思います。 

最後に、一緒に活動を行った青田係長、佐々木係長に研究テーマを的確に分析い

ただき深く感謝申し上げます。 
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付  記                       

 

早稲田大学マニフェスト研究所 人材マネジメント部会 

相馬市１２期生 佐々木 国秀 

 

 私自身、平成２６年度から平成２９年度まで総務課に在籍し、当時、研修担当と

いう立場で、少なからず人材マネジメント部会（以下、「部会」）に関わっていた経

緯があります。 

令和２年度の部会への参加を決めたきっかけは、以下の２点です。 

①これまで、研修担当という立場で、部会への参加（派遣）を依頼する立場にいな

がら、総務課から派遣の打診があった際に、断るというのは筋がとおらないとの

考えから、自分自身への道義的責任を果たすため 

②研修担当を経験し、実際の部会への活動に多少なりとも関心があったこと 

 

 相馬市の１２期生として参加するにあたり、１２年目という年月から最初に思っ

たことは、単純に「組織（相馬市）」を「人」に例えるなら、私の長男が、今年度４

月（令和２年４月）に小学校に入学し、１２年後には、高校を卒業し、大学進学・就

職などの人生の岐路に立ち、社会へ一歩踏み出す時期であるように、「組織（相馬市）」

としても、何かしらの成果（変化や改善）を期待される時期であると感じました。 

また、１２年という年月はそれだけ、長い期間であり、マネ友も私たちを含め総

勢３５名と相馬市職員の１割を超える人数になっています。 

 

このような経緯もあり、論文にもあるようにマネ友との対話を実施しましたが、

私たちもアクションプランを考えていた時期であり、「組織変革（改善）の難しやも

どかしさ」を改めて痛感しました。 

 「難しいから考えるのをやめる」のではなく、「難しいからこそ考え続ける」必要

があると改めて認識しました。 

 

 今年度の部会は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、年間を通し、リモー

ト開催であり、対面とは違う難しさを感じました。また、通常であれば、仙台会場

や東京会場で他自治体や幹事の方々との交流などもありますが、リモート開催のた

め、これまでのマネ友のように部会の醍醐味を十分に味わえなかったと感じた１年

でした。 
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 部会に参加して自分自身が良くも悪くもどう変わったかは正直わかりません。自

分自身が「変わった（成長した）」と自己評価しても、他者から「変わってい（成長

していない）」と評価されれば、それまでだと考えるからです。 

（※良い意味で変わったと言われるよう、部会で学んだことを肝に銘じ、日々の業

務に精進したいと思います。） 

 

 「個人」だけでなく、「組織（相馬市）」も同様にどう変わったか、自分たちが評価

するものではなく、『地域経営をリードするための 人材マネジメント部会』にある

ように、地域すなわち市民から良くなったと評価されてはじめて変わったと言える

と思います。 

また、部会に参加して考えるようになったのが、「個人」と「組織」の関係性です。

「組織」の環境を変革（改善）することで、「個人」の能力が十分に発揮される環境

になる考えはもちろんありますが、「個人」の底上げ（レベルアップ）を図ることで、

「組織」全体の底上げを図る考えもあります。そのためにも、人材育成（後輩・部下

の指導）が必要不可欠であり、「対話」が必要であると改めて感じました。 

 

私たちが考えたアクションプラン「災害時の業務を共有・伝承する対話型研修」

は、若手職員に対する人材育成の側面もあると考えています。 

 当初、令和３年２月２５日に開催予定でしたが、２月１３日発生の福島県沖地震

の影響により、令和２年度の開催は中止としましたが、今回の地震の経験などを新

たに研修内容に盛り込むなど、令和３年度の開催に向け、準備を進めていきたいと

思います。 

 

 最後に、部会に参加するにあたり快く参加させていただいた職場の皆さま、キー

パーソンインタビュー、全職員アンケート、マネ友アンケート、マネ友対話にご協

力いただいた職員の皆さま、例年とは異なるリモート開催でも、例年の研究会と同

様の質を保つために例年以上に準備に時間を割いてくださった事務局の皆さまに感

謝申し上げます。 

また、今年度１年間、活動を共にした山本さん、青田さんこの場をお借りして、

改めて感謝申し上げます。 
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付  記                       

 

早稲田大学マニフェスト研究所 人材マネジメント部会 

相馬市１２期生 青田 規秀 

 

