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序章 はじめに 

人マネとは 

 早稲田大学マニフェスト研究所 地域経営

をリードするための人材マネジメント部会

（「人マネ（じんまね）」）の研究テーマは、 

①組織課題（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人材課題（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） 

としています。 

１年間という長期間にわたり、全国の参加者

やマネ友（歴代の参加者）といった仲間ととも

に、組織内での「対話」を通じて「気づき」を

得ながら、行政組織のあるべき姿を考え、それ

に向かって「一歩踏み出す勇気」を持てる職員

を養成することが、人マネの本懐と考えます。 

人マネは「自分の仕事によって、誰かに貢献

できている実感があり、笑顔が出る」ことを目

指しますが、皆さん笑顔は自然に出ていますか。 

 

2020 年度のテーマ 

2020 年度の人マネでは、「災害などの緊急事

態に効果的に対応できる行政組織はどうある

べきか」を研究してきました。 

 「効果的に対応できる」とはどういった状態

でしょうか。どこの自治体でも、ヒト・モノ・

カネといった資源が必ずしも十分とは言えな

いなかで、時代とともに変容する地域社会のニ

ーズに即座に反応し、目の前の課題解決や長期

的な戦略立案を行うためには、前例踏襲や場当

たり的な対応だけではいずれ立ち行かなくな

るのは明らかです。 

ましてや、災害やコロナ禍といった緊急事態

が連続で発生する今日。この局面に次々に対応

し解決していくには、経営層が示す将来展望に

職員一人一人が共感し、自分ごととして捉え、

また、組織としてブレない強靭性と、逆境や困

難が訪れても自立的に立ち直ることができる

柔軟性を兼ね備えていることが不可欠です。 

 

４つのキーワード 

人マネでは、そうした「効果的に対応できる」

組織のあるべき姿を、４つのキーワードをもっ

て説明し、「対話」によって考えていくことを参

加者に提唱しています。 

 

①立ち位置を変える 

（相手の立場から考える） 

 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 

（過去や前例に過度に囚われずに考える） 

 

 こうして字面で見ても概念的で、なかなか捉

えにくいと思います。私たち参加者も、当初、

その真意をよく理解できず、「対話」というもの

を手探りし続ける毎日でした。 

回を重ねるにつれて、「モヤモヤしながら模

索し続けること、組織が１㎜でも前進すること、

一緒に考える仲間が１人でもできること」がは

じめの一歩なんだということが私たち参加者

の共通認識となっていきました。 

 次章では、トップランナーとして先進的な取

組みを行う自治体や、人口規模や地域環境が似

ている酒田市や福島県郡山市のほか、山形県沖

地震や新型コロナウイルスの最前線で対応に

当たられた職員や組織のキーパーソンとの対

話を経て先の共通認識に至るまでの過程を振

り返ることとします。 
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第２章 １年間の対話活動と気づき 

①第１回研究会 Mission（R2/6/2） 

自分の自治体の新型コロナ感染症対策に関

わる取組みをまとめる。 

【主な対話活動】 

・参加者の予算資料分析 

 ・幹事長とのお悩み相談会 

【参加者の気づき】  

 ・職員が自分の施策だけしか知らず、全体

観や展望を把握できていなければ、市民

にはもっとわかりにくいはず。 

・市の基本方針を定めて組織全体で共有

し、各課のベクトルを合わせて、必要に

応じて組織横断的な連携を促し、市民に

わかりやすく発信する組織部門が必要。 

 

②第２回研究会 Mission（R2/7/2） 

「緊急事態に効果的に対応できる自治体組

織」とは何かを考え、現状分析を行う。 

【主な対話活動】 

・キーパーソンへの取材（その１） 

 ・参加者とマネ友の不定期水曜会（３回） 

【参加者の気づき】 

・緊急事態に際して、余裕や余力があった

か、マニュアルの検証が不可欠。 

・組織の一体感や、情報やビジョンの共

有、組織のマネジメント力が重要。 

・あるチームでは毎朝討論を行っている。

結論が出ないときは繰り返し、深掘りし

て熟度を上げ、リーダーが最終決定して

いる。この意思決定に学ぶものがある。 

・想像力は、立場、距離、時間を超えて考

えるために必要不可欠。「対話」とは、討

論と想像力を足したものか。 

 

 

 

 

 

 

③第３回研究会 Mission（R2/8/26） 

 緊急事態に効果的に対応できる自治体組織

や職員のあるべき姿を深掘りして考える。 

【主な対話活動】 

・キーパーソンへの取材（その２） 

 ・参加者とマネ友の不定期水曜会（２回） 

 ・郡山市とのオンライン交流会 

・幹事長とのお悩み相談会 

【参加者の気づき】 

・取材対象で役職や年齢層を広げたこと

で、様々な考え方があることを実感。 

・立場や世代による異なる考え方や意見を

傾聴し合い反映できることで、モチベー

ションや組織力の向上につながる。 

 ・有事も平時も、振り返りや対応ノウハウ

の継承、職員の意識を揃えることの重要

性と難しさを感じた。 

 ・本研究の成果の共有、組織内へのフィー

ドバックをどう行うかが課題。 

 ・指揮官は「任せて任さず」を心がけ、こ

と細かに指示するのではなく、現場に任

せつつも常に目配しながら、報告に対し

て指示することが大事。 

・緊急事態に立ち向かうには職員の心のケ

アと、失敗回避でなく挑戦を評価する風

土が必要。 

・正しい役割分担とは、無秩序にならない

こと、一人で抱え込まないこと、自分の

持ち場を適正に認識すること。  

・公務員という仕事を、家族にも理解して

もらう努力を。 

2020 年度は 

オンライン中心 
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■第３回研究会までの取材とりまとめ 

（現状分析とあるべき姿） 
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■第４回までのアクションプラン素案 

【概要】 

 職員同士の「共感」があれば、組織の強み

を発揮できるはず！そのためにはまず組織

全体で「対話」の文化を根付かせたい！ 

 

④第４回研究会 Mission（R2/10/14） 

 緊急事態に効果的に対応できる自治体組

織・職員になるためのアクションプランづく

り。幹事団の助言によるブラッシュアップ。 

【主な対話活動】 

 ・参加者とマネ友の不定期水曜会（２回） 

 ・郡山市とのオンライン学習会 

・酒田市とのリアル学習会、交流会 

【幹事団からの助言】 

 ・キーパーソンとなる幹部職員には最初か

ら参加を依頼する。 

 ・抵抗勢力や乗り気でない人に対しては尊

重しつつ、「機が熟成する」のを待つ。 

 ・人を集める鍵は主催者の人徳であり、普

段の行動から意識しておく。 

 ・敢えて反対意見をもらって、論を鍛える

可謬性を大事に。 

 

 

 

