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第１章 はじめに 

 平成 18 年３月に旧久慈市と旧山形村が合併し、現在の人口約３万４千人の市である。農林水

産業が盛んであるほか、NHK 朝の連続テレビ小説「あまちゃん」の舞台となるなど観光産業の

推進にも取り組んでいる。一方、人口減少や少子高齢化は年々深刻化しており、それと併せて経

済・社会も急激に変化している。市内でも、産業構造の変化や地域コミュニティの維持、医療、

介護・福祉分野の充実など課題は大きくなってきており、誰も経験したことない社会問題に対し

てスピードをもって対応することが求められている。 

また、厳しい財政状況下、「物的資源」「資金的資源」の大量投入が困難な中で、組織として

成果を出すため、最も重要となってくるのが「人的資源」であるものの、人的資源についても従

来のような数的充実は難しく、そもそも人材の確保も難しくなってきている。このような中にお

いては、業務は増えるが人員は減ることで、職員、職場全体が疲弊し、業務の効率性・生産性を

重視するあまり、場合によっては組織内の「関係の質」が後回しにされる。また、ＩＴ技術の台

頭によって、情報が伝えることが容易となったことも「関係の質」を下げる要因の一つとされて

いる。「関係の質」の低下は、仕事のモチベーション・質の低下をもたらし、新たな価値を創造

しにくい組織状態となる。 

早稲田大学マニフェスト研究所人材マネジメント部会へ派遣は、限られた資源の中で組織のパ

フォーマンスを上げ、従来方法では解決が難しい問題への対応や効率的な行財政運営を目指すた

め、人材や組織開発の手法を研究し、実践していくことを目的としている。 

この部会には、久慈市として平成 26年度から参加しており、今年度は６期生として、上記３

名が参加した。この論文では、３人が人材マネジメント部会研究会で学んだこと、庁内での研究

活動の記録、またそこから得られた組織の課題やこれから歩んでいく道筋についてまとめたもの

である。 

 

 

  

組織の成功循環モデル 

MIT ダニエルキム 
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第２章 組織の現状と見えてきた課題 

1. 第１回研究会 

第１回研究会では、人材マネジメント部会とは何か、対話とは何かについて下記のとおり 

講義があった。 

（１）人材マネジメント部会とは何か 

人材マネジメント部会の果たす役割は、地域の可能性を発見し、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、下記のとおり運営方針を挙げている。 

・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、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る実践的な研究

活動の場である。 

・人材マネジメント部会は、参加者個人の成長に特化した「研修」ではなく、 所属する組織

が望ましく変革する為の庁内対話を促す研究の場に他ならない。 

   部会の活動は図１のように行われ、全５回の研究会を通じて、対話を軸としながら組織の現

状把握、課題の明確化をし、課題解決のシナリオを作成するものである。 

   

また、以下の４つでありキーワードを柱として、対話を通じて、立ち位置変えて、価値前提

で考え、ドミナント・ロジックを転換し、一歩前に踏み出すことを目指している。 

  ・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） 

  ・一人称で考える（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） 

    

図１ 研究活動  
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（２）対話とは何か 

  現代は、ＩＣＴやＩＯＴ、ロボット技術の進歩により変化のスピードが加速しており、因果関

係の複雑化や社会の多様性が高まり、誰も正解がわからない時代を生きている。その中で、正解

を当てる、教えてもらうのではなく、多様な主体による「対話」により、納得解、いわば精度の

高い仮説を作り上げることが必要とされている。 

対話とは，「聴く×話す」を基本とし、表１に示すように、相互に意味づけをするプロセスで

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

なぜ、意味づけが必要なのか。それは、そもそも人は、物事の意味を客観的な事実ではなく、

客観的な事実に対して、その人の立ち位置や思い込み、思考の癖などを通して理解している。こ

の意味づけが、お互いに違うため、しばしば誤解や混乱が生じる。また、人は会話の中で自分の

真意は１～２割程度しか相手に伝わっておらず、相手の真意も自分は受け止め切れていないとい

う。例えば、図２の「認知の限界」は、同じものを見ても見る方向によって６と９で変わるが、

お互いは間違っているわけではない。つまり、立ち位置が違うだけで同じ立場から見たことがな

いだけということを示す。また、図３ではインドの寓話で「群盲象を表す」では、盲目の人が象

の一部を触れて、像は○〇のようなものと決めつけており、それぞれが物事の全体を観れている

わけではないことを示している。相互に物事を理解するためには、真意を確認し合い、一緒に意

味づけするプロセスが必要であり、その役割を対話が果たす。 

対話の際には、心の奥に根差した先入観である「ドミナント・ロジック」に囚われずにオープ

ンに話し・聴くことが重要となる。話す側は，個人的な評価や判断を保留して思っていることを

素直に言葉にし，聴く側は相手の発言の裏にある純粋な意図や背景を理解するべく積極的に聴く

ことが求められる。 

 

 

              

 

 

 

  

 図２ 認知の限界 
※佐藤幹事資料より引用 

 図３ 群盲象を表す 
※佐藤幹事資料より引用 

 

表１ 話し合いの種類 
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（３）現状分析の必要性 

 組織が時代に合わせて変化しながら成果を出し、持続していくためには、経営品質を高める必

要があり、そのためには、人、組織、仕事の質を高めていく必要がある。 

組織・人の質を高め、ありたい未来に向かうためのロードマップとしては、図５のように①組

織の現状について、過去から検証しながら組織の傾向を把握する②価値前提でありたい姿を設定

する③現在とありたい姿のギャップを埋めるためのアクションプランを実践することとした。 

現状分析が的確にされない場合、前提条件が崩れるため、とるべきアクションも的外れとなり

やすい。 

そこで、第１回研究会の課題として、過去の出来事等を検証し、なぜ現在の組織・地域となっ

ているかについて調査した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 組織の現状把握 

（１）データから現状と今後を予想する 

現状の調査にあたっては、過去にどのような出来事（原因）があり現在があるか、また、現在

の傾向から今後どのような状態になるか予想するため①人口②組織③財政状況について調査を行

った。 

① 人口の動向と今後の予測 

 人口の動向（図６）は、昭和 57年に 43,692人であったが、平成 30年には 34,074人と

過去最低となった。経済の安定とともに進学率が向上し、都市圏への社会減少人が進んだ。また、

年齢別人口割合の変化（図７）については、65歳以上の人口割合は平成元年の 12％から令和

10年には 38％になると予想され、急激に高齢化が進む。また、14歳以下の子どもは、平成元

年は約 9,500人だが、令和 10年には約 2,000人と大きく減少する。また、生産年齢人口につ

いては、平成元年から令和 10年で約 12,000人が減少するとされ、地域経済や地域コミュニテ

ィに大きい影響がでることは言うまでもない。 

さらに、人口ピラミッド（図８）で見ると平成元年は理想とされる「釣鐘型」である一方、平

成 30年では「つぼ型（50歳以下の人口減）」となっており、理想とのギャップが顕著である。 

図５ 取組の全体像 
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図６ 

図７ 

図８ 
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② 組織（職員）の動向と今後の予測 

 臨時職員も含めた職員数の動向（図９）は、合併後の平成 20年度から平成 30年度にかけ

て、災害等の影響で一時増加したもの、全体では約 600人で推移している。しかし、正職員・

臨時職員で比較（図 10）すると、正職員は 66人減少（約 15％）しているが、臨時・非常勤

職員は全体として増加傾向であり、正職員の負担が増加している可能性がある。また、正職員

の男女比については、男性 68％、女性 32％であり、過去 10年でほぼ横ばいであった。 

  今後の予想としては、人口に合わせて正職員も減少し、更に臨時職員についても会計年度職

員に移行することから、職員総数は確実に減少することが予想される。行政が担う仕事は減る

ことは期待できず、むしろ職員数が減少することにより、1人当たりが抱える仕事は増加する

ことが予想され、更なる効率化が求められる。また、人材の確保も困難になることが予想され

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図９ 

図 10 図 11 
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③ 財政の動向と今後の予測 

 経常収支比率（図 12）は、平成９年から平成 29年の間で、地方交付税の減少や扶助費の増

加等により約 13％押し上げられ、今後も高齢化に伴い社会保障関係の経費が増加することから

財政の硬直化が予想される。 

また、将来負担比率（図 13）は改善傾向にあるものの県内では下位に位置しており、今後の

大型整備事業によっては更に負担が増加することから予想される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■経常収支比率 

