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１ 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ついて  

 

 はじめに、渋川市として昨年度より参加している早稲田大学マニフェルト研究

所人材マネジメント部会（以下「部会」と表記する。）に、平成３０年度も２期

生として新たに３名が派遣された。その部会の概要と活動についてまとめる。 

 

（１）概要 

元三重県知事で早稲田大学教授（当時。現名誉教授）の北川正恭氏が、平成１

６年に設立した「早稲田大学マニフェスト研究所」による、地方創生時代の地方

自治体職員と組織を育て、創る活動。 

自治体ごとに３人１組で、年間６回の研究会に参加し、３月に活動をまとめた

論文を提出する。 

  平成１８年度に１７自治体が参加して初めて開催され、１３回目の平成３０年 

度は１０５の自治体（１０６チーム）が参加し、全国９会場で行われた。 

 

（２）部会の取組 

部会は、地方創生の時代において、構想力・行動力を持つ人材と、アイデアを

地域の成果に繋げることができる組織の双方が不可欠であるとしている。 

  主な研究課題は、①職員の努力を、地域の成果へとつなげられる自治体をどの

ように実現するか、②生活者起点で発想し、関係者と共に未来を創っていける職

員をどう育てるか。部会では、所属自治体が抱える現実の課題を見極め、どう対

処するかを実践的に研究することが求められる。 

  また、全国に広がる参加者や経験者のネットワークを活用して、組織の成果へ

つなげることを目指す。 

 

※「部会」とは → 現実を変える策を考える「研究会」 

          教えてもらうのではなく「自ら考え、見つけ出す場」 

          知識は後からでも学べる「対話から気づきを得る場」 

 

※「対話（ダイアログ）」を重視する 

   対話のポイント ・互いに、聴く・話す（一方的にならない） 

           ・正解を出そうとせず、感じたことを話す 

           ・否定をせず、断定をしない 

           ・考えは書き出して話をつなげていく 

 

※ キーワード ①立ち位置を変える（提供する側→受ける側、生活者起点) 
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         ②価値前提で考える（ありたい姿） 

         ③一人称で捉え語る（自分事で考える、自分がやる) 

         ④ドミナントロジックを転換する（常識・思い込みを疑う） 

 

（３）部会における研究会の概要について 

① 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７ｃ 

  人材マネジメント部会全体のオリエンテーションを実施し、部会の目的等を学

ぶ。部会の重視する技術である「対話」について説明を受け、対話型自治体経営

シミュレーションゲーム「ＳＩＭ熊本２０３０」を体験した。 

  

② 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 

○北川顧問基調講演 

地方分権推進法が制定され、国の指示による自治体運営ではなく、自治体自

身の考えによる自治体経営が求められる。「話合い」というのは結論を引き出

すために行われると思われがちだが、お互いの意見の相対化を目指すものであ

る。他人に責任を負わせる「他責の文化」ではなく、これからは「自責の文化」

が求められ、自分で考え動き自分で責任を負う姿勢が大切である。 

○宿題の振り返り 

各班に別れ、それぞれの自治体の過去現在未来について話し合った。 

○出馬部会長講話 

自治体の現状は上意下達の「管理型」であるが、ありたい姿は職員の自立と

挑戦を促す「経営型」である。経営型組織の経営者層に必要な視点は「見守り」

「対話」「支援」であり、「ちょっとした対話」が組織の活性化に繋がる。 

○ダイアログ（対話） 

他自治体職員と３人組を作り、インタビューの練習を行った。 

○組織の現状分析と手法 

組織の現状を把握するための手法について、班ごとに別れてグループワーク

を実施した。 

 

③ 第３回研究会 

  平成３０年７月４日（水）ＷＡＳＥＤＡ ＮＥＯ（コレド日本橋５階） 
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○鬼澤部会長代行講義 

時代が変化しているため組織変革が求められている。組織変革とは何を変え

ることか？意識（固定観念を疑う。意識的に変えるのは難しい）、思考、対話

（アイデアや知恵が生まれるような話合い。話合いの場作り、スキル、ファシ

リテーターが必要）、行動（マネジメントのやり方を変える。現在はリーダシ

ップよりコーチング、ティーチング）、成果（仕事意識は成果指標の作り方で

変わる）を変えることである。 

組織が変わるためには、人が変わらなければならず、人が変わるためには気

付かなければならない。人はどうしたら気付けるか？それには、考える、書く・

話す、実践が必要である。 

この部会は体験学習であり、得た知識をすぐに実践して欲しい。 

○グループ演習 

幹事１名と４市町村を１組として、組織の現状把握の状況について対話を行

った。 

○鬼澤部会長代行、加留部専門幹事講義 

ビジョンについて、視点は変えるもの、視野は広げるもの、視座（立ち位置）

も変えるものである。なぜ、ビジョンが必要か？ビジョンを示すことにより、

共感する人が現れ、やってみようとする人も現れる。 

 