・出た意見はまとめすぎず、必ずフィードバ

ックすることが、協力者のモチベーション

につながる。 

 

⑤第５回研究会（R3/1/28,29） 

 アクションプランを踏まえてポスター制作

を行う。各自治体参加者で投票を行う。 

【主な対話活動】 

 ・参加者とマネ友の不定期水曜会（３回） 

 ・郡山市とのオンライン模擬発表会 

・酒田市とのオンライン模擬発表会 

【投票結果】 

72 参加団体中、第１位を獲得 

応援くださった皆様には本当に感謝して

おります。ありがとうございました。 

  

酒田市とのリアル学習会 郡山市とのオンライン学習会 
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第３章 私たちの組織の現状 

（人マネアンケート結果から） 

 

人マネアンケートの実施 

私たちは、自分たちの組織や仕事に対する愛

着心や、職場環境の実態を把握するほか、組織

のありたい姿を見つめ直してみることを目的

に、市職員対象アンケートを行いました。 

【概 要】 

１ 調査内容：エンゲージメント調査等 

２ 調査対象：病院医療職、消防署員を除く 

一般職職員（ただし、国・団体 

等への派遣、再任用、嘱託、会計

年度任用職員を除く） 

３ 実施期間：令和 3 年 2 月 15 日～26 日 

４ 実施方法：Google フォームアンケート 

又は紙媒体による匿名回答 

５ 回答件数：179 件 

６ 回答形式：５（完全に当てはまる）～ 

１（完全に当てはまらない）の 

５段階評価選択と自由回答 

 

エンゲージメント調査 

私たちは、職員が自分たちの組織を現状どう

感じているかを調査するため、「エンゲージメ

ント」に着目しました。 

 

【下図】 職場の雰囲気を漢字１字で表すと？ 

テキストマイニングで出現頻度（回答数）を大きさで図示 

 

「エンゲージメント」とは、企業が目指す姿

や方向性を従業員が理解・共感し、その達成に

向けて自発的に貢献しようという意識がある

ことを言います【１】。 

民間の人材コンサルティング調査によれば、

エンゲージメントの高さは、営業利益率・労働

生産性にプラスの影響をもたらし【２】、退職率の

低下に寄与【３】するとしています。 

組織で働く人が、組織に対して理解し、共感

していること、愛着や貢献意欲を持つことで、

人材が定着し、生産性が向上しているようです。 

                      

【１】岡田恵子,吉田由起子「日本企業がエンゲージメント経営

を実践する５つの要諦」,『ハーバード・ビジネス・レビュ

ー』2019 年 11 月号,ダイヤモンド社 

【２】「「エンゲージメントと企業業績」に関する研究結果を公

開」株式会社リンクアンドモチベーション，プレスリリー

ス，2018 年 9 月 18 日 (https://www.lmi.ne.jp/news/ 

2018/2018091811011184.html) 

【３】「「エンゲージメントと退職率の関係」に関する研究結果

を公開」株式会社リンクアンドモチベーション，プレスリリ

ース，2019 年 9 月 24 日(https://www.lmi.ne.jp/news/ 

pdf/lmg190924.pdf) 
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エンゲージメントを測定する方法は幾つか

ありますが、なかでも代表的な方法である米

ギャラップ社の「Q12（キュートゥエルブ）」

を用いるほか、独自調査として、岩手県久慈 

市様の人マネ調査を参考に、職場に対する心 

 

理的安全性（安心して何でも言い合える状

態）や愛着度等を調査しました。 

下表は職位別、年齢別、性別で平均点を出

し、全体平均以上のときは暖色系、全体平均

を下回るときは寒色系で着色しています。 

 

主事 主任
専門

員

係長

級

課長

補佐

級

課長

級

部長

級

ノー

コメント

～29

歳

30～

39歳

40～

49歳

50～

60歳

ノー

コメント
男 女

ノー

コメント

179件 34件 15件 38件 40件 17件 8件 6件 21件 20件 36件 57件 55件 11件 87件 86件 6件

1
仕事上で自分に何を期待

されているのか理解している
3.83 3.62 3.73 3.76 3.98 3.82 4.00 4.50 3.67 3.55 3.78 3.86 3.89 3.73 3.87 3.73 3.80

2

仕事をうまく行うために必要

な資源（ヒト・モノ・カネ・情

報）を与えられている

3.32 3.47 3.53 3.03 3.18 3.12 2.88 3.83 3.33 3.50 3.39 3.30 3.02 3.27 3.31 3.16 3.80

3
仕事上で毎日ベストを尽く

せている
3.58 3.21 3.67 3.37 3.55 3.94 3.50 4.00 3.81 3.05 3.50 3.39 3.84 3.82 3.53 3.52 3.60

4

この１週間で、よい仕事を

したと認められたり、褒めら

れたりした

2.79 2.85 3.07 2.71 2.85 2.53 3.00 3.17 2.57 2.80 3.11 2.65 2.76 2.64 2.87 2.71 2.40

5
上司や同僚が、自分のこと

を気にかけてくれている
3.73 3.91 3.73 3.76 3.98 3.94 3.38 3.67 3.60 3.95 3.81 3.95 3.76 3.18 3.77 3.88 3.40

6
仕事上で自分が成長するこ

とを励ましてくれる人がいる
3.37 3.74 3.60 3.37 3.58 3.18 2.88 3.17 3.24 3.60 3.81 3.49 3.22 2.82 3.32 3.55 3.40

7
仕事上で自分の意見が尊

重され、取り入れられている
3.60 3.68 3.87 3.47 3.83 4.06 3.88 4.17 2.86 3.50 3.86 3.70 3.73 2.55 3.79 3.51 3.20

8

組織（部・課など）の使命

や目標に共感し、自分の職

務への納得感がある

3.61 3.59 3.93 3.45 3.68 3.41 3.75 4.00 3.38 3.65 3.69 3.51 3.58 3.55 3.77 3.41 3.40

9
同僚が質の高い仕事ぶりを

している
3.88 4.06 4.07 3.79 4.00 3.88 4.13 4.17 3.35 4.10 3.94 4.04 3.76 3.30 4.00 3.79 3.75

10
職場に気心の知れた上司・

同僚がいる
3.68 3.68 3.73 3.76 3.88 3.82 4.00 3.17 3.50 3.70 3.72 3.82 3.73 3.40 3.69 3.83 3.50

11

この半年間、仕事上で、自

分の成長を認めてくれた人

がいた

3.24 3.82 3.47 3.11 3.43 3.12 3.00 3.00 3.10 3.85 3.72 3.27 3.13 2.55 3.32 3.39 2.60

12
この１年間、仕事上で、学

んで成長できる機会があった
3.85 4.18 4.00 3.84 3.73 3.88 3.88 3.33 3.76 4.10 4.17 3.81 3.69 3.73 3.85 3.90 3.80