・財政構造の弾力性を測定する指標 

・低ければ低いほど財政運営に弾力性があり、政策的に使えるお金が多くある 

・75％程度が妥当で 80％を超えると弾力性を欠いている 

図 1２ 

■将来負担比率 

・将来負担すべき実質的な負債の標準材規模に対する比率 

・将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す 

・市町村の早期健全化基準は 350％ 

図 1３ 
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表２ 国と久慈市の出来事 
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３ 第２回研究会 

（１）第１回研究会課題の振り返り 

前段で取り組んだ課題のコンテンツ（内容・結果）とそのプロセス（取り組み方）につい

て他自治体とともに振り返りを行った。 

なぜ、振り返りを行うのか。振り返りは、良かった点、改善が必要な点を可視化すると同

時に、「こうすれば問題が解決できるだろう」という仮説と結果のギャップを明確化する行

為である。また、組織行動学者のデービット・コルブの「経験学習モデル」（図 14）による

と、ある経験をもとに、省察（振り返り）、持論化、試行することで経験から学習が促され

る。つまり、取り組んだ課題について内省し、自治体同士で対話することで新たな「気づき」

を得ながら持論化し、次のステップに活かすというものである。コンテンツの質を上げるた

めには、プロセスが重要であり、この学習モデルを繰り返すことが重要とされる。 

実際の研修では、コンテンツ（組織の現状把握の内容・結果）ついて、「誇りに思うこと」

「残念に思うこと」をテーマとして振り返った。また、プロセス（現状把握の取り組み方）

については、KPTの手法（業務を振り返り、今後のアクションを考えるフレームワーク）に

より「上手くできたこと」「上手くできなかったこと」「次回試すこと」をテーマとして、

他自治体とともに対話した。 

 

（２）「問い」が学びを促す 

佐藤幹事の講義の中で、問いとは、『正解のない社会において、これからは「解く」ことよ

り「問う」こと、「教える」より「学ぶ」ことが重要となる。「問い」を発することにより

考える行為が始まり、人々の探求と学習を伴う対話が起こる。しつこく「問い」を続けると、

質問の方向に向けて成長する。』とのお話があり、組織開発での問いの役割を学んだ。 

実際には、組織の現状をインタビューやアンケート調査で「見える化」する場合、今後の組

織のありたい姿を対話する場合には、本質に迫る良質な問いを作る必要があった。 

良質な問いとは、中立性を保ち、①経験を思い起こす②自分事として考えられる③ポジティ

ブな発想を促す④本質を考える⑤思いがけない視点のものが良い問いとされる。 

図 14 経験学習モデル デービット・コルブ 
 第２回研究会 
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問いの作り方法は，上記の性質を考慮しながら「はい／いいえ」のような 「クローズドクエ

スチョン」と，答え方が決まっていない「オープンクエスチョン」を織り交ぜて，また相互に

変換して問いを作成する練習を行った。 

 

４ 現状把握の深堀りと見えてきた組織課題 

 前段の現状把握を更に深堀り、見えてくる組織の課題について仮説を立てることとした。深堀

りの方法は、キーパーソン（市長・副市長・部長）へのインタビュー、おしごとカイゼンセンタ

ーでの対話（オフサイトミーティング）、平成 26年度実施の職員アンケートを基に行うことと

した。以下にその取組を示す。 

 （１）キーパーソンインタビュー 

現状分析データを踏まえ、市長、副市長・総合政策部長・総務部長へインタビューを行った。 

【インタビュー要旨】 

 

・当時は人口減少がもたらす問題を具体的に捉えきれなかった。また、交付税が減る時代が

来ると予測していなかった。当時の状況で立案した事業が現在も残っており、ギャップが

生じていると感じる。 

・職場の雰囲気や仕事の仕方は「前例踏襲」が前提で、今までと違うことをすると淘汰され

る雰囲気があったため、踏み込んだ方向転換などが難しかった。しかし、ここ５年くらい

で変化や改善を受け入れようとする雰囲気、職員の動きがあり、今後よりいっそう進めて

ほしいと思う。 

・県庁への派遣を経験したが、別な環境に身を置くことでカルチャーショックを受けた。同

じような経験をした人は、その後の職場をリードする人材となったと感じている。 

・役職、部署、年齢などを超えたダイアログの必要性、重要性は経営層としても感じている。

良い考えだと思うので、実現に向けた仕組み作りが必要。 

・様々な働き方などを含め、女性職員の管理職での活躍を期待したい。 

・今後の久慈市を考えるうえで「変化」は必要である。 

  市長インタビュー  副市長・部長インタビュー 
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（２）おしごとカイゼンセンター 

おしごとカイゼンセンターでは、「働きたくなる職場」、「子どもに働いてほしい職場」を

テーマとして、ワールドカフェ形式で対話し、以下の意見があった。なお、対話のメンバーは

部局に関係なく、係長以下の職員で行われた。 

【対話の要旨】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これまでの調査を基に得られた①組織の課題②その課題の根拠③課題の原因について仮説をま

とめたものを表３に示す。得られた課題は以下のとおりである。 

 ■前例踏襲な組織風土 

 ■組織の縦横断的な連携不足 

 ■人材育成制度の不足 

 

・相手を否定しない職場環境が大事、自分たちの目的を見失わないこと。 

・若い人が「何も考えていない」訳ではない、表現できず「思いを抱え込む人」もいる。 

・人任せ、無関心な雰囲気を感じると不安。職場内での風通しが悪い。 

・やりがいを感じられない。職員一人一人の個性を活かす職場が良い。 

・能力を把握できておらず人事異動による効果が薄い。 

・チャレンジ・変化することへの共感とバックアップが薄い。 

・各課と連携して対応すべきケースに対して、組織間の調整を担当同士で行うことがある。 

早急に連携できず、対応に時間を要し、適切に対処できない事態が発生している。 

・業務の偏りなどによる疲弊がある。 

・マネジメント能力向上が必要。 

 おしごとカイゼンセンター 
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→ ⇒

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

【おしごとカイゼンセンターインタビュー】
各課と連携して対応すべきケースに対して、組織間の調整は基本的に担当同士
で行っており、ケースによっては、早急に連携できず、対応に時間を要し、適切
に対処できない事態が発生している。

組織縦横断的な連携不足
・時代の変化とともに、住民ニーズが多様化・深度化している。
・組織の垣根に存在する課題があった場合、課間等での連携に不足が生じてお
り、迅速かつ適切な対応ができていない。
・職員は組織連携に係る不満を感じ、士気の低下や市民サービスに影響が生じ
る。
・連携がスムーズに取れないことにより、業務の押し付け合いが生じ、対話が生
まれにくい状況がある。
・H26職員アンケートによると、「他部署の事業を把握していないことにより、不都
合を感じたことがありますか。」に対して、72％が「ある・どちらかといえばある」と
回答。

【仕事のやり方の変化によるコミュニケーション不足】
ＩＴの発展により、仕事のやり方が手作業からパソコン作業へと移り変わるととも
に、正職員の減少に伴い１人ひとりの責任が大きくなり、時間的・精神的な余裕
がなくなり、コミュニケーション不足が生じている。

