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はじめに 

 人材マネジメント部会に参加することが決定した平成２８年４月、「部会とは何だろう」

緊張と不安の中参加したことを思い出す。第１回研究会の最初の挨拶の中で、部会

とは「研修」ではなく「研究」の場であるという言葉が印象的であった。 

 「組織をよりよくしていくにはどうしたらよいか、何が必要か。」 

 これまで日々の業務の中であまり考えることがなかったテーマについて深く考える

機会となり、多くの対話を通して気づき得ながら、自ら考え、悩み、そして一歩を踏み

出した１年であった。 

 この１年間の３人の活動の成果と次年度からの取り組みについて以下にまとめるこ

ととする。 

 

１ 活動の概要と経過 

【1-1】現状把握 

第１回の研究会後、天草市の組織の現状について考えた。組織変革を行うために

まず重要なのは自分たちの組織の現状を把握することであった。他の組織の成功事

例を模倣したとしてもうまくいくとは限らない。自分たちの現状・課題を把握し、それに

対応した施策を考える必要がある。 

私たちは、それぞれの職場での課題や職員アンケートの結果、キーパーソンインタ

ビューなどを基に、それが事実なのか意見なのか、思い込みでないか、３人の対話を

重ねた。また、２市８町での広域合併をした自治体であること、熊本地震による本庁

舎分散化等の状況を踏まえ、二点三点しながら最終的にまとまったのが次の内容で

ある。 

①個々の仕事はできているが、チーム内で情報共有が十分でない 

②合併して１０年経つが、８割の職員が２～３割以下の職員しか知らない 

職員の３割が部署間連携がとれていないと感じている 

③市民への貢献意欲は高いが、前例踏襲で対応している人もいる 

（価値前提で捉えていない） 

 

【1-2】キーパーソンインタビュー 

私たちが考えるキーパーソンとは 

・変革を仕掛けていくときこの人抜きでは考えられない人 

・他の職員と何か一味違う人 

・何かあったら相談する人 
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・やる気のある人・ない人・無関心の人を巻き込んで実践できる人 

私たちは、部長職、課長職、係長職、主査・主事職の６名に「職員間のコミュニケー

ション」、「目標の共有」、「若手職員が意見を言いやすい環境」、「業務改善」、「やりた

い感」、「組織変革」をテーマにインタビューを行った。 

キーパーソンとの対話は、役職・経験年数等の違いもあり、いろんな視点で対話す

ることができ、また組織についての考えや思いを共有できる場となり、大変有意義で

あった。 

特に、職員間の対話の必要性やチームでの目標・業務の共有の必要性、チーム力

の重要性など、自分たちの考えと共通する意見も多く、私たち３人が感じていたことは

思い込みではなかったと気づきを得ることができた。私たちの取り組みの方向性とし

て「係・チーム」を中心にした施策を考えることになった。 

 

