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第 1章 本市の過去・現状・未来  

 

１ 研究方法 

本研究では、はじめに、本市の「過去」の流れ、「現在」の立ち位置、「未

来」の行き先を明らかにするため、「本市の人口・年齢構成」「本市役所の人

数・年齢構成」「財務状況」について、平成元年から令和 10 年（推測）のデ

ータの収集を実施した。さらに、収集したデータを補完するため、キーパー

ソンインタビューを実施した。 

 

２ 本市の状況 

 (1) 人口・年齢構成 

本市の人口は、平成３０年時点で１０万２千人となっており、市制施行

からおおむね一貫して増加を続け、平成１０年からは現状維持を続けてい

る。しかし、将来人口推計では、令和２年から減少に転じる予測となって

いる。 

本市の人口増の原因は、昭和の終期に本市内で行われてきた土地区画整

理事業による宅地造成が市内各地で行われたことが大きな要因であると考

える。また、近年の人口維持については、成瀬第２区画整理事業及び駅前

の高層マンションの建築によるもののほか、外国人人口の増加もあげられ

る。 

一方で、本市の年齢構成は、平成３０年の時点で、高齢人口（６５歳以

上）が２５％となっており、令和１０年には、３０％に達することが推測

されている。 

伊勢原市の人口 

出展：統計いせはら、伊勢原市まち・ひと・しごと総合戦略 

 

  平成元年 平成 10 年 平成 20 年 平成 30 年 令和 10 年 

総人口 87,007 98,900 100,779 102,143 98,538 

0 歳～4 歳 4,902 5,504 4,601 3,923 3,369 

5 歳～14 歳 11,455 10,087 9,617 8,358 6,961 

15 歳～64 歳 63,610 72,985 69,183 63,322 59,114 

65 歳以上 7,039 10,321 17,368 25,857 29,094 

75 歳以上 2,795 4,014 6,904 12,109 17,908 



(2) 組織の人数・年齢 

本市の組織の人数は、平成１０年の８２９人をピークに減少し、平成３

０年時点で、６６１人である。 

特に注目すべきは、平成２０年から３０年の間に、３０歳代の職員の人

数が１６１名から９７名に減少していることである。この原因については、

キーパーソンインタビューによると、本市は平成１７年度に行財政改革推

進計画を策定し、平成３０年度までに職員数を策定時の８０３人から６６

１人へと削減する中で、職員の新規採用をしない年度もあったことによる

影響であると思われる。 

 

伊勢原市の職員数 

  平成17年度 平成20年度 平成25年度 平成30年度 

職員数 

（4 月 1 日時点） 
803 人 764 人 686 人 661 人 

  

 

(3) 本市の財務状況 

本市の財務状況は、平成２９年時点で、経常収支比率が９７．１％とな

っているほか、扶助費・繰出金比率も２７．５％となっている。反対に投

資的経費比率は、１１．６％となっている。 

この原因は、主に高齢化による扶助費の増加があげられ、これにより、

弾力的に使用できる投資的経費を圧迫しているためであると考えられる。 

しかし、将来的には公共施設の維持等により投資的経費も増加する可能

性がある。 

一方で、公債比率については１２．７％と、ここ２０年で横ばいの数値

となっており、人件費率も３０．５％と平成１０年から減少に転じている。 

この原因は、市債の削減の取り組みや行財政改革による職員の減少の効

果が表れていることを示している。 

ただし、人件費については、令和２年から施行される「会計年度任用職

員」の制度により、増加するとの見解もある。 

  



伊勢原市の財政状況 

  平成元年 平成 10 年 平成 20 年 平成 29 年 

経常収支比率 68.0% 87.5% 93.1% 97.1% 

扶助費+繰出金比率 3.8% 8.2% 17.3% 27.5% 

公債費比率 8.5% 12.3% 12.1% 12.7% 

人件費比率 29.7% 38.3% 35.4% 30.5% 

投資的経費比率 28.1% 18.8% 12.5% 11.6% 

 

 

