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１ はじめに 

１８年程前のこと。当時、全国知事会関係の事務を担当していた私は、知事会が主催

する政策検討会の場に鞄持ちとして同席したことがあった。会議の構成メンバーは各都

道府県の総務・企画担当部長。今後の自治体行政のあり方や政策について議論し、知事

会としての提言をまとめるという趣旨であったと記憶している。 

その場の様子は、今でも私の脳裏に鮮明に焼き付いており、いまだに忘れることがで

きない。会議は旧自治省からの出向組部長の独壇場。自ら手をあげて発言する都道府県

プロパー部長はほとんど皆無に等しかった。たまに発言を求められても、自らの地域の

現状や現に実施している施策・事業を語るばかりで、将来を見据えた問題意識、政策議

論とは程遠い内容であった。 

この出来事は、私が自治体の組織や人材、そして自治体職員の意識・能力のあり様を

考える上での出発点となっている。 

 

地方自治体には今、大きな変化の波が押し寄せている。国と地方の役割・責任分担を

抜本的に見直し、新しい「国のかたち」「自治のあり方」を再構築しようという、いわ

ゆる「地方分権改革」という歴史の波動である。 

こうした変革の時代には、様々な抵抗・軋轢を避けて通ることはできない。自治体が

真の地方政府へと脱皮し、地域の課題は地域が責任をもって決定・実行できるようにな

るため、自治体の組織・人材マネジメントには何が求められているのだろうか。 

 

   

２ トップダウンと職員 

 変革の時代には、トップのリーダーシップが非常に重要な役割を演じる。 

現在、トップダウン型の首長が多くなっているという現象（印象？）は、こうした時

代背景と無関係ではないだろう。自らマニフェストを掲げ、選挙という政治プロセスを



通じて民意を後ろ盾にした首長が、自治体組織の長として、住民のために政治的・行政

的手腕を発揮するという構図は、今日的な状況の下では本来のあるべき姿とも言える。 

 

一方、自治体で働く職員の側の受け止めはどうであろうか。もちろん、それぞれの自

治体によってケースバイケースであるが、多くの自治体職員は些かの「とまどい」を感

じているように思える。強力なトップの出現は、それまで自治体職員が長年培ってきた

価値観や仕事のやり方などに大きな転換を迫ることになるため、当然と言えば当然であ

る。むしろ、そこから先が極めて大事ではないかと思う。 

  

時には緊張関係に立ちながらも、トップと職員が膝をつき合わせ話し合い、信頼関係

を築き上げることが何よりも大切である。その上で、トップの考え方をメッセージとし

て職員全体にわかりやすく伝え、組織経営に反映させ根付かせていくことが不可欠であ

る。そのため、トップには明確な「志」と「度量」、一方、職員にはちょっとした「勇

気」と「覚悟」が必要となってくる。 

 

 

３ 組織・人材マネジメントの視点 ～ 専門性と総合性 

 我々はまさに激動の時代を生きている。これからの時代、自治体組織はどうあるべき

なのか、そしてそこで働く職員には何が求められているのか、その方向性について考え

てみたい。 

そのキーワードは、「専門性」と「総合性」の２つであり、この二律背反的な命題を、

組織・人材マネジメントの面でどう乗り越えていくのかという課題に直面している。 

 

（１）専門性の向上を組織の総合力に 

 専門性の向上という課題は、今後の自治体の役割、すなわち我々自治体がどう変わろ

うとするのかという点に深く関わってくる課題である。つい最近までは、国の専門家集

団に依存し、主に国が考えた政策・事業の執行機関として、最も効率的に機能する組織・

人材のあり方を考えるというのが、多くの自治体の作法であった。 

今後、自治体自身が地域のことは自ら責任をもって担っていく、そのための政策は自

ら選択していくというスタンスに立つとき、そこで働く職員の専門性やプロ意識を今ま

で以上に高めていくことが求められている。 

 

 自治体職員の専門性については、次の３つの要素があると考えられる。自治体の人材

マネジメントは、これらを組織全体の総合力として高めていくことを目指すべきである。 

① 行政の役割・仕事のベースとなる分野ごとの専門性の向上（税務、福祉・医療、

環境、産業振興、社会資本整備など） 



② 時代の変化に対応した新たな専門スキルの獲得・向上（ＩＴ、外国語、企業会計、

政策法務・財務、ファシリテーションなど） 

③ 組織のリーダーとしてのマネジメント能力の向上 

 