【1-3】ありたい姿と施策 

私たちが提案したありたい姿と施策は、次のとおりである。  

しかし、ここに至るまでには長い道のりがあった。 

夏合宿の８月までに計１７回、６０時間の３人での対話を重ねたが、その間対話の

質が上がらず時間だけが過ぎ去り、モヤモヤし続ける日々が続いた。その結果、天草

市のありたい姿を描ききれず、夏合宿において、何のためにその施策をするのか幹

事団から大きな指摘を受けることになった。 

それを救ってくれるきっかけとなったのが先輩マネ友の存在であった。悩んだ時に

相談できる、また一緒に考えることができる仲間の存在は大きかった。 

私たちは、誰のための、何のための「ありたい姿」なのか、改めて３人で対話を行っ

た。天草市は合併１０周年を迎え、１０年後にはさらに「職員も市民も合併してよかっ

たと思っている」状態になればと思い、ありたい姿を描き直した。 

それに近づくためには、まず職員が変わらなければいけないことから、さらに理想

の職員像として次の３つを描いた。そして、３つのありたい姿に近づくための施策とし

て３つの作戦を考えた。 

①チームとして目標・業務遂行を共有している 

⇒作戦１ 「係内ミーティングのススメ」 

係内の目標・業務内容を共有する一つの手法として係内ミーティングを勧めるこ

とで、個々としてもチームとしてもモチベーションが上がり、コミュニケーションの向

上によりチームの一体感を創出し、さらにチームワークにより業務の能率が上がり、

マンパワー不足を補うことも期待できる。 

②知らない職員が少なくなり、部署間連携がよりスムーズになる 

⇒作戦２ 「アマクサンマガジンの発行」 

他の係の業務を知ることで、横のつながりを持ちやすくし、さらに多くの職員を知

るきっかけをつくる。 
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③職員同士がお互いに思いやりを持ち、常に市民目線で考えることができる 

⇒作戦３ 「アマクサン市長出張朝礼」 

ありたい姿に近づくためには、まず職員の意識改革が必要である。市長が直接

職場に出向き、職員としての在り方や仕事の進め方など市長の思いをダイレクトに

語ることにより、市の目指すべき姿を共有することや、職員のモチベーションアップ、

さらには市長と職員の距離感を縮め、コミュニケーションの向上を期待する。 

 

【1-4】市長プレゼン 

先輩マネ友からのアドバイスもあり、自分たちが取り組もうとしている上記の作戦に

ついて、市長に直接想いを伝える機会を設けることができた。プレゼンでは、市長か

ら賛同を受け、早速実行するように後押をいただき、すぐに作戦に移すことができた。 

 

【1-5】具体的な作戦の取り組み 

１．市長出張朝礼 

その一つが作戦３「市長出張朝礼」である。今年度は熊本地震により分散化した本

庁舎を中心に１２回実施した。 

私たちは、職員の前で施策の趣旨説明を行い、直接私たちの活動内容や考えを伝

えることができ、最初の一歩を踏み出すことができた。各職場において、職員としてあ

るべき姿や係長のリーダーシップ、係の一体感などを中心に語っていただき、市とし

て目指す方向性を共有できる場となり、モチベーションアップにつながったという意見

も多く出た。 

  

２．職員アンケート 

合併１０周年を迎え、組織の現状を把握し分析するために、全職員を対象とした組

織に関する意識調査を行った。結果は次のとおりである。 

 

 



                             

- 4 - 

〇ご協力していただいた職員について
 本アンケートは１０月１３日～２０日までの期間、４４４名の職員の皆さまにご回答いただきました。

（１）天草市が誕生して１０年が経ちますが、合併前と比較して組織は良くなったと思うか

【理由】
・組織は大きくなり専門性やマンパワーが良くなった。しかし、旧市町より人間関係（業務以外も含め）が希薄になったように感じる。

・全体的に職員の資質が向上しているように感じる
・専門性は高くなったが、横のつながり（他の部署の仕事を知らないなど）が弱い気がする。
・様々な職員の方といっしょに仕事ができるので、学ぶことも多い。

（２）職員をどれぐらい知っているか

（３）部署間（他課や部と）の連携はとれていると思うか

（４）所属する係（組織）ではコミュニケーションはとれていると思うか

「アマクサン職員アンケート」集計結果

男性

67%

女性

33%

性 別

3 名
29 名

113 名

150 名 149 名

10代 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50歳以上

年代別

本庁舎

（新館庁舎）
16%

別館

（経済・建設棟）
16%

支所
21%

上記以外の勤務

地
47%

職 場

思う - 21.2% 思わない - 37.6% わからない - 41.3%

とれている - 3.2%

どちらかといえばとれてい

る - 28.9%
どちらともいえない - 34.5%

どちらかといえばとれてい

ない - 24.8%

とれていない - 8.6%

とれている - 32.2%
どちらかといえばとれてい

る - 46.3%

どちらともいえない

11.9%

どちらかといえばとれていない
7.0%

とれていない - 2.6%

58 名
79 名

307 名

課長級以上 係長職 一般職

職 名

１割ぐらい - 24.1% ２～３割ぐらい - 52.5% ５割ぐらい - 21.5%

８割以上 - 1.9%
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（５）所属する係（組織）では、係員全てが係の目標や業務における情報共有ができていると思うか