３ 本市の状況に対する考察 

 以上のように本市では、今後も高齢化が進行する中で、財政的な負担が増

加することはもちろんのこと、これまで生じていなかった課題が生じ、職員

の負担が増すことも考えられる。例えば、高齢化による中山間部集落の維持

の困難、孤立化、国・県からの事務や新たな制度創設など、職員の負担につ

ながる課題があげられる。 

加えて、公共施設の維持のため、投資的な経費も確保しなければならない

状況であり、職員の増加につながる人件費の増は、まったく見込めない。 

したがって、本市は今後多種多様に変化する時代の中で、「増加しない職員」

で、「増加する業務」を遂行し、持続的な住民サービスの提供を実行しなけれ

ばならない状況であり、そのための組織変革を実行しなければならない状況

に来ていると推測される。 

 

第２章 市長インタビュー 

 今回の活動の一環として、市長へのインタビューを実施した。市長から多く

の有意義な話を聞くことができた。 

 以下には、特に市長の想いを感じた部分を挙げた。 

 

○ 国や県、民間に派遣された職員が外での経験を伊勢原に還元し、伊勢原を

変えていってくれることを期待している。 

○ 新東名ＩＣ・２４６バイパスなどが完成すると、伊勢原には大山や日向薬

師などの豊富な観光資源があり、伸びしろもあるので、近い将来は伊勢原の

時代が来るということを期待している。 

  



第３章 本市の現状と課題（インタビュー） 

１ 研究の方法 

 前章の考察により、本市は、職員の負担がすでに生じていることが推測さ

れた。そこで、本市に生じている「負担」を明らかにするため、下記の表の

とおり職員に対しインタビューを実行した。 

 対話の方法は、日ごろ職員が心に秘めている本音を聞き出すため、次のよ

うな工夫を行った。 

 ・個室を用意し、周囲の人に聞かれないようにすること 

 ・話しやすい雰囲気を作るため、飲み物やお菓子を用意すること 

 ・インタビューの内容は匿名を前提に公開すること 

 

【インタビュースケジュール】 

  インタビュー相手 人数 

令和元年 7 月 
人事担当者 

中堅層職員 
6 人 

令和元年 7 月 2 日 若手職員 5 人 

令和元年 7 月 4 日 若手職員 2 人 

令和元年 7 月 5 日 若手職員 2 人 

令和元年 11 月 15 日 
新規採用職員 

（民間経験者含む） 
3 人 

令和元年 11 月 19 日 
新規採用職員 

（民間経験者含む） 
1 人 

令和元年 11 月 22 日 
新規採用職員 

（民間経験者含む） 
2 人 

令和元年 11 月 26 日 
新規採用職員 

（民間経験者含む） 
2 人 

 

  



２ インタビューの結果 

 (1) 人間関係について 

驚くことに、インタビューを行ったほぼ全員が、職場内での人間関係は

良いと回答した。若手職員に対しても数十名の職員に話を聞いたが、質問

がしやすい関係にはあるとの回答が多数であった。一方で、管理職が自ら

仕事を担当していることや1人の職員のみで担当している状況(＝業務の属

人化)があるため、質問をしたい時に行き辛いといった意見もあった。また、

神奈川県や周辺自治体等で開催される研修や勉強会については、参加をし

たいという意欲はあっても、業務が属人化しているため職場にいてほしい

といった理由で出足を阻まれる事態も起こっている。業務の属人化は、担

当者不在時に業務の対応が滞るだけではなく、担当者の休暇の取得を妨げ

る等多くの面でマイナス要素となり得るため、早期の改善が必要であると

の声があった。 

 

(2) 働く環境について 

 ほぼ全員が、働く環境に不満を持っていることが分かった。具体的には、

トイレがいまだに和式であること、職場の執務スペースが狭いこと、公用

車が利用したいときに空いていないなどがあげられる。加えて、民間事業

経験者からは、離席時にパソコン画面を消さないこと、文書が机の上に出

したままである、文書を保管するキャビネットに鍵がかけられていないこ

となど、セキュリティ面の甘さを指摘された。 

  

