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論文要旨 

 遠野市役所という組織は、これからますます激しくなる変化の時代を難なく乗り越え、遠野という地域

を光り輝く未来へと導いていけるだろうか。そうだと胸を張って言い切れる人はいるだろうか。そうでは

ないとすれば、いかにしてそのような組織に変革していくべきか。筆者らは、1 年間の研究活動を経て、そ

の答えに少しだけたどり着いた。キーワードはリーダーシップである。リーダーシップと言っても、権限

の行使というこれまでのリーダーシップではなく、権限によらないリーダーシップの発揮である。本稿は、

私たちが考えた組織と人材の 20 年後のビジョン「遠野の普遍的な価値を継承するため、時代に流されず、

絶えず進化し続ける行政組織」に向けて、どのような行動をとればよいか、アンケートによる遠野市役所

の現状分析を踏まえて、遠野市人材育成基本方針の見直しとその方向性を示し、組織の変革のシナリオを

描いたものである。 

 

 

1 はじめに 

  情報化を背景に、変化の時代と言われて久しい社会情勢の中、自治体組織は市民から求めら

れる複雑で多様なニーズに対して、スピーディーかつ正確に応えることが求められている。一

方で我が国は人口減少社会に突入し、経済も縮小傾向となり、自治体では職員減が進んでいる。 

  こうした状況に対応していくため、組織の変革とそれを担う人材が求められている。私たち

が 2019 年度参加した、早稲田大学マニフェスト研究所人材マネジメント部会は、そうした自

治体職員の育成を目指す研究の場であるという。研究会の内容は表 1 のとおりである。研究会

の流れとしては、自組織の現状分析、20 年後のありたい姿を考える、アクションプランを考

える、アクションを起こす、成果のまとめとこれからのアクションに向けての検討の順で進ん

だ。私たちはこうした手順を踏んで、研究会の度に出される課題をこなしながら研究を進めて

いった。本論は、この取り組みの中で抽出した遠野市役所の現状と、20 年後のありたい姿と

のギャップをどのように克服すればよいかを論じることを目的とする。 

 

2 組織の現状とありたい姿の仮説 

  私たちは研究会の合間にインタビューやアンケートを実施して（表 2）、その都度対話を繰

り返し、20 年後の遠野市の組織と人材のビジョンを以下のように描いた。 



 表 1 参加した研究会の内容 

回数 開催年月日 会場 内容 

1 2019 年 4 月 18 日 宮城県仙台市 仙都会館 部会とは何か、対話を学ぶ 

2 2019 年 5 月 16 日 宮城県仙台市 仙都会館 現状分析 

3 2019 年 7 月 17 日、

18 日 

東京都中央区 ベルサー

ル東京日本橋 

個人・地域・組織のビジョンとは？ 

動画作成の課題が出る。 

4 2019 年 10 月 10 日 宮城県仙台市 仙都会館 動画と紙で提出した、アクションプラン

について幹事、他自治体との対話 

ポスター作成の課題が出る。 

5 2020 年 1 月 30 日、

31 日 

東京都新宿区 早稲田大

学国際会議場井深大記念

ホール 

他の自治体・団体の取り組みを学ぶポス

ターセッション 

遠野市のポスターは、投票により 

98 自治体中 6 位 

 

 

  「変わらないために変わり続ける」遠野の普遍的な価値を継承するため、時代に流されず、

絶えず進化し続ける行政組織となっている。 

 

それを踏まえて、遠野市役所の組織の現状と 20 年後の組織と人材のビジョンのギャップを

埋めるための仮説を以下のとおり導き出した。 

 

  「職員個々のリーダーシップが発揮されにくい組織の風土と仕組みになっているため、遠野

の普遍的な価値を継承する、時代に流されずに進化し続ける組織になっていない」 

   つまり、 

  「職員個々のリーダーシップが発揮されやすい組織の風土と仕組みになっていれば、遠野の

普遍的な価値を継承する、時代に流されずに進化し続ける組織になる」 

 

  ここで言うリーダーシップとは、早稲田大学の日向野幹也教授が提唱する、「権限によらな

いリーダーシップ」とほぼ同義である。これまでのリーダーシップは、権限を持った人による

命令の出し方という意味合いが強かったが、「権限によらないリーダーシップ」は権限がなく

ても他者を巻き込み、成果目標を達成するという新しいリーダーシップで、世界標準的な考え

方になっているという。権限のない人がリーダーシップを発揮するには、以下の 3つの要素が

必要であるという。①明確な目標を設定し、メンバーで共有する（目標設定）、②命令する権

限が無いため、まず自身がやってみせる（率先垂範）、③動きが取りづらいメンバーを支援す

る（同僚支援）。これを根付かせるためには、権限なきリーダーシップの発揮を生意気と捉え

ずに、受け入れることのできるトップであり管理職がいる組織でなければならない。 



表 2 インタビュー、アンケート、勉強会の取り組み 

開催年月日 種別 内容 参加者数 

2019 年 5 月 10 日 インタビュー 総務企画部長、総務課長 

職員数、財政、組織再編及び人事について 

5 名 

2019 年 5 月 14 日 対話 昨年度人マネ参加者のうち 2名 

昨年度の取り組みについて 

5 名 

2019 年 6 月 7 日 アンケート 組織の現状把握アンケート（集計結果は別添資料 1

参照） 

全職員対象に、組織の目的、職員の働き方、組織の

仕組み、組織の未来について 

回 答 数

138 

回 答 率

48.9％ 

2019 年 8 月 7 日 対話 昨年度人マネ参加者との対話 

現状把握から考えるありたい姿について 

4 名 

2019 年 8 月 23 日 対話 副市長との対話 4 名 

2019 年 11 月 6 日 オフサイトミ

ーティング 

昨年度人マネ参加者との対話 

 

4 名 

2019 年 12 月 19 日 勉強会 人事異動について 

総務課職員係長を講師に招き、人事の仕組みにつ

いて学習し対話した 

12 名 

2020 年 1 月 10 日 アンケート 理想のリーダー像アンケート（結果は別添資料2参

照） 

組織内の理想のリーダーを実名で挙げてもらい、

望ましい理想像を調査 

回答数 

48 

回答率 

17.0% 

2020 年 1 月 14 日 勉強会 理想のリーダー像について 

理想のリーダー像アンケート結果をもとに対話 

8 名 

 

3 組織の現状分析 

（1） 職員個々のリーダーシップが発揮されない組織の風土と仕組み 

  ① 人事に関する組織の仕組み 

2019（令和元）年 6 月 7 日に実施した、組織の現状把握アンケートで、組織の仕組みに関

する問いを設定した。「遠野市役所の組織の仕組み（ピラミッド型組織構造、人事異動の仕

組みなど）や意思決定（管理職の決裁による方法など）について、変革する必要があると思

いますか」という問いかけである。自由記載式での回答であったので、個々の回答を「変革

する必要あり」「どちらとも言えない」「変革する必要なし」「わからない・その他」に分類

した。その結果、68.1%が「変革する必要あり」という主旨の回答だった（図 1）。特に人事

に関する言及が多く、「変革する必要あり」と回答したうちの 48.9%が現在の人事に関する



問題を述べていた。その回答を見ると「異動の基準が不明確」「希望を伝える手段が公式に

無いのはおかしい」「計画性が感じられない」などの問題点が指摘されている。 

また、組織の現状アンケートの「今、ご自身がしている仕事と、やりたい仕事は一致して

いますか？もし、一致していない場合はどのような仕事をしたいですか？」という問いで

は、47.1%が「一致している」と回答している。しかし、これを年齢別に見ると、20 代の 66.7%

をピークに 30 代 52.4%、40 代 45.8%、50 代以上 35.1%となっており、中堅層以上の職員に

おいて「一致している」割合が低いという結果となった。 

人事は、職員個々の人生を左右する重要な事であるにも関わらず、それに対して公式に希

望を伝えられない、異動の基準はある程度示されているものの、運用では不明瞭な点が多い

という現状は、職員が安心して働ける環境を阻害している一因と言えるだろう。職員個々の

リーダーシップの発揮には、心理的に安心して働ける環境が必要であり、納得感のある人事

を追求することは、組織にとって極めて重要である。また、自分のやりたい仕事をするのは、

職員のやりがいに直結しており、個々の能力を最大限に発揮することにも繋がる。特に、多

くの中堅層はこれまで様々な経験をしてきており、やりたい仕事も見えてきている。この世

 
図 1 組織の現状アンケート組織の仕組み・職員の働き方回答グラフ 
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代の個々の能力を最大限に引き出す人事が、組織を変革する原動力となるであろう。 

2020 年度の人事異動に際して、2019 年 8 月 23 日の副市長との対話で伝えた私たちの提

案である、職員の異動希望を取ることを採用していただき、公式に職員の異動希望を伝えら

れる仕組みができた。これによって、これまでの問題が改善されるかどうかは、2020（令和

2）年 4 月以降に判明してくるであろう。個々の記入式ではなく、所属長との面談による方

法が有効なのかどうかも含め、今後の動向を注視していきたい。 

 ② 意思決定に関する組織の仕組み 

   組織の現状アンケートの組織の仕組みに関する問い（前述）において「変革する必要あり」

の回答のうち 34%が、意思決定に関して言及していた。内容としては、トップダウンが強す

ぎて部課長が機能していない、意思決定の仕組みが不明瞭、市民に近い現場の声が意思決定

に反映されない等の意見があった。 

   この結果から、職員の多くは現場から遠いトップとその周辺だけで、良くわからないうち

に物事が決まっていると感じているようだ。こうした感覚を持っていると、個々の職員が意

思決定に関わろうとする気さえ起らず、責任感も薄れ、やらされ感とあきらめ感が蔓延する

ことに繋がってしまう。このような組織の風土では、個々の職員がリーダーシップを発揮す

るなど、程遠い環境であることは明らかである。 

  ③ 組織に求められる理想のリーダー像 

   2020 年 1 月 10 日に実施した、理想のリーダー像についてのアンケートでは、「あなたが

考える理想的なリーダーは誰だと思いますか？」「具体的にどのような面（考え方・行動）

が理想的なリーダーに相応しいと思いますか？」を問いかけた。市役所内の実名を挙げてく

ださいということだったので、回答し難いためか、回答数は 48 に留まったが、その回答か

ら理想とするリーダー像が浮かび上がった。理想とされるリーダーは少数の人に集中した

感がある。その回答の理由をまとめると、求められる能力として、観察力、思考力、判断力、

調整力、行動力を兼ね備えている人が理想のリーダー像ということであるが、それよりも

「相談しやすさ・話しやすさ」を挙げる人の割合が 37.5%と大きかった。 

   2020 年 1 月 14 日に「理想のリーダー像」についての勉強会を開催し、アンケート結果に

ついて対話を行った。その中では、物事をよく見て、考えて、判断し、最適な準備をして、

行動する、その際には様々な声も聴く。これは、リーダーでなくとも、物事を進める上で必

要な手続きであり、特別な能力ではないが、日常的に訓練がなされていないため、この当た

り前と思えることが身に付いていない事。また、カリスマ性のあるリーダーに依存するのは

限界があり、これからは、話を聴ける人、足らざるところを補える人がリーダー像として浮

かび上がってきた。これは、管理職だけではなく全職員が獲得したいスキルであり、このよ

うなリーダーシップを全職員が発揮すれば、今よりもずっと強い組織になるのではないか

と考えるに至った。 

（2） 進化していない組織 

   組織の現状アンケートで、「遠野市の組織はこれから先どうなっていくと思いますか？」



という問いを設けた。その結果、57.2%が「悪くなる」、5.8%が「良くなる」と回答した。そ

のうち 20 代の回答では、「悪くなる」が 81%、「良くなる」が 0%であった。悪くなる理由と

しては、「人口減」「職員減」「仕事増」が主なものである。 

アンケートの回答結果から、特に未来を担う若手職員は、お先真っ暗と感じていると分析

できる。その理由も、「人口減」を背景とした時代の変化の波に飲まれていくというもので

ある。時代に流されず進化を実感できる組織であれば、このような結果が出ることはないで

あろう。 

 

4 権限によらないリーダーシップを発揮できる組織への変革シナリオ 

（1） 遠野市人材育成基本方針の見直しの提案 

   3 ではアンケートの結果を根拠として、2 で提示した仮説の妥当性を検証した。残念なが

ら、現在の遠野市役所の組織は、職員個々のリーダーシップが発揮されにくい組織の風土と

仕組みになっているため、遠野の普遍的な価値を継承する、時代に流されずに進化し続ける

組織になっていない。しかし、多くの職員が現状を「変革する必要がある」と考えているこ

ともまた事実であり、この声を組織全体の大きな流れにできるかが問われている。 

   そこで私たちは、職員個々のリーダーシップが発揮されやすい組織の風土と仕組みにす

ることで、遠野の普遍的な価値を継承する、時代に流されずに進化し続ける組織に変革する

ために、以下のことを提案したい。 

   2011（平成 23）年 4 月に策定された、第二次遠野市人材育成基本方針（以下、二次方針）

は、2015（平成 27）年までの 5 年間の方針であり、その後は方針の見直しがないまま人材

育成が進められてきたことになる。この 9 年間で社会情勢は更に変化しており、求められる

職員像も変化している。また、経営層からの押し付けの方針では、実効性の乏しい方針とな

ってしまうため、職員が自ら作り上げて納得感のある方針でなければ効力は生まれない。そ

のため、有志の職員を募り、それ以外の職員の意向も幅広く取り入れ、対話によって第三次

遠野市人材育成基本方針を作り上げていく過程で、目指す職員像の共有化・浸透を図りたい。

対話による方針策定は時間を要するため、2 カ年計画とし、1 年目は遠野市職員のありたい

姿について対話を深め、その状況を職員ポータルで共有して閉塞感があり硬直化した組織

の土壌を耕して種を播き、2 年目にとりまとめ作業を通じて、リーダーシップを発揮できる

組織風土を作り上げていきたい。強調しておきたいのは、人材育成基本方針の見直しという

ことも重要だが、それ以上に見直しのプロセスが更に重要だということである。 

   見直すポイントとしては、以下のことが想定される。 

  ① 職員の育成 

   職場経験を通した専門性・実践能力の向上、つまり、採用から 10 年程度は様々な職場を

経験することによって能力の向上を図るとともに、本人が適性を見極められる気付きの機

会とするため、キャリア開発を意識した人事異動を行うもの。また、10 年目以降には、自

分に適性があると思われる職種を選択することで、高い専門性とともに幅広い視野の育成



に努めることができる体制を構築する。更に、ICT に関する優れた技術と経験を持つ人材や、

国際分野での活躍が期待されるグローバル人材など、今後も市政を運営する上で必要と考

えられる特定分野について、個別の育成計画を策定するなど、計画的な人材育成を行う。な

お、これに近いことは、二次方針で謳われているが、いまだ実行されていない。 

  ② 人事評価制度 

   人事評価は、人材育成において重要な要素であるが、二次方針には、ほとんど記載されて

いない。仕事はチームで行うものであり、重要なのは管理職の評価ではなく、チームメンバ

ーからの評価である。そのような観点で評価が行われる仕組みに見直す必要があるのでは

ないか。例えば、自己目標や自己評価をチーム内にオープンにして、年度末にコメントをも

らうなどの仕組みがあれば、自分が周りにどう見られているか知ることができる。また、周

りもメンバーの目標に対して支援することができる。周りの人が見てくれているというこ

とがわかれば、良好な職場の人間関係を構築し、良い成果を生み出すことへと繋がるのでは

ないだろうか。管理職は、そうしたチームメンバーの様子を踏まえて評価をまとめることと

すれば、これまでよりも客観的な評価とすることができるのではないだろうか。 

  ③ リーダーシップを発揮しやすい職場環境 

   未来のリーダーの養成は、日常の業務内におけるリーダーシップの発揮を促すことを重

視するべきではないだろうか。そのために管理職は、職員が権限に依らずに行う、目標を設

 
 