【理由】
・毎月の課内会議においての報告するうえでも進捗管理を含めて、情報共有を図っている。
・供覧での決裁がまわってくるのである程度把握出来ていると思う。
・職員の能力にもよるが、他係員の仕事に対して共有しようとする姿勢がない

【どうすれば情報共有できると思うか】
・業務の範囲が広すぎて情報共有する余裕がないため、業務範囲（組織）の見直しが必要。
・定期的な打合せなどの開催を考えたい
・わずかな時間でいいので、係内での情報共有の場を設定した方がよいと思う（イントラのみではわからないことも多いため）

（６）定期的な係内の打合せ会議（月１回以上）は実施しているか

（７）打合せ会議の頻度は？　※（６）で「している」と答えた人

（８）打合せ会議の内容は？　※（６）で「している」と答えた人

（９）係内打合せ会議は必要だと思うか。また、その理由。　※（６）で「していない」と答えた人

【理由】
・業務の進捗状況や今後の取組み等について、業務過多の職員には他の職員がフォローするなどの対応が可能となると思うから。

・係での共有が必要だと思う。色々な情報も共有が必要
・日常的なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝが取れていれば、定期的には会議までする必要は無い

（１０）組織を変革していくためには何が必要だと思うか。（複数選択可）

（１１）これから組織をよりよくしていくためには何が必要だと思うか
・本庁と支所間の情報の共有職員相互の信頼感を高めること
・個々の業務のウエイトが重く、余裕が感じられないので、それらを改善できる組織改革や業務の見直し
・業務のスクラップアンドビルド。特にスクラップを容認する意識改革
・係員全員が組織変革に対する意識をもつこと
・市民ニーズに合った政策をＰＤＣＡサイクルを意識しながら情熱と覚悟を持って実行すること。これを全職員で共有すること。
・職員間の思いやりと気遣い
・職員間のコミュニケーションが重要何でも相談できる話せる部署であってほしい

できている - 22.2%
どちらかといえばできてい

る - 49.7%

どちらともいえない

15.8%

どちらかといえばできてい

ない - 9.6%

できていない - 2.7%

している

49.3%

していない

50.7%

週１回 - 37.9% 月１回 - 33.7% その他 - 28.4%

スケジュール確認のみ

28.0%

その他（進捗状況など）

72.0%

思う

64.6%

思わない

35.4%

職員間のコミュニケ―ショ

ン - 70.0%

組織内での目標の共有 -

52.2%
業務改善 - 61.6%

個人のスキルアップ -

56.9%
その他 - 10.1%
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３．係内ミーティングの見学と新任係長インタビュー 

作戦１「係内ミーティングのススメ」の取り組みとして、係内ミーティングの見学と新

任係長インタビューを行った。 

実際に、定期的に実施している係のミーティングを見学し、各業務の進捗管理や係

内の協力体制ができていること、懸案事項や目標を共有できている部署もあると確認

できた。 

また、１・２年目の新任係長を対象に、係長になって苦労した点や係員とのコミュニ

ケーション、係内ミーティング、係としての目標や業務内容の共有などについてインタ

ビューを行い、２７人を終えたところである。 

インタビューを通して、係長としての業務量の多さはもちろんのこと、係員のスケジ

ュール把握、コミュニケーションの取り方、係員からの相談に対する対処法など、係員

時代よりも責任がのしかかり、それぞれの分野で苦労されていることが分かった。 

 

４．アマクサンマガジンの発行 

第１回の「アマクサンマガジンの発行」については、人材マネジメント部会の紹介、

私たちの１年間の活動等について報告したいと考えている。 

 

