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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」という。）と

は、「人材を変え、組織を変え、地域を変える」ことを目的に、ありたい姿を描き、立ち

位置を変え、主体的に動き、思い込みを打破するリーダーを育成することを目指してい

る。 

人マネでは、全国各地の自治体が、３人を１チームとして派遣し、対話を通じ、まちの

ありたい姿を実現するための組織変革シナリオを作成、実行する「実践研究」を行ってい

く。「教えられる」のではなく「考え抜く」こととなる。 

答えは教えてくれない。全てのまちに当てはまる正解もない。だから考え、悩み、モヤ

モヤした。本市の派遣第７期目の我々３人が１年間の対話を通して考えたことや気づきを

人マネ研究会の振り返り、概要とともに記していきたい。 
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２． 茅ヶ崎市のありたい姿 

 組織の現状分析、キーパーソンインタビュー、マネ友（過去の人マネ参加者）との対

話、職場の観察や職員との対話から目指す「茅ヶ崎市のありたい姿」を考えた。 

 

【地域】 

１.将来も見据えた施策を市役所と市民が対話して決定し、共に実行する。 

 

 
 

【組織】 

２.お互いが認め合い、信頼し合い、忖度のない対話が普通、の文化 

 

 
⇒意見を真摯に受け止めてもらえず、「だったら何も言わない…」 

市民の思い、市の思い、上司の思い、同僚の思い、部下の思いが共有されていない。思

いが共有されないため、茅ヶ崎の強みである人が活かされていない。上手く機能しない。 

 

  

現状は… 

目の前の状況に追われ、「先を見据えて今何をすべ

きか」を考え、対話できていない 

 

現状は… 

高い「縦割り意識」から、他部局のことには口を出

せない文化がある。 
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【人材】 

３.全員がまちの全てを「自分ごと」と捉え、未来のビジョンと夢を語れる。 

 

 

自分事として考えることができず、「主役になること」を恐れている。「意識が高い人」

を揶揄する傾向。新しい取り組みに組織で向かっていく力が弱い。市の職員として市をよ

くしていこうと考えることは当たり前なのに、課の業務以外の事は、「それ仕事？」と言

われてしまうくらいセクショナリズムで、余計な事として考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状は… 

財政の悪化、防災対応、組織の閉塞感、自身の業務
から一歩離れた仕事に対して、みな他人事のように感
じている。 

ありたい姿に近づくには 

現状をどうしたらいいぞよ… 
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３． 人マネ活動の振り返りと気づき 

 

 

（０）第０回研究会 ４月１５日 

 人マネが始まる前、マネ友が私達との対話会を開催してくれた。マネ友が残した論文を

読むだけでは感じることのできない、「生の声」を聴くことができ、これからの人マネへ

の不安が和らぎ、勇気をもらった。 

 

（１）第１回研究会 ４月１６日 

 第１回の研究会では行政経営品質向上の重要性、ありたい姿（未来）を考える、そのた

めの現状分析の重要性（迷子にならないための現在地の確認）、人マネが大切にするキー

ワード、対話（ダイアログ）の説明があり、他自治体とのダイアログを行った。 

 

 

 

○対話とは意味づけを確認するプロセス 

○地方分権が進む中で、地方自治体も「経営」をしなくてはいいけない時代になった 

○経営の質をあげていくには、「人」「組織」「仕事のやり方」のレベルをあげていく 

○首長がマニフェストで選ばれてきても、実際にやるのは地方自治体の職員である 

○自治体職員という組織・人のあり方をどうすればもっとレベルアップできるか？ 

○目指すありたい姿（未来）を考える、現実を直視する、そのために過去から学ぶ 
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（２）組織の現状把握、キーパーソンインタビュー ５月８日 

 第２回研究会へ向けて所属組織の現状分析を事実（データ）と対話によって明らかにす

るよう課題が提示された。 

 そこで私たちは３人での対話をスタートとした。３人での対話を重ねながら、並行して

キーパーソンである副市長と財務部長にインタビューを行った。現状分析、インタビュー

内容、気づきを以下に記す。 

 

 

 

 

