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１．はじめに 

 

「我々はもっと『危機感』を感じなければいけない。」 

 

人材マネジメント部会の最終回である第５回研究会の中で、佐賀県庁の職員である円

城寺雄介さんが発したその言葉に、３人は少し動揺した。 

 

確かに、我々の多くは、地方都市の自治体の職員として、歯止めがかからない人口減

少や、それに伴うコミュニティの崩壊、急速に進むＡＩ化への対応など、様々な課題に

対し、これから起こりうる時代の変化に際して、「危機感」は感じているつもりである。  

そしてまた、総合計画などで掲げている主要な施策・事業は、今後起こりうる地域の

課題を解決するための処方箋であると、多くの職員は、考えているのではないだろうか。 

今回の研究会で、再三、考えさせられたことは、「人」があっての「施策」というこ

とである。 

いくら良い施策があっても、それを実行する人、担当者によっては、２倍、３倍にも

効果が見込めるときもあれば、全く期待外れのときもある。 

私たち地方公共団体の役割は、地方自治法第１条の２で規定する「住民の福祉の増進

を図る」ことであり、「政策」も重要であるが、「人」や「組織」が動かなければ、その

実現は難しくなる。 

私たちの組織が、それらの課題に対峙すべき行政集団である「基礎自治体」として、

市民生活の幸福を実現する集団として、変革を恐れ、現状に甘えているのではないか、

妙高市自治基本条例で規定する市職員の責務、市の責務を果たしているのか、 

さらに、変わり続ける、向上することを怠ってはいないか、と。 

そのように、人や組織に対する危機意識と共に、変革の必要性に新しいベクトルを向

けることができる新たな知識や考え方を吸収できたことは、この部会に参加し、「未来

に向けて発展的に改善することができる職員の意識改革、組織変革」に向け、「１人称

で、価値前提で考え、変革する」きっかけになり、大変貴重な機会を与えていただいた

ものであったと感じている。 

私たちが今年度はじめて、人材マネジメント部会に参加し、「研修ではなく、終わる

ことのない研究」であるとともに、「部会に卒業はない」というコンセプトのもと、全

国の多くの自治体職員の皆さんと、学びと気づきの場を与えていただいたことは非常に

貴重な体験であり、今後起こりうる地方、そして日本の変化に対する自治体職員として

の「危機感」という言葉の深さと、私たち「妙高市人マネ（じんまね）１期生」に対す

る責任の重さに、改めて、この部会の真意を感じることができた。 

そして、そのような時代の変化に対処しながら、変革し続ける職員や組織をどのよう

に構築していくのか、現状を把握し、ありたい姿をイメージしながら、それに向けて具
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体的に職員の意識や組織を変え、市民が望む施策を実施し、頼られる市役所になり続け

るためにはどうすればいいのか、ということを考え続けた１年であった。 

でも、実際は、恥ずかしながら、日々の業務に追われているのを言い訳にして、今年

度中に着手すべきアクションへのロードマップの作成をはじめ、人づくり、組織改革と

いう課題への解決に対して、十分な行動に移していなかったことも事実である。 

「部会に卒業はない」という言葉を自分への言い訳として、「卒業があれば、本当な

ら留年なのかもしれないけれど…」という心の声をぐっと飲み込み、これからの人マネ

経験者としての長い道を歩み、継続的に人づくり、組織改革に携わっていく所存である。 

いずれにせよ、今回初参加の研究会では、幹事団の話や他自治体の参加者同士の対話

を重ねることにより、悩みなどを共感できたり、今まで見えなかったものへの「気づき」

があったり、日々の業務に追われている中でも、今まで考えもしなかったことを掘り下

げたりと、これまで以上に問題意識を持つことができた。 

いや、むしろ、私たちの力にプラスαがあれば、もしかしたら、この現状を変えられ

るかもしれない。行動を起こせるのではないかという自信が湧いてきたように思う。 

 

「微力ではあるが、無力ではない」 

特定非営利活動法人テラ・ルネッサンスの鬼丸昌也講師のその言葉を心に刻み、「組

織変革の必要性」を感じつつ、「私たち自らが主体的に行動し、前向きな変化の風を吹

かせていくために、一歩踏み出す勇気と自信」を持たせてもらったような多くの気づき

があり、そしてまた、私たちの市役所の組織というものを改めて深く考えることができ

た貴重な１年であったと感じている。 

 

 

Change is possible ! 
Anything is possible ! 

We should always strive to make 
the best of what we have ! 

 

変えられないものなんて、何もない！ 

何だって、可能だ！ 

私たちは、いつだって、自分に 

できる限りのことを、精一杯やればいい！ 

 

 

2019.1.24 鬼丸昌也講師のスライドの一部より抜粋 
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２．妙高市を取り巻く現状について 

まずは、私たち「妙高市」のことについて紹介させていただく。 

 

「新潟県妙高市」は、新潟県の南西部に位置し、上越市、糸魚川市、長野県の飯山市、

長野市、北安曇郡小谷村、上水内郡信濃町に接している。 

 

 
  

 また、三方を山に囲まれた、日本でも有数の豪雪地帯としても知られており、平野部

や山間地では、新潟ならではの米づくりが盛んで、香りが良く味わい豊かな酒をつくり

出している。また、豊富な水資源を背景として、半導体産業をはじめとした製造業や、

山岳地帯の地形と豪雪地帯の地理的条件を強みとして、スキー場などの観光開発も進ん

でいる。 

平成 31 年 1 月 31 日現在の総人口は、32,475 人（男性 15,755 人、女性 16,720 人、

世帯数 12,425 世帯）である。戦後から続く人口減少傾向に歯止めがかからないことを

前提とし、2040 年の推計人口は 22,249 人、2060 年の推計人口は、14,619 人（妙高人

口ビジョン抜粋、社人研推計）となっており、今後の 40 年間で、現在の総人口が 5 割

以下（45％）になるという、非常に厳しい見通しとなっている。 

組織を構成する職員数に目を向けると、妙高市役所の総職員数は 335 人となってお

り、行政職（保育士・保育教諭を含む）が 300 人（89.6％）、一般行政職（公営企業職

員）が 17 人（5.1％）、技能労務職が 18 人（5.4％）となっている。（平成 30 年 4 月 1

日現在 再任用短時間職員 6 人含む） 

なお、この職員数 335 人（普通会計職員数 305 人）は、平成 29 年度定員管理調査類

似団体普通会計職員平均数 297 人よりわずかに多い状況となっている。 
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【等級・職制段階別職員数（新潟県妙高市・平成 30 年度）】 