２ 見出した成果 

【2-1】自分達の成果 

１．市長の巻き込み 

市長プレゼンを行った際に「係長が中心となって係を運営していく。心のコミュニケー

ションが一番大事」という部分について特に共感していただき、市長というこれ以上ない

強力な後ろ盾を得ることができたのは第一の成果である。 
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ここまで共感を得ることができた理由として①地震の影響による庁舎分散化に伴い、

市長も職員同士のコミュニケーション不足を懸念されていたこと②先輩マネ友のおかげ

で人マネの活動に日頃から理解をいただいていたことなどが挙げられる。一度動き始め

ると、この後は急ピッチで事が運ぶことになった。 

２．職員に我々の顔を知ってもらえた 

市長出張朝礼の際、職員の面前で「朝礼の趣旨説明」を行う事で、職員に我々の顔を

知っていただき、今後の施策を講じるうえで大きなアピールとなった。これ以降たくさん

の職員から声掛けをしていただき、格段に活動がやりやすくなった。当初、この現象は

想定していなかったが、実際に動いてみて得た嬉しい誤算である。 

３．係長やキーパーソンの想いの共有 

インタビューを実施していく中で、たくさんの職員と想いを共有することができたのは、

私たち３人に大きな影響を与えた。共有に際し、まずは認め合い、理解していただけるよ

う伝え方も工夫した。また、工夫することでメンバー同士の気づきも得ることができた。ま

た、私たち３人も係長というポストの在り方や、心構え等の話を聞くことができ、人脈も拡

がったと実感している。 

そして、結果的に朝礼で人マネ活動が認知された後にインタビューができたことは

我々にとって非常にやりやすかった。また、今まで話す機会がなかった職員と想いを共

有し、仲間づくりができたことは大きな大きな成果であり、財産となった。 

 

【2-2】職員の成果 

１．職員自身が気づきを得られた 

朝礼で市長が若手職員の育成について話された部署では、すぐに幹部職員が集まり、

育成の方向性について確認されていた。これは職員自らが気づきを得て行動した良い

例ではないだろうか。また、若手職員も、市長が自分達のことを普段から気にかけてい

ることを知ることができ、モチベーションアップにつながった。さらに「係長中心に係の一

体感を！」という市長の言葉に多くの係長が感銘を受けているようだった。 

 

【2-3】天草市人マネの成果 

１．人マネ研究会参加継続 

平成２８年４月当初、総務課人事研修係から研究会への参加の声が掛かった時から、

“天草市としては研究会への参加は今年度で終了。あなたたち３人で最後となる”と聞か
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されていた。当時は研究会への不安ばかりが募り、そのことについてはあまり気にも掛

けていなかった。しかし、研究会へ参加するにつれて、職員の意識改革の場であるこの

道場を私たちだけで終わらせるには、これから参加しようと積極的な職員に対し、もった

いないと感じるようになった。そういった矢先に、そのことを知った市長が直接総務課に

出向き、人マネ６期生の予算を確保していただき、参加継続が決定した。 

 

３ 次年度に向けた展望 

『私たちは、市長出張朝礼を実施し、各職場を巡回して全職員の前で施策の趣旨

説明を行いました。全職員に活動内容を知ってもらえ、まずは最初の一歩を踏み出す

ことができました。今後も「係長１００人インタビュー」を継続しながら、平成２９年度に

は全係長を対象にした「天草市エンジンの会」を結成し、本丸である「行動規範」を平

成３０年度までに作成します。そして、退職するまで、思いを共有する職員を一人でも

多く増やしていくために、モヤモヤしながら研究を継続していきます。』 

 