④ 夏期合宿 

  平成３０年８月２３日（木）・２４日（金） 

  台風２０号の接近により、急きょ中止となる。 

  合宿中止にあたり、研究生３名によるメッセージ動画を作成し送付。幹事団よ

りフィードバック動画にて講評及び今後の研究活動へのアドバイスを受けた。 

 

⑤ 第４回研究会 

  平成３０年１０月１０日（水）ＷＡＳＥＤＡ ＮＥＯ（コレド日本橋５階） 

  第３回研究会後に作成した合宿シートに対しての幹事団からのフィードバック

動画を受け、シートをどのように修正し、今後どのように行動すれば良いか、幹

事団との対話を行った。また、他市町村が同様に幹事団との対話を行い、それに

ついての気づきの共有を行った。 

 

⑥ 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講堂 

人材マネジメント部会の年間を通しての総括として、各自治体の取り組み状況

を確認し、参加者の投票により選ばれた４自治体と幹事の対話を実施した。また、 
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ＮＰＯ法人テラ・ルネッサンス創設者の鬼丸昌也氏の講演会、「一歩前に踏み出

す」をテーマにした鬼丸氏、円城寺氏、鬼澤幹事長の３者による対談、鬼澤幹事

長の最終講話、出馬部会長の年度総括を受け、今後の活動継続への激励を受けた。 

 

 

⑦ 参加者共同論文提出 

  提出期限 平成３１年３月１４日（木） 

取り組んだ活動の概要と経過、見出した成果、創り出した変化、今後の展望や

取組等について参加者で共同執筆する。  

 

※ 活動の骨子は、第２回研究会の後に作成した「所属組織の変革に向けた基本シ

ナリオ」となる。内容は、研究会ごとに見直しを行い、着手できる部分から実践し

ていく。 
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２ 「２０年後の地域・組織・人材のビジョン」について  

（１）渋川市の目指すありたい姿「２０年後の地域・組織・人材のビジョン」  

 

 今年度の部会での活動の骨子として、年間を通して修正を加えつつ作成してきた

「２０年後の地域・組織・人材のビジョン（以下、ビジョン）」について、対話を

通して見いだした。 

このビジョンは、各参加自治体が組織内での対話を経て見いだしたものである。 

部会のテーマでもある「価値前提で考える」ことを前提に、部会の研究生が目指す

「２０年後のありたい姿」を、地域（市民との関係）、組織（庁内のあり方）、人

材（職員としての価値）の面から設定した。 

 また、ビジョンに向けて、５年後、３年後、１年後はどのような組織・人材のあ

りたい姿を理想とするか、逆算して設定した。 
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（２）「２０年後の地域・組織・人材のビジョン」に至る経過  

 
渋川市は群馬県内１２市の中で最も人口減少が著しく、平成３１年１月末現在で

７７，７４９の人口が、２０４０年には５０、０００人台まで減少すると想定され

ている。対話の結果からも人口減少、少子高齢化を危惧する声がほぼ全員から聞か

れたことから、２０年後のビジョンも「少子高齢化の抑制・コンパクトシティへの

対応」を念頭にイメージしていった。 

 

 ①地域について 

渋川市の考え方「未来への投資」を具現化するため、子どもたちと親世代が、

未来に対して希望を持ち、「楽しく誇りを持って暮らせる、未来に希望を持てる、

多様な価値観を受け入れられる、そんなまちでありたい」と考え設定した。 

 

②組織について 

非常に早い速度をもって変化し続ける社会情勢、社会のニーズ（価値）、住民ニ

ーズ（価値）を市民目線で見極め、対話を通じて市民と共にステップを踏める組

織でありたいと考え、設定した。 

 

 ③人材について 

コンパクトな市・コンパクトな組織に適合した、分業による効率化よりも職員

１人１人が多様な市民ニーズに応えられる万能型の人材をイメージし、「未来への

希望と危機感をバランス良く保ちながら経験値を重ねられる人材」を育みたいと

考え、設定した。 
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（３）「組織・人材のありたい姿（状態）」について  

  

次に、（１）の組織・人材のありたい姿を達成するために、５年後、３年後、１年

後の目指す状態を設定した。 

  

①５年後のありたい姿 

２０年度に向けたステップアップとして、未来に向けて飛躍できることを念頭

に設定した。この段階では、職員同士が対話を通じた価値・理念の共有が既にな

されており、市民と同じ目線で様々な業務が行われているような状態を目指すも

のである。 

 

②３年後のありたい姿 

５年度に繋げるための基本的な事項を行える状態を理想として設定した。５年  

 後の状態をイメージが多くの職員間で共有され、それに向けた改編、改善が断続

的に行われている「準備期間」として想定している。 

 

③１年後のありたい姿 

将来に向けた課題を洗い出し、現状が整理できていることを目標として設定し

た。今年度の部会のテーマでもある「現状分析」に重点を置き、「何が欠けている

のか」「何が強みなのか」「何を生かしていくのか」というものを模索していく「調

査期間」として想定している。 
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３ 今年度の具体的なアクション  