さりとて、一口に専門性の向上といっても、事は人の成長に関わるだけに、一朝一夕

に片付く話ではない。そこには、中長期的視点に立ったビジョンと戦略が必要である。 

組織として、どういう人材・能力を必要としているのか、職員の意欲や適性に応じて

どのようなジョブローテーションや研修の組み合わせが考えられているのか、将来的に

どのような登用の可能性があるのか、などを職員全体に明らかにし、早い段階から自ら

の将来の可能性を選択できる、透明性の高い仕組みが求められている。 

自治体行政に対するニーズ自体が多様化、専門化、高度化する中で、職員一人ひとり

が全ての分野をカバーすることはますます難しくなっていることを考えると、その必要

性は日増しに高まっている。 

 

ただ注意すべきは、書き物としてのビジョンや戦略がいくら立派であっても、それだ

けで人が能動的に動くと期待するのは早計であるということ。「納得感」や「信頼感」

を得ることができなければ、絵に描いた餅として形骸化することは避けられない。そこ

には、トップダウンだけに頼らない「職員参画型」マネジメントと着実に実行していく

意思と実行力が求められている。 

 

 ３つ目に掲げた専門性、組織のリーダーとしてのマネジメント能力の向上という点に 

ついて、若干補足しておきたい。 

自治体の中では、一般的には「ジェネラリスト」に必要な能力として「幅広い視野」

とか「管理能力」とかが取り上げられることが多いように思う。時には「バランス感覚」

という言葉で語られることもある。これらの必要性自体を否定するつもりはないが、こ

こでの「マネジメント能力」は、それらを包含しつつも本質的には異なる能力を意味し

ている。端的にいえば、「リーダーとして組織の目標を明確に示し、組織内の信頼関係

を醸成しながら、構成員が自ら考え行動できるよう背中を押したり引いたりしてやるこ

とのできる能力」のことを指している。 

 

 人の労働に関する価値観やモチベーションのあり様も、高度成長期の日本とは様変わ

りしている。既に机に語らせる時代ではなく、リーダー一人ひとりの力量が問われる時

代になっている。そのため、これからのリーダーは、どうすれば組織や人は動くように

なるのか、しっかりとした専門知識と経験を積み重ねていく必要がある。 

 

明確なビジョンをもつこと、自ら語る言葉を磨くこと、コミュニケーションの手法を



学ぶこと、人の心理や行動に関する理解を深めることなど、それらを個人の資質や経験

に任せるだけでなく、組織としてフォローし、次代を担うリーダーを育てることが急務

である。 

 

（２）政策としての総合性、人材としての総合性 

国の官僚組織は、まさに縦割りの機能別組織、専門家集団として日本の行政を担って

きた。しかし、こうした縦割りの仕組みについては、さまざまな弊害や無駄が指摘され

ており、住民からみても的を射たものが尐なくない。このことは、成熟した日本の社会

においては、行政の専門性（時にそれはパーキンソンの法則に支配される）と同時に、

全体としての行政の最適化、総合性がより強く求められている証でもある。 

 

自治体の場合は、住民により近い存在であるだけに、その要請はより強いと言えるだ

ろう。地域が抱える課題を解決するためには、機能別や縦割り型の従来の発想だけでは

対応しきれなくなっている。住民に近い自治体こそが、総合的な行政を担うことが求め

られている。こうした状況は、もう一方の専門性の向上という要請と、ある意味、トレ

ードオフの関係にあり、自治体組織のジレンマともなっている。器としての組織・機能

の再編だけに着目しても決して解決しない課題だからである。 

 

野球の守備を想像していただきたい。たまに、どこでもこなせるオールラウンドプレ

ーヤーは存在するが、基本はピッチャー、キャッチャー、サード･･････と専門分野に分

かれている。個々人の守備能力を高めることが、そのチーム全体の守備力の向上につな

がってくる。しかし、いかに個人の守備能力を高めても、さらには、守備位置をバッタ

ーに応じて工夫したとしても、その間に落ちるヒットは必ず存在する。むしろ、ヒット

になった時、あるいはランナーが出た時の連係プレーの優务が、試合の勝敗を分ける場

合が多いのではないか。これこそがまさに組織力というものであると思う。 

 

