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１ はじめに  

 小金井市では人材マネジメント部会への派遣が令和元年度で２期目となり、私たち

は２期生として１期生から受け継いだ研究成果も踏まえながら、対話、協働、データ

分析を重視して一年間の活動を行いました。 

今年度の当初に人材マネジメント部会に派遣された２期生の３人で小金井市役所の

現状について話し合ったところ、以前と比べて職員数が減り、業務量は非常に増えて

いる。どこの部署に配属されても人員的にも精神的にも余裕がない状態で、それぞれ

の業務においてあまり過去のデータ分析をしないで、前例踏襲により何とか業務をこ

なし、新しい取組があまりできていないのではないかという意見が出ました。さら

に、以前に比べてメンタル不調を抱える職員が増加し、多くの職員がこれから市役所

で働くことが徐々に大変になっていくと思いながら、日々の目の前の業務が最優先

で、組織の全体最適について考え、行動することができていないのではないかという

予測を立てました。 

私たちは人材マネジメント部会に参加するまでは、AI や RPA などの技術革新により

業務効率が改善されていくように感じていました。しかし、人材マネジメント部会を

通じて、他自治体職員と交流することにより、それぞれの職場は似ているようで違う

課題を抱えており、技術革新などの抽象論ではなく現場で対話を行いながら小さな改

善を積み上げていく必要があると思うようになりました。今年度、私たちの対話の中

で生まれた人材マネジメントにおける研究活動の経過は以下の図表のようになりま

す。 

 

※「リーンキャンバス」とは、リーンスタートアップという著書で有名な起業家のエリック・リースか

ら応用されたビジネスモデルを一枚の図にまとめたフレームワークのことです。  
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２ 小金井市の現状と課題  

⑴ 小金井市の位置・地勢  

東京都小金井市は、東京都のほぼ中

央、武蔵野台地の南西部にあり、都心か

ら約 25 キロメートル西方に位置してい

ます。 

 市の東は武蔵野市、三鷹市、西は国分

寺市、南は調布市、府中市、北は小平

市、西東京市に接しており、市の中央部

には中央線が東西に、東南部には西武多

摩川線が南北に通り、中央部には小金井街道が南北に、北部には五日市街道が東西

に通っています。市内は住宅地が多く、企業などは少ないベッドタウンとなってい

ます。また、緑豊かな公園が多く、東京の名湧水に選定されたスポットもある緑と

水に恵まれた環境が整っています。 

 

小金井市概要 

・面積 11.30 平方キロメートル（東西 4.1 キロメートル、南北 4.0 キロメートル） 

・位置 東経 139 度 31 分、北緯 35 度 42 分 

・標高 40m（東町） 75m（貫井北町） 

 

 

 

⑵ 小金井市の現状への思い  

小金井市は、都心部への交通アクセスの良さから通勤・通学の利便性が高く、閑静

な住環境、豊かな自然環境を背景にベッドタウンとして人口を伸ばしてきました。日

本全体が人口減少局面に入る中においても、当市の人口は微増傾向にあります。 

私たち３人は、これまで小金井市の財政などを悲観していましたが、当市の財政課

の職員や他自治体の職員と交流することにより、当市は人口が微増傾向にある点など

において、比較的行政運営が恵まれているように感じるようになりました。ただ、今

は少し恵まれている状況であっても、近い将来は総人口が減少に転じると予測されて

おり、特に生産年齢人口の減少は先んじて進み、老年人口は増え続けることが見込ま

れていることもデータ分析をすることにより理解することができました。 

さらに、私たちは小金井市の財務状況を調べることにより、これから少子高齢化の

進展の中で、医療・福祉などの社会保障関係経費は増加の一途をたどり、他方、地域

経済を支え納税者ともなる生産年齢人口の減少によって地域活力の低下などが生じて

いくことを想像していた以上に思い知らされることになりました。 
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３ 人材マネジメント部会とは  

