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０．はじめに 

 

 平成 30 年度は、当市においてとても大きな出来事が起こった一年であった。業務に加えそれら

の出来事に日々対峙しながら、人材マネジメント部会においての研究を重ね続け、我々が所属す

る組織の「ありたい姿」を考え続けてきた。 

 本論文では、本年度の研究員が部会に参画し、学び得て研究を行ってきた内容についての概要

と経過、そしてその研究から見出すことの出来た展望等について述べたのち、得られた研究成果

を基にして、次年度以降における展望や取り組みのシナリオ、そしてありたい未来へと創り出し

たい変化について述べる。 

 

 

１．活動の概要と経過 

 

§０ 本年度部会の実施予定および参加団体について 

 人材マネジメント部会とは、『地方創生時代の職員・組織を育て、創る』ことを大きな目標と

し、『地域経営をリードしうる組織・人材とは何か、それを現実の中でどう実現していくのかを検

討し、様々な実践からの成果を組織と地域に還元していこうとする研究の場』とされており、３

人１組での参加が原則とされている。 

 平成 18年度が初年度となり、本年度で 13 年目となる。枚方市からは平成 28 年度、29 年度に参

加しており、今年で第３期生となる。なお、大阪府内からの参加は当市のみとなっている。 

 平成 30年度における人材マネジメント部会は、33 都道府県・105 団体。うち新規参加が 21 団

体となっている。 

 当初の部会実施予定は以下の通りである。 

  第１回  平成 30年４月 25日（水）         名古屋市内にて開催 

  第２回  平成 30年５月 21日（月）～22日（火）  早稲田大学にて開催 

  第３回  平成 30年７月 20日（金）         京都市内にて開催 

  夏季合宿 平成 30年８月 30日（木）～31日（金）  早稲田大学にて開催 

    第４回  平成 30年 10 月 31 日（水）        京都市内にて開催 

  第５回  平成 31年１月 24日（木）～25日（金）  早稲田大学にて開催 

 早稲田大学にて実施された回は全研究生が集まって実施された。また名古屋・京都会場は近隣

の自治体に所属する研究生が集まって実施された。 

 

§１ 第１回部会 

 平成 30年４月 25 日水曜日に、名古屋にて第１回目の部会が開催された。まず最初に部会と

は、経営とは、対話とは等について各幹事からの講義があり、その後対話型自治体経営シミュレ

ーションゲーム（今回使用したのは『SIM 熊本 2030』）を行った。 

 この対話型自治体経営シミュレーションゲームは、様々な自治体で作成されており、現に職員

研修等で使用されているところもあると聞いた。今回初めてこのゲームを行ったことで、自治体



の運営に携わるという、現状の立場では携わることの出来ない体験を得ることが出来、視野や発

想の転換を実際に体験できたことが、その後の研究に大きな良い影響を及ぼすこととなった。 

 そして、第２回研究会までに、下記のシートに基づいた課題が出された。 

 

 

 

上記の内容について、必要な文献を調べ、各部門についてのキーパーソンにインタビューを行

い、その内容について深めてくる、というものであった。 

研究員で話し合い、上記５分野における庁内のエキスパートとして、総務部長、市民安全部

長、土木部長、財務部長、都市整備部長（順不同）にインタビュー協力を申し出たところ、ご協

力いただくことが出来、第１回部会終了後から第２回部会まで、断続的にインタビューを実施し

た。 

各部長からいただいた貴重なお話を基に、「バックキャスティング」という手法で未来を考える

ことを開始した。これは、普段の私たちの思考は、どうしても現状からの積み上げであり、課題

克服という形で未来を考えてしまいがちであるが、逆からの視点で、未来から現在を発想すると

いう手法で今なすべきことを考えるという手法である。今回は、３０年前から今の未来が想像で

きたかどうかという「バックキャスティング」に近い投影と、そこからさまざまなものが進化し

た状況での３０年後をイメージするときに、現状からスタートするのではなく未来から「バック

キャスティング」する視点で考えていくことを進めた。 

いわゆる「逆算方式」で見る現状に不足しているものが少しずつ見えてくる中で、一方でそれ

らをどのように現実化していくのか、その「もやもや」としたものを抱えながら、３人で意見を

交わし対話を行いながら研究を行った。 



 

§２ 第２回部会 

 

 第２回部会は早稲田大学国際会議場・井深大記念ホールにて、部会員 105 名が集い実施され

た。各幹事からの講演や講話を拝聴すると共に、自治体の規模ごと、参加年数ごと等に分かれて

グループセッションを実施した。 

 各自治体が様々な工夫を重ねてまとめてこられたインタビューシートを基に、自治体ごとの歴

史や直面している課題、そして未来に起こりうるであろうとされる問題を共有し議論を行った。 

 そして、引き続きインタビューについて深堀りし、自らの組織の成り立ちや歴史と現状の把握

を続けるようにとの宿題が出された。 

 部会終了後、研究員同志で打合せを実施。過年度の人材マネジメント部会参加者との対話の時

間を頂き、今後の研究について相談しながら、「多くの人と話し合う」ことを目標とし、さらなる

インタビューを実施するべく、インタビュー対象者を検討していくこととした。 

  

§３ 大阪北部地震（平成 30 年６月 18日）の発生 

 