これが第５回最後の研究会で発表したコミットメントである。 

今年度は、他の自治体メンバーと一緒に参加した研究会であったが、次年度から

は自主活動へ移行することになる。部会に卒業はなく、自分たちで日々考え、語り、

動くことが求められる。 

この１年は、先に述べた成果のとおり、私たちの人マネ活動を多くの職員に知って

もらうことができた。活動に対する共感も得られたが、応援する立場、見守る立場から

一歩踏み込んだ巻き込みまではまだ至っていない。ありたい姿に近づくためには、職

員一人ひとりの意識改革が不可欠であり、私たちの活動を聴く人、見る人が応援する

立場から自分事へ引き寄せて考えるためのアプローチが必要になる。 

次の１年は、今までの活動をさらにブラッシュアップし、共感から協働へつながる一

歩を踏み出したい。 

しかし、私たち３人だけで続けていくことは難しく、活動を継続していくための仲間づ

くりが重要なカギになると思う。そのためにも、係長インタビューを継続しながら、係の

中心である係長をターゲットに仲間づくりを進めていく。 

次年度の大きな山場は“天草市エンジンの会の結成”だろう。 

 

４ 自分達としての取組みシナリオ 

【4-1】アマクサン職員アンケートの継続 

 アンケート結果については、先に述べたとおりである。当初は５年スパンで調査を実

施するよう計画を立てていたが、１０月の第４回研究会において幹事団から「毎年実
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施することで、職員の意識の変化が測れる」とアドバイスをいただき、毎年行うこととし

た。また、時代の流れによって組織の現状も変わり、そのギャップを埋めるため、施策

も変化させていくことが必要だと感じる。 

 

【4-2】アマクサンマガジン（庁内広報誌）の発行 

定期的に庁内広報誌を発行し、新人職員や係の業務内容等紹介する。 

知らない職員が多いというアンケート結果から、職員を知るきっかけをつくり、さらに

は幅広い市役所の業務を少しでも知ってもらうことを目的とする。 

 

【4-3】市長出張朝礼の継続 

今回、朝礼を実施したことで、市長の「生の声」に多くの職員に気づきを得てもらえ

たことをアンケート結果より実感した。今年度は１２回実施したが、まだ未実施の職場

もあり、多くの職員から今後も続けて欲しいとの要望もあるため、継続していきたい。 

 

【4-4】天草市エンジンの会結成 

 係長１００人インタビューを継続し、私たちの施策に腹落ち、共感できる仲間を多く増

やし、まずは、１～３年目の係長に呼びかけて、「ダイアログ」を行っていきたいと考え

ている。 

ダイアログ・親睦会等を重ね、係長同士のつながりを深め、組織の要（エンジン）で

ある係長同士で構成する「天草市エンジンの会」を結成できればと考える。 

市長の朝礼にもあった「係長中心に係の一体感を！」の言葉をもとに、組織の中心

となる係長がそれぞれの場で変革していく、そのような「会」になればと考えている。  

具体的な趣旨、目的、活動内容については、今後、キーパーソンともダイアログを

重ね決定していきたい。 

 

【4-5】天草市行動規範作成 

平成２８年、天草市は合併１０周年を迎えた。合併した当初職員数は、１，６２７人だ

ったのが、今では１，１１６人となり、この１０年で約５００人の職員が減っている。人口

においては、現在約８４，０００人で約１２，０００人が減少。熊本地震により、庁舎分散

を余儀なくされ、ますます職員同士のつながりが希薄になった今こそ、全職員におい

て、今の業務を「誰のため」、「何のため」、「どこを目指すのか」職員一人ひとりが自

然と意識できるようになり、職員同士はもとより、市民からも信頼される職員となれる

ように、「天草市行動規範」を作成していきたいと考える。 
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施策が目指すこと（イメージ）

1

H28 H29 H30 H31 H32 H33～37 H38
目標年度

信
頼
度

熊本地震により
本庁舎分散化

組織の大規模
再編

新庁舎完成→

職場の一体化

H28

合併１０年を経
て全職員意識
調査実施

①係内ミーティ
ングの見学、係
内状況事前ア
ンケート実施

②庁内広報誌
「アマクサンマガ
ジン」プレ発行
③アマクサン市
長出張朝礼開
催及びアンケー
ト実施

合併10周年

★１０年後のありたい姿★

職員も市民も合併してよ
かったと思っている

H30～37
全職員意識調査実施
「天草市エンジンの会」

H29
全職員意識調査実施
①未実施の係長を対
象にインタビューを実
施（仲間つくり）
②「アマクサンマガジ
ン」発行及びアンケー
ト実施
③アマクサン市長出
張朝礼開催（継続）
④新任係長（１～３年
目）を中心に「天草市
エンジンの会」結成

