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１ はじめに 

 

 私たちは「早稲田大学マニフェスト研究所人材マネジメント部会」に石岡

市第１期生として参加した。１年間を振り返ると，部会の取組のほか，「対

話（ダイアローグ）」をメインに活動してきたように思える。部会参加前は，

通常業務をこなすことに追われ，組織全体としてのビジョンというものをほ

とんど意識することなく仕事をしていた。しかし，部会の仲間達と職員への

ダイアローグを重ねているうちに，組織全体を変える必要性があること，今

まで変化してこなかったこと，変わるのが難しいことに気付くことができた。

そして，これらの要因が，他責思考にあると分析する。部会参加者（マネ

友）は，今はまだ３名と少ないが，同志を増やし，組織変化への気勢が高ま

るような意識をしながら，それが自責文化となるよう，私たちの活動経過を

通じて得られた学びや気付き，今後の取組を述べることとしたい。 

 

 

（大隈記念講堂，第２回研究会時（2018.5）に撮影） 
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２ 活動の概要・経過 

 平成３０年４月１８日（水）ＴＫＰ東京駅八重洲カンファレンスセンター

ホールで第１回研究会が行われた。この研究会では，幹事団から，これから

１年間，いえ，これからもずっと必須となる「対話（ダイアローグ）」の重

要性が伝えられた。 

 「話をする」「話し合いをする」となる意味の英単語は，chat（雑談），

conversation（会話），dialog（対話），discussion（議論），debate（討

論）があげられる。なかでも「討論」と「対話」のそれぞれの違いを言及す

る。「討論」は，互いの立脚点を明らかにして相手を論破するのに対して，

「対話」は，①違いに耳を傾け，②意見の多様性を知り，③新しい知見を得

ることである。 

 ダイアローグの意味を正確に理解すること，話し合いの場面でダイアロー

グを意識すること，ダイアローグの実践を数多くすることによって自分の固

定観念から脱却し，相手の純粋な意図を洞察することができることを学んだ。 

 

（出所：第１回研究会配布資料より） 
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 また，「自身の自治体が，３０年間でどのような経営をしてきたのか」と

のテーマで，インタビューシートを作成する課題が出され，現状把握，キー

パーソンとの対話をすることとなった。 

 キーパーソンとの対話を行う前に，私たちも３０年前の実態も知っておく

べく，打合せを複数回行った。打合せを重ねていくと，あることに気が付い

た。それは，課題の真意は，インタビューシートの完成をさせることではな

く，私たちがダイアローグを通じて“気付き”が得られたのかということに

ある，と考えた。海上に見える氷山のように，目に見えた部分以外の海面下

に沈んでいる氷にこそ真意が隠されているのではないか，注意深く話を掘り

下げながら進めた。 

 

                （出所：第１回研究会配布資料より） 
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５月１５日（火），キーパーソンとして，保健福祉部長，保健福祉部次長

の２名からダイアローグを行った。その結果を次のインタビューシートにま

とめた。 

 

 

 次に，夏合宿に向けて，課題に取り組んでいた私たちにとって，何よりも

大きな壁が立ちはだかった。石岡市と湖北水道企業団の合同チームであるが

故のことである。それは，「目指すありたい姿」を考えるとき，それぞれ所

属する組織が異なるため，同じ方向を向いた意見を出せないことにあった。

しかしながら，仕事は人が行っていること，仕事はチームで行っていること，

所属が異なるものの組織に所属していること，などのことから，「組織」を

背景に「人」に着目をして，目指すありたい姿を見つめることとなった。そ

こで，８月１０日（金）に湖北水道企業団の中堅職員と若手職員の２名と，

８月１３日（月）に総務部総務課の中堅職員と若手職員の２名とのダイアロ

ーグを行った。 

 そのほか，３回に渡って，職員とのダイアローグを重ねた。初めに，１１
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月５日（月），中堅職員１名と，若手職員３名にダイアローグを行った。次

に，１１月７日（水），１１月１２日（月）にもそれぞれ若手職員２名にダ

イアローグを行った。仕事に対する向上心があるものの，どのように行動し

たらよいかとの悩みや，現状を維持し続ける難しさを教えてもらうことがで

きた。 

 これらダイアローグを通して，私たちが見つけ出した，ありたい姿，理想，

求めたいものは次の３点に集約することとなった。 

 

・各部署との情報連携強化 

・新しいアイデアを取り込む環境 

・個人の適性を重視したスペシャリスト，ゼネラリストの育成 

 

 

（大隈重信像，第２回研究会時（2018.5）に撮影） 



6 

 

３ 研究会での学びや気付き 

 各研究会では，次に掲げることを幹事団から学び，そして気付きを得たの

で，言及したい。 

 