13
職場で自由に発言したり、

議論できる雰囲気がある
3.68 3.91 4.00 3.58 4.03 3.88 4.13 3.67 2.81 3.85 4.03 3.77 3.69 2.73 3.93 3.60 3.20

14
職場でお互いに協力し合え

る体制になっている
3.74 3.68 3.80 3.61 3.80 3.88 3.88 4.17 3.57 3.55 3.81 3.74 3.80 3.45 3.67 3.80 3.60

15

いまの職場の雰囲気を、漢

字１字で表すと何でしょう

か。

ー

16

知人や子ども、親戚に就職

先のひとつとして、鶴岡市役

所を勧められる

3.09 3.32 3.33 2.84 3.43 3.00 2.75 3.83 2.55 3.40 3.14 3.04 3.16 2.70 3.10 3.19 2.60

17

働きやすい職場、市の将

来、夢について話し合う時

間をつくりたい

3.26 3.56 3.80 3.32 3.38 3.29 3.50 3.50 2.55 3.60 3.44 3.40 3.24 2.70 3.46 3.28 2.20

18
興味がある内容があれば〇

をつけてください。
－

19

より働きやすい職場になるた

めに、どうすれば良いと思い

ますか。（自由回答）

ー （別途集計）

（別途集計）

（別途集計）

【独自】

職場を働

きやすくす

るためにど

う考えるか

人マネアンケート調査結果

（回答179件）

※平均以上 ：暖色系で着色

※平均より下：寒色系で着色

【独自】

職場に対

する心理

的安全性

や信頼・

愛着度は

どうか

職位別 年齢別 性　別

全体

平均

【Q12】

職場で自

分自身が

成長できる

か

調査により

見えてくる

もの

【Q12】

仕事をす

るための動

機や環境

が整ってい

るかどうか

【Q12】

仕事に貢

献している

か、どんな

貢献をして

いるか

【Q12】

職場への

帰属や同

僚への信

頼感はどう

か

５（完全に当てはまる）～１（完全に当てはまらない）の５段階評価 
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調査結果 

問 1 と問 2 は「仕事をするための動機や環

境が整っているかどうか」の度合いを測るも

ので、仕事を始めるうえでの基本部分が今ど

うなっているかが見えてきます。 

自分に期待されることへの理解は、高い職

位・年代ほど高く、若い年代ほど低いようで

す。また、経営資源（ヒト・モノ・カネ・情

報）への充足感はあまり高くはないようです

（問 2：3.32 点）。 

 

問 3 から問 6 は「仕事に貢献しているか、

どんな貢献をしているか」の度合いを測るも

ので、仕事に対する自分自身又は周囲からの

評価をどう考えているかが見えてきます。 

ベストを尽くせているかという質問では、

30 代未満の若い世代が自分のパフォーマンス

にあまり満足していないという結果でした。 

また、直近１週間という期間では、認めら

れたり、褒められたりする経験が少なかった

ようです（問 4：2.79 点）。 

 

問 7 から問 10 は「職場への帰属や同僚への

信頼感はどうか」の度合いを測るもので、自

分が職場になじめているか、組織の一員とし

て仕事ができているかが見えてきます。 

男女別のスコアをみると、男性が高く、女

性が低く表れました。担当業務が性別によっ

て単純に決まっていないか、女性にとって働

きにくい環境になっていないか、さらに深掘

りしていく必要があります。 

 

問 11 と問 12 は「職場で自分自身が成長で

きるか」を測るものです。今の職場が自分の

成長を促す組織であるかが見えてきます。 

職位や年齢が高くなるほど、スコアが低く

なる傾向が表れました。この要因についてよ

り詳しい研究が必要ですが、職種や配属先の

固定化に伴うマンネリ感などがもしかすると

あるかもしれません。 

 

問 13 から問 16 は、「職場に対する心理的

安全性や信頼・愛着度はどうか」の度合いを

測るものです。 

職場では比較的自由な発言を認められ、協

力し合える体制ができている（問 13：3.68

点、問 14：3.74 点）、市役所を就職先として

勧める思いは強くない（問 16：3.09 点）と

う結果になりました。 

また、今の職場の雰囲気を漢字一字で表し

たものは、テキストマイニングを使って出現

頻度（回答数）を大きさで図示しました。結

果は本章冒頭の図で示したとおりです（問 15

の結果は 9 ページ掲載）。 

 

問 17 から問 19 は「職場を働きやすくする

ためにどう考えるか」をテーマとしました。 

職員間で話し合ってみたい内容としては、

仕事に使えるスキル開発や、職員同士や異業

種間交流、大学生・高校生との対話などの回

答が多くなりました（問 18 の結果は 10 ペー

ジ掲載）。 

組織の改善策としては様々な回答があり、

職場・職員の雰囲気づくり、コミュニケーシ

ョンの充実が最も多く、他にはノウハウの継

承・共有、適正な人材確保・人員体制、業務

分担の適正化、事業の整理統合、職場環境の

向上、休暇の取りやすさなどがありました

（問 19 の結果は 11 ページ掲載）。 

 

 今回の調査結果で筆者が特に注目したもの

は、職位・年齢・男女をノーコメントとした 
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職員をはじめ、専門員のスコアが全体的に低

かったことです。 

ノーコメントで回答した職員がどの層にあ

ったのか、スコア結果の要因は何であったの

か、調査方法をもっと工夫する必要がありま

す。 

 

専門員については、入庁後 15 年程度を経過

し、複数部署を経験する職員が多いと思われ

ます。 

中間管理を担う係長を目の前にしたこの時

期に、行政職員としての目指す姿や、管理職

になるまでのキャリアパスを見つめ直し、組

織で求められる能力や、何を期待されている

かといった理解を一層深めることが重要と考

えます。 

ここで鶴岡市行政組織規則別表第 4（基本的

職務内容）や、人事育成基本方針（平成 25 年

策定）を見ていくと、職位ごとの職務内容、

果たすべき役割、求められる能力が示されて

いることがわかります。 

普段の業務や人事評価制度を通じて、現在

の組織での位置づけや、自分より少し上の職

位の役割を意識するとともに、上司は部下に

担ってもらいたい、挑戦してもらいたい役割

をより明確にして共有することで、専門員だ

けでなく、全ての職位でスコアが伸びていく

ものと考えます。 

 

最後に、今回の人マネアンケートの調査

は、現時点での定点観測を行うものでした

が、経年変化を調査するため、今後も継続的

に調査していきたいと考えます。 

 

課長 
上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属
職員の指揮監督及び養成を行う。 

主幹、室長、所長

(出張所の所長を
除く。) 

上司の命を受け、部長等又は課長等の職務

を補佐し、担当事務を処理するとともに、
所属職員の指揮監督及び養成を行う。 

所長(出張所の所

長に限る。) 

