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鶴岡市の概要 

 鶴岡市は、日本海に面する山形県庄内地方の南部に位置し、江戸時代には、徳川四天王筆頭の酒井家

が治めた荘内藩の城下町として栄えました。明治維新以降は、庄内地域の中心的な都市の一つとして、

文化、産業など様々な面で地域を牽引してきました。 

 

 平成 17 年 10 月 1日に、近隣の６市町村（鶴岡市・藤島町・羽黒町・櫛引町・朝日村・温海町）が合

併して、現在の「鶴岡市」となり、人口は約 12 万人で山形県内では山形市に次いで第２位、面積は約

1,312k ㎡で東北地方では第１位、全国でも 11番目に大きい自治体となっています。 

 

 また、鶴岡市は、平成 26 年にリニューアルオープンした、クラゲ展示種類数世界一を誇る「加茂水

族館」や、感動日本一と呼ばれ近年は爆発的な人気を誇る「赤川花火大会」、４つの温泉卿といった観光

資源に加え、多くの地域資源を有しています。国内で唯一のユネスコ創造都市ネットワーク「食文化」

分野への加盟、「出羽三山」「サムライゆかりのシルク」「北前船」の 3つの日本遺産の認定、県産米「つ

や姫」「雪若丸」が誕生し、「だだちゃ豆」といった在来作物も豊富です。更には、世界最先端のバイオ

研究など高等教育研究機関の集積にも取り組んでおり、数多くのベンチャー企業も本市から誕生・躍進

しています。他にも、新文化会館「荘銀タクト鶴岡」が竣工する中、市民による合唱の取組や、国指定

有形文化財である「黒川能」といった伝統芸能をはじめとした、芸術文化面での地域力の高さなど、市

民一人ひとりの人材力も、本市発展の原動力となっています。 

 

 しかし、現在は少子高齢化の急速な進展と人口減少に直面しており、若者の地元定着、地域医療福祉、

旧町村部の活性化など、山積みする課題に正面から向き合うことが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

加茂水族館 

感動日本一！「赤川花火大会」
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１．はじめに 

『早稲田大学マニフェスト研究所 人材マネジメント部会（以下、人マネ）』は、地域主権の時代を迎

え地域の自立が求められる中、「指示・通達待ち型」から「問題発見・解決型」の人材育成へ転換するこ

とを目的に 2005 年に開設され、今期で計 14期目となる部会である。人マネの果たす役割は、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。 

具体的には、年間を通して参加する 3名の派遣生が、所属する団体を「地域経営型組織」へと変革し

ていくシナリオを、過去の受講生や他団体の仲間と共に研究し、経営層への提言にまとめ上げていくた

めの実践的な研究活動の場であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部会が大切にするキーワード。地方創生の本丸は、「人材」「組織」 

 

鶴岡市では、今年度より人マネへ派遣を行い、今回が１期目の活動となる。そのため、組織内での人

マネに対する認知度はまだまだ低く、まずは我々１期生が、できるところからアクションプランを実行

し、組織内に人マネの浸透を図り、同じ想いを持った仲間づくりが重要であると認識している。 

今年度の全５回の部会（と毎回行われる夜の交流会）への参加、対話自治体に選ばれた岩手県花巻市

の晴山さん・藤村さん・名須川さん、そして東北や全国のマネ友・幹事団との対話や交流を通して、我々

は「多くの気付き」と「一歩前に踏み出す勇気」を胸に焼き付けることができた。 

次年度以降も部会への派遣を続けながら、マネ友や理解者を少しずつ増やし、我々鶴岡市の「あるべ

き姿」を目指して、組織変革を一歩ずつ進めていきたい。 

この１年を振り返り、次年度以降に繋げていくために、我々の活動や想いを本論文に記す。 

 

  

キーワード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 

キーワード３ 

一人称で 

捉え語る 

何事も自分事 
として考える 

キーワード２ 

価値前提で 

考える 

ありたい姿から 
考える 

キーワード１ 

立ち位置を 

変える 

相手の立場から 
考える 

 

部会が 
大切にする 
キーワード 

そして、一歩前に踏み出す 
同じ思いをもつ仲間とともに、挑戦をつづけていく 
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２．この１年の活動内容 

 

（１）部会への参加、事後課題への取り組み 

 

日付 活動の概要と経過 気付き・学び・反省等 

2019 年 

4/18(木) 

★第１回研究会（仙台会場） 

※参加自治体：東北地方 16団体 

(対話自治体：岩手県花巻市に決定） 

・対話の重要性。経営品質。価値前提で

考える。ドミナントロジック(思考の

癖。歪んだ眼鏡で世界を見ている)。 

～4/26 自治体版 ICP人材力診断受診（１回目） 

※人材育成プログラム作成や人事配置

にも活用可能な能力測定ツール 

・各々の仕事に対する姿勢や価値観、

性格・特性、モチベーションやメン

タルの要素を「見える化」した。 

5/13(月) 事後課題作成のためのキーパーソンイ

ンタビュー①（総務部長、市役所OB、

観光事業者、花巻市マネ友加藤さん） 

※Zoom アプリ初体験 

・対話を意識しながらヒアリングする

ことで、今までは深堀できていなか

った、様々な想いや新しい考え方を

聴くことができた。 

～5/15 事後課題への取り組み 

※研究テーマ（人口・年齢構成、職員数

と財務状況等）とタイムライン作成 

・自治体タイムラインや今後の展望を

作成しながら、本市の過去・現在・未

来を見つめ直すことができた。 

5/16(木) ★第２回研究会（仙台会場） 

※参加自治体：東北地方 16団体 

 

 

 

 

・コンテンツだけではなく、プロセス

として『KEEP・PROBLEM・TRY』

を振り返ることの重要性。「問い」が

学びを促す。 

・青森県三沢市の平野真夕さんの、グ

ラフィックレコーディングに衝撃。 

～7/10 事後課題へ取り組み 

※【２】現状の根拠（統計データやキー

パーソンインタビューで得た証言、

過去の出来事）→【１】組織の現状分

析（様々な調査から浮かび上がった

仮説）→【３】現状の原因（現状と根

拠から導き出される、原因と思われ

る事）の作成 

 

 

 

 

 

 

 

・「問い」の練習も兼ねた『組織の現状

を捉える』課題が出され、メンバー

３人で対話を重ねる中で、組織の現

状や現状の根拠、現状の原因を導き

出す事ができ、共通理解が深まった。 

 