図 2 これまでの経過とこれからのアクションプランを表したポスター 

 



定してメンバーで共有し、自身がやってみせ、動きが取りづらいメンバーを支援する、とい

うリーダーシップの発揮を妨げないことを徹底する必要がある。 

また、一方で権限についても、組織の存在目的の共有化を徹底することと引き換えに、部

長以上の経営層から課長以下の現場への大幅な委譲を進め、経営層と現場の役割を明確に

して、変化にスピーディーに対応できる組織体制へと移行することを検討しなければなら

ないだろう。 

将来のリーダー養成と並行して、現在の管理職のマネジメント力の強化を行う必要があ

ると考える。遠野市政は、強力なリーダーによって長期に渡り牽引されてきたことにより、

それに職員が依存し、受け身であることが合理的であると考える体質となってしまった。し

かし、真の総合力の発揮を目指すならば、カリスマ的な強力なリーダーに依存する体制では

なく、職員一人一人が考えて、支援し合い、行動できる体制こそが求められる。特に管理職

はその模範とならなくてはいけない。そのため、実践的で即効性のある管理職向けのマネジ

メント研修への参加なども検討する必要があろう。 

（2） 個人レベルの取り組み 

   2019 年度人材マネジメント部会参加者としては、一年間の研究成果を活かして、各職場

で権限によらないリーダーシップを発揮することを意識して日常業務に当たっていくこと

で、小さな変化を同時多発的に起こしていきたい。その変化を観測するために、定期的に組

織の現状を把握するためのアンケートを実施していきたい。 

 

 

付記 2019 年度人材マネジメント部会参加者の所感 

１ 佐々木 剛 

 ・ 組織及び人材の課題を解決するためには、「ハードアプローチ」としての組織の仕組みの

変革と、「ソフトアプローチ」としての個人の行動の変革が重要だという結論となりました。 

・ 研修が始まった当初は、組織のあれが悪いこれが悪いとの不満だけでしたが、奥さんから

「じゃあ、あなたは組織に対して何を貢献しているの？」という一言。痛いところを突かれ

て、軌道修正をすることができました。感謝感謝です。 

・ アンケートに回答して頂いた方々、勉強会に参加して頂いた方々、また、私たちの活動に

興味を持っていただいていた方々、本当に感謝です。ありがとうございます。 

・ 最後に、立花さんと黒田さんには 1 年間お世話になりっぱなしでした。立花さんには、３

人をまとめる明るさだったり、他の自治体との窓口になってもらったり、コミュニケーショ

ンの大切さについて、再認識させられました。黒田さんには、３人で出したアイデアの取り

まとめや各種提出書類の最終校正など担当してもらい、政策形成能力の高さに感動しまし

た。お二人とも本当にありがとうございました。 

 ２ 立花 聖子 

   人材マネジメント部会に参加して、遠野市役所内でも、他市町村の職員とも対話すること



で、同じようなことを課題と考え、危機感を感じていることがわかりました。経営層だけに

任せるのではなく、自分たちがリーダーシップを発揮して、自ら動いていくことがありたい

姿として目指していきたいと思うようになりました。その第一歩として、人事異動で希望が

言える仕組みを今年、入れてもらえることになりました。小さなアクションでも続けていく

ことで少しずつ自分が、組織が、地域が変わっていくことができると学びました。それをま

わりの人たちに広げていきたいと思います。 

３ 黒田 篤史 

  この人マネへの参加に声が掛けられなければ、たぶん一生「組織の変革」をテーマとした

研究なんてすることが無かったでしょう。おかげで、一生聴くことのなかったはずの話を聴

いたり、一生読むはずのない本を読んだりして、少しだけものの考え方の視点が変わり、視

野が広くなったような気がします。この 3 人チームというのは絶妙でした。いつの間にか役

割分担していたし、抜けているところは補い合うし、打ち合わせは早く終わるし、という理

想的なチームだったと思います。この研究と日々の業務と子育てを同時進行することは、な

かなか至難の業で、打ち合わせに遅れたりすっぽかしたりして、剛さん、聖子さんには物凄

く迷惑を掛けてしまいました、ごめんなさい。剛さんは素晴らしいリーダーで、一年間常に

私たちを引っ張っていってくれました。聖子さんは細かいところに気付き、様々な段取りを

していただきました。こんな私を見捨てずに引っ張って行ってくれたお二人には、本当に感

謝しています。また、職場の皆さんにも支えていただきました。1 年間ありがとうございま

した。 

 



アンケート集計結果（全体検証）
アンケート依頼者数 282 人（消防、用務員、診療所を除く）
アンケート回答者数 138 人
回答率 48. 9 ％

【１】組織の目的について
　遠野市役所の組織としての最終目的は、何だと思いますか？また、その目的は職員同士で共有されていますか？

共有されている どちらとも言えない 共有されていない わからない・その他 合計
回答数 24 5 58 51 138
回答率 17. 4% 3. 6% 42. 0% 37. 0% 100. 0%

…年代別検証へ進む

【２】職員の働き方について
　今、ご自身がしている仕事と、やりたい仕事は一致していますか？もし、一致していない場合は、どのような仕事をしたいですか？

一致している どちらとも言えない 一致していない わからない・その他 合計
回答数 65 15 30 28 138
回答率 47. 1% 10. 9% 21. 7% 20. 3% 100. 0%

…年代別検証へ進む

【３】組織の仕組みについて

変革する必要あり どちらとも言えない 変革する必要なし わからない・その他 合計
回答数 94 3 17 24 138
回答率 68. 1% 2. 2% 12. 3% 17. 4% 100. 0%

…年代別検証へ進む

【４】組織の未来について
　遠野市の組織はこれから先どうなっていくと思いますか？

良くなる どちらとも言えない 悪くなる わからない・その他 合計
回答数 8 5 79 46 138
回答率 5. 8% 3. 6% 57. 2% 33. 3% 100. 0%

…年代別検証へ進む

　遠野市役所の組織の仕組み（ピラミッド型組織構造、人事異動の仕組みなど）や意思決定（管理職の決裁による方法など）について、変革する必要が
あると思いますか。
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アンケート集計結果（年代別検証）

アンケート依頼者数 282 人 年代別職員数（※消防含む） 年代別回答率（※参考値）
アンケート回答者：50代以上 37 人 50代以上 76 人 50代以上 48.7 ％
アンケート回答者：40代 59 人 40代 139 人 40代 42.4 ％
アンケート回答者：30代 21 人 30代 64 人 30代 32.8 ％
アンケート回答者：20代 21 人 20代 60 人 20代 35.0 ％
アンケート回答者数 138 人 合計 339 人 合計 40.7 ％
回答率 48.9 ％

【１】組織の目的について
　遠野市役所の組織としての最終目的は、何だと思いますか？また、その目的は職員同士で共有されていますか？

回答数 共有されている どちらとも言えない 共有されていない わからない・その他 合計
50代以上 11 3 13 10 37
40代 7 2 25 25 59
30代 3 0 10 8 21
20代 3 0 10 8 21
合計 24 5 58 51 138

回答率 共有されている どちらとも言えない 共有されていない わからない・その他 合計
50代以上 29.7% 8.1% 35.1% 27.0% 100.0%
40代 11.9% 3.4% 42.4% 42.4% 100.0%
30代 14.3% 0.0% 47.6% 38.1% 100.0%
20代 14.3% 0.0% 47.6% 38.1% 100.0%
合計 17.4% 3.6% 42.0% 37.0% 100.0%

…40代の職員から「共有されている」の回答率が10％台に減少している。
…40代の職員の「共有されていない」理由について、個別に検証する。

【２】職員の働き方について
　今、ご自身がしている仕事と、やりたい仕事は一致していますか？もし、一致していない場合は、どのような仕事をしたいですか？

回答数 一致している どちらとも言えない 一致していない わからない・その他 合計
50代以上 13 6 7 11 37
40代 27 6 15 11 59
30代 11 1 5 4 21
20代 14 2 3 2 21
合計 65 15 30 28 138

回答率 一致している どちらとも言えない 一致していない わからない・その他 合計
50代以上 35.1% 16.2% 18.9% 29.7% 100.0%
40代 45.8% 10.2% 25.4% 18.6% 100.0%
30代 52.4% 4.8% 23.8% 19.0% 100.0%
20代 66.7% 9.5% 14.3% 9.5% 100.0%
合計 47.1% 10.9% 21.7% 20.3% 100.0%

…40代の職員から「一致している」の回答率が50％を切っている。
…40代の職員の「一致していない」理由について、個別に検証する。

【３】組織の仕組みについて

回答数 変革する必要あり どちらとも言えない 変革する必要なし わからない・その他 合計
50代以上 24 1 5 7 37
40代 39 2 8 10 59
30代 18 0 2 1 21
20代 13 0 2 6 21
合計 94 3 17 24 138

回答率 変革する必要あり どちらとも言えない 変革する必要なし わからない・その他 合計
50代以上 64.9% 2.7% 13.5% 18.9% 100.0%
40代 66.1% 3.4% 13.6% 16.9% 100.0%
30代 85.7% 0.0% 9.5% 4.8% 100.0%
20代 61.9% 0.0% 9.5% 28.6% 100.0%
合計 68.1% 2.2% 12.3% 17.4% 100.0%

…30代の職員の「変革する必要あり」の回答率が80％を超えている。
…30代の職員の「変革する必要あり」理由について、個別に検証する。

【４】組織の未来について
　遠野市の組織はこれから先どうなっていくと思いますか？

良くなる どちらとも言えない 悪くなる わからない・その他 合計
50代以上 1 1 14 21 37
40代 5 3 34 17 59
30代 2 1 14 4 21
20代 0 0 17 4 21
合計 8 5 79 46 138

良くなる どちらとも言えない 悪くなる わからない・その他 合計
50代以上 2.7% 2.7% 37.8% 56.8% 100.0%
40代 8.5% 5.1% 57.6% 28.8% 100.0%
30代 9.5% 4.8% 66.7% 19.0% 100.0%
20代 0.0% 0.0% 81.0% 19.0% 100.0%
合計 5.8% 3.6% 57.2% 33.3% 100.0%

…20代の職員の「良くなる」の回答率が0％となっている。
…20代の職員の「悪くなる」理由について、個別に検証する。

　遠野市役所の組織の仕組み（ピラミッド型組織構造、人事異動の仕組みなど）や意思決定（管理職の決裁による方法など）について、変革する必要があると思いますか。
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アンケート集計結果（個別検証）
【１】組織の目的について
　遠野市役所の組織としての最終目的は、何だと思いますか？また、その目的は職員同士で共有されていますか？
回答数 共有されている どちらとも言えない 共有されていない わからない・その他 合計
50代以上 11 3 13 10 37
40代 7 2 25 25 59
30代 3 0 10 8 21
20代 3 0 10 8 21
合計 24 5 58 51 138

【１－１】40代職員の「共有されていない」回答のコメント

【２】職員の働き方について
　今、ご自身がしている仕事と、やりたい仕事は一致していますか？もし、一致していない場合は、どのような仕事をしたいですか？
回答数 一致している どちらとも言えない 一致していない わからない・その他 合計
50代以上 13 6 7 11 37
40代 27 6 15 11 59
30代 11 1 5 4 21
20代 14 2 3 2 21
合計 65 15 30 28 138

【２－１】40代職員の「一致していない」回答のコメント

【３】組織の仕組みについて

回答数 変革する必要あり どちらとも言えない 変革する必要なし わからない・その他 合計
50代以上 24 1 5 7 37
40代 39 2 8 10 59
30代 18 0 2 1 21
20代 13 0 2 6 21
合計 94 3 17 24 138

【３－１】30代職員の「変革する必要あり」回答のコメント

【４】組織の未来について
　遠野市の組織はこれから先どうなっていくと思いますか？

良くなる どちらとも言えない 悪くなる わからない・その他 合計
50代以上 1 1 14 21 37
40代 5 3 34 17 59
30代 2 1 14 4 21
20代 0 0 17 4 21
合計 8 5 79 46 138

【４－１】20代職員の「悪くなる」回答のコメント

・目的の共有は、残念ながらされていないように思う。市の基本構想や計画を策定する段階で、各課の施策は練られているかもしれないが、それが手段であって目的では
ないことを認識できないまま日常業務に追われているように思うので。計画策定の段階で前年踏襲ではなく、どんなまちにしたいのか職員も考える必要があると思う。

・組織としての目的は「一体感」を感じる組織であること。人の幸せは、「こころのつながり」と「こころの豊かさ」から得られるもの。現代の自治の多様性に対応する
には、横やななめの連携が大切と思うから。
　しかし、そこには「対話」が必要。市民の出来るだけ多くの「私はこう思う」を形にすることが市役所の仕事と思うが、市民とはおろか職員同士ともなかなか対話でき
る時間が作れないのが現状である。つまり共有されているとは言い難い。

・採用時は、皆、「市民のために」「遠野市のために」という志を持っていたと思います。
　現状は、日々の業務に追われ、計画にある事業や予算化された（した）事業を淡々とこなす、又は前例踏襲の業務となっている。
　他課でどのような業務等をしているかわからない職員もいると思われ、他課との連携、共同での事業展開にならない。（効率化が図れない。）

・今の仕事とやりたい仕事が一致しているとはいいがたい。ただ、経験や資格で置かれているなと常々感じています。長くなったのでそろそろ他の空気も吸ってみたい。
でないとモチベも上がらない。

・一致していないです。技術吏員の採用でしたので、それに適した仕事ができる部署の配置が理想です。

・仕事とやりたい仕事は一致していません。組織が大きく業務範囲も広いため、個人の思いと職務遂行するための思いが完全に一致するのは難しいと思います。

・一致していない。しかし、やりたいことだけをやれるわけではないので、仕方ないのかなと思う気持ちもあります。
　この先、機会があれば、教育分野や農林関係の業務に関わりたいです。