上司の命を受け、出張所の事務を掌理する
とともに、所属職員の指揮監督及び養成を
行う。 

課長補佐、室長補
佐、所長補佐 

上司の命を受け、課長等又は室長等の職務

を補佐し、担当事務を処理するとともに、
所属職員の指揮監督及び養成を行う。 

主査、技能主査 
上司の命を受け、担当事務を処理するとと
もに、所属職員の指揮監督及び養成を行
う。 

係長、技能係長 
上司の命を受け、担当事務を処理するとと

もに、所属職員を指揮監督する。 

業務名を冠する専
門員、業務名を冠
する技能専門員 

上司の命を受け、特定の事務を処理すると

ともに、所属職員を指揮監督する。 

専門員、技能専門

員 

上司の命を受け、特定の事務を処理すると

ともに、所属職員を指揮指導する。 

主任、技能主任 
上司の命を受け、担当事務を処理するとと
もに、所属職員を指導する。 

主事、技師、看護
師、保健師、保育
士、栄養士、技能士 

上司の命を受け、担当事務を処理する。 

職 位 役 割 能 力 

部長 

部の最高責任者として、全庁的な

政策形成に参画するとともに、部
の基本方針を決定し、部の事務事
業を掌理する。 

 

次長 
参事 

部のサブリーダーとして、部長を
補佐するとともに、部の政策形

成、施策の推進に参画する。 

課長 

課の最高責任者として、課の基本
方針を策定するとともに、事務事
業を推進する。課を掌理し、適切

な職場運営を図りつつ人材育成
を中心となり推進する。 

主幹 

課の基本方針の策定に参画する
とともに、課の重要課題の推進者
として事務を処理する。課長とと

もに人材育成を推進する。 

課長補佐 

主査 

課の基本方針を受け、事務の実施

計画の立案・総合調整・進行管理
を中心となり推進するとともに、
部下を育成指導しつつ、担当事務

を処理する。 

係長 
専門員 

専門性を踏まえて事務事業の立

案・改善・折衝等を主体者となり
推進するとともに、部下を育成指
導しつつ、担当事務を処理する。 

主任 
主事 

市民サービスの前線で、担当する
日常業務を処理する。説明力・折

衝力・実践力等の向上及び専門的
知識・技術の習得に積極的に取り
組む。 

鶴岡市行政組織規則別表第 4（基本的職務内容） 

 

コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
ス
キ
ル 

（
発
見
・
判
断
・
決
定
能
力
） 

ヒ
ュ
ー
マ
ン
ス
キ
ル 

（
人
間
関
係
構
築
能
力
） 

テ
ク
ニ
カ
ル
ス
キ
ル 

（
専
門
的
知
識
・
技
術
） 

人事育成方針「職位ごとの果たすべき役割と求められる能力」 
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回答数 漢字 その漢字を選んだ理由

15 和
チームで声掛けができている。難しい業務でも雰囲気は終始和やか。協力体制が優れている。「和を以って貴しと為

す」が大切。職員の人柄。愚痴をこぼしながらも、無理なく精一杯仕事ができている。穏やかで平和的。

7 忙 コロナ対応で忙殺されている。忙しい。来庁者が多く、窓口が非常に混雑。

5 個
個々人がそれぞれの仕事に取り組み、連携が少ない。「独」ではないが、個人に割り当てられる業務量と責務を担う

ための仕事のスタイルが「個」に依存せざるをえない。担当が個々に頑張っている。

4 多
人が多く、情報が多く、業務が多種多様。いろんな事をしなければならない。

業務の種類が多い、担当者ごとに業務が全く違う。

穏 人柄がいい同僚に囲まれている。

活 良くも悪くも忙しくて活気がある。資源活用、活動的、バタバタしている。

共 協調性を持って仕事が出来ている。担当以外の業務についても共に考え協力的。

耐 うまく運ばないことがあっても、今はみんなで耐えるとき。

無 無理難題な課題がある

渦 巻き込んだり、巻き込まれたり常に変化して、仕事に追われている。

柔 柔らかい雰囲気・可能な限りの柔軟に対応している。多岐にわたる難しい業務が多いが、柔軟に対応できている。

少 人が足りない。係内でもかなり対話が少ない。

進 前向き。

騒 落ち着きがなく、いつも騒ついている。

独 動員などでしか日常のコミュニティに参加できない

忍 忍者のように耐え忍び、自身の気配や感情を出さず淡々と仕事をこなす。仕事は耐えつつ楽しむ。

疲 受け止めるばかりで吐き出していない職員がちらほら。

平 ごく平均（標準）的な職場だが管理職の質の向上は必要。平和。

密 職員同士の繋がりが密。秘密の多い職場。人、仕事が密。

嵐 毎日がジェットコースター。何かと目まぐるしい。

輪 職場の輪が大切。

話 話しやすいし聞きやすい。昨年度より話ができる環境になった。

安 自分で対応することが難しいことも相談できる上司、同僚がいる。

暗 人間関係で心が落ち込み状態から抜けられない。

壊 雰囲気が悪く、組織として破綻している。居るだけで気持ちが暗くなっていく。

楽 自分の能力や好きなことを活かせている。忙しいながらも楽しく仕事ができている。

頑 これまでの仕事のやり方に固執。

疑 色々問題が多すぎる

緊 常に緊張感と突発的な業務でゆとりが無い。

欠 職員が足りていない。

嫌 殺伐とした雰囲気が嫌。

厳 人間関係。

古 そのまま。

混 業務の幅の広さや職員の個性。課の存在意義など考えるとやや混迷。

焦 期限に追われて焦燥感が大きい。

推 滞っていたものを押し開くイメージ。

静 新たな発想より正確性が第一の職場。

淡 次々に来る案件を淡々とこなすだけ。

努 職員みんなが頑張り屋。

難 上司たちの顔色を窺ってベストパフォーマンスができない。

変 仕事の進め方や環境も大きく変わってきた。

凡 可もなく不可もなく普通。

猛 猪突猛進。皆の勢いがすごい。

黙 静かな職場で、それぞれ今どんな仕事をしているのかわからず、連携が取れていない

優 困っているとみんなで助け合う優しい気持ちがある。

落 全ての職員の職場意識が落ちている。

乱 職員同士が衝突して波乱が起きる。

流 仕事の流れ自体は良いが業務量が多い。

連 多くの部署や人と連携をとっている。

その他 迷、冷、老、隔、気、協、激、仲、沈、微、偏（理由は回答なし）

問15　いまの職場の雰囲気を、漢字１字で表すと何でしょうか。（自由回答）

1

2

3
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№ 複数回答可、自由回答可 回答数

1 コミュニケーション術（信頼、交渉） 58

2 好かれる話し方（クレーム対応も） 50

3 デザイン力で伝わるパワポ術 48

4 副業解禁の実態 38

5 異業種交流（民間企業、議員など） 34

6 大学生・高校生と本音トーク 24

7 ＳＮＳ仕事術 24

8 新採・若手職員との懇談 23

9 スーパー公務員とトーク 23

10 ストレングスファインダー（強み分析） 22

11 グラフィックレコード（会議の可視化） 18

12 クラウドファンディング 14

13 アクティブブックダイアローグ（未来型読書法） 13

14 幹部職員との懇親 12

15 フォトジェニック仕事術 12

16 新規事業開発 11

17 うちの課自慢 8

18 スーパー同僚紹介 7

19 ＫＪ法（発想法） 7

20 SIM2030（自治体経営ゲーム）　 2

21 その他（自由回答） 0

問18　興味がある内容はあれば〇をつけてください。

【回答数の順に掲載】
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問19　より働きやすい職場になるために、どうすれば良いと思いますか。（自由回答）