等級 基準職務 行政職 企業職 技能労務職 計 割合

1 係員級（初級、中級係員） 48 1 0 50 14.9%

2 係員級（上級係員） 46 1 0 49 14.6%

3 主査、係⾧、主査保育士等 133 11 13 160 47.8%

4 副参事係⾧、園⾧等 36 2 5 47 14.0%

5 課⾧補佐、支所⾧、室⾧等 23 1 0 29 8.7%

6 課⾧、局⾧、所⾧等 14 1 0 21 6.3%

300 17 18 335 100.0%

89.6% 5.1% 5.4% 100.0% -

基準職務 割合

1.初中級係員級 14.9%

2.上級係員級 14.6%

3.主査、係⾧、主査保育士等 47.8%

4.副参事係⾧、園⾧等 14.0%

5.課⾧補佐、支所⾧、室⾧等 8.7%

6.課⾧、局⾧、所⾧等 6.3%

計

割合

1.初中級係員級, 14.9%

2.上級係員級, 14.6%

3.主査、係⾧、主査保育

士等, 47.8%

4.副参事係⾧、園⾧等, 
14.0%

5.課⾧補佐、支所⾧、室

⾧等, 8.7%

6.課⾧、局⾧、所⾧等, 6.3%

 

 

３．組織の現状把握と方法の検討 

私たち３人は、第１回研究会後、組織の現状を把握する方法として、第１回研究会で

の宿題でもあった「キーパーソン対話（ダイアログ）」を行うこととした。 

対話に際しては、３人で対話を重ねた結果、人材マネジメントの中心である課長の立

場も、係長・係員の立場も両方面の課題等を把握し、かつ組織マネジメントとしての役

割も担っている「主要な部署の課長補佐」6 人に対して、「キーパーソン対話（ダイア

ログ）」を行うこととした。 

なお、本来であれば、組織の現状把握は、できる限り「客観的要素」を中心として、

「定量的なデータ等」に基づく把握を行うことが理想であるが、この対話では、ある程

度（というよりはかなりの割合で）「主観的要素」が入ることも一定程度想定した上で

実施することとした。 
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４．組織の現状把握の結果 

今回のダイアログに関しては、組織の現状について、 

① 仕事をする上での目的が共有できているか。 

② できていないなら、どこに問題があるのか。 

③ 役割分担は適切で、お互いがそれを理解しているか。  

④ 何かあったら進んで助け合える関係性にあるか。 

 

などの観点から、キーパーソンが率直に感じていることを、ある程度主観的要素が入

ることを想定範囲内として、聞き出すこととした。 

なお、今回の現状把握は、ありのままの現状と課題を把握するために「言いづらいこ

とも率直に出してもらう」ことに配慮した。そのため、発言内容は、「誰の発言か」と

いうことについては、人マネ３人の範囲内にとどめることとし、発言者は秘匿情報とし

て取りまとめた。対話によって把握した事柄・意見等について、以下に示す。 

 
分野 キーパーソンダイアログによって把握した意見 

職員数 ・行政課題や積み残しが増えるとともに、年々高度化しており、現在の職員
（数・スキルともに）では対応できなくなっている。 
 

職 場 風
土・協力
体制 

・「発想は大胆に、実行は緻密に、失敗を恐れずやるときはやる。こういう仕
事の進め方で挑戦してほしい。」など、『抽象的な掛け声を叫ぶ』だけでは、
現状を変えることも難しいし、組織も動かない。 

・課内の協力体制は、何かあれば協力する体制になっているが、個々の業務も
あることから進んでやるという状況でない。 

・仕事を円滑に進めるためには、職員間のコミュニケーションは重要であるが、
課によって差がある。 

・係毎に専門的な知識を必要とするため、協力できる業務も限られてしまう。 
・「目的の共有」「助け合える関係性」については、難しい問題である。目的の

共有にしても、究極の目的は「住民福祉（住民の幸福感）の増進」と考える
が、民間のように販売数や利益などを上げることが目的であれば、それを達
成することで給与という対価が上がる結果となるが、自治体の場合はそうで
はない。住民の幸福度向上が達成されても対価と連動しない。 

 

人事 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・若手の採用が少なく、採用しても、続かず退職してしまうケースが目立つ。
この結果、年齢構成・職員数が「中高年齢層：多い」「若年層：少ない」と
頭でっかちな状況になりつつある。 

・職員を育成する体制となっていない。 
・意思決定過程における大胆な権限移譲を行うことにより、管理監督者として

の責任の明確化を図り、成果を出す（成果を求める）業務執行体制を構築し
ていくことが重要である。 

・職員のやる気を引き出し、組織を活性化させていくためには、これまでの人
事評価制度について、係員は係長が評価することや、目標に対する評価の見
える化（人事評価を抽象的な項目から事業達成度評価（例えば、具体的な事
業単位で）への見直し、人事評価の事後公表、成果に対する信賞必罰の徹底）
を図るとともに、職務・職位に応じた公平・公正な業務分担の徹底すること
が必要である。 
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人事 
(続き) 

・国からの職員の派遣として、副市長や課長、担当者に、国の官公庁から職員
を迎え入れたり、ツーリズム推進本部など、あまり機能していない組織の廃
止等を検討し、目的や政策効果に直結するような人事体制が必要である。 

 

職 員 資
質・ﾏﾈｼﾞ
ﾒﾝﾄ 

・市役所は市民に役立ち貢献できるところであると思うが、実感がない職員が
多い。（やりがいを感じにくくなっている。） 

・職員個々の意識が変わらない、テンションが保てない（上がらない）、目標
を共有できないなど、様々な問題・課題の根底には、マネジメント力が低下
している可能性がある。 

・日本社会が成熟したため、これまでの価値観では、市役所の現組織で新たな
取り組みを生み出すことが難しい。また、新たな取り組みに対する失敗を懸
念するため職員全体が消極的な動きとなっている。 

・専門的な知識、スキルを持つ職員が少ない。いたとしても、「適材適所」に
配置されているか疑問。（例：外国語を話せる職員が、教育委員会や観光商
工課に配置されていないなど） 

・助け合える関係性を構築するため、それぞれの業務から目的を定めるのでは
なく、自治体の職員としての目的を地方公務員法などから再度学ばせること
が大切であり、職員研修による教育が必要である。 

・管理監督者は、意欲のある職員の先駆的な提案やチャレンジに対して積極的
にその職員を支え、守っていく気概が低下している。そのような職員を大切
にする職場であれば、自ずと意欲と活気にあふれた組織、職場となるものと
思う。 

・管理職による職員（職場）マネジメントの低下がみられている。そのため、
①職員に目標や仕事の進め方、期限を明確に伝える。②常に目配り・気配り
し、進捗状況を確認する、③必要なフォローをする、④ダメなときはしかる、
よかったらほめる、といったことが適切にできる管理職を育てる必要があ
る。これができれば、風通しがよく、同じ方向を向いて「組織」として仕事
ができ、成果が出て、理想的な市役所に近づく。 

・「（仮称）若手チャレンジ・プロジェクト」の立ち上げなどとして、若手職員
育成のため、職員の公募で新たな施策を考案・提案し、実現する。別枠で予
算を確保し、実験的な事業を実施する。その際、理事者は、その提案を真摯
に受け止め、事業化に向けて努める必要がある。 

 

組織 ・当市のような小規模な自治体は、組織をスリムにし、もっと事業の計画から
実行までのスピードを上げていかないといけない。 

・これまで同じ課内で連携が図れなかった事案に対し、係長の采配で人員を融
通できるようにしたり、「課」の範囲を他自治体の「部」の範囲とするなど
としないと、業務の連携や情報の共有などが図られにくい。 

