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１ はじめに ～初めて人マネに参加～ 

 

早稲田大学マニフェスト研究所人材マネジメント部会（以下、「人マネ」とい

う。）は、「地方創生時代が求める自治体職員を育成する」ことを掲げ、職員一人ひ

とりの意識と行動の変革により、市民・地域の幸せと発展に貢献し続ける組織を創る

ことを目的としている。 

 

この人マネの最大の特徴は、あくまでも「研究」という点にある。従来のいわゆる

一過性の「研修」ではない。そういう意味で、私たち３名は、この１年間、人マネの

「研究生」として活動してきたことになる。 

 

 

人マネには、大きなキーワードが４つある。 

それは、参加者による「ダイアログ（対話）」を通じて、 

 

①「立ち位置を変える」 

②「価値前提で考える」 

③「一人称で捉え語る」 

④「ドミナントロジック（先入観・思い込み）を転換する」 

 

というものである。 

 

そして、同じ思いをもつ仲間とともに挑戦を続けながら、一歩前に踏み出すことを

目指している。 

 

人マネは、各自治体３名１チームで構成し、今年度は全国９エリアで76自治体が参

加した。中には10年連続参加の自治体もあるなど、継続して参加してきた自治体も多

かったが、明石市は初参加であった。第１期生として年５回の研究会（京都４回、東

京１回）、夏合宿・シンポジウム（東京）に参加した（Ｐ２参照）。 

 

参加にあたって、市人材開発課から、平成18年に作成した「人材育成基本方針」を

改定し、「（仮称）人材マネジメント基本計画」を策定することを検討しており、そ

の第一歩としてこの研究活動を生かしたいとの説明を受けた。このミッションを念頭

に置き、この１年間を通して活動することとなった。 
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本論文では、私たちが研究してきたこの１年間の「取り組み」や多くの「気付き」

について振り返るとともに、組織の「現状」を「ありたい姿」に一歩でも近づけ、そ

して、私たちの“熱意”と“道半ばの取り組み”を第２期生へつなぐことを念頭に執

筆した。 

 

【人材マネジメント部会活動の年間スケジュール】 

 

 

 

 

 

 

 

 

①第１～３回の研究会（京都）において、ダイアログ（対話）を実践。 

②夏期合宿（東京）では、組織のありたい姿に向けた施策を展開するためのシナリ

オについて、プレゼンを実施。 

③第４回研究会（京都）で、③の内容を修正し、プレゼンを実施。 

④プレゼンした内容を軌道修正しながら、本格的に実践。 

⑤３月の論文提出に向けて、ダイアログ（対話）を重ね、執筆活動。 

 

【複数年次の連携のイメージ】 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【最後まで明石市の３名を勇気づけてくださった鬼澤部会長代行】 

 

今年度参加  

参加者が連携し、組織成果を目指す 

１年間 翌年度参加 

翌々年度参加 １年間 

１年間 

連 
携 

組

織
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へ 

過年度参加者 

として実践研究 

過年度参加者 

として実践研究 

連 

携 
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私たちは、７月に実施された第３回研究会で、組織を変革するために次のような

課題を与えられた。 

 

①「組織・人材の現状」と「組織・人材のありたい姿」について整理して

くること 

②「組織・人材のありたい姿」に近づけるための施策を打ち出すストー

リーを考えてくること 

 

そして、翌月の８月に実施された夏合宿で、各自治体が考えてきたストーリーを

７分間で、プレゼンするという流れである。 

 

76の全自治体がプレゼンを実施し、その後、選ばれた６自治体が北川正恭顧問の

前で再度、プレゼンを行った。 

残念ながら明石市のプレゼンは選ばれなかったが、選ばれた６自治体のプレゼン

は、綺麗にまとまっており、私たちも大いに感心させられた。 

しかし、その６自治体のプレゼン後に、総評を行った北川顧問からの第一声は、

私たちが想像していた内容と180度違っていた。 

北川顧問は、「はっきり言ってよろしいか？」と幹事団に対して、ひと言前置き

をされ、次のように言われた。 

 

「皆さんは、よく訓練された無能者ですよ。」 
 

会場が一瞬にして凍りついたようであった。もちろん、幹事団も同様である。そ

して、この強烈なメッセージは、夏合宿以降、私たち３名の頭から離れないものと

なった。 

 
 