 平成 30 年６月 18 日午前７時 58分ごろ、大阪府北部を震源地とするマグニチュード 6.1 の地震

が発生し、枚方市においては震度６弱を記録した。これは、府内観測史上初となる震度であり、

震源地に近かった当市は、市長を本部長とする災害対策本部を設置し、発災直後から対応にあた

った。 

 人的被害については、死者・重傷者は０名、軽傷者が 23名。発災当日に水道水の濁りが確認さ

れたため、給水所を最大８か所設置、当日深夜までに 2863 人へ給水を実施。また第一次避難所 53

か所を自動開設し、発災２日後に大雨の予想があったことを受け、20 日には避難者数が最大の

273 人となった。 

 自治体職員として、全庁各部署に与えられた災害時の役割を地道に行うと共に、日々の業務に

ついても滞りなく実施していく中で、いったん人材マネジメント部会の活動は中断となった。夜

間待機や 24 時間の避難所対応、さらに建築物被災状況判定や避難所巡回等の災害対応を実施しな

がら日常業務を行うことや、業務応援として他部署に出向くなどの経験から、日常業務と異なっ

た視点を持つことの大切さや、他部署との連携をどう図っていくべきなのか、などの視点・発想

の転換を得ることが出来た。また、災害対応をしていく中で、災害業務と日常業務を両立させる

ために、各業務における緊急度をトリアージして実施する必然性が生まれたことにより、日常業

務の見直しの必要性を痛感することとなり、今後の人材マネジメント部会における研究に大きな

影響を及ぼすこととなった。 

 その後、災害に対する初期対応については、一定期間経過後に収束したものの、損壊を受けた

家屋の罹災証明書の発行にかかる手続き（被害判定や窓口対応）や、ブロック塀にかかる工事の

各種手続き等に関する各種業務応援を行う必要性があり、災害対応が長期に及ぶこととなった。 

 

§４ 第３回部会 



 

 前述の状況の中、部会への出席について直前まで検討を行った。派遣元の人事課担当者とも相

談し、人材マネジメント部会にかかる研究についても、主たる業務の一つであるとのお言葉を頂

き、三人で京都会場での部会に参加させて頂いた。 

 もちろん、部会への準備は全くできておらず、第２回部会からの進捗はほぼない状態であった

が、部会幹事団のご理解を頂き、出席させて頂くことが出来た。 

 第３回部会においては、第２回部会終了後から引き続き進めてきた研究について、各自治体の

担当者とディスカッションをすると同時に、出席されている幹事団と直接「対話」をして深めて

いくことがメインテーマであった。 

 他自治体の方々より労いとご心配のお声を頂きうれしさを覚えると同時に、他自治体の研究の

進捗状況を拝見して学ばせていただいた。 

 そして、次回の部会に向けての次なる課題が提示された。 

 

①地域の 20 年後のビジョンから導き出される、所属組織のありたい姿（５年後・ 

３年後・１年後）はどのような状態か。 

また、所属組織の現状の姿とそうなった原因は何か。 

※どちらも自分たち３人だけで考えるのではなく、どれだけ多くの人との対話を 

通して考えたか？ 

②所属組織のありたい姿（５年後・３年後・１年後）へと変えていくために、 

これから何に着眼し、どのようなシナリオ（時間軸に基づくアクションの積み 

重ね）を考えたのか？ 

これらについて、事務局より渡されたシートに基づいて資料を作成し、夏合宿にて発表をする

という課題であった。第３回の部会における幹事からのお話と共に、各自治体の研究内容を頭に

浮かべながら、今後の研究について検討することとした。 

この時点で、災害対応は引き続き行われており、職員へのインタビューを実施することは非常

に難しい状態であった。一方で、少しでも多くの職員からの意見をもらうことが、今後の研究に

必要であると考え、職員アンケートを実施することとした。また、昨年度の研究生が行われたイ

ンタビューデータを引き続き使用させていただくことが出来たことから、昨年度のデータ内で情

報が少ない世代へインタビューを実施することとした。 

 

アンケート実施期間 ： 平成 30年 8月 8 日（水）～8月 17 日（金） 

アンケート実施方法 ： 本市における庁内ポータル「ペガサスシステム」内に電子アンケー

トとして設置。アンケート協力依頼を各部署宛にメールで送付し

た。 

 

  アンケート内容については、以下の内容であった。 

 

 



質問１．５年後、あなたの組織や仕事の仕方はどうなっていると思いますか？答えは複数選択可能です。 

１．AI やモバイルワーク(スマホ)などを有効利用し、仕事がしやすくなっている。 

２．地域（市民）と密着しながら政策推進するものが増えてくる。 

３．職員数が減るが事務作業が増え、１人あたりの仕事量がさらに増えている。 

４．想像がつかない。 

５．考えたくない。 

６．その他（自由記入欄） 

 

質問２．では１０年後、あなたの組織や仕事の仕方はどうなっていると思いますか？答えは複数選択可能

です。 

１．AI やモバイルワーク(スマホ)などを有効利用し、仕事がしやすくなっている。 

２．地域（市民）と密着しながら政策推進するものが増えてくる。 

３．職員数が減るが事務作業が増え、１人あたりの仕事量がさらに増えている。 

４．想像がつかない。 

５．考えたくない。 

６．その他（自由記入欄 

 

質問３．あなたが働く上で”自信を持つ強みと弱み”を教えて下さい。 

※知識量・対人スキル・提案（発想）力等何でも大丈夫です 

強み：                           弱み： 

 

質問４．あなたが働く上で”最も魅力的に感じる条件”を選んでください。 

１．お金 ２．休み ３．職場への貢献感 ４．人間関係 ５．業務の内容 ６．その他（     ） 

 

質問５．あなたが働く上で”最もモチベーションが下がる条件”を選んでください。 

１．お金 ２．休み ３．職場への貢献感 ４．人間関係 ５．業務の内容 ６．その他（     ） 

 