自治体組織に置き換えてみると、機能別組織をいかに全体として価値を生み出すよう

な方向で機能させていくのか、そうした視点での取り組みこそが求められているのでは

ないだろうか。 

 

第一に、機能別組織が進むべき方向性を、全体として調整する官房組織の役割が重要

となってくる。首長がマニフェストで掲げるような地域の政策的課題は、多くの場合、

一分野の施策だけで解決できるようなものではない。多分野に亘る横断的な政策をパッ

ケージとして進めることが求められている。 

これまでは、資源（人や予算）を束ねる内部管理部門が資源配分という観点からその

役割を一定程度担ってきた。今後も限られた資源の中でより効率・効果的にという視点



は欠かせないが、管理偏重に陥らない改善・工夫が必要だろう。より現場に近い各部門

への組織内分権を進め、個別の施策・事業のＰＤＣＡを任せる一方で、多部門に跨る課

題については、より政策オリエンテッドな役割を担う官房組織が、施策やプロジェクト

の調整機能を発揮する仕組みを確立していく必要がある。 

 

第二に、スピード感をもって部門横断的な課題に対応するには、既存の組織の枠組み

にとらわれない、柔軟な組織形態を採り入れていく必要がある。特定の課題を検討し政

策立案を進める、部門横断的なプロジェクト・チームやクロス・ファンクショナル・チ

ームのようなものである。 

これについては、組織内での位置づけ、実行段階までの役割・責任分担、成果に関す

る人事的な評価など、組織的なコンセンサスを形成していく上でクリアすべき課題も多

い。新潟県においても試行錯誤の状態ではある。しかし、次々と現れる多様な課題に対

し、迅速に関係部門の協力体制を築き、組織の総合力で対処していくため、こうした取

り組みを組織の中に根付かせていくことは是非とも必要である。 

 

第三に、人材という面から言えば、これからの自治体職員は、単に、立ち回り上手や

バランス感覚重視の「ジェネラリスト」というだけでなく、自らの専門性を基に、行政

と大学、企業、ＮＰＯ、住民等をつなぐ「知のネットワーク」を形成・活用する能力の

如何が問われてくる。自治体が担う総合行政とは、地域全体の総合力を結集するもので

なければならないからである。 

 

 

４ 基本は職場、そして仕事のスタイル 

 構造は長い年月の中で人の認識や意識を変えていく。 

自治体職員をあり様を変えたいという時も、組織や制度といった大きな仕組みを変え

るということは重要である。 

 

その一方で、個々の職員のレベルまで考えると、それだけでは職員の意識や行動原理

は変わらないということをこれまで経験してきた。 

職員にとって、組織とは職場であり、現実とは今自分自身が向き合っている仕事その

ものである。職場の一人ひとりが自らの仕事のスタイルを変える必要性に気づき、実際

に行動として変えていくこと、それが周りからも認められるということが基本であり、

そうした職場風土を築いていくことが何よりも大事である。そのために職場のリーダー

が果たす役割は極めて大きい。 

 

（１）目標の「見える化」と自ら考え行動する「くせ」 



 自治体職員には、私も含めて、自らの仕事について方法論を考えることは得意であっ

ても、そもそも何のためにと考えたり、目標を決めたりするのが苦手な人が多い。それ

らは他から与えられるものという固定観念であったり、目標を達成できなかったときの

マイナスイメージが先行したり、あるいは前例踏襲や国準拠・自治体均衡という古き伝

統からではないかと思う。 

 最近でこそ、施策・事業にＰＤＣＡの考え方を採り入れている自治体が多くなってい

るため、公務に目標設定は馴染まないとの迷信は多尐改善されつつあると思うが、個人

の仕事のレベル、さらには能力開発のレベルまで落とし込んで取り組んでいる自治体と

なると、その数はいまだに尐ないのではないか。 

 

 人は成長するもの、変わりうるものという人間観に立って、人材マネジメントを考え

るならば、一人ひとりが自らの仕事や能力開発について、自ら考え目標を立て、過程や

結果を振り返り、次のステップにつなげるという仕事のスタイルに変え、それを「くせ」

にしていくこと、職場としてはその動機付けをしていくことが極めて重要であることに

気づくはずである。 

その際に大切なのは、頭でイメージするだけでなく紙に書き出すこと。つまり「見え

る化」し自ら確認するとともに職場で共有すること。その積み重ねこそが、各人の無形

の財産となり、キャリアビジョンを考える基盤ともなる。 

 