★人口・年齢構成

総人口

0歳～5歳

6歳～14歳

15歳～64歳

65歳以上

75歳以上

主要な出来事・考察など

17,661 28,194 46,295 62,500 69,374

6,938 10,952 19,137 30,997 42,197

25,476 20,004 19,657 20,150

141,698 156,472 152,176 145,642 141,214

197,066 216,342 231,005 240,951 236,796

平成元年 平成10年 平成20年 平成30年 令和11年

他地域と比べて時期・スピード感の相違はあるものの、人口減少に至る傾向が見て取れる。これから人口減少
社会を本格的に迎え、「目指すべき茅ヶ崎の今後」「今行うべきこと」を考える上で重要な時期・転換点となる。

12,222 11,643 12,582 11,889

★自組織の人数・年齢構成

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

総人数 1,202 697 1,262 1,061

～29歳 172 176 198 268

30歳～39歳 284 199 346 350

40歳～49歳 304 160 306 248

50歳～59歳 399 147 283 163

60歳以上 43 15 129 32

臨時・非常勤

その他

主要な出来事・考察など

限られたデータしか集まらなかったものの、ここ10年での人数の増加が大きい。保健所等、業務移管や多くの事
業、施設が新設される中採用数も増えていることが反映されている。しかし、行政資源が限られる中、仕事や人を
「増やす」発想では組織やまちを維持していけない。

令和10年平成30年平成20年平成10年平成元年

★財務状況

経常収支比率

人件費

税収

市債現在高

扶助費

主要な出来事・考察など

505億円 419億円 571億円

10,263,413千円 13,754,098千円 13,428,661千円 14,476,848千円

平成元年 平成10年 平成20年 平成29年

53億円 92億円 188億円

340億円 365億円 362億円

令和10年

70.4% 89.3% 92.8% 97.0%

業務・歳出が増加する一方、歳入はそれに見合って増加していないため、時の経過とともに財政状況が苦しく
なっている。今後も歳入の増加が見込めない以上、今までとは発想を転換し、いかに工夫して行政サービスを提
供するかがポイントになってくる。

<課題> 

所属組織の過去３０年間を分析する。（現状把握のための過去からの検証） 

★人口・年齢構成 ★自組織の人数・年齢構成 ★財務状況 ★今後の展望 ★キーパー

ソンインタビュー 
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★対話 to 気づき★ 

現状分析をしていく中で、どうしても市の悪い部分に目がいってしまい、少し落ち込

んでいたところ、キーパーソンインタビューを通し、経営層の考えや思いを知ることが

できて、元気をもらえたことを覚えている。この経験を通して、やはり対話の重要性、

思いの共有が大切だと改めて感じることができた。 

 

 

 

（３）第２回研究会 ５月１４日 

 第２回研究会では、「問いづくりワーク」を中心に行われた。正解のない社会を生きる

今、大事なのは「解く」ことより「問う」こと。組織の課題を「解く」には沢山の「問

い」が必要であることの説明があった。 

 

 

★今後の展望

★キーパーソンインタビュー

人口、税収の伸びが期待できず、財政の硬直性が高まる中、多種多様な行政需要にすべからく対応することは不
可能な時代になった（このままでは「人もカネももたない」）。
より良い行政サービスを提供し続ける自治体として持続していくためにはいわゆる選択と集中が必要だが、何を選
択し、何を捨てるのかの判断は非常に困難性が高い。
「経営感覚を持って」とはかねてより掲げているが、具体的に何を意識し、何をすればいいのかが認識されておら
ず、結果何もできていないということではないのか。
財政が厳しいとか、閉塞感があるといった共通認識は既にあるとすれば、その土台を生かすことが有効だと考えら
れる。まずは改めて現状を「自分ごと」と捉え、意識・行動が変えることが必要と考える。

【副市長】
　・財政的にも厳しく、やりたいことができない時代になる。やる、やらないの仕訳が重要。
　・分相応以上を続けることは難しく、このままではもたない。仕事はシンプルにすべき。
　・仕事をやるからには達成感が欲しい。「手を抜く」ような印象になるとモチベーションも下がる。
　・先を見据え、大胆な考えでいくことが大事。
　・まち全体が継続的にスムーズな世代交代ができると良い。
　・状況を市民にわかってもらうことが大事。外貨獲得や若者の定住促進のため市のPRも大事。
【財務部長】
　・目の前の仕事だけでなく、「中長期を見据え、今なにをすべきかを考える」ことが大事。
　　そのためには、常日頃から高いアンテナを張り、情報収集を行い、集めた情報を分析し、考えることが大事。
　・「持続可能」とはなんなのか。現状維持も持続可能を達成していると言えるのか。
　・資料作成にしても、議会に出すか等のラインを決め、覚悟を持った大胆なスクラップも必要。
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○集団意思決定の陥る罠 