【H26職員アンケート】
Q「他部署との連携（打合せ等含む）について、「うまく機能していない」と感じたこ
とはありますか。」に対して、74％が「ある・どちらかといえばある」と回答があり、
多くの職員が連携不足を感じている。

【コミュニケーション・交渉能力スキル不足】
H26職員アンケートでは、上司及び部下に求める能力として、ともにコミュニケー
ション能力・交渉能力・課題解決能力が上位に位置付けられており、そのスキル
が不足しているのではないか。

【キーパーソンインタビュー】
昔からの仕事のやり方として、部局横断的な仕事を求められることはあまりな
かった。

【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）

【キーパーソンインタビュー】
地方分権が推進されるまで、「前例踏襲することが仕事」という意識があった。

前例踏襲な組織風土
・中央集権時代の地方への財源配分や補助金交付などの制度による働き方の
意識が残っているのではないか。
・現代社会はめまぐるしいスピードで変化しており、市町村ごとの社会課題を的
確に捉えた制度や働き方改革が求められているため、組織として柔軟に適応し
ていく必要があるのではないか。

【中央集権制度が根強く残っている】
中央から地方への財源配分やひも付き補助金制度により、国からの指示で仕事
を進めていれば良かった風土が今だに残っているため、これまでのやり方から
変化することに抵抗感がある。

【おしごとカイゼンセンターインタビュー】
「仕事が多い」「ムダが多い」とはよく聞くが、それを改善できていない。

【業務の見直し・整理ができていない】
事務事業の見直しについて、毎年行政評価や事業評価を実施しているが、その
見直す仕組みや体制、その評価の意味付けが不足している。また、改善活動の
意識やスキルが共有できてない。

【若手職員インタビュー】
仕事を覚える・こなすのが精いっぱいで勉強やチャレンジができない。

【臨時職員向けの研修の不足】
臨時職員に対する研修参加の意識や制度が不足しており、個々の能力を十分
に発揮できていないのではないか。

【若手職員へのサポート不足】
・先輩職員も時間的余裕がなく、若手職員に対してきめ細やかな指導ができてい
ないことから、効率的な業務の進め方や実践的な事務処理能力を高めてられて
いないため、前例踏襲から抜け出せていない。

【H26職員アンケート】
Q「能力職員の能力開発の手段として何が重要だと思いますか。」に対して、既
存の研修会に対して重要性は低いという回答。一方で、自己啓発や友人同僚か
らの刺激が重要という回答が上位を占めており、人材育成研修にミスマッチが生
じている。

人材育成制度の不足
・社会の変化に適用するスキル（AI・RPA）や考え・気づきを得る機会が少ない。
・新採用職員が習得する日常的な能力は、各職場でのOJTに任せられている
が、OJTの方法など定まったものはなく、指導においても個々にゆだねられてい
ることから、能力に差が生じている。
・中堅職員の「後輩を育てる」意識や「学び」への意識が低い。
・臨時職員が増えているが、十分な研修が用意されておらず、組織的全体として
効率的に業務を遂行できていない。
・適正な人事評価制度ができておらず、やりがいを感じていない。

【求める人材育成制度と既存研修のギャップ】
知識を詰め込むだけの研修は多いが、実践に役立つ研修が不足しているので
はないか。また、単に知識ではなく、気づきや意識を植え付ける研修が求められ
ている。ここにも前例踏襲の風土が影響していると思われる。

【H26職員アンケート】
Q「あなたの職場では、ＯＪＴが行われていると思いますか。」に対して、40％があ
まりない・ないと回答。その理由として、上司・先輩が人を育成する意識が薄い、
業務多忙などが挙げられている。

【OJTの質】
上司・先輩がOJTを行うに当たってのサポートの仕方や意識を学ぶ機会がなく、
対応がバラバラとなり、一貫性をもって職員を指導できていない。また、指導の
仕方がわからないのではないか。

【統計資料】
30年前と比べて、臨時職員が25％増加したが、正職員は16％減少しており、臨
時職員に仕事を任せることが増えてきている。

【他部署の業務把握不足】
H26職員アンケートより、「他部署で実施されている事業をどの程度把握していま
すか。」という問いに対して、50％把握は38％、25％把握は38％、ほぼ０％は
10％であり、他部署の業務内容を理解しておらず、連携時に認識のずれが生じ
ている可能性がある。

表３ 現状分析（調査から浮かび上がった課題（仮説）とその根拠、原因） 
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第３章 人材・組織のありたい姿 

１ 第 3回研究会 

 これまでの取組みでは、主に現状分析を行ってきたが、次は目指すべきありたい姿に見出す

ことにした。第３回研究会では、北川顧問、出馬部会長より地方創生時代の職員像やマネジメ

ントのあり方についてご講演いただいた。また、参加自治体とともに組織・個人のありたい姿

について対話した。以下に第３回研究会の概要を示す。 

 

（１） 北川顧問講演 ～地方創生時代に求められる職員像～ 

 

（２）出馬部会長講演 ～働きやすい職場・マネジメントの意味と課長の責務～ 

① 人材マネジメントとは何なのか？ 

■気持ちよく仕事ができる職場の風景と３つ要件 

  ・職場が目指す状態の共有：何をどう目指しているか、皆が理解している。 

  ・適切な役割・業務分担：強みが活きる仕事を分担し、皆が納得している。 

  ・ちょっとした対話による確認：仕事で後悔しないため、お互いに声をかけている。 

  ■人材マネジメントを難しくする要因は何か 

  ・ありたい姿を考える経験の乏しさ 

ありたい姿を考えるのは別の人。ありたい姿を考えると面倒になるので止める。 

  ・増え続ける業務を減らす難しさと余裕の無さ 

現場業務の絶対量を増減できるは経営層だけ。 

経営層の判断を左右する現場からの提案がなされていない。 

■やさられ感・あきらめ感が蔓延した職場（図 15） 

■やりがい感・スピード感が向上する職場（図 16） 

■1人ひとりの意識行動、特に勇気が求められる 

  ・何でも言える職場の雰囲気。誰にも居場所がある。 

・変えていく＝良くしようとする認識が浸透。 

・所属長が適切な距離から皆を見守り勇気づける。 

 

三重県知事時代、地方分権推進法により地方は自己決定・自己責任で仕事をする職員を育てて

いかなければならないと思い、様々な行政改革に着手した。改革に当たっては、役所は前例踏襲

が多く、そのこと自体に気づいていない職員が多かった。その中でとった改革の手法は、徹底し

た対話であった。説得では人は心から変わらない、対話で心をほぐし、納得に変えるため、結論

を後回しにしてもお互いの意見を相対化していくことが重要であった。対話により、生活者起点

（立ち位置を変える）、価値前提で施策を考えることが重要である。 
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② 人材マネジメントは所属長（課長）の責務（図 17） 

■今誰に何を任せるかの適正判断が委ねられている 

  ・仕事と人材とをつなぐ 

   仕事に優先順位をつけ、その目的を明示する。 

1人ひとりの個性に合わせ、任せ方を決める。 

  ・育成と引継も含めた構想力が不可欠 

   組織の未来を予測し、育成・引継を構想する。 

日常の観察と双方向対話で、個性を把握する。 

 ■仕事と人材、それぞれの価値を見極める力が必要 

  ・仕事の見極め＝「優先順位」をつける 

   曇りない眼で、ありたい姿を描き、逆算する。 

優先度低下で招くリスクの軽減策を準備する。 

  ・人材の見極め＝個の力を最適に組み合せる 

   個性（持ち味、強み、弱み）を正しく知る。 

弱みを補完し合う関係性を探索・思考する。 

 ■職場風土形成とその活性化に対する時代的な要請 

  ⇒こうしたい・こうすれば、が言える風土で 

あれば、生産性が高まりミスも減る。 

  ・問題・トラブルを抱え込ませる圧力が減る。 

  ・少しでも「良い職場」にする、そのためにこそ 

意見を交わすとの考えが職場の常識になる。 

  ・職場全体のレベル UPが期待できるようになる。 

 