【第１回研究会】 

 平成３０年４月１８日（水），ＴＫＰ東京駅八重洲カンファレンスセンタ

ーホールで行われた。 

●「効率」と「効果」 

 「効率」とは，スピードの早さであること，「効果」とは，より目的地に

近づく選択をすることである。 

 ※効率性のみを追求すると誤った場所にたどり着いてしまうことになるの

で，バランスを考えた対応が必要となる。 

 

●「地域経営」の３つの視点 

 ①地域をありたい姿（目的）実現に導くこと。 

 ②ありたい姿の実現に向けて，経営資源を効果的に配分すること。 

 ③時代の変化に合わせて自らを変化させ，永続させること。 

 ※客観的な事実（データ）と対話によって，現在・過去を振り返り，未来

を予測しながら，地域経営を行う必要性がある。 

 

【第２回研究会】 

 平成３０年５月２１日（月）２２日（火），早稲田大学 国際会議場井深

大記念ホールで行われた。 

●「動機付け」 

 動機付けは，①「～しなければならない」という外発的動機付け，②「～

したい」という内発的動機付けに大別される。 

 ※①の外発的動機付けの背景には，権限・お金・恐怖があり，②の内発的

動機付けの背景には，共感・信頼がある。 
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●「気付き」 

 「理解すること」と「気付き」は異なるものであり，気付きが起きると，

そこから何かが生まれる連鎖が起きる。 

 ※改革をするためには，自分が変わることが必要となる。他人の批判や他

人のせいにする「他責文化」から脱却するため，固定観念を捨てて，自

己決定や自己責任をもつ「自責文化」へ変えることによって改革が起こ

すことができ，また，自分が変われば組織が変わることにつながる。 

 

【第３回研究会】 

 平成３０年７月４日（水），ＷＡＳＥＤＡ ＮＥＯで行われた。 

●組織変革の５つの切り口 

 組織は，時代とともに変化をする。その変化する組織への切り口は，意識，

思考，対話，行動，成果の５つがある。 

 「成果」は，インプット，アウトプット，アウトカムなどの指標がある。 

 「行動」は，マネジメントそのものを考える。 

 「意識」は，他人の意識を変えるのは難しいが，自分を変えることはでき

る。 

 これらは，対話を通じて行うことができる。また，「気付き」がキーワー

ドとなる。 

 

●気付くための「視点」「視野」「視座」 

 視点は，見える点のこと。視野は，見える範囲のこと。視座は，違う位置

から見ることである。 

 気付きが生まれるためには，「なぜ？」を常に考え，関心や好奇心を持ち

続けることで生まれるものである。 

 ※現代のこどもは，未来を考える機会が少ない。２０年後，３０年後の未

来予想図を見たこと，聞いたことがないので，想像ができないそうだ。

常に明確なビジョン（目を閉じてもその光景が浮かぶ）を思い描かなけ

れば，その未来のビジョンのためにどのように行動してよいのか分から
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ないものである。 

 

●「気付き」とは 

 人は，どうしたら気付けるか，気付きが生まれるのかを考える必要がある。

その方法として，「人と相対する」「考える」「書く」「話す」「実践す

る」「振り返る」などがあげられる。 

 気付きは，体験による学習が必要で，理解するには，知識が必要となる。 

 

【第４回研究会】 

 平成３０年１０月１０日（水），ＷＡＳＥＤＡ ＮＥＯで行われた。 

●人は，危機を回避するために，悪いことに“カン”が働きやすくなり，良

いところに目が届きにくい傾向にあること。 

●ダイエットは，体重計に乗って初めて気づくものである。日々の変化は，

気づきにくいものであるので，事実となるデータを使って示していく指標

設定が必要となること。 

●「忙しい」を理由にした緊急中毒状態に陥りやすい。例えば，良質な食事

して，運動することは大事だと認識していても，良質な食事や運動を，

「今やらなくても明日は困ることがない」といった状態になりやすいこと。 

●組織の規模が大きくなればなるほど，ビジョンを共有するなど一体感を持

ちにくいものである。そのため，組織内に加わる理由として，ビジョンを

共有しているかが重要となること。 

●人を変えるのは，難しい。研修に参加するだけでは，その人の意識は変わ

りにくい。ただ，それが変わるためのきっかけになること。 

●自分を変えるのも難しい。人と組織を変えるのには，時間がかかること。 

●組織が変ったと感じるときは，危機的状況に陥ったときや時間が経過して

過去の組織と比べたときであること。 

 

【第５回研究会】 

 平成３１年１月２４日（木）２５日（金），早稲田大学 大隈記念講堂大



9 

 