 今年度の渋川市の活動は大きく２つのステージに分割できる。即ち①模索期（４

月の第１回部会参加から夏合宿課題のフィードバックを受けるまで）②実践期（第

４回部会から１月末の後援会まで）である。 

 模索期においては、若手職員から幹部職員まで幅広い年齢層の職員との対話を行

い、その結果得られた気づきをもとに２期生３人でダイアログを実施、「あるべき姿」

や「アクションプラン」を策定していった。 

 その後、夏合宿に合わせ作成したアクションプラン等と動画フィードバックを受

けて、実践期に移行する。実践期では①オフサイト活動である対話等を通じて得ら

れた気づきを実戦であるオフィシャル活動に落とし込んでいくこと②部会での研究

により得られたものを多くの職員と共有していくこと、の２点に主眼を置いて活動

してきた。 

  

（１）模索期の活動  

ア）若手職員との対話を通じた現状の把握  

①アクションの内容 

２０代～３０代前半の若手職員との対話を通じて、職員が渋川市の現状につい

てどう考えているか、どうなって欲しいかを確認した。また、アンケートを行い、

対話とは別ラインで広く意見の収集を行った。 

②得られた学び・気づき 

・職員自身は自己の業務の目的意識が明確であり、新たな試みを進めようとし

ているが、様々な要因によりできていない、という意識がある。 

・若手サイドは「上司がチャレンジを許容してくれない」という状況を感じて

おり、他市との交流の中で、渋川は腰が重いと感じている。よく言えば慎重

で、悪く言えば動きが遅い。 

・職員数減少の影響で、通常業務に能力を割かれて「思考・試行」まで手が回

らないと感じている。 

・今の組織、地域に対しては非常に厳しい見方をしている。現状についての良

い意見はほとんど無く、危機感が非常に強い。 

 

イ）中堅職員との対話を通じた現状の把握  

①アクションの内容 

３０代後半～４０代前半の中堅職員との対話を通じて、現状の認識について確

認した。  

②得られた学び、気づき 

・渋川市は今後どうなっていくか、人口や財政などのデータからそれを推察し
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どのような人材になればいいか考える必要がある。 

・将来的に人口は５０,０００人台となり、職員も５００人程度になる可能性が

高い。その時今の仕事のやり方でやっていけるか？やっていける訳がない。

ＡＩ、ＲＰＡ、その他活用できるものをどんどん取り入れていかなければ仕

事が回っていかない。 

・コンパクトとなる市に適応するスタイルへの変革が求められる。 

 

ウ）幹部職員との対話を通じた現状の把握  

①アクションの内容 

経営層として組織の在り方、組織機構を管轄する総務部長、総合政策部長と対

話を行った。 

 

②得られた学び・気づき 

・今の渋川市に満足はしていない。  

・スピードはあるに越したことはないが、正確性や法令順守の観点とのバラン

スをとっていかないと、市役所としては危険。スピードのみが独り歩きする

状況は避けるべき。 

・元気がない。 

・市民目線を持つことが肝要。何がしたいか、何をして欲しいのか。自分も１

人の市民である。 

・現在の仕事の中で、職員全体で「人が減って仕事が忙しい・・・」という声

が聞こえるが、本質的な問題、要因はそこではない。それを考えなければな

らない。 

・固定観念を捨てる。渋川市だけを見るのではなく、他市町村もある中での渋

川市の在り方を考えるべき。  

 

（２）実践期の活動  

ア）採用２年目職員研修（継続）  

① アクションの内容 

部会で得た気づきと学びを活用し、対話と振り返りにより、自ら考えて、前向

きに成長する姿勢を修得するための、採用２年目の職員を対象とした研修を昨年

度から実施しており、今年度も継続実施した。 

② アクションによって生まれた変化・成果 

採用から１年半が経過し、ともすると日常業務に埋没しがちな時期に本研修を

実施したことで、2 年目職員にとっての「あるべき姿」を再認識させることがで

きた。 
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③ 実践によって得られた学び・気づき 

職員にとっての「あるべき姿」は配属された組織の中で、あるいは期間の経過

によって少なからず変化していることが見受けられた。今回は個人的な振り返り

であったので、初心に立ち返るという成果が達成できればよかったが、組織全体

のあるべき姿も、あるいは変化するのであれば、この研修のように定期的に対話

を通じて「あるべき姿」を確認する場が必要であるということを感じた。 

 

イ）ＳＩＭしぶかわ２０３３の作成（新規）  

① アクションの内容 

  部会の核となっている「対話」を他

の職員へフィードバックさせるツール

を模索する中で、４月の第１回部会で

体験したＳＩＭくまもと２０３０が強

くイメージにあったことからＳＩＭの

渋川オリジナル版「ＳＩＭしぶかわ」

を作成した。 

②手法 

  過去に渋川市で実施された「ＳＩＭしぶしぶ２０３１」をベースに、市の状況

やシナリオ、条件等を一新し、２０１８年時点での状況に限りなく近づけた。な

お、全体の監修は昨年度派遣されたマネ友が行い、意見等を随時フィードバック

させている。 

③ 実践によって得られた学び・気づき 

  仮想都市「しぶかわ市」を作成し、その概要を作りこんでいく過程で、現在渋

川市がどのような状況に置かれているのか、財政状況はどうか、産業や人口など

の数値を改めて目の当たりにした。３人の中での現状分析や市の向かうべき姿が

数字により明確となる。 

 

