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はじめに  

この論文は、平成２６年度に早稲田大学マニフェスト研究所・人材マネジメン

ト部会に筆者３名が市代表者として参画し、所属組織の変革を担う視点、経営層

目線での変革シナリオ、それぞれに求められるリーダーシップ等の領域において

実践的な研究を続けた成果をとりまとめ、次年度以降の継続的な振り返りによる

成果創出の基盤とすることを目的とする。 

この論文は、第１章で本市の組織・人材の現状分析を行い、結果を踏まえた本

市の組織・人材のありたい姿について論じる。第２章では、第１章の分析で得ら

れた組織・人材のありたい姿を実現するために必要な施策を論じ、実際に私たち

が行った施策を報告したい。第３章では、第１章、第２章での結論を踏まえ、今

後の本市においての次年度に向けた展望、自分たちとしての取組シナリオ、１年

後の目指す状態と変化について論じる。 

具体的には、平成２６年４月から平成２７年３月までの間に、人材マネジメン

ト部会での研究を通じ、本市の組織・人材の現状分析のために階層別のダイアロ

グを行い、また本市の組織・人材のありたい姿を探るためキーパーソンインタビ

ューを行った。これらの結果、本市には４つのコンピテンシー（知識獲得力、組

織的行動力、コミュニケーション力、未来志向型問題解決力）と、その基礎とな

る組織愛、肯定感を持つ職員が増えることが必要であると判断した。そして、こ

のような職員が増えることを目的とし、総合計画の作成にかかわるプロジェクト

「We-MAP」を企画政策課と連携し立ち上げた。以下、これらの研究及び活動の成

果、また今後の展望を報告する。
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１ 組織・人材の現状を探る ～「グループダイアログ」の実施～ 

  人材マネジメント部会では、組織の中でリーダーを育成し、組織が活性化す

ることにより地域が自立し、創造されることを目指している。組織活性化のた

めにまず我々は、本市の現状を把握することからはじめることとした。 

  当初は、年齢・性別・役職別のアンケートを実施する予定だった。しかし、

本市では、平成２４年からコーチエィ株式会社によるコーチング研修を全庁的

に行っており、その中で全職員向けのアンケートが行われていたことから、同

じようなアンケートを行うのではなく、まずは職員課で実施している本市職員

の状況を調査した上で『ダイアログ』により現状把握を行うこととした。 

職員課からは、 

①  職員研修視察実施状況 

②  職場研修助成実績 

③  年度別自主研究グループ一覧 

④  外部研修・講座等の支援実績 

⑤  職員提案・グッジョブおだわらの実施状況 

⑥ コーチング成果を図るための全庁アンケート実施結果 

等の資料を収集した。 

その結果、本市ではすでに、人材育成（コーチング、各業務の研修）、職員同

士のコミュニケーションの向上（互助会旅行、班活動、運動会）、職員の仕事に

対するモチベーションアップ（職員提案、グッジョブおだわら、人事評価制度）

を図るためのさまざまな施策を実施しているが、その効果測定ができておらず、

良い取組みにもかかわらずあまり活性化していない施策もあることが分かった。

これは、組織活性化の施策とそれを望んでいる職員がうまくマッチングできてい

ないという問題が生じていると考えられた。 

そこで、本市の組織の現状を、職員がどのように捉えているかを把握するため、

主事クラス（経験２～５年程度）、主査クラス（経験１３～１５年程度）、係長ク

ラスの３階層に分けたグループダイアログを実施した。副課長以上のクラスに対

する意見聴取については、「このグループダイアログに賛同してくれないのでは

ないか」という“思い込み”により、声をかけやすい係長以下の３つの階層で実

施した。しかし、この対象者の選定は、組織全体の現状を把握するには不完全で
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あり、そのことが人材マネジメント部会の夏合宿で幹事から指摘される結果とな

った。 

実施内容は次のとおりである。勤務時間外の自主的な参加であったが、多くの

方が積極的に協力してくれて、様々な意見を聞くことができた。 

(1) 実施内容 

【目的】組織・人材の現状を把握する 

【日程及び参加者】 

   平成２６年４月３０日（水） 17：30～19：00 主事クラス（１２人） 

   平成２６年５月 ７日（水） 17：30～19：00 主査クラス（１１人） 

   平成２６年５月１６日（水） 17：30～19：00 係長クラス（１５人） 

   ※参加者に加え、人材マネジメント部会の３人がファシリテーターとして

参加。 

【場所】本庁舎福利厚生室 

【内容】グループダイアログ及び各班からの発表 

テーマ：「市役所の今とこれからを語ろう！」による 

【実施方法】 

・参加者を３つの小グループに分け、それぞれに人材マネジメント部会の 

３人をファシリテーターとして配置。 

・まず「現状について」について、「組織について」「自分自身について」と

いう観点に分けてダイアログを実施。 

・その後、今後の望ましい組織、自分自身についてダイアログを実施。 

・各グループの内容を全体で共有。
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日時：平成２６年４月３０日（水）17:15〜19:00 
場所：市役所福利厚生室 
対象：入庁２年目から５年目までの主事級職員 
内容：「組織について感じていること」をテーマとした５人×３グループでのダイアログ及び

各グループでの発表 
   (1) 17:15～18:15「市役所の今」：組織の現状について感じていること 

   (2) 18:15～18:45「市役所のこれから」：あるべき組織の姿について感じていること 

   (3) 18:45～18:55 発表 

参加者：１５名 
 
 

市役所の今 市役所のこれから 

・仕事が多く余裕がない。 

・業務量が多いので自分の中にしか意識がいっていな

い 

・後輩の育成、教育ができていない。 

・仕事を持ちすぎる。 

・財政難で予算がどんどん削られる 

・団結しにくい。職員間で仕事に対する意識の差があ

る。 

・上司にきちんと書類を見てほしい。 

・決裁がざるな人がいる。 

・（上司が）全角半角をそろえるなど細かい。 

・人事配置が変わって課の雰囲気がよくなった。 

・理解のある上司がいないこともある。 

・上が変わると事務が変わりすぎる。 

・上司の好みが事務に反映される。 

・人事異動で人が減り大変 

・人事配置に問題があるのではないか。原因が見えな

い。 

・係長の声が大きいところに人材が集まる。課のバラ

ンスが崩れる。 

・全体のバランスを見れる上司が少ない。組織全体を

考えるべき。 

・自分の事務と目的が結びつかない。 

・事業を減らすべき。 

・人を育てようとする意識が低い人がいる。 

・飲み会はいい機会となる。相手を知ることができる。 

・やらなきゃいけない仕事をやらなくてもわからな

い。 

・女性に対する気遣いがない（飲み会など酌をしない

といけない雰囲気がある） 

・周りが見えるようになりたい。もっと全体を見れる

ようになりたい。 

・責任を持って仕事をしたい 

庁内との連携をもっとしたい 

一人ひとりの職員がワンストップサービスができる

だけの意識を持つ 

・人事担当の職員を増やす 

・適材適所の人材配置をする。そのために人事担当が

ヒヤリングをすべき。 

 

 

早稲田大学マニフェスト研究所人材マネジメント部会研究資料 

「市役所の今とこれからを語ろう」～主事編～ 

グループ１（黄金井班） 
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【所感】 

自分のことよりも組織への不満が多かった。特に上

司へ対する不満が多く、決裁をきちんと見て欲しい、

契約書の文言や前年の数字をそのままにして決裁文

書を作る 

【所感】 

人事配置の問題で職員間のやる気の差について問題

視していた関係なのか、職員課が所管の求める人材に

ついてヒアリングをして人事のマッチングがしっか

りしている 

などのミスを犯してもそのまま決裁される等の不満

がある。 

 一方で、前年度と同じひな形で起案しても今年度は

修正を求められるなど、細かいレイアウトなどは見て

いることに大局的視点を求めていた。 

 課内の係長の力関係により人材が偏ることがあり、

結果課としての能力が低下している場合があり、課長

クラスは全体のバランスを見て係員を配置してほし

いと思っている。 

自分自身のことに対しては、業務量が多いためその場

のこなしをするのが精いっぱいで事業の目的を考え

たり、全体を見る視点が育たないことを自覚してい

た。 

組織を理想としている。 

縦割り行政で窓口で市民から相談を受けた職員が所

管が分からなければ人に聞くなどして、担当窓口まで

案内するまで寄り添うワンストップサービスができ

る人材がいる職場が理想との意見ある。 

自分のことは、現状とは逆に周りが見れるようになり

たい様子。庁内連携を希望する点は 1 カ所目だけの若

手独自の視点かもしれない（異動を繰り返すと職場に

よっては連携する職場もあるためそういった意見は

少なくなるのかもしれない） 

 
 
 

市役所の今 市役所のこれから 

・見てくれているなと思えるので嬉しく、モチベーシ

ョンになる。 

・上の人の何気ない声かけが嬉しい。 

・上に発言できる雰囲気がある。 

・課長、係長を含めてだれにでも聞きやすい雰囲気が

あり、係りをまたがっても聞くことができている。 

・組織で何をするのかはっきりしている。 

・やりがいを感じる。 

・上の人がフォローをしてくれる。 

・居心地が良い。 

・やりたくないことはやらない人もいる。 

・人に聞きたくても聞けない雰囲気がある。（個人の

課題でもある） 

・責任の押し付け合い。 

・自分の聞きたい答えが返ってこないとモヤッとす

る。 

・やる業務がはっきりしていない。 

・自分の仕事がはっきりしている。 

・上が抜けて（昨年の教育担当でとても頼りがいがあ

った）逆にチャンスだと思った。 

・人に聞くようにしている。 

・自分のモチが高いと組織も良くなるんじゃないかと

思う。 

・組織の責任だから、皆が知っていないといけないと

思っている。 

・意見をいうようにしている。 

・２年目になって他の課とも話をするようにした。 

・自分でやる。 

・やっぱり気合いでしょ！ 

・皆がムラなく何でも知っている。（お客さん視点で

考えると） 

・自分の仕事＝（双方向のイコール）＝課の仕事 

・ちょっとした余裕がある職場 

・（仕事の面で）かっこいい先輩がいる。 

・職員同士で気遣いができている。 

・市長視点で良い職場って？？？ 

・あんまりわかんない。 

・結局、成果・数字でしか判断されないのではないか。 

・なんか活気があるなというのは感じるのではない

か。 

 

グループ２（上田班） 
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・組織のせいにしてしまいがちだが、それだと変わっ

ていかない。 

・人に聞きたくても聞けない。（組織の課題でもある） 

・組織のせいにしてモチが下がってしまっていると感

じる。 

 

 
 
 

市役所の今 市役所のこれから 

・採用試験後、1 回しか昇任試験がなく競争がない。 

・試験が１回しかないので評価されにくい。 

・以前の職場に比べて私語ができず、普段のコミュニ

ケーションが取りづらい。 

・景気が良くなって民間のお給料が上がっても自分達

は減るばかり。民間とは違うと感じる。 

・仕事の押し付け合いが多い。 

・庁舎内が暗い。朝からどんよりした気分になる。 

・電話の量が多く、執務時間中はほとんど電話対応に

追われている。 

・身につけた仕事を自分なりに改善したいが、異動が

早く中途半端になってしまった。 

・財政課など他課との交渉は難しい。 

・仕事の仕方がなあなあになっている。なんとなく時

間が経過して終わることが多い。 

・丸くおさめてる…？ 

・分からないことがあったらどうするか⇒直接教わる 

・分からないことがあったらどうするか⇒まずはＨＰ

などで調べる。 

・分からないことがあったらどうするか⇒マニュアル

を見て覚える。 

・どこが担当課なのかわからないまま、案件が迷子に

なっている。 

・ことなかれ主義 

・とりあえず断るという姿勢の職員が多い。 

・各課との関係づくりを大切にしている。 

・結束力がある 

・課内でのコミュニケーション促進のため、ゴーヤな

どの自然栽培をしている 

・課のメンバーは仲良し。休日に山登りすることも。 

・予定がたてやすい、休みが取りやすい。 

・前日に次の日にやることリストを作成しており、活

用。 

・とにかくしっかりあいさつするよう心がけている。 

・運転している時が好き。市内の状況を勉強できる。 

・自分がやったことを残したい。 

・色々な課を経験してみたい。 

・組織のメンバーは良いとおもう。 

・先のことを考えるとたくさん不安はあるので、悩み

は考えないようにしている。 

・（自分が）自信を持っている。 

・立場にこだわらず、仕事をしやすくできるようにす

る。 

・記憶力を身につける。 

・ぶれない信念を持つ。 

・整理整とんを心がける。 

・相手の目線に合わせられる人になる。 

・異動前に自分がやったという何かを残したい。 

・仲間を 1 人にしない。声を掛け合う職場づくり。 

・後輩を気にかけられる先輩になる。 

・相手の状況を見る、考える。 

・決断力のある上司がいる組織 

・目的・方向性が一致した組織 

・楽しく働ける組織 

・今さら聞けない、でなくいまさらでもいいから聞け

る職場 

・分からないことを分からないと言える組織 

・分からないことがないようにする 

・放置する、される人がいないこと。 

・楽しいと思える職場 

・報告がしっかりできる 

・互助精神が大切 

・根元から理解ができる人になりたい！！ 

・注意力を持つ 

・後任の人のことを考える 

・公私をバランス良くわけられる 

・引き継ぎしっかりできる 

・責任感と行動力 

・良くないと思ったことを反面教師として学ぶ。 

・変化をこわがらない 

・誰かのために働くという精神を忘れない。 

・仲間想い 

・しっかり議論できる 

・上司との距離が近い 

・目標を持って仕事をする 

・うわべだけでなく、相手に深くかかわること 

・礼儀 

・自分がキャパシティーが足りないないので、キャパ

を広げたい。 

・職場を明るく。 

グループ３（清水班） 
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・同期の仲が良い。 

・仕事がら、管理職の方々と話す時間が多く勉強にな

る。 

・対人対応が難しい。 

・人の顔が覚えられない 

・同期の様子がわからない 

・あいさつしても返さない、無愛想な職員がいる。 

・不親切な職員もいる。 

・市民に質問されても他課の仕事内容が分からないの

で 

・仕事に対して創意工夫ができる職場 

答えられない。 

・事務的なことが身につかないまま年数を重ねてい

る。 

・日々の業務に追われてしまってじっくり考える時間

が少ない。 
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日時：平成２６年５月７日（水）17:15〜19:00 
場所：市役所福利厚生室 
対象：入庁１３年目から１６年目までの主査級職員 
内容：「組織について感じていること」をテーマとした５人×３グループでのダイアログ及び

各グループでの発表 
   (1) 17:15～18:15「市役所の今」：組織の現状について感じていること 

   (2) 18:15～18:45「市役所のこれから」：あるべき組織の姿について感じていること 

   (3) 18:45～18:55 発表 

参加者：１４名 
 
 

市役所の今 市役所のこれから 

・正しい評価がされていない。 

・人数が減って業務が多い、ゆとりがない。周りが見

えない、自分のことで精いっぱい。 

・目標がない、夢がない。次の希望部署がない。 

・前例を踏襲してしまう。 

・人の話は聞くようにしている。市民対応が良い。 

・縦とのコミュニケーションが取れている。 

・不要な事業がある。 

・組織が以前と変わってきている。（人が減る、職員

の意識が改善するなど良くも悪くも） 

・役職の職員が多く、ひら職員が少ない、頭でっかち 

・職場環境が悪い。寒い暑い 

・係長の力量に差がある。 

・職員数が少ない。人が育たない。若手の積極性がな

い。 

・同僚とのコミュニケーションがとれている。 

・仲が良い 

・課の雰囲気が良い。 

・市民対応が良くなっている。 

 

・処理能力を上げる。 

・優先順位をつけるのがうまくなりた。 

・スケジュール管理をしっかりしたい。 

・後輩を育てたい。目標をすえて仕事をする。 

・挨拶ができる。 

・人を増やす。 

・誰が異動しても仕事が回る、担当以外の人もわかる

ようジョブローテーションができる。 

・支援システム導入により職員の負担が減っている。 

・事業のスリム化。 

・適材適所ができている。 

・若手からの提案がどんどん出る。 

・年休が消化できる職場、休憩がしっかりとれる職場。 

【所感】 

悪い点だけでなくいい点も意見が出た。若手と同じ

く、組織についての問題点について意見が多く職員数

の不足、人事、上司のマネジメントについてが多数意

見。また共通事項として課の雰囲気がいいとの意見も

ある一方で、若手の積極性がなく、入庁時すぐと比べ

て積極性が低下している、自分の抱えている仕事のほ

かには受けたがらないなど、主査の視点での意見もあ

った。 

 

【所感】 

・ジョブローテーションや、事業のスリム化、支援ソ

フト導入などで職員の負担を減らすなど具体案が提

示されたのが主事級とは異なる。 

 年休消化など、主査級が責任を持って？か、あまり

年休消化ができていないのか３件類似意見があり、主

事級とは異なる。 

早稲田大学マニフェスト研究所人材マネジメント部会研究資料 

「市役所の今とこれからを語ろう」～主査編～ 

グループ１（黄金井班） 
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市役所の今 市役所のこれから 

・「やらないならやめろ！」という雰囲気ではない＝

育成の視点が大切になる。 

・仕事のスタンスに温度差がある（それでも許されて

いる状況・悪い点でもある） 

・いろいろな働き方を容認してくれる。 

・広域連合は「後は野となれ、山となれ」という雰囲

気だったが、市はそうではない。 

・育休、介護休暇など福利厚生がしっかりしている。 

・やればやるほど仕事が回ってくる。 

・上司、先輩の指導に課題がある。 

・係長の仕事が多すぎてマネジメントができない。 

・係長にリーダーシップを出してもらいたい。 

・やらずに、「グッ」と待っていると、それですまさ

れてしまう。 

・人のタイプ（適正）を見ての人事ができていない。 

・責任感がない職員が多い。 

・異動サイクルが短くて、知識、技術が向上しない。 

・組織目標が共有されていない。 

・個人別目標の管理がされていない。 

・職場としては楽しいの「だけど・・・・」。（楽しく

話せるというだけで、よい仕事をするコミュニケー

ションがとれているというわけではない） 

・業務だけでなく市民活動に参加することも必要かな

と思う。 

・他の人の仕事も見るようにしている。 

・地域貢献（普段の生活で）を考えている。 

・係長をまきこもうとしている。 

・自分に望まれている点がわからない。 

・係長をまきこめていない。 

・与えられた仕事しかしていない。 

 