③ 参加者と派遣元（人事）へのメッセージ 

■状況判断と行動選択の質を高める力養う重要性 

 ・状況を見極める鋭い観察眼 

  ありたい姿をモノサシとした観察の習慣づけ。 

 ・最善を目指して一歩踏み出す勇気 

  ありたい姿を描く主体が、自分であるか否か。 

 ・（それらがある）人材の輩出 

  所属長になってから身に着けるのでは遅い。 

■なぜ研修ではなく、「実践研究の場」とするのか？ 

 ・「勇気」は外側から与えられない 

  勇気ある行動とは、自己保身からは生じない。 

  やむにやまれぬ、他社への貢献心から生じる。 

・内発的・日常的・具体的な行動習慣が必須 

  考える、対話する、決める、動く、この連続が重要 

  1 人では折れてしまう心も、仲間が居れば別。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 16 ※出馬部会長資料より引用 

図 17 ※出馬部会長資料より引用 

図 15 ※出馬部会長資料より引用 
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（３）ありたい姿を考える 

上記講演により人材と組織のありたい姿のイメージを得ることができた。そこで、次はあり

たい姿について、下記テーマに沿って他の自治体と対話しながら、①個人のビジョン②組織・

地域のビジョンを考えることとした。 

ありたい姿への道筋は図 18 のように、ありたい姿から逆算して問題に対処していくバック

キャスト（＝価値前提）で考えた。一方、過去の経験から道筋を考えるものをフォアキャスト

（＝事実前提）というが、この手法では目先の改善を繰り返していまい、目標とする未来まで

到達することは難しくなる。 

 【個人のビジョン】 

  Qあなたが今日までの業務を振り返ったとき、忘れられない出来事と、そこから得た教

訓は何でしょうか。 

  Q仕事を通じて成し遂げたいことを３つ挙げるとすれば何でしょうか。 

  Q10年後、どのような人（自治体職員）になっていたいですか。 

 【地域・組織のビジョン】 

  Qあなたが組織を通じて実現したい未来の地域社会はどのようなものか？ 

  Qあなたが、できればこうなりたくないという組織の姿があるとすれば、それはどのよ

うなものか。 

  Qあなたの地域が今後も永続していくために、組織の中で変えてはならないもの、逆に

変えていくべきものは何でしょうか。 

 

 

 （４）第３回研究会の課題 

ありたい姿を設定し、現状分析を再度、整理しながら、ありたい姿へのアクションプランを

作成することとした。なお、アクションプランの作成に当たっては、人材マネジメント部会の

幹事よりアドバイスをいただきながら作成した。 

 

  

図 18 ※佐藤幹事資料より引用 
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２ ありたい姿の設定 

20年後の地域・組織・人材のありたい姿を設定するため、キーパーソンインタビュー、おし

ごとカイゼンセンター、総務課人事係、市民との対話を基にありたい姿について考えることと

した。以下にありたい姿とその作成プロセスとを示す。 

①どんな対話やインタビューをして、ビジョンとありたい姿を考えてきたか  

市長／1回／30分 

●どういう組織・職員であって欲しいか？ 

・自ら勉強する職員。また、研修に行った人だけが成長するのではなく、周りも巻き込んだ勉

強会や新しい提案を出して欲しい。 

・勉強や事務仕事だけではなく、今後はあらゆる人と課題に取り組むコミュニケーション能力

が重要。主体的に動き、こちらの想いを市民にしっかり伝えていかなければならない、 

・仕事の増加と予算が限られるが知恵を出して、意欲をもって取り組んで欲しい。 

副市長、総務部長、総合政策部長／1回／60分 

●どういう組織・職員であって欲しいか？ 

・経営層から若手層までを対象とした対話（フュージョンダイアログ）は重要、その仕組み作

りが必要。 

・出向など市役所外での経験が活きると感じる。外に目を向けて自分を高めてほしい。 

おしごとカイゼンセンター（係長・主査・主任級）／５回／10時間 

●働きたくなる職場とは 

・相手を否定しない、目的を見失わないこと、スキルアップを支援する、話せる・声を掛けて

もらえる、変化を受け入れる、情報共有できている、やりがいがある、個人の強み弱みを勘案

した人事配置が良い、コミュニケーションがとれる。 

久慈出身の女子大生／１回／２時間 

●どんなまちに暮らしたいか 

やりたい仕事がある、遊べる場所がある、普段はつつましく過ごしてたまに非日常的なことを

したい、色々便利なまち（交通機関、買い物、遊べるところ）、地元は好きだから戻ってきた

い。 

総務課人事係／１回／60分 

人材育成計画は平成 18年３月策定なのでバージョンアップしたい、やるからには効果的な研

修にしたい、新任課長係長の研修を新たにするのは良いかも、組織全体で人材育成にもっと真

剣に取り組んでいかなければならない、効果が分かりやすい研修に変えていきたい、今の時代

に求められている能力や優先順位を確認して進めたい。 

 

②活動を通じて、何を学んだか 

・自ら学び意欲的に取り組む職員が必要 

・住民や経営層との対話が必要。 

・他の環境に身を置くことで気づきを得られる 

・昔からの仕組みにゆがみが生じている。 

・変えたほうがいいと思っていても変えられない現状。 

・望む地域は価値観によって異なるが、自分がやりたいことを選択できる地域が望ましい。 

・組織内の対話の必要性、個人の対話力のレベルアップ。 
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③ 組織・人材のビジョン 

20年後の地域・組織・人材のビジョン 

■一人ひとりが自立し、自分が望むライフスタイルを実現できる希望にあふれている地域 

■社会課題と住民ニーズを的確に捉え、地域の自立を促進する施策を最速で実行し、より良

い明日を創造することに全力で取り組む組織 

■社会と住民ニーズの変化を敏感に感じ取り、課題解決提案力を高めるために学習し続け、

やりがいを持って取り組む人材 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１年後の組織・人材のありたい姿（状態）  