ウ）ＳＩＭしぶかわ２０３３の実施（新規）  

① アクションの内容 

全３回で企画した中堅職員対象の職員研修の、第２回の内容として実施した。

最終回の、中道先生講演会につなげるもの。実施に際しては部会の主要テーマで

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」のうち、模索期に行ってきた対話で把握した渋川市の現状

打破のために「価値前提で考える」「一人称で捉え語る」に徹底的にフォーカスす

ることとした。 

ＳＩＭは上記のとおり、部会派遣者であるマネ友が集まり作成した「ＳＩＭし
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ぶかわ２０３３」を使用し、当日の査定役は今年度派遣の２期生、市長役や全体

監修には１期生を講師として依頼し、オフサイトの成果をオフィシャルへフィー

ドバックさせている。 

 

② アクションによって生まれた変化・成果 

ＳＩＭを通じて「限りなく渋川市に近い仮想の都市」を経営したことで、研修

生は今目の前にある危機感を「自分事」として感じることができたようである。

また、各ラウンドの対話の中から、自然と「市の理想図」を描き、そこに向かっ

ていくプロセスも体験することができた。 

③ 実践によって得られた学び・気づき 

「研修」という場を括れば、研修生は積極的に対話を始め、あるべき姿を描い

てみせる。これをいかにして実践＝実際の業務の中で実施していくかが重要であ

り、その手助けとなるような活動が今後マネ友に求められてくるのではと感じた。 

今回の研修では、全６チームで行ったが、それぞれ描いた「あるべき姿」は異

なっていた。実際に運営する渋川市は当然１つであり、職員それぞれがイメージ

する「あるべき姿」の軸を統一していくためにも、この研修を含め、対話の訓練

を充実させていく必要があると感じた。 

  
 

エ）中道俊之先生講演会（平成３０年１月３０日）  

① アクションの内容 

全３回で企画した中堅職員対象の職員研修の最終回として実施し、自治体経営

をテーマに、職員の意識改革についてご講義いただいた。  

  なお、同日、部課長会研修においても、ご講義いただいた。  

② アクションによって生まれた変化・成果 

・自治体経営と行政経営をイメージする 。 

・大きな時の流れと社会の変化を直視する。  

・組織の状態を考える 

  上記のようなポイントについて、経営改革における数々の実務実績を持つ中道
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先生から、滝沢村時代の事例紹介を交えながらご講義いただくことで、自分たち

と同じ立場の他自治体がいかにして変わっていったかを学ぶことができた。  

③ 実践によって得られた学び・気づき 

  本研修においては、前年度に北川正恭先生をお呼びしてご講演をいただいてお

り、その語り口と内容に多くの職員が衝撃を受け、部会の核である「価値前提」

の思想について学んでいた。今年度は、昨年度の北川先生のご講義の内容を受け、

より実務的に組織変革を推進してきた中道先生の経験談などをお話しいただくこ

とで、より職員の変革意識を実行レベルで高めていこうという意図をもって行っ

たものである。  

  研修生からの意見は、「なりたい姿を描き向かっていく」「住民主体に向かって

どうあるべきか」など、意識が変わった上で、具体的な取り組み目標が研修生か

らも聞かれるなど、非常に有益な講演会となった。 

  また、講演会終了後は中道先生と渋川市のマネ友５人で、今後の取り組みに対

する作戦会議を実施するなど、来年度以降のマネ友の取り組みについても大きな

ヒントを得ることとなった。 

 

※ 中道先生講演会の参加者からの主な意見 

・事例の中から、これからの自治体のあり方、我々職員に何が必要なのかを示し 

てもらった気がする。今一度、自分自身の業務を見つめ直し、小さな事からで 

も自分の掲げた目標に向けて改革していけるよう努めていきたい。 

・滝沢村の職員には経営理念が染み込んでいて、職員一丸となって改革に取り組 

んできた様子がうかがえた。職員一丸となって取り組むには、対話、情報共有  

が大切である。当市はハード面で既に横の連携におけるハンデがあり、一体感

の醸成が課題であるが、それ以前にトップと幹部の信頼関係の構築が課題であ

るように感じる。 

・同じ行政経営といっても、その内容は組織の成熟度によって大きく差が出るも 

のであり、クオリティを上げるためには自分自身だけでなく、組織全体が変わ 

らなくてはいけないのだと感じた。 

・市も、少子高齢化が進む中、不要な仕事を削減し適宜機械化（電子化）を進め、 

人間がすべき市民への理解を促す活動に重点を移していくことが必要と考えて

いる。 

・過去から現代への環境変化や、それに伴い発生する行政としての問題について 

考えなければいけないと感じた。 

・日々の業務の中で、必要最低限の業務をこなしているだけでは業務に付加価値 

を寄与することは不可能であると気づいた。常に向上心を持ち、住民のために 

何ができるかを考え続ける必要がある。 
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・組織改革を推進するには、なりたい将来像を描き、そこに向かって職員一人一 