・組織の意識を変え、新たな意識のもとで目標に立ち向かう、新たなステップ
を踏み出すためには、組織を動かす立場にある管理監督者が先導的な役割を
果たすことが重要であることを認識し、「強い信念」と「やり抜く力」によ
り、困難なハードルを乗り越えて業務遂行に導いていくための「踏み出す勇
気」を持たなければ職員は動かないし、組織も活性化していかない。 

・組織が複雑（課や係の数が多すぎる）であり、事業のスピードが上がらない。 
 

各課横断 
(部局連携) 

 

 

 

・業務がトップダウンとなるケースが多く、対応スピードも求められるため、
トップダウンの指示のみ沿った、内容が精査されていないものとなり、組織
間で十分な議論ができていない。 

・課を超えての協力体制は、乏しいと思う。（仕事の擦り合いとなる場合があ
る。） 
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各課横断 
(部局連携) 

(続き) 
 

・課と課の間に、見えない大きな壁がある。互いに自らの課（員）を守ろうと
いう気持ち（思いやり？）の結果なのかもしれないが、「施策」は、こうし
た壁に関係なくあるもの。連携が取れない一番の原因ではないか。特に管理
部門（総務、企画、財務）の連携不足が大きいと感じる。（例：主要事業計
画と予算編成分野については、トップの指示事項に基づいて計画や予算を作
っても、そのとおりにいかないことが多いが、災害発生など、緊急時の連携
は良好だと感じている。） 

・課間で連携し、一部では一つの目標に向かって効果的に事業を進めようとい
う雰囲気はあるが、中心となる課の担当以外は日常業務に追われていること
もあり、意識は低い。（例：健康分野と観光分野⇒健康保養地形成、農林分
野と観光商工分野⇒道の駅など拠点形成） 

・課や係の枠を超えた横の連携を図ると言葉では言っているが、実際は、そう
なっていない。課や係は、それぞれ自分の組織の利益を優先に考えるため、
仕事を増やしたくない。 

・課と課を束ねる「部制」の導入を検討する必要がある。部の中でしっかりと
市が目指す方向や施策のすりあわせや調整を行う。また、部長会議（政策調
整会議）で市の方針を決定する。（例：総合政策部…総務課、企画政策課、
財務課 → 市の基本的な施策の調整、健康福祉部…健康保険課、福祉介護
課など → 市民の健康寿命の延伸や「総合健康都市妙高」の一体的な推進、
市民生活部…市民税務課、環境生活課の一部など → 市民の暮らしに密着
した部分、産業建設部…建設課、農林課など） 

 

 

 次に、職員の仕事に対する姿勢や職員意識改革運動の現状を把握し、これまでの取り

組みの検証と職員の仕事に対する意欲向上に結び付く新たな方策を見出すことを目的

として、平成 29 年度に実施した「職員意識に関するアンケート」結果の抜粋を示す。 

※結果項目の〈 〉内は年代別の回答割合。⑳は 20 歳代以下、○30は 30 歳代、○40は 40

歳代、○50は 50 歳代以上 単位：％））  
設   問 結    果 

仕事への意欲は高
いか 
 
 
 

ア 高いと思う 10.1％  〈⑳ 6  ○30  6 ○40  7 ○50 21〉 
イ やや高いと思う 32.5％〈⑳26 ○30 31 ○40 31 ○50 40〉 
ウ 普通と思う 47.6％  〈⑳60 ○30 57 ○40 48 ○50 36〉 
エ やや低いと思う 5.7％ 〈⑳ 4  ○30  0 ○40 12 ○50  2〉 
オ 低いと思う 2.8％   〈⑳ 4 ○30  6 ○40  2 ○50  1〉 

やりがいを感じら
れる職場となるに
は何が重要か 
 
 

ア 組織目標の明確化と共有 8.6％ 〈⑳ 9 ○30 14 ○40  7 ○50  6〉 
イ 適正な業務配分と人事配置 60.6％〈⑳67 ○30 53 ○40 65 ○50 57〉 
ウ 成果に見合った処遇 12.3％    〈⑳15 ○30 17 ○40 12 ○50 10〉 
エ 能力が発揮できる職場環境 3.8％  〈⑳ 6 ○30 14 ○40 11 ○50 23〉 
オ その他 3.8％                  〈⑳ 2 ○30  2 ○40  5 ○50  4〉 

職場は上司と部下
や係の中で意思疎
通ができているか 
 

ア そう思う 29.3％          〈⑳26 ○30 24 ○40 23 ○50 42〉 
イ ややそう思う 47.9％      〈⑳59 ○30 48 ○40 46 ○50 47〉 
ウ あまりそう思わない 18.0％〈⑳13 ○30 24 ○40 23 ○50  9〉 
エ そう思わない 4.4％       〈⑳ 2 ○30  4 ○40  8 ○50  2〉 

上司による業務管
理が適切に実施さ
れているか 
 

ア そう思う 24.0％          〈⑳36 ○30 23 ○40 20 ○50 25〉 
イ ややそう思う 55.8％      〈⑳47 ○30 53 ○40 59 ○50 61〉 
ウ あまりそう思わない 14.8％〈⑳13 ○30 18 ○40 16 ○50 12〉 
エ そう思わない 4.4％       〈⑳ 4 ○30  6 ○40  6 ○50  2〉 
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主体的・意欲的に仕
事に取り組む職員
が多いと思うか 

ア 多いと思う 4.7％     〈⑳ 5  ○30  0 ○40  5 ○50  6〉 
イ やや多いと思う 13.9％  〈⑳19 ○30  8 ○40 12 ○50 18〉 
ウ 普通と思う 52.4％    〈⑳60 ○30 57 ○40 47 ○50 52〉 
エ やや少ないと思う 17.4％ 〈⑳ 8 ○30 19 ○40 19 ○50 20〉 
オ 少ないと思う 11.4％   〈⑳ 8 ○30 16 ○40 17 ○50  4〉 

 

 

５．キーパーソンダイアログによって把握した意見の傾向（まとめ） 

キーパーソンとの対話（ダイアログ）では、前述のとおり、人事や組織、職員資質、

各課横断（部局連携）など、それぞれの分野ごとに、様々な意見を得た。 

これらの意見の傾向と平成 29 年度実施の職員意識調査の結果をまとめると以下のと

おりとなる。 

 

① 「職員数」について 

本来の社会情勢や市民ニーズに沿った、多様化・高度化している「行政課題」に対応

するための職員数が不足傾向にある。これは、業務量の削減・圧縮量から比べて、これ

までの定員適正化計画に基づく職員数の推移をみても、当初計画よりも職員数の削減が

大きいことが客観的にも裏付けられている。 

 