私たちが参加した「早稲田大学人材マネジメント部会」は、全国の自治体から派遣

された参加者が、仲間と共に所属する団体を地域経営型組織へと変革していくための

シナリオを研究し、経営層への提言にまとめ上げる実践的な活動の場です。 

早稲田大学マニフェスト研究所が２００６（平成１８）年にこの部会を創設し、当

初は１７の参加自治体数でしたが、年々参加自治体数が増え、２０１９（令和元）年

度は全国各地から計１０７自治体が参加しました。 

また、当部会は、「研修」の場ではなく、「研究」の場となっています。参加者自

身の学びは重要ですが、それだけではなく、所属自治体が抱える現実の課題を見極

め、どう対応していくかを実践的に研究しています。職員の努力を、地域の成果へと

つなげられる自治体組織をどのように実現するか（「組織課題」）。「生活者起点

（住民目線とは違い、生活者の立ち位置から考えること）」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（「人材課題」）。この２つが、部会の大き

な研究テーマとなっています。 

さらに当部会では「立ち位置を変える（生活者起点で物事を考える）」「価値前提

で考える（ありたい姿から今を考える）」「一人称で捉え語る（自分事に引き寄せて

考える）」「ドミナント・ロジックを転換する（誤った思い込みを捨てる）」の４つ

のキーワードを大切にしています。そして、参加者自らが行動変容を起こし、組織、

地域を変えるために一歩前に踏み出すことを期待しています。 

また、各人が組織、地域を変えるために、現場で改善を積み上げていくために欠か

せないものが「対話」です。私たち３人は当部会で「対話」によって信頼関係が生ま

れ、課題を共有し解決方法を模索しながら、職場内外でのコミュニケーションの増加

が図られ、改善のサイクルが生まれることを学び、少しずつ「対話」を実践していく

ようになりました。 

 

 

 

４ 主な検討の流れ  

⑴ キーパーソンインタビュー  

私たち３人は組織の現状を把握するため、令和元年５月から７月ごろにかけて、庁

内キーパーソンインタビューを実施しました。  

 

① 情報システム課長  

今後の行財政運営に向けたシステム、人材の役割について 

・AI、RPAを導入して時間外勤務を抑制し、求められる職員数削減に寄与する。 

・国が作成予定の標準パッケージ、近隣自治体との共同利用等、年々増え続ける情報

システム経費の削減に向けた具体的な検討を進める時期にきている。 
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② 財政課係長  

財政当局から見る市内部の状況、今後の財政状況などについて 

・平成28年度に長期財政見通しを作成し、ほぼ予定通りで計画が進んでいる。 

・法人税が少なく、市民一人あたりの予算規模が少ない。 

・担税力の高い市民が多く、自主財源による運営ができている団体である。 

・当市は歳入を増やす、歳出を減らすといった努力がすぐに財政の弾力性につながる

団体と言える。 

・歳出に占める一般財源の割合が大きい＝補助金による歳入を増やせていない。 

・職員一人一人が経営感覚を磨くことを、今後より一層求められる。 

 

③ 行政経営担当課長  

当市の現在・未来に求められる人材について 

・スマート自治体の推進により職員数の半減が求められ、AI等の導入による業務効

率化を進める必要がある。 

・今まで以上に人の思考（判断する職員、市民協働を進めていける職員）が必要とされ

る。 

・事務仕事ではなく、判断・調整がメインとなるため、変化に対応しつつ、周りを

巻き込んでいける（庁内外における人脈づくりが重要）職員が求められる。 

 

④ 市長  

理事者から見る当市職員の印象、求める人材について 

・育成方針に入所１０年で３部署配属となっているため、人事異動が頻繁に行われこ

とにより、ゼネラリストが多くスペシャリストが少ないため、ノウハウ等の蓄積が

行えていない。今後はスペシャリストの育成も求められている。 
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キーパーソンインタビューを行った後に、私たちで考えた当市の組織の課題は以下

のとおりとなりました。 

 

１ 今後、自治体を健全に運営（経営）していくための計画について 

各課で将来に直面する課題を解決するための計画が策定されているが、多様化した

課題は当市の力だけでは解決することはできず、市民・企業・他団体との協働が必要

となる。そのために、当市はまず、職員の意識改革、業務遂行の進行管理が必要であ

ると思われる。 

 