３ インタビュー考察 

 本市の人間関係の状況について、日常的な仲がいいことは非常に重要なこ

とであり、これが仕事上の関係を円滑にすることにつながることもあると考

える。しかしながら、本市の管理職が自ら仕事を担当している状況や業務の

属人化という状況を鑑みると、日常の人間関係の良さが仕事上の関係には生

かされてないことがうかがえる。 

管理職が自ら仕事を担当していることというのは、係員に適切に仕事を配

分することができないために発生すると考える。 

また、業務の属人化については、管理職のマネジメントがうまくいってい

ないことに加え、当事者である職員も、他の職員にヘルプを求めることがで

きない状況であり、周囲も見て見ぬふりをしている状況にあると考える。 

この状況を招く原因の一つは、事務分担を行うことにより、現状の居心地

の良さ（日常的な友情）を壊すことを恐れているからだと考える。 

このような状況は、現状を打破しようとしない変革を恐れる風土を形成し、

その結果、変革を叫ぶ者は白い目で見られる（言ったもの負け）ことにつな

がっているのではないかと考える。 

 

 



 (2) 本市の職場環境について 

庁舎の建て替えの希望やトイレの改築等は費用面においてすぐに実現を

することは困難であると思う。一方で、離席時のパソコンの電源や文書の

整理については費用の問題ではなく、職員の心がけの問題である。職場環

境の改善は、「できること」から一つずつ改善していくことが必要であると

考える。 

 

第４章 次年度展望、取組、1年後に目指す状態 

 

 前章までの考察から、限られた職員の元で行政を続けていくには、現状職

員が感じている負担を減じるための変革しなければならない一方で、職員の

関係性を壊すような変革を行うことは望ましくないと考える。では、具体的

にはどのようなことに取り組めばよいのだろうか。 

 多くの職員が働く環境(庁舎やトイレ)について改善を求める声を上げてい

るが、残念ながら当問題についてはすぐに改善を行うことは極めて困難であ

る。 

 一方で、業務の属人化による負担の増加や休暇が取りづらい、研修に参加

しづらいといって状況は各課単位のマネジメント次第で変えていくことがで

きる。次年度以降は管理職を対象とした人材マネジメント研究部会の管理職

部会の参加が必要だと思われる。(伊勢原市はここ数年若手職員が参加をして

いるため) 

外部の研修会のみではなく、庁内の研修においても管理職同士が対話をする

機会を設け、他課の運営について情報交換を行うことで管理職間の交流の活

発化のみではなく、マネジメント能力の向上も見込まれる。 

 管理職以下の職員についても対話を行う研修を増やし、他課の職員との交

流、情報の共有を図ることで伊勢原市の強みである「職員間の仲の良さ」を

伸ばすとともに、他課の仕事を知る多くの機会を得られることが見込まれる。 

 対岸の火事という言葉があるが、自治体職員には他課の仕事について関心

がないという風潮があると思われる。これは人材マネジメント研究会の中で

他の自治体職員からも同じ想いを抱いている方に何度も出会った経験がある

ため、本市だけに当てはまるものではないと感じている。他課の職員との対

話を通じて、仲を深めるだけではなく、他課の仕事の知識を深めていくこと

で、課同士の連携も取りやすい環境整備を整えることができる。 

 今後伊勢原市が組織として変化を遂げるには、全体の取り組みも当然必要

となってくるが、それよりも先に各個人の意識改革によるボトムアップが必

要だと感じた。1日の中で 30 分、1時間といった単位で時間を捻出するのは

難しいが、例えばお手洗いの際には一番手前の個室等で用を足し、移動時間

を削減したり、単語登録の機能を活用して定型文(伊勢原市〇〇課の△△と申

します等)の入力時間を減らせれば、数秒から数分の時間を生み出すことはで

きる。 



 組織としての大きな変化を起こすよりも先に、各個人が効率化を図り、個

人単位から組織単位への変化を起こせるような工夫が必要だと感じた。 

 

 

 

あとがき 

 