・周りを巻き込める職員 

・自分で考えられる職員 

・思いやりがある。 

・やる気がある職員が多い 

・職員を育成しようとする風土 

・組織の目標が明確 

・プロ集団 

・目標がしっかりしている 

組織として目標がしっかりしておらず、係長がリーダーシップを発揮できていない、何を求められているかわ

からないという意見が多かった。小藪さんが言っていた「職場は楽しい、けどね・・・・」という意見が典型

のように感じた。楽しいというコミュニケーションと、仕事上でのプロとしてコミュニケーションの違いを感

じているのが５年目までとの大きな違いだと感じた。 

 
 
 

市役所の今 市役所のこれから 

・目標を市民と共有できるか。 

・係内の仕事の目標が共有できているところと共有し

にくいところがある。「未納を減らす」「相談に正確

に対応する」「ごみを減らす」「伝えるべきときをハ

ズさずいつ伝える？今でしょ！！」「内容の充実」

「対象の拡大」「情報の活用方法検討」「システム構

・組織の方向性を知ること。 

・市長のビジョンが全職員に伝わっていること。 

・能力に応じた仕事をする。 

・自分の能力よりちょっと上の仕事にチャレンジでき

るような職場。 

・孤立させない環境づくり。 

グループ２（上田班） 

グループ３（清水班） 
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築に向けて動いていく」…組織目標？ ・仕事ぶり（評価）を見ていて欲しい。 

・目標の方向性は同じだが、方法はいろいろあって、

どこまでできるか精査が必要。 

・仕事の内容によって目標達成のための方法が複数あ

るものもある。 

・職員によってやり方が違う。 

・仕事で孤立してしまう。 

・コミュニケーション不足。 

・特定の仲間（班など）のしがらみが強く、仕事にも

影響がある。 

・初めての筆頭主査。不安。 

・上司の気づきが足りない。 

・メンタルヘルス対策不足（原因の解消、管理など） 

・声と態度の大きい人による支配が強い。 

・組織目標は大きすぎて実感が湧かない。 

・組織目標は意識して仕事していない。 

・言った者勝ちの職場 

・「何のために」「誰のために」仕事をしているのかを

考えながら仕事するよう心がけている。 

・組織が変わらないのは人が変わらないから？ 

・目的を達成するための人材を採用できているのか。 

・職員のポテンシャルをどう捉えているか？ 

・市民意見をどこまで聞くか？単なる苦情にどこまで

対応するか？ 

・新しくできた係。何しよう？やることが決まってい

ない。 

・課内のコミュニケーションがうまく取れず不安（み

んなニックネームで呼び合っていて入り込みにく

い） 

・接遇、対応に問題がある職員がいる 

・（税など）市民の方に「ありがとう」と言われない

職場では貢献意欲を持ちにくい。 

・職場の人数が足りない。 

・自分は組織の歯車であると感じる。 

・職場内のつながりは強い。 

・課員の状態がチェックできていない。 

・「小田原モデルを作れ」と言われても小田原モデル

なんてない。市民それぞれケースが違うので対応も

異なる。 

・上司によって部下の仕事の内容（手間？）が変わる。 

・事務分担があいまい。 

・人事が、その職員にとって合う職場、合わない職場

の判断ができていないのではないか。 

・何を考えて（期待されて）自分が配置されているの

か異動の意図が知りたい。 

・採用方法自体が疑問。 

・係内ミーティングを報告した結果は活用されている

のか。 

・主査として係内のマネジメントを負う部分が増えて

いる。どうやるか。 

・窓口で複数の後輩からの質問に対応するために、毎

・顔の見える関係づくり 

・公式行事を開催する。 

・全ては人！メンバー次第で仕事に対するつらさも変

わってくる。 

・「見てるよ」という声かけが大事。 

・自覚と責任を持って業務にのぞむこと。 

・多様な人材を採用すること。 

・こういう話し合いの場を持つことは良い。定期的に

持ち、みんなで思いや状況を確認しあう。 

・後輩に仕事を教えるときは、何のための仕事なのか

を理解させることを心がけたい。 

・市長レクチャーは各課の事業が端的に分かってよ

い。レクチャーの内容を上司だけでなく、みんなで

共有しても良いのでは。 

・信念を持って仕事をする。 

・仕事以外のつながりも大事にする。 

・広い視野を持って仕事をする。 

・適材適所の人事配置 

・目標達成のための人材を見つけるために、採用のプ

ロを雇ってはどうか 

・互助会の活動を強化してはどうか。今は旅行や親睦

行事ばかりだが、こういった思いを伝える場（組合

のような）としての機能を持たせてもよいのでは。 
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日 17:00～17:15 を相談タイムにしていた。 
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日時：平成２６年５月１６日（水）17:15〜19:00 
場所：市役所福利厚生室 
対象：係長級職員 
内容：「組織について感じていること」をテーマとした５人×３グループでのダイアログ及び

各グループでの発表 
   (1) 17:15～18:15「市役所の今」：組織の現状について感じていること 

   (2) 18:15～18:45「市役所のこれから」：あるべき組織の姿について感じていること 

   (3) 18:45～18:55 発表 

参加者：１８名 
 
 

市役所の今 市役所のこれから 

・なるべく仕事を部下に(他人に)任せるようにしてい

る。 

・話し方を変えるように努めている（言葉を選ぶ）。 

・ルーチンワークにおぼれない。 

・意識的にモチベーションを上げるよう努力してい

る。 

・なるべく「〇〇さん」は使わない。「〇〇ちゃんよ

ー」と話しかけられやすい雰囲気を作るようにして

いる。 

・困った時に大きな声でつぶやく。そうすると誰かが

フォローしてくれる。自分で抱え込まないようにす

る。 

・少しでも改善できることを見つけるように声掛けす

る。 

・感覚で仕事をしている部分がある(根拠などを考え

ない) 

・ベテラン職員に仕事を振ってしまう。 

・仕事を守りたがろうとする（余計な仕事を抱えこま

ないようにしている）。 

・業務が複雑多様化している中、職員全体数が少ない。

余力がない。 

・人員が少ない。仕事は多い。各事務（部下の仕事）

の把握ができない。 

・職員が精神的に弱い面がある。 

・前例主義？柔軟さがない？組織が細分化しすぎ。 

・部署異動時のロスがある（四月異動のため、三月に

比べて組織力が一気に落ちる） 

・セクショナリズム、仕事の切り分けになっている。 

 

・上手に仕事を割り振りたい。 

・定時に帰りたい（仕事をうまく回したい） 

・地味な仕事でも頑張っていれば評価する。どの職場

でも正当な評価を受ける。 

・市民目線での仕事。 

・人員増 

・職名のバランスが悪い（主任、主査が少ない、逆に

主査ばかりなど、ピラミッド型になっていない） 

・内示をもっと早く。（引き継ぎを十分できるように） 

・上司は舵取り（明確な命令、判断）原動力は部下。

的確に判断できる上司の存在。 

・残業が多いなら１日１０時間勤務週休３日などドラ

スティックな改革。 

・遊び心を忘れない。（硬い文章でも花柄を添えるな

どの遊び心）→コミュニケーションにつながるので

は。 

 

グループ１（黄金井班） 

早稲田大学マニフェスト研究所人材マネジメント部会研究資料 

「市役所の今とこれからを語ろう」～係長編～ 

グループ２（上田班） 
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市役所の今 市役所のこれから 

・目的があいまいになっている。 

・目的が課内で多種多様になってしまっていて、そ

れが 

・課の目的など、すぐには決められないことを話す

ことが大切。 

意識の不統一や孤立化、コミュニケーション不足

につながっている。 

・共通の目的には構成員が自ら考えられることが前

提になる。 

・何をやって、何をやめるのかということを考えら

れていない。 

・全体のイメージを一緒にする話し合いができてい

ない。 

・優先順位を組織全体としてどうつけるか考えられ

ていない。 

・仕事のスリム化が進まない。 

・忙しすぎるため、考えている暇がなく、全てに余

裕がない。 

・部下が求めるマネジメントは仕事の切り盛りをし

てもらいたいというものが多いが、係長はチーム

としてどううまくいくかを考えるのでマネジメン

トのとらえ方に差がある。 

・マネジメントの視点をもてる余裕が必要。 

・組織の年齢構成に難があり、仕事の振り方が難し

い。 

・職員の意欲低下がどうして起きるのか分析するこ

とが必要。 

・貢献意欲が少なく、割り切って仕事をしている職

員がいる。 

・内部事務が誰のために行われているのか疑問。 

・根回しがめんどくさい。 

・毎週月曜日には１時間以上かけて課のミーティン

グをしていて、それが共通認識につながっている。

（情報システム） 

・プレイングマネージャーと言われているが、プレ

イのほうが多くマネジメントがあまりできていな

い。 

・雑談なども含めて会話することを意識している。 

・挨拶をこころがけ、相手に関心をもつようにして

いる。 

・指示は控えめ（完成形を示すなど）にして過程は

考えさせている。 

・話している内容を把握するように、耳は動かして

いる。 

・問題点を早い時点で把握するようにしている。 

・業務の押し付けをしないようにしている。 

・係を超えて指示をすることもしている。 

・プライベートの付き合いも必要になってきている。 

・コーチングをうけたが「自分で考えさせる」「方針

を示す」のバランスが難しいと感じている。 

 

・同じ方向、目的で進んでいる。 

・同じ目的で進んでいることで、孤立せず、個人へ

の負担がすくない。 

・自分の仕事がどのように全体に役立ったか見え、

充実感が得られる職場。 

・満足が原動力になる。 

・前向きに動いている。 

・メンバーの中に共通の思いがある。 

・貢献の仕方はいろいろある。 

・まとまりと自由度のバランスがとれている。 

 グループ３（清水班） 
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市役所の今 市役所のこれから 

・部長から大きな目標が提示されるが、それを個別の

事業に落とし込めていない。 

・目標というより夢に近い。 

・組織目標が個人目標に落ちていない。 

・昔に比べて業務を委託化している部分が多く、課内・ 

・市民にとって本当に必要な仕事かを考える。 

・トップから一般職員まで目標を明確に共有できるよ

うにする。 

・費用対効果、コスト意識など、事業を行うにあたり

財政的な視点を全職員が持てるようにする。 

係内のコミュニケーションが取りづらくなってい

るし、共通目標も持ちづらい。 

・組織の意図が一部の市民に偏っていてひずんでいる

と感じる。 

・組織のひずみを感じる。 

・組織がバラバラで一体感がないと感じる。 

・昔は怒ってくれる先輩がいたが今はいない。自分た

ちがなれていないのかも？ 

・主査（中堅）職員がいない。部下は全員主事クラス

だったりする。 

・人事評価制度など、制度は充実してきたが、使いこ

なせていない。 

・業務に追われ、行動目標などを作ったまま振り返る

時間がない。 

・部下に対して業務以上のどこまでを指導すればいい

のか悩む。（社会人マナーなど） 

・部下に対して言い方を変えて指導するなど気を使っ

ている。 

・一般常識など、上司として部下にケアしなくてはい

けない部分が増えている気がする。 

・部下に対して気を使いながら仕事をしている。 

・本音で話し合えていない。 

・業務量が多く、決裁にじっくり目を通す時間がない。 

・雑談はあっても仕事上のコミュニケーションはな

い。 

・昔はそれぞれの役職ごとに役割分担していたが、人

が足りないので１人で何役もこなしている。係長の

仕事ではないような仕事もやっている。 

・目的が不明の事務手続きが膨大なマニュアルが多

い。 

  

・部下を上手に使いたい 

・そもそもこの事業をやっていのか考えながらやる。 

・事業目的がきちんと引き継がれる。 

・人材育成ができる。 

・コーチングは、やって良かったと思う。 

・（自分も含めて）上が変わらなきゃ変わらない！ 

・部下に対してもはっきり伝えるべきことを伝える。 

・住民にとって必要な事業を行う。 

・目標・目的意識を持って仕事をする。 

・市民視点で考える。 
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(2) ダイアログの結果の集計 

ダイアログを実施した結果、各階層により共通した考え方、異なる考え方が

挙げられた。たとえば、「共通の目的」については、目の前の仕事に追われて

共通目標に立ち戻る機会があまりないという意識が主事・主査・係長クラスに

共通してあり、また、「職員の貢献意欲」については、公務員のやりがいは主

事クラスでは高いものの、主査クラスになると急激に低下し、入庁３年目以降

のライフスタイルが大きく変化する年齢において大きな変化が現れるのでは

ないかと推察された。さらに、「コミュニケーション」については、主事クラ

スの職員は課内のコミュニケーションは非常に良好であると答えている半面、

係長クラスからは一見コミュニケーションは取れていると感じるが、当たり障

りのない雑談程度の話しかできていない、上司としてきちんと指導できている

か不安などの声が挙げられたことが印象的であった。 

これらを、①現在組織で運用されている制度やルールの確認（背景）、②平

成２５年度に行われた全庁職員意識調査のデータ収集（定量的データ）、③年

齢・役職別による 1 回１５人程度のダイアログの実施（定性的データ）として

集計し、組織の３つの構成要素である「共通の目的」「職員の貢献意欲」「コミ

ュニケーション」に分けて分類した。結果は次のとおりである。
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第 9 期 早稲田大学マニフェスト研究所人材マネジメント部会 

【神奈川県小田原市の現状と課題】 
 

平成２６年５月２１日（水） 
小田原市 黄金井進一、上田泰弘、清水久美 

   
小田原市の現状を把握し、整理するため、①現在組織で運用されている制度やルールの確認（背景）、②平成 25

年度に行われた全庁職員意識調査のデータ収集（定量的データ）、③年齢・役職別による 1回 15 人程度のダイアロ

グの実施（定性的データ）を行った。 

１ 共通の目的 

 定量的データ 定性的データ 背景 

【主事(2～5年目)】 

・組織で何をするのかはっきりしている。 
・（不祥事について）組織の責任だから、皆

が知っていないといけないと思っている。  
【主査(13～15 年目)】 

・組織目標は大きすぎて実感が湧かない。 
・組織目標は意識して仕事していない。  

ト ッ プ

の目的 

（トップの

意図は共有

化されてい

るか？） 

【H25.11 実施・全職員対

象ｱﾝｹｰﾄ】 

・私は、市民に対して市

の取り組みをわかりや

すく伝えている。（4.6） 
・私は、「主役は市民であ

る」という市長の言葉

に共感している。（5.2） 
・私は、「市民の最良のパ

ートナー」であるとい

う自負がある。（4.6） 

【係長】 

・トップの意図が明確に上から伝わってこな

いし部下に伝えられていないと感じるこ

とがある。 
 

【総合計画】 

【市長の日記】 

イントラネットから閲覧可能

な市長の公務の感想などが日

記としてほぼ毎日アップされ

る。閲覧することで市長の想い

を一部共有することが可能。 
【市長レクチャー】 
各年度の主要な事業について、

市長が各部局と個別に年３回

行う。 

【主事(2～5年目)】 

・上司の好みが事務に反映される。 
・全体のバランスを見れる上司が少ない。組

織全体を考えるべき。  
【主査(13～15 年目)】 

・係長にﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟを出してもらいたい。 
・組織目標が共有されていない。 
・個人別目標の管理がされていない。  

組 織 の

目的 

（組織の目

的は課内で

共有されて

いるか？） 

【H25.11 実施・全職員対

象ｱﾝｹｰﾄ】 

私は、日頃から「市民」

を意識して業務遂行や

企画立案をおこなって

いる。（4.9） 
 
【H25.11 実施・ｺｰﾁﾝｸﾞ

対象者ｱﾝｹｰﾄ】 

仕事において、私自身の

目標と所属している組

織の目標のつながりを

理解している。（5.2） 

【係長】 

・目的があいまいになっている。 
・週１の課ＭＴＧで共通認識を持っている。 
・組織がバラバラで一体感がないと感じる。 
 

【個人別目標実行計画表】 

年度当初に組織（課）目標を

設定し、自分の担当業務を明記

することで共通目標、責任を明

確化する。 
また、中間・最終に本人コメ

ントと上司の評価を記入する

ことで進捗状況の管理や職員

のモチベーションの保持に役

立っている。 

【主事(2～5年目)】 

・自分の事務と目的が結びつかない。 
・やらなきゃいけない仕事をやらなくてもわ

からない。 
・やる業務がはっきりしていない。 
・自分の仕事がはっきりしている。 
 
【主査(13～15 年目)】 

・目標、夢がない。次の希望部署がない 
・係長の仕事が多すぎてﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄができない。 
・前例を踏襲してしまう。 
・やらずに待っていると、それですまされる。 
 

個 々 の

目的 

（自分の目

的と組織の

目的が一致

し て い る

か） 

【H25.11 実施・全職員対

象ｱﾝｹｰﾄ】 

私は、従来のやり方に固

執せず、担当業務の改善

に積極的に取り組んで

いる。（4.9） 
 
【H25.11 実施・ｺｰﾁﾝｸﾞ

対象者ｱﾝｹｰﾄ】 

・自分の将来の目標やビ

ジョンを持っている。

（4.9） 
・仕事を通して自分の成

長を実感している。（5.0） 
【係長】 

・組織目標が個人目標に落ちていない。 
・業務に追われ、行動目標などを作ったまま

振り返る時間がない。 
 

 

【個人別目標実行計画表】 

前掲 

 

調査実施：「組織の今とこれからを語るダイアログ」（主事級、主査級、係長級）（平成 26 年 4 月 30 日、5 月 7日及び 14日に実施） 

参考資料：コーチエイ株式会社による全庁アンケート（平成 25 年 11 月（コーチング実施後）「全職員意識調査」の質問項目より。 
括弧内の数値は １（全くあてはまらない）←  ４（どちらでもない） → ７（とてもよくあてはまる）により算定） 
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２ 職員の貢献意欲  

 定量的データ 定性的データ 背景 

【主事(2～5年目)】 

・やりがいを感じる。 
・上が抜けて（昨年の教育担当でとても頼り

がいがあった）逆にチャンスだと思った。 
・自分のモチベーションが高いと組織も良く

なるんじゃないかと思う。 
・組織のせいにしてモチベーションが下がっ

てしまっていると感じる。  
【主査(13～15 年目)】 

・市民対応が良くなっている。 
・地域貢献（普段の生活で）を考えている。 
・「何のために」「誰のために」仕事をしてい

るのかを考えながら仕事するよう心がけて

いる。  

公 務 員

として 

（公務員と

してやりが

いを感じて

いるか） 

【H25.11 実施・全職員対

象ｱﾝｹｰﾄ】 

・私は、自分が提供する

サービスの相手は誰

か常に考えている。 
（5.5） 

・私は、常に市民に公平

なサービスを提供す

るように心がけてい

る。（5.5） 
 
【H25.11 実施・ｺｰﾁﾝｸﾞ

対象者ｱﾝｹｰﾄ】 
・毎日前向きに仕事にと

りくめている。（5.1） 
【係長】 
 

【職員提案制度】 

業務改善や市民サービスの

向上を目指して職員から事業

や業務の提案を募集し、優秀な

提案には市長表彰及び事業化

を検討する。 
【交通指導隊】 

昭和 40 年代の交通量増大を受

け市職員による交通指導隊を

結成。特に児童生徒の交通安全

を図る活動を行う。 
月２回学校前の横断歩道に

て児童生徒の横断の安全を図

るため交通誘導を行うほか、市

イベント時の交通誘導なども

行っている。任期は２年。 
【主事(2～5年目)】 

・身につけた仕事を自分なりに改善したい。 
・とりあえず断るという姿勢の職員が多い。 
・しっかりあいさつするよう心がけている。 
・色々な課を経験してみたい。 
・市民に質問されても他課の仕事内容が分か