２ 職員の意識改革について 

 政策部門等がいくら計画を策定したところで、全職員がその計画を認識して実行し

ていなければ意味がない。また、認識していても日々の事務作業に忙殺され実行でき

ないことも多いと考えられる。協働においてもサラリーマン的な意識の職員が多く、

自治体職員としてあるべき姿がイメージできていないことも多いと感じる。このこと

を解決するためには、全職員が参加必須のような研究会的な会も必要ではないか。 

また、自分の業務においても小さな成功体験を積み重ねることにより、市民との協

働に前向きな職場風土を作ることも取組の第一歩となる。 

 

３ 業務の進行管理について 

・現在当市では、アクションプランを策定し、PDCA サイクルを実行すべく全庁的な進

行管理を進めているところであり、職員一人一人が自身の業務について進行管理を

行う必要もあるが、事務作業に忙殺される等により思うようにアクションプランを

実行できていないものもある。 

・今後は AI 等導入により事務作業は削減されることが予想され、経営感覚を持ち、

進行管理を行える職員を育成する必要がある。 

・第４次小金井市基本構想に示される「自然の保全・創出の推進」「全世代のしあわ

せが増進するまちの発展」「参加・協働を進め連帯を深める」という重点政策を実

行するため、計画・方針を実行できる職員の育成が優先課題であると考えられる。 

・行政の力だけでは解決できない課題に取り組むため、協働を行う各団体と対話しコ

ンセンサスをとりながら、PDCA サイクルを用いて課題解決に向け前進させることが

できる職員の育成が必要である。 
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⑵ ありたい姿の決定  

組織の課題を出した後に、総合計画・人材育成基本方針など、当市の組織が目指す

将来像に関する資料を人材マネジメント部会２期生の３人で読み込み、ありたい姿を

考え、以下のように組織の課題の仮設を立てました。 

 

⑶ ２０年後のビジョンの決定  

次に、２期生の３人での対話を踏まえて、研究会において紹介されたバックキャス

ティングの手法により、当市における２０年後の地域・組織・人材のビジョンを以下

のとおり考えました。このビジョンは人材マネジメント部会１期生の考え取り入れな

がら、２期生が実践できることを踏まえて作成しました。 
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５ 令和元年度の取組について  

ありたい姿に向けたアクションプランを検討し、試行とフィードバックを通じて内

容の改善を図りながら具体的な取組を開始することとしました。 

 

⑴  ＳＩＭの実施  

昨年度、小金井市の人材マネジメント部会１期生や小平市職員有志などと共にＳＩ

Ｍ研究会を立ち上げ、共同で財政シミュレーションゲーム「ＳＩＭけい」（小平市と

小金井市の共通のイニシャルであるＫより命名）を作成しました。そして、今年度に

市民活動団体と市の協働事業で、この財政シミュレーションゲームを実施しました。 

この協働事業には２０代から８０代という幅広い世代の方が参加し、事業実施後の

アンケートでは市の未来を考えるには、対立ではなく、対話を通して、多様な主体が

一致点を見いだしていくことの大切さに気付いたという意見を多くいただくことがで

きました。 

 

⑵ 東京都オープンデータ アイデアソンキャラバン 2019 への参加  

 私たちは今後、データを活用した業務を進めるために、だれもが自由に利用できる

データ（オープンデータ）を用いて解決するためのアイデアを創出するという内容の

ワークショップに参加しました。このワークショップは「東京の多彩な魅力の活かし

方」や「観光客に優しいまちになるための方法」、「魅力的な地域となるための地元愛

とは」等をテーマにして、オープンデータについて学び、触れながら、参加者で課題

解決に向けた多くのアイデアを出し合うという内容のものでした。今後、このワーク

ショップで学んだことも参考にしながら、私たちは実務上の課題に即したデータを分

析して、問題解決や新しい取組を行えるようにしていくことを検討しました。 
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⑶ 人材育成・組織改革についてのアンケート調査の実施  