■合併時からの職員数の推移 

年度 職員数 計画数 摘 要 

H17 478  第 3 次定員適正化計画 

（H18～22） 

職員数 478 人→412 人 

H18 453  

H19 432  

H20 401  

H21 390  

H22 386 412 第 4 次定員適正化計画 

（H23～27） 

職員数 386 人→369 人 

H23 380  

H24 372  

H25 365  

H26 358  

H27 352 369 第 5 次定員適正化計画 

（H27～31）1 年前倒策定 

職員数 358 人→324 人 
H28 339  

H29 339  

H30 329  

H31  324 
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② 「職場風土・職員体制」について 

職場の協力体制やコミュニケーションは重要であると認識し、「組織内（課内）で仕

事を補い合う」といった認識の上で対応はしているものの、係毎に専門的な知識が必要

であることなどから、なかなか課の中でも協力し合うことが難しくなっており、自ら進

んで協力するといった体制にはなっていない。特に、若い世代で意思疎通が十分である

とは言えない状況である。 

 

③ 「人事」について 

理由は職場に起因するかどうかは分析できていないものの、昨今、何らかの影響で、

若手職員が退職するケースが目立つ。また、職員のやる気をさらに引き出していくため、

研修の充実や、本人への結果開示を含めた人事評価制度の見直しのほか、国からの職員

派遣など外部人材の登用などにより「外からの風（職場風土）」を入れるなど、さらな

る組織風土の活性化、対話文化の浸透による「風通しのよい職場づくり」が求められる。

職員自身は、適正な業務配分と人事配置が、仕事へのやりがいに重要な要素であると感

じており、適正な職員数の確保が課題である。 

 

④ 「職員資質・マネジメント」について 

職員ひとり一人の意識・仕事のスキルが、求める水準まで達していないケースがあり、

社会の変化や多様化する市民ニーズに対応した新たな政策形成につながりにくい傾向

にある。また、専門的な知識やスキルを持つ職員が少なく、政策の効果・深度を高めて

いくことが難しくなっていることや、新たな取り組みに対する失敗を懸念するあまり、

チャレンジ精神が失われ、職員全体が消極的な動きとなっている傾向にある。また、ア

ンケート結果でも、業務に主体的・意欲的に取り組む職員の割合は、「多いと思う、や

や多いと思う」を合わせても 20％に満たない状況である。 

 

⑤ 「組織」について 

小規模な自治体であるがゆえに組織をさらにスリムなものとし、事業の計画から実行

までのスピードをさらに上げていくことが求められる。また、そのためには、係長であ

っても、人員の融通を意識したり、「課」の範囲を他自治体の「部」の範囲に広げるた

りするなど、事業スピードや各課横断の弊害を解消するような組織体制が必要である。 

 

⑥ 「各課横断」について 

トップダウン型の組織に傾いている傾向にあり、指揮命令系統による事業実行のスピ

ード感が発揮される一方で、トップからの指示に対して、組織内でのビジョン（将来像

や獲得目標）の共有が不十分となっており、各課間で十分な議論ができておらず、事業

形成が未熟なままスタートしている事案が目立つ。また、各所属を超えての協力体制は
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乏しく、「仕事のなすり合い」となる場合がある。さらに、各課横断的に連携し、効果

的に目的を達成していくべきといった意識は高くなく、日常業務に追われていることも

あり、各課横断の調整にリソースを割くことが難しくなっている傾向にある。 

 

 

６．組織に起こっている課題に対する客観的分析・考察（気づき） 

キーパーソンとの対話（ダイアログ）や職員意識調査の結果に基づき、メンバー３人

で考察した結果、以下の３点の課題に集約されるとの考察と気づきを得た。 

① 職員配置や業務量に起因する課題が多い ⇒ 業務量の圧縮や協力体制の欠如 

② 課を超えての横の繋がりや協力体制が乏しい ⇒ 対話・協議の不足 

③ 事業効果を高めて成果を出すための挑戦を促したり業務改善や新しいアイデアを

提案したりする場がない ⇒ 挑戦意識と職員意識・対話の不足 

 

対話を通じて見えてきた組織の「負の事実」（Negative truth）は、次のとおりであ

った。 

上記の①については、業務配分や職員配置などオフィシャルな課題にも大きく影響す

るが、職員の個人スキルに差があるものの、現場レベルでの協力・協調体制や、職員間

の対話（コミュニケーション）により、「よし、みんなでやるか」という気持ちになる

ことを前提として、併せて、主要事業及び経常経費、その他それに表れない事務を含め

圧縮を通じて解決できるものがあるのではないか。 

上記の②については、各課間（部局間）の意思疎通ができていないほか、組織横断的

な役割や連携の意識づけが徹底されていないため、関係課との協議がなされない（事業

計画が未成熟な）まま、副市長・三課長会議などの庁議に付議されたりする案件がある。

（実際、各課間（部局間）の調整不足に起因する案件について、事業スケジュールの遅

れなどが起こり、議会等でも調整不足が指摘される事案が増えているように思われる。） 

特に我が所属を守ろうとするあまり、その事業の遂行に対して、「触れ合う」程度に

とどまっていないか。積極的に「重なり合う」努力が必要なのではないか。 

上記の③については、特に、若手職員のチャレンジに言及している点が印象的であっ

た。確かに、若手職員は発想も柔軟であり、理事者や管理職が気付かない気づきを生み

出す可能性が高いため、社会や市民ニーズの変化が速い中で、市長・副市長など理事者

の理解の元で、「ボトムアップ型の良さ」を取り入れた職場風土を構築し、それに対応

した「人づくり」「組織変革」を柔軟に対応できないか。 

 これらの課題に基づき、次の施策（アクション）につなげていく大きな「気づき」も

あったが、何よりも、『今のままではダメだ』という危機意識をもつ課長補佐（いわば、

今後、我々人マネの味方になってくれると思われる存在）が多かったことは、大きな、

「正の事実」（Positive Truth）であったと感じた。 
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７．「組織」のありたい姿を考える（３人でのダイアログを通じて） 

組織変革（Organization Change）を行うためにどうすればいいのか。「組織の変革

に向けた基本シナリオ」を考えるためには、まず「組織・人材のありたい姿（状態）」

を知る必要があるが、そのためには「組織の本質」を調べることが必要である。 

「組織の本質」は「客観的な事実に基づく課題」を把握することから始まるが、事実

を知る方法には、アンケート調査の実施や、過去を知る者からの聞き取りなどにより現

状を探る等、手法は様々である。 

今回、私たちは課長補佐に対するキーパーソンダイアログを行ったが、実際は、主観

的な事実が中心であったと感じられたため、3 人での分析・考察を経て、前述のとおり、

可能な限り客観的要素となるような分析を試みた。 

そして、今回のキーパーソンとの対話より「情報共有・連携不足」「市民が望む新規

施策への挑戦について」が挙げられていたので「組織・人材のありたい姿（状態）」と

して、 

 

『職員同士がお互いに連携し合い、横・縦・斜めのコミュニケーションがとれる組織』 

『市民から頼られる市役所に向け、時代の変化を踏まえ、改善・挑戦する組織』 

を挙げ、具体的なコミットメントとアクションにつなげていくこととした。 

 