　遠野市役所の組織の仕組み（ピラミッド型組織構造、人事異動の仕組みなど）や意思決定（管理職の決裁による方法など）について、変革する必要があると思いますか。

・人事異動の根拠が不明瞭でよく分からない。根拠を明確化し、個々の職員が納得のいく形での異動が望ましい。

・事業のスクラップ＆ビルドと口では言うが、実際には全く進まず、またそれについて若手職員などの意見を吸い上げたりといったこともない。上層部はトップの意向ば
かり気にしているように見える。
　人事異動についても、他人にはわからない家庭や体調の問題などもあるのだから面談などを行い、ある程度は希望を反映すべき。現在の仕組みは非効率的である。

・市長の意思が強すぎるように感じる。新しくやろうとすることが本当に市民にとって必要なことか、10年後、20年後の遠野にとって益になるのか、部長級や企画財政だ
けでなく、現場の職員や、担当部署以外の職員の意見も取り入れて検討する場がもっと必要ではないか。

・課全体で目標共有が出来ておらず働きにくい。各々が余裕のない中で仕事をしており、職場風土も殺伐としているように感じる。課が大きすぎるせいもあるとは思う
が、年数回でよいので課内会議を実施してほしい。
　人事評価制度は提出するだけならあまり意味がないと思う。自己評価の高い人、低い人がそれぞれいるので、良い点は伸ばし、悪い点は一刻も早く気づかせ改善させる
など、上司から公平な視点ではっきり伝えることが組織の将来のために必要と思う。

・どこに向かっているのかが曖昧なので、組織の未来も想像が難しい。

・福岡市役所今村さんの受け売りになりますが、当市もスクラップ＆ビルドではなく、「ビルド＆スクラップ」の意識にきちんとシフトしなければならないと思います。
　財源に限りがある以上、「やる」と「やめる」はセットなはずですが、現状で事業の断捨離はできているでしょうか。経常経費のカットだけでは限界がみえているので
はないでしょうか。
　賛否両論あることは承知の上で、当市も予算編成において「枠配分」を導入し、各部署に自律経営させることを本気で考えてもよいのではないでしょうか。事業のこと
をよくわかっている現場の人が予算のつくりかたに参画できる仕組みに変えてみるのはいかがでしょうか。

・職員数を減らしている今、業務量も調整していかなければこの先行政サービスを維持することは難しいと思う。
　このまま一人当たりの業務量が増えていけば職員の健康状態も悪くなる一方だ。

・このままだと悪くなると思う。現時点であまりいいイメージがないので、今後飛躍的にイメージ改善が図られるのは考えにくい。実際に市役所を（個人的感情を抜きに
しても）避けている人もいるし、評判も良くないので変えていなかければいずれは多くの人に信頼されないことになってしまうのではないかと思う。

・休日にイベントや通常業務で出勤している方も多く、これからますます職員の体調不良者が続出するのではないかと思う。行政だから仕方ない、仕事が終わらないから
と割り切っているが、ワークライフバランスをないがしろにする風潮が（特に役職が上の方に）まだ残っているように感じる。
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市民が生活しやすい環境を整えること。
共有されているかはよく分からないが、各々の業務にとらわれて目的を見失っていること
もあると思う。

1
一致しているとは言い切れないが、やりがいは
感じている。

1
その業務に長く携わった方が異動になるとその穴を埋めるのが大変。
人それぞれに得意不得意があるのでそこを見極めていかないと大変なことになる。
部署をこえての連携がとれればよい。（壁を感じるときがある）

1

職員数を減らしている今、業務量も調整していかなければこの先行政サービ
スを維持することは難しいと思う。
このまま一人当たりの業務量が増えていけば職員の健康状態も悪くなる一方
だ。

1

遠野市民憲章に定められているとおり、「永遠の日本のふるさと遠野」として創造・発展
させるため、１つ１つ読み上げる５つのまちをつくることではないでしょうか。
 また、入社した際に行った宣誓のとおり、全体の奉仕者として誠実し、公正に仕事をす
ることではないでしょうか。
 職員同士の共有については、できていないと思います。立場や部署が変われば、考え方
が変わってくるので、部、課の中で完結するものであれば問題ないかもしれませんが、部
署を横断的に取組まないといけない事業や事柄については、各々自分自身の担当の分だけ
でいっぱいではないでしょうか。

1

一致していない
 職員それぞれ得意な分野、やりたい分野各々
あると思います。大学等で専攻して学んだこと
や、最近では民間経験のある方でその道のプロ
が入社していただいているのに畑が違う分野の
仕事となったときがもったいないと思います。
 異動があるのは仕方ない、人事なので仕方な
いと割り切ってしまえばそれまでですが、せっ
かくその道のプロが入社していただくのであれ
ば、活かせる部署に配置するのが好ましいので
はないかと思います。
 仮に、自分自身でやりたい仕事（部署）を選
べるとすれば、前任である●●●の担当かICT
の部署で仕事をしてみたいと思います。
 ●●●の事業については、年度事業のため、
事業自体は終えたものですが、次年度の取組み
について、当時の課長や課長補佐と相談しなが
ら色々な仕掛けを考えて実行に移そうと模索し
ている最中での異動でしたので、残念だったな
という思いが今でもあります。
 ICTの部署については、単純ではあります
が、●●●ため、何か活かせたらいいなと思っ
ております。

1

必要がある
 年功序列で役職が付いてくるピラミッド型組織構造のメリットは、職場や仕事の
ルールが細分化されているため、企業の人材の安定がしやすいという特徴がありま
すが、ピラミッド部分の階層が多いため、意思の伝達や報告に時間がかかったり、
有事の際の他部署との横連携がしにくいデメリットがあります。
 市場ニーズの把握、住民が求めていることについて、決して市長をはじめ、経営
陣を批判するつもりではありませんが、自分自身がいつもしている仕事（上長から
指示を受けた仕事）が変化している社会や住民の求める声に迅速な対応ができてい
るのか疑問を持つことはあります。
 人事については、基準が不明確な部分が多いためわからないことが多いですが、
一般職で１年や２年で異動する方もいれば、10年単位で動かない人もいるらしく、
なぜだろうと思う部分があります。仕事の部分だけでなく、その方の家庭の事情等
様々な状況を加味しての判断だと思われますが、その方自身が最もスキルを活かせ
る部署に配置するのが好ましいと思います。
 また、昇進についても、「この人できるな」という方が昇進せず、年の順で昇格
する方がいますが、ピラミッド型構造の組織の場合、上長が誤った指示命令をした
際、組織全体が崩壊するため、年功序列ではなく、若くてもできる方が部長や課長
といったポストに就くべきと思いますし、今の遠野市では、30代後半から40代前半
の主任、係長級の方々は「できる」人が多いので、官僚のキャリア制度のようにで
きる人が役職に就くべきと思います。

1

悪くなる
 職員の数は減ることが明白なのにも関わらず、やることは増えるばかり
で、今現在が何事も限界ではないでしょうか。
 スクラップ＆ビルドという単語が庁議記録や経営陣の話から聞きますが、
ビルドで＋１、スクラップで－１、差引０では何事も変わらないと思いま
す。
 思い切って事業の廃止、縮小といったスクラップを進めていき、メリハリ
をつけないと職員も住民も疲弊していくと思います。
 遠野市として今日明日といった予測ではなく、５年10年といった長いスパ
ンで考えた時に、必要な事業が何なのか見通しをつけるべきだと思います。
 また、昨年度や一昨年度について、人材マネジメント研修に参加された
方々の意見、提言がまとめられているのを拝見させていただきましたが、市
長などのトップや、部長級、課長級の経営陣がそれを見て、聞いて、実践に
移れたか、末端の職員にまでその効果が感じられたかというと何も現状は去
年も一昨年も変わっていないと感じています。
 自分の時間を割いてまで研修を受けてきた方々からのレポートがただの紙
面になり、そこから何も得ない組織では、旧態依然のままで衰退していくと
思います。

1

組織にとらわれない最善の市民サービスを提供すること。 1 概ね一致している。 1

あると思う。
各種事業の中で、担当課名が異なるだけで事業内容がほとんど変わらない事業が見
受けられるため、それらを整理し、組織のスリム化を図る必要があると思う。ま
た、町民から「課等の名前が頻繁に変わりすぎてわからなくなる」という声が多く
寄せられるため、一定の年数は組織の名前を変えないように努めることも必要と思
う。

1

人口減少に伴う職員数の削減がますます進み、職員一人当たりの業務量が増
えていく一方...。事業の「スクラップ＆ビルド」の話が度々出ているが、一
向に進んでいない。大胆な「スクラップ」について議論しなければ、既存事
業に新規事業が上乗せとなる一方となってしまい、ますます職員が疲弊して
しまうのではないかと思う。

1

遠野市民の生活を豊かにすること（市民のニーズに合った政策を行う）ことだと思いま
す。
 現時点では、共有されていないと感じます。

1 概ね一致していると思います。 1
ピラミッド型構造の組織はよろしくないかと思います（ピラミッド型では、組織の
頂点の意見がそのまま組織の意見となってしまうため）。

1 現状ではわかりません。 1

人口に対し一定の割合の職員によって、社会福祉に資する持続可能かつ公平なサービスが
提供できること。
 個人的には上記のとおりと考えるが、他の職員がどのように考えるかはわからない。

1 よくわからない。 1
遠野市においてはフラット化するよりは、ピラミッド型の組織構造でも問題はない
と思うが、現況では頂点が鋭いピラミッドだと感じる。ピラミッド型の形が十四で
あると思う。

1

人口減少により厳しくはなると考える。職員数の減少により、ルーティーン
事務の機械化の導入、市役所が住民に対して本当に担保すべき役割のみ提供
していく事になるのではと考える。規模縮小について住民理解が得られるか
どうかで、よくなるか悪くなるかが分かれると思う。

1

・住民一人ひとりが、その人らしく生活できるよう、住民のニーズに合わせたサービスを
提供すること。予測される課題について、改善できるよう取り組むこと。
・「住民のために」という目的は共有されていると思う。

1 ・概ね一致している。 1

・変革する必要がある。
・人材育成のため、１つの課に配属される期間が概ね決まっていると思われるが、
その通りに異動が行われていない。同一の課から１度に多くの職員を異動させるの
ではなく、計画的に異動及び配置した方が、おおよその見通しがつくため、人材育
成には有効だと思う。また、住民にとっても継続したサービスが提供が行えると思
う。
・管理職へのヒアリングのみでなく、管理職以外の職員からの人事異動の希望調査
を取ることで、希望の部署で働くことができ、業務の効率化にも繋がると思う。

1
・よくわからない。
・今後の人口減少など数的に予測することは可能だが、住民ニーズの変化な
ど質的なものはどう変化するかわからないため。

1

・住民にたいして最低限のサービス（今ある最低限の公共物等の維持管理や医療給付等）
・地域の企業組織のサポート等（補助をしたり、場所を提供したり、制度的にサポートな
どの裏方）

1 一致していると思う。 1
どこの部署に関しても、人が少ない、業務が多いなどの声があるため、必要だと思
う。
 組織の簡素化等もだが、やはり、単純に人数の増か業務の減少が必要だと思う。

1 人が減り、組織ごとの仕事種類は増加。 1

市民の生活水準の向上・維持に寄与するもの。市民満足度を上げていくこと。
共通認識はあると思うが、実行されているとは思えない。

1 向いているのではと思い始めている。 1

変革は必要だと思う。ただ、現時点で具体的に列挙することは難しい。
強いて言うなら、人事異動に関して同じ部署・課に長年いすぎることは仕事の個人
負荷等を考えると良くないと思う。５年以上長くなると張り合いも無くなってくる
のではないかと思う。

1

このままだと悪くなると思う。現時点であまりいいイメージがないので、今
後飛躍的にイメージ改善が図られるのは考えにくい。実際に市役所を（個人
的感情を抜きにしても）避けている人もいるし、評判も良くないので変えて
いなかければいずれは多くの人に信頼されないことになってしまうのではな
いかと思う。

1

市民の生活の質の向上だと考えます。 1 一致していると思われます。 1 よくわかりません。 1 1年間見ても、わからないことばかりです。 1
最終目的は、住民がいきいきとした生活を歩み住みよいまちにすること。
小さな目的は共有することはあるが、最終目的の共有はされていないように感じる

1 おおむね一致している。 1 よくわからない 1
職員数は減っていくのに仕事の量は増えている現状がある。今後もこのよう
な現状が続けば悪くなると思う。

1

・市民が主役として、自立して活動する上での円滑かつ効率的なサポート。
・市民が遠野市で生きていく上での生活水準の向上。

共有されていない。

1 ある程度一致している。 1

必要がある。
人事異動の明確な意図を感じにくい場合がある。また、組織の仕組みかわからない
が、引継ぎ時間の短さを感じ、年始の仕事がもたつくと感じる。
早急な対応が必要になる業務において、部長決済の際は多少のもどかしさを感じる
場合がある。（代決の乱用をしたくなる。）

1
良くはならない。
職員の疲弊に伴い、業務を深くまで遂行することが難しくなる。
市民への自立がさらに求められるようになると感じる。

1

遠野市民や遠野に関わる全ての方（関係人口・交流人口まで広く）の幸福（捉え方は人に
よって様々）が遠野市役所の組織としての目的だと考えます。ただ、環境や時代の変化が
あるため、それを完全に達成することはできないかと思いますが、追求し続けることを繰
り返し行っていかなければならないとも考えます。
 職員同士で共有する機会もないですし、幸福の感じ方・捉え方が違うので同じ形で最終
目的を共有することはできないと思います。

1
自身のこれまでの経験が少ないため本当にやり
たい仕事が何なのか判断できませんが、今して
いる仕事には楽しく取り組めています。

1

変革する必要があると思います。
 すぐに思い浮かぶところとしては、活用するかどうかは個人の判断になります
が、人事を司る部門に職員一人一人が意思を直接伝える機会（希望調査書の提出や
面接の実施など）が正式に用意されていないのは非常に良くないと感じます。それ
ぞれが自身の強みをもっと活かし、組織としてよりよくなる機会を失っている可能
性があると感じます。

1

おそらく悪い方向へ進んでしまうのではないかと感じます。
 時代の潮流に合わせてどの自治体も職員を減らしてきていたかと思います
が、ますます求められるニーズは多様化しているので、職員一人当たりが対
応しなければならない範囲は広がり、複雑化しています。遠野市役所におい
てもそれは顕著で、市民団体等が取り仕切るべきところを市役所が担わざる
を得なくなっており、地域の商店や民間企業の活力が弱いのでより一層職員
の負担は増えていくと思います。その結果、職員は目の前のことをこなすこ
とで精一杯な状況が続き、事業等の見直しや新しい取り組みが行えず、市全
体として疲弊し、衰退していくと思います。実現は容易ではないと思います
が、仕事の仕方や組織構成、市役所任せの市民の意識を抜本的に改善し、持
続可能な形とならなければ、経済力等がある自治体との合併などを検討しな
ければならないとも感じます。

1
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ここで暮らす人が、心身が健やかで、幸せに生活できること
住民が役割・やりがいを感じながら、地域の中で生活できること