（２）上意下達から現場重視へ 

 国に対する自治体の優位性とは何か。 

現在でも間違いなく言えることは、住民・現場に近いこと、地域の状況をよく知って

いることであろう。こうした強みを生かすためには、職員自身が住民の声や現場の中か

ら課題を発見し、住民や他の自治体とも協力しながら、時には専門家の助けも借りなが

ら、課題解決に向けて取り組んでいくことが必要である。 

 

 地域が独自に政策を創り、実行していくことも、こうした現場を重視した仕事のスタ

イルをさらに深化させた延長線上にある。 

職員それぞれが、地域を知り地域を愛すること、外向きのアンテナを敏感にし外部と

のネットワークをつくること、そして内外の情報の結節点（頼りにされるというような

意味）となる気概をもって仕事に取り組むことができたらすばらしいと思う。 

 

（３）対話の内在化と組織内のコミュニケーション 

 自治体の仕事は、近年明らかに質が変わってきている。 

住民の期待・ニーズの複雑・高度化、アウトソーシング等による定型的な仕事の減尐

などにより、すぐには方向性や答えのみつからない仕事、新しい専門的知識が必要とさ



れる仕事、複雑な調整が求められる仕事など、いわゆる難しい仕事の割合が急速に高ま

っている。また、期待される仕事のスピードも年々速くなっているようだ。 

  

従来であれば、担当職員がコツコツと方針案や対応案をつくり、それを管理職が判断

し意思決定していくという仕事の進め方が効率的であったかもしれない。しかし今は、

そのような仕事のスタイルに固執しては立ち行かなくなりつつある。最初の段階から職

場のリーダーや周囲の職員、他所属の関係職員等も巻き込んで、方向感を確認しながら、

意見を出し合いながら検討を進めていくというやり方がむしろ近道である場合が多い。

また、組織内のコミュニケーションを活性化させ、情報の共有化を進めるという組織経

営の観点からも、共に考えていくという場面を増やしていくことが大切である。 

 

そのため、いわゆる伝達・説明型の会議だけではなく、ファシリテーションやダイア

ログという手法を多くの職員が身につけ、対話そのものを仕事のスタイルとして浸透・

定着させることが重要な課題となっている。 

 

 

５ 組織変革についての一考察 

 組織を変えるということは、職員の意識や行動原理を変えることに他ならない。 

 透明性の高い「人事評価・人材育成制度」なるものも、職員にキャリア形成のビジョ

ンや「こういう知識や技能、仕事のやり方が評価される」という、構成員のあるべき行

動原理をトップのメッセージとして示し、組織全体をその方向に変えていくため欠くこ

とのできない制度的インフラである。 

 

 ところが、制度はつくったけれど……という組織がいかに多いことか。その原因は何

かと探ると、制度そのものというよりも、その運用面に対する職員の「信頼感」と「納

得感」の不足、そして、もっとその根底にあるのは職場の中での上司と部下の信頼関係

のあり様に起因しているのではないか。 

 変革を進めるに当たっては、実は、基本となる職場の信頼関係の醸成やコミュニケー

ションのあり方にも十分目を配り対策を講じることがポイントになる。やはり、ここで

も鍵となるのは、職場のリーダーである。 

 

これは人事評価制度などに限った話ではない。人には誰しも変わることに対する抵抗

感が尐なからず存在する。そのハードルを超えるには、強いモチベーションと普段以上

のエネルギーを必要とする。自治体職員の場合、人によっては、それが「志」であった

り「使命感」であったりもするが、自ら継続して変わろうとするには、幾ばくかの「達

成感」が必要である。何かをやり遂げたと自分で思えた時、それを同僚や上司、あるい



は外部の関係者から認めてもらえることで人は達成感を感じるもの。そうした達成感や

成功体験を分かち合うこと、また、その積み重ねによって、職場での信頼関係が形成さ

れていくものだろう。そうなれば、変わることが楽しいと感じられるようになり、自然

と歯車が回り出すのではないだろうか。 

これは、この２年間、人材マネジメント部会に携わり得られた１つの到達点でもある。

また、こうした思いから、現在、いくつかの職場・部門を巻き込んで「小さなサクセス・

ストーリー」づくりに取り組んでいる。 

 