まず、業務配分や職員配置などオフィシャルな課題については、総務課（人事行革係・

総務法制係）の業務に依存するものであるが、人マネ的なアプローチも比較的有効であ

ると判断し、一部で人マネ参加者の活動でゲリラ的な裾野を広げていく予定である。 

一方、職員間のコミュニケーションに対するアクションとして、課長会議において市

長や副市長より、あるテーマ（業務の改善や円滑化に直結するものなど）を与えてもら

い、そのテーマに対して各課で「対話」を行い、その意見を課長が取りまとめ、翌月の

庁議の場で市長及び副市長へボトムアップしたり、職場内で積極的な対話、ひいては、

OM（オフサイトミーティング）に波及したりしていくといったアクション（施策）を

提案していってはどうかとの気付きを得た。ただし、前提となるポイントとして、対話

を通じて、所属長が昨今の若手・中堅職員の考え方の根幹が理解でき、所属の運営のや

り方に結び付けることができることかどうか等に留意する必要がある。 

本来、課長会議（庁議）は、市長からの各課長への指示と各課からの報告の場であり、

その提案は現在の庁議の実態にはそぐわないが、庁議の場でない場所で制度化すれば良

いのではないかとの意見もあり、オフィシャルでの場での実現には一定のハードルがあ

るものと考えられる。 

一方、オフサイトミーティングという場ではないにせよ、職場内では、比較的、打合

せや協議を持って、業務遂行に向けた一定程度のコミュニケーションを行っていること

から、それらにも配慮しつつ、現組織に必要な施策を打ち出していかなければならない。 
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現に、今年度の人材マネジメント部会において実施した、ポスターセッションをみて

も、「対話の場づくり」という単語が多く、渋谷幹事からは、「対話程度のアクションは、

一歩踏み出せているといえるのか、前に重心がかかったもの程度ではないかという印象

は否めない。」とのコメントをいただいた。 

市民が望む「政策」を打ち出し、頼られる市役所となるためには、物事をロジカルに

組み立てて実行することが必要である。確かに、「対話」しただけでは、職場環境づく

りにとどまり、政策につながらない懸念がある。 

しかしながら、一方で、当組織では、「対話文化」が浸透しているとは言い難く、ま

た、「オフサイトミーティング」や「ダイアログ」といった言葉すらも、なじみのない

職員も多いのが実態である。 

現在の組織を見ても、もう少し「対話文化」が浸透すれば、人材マネジメントだけで

はなく、新しい政策を始めるときに、職員から受け入れられる風土にもなり、土壌にも

なる。 

そして、新しいことをやるときにすぐに取り掛かれるようになる、と渋谷幹事もおっ

しゃっていたので、ぜひ、我々「１期生」から、対話文化を浸透していくアクションに

取り組んでいきたいと考えた。 

 

 

 

他方、「対話はコミュニケーションのことであるとすれば、組織内ですでに取り組ん

でいる」という声が聞こえてくる。 

しかし、「打合せや協議」と「対話」は異なる。対話（ダイアログ）は、テーマに対

してルールのもとに、お互いの意見を聴き合うことで、気づきや相互理解を深めること

であるが、ただ「じっくり話し合うこと」であると認識している人は多い。しかし、そ

れは外れていないが、正確ではない。「じっくり話し合って、かつ『意味付け』を確認

する」プロセスのことである。 
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さらに、第５回の部会では、佐藤幹事から話があったとおり、「群盲象を評す」の事

例や「限定合理性」、「氷山モデル」などの考え方に基づき、全体を明らかにしたうえで

対話を行うことが肝要である。 

さらに、自覚をしないと「対話（ダイアログ）」が出来ず「討論」や「雑談」になっ

てしまうため、言葉の定義を的確にしないと「対話（ダイアログ）」にならないとのこ

とであることから、意識的に「対話（ダイアログ）」というものを実践していかなくて

はならない。 

このアクションが実施できれば、職員間のコミュニケーションを取ることができ、情

報共有不足や施策について職員一人ひとりが考えることができることになる。今後は、

このアクションを通して、事業課間などの連携不足を解消するような仕掛けにしていき

たいと考えている。 

一方、新しいことを発想するトップのもと、妙高市スタイルの組織が確立されている

かもしれないが、トップダウンのみならず、ボトムアップを含めた活性化した組織・職

員になっていかなくてはならない面もある。それは、「対話文化」を生む前提として、

「対話などのツールを用い、社会の変化を感じた現場職員がリーダー（トップ）と協調

して主体的に現場を変え、政策を創り上げていく」ともいえる風土、いうなれば、「絆

で結ばれた経営組織（Engagement-Organization）」を構築していかなければならない

と考えた。 

 

妙高市での「ありたい姿」を実現していくためには、一歩一歩進んでいかないといけ

ないし、しっかりと焦らず、中長期ビジョンをもって取り組んでいく必要がある。 
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また、部会でも言われたように、「抵抗勢力」や「意識高い系問題」も存在すること

から、しっかりとした考え方のもとに進んでいく必要がある。そして、実行する人が、

「決してあきらめない」ということを忘れずに、適切なアクションを遂行していく。 

 

 

８．人材マネジメント部会の役割 

ここで、私たち３人が参加した人材マネジメント部会の役割と学んだ事柄の要旨を以

下に示す。 

 

部会は「研修の場ではなく研究の場である」と言われている。そして、「自分たちで

考え、成長する場である」とのことで部会が位置づけられている。 

さて、部会の重要な目的は、「組織変革」と「人材育成」である。各自治体は各種の

研修を通して人材育成を行っているが、現在、人材育成が組織力向上には繋がっていな

いことが多いと感じている。人材育成を組織変革（組織力の向上）に繋げるには「対話

（ダイアログ）」が必要である。 

「対話（ダイアログ）」とはテーマに対してルールのもとに、お互いの意見を聴き合

うことで、気づきや相互理解を深めること。日本人は自覚をしないと「対話（ダイアロ

グ）」が出来ず「討論」や「雑談」になってしまうため、言葉の定義を的確にしないと

「対話（ダイアログ）」にならないとのことである。 

  

人材マネジメント部会が果たす役割は、「地域の持つ可能性を発見し、従来の枠にとら

われない発想で、それらを強力に活かしていく地方創生時代の職員・組織を創る」こと

である。そのための、部会が大切にするキーワードは、 

 

 ① 立ち位置を変える → 相手の立場から考える 

 ② 価値前提で考える → ありたい姿から考える 

 ③ 一人称で捉え語る → 何事も自分事として考える 

 ④ ドミナントロジックを転換する → 過去や前例に過度に囚われずに考える 

 

であり、現在より望ましい組織を目指す変革のシナリオを策定し、チーム一丸となって

提言することで地域の幸せと発展に貢献し続ける組織作りを行う人材を育てることを

思想としている。 

自治体ごとに３人で構成されているのは、１人では出来ないことも「三本の矢」とな

り、一緒に考え、一緒に気づき、一緒に行動を起こせるからである。 
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① 立ち位置を変える 