 職員の人材育成や行財政改革に対する意識を調査し、今後の取組の検討材料とする

ため、２期生３人で市の正規職員全員を対象としたアンケート調査を実施しました。  

 この調査では、２期生が現状分析で検討した「前例踏襲で事業を実施している職員

が多く、数的根拠に基づいて事業を見直し・廃止することが行われていない。」とい

う仮説を確認する設問を設けました。また、人材マネジメント部会１期生が開始した

ＳＩＭの取組を継続して活かすべく、ＳＩＭの庁内広報も兼ね、認知度や開催された

場合の参加意欲について尋ねました。  

２期生は、「２０年後にありたい姿」を実現するためには、現状で不要となってい

る事業、また現在は必要だが、５年１０年と社会経済情勢が変遷していくのに従って

役目を終えていく事業等を廃止し、新たに必要となる事業に資源を振り分けることが

必須と考えています。そして、事業を廃止するために必要な能力とは、実現すべき将

来像、将来像を実現するための課題、課題の解決方法等を市民と共有し、対話を重ね

て合意を得る能力だと考えます。ＳＩＭは事業を廃止するために準備すべきことや、

求められる説明責任等を疑似体験できるゲームと思われるため、２期生はＳＩＭを職

員研修として実施したいと考えています。  

 

① アンケート調査の概要について  

調査時期：令和元年１２月２３日（月）から令和２年１月１０日（金）まで  

調査方法：Ｃ－ｎａｖｉお知らせへ調査票を掲載。  

記入済調査票はコミュニティ文化課へ送付  

対象者数：６４３人（市の正規職員  令和元年８月１日現在）  

回収数：２２７票  

回収率：３５．３％  

 

②アンケート調査の結果について  

・事業の廃止について  

  「自身の業務を行うに際し、前例踏襲ではなく、市の状況を的確に把握し、数的

根拠を基にした上で業務を行っていますか。」、「予算要求や事業の見直しをする際

に、必要性が乏しいと考えられる事業の廃止を考えていますか。」の２つの設問に

ついては、「ときどき出来ている」の回答が３０～４０％で最も高く、「そうしたい

が実際には出来ていない」の３０％台と合わせると、回答者の７０％近くが廃止す

るべき事業があると感じながら、現実的には廃止まで踏み切れていないと考えられ

ます。 

この結果からは、残念ながら「前例踏襲で事業を実施している職員が多く、数的

根拠に基づいて事業を見直し・廃止することが行われていない。」という仮説が確

認されたことになります。一方、「そうしたいが実際には出来ていない」の回答割

合も高いことから、職員は必要のない事業は廃止したいという意識は持っており、

廃止するためのノウハウや環境が整えば、不要な事業を廃止し、新しい事業へ資源

を振り向けるよい循環が生まれると考えられます。 
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・ＳＩＭの認知度、参加意欲について 

ＳＩＭの認知度については、「どのようなものか知らない」が７０％となってい

ますが、「聞いたことはあるが体験したことはない」が２５．６％ありました。ま

た、アンケート調査票にＳＩＭとはどのようなゲームであるかの説明を掲載したこ

とから、庁内広報になったと考えます。 

参加意欲については「参加したくない」が４７．３％、「業務なら参加したい」

が４６．９％となりました。この回答からは、参加意欲を持っている職員において

は、私的な時間を割いてまでは参加したくないが、業務時間中であればという者が

大半であると言えます。  

 

③自由記述について  

 自由記述では、「あなたが考える２０年後の組織・人材のあるべき姿」、「人材育成

や行財政改革を進めるためのアイデア等」の２点を聞きました。 

１点目の「２０年後の組織・人材のあるべき姿」については回答が多く、回答者２

２７人中１３５人、約６割から回答がありました。自由記述の回答がここまで多くな

ることは予想しておらず、通常の業務上ではあまり表に出てこない、職員の市政運営

や人材育成に対する関心の高さを感じることができました。 

回答内容を整理すると、「少子高齢化への対応」、「ＡＩ・ＩＣＴ技術の活用」、「組

織のスリム化、少数精鋭化」、「部署間の横断的な連携推進」、「市民との協働推進」、

「専門性の確保」、「適正な人員配置」、「新規チャレンジに寛容な環境作り」といった

キーワードが抽出されました。 

２点目の「人材育成や行財政改革を進めるためのアイデア等」については、「大学

等での学びを支援する環境を整える」、「身に着けたスキルに対する評価制度を作

る」、「他市、民間企業等への派遣」など、職員の学習意欲の高さを示す回答がありま

した。 

 