・組織の現状分析として、「組織のマネ

ジメントやガバナンスが正しく機能

していない部分がある」「現状の人数

以下で、今後の業務をこなす方法を

考えなければならない」「コミュニケ

ーション能力の向上や、時代の変化

に対応できるような職員の育成・資

質向上が求められている」といった

仮説を掲げ、根拠や原因を探った。 
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日付 活動の概要と経過 気付き・学び・反省等 

7/17(水) 

～7/18(木) 

★第３回研究会（東京会場） 

※参加自治体：全国 98 団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久慈市の大沢さんの行動力に乾杯 

・「人材マネジメント部会が目指すも

の」を、出馬幹也部会長の講演で、よ

うやく理解することができた。 

・元三重県知事の北川正恭顧問の講演

では、自己決定・自己責任を持てる

職員に為れ！と背中を押された。 

・個人の振り返りワークを基に、全国

の自治体職員と対話を重ね、未来に

向けて前向きに取り組んで行こうと

やる気アップに繋がった。 

・開催が危ぶまれた全体交流会は、久

慈市の大沢さんの主動で無事開催。 

8/14～8/20 事後課題作成のためのキーパーソンイ

ンタビュー②（教育長、市民部長、政策

企画課長） 

・新たに３名の方々に、市の現状や課

題、ありたい地域・組織の姿、市職員

に関すること等について、対話を意

識しながらインタビューを行った。 

～9/6 事後課題へ取り組み 

※研究シートとメッセージ動画の作成 

・いよいよ具体的なアクションについ

て、モヤモヤしながら検討を始めた。 

・動画は、市役所大会議室で、スマホで

撮影し、そのまま YouTube に限定公

開の形でアップした。 

9/18(水) 幹事団のフィードバック動画受領 

※YouTubeに掲載された動画の閲覧 

・１期目という事もあり、幹事団の皆

さまからは、とても前向きで背中を

押してくれるご助言をいただいた。 

～10/4 事後課題へ取り組み 

※幹事のアドバイスを受けて研究シー

トの内容を更にブラッシュアップ 

・３人で集まる時間が取れず、メール

でのやり取りのみでブラッシュアッ

プ作業を行ってしまった。 

10/10(木) ★第４回研究会（仙台会場） 

※参加自治体：東北地方 16団体 

 

 

 

 

・他の自治体の取り組みのお話を聞き

ながら、幹事団からは１期生として

今後の活動の仕方に関する悩みを聞

いていただき、意見や励ましの言葉

をいただくことができた。 

11/15(金) 佐藤幹事とのミニ勉強会（in 鶴岡市） （後述） 

～1/23 事後課題への取り組み 

※「この１年の取り組み」「これからの

こと」を記載したポスターの作成 

・何度か市役所に集まり対話を重ね、

前年度の他自治体のポスターも参考

とし、本市は Word で作成した。完

成データは大判プリンタで印刷し、

事務局へ提出した。 
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日付 活動の概要と経過 気付き・学び・反省等 

1/30(木) 

～1/31(金) 

★第５回研究会（東京会場） 

※参加自治体：全国 98 団体 

※『handsup!』を使った質疑応答も 

 

 

 

 

 

 

 

鶴岡市にご投票くださった皆さま 

ありがとうございました 

・ポスターセッションにより、各自治

体がマネ友と共に取り組んだ１年間

の熱い想いを、目の当たりにした。 

・参加者の投票で上位に選ばれ、翌日

プレゼンも行った３団体のポスター

は、それぞれに光るものがあった。

（参考：鶴岡市 25 位/98 団体） 

・北川顧問と出馬部会長の最終講話を

お聴きした際に、第３回に比べて、

頭に入ってくる感覚が異なった。つ

まり、我々の中で意識改革が進み内

在化されている事を実感できた。 

1/31(金) マネ友夜会 （後述） 

2/1(土) 人マネ実践スキルアップ講座 （後述） 

～2/21 自治体版 ICP人材力診断受診（２回目） 

※この１年間の成長や変化について、

データで可視化するもの 

・部会への１年間の参加を通した自分

の成長や変化、また自分の強みと弱

みについて再認識できた。 

～3/12 個々のアクション 

共同論文作成・提出 

・第５回研究会以降、個々で様々な取

り組みを始め、共同論文については、

市役所に集まり対話を重ね、各々の

強みを活かしながら作成した。 

 

（２）佐藤幹事とのミニ勉強会 

 

佐藤幹事が 11 月にお隣の酒田市へお越しになるということで、その足で鶴岡にも寄っていただき、

2019 年 11月 15日(金)に鶴岡市役所で、ミニ勉強会を行う事になった。 

第４回までの研究会だけでは深掘りできなかった、本市の根底にある課題について、「関係の４毒素

（非難、侮辱、自己弁護・防御、逃避・無視）」等も示していただき、相互理解を深めることができた。 

佐藤幹事との対話を深める中で、加留部幹事が東北公益文科大学の講師として頻繁に来鶴されている

ので、その際に人マネとも連携ができないか、また来年度の受講候補者の話題など様々な新しい気付き

に発展し、対話の重要性を再認識した。 

 

 

 

 

 

 

終始、和やかな雰囲気で、     タクトのロゴが佐藤幹事の地元青森県に似ている 

対話により課題を深堀した      といった、予想外の気付きも得る事ができた 
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（３）その他、部会以外での活動 

 

 マネ友つるおが支部 2019-2020（以下、2019 人マネチーム）メンバーそれぞれが、まずはできるこ

とから一歩ずつ行動しよう！という意識を持ち、部会の活動以外でも以下のアクションに取り組んだ。

次年度以降も、現状を１ｍｍでも良くするために、マネ友同士が連携しながら様々なアクションを行い、

組織変革を進めていきたい。 

 

■対話の場「マネ友夜会」への参加 

概要 実施目的・内容 効果と課題 

開催日時：R2.1.31(金) 

第５回部会終了後 

 

形式：任意参加  

 

2019 人マネチーム 

（上野） 

・部会終了後に、話し足りない人、

モヤモヤしている人、時間が余っ

ている人など、多様な人が集まっ

て、テーマ毎にダイアローグが行

われた。（意識高い系と呼ばない

で問題、Excel の関数の引継ぎ問

題などなど…） 

・自分の悩みをぶつけて、同じ想いで

いて共感してくれる仲間がいるこ

とを知り、モヤモヤが解消できた

人もいれば、時間が無くて自分の

悩みを話せずに余計にモヤモヤし

てしまった人もいたのではないか

と感じた。 

 

■地域を変える人マネ実践スキルアップ講座～明日から「使いたくなる」学びを得よう！への参加 

概要 実施目的・内容 効果と課題 

開催日時：R2.2.1(土) 