（社会的手抜き・過剰忖度・リスキーシフト・同調圧力・頑固な少数派） 

○人マネが大切にする世界観 

継続的な「学習」（意識と能力を高める営み） 

「対話」（意味付けを確認するプロセス） 

「省察」（経験と対話を通しての振り返り）が、 

地域を「ありたい姿」に導く知恵を生み出す 

○問いが学びを促す 

○正解のない社会これからは「解く」ことより「問う」こと 

○ひとは、問われることで自分を／自分で考えるようになる 

○【省察（せいさつ）】が重要 

  「反省」＝起きた結果を振り返ること 

  「内省」＝自分の内面や状態などの振り返り 

  「観察」＝目にみえるものをみること 

  「洞察」＝その奥にあるものをみること 

○本当に結果をよくしたかったら「なぜこういう風に決めたか」、内省していかないとい

けない 

○結果と状態を振り返る。会議も「なぜああいう決め方になったのか」を振り返ることが

大事 

○アフターアクションレビュー 

①何が狙い？②どうだった？③なぜそうなった？④改善点 

○大事なのは、動き・しぐさ・目線の観察と、「なぜこんな気持ち？」と洞察すること 

○過去や現状把握は、観察や分析力が求められ、未来については、創造力や表現力が大切 

○良い問いとは、その人の思い、やる気、大切なことの「源」に対して質問すること 

○他の方に「問いをたてる」ことは、すでに変革の一歩目を踏み出している 

 

★対話 to 気づき★ 

第２回の研究会で印象的であったのは、将来や目標を問うことが日本では極端に少な

いということ。それどころか、タブー視されている。日本で将来の夢や目標を聞く、あ

るいは語ったら『ヤバいやつ』だとさえ思われかねない。これが日本の文化なのだな

と。ありたい姿を共有することの難しさを痛感した。 

難しいからこそ、少しずつでもいいからありたい姿を描き、共有できる「対話の場」

が必要であると感じた。 
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（４）組織の現状把握、対話と気づき ５月～７月 

第３回研究会へ向けて「問いづくりワーク」で学んだ「問い」のテクニックを使い、さ

らに現状を深掘りするよう課題が提示された。 

<課題> 

所属組織のさらなる現状把握（①組織の現状分析②現状の根拠③現状の原因） 

 

 

 

 

 

■ エンゲージメント・マネ友、キーパーソンとの対話・リスクコミュニケーション 

思いのない人はいない。思いが共有されない。過去の取組と自分たちの目指すべき方

向は違うなと意識し始める。 

 

自治体名 参加年 2019年

→ ⇒

A-1 A A-①

A-2 A-②

A-3 A-③

→ ⇒

B-1 B B-①

B-2 B-②

B-3 B-③

→ ⇒

C-1 C C-①

C-2 C-②

C-3 C-③

【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）

【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）

人材マネジメントができていない

職員を認めてあげられていない。どんな職員にも思いがあり、それを認め
ることをしていない。そういったコミュニケーションがとられていない。

無駄な仕事のお作法を続けている。

市民と話していない。市民と敵対してしまっている。

大変なのはわかるけど、何をしていいか分からない。隣の職員が何の仕事
をしているかわからない。

【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）

茅ヶ崎市の職員は思いが強く、頑張りすぎてしまう。変にまじめなので、頑
張りをマネジメントする人が必要。各課、個人の業務量のバラつきが生じて
いる。平準化が必要。上司がその状態を放置。