④調査結果の活用について  

調査結果については、職員課へ提出するとともに、職員への公表をもってフィード

バックを行っていきます。特に自由記述での回答を基に、庁内の人材マネジメント参

加者（マネ友）、職員課と協力し、２期生の今後の取組において反映できることを模

索します。 
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６ 次年度に向けた展望  

 １期生及び２期生で共通して定義したビジョン「変化し続ける課題に柔軟に対応するた

め、前例踏襲ではなく、状況を的確に把握し根拠を基にした新たな考え方を提案し実現で

きる組織」＝「持続可能都市」へ向け、次年度以降は次のアクションプランを実行してい

きます。 

 まずは、定義したビジョンの浸透が必要です。当市におけるマネ友は現在６名のみ

であり、正規職員の約０.９％しかいません。令和２年度に参加する３人を含めても

９名のみであり、マネ友間でビジョンを共有するだけは、組織変革へ繋ぐことは不可

能です。いかに組織へ浸透させていくかが大きな課題であり、今年度の研究中もモヤ

モヤが晴れない部分でしたが、第４回研究会にてＫ部幹事より、「小さなことから

【じゅわーっと】進めていき、徐々に広めていけば必ず浸透する」とアドバイスいた

だけたことで、モヤモヤが晴れ、全職員へのアンケート実施により、マネ友が、行政

における人材育成やマネジメント、組織改革についての研究を行っていることや、掲

げたビジョンを周知することができました。 

今後も庁内アピールを続け、同じ思いを持つ職員（仲間）が言いたいことが言える

場づくりを進めていくことで、マネ友が定義したビジョンを浸透でき、組織改革の基

盤を強化していきたいと思います。 

 次に、自治体シミュレーションＳＩＭを活用した研修会の開催についてです。定義

したビジョンへ進むためには、根拠を基に判断できる職員を増やしていく必要があ

り、本来であればデータサイエンス研修などのデータの活用方法を学んでいく必要が

ありますが、前例踏襲型の職員が多く、データを活用して判断していく職員が少ない

現状では難しいと思われます。 

そこで、データ活用の初歩として、誰でも楽しみながら参加できる「ＳＩＭｕけい

みらい２０３０」（当市のマネ友１期生が小平市の職員と作成）を活用していきたい

と思います。少子超高齢化に伴うＡＩ等の破壊的技術の導入により、今後の自治体業

務は根拠を基に判断・企画立案して事業を進めていくことが求められています。「根

拠を基に考える」職員を拡大していけるよう、計画に基づいた自主研修を継続的に開

催し、数年後には業務研修として取り入れられるよう、職員課と調整していきます。

（次ページ参照） 
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また、私たち３人は職員課と連携して令和元年度新規採用職員の人材育成研修時

（令和２年２月に実施）において、１年間勤務した経験から「どのような先輩になり

たいか」を研修生同士で対話を行い、各グループで考え発表してもらうというワーク

ショップを人材マネジメント部会１期生と実施しました。これは、人材育成を自分事

として捉えることを目的としており、これまでの人材マネジメント部会の派遣者と内

容を話し合い改善しながら、今後もワークショップなどを実施していきます。  
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７ 部会派遣を振り返って  

私たち３人は、この１年間の活動を通じて、様々な方と出会い対話を行うことで多く

のことに気づき、さらに市民活動団体と協働事業を実施するなどの実践の場を通じて、

２０年後の地域・組織・人材ビジョンに少しではありますが前進することができたと

思います。最後に今年度の取組についての各派遣者の振り返りで、共同論文を締めく

くりたいと思います。 

 

佐藤洋幸（企画財政部情報システム課）  

私が民間企業から転職してきたのは６年前。前職では、前年度のデータを基に次年

度の計画をたて、日時、週次、月次とデータ確認し、修正すべき点は修正するなど、

前年と同じことをする考えはなく、チャレンジすることが奨励されていたため、転職

後も同じ思いをもって仕事に向き合おうと考えていました。しかし、入庁後に「例年

のとおりやればいいんですよ。」「前例踏襲となっているのは理由があり、なんでも変

えればいいということではないですよ。」と言われ、チャレンジよりはミスしないこ

とが求められているように感じてしまい、自分の中でパラダイムシフトが起きてしま

いました。さらに、年月が経つにつれて自分も「こうすればよくなるのに何でしない

んだろうね。」とか「自分だったらこうするけどね。」という他人事なセリフを、飲み

会等で同僚にもらしたりするようになっていたと思います。 

しかし、人材マネジメント部会へ参加させていただくこととなり、全国のマネ友と

対話を行っていく中で、「自分事として自分が動く」という姿勢で様々な変革を実行

していることを知り、入庁時に心掛けていた「自分で考え、チャレンジする」という

ことを忘れていたことに気づきました。自分たちが掲げたビジョンに向け、初心にか

えり、まずは自分が動けるところから「じゅわーっと」自分事として動いていきたい

と思います。 

 