人の意識を変えることが重要であることを学んだ。 

・目標や理想を表明することが大切だと感じた。自治体も企業と同じで、自治体 

や各部局、個人が創造する価値を表明することが、仕事をもう一歩前に進める 

のではと感じる。日々の業務においても、自身が創造する価値を考えながら業 

務にあたりたい。 

・この講義の内容をぜひ庁議等で生かして欲しい。全体最適の話は特に納得でき 

る内容であった。今後は取捨選択による舵取りが必要となってくる。幹部に求 

めるだけでなく、自分自身も主張するだけでなく対話により業務改善に取組み 

たい。そのためには、日々の業務において、目標を持ち、住民視点、効果・効 

率の視点で進めることを意識したい。 

・行政主体から住民主体へ、新しい自治方法を模索していかなければ、人口が減 

少し、また行政職員が減少してく現状に対応できないと感じた。あるべき行政 

機関のあり方を考えながら、今後業務を行っていきたい。 

・住民の声を聞き、何が行政に求められているか、また、ゆくゆくは住民が主体 

的に活動ができそうなことは何かを地道に考えていければと感じた。 

・人口減少・少子高齢化が進み、財政が逼迫する中で、求められるのはより効果 

の高い事業実施と予算の削減だと考える。社会情勢を把握し、先を見越した行 

動がとれるよう心がけたいと思う。また、情報の共有を図るため、縦だけでな 

く横の連携を密にし、市民サービスの向上に努めていきたい。 

・市民を顧客として扱うことに最も感銘を受けた。公務員であることに甘んじる 

ことなく、コスト意識と顧客満足度を念頭において業務に取り掛かりたい。 

・行政を変革するというと、スピード感を持って取り組まなければならない、と 

思いがちだが、今ある行政を温存させながらも徐々に変化させていく、といっ 

た視点も大切なのではないかと思う。 
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オ）マネ友ぐんまの開催  

① アクションの内容 

群馬県からの部会参加団体は渋川市、館林市、富岡市の３市で、過去には高崎

市も参加していた。今年度から渋川市と館林市が２期目、富岡市が１期目となり、

ある程度の人数が確保できるようになったことから、各自治体のマネ友でオフサ

イトミーティングを実施した。 

 ② 実践によって得られた学び・気づき 

  実施に際しては自治体幹事の阿部幹事をお招きし、相馬市での取組みや、自分

たちの取組み・アクションへの意見をいただくことで、他自治体の事例を参考と

したり、新たな取組みへのヒントを得ることができた。  

  阿部幹事による「あきらめない、自分自身がキーマンとなる、思いやり」の３  

 つを参加者それぞれが噛み締めていた。それぞれの自治体の中にはそれぞれの壁

があるが、挫けず続けていこうという決意を新たにしたように思う。 
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４ 研究成果 

 １年間の研究を通して、２０年後のビジョンとして定めた項目である、地域、組

織及び人材の観点から、研究成果を以下のとおりまとめる。 

 

（１）地域に対する視点 

 「対話を通じた市民と行政の協働」 

  これまでも行政は、市民意見公募を始めとしたアンケートや、自治会等からの

要望により、社会保障、インフラ等市民の行政に対するニーズを把握し、事業の

実施に努めてきた。 

  しかし、これまでの研究生の様々な職員との対話を通じて把握できたことは、

「市民のニーズを把握する手法が一方通行であること」と、「行政サービスと市民

生活の分業化」である。 

  前者については、意見公募や要望活動を受けた上での行政の事業化、といった

プロセスのことである。これらは画一的であり、形骸化している。 

行政→市民、もしくは市民→行政といった一方通行では、意思の疎通も十分に

とれず、スピード感と危機感をもって取り組めないのではないか。 

  後者については、行政と市民が果たす「役割」が完全に分かれている事への指

摘である。 

   例えば、渋川市が主となって取り組んでいる人口減少対策・定住促進である。

行政側は様々な補助や情報提供を実施し、市民は定住に向けて申請や情報収集を

行うが、行政は定住する「まで」が仕事であり、定住して「から」の地域活動に

関しては把握していないことも多い。しかし、市民は定住してからが本当の生活

であり、そこで様々な悩みが生じることも多い。 

   ここで、対話による市民と行政のニーズのマッチングが重要な役割を果たすこ

とになる。既存の対話集会のほか、市民参加型のワークショップ等を充実させ、

市民と行政の距離を狭めることで、相互通行によるニーズのマッチングに繋げて

いくことが必要となる。 

 