9:30～15:30 

 

形式：任意参加 

 

2019 人マネチーム 

（原田） 

 

第５回研究会の翌日に WASEDA 

NEO で開催された、下記の５つの

講座から選択して受講するスキル

アップ講座に参加した。 

【講座１】アクティブ・ブック・ダ

イアローグ🄬で学ぶ(田中裕子さん) 

【講座２】マネ友の事例紹介&ディ

スカッション(しぶこばさん)) 

【講座３】あなたも明日からファシ

リテーター(加留部貴行幹事) 

【講座４】SDGs de 地方創生カード

ゲーム×LEGO🄬(篠田智仁さん) 

【講座 5】オフサイトミーティング

の開き方(佐藤淳幹事) 

 

 

 

 

 

 

講座４の講師と受講者で記念撮影 

・いずれも魅力的な内容で、体が５つ

欲しかったが、悩みに悩んで実は

内容を良く理解していなかった

SDGs を学ぶため、【講座４】を受

講した。カードゲームを使って、参

加者同士でチームとして連携を深

めながら SDGs と地方創生を楽し

く学ぶことができた。また、同時に

行った LEGO🄬SERIOUS PLAYに

より、自分のありたい姿について

も、強く再認識する事ができた。 

・講座の最後には、５つの講座の全受

講者が１つの会場に集結し、各講

座の内容を対話で共有する時間が

設けられていたのも良かった。 

・可能であれば、秋田県横手市のよう

に３人が別々の講座を受講し、後

日スキルアップ講座の情報共有会

を行い、チーム内で共有するのが

ベストの形ではないかと感じた。 
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■朝活（櫛引庁舎「ゆるゆる朝活委員会」）の実施 

概要 実施目的・内容 効果と課題 

開催日： 

vol.1 R2.2.12 

vol.2 R2.2.26 

vol.3 R2.3.11 

vol.4 R2.3.25 予定 

 

形式：オフサイトミー

ティング 

 

参加者： 

vol.1 16 名 

vol.2 15 名 

vol.3 18 名 

 

2019 人マネチーム 

（原田） 

目的：全庁的な取り組みの前に、ま

ずは小さい単位からということで、

櫛引庁舎に勤務している職員を対

象としたオフサイトの取り組みを

試しに始めることにした。先輩職員

から組織や仕事に対する考え方や

体験談、プライベートの趣味の事な

ど普段は聴けない話を聴き、それに

基づき対話を行うことで、チームワ

ークの強化や今後の公務員人生に

活かしてもらうことを目的とした。 

 

内容：毎月第二・第四水曜日（櫛引

庁舎のパンカフェ開催日と同日。よ

って、朝の弁当作りが不要）の始業

前に、手始めに２月と３月は、教育

長や支所長、他にも様々な活動を行

っている先輩職員のお話しをお聴

きし、また参加者同士で対話のトレ

ーニングを行う場も兼ねた、堅苦し

くない 30 分程度のゆる～い朝活を

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゆるゆる朝活の様子(vol.1・vol.3) 

・ゲストスピーカーを引き受けてく

ださった教育長や支所長等から

は、普段の業務の繋がりだけでは

絶対に聴くことができない、様々

なお話を聴くことができた。公務

員の大先輩方の過去の体験談等に

よって、非常に多くの新しい気付

きを得ることができたため、参加

者からはとても好評であった。 

 

・実施後にアンケート調査も行い、今

後お話を聴いてみたい人や内容、

他にも朝活として取り組んでみた

い内容のアイデア募集を行った。

また、女性の参加者からは、終業後

の活動より、このような始業前の

活動のほうが参加しやすいので助

かるといった声も多く聞こえた。

(決まっている朝のルーティーンを

変えるのはなかなか難しくて、参

加できなかったという声もあり) 

 

・次年度以降も本取組を継続しつつ、

他の職場にも何かしらのオフサイ

トの取り組みを浸透させたい。 

 

・本市では市町村合併に伴い、勤務場

所が数十か所に分散している状況

である。そのため、平日の始業前や

終業後の全庁的な取り組みとなる

と、移動時間を考慮しないといけ

ないため、参加者数に大きな影響

が出てしまうのが課題である。（解

消のためには、今回のように勤務

場所単位での開催や移動時間を考

慮した時間設定、または休日に開

催といった配慮が必要である） 
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■書き損じ・未使用ハガキ募集活動 

概要 実施目的・内容 効果と課題 

期間：R2.2.17～2.27 

 

形式：庁内メールで有

志に声掛け 

 

2019人マネチーム 3名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

心温まる御礼状もあり

がとうございました 

第５回研究会の中で行われた、認定

NPO 法人テラ・ルネッサンスの鬼

丸昌也氏の講演をお聴きし、その活

動に感銘を受け、同団体の活動の一

助になればと思い、庁内メールで有

志に声掛け（かつ、人マネの PR）を

行い、書き損じ・未使用ハガキの募

集を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

沢山の御厚意に感謝申し上げます 

・職員有志 21 名から、計 374 枚のハ

ガキ(と切手 4 枚)が集まった。 

・短期間の募集であったが、多くの方

からご賛同をいただき、各家庭で

眠っていたり、処分に困っていた

りしたハガキを集めて、先方へ寄

付することができた。 

・各々から、微力ながら役立てて欲し

いといった形でハガキを託され、

鬼丸さんが話されていた「私たち

は微力だけど、無力ではない」の言

葉通り、微力も集まれば大きな力

になる事を実践し、実感できた意

味合いは、とても大きいと感じた。 

・メールの中で、人マネの活動や理念

についても PR することができた。 

 

■Zoom を使ったオフサイトミーティングへの参加 

概要 実施目的・内容 効果と課題 

参加日時： 

■佐藤幹事マター 

①R2.3.8(日) 

20:30～22:00 

④R2.3.20(金・祝) 

20:30～21:30 予定 

■丸本幹事マター 

②R2.3.9(月) 

21:00～22:10 

③R2.3.13(金) 

21:00～22:30 予定 

形式：Zoomを使ったオ

フサイトミーティング 

参加者： 

①佐藤幹事他 計 13名 

②丸本幹事他 計 10名 

2019 人マネチーム 

①・④佐藤幹事が企画し Facebook

上で参加を募った Zoom を使った

「人マネオンラインオフ会」。ポス

トコロナ時代の新しい自治体経営

のあり方を考えるため、オンライン

のダイアローグ体験や反転授業形

式の勉強会等を実施している。 

 