岡本和晃（市民部コミュニティ文化課）  

私が人材マネジメント部会へ参加して、この一年間で最も印象に残った言葉は「対

話」です。研究会の中で何度も「対話」を行い、はじめは「対話」なんて意味あるの

かな、コミュニケーションに時間がかかるだけであまり効果がないのではないかと思

っていました。しかし、人材マネジメント部会を通じて、他の自治体やインタビュー

等で協力いただいた方々と何度も「対話」を繰り返すことで、それぞれの置かれてい

る立場を知るには「対話」が必要であると感じるようになっていました。 

 また、私は研究会の中で日々の自分の仕事を振り返ることで、最近は目の前の業務

をこなすことで精一杯で、効率化を求めるあまり仕事の目的を考えることが疎かにな

っていたと気付かされることも多かったです。これまではあまり目を向けてこなかっ

た組織の現状や本質を見直し、組織のありたい姿を描き、今の組織には何が必要で、

何が欠けているのかを考え、改善策を実践していくことは貴重な体験でした。私は２

期生の３人で組織のありたい姿を描いた当初は、これまでに作り上げられた市役所の

組織風土を改善することは難しいのではないかと感じていました。しかし、人材マネ

ジメント部会の幹事団の方々と対話を行うことにより、現場を踏まえた小さな改善を
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積み上げていけば、少しずつ組織は変わっていくと思えるようになりました。 

今後、私は人材マネジメント部会で学んだことを活かすために、これまでの当部会

への派遣者と対話を行いながら、当市のありたい姿に磨きをかけていきたいです。私

たちの取組はまだ始まったばかりであり、今後も組織全体を俯瞰して当市がより良く

なることを重視しながら、着実に前進できるように同じ問題意識を持っている方々と

協力しながら行動していきたいと思います。 

 

中川法子（生涯学習部公民館）  

平成３１年３月頃、職員課から人材マネジメント部会への参加のお話を頂き、最初

は「面白そうだ」と気楽な気持ちで参加していました。しかしながら、「人材マネジ

メント部会に終わりはない」という講師陣の言葉、また、「毎年少しずつ参加者を増

やし、ジワジワと庁内で働きかけていく」という職員課の構想が頭に入るにつれ、こ

の部会への参加は自分達で庁内の改革を続けていくという挑戦を求められていること

なのかと感じました。そのため、部会への参加者が３人一組であることの意義もヒシ

ヒシ感じた１年になりました。 

一人で挑戦し続けることは難しいことですが、今回一緒に派遣された３人、偶然か

職員課の必然かは不明ですが、それぞれ得意不得意、個性がありながらお互いを補い

合える大変いいチームになれたと感じます。３人全員が転職者であったことも不思議

な巡り合わせでした。 

部会においては、全国からの自治体職員との会話、パートナー自治体であった山梨

県韮崎市、東村山市、そしておとなり武蔵野市の４市による自主勉強会等、情報交換

を通じて、小金井市の状況は決して悪くなく、可能性も多く持っていることが実感で

きたと思います。 

また、人材マネジメント部会の講師陣はさまざまな経歴を持つ方が多く、多様な業

種から見える地方公務員の人材マネジメントにおける課題について学ぶことができま

した。講師による、人材マネジメントがよい状態になっている時、「自分の仕事によ

って誰かに貢献できている実感がある」仕事ができるという内容の話が印象に残って

います。 

自分はこれまで、個人で仕事を進めることが多かったのですが、今回の部会参加で

チームとして短期間で成果を形にする経験ができ、チームとして行動するという新し

い課題を得ることもできました。 

この年度に取り上げた課題に部会参加者と少しずつ、継続して取り組んでいけば、

小金井市において、仕事を通じて自身の成長を感じることができること、公務員の仕

事が一般的なイメージよりもかなり創造的であることを皆で共有できるようになれる

のではないかと感じています。 

 