・組織現状が見える化しており、職員が理解・共有できている 

・組織・人材ビジョンの基礎となる対話力を多くの職員が習得し実践している 

５年後の組織・人材のありたい姿（状態） 

・やりがいとスピードが向上する「ミドルアップダウン経営」が実践でき自律型組織

（経営層からは方針→やり方は現場へ→現場が主体的に動く）である。 

・学習する意識が一人ひとりに生まれ、やりがいを感じながら働いている 

３年後の組織・人材のありたい姿（状態）  

・人材育成を組織全体で積極的に取り組み始め、組織内が活性化されている 

・個人の強み弱みを活かした人事配置・研修制度となり、職員のやる気が高まってい

る 
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第４章 アクションプラン 

（１）ありたい姿へのアクションプラン 

  課題を解決するためのアクションプランを考えるため、現在の組織の状況を再整理し、立ち

位置を明確化した上で、取り組むアクションを考えることとした。始めに、組織の現状とその

作成プロセスを以下に示す。 

①誰とどんな対話やインタビューをして、現状を把握してきたか   

市長／1回／30分 

●昔の組織は？今の組織の問題点は？ 

前例にならうことが仕事という時代があった。職員採用試験をしても辞退があり、人材の確保

が課題である。仕事が増えるから大変だという職員は困る、知恵を出す必要がある。これから

は、多様性のある職場を目指し、女性も登用していかないといけない。 

副市長、総務部長、総合政策部長／1回／60分 

●昔の組織は？今の組織の問題点は？ 

・30年前の市役所は「前例踏襲」が仕事だったが、県派遣などでカルチャーショックを受けた。

そのような人は、職場をリードする人材となった。 

・人口減少が問題視されていなかったし、交付税が減る時代が来るとは思ってもいなかった。 

・当時の状況で立案した事業が現在も残っており、ギャップが生じていると感じる。 

・何か変わったことをやろうとすると淘汰される雰囲気があったが、ここ５年くらいで変わろ

うとする雰囲気は上がってきていると思う。 

マネ友１期～５期生／１回（論文含む） 

・１期から５期が感じている課題は、久慈市が長年に渡り課題として感じていること。 

・課題解決が図られないまま、新たな課題が生じる悪循環の中にいる。 

おしごとカイゼンセンター／５回／10時間 

・相手を否定しない職場環境が大事。若い人が「何も考えていない」訳ではない、表現できず

「思いを抱え込む人」もいる。 

・自分たちの目的を見失わないこと。 

・人任せ、無関心な雰囲気を感じると不安・やりがいを感じられない。 

・職員一人一人の個性、能力を把握できておらず、人事異動による効果が薄い。 

・チャレンジ・変化することへの共感とバックアップが薄い。 

総務課人事係／１回／１時間 

・忙しくて新たな研修を考える時間がない、効果が疑問な研修もあるがなかなか止められない 

・昔と課題が変わってきているが研修内容は変わっていない、昔であれば係長が OJTをできて

いたので今の階層別の研修制度で良かった。人事評価も変えていかなければならない。 

 

②活動を通じて、何を学んだか 

・市民が満足、納得できるレベルの仕事ができているか。 

・市職員が外部からどう見られているか自覚できているか。「自分事」の意識醸成の必要性。 

・前例踏襲の傾向は「ゆるやかに改善」。「大きな変化」は淘汰されたり、拒否反応を示す。 

・垣根を超えた対話（フュージョンダイアログ）の仕組み作りが必要ではないか。 

・仕事を整理し「対話の時間」を作ることも仕事のひとつ。 

・他者の多様性を受け入れる、認める大切さ。・ビジョンがないと迷う。 
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③ 組織・人材の現状 

■前例踏襲な組織風土が残っている 

・改善されてきてはいるが、未だに中央集権時代の前例踏襲意識が残っている。 

・前例踏襲意識により、過去に立案された事業が今の住民ニーズとギャップが生じていると

思われても、なかなか改善・改革ができていない。 

■部局横断的な連携ができていない 

・他部署との連携が不足していると感じており、部局を越えた課題の解決、情報共有や施策

立案ができていない。これの根本的な原因は、【組織内の対話不足】であると考える。 

■新たな人材育成研修制度の必要性 

・現場は業務量が多くて余裕がなく、OJT中心の人材育成に無理が生じており、Ｏｆｆ- 

ＪＴの必要性が高まっているが、これから求められる能力に特化した研修受講の機会が 

少ない。 

・従来型の階層型研修・知識吸収型研修のほかに、お互いの考え方を確認しあう対話を通 

じて、自ら考えて行動する実践型研修が今以上に必要である。 

●第１期生から共通している課題・ありたい姿 

・まだ解決できていない課題は「ビジョンの共有」、「他部署との連携」、「仕事のやりが

い」、「根本的な組織変革」である。 

・目的・目標を共有すること、住民と目指すべき先を共有することがありたい姿。 

 

 次に、上記の現状からありたい姿へ向かうためのアクションプランを以下に示す。なお、作成

にあたっては、人材マネジメント部会の幹事団との対話、第４回・第５回研究会での他自治体と

の対話を踏まえ、３人で修正しながら作成した。 

  

第４回研究会 第５回研究会 
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④ アクションプラン 

■組織の現状を共有する 

 ・エンゲージメント調査を実施する。 

・サーベイフィードバックを経営層・管理職を含む全階層の職員で実施し 

現状を意味づけしあい、アクションを考える。 

 

■組織内の対話を活性化する 

 ・オフサイト活動（おしごとカイゼンセンター）や庁内研修で対話を浸透させる。 

 ・オフサイト活動で自主学習する機会をつくる。 

 ・久慈版人材マネジメント部会「未来志向型人材育成塾」を継続する。 

 

■人材・組織ビジョンを明確化する 

 ・課長から主任までのあらゆる階層を交えたフュージョンダイアログ 

により、人材と組織のビジョンを対話により創出する。 

  ⇒人材育成計画の改正につなげる。 

 

■地域とビジョンを共有する 

 ・議員×若手職員×マネ友のフュージョンダイアログを行う。 

  目指すビジョンと地域課題を住民と共有する場づくりとする。 
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第５章 アクションプランの実践と結果 

（１）組織内の対話を活性化する（ABD・初任者研修・おしごとカイゼンセンター） 

①ABD（アクティブ・ブック・ダイアログ） 

 佐藤淳幹事を講師に、ＡＢＤ（アクティブ・ブック・ダイアログ）を開催した。ＡＢＤとは、

①１冊の本を参加者で分割して読み、要約分を作り②要約をリレー方式でプレゼン発表し、③

気づきや創造を生み出すために感想や疑問について、ダイアログするものである。 

このABDのメリットとしては、短時間で読め、すぐにアウトプットすることでより記憶が

定着する。また、複数人でのダイアログにより解釈の違い等から深い気づきと創発が起こる。

さらに、参加者の間で本の知識が共通言語となり、一体感が生まれることがあげられる。 

ABDは以下の内容で実施した。 

 

  ・本の題材：『ダイアローグ 対話する組織』 著：中原 淳 中岡 健 

  ・参加人数：12人 

  ・ダイアログテーマ：今ここで心の中に浮かび上がる「問い」は何ですか？ 

            その問いを出発点に浮かび上がる「問い」を起点に自由に話す。 

   

ダイアログでは、参加者から「対話しやすいしやすい職場とは？」「昔からこうだ、という

ドミナントロジックを捨てないと対話にならない」など、対話を職場で実践するための問いが

見られた。 

  また、30分間という制限時間内で、１人当たり約 20ページを読み、要約し、発表ポスタ

ーに書き、更に２分で発表するという作業は、非常にタイトであるが、集中力、要約力、プレ

ゼン力など個人の多面的なスキルを磨くことができるものであった。 

参加者からは、「普段意識できていなかったが、限られた時間で考え、まとめること、また

わかりやすく伝える難しさを感じたが、今後意識することで様々な効果が期待できると感じた。」

との感想もあり、今後継続して取り組みたい活動となった。 

 

 

   

ＡＢＤ研修 
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②新採用職員へのダイアログ研修 

職員へ「対話」を浸透させるため、公式な初任者研修の中でダイアログ研修を実施した。な

お、この取り組みは、中級者研修でも実施する予定であったが台風 19号災害により初級者研

修のみの実施となった。 

研修では、人材マネジメント部会や対話とは何かについて説明し、以下のテーマでダイアロ

グをした。 

 

  ・ダイアログテーマ：半年働いてみて感じたことはなんですか？ 

よい職場にするためにはどうすればいいですか？ 

グループワークで一番心に残った言葉、話はなんでしたか？   

・参加人数：10人 

 

どんな仕事をしているのか、職場以外ではどのような人柄なのかなど、新たな一面を知る機会

にもなり、対話の重要性を感じ、普段から意識して行動したいと声があった。 

若手職員にも対話に興味を持ってもらえれば、私たちが描いたフージョンダイアログもスムー

ズに進んでいくのではないかと期待される。 

また、若手職員のやる気や思いを受け止め、その実現をサポートする体制の必要性を認識して

もらう機会として、中堅以上の職員を対象としたダイアログ研修の導入を今後も働きかけていき

たいと感じた。 

  

   

新採用職員ダイアログ研修 
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② おしごとカイゼンセンター（組織の現状、ありたい姿、問いづくりワーク） 

