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１ はじめに 

 当市は 2015 年度から参加し、今回で３回目となる。 

 本部会の参加にあたり、ＯＢからは多くの情報を入れずに参加したほうが良いとされた

ため、完全に丸腰で臨んだところ、滅多打ちにされたことは言うまでもない。 

 部会を通じて初めて耳にするカタカナをはじめとした言語が逆に新鮮であり、その中で

個々が感じ、学び、気づいた事柄、そこから導いた方策等を次に繋げるべく、ここに記す。 

 

２ 活動の概要 

(1)人材マネジメント部会参加経過 

第１回 ４月１９日 東京会場 ３名参加 

第２回 ５月１７日 東京会場 ３名参加 

第３回 ７月１４日 長野会場 ３名参加 

合 宿 ８月２４・２５日 東京会場 ３名参加 

第４回 １０月１２日 長野会場 ２名参加 

第５回 １月２５・２６日 東京会場 ３名参加 

 

(2)所属組織の変革に向けたシナリオの作成 

◆現状分析 

  現状把握及び分析にあたり、３人でダイアログを行った。「コミュニケーション不足」、

「前例踏襲・安全運転」、「できることしかやらない」など、ほぼネガティブな内容が挙

げられ、自らを棚に上げつつも、当市の職員は大丈夫なのかと不安になった。果たして

私たちの感覚が特殊なのかどうかを確かめるため、ここで初めて過去の参加者の分析を

確認したところ、2015 年では、「ビジョンの共有不足」、「横の連携不足」、「コミュニケー

ション不足」、「人を育てる余裕がない」とまとめられており、2016 年の分析は、「横断的

な連携の不足」、「業務が多忙化」、「他の部署との連携等の減少」、「ビジョンの共有不足」

が挙げられており、概ね同様の分析結果となっていたことから、継続性は担保できると

の認識のもと、現状分析を深堀りするためキーパーソン対話を行うこととした。 

 

◆キーパーソン対話   

  組織変革にあっては、部会や３人でのダイアログでも課題とされていた「人事異動・

職員採用等の組織改編」にあたり、どのような方針・願いが込められているのかを探る



べく、人事を司っていた、また、現在、司っている者へのアプローチが必要であると考

え、前助役・現副市長・職員係長の３名をキーパーソンとして選出し対話を依頼した。 

  結果、過去から現在に至るまで、マネジメント能力の向上をはじめとした職員の資質

向上を期待されており、情報の共有やコミュニケーションの不足が指摘された。 

 

◆基本シナリオ作成 

これまでのダイアログを踏まえ、私たちは敢えて「市職員は本質的に自ら行動を起こ

さない。与えられた業務をこなすだけだ。」、「現状に不満を持ちつつも将来に対する不安

は無い・考えない」という性悪説に立って真に目指すべき姿を想像することとした。 

将来のありたい姿を想像するにあたり障害となったのが、「価値前提」である。夢や理

想は政治家が語ることで、実現可能性を伴わないモノゴトは思っても口に出さないのが

行政であると教わってきた？ため、これまでの行政実務においてほぼ経験の無い手法に

戸惑いながらも、当地域における停滞・閉塞感を打破するには「変化が当たり前」とい

うキーワードを軸に据え、職員間は勿論のこと、市民との情報共有を第一義とし、常に

アンテナを高くし情報収集に努め、兎角、国庫補助ありきの上意下達的になりがちな施

策形成にあっては、多くの職員が地域に入り、地域の声に単に耳を傾けるのではなく、

地域から声を挙げていただく努力をすることが、地域課題の解決に最も有効であり、地

域の声を反映させ、協働で行うことがその施策の実現可能性を飛躍的に向上させるとし

て、第３回の部会に向け、基本シナリオを以下のとおり作成した。 

 



取り組むアクションの具体案がまとまらず、１点突破としてダイアログの実践を挙げ発

表に臨んだが、端的にまとめすぎた結果、標語のようになってしまい、様々なご意見をい

ただいた上で手直しを行うこととなった。 

 

◆シナリオの深化 

第４回のシナリオ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  『昭和６０年頃まで 3万 5千人を維持しておりました市の人口は２万８千人程となり、