講堂で行われた。 

●ロジカルに組み替えて実行するのが政策であること。 

●人材マネジメント部会の活動は，非日常であるが，非日常を日常に変えて

ほしいこと。 

●現状を把握するとは，①組織で起きている事象を綿密に観察すること。②

事象が起きる原因，構造を多層的に洞察して見立てること。③見立てに基

づき，フィードバックを行い共感の輪を広げること。 

●対話とは，じっくり話し合うとともに，「意味づけを確認するプロセス」

だということ。 

●海面に浮かぶ氷山では，目に見えるのは，察知しやすい領域であるが，水

面下にある目に見えない領域は，察知しにくい領域である。察知しにくい

領域では，①実際の事象を捉え，②時系列で考え整理し，③どんな構造パ

ターンとなっているか考え，④どんな思い込みがその構造となっているの

かドミナントロジックで考えることが必要であること。 

 

（第５回研究会に提出した課題） 
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４ 次年度以降に向けた取組 

 上述の「各部署との情報連携強化」，「新しいアイデアを取り込む環境」，

「個人の適性を重視したスペシャリスト，ゼネラリストの育成」をありたい

姿として考えたときに，どのようなアクションプランに取り組めば，所属組

織の変革が行えるかとの検討をした。その結果，ダジャレのようなネーミン

グであるが，以下のアクションを取り組むこととしたいと考えた。 

 

①部局と対話し隊 

 「各部署との情報連携強化」を目指したアクション 

 様々な部局，年齢層等を混ぜた他部局間での意見交換会を実施することに

より，各部署との情報連携強化を目指すこととする。その意見交換会もダイ

アローグにより同年代や同職階級のみでなく，例えば総務部管理職職員と都

市建設部中堅職員と保健福祉部若手職員のように様々な年代層と意見交換会

を実施することで，新たな知見や見識，また意見交換会から見える業務の在

り方等職員の育成につなげる会を目標とする。 

 

②業務減らし隊 

 「新しいアイデアを取り込む環境」を目指したアクション 

 各課の業務を減らすための対話型交流を実施する。 

 まず，各課長級職員を対象に行うこととしたい。対話型交流の中で自課の

業務で不要なものを見つけ出し，最終的に課に持ち帰り，１つ以上の業務を

削減する。それとは別に，課内において対話型交流を実施し新しいアイデア

を１つ以上出し，それを各課長級が対話型交流に持ち寄り，採用・不採用を

判断するなどの新たな効率化や業務改善につなげることを目標とする。 

 次に，非管理職級職員を対象に行うこととしたい。ＳＩＭという対話型シ

ミュレーションゲームを実施し，自治体幹部の立場で市の運営を模擬的に行

うことで，「経営する側」の視点を養う。新しい視点を持ったうえで，改め

て自分の業務の効率化や業務改善につなげることを目標とする。 
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③職員能力登録し隊・プロフェッショナル養成し隊 