 過去のアンケート調査、分析結果やキーパーソンインタビューでの気づきを踏まえると、職員

間で現状把握やありたい姿を考えていくこと、それには対話の質を向上させる必要があると考え

た。 

そこで、すでに立ち上げられていた「おしごとカイゼンセンター」において、ありたい職員像

や職場の課題を引き出すための「問いづくりワーク」を実施した。 

これまでのアンケート調査でも指摘されているとおり、職場内での風通し、業務の偏りなどに

よる疲弊、マネジメント能力向上の必要性などが様々な挙げられ、参加者の中でも考えるきっか

けになったと思われる。 

今後も、対話、問いづくりについて学ぶ機会を設けていきたいと考えている。 

  

おしごとカイゼンセンター 問いづくりワーク 
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（２）地域とビジョンを共有する（議員×若手職員×マネ友） 

  佐藤幹事を講師に迎え、久慈市議会議員と市職員 18名によるダイアログ実践研修を行った。

この研修の目的は、議員活動において住民との意見交換の場で議員の対話能力の向上を図るこ

とが目的であり、議会事務局と連携し開催したものである。また、若手職員としても、日頃、

議員と直接対話する機会が多くないことから、市民との対話の練習としても実施した。 

  対話は、６人×６テーブルのワールドカフェ形式で実施した。 

 

  ・ダイアログテーマ：久慈市の良いところ、残念なところはどこですか？  

10年後の久慈市の未来は？ 

今、心に浮かぶ問いは何ですか？ 

   

  職員の参加者は 20～30代が多く、議員との対話に”堅い””怖い”という先入観を持って

いたようだが、対話のグランドルールを意識したことによって、自由に発言することで徐々に

場の緊張感がほぐれ、久慈市の未来について素直に語る姿が印象的であった。参加者からは、

「議員のお話や熱い思いを聞いて前向きになれた」や「議会と行政が一緒になって未来を考え

る仕組みは？」など、相互理解とビジョンをともに考えるきっかけとなったと感じた。 

 

 

 

 

  

市議会議員 ダイアログ研修 
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 （３）組織の現状を共有する（エンゲージメント調査） 

エンゲージメント調査とは、職員の組織に対する「愛着心」や「思い入れ」、「上司・同僚と

の関係性」を表すものである。「個人の成長や働きがいを高めることは、組織価値を高める」「組

織の成長が個人の成長や働きがいを高める」という考え方があり、エンゲージメントが高い組織

は、一人ひとりが組織を信頼し、自身と組織の成長に向けて意欲的に取り組むという特長がある。 

また、慶應義塾大学などの研究によると、エンゲージメントが高い組織は営業利益率および労

働生産性にプラスの影響をもたらすことがわかっている。エンゲージメントの高い組織を実現で

きれば、人材は組織に定着し、労働生産性の向上や人手不足・人材流出などの課題を解決できる

重要な経営戦略の一つとなる。 

そのため、まずは久慈市のエンゲージメントを調査し、組織の状態を可視化することとした。

エンゲージメント調査の質問は、ギャラップ社で示す代表的な 12の問いとし、これに加えて久

慈市独自の質問も追加した。評価は「完全に当てはまる」「やや当てはまる」「どちらでもない」

「やや当てはまらない」「完全に当てはまらない」をそれぞれ５～１点として点数化して、質問

の平均値を算出した。 

図19は回答者の属性を示す。回答者は152人であり、アンケートの信頼度は85％であった。 

次に、調査結果を表４に示す。回答者全体の項目で「どちらでもない」（３点）より低かった

項目は、以下のQ３、４、10、11である。Q３については、全世代において適材適所と感じて

いない傾向が見えた。また、Q４は、褒められているかを示している。週１回の頻度で褒めると

いう行為は、上司が当事者の現状と成長すべき方向性を共有できた状態で、事実に基づく裏付け

を認識している状態から生まれるものであり、内容の濃い対話が必要となるが、あまり出来てい

ないと推察される。また、Q10は気心の知れた同僚等の存在を表すものであるが、多くはないこ

とがわかった。Q11については、自分が進歩したと伝えてくれる上司や同僚からの働きかけがあ

るかを示すものであるが、全世代において否定的な回答をしており、互いの仕事について状況を

理解する機会が少なく、対話も少ない現状が伺えた。 

今後はこの結果を元にサーベイフィードバックを行うこととする。 

図 19 回答者の属性 



 久慈市  2019 年人材マネジメント部会論文  

26 

 

 
令和２年２月10～12日実施

Ｑ 全体 課長 係長
主査・

主事
その他

50歳

以上

40～

49歳

30～

39歳

29歳

以下
男 女

個人4.0

～5.0

個人3.0

～3.9

個人2.0

～2.9

個人1.0

～1.9

1 3.6 3.8 3.7 3.6 3.5 3.7 3.7 3.6 3.5 3.7 3.5 4.2 3.6 3.3 2.3

2 3.2 2.9 3 3.2 3.4 3 3.1 3.2 3.1 3.2 3 3.7 3.2 2.9 2.0

3 2.8 2.9 2.8 2.9 2.7 3 2.8 2.8 2.7 2.7 3 3.6 2.8 2.5 1.5

4 2.9 2.6 2.6 3 3 2.6 2.7 3 2.9 2.9 2.8 4.2 3 1.7 1.3

5 4.1 4 3.9 4.2 4.1 3.9 4 4.1 4.3 4 4.3 4.9 4.3 3.2 1.3

6 3.5 3.5 3.3 3.5 3.6 3.3 3.6 3.4 3.7 3.4 3.6 4.5 3.8 2.2 1.0

7 3.5 3.8 3.6 3.5 3.4 3.6 3.7 3.5 3.4 3.5 3.5 4.2 3.8 2.3 1.8

8 3.6 4.1 3.6 3.5 3.4 3.8 3.8 3.4 3.5 3.6 3.5 4.6 3.6 2.8 1.3

9 3.7 3.6 3.8 3.6 3.8 3.8 3.7 3.7 3.5 3.7 3.6 4.3 3.7 3.4 1.8

10 2.8 3 2.9 2.9 2.6 2.5 3 2.9 2.5 2.7 3.2 3.9 2.9 2 1.0

11 2.8 2.7 2.8 2.9 2.8 2.8 2.8 2.7 3.1 2.7 3 4.1 2.9 1.7 1.0

12 3.7 3.7 3.3 3.9 3.6 3.7 3.5 3.8 3.9 3.7 3.8 4.5 3.9 2.9 1.0

計 3.4 3.4 3.3 3.4 3.3 3.3 3.4 3.3 3.3 3.3 3.4 4.2 3.5 2.6 1.4

13 3.6 3.5 3.6 3.7 3.4 3.2 3.6 3.7 3.7 3.6 3.5 4.4 3.9 2.4 1.0

14 4.5 4.4 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.4 4.7 4.4 4.6 4.8 4.4 4.5 4.5