既存の業務を手放さない。過去の人がやってきたこと、決めたことを真面
目に守り過ぎ。業務のスクラップは前任者を否定するようで後ろめたいとい
う考えがある。

人を褒めない。自尊心がそだたない。

仕事に誇りと生きがいがない

茅ヶ崎市

リスクマネジメントができていない

財政の悪化、防災対応、組織の閉塞感、自身の業務から一歩離れた仕事
に対して、みな他人事のように感じている。自分事として考えることができな
い。

職員の不祥事の多発

個人の能力に依存した仕事の仕方をしている

職場の雰囲気が、報告できる空気ではない。

※平成３０年度１月危機管理に関する職員意識調査より

日々の業務が忙しすぎる。

オール茅ヶ崎、組織横断的な視点がない。市民目線がない。

業務の効率化を図るために担当は細分化され、隣どうしで別の仕事をし
ている。縦割りな組織の為、よそに口出ししづらい風土。

【１】組織の現状分析
　（様々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）

市の思い、上司の思い、同僚の思い、部下の思いが共有されていない。思
いが共有されないため、茅ヶ崎の強みである人が活かされていない。上手く
機能しない。

残業が多過ぎて職員が疲弊している。過去の職員に比べ、余裕がなく
なってきている。
※副市長インタビュー、所属別時間外実数から

財政の硬直化が進み、やりたいことをやれない。やらなければならないこ
とが多すぎる。
※経常収支比率から

やるべきことは何なのかを考えられていない。
上司、部下が何を考えているのか理解できていない。
市民の考えが理解できていない。

【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）
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★対話 to 気づき★ 

過去全てのマネ友が挙げている「思いが共有されていない」ことに共感する。 

今年の３人は、人に寄り添える。みんなが主役。みんなの居場所をつくりたい。組織

改革は一部のキーパーソンのものじゃない。ここで働く皆が主役じゃなきゃ意味がな

い。置いてきぼりじゃ理解は得られない。 

だから、今年の私達は大きな施策というよりは、思いを共有する、ちょっとした対話

の場をつくっていきたい。 

 

・コツコツ頑張る職員は評価されているか 

・普通の人の思いの共有って大事じゃない？ 

・みんながキーパーソン 

・認められることが嬉しい 

・誰もが居場所を求めている 

・ひとつひとつの成功体験が必要 

 

 

アイスブレイク～人マネ小話～ 

出馬部会長との飲み会 ７月２日 

茅ヶ崎市のリスクコンサルに入っていただいている出馬部会長と飲む機会がありまし

た。その時のお話を備忘録的に。 

○人材「育成」は、短期、職場でのトレーニング。できなかったことをできるようにす

る。人材「開発」は、中長期、広い視野で各職場を経験し、キャリアを積み、最終的に

役職にあてたりなりたい姿になる。 

○「会議」は、ものごとを決める場所、だから「会」が必要。「会」は、決定しなくて

いい。意見、対話をして議論していく場、十分に「会」を行っていないのに、「会議」

に出してしまう。 

○人間３つが限界。３つ以上は思考力が低下してしまう。 

○父が市役所職員。父が「今日もつまらん。市民目線がない」といつも言っていたのが

幼いながらに印象的であった。この国を変えなければ。母は心理学の勉強をしていた。 

私は数学ができなかったので、医者にはなれないと思った。だから組織の医者になろう

と思った。 
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（５）第３回研究会 ７月１７日～１８日 宿泊 

第３回研究会では、全国の自治体が一堂に会し、第１～２回の過去からの研究をガラッ

と変えて「自分たちはどういうところを目指すのか？」を描いていくと説明があった。 

 

 

○価値前提（バックキャスト）でありたい姿から考える 

○他自治体との「ありたい姿」の対話 

 

★対話 to 気づき★ 

 他の自治体との対話と３人での対話を通じて、どのような職員になりたいか、どのよ

うな未来の地域社会を実現したいか考えた時に 

① 何を大切にしたいか 

納得感、共感、個人の思い、まちと組織への愛、やりがい、ビジョン、楽しさ 

② 何が足りないか 

思いの共有、「自分ごと」の意識 

 

（６）動画プレゼン、組織変革シナリオの作成に向けて 

(ア)ありたい姿から考えて、今なにをすべきか（組織・人材の現状） 

組織・人材の現状（仮説） 

 高い「縦割り意識」から、他部局のことには口を出せない文化がある。 

 ⇒意見を真摯に受け止めてもらえず、「だったら何も言わない…」 

 目の前の状況に追われ、「先を見据えて今何をすべきか」を考え、対話できていない。 

 主役になりたがらず、「意識が高い人」を揶揄する傾向。 

 ⇒新しい課題に組織で向かっていく力が弱い。 

 職員一人一人は真面目で優しい傾向がある。 

 

(イ)他の誰でもなく、自らが何をするのか ～モヤモヤタイム～ 

・縦割りを超えた対話を自らが主役となり紡いでいく。 

 ⇒具体的にどうしたら、ただの取組ではなく、途絶えない文化とできるのか… 
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7/23 打ち合わせ、8/30 打ち合わせ 