質問６． あなたが仕事を楽しくするために、「～～を改善できないか？」と感じていることがあれば挙げて

ください。組織観点、ご自身の観点どちらでもかまいません。 

例：提案を柔軟に受け入れる組織風土、職務環境の充実など何でも大丈夫です。 

～記入欄～ 

 

年齢は？ 

 10 代・20 代  30 代  40 代  50 代・60 代 

 

あなたは管理職ですか？非管理職ですか？ 

 管理職 非管理職 

 



 

このような形で、個人の特定が出来ないようにアンケートを実施した。 

 

アンケート結果については、以下のようになった。 

 

回答数 ３３８名（正職員数：２６５０人）  回答率 約１３％ 

 

 

 



 

 ５年後についての質問１では、選択肢３：職員数減・負担増の回答が半数以上を占めた。１０

年後についての質問２においては、選択肢：３の回答数が一番多いものの、選択肢１：AIやモバ

イル活用についてが約１０％増え、一方で選択肢４：想像したくないという拒否的な回答率も約

９％増加している。 

 

質問３における自由記述について、「カッツ理論」に基づき、各世代・職制（管理職・非管理職）

に基づいてグループ分けを実施した。 

 
〇コンセプチュアルスキル（概念化能力） 

 経験と知識を通して、課題の本質的問題を発見・言語化する 

 項目例：先見性・洞察力・柔軟性・論理的思考・多面的視野 等 

〇ヒューマンスキル（対人関係能力） 

 人の特性を見抜き、円滑に業務を進める 

 項目例：コミュニケーション能力・プレゼンテーションスキル 等 

〇テクニカルスキル（業務遂行能力） 

 担当業務を遂行する 

 項目例：パソコンスキル・専門スキル・技術 等 

前述の理論に基づき分析すると、 

・各世代とも、日常のコミュニケーションに自信はあるが、その場所に悩んでいる。 

・知識や経験の興味は、各世代ともに強く持っているが、時間がなく、機会を作り出す余裕がな



い。 

・年齢が高い程、自由な発想に不安を感じている。これは、知識（ルールや利害関係の構図）が 

あると思われる。 

といった内容の共通点が見られることが分かった。 

 

 

 

 

 

 質問４および５では、働く上での良いところと悪いところを尋ねた。すると、それぞれに人間

関係に関する項目が一番多い回答率であり、特に質問５に至っては、働く上でのモチベーション

が下がる条件は「人間関係の悪さ」であると、約６割の人が回答をしている。この質問項目よ

り、人間関係に対する思いが強いことが如実となった。 

 なお、質問６の自由記述については、実に多くのご意見を頂いた。以下に抜粋内容を記する。 

 



 

 

 また、３副市長との対話の時間を頂き、現状までの研究の進捗状況を報告すると共にご意見を

頂いた。さらに、行革推進課にもインタビューを行い、組織改革に関するお話を聞かせて頂い

た。 

  

 アンケート結果の集計を行っていく中で、いくつかの気づきを得ることが出来た。 

 ・全世代がまんべんなく回答してくださったこと。 

 ・管理職・非管理職共に積極的な意見を率直に述べてくださっていること。 

 ・各世代において積極的に回答をしてくださっていること。 

 ・匿名による回答においては、多くの想いを発散してくれる。 

 ・各世代、コミュニケーションのとり方に苦慮している。 

 上記アンケートから得られた知見と、３副市長へのインタビュー、５部長へのインタビュー、

そして行革推進課へのインタビュー、そして昨年のデータ等を参考に、夏季合宿へ向けて資料作

成を開始した。 

 

§４ 夏季合宿 平成 30 年８月 30 日（木）～31 日（金）  

 

 夏季合宿については、前回部会にて配布されたシートを作成し、自治体ごとに発表を行って幹

事団や他自治体研究員より意見を頂くこととなっていた。また、合宿については２回に分けて実

施され、前半（８月 23日～24 日）と後半（８月 30 日～31 日）に分かれて開催予定となってい

た。 

 しかし、台風 20 号が８月 23 日の合宿前半戦１日目に上陸する可能性が出てきたことにより、

災害対応について最前線に立つべき自治体職員が研究生であることを鑑み、８月 20日に合宿が中

止となり、それに準じる形で、当市研究員が参加する予定であった、８月 30 日～31 日実施予定の

後半の合宿も中止となった 

 本来であれば、合宿に向けて作成した資料に基づき、幹事団よりフィードバックを頂く予定で

あったため、突然の予定変更に当惑した部分もあったが、同時に事務局より連絡があり、「作成し



た資料を送付すると共に、研究生からのメッセージを動画で撮影して送付するように」といった

指示があった。資料に掲載しきれないメッセージを伝えるべく研究生３名で工夫をして撮影した

が、意見や考えを他者に伝えるということの本質的難しさを痛感する場面でもあった。 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



（提出資料の抜粋。一部加工しています。） 

 

§５ 夏合宿課題フィードバックから第４回部会 

 