【北川顧問】 

課題に行き詰っていた私たちに衝撃をもって響いた言葉 
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なぜ、「よく訓練された無能者ですよ」という発言になったのか？ 
 

私たちは、北川顧問のメッセージが頭から離れないまま、東京から明石に戻り、

人材開発課のメンバーなどと再度、ダイアログ（対話）を実践した。 
 
なぜ、北川顧問はあのようなメッセージを発信されたのか。私たちは、なかなか

答えを見つけ出すことができなかった。その後、何カ月もダイアログ（対話）を重

ねていった結果、私たちは、北川顧問が、この発言の後に続いて、以下のような主

旨のメッセージを付け加えていた点に注目した。 

 

～北川顧問のメッセージ要旨抜粋～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、北川顧問のメッセージの本質は、どこにあったのだろうか。 

 

 

「皆さんが無能なのは、ある意味当然なんですよ。なぜなら、採用

された時からずっと型や枠にはまった仕事をするように訓練されたわ

けですから。」 

 

「計画書をきれいにまとめあげる訓練をしてきた人間に対して、変

われと言っているわけですよ。」 

 

「今、プレゼンしていただいた施策は、私から見れば、どれも常識

的なものばっかりです。また、皆さんは、それら提案した施策を全

て、本気で実施されるんですか？」 

 

「枠や型にとらわれず、もっと、飛んだ施策を提案してください！

私から見れば、皆さんは、全然、まだまだ飛んでないんですよ。」 
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メッセージの“本質”を考える 

 

① 自分たちが“お役所仕事”をしていることに気付く。 

まず１点目は、自治体職員に染みついた仕事の仕方、いわゆる“お役所仕事”を

していることに気付くことである。 

入庁後からこれまで、何年も“お役所仕事”するように訓練をされてきた職員に

とっては、現在の「仕事の進め方」が「あたりまえ（常識）」と思っており、なか

なか自分たちを客観視できないのである。 

北川顧問が指摘されたように、私たち自治体職員は、「綺麗にまとめあげる」よ

うに意識しないまま訓練されているのであれば、確かに自分達の傾向に気付くこと

さえ難しいのかもしれない。 

ただし、誤解を生じさせないためにも申し添えておくと、ここで論じている“お

役所仕事”とは、前例踏襲や縦割りなどのマイナスの面をさす。 

 

 

②“真に”必要な施策であれば、法の解釈の枠をはみ出してもいい 

次に２点目として、「型や枠にはまらない施策」という意味は、ただ単に目立

つ施策を打ちだすという意味では当然ない。 

「型や枠にはまらない施策」とは、法律の解釈や私たちが実施してきた前例に

囚われない、市民や地域のニーズに合った施策のことである。 

つまり、明石市が本当に必要としている施策を見極めることが重要であり、“真

に”必要な施策であれば、法律の解釈や前例を鵜呑みにするのではなく、むしろそ

の枠から飛び出した方が正しいということである。 

 

 

自治体職員に染みついた“お役所仕事” の負の要素 

 
北川顧問のメッセージは、地方創生時代に、自治体職員がいかに生き残るかを示

唆するものである。 

入庁後、いわゆる“お役所仕事”的な仕事の進め方をひたすら訓練され続けた自

治体職員は、皮肉にも自分たちが“お役所仕事”をしていることすら気付けなくな

っていると、私たちは分析した。 

北川顧問のメッセージは、そのことに気付かせてくれたのである。 

この「事実」こそが、ドミナントロジック（先入観・思い込み）を転換できない

理由であることを意識し、夏合宿のプレゼン以降、私たちは、さらにダイアログ

（対話）を重ねた。 
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３ 過去の施策は“お役所仕事”の成果か？ 
 

組織の“キーマン”にインタビューを実施 

 
私たちは、まずは夏合宿に向けて、組織・人材の現状とあるべき姿を考え、その

ギャップを埋めるためのシナリオを考えるために、ダイアログを重ねていった。 

また、人マネから与えられた課題として、「今後、組織変革を進めるうえで、組

織の“キーマン”となると思われる職員に、組織や人材についての現状や、あるべ

き姿などについてインタビューを行う」というものがあった。 

私たち３名が思ういわゆる“キーマン”の職員に対して、インタビューを実施し

た（下記参照）。 

 