15 2.9 3.4 3.1 3 2.4 3.5 3.1 3.1 2.4 3 2.9 3.7 2.9 2.6 1.8

16 2.7 3.2 2.6 2.7 2.8 3.1 2.7 2.7 2.7 2.8 2.6 2.9 2.9 2.3 1.0

回答 ％ 回答 ％ 回答 ％ 回答 ％

17 11.2 16 10.5 100 65.8 28 18.4

27 17.8 43 28.3 46 30.3 86 56.6

80 52.6 49 32.2 6 3.9 34 22.4

25 16.4 35 23.0 152 4 2.6

3 2.0 9 5.9 152

152 152計

50歳以上

40～49歳

30～39歳

29歳以下

秘密

課長級

係長級

主査・主事級

臨時・嘱託職員

秘密

全体的に働きやすいと思っている。50歳以上は思っていな

い。

全体的にかなり思っている。特に29歳以下は思っている。

全体的に行動していない。役職・年齢が上のほど行動して

いる。29歳以下は行動していない。

全体的に勧められない。係長以下は勧められないと思って

いる。

計

個人点数

4.0～5.0

3.0～3.9

1.0～1.9

計

2.0～2.9

男

女

秘密

計

役職 年齢 性別

全体的に重要なものと感じている。特に課長級。

全体的に専念している。

全体的にいない。特に50歳以上の男性。

全体的に話してくれていない。29歳以下は話してくれてい

る。

全体的に持っている。係長級は持っていない。

私はより働きやすい組織にするために行動している。

私は友人や後輩などに市役所で働くことを勧められる。

今の課はコミュニケーションが取れていて雰囲気が良く働き

やすいと思う。

私は市役所がより働きやすい組織になって欲しいと思う。

全体的に気遣ってくれている。係長又は50歳以上は低い。

全体的に励ましてくれる人がいる。特に29歳以下。

全体的に考慮されている。特に課長級。

この半年の間に、職場の誰かが自分の進歩について、私に

話してくれた。

私はこの一年の間に、仕事上で学び、成長する機会を

持った。

上司または職場の誰かは、自分を一人の人間として気

遣ってくれている。

仕事上で、自分の成長を励ましてくれる人がいる。

仕事上で、自分の意見が考慮されているように思える。

自分の課の使命・目標は、自分の仕事を重要なものと感

じさせてくれる。

自分の同僚は、質の高い仕事をすることに専念している。

仕事上で、誰か最高の友人と呼べる人がいる。

最近一週間で、良い仕事をしていることを褒められたり、認

められたりした。

久慈市職員エンゲージメント調査結果分析

私は仕事の上で、自分が何を期待されているかが分かって

いる。

質問

私は自分の仕事を正確に遂行するために、必要な設備や

資源を持っている。

私は仕事をする上で、自分の最も得意とすることを行う機

会を毎日持っている。

分析

全体的に分かっている。役職が上のほど分かっている。

課長係長は持っていない

全体的に持っていない。適材適所になっていない。

全体的に褒められていない。特に課長・係長級と50歳以

上。

表４ 久慈市職員エンゲージメント調査結果分析 
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第６章 今後の人材・組織変革に向けた展望 

 これまで、上記のアクションプランを実践してきたが、人材・組織変革の道はまだまだ道半ば、

６期生としてはようやくスタートラインに立った所である。今後は、時代に合わせて常に変化し、

また変化を起こしていくが必要だと強く感じている。 

組織論、リーダーシップ論研究者のジョン・Ｐ・コッターによると、組織の変革は８段階のプ

ロセス（表５）に分けられる。そして、何より①危機感を高めることは非常に重要であるとされ、

「なぜ、このままではだめなのか。なぜ、変わらなければならないか。」が腹落ちしない限り、

人は重い腰を上げないとされる。 

  

① 危機意識を高める 
現状に満足せず、変化が必要ではないかと話し始める。危機

感の醸成。心理的安全性が必要。 

② 変革推進チームをつくる 
組織から重視される（経営陣などの参加）チームが編成され、

協力し始める。 

③ 適切なビジョンを掲げる 適切なビジョンと戦略を掲げる。 

④ ビジョンを周知徹底する 
周りが変革を支持するようになり、それが行動となって現れ

始める。 

⑤ 自発的な行動を促す 
ビジョンに基づいて行動できると感じ、実際に行動できる人

が増える。 

⑥ 短期的な成果を実現する 
自主性を持った人が短期的な成果を出し、ビジョンが信頼さ

れ、資源を与えられ勢いが増す。 

⑦ 気を緩めない 変革を次々と起こし、ビジョンを達成する。 

⑧ 変革を根づかせる 

各階層のリーダーが新しい文化（行動規範や価値観）を育て

ることによって変革が根付き、リーダーが交代しようとも新

たな行動を取り続ける。 

 

表６に今後の具体的な取り組みを示す。 

来年度からの取り組みとしては、組織の現状を可視化するエンゲージメント調査を行ったため、

これらのデータを基に、サーベイフィードバックを行う。サーベイフィードバックとは、「その

組織の現状を示したデータがどういう意味があり、それを通じて自分たちの職場がどう変わらな

くてはならないかを意味づけして、アクションプランを決める」ことである。 

なぜ、サーベイフィードバックが必要なのか。立教大学の中原淳教授によると、『人はデータ

を示されただけでは簡単に変わらない。多くの人は、どんな数字を見せられても、それを都合よ

く意味づけ、「行為を変えないこと」を主体的かつ能動的に「選択」している。また、エビデン

スを納得しない限り、誰一人動かない。』とされている。この現象は、非常に身に覚えがある。  

組織の現状について、対話する機会を設けて、職員同士で意味づけしあうことで意識が醸成さ

れるのではないかと考える。令和３年以降の取り組みについても、現状で考えられる取り組みを

示しているが、今後の状況により手段を変化させて行きたい。 

 

表５ 変革の８つのプロセス ジョン・Ｐ・コッター 
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【調査期】 

令和２年.4～ 

組織の現状・課題

を共有・共感 

職員エンゲージメント調査の実施（2020年２月実施済み） 

・職員の組織に対する愛着度や職場のつながり等を可視化する。 

サーベイフィードバックの実施 

・総務課と連携し、エンゲージメント調査の結果を全職員で確認し共有し、

ありたい姿や対応策について対話を行う。 

・調査結果の分析と対話のファシリテーターはマネ友が行う。 

【準備期】 

令和３年.4～ 

組織・人材のあり

たい姿を共に創る 

組織変革推進チームの結成 

・組織変革に導くビジョンや戦略の素案を立案するチームを結成する。 

・マネ友を中心に立候補や推薦された職員で構成し策定に向けて取り組む。 

フュージョンダイアログの実施 

・組織変革ビジョンや人材育成計画の改正に向け、年齢、性別、役職関係な

く全職員での対話し、ありたい姿やそれに向けたアクションを対話で創出

する。 

【実践期】 

令和４年.4～ 

変革に向けた取り

組みを実践する 

職場環境のカイゼン 

・働きやすい環境づくりのため、チームビルディングの手法である１on１ミ

ーティングを月１回以上実施する。 

・人手不足、業務効率化に向けてA・ＲＰＡ等のテクノロジーを活用し生産

効率性性を高める 

全職員アップデート研修の実施 

・全職員に共通するようなスキルアップや人材・組織開発に関すること等に

ついて、講師を呼んで役職別もしくは全職員を対象した研修を実施する。 

プレマネジメント研修の実施 

・現状より上の役職になったときに必要な知識、能力を養うための研修制度

を導入。 

・プレ部長研修、プレ課長研修、プレ係長研修の実施 

 

  

表６ 今後の取り組み 
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第７章 さいごに 

大沢 絢一 

私が早稲田大学マニフェスト研究所人材マネジメント部会に参加したのは、昨年度久慈市

で開催されたとある飲み会で、佐藤幹事に「このまちをより良くしていきたい！」と言った

ところ、「それなら人マネに来なさい！」と言われたのがきっかけでした。 

 私なんかが行ってもいいのかなと思いましたが、早稲田大学の卒業生である中務総合政策

部長の後押しもあり、直属の上司である皆川部長、笹原課長、大下係長など同僚の皆様の了

解も得て総務課へ申込み、無事参加させていただくこととなりました。快く送り出してくれ

た皆様には、この場をお借りして御礼申し上げます。 

 