 夏合宿課題に関するフィードバックについては、幹事団からの動画によるレスポンスで実施さ

れた。幹事団からのフィードバックは、自分たちの研究における不十分なところを的確に指摘い

ただき、改めて研究について検討をしていく必要があることを教示されたと共に、さらなる方向

性についても示していただくことが出来た。しかし一方で、研究生個々の反省として、研究生の

みで理解している部分について説明がしっかりと出来ていなかったことから、幹事団とあまり深

くやり取りを行えなかった印象が残ってしまった。対面式での意見交換であれば、その場での言

葉のキャッチボールが出来、オンタイムでのやり取りが可能であるが、今回はそういった手法が

使用できなかったことから、改めて意見や考えを伝えることの難しさを知ることとなった。 

 夏合宿終了後、台風 21 号の上陸により再び災害対応の業務が発生したものの、震災後再度検討

した研究計画であるインタビューを開始した。これは、昨年度人マネ参加研究員が実施したイン

タビューデータにおいて、情報が少ない世代へインタビューを実施するというものであった。 

 ここに該当する世代とは、管理職世代（50 歳～再任用職員世代）と、若年世代（20 代～30 代）

の職員の間にいる「ミドル世代」（30 代後半～40代）の職員を指す。 

 先に実施したアンケートからも、この世代については積極的な回答が多く、様々な思いや考え

があるにもかかわらず、苦悩が多い世代であることが浮かび上がってきていた。 

 そこで、組織を形成している人的構造をしっかりと把握すると共に、各世代間の特色等を知る

ことで、より良い組織運営のヒントを得ることを目的とし、この世代の生の声を聞くことで、こ

の世代特有の苦悩等を聞くとともに、日々思っていることや考えていることを聞かせて頂いて、

今後の研究に活かしていきたいと考え、協力をお願いした。インタビュー実施対象者は総数で１

３名となり、１名あたりおよそ１時間強の時間をかけてじっくりとお話を伺った。 

 インタビューと並行し、本市 55部署に対して、業務上の問題点・改善点をボトムアップで情報

発信してもらうように依頼を行った。提案力をもつ職員を、業務を通じて養成できないか？と考

えたためである。この依頼は、本年度研究生の１名が通常業務として取り組んでいた RPA 

(Robotic Process Automation)の対象業務ヒアリングの時間を利用して行い、「業務をラクにしよ

う」「職員でいっしょに進めよう」というビジョンを共有したことで、「ぜひ考えたい」という意

見を多数いただくことができた。本市では、平成 31 年 2月より RPA を稼働したが、ヒアリング後

に挙がった提案をもとに RPA を実装したものもある。本ヒアリングに参加した職員の世代は、若

年世代・ミドル世代・管理職世代とさまざまであったものの、目指す方向性を共有したことで、

各世代をつなぎ、ボトムアップで事業を進められた良事例であったと考えている。 

 さらに、人事課に対して人材育成計画の見直し提案を行った。提案内容は「スペシャリストの

育成強化」「提案力強化研修の実施」「異動の柔軟化」の３点を育成計画に追加するというもので

ある。人事課と協議した結果、スペシャリスト育成強化・異動柔軟化の実現に向けてはまだまだ

議論が必要であるが、提案力強化研修の実施は、既存研修の見直し等を行い実施に向けて検討し

たい旨の回答を得ることができた。 



  

 

 

（インタビュー対象者へ配布した資料：抜粋） 

 

 



さらに、第４回部会に向けての課題が出された。それは、同じ会場で集う他自治体の資料およ

びフィードバック動画を確認し、部会に臨むと同時に、幹事団からのフィードバックを得ての方

向修正を検討するというものであった。 

 

 

（提出資料の抜粋。一部加工しています。） 

 

 上記資料を持参し京都会場で行われた部会に参加。参加自治体からのご意見を頂くと共に、幹

事の方と対面式での意見交換を行った。意見いただいた点は「アクション案を実行するにして

も、組織の風土を一気に転換させることはできないため、周知方法を工夫しながら少しずつ浸透

させることが重要」「管理職、特に課長へのアプローチが重要」の２点である。この２点を考慮し

たアクション案を引き続き検討することとした。 

 

§５ 第５回部会 

 

 第４回部会にて作成した課題を基に研究を行っていこうとする一方で、本年度の研究生として

行っている研究から得られた考察を、どのように具体的なアクション案へ移行していくかを悩み

始めていた。 

 研究を重ねていく中で、幹事団からのアドバイス等を受け検討を重ね、アンケート結果やイン

タビューから得られた知見を基に、一定の考察や課題は見えてきたものの、そこから一歩先へ進



むことについて様々なジレンマを抱えてしまっていた。今年度の研究活動については、８月にア

ンケートを実施した以外は、職員全体に活動報告等を実施していない現状があった。これは、当

市職員が引き続き様々な災害対応に当たっていることなどを考慮して、出来る限り業務そのもの

に影響を及ぼさないように活動を実施することを極力心がけていたことにある。しかし一方で、

インプットや様々な検討を実施するものの、アウトプットする場面は部会における課題作成時が

ほぼ 100％を占めており、アウトプットを行っていないまま考察を繰り返すという、自分自身たち

だけでぐるぐると回り続ける状態が続いてしまっていた状態であった。 

 そんな時に、当市の人材マネジメント部会１期生・２期生の先輩方と語る機会を何度かいただ

いた。同じ部会に参加し、各期それぞれに個性豊かな研究を重ねてきた先輩達に、現状のジレン

マや今後の見通しについて話し始めたところ、共感を得られたと共に、「腹落ち」の感覚を得るこ

とが出来、過年度において何度も語られていた「対話の大切さ」を実感した。また、夏季合宿代

替であった動画でのやり取りで感じた「改めて意見や考えを伝えること」について再考する機会

を得ると共に、伝えることの難しさや大切さをひしひしと感じることとなった。 

  

 これらをふまえ、研究を重ねてきた内容からどのようにアクションを起こしていくべきかを検

討していくこととなった。人事課とは、提案力強化研修の実施方法について協議を重ねた。 

 

 そして、年が明けて第５回の部会が実施されることとなった。 

 第５回の部会は、早稲田大学大隈講堂にて２日間にわたり実施されることとなった。これまで

の活動についてハーフ模造紙にまとめ、事前に送付することとなった。 

 

 