★職員のありたい姿★
①チームとして目標・業務遂行を共有している
②知らない職員が少なくなり、部署間連携がよりスムーズになる
③職員同士がお互いに思いやりを持ち、常に市民目線で考えることができる

合併20周年

H38

合併２０年を経
て全職員意識
調査実施

【目指す信頼度】
①チーム（係）の信頼
②職員同士の信頼
③住民からの信頼

天草市

職員数
1,116人 1,094人 1,077人 1,036人 1,011人 981～949人 942人

大量退職時期
到来H30～32

天草市職員
行動規範作
成（本丸）

 

 

５ 一年後に目指す状態と創りだしたい変化 

 

１ 自分の組織からまず変革していく

☆自分が所属したことで変化を促したい

２ 自分たちの活動による職員一人ひとりの意識改革

☆組織変革に向けての種をまく

３ 人マネ活動の更なる浸透

☆共感から協働へ
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この１年間でインプットしてきたことを、組織へ落とし込んで具現化していくのがこれ

からの１年であろう。まずは自分の所属している係から変革に取り組みたい。また、同

時にコミットメントした施策については「共感から協働へ」のプロセスが大事である。容

易ではないだろうが、コミットメントした以上は立ち止まるわけにいかない。常に組織と

向き合いながら、１年後にはまた違った景色を見ていたい。そして、職員自らが組織

変革を意識しながら、それぞれの場で模索し始めている姿が理想だ。 

 

６ 自らの気づきや思い 

●福島康仁 

４月当初、総務課人事研修係よりこの研究会への参加の声が掛かかった。なぜ自

分が？という気持ちが一番強く、半強制的な感じもあり、やらされ感たっぷりで第１回

研究会へ出席したのを覚えている。 

鬼澤部会長代行の言葉に、「部会は研修ではない、研究会であり、道場である」の

言葉はとても印象的で、これからの１年、この道場で自分はやっていけるのか正直と

ても不安だった。案の定、部会は「非日常」の場であり、普段の自分とは違うことにチ

ャレンジすることを強いられた。これは後々になって自分自身が一歩踏み出すための

修行であると感じるようなった。 

部会のキーワードでもある、「立ち位置を変える」、「価値前提で考える」、「一人称

で捉え語る」、「ドミナントロジックを転換する」の手法も、自分にとってこういう考え方

があるのかと衝撃を受けた。 

その後、私たちはこれらのキーワードを基に一歩踏み出し、自分たちの組織変革

のための「作戦（施策）」を実行することになった。 

特に「市長出張朝礼」は、市長はじめ、先輩マネ友のバックアップにより組織変革

のスタートを切れた。それは、一人では決してできなかったことであり、実行するまで

の関係各課との調整や実行したことに対する様々な意見等の要約（検証）、また、現

場で動いたからこそ見えるものがあった。これは自分たちの小さな成功体験として今

後も活かしていきたい。 

私たちの組織を変えるための「作戦」は始まったばかりである。これから「天草市エ

ンジンの会」の結成、「天草市行動規範」の作成等次なる作戦に実行を移していくが、

作戦は途中失敗に終わるかもしれない。それでも２の手、３の手により作戦を変更し

「微力ではあるが無力ではない」の言葉を信じ、一歩一歩少しずつ進んでいきたい。 

 

●渡辺大輔 

これを書いているのが２月中旬だが、ちょうど１年程前、先輩マネ友のオフサイトミ
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ーティングへ出席した際「どうやったら部会に参加できるのだろう？」と考えていた。本