 

(ウ)消えゆく対話の場 ～もくもくタイム～（動画提出 9/6） 

消えゆく「喫煙所」のような、「垣根」を超えた対話や相談、情報交換を気軽にできる

場の設置。一定のテーマ、対象者を設定し、少しだけ公式感を出す。 

上記取組の中で、「組織の一員として繋がっている」と若手が意識できるようなテー

マ・対象者の設定 。 

  また、「心折れ」「腐っていく」ことを防止するため、 

  「愚痴が言え、相談できる」テーマの設定 
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(エ)幹事団からのフィードバック 9/18 

•取組が継続することと、オフィシャルかどうかは相関関係にないので、もっと丁寧に

組織を分析した上で、アクションプランを考えたほうがいい。 

•現状把握に書いてある通り、縦割り意識はハードルが高く「何も言わないでおこう」

とシャッターを全部おろすのが根強くある。 

•心が折れてしまうのではなく、愚痴も言える場や関係にすること。 

•縦割りが細かすぎ、横の繋がりが無い。横の繋がりで話し合い、連携して、上に持っ

ていくべき。 

•ただ、市長は変わったので、この悪い慣行は変更すべき。なんでも相談し合える関係

にすべき。そのためには、どこからどう変えるのか。 

 

9/26打ち合わせ 

 

★対話 to 気づき★ 

•対話や過去の事例から、「取組を継続させるためには、運営、参加者双方にとってオフ

ィシャル感や負担が少ない（ゆるい）方がいい」という思い込みがあったため、「相関

関係はない」という貴重な気づきを頂いた。 

•質より量で始め、小さい実践を継続し、成功体験を積み重ねることが重要。 

•きちんとした場をつくると潰される場合があるので、小さな規模で、信頼できる人た

ちと回数を重ねてプロトタイプを作る。 

•「愚痴大会」も「ものを言わない職員同士」の対話のきっかけ、ツールの一つとして

は使えるかもしれないと感じた。 

•日常を変えなければ、組織は変わらず、「元の場所に帰る」 

•トップ・ダウンではなくトップ・メッセージという視点。「経営層が目指す組織の方向

性」と打ち出すことで、錦の御旗の一つとなる効果があるかもしれない。 

 

 

アイスブレイク～人マネ小話～ 

なんでもカウンセリング ９月３０日 

茅ヶ崎市職員を対象としたカウンセリングの先生からお話を伺う機会がありました。 

○茅ヶ崎市は他の自治体よりかなり早くこの仕組みを導入。 

〇当初はあまり利用がなく、深刻に悩んでいる人が利用していた。最近は、若手から課

長級まで、家族や仕事、人間関係など、様々な内容で利用している。 

〇全人格的な受け皿が小さくなっていること（昭和のように家族的な付き合い方ではな
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いこと）が、カウンセリング利用増の理由かもしれない。 

〇職員に余裕がないと感じる。新しいシステムを使う力も、コミュニケーション力も、

マネジメント力も全部一人が持たないといけないと考え、完全を求めてしまっている。 

〇「仕事ができない」ことが許されなくなっている。 

〇所属感、安心感の手当て（自分を語れるところ、聴いてもらえるところ）が必要。 

〇「認められていない」と感じると、組織に対する裏切りや働かないことに繋がる。そ

して、人間性が失われていく。 

〇仕事の能率化を図るなら、「安心感の手当て」が必要。 

 

 

9/26 打ち合わせ、10/4 アクションプランブラッシュアップ 

 

（７）第４回研究会 １０月９日 

 第４回研究会は、主に「幹事との対話」で、個別のアドバイスと他団体の取り組みから

の学びを得る場であった。動画では伝えきれなかったこと、フィードバックで伝えきれな

かったことについて時間を割いて対話した。 

 

 

 