                        （提出資料の抜粋。一部加工しています。） 



 前述の通り、この一年の流れを図示することによって、研究の様々な出来事を客観視できたと

共に、考察の変遷や実行すべきアクション案の変化を確認することが出来た。 

 部会では 105 団体のハーフ模造紙が一斉に掲示され、研究生全員で「模造紙に掲載されたこと

をもっと深く聞きたい」と感じた自治体３つに投票し、上位３団体からの発表を聞かせて頂い

た。また、過年度の研究生からのその後の取り組みの発表や幹事団からのメッセージなどが話さ

れた。 

 本部会で印象的だったのは、本年度の部会はこれで最後となるけれども、本年度学び研究を行

ったことをここから行っていく「始まり」であるということを再認識したことだった。 

 研究活動は、これが答えであるというものは決まっていない。答えそのものを導き出し、実現

していくことが研究の本質であると考える。そうなれば、一年という限られた期間で出来る限り

のことを行い、得られた成果で区切りをつけてしまっては、個々人や組織の成長はそこまでとな

ってしまう。「人材マネジメント部会に卒業はない」と幹事団が常々話されていたことがここにき

てようやく「腹落ち」し、今後を見据えた様々なプランを検討する意味合いを理解することが出

来た。 

 

２．リサーチ結果からの考察 

 

 本年度において行った研究活動については、以下の内容となる。 

 

①市長・副市長レク 

②５部長インタビュー 

③行政改革関連部署インタビュー 

④全職員向けアンケート 

⑤ミドル世代（ロストジェネレーション世代）インタビュー 

⑥人材マネジメント部会１期生・２期生との対話 

⑦RPA 検討に基づくヒアリング 

⑧様々な書籍との対話 

 

 

①市長・副市長レク 

 本部会における研究内容および進捗の報告と、研究生が検討している内容についての意見を頂

くために数回にわたり実施した。本年度においては長期にわたり災害対策本部が設置されていた

事情もあり、可能な限り短い時間でコンパクトに要点を伝え、意見を頂く方針で実施した。 

  

第１回目 ８月 29 日（水） 副市長レク  

 本来であれば翌日より実施される予定であった、夏季合宿にて発表する課題についての事前説

明を実施。 

第２回目 １月 10 日（木） 市長・副市長レク 



 第５回部会を前に、ここまでの研究方針および内容を説明し、アクションプランについての方

向性を説明した。研究生の中では、この一年間をかけて研究を重ねてきた中で、提言やアクシ

ョン案については一定の方向性が出来ており、その内容について述べたものの、どうしても思

いを伝える部分の比重が大きくなってしまった印象があり、市長より「熱意と理念は理解し

た。次回報告時までに、それを具体化するための調整をして欲しい。」という趣旨の宿題をいた

だくこととなった。同席くださった人マネ先輩にもアドバイスをいただき、改めて市長から頂

いた宿題の趣旨を立て直すとともに、アクション案や提言について再考することとした。 

 

第３回目 ２月 13 日（水） 副市長レク（再） 

 前回いただいた宿題について、再度研究生３名で検討を重ねた案を提示する形でレクを行っ

た。自分達の「伝えたいこと」がそれぞれの考えの範疇で留まっており、内容が飽和気味であり

尚且つ拡散していたことを反省して、要点を絞るとともに、よりわかりやすく視覚化した資料を

使用し、必要な部分に絞って説明を行うことを心がけてレクを行った。 

 副市長より質問をいただいたことをその場で考え、返答することでさらなる要点の整理がで

き、それらを反映してさらなるブラッシュアップをしていくこととなった。 

 自らの中での思考を研究生の中で深めたものを、経営層の方々にプレゼンテーションするとい

う機会を得たこと、そしてダイレクトに質問をいただいて回答をしながらブラッシュアップをす

ること。研究で組み当てたものを自分たちのものだけにしてしまってはそこで終わってしまうん

だということを痛感するとともに、失敗を恐れずにアウトプットしていくこと、そして頂いた貴

重な意見をさらに加味して考えてより良いものにブラッシュアップしていくこと。その難しさと

大切さを痛感する回となった。 

 

第４回目 ２月 22 日（金） 市長・副市長レク 

 直近に２回頂いたレクから学ばせていただいたことを基礎に、いただいた宿題についてのさら

なる検討を加えた内容を発表した。内容は欲張らずに要点に絞り、バックキャスティングにて検

討した内容を実現させるための方法についても、より具体的で実現可能なものに絞り込んだこと

から、概ねご理解をいただけた。そして、今年の研究成果をさらに良いものとすべく、実現に向

けた具体の計画を検討するという、さらなる命題を宿題としていただくこととなった。 

 

 改めて感じたのは、考えを伝えることの大切さと難しさであった。研究や考察などを経てイン

プットしたものをアウトプットするには、考えや思いはしっかりとあるものの、それをどのよう

に分かりやすくまとめ伝えていくことがどれだけ重要で大切なのかを目の当たりにすることとな

った。このテーマについては、年度内に何度かあたった壁であり、都度肝に銘じて改善を目指し

たものの、さらなるブラッシュアップが必要であると痛感している。 

 