相手の気持ちや立場について、否定するのではなく、対話を通して、お互いに深く理

解し、共感し、共鳴することで内発的にやる気になり、人は動く。 

一方的な情報発信ではなく、相手の気持ちや考えを理解し相手側からの目線で見て、

また、自分側の目線と合わせて、考え、対話を行っていく必要がある。 

 

②  価値前提で考える 

 意思決定には、事実前提と価値前提がある。 

事実前提とは過去の経験から考えること。この手法の欠点は、目先のことに目が奪わ

れ、長期的な視点を見失ってしまい、事実をその場その場のこととして捉え、その場を

取り繕う動きになってしまうことである。 

価値前提とは、ありたい未来から考えること。この美点は、組織の「望ましい姿」は

何か、組織はどこを目指すのかを明らかにすることで、事実の意味合いを明確にして、

長期的で恒常的な目標を設定し、それを目指していくことができるということである。 

組織変革を考えるにあたり、事実前提で考えていた今までを改め、10 年後 20 年後の

ありたい姿から考える価値前提の手法にすること、つまり「組織・人材のありたい姿（状

態）」を考えることから「組織・人材の現状」の課題を見つけ、その課題を解決するた

めの「取組むアクション」を実施することで、「組織のありたい姿」に組織変革をして

いくことができる。 

人口減少や少子高齢化等の社会環境の変化、人工知能やロボット技術の発展による労

働環境の変化、さらには変化のスピードが加速している現在は誰にも答えがわからない

時代であり、変化に対して柔軟に対応していく能力を個人一人一人が身に着けて行く必

要がある。今後、10 年 20 年後の未来を描くことが難しい時代が来ているため、価値前

提で考える組織変革が必要となるのである。 

 

③  一人称で捉え語る 

国や県が言っているから…、市長や上司が言っているから…等、他人任せや責任転嫁

をする、自分で考えない文化を他責文化といい、自分で動き、自分で責任を負う、自ら

が主体的に自分事として考える文化を自責文化という。 目まぐるしく変化する時代を

生き抜くことができる人材を育てる組織となるためには、誰かがやるだろうという他責

文化から脱却し、自分たちでやる為の方法を考え、自己の責任で動く自責文化であり続

けることが必要となるのである。 

 

④  ドミナントロジックを転換する 

ドミナントロジックとは思い込みのことである。「これはこういうことだ」という主

観的な意味づけや、「自分達はちゃんとやっている」という自己満足、「今まではこれで
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やってきた」という保守主義、「たいしたことはない」という問題軽視などの今までの

意識を転換し、様々な課題に常にこれでよいのか、より良くするにはどうしたらよいの

かという発想が必要である。 

つまり前例踏襲にとらわれず、スクラップ＆ビルドで考え、動くことにより、ドミナ

ントロジックを打ち破ることで、新しい発想が生まれ、組織変革につなげていくことが

できる。 

 

 

９．施策（アクション） 

 

【アクション：その１】対話文化を浸透させる。 

対話は、所詮「職場環境づくり」であり、「政策につながらない」という意見がある。 

 しかし、我々は人マネ１期生として、ロジカルな対話（ダイアログ）という手法の重

要性を学んだことは事実である。はっきり言って、進んでいる自治体にとっては、「あ

たりまえの風土」であり、すでに浸透している職場があるかもしれない。 

 それでも、当市にとっては、一定の成果があるのではないか。特に、「縦の連携」、「横

の連携」「斜めの連携」という面で効果が発揮できるのではないかということで、いく

つかのアクションを考えた。 

 

①  縦の連携（ＡＳＤの実践） 

ASD とは、「オールスタッフダイアログ（All Staff Dialog）」略称である。 

これは、例えば、毎月１～２回程度、月曜日または金曜日の夕方、16 時 55

分から 17 時 10 分の間の１５分間、課内全員で、課長会議時において市長や副

市長から与えられた職場内ダイアログ（対話）について、課員全員で話し合う

ものなど、具体的なダイアログの時間を設けることを検討したい。 

話し合う内容（テーマ）については、例えば、①職場内でもっと意思疎通を

行うには。②他課と課題を共有し成果を出すためには。③仕事を行っていくう

えでの悩み（課内・部局横断）などについて、ルールを決めた意見交換形式で

行う。 

ダイアログについては、テーマは業務の改善や円滑化に直結するものでなけ

ればならないし、一つのテーマについて、すべての職員が発言すること、意見

を否定しないことなど、一定のルールのもとで、自由な意見交換を行う。 

その際、業務で困っていることや、個人的に楽しい、苦しい、つらいと感じ

ていることなどを打ち明けることで、職場内での縦の意思疎通を円滑にすると

ともに、職場内に隠れている課題や問題を洗い出し、課員全員でカバーしたり

助け合ったりすることができることを期待する。 
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②  横の連携（ＰＪＤの実践） 

PJD とは、「プロジェクトダイアログ（ProJect Dialog）」の略称である。 

    チーム内だけでなく、横のつながりも深めることで組織全体を活性化させるこ

とができれば、目的の実現に向けて成果を最大化できるのではないか。 

    一方で、キーパーソン対話でも意見として出されていた「災害時での庁内の一

丸となった体制は評価できる」という観点で、ではなぜ、災害時の連携はうまく

いくかといった切り口から考察を加えた。 

    その結果、市民の生命・財産を災害から守る、災害からの復旧など、全職員が

目的を共有化していることに尽きると思われる。 

    現在の組織で横断的な連携がうまくいっていないのは、トップから与えられた

指示やプロジェクトに対して、「ワガゴト」になっていないのではないか。また

は、なぜそのプロジェクトが必要なのかを、職員一人ひとりが１人称で理解し、

咀嚼し、「当事者（当事者意識を持った状態）」になっていないのではないか。 

    そのため、時には市長や副市長などの理事者を交えながら、会議ではなく、積

極的な対話（ダイアログ）を経て、目的や課題を共有化する取り組みを行う。 

    ポイントは、単なる共有ではなく、積極的に「ワガゴト」として「重なり合う」

ことであり、仕事として、業として、「一歩前へ進んでいくこと」を前提として、

意識的かつ積極的な対話（ダイアログ）を行っていくことが肝要と考える。 

 

③  斜めの連携（ＫＫＤの実践、課長会議での組織変革をテーマとした対話） 

KKD とは、「課長会議ダイアログ（Kacho-Kaigi Dialog）」の略称である。 

課長会議（庁議）は、市長から各課長への指示と各課からの報告の場であり、

課長が自らの課の中で対話してきた内容を、市長・副市長などの理事者の前で、

各課横断的な対話を行うものであり、「斜めの連携」と捉えることができる。 

しかしながら、今回の提案は、現在の庁議の場にはそぐわなく、庁議の場でな

い場所で制度化すれば良いのではないかとの意見もあるなど、オフィシャルでの

場での実現には一定のハードルがあるものと考えられる。 

ゲリラ的での実施も考えられるが、オフサイトミーティングという場にもあま

りそぐわない可能性もある。また、職場では比較的定期的に対話しているものと

思われるものの、対話（ダイアログ）とは、テーマに対してルールのもとに、お

互いの意見を聴き合うことで、気づきや相互理解を深めることである。日本人は

自覚をしないと「対話（ダイアログ）」が出来ず「討論」や「雑談」になってし

まうため、言葉の定義を的確にしないと「対話（ダイアログ）」にならないとの

ことであることから、意識的に「対話（ダイアログ）」というものを実践してい

かなくてはならない。 

このアクションが実施できれば、理事者、管理職員間のコミュニケーションを
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取ることができ、管理職が情報を各所属に降ろすことで、情報共有不足や施策に