らないので答えられない。  
【主査(13～15 年目)】 

・育休、介護休暇など福利厚生がしっかりし

ている。 
・市民活動に参加することも必要と思う。 
・他の人の仕事も見るようにしている。 
・（税など）市民の方に「ありがとう」と言

われない職場では貢献意欲を持ちにくい。 
・自分は組織の歯車であると感じる。  

小 田 原

市 職 員

として 

（小田原市

に対して貢

献意欲はあ

るか） 

【H25.11 実施・全職員対

象ｱﾝｹｰﾄ】 
・私は、市民からの批判

的な意見でもきちん

と耳を傾けている。

（5.1） 
 

【係長】 

・貢献意欲が少なく、割り切って仕事をして

いる職員がいる。 
・組織の意図が一部の市民に偏っていてひず

んでいると感じる。 
 

【コーチング】 

自ら課題を考え、行動してい

く職員を育て、組織風土を改善

していくため平成 24 年度から

導入。3 年間で全職員 1200 人

の浸透を目指す。 
【人事評価システム】 

H18年度からA～Eまでの５

段階での人事評価システムを

導入。特に成績優秀な者に対し

て、主査昇任までの必要経験数

を 1 年引き下げたり、勤勉手当

額を A・B 評価取得者に対して

増額するなど（但し部局ごとに

AB 分布率は 35％以内）既存の

横並び昇任、昇給を廃止し職員

の貢献意欲増加を図る。 

【主事(2～5年目)】 

・仕事が多く余裕がない。 
・やりたくないことはやらない人もいる。 
・仕事の仕方がなあなあになっている。なん

となく時間が経過して終わることが多い。 
・仕事の押し付け合いが多い。 
 
【主査(13～15 年目)】 

・正しい評価がされていない。 
・人数が減って業務が多い、ゆとりがない。 
・仕事のスタンスに温度差がある（それでも

許されている状況・悪い点でもある） 
・やればやるほど仕事が回ってくる。 
・異動ｻｲｸﾙが短く知識、技術が向上しない。 
・主査として係内のマネジメントを負う部分

が増えている。どうやるか。 
 

担 当 業

務 に 対

して 

（自分が担

当する業務

に責任を感

じ て い る

か） 

【H25.11 実施・全職員対

象ｱﾝｹｰﾄ】 
・私は、組織や他人に対

する意見ではなくまず

自分は何ができるか考

えて行動している。

（4.8） 
・私は、市民に対して説

明責任を果たしてい

る。（4.8） 
・私は、市民とともに解

決していくという気持

ちをいつも持ち続けて

いる。（4.7） 
 

【H25.11 実施・ｺｰﾁﾝｸﾞ対

象者ｱﾝｹｰﾄ】 
・自分から積極的に目標

を立てて行動を起こし

ている。（5.1） 
・業務上の不測の事態・

変化にすばやく適応で

【係長】 

・プレイングマネージャーと言われている

が、プレイのほうが多くマネジメントがあ

まりできていない 
・問題点を早めに把握するようにしている。 
・人事評価制度など、制度は充実してきたが、

使いこなせていない。 
 

 

【職員褒賞制度（グッジョブお

だわら）】 

各所属について自主的に取

り組んでいる改革・改善の取組

を集め、その内容を市役所全体

で共有することで「職員の改

善・改革に対する取組意欲の向

上」「取組効果の全庁的余波」

「組織の活性化」を目指す。昭

和４５年度開始。 
【職員視察制度】 

担当業務の参考とするため

先進都市に対して視察費用を

助成。 
【講師謝礼制度（自主研究）】 

自主的研究テーマに対して

必要な講師を招聘した場合の

謝礼金を助成。上限 30,000 円。 
【人事評価システム】 

前掲 
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きている。（4.8） 
・周囲のせいにすること

なく、主体的に問題解決

に取り組んでいる。（5.0） 
・創意工夫しながら仕事

に取り組んでいる。

（5.1）       
３ コミュニケーション  

 定量的データ 定性的データ 背景 

【主事(2～5年目)】 

・きちんと書類を見てほしい。 
・女性に対する気遣いがない 
・上に発言できる雰囲気がある。 
・上の人の何気ない声かけが嬉しい 
・だれにでも聞きやすい雰囲気がある。 
・自分の聞きたい答えが返ってこないとモヤ

ッとする。  
【主査(13～15 年目)】 

・縦とのコミュニケーションが取れている。 
・仕事で孤立してしまう。 
・特定の仲間（班など）のしがらみが強く、

仕事にも影響がある。 
・上司によって部下の仕事の内容（手間？）

が変わる。  

上 司 と

部下 

（上司・部

下がコミュ

ニケーショ

ンを取れて

いるか） 

【H25.11 実施・全職員対

象ｱﾝｹｰﾄ】 
・私は、自分が気づいた

課題に対する、前向き

な提案を同僚や上司

にしている。（4.8） 
・直属の上司は、私たち

が「市民の最良のパー

トナーである」ために

私にアイディアや意

見を求めてくる。（4.4） 

【係長】 

・ベテラン職員に仕事を振ってしまう。 
・部下と係長の間で求めるものに差がある。 
・昔は怒ってくれる先輩がいたが今はいな

い。自分たちがなれていないのかも？ 
・部下に対して業務以上のどこまでを指導す

ればいいのか悩む。（社会人マナーなど） 
 

【コーチング】 

 前掲 
【個人別目標実行計画表】 

 前掲 

【主事(2～5年目)】 

・後輩の育成、教育ができていない。 
・職員間で仕事に対する意識の差がある。 
・居心地が良い。 
・人に聞きたくても聞けない雰囲気がある。 
・責任の押し付け合い。  
【主査(13～15 年目)】 

・同僚とコミュニケーションが取れている。 
・職場として楽しく話せるというだけで、よ

い仕事をするためのコミュニケーション

がとれているというわけではない。 
・言った者勝ちの職場 
・職場内のつながりは強い。  

課内での
チームワ
ーク 
（ 情 報 共

有、フォロ

ーし合える

職場になっ

ているか） 

【H25.11 実施・全職員対

象ｱﾝｹｰﾄ】 
・私の職場には、役職や

年齢に関係なく多大

に建設的な対話をす

る雰囲気がある。（4.8） 
 

【H25.11 実施・ｺｰﾁﾝｸﾞ

対象者ｱﾝｹｰﾄ】 
・目標を達成するため

に、必要な人物に積極

的に関わっている。

（5.2） 

【係長】 

・意識的にﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝを上げる努力をしてい

る。 
・意識の不統一や孤立化、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ不足に

つながっている。 
・雑談はあっても仕事上のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝはない。  

【係内ミーティング】 
コミュニケーションを構築

する場づくりとして職員間の

意思疎通、助け合い、気付き合

いのできる関係を目指す。 

【主事(2～5年目)】 

・だんだん他課とも話をするようにした。 
・人に聞きたくても聞けない。  

他の部署
や外部組
織との連
携 
（組織横断

的な課題に

【H25.11 実施・全職員対

象ｱﾝｹｰﾄ】 
・私は、市民が何を求め

ているかについて他

部署の人と話したり

連携したりしている。

【主査(13～15 年目)】 

・特定の仲間（班など）のしがらみが強く、

仕事にも影響がある。  

 

【互助会班活動】 

共通の趣味を持つ職員間で

構成する任意団体に対して活

動資金を助成。 
【球技大会】 

【プロジェクトチーム】 
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対応できて

いるか） 
（4.1） 【係長】 

・係を超えて指示をすることもしている。 
 

組織横断的な課題解決のた

め適宜結成。命令と公募の 2 種

類。  
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２ 小田原市の組織・人材の現状 

①現在組織で運用されている制度やルールの確認（背景）、②平成２５年度に

行われた全庁職員意識調査のデータ収集（定量的データ）、③年齢・役職別によ

る１回１５人程度のダイアログの実施（定性的データ）により分析した結果、我

々は、小田原市の組織・人材の現状には次のような特徴があると考えた。 

共通の目的 

目的を共有する機会がない。 

 ●若手・中堅クラスは担当業務の目的を十分に理解している。 

 ●しかし、組織全体の目的を考える機会がほとんどなく、 

  自分の仕事に割り切って行っているのが現状。 

 ●結果として、市の将来を長期的に考える若手の人材が不足。 

職員の貢献

意欲 

貢献意欲が低い。 

●職位に関わらず職員の担当業務に対する責任感は高い。 

●しかし、担当業務を超えた組織全体に対する貢献意欲は低く、 

地域や市民に対する関心が薄いのが現状。 

●結果として、市民目線で考えず、お役所仕事の組織風土が蔓

延。 

コミュニケ

ーション 

コミュニケーション不足。 

●上司は部下に気を配り、課内のコミュニケーションは良好。 

●しかし、実は雑談が多く、社会人としての教育や仕事上の議

論は少ないのが現状。また、他部署や外部との連携も少ない。 

●結果として、組織が閉鎖的で新たな市民ニーズに対応できな

い。 

 

３ 組織・人材のありたい姿を探る～「キーパーソンインタビュー」の実施～ 

  グループダイアログを通し小田原市の現状や課題の把握を行い、前述した課

題が浮かびあがった。一方で既に本市で中心的な存在となり、「価値前提」の視

点を持ちながら活躍している職員（キーパーソン）は、それらの課題に対し何

らかの行動を起こしたり、違う視点から小田原市の現状や課題を捉えている事

が考えられた。そのような、キーパーソンがどのような考えをもっているのか

を聞き、本市の組織・人材のありたい姿を探るため、３名のキーパーソンに対

するインタビューを実施した。 

  キーパーソンの選定については、人材マネジメント部会参加者からの推薦の

ほか、職員課の人事研修担当係長のアドバイスもいただいた。 
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 キーパーソンの考えを聞くことにより、職員が良い影響を受けることが考えら

れるため、インタビューは人材マネジメント部会以外の参加も可能とした。（聞

くことにより、すでに価値前提で活躍しているキーパーソンの考え方を知ること

は、他の職員にとっても考え方を変える機会になると考え、広く庁内に周知して

若手職員を中心に集まってもらった） 

(1) 実施内容 

【目的】組織・職員のありたい姿を考える 

【日程及び参加者】 

①  平成２６年６月 ５日（木） 17：30～19：00 男子休憩室 

   行政管理課・美濃島係長     参加者 ６名 

②  平成２６年６月 ６日（金） 17：30～19：00 男子休憩室 

   福祉健康部・杉山副部長     参加者 ５名 

③  平成２６年６月 ９日（月） 17：00～19：00 女子休憩室 

   経済部・鳥海副部長       参加者 ９名 

   ※参加者は人材マネジメント部会の３人を含む。 

④平成２６年８月２９日（金） 17：00～19：00 男子休憩室 

  都市部中心市街地整備課・石井副課長  参加者２０名 

 ※③までによる分析終了後に実施（参加者から「考えを改める良い機会にな

った。先輩職員と話す機会がないため次回も参加したい」との意見を受け

て、分析終了後に追加開催を行った。）。 

【内容】人材マネジメント部会参加者によるキーパーソンへのインタビュー  

テーマ：（「価値前提で考えることのできる職員になるために」） 

 【実施方法】 

・キーパーソンと参加者がインタビューに至った経緯を共有するため、人材 

マネジメント部会の活動、グループダイアログの結果を周知。 

・あらかじめ聞きたい項目として「組織の現状について思うこと」「私が考え

る理想の組織とは」「理想の組織を実現するために、自分が行っていること、

心がけていること」を提示。 

・話しやすい雰囲気で気楽に話せるようにするため、お茶と茶菓子を準備。
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第１回キーパーソンインタビュー 
～価値前提で考えることのできる職員になるために～ 

企画部行政管理課係長 美濃島栄薫氏 
 

日 時 平成 26 年 6 月 6 日 17：30～19：00 

場 所 男子休憩室 

参加者 ７名 

内 容 

 

～理想の組織とは「明るく助け合える組織」～ 

 

美濃島：（今、人マネ参加者から組織を活性化するための研究を行っていて、今回のダイアログは

その研究の一環という話がありましたが、その中で）組織は人だという話があったが、確

かにそう思う。人が集まって組織ができるので、人が活き活きしてこないと組織は活性化

しない。 

そう考えたときに、今の小田原市役所職員が明るく活き活き輝いているのか、周りの人

が見たときに楽しそうにしているのか、疲れてしまっているのかをみると組織の活性化の

バロメーターになると思う。自分達が低いモチベーションのところにいると、外の人間か

ら見た場合にはもっと低く見える、自分達が明るいと外からはもっと明るく見える。 

1 か月くらい前に知人が訪ねてきた時があり、「すごい暗い職場だね」と言われた。不祥

事の関係もあって、行政管理課という職責を担当している私も口数が少なくなっていた時

期であったが、外から見ると一段低くなって見られるんだなと改めて感じた。職員や職場

から滲み出る雰囲気は外からよく見られていると感じたね。 

黄金井：我々が組織の現状を知るために、主事クラス、主査クラス、係長クラスで計 3 回のダイ

アログを行った時に主事、主査クラスからは、職員数が少なくて業務量が多い、疲れてい

るといった声があったが、組織が活き活きしていない理由として単純に疲れているからな

のか、別の要因の、課の雰囲気によるものなのかどちらだと思いますか。 

美濃島：気持ち的、精神的なものだろう。病は気から、でないけど、気持ち一つで人間は変わる

と思う。日本は「気」が付く言葉が多い。病気、元気、気分・・・ほんとは中が「米」。気

がなくなると、「ケガレ」につながり、汚れ、職場が汚くなる、気持ちが汚れてくる、バイ

タリティーがなくなり、組織の活力低下につながる。職員が気持ちの低下を起こさないよ

うに、自分で出来なければ人から与えてもらう、支えてもらうことも大事。「人」は支え合

っているのでお互いにフォローして倒れないようにしないと、病気で休んだ人をカバーし

てまたその人が倒れる、負の連鎖になってしまう。その結果、組織の弱さに繋がる。そこ

を各個人で維持できるかが、組織の基礎体力になる。 

 



31 
 

～人の輪を広げること～ 

 

清水：忙しいからといって暗い訳ではない。逆に残業をしている課でも士気が高かったりしてい

るので仕事量が比例している訳ではないですよね。 

美濃島：その通り。またこの人と一緒に仕事をしたいと思える職場だったりするのも大事なこと。

バロメーターとしては人事異動によって職場を離れても飲みに行ったりする関係が続いて

いることもある。 

黄金井：私も以前の職場で一緒だった職員同士の有志の会に入っているが、確かに今考えると仕

事も楽しかったし、人間関係、課の雰囲気も良かったように思います。 

美濃島：同じ釜の飯を食った同士、みたいな繋がりで困ったときに助け合ったりするのが自然に

できるといい。 

村田：私も、昔の職場のメンバーで飲み会をやると、またこのメンバーでやりたいねという話が

でる。ただ、私が企画しないと誰も動かない。でも飲み会に参加してくれる人は楽しそう

だし、いいかなと思っている。 

美濃島：そういった職場のつながり、趣味のつながりが多くなると、10、20 歳上の職員との接点

もできるし、どれだけ輪が重なるのかも大事になってくる。仕事以外にもつながりが広く

なると強みになる。人を知らないと何をするにも聞きに行けないし、ある程度市役所の中

の人を知ると仕事がしやすい。敵を作ってしまって、その人と話をしたなくないと思うと

ころまでいってしまい、分からないことがあってもその人に聞きにいけないと悩んでいる

人をみたことがある。もったいないなと思う。社会人なのである程度の器の大きさを持っ

たり、仕事として割り切る気持ちを持つことも必要。 

今日は 2 年目の職員も居るようだけど、2 年目だと 5 年後に一緒に仕事をしたいと感じ

ている？ 

関口：そう思えるように努力したいです。体力的、精神的にもきつくて相手のせいにしたりして

しまうことがあるが、この人と仕事ができてよかったなと思えるように考え方を変える努

力が必要なのかなと思います。今後のために今の状態を変えていくことをしたいです。 

藤間：色々な職員と話をしていて、他人の話を聞くとの大切さに気付いていない職員が多い気が

する。このような場に参加することって大事だと思う。チャンスがあればどんどん参加す

れば知り合いも増えるのに関心が低い。 

美濃島：なぜなのか。仕事が忙しいのか、顔を出すと仕事を振られると思うネガティブな発想が

あるのか。 

村田：私は今日参加するのに勇気がいりました。率先して「行きます」とは思えなくて自分が行

ってもいいのかなと思いながら来ました。 

清水：前回のダイアログも開催するにあたり、案内文を持参して職員ひとりひとりに声をかけた。

全庁的に照会しても集まらなかったと思います。その点をもっと勇気出して照会となるの

か、ひとりひとり顔の見える関係を大事にして接していく方がいいのか。どちらでしょう

か。 

美濃島：やっぱり話すことだね。文書だけでは伝わらない。会って話すことが大事。若手職員に
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も伝えているが、電話だけで済ませるのではなく、会って顔を見ながら資料のやりとりを

する、分からないところを聞くといったことが大事。時代に逆行するようだが、人とのつ

ながりってそういうところから始まると思う。 

昔は、飲みに連れて行ってもらった先輩に翌日挨拶に出向いたが、今はメールなどで済

ませてしまう場合が多いよね。一度顔を見せると接点が生まれる。周りの職員からも「あ

の人と知り合いなの？」「昨日一緒に飲んでね」「実は俺も〇〇関係で知ってるんだよ」と

いうように点が面になるような関係が広がる。何かの用事で庁内を歩いている時に、ふら

っと知り合いの職場に顔を出すこともいい。 

黄金井：潜在的にみんな人とのつながりを求めているのかもしれないですね。３回のダイアログ

をやったときには、我々が直接声をかけて参加してもらったので、やらされ感が強く、あ

まり他人が考えていることについて関心がないのかと思っていましたが、それぞれの職階

のまとめをメールしたところ、係長や若手が何を考えているのかが分かって面白かったと

いう声を聞きました。 

行けば行ったで、面白い、自分のためになったと感じてくれるけれど、自分からは一歩

が踏み出せない、またそのような話し合いの機会もないですしね。 

清水：私も文章で募集があっただけなら参加したか分からないです。 

上田：私も人材マネジメント参加を通じて、研究のために様々な人の話を聞けてラッキー考えて

いますけど、自分の課ではそのように前向きに話せないです。こんな宿題が出て大変なん

だよ、と話してしまいます。変に守ってしまっている自分がいます。思ったこと言っても

いいという自信もないし、組織に対する信頼もない。研究の報告も良いと思っていても差

し引いていて話してしまう。そこを突き破っていきたいです。 

 