（参考）【組織の“キーマン”インタビューでご協力をいただいた職員①】 

職 年代 対話内容 

課長級 ４０代 

① 部下に仕事を任せるにあたっては、全体像を示すこ
とで、その仕事の意味、位置づけを理解させるこ
と、また、あわせて他の仕事でも応用が利くよう、
仕事への取り組み姿勢、考え方も伝えることを意識
している。 

係長級 ４０代 

① 組織で仕事をするうえで必要なことは、バランス感
覚だと感じている。 

② 組織や人材が「ありたい姿」に近づくためには、人
事や仕事の進め方の仕組みを変えていく必要があ
る。 

主任級 ３０代 

① 組織で仕事をするうえでは、各職員がそれぞれのポ
ストの「責任を果たす」ことが大切である。 

② 個人的には、仕事に対して受け身にならずに、10年
先、20年先のことを考えて、今の仕事に向き合うこ
とを大切にしている。 

※夏の合宿以前（2015年7月実施） 
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①  施策の「目的」は正しいが、「検証」が不十分である 

組織のキーマンにインタビューをした後、私たちで、ダイアログ（対話）を重ね

るなかで、私たちが最も注目したのは、明石市がこれまでに打ち出してきた数々の

施策であった。 

明石市は、これまで他市と比較しても様々な施策を打ち出しているのではないか

と感じている。中には、全国の自治体に先駆けて実施してきた施策もあった。 

しかし、私たちがこれから打ちだそうとする施策について、考え、ダイアログ

（対話）を重ねれば重ねるほど、疑問がわいてきた。 

それは、「このような施策は、過去にもやっていたはずだが・・・」、「同じ

ような目的の施策があったけど、今も続いているのか？」というものであった。 

 

そこで私たちは、明石市が組織変革や人材育成等を目的として、過去に実施して

きた様々な施策を拾い上げる作業を行い、整理を行った。すると、ここ数年でも

様々に取り組んできたことがわかった。 

職員功績表彰、人材育成評価制度、職員提案制度、プロジェクトチーム、職員改

革セミナー、時間外勤務の適正化、部長会改革、組織マネジメントの強化・・・・。

（下記、【明石市がこれまでに打ち出した施策等】参照。） 

 

【明石市がこれまでに打ち出した施策等】 

 

 

お役所仕事”の課題 
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これらの取り組みを分析した結果、それぞれの目的は、まさに組織を変える、職

員の意識や働き方を変える、そういうことにつなげる狙いで行われていたものであ

った。 

しかし、取り組んだ結果の報告があいまいなもの、例えば、人物重視の採用試験

については、申込者数の増加や若手職員のメンタル傾向の減少など一定の見えるも

のはあるものの、結果報告はあったとしても、その取り組みが改革を推し進めたの

かどうか、十分な検証がなされていないものが多いのではないかと分析した。 

目的達成のために取り組んできたのだから、実績があって当然であるし、その報

告もする。でも本当に本質である組織や職員の改革につながっているのかどうかに

疑問を持った。 

また、私たち３人が、このまま安易に施策を提案して本当に改革につながるかに

も疑問を持ったのである。 

 

 

②  施策の決定プロセスにおける納得感の不足 

なぜ、数多くの施策が組織や職員の改革につながっていないのか、さらにダイア

ログを重ねた結果、私たちなりの答えとして見えてきたものが、職員の「納得感」

「腹落ち（腑に落ちる）」の不足である。 

 

職員数が減り、一人ひとりの負担感は増している。そうした中で施策を進めてい

くときに、私たちは往々にして、上司の指示や説明を理解した「ふり」をして、単

に実行するのみになっているのではないだろうか。本当に達成すべきと思うことを

提案し、また、提案を生かそうとする姿勢を持っているだろうか。上が決めたこと

だから仕方がないと惰性で仕事を行い、その結果に妥協をしてはいないだろうか。

もちろん、すべてがそうではないだろうが、そういう傾向、行動パターンに陥って

いないか。 

こうした、「納得感」「腹落ち（腑に落ちる）」が職員の間にないことが、地方

創生時代に真にあるべき組織・職員像への変革を阻んでいるのではないだろうか。 
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施策決定プロセスにおける理解不足について、その後もダイアログを重ねた結果、