今後さらに減少することが見込まれています。また、物の豊かさより心の豊かさが求め

られるようになり、暮らしの中のゆとりや個々を大切にする生き方が重視されるなど、

価値観の多様化が加速しております。 ～中略～ 社会情勢が大きく変わる中、市の未来

を切り拓いていくのは、まちづくりを担う「ひと」であり、「ひと」を地域にとって最も

大切な存在として位置づけ、市の将来像を「未来を育む ひとが輝く 信濃おおまち」

と掲げました。』 

  これは、29 年度よりスタートしている当市の第５次総合計画の冒頭の市長あいさつで

す。 

  私たちは総合計画策定に直接には携わっておらず、引用する気は毛頭なく、恥ずかし

ながら意識もしていなかったが、結果として、ありたい姿の方向性が概ね一致しており、

「ひと」の中には当然、職員が含まれ、この研究は市の将来像実現に向けた施策の一環

であると再認識することができた。 



  ありたい姿に大きな風呂敷を広げた手前、実現に向けてのアクションを有効なものに

しなくてはならない。ダイアログを通じて導き出した方策が、最小限のマネジメント単

位である係に着目し、係での活動成果をより大きな部・課に広げていくといったもので

あった。また、他自治体の活動事例を参考とし、過去２回の部会に参加しているＯＢと

連携を図るべくＯＢ会を立ち上げることとした。 

 

(3)シナリオの実現に向けたアクション 

  係長級に向けた研修会実施にあたり、今部会参加者に係長級が２人いるため、職場に

おける情報共有を円滑に進めるべく、それぞれの係でダイアログを実践することとした。

具体的には、まずは自らのチームで目指す姿の共有を図るため目的を明確にし、次に、

目標や価値を共有した。引き続き月に２回から３回程度の割合でダイアログを重ね、情

報の共有や事業について話し合い、新年度事業計画の作成ではスクラップアンドビルド

に取り組んだ。 

これにより、係内の信頼関係が構築されたことで、意思疎通や情報共有が容易となっ

た。また、意思統一が図られ、各自の自分の役割も認識できた。さらに、一人では浮か

んでこなかった新しいアイデアや工夫が次々に生まれた。ダイアログを始める前と比べ、

チーム力が格段に上がったと感じた。対話に時間はかかったが、最終的にはチームメン

バー各自が納得し、やる気を持って取り組むことが重要だと肌で感じた。 

  職場でのダイアログの実施を試みながら、係長級全体への研修会の準備を進めたが、

係長級の研修会は過去に開催したことがなく、また、例年、定期的に開催されている職

員研修は若手の参加は多いものの、係長級以上の参加は限られている現状に鑑み、ひと

りでも多くの係長級職員にダイアログを体験・理解して欲しいとの思いから、単にオフ

ィシャルに位置づけるのみならず、課長を通じて参加を促す方策を講じたところ、当初

５割程度と見込んでいたが、約７割の係長級職員の参加があった。 

  積極的に研修に参加した職員は少なかったが、「出て良かった。」「現場で実践して 

 いきたい」など前向きな回答があり、また、「全体的な評価」が、5 ポイント満点で、平

均が 4.１ポイント、「自分の仕事に役に立つ」の平均が 4.0 ポイントと評価も高く、参加

者からは、「改めて リーダーとはなんぞということを考えるきっかけとなった」、「現

場に戻り対話に心がけることが必要。実践したい。」といった声が多く聞かれた。 

  ３つ目の取組むアクション「人マネＯＢ会を組織する」については、過去の参加者か

らは全く異論がなく、むしろ歓迎であったことから、定期的に開催することとなった。 

 