強み・弱みを知って補い合うことが大事 

 

美濃島：そうだね。「頑張る、努力する」となるときついと思う。努力の「努」は奴の力と書いて、

奴は奴隷。奴隷がげんこつを握っている。だからやりたくないことをやるために出す力が努

力。そうではなくて、何かおもしろいからやってみようかと、さくっと楽しみながら取り掛

かる感じでいいのでは。 

かといって、そんな人ばかりではだめだし、慎重に考える人も組織には必要。補完し合え

ることが大事。そのためには自分の強み、弱みを知ることが大事。大工の棟梁は、日の当た

り具合で木の反り方を見るから材料を横に使ったり、縦に使ったり東西南北どこに使うかを

決める。それと同じで人も得意分野、くせがあるからどこで活かしていくか、棟梁の役目の

職員課が大事。 

また、それぞれ役割を果たすことが大事。自問自答をよくするので、独り言が多い。最近

は元気がないので声が出ていないな。人間吐く息が大事。スポーツでも弱いチームは声が出

ていない。吐く息が弱くなると力が出ない。バーベルも吸いながら力は出ないのと同じで人

間息を吐くことが生きる源となる。赤ちゃんも息を吐きながら生まれるでしょ。 

冒頭の外から見た人が暗いねといったのも職場でしゃべってなかったからではないか。 
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声に出して話をする職場が明るく、活性化する源ではないか。分からない点を教えて下さい、

と聞いたり、教えたり。隅でこそこそではなく。電話もそう。復唱していれば報告を聞かな

くても内容は分かるし声の大きさは組織のバロメーターだね。みんなの組織はどう？ 

清水：私の所属する総務課法務係はうるさいです。(笑) 

黄金井：入庁時に、電話は陰で話すなと先輩に指導されました。間違った内容を話してもその場

で訂正できるし、周りの先輩職員が注意して聞いているのでみんなの前で電話しなさいと

指導されました。 

美濃島：仕事もそう。陰で話すと、ミスや不祥事の温床につながる。県に出向したときも県職員

として働くので県職の前で話すように言われた。 

黄金井：私が入庁した当時は、飲み会の次の日など課長に挨拶に行こうと声をかけて教えてくれ

た先輩職員もいましたが、今はどうなのでしょうか。 

美濃島：今は直接挨拶に行くことを嫌がる職員がいるのかもしれない。 

関口：私もそこまで細かくは言われないですね。 

美濃島：自分たちはバブル入庁だから同期も大勢いるし大体係長クラスに在籍しているのでお願

い事、相談ごともしやすいけど、主査クラスはボトルネックだから大変かもしれないね。係

長の下が主事などの職場では教える方、教えられる方も大変だろう。 

清水：大工の棟梁の話がありましたが、美濃島係長は係内での棟梁の立場として係員に役割を与

える上で心がけていることはありますか。 
美濃島：自分の強みと弱みを見たうえで、弱いところをフォローしてもらう。法律的なことは詳

しい職員に任せて、しゃべるのか得意なので、自分が説明する、そのための原稿は別の人

間に任せる。人間だから万能ではないし、係長がすべて抱え込むとつらい。 

上田：価値前提については、どのように感じますか。 

美濃島：あまり考えたことはない。猪突猛進型だからね。こうあるべきだという妄想みたいのが

あって、それに向かって進めば何かおもしろいことが待っていると思って進んでいる。根

拠のない妄想。こうなったら楽しい、面白いかも、というわくわく感みたいな。それを自

分だけでなく人を巻き込んでやっていたら面白いのではないのかな。 

藤間：美濃島係長と一緒に仕事をした時に、それは感じたことがありました。普通は周りをみて

できそう、できなさそうと判断しますが、先々を見ていると感じました。 

美濃島：発言したことが 10 年後に実現したこともある。役所の仕事となると失敗すると減点じゃ

ないけどよく見られないし、民間と違って、一気に駆け上れないところはある。 

 

～意識して行動していること～ 

 

清水：妄想という言葉がでましたが、未来予測をするためにアンテナを張っていることはありま

すか。 

美濃島：本は読む。一回で 3 万円分も購入する、ジャンルは何でも。小説以外のビジネス書、自

然科学など。面白いと感じたものは常に手に取ってしまう。あと人に会うことかな。仕事

以外にもこんなこと考えていますがどうですかね、と相談する。よかったらやればいいし、
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違ったら修正すればいいし。健康法や仕事も同じ。トライアンドエラー。陸上をやってい

たけど、同じ。体の使い方を変えたりしながら走り方の改善をするのと同じ。 

清水：そうしていない人に対してそうするといいよなど、人を巻き込む時にネガティブな考えの

人にアプローチする方法はありますか 

美濃島：その辺は冷たくて、変わらない人はいつまで経っても変わらないと思っている。無理や

り変えようとは思わない。自分が楽しくやっていればあの人楽しそう、あの人に付いてく

といいことありそう、そう思われるようになれば人は付いてくるんじゃないかな。 

自分が会う人もそう。この人面白そうだなと思って近づくとその人も周りには同じよう

な考えを持った人が集まっている。その輪が広がっていけば自然と変わらない人も飲み込

んでしまうのでは。時間はかかるかもしれないけどね。 

黄金井：自分が変わったことで近くの人が変わった、巻き込めたという実体験はありますか。 

美濃島：自分が変わろうではなくて自然体でいい。いいところがあるからそこを伸ばすような意

識でいい。悪いところばかりに目を向けると変わろう、頑張ろうになってしまい息切れす

ると思う。人とは違って当たり前。無理やり引き込むと軋轢が生じたりする。 

藤間：昔は飲み会でこういう話をよくしました。半分仕事、半分遊びのような。最近そういう飲

み会がなくなってきたように感じます。 

美濃島：昔はよく飲みに連れて行ってもらった。自分も最近引っ張る行動はしていないので反省

点でもあるのだが。 

村田：この前の係長級ダイアログでもその話題となりました。昔は課が大きくてみんなで連れ行

かれる状態だったけど、今は規模が小さくなってしまい、飲みに行きづらい。 

 

～これからのまちづくりとは～ 

 

清水：私は 1 年前から自主研究を始めました。10 人くらいでまちづくりについて考えています。 

美濃島：これからは女性の感性が入らないと絶対だめ。キーパーソンとして話を聞いてみるとい

い。子育て、労働力など世の中そうなっている。女性の感性を惹きつけるようなまちづく

りをしていかないと無理、男性も女性的な感性を持った方がいい。 

清水：企画書作成もイラスト入りにしたり、フリーペーパーを毎月作ったりしてメンバー内で共

有している。 

一同：メンバーだけなんてもったいない。 

清水：夜の小田原城の活用を考えるためにナイトピクニックをやったりしています。研究会を立

ち上げる時には勇気がいりました。一昨年の「つながるプロジェクト」の終了がきっかけ

となっています。仕事が忙しい職員でも優先順位を上げて参加してくれる。仕事以外の活

動に価値を置いてくれている。 

藤間：努力的なところがないのがいいのでは。 

清水：市街地整備課から自主研で地下街の活用について考えて欲しいと依頼があり、仮囲いにイ

ラストを入れる案が取り入れられたこともあります。仕事にも関係してくるとモチベーシ

ョンが上がりますね。小田原の魚のブランド化についても所管課や関係団体と一緒に考え
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るなど、シンクタンクみたな存在になると面白いねと仲間同士で話しています。若い人達

は、私が思っていたより意識が高いです。 

美濃島：みんな現状を良くしたいという意識は持っているが、環境が整うかどうかだと思う。 

藤間：職員課も寺子屋をやりたいと考えています。有志の職員で所管の業務内容が分からない人

を集めて教えたり。テーマを変えて次々に教える人を変えて。 

清水：「つながるプロジェクト」を開始するときに若い職員から、３大事業も分からないし、勉強

しないといけないという声があがって、プロジェクトに向かう前段階での勉強会という位

置づけで始まったのはそもそもの始まりです。 

美濃島：みんなが知らないのはもったいない。キーマンは他にもいる。外に繋がりをたくさん持

っている人がいるからその人と繋がっているといろいろ面白そうなことが起こってくる。 

人を惹きつけるものそれは何？食？健康？若い女の人が集まってくるとまちが活性化する。

それは女性に聞かないと分からない。占い師を町にいっぱい置いたら女性観光客が増えた

自治体がある。高齢者が元気で四国で葉っぱを売ったりしている事例もある。（徳島県の上

勝町のつまものビジネス） 

関口：行ったことあります。しいたけの栽培関係で訪問したのですが。葉っぱビジネスで有名で

すよと教えてもらいました。 

美濃島：ほら、話をするといろいろ出てくる。山に入っている高齢者は足腰も強くて健康だし、

資産もある。小田原を高齢者の町に特化したら最強。若者はいらない。相模原市、厚木市

には勝てないので若者は任せる、小田原は元気で資産を持っている高齢者がいっぱいるモ

デルを作る。そうれば世界が注目する。注目されれば観光客は来る。視察は来る。そうい

う妄想をしている。話をすることでどんどん発展する。口に出して言わないと分からない。

information は内にあるもの、外に出すと exformation になるし、それが合わさると

transformatioin になる。本を読んで自分の中で情報を集約する。それを発信して

exformation になる。合わさって移転になる。そうなるとどんどん広がってくる。 

上田：仕事を飛び越えて、仕事に絡むことができるとわくわくしますね。 

黄金井：今、自分がまさに美濃島さんが楽しそうに話しているのを聞いてわくわくしてきました。

巻き込まれていると感じました。高齢者の町も今この話し合いの中から出てきたアイデア

ですか。 

美濃島：１０年前から考えていた。若者がいないと町が衰退するという考え方自体どうなのかと

思っている。元気な高齢者はいっぱいいるし、「美の町」としてセールスするのも面白い、

きれいな７０代がいると小田原行くと若返るかもしれないとイメージ成り立ち、化粧品の

会社が進出してきたり。食べ物もそう。健康に良いもの食べましょうということになれば

付加価値の高い野菜を作ったり新しい食品が生まれたり。 

だから戦国時代に最後まで陥落しなかった。地域経済圏を封鎖しても持ちこたえたのは

様々な産業があったから。温故知新でないが、もう一度小田原の地域特性を考えると面白

い。北条早雲は長寿だったので当時の気候、食べ物の状況を分析すれば実は小田原は長寿

のまちとしてのエッセンスがあるかも。都市セールスすれば長寿希望者が移住するかも。 

清水：今の仕事は行政管理課で、今話したわくわくする仕事とは真逆の仕事をしていますが、モ
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チベーションは保てますか。 

美濃島：落ちている。（笑）人間だからね。それは割り切って考えないと。止まない雨はない。 

清水：「つながるプロジェクト」に参加した時も、今の仕事がクリエイティブなことができないと

いう反動があって、自分の中ではわくわくしたことがやりたいという欲求があって応募し

たのかも。 

美濃島：すでに庁内で成功例があるのだから、新しく立ち上げるより恵まれている。発信しない

と分からないから、タイミングをみて発信していくのがいい。女性が多いのはいい。 

黄金井：小田原市が行っている施策で、女性のための施策はあまりないかもしれませんね。 
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第２回キーパーソンインタビュー 
～価値前提で考えることのできる職員になるために～ 

福祉健康部副部長 杉山博之氏 
 
日 時 平成２６年６月６日（金） １７時３０分～１９時 
場 所 市役所７階男子休憩室 
参加者 ５名 
内 容 
・ 先週年休を取り赤十字奉仕団と２泊３日で釜石に行ってきた。３日間の行程だったので、他

の参加者と話が色々できて知り合いになれた。釜石には「釜石の奇跡」がある一方で、低地

に作った防災センターに避難した方たちの「釜石の悲劇」もあった。 
・ 「活気がない」という意見がダイアログで出ていたようだが、それは上司に対する思いなの

かなと感じる。みんな頑張っているし活気はあるように感じる。 
・ 「職員課長のつぶやき」は職員課が課として色々な情報を持っていて、それを知ってもらい

たいという気持ちから始めた。確かに職員課通知というかたちもあったのかもしれないが、

読んでもらえるようなかたちということで、あのようなものになった。職員課は職員を守ろ

うとしている課、不祥事についての記事は、記事の内容について心配をする意見も聞いたが、

絶対に伝えないといけないことだと思い発信した。 
→「情報を届ける」という目的があり、その目的のためのスタイルを考えているので、価値

前提で動いていることだと感じる。 
・ 条例には目的が書いてあるが、そうじゃない方向で考えてしまっていることもある。副部長

は新旧対照表を作ったと聞いている。かなりの先進事例だったようだが？議会への説明など

を含め、形が特に重視される部門なので大変だったのではないか。 
→島根県でやっているものをまねてやっただけで、それほどでもなかった。 

・ 以前からやりたいことをやってきたと思っている。係員の時も係長、課長の仕事をしてきた

つもりだった。一方でしてきたと思っていたのかもしれない、実際に係長、課長になってみ

ると、視野や与えられる権限の違いを感じる。 
・ 職員課でやりたいと思っていたができなかったことは、係のナンバー２を作る事。どの係に

もだいたい実質的に仕切っている優秀な職員が既にいる。それが、主査に限らず主任や主事

でも良いと思っている。 
・ 実質を考えると、入庁２０年たたずに実質的に課や係を仕切っている職員がいるということ

は、民間よりも本当はフレキシブルな組織なのではないかと思う。生活保護を見てみると、

入庁後すぐに１００ケースぐらいをまかされるが、それは民間ではなかなかありえないので

はないか。だからチャンスはあると思う。 
・ ビジネス書を読むと、いつも考えている人、アンテナを張っている人にアイデアは降りてく
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る。また、飲みながら冗談で言っていることを本当にやってしまうこともある。この組織は、

何かアイデアを持ってそれを話せば多くの事ができてしまう。 
・ ３０代の後半に「全体の奉仕者」とはこういったことなのかという意味がなんとなくわかり、

いろいろ楽になった。それ以前は上司と合わない、自分の提案が受け入れられない、上が評

価してくれない、希望しない課になったなどの不満がありそれだと辛かったが、そういうの

がなくなった。 
・ マズローの欲求段階説では自己実現が最高の状態とされているが、自己実現が最高の状態で

は何のではないかと思えた。今、それができているというわけではなく、今もそれを目指し

ている。マズローも最後はそのような状態を考えたようだ。具体的な内容は自分たちで考え

てもらいたい。 
 

・ 本によると自己実現を超越した段階に

いるのは人口の２％というが、市役所

をみるともっと多くの職員がその状態

になっているのではないかと感じる。

同じ年代の職員とそのようなことを話

した事はないが、話してみたい。 
・ ビジネス書をみると、多くの書に同じ

ようなことが書いてある。ビジョンが

あり、それが同じところを目指してい

る。安定して発展している企業には共

通項があり、そのような企業にとって、

営利は企業が発達するための手段で、

目指す目的は行政も企業も同じなので

はないか。 
・ 「価値前提」という言葉を聞いて、ストレートだなと感じた。ある時期にそのような事を考

えることは大切なことだ。事実前提では「だからできない」になってしまうこともある。 
・ 世界銀行の方の研修に参加した時に「ダメな人を部下に持った時」について質問をしたら、

それはあきらめた方が良い、人は変わらないということだった。自分としてはそこまで割り

切れないが・・・・。 
・ 前日ダイアログをした美濃島係長は輪を広げていけば、関心がなかった人もいずれその中に

巻き込まれるという話をしていた。つまり、自分がかわるしかないということだと思う。 
・ 副部長が自分を分析すると、自分は巻き込んでいける人ではない。そのため、巻き込む部分

は他の人に頼むようにしている。 
→渦を起こせる人を立ち上げれば、意識を変えるようになれるのではないか。 

・ 市役所の普通の課、係長はカリスマでなくても良い、リーダーであることは必要。そしてリ

ーダーは巻き込むことができなくても良い、リーダーに必要なのは「これをやろう」と決め

る事だ。 

マズローは晩年、5 段階の欲求階層の上に、さらにもう一つ

の段階があると発表した。それが、「自己超越」

(self-transcendence)の段階である。 自己超越者

（transcenders）の特徴は 

1. 「在ること」（Being）の世界について、よく知っている 
2. 「在ること」（Being）のレベルにおいて生きている 
3. 統合された意識を持つ 
4. 落ち着いていて、瞑想的な認知をする 
5. 深い洞察を得た経験が、今までにある 
6. 他者の不幸に罪悪感を抱く 
7. 創造的である 
8. 謙虚である 
9. 聡明である 
10. 多視点的な思考ができる 
11. 外見は普通である（very normal on the outside） 

マズローによると、このレベルに達している人は人口の 2%ほ

どであり、子供でこの段階に達することは不可能である。 マ

ズローは、自身が超越者だと考えた 12 人について調査し、こ

の研究を深めた。 
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→部会で「リード・ザ・セルフ」という言葉を紹介された。自分に対してリーダーシップを

発揮すると考えると。自分で何をするか決めることが大切なのではないか。 
・ この職場ではやろうと思ったことは、周りに伝えればほとんどが実現すると思っている。 

→やろうと言えない雰囲気が職場にあると感じているがなぜか。 
→西尾氏が相馬市の報告を行ったが、あれなどどうやったのか。 
→「まずはやりたい」から始まった。話が大きくなり、「こんなことになっちゃっています」

という話はあった。 
→県で勤務をして思ったのは、市の中でどう思われるかなどは小さなことなのではないかと

感じた。自主研から組織を動かしている事例などを聞くと、すごいなと感じ、自分で小田

原でもできるのではないかと思った。 
・ 小田原で身を潜めていて、外で活躍するというのはもったいない。バランスが必要。 

→「どう思われるか気になる」というのは事実前提ではないか。ほとんどが中立なので、仲

間を作ることが大切。 
→少なくともこの１０人、２０人は協力してくれるなという気持ちがあると動ける。それが

ないと個人が孤立してしまう。 
・ 優秀な人のインタビューをして共通項を示すという事は、

コンピテンシーを探るという事になると思う。職員課が出

しているリーダーズトークはそういう意図ではないか。 
→リーダーズトークは若手女性がインタビューをしている

ということを前面に出した方が共感を持って読めるのではないか。 
定年を迎えた時でも一区切りとしか思わない。８０まで現役でいたし、税金を払う側でいたい。 
・ ２０３０年をピークにこのままでは財政が相当厳しい状況になる。昨日のダイアログで出て