ついて職員一人一人が考えることができることになる。今後は、このアクション

を通して、事業課間などの連携不足を解消するような仕掛けにしてきたいと考え

ている。 

 

【アクション:その２】人マネ参加者と新人職員・若手職員とのワークショップ（人マ

ネ参加者がファシリテートする） 

キーパーソン対話の中で、「なぜか若手職員の離職が目立つ」という意見があっ 

た。確かに、昔はそれほどなかったのに、最近は年度途中で辞めていってしまう職 

員がいることは残念である。 

理由は、家庭の事情、結婚などによって辞めることもあるが、もし、職場に起因 

する理由、例えば、職場環境や、市役所に採用されたときの希望のようなものと、 

実際の業務を目の当たりにしたときのギャップなどによって、辞めていったのであ 

るとしたら、どうなのだろうか。何か我々が手立てというか、Informal の部分で 

あっても、手を差し伸べることができものはないのだろうか。 

実際、その人たちに直接ヒアリングをすることができないが、職場にどのような 

課題や風土があるのか、また採用後３年程度の若手職員は、また、中堅職員は、ど 

んな悩みを持っているのか、また、組織風土として根付いてしまった悪しき風習が 

あるとすれば、フレッシュな新人職員、働き盛り中堅職員の目にどのように映って 

いるのだろうかなどについて、腹を割ってとまではいかないかもしれないが、意見 

交換を行い、我々や、今後、人マネに参加した職員がファシリをして、現状把握を 

行っていくものである。 

意見交換は、総務課が人事部局として聞き取りするというよりも、せっかく「人 

マネ」というカテゴリーの人たちが組織内にスタートしたのであるから、１期生、 

２期生…と連携しながら、人マネ参加者がファシリテーターとなって、新人職員と 

ワークショップにより、さまざまな意見を聞き、悩みを聞く会としたい。 

その後、懇親会などを開催してもよいが、いずれにせよ、若手職員が考えている 

こと、悩みを聞くことは、若手職員が働きやすく、持っている能力をもっと引き出 

し、組織に貢献してもらうことのきっかけにもなるのではないか、と考えていると 

ころである。 

 

【アクション：その３】「ミドルアップダウン型」の組織確立に向けたオフィシャル・

ゲリラ両面からのアクション 

  組織の経営スタイルには様々な分類の仕方があるが、１つの切り口として「トップ 

ダウン型」「ボトムアップ型」「ミドル・アップダウン型」の３類型がある。この中で、 

近年は以下のような経営環境を背景に、経営者とミドル（中堅社員、幹部）で組織を 
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支えるミドル・アップダウン型の経営スタイルの重要性が増しているといわれている。 

  トップダウンは強いリーダーシップを持ったトップが判断や決定を行うため、スピ 

ード感や機動力という点で優れているものの、トップの指示がなければ組織が動かな 

いという弊害もある。一方、ボトムアップでは、現場に権限が与えられるためモチベ 

ーションは維持しやすいが、組織としてコンセンサスが取れないと方向性を見失って

しまう恐れがある。今、これらの不足を解消する方法として注目されているのが「ミ

ドル・アップダウン型」マネジメントであるといわれている。 

「トップダウン」と「ボトムアップ」の特徴の整理 

 

トップダウンの１番のメリットは、経営判断が早いということであるが、特に変化の

激しい社会においては、スピードが何より重要となるシーンが増えている。ベンチャー

企業の多くでトップダウンが採用されているのはそのためであるが、トップダウンに必

要な条件は「トップが優秀であること」である。 

一方、長期的に見ればそれが組織的な脆さにつながってしまう可能性も持ち合わせて

いる。現場に求められる能力は、トップがリーダーシップを発揮して主導するため、あ

る程度スキルが低くても問題はないが、その弊害としてモチベーションの維持がしづら

いといった傾向にある。 

一方、ボトムアップの１番のメリットは、長期的な視点で見て、強い組織が作られる

ことである。職員に裁量がある現場では、モチベーションや主体性が高まり、結果的に

良い人材が育つと言われている。そして、顧客・市民に最も近い現場から精度の高い問

題提起がされることにより、経営判断を誤ることが少なくなるとも言われている。また、

現場によって高いマネジメントがなされるため、トップの交代があっても大きく判断を

誤ることが少なく、組織が大きくなるほど、ボトムアップのマネジメントに比重を置い

ていく組織が多くなる。デメリットは、判断の合意形成や人材の成長など、どれをとっ

ても時間がかかる点である。 

私たちの組織は、比較的小規模な自治体であるため、比較的トップダウン型に軸足を

置いていると考えられ、そのメリットも十分発揮できているのであるが、一方で、トッ

プダウンには長期的な安定感が無く、ボトムアップには瞬発的なスピードがないことか

ら、「ミドル・アップダウン型」の手法に着目することとする。 

ミドル・アップダウン型によるマネジメントは、トップダウンとボトムアップそれぞ

れのメリットを活かしつつ、デメリットを弱めることが可能である。 

マネジメント 
方式 

経営判断 
組織の構築に 
かかる時間 

現場に 
求められる能力 

モチベーション 

トップダウン 早い 短時間で可 低くても可 維持しづらい 

ボトムアップ 遅い 時間がかかる 高い必要がある 維持しやすい 
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「トップ」「ミドル」「ボトム」を組織に置き換えると、以下のようになる。 

                       （※ 一般行政職の場合） 

・トップ ⇒ 市長 

・ミドル ⇒ 副市長、課長、課長補佐 

・ボトム ⇒ 係長、係員 

 

トップの考えをすばやく現場に浸透させつつ、現場の意見や不満を汲み上げることが

ミドルの役割である。そして、ミドルには、トップとボトムの間に生じるズレを上下左

右に動いて解消するという重要な役割がある。 

ミドルの役割として具体的にイメージしやすいのは、プロジェクト・リーダーとして

の「課長補佐」である。あるときはトップの指示を把握して部下に分かりやすく伝え、

あるときはボトムが感じた課題認識をトップに伝える。トップダウンとボトムアップそ

れぞれを同時に行いつつ、組織全体を共振、共鳴、共感させるのがミドルの役割である。 

もしトップの考える「理想とする状態」と、現場の「現状の認識」が一致しているな

らば、ミドルの存在は不要であるかもしれない。しかし、実際のところそれが完全に一

致している部局や現場は少ない。 

少人数のベンチャー企業ならまだしも、市役所など職員を一定数抱える組織では、ま

ず実現していない。トップの考えをすばやく現場に浸透させつつ、現場の意見や不満を

汲み上げる。そのような組織マネジメントこそがモチベーションを高める上で比較的効

果的であると考える。 

いずれにせよ、新たな価値の創造と事業の発展を目指す行政経営の組織スタイルを目

指すべきであり、変化が激しく、迅速な意思決定が求められる環境下で経営成果を上げ

るために有効な体制を構築していくため、市長・副市長等の理解を得ながら、オフィシ

ャル面・ゲリラ面の両方で、「ミドル・アップダウン経営」に変革していくアクション

を進め、対話文化の浸透とともに、組織が自走し、活性化していく好循環（スパイラル）

を実現していくことが、この組織を大きく変革できる「風土」となるのではないかと考

えている。 

 