田伏 弘之 

 組織の変革には、大きく分けて２つの方法があると考える。一つ目として

は、強力なリーダーシップのもと、トップダウンで職員の意識、業務の構造

自体を変える方法である。課題を吸い上げて「上で揉んでから現場に降ろす」

という方法もその一つと考える。もう一つは、職員一人一人が自ら組織のこ

とを考え、それぞれが作用し、切磋琢磨していく方法である。本研究会で言

われていた「バタフライエフェクト」はこの方法であると考えている。 

 私は、今回の研究会で多くの人とインタビューを行い、職員それぞれが自

分とは違う立場で物事をとらえており、これまでの自分が「ひとりよがり」

の視点で物事をとらえていることに気づかされた。また、インタビューを通

し、職員それぞれが心の中に秘めた意見、言い出せずにあきらめてしまう意

見を持ち、その一つ一つが組織を変える可能性を感じることができた。 

したがって、今後自分にとって必要なこと、そして、組織の変革につなが

ることは、対話を通じて個々の職員の意見や課題を引出し、当事者と一緒に

なって考えていくことだと思う。 

 そして、これを実行するために具体的に必要なことは、 

 ① 職員 1人 1人と日常の会話レベルで対話し、問題や変革のヒントを得

る（ネタ帳のようなものを作る）。 

 ② 必要に応じて丁寧な対話を実践し、相手の立ち位置を考慮しつつ、日

ごろ得た変革のヒントを参考に解決策を考え、問題解決に導く（同様の事

例が発生した場合のノウハウを蓄積する。）。 

 ③ 同様の問題が発生している場合は、協力して問題解決に向けた策を考

え、解決に導く（ただ単に問題を吸い上げて解決策を提示するのではなく、

当事者と一緒になって解決策を考え、実践する。） 

 ④ 問題解決につながったものは、全体に提示し、共感を得る。 

 であると考える。 

 ２０２０年は、国勢調査の実施年であり、約６００名の調査員、指導員を相

手とした仕事が予定されており、多種多様な問題が発生すると考える。私は、

この機会をチャンスととらえ、上記のことを実践し、将来の市の変革への一

歩としたいと思う。 

 最後に、本研究会の参加メンバーの２人ともお疲れ様でした。また、本研

究に協力いただいたすべての方に、感謝申し上げます。ありがとうございま

した。 



 

上田 貴大 

1 年間の研究会を通じて、部会の講師をはじめ全国の自治体職員と交流でき

たことは今後の公務員生活において大きく活用できると思う。 

当初は市町村研修センター等で開催される研修の延長程度に考えていたが、

初回の研究会に参加して、一筋縄ではいかないことを痛感した。課題の難し

さや作業量の多さには辟易したが、それを差し引いても 1年間参加してよか

ったと思う。 

たった 3人でさえ、一つの課題に対して異なる意見が次々と生まれてくる

中、今後この動きを役所全体に波及させるのは正直無理ではないかと感じて

いたし、経験を積んだ今でも難しいと思っているのが正直な気持ち。ただ、1

年間様々な年代、様々なバックボーンを持つ人々と話をするのは楽しかった。

民間企業に勤めていた方の当時の話や昔の市役所、昔の伊勢原市の話は課題

そっちのけで聞き入ってしまった。元来、人と話をするのが好きな人間であ

るため、課題シートを埋めることや本論文を書くことは苦痛であったが、イ

ンタビューだけは積極的に参加をしていた気がする。(もちろん、課題にもち

ゃんと取り組みました。) 

「1 年間の研究会お疲れさまでした。」で終えるのではなく、この 1年で得

た情報や対話の手法、そして人との繋がりを大いに活用し、組織変革の一助

になれればと思う。 

 

菅野 涼太 

年度当初、人材マネジメント部会への参加を勧められた際、まだまだ経験

の浅い自分が参加してやっていけるか心配でしたが、１年間の研究会への参

加を振り返ってみて、職場でもまだ後輩もおらず下っ端である自分が組織の

マネジメント、組織変革について研究していくことは非常に難易度の高い活

動でありましたが、今後の自身には間違いなく大きな経験で財産となる１年

であったと感じています。 

インタビューを通して聞くことができた普段接することのない幹部層や

様々な職員の方の話は非常に興味深く、今後に活きるものであったと思いま

す。 

そして、研究会に一緒に参加させていただいた２人の先輩方には、１年間

の活動を通して、たくさんのご迷惑をおかけしたことを申し訳なく感じると

ともに、それでも１年間一緒に活動していただいたことにとても感謝してい

ます。 

また、研究会に派遣してくださった所属の皆様や研修担当者の方、研究活

動に協力してくださった職員の皆様にも感謝したいと思います。 

これからもこの１年で得た人との繋がりや経験を生かし、今後の伊勢原市

役所がよりよい組織・職場となるよう微力でも貢献していければと思います。 

以 上 