いた「高齢者のまち小田原」と

言う案は、慶応デパートでも実

践してる。 
・ 一律に変えようとしても変わら

ないかもしれない。自主研とし

て、良い本の輪読会という案は

良いかと思う。 
・ 話を聴く職員としては秘書室の

斉藤武志さんが考えられる。 
【推薦する本】 
稲盛和夫「生き方」  
水野敬也「夢をかなえるゾウ」  
小倉昌男  土光敏夫 
岸見一郎「嫌われる勇気」 林文子

「部下をお客さまだと思えば９割の

仕事はうまくいく」

コンピテンシー（英: competency）

企業などで人材の活用に用いられ

る手法で、高業績者の行動特性な

どと訳されている。 
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第３回キーパーソンインタビュー 
～価値前提で考えることのできる職員になるために～ 

経済部副部長 鳥海義文氏 
 

日 時 平成 26 年 6 月 9 日 17：30～19：00 
場 所 男子休憩室 
参加者 １０名 
内 容 以下のとおり 

 

～入庁当時～ 

 

鳥海：今年度から経済部の副部長になりま

した。副部長は何やっていいか分か

らないので、模索している感じ。昭

和 59 年に役所に入ったけど、当時

はまだ非常にのんびりした感じ。河

川敷で寝てて通報されたりとか(笑)。
私としては大学を卒業させてもらっ

て、『市民のためにとは』とそういう

気概で入ってきたんだけど、最初の

５年間で非常に疑問を感じて、自主

研究グループをつくって勉強とかし

てました。今でいう主事昇任前研修

の前にみんなで集まって勉強して、

当時の財政課長に質問に行ったりし

てました。県内の自主研を集めて尊

徳記念館でやったこともありますよ。

係員のときは、どうしても仕事を効

率良く早くやることに頑張るところ

があった。今でも続いているけど、２つ目の部署配属された総務課統計係で担当した統計

グラフコンクールというの景品を工夫して、実績褒章をもらった記憶があります。 
 
～意識が変わった先輩の一言～ 

 

鳥海：そんな感じで 10 年くらい立ったとき、ある先輩職員から、「効率的に早くやるというのは
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それはそれでいいけど、もう少し物事を考えるというか、市役所の方向とかそういうこと

を考える仕事の仕方もあるんじゃない？｣という意見をいただいた。その頃から意識が変わ

りだしましたね。秘書室ではまさに籠の鳥。決められたことをやらなければいけないとい

うことで無我夢中で５年間終わりました。財政課に行ってから、市の方向性をみんなで考

えて、物事を判断することを意識しながら仕事をしはじめた。 
 
～研修レポート公開！～ 

 

鳥海：今日は私が課長になったときの研修レポートを持ってきました。これを読み返してみて、

今回一番話したかったことを思い出したんです。私は課長は４年しかやっていないけど、

財政課長のときは確かに「価値前提」という仕事の仕方は必要でした。このレポートを読

んで私なりに小田原市の組織の現状について一番思うのは、役所の部署は、それぞれの快

適性を求めるじゃないですか、経済部としてはこうすべきとか。各所管課が快適性を求め

れば求めるほど市全体としては不快適になっていっちゃうんだよね。それが分かっている

けどそうしないみたいなというのが今の組織の現状なんじゃないかと思う。ただそれが間

違っているとは思わないんだけど。今日のテーマで、「理想の組織は」とあるけど、各所管

課が快適性を求めて、それでいいと思っているんだよね。そういう結果があってしかるべ

きだと思うんだ。ただ、それを改善すべきということを分かっているけど誰も目の前で言

わない。だからそれを言えるような組織にするっていうのが一番しっかりした現状、それ

が理想。実現できなくてもしょうがない、努力していくということ、気づいてやっていく、

それが組織の理想の形だと思っている。 
 
～120％の力を発揮する職員を育てる～ 

 

鳥海：県内の財政課のみなさんと飲む機会あ

ったり、今は下火になったけど事業仕分け的

な部分に私も最初のころから関わっていた。

事業仕分けをやると、相手の組織のことにつ

いてダメなものはダメ、こうすべきではない

かと、当時 40 前後の人が相手のところに乗

り込んで行って言うわけですよ。そうすると、

部分の快適性ではなくて、全体としてどうなのと。そのころからそういう考えを持つよう

になりました。 
私が仕事に取り組む上での基本的な考えは、①心身ともに健康であること、②いかなる

事柄もその原点が何か、の根本はどこにあるのか、自らよく考えること、そして、相手を

理解するため、自分が相手だったらどう行動するか相手の身になって考えること、③時代

の流れを読み社会情勢を把握し、社会常識を判断する基準に敏感になっておくこと。これ

は、自分が職員に対して「こうすべきじゃないの」とか言うけど、その判断基準がしゃき
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っとしないとだめだから。市民に対して媚びず、自信をもち、熱意をもって説明できない

といけない。部下に仕事を任せるにあたっては、管理者として取り組んでいくべき職務を

明確にしましょう。後は、120％の力を発揮できる職員を一人作ることが必要だと非常に

思ってました。課内で相乗効果が生まれるようになることを目指していたね。 
 
～職員の目標を引上げる～ 

 

鳥海：おそらく全員個人別行動目標計画表を書いていると思うんだけど、なかなかこれを元に評

価できるようなものになっていない。職員にやる気を出してもらうために、私はみなさん

が「３」くらいの目標を掲げてやろうって言った部分について、できると思った職員には

面接をしながら「５」くらいの目標にするように促してたけど、うまくいったと思ってま

す。 
あと、土日もずーっと考えていたので、こうしたいなというものが浮かんだらその都度

自分の職場に忘れないようにメールをばんばん送っていた。だから、月曜日の朝からだー

と指示を出してたね（笑）指示を出すときは係長にしていた。でも必ず、係員にも聞こえ

るように言っていた。よくやったなとか褒めたり。 
私が課長の４年間はそういう職務の仕方をしていました。ビジョンや目標を掲げながら

やる。当然、目標を掲げる場合には市長や副市長の考えになるけど、違うと思うときはこ

うすべきじゃないかと事前に市長や副市長にお話をするときもあった。 
 
～朝礼でメッセージを伝える～ 

 

清水：以前、財政課の職員が、鳥海副部長が課長のときは毎週、課長自ら仕事に対する考え方や

自分の思いを話してくれて、今までそんな課長はいなかったと言っていました。 
鳥海：財政課の朝礼は毎週月曜日は課長が当番。最初は天気の話とかだったが、だんだん自分の

考えを話すことにその場を活用していました。当時のメモをみると、なに話そうかという

ことがたくさん書いてあった。課長として、職員にはメッセージをどんどん伝えなければ

いけないと思っていた。目標を明確にしてあげることが必要だと思っている。財政課は予

算を組まなければいけないという同じ目標があり、課長はそれを示してあげる役割だと考

えている。 
清水：確かに主査クラスの職員とのダイアログの中で、共通の目標をもちやすいところと持ちに

くいところがあるという意見が出ていました。生活保護のＣＷなどの仕事は目標がもちや

すいのでは？ 
黄金井：確かに、担当地区は別々だけど、生活保護を減らすこと、自立を援助することは課の共

通した目標ですね。 
鳥海：自分の担当しか見ないと全体が見えない。課内で目標に向かって頑張っている職員が評価

されることは非常に大切なこと。特に入庁後 10 年以内の職員への影響は非常に大きいね。 
和田：入庁時、行政情報センターに配属され、課長や他係と離れていて離れ小島にいるような感
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じで係長と２人でやっていました。当時、うちの課の共通目標もあまり共有した記憶がな

いです。しかも総務課は４つの係がやっていることバラバラで、何やっているか分かりに

くい。課が一致団結してやっているのはいいなと思いました。 
鳥海：総務課はそうだよね。バラバラならバラバラで、職員が今年度はここまでいこうっていう

のは作った方がいい感じがするよね。その方が管理者としても仕事の管理がしやすいと思

う。 
上田：財政課のときは、他の部署に対して、その目的ってなんなのよっていうようなことを言え

る立場だったわけじゃないですか。言われる立場の課長との関係はどんな感じだったので

しょうか？ 
鳥海：言いたいことが言える、というより言わなければいけない立場だと思っている。相手の職

員が私に対して、「財政課長なんだから言うのあたりまえだべ」って思ってくる人が多かっ

たのがありがたかった。ただ、自分じゃ分からないけど、結構厳しいこと言ってるんだけ

ど、あまりそこまできつく言われていると思われていないような感じはするよね（笑）。

48 歳で財政課長になったとき、相手側が年上しかいなかった。確かにやりづらいけど、そ

んなことも言っててもしょうがないから、べき論をいうべきだろうなと思って。課長時代

には不祥事もあって、お金が伴うことだから当然絡むんだけど本当に大変。だからこそ、

そういうのには厳しくやっていた。「今年は通すけど来年直してね」って言っても直らない

から必ず直すまでハンコは押さなかった。職員にも、財政課という立場でチェックしてあ

げなければいけないよと言っていた。所属長は多分できない、財政課だからできることが

あると。 
清水：お互いに快適性を求める、自分たちの快適性を求めるのは悪いことではないんだというお

話で、それを改善することを言えるような組織が大事だとおってしゃっていましたが、議

論をしっかりしなさい、自分の考えをしっかり相手に伝えて、そこで最適解を見つけてい

くということだと思います。 
鳥海：そうだと思う。持ち回りだと急ぎだからつい決裁押しちゃうけど、財政課のときはちゃん

と見るようにしていた。経験上持ち回りはやばいことが多いね。 
清水：例えば条例をつくるときなど、うちの係では心がけてやっているつもりなんですが、所管

課と議論をしようと思っても、『総務がそういうならそれでいいですよ』みたいな感じで終

わってしまうことが。ちゃんと議論をして作り上げていかないといけないと思っています。 
和田：議論するためには自分もすごい勉強しなければいけない。そこの作業が大変で、心が折れ

そうです（笑）。 
 
人は、変われるか？ 

 

藤間：人って変わると思います？変わるためには何をすればよいと思いますか？ 
鳥海：変わると思うね。根本変わらないかもしれないけど、変われると思う絶対に。変わるため

にはおだてる。成果を認めて上げる。褒め方で一番効果的だなって思ったのはそれを市長

の前で言って、市長にそれを理解してもらう。各部長の前でもいい。ほめる、やったこと



44 
 

を正当に評価してあげる。その代わり、そこに至るまではいろいろ言うけどね（笑）。こち

らが相手を変えるというより、相手側が自分で理解して変わっていくと思う。 
藤間：確かに、直接上司に褒められるよりも何かの折に全然違う人から「市長が君のこと褒めて

たよ」とか言われた方がインパクトあるかもしれないですね。 
上田：上の方の人達でそういうことを共有したりすることはあるんですか？ 
鳥海：事例として同期で話すことはあるけど、情報として共有するというのはあんまりないかも

しれない。 
清水：所属長が変わって劇的に変わったりするんですか？ 
 
鳥海：聞いたことはある。上が変わったら勉強会が増えたり、雰囲気が良くなったり。所属長は

スパンが短いし、１年目から勝負。でも１年目で理解して指示が出せる方ばかりではない

から、まずは前任者の仕事を確認して、去年と同じことをせざるを得ないところはある。

そういう意味では良いか悪いかは別だけど、出戻り人事はある程度目標が立てやすい。だ

から部長が変わるたびに自分から頻繁に仕事の話をしていた。所属長は仕事を自分ではで

きないから、面談で順次思いを伝えて、係員が実現していければいい。 
藤間：課長までの距離が近い課と遠い課があって、近くなってほしいというのはあるんですけど、

そこがポイントなんだなと。今は課長と非常に遠い。課はもっとグループとして一体にな

ればいいと思います。 
鳥海：「うちの課長に話せばいい」と職員が思うような職場が大事。「話してもしょうがない」と

言われちゃう課長にならないようにしないと。 
石渡：先ほど持ち回り決裁は危ないという話が出ましたが、自分が出向した環境省はたいてい持

ち回り決裁でした。なぜかというと、担当者が理解しているのかを試しているから。話し

た感触で「こいつ 100％理解していないな」と感じたら、あえていじわるな質問をする。

こっちは泳がされて、ハンコは押されずポッと返される。だからこそ一生懸命調べたり、

決裁の過程で自分の懸念事項を話して意見をもらったりする。そういう意味では持ち回り

決裁は好きなんです。 
 
所属は、所属長次第。 

 

鳥海：むかし、所属長になったときに言われたことがある。所属長ががんばれば所属のレベルが

上がっていく。所属長以上のレベルに所属はならないよと。確かにそれはそうかなと思っ

た。 
藤間：私も事業で事務局をやっていたときに言われたことがありますね。事務局以上には動かな

いからお前たちが動かないとダメなんだ。事務局ががんばるしかないと。 
上田：所属長がそういった意識でいてくださるというのはとても嬉しいです。ただ、一方で、そ

うではない場合、それを突破するみたいな実例があれば伺いたいです。 
鳥海：基本的に大きな声で言うんだろうな。自分の意見をちゃんと言う。それは必要。所属長は

天の邪鬼でいいと思う。何か文句あるんなら言ってこい、という流れで。突破するという
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のはちょっと分からないんだけど、こういうことをやりとげるというのが突破なんじゃな

いかな。 
黄金井：個人別行動目標は係長と係員がやりますが、自分の思いをどうやって係員まで伝えてい

るのですか？ 
鳥海：毎週朝礼で。個人別行動目標も、係長と係員の面談の前に目を通して目標はこう直したほ

うがいいんじゃないかとアドバイスしたり。 
 
～これが私の個人別目標実行計画表です。～ 

 

 今日は私の個人別行動目標計画表を持ってきました(笑)僕の重点目標はイコール市の目標。こ

こには自分ならできるという目標しか書いていない。そのために何をやればいいかは行動目標に

書いてある。私が課長になったとき、ピークは 60 億円あった財政調整基金が、取り崩して残高

が 12 億円だった。これを絶対になんとかしないといけないと思って、４年間で 12 億円を 38 億

までもっていった。国や県の人脈をつくるために結構お金を使った。飲み会のね（笑）。こういう

ものを常に意識しながらやっていく。毎年ころころ変わる目標はおかしいと思う。 
清水：課長の個人別行動目標を見るのは面白いですね！そういう使い方は思いつきませんでした

（笑）120％の力を発揮できる職員を育成して、他の人は 90％の実力をコンスタントに出す

という発想もあまり聞いたことがありませんでした。 
鳥海：自分は 120％の職員になりたいというタイプの職員。係員で財政課にいたときはそんな感

じで一生懸命やっていたし、そういう人がいれば周りのモチベーションも上がると思った。 
清水：職員の弱み強みを知ることが大事だというのは、前々回のダイアログで美濃島係長もおっ

しゃっていました。適材適所で本人の良さを伸ばすという点で、課長が係員の目標を引き

上げるというのは良いですね。 
鳥海：自分には目標があって、その目標を達成するためには係長にはこうなってもらわなければ

いけない、係員にはこうなってもらわなければいけない、と考えるとそうなる。そうしな

いと目標が達成できないからね（笑）。 
黄金井：お話を伺って、副部長はコミュニケーションを大切にされる方だなと思いました。組織

の構成要素は共通目標、コミュニケーション、貢献意欲。個人別行動目標は組織を構成

するためにうってつけのものなのにあまり有効活用されていないと思う。今日話を伺っ

て、理念どおり活用されていることを知っただけでもかなり職員のモチベーションが上

がると思いました。 
加藤：課長とダイレクトで仕事のことを話すことはあまりありませんでした。課長からちょっと

背伸びした指示が出るということも今までなかったので今日は一つ新たな視点をいただき

とても勉強になりました。 
鳥海：各部局で市長レクチャーをしていると思うけど、あれをもっと公開して有効に活用してい

けばいい。 
藤間：短い期間で色を出して何かを作っていった部署はありますか？ 
鳥海：例えば福祉のとき、１年間でいろんなことやった。要援護者避難マニュアルを作ったり。
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時分なりにこのときは何をやるという目標をもってやっていたと思う。市立病院のときは

２年間だったけど、救命救急センターをオープンさせるという目標を掲げて、職員にも恵

まれたこともあって２年間でオープンさせることができた。だんだん仕事の仕方は変わっ

てきたね。財政課の係員のときはなんであんなに仕事したのかなって思うほど仕事してた。

保育園の先生から怒られるくらいすごい仕事人間だった。財政課長では絶対に残業しない

ようにしていた。役所一早かったと思うよ、5 時 40 分からの TOHO シネマ見ていたし（笑）。

最初から残業ありきだといくらでも残業しちゃうよね。 
 
～目標を達成することがモチベーションにつながっている～ 

 

藤間：仕事のモチベーションの源泉は何でしょうか。 
鳥海：仕事をしたいっていう感じはあまりない。常に目標に向かって何かをやっている。今、農

業をやっていて非常におもしろいのはこのかぼちゃをこれだけ実らすためにはどうしたら

いいかとか、そういう目標さえあればいい。それが仕事の源泉。目標がないと仕事しない。

経済部では今、なかなか自分でできる目標がない。 
藤間：目標を達成しようというのは、何のため、どういう喜びなんでしょうか。 
鳥海：自己満足だね。みんなで自分の目標と達成したものを共有したいっていう感じ。借金減っ

たとか（笑）。 
藤間：みんなでパズルを完成させる喜びということでしょうか。それはある程度上の役職になっ

てから感じられるものかなと思うんですけど、係員だったときのモチベーションは何でし

たか。 
鳥海：使命感だね。あのころは「おれがやらなくて誰がやるんだ！」と思ってた。財政課に行っ

たとき、係員は 20 代と 30 代中盤。係長はあまり動いてくれなかったから、自分が頑張る

姿を見せながらやっていくみたいな。120％の職員みたいなイメージ。負けず嫌いってい

うのは非常にある。 
藤間：目標って、若者に対してこれやりますってアピールなのかなと思っていた。課長として目

標から引き揚げてくれるというのが新鮮ですごいなと。その方がモチベーションが上がる。 
鳥海：課長以上はマネジメント。副部長はあまりやることがない。部長はあると思うけど。係員