 「個人の適性を重視したスペシャリスト，ゼネラリストの育成」を目指し

たアクション 

 市役所の職員は約６００人在籍していることを考慮すれば，それぞれが何

かしらに特化した能力を持っている可能性は高く，またその能力は意外と知

られていないことが多いと考える。職員能力登録制度は人事評価の中に，個

人の能力や資格を対象とした基準を設け，人事面談の際の一項目として自己

ＰＲを追加することを目標とする。また，登録した能力を基に，プロ野球の

ＦＡ制度のように，自分の経歴や能力・実績を自分が希望する部署に売り込

み異動を可能にする，職員異動ＦＡ制度等を導入することも視野に入れる。 

 また，ダイアローグを行う中で，職員の中には様々な業務を経験し，オー

ルラウンダーを希望する職員が多数である一方，可能な限り同一の職務を通

じてプロフェッショナルを目指したいという職員もいたことから，プロフェ

ッショナル養成制度を導入し，様々な場面や高度な状況判断に対応できる職

員を養成し，業務の完遂を目指すとともに，職員のやる気を引き出すことと

する。 
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５ 付記 

（内田 崇） 

 石岡市としては，初参加であるため，これまでの経験者から部会（＝研究

会）に関する話を当然ながら聞くことができませんでした。いざ研究会に参

加したものの，何の情報も持ち合わせていないが故に戸惑い，研究会時に毎

回出される課題を取り組むにあたって，手さぐりで進めた１年間でした。ま

た，この研究会は，自らの気づきの場ともなりました。出された課題は，こ

れまで受けてきた学校教育のように，決まった正解がなく，自らが悩んで作

り上げた解答が，ひとまずの解となるように感じられました。幹事団からの

ミッションは，課題を提出することではなく，自らの地域を自らの力で組織

を変えていくことのための練習であったかのように思います。３人で，考え

抜き，考え続け，行動を起こすことで，毎回課題を何とか提出することがで

きたことも，苦労した点でした。 

 翻って，研究会に参加するたびに，おいしいハンバーグを食べる機会にも

恵まれ，出張するたび，楽しみがひとつ増えていました。日本橋キャンパス

のあるコレド日本橋では，ロティサリーバール ダパウロの鉄板で提供され

た自家製ハンバーグ。早稲田大学周辺では，キッチンミキの安価かつボリュ

ームのあるハンバーグ，オイドンのワンプレートに盛られた煮込みハンバー

グＤｏｎを食べることができ，お店ごとに思い出ができました。「研究会で

は，ハンバーグ！」が，いつしか３人の暗黙知となり，それを求めるハンバ

ーグの旅が進められたことは，所属する組織をもっと良くしたい，変えてみ

たい，とする“冒険や探究をする欲求”に少し似ている気がするようになっ

ていました。「一人では微力だが，決して無力ではない」という言葉を心の

支えに，研究会や対話を通じて得られた組織が変っていくきっかけづくりに

関して，コツコツと小さな積み重ねを実践していきたいと思います。 

 最後に，指導いただいた部会幹事団や事務局の皆さま，ともに研究会に参

加した２人や全国のマネ友，研修に参加させていただいた総務課の皆さま，

業務中の打合せや研究会に快く送り出していただいた所属課の皆さまに心よ

り感謝を申し上げます。 
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（佐藤 洋栄） 

 第１期メンバーということで，事前情報もほぼ無いままの参加で，最初は

戸惑いとプレッシャーを感じておりました。しかし，いざ部会に参加させて

いただくと，そこには同じように緊張された他自治体の参加者がおり，正直

安心しました。そんな皆様と，メンバーをシャッフルしての対話（ダイアロ

ーグ）を続けていき，他自治体の取り組み等の話を聞いていくと自分の仕事

観が変わっていくのを感じました。入庁して７年になりますが，自分の業務

をこなすことで手一杯で，その業務の根底にある部分を意識しての遂行はほ

ぼ無いという状態でした。しかし，部会に参加してからは，業務に対してま

ず多角的に考えることを心掛けるようになったと同時に，その方が仕事に面

白さを感じることが出来ると気づきました。 

 組織の変革という意味では，今年度は残念ながら具体的な活動の実施に至

ることが出来ませんでしたが，部会に卒業は無いので，次年度以降の部会参

加者の皆様と実施をしていければ考えております。 

最後になってしまいましたが，部会幹事団の皆様，研究会に参加した御二

人，全国のマネ友の皆さま，研修に派遣させていただいた総務課の皆さま，

本当にありがとうございました。 

 

（小沼 一雅） 

今回の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は石岡市第

１期のメンバーとして，また一部事務組合の職員としても部会初めての参加

者として参加させていただきました。 

参加当初を今振り返ってみると，今回の研究会は総務課より人事異動とな

った初日に突然指名され参加させていただいたので，完全な予備知識不足，

準備不足の状態であり，何をするのか，どのようなことを求められるのか，

すべてが手探りの状態でした。特に私は一部事務組合採用のプロパー職員で

あり，石岡市役所のメンバーとも初対面だったため，「誰と一緒に研究する

のか」からのスタートでした。 

そのような中でも，市役所職員の皆様や企業団職員の皆様の理解や協力を
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いただけたことで，部会への参加や研究に伴う打合せ，論文作成等において

も可能な限り時間を割いて取り組むことができました。「対話（ダイアロー

グ）」を通じて「組織の現状を変える」ことがいかに難しいかを痛感すると

同時に，「組織の現状を変える」ことで現在我々が抱えている様々な職場の

諸問題を解決することが可能であると実感できたことは非常に有意義であり，

貴重な研究を行えたと思います。 

しかしながら，今年度の私たちの取り組みは，部会で求められている水準

には到底達成してはいないと思いますし，私自身，部会の取り組みを十分に

行なえなかったと反省しています。来年度の石岡市からの部会参加者には私

たち以上の取り組みを願うとともに，先輩マネ友として出来得る限りの協力

を惜しまない覚悟です。また，私自身，今後も引き続き日々研究を続け，こ

の早稲田大学マニュフェスト研究所人材マネジメント部会で学んだことを地

域に還元すべく日々精進してまいります。 

最後になりましたが，北川顧問，出馬部会長，鬼澤部会長代行をはじめ幹

事団及び事務局の皆さま，全国のマネ友の皆さま，石岡市役所の皆さま，湖

北水道企業団職員の皆さま，そしてこの研究会に一緒に参加し苦労や喜びを

分かち合えた御二方に心から感謝を申し上げます。   

 