３ 次年度以降の取り組みのシナリオ ～ありたい姿の実現に向けて～ 

  現状認識や課題の共有が図られ、目標に向かって所管・職責を超えて職員が協力し合

うことを主眼とし、本年度の取り組みに導入できなかった当市の課題の共有に向け、い

くつかのアクションを起こしていく。 

ひとつは、人マネＯＢ会を中心に若手職員の育成に取り組む。現在、前回人マネ参加



者が主体となり、若手職員に向け、ダイアログを中心とした課題研究を行うことを主眼

とし、ダイアログを通じ、多様な価値観や考え方を知り、気づき、そして立ち位置を変

えて考えることのできる職員を育成し、延いては将来の組織を変えて行ける人材の育成

を目的とする研究会の開催を企画している。こちらもオフィシャルに位置づけ、３０年

度から開催することを職員研修委員長である副市長に了承をいただいている。この研修

会へ積極的に関わっていきたい。 

また、人を育てることを通じて私たち自身も育たなくてはいけない。そこで２つ目と

して個人の努力に委ねず、所管・職責を越えて協力し合うためにも、自らダイアログを

職場で実践し続けるとともに、係長級研修会の平成 30 年度実施に向けて担当部署への働

きかけをしていきたい。 

  そして、人材育成は個人の方針や努力に依存するものではなく、人を育てる風土をつ

くることが大事になってくる。そのためには、組織として人材育成にどう取り組むのか

組織としての方針が必要で、なおかつ職員への腹落ちが必要になってくるが、担当部署

だけに実現を迫るのではなく、自分事として捉え、考え、提案していきたい。 

具体的には、人を育てるための現行制度として人事評価制度があるが、現在、面談の

実施をすることとされているものの、実際には面談が行われない部署も多いように見受

けられる。その理由のひとつに、上司自身が面談にどう取り組んだらいいかわからない

といったことがあると考えられる。そこで３つ目として、面談に取り組む理由や効果、

また面談を通じて部下の目指す状態や上司がどう働きかけをすればよいかなどを課長級

の協力を得てまとめ、オフィシャルなものとして活用することを提案していきたい。 

これらを通じて、組織にダイアログの文化を根付かせ、地域にとって必要な施策に、

組織全体で取組むことができるようにしていきたい。 

 

４ 個人の思い 

 （松澤 まさみ） 

ちょうど１年前の私は、自分がどこに向かって進んでいるのかよくわからない状態でし

た。「とにかくがんばる！」「がんばればなんとかなる。」という精神論だけで、目指す姿も

曖昧なまま、ただ走っていました。今考えると、かけた梯子の位置も正しくなかったよう

な気がします。恥ずかしながら、当時の私にはそういうことを考える余裕がまったくあり

ませんでしたし、余裕があっても考えられなかったでしょう。 

研究会に参加してからは、気づきと内省の連続でした。双方向対話の重要性や、何がど

うあればこの地域が住み続けたい地域になるのかなど、自分の根っこに持っていなければ

ならないことにも気づかされました。また、仕事に追われるうちに、純粋に自分の地域を

良くしたいという気持ちが薄れてきてしまうし、何が大事なのかも分かりづらくなってし

まうので、多忙さに追われるだけの日常からの脱却も必要だと感じました。 

 これからは、研究会での教えのとおり、まずは自ら、未来志向、変革志向へと変わって

いくよう努力していきたいと思います。 



（西澤  勲） 

部会において、サービス提供の対価として収入を得ている民間に対し、税金として先に

徴収したうえで、行政サービスを提供している認識が薄いとの指摘を受け、私が日ごろか

ら感じていることを言い得ていたことに感銘しました。 

不用なサービス、誤ったサービスの提供であっても、市民は返品できない、ましてや税

の還付も無いといったことを常に考えている職員は少ないのではないかと感じます。 

施策立案にあっては、まず地域に入り、地域から声を挙げていただくことが真に望まれ

る施策につながると考えます。それには最低限の知識の習得と自らの言葉で正確に伝える

能力が必要となり、ダイアログはまさにこの「訓練」になると確信しています。 

 

（小澤 誠一） 

 部会に参加して、多くの自治体の方々と時間を共有することができ、私にとってたくさ

んの気づきとサンプルをいただくことができました。 

そして、自分の組織の良い点、至らない点、今後向かうべき方向、これらの事柄について、

改めて考えさせられました。 

部会に参加したことにより、部会の最中はもちろん、部会へ向かう電車の中、戻ってか

らの自分の職場において、少しでも空いた時間ができる度に「ありたい姿、あるべき姿」

について考えました。 

当たり前のことですが、公務員の中にもいろいろな意識の人がいます。 

意識を表す一つの例として、日頃、自分を含めた公務員がどのような心持ちで仕事を行

っているか、「安心・安全」をキーワードとして視点を整理してみました。 

公務員は特に、この「安心・安全」という言葉が大好きです。当市の総合計画を見ても、

安心や安全という単語は何回も出てきますし、首長あいさつや議会答弁でもよく聞く定例

の単語となっています。しかしこの「安心・安全」、聞こえは良いけれど、どのレベルの「安

心・安全」を目指すかによって、全く意味は異なってくると思っています。 

私はいつも、下記のようにレイヤー分けして考えています。 

 