②・③丸本幹事が企画し Facebook

上で参加を募ったZoomを使った自

治体職員のための「ストレングスフ

ァインダー🄬入門講座」と「ストレ

ングス・ギャザリング（強みとして

の活かし方を学ぶ場）」。『自己理解』

や『他者理解』、チームビルディング

等に最適な本ツールについて理解

を深め、自分とじっくり向き合う機

会を作る目的で実施している。 

・Zoomを使ったオンラインのダイア

ローグを何度か体験し、やる内容

が決まっていたり、顔見知りだっ

たり、目的が共有されていれば、複

数人でも対話が成立する、非常に

有効なツールだと認識できた。 

・普段会えない方々と気軽につなが

れるメリットは非常に大きいが、

参加者も慣れが必要であったり、

ファシリテーター側もオンライン

独自のスキルが必要だと感じた。 

 

 

 

 

 

 

Zoom でのオンラインダイアローグ 
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３．考察 ～所属組織をありたい姿へ変えていくためのアクションプラン～ 

 

 人材マネジメント部会では、研究会ごとに事後課題（研究シート）が課された。なかでも、第 3回研

究会で示された「所属組織をありたい姿へ変えていくためのアクションプラン（研究シート③）」の作成

は、前 2 回の研究会の事後課題である研究シート①、②をベースに作成するもので、人材マネジメント

部会の運営方針にも直結したメインとなる課題であり、本稿でその詳細を述べる。 

 なお、研究シート③は、本稿の作成に当たり、提出したものに一部修正を加えている。 

 

 

（１）バックキャスティングのロジック 

 

私たちは、標記のアクションプランをバックキャスティング思考で策定する研究テーマに取組むに当

たり考えたこととして、いきなりありたい姿をイメージするのではなく、まずは現状がどうなっている

のかということを整理し、それをベースとしてありたい姿をイメージすることが必要なのではないかと

考えた。現状認識がない「ありたい姿」は、現実とかけ離れたものになるのではないかと考えたからで

ある。総論的に現状を認識したうえでイメージした「ありたい姿」から見えてくる各論的な現状の「課

題」をその根拠と原因とともに浮かび上がらせ、それを踏まえてありたい姿に向けたアクションプラン

を描くというプロセスで研究テーマに取組むこととした。本来のバックキャスティングとは言えないか

もしれないが、そのロジックを表すと下記のとおりとなる。 

現状認識 ⇒ ありたい姿 ⇒ 現状の課題 ⇒ アクションプラン 

 

（２）現状認識（提出課題の振り返り） 

 

 まずは、現状認識のため、事後課題として作成した「研究シート」について振り返りたい。 

 

 第１回研究会の事後課題（研究シート①）では、『地域の現状分析』として、地域の人口・構成の変化

が、自分達の組織や仕事にどのような影響を及ぼしていくのかを考えるため、「人」「組織」「財政」「計

画」について整理を行った。結果、鶴岡市の「過去」「現在」「未来」を見つめ直すことができた。 

また、定量的な指標では把握できない組織風土等については、「キーパーソンインタビュー」として、

市職員や地域の関係者にインタビューを実施し、本市の現状や課題、ありたい地域・組織の姿、市職員

に関することなどについて聞き取りを実施し把握を行った（本件は、第３回研究会後にも実施した）。 

結果、職員間の対話不足やコミュニケーションの低下に伴う信頼関係の低下、職員個人のスキル低下、

管理職とそれ以外の階層の職員の役割が不明瞭、人口減少に伴う財政運営の課題が職員の定員にも影響

を及ぼすなどの意見があった。 

 

第２回研究会の事後課題（研究シート②）では、『組織の現状把握』として、「観察」「組織に関する資

料、データ」「アンケート調査（既存、独自）」「インタビュー調査」を基に、【１】組織の現状分析（様々
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な調査から浮かび上がった仮説）、【２】現状の根拠（統計データやキーパーソンインタビューで得た証

言、過去の出来事）、【３】現状の原因（現状と根拠から導き出される、原因と思われる事）の作成を行

った。 

 

 

（３）ありたい姿 

 

① 20年後の地域のビジョン 

 

 20 年後の鶴岡市の地域ビジョンを考えた時に、現時点で公に示されて

いる地域ビジョンとしては、第２次鶴岡市総合計画（平成 31 年 3 月策

定）で掲げている「めざす都市像」がある。本市において最上位の計画で

ある第２次鶴岡市総合計画は、令和元年度から 10 年度までの計画であ

り、そのめざす都市像である『ほんとうの豊かさを追求する みんなが暮

らしやすい 創造と伝統のまち 鶴岡』は、本市の 10 年後のありたい姿で

あると言える。このめざす都市像は、10 年後の地域ビジョンであり、一

般的には、その先に 20 年後の地域ビジョンがあると言える。 

 

 しかし、この 10 年後の地域ビジョンから 20年後の地域ビジョンを考えるのはバックキャスティング

とは言えない。そこで、私たちは、先に述べたロジックに従い、本市の現状を認識・理解したうえで 20

年後のありたい姿をイメージすることとした。 

 20 年後のありたい姿を考えるうえでの本市の現状を認識する視点として、私たちは、他の自治体とは

違う「鶴岡の強み」に焦点を当てることとした。 

本市には、他の地域にはない優れた地域資源を有している。地方創生のモデルとも称される、世界最

先端のバイオ研究など高等教育研究機関の集積とベンチャー企業の躍進、国内で唯一「ユネスコ食文化

創造都市」に認定された豊かな食文化とそれを支える農林水産業、「出羽三山」「サムライゆかりのシル

ク」「北前船」の３つの日本遺産を形づくる歴史・文化・自然、市民による合唱の取組や黒川能などの伝

統芸能をはじめとした芸術文化面での地域力の高さなどが「鶴岡の強み」である。 

地域は、人口減少が進展する中にあっても、地域の成長・発展を目指さなければならない。地域の成

長・発展ではなく、安心・安全で快適な暮らしを第一義的に目指すべきとの考えもあると思うが、安心・

安全・快適な暮らしは、地域の成長・発展、より具体的に言えば、地域としての経済的な豊かさがあっ

てはじめて成り立つものではないだろうか。例えば、インフラ等の社会基盤の整備は、快適な暮らしに

は欠かせないもののひとつであるが、地域が発展・成長すること無くしては社会基盤の充実は図られな

い。地域の成長・発展に集中することで、全ての地域課題が解決するわけではないが、明るさの感じら

れる未来は思い描ける。幸いにして本市には、先に述べたように、先人が培ってきた、地域が成長・発

展し続けられると思える「希望＝強み」がある。であるならば、私たちは、あえて地域の成長・発展に

特化して「鶴岡の強み（先端バイオ、食文化ブランド、観光資源、芸術文化の地域力）をけん引力とし

て成長・発展し続けている鶴岡」を 20 年後の地域ビジョンとしたいと考える。 
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②20 年後の組織ビジョン 