（２）組織に対する視点 

 「求められる「スピード感」と、スピードに耐え得る組織の連携力」 

  渋川市という組織に対して「スピード感」が求められていることは、組織内の

対話及び幹事団からのフィードバックで把握することが出来た。 

  では、渋川市という組織は、これから求められるそのスピード感に、果たして

耐えることができるのであろうか。 

  １台の自動車をより速く動かそうと、ただ単に性能のよいエンジンを載せ替え

ただけでは、十分なスピードは出すことは出来ない。ボディ、サスペンション、
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タイヤ、ブレーキなど、エンジンと同じように性能を高めなければならない。そ

して、その車を操作するドライバーのより有能な運転技術が不可欠である。 

  組織に置き換えても、同様のことが当てはまる。単にスピードアップしようと、

がむしゃらに突き進んでいては、いつか組織は疲弊してしまう。渋川市は今、そ

んな状態なのではないか。 

  スピード感は確かに大切だが、そのための準備は着実さが一番の優先事項であ

る。あらゆる行政の分野において、組織機構、人員配置をはじめ、所属内又は所

属を超えた連携体制をしっかり整える必要がある。 

  平成３１年度以降の活動においては、求められているスピード感を念頭に置き

つつ、スピードアップに耐えられる組織をあるべき姿の１つとして想定し、組織

内対話の増加による体力強化に繋がるアクションを予定している。 

 

（３）人材に対する視点 

 「市民の「心」に寄り添えること」 

  市民目線で行政の課題に取り組むためには、市民の心に寄り添える人材の育成

が必要である。 

  行政はその立場や役割から、公平公正が常に求められている。期日や期限は厳

守するものであり、書面の内容は一字一句正確にチェックする。 

  しかし、行政には市民にはわかりにくいこと、伝わらない制度や内容が多々あ

り、時には誤解を生じてしまうことや、立腹させてしまうこともあるだろう。 

  市民は一人一人考えや感情の違う人間であり、行政も同じ人間が運営している。

市民一人一人の心に寄り添い、なぜ市民の方がそう思うのか、理解して頂けるに

はどうに説明すればよいか、寄り添って考える職員一人一人の「姿勢」が重要に

なる。 

 

 「斜めのコミュニケーション」 

  組織内の上下関係（縦）や、組織間の連携（横）のコミュニケーションは、組

織運営には必須である。 

  これに加え、今後求められるのが「斜め」のコミュニケーションである。例え

ば、Ａ課の担当職員とＢ課の係長、Ｃ課の若手職員とＤ課の補佐級職員、といっ

た形である。四角形の頂点をつなぐ対角線のようなものである。 

  年配の職員は、これまで様々な部課を経験しているため、若手職員にとってそ

の経験値がプラスになることが多い。また、他部局の職員を知ることで、組織内

のコミュニケーションがより一層充実したものになる。 
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５ 次年度に向けた展望  

 渋川市は部会参加２期目で、５名の職員がマネ友となっている。そのうち、１期

生小林（寛）と２期生剣持は職員課で研修を担当しており、人材育成へのスピード

感のあるフィードバックを図ることが可能である。また１期生小林（哲）はオフサ

イト活動を精力的に行っており、他自治体含む情報収集等に長けているという強み

がある。 

 このことから、渋川市のマネ友としては、組織変革を「人材変革」として捉え、

特に人材育成の中核を担うべき職員研修においてオフィシャルな「職員研修事業」

とオフサイト活動「マネ友の研究成果」の融合を今後のテーマとして掲げて取り組

んでいくこととする。 

 

（１）オフィシャル活動  

 ア） 少人数によるダイアログメインのリレー研修実施  

  従来から実施してきた中級職員向けリレー研修「職員育成養成塾」を発展的に

改良し、少人数グループでの具体的な庁内課題に関するダイアログに特化させる

ことで、対話を通じた課題解決プロセス習得を図る。 

 

 イ） 職員研修に対する庁内検討チームの検討  

  現在の渋川市に求められる人材と資質の全庁的な共有化と現場サイドからの要

望の吸い上げ及び迅速なカリキュラムへの反映を図るため、庁内各所属、各年代

ごとに抽出した職員による研修内容検討チームの立ち上げを検討する。 

 

 ウ） 試験的な研修実施枠「夕方研修（仮称）」の検討  

  職員からの要望や、先進的な内容の研修会、研究会をフレキシブルに実施し、

試行していくための研修枠として「夕方研修（仮称）」を制度化し、試行により有

用性が確認できた事業については随時職員研修事業への取り込みを検討する。 

 

 エ） 「ＳＩＭしぶかわ」の内容ブラッシュアップと活用  

  平成３０年度に新たに作成し、研修で活用したところ、参加者の意識変革にお

いて有用性が見込まれたことから、内容をさらに検討、充実させ、リレー研修を

含めた各種研修の中で活用し、渋川市の現状把握とあるべき姿を考えさせる機会

を設ける。 

 