【職場・職員の雰囲気づくり、コミュニケーションの充実】

・コミュニケーション、話やすい職場の雰囲気づくり

・係打合せ、課内会議など小さい単位での情報共有、話し合いの場があるとよい。

・職員同士が気軽に話し逢える場所があれば良いと思う。お弁当を持ち寄れる食堂とかがあればいい。

事務机で食事をとるのもだんだん止めてはどうか。

・声を伝えやすい仕組み・場づくり

・報連相を徹底し、なんでも相談できる環境を整える。

・話しやすい環境づくり

・雑談のできる環境

・話ができる、意見交換ができる環境。職種関係なく、人として高めあえればよい

・風通しがよく、話しやすい職場づくりをする。

・まずは気持ちの良い挨拶から取り組んではどうか。職員全体的な印象として無愛想に思われる。同僚への挨拶も声だけで体を向けて笑顔な

人は少ない。気づいていないだけで来客にも同じようになっている。働きやすい職場は誰かが作ってくれるのを待ってもできないので、ま

ずは小さくても自分にできることをやっていく。みんなのそんな小さな積み重ねが働きやすい良い職場を作るのではないか。

・若手職員は声には出していなくとも、担当業務に関する様々な改善案を持っていると思うが、立場上意見を言うのは難しいことが多い。所

属長が定期的に話を聞く場を設け、若手職員の考えを取り入れたり、アドバイスしてあげられるようになれば、市民サービスの向上につな

がるし、職員が生き生きする→働きやすい職場になる。

・自分と違う考えを受け入れることができる職員が増えると良い。

・お互いを尊重できる関係の職場

・お互いを尊重して、自由に意見を述べることができ、十分に議論できる、その上で、決定したことはきちんと守れる職場。職場の慣習など

でも、疑問や不具合があれば意見を出し、議論して柔軟に対応することができる職場。上司がエゴを通し、その結果、下の職位の人が苦労

ばかりするのはおかしい。

・パワハラを根絶する。

・職員が委縮しない雰囲気づくり

・周りを気遣う。思うだけでなく行動で。

【ノウハウの継承・共有】

・異動があっても多少の時間をとって、引き継ぎがしっかりと行われる体制。

・ベストプラクティス(職務上のいい取り組み)を全庁的に共有する機会があれば、事務効率化→労働時間の削減につながるのではないか。

例えば、IT活用(アクセスを活用した検索性の高い名簿の作成方法など)。

・職務内容のある程度のマニュアル化、知り合いを増やす。

【職員の資質向上】

・管理職の質を向上させる。

・管理職のリーダーシップ

・社会人としての基礎的な研修の充実

・地域活動に積極的に関わる。

・市役所にも看護職のようなキャリアラダー制度を取り入れ、各所属ごとにラダー表を作り、到達度と強化が必要な能力が明確にわかる仕組

み作りができるとよいのでは。目標と到達度が可視化されることで働きやすさにつながる。特に新採職員の人材育成は、行政職だけでな

く、消防職員も不足。

・一人一人のチャレンジ精神の発揮、誰に何を言われようともぶれないタフな志

【人材確保、人員体制に関すること】

・多くの人材確保、適正な人員配置

・正規職員を増やす

・年齢のバランス配置

・異動がほぼないためか、カースト制のようなものがある。行政職とまではいかなくとも、人の入替は新しい風が吹くのではないか。

役職名だけ、みたいな人がいるので、各役職ごとの研修などしてみてはどうか。

・平等な人事異動

【業務分担の適正化、事業の整理統合、職場環境の向上、休暇の取りやすさ】

・仕事を整理して減らすこと。各職場のノウハウを共有するだけでだいぶ違う。今の状態で新しいことを新たに始めるのは難しい。

・なるべく印刷しない、紙の資料を持たないで、今の仕事の質を維持するにはどうすればいいか、改めて考えてみてはどうか。

・時間的なゆとりがある業務設計＝デジタル化や機械化などによる業務の短縮など（自己研鑽による業務の効率化が大前提）

・個人情報などの絡みもあるのでなかなか難しいが、在宅勤務やリモートワークなどをもっと積極的に取り入れても良いのでは。

・業務内容の精査　マニュアルの整備　増員　職員数に見合う事務室の広さ・収納場所

・休みやすさ、仕事の分担

・有給休暇のとりやすい環境や取るときに理由は報告しなくてもよい環境

・休暇を取得しやすい雰囲気づくり

・ネット環境が進み便利にはなった分、仕事が増えとにかく時間が無い。じっくり考え、取組める環境が欲しい。

・ワークライフバランス、公私のメリハリ

・職場の修繕、改築、建替え

・職場環境(休憩室、お湯が出る蛇口など)の整備
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第４章 ポスター説明と今後の展開 

ここからは、研究会での対話活動を通して考

えてきた「効果的に対応できる組織のあるべき

姿」や、人マネアンケートから見えた現状を踏

まえ、今後の展望のまとめを報告します。 

 

自治体はひとつの身体として捉える 

私たち参加者は、「効果的に対応できる組織

のあるべき姿」を考えるにあたって、自治体を

ひとつの身体としてイメージして捉えること

にしました。 

生物が厳しい外部環境に順応し、進化するた

めには、全身に血を巡らせて新陳代謝を促し、

各組織が有機的に連携したり、捕食や交配、模

倣、学習などあらゆる手をつくして必要なもの

を内部に吸収したりすることが不可欠である

と仮定します。 

これを地方自治体に置き換えれば、チーム内

や組織間での指揮系統と情報共有をフル活用

すること（目的・目標の共有）、自身の役割を認

識しつつ他部署と連携して諸課題に対応する

こと（連携・協働、チームワーク）、個々の職員

の特性や強みを活かし、良い取組みを共有し、

点から線、線から面、面から多層に取組みを根

付かせること（組織の活性化）と考えます。 

 