 

１０．１年間の総括と次年度への展望 

妙高市１期生として人マネに挑んだ我々３人組だったが、この１年間を総括すると、

十分なアクションに取り組むことができなかった。 

振り返るとやはり最大の理由は、職場の中でどのように動くべきかといったことを思

案しているうちに、日常の業務に流されてしまったこと、そして、３人全員がオフィシ

ャルを変革できる立場にありながら、自分のテリトリーから一歩踏み出すことに躊躇し

てしまったためである。それが、市役所としての「縦割り」の呪縛か？ 
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そんな３人組であったが、１年間の活動を通して、まずは妙高市の組織の現状をある

程度つかむことができたと思っている。そして、キーパーソン対話では、課長補佐の問

題意識に差があることが分かったが、対話を行ったことで「仲間になってもらえそう」

と思え、我々３人組と同じ思いを抱いている職員が庁内に少なからずいることもわかっ

た。 

不安だらけで恐る恐る第１回の研究会に向かった３人組が、１年間の研修（いや研究）

を終え、今では組織と人材のありたい姿をイメージできるようになった。 

来年度は、人マネ経験者が３人から６人に増える。千里の道も一歩から。この論文の

執筆時点では来年度の参加者がまだ決まっていないが、決定後には６人で集まり、来年

度の方針を話し合いたいと考えている。 

 

「オールみょうこう」で取り組む組織への変革は、まだ始まったばかりである。 

 

 

 

私たちは、組織内に対話文化を浸透させ、 

常に「市民目線」と「自己研鑽」を行う中で 

「市民から頼られる市役所づくり」に向けた 

「終わりなき旅」を続けていきます。 

 

We should always strive to make the best of what we have 

Along this longest way… 
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１１．おわりに 

この１年間の人マネでの活動を終え、３人が感じた気づき、学び、変化等をまとめて

それぞれ述べることにより、本論を締めくくることとする。 

 

【総務課 横田 晃悦】 

私自身、数年前から、このままで市の職員は大丈夫かという意識を持ち始めており、

自己の資質を高めるため、職務に関係する資格を取得したり、今後、１０年間で大きく

進むであろうＡＩに関する知識を習得したりと、自己研鑽に取り組み「小さな気づき」

を持った中での人マネへの参加でした。 

専門用語、それもカタカナや英語を使った研究会は、自分の苦手分野でしたが、「何

事も自分事として考える」「ありたい姿から考える」という、人材マネジメント部会が

大切にするキーワードは、私の中に新たな気づきをもたらし、また、日頃の業務に没頭

する中で、頭をリセットする『合言葉』となっています。 

 また、東京会場で開催した人マネには、全国から多くの自治体が参加しており、色々

話を聞くと、人口流出や高齢化などを起因に、様々な課題を抱えていることは、当市と

同様であると感じた一方で、前向きな自治体は、職員の雰囲気や考え方が違っており、

市役所の継続的な発展は、市民に利益をもたらすとの考え方のもと、「市民目線でのサ

ービスの提供」はあたり前で、併せて、そのサービスを提供できる「職員づくり」に取

り組まなければ、その達成は難しいと痛感した研究会でした。 

 妙高市役所としての先陣を切った１期生でしたが、学んだ考え方、本質を、少しでも

次代に引き継いでいくとともに、私自身、今後も自己研鑽に励んでいきます。 

幹事の皆様、事務局の皆様、ありがとうございました。今後もよろしくお願いします。 

 

 

【総務課 小林 あゆみ】 

人事に長く携わりながら（市町村合併を挟んで 9年間＋係長として 5 年）、「職員がや

りがいを持って働くことができる職場とは？」「妙高市に愛着を持ち公務員として市の

ために働く職員を育成するためには？」「職員研修に必要なものは何？」「少数精鋭の職

員数で市民サービスを行うための職員育成は？」「複雑化、専門的となる業務に対応す

るには？」「メンタル不調の職員への対応は？」など、たくさんの『？』を抱えてきま

した。 

何とかできる立場にあり、何とかしなければ！と思っていたにも関わらず、何も実行

できずにいた私にとって、人材マネジメント部会への参加は、「自分自身への喝！」で

あったと思います。幹事の皆さんの言葉や他自治体の職員との対話には、多くの気づき

がありました。 

１期生としての任務を終えた今が、スタートだと思っています。「部会に卒業はない」
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の言葉をかみしめ、１歩、２歩と前進していく組織であり続けるために努力していきた

いと思います。幹事の皆さん、ありがとうございました。これからも、よろしくお願い

いたします。 

  

 

【企画政策課 斉藤 誠】 

総務法制・人事行革・企画の３人が集まれば、当然向かうは「オフィシャルの構築」、

と簡単に考えていた矢先、参加自治体の事例発表などから、“同じ目的を共感できる仲

間を増やし、組織風土をつくる地道な活動も大事”ということに、一つの大きな気付き

が生まれました。 

企画政策課の職員として、行政評価、財政・予算との政策連動、政策課題の調整、新

規施策に向けた調査研究など、他の人よりも企画部門に長めに携わってきた自分にとっ

ては、オフィシャルの仕組みづくりこそが組織変革や行政経営の柱と感じていた一面が

あり、それこそが「ドミナントロジック」であったと思い知らされました。 

そんな気づきを得ながらも、結果的には日々の業務に追われる中で、なかなかやりき

れなかったというのが正直なところです。 

ただ、仕事に振り回されていながらも、その節々で、今回、研究会に参加して学んだ、

「価値前提から考える」「一人称で捉え語る」「相手の立場から考える」などを意識する

感覚を常に持ち続けたいと感じています。 

今後もいい刺激をもらい続けるためにも、次年度以降の参加者とも自発的に関わりあ

いたいと思っていますので、とりあえず来年度は、２期生の３人と、今年の３人が手を

携えながら、今年度十分にできなかった「アクション（施策）」を一つずつ実行に移し

ていくため、まずは、「一歩踏み出す」こととします。 

これから、妙高市職員として、組織変革に向けた長い旅が始まります。 

この終わりなき旅のスタートに際し、この１年、伴走していただき、多くの刺激をい

ただきました幹事の皆様、事務局の皆様、他自治体の皆様には改めて感謝いたします。

今後も引き続きよろしくお願いします。 

 

 