 人材マネジメント部会に参加するに当たり、私のスタートは、財政係長としての

立場から、一昨年の当初予算査定でこの人材マネジメント研修負担金の予算をすべ

て減額したところからです。 

当時の考えとして、震災後、復興事業が落ち着き始めても予算総額が膨らみ、市

の貯金である財政調整基金が毎年１０億円近く、急激に減っていった危機感を背景

に、細かい事業のスクラップ＆ビルドを考えていました。その中で人材マネジメン

ト研修は、研修経費全体の３割近くを占めていることに着目し、10 年近く続いてい

る研修であり、「組織の意識改革」「対話」等を、市内部で実施できないかというこ

とを考えました。結果的にこの時は、全体の調整の中で予算要求額そのままで継続

という事になりました。 

 それから１年が経過し、人マネ参加者募集の際に、参加立候補者がおらず、研修

担当から声がかかりました。研究会の時期と業務の繁忙期が重なるため、二度断り

ましたが、それでも参加者が見つからなかったこと及び、実際に自分で体験してみ

ないと分からない部分を感じてみなければと考え、参加しました。 

 今年は結果的に、すべてリモート実施ということで、本来の直接対話での醍醐味

を経験できないことは、大変残念でした。ただ、対話のテンポが音声のオンオフな

どでスムーズに感じない部分もありますが、今後はこういったリモート実施が主流

になっていく流れがあることも考えると、業務の上でも、順応していかなければな

らないことと感じました。 

 １年間、研究に参加し、当初から感じていたドミナントロジック（人マネに参加

しなければ、組織を変えられないという固定観念）を打ち破るほどの具体的なアク

ションプランをできていない（結果が伴っていない）ので、堂々と言えるものでは

ありませんが、相馬市にはマネ友が私たち１２期メンバーも含め３５人います。約

３００人の職員に、３５人（10％強）の力があれば、全体を動かす力になりえるの

ではと思います。しかし、毎年、新しいメンバーが参加しているので、その年のメ

ンバーは新しいことを考え、前年までのマネ友は傍観者になりがちな現状がありま

す。結果、毎年、誰かが頼まれて参加するルーティーンな研修となっているように

感じます。 

 私たち１２期生のアクションプランを考えるとき、この学びを無駄にせず、３５

人の力をまとめられないかと、まず考えました。ここ３年ぐらいは、マネ友での集

まりは行われていない実態もありましたし、マネ友との対話を呼びかけても、結果
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的に３分の１しか集まっていただくことができませんでしたが、参加いただいたマ

ネ友との対話を終え、私の頭に浮かんだのは「多様性」でした。「組織」であること

の強みを考えたとき、様々な価値観、考え方の人がいるので、多様な角度からの意

見を集約できます。第７章の展望でも触れましたが、人マネで学んだメンバーが様々

な分野において活動を展開し、それを市の業務に活かすことができれば、現場の意

見を吸い上げながら、よりよい施策形成などができていくものと思いました。 

 その後も、１２期メンバー３人で対話していくと、最終的には日常業務の中で、

協力的な体制、人材育成していく体制が一番重要というところに何度も行きつきま

した。新しいことを行うことは、みんなの目を引き注目されがちですが、継続的な

日常業務の中の「気づき」や「対話」も重要視すべきであり、日常的な業務も周囲の

変化に合わせ、少しずつ変えていくものです。また、私たち１２期生も組織では、

中堅的な位置づけであり、私たちの日常業務に取り組む姿勢を、後輩たちが見てい

るという意識も常に持たなければいけないと思いました。 

 １年間を通して、この人マネでの研究は、手法や技術を学ぶというよりは、意識

啓発の要素が大きいのかなと私の感覚としては感じました。アクションプランで人

マネの「卒業」という言葉を用いましたが、「自立」という言葉の方が合っているの

かと後になって思いました。鬼澤幹事長との対話では、「脱・人マネだね」とストレ

ートに表現をいただきましたが、感じていることをストレートに言っていただいた

方が、建設的な対話を進める一歩になり、嬉しかったです。 

私が「自立」という言葉で表現するのは、人マネ１２年間の学びを庁内に拡散し、

あるべき姿に向けた自発的な組織改善を繰り返せる組織に成長していくことこそが

目的であり、人マネが例えなくなっても継続すべきものと考え、それらを自発的に

行える組織を目指すべきだからです。もちろん他自治体や他分野の方の考え方から

受ける刺激も、組織改善に必要な要素であり、否定するものではありません。しか

し、毎年参加だけで満足し、現場での行動なしの理想論だけで終わっては、研究が

意味のないものになります。 

私もこの１年で、何もアクションプランを成し遂げられていません。また、組織

を改善していくためには、周囲をどんどん巻き込んでいかなければなりません。こ

れらのことを念頭に置いて、学んだことを活かして何ができるのか考え続けながら、

今後も業務や活動に取り組んでいきます。 

 

 最後に、この場を借りて、今年度の活動に関わった多くの方に感謝申し上げます。

特に業務繁忙期に研究等でさらに遅くなり、多大な負担をかけた妻に深く感謝する

とともに、昨今、問い正されるワークライフバランスも自分自身に問うていきたい

と思います。 

 

 