②５部長インタビュー 

 「§１ 第１回部会」の通り、これは第１回の部会にて提示されたインタビューシートに基づ

き、インタビュー項目に関連する５分野の部長にインタビューをお願いしたものである。「ヒト」



「モノ」「カネ」「情報（技術）」「関係」の資本５項目について、「１．現在」「２．過去（現在か

らみた３０年前）」「３．なりゆきの未来（３０年後）」についてインタビューを行うことで、今後

の研究の基礎となる情報を集めてくるというものであった。インタビュー対象者は研究生で決め

るということになっており、我々３人で相談した結果、それぞれの資本５項目についての業務を

司る部門の各部長にお話をお伺いすることとした。 

 普段それぞれの分野で専門的な職務に就いている我々３人からすると、とても刺激的で驚くよ

うなお話をたくさん聞かせていただいた。それぞれに業務に邁進され、様々な部門を見てこられ

たからこそ出てくるお話がとても新鮮で、概ね１時間かけて伺ったお話は、その後の研究を重ね

ていく中で、幾度となく「研究の方向性」を支え続けていただいた内容であった。趣旨は、先輩

職員と後輩職員の繋がり方が希薄になってしまったこと、それによりノウハウ・暗黙知が失わ

れ、スペシャリスト的な職員が少なくなっていることであり、部長層は、事業を現状通り継続す

るだけでなく、スクラップ＆ビルドすべき事項もあると考えていることであった。 

 

③行政改革関連部署インタビュー 

本来であれば５部長インタビュー終了後に行う予定にしていたが、大阪北部地震の発災に伴い

全庁的に応援体制がしかれたことや、特に行政改革関連部署については繁忙を極めておられてこ

ともあり、時期を上記時期に変更してのインタビューとなった。 

 組織運営を考えるにあたって、行政改革関連部署の知見や今後の見立てを伺うことは必須であ

り、実際にお話をお伺いする中で、研究生だけでは想定できないような様々な視野や考えをご教

示いただき、実際にアクション案を実現するためのプロセス等において、大変参考にさせていた

だいた。 

 

④全職員向けアンケート 

アンケートは、大阪北部地震発災による災害体制の長期化により、研究方法の見直しを経て行

ったものである。実施した内容、要項、結果等については「§４ 第３回部会」の通り。 

 

⑤ミドル世代（ロストジェネレーション世代）インタビュー 

 「§５ 夏合宿課題フィードバックから第４回部会」の通り。 

 

⑥人材マネジメント部会１期生・２期生との対話 

本市より当部会へは、平成２８年度・２９年度にそれぞれ研究生を派遣している。平成２８年

度研究生は、研究を行う中で「とことん対話」をテーマに、そして平成２９年度は「自ら考え

る」をテーマとされていた。 

 本年度１回目部会直前に、２期生のマネ友とお話する機会を得た。部会に出席する前は、部会

の要項や趣旨を書かれたデータをいただいただけで、一体何をするのか、とても不安な状態であ

った。そんな中お話いただいたマネ友より、色々と伺う中でより混沌としてきたのも事実であっ

た。それは、毎年出される課題が違うこと、いきなりの研究テーマ発表ということではないこと

など、確定した要素がないということを知らされたからであった。 



 「一体何をするんだろう？」となったものの、一方で先にアドバイスをいただいたことで、第

１回部会終了後の混沌とした悩み（一体どうやって研究をしていけばいいのか、など）はごく当

然に訪れるものであることを知ることが出来たことはとても救われた。 

 しかし、「比較的明確な答えを求められる」仕事に就いている研究生からすると、この「モヤモ

ヤ」感をどうすればいいのか、そこからが相当な悩みのスタートだったと感じている。 

 その後、大阪北部地震が発災し、マネ友とのコミュニケーションも途絶えてしまった。みなさ

んそれぞれに忙しいだろうという思いがその根本であり、業務を行いながら研究もして、という

日々に没頭してしまっていた。 

 そんな矢先、マネ友よりアウトプットの機会をいただくと共に、１期生・２期生のそれぞれの

思いを聞く場をいただくことが出来た。そこで驚いたのが、「研究のさらなる進化」を自ずとされ

ていることであった。研究されたことがその年度で終わり、と思っておられず、それぞれの職務

において継続して研究の進化を進めておられるとのことであった。 

 その状況を目の当たりにしながら思い浮かべたのは、部会に参加するごとに、「部会には卒業は

ありません。」と幹事団に何度も何度も言われていたことだった。１年を走りきること、その時は

それをメインに考えていて、その言葉の深い意味までたどり着いていなかったが、この時のマネ

友との交流において、その部分の片鱗を見せていただき、また研究に対する様々な思いや考えを

聞かせていただいて、今期の研究生としてもとても心強かったと共に、それまで色々と迷い悩ん

でいた部分を吹っ切ることが出来た。 

 

⑦RPA 検討に基づくヒアリング実施 

 「§５ 夏合宿課題フィードバックから第４回部会」の通り。 

 

⑧様々な書籍との対話 

 第５回研究会にて、幹事団から本年度の総括テーマに「危機感」というワードが発表された。

この一年における、研究のために購読した書籍の数を振り返ると、およそ一月に三冊以上のペー

スで読み、学んでいたことに気づいた。これは、前述にもあるとおり、地震や台風による災害に

より、情報収集が円滑に進まなかった状況があったためである。この状況に自然発生的な「危機

感」を覚え、経営学や人間心理学、国の歴史など様々な分野の書籍と「対話」を行い情報収集に

努めた。 

 

 書籍は「組織の外界が濃縮された世界」であり、組織内部との対比を行う度に、組織が持つ資

源の減少に対する「危機感」が増していくこととなった。２月２８日に開催した最終報告会にお

いても、この感情を伝えるべきだと考え、その点を意識した報告会となった。 

  

３．最終報告会 

 ２月 28日（木）、今年度の研究生の活動内容を報告する場として、最終報告会を開催した。参

加者は合計 70 名（内訳：管理職 2/3、担当 1/3）であり、各世代が参加する場となった。 

 最終報告の概要は以下の通りである。 



 ・人マネの概要（３期のつながり） 

 ・報告（アンケート、インタビュー結果から見えた感覚差と共感の重要性、 

時代背景がもたらした影響） 

 ・ファシリテーションによる共感を得る体験実施。「こんな仕事、作法なくせない？」という 

題目で約 20 分間実施 

 ・ありたい未来 

 ・提言案 

 