このような仮説を見いだしたのである。 

そしてこれらをもとに、副市長以下にインタビューを行い、下記のような意見を

いただいた（下記参照）。 

 

（参考）【組織の“キーマン”インタビューでご協力をいただいた職員②】 

職 年代 対話内容 

副市長 ６０代 

① 組織変革を進めるうえで、何が組織変革の“阻害
要因”となっているのかを把握することが大切で
ある。 

② また、その“阻害要因”を地道にひとつずつ取り
除いていくことが重要である。 

部長級 ５０代 

① 組織にある既存の制度について、しっかり検証す
ることが大切である。 

② もし、制度が不足しているならば、新しい仕組み
を考える必要があり、すでに機能しているのであ
れば、最適なものであるのかを考える必要があ
る。 

③ 組織変革に取り組むうえでは、職員の納得に加
え、市民の納得を得る方法をしっかりと考えてほ
しい。 

次長級 ５０代 

① 人マネ事務局から「施策を打ち出し実践するこ
と」という課題が与えられた中で、“スピード
感”を持ってまず実行することも大切である。 

② 組織変革に向けてのプロセスを大事にしたいとい
う人マネメンバー（辻・梶原・佐々木）の思いは
理解できるが、ありきたりの施策になっていない
かを再度、検討してほしい。 

③ 人マネメンバーが提唱しようとしている“双方向
のコミュニケーション”は、十分できていない面
はある。それを具体的に組織にどのように取り入
れ、実践していくのかというレベルまで掘り下げ
て、研究を深めてもらいたい。 

※夏の合宿以降（2016年2月実施） 

 

これらの意見をふまえて、“お役所仕事”から脱却するために明石市の組織が必

要としているものについて論ずることとする。 
 



- 10 - 

４ 提唱：“お役所仕事”からの脱却へ 
 

副市長以下のキーマンインタビュー（ダイアログ）の後も、私たちはダイアログ

を重ねた結果、以下の結論にたどり着いた。 

 

明石市役所にまず必要なものは、新たな施策ではなく、“新たな施策が効果を生

み出すための土壌づくり”である。 

 

その土壌づくりの一つとしては、上司からの指示に部下が理解不足になることな

く、双方が「納得」するのための、“双方向のコミュニケーション”［提唱①］の

浸透である。そしてもうひとつは、これまで打ち出してきた施策とこれから打ち出

す施策を検証する“チェックする組織”［提唱②］であると考えている。 

 

［提唱①］“双方向性コミュニケーション”(施策決定プロセス) 

［提唱②］“チェックする”組織へ(「ＰＤＣＡ」の改善) 

 

【組織変革のための提唱①、②導入後のイメージ】 
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説明や指示に対して、理解した「ふり」では終わらさないこと、疑問、質問の繰

り返しにより納得すること、腹落ちして取り組むこと。難しいことではなく、ちょ

っとした対話がいつでも存在することが大切なのである。 

先に記載した各種の取り組みも、施策を決定するプロセスにおいて、どうだった

のか。こういう取り組みをすると聞いて、「また何か始まった」「とりあえず依頼

に沿って回答文書を作ればよいか」などと受け取ってはいないか。 

 

双方向のコミュニケーション（ちょっとした対話）が、新たな行動を生み、新た

な施策を生む。 

私たちの結論は安易に施策を提案する前に、この施策決定のプロセスを浸透させ

ていくことではないかと考えた。 

 

【双方向のコミュニケーション図 秋発表pptより】 

 

提唱①双方向性コミュニケーション（ちょっとした対話）の重要性 

理解したふり 

ｏｒ 

× 
（ただ実行） 

［上記の図の【相手側】と【自分側】のパターン例］ 

① 首長➝部長    ③上司➝部下 

② 部長➝首長    ④職員➝市民 
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① 「ＰＤＣＡ」の「Ｃ(検証)」が十分に機能していない 