１．人類の「安心・安全」 

２．国民の「安心・安全」 

３．県民の「安心・安全」 

４．まちで暮らす人々の「安心・安全」 

５．所属する組織の「安心・安全」 

６．所属する課や係の「安心・安全」、 

７．自分の「安心・安全」 

 

私たちは毎日の業務を進めるにあたり、どの視点での「安心・安全」を重視しているで

しょうか。国の職員は２を中心として、県職員は３あたりの視点が重視されるはず、市町



村職員は４が中心となるでしょうか。そして余裕があれば、上位のレイヤーのことにも意

識を向けることができれば理想です。 

時間軸をさかのぼって、就職活動をしていた頃や、就職してしばらくの頃を思い出して

ください。当時は、こうした素直な意識を、少なからず持っている・または持っていたの

ではないでしょうか。 

しかしながら、現在、職場でまわりを見渡し、そして自分を見直してみますと、本当に

当時の素直な気持ちを持ち続けているでしょうか。住民から求められる視点で物事を考え、

仕事を進められているでしょうか。実際はなかなかそうなっていないどころか、実態は、

組織に所属してから時間が経過していくに従って、知らず知らずのうちに縦割り文化にど

っぷり浸かってしまっているというパターンが多いと思います。 

具体的には上記で言えば、時間の経過とともに 5 の考え方が中心となり、そのうち 6 と

いう「内輪のどうでもよい押し付け合い」がデフォルトの行動パターンに染み込み、そし

て好奇心や行動力が失われてくると、7に終始するようになります。この 7に固執して毎日

を積み重ね「俺はしっかり責務を果たした、私はやっている」と思い込んでいる人は、実

はけっこう存在しているのが実態ではないでしょうか。そのようなタイプの割合が多い組

織は、課題を多く抱えている組織だと言えます。 

この 7 の利己主義的な「安心・安全」にこだわりだすと、次のようなスキルを上達させ、

全力で使い始める傾向にあります。（しかも方向を間違えて） 

 

「本音・目的・方向はどうであれ、字句を整える言い訳作文能力」 

「本音・目的・方向はどうであれ、ああ言われてもこう上手に答弁する大喜利能力」 

「本音・目的・方向はどうであれ、言葉巧みにはぐらかす肩透かし能力」 

 

これらを「事なかれ三大スキル」とでも言いましょうか。さらにここに、「余計なことが

降ってこない」ように、職員間のネットワークを最大限活用して情報収集を行う、「事なか

れインテリジェンス」なども加わってきますと、もう手が付けられません。このスキルに

秀でた人たちは、基本的に「待ち」の姿勢。自分がやらなくても誰かがやってくれる「社

会的手抜き」の常習犯となるだけでなく、改善や前進のための「新しいこと、前例を変え

ること」には極度に拒否反応を示し、「ディスカッションの前から途端に石橋をたたきだし

て渡らない理由を整え」だします。ディスカッションの場に出ることすらリスクと考えて

いるのです。職員間でこのような状態であれば、当然、住民とはコミュニケーションでき

るはずはありません。まちに住んでいる人をはじめとする真のステークホルダーの声は二

の次、内輪で自分の地位やポジションを確保するために全力を尽くすこととなります。首

長であれば、次の選挙の票のことばかり毎日気になり、日々の行動にそれがにじみ出てく

るようになります。 

ここまで読んでみて、「そんな職員、ウチの組織にはいないよ～」とお思いになりますか？

もしそう思ったとすれば、それは素晴らしい組織に属していることになりますので、あな



たはラッキーです。その組織では、「立場を問わず、様々な場所クリエイティブな意見が浮

かんでは共有」され、そして「組織全体として変化・改善のイノベーション」が起き続け、

結果としてまちは活性化していくでしょう。また、そうした組織では、「トップや上司も不

要なマイクロマネジメントで時間的・人的リソースを浪費させる」ことなく、「トップから

現場まで不要な壁（レイヤー）はなるべく取り払われるようにシステム設計」され、「適切

なトライアンドエラーとともに自己改善が行える強靭な組織体制」が出来上がってくるは

ずです。当然、アイデアキラー（アイデアストッパー）なんて人は育ちません。 

 