 インタビューとアンケートから考察された、職員の思っているところとして、 

 ・世代間の感覚差に悩んでいる 

 ・世代・役職問わず、仕事を減らす必要があると認識している 

 ・時代の変化が速く、キャリアデザインに不安を覚えている 

 ということが分かってきた。そこで、組織と個人の視点から、各世代の育ってきた時代のバッ

クグラウンドを学び、そのうえで感覚差が生まれる原因として、各世代と個人それぞれの当たり

前が共有されていないことが感覚差の原因ではないかと考え、それらを容認し、それらの事実を

許すことが「共感」であると考えた。そのうえで、共感を得るためのひとつのツールとして、フ

ァシリテーションの疑似体験を行い、参加者それぞれに「まとめ役」「発言役」の役割を考えなが

ら、相手の話を引き出しつつ話し合いを進めてもらうという体験を行ってもらった。 

 最終報告のファシリテーション体験では、約 20 分という時間にも関わらず 90 個以上の意見が

出され、活発に意見交換が行われた。ファシリテーションによって共感が得られ、各世代から良

い意見が出されたと考えている。また、最終報告会終了後のアンケートでも「部署を超えて対話

する場は非常に有益」「体験で実施したような研修に参加してみたい」という旨の意見を多数いた

だけた。 

 これらの内容を基に、今期研究生が考えた「ありたい未来」と、その「ありたい未来」へと進

むための提言を発表した。 

  

 

４．「ありたい未来」とは 

 我々３期生が考えたありたい未来とは、「３つの“ありがとう”」が当たり前になるキャリアデ

ザインであると考えた。具体的には、以下の３つの職員が在籍する「自分でキャリアデザインす

る人事体制」であるとした。 

 

〇地域密着型職員  市民からの「ありがとう」 【顔と顔をつなげる職員】 

 働き方は「現場（地域）主義」であり、地域住民と「頼り、頼られる」信頼関係を構築し、取

捨選択を一緒に行う関係性を築いていくスタイル。 

 

〇ジャンプ型職員  関係者からの「ありがとう」 【理想と現実をつなげる職員】 

 働き方は「自治体における事務の広域化（いわゆる自治体間のレンタル移籍）」であり、専門性



が必要な業務の負担平準化や前例が少ない業務経験者の有効活用を目的として、自治体間のレン

タル移籍を行うもの。実績は所属自治体と派遣自治体、そして自分自身の功績となるスタイル。 

 

 

〇サポート型職員  職員からの「ありがとう」 【現在と未来をつなげる職員】 

 働き方は「RESAS 等の統計データによる予測」を行い、人に寄り添いながら、ビックデータ、ス

モールデータの活用で示していく地域の最適解やアイデアが、地域密着型職員と住民の信頼関係

をより強固にしていくスタイル。 

 

 

 

 このような未来へと、枚方市が進むために。今、枚方市としてどうするのが良いのか。 

 具体的な提案を提言として、次にまとめる。 

 

５．提言 

 『研修制度をより身近に、幅広く』というコンセプトで、提言を行った。 

 具体的な提言内容としては、以下の通りである。 

 

①提案力強化の研修 【職員間の共感】 

 対象：全職員 ※運営として、人材マネジメント研究員（マネ友含む） 

 内容：ファシリテーション研修を定期実施。 

 効果：業務内容の見直しや提案する場（ボトムアップで提案できる場）とする。 

②古きを知る研修 【世代間の共感】 

 対象：入職１～３年目の職員 ※研修を行うのは退職者など、長く業務に携わった諸先輩方 

など 

 内容：各世代の実務者が持つ暗黙知や経験値の継承 

 効果：当時の出来事を知り、次世代へリスクマネジメントを実施する 



③新しきを知る研修 【次の世代との共感】 

 対象：全職員 

 内容：各部署に必要な最先端の情報や技術を知る研修 

 効果：職員が持つ視点・発想の転換 

 

 これらの提言内容を実行するために、人事課と打合せを行い、次年度以降実施する予定の研修

に以下の内容を取り入れるよう提案した。 

 

①提案力強化の研修 【職員間の共感】 

（１）担当者向け 

    新入職員フォローアップ研修の１メニューとして実施。テーマは「業務内容の見直し、 

提案」とする。人マネ研究生（過去参加者含む）がサポートする。 

（２）管理職向け 

   新任課長研修の１メニューとしてファシリテーション研修を取り入れる。 

（３）新入職員、5年目・10 年目研修で、「世代間感覚差があること」を伝達する。 

②古きを知る研修 【世代間の共感】 

  次長・部長・経営層⇒課長層へ、本市の歴史を踏まえた事業の進め方・その進め方で反省 

した点を伝達する場を、管理職向け提案力強化研修の１メニューとして用意する。 

③新しきを知る研修 【次の世代との共感】 

  本市の公募型研修の１メニューとして、各部署に必要な最先端の情報や技術を知る研修を 

行う。地域情報化アドバイザー等を活用する。 



 

「②古きを知る研修」の対象は「次長・部長・経営層⇒課長層」としているが、今後は、課長代

理以下の層に対しても行う必要があると考える。だが、現時点で、組織として継承すべき「知」

が何なのかを整理できていないため、本件は今後も引き続き検討を行いたい。整理には 1年以上

の時間を要する見込みであるが（参考論文「組織における知の継承－知の継承における５つの誤

解」）、継続的に本研修を行っていくために、内容・方法の検討、検証を行った上で計画化したい

と考えている。 

 