所属している係や同じ職種等、ごく限られた内では目的が共有されている（同じ方向性を
持って活動している）と感じますが、毎日の業務に終われているのが現実で、共有する場
や時間はほぼありません。遠野市役所という組織として、同じ方向性を持っているのか
は、分かりません。

1 ほぼ一致していると思います。 1

現状のままでは良くないと思います。
しかし、どのようにしたら良いか、という具体的なことがうまく浮かびませんでし
た。
どのような組織であったらいいのか、組織として何を目指しているのか、
自分自身の中で理解できていないことが要因だと思います。

1
・よくわからないですが、良いイメージは浮かばないです。
・どこに向かっているのかが曖昧なので、組織の未来も想像が難しい。

1

市民の誰もが、住んでいて（まあまあ）よかった、この土地で最後まで生きたい、と思え
るような生活を保障できること。
所属係内では共有されていますが、他の職員間では共有されていないと思います。（個々
の意欲（モチベーション）について差があると日々感じています。）

1

専門職としての採用なので概ね一致していま
す。
ただし一人配置という状況であるために定例業
務や必須の新規業務で手一杯となり、自分がわ
くわくするような本当にやりたい仕事（●●
●）には着手できていない現状です。

1

必要がある。
末端の職員は「この仕事をやらされている感」で仕事をしている者が多い。上司が
若手職員の意見を聞いたり、取り入れたりする機会が少ないので、もう少し発言し
やすく意見が反映されるような組織に変わると職員のモチベーション向上につなが
ると思うから。

1

働く環境について良くなる希望が持てないので、悪くなると思う。
他の方を見ていても、休日にイベントや通常業務で出勤している方も多く、
これからますます職員の体調不良者が続出するのではないかと思う。行政だ
から仕方ない、仕事が終わらないからと割り切っているが、ワークライフバ
ランスをないがしろにする風潮が（特に役職が上の方に）まだ残っているよ
うに感じる。

1

組織として目指しているのは、市民サービスの向上だと思います。
表立って共有はされていないと思います。

1 一致しています。 1 よくわかりません。 1 職員数が減少し、業務の負担が大きくなっていくのではないかと思います。 1

住民の生活が豊かになり、生活しやすい環境を作り出すこと。共有しているかはよくわか
らない。

1 一致している 1 よくわからない。 1
人口減少や高齢化によって職員の数が減り、一人の負担が大きくなると思
う。

1

大前提として、市民や市を訪れる人に対して、民間企業や個人では提供できない・提供し
ない事業・サービスを提供することが市役所としての役割になる。
しかし遠野市は財源が限られているため、トップダウン・ボトムアップ問わない活発な議
論のもと、最適な事業投資を進めることが目的になる。

1
一致していない。
もの・ことを創出できる仕事をしたい。

1
よくわからない。
入庁後間もなく、人事異動や組織構造について、把握できていないため。

1
アウトソーシングを進めるにあたり、大きく組織図を変革していくとおも
う。

1

住民が健康で文化的な生活を営めるよう、支援していくこと。
共有されていない。また、「遠野市」ならではの具体的な目的が示されていない。

1 一致している。 1

人事異動の仕組みについて特にも、変革・再考する必要があると思う。
 ①技術職・有資格者の減少による特定の職員への負担増
  ・技術職に関しては、計画的・安定的な確保に努めるべき。
  ・資格が必要な職種を明示し、職員の資格取得にこれまで以上に支援してほし
い。
 ②「適所」の明示化及び「人事異動希望調査」の復活
  ・組織（部、課単位）が求める人材像を明示化し、調査のうえ、職員が働きた
いと思える部署へ配置するべき。（もちろん、多少の調整は必要かと思います
が。）
 ③性別・年齢層の偏りの改善
  ・特にも●●●は女性が多く、書庫整理などで大きな負担を感じている。
 ④ライフイベント（特にも妊娠出産・育児）を機にした休職・離職の減少に向け
た包括的な支援
・男性職員も育児休暇を取得しやすい環境（安定的な職員数、休暇への理解等）の
整備。（事務職に限らず、消防職員や、用務員等もぜひお願いします。）
  ・育児休暇復帰後の配置に関する面談の実施。
  ・妊娠期～育児中の各種制度の啓発。（経験上、情報が足りず大変混乱しまし
た。）

1
人口減少・アウトソーシングの活用に伴う職員の減少が予想される。
職員ひとりひとりにおける責任・プレッシャーが大きくなり、心身の健康に
不安を感じる職員も増えるかもしれない。

1

すべての市民が暮らしやすくなること。共有はされていない。 1 よくわからない。 1 変革が必要と考える。人事異動は不透明な部分が多い。 1
職員が減るのに仕事が減らない。サービス残業が当たり前になっている。
サービス残業すればモチベーションも下がり精神的・身体的にも疲弊する。
悪循環に陥る。

1

住民サービスが円滑に進み、各地域が主体的な活性策を立て、活動できる環境を整備して
いくことと思います。
 共有されているとは思いません。各個人が個人的な考えによって、活動しているため、
活動できている人とそうでない人がいます。全てのイベント等に積極的に参加することは
不可能ですが、ほとんどしないという人がいることは事実であるため、自分の立場を考
え、地域との関わりを持って、市職員として活動をする必要があると思います。

1  半分半分と感じています。 1
変革の必要はあると思います。
年功序列の仕組が悪いとは思いませんが、その仕組に乗っかって動かないという人
がいることが問題と思います。仕組より個人の問題と思います。

1

難しいと考えます。
ほかの人の仕事もサポートできる人材を育てる必要があると思いますが、主
体的に、ほかの人の仕事をサポートするという人が全員という訳ではないた
め、難しいと考えます。職員数は年々減少するため、改善する必要はあると
思います。

1

市民生活を円滑にまわす事。
言葉にはしなくても意識的な共有はできていると思う。

1
一致していない。
●●●

1
必要なし
現在のところ、困ったり不満があるわけではないため

1
一人当たりの業務負担が多くなるイメージ
（業務のビルドは積極的に行うものの、スクラップが進んでいないイメー
ジ）

1

3 0 10 8 14 2 3 2 13 0 2 6 0 0 17 4
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　遠野市民の中長期(100年ぐらい)にわたる生活の安定維持。健康で文化的な生活の促進。
　各職員の、他の職場の仕事に対する理解が不足しており、1つの目的を共有しそれを協働
で目指しているとは言い難い。

1 概ね一致している。 1

　変革する必要があると思う。
　人事異動の根拠が不明瞭でよく分からない。根拠を明確化し、個々の職員が納得
のいく形での異動が望ましい。
　職員の減少に伴い、管理職の管理する業務量が増えているのが現状である。業務
の分類を行い、管理職の決済が必要のある業務と担当者の裁量で判断できる業務の
区分けが必要である。また、判子を押すための大幅な時間のロスがあるため、改善
が望ましい。

1

　サービス残業、振替休みの未消化が当たり前の様になっており、見通しは
暗い。
　職員数の減少に対応した業務の効率化・選択をしなければ回っていかなく
なるのは明白である。
　非常勤職員・臨時職員の賃金面での雇用環境の改善を行わないと、将来的
にはなり手がいなくなるのではないか。

1

市民の健康で文化的な生活を維持すること。
職員同士で話し合う機会もないため、共有は不十分と感じる。

1 一致していない。 1

　変革する必要がある。
　事業のスクラップ＆ビルドと口では言うが、実際には全く進まず、またそれにつ
いて若手職員などの意見を吸い上げたりといったこともない。上層部はトップの意
向ばかり気にしているように見える。
　人事異動についても、他人にはわからない家庭や体調の問題などもあるのだから
面談などを行い、ある程度は希望を反映すべき。現在の仕組みは非効率的である。

1 このままでは、職員は疲弊し、健全な組織運営は厳しくなる。 1

この地域に暮らす人の生活を維持していくこと。
　共有はされていない。

1

正直、「これがやりたい」というものはない。
　配属先はめぐり合わせだと思っていて、そこ
で得られるものをできるだけ自分の糧にしたい
し、できることならそれを周りに還元できるよ
うになりたいと思う。
　今している仕事は、向いているとは思えない
が、非常に恵まれた環境にいると思う。自分な
りの力を尽くしたいと思っている。

1

必要がある。
　市長の意思が強すぎるように感じる。新しくやろうとすることが本当に市民に
とって必要なことか、10年後、20年後の遠野にとって益になるのか、部長級や企画
財政だけでなく、現場の職員や、担当部署以外の職員の意見も取り入れて検討する
場がもっと必要ではないか。

1

職員数はますます減るだろうし、その時々で新しく対応しなければならない
仕事は出てくる。その分、どこかを削らないといけないので、いかに従来の
施策の撤退・縮小ができるかだと思う。私は、自分より若い世代の職員のほ
うが、柔軟性や合理性を備えているように感じており、将来は暗くないと思
う。

1

単純に、市民のニーズに応えられること。だが、自分もできていないし、共有もされてい
ないと思う。

1 一致している。 1

組織の仕組みは変革する必要あると思う。スタッフ制ではなく係制に戻った方がよ
いのではと考えている。責任の所在があいまいになっている感じがする。
意志決定も必要あると思う。現在の電子決裁は中途半端で、逆に手間がかかる場合
が多いので、アナログに戻した方がいいと思う。考え方が古いのかもしれないし、
ものによるかもしれないが、時間はかかっても現在の回覧式の決裁の方が、情報共
有が図られていいと考える。

1

人口減少に伴い職員数も削減され、組織をコンパクト化せざるを得なくなる
と思う。しかし人口減少に伴い、仕事も減少することは考えにくく、組織が
コンパクト化されても、少ない職員で多くの仕事をこなさなくてはならなく
なることが予想され、悪くなると思う。組織の最終目的は、市民のニーズに
応えること、と思ってもおり、矛盾していると自覚はある。

1

遠野市民憲章が市民レベルで実現され、その状態を発展的に持続させていくこと。

　遠野市民憲章そのものは共有されているが、ただ文字列として読み上げられている感が
強く、意識して仕事ができているかどうかは不明。

1
一致していない（と思う）。
　何が自分のやりたい仕事なのか、いまだによ
くわかりません。

1

必要あり。
　できる人にしわ寄せがくるような人事異動は誰も幸せにならない。

　組織構造はどんなものが良いかはよくわかりませんが、少なくともピラミッドに
すらなっていない少子高齢化のような現在の年齢・職位構造は解消すべき。
（頭でっかちで実行部隊が少なすぎ）

1

悪くなる。
　事業（建物）がスクラップされず（できず）、業務量（維持費）も増える
ばかり。仕事のやらされ感が増えており、人は減る…。モチベーションが上
がる要素がありません。

1

首長の補助機関としての役割。住民が選んだ首長の政策実行及び実現が最終目的だと思
う。
目的は、入庁時に宣誓を行っているので、共有されていて然るべきだと思うが、実態はそ
うではないと思う。

1

やりたい仕事とは一致はしていないが、向いて
いるとは思う。
組織なので、やりたい仕事と与える仕事と向い
ている仕事が必ずしも一致するとは思っていな
いので、特にやりたいと思っている仕事は無い
が、市役所っぽい仕事をしたことがないので、
やってみたいとは思う。

1

変革する必要があると思う。
現状の組織や意思決定の仕組みが時代に合っていない。
世の中のスピードが加速度的に上がっているのに対して、仕組みが変わらないので
世の中との距離が開き続けていると感じる。

1
旧態依然とした組織運営を行うのであれば、悪くなる一方だと思うし、何ら
かの変革や時代や世の中に追いつこうとする努力をするのであればよくなる
こともあると思う。

1

よくわからない。
　「市役所」の「組織」、「最終目的」という言葉の定義をしっかりとすることから始め
なければならないのではないかと感じる。

※　前の菊池正市長は「市役所は『市民のお役にたつ所』だ」とよくお話されていたと聞
いているので、自身はそれが基盤となっているが。

1

基本的なスタンスとして、仕事は「やりたい」
「やりたくない」ではなく、「ベストを尽くせ
るかどうか」で判断している。
　ただし、それは「決められた時間で」が原則
であると思うので、「やりたくない」職員が増
えていると感じている。

1

設問に沿った答えではないかもしれないが、仕事を「ビルド」する仕組みをきちん
とすべきであると感じる。特定の声の大きな職員のアイディアでどんどん仕事が増
えており、仕事の辞め方（スクラップ）の仕方を誰も分かっていないのではない
か。
　「ビルドのためのスクラップのルール」やそのための研修を管理職も含めてすべ
きと思う。
　上記は一例で、たくさん改善点があると思う。

1

悪くなることしか想像できない。
　子育てをしながら仕事をしているが、自分たちの子育てができない中で、
これから遠野市役所で働こうと考える有望な若い人材がいるのか。
　地区センターをアウトソーシングすることにより、自分たちの仕事が増え
るのではないか（民間の人には今までのように協力は絶対にしてくれない、
職員だからこそ無理な要求を聞いてくれている）等、目先のことで政策判断
している現状では…

1

第２次遠野市総合計画は、あくまでも過程であってゴールではないと思料。
現在人口約2.7万人の当市人口は、約20年後の2040年には約1.9万人になると統計上明確に
なっている。それを踏まえると、市職員数は現在の約330から200人台に減らさざるを得な
いことになる。そうなると職員ひとりあたりの負担は更に増加することは明白である。そ
れを解決しない限り、職員は疲弊し、市民生活が豊かになる施策を新たに生み出すクリエ
イティブな仕事は出来ない。また、現時点でも労務管理が適切にされているとも言えず、
職員のモチベーションが維持できているか疑問。適切な労務管理とは、超過勤務に対し適
切に残業代が支払われること、予算都合上残業支給のキャップ（原資）があるならば、そ
れに見合う業務をさせる管理が必要だと思う。●●●。当市としても、業務量に見合う人
員配置、適切な労務管理はもはや必須であると思料。（結果、市民生活に直結する）
また、職員に対し適切な業務量を配分すべく、定型業務に関しては外部委託（＝アウト
ソーシング）を検討することも必要ではないか。実際、他市では外部委託することで、コ
スト削減に繋がり、職員がクリエイティブな業務に従事できる体制が整えられている。
以上長くなりましたが、組織としての最終目標は、市民生活が向上できるよう、そのため
に職員がクリエイティブな仕事をできる環境を構築することだと思う。本田市長の仰る
「総合力」発揮のお考え私も賛同するが、現時点では縦の業務を遂行することでたくさん
であり、横連携の余力が無いのではないか。

1

●●●。●●●、それに携われることで小職は
やりがいを感じている。
なお、●●●に携われることで、市役所の動き
を俯瞰的に見ることもできているが、前質問回
答の通り、横連携が不十分であると思料する。
逆に言えば、横連携がうまくいけば、もっと沢
山の新しいアイデア（施策）が生まれると思
う。