から係長が一番おもしろい。課長はプレッシャー。ルーチンワークに職員がもっとしっか

りと取り組めるような体制を我が社が作っていかなければいけないと非常に思っている。

市としての懸案事項にある程度、人が取られる。部長だって市長の命題だから良い人が取

られる。窓口とかルーチンワークにしっかりと職員が張り付いてできるような体制を作っ

ていかなければ非常に厳しくなる。  
いま、若手の職員を集めてプロジェクトをやって新しい発想を入れていくのは、それは

それで彼らもモチベーション高くやっている。でも、それには加わらないけど一生懸命地

道にやっている職員はいる。その人たちがちゃんと評価させるような形をつくってあげな

ければいけないと思った。そういう不満もきっとあると思う。 
清水：最後に、これからみんなが価値前提で考えられる職員になっていくにあたって、アドバイ
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スをいただければと思います。今回、「組織のキーパーソンに話を聴く」という宿題は一応

終了なのですが、もしまたダイアログをするならこの人がいいというのがあれば教えてく

ださい。 
鳥海：楽しくできるように自分から環境を整えること、自分から動いていかなければダメ。自分

からアクションして自分から入っていく

ということを心がけている。あと、一番

大切なのはリラックスする、気分転換す

る時間をつくって、オンオフをしっかり

して、頭をリフレッシュすること。私も

ここ５年間くらい本をたくさん読んだり、

映画見ている。映画は年間 50 本くらい、

本も 50 冊くらい。キーパーソンは誰か

いるかな。拠点整備課の石井さんなんか

面白いかもね（笑）。 
全員：本日はありがとうございました。 
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第４回キーパーソンインタビュー 

～価値前提で考えることのできる職員になるために～ 

中心市街地整備課副課長 石井 裕樹氏 
  

日 時 平成 26 年 8 月 29 日 17：30～19：00 
場 所 男子休憩室 
参加者 ２０名 
内 容 以下のとおり 

 

司会（黄金井）：本日はたくさんの

人に集まっていただきありがとう

ございます。私たちは今年度、「早

稲田大学マニフェスト研究所 人

材マネジメント部会」に研修生と

して参加していて、組織のキーパ

ーソンのコンピテンシー（行動特

性）を探る上で、小田原市で活躍

されている方にインタビューをし

てきました。今日は、前々回にイ

ンタビューした鳥海副部長のご推

薦で、拠点施設整備課の石井副課

長にお越しいただきました。 

 
～民間中途採用第２期生～ 

 

石井副課長（以下、石井）：鳥海副

部長とは、去年まで財政課で一緒

だったこともあり、「石井に話なん

か聞いたら面白いんじゃないの」

と言ってくださったそうです。あ

りがたいことです。私は、今まで

の（インタビューした）人達とは

過去の経歴が違います。平成２年から小田原市は新卒以外を採用するようになりましたが、

私が平成３年度入庁になるので、民間経験者の中途採用第２期生ということになる。 
前職は外資系のコンピューターの営業をやっていました。１年で会社をクビになり、リク

ルートに転職し、営業として「Being」や「とらばーゆ」を担当しました。 
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大学では行政に興味があったので、いつかは役所にお世話になりたいと思っていました。

外資系、リクルートでも結構な給料をもらっていたが、初志貫徹、大学時代の経験を生かし

て役所を受けてみようと思って受験したら合格した。合格したら「役所のタイプじゃない」

と同級生から非難の電話がかかってきました（笑）。 
高校、大学は遊んでばかりで、当時はロン毛、鎖、革ジャンの恰好でいわゆるヘビメタ。

新宿のアルタ前でコント赤信号の小宮氏に声をかけられ、セーラー服を着せられて小田高校

歌を一緒に歌ってテレビに出たことも。 
  
～足跡を市民のために残す。～ 

 

石井：入庁して市税総務課に配属。そこで民間の営業の仕事市税総務課の仕事、とどこが違うの

かと考え、比較もしたけど、やることは何も変わらなかった。 
でも、市をセールスして納得すれば税金払ってくれるのかと思っていたが、全然違って

いて、こんな貧困生活している人が世の中にいるのかとカルチャーショックでした。玄関

が臭っていたり靴が散乱しているのに外に寿司桶があったり（笑）。こういうところは民間

とは違うと感じ、モチベーションを上げるにはどうしたらいいか、そこから３年くらい考

えました。 
そんな時、先輩から、「お前は転職したことがあるからわかるだろうけど、市役所は課が

変わるたびに転職だよ」と言われました。収納課、職員課、下水道総務課、情報システム

化、財政課、拠点施設整備課、今までやってきた仕事の共通事項はほとんどない。異動す

ればまったく違うことを覚えないといけない。組織を考える上でこれだけいろんな課があ

るんだから、組織が存在する前提としての共通項は何なのだろうと考えました。そこで、

私は、自分が所属している課で、必ず最低一つは仕事で自慢できる足跡を残すことにした

んです。今６箇所目の異動先なので、６つ足跡が残ったと自負がある。そういう仕事に向

かう姿勢、メンタリ

ティの積み重ねが

役所であり、違う仕

事をやっていても、

必ず市民のために

仕事をしていると

いう部分が共通し

ているんじゃない

かと思っています。

足跡も市民のため

に残す、自分のキャ

リアのためにも残

す。これをキーワードとして言えると思う。 
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～大事なのは自分の気持ち。～ 

石井：まず個人があって組織、その組織の中で、自分が与えられた中で何をするかを考える、ひ

とりひとりがそれを考えるといい組織となる。このようなことを考えて仕事をしてきまし

た。民間との違いをよく聞かれてきましたが、何も違わない。 
社会は理不尽です。理屈は通らない。マイナスからのスタート。自己実現を仕事でする

ことに重きを置いている人は仕事を一生懸命するべきだと思う。社会が理不尽であるので

当然組織も理不尽だ。これは評価されると自分では思ってもされなかったり。最終的には

自分の気持ちが大事なんだと。 
今、多くの職員が疲れているとか精神的につらくて休んでいるとか、若い人がそうなっ

てしまったら、ものすごくもったいないと思う。入庁時のモチベーションを忘れなければ、

そうならなかったかもしれず、すごくもったいないと思う。 
小田原は田舎です。田舎の市役所はその地域で本当に優秀な人を集めちゃう。民間企業

から言わせるとこれもまた理不尽。民間でやろうと思うと大変。それだけの試験を通過し

て入っている皆さんは、もっと誇りを持ってほしい。自分をしっかり持って仕事をしてほ

しい。若い人に特に言いたい。中堅職員も自分と向きあって常にどうやって足跡を残そう

かを考えてもらえればと。 
 
司会：ありがとうございました。ここから、参加者と石井さんとのフリートークにしたいと思い

ます。みなさん、ご意見などあればどうぞ。 
黄金井：各課で足跡を残してきたとのことですが、今の若い世代は業務が忙しくこなすことで精

いっぱい。組織のため、市民のためなどを考えている余裕がないのではないかと思いま

す。配属先で付加価値をつけるモチベーションがあれば教えてほしいです。 
 
～最少の経費で最大の効果～ 

 

石井：市民のために繋がる仕事をするのは第一優先だと思うけど、もっと基本的なこととして、

みなさん、公務員の仕事とは何だと思いますか？行政の仕事で大事なこととは何でしょう

か。 
それは、「最少の経費で最大の効果」を上げること。これが頭にあれば外れた仕事はない

はず。自分にも経費がかかっている。私は職員課にいましたが、職員を一人雇うためには、

実はもらうお給料の倍の経費がかかっている。たとえば給与５百万の職員なら約１千万か

かっている。その経費を自分が回収できているのかということ。例えば紙一枚でもどこま

で突き詰めて使えるか、ずっと考えてきました。昔は効率より過去の経緯が大事に考えら

れていたけど、とにかくコストダウン、予算削減してどれだけ効果を出すかが大事だと仲

間と話していた。公僕になった以上はそれを突き詰めないといけないと思います。 
清水：役所に入って 20 年ということですが、役所よりも別の会社に転職すればよかったと思った

ことはありますか？ 
石井：私は行動に理屈をつけたがる性格なんです（笑）。入庁してまず、公務員になったらもう転

職なんてできないなあと思った。なので、転職は考えたことはないです。今の若手はもう



51 
 

少し可能性があると思う。いろんな人材を採用しているし。 
久永：私も転職組で、前職は民間会社で１年ほど経験しました。入庁時はあまり深く考えていま

せんでしたが、今はいろいろな人と会って話を聞いて自分に可能性を見出せてきました。

もらっている税金でどれだけ効果が出せるか考えるようになってきました。 
石井：入庁して２，３年経つとだんだん考えが変わるよね。この中で民間経験の人いる？ 
三元：SE から転職して今、生保の CW です。仕事の違いにカルチャーショックもありました（笑）。 
石井：昔から福祉と税は若い職員ばかりだったよ。20 代と 50 代ばかりで主査がいない。今でも

そんな構成のところあるでしょ、若手ばかりで仕事回しているからすごいよね。２年目、

３年目の職員がリーダーになっている。 
清水：後輩に対してはどのように接していますか？過去のダイアログで、若手職員は職場は楽し

いと前向きに感じている一方、係長クラスは自分が係員だった時に比べて自分がちゃんと

叱れていないと感じているようでした。 
石井：自分はやさしく接してきたね。でも、厳しい環境で仕事するのも大事だと思う。先輩から

怒鳴られた人いる？今はあまりいないかな。今考えると怒ってくれた人からは愛を感じる。

怒鳴られたことが愛情だったと後になって分かる。厳しい先輩の下につくのはいいことだ

と思う。 
 
～情報止めたら上司は・・・死ぬ！～ 

 

石井：私は係長、課長はお神輿でいいと思っている。若い職員はその課ではキャリアが長いのだ

から教えてあげればいいと思う。管理監督者は役所のキャリアが長いのだからその視点か

らびしっと言ってあげればいいと思う。もっと係長や課長に一緒に動いてもらうことが必

要。『ホウレンソウ』って言うけど、情報止めたら上司は死ぬからね。判断できなくなるか

ら。上から、あれはどうなってる？と聞くのは判断材料を求めているから。材料を提供す

るのは皆さん。こうしたいとか、こう思いますという具申はどんどんしていい。係長に言

って分からなかったら課長に直接言っていい。そうやらないと動いていかない。係長に、

課長に言いますよと言えばいい。私、納得いかないのでと言って、動けばいい。在課４年

目くらいになればできるようになる。係長と一緒に動くのはすごい大事ですよ。情報はど

んどん上げる。一緒に動く。そうすればいい仕事はできると思う。 
 
～苦手な職員をつくらない～ 

 

上田：係長と合わずに自分のやりたいことをあきらめたりしたことはありますか？ 
石井：入庁５年目で職員課に行ったときに苦手な職員を作るなと言われた。誰とでもしゃべらな

いと職員課の仕事なんてできないよと。だからちょっとでもあの人俺のこと嫌いなのかな、

と思ったら逆に話に行った。 
藤間：それは今職員課でも言われていますね。合わない人もいるが、それはチャンスだから積極

的にいかないとだめだと言われています。 
石井：こういう話を本当は周りの先輩がするといいね。酒の席で仕事の話はいいよ、とか言うけ
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ど、私は逆に職場の人間と飲むのに仕事の話をしないのかと思う。どんどんすればいいの

に。あまりしないでしょ。 
上田：このような話を同期、副課長同士ですることはありますか？ 
石井：ある。同期の中でも７，８人の仲間がいるけどその中ではよくやる。やっぱり意思疎通が

できているというか、意識が同じということがあるのかも。同期会も３，４年目あたりか

ら下火になるからそこからどれだけ続けられるかだね。今、コーチングをやっているけど、

前に新人の指導担当がコーチエイの研修を受けた。その時に集まった人間が、まあ同年代

が多かった訳だけれども、コーチングを受けたことがなかった職員ばかりで刺激を受けた。

研修後もそのことを話し合ったりした。 
黄金井：「最少の経費で最大の効果」を出すための原動力」となっているものはありますか？責任

感とか、好奇心とか。石井：大学の研究が基礎になっている。今でも教授と飲みに行くが、

あの時が基礎になっている。役所ってこうあるべき、行政ってこうあるべき、政治ってこ

うあるべき、っていう自分の中で考えを固めて入庁しちゃったから、入庁後に影響を受け

たことはあまりない。むしろ自分の研究の材料として自分の仕事があるような感じ。 
黄金井：このあと市役所をどのようにしていきたいですか。 
石井：「市役所を意識しない市役所」になるべきだと思っている。市役所は駆け込み寺、困った時

に駆け込む場所。普通の生活を送っている場合は、市役所を意識しない。その状態は、市

民が幸せな生活を送っているということ。そういう仕事をしていきたい。そういう市にし

たい。 
 皆が幸せに過ごせるためにこの組織は何ができるのか。当然まだ解はない。 

清水：石井さんにとっての理想の組織とは、「市役所を意識しない市役所」にするために動いてい

る組織なんでしょうか。 
石井：そうだね。黒子のような存在。あの人達に任せていれば安心だ、みたいな。組織はこうあ

るべきだとはあまり考えたことはない。個の集まりだと思っているから。人材のマネジメ

ントというよりコーチングに興味がある。皆さんにもいつでもコーチングするからどうぞ

（笑）。でもコーチングは組織を強くすると思う。 
清水：人材マネジメントも自分の立ち位置を変えろと言われます。組織の「あるべき姿」という

ビジョンを持って組織を変えるには、ミドルクラスの意識が変わらないといけないといわ

れています。 
 
～一番変わるべきなのは我々世代だと思う。～ 

 

石井：コーチングでもそこが焦点となっている。民間でもミドルにコーチングってあまりやって

いない。実は一番変わるべきはミドルだね。俺らが変わんないと変わらないよ、とよく言

っているけど。そこまでの過程で環境がその人を作っている。役所がその人を作るべくし

て作っている。一番いけないのはノーと言えちゃう職員。言い訳だけうまい。頼まれたら

とにかくやっちゃおうと思うほうがいい。マネジメントも個の特性を見ながら動かしてい

く訳だけど、組織は理不尽だから、どうしても個が埋没していくのはしょうがない。でも

その中で、組織の目標に向かってうまくコントロールしていかないといけないのは我々世



53 
 

代（ミドル）ということですかね。 
黄金井：今までキーパーソンインタビューにご協力いただいた３名の方も同じように、得意、不

得意を補完しあえる組織が強い組織だとおっしゃっていました。 
石井：そのとおり。鳥海副部長から毎日叱られていたけど（笑）、見ていてくれていると感じた。

周りにも聞こえるように言っていたとこもあるし。自分にとってはありがたかった。 

 
～人は死ぬまで変われる。～ 

 

藤間：今までのインタビューの中でも必ずうかがってきたのですが、人は変われると思いますか？ 
石井：変わる。死ぬまで変わる。変われない人なんていない。おとといのコーチングのメルマガ

に載っていた(笑)。70 になっても変わる。アメリカの研究でも証明されているらしい。 
藤間：何によって変わるのでしょうか。 
石井：環境によって自分の考え方が少しずつ変わる。 
清水：自己研鑽でやっていることやお薦めの本はありますか。 
石井：テレビが大好き。今ハマっているのは「HERO」（笑）。ワールドビジネスサテライト、ガ

イアの夜明け、テレ東大好き。歴史番組、京都とか仏像も大好き。中宮寺の半跏思惟像は

いい。３年に一度会いに行く。本は、「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」（マ

ックス・ウェーバー著）。一番の愛読書。政治学専攻だったし。壁にぶつかると目を通す。

政治学をやっている人間は資本論（マルクス）とウェーバーは必ず読む。今読んでも感じ

るものがある。   
最後に一言、どんどんコーチングを受けに来てほしい。飲みに行こうでも、2 人きりで

コーチングやってほしいでも、何でもいいから相談してほしい。手を挙げるって難しいけ

ど。メールでもいいけどね。 
司会：石井副課長、ありがとうございました。今日は 20 名近くの方に参加していただき、また係

長さんにも参加していただきました。この後懇親会も用意してありますので、引き続きゆ

っくりお話ししましょう！最後に皆さんから一言ずつ感想をいただいて終わりにしたいと



54 
 

思います。 
 
★参加者から感想 
・心に残ったのは「最少の経費で最大の効果」。自分がそうなっているのか自分の中で再考させら

れた。 
・「社会が理不尽でマイナスからのスタート」は印象に残った。最終的には個の気持ちの集合が組

織である点、今までは個の気持ちなんて組織には関係ないと思っていた。 
・石井さんみたいなカッコイイ大人になりたいと思った。 
・一つの課で一つの足跡を残す。自分もそうしたい。最初の自分の気持ちを持ち続けて仕事に取

り組んでいきたい。 
・人は変われる、ということはこれから成長していけるということ。まだ 1 年で迷惑かけている

が変わっていきたい。 
・「情報が入らないと上司は死んでしまう」1 年目だと上司との距離感を感じるが月曜日からは意

識してやっていきたい。 
・現在 1 年目で変わりたい意識がすごいあるので、人は変われるって言われたのが印象的。 
・仕事上、上司とぶつかることがあるが、他にも熱い想いをもった職員がいると励みになった。 
・「市民が役所を意識しない＝市民が幸せ」が印象に残った。 
・普段はあまり話せない職位の方なので刺激になった。自分は現場に近いのでどんどん上の人を

巻き込んでいきたい。 
・もっと自分に自信を持っていいと感じた。3 年目でいろいろ迷うこともあるが、今日はパワー

をもらって月曜から頑張れる。 
・一つの課で一つの足跡を残すが印象的、自分の課でも足跡を残せるようにしたい。 
・新人研修から資料通りでなく自分の言葉で語る、余力のある職員だと石井さんについて同期で

話をしていた。あのころからモチベーションは変わっていないと思った。刺激になる。 
・えっさほいのイメージしかなかったが、話す機会を持つことがすごい大事だと思った。飲み会

で仕事の話以外何話すの、がまさにその通りだと思う。 
・こういう場ってすごい大事だと思う。仲間を作りたいと思っている。 
・理想の組織体というより個の力が集まって組織が成り立っているのが印象的、自分の仕事がう

まくいかない時も組織風土や環境のせいにしていたが、自分の能力を磨くべきと感じた。 
・事務改善は足跡を残すために必須だと思うので、コスト意識と一緒にこれから意識していきた

い。 
・大勢集まって、今たくさんの気づきを聞いて改めてこういう場ってあるといいなと感じた。情

報が入らないと上司は死んでしまう、嫌がらせに使えるかも（笑）。 
・人は変われるという言葉が印象的。変われないと思っていたので、自分の中に思い込みがあっ

たのかもと反省した。
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(2) キーパーソンインタビューの集計・分析 