 さらにこの場を借りて、改めて、これまで人材マネジメントや組織変革に関わった経

験、人材マネジメント部会を通じて学んだことを、「組織変革推進の心得１０カ条」と

題して、自分なりに整理してみたのでご紹介したい。 

【組織変革推進の心得１０カ条】 

① 日常の業務を通じた信頼関係なくして、変革の賛同者は現れない 

② 「目的」と「戦略」について関係者の共通認識の形成に時間をかける 

③ 組織の現状把握・分析（変革の浸透度を含む）を定期的に行う 

④ 大きな仕組みづくりは、できるだけ早い段階から「職員参画型」で進める 

⑤ 理屈は必要だが理屈だけでは人は動かない。理屈よりも自らの行動で示す 

⑥ 推進する側の「思い」は、労を惜しまず自ら足を運んで熱く語る 

⑦ 変革にスピード感は大切だが、急ぎ過ぎない（小さく産んで大きく育てる） 

⑧ 状況変化に応じて、改善、時には退却にも躊躇しない 

⑨ 「遭難」に到る分岐点では、自らの経験（多くは失敗の経験）こそが命綱 

⑩ 楽しくなければ続かない。大きな目標を小さな達成感に分けて楽しむ 

 

 

６ 終わりに ～ 職員の成長とは？ 信頼とは？ 

 ここまで、私自身が新潟県という組織の中で、実際にやってきたこと、これからやろ

うとしていることを背景に、自らの考えを述べさせていただいた。 

 つまるところ、昨年度の論文の冒頭で書いた「組織の新たな力は職員の成長から生ま

れる」というフレーズに行き着いてしまう。やはり、そこに組織・人材マネジメントの

原点があるということだろう。 

 

 加えて、最近よく感じるのは、人と組織、人と人との信頼関係の重要性である。 

もう７年前のことになる。新・職場研修なる新制度導入の説明会の場面で、私の上司

（係長）が、ある職員から「職員の成長とは何か？」という質問を投げ掛けられたこと

があった。その時の上司の答えは、「この人だったら安心してこの仕事を任せられる、

彼だったらこれをなんとかしてくれそうだと、上司や同僚など周囲の人の信頼の幅が広



がっていくことではないか。」というもの。突然の禅問答に見事な回答だったと思う。

以来、「成長とは信頼の幅が広がること」という言葉が、私の座右の銘になっている。 

 

 それでは、リーダーに対する信頼感はどのように生まれるのだろうか。 

 

私はかつて、山の世界に浸っていた時期がある（今では面影がないかもしれないが）。

チームで登攀するアルピニズムの現場は、極限的な状況に近づけば近づく程、メンタル

な要素がストレートに行動に現れる世界。良かれ悪しかれ、それぞれの人の本質が垣間

見えてしまう。そこでのリーダーが信頼されるための条件とは何か。私は２つのことが

大切と考えている。困難な局面ほど自ら先頭に立つこと、そしてメンバー一人ひとりの

意見に耳を傾け、決断し、チーム全体に安心感を与えることである。 

 

また、一昨年７月、新潟県中越沖地震の直後、ある村の現地対策本部でお手伝いをし

ていた時のこと。夜半過ぎ疲れ切った中で村の職員の方からこんな話を聞いた。 

「地震が発生した時は、職員もみんな混乱してしまい大変な状況でした。でも、その

時、うちの村長は『信なくして人は立たず』と職員に向かって言ったのです。本来は、

信頼されなければ人を動かすことはできないという意味かと思いますが、うちの村長の

メッセージは『私は職員の皆さんを信頼しています』というものでした。それでみんな

の心が一つになれたのです。」 

この象徴的な出来事は、首長という自治体トップに限った話ではない。人から信頼を

得るためには、まずは自分がその人たちを信頼することが前提である。 

 

 最後に、自戒も込めて、新潟県長岡市出身である故・山本五十六海軍大将の有名な言

葉を紹介させていただきたい。私自身は、最近になってその言葉の深さが改めて感じら

れるようになった。人材マネジメント部会に参加された皆さんの、何らかの気づきにつ

ながれば幸いである。これからも共に成長していきましょう。 

 

『 やってみせ、言って聞かせて、させてみて、ほめてやらねば、人は動かじ 』 

これは、次の言葉へと続く。 

『 話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば、人は育たず 』 

『 やっている、姿を感謝で見守って、信頼せねば、人は実らず 』 
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