 

 20 年後の組織・人材ビジョンを考えるに当たり、組織・人材の現状認識について整理する。 

本市は、平成 17年に１市４町１村が合併し、新「鶴岡市」となった。市町村合併は最高の行財政改革

と言われるとおり、合併以降、本市は定員適正化の名のもとに 380 人余りの職員数の削減に取組んでき

た（研究シート①「自組織の人数・年齢構成」参照）。その一方で、人口減少対策や国の新たな施策への

対応、住民ニーズの多様化などにより、業務は増え続けている。このことは、研究シート①の「財務状

況」で、一般会計予算額が増え続けていることからも明らかである。 

今後、進展する人口減少により財政規模の縮小が余儀なくされることが予想されることから、財政の

健全化を図るために今後も職員数の削減を進めざるを得ない状況にある。人口と職員が減っていく中、

多様な住民ニーズや時勢に応じた新たな取組などにより業務量が増えていくという負の相関関係によ

って、職員一人ひとりにかかる負荷が増しており、組織には疲弊感が漂っているようにも感じられる。 

 このような組織の現状認識を踏まえ、20 年後の組織ビジョンを考えたときに、この負の相関関係の状

況下にあっても地域の成長・発展を進めていくためには、限られた人数で求められる業務を遂行できる

「生産性の高い組織」でなければならない。 

 とは言っても、ただ単に、より多くの業務をこなすためだけに「生産性の高い組織」であらねばなら

ないのではない。組織としての生産性を高めることで「余力」を生み出し、その余力をもって、地域ビ

ジョンである「鶴岡の強みを活かした地域の成長・発展」を実現するための新たな付加価値を創出しよ

うというものである。試みにチャレンジして質の高い成果を生み出し、その成果を市民、地域に還元し

ようというものである。 

また、組織としての生産性を高めることにより、職業生活における精神的なゆとりを取り戻しながら、

働きやすい職場環境づくりを進め、職員のワーク・ライフ・バランスを推進する組織風土を醸成しよう

という狙いもある。 

 「生産性の高い組織」は、組織ビジョンではあるが、ゴールではない。生産性の高い組織であること

で、質の高い成果を生み出し続け、その成果を市民、地域、職員に還元しようというものである。 

以上のことから、20 年後の地域ビジョンを実現するために、私たちは「生産性の高い組織」であるこ

とを 20年後の組織ビジョンとするものである。 

 

ではどうすれば「生産性の高い組織」となることかできるか。その問いに対して、私たちは「生産性

の高い組織」であるためには何が必要かを考えた。必要な要素して導き出されたのが、「組織的な枠組み

（スキーム）」、「人材」、「対話」、「ツール（RPA・AI）」の４つである。 

職員一人ひとりが意識して組織の生産性を高めていくためには、組織的に有効かつ効率的に機能する

制度や仕組み、スキームが必要であり、それ無くしては組織としての力を最大限に発揮することは出来

ない。 

また、組織は人の集団であり、組織力を高めるうえでは、職員一人ひとりの資質・能力の向上は不可

欠であり、質の高い少数精鋭の職員集団を構成する人材が求められる。 

さらに、個々の人材を繋ぎ、士気を高め、信頼関係を構築していくのに必要なのは対話である。人は、

それぞれ性格、意識、考え方が違う。チームとして協力し合いながら仕事をしていくためには、違いを

理解したうえで、同じ価値を見出すプロセスとしての対話が重要となる。 

加えて、近年の情報通信・処理技術の目覚ましい進歩を踏まえると、今後の業務の物理的な効率化を
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図る上では、RPA や AI というツールが非常に重要なファクターであり、組織としてそれをうまく使い

こなすことが求められる。 

以上の４つの要素を有機的に機能させることによって、組織の生産性を高めていく。そして、自己の

組織の生産性が高まっていることを実感できたときには、職員一人ひとりの士気もおのずと高まり、そ

の高い士気によってさらに生産性の高みを目指すという好循環の組織風土が形成される。そういう組織

が、私たちが目指す「生産性の高い組織」である。 

 

 

③20 年後の人材ビジョン 

 

私たちは、研究シート①の作成過程におけるキーパーソンインタビューを通して、職員一人ひとりに

求められる資質・能力についての多くの気付きを得た。それらをまとめると、次の６つの資質・能力が

導き出された。事業を企画立案するとともに着実に遂行する「プロジェクトマネジメント」力。社交性、

聴く、説明する、交渉するといった「対人感性」。状況を見極める鋭い観察眼を伴った「判断力」。論理

的に考察し、表現するための「思考力」。異なる意見を許容し取り入れていくとともに、ストレス下にあ

ってもメンタルタフネスを保つ精神的な「柔軟性」。チャレンジ精神や向上・改善意欲の源となる「知的

好奇心」。それらを合わせ持った『「ビジネス“人間力”」の高い職員』を 20年後の人材ビジョンとし、組

織ビジョンである「生産性の高い組織」を構成する要素としての「人材」のありたい姿として位置づけ

たい。 

 

 

④５年後、３年後、１年後の組織・人材のありたい姿 

 

生産性の高い組織になるために必要な要素を計画的に整えていくというプロセスとして５年後、３年

後、１年後の組織・人材のありたい姿を考えると次のようになる。 

５年後のありたい姿は「定着開始段階」と位置付け、「生産性の高い組織をつくるという意識が組織風

土として定着してきている」、「職員の士気が高まってきている」状態であり、20 年後に向けた土台がで

き始めている段階とする。 

３年後のありたい姿は、５年後の「定着開始」に向けた「取組の進行段階」とし、「庁内の決定・調整

機関が稼働し、事業のスクラップ、統廃合が行われている」「新たな研修計画で「ビジネス“人間力”の高

い」人材の育成が進められている」「マネ友以外の部局で対話が進んでいる」状態であり、後述するアク

ションプランによる取組が動き始めている段階とする。 

 １年後のありたい姿は、３年後の「取組の進行」に向けた「検討段階」とし、「生産性の高い組織のあ

り方が検討されている」「ビジネス“人間力”の高い職員を目指すためも研修体系・計画の検討が進められ

ている」「マネ友発信での対話が始められている」状態であり、アクションプランによる具体的な検討が

進められている段階とする。 
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（４）現状の課題 

 