求められる「組織のマネジメント力」 

組織内の「各部位」の縦割りが強く、それぞ

れで業務をしている状態でも、作業効率のため

に分業化が進む平時では問題は表面化しませ

ん。しかし、緊急事態や人口減少対策など、組

織全体に横串を刺して立ち向かうことが求め

られる場面では、普段からの組織の一体感や、

協調・連携できる仕組みがなければ立ち行かな

くなります。 

一方で、組織として仕事をするがゆえに発生

する負担もあります。それは、「組織をマネジメ

ントする」ことです。組織内の課題を見つめ、

組織全体としてあるべき形に向かう力が求め

られます。 

比較的若い方だと「それは管理職の仕事だ」

とか「管理職になったときに考える」と思われ

るかもしれませんが、今から一緒に考えなくて

はいけない時代が来ています。 

【コラム「なんで私たちも組織のマネジメント

を考えないといけないの？」参照】 

 

気づいたときがスタート 

課長などの管理職は、全体の目標に対して適

正な経営資源の配分を行い、全体の進捗管理や

部下の心身をケアすることが求められます。 

一方、課長補佐や係長といった中間管理職は、

係員の負担を減らしたい、もしくは、自分がや

ったほうが早いという思いで、あらゆる業務を

引き受けるスーパープレイヤーとなり、多忙の

あまり係員の相談に乗る余裕が無くなる場合

があるかもしれません。 

さらに、係員は、直面した課題に集中するあ

まり、同僚のピンチに気付けなかったり、係全

体で取り組む課題に他人事になったりする場

合もあるかもしれません。 

このように、自分のことに精一杯な状態では

目前の業務だけをこなすことが目的化し、また、

他のことに手が回らない・回せないような状態

では、業務の押し付け合いが強くなり、縦割り・

受け身が常態化する傾向にあります。 

こうした状態を改善し、よりよい職場環境に

近づけようとするために、「組織のマネジメン

ト力」を早い段階から意識し、役職や立場に関

係なく、気づいた人から率先して取り組むこと

が重要です。 
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「対話ミーティング」による仲間づくり 

 組織を良くしていこうと一人で変革しよう

とするには大変な苦労と勇気が必要です。そこ

で、私たち参加者は、身近な周りの人とリラッ

クスしながら組織のことを考えるミーティン

グを開催し、「対話」を通して「仲間」をつくる

ことを提案します。 

このミーティングの場は、職場間、係長同士

など様々なパターンがありますが、私たち参加

者が黒子役として話しやすい場をつくりたい

と考えます。そこでは、役職や立場で考えの違

いに気づいたり、一緒になって面白いことをや

ってみたいと思う仲間ができたり、多くの発見

やモチベーションが生まれることを期待して

います。 

第５回研究会の課題であったポスター制作

では、対話ミーティングのほか、やってみたい

企画や、組織のあるべき姿をまとめています。 

 

ポスター「シンツルカリオン」について 

はじめに、ポスターを説明する前に、アニメ

「シンカリオン」に触れておきます。主人公の

速杉ハヤトが新幹線ロボットを駆使し、世界の

平和を守るといった少年アニメの王道に漏れ

なく沿っています。 

一方、主人公が敵対する組織との「対話」を

通じ、互いの理想をすり合わせて「合体」を試

み、仲間とともに世界を「進化」させようと悩

みながら成長していく姿は、大人も感動すると

話題になりました。日曜早朝、テレビの前に子

供と並ぶ光景は我が家だけではないと勝手に

思っています。 

ポスターのイラストや「シンツルオカリオン」

「進・緩・染は止まらない」といった言葉の近

似性は、筆者のシンカリオン愛を色濃く反映し

た結果だということは、これを読まれている方

のご推察のとおりです。 
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ポスター中央上、「あすやろうじゃなく、いま

やろう」は、対話ミーティングの他にも実践し

てみたいアクションプランをまとめました。 

イラスト左の「独立モード」は現状分析から

見えた組織の実態、イラスト右の「連結モード」

は組織としての理想像、イラスト中央「変形モ

ード」はアクションプランがどの部分に効くの

かを描いています。 

また、「変形モード」と「連結モード」の中

間にある「進・緩・染は止まらない」とは、組

織内に「進」化の志を、「緩」やか且つ着実に、

じわじわと「染」め拡げたいというテーマを表

しています。 

最後に、参加者で検討したアクションプラン

をみていきます。このなかには、まだ実践レベ

ルに達していない項目も多く、引き続き調査が

必要ですが、私たち参加者が現在考えているこ

とが共有できたら幸いです。 

 

◎鶴岡版（人マネ）研究会の立上げ 

メインテーマで、各世代・役職で階層別に

対話ミーティングを開催。「トクな交わり」の

ネーミングは、旧庄内藩士と西郷隆盛との交

流、「徳の交わり」がモチーフとして、徳
．
を積

むことができる、お得
．
な情報が手に入るなど、

ワクワクを特
．

盛りにした対話ミーティング

にしたいという思いから。 

 

◎職員研修内容・成果のイントラ掲載 

知識は財産であり、共有して初めて価値が

あるという考えから 2020 年度から実践。研

修内容を可能な範囲でポータルサイトに掲

示することで、研修に参加できなかった職員

も内容を知ることができ、これまで関心がな

かった内容でも興味が生まれるきっかけと

なる。 

また、職員が得意分野を活かした内部研修

の実施、業務の参考となる様式集や手引き

（通知文書や交付要綱のひな型、説明資料

の見本、イベントの段取り表など）の掲示。 

 

◎「オナカマ（同じ釜の飯を食う仲間）」 

昼食会 

新採職員や若手職員の不安解消を目的に、

管理職や先輩職員に対して、理想の上司部

下の関係や、失敗からの克服方法、勉強し

て良かったことなど、普段聞きにくいこと

も気軽に交流できる場の創出。一方、管理

職にとっては、新採職員や若手職員の顔を

知れて、考えていることもわかる。 

 

◎職員データバンクの整備 

世代・部署間はもとより、職場内でも業

務外で交流する機会が少なく、庁内ですれ

違っても顔もわからない場合もある。 

庁内広報 rainbow をベースに、職員の顔

写真を含むプロフィールを登録、ポータル

サイトから閲覧できるデータバンクを整備。 

また、任意登録した得意分野や職歴など

をキーワード検索することで、プロジェク

トチーム編成や職員間の対話交流会の開催、

有志による自主学習会の設立など、人材探

しや人脈づくりに活用する。 

 

◎アラサー世代による、若手や新採職員への

所属課プレゼンテーション大会 

気軽に参加できる部活動紹介や就職説明

会をイメージ。 

新採・若手職員の異動に対する不安の払

しょく、キャリア形成への意識づけにより、

主体的な人事異動への意思表示を促し、適

材適所の配置と組織活性化を図る。 
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また、将来中核を担う 30 歳前後の職員