６．感想 

 この論文をもって、本年度研究生の活動はいったん区切りをつけることとなりますが、ここか

ら、研究に基づいたアクション案をどう形にしていくのかという取り組みを行っていくこととな

ります。研究生からマネ友へ、役割が変わっても、目指すべき「ありたい姿」「ありたい未来」に

向かって、引き続き歩み続けていく所存です。 

本稿の感想にあたり、業務が忙しい環境においても、研究会への参加を快く送り出して下さっ

た保健予防課、情報推進課、施設整備室の皆様に御礼申し上げます。事務局として心温かくご協

力頂きました古財課長代理、松元様、職員インタビューやアンケートへご協力頂きました多くの

皆様にも厚く御礼申し上げ、感謝の意を表します。 

枚方市 第３期研究生一同 

 

 

 「研究」というものの難しさに改めてぶつかった一年でした。迅速化や効率化が最重要視され

る昨今、日々の研究においてもスピーディーに確実な答えや堅実な結果を求められていると感じ

つつ、数学の数式のように鮮やかに導き出される解のような答えを出せないもやもや感の中で、

研究ごとに仮説を考えそれに基づく必要な調査を行い考察する、という地道な作業を繰り返し行

ってきました。アンケート結果やインタビューの内容など、導き出された結果に仮説が考察がぐ

らぐらと揺らされることばかりで、その中で我慢強く悩み考えることを続けていく大変さとしん



どさを、学生以来、久々に味わいました。 

 同時に、研究というのは内面や思考だけで行うものではなく、それを言葉や図表にして外部

へ、他者へと示し、様々な意見を交わしながら進めていくものであるということも改めて痛感し

ました。ただ自分一人で考えているだけでは進まない。自らが考えていることを的確に分かりや

すく伝え、チームで研究し「対話」を尽くし、互いに切磋琢磨していくことの難しさを、随所で

痛感しました。このことは様々な問題に対して、どうしたものかとひとりで考え込む癖がある自

分自身にとって、目まぐるしく変化していく研究方針を前に、自分が苦手な「アウトプット」訓

練を毎日何度もさせて頂いたと思っています。 

 そして、壁にぶつかるたびに、「とことん対話」の大切さを痛感し、「自ら考える」ことで開け

る道を知り、「自分の言葉でしっかりと伝え切る」ことの偉大さを知りました。 

本年度の研究員としての活動はこれで終わりを迎えますが、ここからが研究の始まりなのだと

痛感しています。微力かもしれませんが、本年の活動にて学ばせていただいた様々なことを糧

に、組織の一員として何が出来るのかを考えながら、また一歩進んでいきたいと思っています。 

宮本 佳寿子 

 

 

正直申し上げて、今年度研究生３名の中で私が一番「モヤモヤ」していた時期が長かったよう

に感じています。インタビュー・アンケートの中で課題として挙がっている事項に対して、すぐ

にでも対策案を出し、できる限り早急に組織へ対応策を浸透させなければ、という想いが強かっ

たにも関わらず、そのような対策案はすぐには出てこなかったからだと思います。論文中に記載

した世代の感覚差を考慮し、今は、少しずつ浸透させることが重要である、と強く感じていま

す。 

部会活動に参加したことで、「共感しながら対話する」ことを、少しずつ実践できるようになっ

たと感じています。私の担当業務である RPA 導入案件では、「共感」「ゴール共有」を念頭に置い

て各部署の担当者と会話・議論したことで、スムーズに業務を進めることができました。結果、

お互いが WIN-WIN に、前向きに仕事できたと考えています。RPA はあくまで一例ですが、今後の地

方自治体では「共感」「対話」が非常に重要な要素になると実感できました。この要素を職員へ広

めていくためにも、今後も「伝え、対話していく」ことを継続していきたいと考えています。 

実は、昨年度研究生の部会最終報告会に参加した直後は、今年度の部会活動に参加することに

なると全く考えていませんでした。ですが、参加する機会をいただけたことで、自分自身も意識

を変革させることができたと、今、強く感じています。 

垣東 伸明 

 

 

 はじめに、本稿を借りて宮本係長、垣東主任へ厚く御礼申し上げます。 

 私はお二人とは異なる年齢層と職種であったため、家族構成や業務内容を知る事から始め、自身

の役割を「情報収集と資料作成等の行動役」として担当しました。私が身勝手に発散するアイデア

に対して、否定することなく寛容に受け止めて下さったお二人だからこそ、無事、一年を終えるこ



とができたと実感致しております。 

 私は研究会の中で、「他人に寄り添える人でありたい。」と話した事がありました。入職当時から

変わらない想いですが、これまで、八方美人と揶揄されることも多くありました。その言葉の数々

に何度も憂いていましたが、本研究会の効果なのか気にする回数が減ったように感じています。  

 これからも、「新たに挑戦したいけど、味方は少ないだろう。」と不安に感じる人達に寄り添える

ようあり続けたいと思います。 

 今回、時代背景と世代間の感覚差について研究を致しました。現役の大学生の一部には、ＰＣを

使うことが苦手な方がいるそうです。その原因は、タブレット端末の普及によりＰＣを使う必要性

が薄れたことが影響しているとのことでした。将来、私がその人達に“自身にとっての当たり前”を

強要しないか不安に感じつつ、同時に、「研究会に終わりは無い。」の言葉の本質に少しだけ気づけ

た様な気がしました。 

 さいごに、様々な意見交換にお付き合い頂きました熊本市の吉坂様、吉永様、松田様に御礼申し

上げ、感謝の意を表します。 

森本 孝平 