（２）オフサイト活動  

 ア） 「マネ友しぶかわ（仮称）」の活動定例化とフィードバック  

  平成３１年度には総勢８人となる渋川市のマネ友で定期的にミーティングを行
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い、それぞれの所属、それぞれの業務における研究成果のフィードバック状況を

共有し、更なる活動の深化を図る。 

 

 イ） 「渋川市ＳＩＭ研究会」の立ち上げとＳＩＭ研究の推進  

  庁内有志を集め、ＳＩＭの体験と各所属の意見を収集し、オフィシャルツール

でもあるＳＩＭしぶかわの改良を進め、渋川市に起こりうる未来をＳＩＭのシナ

リオを通じて提案していく。 

 

 ウ） 首長・幹部層との懇談会、意見交換会の実施  

  市長、副市長、部長級職員を招いての意見交換会を定期開催し、マネ友しぶか

わ主催で実施し、縦ラインでの政策的な意思疎通、理念の共有を図る。 

  マネ友しぶかわとの間で共有した経営層の考え方は、職員研修事業や部会の取

り組み紹介等の機会を活用し、広く一般職員との間で共有化を図る。 
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６ 終わりに  ～各参加者の思い～  

 

【総務部職員課 主任 剣持 克洋】  

○気づいてしまった「情けない自分」 

昨年度のことです。私の隣で当時研修担当をしていたマネ友の小林主査が講演会

に呼んできたのは北川先生でした。その時、講演会の中で北川先生に言われたこと

を、今でも覚えています。 

「人口が減っているのは君たちの責任だよ」 

それ以来、自分の仕事に対する考え方に、表現しにくい疑念が渦巻いていました。

人気のない会社で何となく仕事をし、「顧客が離れていっているのは地理的な要因だ

ししょうがないよ。」と言い放つ自分がいたことに気づいたからです。「他責の男」

がそこにはいました。 

こんなことではいけない、まして平成３０年度からは職員研修担当となることが

決定しており、市の経営戦略の中で人材を育成するという役割を与えられることと

なりました。その時の私には明確なビジョンがなく、とても人材育成ができる状態

ではありませんでした。そんな中、平成３０年度の部会参加者の公募が始まり、答

えを知りたい私は手を挙げ、平成３０年度部会への派遣者となったのです。 

今年の部会はまず徹底的な現状分析から始まり、２０年後ビジョンに向かうシナ

リオを作り上げるという取り組みを行いました。対話を通じた現状把握の中で、渋

川市の風土の一つに「腰が重く慎重である」というものが浮かびました。この状況

も加味し、１年後、３年後、５年後のありたい姿を描き、夏合宿（中止となってし

まいましたが）の課題として資料と動画を提出したところ、幹事団からのフィード

バックがグサリと刺さりました。 

「スピード足りないんじゃないの？５年後にそんな状態で大丈夫？」 

「なんかどこかの市の総合計画にでも書いてありそうな感じだよね」 

なんと、腰が重い風土があるから脱却しなければ、と取り組み目標を定めてみた

ら、自分自身も腰が重かったという皮肉なフィードバックとなった訳です。 

これ以降、取り組みにおいて「スピード」と「実行性」を常に意識することとし

ました。気づいて考えているだけでは、とても時代の変化についていけないという

意識が強まったのです。 

そういう意味で、この動画フィードバックが大きなターニングポイントになった

と思います。 

結果的に、年度後半で行う研修のほとんどに部会の要素をフィードバックするこ

とができました。 
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○「気づき」から「実行」へ 

この１年間で、私は本当に多くの事を学ぶことができました。時に私の業務を肩

代わりしていただいたマネ友１期生の小林主査をはじめ、職員課職員の協力なくし

ては完遂することはできなかったと感じており、本当に感謝しています。 

だからこそ、学んだだけで、気づきを得ただけで終了することだけは絶対に許さ

れないと、身が引き締まる思いがあります。来年度はマネ友として得た知識をいか

に実務に落とし込んでいけるかが問われる１年になるでしょう。 

部会への参加は来年度で３期目となります。今後の継続を考えると１つの判断時

期になる可能性があります。今年１年で私が得られたものから考えて、今後数年は

絶対に派遣を継続させていかなければならないと感じており、それには、学んだこ

とを実務の中で実行していくことが求められるのだと思います。 

多くの人との対話を通じて描いた「渋川市のありたい姿」に向かい、これからも

一層取り組んでいきたいと思います。 

 

【総合政策部資産経営課 主任 狩野 雄平】  

○１年間の活動を振り返って 

 渋川市役所に入職して８年目、主事から主任へ昇格という大きな節目を迎えた今

年度、人として、また職員として、自分自身の新たなステップアップのため、部会

へ参加しました。 

 １年間部会に取り組み、「ありたい姿を価値前提で、自分事で考えるスタンス」を

身につけることが出来ました。 

 私は、日々の業務に追われる中で、「いずれ何とかなるだろう」「誰かが何とかし

てくれる」そういった心の甘えがありました。こういった甘えを、部会の幹事団の

方々が、清々しいほどに打ち砕いてくれました。 

 １月の部会で貴重な講演を頂いた「NPO 法人テラルネッサンス」の鬼丸氏は「誰

かが一歩進まなければならない。では誰が動くの？自分しかいないじゃないか」と

仰りました。自分事で仕事に取り組むこと。これは私にとって、退職するまで、も

しくは永遠のテーマになる、そう感じました。 

 部会への参加は終わりましたが、本当の取り組みはこれからであると痛感してお

ります。日々の業務の中で、また、今後のマネ友の活動でも、「自分事」で取り組み

たいと思います。 

 