1

既に回答しているが、組織構成よりも横連携が活発に行える組織体制が必要である
と思料。そのためには職員に心と業務量に余裕を持たせなければならない。また、
役所の考えに染まりきっていない若手（中堅以上ではダメ。保守的になっている）
を中心とした市長直轄のチームを構成し、クリエイティブな施策を創り上げる組織
を運営してみてはどうだろうか。頭の柔らかい若手が、将来更に人口減に直面する
際のマネジメント職候補として、自分たちの街のため、本気で街づくりに励むので
はないでしょうか。

1
良くなるために行動しなければならない。
そのためには職員のモチベーション向上施策の手打ちを実行するとともに、
組織内の保守的思想を取り払う必要がある。

1

遠野市としての繁栄が最終目的だと思います。
　職員同士の共有は、よく分かりません。

1 一致している。 1
変革の必要無し
理由：最低限の決裁となっているように感じるから。ただし、合議の部分も自動で
流れるようなシステムが必要と感じる。

1
住民が減少していく限り、花巻市又は釜石市と合併する可能性は捨てきれ
ず、遠野市の独自性が薄れていくのではないかという不安はある。

1

住民が豊かに安心して暮らすことのできる環境の構築。 1 一致している。 1
必要がある。現場に権限と予算を付与し、主体性を持って課題解決に挑戦できる組
織体制が必要と思います。

1
少子化、若年層の流出による社会減が一層進んだ場合は、広大な面積を有す
る当市にとって、自治体としての機能維持、経営が難しくなると思います。
優先課題の順位付けと解決できる人材の確保、育成が必要と思います。

1

・市民一人ひとりが自分らしく、できるだけ自分たちの力で幸せに暮らせるように、支え
ること。そのために必要となる仕組みを整えること。

1 どちらともいえない。 1

必要があると思う。
・課全体で目標共有が出来ておらず働きにくい。各々が余裕のない中で仕事をして
おり、職場風土も殺伐としているように感じる。課が大きすぎるせいもあるとは思
うが、年数回でよいので課内会議を実施してほしい。
・人事評価制度は提出するだけならあまり意味がないと思う。自己評価の高い人、
低い人がそれぞれいるので、良い点は伸ばし、悪い点は一刻も早く気づかせ改善さ
せるなど、上司から公平な視点ではっきり伝えることが組織の将来のために必要と
思う。

1

財政的にも、人材的にも悪くなると思う。市全体のマネジメントをしっかり
する必要があると思う。
スクラップアンドビルドと言うが、判断を現場任せにしていては無理だと思
う。財政が厳しいのに、市民にとって本当に必要でプラスになる事業なのか
と正直、疑問に思うものが多々ある。また、職員が減り、みんなが疲弊して
おり、将来的に組織が成り立つのか心配。また、自分自身の問題だが、制度
はどんどん複雑になり、市町村がやるべきことも増え続け、人がいないから
業務量はどう考えても増え続け、年齢と責任は増し、体力が衰える中、いつ
まで仕事を続けることができるのかと漠然とした不安がある。

1
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住民の生活を支えること。
共有されているかわからない。

1

一致していない。
　真に住民が必要としているサービスの提供
や、住民の安心・安定した生活を維持すること
が本来の業務だと思うが、与えられている役割
が、対住民になっているか疑問な業務が多いと
感じるため。

1

変革する必要があると思う。
専門性を考慮していない人事異動、本当に必要な部署に配属されない専門職、その
ために住民サービスの低下につながっている部分があると思う。少ない人員で効率
よく業務出来る人員体制が望まれると思う。

1

悪くなると思う。
　職員数が減り、業務の負担が増加している中で、業務の効率化を組織全体
で取り組めていないと思う。現在行われている事業が必要かの議論は不足
し、新規事業に取り組む際の見通しについても議論が不足しているように感
じるため。いずれ組織全体が円滑に回らなくなれば、その負担がますます職
員にかかってくると思う。

1

住民が住みやすく、暮らしやすい生活を送ること。
そのための計画として、「遠野市総合計画」があり、その下には各種計画がある。各種計
画を着実に実行していくことが組織として必要。
職員同士ではあまり共有されていないと感じる。

1 比較的一致している。 1
基本的な組織の仕組みが変える必要はない。
　但し、管理職（部長職・課長職）の権限がもう少しあった方が組織として良いと
思う。

1
職員数が減って、一人当たりの業務量が増えるため、組織としては今以上に
働きにくくなってくると思う。そのため、悪くなると思う。

1

まだ、よくわかりません 1 一致している。 1

必要がある。
3.4年での人事異動は市民サービスの低下になっていると思います。異動して全体を
把握する人も大事だと思います。ただ、各課にスペシャリスト的な人がいる必要が
あると思います。
『自分はこの課で、このような仕事をしたい』『自分はこのプロジェクトを実行し
たい』と意欲のある職員については、優先的に配慮するべき事だと思います。（人
事評価で面談）

1
悪くなる。職員の減少などが一番の理由だと思います。事務的作業に負担が
多くなっている。AIやシステム化しても大事なのは『現場主義』であり、現
場を知らなければ市民は付いてこないのが現状である。

1

市民の安心安全な生活のサポート。 1 概ね一致している。 1
土木技術系の職員の採用が極端に少なく、世代間で職員人数に大きな開きがありま
す。新規工事等のハード事業は以前に比べて減少しているが、施設の維持修繕・長
寿命化等の事業が今後増加していく中で現在の職員体制で不安を感じます。

1
遠野市の人口や職員数の減など正直なところ良いイメージはあまりありませ
んが、職員が少なることで職員間の連携が強くなれば良いなあと思います。

1

公共の福祉（社会全体の共通の利益を求めていく）組織であり、結果として、市民のため
の組織であるべき。
本目的は、職員同士では、共通理解として認識している。また、これを改めて確認する機
会はなく、業務によっては、感じづらいものと思う。
しかし、これを職員同士で確認する必要はあまり感じない。

1

一致はしていない。
異動によって、業務が決められている中、今あ
る業務をどう極めるかに必死で、やりたい業務
を考えていないが、今より業務量が少ない課へ
の異動希望は考える。

1
仕組みを変えることが、市民のためになり、且つ全職員の業務量が減るのであれ
ば、変革する必要があると考える。

1

現状のシステムを継続するようであれば、職員が減少する一方であるため、
職員の体調不良や休職が増加し、その噂が広まり、市役所への就職希望者も
減り、更に職員が減少するバッドスパイラルに陥ることを懸念している。
AIやロボット、ICTの活用などによる業務改善を目指す必要があると考える

1

・遠野市を存続、発展させること
・ある程度共有されているが十分ではない

1 部分的に一致している 1
・必要がある
・適材適所の人事異動。また、異動した人に対して新しい部署は何を求めているの
かが明確であると良い。

1 よくわからない 1

地域力底上げと交流人口の拡大。
職員同士で情報共有する機会がないと思います。

1 概ね一致している。 1

必要がある。
行政は変化には鈍感な組織だと思うので、社会の変化には対応する能力やスピード
感を身につける必要があると思います。現在は人口減少や働き手不足の問題に加
え、働き方が多様化していると思うので、個々の特性とそれを生かせる組織体制の
整備が必要だと感じます。行政の性質上、ピラミッド型はやむを得ないと思うが、
人事異動を含め、職員の活用方法については改善したほうが良いと思います。

1

悪くなる。お金がない、人がいないを理由に事業等が縮減されているが、こ
のままいくと今後も同じ問題を抱えて運営していかなければならないと思
う。
必要な事業の仕分けと効率的な管理運営方法の実現は、今後も求められると
思いますが、それを実現するとなると市役所内部の人間には難しいと思いま
す。違う発想を持っている人からのアプローチを考えないといけないと思い
ます。

1

住民が生活しやすくなるための手助け。
共有されていないと思う。

1 よくわからない 1

必要がある。
現在のように全員数年毎に移動させるのではなく、特別な知識や経験等が必要な課
には一人か二人長い年数（例えば10年）所属させ、プロフェッショナルを育てるこ
とが必要と思う。年よっては経験の浅い職員が集まった課になってしまい、住民
サービスがいまいちになる可能性がある

1 よくなってほしい。 1

遠野の市民の役に立つ所であり続けることだと思います。
共有されているはずだと思います。

1

【回答その１（タテマエver.）】
　公僕として市役所に奉職した以上、考えたこ
とはありません。
　【回答その２（ホンネver.）】
　典型的なモラトリアム学生で、もともと市役
所職員になると思ってもいませんでしたので、
いまだに自分がやりたいことが何なのか分かり
ません。ただ生きていくためだけに仕事をして
います。

1

【変革する必要があるということでの回答です。】
　福岡市役所今村さんの受け売りになりますが、当市もスクラップ＆ビルドではな
く、「ビルド＆スクラップ」の意識にきちんとシフトしなければならないと思いま
す。
　財源に限りがある以上、「やる」と「やめる」はセットなはずですが、現状で事
業の断捨離はできているでしょうか。経常経費のカットだけでは限界がみえている
のではないでしょうか。
　賛否両論あることは承知の上で、当市も予算編成において「枠配分」を導入し、
各部署に自律経営させることを本気で考えてもよいのではないでしょうか。事業の
ことをよくわかっている現場の人が予算のつくりかたに参画できる仕組みに変えて
みるのはいかがでしょうか。

1

国の目論見どおりマイナンバー制度が完全普及すれば窓口業務が大幅に少な
くなりますし、大部分の事務作業はＡＩに置き換わるでしょうから、あと10
年、遅くても20年以内には、今よく言われている「職員が足りない」問題は
無くなるのではないでしょうか。
　ただ、いよいよ「遠野の市民の役に立つ所の消滅」と対峙していかなけれ
ば（＝組織としての最終目的を維持する取組をしなければ）ならなくなると
思います。

1

住民福祉の増進をはかること。
共有されていない。

1 一致していると思う。 1 組織として、職員の働き方を変えていく必要があると思う。 1 今より職員数が減ると思うと、先行き不安。 1
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【1】組織の目的について
共有され
ている

どちらと
も言えな
い

共有され
ていない

わからな
い・その
他

【2】職員の働き方について
一致して
いる

どちらと
も言えな
い

一致して
いない

わからな
い・その
他

【3】組織の仕組みについて
変革する
必要あり

どちらと
も言えな
い

変革する
必要なし

わからな
い・その
他

【4】組織の未来について 良くなる
どちらと
も言えな
い

悪くなる
わからな
い・その
他

遠野市の、住む、訪れる価値を最大限に引き上げ、その価値を維持すること。 1 概ね一致している。 1

 変革の必要があると思う。
 目まぐるしく変化する社会に迅速かつ的確に対応するには、ピラミッド型の垂直
構造だと意思決定のスピードが遅れ、職員間の連携も取りにくい。職員個々に権限
と責任を持たせる組織への転換が必要ではないか。組織の構造上、管理することに
多くの労力が掛かってしまっている。また、働く人がまったく仕事を選べない人事
異動の仕組みは、やらされ感に繋がり、個々の能力を最大限に発揮できない。

1
 このままだと、急激な人口減少に伴って、税収減、職員減となり、それに
対する打つ手も限られてきてしまうことが予測され、見通しは暗い。

1

組織の最終目標は、住民が豊かに（暮らし、こころなど様々な価値において）暮らせるま
ちにすることだと思う。
目的の共有は、残念ながらされていないように思う。なぜなら、市の基本構想や計画を策
定する段階で、各課の施策は練られているかもしれないが、それが手段であって目的では
ないことを認識できないまま日常業務に追われているように思うので。計画策定の段階で
前年踏襲ではなく、どんなまちにしたいのか職員も考える必要があると思う。

1 一致していると思う。 1

変革の必要があると思う。
理由：今後も進む職員減に対し、これまで市が行ってきた経営改革では立ち行かな
いと思う。また、部課の決裁権を強化し、（いちいち市長までお伺いをたてず）ス
ムーズに業務が遂行できるようにする必要があると思う。

1

 このままでは悪くなると思います。
 市幹部や総務だけが考えて変革すると「やらされ感」でうまく動かない可
能性があるので、職員が考え上に提案するボトムアップで変革する必要があ
ると思う。

1

 目的は、遠野市が良くなること、市民の役に立つことだと思う。
 市役所で働くということは、市民のために働くということなので、職員は基本的には概
ね同じ方向を向いていると思う。しかし共有はされていない。

1

 大体一致している。
 そもそもやりたい仕事ができる仕組みだとは
思っていないので、何がしたいという考えはな
い。ただ極端に苦手なことはさせないでほし
い。

1
 たくさん変えられるところはあると思うが、ピラミッド型組織・定期的な異動・
管理職の決済などがあながち悪いとは思わない。

1
 少しは良くなるんじゃないかと思う。
 良くならないと先がない。 1

遠野市民の生活の安定と向上、遠野市域の人・物・事の相対的な価値の向上 1 一致している。 1

必要あり。（決裁について）専決代決規則以上に合議と決裁権上位者に決裁を上げ
る場合が多く、無駄が多い。規則がある以上それに従い、決裁権者は自分のところ
で責任を持ち、情報共有の必要を感じるならば、決裁権者から情報を挙げるべき。
決裁は電子決裁を今以上に取り入れ合理化すべき。
（組織について）係制を廃止し、スタッフ制を導入した部署では、責任の所在が不
明確となっている。スタッフ制ならば役職に担当名を明記すべき。

1
人口減少に伴い、人員の削減が予想される。仕事の効率化と組織改革は必要
と考える。

1

 「住民の福祉の向上」「円滑で安全安心な自治体の構築と運用」が最大かつ最終の目標
と考える。
 ただ、職員同士の共有となると、根底は同じ意識であると思いたいが日常業務や部署ご
とのミッションに追われ、「住民・市民・来訪者のため」ではなく「市役所組織のため・
上部からの指示のため」と入れ替わっている感がある。

1

 ほぼ一致していると考えたいが、市役所の
「一般事務」採用の職員としては、辞令一枚で
どの部署でもどの職域でも一定レベル若しくは
それ以上の行政事務が滞りなくできることが求
められると思う。「やりたい仕事はこれじゃな
い！」とは言いにくいし、言えないのではと思
う。仮に「やりたい仕事ではない」としても、
自分が異動した後に配属された職員が、同じ業
務を同じサービス又は改善してより以上のレベ
ルで行えるように整えていかなければならない
と思う。

1

 変化の目まぐるしい時代に対応するためには変革が必要と思う。
但し、進行管理やブレのない政策・施策の推進には一定の管理・決裁が必要。職
員・担当者個々の意思決定による推進も迅速性の上では重要かつ必要であるが、そ
こには組織としてのブレのない対応と施策の推進が求められると思う。
 人事異動も「一定年限（おおむね３～５年）で異動」という考え方も組織の新陳
代謝的考えでは有効でありつつも、目まぐるしい変革の時代でもスキルを持った職
員、知識経験のある職員、言い換えると「その道のプロ」的な職員の存在も一定数
必要ではないかとも思う。