インタビューで語られたキーワードを抽出し、カテゴリーごとに分類を行った。

そこから見えてくる、３人に共通した行動特性が本市の組織・人材のありたい姿

につながると考え集計・分析を行った。 

３人３様の雰囲気や語り口であったが、仕事や組織に対する肯定的で前向きな

姿勢や、価値前提な考えなど４つの共通する行動特性（コンピテンシー）を抽出

することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

【４つのコンピテンシー】 

コンピテンシー 

行動特性 
内  容 キーパーソンの発言 

知識獲得力 継続的に深く広い情報収集

に努め、取捨選択した上で、

知識やノウハウとして習得

する。その知識を発想の起

爆剤としたり、判断材料と

して活用する。 

・色々なジャンルの本を読んでい

る。 

・面白そうな人に会いにいくと、

そのまわりにも面白い人がいる。 

・社会情勢や社会常識を把握する

ことが、自分の判断基準になる。 

組織的行動力 組織の目的を達成するため

に何をすべきか、多面的、

客観的に捉え、当事者意識

をもって行動する。また、

お互いの考えを尊重し、信

頼関係を築いていく。 

・自分の強みと弱みを知り、弱い

部分はフォローしてもらう。 

・係長はカリスマでなくて良い、

リーダーであることが必要。 

・課長として職員にメッセージを

伝えていかなくてはいけない、目

標を明確にしてあげるのも役割。 

コミュニケー

ション力 

他人の意見を正しく理解し

たうえで、それに対する自

分 の 意 見 を 明 確 に 表 現 す

る。深い対話を通して、最

適解を見つける。 

・アイデアを持ち、それを周囲に

話せば多くのことは実現する。 

・すべきことがわかっていたら、

それを言えるのが理想の組織。 

・人は変わらない、無理やり引き

込むと軋轢が生じる。巻き込む。 

組織愛/肯定感 

コミュニケ

ーション力 
知識獲得

力 

組織的 

行動力 

未来志向

型問題解

決力 
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未来志向型問

題解決力 

課題を正しく把握し、ある

べき姿を思い描きながら解

決策を立て実行する。個人

としては、常に新しい目標

を定め、その実現のために

努力する。 

・こうなったら楽しい、面白いと

いうワ クワ ク感 を常 に持 って い

る。 

・「事実前提」では「だからできな

い」になってしまう。 

・自分の個人別目標はイコール市

の目標。そのために何をすれば良

いかを行動目標にしている。 

 

４ 小田原市の組織・人材のありたい姿 

  小田原市の組織・人材の現状とキーパーソンインタビューの結果から、小田

原市の組織・人材のありたい姿は何か、そしてその状態になるためには今、何

をすることが必要なのかを検討した。 

(1) 組織・人材のありたい姿 

   キーパーソンインタビューを通じ、本市には既に価値前提の視点を持って

行動している職員がいて、それらの職員には４つのコンピテンシーがあるこ

とがわかった。したがって我々は、このような職員が増え組織の中で活躍し

ていることが、本市「ありたい姿」であると考えた。 

(2) 「ありたい姿」になったときの職場の変化 

① 目標を共有できている 

市全体の目的、課の目的、担当業務の目的の繋がりを理解し、組織の中

で目的が有機的に共有されている。全職員が組織全体の目的を理解、共有

し、長期的な市の将来を考えて業務を行う。 

② 貢献意欲が高い 

全職員が担当業務の枠を超え、市民のために働くことに喜びや、やりが

いを感じて仕事をしている。これにより、業務の質が高まるとともに、市

民目線の組織風土が作られ、柔軟な市民サービスの提供につながる。 

③ コミュニケーションが豊富 

課内で、仕事上の対話が日常的にされており、他部署や外部との連携が

積極的に行われている。職員相互の理解が深く、尊重し合えるとともに、

組織が開放的で新たな市民ニーズに柔軟に対応できる。 

(3) 「ありたい姿」になるために今、着眼して取り組むこと 
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４つのコンピテンシーを持った職員が増え、組織内で活躍していることを

「ありたい姿」であると考えた。であるならば、今、着眼して取り組むことは

４つのコンピテンシーを持った職員を増やす事である。職員の目標管理や定例

ミーティングの実施など、様々な個別施策を行った結果として職場に良い変化

が起こることも考えられるが、４つのコンピテンシーを持った職員を増やすこ

とは、職場を改善するための個別施策がなくても理想的な職場に自ずとなるの

だと考えた。 
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第２章 小田原市で取り組むべきこと 
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１ ４つのコンピテンシーを持つ職員を育成するためにすべきこと 

前章で私たちは、本市の組織・人材は「目的を共有する機会がない」、「貢献意

欲が低い」、「コミュニケーション不足」であると考え、また、本市の組織・人材

のありたい姿は、「知識獲得力」、「組織的行動力」、「コミュニケーション力」、「未

来志向型問題解決力」の４つのコンピテンシーを持った職員が増え、組織内で活

躍していることであると考えた。 

これらの４つのコンピテンシーを持った職員を増やし、組織内で活躍するため

に必要な施策は何であろうか。施策案を考えるに当たり、 

①全庁の職員にかかわりのあるものであること 

②単発のイベントではない、持続的な取組みであること 

③他部署を超えたつながりを作ることができるものであること 

④すでに本市で実施している『コーチング』研修と連動させたものであること 

 等を条件として人マネ参加者でアイデア出しを行った。その結果、次のような

施策を発案し、平成２６年８月１４日に行われた市長への報告で提案を行った。 
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  これは、３０名程度の若手職員による自主研究グループを立ち上げ、若手職

員が自らの手で２０３０年の小田原市の未来の総合計画を策定することで、小

田原市の現状・課題を認識すること、小田原市が現在掲げる総合計画という共

通目標を理解すること、他部署を超えて議論することでネットワーク、コミュ

ニケーションスキルの向上を図ることを目的としたものである。また、月に１

回、政策分野別の勉強会を開き、各回には庁内講師として各部局の部長や各課

の課長クラスの職員に講演をお願いすることで、経営層クラスに対する意識改

革を図る効果も期待した。さらに、コーチング研修によりコーチングスキルを

身につけたミドルクラスの先輩職員にフォローしてもらうということも考えて

いた。 

  しかし、実施するにあたり、いくつかの課題があった。 

  ① 実務に反映されない 

    市長に報告した際に市長や企画部長に指摘されたことは、「どんなにすば

らしい総合計画を作ったとしてもそれが実務に反映されないのであれば自

己満足になってしまうのではないか」ということである。自主研究という
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かたちで参加者のモチベーションを高く維持するためには高いマネジメン

ト力と強い思いが必要であると感じていた。 

  ② 事務局の負担 

    一年間にわたり我々３名のみでこの施策を実行することに対して大きな

負担感を感じていた。参加希望者の募集、毎月の講師の依頼、組織マネジ

メントなど。通常業務をこなしつつ、モチベーションを維持しながら続け

ることができるのだろうかという不安があった。 

  ③ 若手職員に対する施策 

    この施策は直接的には若手職員に対し向けられたものであり、その他の

ミドル、経営層の職員に対しては間接的な波及効果を期待するものである。

全庁に向けた取組みとはいえないのではないかとの指摘が人材マネジメン

ト部会幹事からもいただいた。 

 

２ 総合計画策定プロジェクト「We-MAP」とは 

(1) 市長報告をきっかけとした企画部門との連携 

平成２６年８月１４日に行われた市長への報告、その後の人材マネジメント

部会での指摘を受け、人材マネジメントの視点を、人材育成を通して実務に反

映できる施策とするため見直しを行った。 

本市では、総合計画後期基本計画を平成２７年度から部局長体制で検討する

予定であったが、企画政策課としては、当該計画の前段となる検討材料出しに

ついて、より多様化した政策課題への対応を考えるために組織の垣根を越えて

職員が関与するフレームを模索しているところであった。 

そこで、企画政策課、人マネ参加者でタッグを組み、総合計画後期基本計画

の本格的なスタート前の平成２６年１０月～平成２７年４月の約５か月間、総

合計画後期基本計画策定に関する検討材料出しを行うこととなった。 

企画政策課と連携することができたことで、我々が課題としていた実務に反

映されないこと、事務局の負担、若手職員に対する偏った施策については解消

することができ、公務としてより実務に即した活動とすることができたことは

非常に効果的であったと考える。 

(2) アドバイスを取り入れた新施策「We-MAP」 
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上記のアドバイスを踏まえ、新しい施策「We-MAP」として再スタートした。

具体的には、平成２７年度から本格的にスタートする小田原市総合計画後期基本

計画の策定作業の検討材料を、全庁から募集した職員とともに企画政策課と我々

が事務局となり創出していくものである。  

実施に当たり、期間は平成２６年１０月から平成２７年３月末までの５ヶ月

間、月に１回程度のペースでの会合を行うこと、第１回会合では市長から思い

を聞くこと、第２回会合は合宿とし、市内公共施設に宿泊して議論し、コミュ

ニケーションを円滑にすることでメンバーのレジリエンスを高めること、年度

末に市長等に報告をすること、会合を補完するようなランチミーティングを人

マネ参加者が定期的に開催することなど、職員課、企画政策課職員との議論の

なかで決めていった。 

そして、平成２６年１１月に「１０年後の小田原を描くチーム「We-MAP」

として次のとおり職員向けに募集を行い、その結果、２０歳代～４０歳代の計

３３名のメンバーが集まった。 

「We-MAP」は、有志の若手職員による総合計画検討チームであることや、

合宿形式による戦略策定が注目され、神奈川新聞（平成２６年１２月２６日）

や小田原箱根経済新聞（平成２７年１月１０日）等のメディアにも大きく取り

上げられた。

企画政策課により庁内掲示板に掲示された「We-MAP」募集チラシ 
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2014 年 12 月 18日(木) 

小田原市公式ホームページ「市長の日記」 
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３ 「We-MAP」を通じて私たちが目指すこと 

この取り組みを通じて私たちが目指すことは「We-MAP」に参加した職員が４つ

のコンピテンシー（行動特性）を備えて、各職場に戻り、これまでの慣習を変え、

課を改善し、最終的には全職員の①思考方法の改善、②行動様式の改善、③アウト

プットの改善の３つを目指すものである。  

(1) 思考方法の改善 

まず、①思考方法についてであるが、市政の目指すべき方向性、１０年後の

ありたい姿を想像しバックキャスティングから解決策を導き出す体験をした

職員が、日々直面する課題解決にあたっても「どうありたいか」から考える「未

来志向型問題解決力」をベースとした思考方法に変化する。 

また、対話を通じて多様な意見、情報を持つことの有効性に気付いた職員は

これまで聞き流していた情報にも気を配るようになり、意識して情報収集を行

うなど継続的に深く広く情報収集に努め、取捨選択した上で、知識やノウハウ

を習得し、関連付けて活用する「知識獲得力」が向上する。これらの相乗効果

により、ありたい姿を目指しながら、現在の立ち位置を分析し、それに向かう

最も効果的な解決策を導き出せるように思考方法が変化する。 

(2) 行動様式の改善 

   次に、②行動様式の改善であるが、参加メンバー間で対話を繰り返し行っ

たことで、他人の意見や記述された文章を正しく理解した上で、それに対す

る自分の意見を明確に表現する能力、「コミュニケーション能力」が向上する。 

 また、チーム、組織の目標を達成するために何をすべきか、複数の視点から

他面的、客観的に捉え、適切な判断を下し、複数の課にまたがる課題に対して

は適切な横断的プロジェクトチームを組んだり、参加メンバー間の結束が固ま

った結果、協力的な姿勢で相談できる職員も増えることになる。その結果、様々

な職員を効果的に巻き込みながら行動を起こし易くなり、行動様式が変化する。 

(3) アウトプットの改善 

  最後に③アウトプットの改善は、これまで述べた思考方法と行動様式の改善

が進んだ結果、なんとなく考えるだけで一歩を踏み出せずにいた職員が、良好

な人間関係の下、周りの職員に相談しながら、問題点を整理し解決方法を提案

していく職員となるよう育成される。これよりこれまで以上に職員が提案する
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アウトプットの質と量が改善することになる。 

最終的は組織目標の一つである、自ら考え行動する職員が育成される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 「We-MAP」の活動内容 

(1) ００会合：キックオフミーティング 

① 日時：平成２６年１２月１８日（木）8：50～10.30 

■ストーリーテリングセッション 

■小グループでのリストーリー・セッション 

■中グループでのダイアログ 

■全体への共有 

■自分の気持ちを全体共有 

  ② 目的 

後期基本計画の検討材料とするテーマを議論するにあたり、市長がこれま 

でどのような想いで市政に取り組んできたのか。市長の思いと参加メンバー

の想いを共有する。 

③ 活動内容 

・ 参加メンバーには事前に書き

込みシートを配り、「あなたが小

田原市職員としてこれまで大切

にしてきたことは？」、「あなた

は今 日 をど う 過ご し たい で す

か？」を記入し当日は全員分を

壁に張り出す。また、事前に自

組織愛/肯定感 

コミュニケ

ーション力 
知識獲得

力 

組織的 

行動力 

未来志向

型問題解

決力 
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分自身について内省することで

自分の過去の取組ミを整理し、

市長の話と重ね合わせることで

感受性を高める気持ちの事前準

備を行う。 

・ テーマを「市民の力で未来を

拓く希望のまちの実現へ～これ

までの取組と市政への想い～」と題して市長に話をしてもらう。 

・ 参加メンバーは、市長の話し方の技量や、正確さやノウハウに注目する

のではなく、出来事のつながり方、市長の市政に対する想い、価値観など

に注目する。 

・ 次に、市長が語ったストーリ

ーを小グループで語り直し（リ

ストーリー）することで考えや

気づきを共有する。中グループ

で「市長の話から参加メンバー

が 共有 で き る 大 切な こ と は 何

か」のダイアログを行う。最後

に、話し合われた内容を全体に共有する。同じ話を聞いても大切だと思う

視点が異なっていたり、捉え方が異なっているなど、改めてダイアログを

通じて共有することの大切さを感覚として感じる場となる。 

・ これは、市長の１０年後の想いをリーディングする場ではなく、これま

での市政やそれに取り組んだ市長の想いを共有することで、これから参加

メンバーで検討するテーマの土

台を一致させようとするもので

ある。 

・ 企画政策課より、現在の総合

計画の進捗状況、後期基本計画

の位置付け、「We-MAP」の活動

目的として、今年度中に平成２
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７年度、２８年度中に進める検討の素材を作ることなどを説明し、共有を

行った。 

・ 続いて筆者３名が人材マネジメント部会へ１年間参加し、リーダー育成、

組織活性化など組織を変える施策を研究してきたこと、その中で４つのコ

ンピテンシーを備えた職員を増やすために企画政策課と連携し、後期基本

計画策定のプロセスの中で人材育成の面から支援することなど、３人がこ

のプロセスに携わるに至った経緯を共有した。  

・ 最後に全員で輪になり、今の率直な気持ちについて話し合った。このこ

とで、自分と同じ気持ちの職員がいることや、合宿に向けてモチベーショ

ンが上がった職員もいるなど、参加者個々の想いを共有した。 

(2) ０１会合：合宿～重点テーマの抽出 

① 日時：平成２７年１月８日（木）18：30～21：30 

 １月９日（金）8：30～17：15 

  ② 場所：サンサンヒルズ  

③ 目的 

小田原市の１０年後を見据えて重点的に取り組むべきテーマを見出す。 
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④ 活動内容 

  【１日目】 

■オープニングセッション 

■インタビューセッション 

■強み・価値を発見する 

■どうありたいか、最大の可能性を描く 

■テーマ別セッション 

■自分の気持ちを全体共有 

・ ４０名の参加でオープニング

セッションからスタート。ここ

では働く自分、「We-MAP」チー

ムワークなどの実現したい状態

を付箋に書いて読み上げながら

貼り出して共有。  

・ インタビューセッションでは

２人１組になりながら館内の好きな場所で互いにインタビュー。質問内容

は「あなた自身とは？」「あなたの成功体験とは？」「大切な価値観とは？」

など。 

・ 相手からの質問に答える形式をとることにより、自分自身の内面を深く

探究するとともに、潜在意識として大切にしたい価値観などを表現し、参

加する自分の立ち位置を確認する。 

・ ６人１組のチームを編成し、内容を共有。まずはメンバー個々の大切に

している価値観などを共有し参加メンバ

ーの多様な価値観を受け止める。  

・ 強み、価値を発見するセッションで

はチーム内で共有した「成功体験」「大切

な価値観」をもとに個人と組織に活力を

与えている要因を形にする。（それをポジ

ティブコアという。） 

・ １日目は自分が大切にしたい価値観
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を内省し、共有し、チームとして話し合う方向性を見出すためのセッション

がメインとなる。協働作業を通じてメンバー間の距離も縮まりモチベーショ

ンが上昇する。 

【２日目】 

・ ポジティブコアが最高に発揮

できた職場の状態を寸劇で自由

に表現する。 

・ どうありたいか最大の可能性

を描くセッション。寸劇を終え、

チームごとに「ありたい姿・未

来像」で大切にしたいことの共

有、全体で投票した。得票数が多かった内容は次のとおり。 

①笑顔 ②目的の共有 ③認め合う ④先入観を持たない 

・ ＯＳＴ（オープン・スペース・テクノロジー）という手法を用いて、話

したい人が、話したいテーマを掲げ、その他の人は興味のあるテーマの話

し合いの場所へ自由に参加しながら話し合いを進めるセッション。テーマ

を掲げたリーダー以外は途中で移動自由、どこにも参加しないのも自由と

いうルール。  

・ ＯＳＴは、立場や価値観の異

なる参加者が自分の責任でスペ

ースや時間の流れをコントロー

ルすることから混乱やカオスが

生まれるが、それを許容するこ

とで新しいものを創発するオー

プンな場を提供することを目的

とする。 

・ 事務局からの説明の後、自らが情熱と責任を持って取り組みたいテーマ

がある参加者は前に進んでテーマを掲げるが、一定の緊張感のもと多数の

参加者が自ら前に進んでテーマを掲げた。 

・ ６０分×２セットで「小田原市の人口減少」など２０テーマが掲げられ
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話し合われた。 

・ 話し合いの結果についてはすべてテーマごとに模造紙に貼り出して投票

し、仮留めテーマが決定した。 

①公共施設のあり方について 

②子育て支援のあり方について 

③高齢者がいきいきと働くまちとは 

    これらテーマについて次回以降掘り下げていく。 

 