市は公募制をとっていないので、参加方法を人事担当に尋ねようとしていたその矢先

にお声が掛かった。地震の影響で第 1 回目が６月になり、場所も鹿児島での開催とな

ったが、当初は、何をしたらいいのか？というモヤモヤ感がずっと頭から抜けないまま

であった。そのモヤモヤ感だが、現状把握からキーパーソンインタビューと活動を続

けていく中で増殖し、夏合宿前の施策を考える頃にピークを迎え、正直、本業の仕事

をやっている時も頭から離れなかった。これが部会は研究の場または道場と言われ

る由縁なのだろうか。どんどん沼にハマっていった。 

ただ、やりたいことがはっきりしてきた途端にモヤモヤは晴れ、そこからは市長とマ

ネ友の協力もあり、とんとん拍子に施策を実行していった。 

そして自分達で動いてみた結果、「違う景色」も見ることができ、ひとときの達成感

を味わうことができた。 

改めて振り返ると、この 1 年で自分も随分成長できたと思う。 

この部会を通じて、自分なりに考えたことは「人は変われる」ということだ。いくつに

なっても変われる。年齢や置かれた環境に関係なく変わっていいのだ。自分は変わ

れる。そう思えたことが一番の収穫である。 

最後に、第５回研究会でＮＰＯ法人テラ・ルネッサンス 鬼丸氏の「一人の力は微力

ではあるが、決して無力ではない」という言葉には非常に勇気をいただいた。部会を

卒業し、来年度からは自主研修という形で活動を継続することに一抹の不安を抱えて

いた私にとって、非常に勇気づけられた言葉だ。自分も微力ではない、こんな自分で

もできることがある。自分にしかできないことがある！微力ながらも、じわりと頑張って

いきたい。本当の笑顔のために。 

 

●浦本ゆかり 

第１回研究会で自分の名札に書いた言葉は「まずは自分改革から！」であった。

日々の業務は一生懸命責任をもって行うが、他の分野に関しては消極的。そんな私

が自らの意思で参加することはなかっただろう研究会に参加させていただいたこの１

年は、今までになく濃い、そして職員としての変革の年となった。 

最初は、研究会で初めて耳にする言葉や経験したことのない対話に戸惑いと不安

とやらされ感でいっぱいであったが、非日常的な進行役、発表役など経験しながら、

与えられたテーマについてチームとしての考えをまとめる対話の手法を学んだ。 

「価値前提で考える」、「立ち位置を変える」、「ドミナントロジックを転換する」、「一

人称で捉え語る」ことは決して容易ではない。多くの職員が日々の業務に追われる中、

どれだけの職員が目的・問題意識をもって業務を遂行しているのだろうか。もちろん、

この１年で出会った職員のように日々意識をもって取り組んでいる職員も多くいる。 

この１年、私が研究会で学んだ組織変革に必要なキーワードを自分の職場でも落

とし込んでいきたい。そして他の職員に伝えていくことも私たちの役目であると思う。
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小さな一歩だが、難しい一歩でもある。 

日々の業務の中で、常に何のために、誰のためにするのか考えること（価値前提で

考える）、相手の立場に立って相手に寄り添って考えること（立ち位置を変える）、過

去や前例にとらわれずに考えること（ドミナントロジックを転換する）、些細なことでも自

分にできることを考えること（一人称で捉え語る）。当たり前のことだけれども、余裕が

なかったり、慣れがでてくるとつい忘れがちになるものでもある。しかし、職員一人ひ

とりが考え、行動することで少しずつ変化を生み、それが組織変革につながっていくも

のだと思う。 

私たちの活動は、「市長出張朝礼」や「新任係長インタビュー」など最初の一歩踏み

出したばかりである。組織を変えることは簡単ではなく、長い時間が必要である。まず

は、これからの１年をこれまで一緒にやってきた３人、先輩マネ友、そしてこれから作

っていく仲間とともに一歩また一歩頑張っていきたい。 