のプレゼン能力の向上、所属課への理解を

深めるとともに、職場の上司・同僚が助言・

応援することで、組織全体で次代のリーダ

ー候補を育成するといった風土をつくる。 

 

◎仕事スケジュールのイントラ登録と共有 

  ポータルサイトへの業務予定の登録を

徹底し、全庁的に共有する。打合せの日程

調整や、業務の行程管理、業務予定に配慮

した作業依頼などに寄与。総務部管理職で

実践済み。 

 

◎新しい生活様式に対応した研修実施方法

や、 庁内コミュニケーションの検討 

  リモート参加やポータルサイトでの動

画配信など、コロナ感染拡大防止に努める

とともに、参加者には受講しやすく、運営

側には日程調整や会場手配が簡素化する

方策を検討する。 

  また、リモート飲みやテイクアウトを利

用した各課互助会や同期会など、コロナ禍

でも親睦を深められる事例を調査し実践

する。 

 

◎大学生との本音トーク会の開催 

  ビジターやワーカーに選ばれる自治体に

なるために、大学生の声を聴き、何が求め

られているかを探ることが重要。 

 

◎職員意識アンケート調査の実施 

  2021 年２月に実施した職員意識アンケ

ート調査の継続実施。自主研修の参加意識、

職場環境の改善意識、ワークライフバラン

スへの意識など、定期的に実施することで、

経年変化や目標設定が可能。 

◎機構改革への提言（複線型人事育成など） 

３０代半ばで複数部署を経験している専

門員級が、行政職員としての目指す姿を考

え、管理職になるまでのキャリアパスを考

える最適な段階にあると考える。 

管理職への昇任における差異は設けない

ことを前提に、職員自身が目指す姿に基づ

きキャリアパスを選択できるような複線型

人事育成制度を提案。 

①職域（分野）による選択 

＜スペシャリスト＞ 

・特定分野を継続的に従事し、専門性の

高いスキルや知識を習得 

＜ゼネラリスト＞ 

・様々な職域を経験して、広い視野と知

識を習得 

②職務（役割）による選択 

＜マネージャー＞ 

・人材育成やチームワーク技術の向上 

＜プレイヤー＞ 

・高度なスキルと事業遂行力の向上 

【参考】静岡市「新人材育成ビジョン」 

出馬部会長動画資料 

 

◎予算編成への提言（業務改善枠の創設など） 

  多様化複雑化する地域課題に、職員が総

力を挙げて立ち向かうため、部署間・世代

間連携の一層の強化、次代の人材育成の環

境づくりが必要。 

組織力強化や人材育成を行い、心と業務

に余裕をつくり、より高い行政サービスを

市民に還元できる組織、厳しい社会情勢に

も耐えられる組織に改善していく取組に対

して、予算を措置。 
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コラム なんで私たちも組織のマネジメント 

    を考えないといけないの？ 

 

同僚である鶴
つる

壱
いち

くんと岡
おか

乃
の

さん（どちらも 30

代前半）が給湯室で、上司の徳
とく

有
あり

課長について

話しているようです。 

【鶴】部下の面倒見もいいし、ああいう課長に

なりたいよ。 

【岡】あら意外。昇進願望があったのね。朝礼

でも徳有課長が係間の連携強化を話され

てたけど、組織のマネジメントもしないと

いけないから大変ね。今後は特に。 

【鶴】まあ、自分は「昇進」より「昇給」願望

だけどね ww ていうか「今後は特に」って

怖いんですけど。 

【岡】私も先輩から教えてもらったんだけど、

うちの年齢別職員構成で、40 代が最も多

くて、私たち 30 代で一気に減ってるの。

30 歳未満の世代も増えてなかったはず。 

【鶴】へぇ～。 

【岡】10 年後、今の 40 代が 50 代になり、管

理職が増え続ければ、実働部隊は、私たち

や上の世代のベテラン職員が担うのよ。 

【鶴】管理職とか中間管理職の「幹部」が大発

生する“カンブリア爆発“の到来じゃん。 

 

 

 

 

【岡】その次の 10 年は“大量退職時代“だよ。

ベテラン職員が支えていた業務は、残った

私たちが引き継がないといけないから、一

人あたりの業務は増えそう。 

【鶴】こないだ研修にいた他市の人もそんなこ

と言ってたなあ。行財政改革のなかで業務

の見直しをしてるらしいんだけど、実際、

なかなか進まなくて大変なんだって。 

【岡】行革もそうよね。管理職だって大量の業

務をこなしつつ、組織内のことも考えない

といけない“プレイングマネージャー（選

手兼任監督）“が多くなるかもね。 

【鶴】「代打、代走、オレオレオレ♪」なんて、

気楽に言っていられないかもなあ。 

【岡】管理職になってから「組織のマネジメン

ト」を学び始める余裕も無いかもよ。 

【鶴】今から自分なりに組織のことを考えてお

かなきゃね。徳有課長は管理職のお手本に

なるよ。“徳ありがちょう“ってか ww 

【岡】もう！（私も、鶴壱くんみたいに話しや

すい雰囲気をつくってみようかしら） 

  

区分 職員数 標準的な職務内容

６級 62 課長・主幹

７級 28 部長・次長・参事

「令和元年度鶴岡市の給与・定員管理等について」より筆者作成 

世　代 職員数 管理職

40～47歳 515 17%

32～39歳 363 25%

※現在の管理職者数が維持された場合 
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付記 参加者の気づき、学び、変化、

今後の展望 

 

研究会への参加を振り返って 

（商工課 鈴木崇） 

 

 目の前の仕事をこなすことに追われる毎日

が続いている。仕事は大変なものであり、辛い

などと甘いことは言っていられないと思いな

がらも、仕事に対するやりがいや楽しさがいつ

の間にか無くなっている。ただひたすらこなす

のみ。 

 今回のメンバーの長谷川正行さんに参加の

オファーをもらって、何の迷いもなく、よろこ

んで参加した。東京にも行けそうだし・・・、

実際はコロナのせいで、オールリモートで主戦

場は別棟２号館 24 号室という近場、職員課の

佐藤直豊さんがきめ細やかな会場設定をして

くれたおかげで、トラブルなく研究会に参加す

ることができた。 

 研究会への参加をとおして気づいたことを

３つ。 

 ①仕事の忙しさを言い訳にしたくはないの

だが、研究会に参加するのは正直なところとて

も大変だったが、研修や勉強する時間がとれな

い仕事の仕方がそもそもただしいことなのか。

自分の能力のなさも痛感。 

 ②今回のメンバー３人は年齢や役職は違う

が、遠慮なく言いたいことが言えた。自分が一

番年上なので、他の２人がそのように感じてく

れていたらいいのだが。市役所全体がこんな感

じだったらいいのにと思えたが、全部はたぶん

無理だと思った。 

 ③キーマンへのインタビューでは、皆さんが

真摯に仕事に取組み、組織がよくなるにはどう

したらいいのかと考えていることがわかり、上 

 