○道を切り開く人がいてもいい。ついてくる人がいてもいい。人によって性質が違う 

皆が変革じゃなくていい⇒結果として変わっていけばいい 

○人は健全であると主体的になる⇔不健全であるとそうならない 

○ひとりひとり健全な状態は違う⇒個性 

○【役所】没個性的⇔【民間】個性を生かすことがテーマ 

○社会は多様性が世界的な流れ。変えていかないと生き残れない 

○Ｄ できるからやってみよう → とりあえずやってみようの精神 

 Ｎ 納得できる仕事をしよう → 当事者性、自分との接点をみつける 

 Ａ 遊び心を忘れずに    → 自発性、楽しさを見出す 

○大事なのは、当事者意識をもって、周りを巻き込んで、行動をおこしていくこと 

○経営層へどうアプローチするかで、庁内の部会の立ち位置をアピールできる 

さらに、「価値前提＝バックキャスト」で組織をよりよくする活動を広げていく 

○経営層へのプレゼンだけでなく、皆さんの自分の職場でどう実践するのか？ 

○「〇〇だろう」を防ぐには、コミュニケーションの「量」と「質」の問題がある 
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★対話 to 気づき★ 

・公式は負担感がある。非公式は同じ意識がないと来ない。忙しくなると来ない。結

果、オフサイトは自分たちしかいないみたいなことが起こる。集まらないとなくなる。

マネ友の取組が続かない理由を検証する必要がある。 

 

  

11/1 北川顧問ランチミーティング、1/10 打ち合わせ 

 

（８）０から１へ（若手ランチミーティング） １月１６日 

 私達３人は、キーパーソン（人事担当 OB）や職員の個別カウンセリング受託者（組織外

部の者）等と組織の特徴や検討内容、幹事からのフィードバックについて対話を行った結

果、まずは失敗を恐れず実証実験的に対話会を実施しよう！となった。 

 そんな矢先、関東地方に台風第１５号、第１９号が上陸するのであった。台風第１９号

では相模川の水位が上昇し、茅ヶ崎は過去最多の避難者数を記録した。まさにこれからと

いうときに水を差される結果となった。（台風だけに…） 

 思うように対話会を実施できない中でも、お昼の時間を活用し、若手のランチミーティ

ングを開催できた。初対面の緊張感もあり、和んだところでランチは終了した。 

 

★対話 to 気づき★ 

・小さな取組の一歩であったが、参加者からは、「楽しかった」「もっと話したい」「喋

りたくてしょうがなかった」と前のめりな意見をもらえ、手ごたえを感じた。やはり

「思い」を話したり、市の未来について語る場が求められていることを実感したととも

に、３人の方向性が間違っていないことを認識でき、励みになった。 
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1/20 打ち合わせ、1/24 ポスター作製 

（９）第５回研究会 １月３０日～３１日 宿泊 

ポスターセッションと総括 

 

 

 

○そのために、今、私が一歩を踏み出す。 

○０から１さえ踏み出せば、１から１００００は進んでいける 

○組織が不健全になっていくときは、人の価値を測る “モノサシ”が減っていく。 

○無関心＝心にある地雷、まずは知ろうとすることが第一歩 

○あきらめると楽 考えることはつらい 考え続けることが大事 

○あたって砕けてはダメ 
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４． 微力だけど無力ではない ～１を１００００、そして文化へ～ 

 

○職員のそもそもの気質（他者にあまり干渉しない、熱くなりにくい等）、職員同

士の繋がりや情報交換の場が十分でないといったことが強固な縦割り意識や所属

感の無さ、相談できない感に繋がっていると感じる。「空気が変わる感」を強く出

すことが重要。そのために、「何か始まったぞ」と話題になるようにマネ友を巻き

込みながら実証実験的に対話会を多数行う。 

○職員同士が垣根を超える（縦割り意識を破壊する）関係性を構築するためには、

「喫煙所でよく合う仲」といった「お互いが顔を合わせ対話をした回数」がものを

言うのではと考え、実証実験の対話会は同じグルーピング同士で複数回実施する。

そのため、参加者に過度な負担感を与えないように 30 分等の短時間型を基本とす

る。「息抜きに楽しめた」「ちょっともの足りない」ぐらいの感覚があった方が「次

回」に繋がるのではないか。 

○対話会では、「若手のみ」、「ベテランのみ」、「育休取得者のみ」等、対話がしや

すくなるような共通項を持つグルーピングをする。逆に「混在」した時にどうな

るかも試行。また、開催時間や場所も都度変え、ボードゲーム等の遊びも取り入

れ、対話会の目的の設定も「特定のテーマについての建設的な意見出し」、「ただ

の情報交換の場」「愚痴出し会」等、試行錯誤し、どの手法が茅ヶ崎市の組織に真

に有効なのかを実験する。そうすることで、その後の取組が継続していくために

「元に戻らない」強い仕掛けをどう構築するかの着想と本格実施に向けた説得力

を得ると同時に、「対話をした間柄」を組織内に増殖させる。 

 