1

アウトソーシングやＡＩ化の進展、さらなる大枠での市町村合併、極端なま
での人口減少・少子化・高齢化と考えると、先行きに不安を感じるほどに暗
く思える。
 市役所・地方自治体の総務・財政部門だけが直営の公務員で、他は民間に
よる業務委託やＡＩ化などに変わられるとか。非常に申し訳ない例えになる
が、悪く考えると、現在のＪＡのように大きく合併し、人口や産業や経済力
のある地区だけに本所・支所・営業所が栄え、当市のように周辺部で力のな
いところは支所すらも縮小・廃止されていくのではないかとも思ってしま
う。
 「小さな拠点による地域づくり」が進められつつある中、「小さな行政」
というのも一考か？これまで以上の大胆なスクラップアンドビルドなど。…
と言いつつ、具体の案が浮かばない（＾̲＾;）
 以上、雑駁ですが所感です。

1

市民一人一人の人間らしく幸福な暮らしを実現すること 1
一致している時もあるし、一致していない場合
もある。

1 よくかわらない。 1

日本の今後の経済状況や人口規模を鑑みると、市役所の行政機能は大幅に縮
小せざるをえない時期が来るのではないかと思われる。しかしそれにより外
部委託やＡＩ導入による効率化がよく言われているが、ＡＩや外部委託はそ
れを管理するのが市外企業であるケースが多く市内にお金が残らないので、
その分で市内の人材を雇用した方が、貨幣が市内で循環し、将来の投資とし
ても生産性が高いと思われる。

1

市民が安心かつ希望も持った生活をおくること思いますが、それらを共有する機会は少な
いと感じます。

1

おおよそ一致しているとは思いますが、何のた
めなのか、誰のためなのかが分からない仕事も
あります。
 市民に身近な部署であるからこそ、市民と歩
調を合わせた仕事がしたいです。

1
 変革する必要はないと思います。というより、首長の意見が絶対的である以上、
変革しても効果は無いと思います。

1 職員への負担は今後も増していくと思います。 1

最終目的
遠野市の発展
職員同士での共有
概ね、共有されているのではないか。

1
やりたい仕事
一部では、一致している。

1

変革する必要
一部では、変革する必要がある。
理由
 ピラミッド型じゃない組織を目指せるくらい、多くの人材がいるのか疑問。
 管理職による意志決定は、責任の所在を明らかにする意味で必要。
 兼務の発令は、あまり意味があるようには思えない。

1
組織のこれから
 首長の考え方・タイプにもより、変わっていくと思う。
 外部委託や指定管理者制度により、ますます人数が減ると思う。

1

○最終目的について
ある首長さんからお聞きし、とても共感したことを私自身の信条としています。
「市役所は、市民の幸せを考えるところ。市民の役に立つところ。」
 ○職員同士で共有されているか
  最近、その意識は薄いかも…しれません。

1 一致している。 1

ピラミッド型の組織構造や意思決定（管理職の決裁による方法など）については、
組織である以上はやむを得ないと思いますが、課題や政策について、もっとフラン
クに議論する場があればより良いと思います。また、現在の地域経営会議などは、
ただの会議と化しているように見受けられるので、担当職員も議論に参加できるよ
うにしてはどうかと考えます。
 人事異動については、かなり偏りがみられるので、人材育成につながる、計画的
な人事を行ってほしい。（武蔵野市では、10年間で、窓口部門、事業部門、管理部
門の３か所を経験させるという人事方針と聞き、遠野市でも参考にしてほしいと思
いました。）

1

目立った事業を打ち上げるよりも、業務をスリム化し、市民の生活が豊かに
なる業務を着実に行う組織にしなければ、人材不足で市民生活も低落すると
思います。
 トップの意識改革と組織全体のスリム化を望みます。

1

「第２次遠野市総合計画の基本構想」及び「遠野市市民憲章」にも掲げる五つの大綱が、
組織としての最終目的であると捉えています。
 憲章に掲げ、朗唱のたびに意識を改めるということを鑑みても、共通理解、共通認識、
共通行動が、十分に図られていると感じております。

1 ●●●、一致しております。 1

 ●●●、限定的な範囲の中での私見としてお捉えください。
 ●●●内での仕組みや意思決定等については、日頃よりコンセンサスが図られて
いるため変革の必要は感じません。ただし、●●●ためか、●●●の他課との横連
携の面では、（業務推進上の工夫で解決する部分でもあり、全く個の努力不足とは
存じますが）、共通認識の構築に難しさと感じることが時折あります。

1

●●●。その一方で、●●●。
 今後、高齢化や労働者数の減少に伴い、市内出身の方だけでなく、Ｉター
ンや県あるいは国からの出向職員等、様々な状況をお持ちの方が集まって、
組織を構成していくという未来も想定されるのではないでしょうか。
その時に、市のために働く者同士、縦横の連携に繋がる意識改革が、もっと
必要なように感じます。

1

組織としての目的は「一体感」を感じる組織であること。人の幸せは、「こころのつなが
り」と「こころの豊かさ」から得られるもの。現代の自治の多様性に対応するには、横や
ななめの連携が大切と思うから。
しかし、そこには「対話」が必要。市民の出来るだけ多くの「私はこう思う」を形にする
ことが市役所の仕事と思うが、市民とはおろか職員同士ともなかなか対話できる時間が作
れないのが現状である。つまり共有されているとは言い難い。

1 よくわからない。 1
よくわからないが、多様な仕事も増え、職員数が減少する一方であることを考える
と、変革は必要と思う。
あと、私自身理想の職員像がよくわからなくなっている。

1

国からの指示通りの仕事に追われそれを粛々とこなし、SNS等で直接役所に
届けられる困りごと件数も増し（昔は地域で解決できた困りごとも地域の横
のつながりさえ希薄になり）、限られた職員数でこなしていかなければなら
ない。おのずと、「自治体職員の現場は地域であり住民である」からほど遠
くなっていく気がする。

1

すべての市民が充実した生活を送れるようにすること。
 共有されている。

1 一部一致している。 1
必要がある。
決裁ルートがわかりにくくなっている。
 専門性の高い部署には、それに応じた資格や知識を持った人材を置くべき。

1
部署によって偏りがあるとは思うが、少人数で膨大な仕事を抱え、休む暇も
なく業務にあたらなければならない人が増える。

1

市民のために組織の中でそれぞれの職員が自分のベストを尽くし、職員同士が自己の主観
によるエゴにより特定の職員に対するゆがんだ言動をとることなく、真摯な姿勢でお互い
を認め合い協調しながら課題に取り組んでいくこと。

1 どういう仕事にも取り組みます。 1
組織としての目的に、現時点において[1]で述べたような目的を持たなければならな
い以上、変革しようとしても無理だと思います。

1 このままいくと、他市町村に吸収合併されてしまうと思います。 1
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遠野市民のＱＯＬを向上させること。
 おおまかなイメージとしては共有できている気がするけれど、到達点（どこがゴールな
の？）とか、中間目標点（いつまでに、ここまでは実現したいよね）は、バラバラなので
はないかと思います。

1
自分のやっている仕事が、とても大切な仕事で
あるという意識はありますが、やりたい仕事で
あるとは言えない気がします。

1

管理職の決断力の欠如（なんでも市長の意向を聞かないと進まない）。また、仕事
を円滑に進めるコーディネートを全くしない。（むしろ、手数がかかるようなオー
ダーばかりする）
 スタッフ制って、市役所内で機能している部署はあるのでしょうか？●●●内で
は、うまく機能しているとは思えないです。

1

人口が減っている中で職員を減らさなければいけないのはわかりますが、限
界点は近いのではないでしょうか。
 地区センターの小さな拠点づくり、お金と権限をきちんと移管して、うま
く機能できるような仕組みにできれば、そのほかの分野でも、市民との協働
が進むのではないでしょうか。

1

最終目標という考えに至ったことはありませんが、そのような統一的な考えを共有してい
く必要はあるものと思います。

1

配置（異動）については、本人の希望を調査し
たこともあったと記憶していますが、辞令を受
けた職でやりがいのある職に持って行ければ最
高ですが、なかなかうまく行かないので一致し
ていないという回答になります。

1

ある

縦割りの組織については、国・県から変わらないことには地方創生といえども何ら
かで行き止まると思われます。

1

取組次第で良くなる
・無理なハコ物はいらない
・老朽施設の把握・活用策（投資するのか解体か）
・企業誘致

1

市民の命令に従うこと。
 ここでいう市民の命令とは、少数意見や消去法で選ばれている市長や議員の意見などで
はなく、全市民を対象にしたアンケート調査等で導き出された民意を指します。
 この目的は、職員同士で少しずつ共有されてきている。

1

一致していない。
 市民ニーズ（一部の団体の長や声の大きい個
人のニーズではなく、できるだけ多くの市民
ニーズ）を調査する仕事をしてみたい。
 そのニーズに基づいて、市役所がやるべきこ
とを決めればよい。

1

変革する必要がある。
 意思決定の権限を現場（末端）に分散させ、給料の額は現場（末端）に近ければ
近いほどが高くなるようにすればよい。
また、市民ニーズに基づいた市政運営の実現と業務量に応じた職員配置を実現させ
るため、次のようにしてほしい。

 総務企画部において、査定（スクラップアンドビルド）の根拠となる市民ニーズ
（全市民、全世帯等に全戸配布で市役所がやるべき事業、やるべきでない事業等の
アンケート調査を実施する。ごね得行政にならないようにサイレントマジョリ
ティーのニーズ把握に努めなければならないと思うため。）を調査する。（担当課
が、まちまちにスクラップアンドビルドを実施するのではなく、総務企画部で調査
把握した市民ニーズに基づいてスクラップすべきものとビルドすべきものを担当課
へ指示するものとする。）

担当課は、事業に必要な事業費と職員数をセットで要求し、査定してもらう方式に
する。査定の際、職員は削り、事業費の計上は認めるという査定はできないことに
する。
査定された職員数に従い、総務課で職員採用、異動等を実施する。

 市民ニーズという査定の根拠がはっきりしているため、復活という仕組を廃止
し、１回で査定する方式にする。

 議会等で事業のスクラップ理由を問われた際は、担当課が答弁するのではなく、
査定した者（財政担当課長等）が答弁することとする。（把握した市民ニーズによ
り任意事業に優先順位を付けた結果です。民意です。等の答弁になると思われ
る。）
事業を義務的事業（法律等で義務化されている事業等）と任意事業に分け、任意事

1

このまま変革しなければ、北朝鮮のような組織状態が続き、職員が減り続
け、職員のいない組織になっていると思う。
 その状態（永遠の日本のふるさと）が良いのか悪いのかは、市民それぞれ
が判断すればよいし、悪い状態だと思う市民は、脱北転出するか変革のため
に行動すればよい。

1

市民の幸せな生活の確保
目の前の仕事をこなすことだけに精一杯になってしまい、目標とか目的とかを共有する余
裕がない。見失ってしまう。

1

よく分からない。
前問でも回答したとおり、若い頃は意欲もあっ
たし、こういう仕事をしたいという気持ちも
あったが、今は「こなす」ことで必死。

1

必要がある。
ピラミッド型組織構造についてはどう改革すればよいのかよく分からないが、人員
がどんどん削られる中で、効率的に働くことができる組織構造が望ましいと思う。
人事異動については、どういう仕組みで決められているのかまったく見えず、10年
も異動しない人もいれば、すぐに異動する人もおり、よく分からない。

1
職員としては、どんどん辛くなっていくような気がする。仕事量は増える、
人は減る、では苦しくなることしか予測できない。モチベーションが上がら
ず、精神的に病む人も増えてしまうのではないか。

1

最終目的
市民福祉の増進（安全で安心できるまち、満足できる暮らしの実現）。
意識の共有
法律的な目的、役割については、全職員、理解していると思う。ただし、いつ、誰が、何
を行えば「市民福祉の増進」につながるのかについては、理解できないこともあると思
う。

1

一致していない。
他の人にお願いしたり、やり取りしたりするこ
とが苦手なので、自分一人で黙々と行える仕事
の方が性に合っているような気がする。

1

よくわからない。
ピラミッド型を改め、フラットな組織体制にするということは、職員個々に権限と
責任を与えることになり個々の判断による業務遂行となるが、経験の浅い職員は逆
に悩むのではないだろうか。
人事異動の仕組みについても、「自分の評価」と「他者の評価」のズレに対する不
満という点では理解するが、どういう仕組みにすれば互いに満足するかはわからな
い。

1

よくわからない。
職員個々を見ると頼もしい面もあれば、不安な面もある。しかし、様々な経
験や立場（役職など）によって人は大きく成長するので、良くなるとも、悪
くなるとも言えない。

1

・遠野市の発展。
・職員同士では共有されていない。

1 ・よくわからない 1

・必要がある。
・人事異動の仕組みが詳しくわからない。専門職（技師等）採用でも一般事務の部
署に配属になるなど。
・市民サービスの観点から、固定した方がよいと思う。

1 わからない。 1

（これから生まれてくる人たちも含めて）遠野市民が幸せ（豊か）に生活すること。

 目の前の課題に追われて、目指すべき姿は職員全員には共有できていないと思う。
1

一致していない。
 但し、公務員（特にも一般事務）なので、必
ずしも自分がやりたい仕事ができるとは思って
いない。仕事をしながらその分野に興味を持つ
ようにしている。

1
時代や流行も変わり、組織の人数や仕事の仕方も変わってきており、変えなければ
いけない部分は積極的に変えていく必要がある。

1 よくわからない。 1

・市民の幸せをつくること
・市民・お客様がどうすれば幸せになれるか？
 目先の年間計画をこなすことが目的になり、目指す、で仕事していないように
 思います。

1 一致しています。 1

人員体制について
少子高齢化を迎え、力のいる仕事や速さを求められる仕事は若い人を配置し
それ以外の仕事は年配者、長く働く意欲のある人を配置するなど工夫が必要だと思
う。
今のすぐできる、すぐ済む、の意識も変わらないと不満がつのると思う。
気長が計画的か。
日本中、どこに行ってもこうなると考えます。

1
【３】になっていく。
 市民がいる限り役所は、良くも悪くも続く。

1

よくわからない。 1 一致していない。 1 よくわからない。 1 よくわからない。 1

市民生活の維持だと思います。 1 よくわからない。 1 問題解決に組織で対応するには良いシステムだと思います。 1
市民の声によって決定する首長の政策を実現できるような組織なっていくと
思います。

1

市民のお役に立つ所
 共有されていない。

1 一致している。 1
必要がない。
 決裁等の仕組みは変える必要はないが、組織はもっと集約するべき。

1
年齢構成にばらつきがあり、特にも20代～30代が管理職年代になったときに
組織として成り立つのか不安。

1

住民が満足して過ごせるよう環境を整えること。 1 基本的には一致している 1

必要がある。
 現実的には厳しいと思うが、各部で行政課題を選定し決定、実行できる環境を増
やせればいいと思う。また、それに対する予算が各部で確保されているのが理想で
ある。