 

 

 

から目線で申し訳ないが、大変心強かった。恐

らく、皆何かしらの組織論を持っている。 

 研究会のテーマでもある、対話を通じて問題

解決を図ることは組織が大きければ大きいほ

ど必要なことだと思う。そのような時間が取れ

る職場環境にしていかなければいけないし、今

回の研究会に参加させていただいた者として、

小さくてもアクションを起こしていかなけれ

ばいけないと考えているので、長谷川さん、直

豊さん、今後もよろしくお願いします。 

 

ICP 人材力診断 

        

人マネ 

参加前 

 

 

 

人マネ 

参加後 
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 研究会への参加を振り返って 

（厚生労働省派遣 佐藤直豊） 
 

本研究会には受講者＆派遣元の研修担当と

して参加させていただきました。 

コロナ禍で ZOOM を用いたリモートでの研

修となり、従来の研究会と比べて進め方がどう

なるか、研修効果が担保できるのか等々、不安

要素が多々ありましたが、一緒に参加いただい

た鈴木さん、長谷川さんが力強くグイグイ進ん

でくださったおかげで、何とか 1 年間を乗り切

ることができました。ありがとうございます。 

また、「組織のあり方」などという取材者自身

もよく分かっていないテーマについて快く取

材にご協力いただいた皆様、路頭に迷いそうに

なる度に、経験を活かしてアドバイスくださっ

た 1 期生の皆様、様々な局面でサポートいただ

いた職員課の皆様にも、この場を借りて御礼申

し上げます。 
 

この研究会では、1 年かけて、組織の現状を

分析し、将来の組織のありたい姿を考え、そこ

に向けたアクションプランを考える、というア

プローチで研究を進めてきました 

受講して特に感じたのは、「組織のあり方」と

いうテーマは、自分達のことではあるが、自分

事として考え、話す機会がこれまでほとんどな

かったのではないか、ということです。（私自身、

「そういうのは職員課の上の人の仕事」と思っ

て全く考えることがありませんでした。） 

総合計画や各分野の施策、財政状況について

は職員同士でも話す機会があろうかと思いま

すが、職員数や年代構成、人材育成のあり方等、

組織自体のあり方については、案外話をする機

会がなかったように思います。（例えばコラム

の職員人口ピラミッドの話、将来の自分の業務

量に直結する話ですが、余り知られていないよ

うに思います。） 

コラムにもありますが、今後 10 年、20 年

で職員の年代構成比は大きく変動していきま

す。20 年後は、今よりさらに少数の職員で、

かつ経験豊富なベテラン層が減っていく中、

仕事を回さなければいけなくなります。 

状況が変わる以上、人材育成の方針や各職

位の果たす役割も、現在の形にとらわれず、

その時々に合わせアップデートしていかない

と、将来大変そうだなと改めて感じました。 

組織の資源である「ヒト・モノ・カネ」の

「ヒト」についても、自分達自身で考えてい

ける雰囲気を、今後の活動を通してじわじわ

と作っていけたらなと思います。引き続きよ

ろしくお願いします。 
 

※今回、あるキーパーソンへの取材で、 

「新採職員の採用は 1 人 3 億円の買い物。採用

試験でしっかり見極めるように。そして一度採

用したなら、投資に見合うよう皆できちんと育

てること。」とのお言葉をいただきました。 

職員同士が、お互いそれだけの投資を受けて

きた貴重な人材として、相互に気遣い、育て育

てられ、しんどそうな時はスルーせずフォロー

しあえるような、そんな組織風土にしていけれ

ば、と感じました。 
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 研究会への参加を振り返って 

（職員課 長谷川正行） 

 

「世の中そんなに甘いもんじゃない」 

組織のマネジメントには興味があるし、仙台

や東京で他の自治体の人と交流できるのは楽

しみだなあ！気楽に行こう。2020 年 4 月時点

の自分に対して、先の言葉を言いたい。 

 

新型コロナのため全編オンライン開催。業務

時間は目前の業務で精一杯。自宅に研究会課題

を持ち帰り、提出期限ぎりぎりに間に合わせる。

研究会では慣れない「対話」を交わし、他の自

治体参加者の優秀さを前に自信喪失。普段は使

わない筋肉を酷使しているようで、研究会終了

後は常にぐったり。 

 

そんななか、支えとなってくださった皆さん

には、本当に感謝の気持ちで一杯である。 

取材に快く引き受けてくださった皆さんに

は、１時間以上も真剣にお付き合いいただき、

その後も温かい言葉をかけていただいた。 

人マネ１期生でマネ友の原田さん（管理課）

には、迷える私たち参加者を導き、「ゆるゆる朝

活」や、他団体イベントにお誘いいただいた。 

理想のリーダー像を示してくれる２人の先

輩、I さん（消防本部）と S さん（議会事務局）、

クセ強めで頼もしい後輩の I くん（地域振興課）

からは、学ぶところ多く、精神的にも支えてい

ただいた。 

 

もともと仲の良かった鈴木崇さんと佐藤直

豊さんとは、10 回以上の不定期水曜会を経て、

課題を乗り越え、今は「戦友」という感覚に至

っている。私は３人を「屋台骨の鈴木、人徳の

佐藤、化粧師の長谷川」と密かに称している。 

  

人マネでは、司会進行をしながら意見を引き

出す技術や、結論に至りそうな雰囲気を気にせ

ず、更に深掘りしようと延長戦を望む図太さを

鍛えることができた。苦労はあったものの、目

が醒めるほど得るものがあった。 

論文等をご覧いただき少しでも関心を持っ

ていただけたなら、ぜひ人マネ参加のご検討を。 

 

最後に、ポスターの「進・緩・染」は、なぜ、

新幹線らしからず「緩」なのか補足したい。 

 急進的な取組は弾かれ、長続きが難しい。 

まずは良い取組をじっくり浸透する土壌づ

くりをしたい。酒田市の参加者が提言する「し

ょませる（じわじわと浸透させ共感を得てい

く）」姿勢は、まさに「緩」である。 

土壌づくりは農業の基本だが、固い土に水や

肥料を与えても流れ出る。柔らかく耕起し、じ

っくり土壌改良して初めて芽が出る。 

土を練って作った土鍋
ど な べ

は、銅
どう

鍋
なべ

を比べて「緩

やかに温まり冷めにくい」。じっくりコトコト

全体が温まっていく特性は行政組織に通じる。 

組織内に「進」化の志を、「緩」やか且つ着実

に、じわじわと「染」め拡げていきたい。 
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