組織変革や人材育成のための施策を実施はするが、その効果や今後の展開につい

て検証が不十分なまま、漫然と継続されていたり、いつの間にかなくなっていたり

している。施策の全体における位置づけも検証されず、各課がそれぞれの施策を個

別に打ち出している。 

もちろん明石市には、「決算常任委員会」や「財政健全化に関する協議会」など

行政をチェックする機関として機能しているものもある。 

しかし、各部、各課において、現在行われている事務事業評価などを通じて、一

つひとつの取り組みを検証し、その結果を共有できていると言えるだろうか。組

織・人材に係る各施策について、当然ＰＤＣＡサイクルは回されるべきものではあ

るが、残念ながら現状では十分に機能しているとは言えない。 

 

 

② 「効果性」を明らかにすることが重要である 

例えれば、間違った場所（目的地）に早く到着するだけ。しかも、このサイクル

を続ければ、永遠に間違った場所にずっと到着し続けることになる。つまり、真の

目的地に到達できず、施策の目的は永遠に果たされないことになる。本来、ＰＤＣ

Ａは、物事（施策）を効率よく改善させるものである。 

つまり、「良いチームの５つの前提条件（下記参照）」とされる“⑤「効果性」

を明らかにしたうえで、「効率性」を追求していること”という考え方を参考にす

れば、明らかである。 

自分たちがまわしている「ＰＤＣＡ」が一定の効果があることをしっかり検証し

たうで、その「ＰＤＣＡ」をまわして仕事や施策の効率性を追求することが重要で

ある。 

しかし、ＰＤＣＡが正しく機能していない場合、あるいは、ＰＤＣＡをした結果

がきちんと効果として表れていない場合、そのＰＤＣＡをいくらまわしてもむしろ

非効率となる。 

行政（明石市）の場合は、特にその特徴として、Ｄ（実行）に重きを置かれる傾

向がある。なぜなら、これまでは、国や県が「新しい法律が出来ました（計画）」

→市は、「やりなさい（実施）」という図式があたりまえだったからである。 

まさに、地方分権時代の公務員の仕事の進め方の象徴と言ってもいいだろう。し

かし、時代は、周知のとおり、いま「地方創生時代」である。地方創生時代に合っ

た自治体職員の仕事の進め方があるはずである。 

提唱②“チェックする”組織を目指して 
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【参考】良いチームの５つの前提条件（出典「ITO Fuminori Consulting 伊藤史紀氏」まとめ） 

前 提 条 件 

①  目的・目標が共有されていること 

②  リーダーがいること 

③  メンバーの適材適所・役割分担ができていること 

④  オープンにコミュニケーションをしていること 

⑤  仕事の“効果”性を明らかにしたうえで、“効率”性を追求していること 

  

 

③ “チェックする”組織へ ～「ＰＤＣＡ」の「Ｃ」の強化～ 

私たちが必要だと考えている、「今までの施策の検証」であるが、これを行うと

いうことは、つまりはＰＤＣＡサイクルの「Ｃ(検証)」を機能させる、ということ

である。 

「Ｃ(検証)」は、どのように行われるべきなのか。当然まずは、各施策の実施者

が自ら「Ｃ(検証)」することとなる。ＰＤＣＡサイクルで言えば、「Ｐ(計画)」の

段階で、「Ｃ(検証)」をどのタイミングでどのように行うかまで決めておくことが

重要である。 

「Ｃ(検証)」のより良いあり方を検討し、「チェックする組織」へと変わらなけ

ればならない。 

 

 

④ 「検証システム」をつくる 

各施策の実施者自らの検証だけではなく、地方創生時代に相応しい、組織や人材

の育成につながったのかという大きな観点からの検証も必要ではないかと考える。 

その場合、どのような機関が相応しいのであろうか。市長以下全部長がメンバー

である「部長会」の場が相応しいのか、別の組織を立ち上げるのがよいのか、その

場合であれば、政策室内に設けるのか、政策室や職員室などの複数の部をまたぎメ

ンバーを充てるのが良いのか、それとも、各部相互にチェックするような制度を構

築する方が良いのか。 

今年度から始まっている部長会改革の現状も確認した上で、より良い検証システ

ムを立ち上げていきたい。 
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⑤ 「土壌づくり」 ～“スピード感”を持ちながら～ 