1
人口減少も伴い、職員数も減となる一方、住民のニーズは多様化となり、そ
れに対して応えられる組織でいられるか不安である。

1

「市民の満足度アップ」だと思っています。
 行政がすべて手掛けず、市民と行政との間で役割を明確化し、相互で良い意味での責任
を持ち、民間の自由度の幅の広い取り組みを進めていただきながら、その取り組みを行政
が支援していく体制を構築できれば、市民の満足度アップが図られると思います。
行政主導では、何事も自由度の幅が限定され、市民の満足度は低下する一方です。
職員同士での共有化はされていませんね。

1
一部一致している。
 関わった部署で１つでもやりがいを見つけら
れるよう日々精進しています。

1

変革する必要がある。
 上層部の顔色を窺わずに、各部内で事業の優先順位や予算の配分を決定でき、組
織の目的実現に向けて職員が主体性をもって業務を行う仕組みにできないか。
 また、●●●優柔不断な管理職を配置された部署は、意思決定の前にうまく事務
が回らず事務遅延が想定されるため、管理職については年功序列ではなく責任感の
強い職員を管理職とすべきと考えます。

1

悪くなるでしょう。
 職員数が年々減少する反面、事務量は増加の一方。
機構改革の都度要望している「適正な事務分掌の再配分」は実現されず、職
員の都合で分掌を押し付け合っている状態では・・・。
５年後、10年後を想定した議論が不足していると感じています。

1

市民の皆さんが心身ともに健やかに過ごせること。 1 一致している 1
所属長からのヒアリングが実施されていましたが、最近はされていないように思
う。資格が必要な職種（保健師、栄養士、建築士等）の年齢に偏りがあると思いま
す。

1 わからない。 1



【1】組織の目的について
共有され
ている

どちらと
も言えな
い

共有され
ていない

わからな
い・その
他

【2】職員の働き方について
一致して
いる

どちらと
も言えな
い

一致して
いない

わからな
い・その
他

【3】組織の仕組みについて
変革する
必要あり

どちらと
も言えな
い

変革する
必要なし

わからな
い・その
他

【4】組織の未来について 良くなる
どちらと
も言えな
い

悪くなる
わからな
い・その
他

市民が、安心、安全に、そして笑顔で生きていけるような地域にすること。
 業務の執行で精一杯になっており、職場で最終的な目的について対話する機会もなく、
深く理解しながら働いている職員は少ないのではないか。

1
異動してきたばかりで、まだどちらとも言えな
い。

1

必要がある。
 当市の場合、トップ層の会議等は定期的に開催されており、そこでの決定事項の
実現に向けた対応が最優先事項となり、それらが調整なくロワー層まで伝えられて
くる状況にあるため、ロワー層における業務のマネジメントに限界をきたしている
と思う。また、ロワー層の企画・意見をトップ層に繋ぐ体制も不十分であると感じ
る。
 住民ニーズの多様化に対応するため、人事異動により幅広い知識と経験を持つ職
員を育成することも必要だが、特定の分野に高度な専門知識や経験を備えた職員も
必要。適材適所にバランスよく配置、育成していく必要があると思う。

1
このままだと悪くなると思う。
職員も財源も更に減っていくなかで、事業の見直しに早急に取り組むべきだ
と感じている。

1

住民が安心安全に暮らせて健全に働けて、愛着を持てるまちづくりが目標
 市役所が経営組織として成り立つことはそのための手段

 事業に落とし込めているかとはまた別に、どの意見がどの程度共有されているのかは知
る機会がないのでわからない。

1

なんともいえない
割り振られた仕事の中で、どうせやるならこう
したいという気持ちが出てしまって、事業方針
と一致しないときに悩む。
 選べるのなら、決められたことを遂行するだ
けでなく、検討段階から関わることができて、
違う意見でも理解のうえで携われればと希望し
ている。

1

必要がある
  計画的な人材育成が必要。窓口・管理部門・現業部門・地域系など若いうちに
数ジャンルを（一部の専門職も1箇所は他のジャンルを）経験したうえで、中堅か
ら管理職へ向けプロパーとなっていくような異動の仕組みになってほしい。現状
は、都度変わる組織のくくりと分掌に対応しながら事業を維持するために、若手か
ら中堅までが長期担当や早期出戻りすることが多いように思う。
この先マネジメントや意思決定を担うポジションになっていく職員が、部署間での
調整を行う際に、他の部署の仕事も理解しつつ行うことができれば、事業の優先順
位を組織全体で考え実施することにつながるのではないか。
 意思決定については、個人で責任をとれる業務ではないので組織の中で意見を述
べ合え、状況変化に対応して適切な対策をしていけるような組織になってほしい。
 組織体制は、事業を多くの課に分散させて振り分けたことで、責任と方針がぼや
けている。組織と分掌はシンプルにしたい。

1

現時点で判断すれば、悪くなると思う。
 市の体力以上の管理施設の増・補助事業実施・一定の役割を終えたがやめ
られないソフト事業の継続実施などが、本来必要な住民のための事業費やそ
のための人員体制を圧迫しているように思う。また各団体や事業の運営に市
役所が介入しすぎることで民間の自立性を弱めた側面もあるのではないかと
考える。
 会計年度、選挙のスパンだけではなく、50年・100年先のまちの姿や、10
年、20年程度の具体的な事業の方向性をできるだけ多くの人と共有して仕事
していきたい。
他の誰かの事例づくりではなく、遠野に住むできるだけ多くの住民や子ども
の将来のための事業を、いろんな世代の職員が意見を出しあいながら考え動
けるようでありたい。
意見を吸い上げる仕組みと、それを形にする体制と予算の余裕が現状はない
と思う。
この先どうなるかは、次世代となる自分たち次第とも思う。
全くの力不足で忸怩たる思いではあるが、本当に少しずつでもよいので、良
い方へ変えていければと思う。

1

「市民の生活のために、やるべきことを全体で推し進める体制づくり」ということでしょ
うか。共有したことはありません。

1

今の仕事とやりたい仕事が一致しているとはい
いがたい。ただ、経験や資格で置かれているな
と常々感じています。長くなったのでそろそろ
他の空気も吸ってみたい。でないとモチベも上
がらない。

1

異動するサイクルが長くなった。資格を有している職員であっても、定期的な異動
を図るべきと感じている。（私自身が長いので）
 また、外局にいる者にとっては、市長決裁、財政などの合議に時間を費やすこと
が多く、非常に負担です。

1

●●の方では、国の先駆的な事業に手を挙げ、その事業に合わせて組織替え
が行われ、結局実にならずに終わってしまい、結局何だった？となってしま
う現象が周期的にあります。そこまで背伸びする必要は今にないのでは。組
織がスリムになっても一緒に人員も減らされる。負担は変わらない。いいイ
メージは得られないのではないでしょうか。

1

すべては遠野市民のためと思って仕事をしている。
公務員は住民のために仕事をするものだと考えていたので、特に言葉にしたことはない
が、共有されていると思いたい。

1
一致している。（一般事務職なので、数年ごと
に業務が変わるのは当たり前のことだと思って
いる）

1
必要がある。
旧態依然で小手先の改革には限界が来ていると感じる。現状をよく見定めて大規模
に改革を行わないと、組織そのものが立ち行かなくなる。

1 このままの組織では悪くなる。理由は【３】で述べたとおり。 1

「住民の福祉の増進」だと思います。
 「住民の福祉の増進」を推し進めるための手段が、第２次遠野市総合計画・前期基本計
画だと思いますが、形骸化が進んでおり職員同士で問題を共有する機会も存在しません。
…本来の総合計画に記載すべき内容は、地方公共団体が解決するべき課題の優先順位を明
確にすることや、それに基づく具体的な効果の観点から、新規施策等の立案と既存の施策
等の縮減や優先順位の劣後化を同時に計画することだと思います。全体最適の視点と効果
等の比較分析が必要だと思います。

1 どちらとも言えない。 1

変革する必要があると思う。
 意思決定プロセスの権限移譲を行い、部内にて事業の優先順位の設定や予算の配
分を決定できるようにしたい。市長や総務企画部がマイクロマネジメントをしなく
ても、組織の目的実現に向けて職員一人一人が主体性をもって業務を行う仕組みに
できないか。

1

悪くなると思う。
 現在行われている事業が、本当に必要なものなのか。５年後、10年後の遠
野市のためになるのかといった議論が不足しているのではないかと感じてい
ます。

1

平成11年に採用された際に、当時の市長から「市役所は市民のお役に立つ所」だと習いま
した。すばらしい言葉だと思います。
 今、市民のみなさんの役に立っているのかは正直分からない部分もあります。

1

自分の「やりたい仕事」がないというのもあり
ますし、仕事なので、自分がやりたいかどうか
でなく、やらなければならないと思わなくては
いけないのではないかと思います。（向き・不
向きや、自分の能力が足りない等の問題はある
と思いますが）
 私のような半端者を雇っていただいているだ
けで感謝・感謝です。ありがとうございます。

1

今は、組織（あくまで部や課や室や本部やチームの設置とか所属長の数についてで
す）に関しては、場当たりでコロコロ変えたり増やしたり兼務させたりが遠野式だ
と思うしかないと思います。合併後13～14年で何回組織改革をしたのか分かりませ
んが、飽きたら次、みたいな感じが遠野らしくて良いのではないでしょうか。
（昔、遠野市は270人中15人部長がいて、課長まで合わせたら60人以上います、と
言ったら他市の方々から笑われました。）

1

非国民と言われるかもしれませんが、今後、中部圏域の他市との合併も視野
に入れて考えていかないと、遠野市だけではいずれ立ち行かなくなるのでは
ないかと個人的には思います。（人口減で収入の増は見込めない、聖域のた
めのゼロベース、施設の維持管理費の肥大化など、お金の面の話です。）

1

市民の生活が円滑にいくこと。職員同士では共有されていない。 1 一致している 1
必要がある。人事異動の仕組みが詳しくわからないため、長く同じ部署にいるとな
んで自分は異動しないのかと思ってしまう。

1
人口も減っていくため、職員数も減少し、いつかはほかの市と合併するので
はないか。

1

それぞれの部署において市民一人一人が安らかに生活できる環境を整え提供することと考
え、意識の温度差や方向性の差異はあってもそのベースの本質は同じであり、それぞれ取
り組んでいるのではないでしょうか。

1
一致していないです。技術吏員の採用でしたの
で、それに適した仕事ができる部署の配置が理
想です。

1
個人的には行政はその業務のスペシャリストが必要と考えており、極端に言えば異
動のタイミングは長期または不要。その観点で言えば変革の必要性はあるのかも。

1
 極端な変化はなく、良くも悪くもならないのではないか。毎年組織編制は
改善を試みていると考えますが、その成果が具現されているかは正直よくわ
かりません。

1

「団体自治」と「住民自治」の充実。
共有されているかはわからないが、地方公共団体の職員であれば、認識していると思う。

1 よくわからない。 1
変革する必要があると思う。専門性の必要な仕事を廃止または外注し、予算・業務
量の隔たりを少なくし、全職員を定期的に人事異動させることで仕事へのモチベー
ションの高揚につながると思う。

1

公債費率が高まり基金を取り崩しながらの財政運営が見込まれるため、財源
の確保しながら、身の丈にあった事業を行っていく必要が生じると思う。ま
た、職員数の減少に伴い事業をスクラップし、業務量の調整を行い、今後の
職員の職場環境を向上させるべき。

1

目的に最終と区切りをつけるのは変です。 1 概ね一致。 1
必要がある。
●●●を変えたいと思ってます。

1
よくわからないので、素人が考えるのではなく、マッキンゼー等コンサル
ティングのプロに一度見てもらった方がよいと思います。

1

最終の目的はわからないが、普通の目的は「住民の福祉の増進」でしょう。目的の共有は
されていない。（基本、●●●。●●●）

1
もともと●●●ので一致している。が、不法投
棄を対策するような仕事もしてみたい。

1

何とも言えない。
・たとえ変革しても、人生経験上、結局は元に戻るパターンだと思う。
・人事異動も仕事を覚えた頃に異動になって一から覚え直すより、その部署のエキ
スパートがいて仕事が円滑に進む方が市民のためになるのかなとも思う。
・管理職を人事評価するのは必要だと思う。

1
・ＡＩが各職員の人格・有資格等を判断し、理想的な人事組織を提案してく
れる。か、ＡＩに仕事を奪われる。
・喫煙する職員や酒癖の悪い職員は消滅する。

1

市民の快適で安定的な生活の確保。ただし、各業務には個別の具体な目的があるので、全
庁的に共通する網羅的で抽象的な目的は意識されにくいです。

1

一致している
バックオフィスや窓口業務だけの仕事は苦手な
ので、現場がある現在の業務はやりがいがあり
ます。

1

ある
昨今は多くの業務が高度になり専門性が求められていますが、業務に精通しても一
般職は５年程度で異動となり、異動直後に市民サービスが一時的に低下する傾向で
す。一部の職員にはその分野のスペシャリストとなるよう育成する必要があると思
います。

1

良くなる
人材マネジメント研修などの研究成果を積極的に取り入れながら、柔軟に組
織を変えていくことで良い組織でありつづけると思います。しかしながら、
過去の研修参加者も様々な有益なアイデアを出していますが、十分に生かし
切れていない（組織として取り組めていない）のは非常にもったいないと感
じます。

1

遠野市及び遠野市民の公共の福祉に資することが目的。 1

あまり一致していないと感じるが、市職員でい
る以上は自分のやりたい仕事と一致していない
部署に配属になることも致し方ないし、仕方の
ないことだと思っているので特段の不満はな
い。

1

逆ピラミッド型組織構造になっていると強く感じる。職員数が減っている中で、管
理職だけが増えていては、実質の実働部隊が減り、機能不全に陥ってしまわないか
不安に感じる。また、主幹・副主幹の存在意義がよく理解できない。同じ部署に何
年も異動させないままでいる、また、専門職は別としても、何年かして出戻りのよ
うに古巣に戻すような人事異動は、人事の怠慢、人材育成の放棄だと捉える。変革
は必要。

1
一人ひとりが市役所の組織としての最終目的は何だということを認識し、そ
れを実践に活かすことができるのであれば未来は明るいかも知れない。

1

市民一人ひとりの生活満足度を上げること。 1 一致している。 1
必要があると思う。組織再編による、効率重視な要素も必要かもしれないが、それ
に伴って発生するデメリットについて、色々配慮すべき事はあると思う。

1
今後、組織の規模縮小により、職員評価に隔たりや格差が生じ、組織の雰囲
気が悪くならなければいいと願っている

1

全員が定時で帰ること。 1
一致していない。（でも、●●●は働きやすい
です）

1 よく分からない。 1
ますます悪くなると思う。体調や精神的に悪くなる人が増え、ますます一人
に対して仕事量が増えるのではと思います。

1
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優先度の高い市民ニーズの達成。
職員同士での共有はされていないと思う。いろんな考えの人がいるので仕方ない。

1

一致していない。義務的業務を十分に行えてい
ない。
道路等の維持補修をやるべきなのに、予算を獲
得できなかったり、自己資金がないため、傷ん
だ道路を直すことができない。遠野の道路は穴
だらけ、不安で危険。