 この１年を振り返ると、多くのことが思い出されます。 

 まずは、鬼澤幹事長との出会いです。 

 ４月の第１回研究会（仙台会場）で発せられた「歴史を知れ。現在を知れ。危機感を持て。

世の中の変化を感じろ。備えよ、常に。自分を変化させろ。プロなら成果を出せ。持続可能

性のある行動を。」など、一つひとつの言葉から感じるパワーと熱量に心を強く動かされま

した。 

 鬼澤さんは、私が青年会議所（ＪＣ）の会員だと知ると、「おれも青年会議所に入ってい

たのだ！ＪＣマンは大好きだー！！」と固く抱きしめてくれ、特別に個人講義もしてくださ

いました。青年会議所に入って良かったと初めて思いました。鬼澤さん愛しています。 

 

 次に、第３回研究会（東京会場）終了後の全国交流会です。 

 当初、今年は全国交流会がないとのことだったので、佐藤幹事から指令があり、チーム東

北での交流会を開催する予定でした。しかし、急遽、全国交流会を開催することとなり、事

務局の青木さんの粋な計らいで、私が幹事を務めることになりました。私が手配した日本橋

の会場のあの広さに、200名を超える人数が入ったのは「日本橋の奇跡」と言えます。これ

が「一歩踏み出す」ということかと実感しました。青木さんの丸投げリーダーシップのおか

げで、幹事団全員と全国のマネ友の皆様に顔を覚えてもらうことができました。（青木さん

愛しています。） 

 

 この１年、ここでは語りつくせないくらい本当に多くの学びがありました。 

 「人マネは研修ではなく、研究である。」 

４月の第１回研究会で聞いたこの言葉が、今はすごく腹落ちしています。 

 

 今後においても、NPO法人テラ・ルネッサンスの鬼丸さんのように、世界中を愛で満たし

て平和に導いていく社会のリーダーとして成長していけるよう、まずはリード・ザ・セルフ
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（自分をリードする）を目指すため、来年度からは人マネに自費で参加し、組織変革につな

がるアクションの研究を続けてまいります。 

 

 最後に、2019年度の同期である康弘、有賀ちゃん、１年間本当にありがとう。一緒に参

加することができて本当に嬉しかったです。これからもより良い組織を創っていくために頑

張っていきましょう。 

 そして、自分を成長させてくださった北川先生、出馬部会長、鬼澤幹事長、幹事団の伊藤

さん、加留部さん、渋谷さん、阿部さん、緒方さん、中道さん、丸本さん、若林さん、そし

て佐藤先生、事務局の中村さん、青木さん、全国のマネ友の皆さん、ありがとうございまし

た！！  
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滝口 康弘 

 人材マネジメント部会に参加し、自身が変化した点は「分かり合えていないことを前提とした

対話」、「一人称で捉え、微力でも一歩踏み出す」を意識できるようになったことだと思う。 

 私の参加するきっかけは、行政改革係に配属され１年目が終ろうとする時期に、「行政課題、

解決手法、部署との連携等について、自分に何ができるか？」と、悶々としていた際、上司の勧

めで「行政経営改革入門」を手に取ったことである。著者は人材マネジメント部会の北川顧問で

あり、今後の手がかりになるのでは？と思い、参加を決めた。また、私自身、転職して市役所に

入庁した当初から、何となく組織内の関係性や働き方に疑問を感じる時があったのもきっかけの

一つであった。 

いざ、マネジメント部会に参加し、インタビューや対話を繰り返していくと、自分の中で感じ

ていた疑問は、他の職員も同じように感じていることが多々あった。また、普段の会話であまり

テーマとすることのない「ありたい姿」や「組織の現状」についても、庁内や他自治体など多様

な人と対話することで、新たな気づきが得られ、また相互に妙な一体感を感じ、これが対話の効

果なのかと実感した。これまでは、「わかってもらえるか」「どんな反応を示すか」など気にな

っていたが、そもそも分かり合えていないからこそ対話が必要という前向きな認識が生まれた。 

また、マネジメントについても、以前までは人事や管理職というイメージがあったが、今回の

部会参加を通じて、人事や管理職だけでは解決できる問題ではなく、職場全体で取り組むべきも

のであること、また、マネジメントを将来の自分事として捉え、今の自分にも必ずできることが

あることを学んだ。鬼丸昌也氏は「1人は無力ではない、微力である。しかし、ひとり一人の微

力が集まれば、やがて勢力になる」との言葉があり、これを念頭に日々の行動を変えていきたい。 

 最後に、人材マネジメント部会に送り出してくれた職場の皆さん、人材マネジメント部会で励

ましていただいた幹事の皆さん、共に悶々としながら１年間を乗り切った他自治体の職員の皆さ

ん、そしてどれだけ対話したか数えきれない人マネ参加の大沢さん、中村さん、本当にありがと

うございました。 

 これからがスタートライン。自分たちに出来ることを少しずつ形にしていきたいと思います。 
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中村 有賀 

4月に異動したときに描いていた「仕事・人マネ・マラソン全部やって充実した一年♪」は本

務と選挙の併任、台風災害の対応もあって「過酷な一年」になっていました。 

ですが、その過酷な一年の中、「人マネ」で学んだ「対話」と「立ち位置を変える」、「持続

可能な社会」という考え方は本当に大きな衝撃と意味を与えてくれました。 

これまでも対話や情報共有の重要性は理解しているつもりでしたが、忙しくなれば一番最初に

削るのは対話でした。また、私が対話だと思っていたのは会話でした。 

対話をせず、目の前の仕事をただ黙々とこなしても、それは業務の改善や市が抱える問題の解

決にはならないことを改めて認識できたことは本当に大きかったです。そして、日常的に対話が

なされるためには、職場の雰囲気が非常に重要であると気づかされました。 

これらのことはこれまでも違う形で耳にしていたかもしれませんが、実際に経験、体験してみ

なければ「自分事」として認識できない、また、いろいろな過去の経験があって、今回の研究会

に参加したからこそ、「今の私の気づき」を得られたのだと実感しています。 

人材マネジメント部会では「価値前提」の考え方で、未来の「ありたい姿」を模索してきまし

たが、未来を考える、語ることは、意識高い系と揶揄されたりする「敷居が高い話題」になって

いると感じます。 

第 5回研究会後に自主研修会があり、私はＳＤＧｓのコースに参加しました。 

最近話題のＳＤＧｓで求めることも「現状の変革」と「未来からのバックキャスティングで考

えること」であり、いずれも価値前提の姿勢であることが欠かせません。また、答えはひとつだ

としても、そこに至るまでのプランは複数の切り口で用意しておかなければなりません。近い将

来、自治体の存続が危ぶまれると指摘される現在、持続可能な自治体になるために私たち自治体

職員は何をすべきで、何を改めるべきなのか。地域経済を担う民間企業と、そこに住む自身を含

めた市民との連携について、しっかりと向き合わなければなりません。 

5年後 10年後を意識して行動できる人たちが「意識高い系」ではなく、未来を見据えて行動

できる「一目置かれる人」と思われる風土になること。今後はこのビジョンを常に心に、周りよ

り少し熱く、周りの心をあたためることができる「ストーブみたいな人」を目指して、一歩ずつ

進んでいきたいと思います。 

遠藤市長をはじめ、お話を聞かせていただいた多くの方々、送り出していただいた市民課のみ

なさん、マネ友の皆さん、部会でたくさんお話ししたチーム東北のみなさん、毎回お世話になっ

た鬼澤さんや東北幹事の佐藤先生、中道さん、阿部さん、事務局の青木さん、応援してくれた先

輩、後輩のみんな、支えてくれた家族、そして闇に怯えながらもいつも支えてくれた大沢さんと

滝口くん！ 

本当にたくさんの方と出会い、支えられ、思いを共有することでしか得られない問いとそこか

ら生まれる感動。大変だけどかけがえのない事の連続でした。 

本当に貴重な機会をいただけたこと、感謝しております。 

つながることができたすべての皆様へ、心から、ありがとうございました！  
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