地方創生時代の自治体職員として、「これからは変わらないといけないよね」な

どとのんびりと構えているような時代ではないことは明白である。 

“今”変わらなければならないし、“今”私たちが地方を創らなければならない

のである。 

ただ、私たちらしさ、“明石市らしさ”を大切にしたい。「土壌づくり」から取

り組むことが、結局は効果を素早く生み出すことを信じて、次年度２期生のメンバ

ーに思いを繋ぎ、共に活動を続けていきたい。 

 

 

 

【早稲田大学大隈講堂内で、決意表明する明石市の第一期生】 

 

 

【マネ友認定書を受けて記念撮影】 



- 15 - 

■付記 

TOUCH ～第2期生へつなぐ私たちのバトン～ 

 

 

【中核市準備室（課長） 辻 忠】 

“今まで蓄積してきた仕事の進め方を否定してみる”“事実前提を崩し、本質を見極める” 

それには労力、時間を要する。 

仕事は増えるが職員数は増えない中で、効率性だけに目を向けると上記の実践は難しい。論

文の最後に記載している“効果性を明らかにして効率性を求める”を個人として、組織として

どう達成していくかが問われていると実感しました。 

明石市からは初参加という中で、人マネ事務局が求める流れに沿うだけで、組織や人材の改

革という大きな目的に結びつけられるのだろうかという不安や危惧を感じ、参加した３人と人

材開発課メンバーとの対話を重ねてきました。しかし、それにとどまり、道半ばという思いが

あります。１期目の３人の思いを２期生につなげていきたいと思います。 

※途中から対話に加わっていただいた人材開発課のみなさん、ありがとうございました。 

 

【人材開発課（係長） 梶原 卓】 

『良きことは、カタツムリのようにゆっくり進む』（Ｍ．ガンジー） 

これは、わたしが一年で一番印象に残った言葉です。（決して、スピード感を否定する意味

ではありません。興味のある方は、直接お伝えに伺います。） 

「私は、明石市から早稲田大学マニフェスト研究所人材マネジメント部会（以下、「部会」

という。）に参加させていただいた1期生として、何ができるだろうか？」、あるいは「何がで

きただろうか？」。この１年間、ずっと自問自答してきたことです。結局、その答えは、残念

ながらまだないというのが正直なところです。 

しかし、いまの私の頭の中（もしくは、胸や腹の中）には、ひょっとしたら、「私たち（明

石市の組織）は、変わっていけるんじゃないだろうか」という思いも生まれています。その理

由や根拠は、残念ながらはっきりと説明できませんが、部会のテーマの一つである「対話（ダ

イアローグ）」を実践してきたことに関係があると感じています。また、全国の自治体の職員

や北川顧問、鬼澤部会長代行など多くの方と交流を持つことができたことは私の財産になりま

した。 

国や県の動向を待ち、「これから明石市は、“どうなるのか？”」ではなく、「これから明

石市は、“どうするのか？”」ということが極めて重要であると体感させていただきました。 

そのうえで、地方創生時代の自治体には、今後の明石市の組織としての『未来予想図』を創

造することを2期生にもお願いしたいです。ただし、これからは、どんな綺麗な「地図」を持つ

ことよりも、正しい「コンパス（羅針盤）」を持つことが大切だと思います。自分で考えると

いう「コンパス」をぜひ、人マネで手に入れてください。 
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この論文で今年私たちが提唱したことは、残念ながら具体的な実践レベルまでは到達できて

おりません。今後、微力ですが、もちろんバックアップさせていただきますので、ともに頑張

りましょう！ 

 

【こども育成室（事務職員） 佐々木こず恵】 

組織を変えるにはどうすればよいのか。このことについて、本気で考えた１年間になりまし

た。考える中で、「組織を変えるにはどうすればよいのか」から、「明石市は多くの改革のた

めの施策を行っているのに、なぜ変われないのか」と、一般論ではなく自分たちの組織につい

て、知ろうとし、考えを深められるように変わりました。 

私たちは、「急いで施策は打ち出さない」とのひとまずの結論の上で、さらに議論を深めて

きていますが、施策を打ち出さない＝何もしないではありません。何か始めなければ何も変わ

らない。今は一歩を踏み出す勇気の大切さを強く感じています。大きな素晴らしい一歩を踏み

出そうとするのではなく、小さな一歩を積み重ねることを大切にしたいと思っています。 

まだまだスタート地点です。これから仲間を増やして息の長い取組みとなるようにしていき

たいと思います。 

 