(3) ０２会合：テーマごとの関連事象の洗い出し 

① 日時：平成２７年２月３日（火）13：00～17：00 

② 目的 

各テーマごとに関連事象を洗い出し、具体的なビジョンを描く 

③ 活動内容 

■イントロダクション 

（小田原市の人口動向、国の動き、１０年後のイメージ） 

■過去を振り返る 

■現在を探求する 

■未来をイメージする 

■明日のストーリーを描く 

■自分の気持ちを全体共有 

・ 前回の合宿で出たテーマをこれまでの市政の動向から５つに再構築 

  ①持続可能な行政サービスが実現しているまち 

②小田原に住み続けたいと思う子どもたちが育つまち 
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③小田原ファンが増え地域にお金がめぐるまち 

④高齢者がいきいきと暮らすまち 

⑤誰もが自分らしく幸せに暮らすまち 

・ 参加メンバーは１つのテーマ   

に参加し対話を行う。 

・ 小田原市の人口、世帯数、人

口動態を知ることにより視野を

広げる。６割超が市内通勤、県

内近隣都市から流入している等、

国勢調査や市統計月報などを基

に小田原市の人口動態を知る。  

・ 国の動き、民間の調査機関が作成した未来年表を共有することで視野を

広げる。  

・ 各テーマごとに次の４つを話し合うことで戦略の骨格を作成する。 

① 過去を振り返る。テーマについて過去どんな出来事や変化があったの

かを振り返り、過去から現在がどのように形成されてきたのかについて

の理解を深めた。市民がどういう関わりをしてきたか、小田原市が何を

行ってきたか、市民や行政に影響を与えた社会的な出来事はどのような

ものがあったか。 

② 現在を探究する。テーマに

影響を与える要因やトレンド

を探究し、全体状況を理解し

た。マインドマップを作成し、

参加者全員が状況をどう捉え

ているかを視覚的に理解する。

また小田原市が「行ってきた

誇りに思うこと」、「行ってこ

なかった残念に思うこと」を自分達自身を内省し未来へ向かう準備をす

る。 

③ 未来をイメージする。現状を踏まえた上で、どんな未来の可能性があ
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るのか探究した。 

④ 明日へ向かう戦略を考える。実現したい未来に向けてどんなストーリ

ーが描けるか検討した。未来に向かう複数のプロセスを現したストーリ

ーマップを作成し高めたい指標、実施したい施策、必要なステップを共

有した。 

   

 

(4) ０３会合：レバレッジの抽出 

① 日時：平成２７年２月２５日（水）13：00～17：00 

② 目的 

実現したい未来を実現していく過程で、状況を大きく左右する要素を抽出

する。 

③ 活動内容 

■イントロダクション 

■実現したい未来を実現していく

過程で、状況を大きく左右する

要素（レバレッジ）の抽出  

■自分の気持ちを全体共有 
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・ テーマごとに実現したい未

来を実現するために必要な要

素（レバレッジ）を２つ抽出

し そ れ ぞ れ の ① 現 状 、 ② 強

み・弱みを考えながら、２軸

が交差し高まってく過程でど

のような未来が実現するのか

考察  

・ それぞれのレバレッジが実現したい未来に必須のものなのか、「なぜ、  

必要なのか」「なぜそうなるのか」「その要素がないと実現したい未来は

達成できないのか」を問いかけることで必要な施策の本質を探究してい

く。  

(5) ０４会合：経営層プレゼンテーション前のブラッシュアップ 

① 日時：平成２７年３月１３日（金）13:00～17:00 

② 目的 

０３会合で深堀りした要素（レバレッジ）について所管課に対しプレゼン

テーションを行い、これまでの取組・これから予定されている施策の視点を

入れながらブラッシュアップを図る。  

③ 活動内容 

■各テーマごとに所管課に対してプレゼンテーションを行い、専門的知見か 

ら更なる問いを投げかける機会を設け、内容に磨きをかける。 

■自分の気持ちを全体共有 

(6) ０５会合：経営層へのプレゼンテーション 

① 日時：平成２７年３月２７日（金） （予定） 

② 目的 経営層へ報告し戦略の方向付けを行う。 

③ 活動内容 

経営層に対しこれまでの活動内容とこれから力点をかけるべき戦略につ 

いて各チームが考えたストーリーを説明する。  

(7) ＦＷＣ（Friday We-MAP Club）の開催 

① 目的  
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参加メンバー間の距離感を密接

にし、「We-MAP」のダイアログの

発言を活発化するとともに、活動

を離れた職員同士としても情報交

換を通じて交流を図ることを目的

とする。  

② 内容 

・ 参加メンバーを中心に全職員を対象に、２週間に１回を目途にランチミ

ーティングを開催。幹事は第３回目までは人材マネジメント部会参加者３

名が交替で務めたが、以後は参加メンバーが順次務める。毎回テーマは幹

事が掲げることで主体的にＦＷＣに関与することが求められると同時に

工夫を凝らすことで出席した職員間の人

柄や職場などを理解しあえる状態になり

つつある。 

・ 常時１０名～２０名程度の職員参加

で推移しており、「We-MAP」での活動チ

ームが自主的に高齢者の実態を知るため

に所管の係長を招いて勉強会となるなど

今後の発展が見込まれる活動である。 

・ 今後の課題として、参加する職員がやりたいテーマをやりたい形式で自

主的に企画・運営するような活動に育て、職場を離れた職員間のミーティン

グの場として移行できるよう環境を整えることが挙げられる。 

・ これまでのテーマは下記の通り 

   第１回 「We-MAP に参加してみてどうですか？」 

   第２回 「お薦め本の紹介」 

   第３回 「コンピテンシーに「We-MAP」はどんな効果がある？」 

   第４回 「私の職場の紹介」 

   第５回 「Local Book Café～地域発行本を見てみよう～」 

・ 第５回目の幹事は、これまで少し固い雰囲気であると感じていたことか

ら、自身で集めていた、地域の魅力を発信するために地元の有志や自治体
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が発行している情報誌を卓上に並べてカフェ的な雰囲気を狙った。また、

同種の冊子を収集している広報広聴課の係長にも声をかけて、同じような

冊子を多数揃えることに成功した。 

その結果、静かに閲覧する職員、冊子を説明する職員、雑談する職員な

ど各々が自由に過ごすこれまでになかった形になった。 

    

５ 「We-MAP」で得られた成果 

再掲になるが、この取り組みを通じて私たちが目指すことは「We-MAP」に参

加した職員が４つのコンピテンシー（行動特性）を備えて、各職場に戻り、これ

までの慣習を変え、課を改善し、最終的には全職員の①思考方法の改善、②行動

様式の改善、③アウトプットの改善の３つを目指すものである。 

従って、現在その活動は途中であり、またこの施策は職員の意識の改善から始

まるものであることから、現時点では、具体的な効果として即効性があるもので

はない。 

そのため、客観的に意識の変化を探るため参加メンバーに対して活動前の意識

について４つのコンピテンシーに関連するアンケート調査を行った。 

その結果は全体的にバランスが取れた意識となっている。３月末に経営層にプ
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レゼンテーションを行った後で同旨のアンケートを再度行い、この活動を通じて

どのような意識の変化があったのかを数値化する予定である。 

また、会合後に全員が一言述べることで参加者が何を感じたかについて全体共

有しているが、０２会合を終えたあたりから参加者から意識の変化を感じる発言

が出始めている。 

・視点を変えるだけで色々な話が出る。 

・このようなダイアログを職場でも共有したい。 

・少しずつこのような場に慣れてきて発言できるようになった。 

・知らなかった知識が入ってきて刺激的。１０年前のことを改めて知った。 

１０年後の後輩に話せるようになりたい。 

・１つのテーマでもいろいろな切り口で学べた。同じテーマでも立場が違うと

色々見えてくる。 

・若い職員が集まっているところがすごい。想いを確認する作業は大切。想い

を持って仕事をしていると実を結ぶかな。 

このようなことから、具体的成果として表わすことは難しいが、組織変化のた

めに必要な職員の意識の変化について胎動が感じられる状態となっている。 
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第３章 次年度に向けた展望、自分たち

としての取組シナリオ、１年後

の目指す状態と変化 
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１ 「We-MAP」の展望 

現在、「We-MAP」では、次の５つのプロジェクトチームが進行している。  

○ 持続可能な行政サービスが実現しているまち  

○ 小田原に住み続けたいと思う子どもたちが育つまち  

○ 小田原ファンが増え地域にお金がめぐるまち  

○ 高齢者がいきいきと暮らすまち  

○ 誰もが自分らしく幸せに暮らすまち  

各チームはそれぞれ関心の高い７～８人のメンバーで構成され、各分野の実現

したい状態（１０年後の小田原の姿）、実現したい状態を大きく左右する要因、

実現したい状態を実現するためのプロセスや打ち手などを検討しており、

「We-MAP」の会合時間以外も含め積極的に研究を進めている。  

(1) 経営層へのプレゼンテーション  

３月２７日に経営層に対しそれらのプレゼンテーションを行う。プレゼンテ

ーションでは、一方的に参加メンバーがまとめた経緯を発表するだけではなく、

発表を題材に理事者と対話をすることも重要であると考えている。  

(2) 変革を効率的に進めるために  

従来の総合計画は、行政運営は目的を達成するため、機能的に設計された 

コントロール可能なものとして捉え、経営層や専門家が総合計画を緻密に作成

し、変革はトップダウンで総合計画に沿って取り組むものである「計画的変革

アプローチ」であった。これらは、社会の変化が少なく将来の予測を立てやす

い状況では有効であった。しかしながら、現在の社会変化が大きく、将来の予

測が立てづらい状況においては、人々が経験と想いを礎にして、オープンな対

話による関係作りと学びあいの中から、現場の当事者が自分たちでプランを作

りだし、漸進的に変化を生み出し続けることが効率的な変化に繋がるという

「生成的変革アプローチ」が必要になってくる。  

従来の総合計画策定であれば、「We-MAP」の活動に求められることは、理

事者に対する提言までであった。しかし、「生成的変革アプローチ」では提言

すると同時に変化に繋がる具体的な動きを先導的に作り出していく事が求め

られるため、「We-MAP」でも今後、具体的なアクションを想定している。  

(3) 当事者との対話  
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現在参加メンバーが考えている実現したい状態などを、直接当該分野の事 

業を行っている方や当事者と対話することにより、多様な視点から実現したい

状況などを捉えなおすとともに、実現したい状況を実現するためのプロセスや

打ち手について、それを実施した時の変革の仮説をたてる。そして、仮説を検

証するための実験計画（先導的な具体的アクション）を考えていく。  

(4) 実験の実施  

   実験計画を具体的に実施し、実践を通じて仮説の検証を行う。実験計画に

は参加メンバーが実施するだけでなく、必要に応じて市民などの参加も考え

られる。実験計画を通じて得た結果をもとに、仮説や実験計画等の必要な修

正を行い、必要な場合は改めて実験計画を実施するなどＰＤＣＡサイクルを

回していく。これらの実践を踏まえた結果は、総合計画策定に反映させてい

くことを想定している。  

(5) 私たちの今後の取り組み  

チームメンバーはプロジェクトの研究を通じ、仲間づくりができつつあり、

「We-MAP」の取組みが終わった後も引き続き研究したいというチームが出て

きている。我々としては、現在行っている定例のランチミーティングを引き続

き実施することで、これらの活動の発表の場をつくり、事業担当課に新しい視

点をもたらすことができるようなアイデアの場を醸成したいと考えている。  

また、本市は今年度が初参加であるが、過去数回人材マネジメント部会に職

員を派遣している他自治体からの話のなかにあった「何年も人マネに参加して

いるのに縦のつながりがまったくない」という課題に対しては、ランチミーテ

ィングという継続的な「場」を創出することで、来年度以降、現役、OB の人

材マネジメント部会参加者がともにダイアログできる場を作っていきたいと

考えている。  

 

２ １年後の目指す状態と創り出したい変化 

これまでの活動を通じて参加メンバーにどのような意識の変化があっ

たのか、活動開始前と同様の質問によりアンケートを行い、意識の変化に

ついて分析を行い、参加メンバーと共有する予定である。 

参加メンバーの中には自身の成長に気付いている者もいるが、数値化さ
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れた集計結果を見ることで初めて自身の成長に気付くことになる。そして

改めて、「We-MAP」とは何だったのか、一人ひとりがこれまでの取り組

みや、対話で得た知見、課題解決の手法をどのように行ったのか、それぞ

れが意味付けをすることになる。 

このように、振り返りと内省を深めた参加メンバーが来年度からは各職

場に戻って、まずは係内の改善を行う以下のような状態を目指したい。 

小田原市の進むべき道、ありたい姿を求めて対話を繰り返した結果、市

の目標、課の目標、係の目標をピラミッド型に有機的に繋げて理解できる

視点が備わっている。その視点を係員に浸透し、職員全員が組織目標を共

有できる状態にしたい。 

また、市の課題を自分の課題と考え、単に与えられた仕事をこなしてい

ればいいのではなく、自分は係のために、ひいては市のために何ができる

のかを考えるようになり、貢献意欲が増している。 

課題は与えられるものではなく、理想からバックキャスティングをした

時に、現状とのギャップとして現れるものである。よって、組織の目標を

理解すれば自分の担当業務のどこに改善が必要なのか、自ら考え行動する

職員が育成される。 

係内の打合せには対話形式が導入される。対話の素晴らしさを活動で体

感しているため、参加メンバーにより各職場内に積極的に導入される。「W

e-MAP」活動当初に、参加メンバーが戸惑いながらも企画政策課のファリ

シテーションにより対話に慣れていったように、今度は、参加メンバーが

ファシリテーターとなり、係内の対話をリードする。このように、各職場

で対話が活発に行われることによりコミュニケーションが活性化される。

これまでの、上位職、つまりは係長、課長の意見で課内の意思決定がされ

るプロセスであったり、担当者がひと通りの現状、課題の説明と解決のプ

ロセスを提案し追認するような会議は、今後は、全員が発言し、他の意見

に耳を傾けながらよりよい解決法を対話の中から見出す会議に変化する。 

結果としてこれまでの雑談的なコミュニケーションではなく、より深い

コミュニケーションとなっている。また、コミュニケーションの深化によ

り各職員の強み・弱みを理解した所属長は適材適所に職員を配置すること
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で、強みを生かして弱みをフォローし合える強い組織に生まれ変わるであ

ろう。 

そして、このように「We-MAP」参加メンバーが核となり職場の雰囲気

が変わった結果、意識の変化も生まれるはずである。 

このように、この「We-MAP」の活動が参加メンバーの意識を変え、そ

の先に職場の職員の意識が変わることを目指している。組織の体質は一朝

一夕には変化はしないであろう。しかし、大きな歯車を少し動かすきっか

けになり、その潤滑油として参加メンバーが機能すると考えている。 

そのためには、今回の取組の中で始めたＦＷＣ（Friday We-MAP Club）

は継続しそれぞれ一歩を踏み出した職員の心の拠りどころ、そこに行けば

仲間に会える場所、そのように感じてもらえるように工夫と努力を重ねて

いきたい。 
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おわりに：個々人の思い 

 

清水 久美 

 今まで、組織マネジメントに関する書籍を読んだり、県内の自治体職員を集め

た自主研究グループに参加したりしていたが、机上で勉強することと実際に組織

を動かすこと、組織で声を上げること（「出る杭」になること）には大きな隔たり

があり、自分にはとてもできないと感じていた。 

しかし、人材マネジメント部会に参加することで、同期の仲間とともに、組織

のバックアップを得ながら小田原市という組織を本気で考え、より良くしていく

ために行動できるという非常に貴重な体験をすることができた。 

夏合宿でのプレゼン準備など、通常業務と並行して行うには厳しい場面もあっ

たが、そのたびに一緒に取り組んでいる２人が励ましてくれた。これからは、自

分自身が組織の中で誰かを励ませるような存在になっていきたいと思う。 

                                

 上田 泰弘 

今年度４月に部署の異動があり、全く新しい業務を行うようになった時に人材

マネジメント部会への参加の打診があった。いったい何をするのかわからないま

まに参加することになり、「虎の穴」のような人材開発セミナーのようなものもイ

メージして、１回目の部会前は不安も大きかった。部会に参加してみると、毎回

の幹事の方々などの話の中にちりばめられている言葉の数々に刺激されたり、頷

いたりすることが多かった。また、他自治体の方々とダイアログを通じて、物事

の捉え方の視点や発表や発言などにも大きな刺激を受けた。 

 部会では実際に考えるだけでなく、動くことが求められたため、１年を通じて

人材マネジメント部会を意識していた。動いたことにより、思っていた以上の動

きが起こってきたことには驚きを感じた。 

 今年度は人材マネジメント部会や We-MAP の中で動いていた。しかし、何よりも

必要なのは、日々の業務の中に良い変化をおこしていくことだと思うので、今後

は今まで以上に日々の業務に意識を置いていきたいと考えている。 

 １年間ありがとうございました。 
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 黄金井進一 

１年間の活動を終え、思い返すとまず心に思い浮かぶことは、昨年４月に、

人材マネジメント部会に参加するよう打診があった時である。 

 これまでの経験の中で、担当業務は全力で取り組み、業務改善を提案し、

業務の効率化に取り組むことこそ最善の職務と考えてきた私にとって、人材

マネジメント部会の目的であるリーダーの育成や組織変革などは全く考え

たこともなく、２千人の組織など変われるはずがないと思っていた。 

 そのため、人マネで研究する内容については何をしていいのか全く想像が

つかず、第１回目に不安ばかりで参加したことを思い出す。 

 しかし、全国の自治体職員と対話を行い、また、庁内で他の２人と納得い

くまで話し合うことを通じて、職員の意識が変われば、組織は変わるもので

あり、また職員の意識は変えることが出来ると考えが変化した。 

 今回、我々３人が提言、実行している施策は組織全体を変える即効薬では

ない。しかし、この活動を通じて参加メンバーの意識は確実に変わると確信

している。今後はこの職員の志の変化の灯を消さぬように、いかに他の職員

に伝播させるかが重要となる。 

 研究を重ねるにつれ、本市の職員はもともと小田原市が好きであり、自分

のまちをより良くしたいと考えている職員が多いと気づいた。きっかけがあ

れば自ら考え行動する職員が増えるはずである。 

 今後はその仲間と共に継続的に組織をより良くするために取り組んでい

きたい。 

 悔やまれることは、なぜもっと早くこのことに気が付いて行動できなかっ

たかであるが、ある政治家の言葉である「志を立てるのに遅すぎることはな

い」を胸に、人材マネ参加が転機となり、これからの仕事のする上での考え

方の土台となるように常に「自分は一歩踏み出しているのか」を問いかけて

いきたい。 

 