 これまで述べた（２）の現状認識と（３）のありたい姿の①から④の項目を踏まえ、現状と課題につ

いて考察すると、組織・人材のありたい姿である「生産性の高い組織」を目指すという視点で組織・人

材の現状を見た時に、課題として挙げられる現状に、全体業務量の適正化が組織的に取り組まれていな

いということがある。本市では、事業のスクラップ、統廃合、所管替えなど、組織の生産性を高めるう

えでまず取組むべき全体業務量の最適化が組織的に取組まれておらず、現場（課）レベルで対応するも

のと捉えられている。 

人材マネジメント部会の第３回研究会での出馬部会長の講演で「現場業務の絶対量を増減できるのは

経営層だけであり、現場で減らすのは不可能」との話があった。事後のスクラップについて言えば、役

割を終えたと思われる事業や効果が薄い事業、何となく続いている事業等があり、それらのスクラップ

が必要なことは、皆が認識しているのになぜ現場ではスクラップができないのか。市町村は住民に最も

身近な基礎自治体であるため、利害関係が近いところで入り組み、事業の統廃合が進めづらいという構

造的な問題を抱えている。加えて、現場においては、サービスが低下することへの抵抗感、反対・批判

を避けたい意識、一部の反対を調整する困難さ、一時的にかなりの労力・手間がかかるなどのなどの理

由で問題を先送りし、止めることよりも続けることを選んでしまう傾向があることから、現場マターで

は一向にスクラップが進まない。仮に現場で事業のスクラップが行われたとしても、あくまで現場マタ

ーであるために、組織内で取組が共有できず、組織全体へ波及していかない。 

さらに、事業のスクラップが進まない中で、新たな業務が増え続けていることが組織的な疲労感に繋

がり、職員一人ひとりの精神的な余裕が失われているように思われる。それによって職員間の対話が停

滞し、仕事の質や量、スピード感が低下しているようにも感じられる。 

 

人材育成についての課題はどうか。本市は、平成 25 年 3 月に「鶴岡市人材育成基本方針」を策定し

た。人材育成基本方針では、（１）社会経済情勢の変化、地域の実情の把握に努め、事業の見直しや新た

な取り組みにチャレンジする職員、（２）全庁的な視野に立ち、事務事業の着実な遂行、ＰＤＣＡサイク

ルによる見直し、部下職員の指導・育成などに取り組むマネジメント能力のある職員、（３）市民・地域

との信頼・連携関係を構築し、市民・地域が取り組む事業のコーディネートや市民と行政との協働事業

などを進めることができる職員の３つを目指すべき職員像に掲げ、①人事管理、②職場環境、③職員研

修、④地域活動の４つのアプローチで人材を育成していくとしている。 

私たちが、先に掲げた 20 年後の人材ビジョンは、現在の人材育成基本方針

に盛り込まれているとは言えない。 

また、研究シート②の組織の現状分析においては、職員のコミュニケーショ

ン能力不足や時代の変化に対応できる資質・能力の向上を課題として挙げた。 

職員に求められる資質・能力は、普遍的なものもあるが、地域を取り巻く社

会情勢の変化に合わせて変わっていく。組織も人と同じように「生き物」であ

り、常に変化している。であるならば、人材育成基本方針、すなわち本市の人

材育成のあり方もバージョンアップが必要な時期に来ているのではないだろ

うか。 

これが、本市の組織・人材育成の現状としての大きな課題であると考える。 

 
鶴岡市職員人材育成基本方針  

（平成 25 年３月策定）   
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（５）組織変革に向けたこれからのアクションプラン 

 

先に述べたように今後も職員数の削減が進んでいくことは避けられない。その状況下にあっても質の

高い成果を生み出し続ける「生産性の高い組織」目指すに当たり、私たちは、その構成要素であるスキ

ーム、人材、対話の３つにアプローチしていくことを組織変革に向けたアクションプランの柱としたい。 

組織を変えるためには、職員一人ひとりが変わらなければならない。職員が変わるためには、一人ひ

とりの意識が変わらなければならない。しかし意識を変えるということは言葉にするのは簡単だが、な

かなか容易にはできない。意識を変えるためには、まず行動を変えてみる。その変えた行動が当たり前

のことになり習慣化したときに、意識もその行動に合わせて変わっているのではないだろうか。 

では、人の行動を変えるためにはどうしたらいいか。組織においては、ルール、システムをつくる、

または変えることが必要であり、まずはここに働きかけたい。 

 

１年間の人材マネジメント部会での学びを通し気づいたことは、私たちには対話が不足しているので

はないかということである。単なる職場内でのコミュニケーションではなく、組織や人材の課題を共有

し、アクションにつなげていくための対話という意味である。正直なところ、これまでは、対話という

ものにあまり必要性を感じていなかった。しかし、人材マネジメント部会への参加を通して、他の自治

体では、オフサイトミーティング等が活発に行われているという現状を目の当たりにして、人材マネジ

メント部会がねらいとする「所属する組織が望ましく変革するための庁内対話を促す」ということの意

味、対話の価値がはじめて理解できた。 

私たち自身の行動を変えるために、対話の場をつくるというアクションを起こす。組織内に「対話に

参加する」という新しい行動を促すためのシステムとしての「場」を作ることを第一のアクションプラ

ンとしたい。これには仲間を増やすという目的もある。 

 しかし、闇雲に「組織変革のために集まって対話しましょう」と言っても、私たちも含め、本市職員

の気質から考えるとなかなか集まれないであろう。何かしらのネタが必要である。職員課では、平成 24

年度に人材育成基本方針をつくるための素材として「組織と仕事、人事についての職員アンケート」を

実施した。この職員アンケートを新たな質問項目も加えながら、職員課と共同で改めて実施し、そのアン

ケート結果をネタに「サーベイ・フィードバック」（アンケート結果に基づき、現状の確認・改善点につい

ての議論を行うこと）を行い、組織・人材についての対話を仕掛けていきたいと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「サーベイ・フィードバック」の様子      「サーベイ・フィードバック」の様子 

（宮城県柴田町）              （岩手県花巻市） 

 

※写真データ提供「早大マニフェスト研究所 招聘研究員 佐藤淳 氏」より 
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ちなみにこのアイデアは、令和元年 11 月に佐藤淳幹事が来鶴し、私たちとミニ勉強会を行ったとき

の助言を基にしたものである。その対話には経営層予備軍の方々からも参加してもらい、この対話を入

口として職員ひとり一人の問題意識を掘り起し、組織の課題についても共有していく。その中で、組織

の課題である「全体業務量の最適化を組織的に行っていく」ためスキーム（スピード感ある意思決定の

在り方、人員と予算との連携、プロセス）などについても議論したいと考える。 

 