さて、もう一度自分の立ち位置を見直してみます。私の場合は、自分が定年を迎えるま

で、勤務日ベースであと 4,700 日あまり。今まで在籍してきた日数は約 5,200 日です。すで

に全体の 52.5%が経過しており、後半戦に突入しています。(こうした数値は職場の PC ダ

ッシュボードのエクセルファイルを開くと表示されるようにしています) 

少し気が早いですが、あと 4,700 日ほどで定年を迎えると、私も公務員から「ただの人」

になります。この「ただの人」となってから、「あれがやりたかった、こういうまちづくり

をしたかった」と思っても、時すでに遅しです。今だからできること、今だから組織内に

直接働きかけること、当事者として関われることがたくさんあると思っています。 

私たちが「ただの人」となってから暮らすまちは、今の「私たち」が創っている。将来、

このまちで子供を育てていこうと思うのであれば、その子供たちが育つ環境を「今の私た

ちが創っている」のです。手を抜けますか？毎日の自分が「事なかれ」「日和見」に徹して、

座してあんぐり口をあけて「待ち」の姿勢をとることが最適でしょうか。前任者から引き

継いだ仕事を同様に終わらせたことで「責務は果たした」と言えるのでしょうか。 

おそらく、まだまだやるべきこと、できることはたくさんあります。通常業務を少しで

も効率的に終わらせて、空いた時間を「改善・改革」にまわすこと、一人でも多くの人が

こうした心がけを持り実践するだけでも、素晴らしい組織になると思います。 

そのように一人一人が思い、自分の付近から「具体的な行動」で表現していくことで、

それが組織に行きわたり、外に溢れ出し、まちを変えて、国を変えていくのではないでし

ょうか。それこそが「文化・カルチャー」を創っていくと信じています。 

 

私個人の行動としては、ここ 10年ほど、積極的に業務外の活動や分野に足を踏み入れて、

「リアルな住民の声」に触れる場を多く作るように心掛けています。こうした接点を多く

作ることで、「まちの人の本音」に触れることができます。私が感じたところなので異論は

あるかもしれませんが、次のようなことを思っている住民が多い印象を受けました。 

「頑張る方向が違っていて、本当にしてほしいことにはなかなかつながらない」 

「伝える窓口や手段も少ないし、リアクションも薄い」 

「高齢者だけでいろいろ決めて高齢者のためのまちづくりになっている」 

「行政には基本的に期待していないし、むしろ信頼していない」 

これも、多くの時間を過ごしたことで、初めて行政職員である私に対して本音を話して



くれた例の積み重ねであり、実際、まちの人の声を本当に聞くのには、自分から外にでて

行動をとりつづけないと始まらないと感じた次第です。ちなみに、人として悪いこと=犯罪

をしないという意味では、公務員はとても信頼されていました。個体としての信用は非常

に大きいです。 

 

こうしてまちの人の本音を聞けるような関係がいくつもできてくれば、以下のサイクル

をまわすことができるようになります。 

 

A「公私ともに積極的に地域に出ていき、様々な活動に取り組む」 

B「活動を通じて、まちの様々な分野の人の本音に触れられるようになる」 

C「まちの人の意識と行政内部での意識のズレがよくわかる」 

D「改善・改革しなくてはという意識が生まれる」 

E「さらなる行動のモチベーションとなる」 

 

この A~E をどんどんまわしていける職員となれるかどうか、そして、そうした職員を一

人でも増やすことができるかどうか。そうした文化を創れるかどうかが大きな分かれ目に

なると感じています。 

 

一年間、部会に参加し終えた今、「課題認識を頑張っている」フェーズは終わったと思っ

ています。次は、組織に理想の「カルチャー」を根付かせるための「具体的な行動」。 

幸い、今回で大町市は 3期目となることから、OB 含めてマネ友が 9名となりました。ま

ずはこの 9 名で意識をすり合わせながら、自分にできることを見つけて、たとえ小さな一

手でもよいので、アクションし続けていきたいと考えております。 

 