【人材開発課長 藤原 豊子】 

辻さん、佐々木さん、梶原さん、まずは１年間お疲れ様でした。 

 

人材開発課が人マネメンバーの“ダイアログ”に加わったのは、夏期合宿の約１ヵ月前だと

記憶しています。 

人マネ部会から与えられた課題は「組織のありたい姿と現状の差を埋めるために必要な“施

策”の提案」。ところが、明石市は組織を変えようとあの手この手を講じ続けている…それで

も変わらないのはなぜか？その疑問を解消しないまま場当たり的に施策を提案しても無意味で

はないか？と気づいた日から、部会や他参加者への「問題提起」とも「課題放棄」とも取れる

キワどい発表を経て、メンバーの意識と行動が変わったことを実感しています。“市民のため

に”の再認識、丁寧な“検証と分析”、タブーを恐れない“攻め”の姿勢、人を“巻き込み”

仲間を増やすことなどにより、これまで破れなかった壁を破れそうな予感もあります。 

 

明石市は「人材マネジメント基本計画」の再構築を最終目標に掲げ、今年度から人マネに参

加していますが、とても単年度で達成できる目標ではありません。３人の“思い”と“ＷＨ

Ｙ？”を次期メンバーに繋ぎ、ＡＬＬ明石で組織を変える起爆剤となることを期待しています。 
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【人材開発課（事務職員） 中井 舞】 

私は、所管課として途中からメンバーに加わりました。「新しいあたりまえ」をいかに組織

に浸透させていくかについてメンバーと対話を重ねる中で、最も強く感じた事は、双方向のコ

ミュニケーション（ちょっとした対話）の重要性です。 

初めは、メンバー内にも「こんなこと言ってもいいのか」、「正解もわからないのに強く言

えない」など、お互いに遠慮する空気がありましたが、考える時間を共有し、お互いに納得す

るまで対話を重ねることで、重い空気はなくなり、新しいアイデアが生まれ、信頼関係が築か

れることを実感しました。 

今の明石市の現状として、こうしたコミュニケーション不足による遠慮から、納得しないま

まやらされ感で仕事に取り組んでいることが往々にして見受けられます。この状態が続くと、

いずれは面倒なことに巻き込まれたくないから、なるべくコミュニケーションを取りたくない

という思いに繋がるのではないかと危惧しています。 

そうした事態を避けるべく、今後は、少しでも多くの人が納得してやりがいを持って仕事に

取り組めるよう、組織内でちょっとした対話ができる雰囲気の輪を少しずつ広げていき、決し

て一方的な施策を打ち出すことなく、丁寧に「新しいあたりまえ」を浸透させていく必要があ

ると感じています。 

 

 

【人材開発課（事務職員） 柴田 剛】 

スピード感を持って対策に取り組むことと、現状分析に力を入れ、職員への浸透を図ってい

くこと。市民からはその両方が求められているのかもしれません。 

今年度、明石市は、安易には施策を提案しないと決めました。そして、人マネで議論を重ね

る中で、明石市の組織をより良いものにするために「対話」の重要性が何よりも大事ではない

かと考えるに至りました。 

職員一人一人が理想的な組織の姿を共有し、さらに行動につなげなければ、組織風土にはな

っていかないと思います。 

今回人マネで踏み出したことが、将来、組織風土を変える成果を生んだとしたら、今年度の

取組みは偉大な序章に位置づくと思います。それは、今後の取り組み方次第です。 

 

 

【人材開発課（任期付短時間勤務事務職員） 宮崎 加奈子】 

通常業務も多忙の中、１年間お疲れ様でした。 

 

「安易に施策を提案しない」 

今年度、人材マネジメント部会に初参加し、過激発言にもとられてしまうかもしれません。 

しかし様々な施策を打ち出してきた明石市としては“初年度”だからこそ、このような結果

に腹落ちし、これは第2章・28年度へ繋がる序章のようなものだと思いました。 

今、庁内では若手職員中心に『市制100周年』や『業務改善』への意識が高まっています。 

これを機に、このような部会がある事を庁内に共有し、巻き込み型で28年度の人マネが盛り

上がれば良いなと考えています。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成28年3月】 

 

 