 

 

  



17 

 

５． 付記 

【小原 安須実】 

 未だに私は人材マネジメント部会について上手く説明できずにいる。 

 しかし、心が折れそうな誰かがいたら、そっと隣に寄り添いたいし、気になる職員がい

れば勇気を出して声をかけて話を聴きたい。そうして意識的に日常の行動を少しずつ変え

ていくことが、みんなの安心できる場所（職場）につながる。その文化を「自分が作るん

だ」という覚悟ができた。 

 そして、マネ友が想いを乗せて打ち出したこと、例えばチャレンジシート（人事評価）

の面接で被評価者と対話することや総合計画策定で出てきた「バックキャスティング」の

考え方を課内に説明することなど、仲間の想いを汲み、蔭ながら実践することで、微力で

はあるが、「ありたい姿」を一緒に作れたら嬉しい。 

 最後に、幹事団・講師の方々、ご協力いただいた先輩・後輩のみなさま、支えてくださ

ったマネ友のみなさま、本当にありがとうございました。そして何より「がんばらない」

と言い続ける私に幾度となくモチベーションを削がれたことでしょう、岡崎さん、江積さ

んには頭があがりません。でも、お二人とだったからこそ、共に悩みながらも楽しく過ご

せました。このご縁に心から感謝しています。 

 これからも懲りずにランチミーティング、よろしくお願いします。 

 

【岡崎 裕士】 

 「茅ヶ崎をもっといいまちにしたい、その一助となりたい」 

 茅ヶ崎市の職員になった時の純粋な志。しかし、「茅ヶ崎のありたい姿」を具体的に思

い描き、その姿に近づくために今を変える、自分から何かを変えることがこれまでにどれ

だけできていただろうか。日々、目の前の業務にあたっていくにつれ、思いは薄れずと

も、直視せずにいたのではないか。直視し、進まなければ何も変わらない。社会が変わっ

ていく中で、変わらないでいることは非常に大きなリスクとなってしまう。 

 人マネでは、そんな思いと、自らがまず一歩を踏み出すことの難しさ、また尊さに対す

る気づきを得ることができました。また、まちが全体としてチームとなり、互いの思い描

く未来を共有し、「的外れ」ではない「すべきこと」を見出すためにも対話が不可欠であ

ることの気づきも得ました。 

 誰でも、何もかも一人でできるわけではない。反目し合っていても、対話をすることで

それぞれが茅ヶ崎のために役割を果たすことができる。そんな組織、まちを目指し、人マ

ネに参加した自らの役割を、強みを活かし、覚悟を持って目の前の一歩を歩んでいきた

い。それがたとえ地雷原と言われる道であっても、恐れずに。地雷など本当は埋まってす

らいないのかもしれない。 

 最後になりますが、人マネの幹事団を始め運営の方々、また、多忙な中、活動を理解し
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支えて下さった皆様、そして、チームとして人マネに参加し、共に悩ませて頂いた小原さ

ん、江積さんに深く感謝申し上げます。 

 

【江積 卓弥】 

人マネに参加し、1年間の対話を通して気づいたことは、茅ヶ崎市の職員はそれぞれが

市を良くしていこうという「思い」を持っていること。 

しかしながら、それを上手く表現できなかったり、表現する勇気やきっかけがない人も

いる。現在の茅ヶ崎市は「思い」の共有が上手くされていない状況だと思う。 

そんな「思い」をつなぎ、共有する場が茅ヶ崎市にはもっともっと必要で、「思い」が

共有される文化がこの組織に根付くために“私”は行動していきたい。 

人マネでは、一歩踏み出すための気づきや勇気をもらった。だけど、一歩踏み出すのは

自分だ。私の一歩は微力だけど無力ではないと信じて、勇気をもって歩んでいきたい。 

最後になりますが、人マネの皆様、このような機会に参加させてくださった職員課、職

場の皆様をはじめ、活動にご協力いただいたマネ友、庁内の皆様に感謝申し上げます。そ

して、チームのお二人には本当にお世話になりました。これからもどうぞよろしくお願い

いたします。 

 