 もう一つのアクションプランは、「人材」をターゲットとした研修プログラムの検討・実施である。人

材育成を所管している職員課との対話を通して、私たちが生産性の高い組織を構成する人材として考え

る「ビジネス“人間力”の高い職員」と人材育成基本方針との整合性を図り、それをもとに現在の研修体

系やプログラムの見直しやバージョンアップを行うというものである。人材育成基本方針との整合性を

図る過程において、人材育成基本方針を見直す必要があるということになれば、それにも参画していき

たい。 

さらには各階層の研修プログラムにおいて、一定時間を対話の時間に充てることも検討し、対話を組

織の中で標準化することも図っていきたい。 

 

 まずは、仲間を増やし、組織のあるべき姿に向けた変革への第一歩を踏み出す。そしてそれを続けて

いく。それが私たちのアクションプランである。 
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４．事後課題（研究シート） 

研究シート①【第１回研究会事後課題 提出資料（地域の現状分析）】 
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研究シート②【第２回研究会事後課題 提出資料（組織の現状把握）】 
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研究シート③【第３回研究会事後課題 提出資料（１．目指すありたい姿）】 

 

 

 

 

  

地域経営をリードするための人材マネジメント部会 1

組織・人材のありたい姿（状態） <5年後>

【定着段階】

•生産性の高い組織をつくるという意識が組織風土
として定着してきている。
・職員の士気が高まってきている。

2018年9月

１． 目指すありたい姿

組織・人材のありたい姿（状態） <3年後>

【取組進行段階】

•事業のスクラップ、統廃合が行われている。
•新たな研修計画で人材育成が進められている。
•マネ友以外の部局で対話が進んでいる。

組織・人材のありたい姿（状態） <1年後>

【検討段階】

•生産性の高い組織のあり方が検討されている。
•職員研修体系・計画の検討が進められている。
• マネ友の部署（課内）で対話が進んでいる。

20年後の地域・組織・人材のビジョン

＜地域＞
•鶴岡の強みをけん引力として成長、発展
し続ける地域

＜組織＞
•生産性〔質＆量〕の高い組織

＜人材＞
• 「ビジネス “人間力”」 の高い職員

自治体名： 鶴岡市

【必要な要素】

スキーム、人材、対話

ツール（RPA・ＡＩ）、

【定着】

組織風土

士気高揚

【強み】 先端バイオ、高等教育機関の集積、

食文化ブランド、観光資源

【資質・能力】

プロジェクトマネジメント、対人感性、判断力、

思考力、柔軟性、知的好奇心

取組
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研究シート③【第３回研究会事後課題 提出資料（２．ありたい姿の作成プロセスとその気づき）】 
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研究シート③【第３回研究会事後課題 提出資料（３．組織・人材の現状把握）】 
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研究シート③【第３回研究会事後課題 提出資料（４．現状把握の作成プロセスとその気づき）】 
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研究シート③【第３回研究会事後課題 提出資料（５．所属組織の変革に向けたアクションプラン）】 

 

 

  



山形県 鶴岡市（令和元年度） 

- 24 - 

 

研究シート③【第３回研究会事後課題 提出資料（６．取り組むアクションの詳細（一歩踏み出すシート））】 
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研究シート③－1【動画フィードバック後 提出資料（１．幹事団からのフィードバック：感想と気づき）】 
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研究シート③－１【動画フィードバック後 提出資料（２．感想と気づきを受けての修正）】 
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研究シート③－1【動画フィードバック後 提出資料（６．取り組むアクションの詳細（一歩踏み出すシート））】 
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５．付記（部会派遣を振り返って） 

 

●佐藤 清一（総務部職員課 課長補佐） 

 第 5 回研究会での鬼沢幹事長の言葉に「0 から１の距離は、１から 1000 までの距離よりも遠い」と

いうのがあった。 

 一方で、「始めるよりも続けることのほうが難しい」という言葉もある。 

 どちらも正しいと思う。要するに、始めるのも、続けるのも難しいということなのだ。 

 やや大げさかもしれないが、新しいことを始めて、続けていくためには、第一歩を踏み出すための「前

向きさ」と継続するための「ひた向きさ」が必要だと思う。 

組織・人材についての問題意識はあったにしても、いずれも私には欠けていたものである。 

 人材マネジメント部会に参加して、半ば強制的にではあるが、「始める」きっかけを得た。そして、他

の自治体の「前向きさ」や「ひた向きさ」にも触れた。仲間もできた。 

 組織変革への道のりは遠い。 

 まずは、始めること、続けていくことで自分自身から変わっていきたいと思う。 

 

 

●上野 直也（総務部東京事務所 専門員） 

 １期生として活動を進めてきましたが、組織論やマネジメントなどこれまで本格的には学んだことが

なく、大変勉強になりました。普段業務を行う中では、なかなか考えることがない、別の頭を使うよう

な研修で、対話がキーワードでしたが、普段の自分の仕事の仕方を考えると、足りないんだなぁと感じ

ました。 

 また、研修の中でも時間の関係もあり、自分が思っていることや聞きたいことが聞けずしまいという

時もあり、対話も難しい、気配りも必要なものと思いました。 

 全体を通して、他の自治体の方のお話をたくさん聞くことができ、自分たち（鶴岡）では当たり前と

思っていたことが、少しおかしいこと、遅れていること、鶴岡と似たような課題を抱えていること、や

り方にも様々な考え方・方法があること、上手くいっていること、苦労していることなどもお聞きする

ことができました。今後、活動を進めていく中で直面するであろう課題を疑似体験させていただくとと

もに、良い部分は頂戴して生かそうと思います。 

 研究とは、既存の取組や事業の中でおかしいところ、課題を改善・改良したいという思いから発生す

るものと考えておりまして、一方では批判や批評などと見受けられてしまいます。どんなことでも基本

的には人が関わってきますので、対話を含めて丁寧に進めていければと思います。 

 最後に、１月３１日の研修後で開催された「夜会」の中で、研修終了後は熱い思いを持っているもの

の時が経過とともに段々冷めていってしまう人が多い、といった趣旨のお話を聞きました。 

なかなか普段の業務をこなしながら活動することの難しさや職員の中でも自分が経験してきた職種

によって考え方に千差万別あること、業務への熱量の違いなど様々な要因があることからなのかな、と

感じましたが、長く活動するために、客観的に物事を捉えること、過度な負担は避けること、極端な活

動にならないようにすることなどを意識しながら、１期生をはじめ、来年度派遣されるであろう２期生、

活動に共感してくれる職員とともに、この研修のキーワードである対話を行いながら、取り組みたいと

思います。 
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●原田 孝昭（教育委員会事務局管理課 専門員） 