【市民部環境課 主任 下田 久和】  

渋川市の２期生として一年間研究会に参加して大変貴重な経験することができま

した。思い返してみると、私が初めて人材マネジメント部会の話を聞いたのは、一
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昨年の１１月頃に行われた、中堅職員を対象とした市長との意見交換会の席であっ

たと思います。その当時の市長が最後の講評時に、来年度から早稲田大学の政策研

究会のようなものに職員を派遣すると言っていました。それがこの人材マネジメン

ト部会のことだったのだと思います。その当時は、「東京の早稲田まで研修に行くの

は遠くて大変だな。まぁ自分が対象になることはないから、気にする必要はない」

と思っていました。 

それからほぼ一年後、たまたま年代的に該当した職員研修において、幸運にも北

川先生の講演会に参加することになりました。最後の北川先生への質疑応答の時間

に、目が合ったからという理由で質問を行うことになり、その時は「ダイアログの

技術を具体的にはどのようにして高めればよいですか」というような事を質問した

と思います。その質問に対して先生より、「部会に来てください」とのお言葉をいた

だきました。 

そして今年度、部会の２期生募集の案内が庁内であり、最初は「これが例の研修

会か。興味はあるけど、回数が結構多いからちょっと無理かな」と思っていました。

そんな時に昨年度参加した１期生より、「勉強になるから参加してみたら」とのアド

バイスがあり、一歩踏み出すきっかけとなりました。 

実際に部会に参加して様々な気づきを得ることができました。もっとも痛感した

のは自分自身の対話能力の低さです。もとから対話力の低さについては感じていま

したが、その対話力の低さが相手との意見の相対化の妨げになり、また、組織変革

のための対話力の重要性に気づけば気づくほど、自分自身の対話力の低さに危機感

を覚えました。 

これから組織変革を目指す上で最大の武器になる対話の技術向上を「自分へのア

プローチ」として行っていきたいと思います。 

その後は「マネ友へのアプローチ」「組織へのアプローチ」「地域へのアプローチ」

として、徐々にではありますが、確実に変革の規模を大きくし地域社会のありたい

姿の実現を目指したいと思います。 

また、部会の活動を通して一つ生じたテーマが「渋川らしさ」とは何かであった。

他の自治体と横並びの自治体運営の時代を経て、渋川市もこれといった特色がなく、

すぐには渋川らしさが思い浮かばず、「何の特色もないのが渋川らしさ」なのかとも

思っていました。強いて言えば、自分が県外の研修に行った時に、渋川市の紹介と

していつも言うのが「伊香保温泉があるところです」です。また、伊香保温泉を知

っている他の参加者の多くからは、「伊香保温泉があってうらやましい」ということ

です。これは渋川市の職員にとってほぼ全てにあてはまる自己紹介の時間ではない

でしょうか。伊香保温泉を誇れるのが良い面での「渋川らしさ」なのだと思います。

しかし、ここで正直な話、いつも使っている「伊香保温泉」ですが、実際はよく知

りません。年間どれだけの観光客が来て、そのうち何割が外国人か、伊香保温泉の
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観光客が市内でどのような経済活動を行い、その増加が市内の他の経済にどのよう

な影響を与えているのか、興味はありますがよく知りません。実際に自分が伊香保

周辺に行けば観光地気分が味わえる程、日常ではない存在なのです。伊香保温泉関

係の業務に従事しない多くの渋川市の職員が私と同じ状況なのではないかと、この

間ふと気がつきました。自己紹介時の「なんとなく伊香保温泉」です。 

市の経済活動から自己紹介まで含めて「伊香保温泉」に頼っているのに、実際は

多くの人がその実態を知らない。これが負の面から見た「渋川らしさ」なのではな

いでしょうか。 

知らないということはうまく活用できないことです。内外ともに重要な資源だと

認めている（よく知らないが故か？）伊香保温泉を、多くの人がよく知らないので

直接間接問わず有効活用できないのは大変な損失です。 

この伊香保温泉に関する負の「渋川らしさ」に多くの人が気付き、伊香保温泉に

目を向け、伊香保温泉の真の実力を見極め有効活用することは、今後の渋川市の自

治体“経営”の運命を左右することかもしれません。 

この「なんとなく伊香保温泉」の「渋川らしさ」を、「伊香保温泉をよく知り様々

な分野で有効活用している」のが「渋川らしさ」と誇れるよう変革することも今後

の研究の一つのテーマとしたいと思います。 

 