【ストレングスファインダー🄬トップ５】最上志向／達成欲／ポジティブ／共感性／成長促進 

2019 年４月某日。ふとしたご縁で、急遽本市の記念すべき１期生として参加する事になりましたが、

最初に結論を言うと、人マネ虎の穴で良い秘孔を突かれまくって、学ぶ意欲が増幅した一年間でした。 

第１回研究会を振り返ると、対話の重要性については、ふわ～っと理解しつつも、部会の目指すとこ

ろが腹落ちせず、モヤモヤしたまま終わりました。ただ、対話自治体として選ばれ、似たような境遇で

負けないで戦っている、岩手県花巻市のマネ友の晴山さん・藤村さ

ん・名須川さんがいてくれたことが、どれだけ心強かったことか…。

そして、両市にある高校が、揃って夏の甲子園へ出場するなんて、

ほんと運命的な出会いでしたね。新型コロナウイルスの流行に伴う

春の選抜中止は非常に残念でしたが、夏の甲子園には今年も両校が

揃って出場できますように！ 

途中何度か、こんなに事後課題があるなんて聞いてないー。騙されたー。と思った時もありましたが、１年間の参加

を通して、本当に多くの気付きや学び（一歩前に踏み出す勇気、対話の重要性、冊子を買い 3/10 に受

診した「ストレングスファインダー🄬」等）、そして、たくさんの出会いやつながり（マネ友含め全国に

は一目置ける公務員が沢山いること。更には楽天ファンやモノノフとの出会いも）にも発展したため、

このタイミングで人マネに出会えたご縁と、チャンスを逃さなかった自分に天晴れをあげたいです。 

仮に参加しないという選択肢を選んでいたら、間違いなくドミナントロジックという殻に閉じこもっ

たままで、今年度出会った人に出会えず、多くの気付きも得られず、結果、硬い殻をなかなか破れず、

自分の公務員人生は全く別の道を進んでいたと思います。本当に有益で中身の濃い１年で、ICP人材力

診断の結果にも表れていましたが、自分の中で大きな変化が起きたことを実感できました。 

また、この部会に参加したことがきっかけで出会うことができた、我々と同じ自治体職員が書かれた

３冊の本をご紹介させていただきます。３人とも地方自治体の最前線でご活動されている方々で、本当

にリスペクトしています。興味を持った方は、是非ご一読を（私が読んだ順ですが、全てオススメです） 

 ①「自治体の”台所”事情 “財政が厳しい”ってどういうこと？」（福岡市役所 今村寛さん著） 

 ②「自治体職員をどう生きるか 30 代からの未来のつくり方」（山形市役所 後藤好邦さん著） 

 ③「県庁そろそろクビですか？ はみ出し公務員の挑戦」（佐賀県庁 円城寺雄介さん著）※2008 人マネ受講生 

現代には Facebook といった簡単につながれるツールがあることも非常に大きいですが、今回の部会

への参加により、私自身も他の方とつながっていくスピードが物凄く早くて、一気に広がっていく状況

もとても面白いなあと感じました（今村さん後藤さんとも Facebook でつながることができました）。 

また、３月に Zoom を使って何度か行われた、幹事の皆さまやマネ友とのオンラインのオフサイトミ

ーティングも非常に有意義でした。機会を提供してくださった、佐藤幹事と丸本幹事に改めて感謝申し

上げます。個人的には組織変革への一歩として、「アクティブ・ブック・ダイアローグ🄬」や「ストレン

グスファインダー🄬研修」の実施に向けた提案も、これから行っていきたいと考えています。 

 言いたいことは尽きませんが、秋田県横手市では、スキルアップ講座も研修の一環として、過去の受

講生含め、自己負担無しで（２日目の宿泊費＆土曜日なので時間外手当も市費で）参加を促していまし

た。本市ではそこまでは厳しいかもしれませんが、こういった人材育成に力を入れているんだよと組織

として魅せる事で、部会や講座で積極的に学ぼう！ということで意欲や吸収力が向上し、結果的に横手

市の場合は、市全体の人材力の底上げに繋がっているのではないでしょうか。佐藤幹事も積極的に関わ

られている横手市職員、そして横手市議会の今後の動向や活躍については、要チェックです。 

対話自治体が揃って夏の甲子園に出場  
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 それから、自分に改めて言い聴かせる意味で、幹事団等から戴いた沢山の重みのある言葉も記します。 

〇佐藤幹事：『皆さんの職場は「チーム」か「群れ」か。居心地が悪い＝変われるきっかけ。自発的に考

える。正解の無い世の中なので、「対話」により納得解(精度の高い仮説)を創り上げる。』 

〇渋谷幹事(Ｚのおじさん)：『表明から行動へ。本気で一歩踏み出そうとしているか。パーフェクトを求

めると思うが人マネは半分変えればいい。それで残りの 30％は変わる(20％反対は残る)。』 

〇丸本幹事：『ストレングスファインダー🄬は、自己探求に最適なツール。理解する→トップ５を好きに

なる→強みとして育てていく、というステップが必要。じっくり自分と向き合う機会に。』 

〇伊藤幹事：『自分の人生をどう生きるか。自分にとっての幸せ、使命とは。自分のケアを忘れがちなの

で、明日また一歩踏み出せるように、瞑想する。自分を見つめ直す。』 

〇鬼丸昌也氏：『全ての社会活動は、たった一人の活動から始まる。本気で変わりたいと思ったら、人間

はいつでも変われる。休むのも仕事。心身共に健康でないと、いい思考ができない。』 

〇鬼澤幹事長：『行政経営品質を上げる。誰かを幸せにするために、自治体も外を向いて競合相手や世  

の中を知り、人・組織・仕事のやり方の質を上げ、もっと良いものを目指すべきだ。』 

〇出馬部会長：『人材マネジメントは「ほんとうの笑顔」を創る技術。自治体を変えたい！一緒に悩み

ましょう、考えましょう。なんぼでも協力したい。部会に卒業はない、あとは覚悟のみ。』 

最後に決意表明として、来年度中に必ず「SIM2030」と「アクティブ・ブック・ダイアローグ🄬」を

体験すると誓って、終わります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

早稲田キャンパスの大隈重信像前で１期生記念撮影 

（令和２年１月 30 日～31 日 第５回部会にて） 

※左から原田・佐藤・上野  
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