1
組織の仕組みはどうでもいいが、事業に見合った人員配置とするべき。全職員減給
して職員を増やしてほしい。

1
市役所の組織は、首長次第なので考えても無駄。
未来は釜石市役所遠野支所か花巻市役所遠野支所になる。

1

最終目的は市民生活が安心安全にできる事と、様々な市民ニーズに対応する事だと思う
が、自分は共有しきれていない。

1
理想に近い。
 ※小さい子がいるため、定時で帰ることがで
きている。

1 職員数も減ってきているので、変革は必要だと思う。 1
時代の流れや変化に敏感でいないと、イメージが悪くなると思われる。
市の人口減少も（定住・転出等）も何らかの原因があるのではないか。

1

市民の役に立つための組織。 1 一致している。 1 必要あり。兼務発令が多すぎる。 1 職員不足でますます大変になる。 1

市民が普通に生活にできるようにすること、市民の役に立つ仕事を行なうことが目的。
職員同士の共有はされていない。

1 一致している。 1

昇格について、変革の必要がある。
管理職になりたい人が試験等により昇格する制度にしてほしい。
昇格したくない人は試験を受けなければよい制度。
（職員になって10年～15年を超えた人限定で、毎年試験を受けるかどうかとりあえ
ず聞く。）
ついでに、組織の人事配置の変革要望。
少しでも要望を聞いてくれる適材適所の配置となるようにしてほしい。
（職員になって10年～15年を超えた人限定で、毎年やりたい仕事の要望をとりあえ
ず聞いてくれる。今の部署でいいか、異動したいか、どこに異動したいのか。）
（裏方となるような仕事はどのくらいでも頑張るので、人前に出ないような仕事を
したい。というような話も人事異動前にとりあえず聞いてくれる

1
急激な人口減少に伴い、税収減、職員減となり、それに対する打つ手も限ら
れてきてしまうことが予測され、見通しは暗い。

1

はっきりとそう言われているわけではありませんが、「遠野市役所」が最終目的を何とし
ているか≒総合計画ではないでしょうか。最終目的としてはあいまいですよね

1 よくわかりません 1
少なくとも人事異動は３～４年ごとに行わないと、モチベーションの低下につなが
り、組織に寄与したいという意識も年々低下します
あとはトップが変わらないと何をしても小手先の処置にしかならないと思います

1
20～30年後には花巻市との合併をするか、遠野市を廃止し遠野町を新設する
等を行わないと、行政サービスの維持ができなくなると思います

1

あらゆる面での市民の生活の維持・向上。
共有されてはいないと思う。（考えがそれぞれ違う）

1 一致している。（と思う。） 1
組織がピラミッド型であるのは仕方のないことだと思う。
変革も場合によっては必要だが、組織をコロコロ変えるのは好ましくないと個人的
には考える。

1
市民の人口減で課題ばかりが山積して明るい未来は見えない。
組織的にも職員は減らされるし業務量は増えると思われる

1

源（有形・無形問わず）を最大限に生かし、市民福祉を向上させること。 1 概ね一致している。 1
よくわからない。
知識がないため、現在の仕組みより改善させる施策が思いつかない。

1
どちらでもない。
悪くなると思えば、随時、見直しを図っていくと思う。
地方自治制度や公務員制度の先が読めない。

1

よくわからない。 1 一致していない。苦情処理でない仕事。 1

必要あり。
・決裁や会議は多いが、意思決定や問題解決は先送りされている。
・仕事内容は同じであるが、課名の変更、室の立ち上げが多く兼務が多いため、多
くの人が携わっているように見えるが、成果が伴っていない。
・人事異動対象の年数は決められているが、関係ない。
・管理職とは名ばかりで、実働しているほうが多いため、本来の管理職の体をなし
ていない。

1
悪くなる。
連携がとりづらくなっている。人員削減及び仕事量が増えているのも、連携
を取るためのコミュニケーション不足につながっていると考える。

1

市民が安心して生活できる環境を整えること。
共有はされていないと思う。

1 よくわからないです。 1 人材育成を意識した人事異動をしてほしい。 1 先細りしていくイメージです。 1

よくわからない。 1
一致していない。
自分のやりたい仕事は●●●になったので出来
ない。

1
必要がある。人事異動の仕組みが詳しくわからないため、長く同じ部署にいるとな
んで自分は異動しないのかと思ってしまう。
自分は一度異動すると、5年は異動がないので、5年は長い方だと思う。

1
人口も減っていくため、職員数も減少し、仕事も今以上に増えるのではない
か。
係長級の仕事（予算等）を主任級がやってるのでは、納得がいかない。

1

市民一人ひとりが遠野に住んでいて“幸せだな”と実感できるためにも、「市民の役に立つ
所」として、そこに属している職員一人ひとりが、意識して、全体の奉仕者として誠実か
つ公正に職務を執行する。
この目的に限らず、職員間の情報共有は、薄いというか、ほぼ無いと感じる。

1

何ともいえない。
 異動をするたびに、年々、新しい仕事を覚え
るのが大変になってきている。
 最新情報に上書きされない自分の能力にガッ
カリする。

1

変革の必要がある。
事業のスクラップ＆ビルドを調整する部署が無いのであれば（現・経営企画担当は
調整していない）、部単位での予算裁量を設定するべき。
異動・配置希望をヒアリングした上で、各部内にエキスパートな一般職を配置した
ほうが、職員の異動による事業の進捗を停滞させることなく円滑に進めることがで
きる。

1

見通しが暗く、悪くなることしか考えられない。
多額の負債を抱えているのに、箱モノ等を新しく整備できるのか。いずれは
維持費がかさむのに。現役世代からの税収入も少なくなるだろうし、お金
（予算）を工面するのにも今より、もっと厳しくなる。子育てをするなら遠
野と掲げているのに、このままだと子・孫世代に負担がかかってしまう。

1

よくわかりません。 1 よくわかりません。 1 必要がある。人事異動の仕組みがよくわからない。それに従うしかないのか・・ 1
職員の人数が減る一方、仕事内容は増え、今でも大変だが先はもっと厳しい
と思う。
委託や、臨時職員の増加により、責任という部分でも。

1

最終目標：市民の生活の質の向上。
大きな目標としては共有されているのではないでしょうか。
でも、何をどのくらい、という具体的なものは共有されていないかも。

1

ふるさと遠野のために働くという漠然とした意
味で一致しています。
どの部署であれ、市役所職員である限り遠野の
ために働くことに変わりはないと
思っていますので、逆に「やりたい仕事」とい
う分野はありません。

1
必要だと思います。
職員のひらめきや、現場を知る担当課からの意見をもっと生かすため、部課長の権
限を拡大してほしいです。

1
良くなると思います。
誰も、悪くしようと思って働いている人はいないはず。良くする方向に行動
すれば良くなるのではないか。

1

住民福祉の向上を目的に、市の行政事務をおこなう場所。
職員同士で共有していない（自治体の目的は職員同士で共有すること？）

1 どちらともいえない 1
仕組について変更の必要性は感じない。意識づけ、運用については改善が必要な部
分がある。

1
社会の構造変化に対応する体制がとれるか（とる意識を持てるか）によって
変わる。

1

市民生活の向上。
組織の最終目的として共有されていると思いますが、実際は、最終目的の達成どころでは
なく、目の前の膨大な事務処理に追われているため、目的を見失うことが多いのではない
かと思います。

1

仕事とやりたい仕事は一致していません。組織
が大きく業務範囲も広いため、個人の思いと職
務遂行するための思いが完全に一致するのは難
しいと思います。

1
変革した方がよいと思います。
行政組織のため、組織としての意思決定に時間がかかることは仕方がないと思いま
すが、世の中の流れや市民の期待に対して、対応が遅いと感じることがあります。

1

社会保障制度の崩壊が予想されるため、現状の組織では維持できないと思い
ますが、全国的に同じ状況で遠野市だけの問題ではないことを職員は理解し
ているので、他自治体と協力して、危機的状況を乗り越えていくと思いま
す。

1

市民生活の維持、向上。滞りない市民サービスの提供。
・採用時は、皆、「市民のために」「遠野市のために」という志を持っていたと思いま
す。
・現状は、日々の業務に追われ、計画にある事業や予算化された（した）事業を淡々とこ
なす、又は前例踏襲の業務となっている。
・他課でどのような業務等をしているかわからない職員もいると思われ、他課との連携、
共同での事業展開にならない。（効率化が図れない。）
・今一度、何のため職員になったのか、自分は何ができるのか、何をすればいいのか考え
ることが必要と思う。
・財政・職員数から、全ての市民へのサービス提供には限界がある。補助があるから事業
をするだけではなく、自分達にできる範囲での効果的・効率的な業務を選別する必要があ
る。

1
・市民のために働く職員のための仕事であり、
やりがいはあるが、ハード。
・日々、追われる感じである

1

・現在の仕組みは、組織として必要だと思う。問題は、意思決定までのプロセスだ
と思う。
・会議のための会議や、資料を何度も作るといった時間が多く、最終的な判断に至
るまで時間を要している。（重要案件を除く。）
・説明資料も、様々な形態があり、得手不得手があると思う。統一様式でやれば必
要項目だけの記述でよいのでは。
・人事異動について、市役所を志望した時点で異動があることは承知のことである
と思う。
・様々な要因で定期的な異動にはならないと思うが、複数の部署を経験することで
的確な判断・決定ができる人材になると思う。（スペシャリストを否定するもので
はなく、固定観念を持った仕事の仕方では組織として成り立たなくなると思う。）

1

・財政的なウエイトが高い人件費やハード事業を見直す必要が出てくるので
はないか。
・必要な事業であることはわかるが、身の丈に合った事業展開が必要であ
る。
・職員数を減らして、人件費を削減しても、アウトソーシング・ＡＩ・ＲＰ
Ａ等の経費が増えれば、真に必要な職員数すら確保できなくなるのではない
か。＝公務員離れで有能な人材が民間に行く。

1

・住民福祉の向上。（よく使われる言葉ですが、やはり、誰もが安心して暮らすことがで
きるまちを守るべく、そのための自治体運営が我々の果たすべき責務だと思っています）
 ・職員それぞれが、目的や職責を感じていると思いますが、組織として共有されていな
いと感じております。

1

・一致していない。
  しかし、やりたいことだけをやれるわけで
はないので、仕方ないのかなと思う気持ちもあ
ります。
 ・この先、機会があれば、教育分野や農林関
係の業務に関わりたいです。

1
・現状の組織の在り方がいいとは思いませんが、どのような変革が必要かが思い浮
かびません。

1
・先細り。
 ・人口は減る一方でありながら、事業は肥大化している。優先事業を絞り
込み、カットできる事業は整理しなければならないと思います。

1
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最終目的
市民の為に貢献できる組織。
 共有はされていない。

1
一致していない。
市民、町民のニーズ有った仕事、行事、事業

1

変革する必要あり。
意志決定に時間がかかり過ぎ。
もと部下を信じて、決裁権を与えるべき。
やらせて、部下を育成すべき。
そして、部下の責任は上司が取るくらいの度量が必要と思う。

1

悪くなる。
兼務が多く責任感が無い。
忙しそうで？失敗を恐れて、新しい事にチャレンジする意欲が見えない。
部下を自分より偉大に育てる気落ちが無く、組織は衰退していく

1

 一義的には、『地方自治法第１条の２「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ること
を基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとす
る。」により「住民の福祉の増進」』だと思いますが、最終(的)目的となると、この規定の
趣旨を各部署・行政部門がそれぞれに理解して取組んでいることから、最終を細部・各部
署・各人としてとらえると、様々であり一言では難しいと思っています。
 基本部分では共有されているが、細部では共有されていないと思います。

1
仕事の質的には一致していると思いますが、内
容的には否定はしませんが疑問です。

1

組織の仕組み部分については、日本の人口や経済など大きく変化しているので、変
わって欲しい点はありますが仕方がないと思っています。
意思決定については、住民意向を判断材料として必要とする場合の進め方の見直し
が必要と思います。

1 わかりません。 1

遠野市が掲げている、遠野市総合計画等の着実な推進と進行管理を行う。
 市民との協働による後世への継承だと思います。
 ある一定の職員、問題意識がありそれに向け取り組んでいる職員とは共有が図れている
が、職員間においては差異が生じていると感じられる。

1

 一致していない場合もあると思う。
 市の職員として採用され、少なからずもどの
ような業務であれそれなりの知識や自覚を持ち
努めなければと自負している。

1

 ここ数年は、上層志向がうかがわれ末端までの組織にないと感じる。
 人事異動については、適材適所、その年の情勢や内情により行われているが、経
験年数がある従前の課への移動が伺える。
 また、同じ課に長く勤務しているような職員も見受けられるがその辺も検討が必
要と感じる。

1

 市の職員として個々の資質が業務への取り組みの要素と感じる。
 人事評価制度を活用し、職員全員が何のための、なんのための組織なの
か、再確認し意識した働き方が望まれる。
 若年層、中間層の業務に対する姿勢、目指すものの意識づけがあっても良
いと感じる。

1

対外的な最終目的は、特に論ずる必要はないと思います。

組織内の最終目的は「人材育成」に尽きると思います。
1

 自ら進んで組織に属した以上、自分から「や
りたい仕事」「やりたくない仕事」を区分けす
ることは、単なる「わがまま」です。
 往々にして、「この仕事は自分のやりたい仕
事ではない。」などと言う人ほど、どの仕事に
就いても、同じような文句を言いがちである
し、能力も欠如しています。
 自分の職務を「やりたい仕事」にして、ちゃ
んと成果を出していくのが、社会人として当然
のことだと思います。

1

組織の仕組みに問題があるのではなく、職員の意識の持ち方に問題がると思いま
す。
管理者(上司)には、部下を育成する意識とスキルが必要であるし、トップ層の顔色
をうかがうような仕事をすべきではありません。
非管理職(部下)、特に若手職員には、不平不満を言うのではなく、前向きな姿勢と
仕事や語学など、自分自身のスキルアップに努めるべきです。そのような人材に
は、必然的に魅力的な仕事も任されるようになります。

1

今後の人材育成と人材採用次第だと思います。
 年齢、性別問わず、もっと、外部から多様な人材を採用したり、派遣で受
け入れたりすべきと思います。また、職員の国内外多様な機関への派遣も必
要だと思います。
 そうすることによって、もっと、組織が活性化して、かつ、進化していく
と思います。

1

市民等がいかに利用しやすいか、または利用にあたって分かりやすいか。
共有はよくされてはいない（そういう余裕がない）。

1

 やりたい仕事ということではないが、一度来
てみたい職場ではあった。その点では希望通り
とは言えるが、ただし、兼務が多く付いている
ため希望とはギャップがあった。

1

 どの方も感じていることだとは思うが、あまりにもトップダウンだし、上層部だ
けで
の決定の仕組みとなっている。職員にはあきらめ感があるが、変えなければならな
いことではある。
 せめて、個人あるいは職場・グループ単位で、業務改革・組織改革等に係る提
案・要望
を気軽に提出できるシステムづくりが必要と思う。

1 予算がない、職員削減、市民からの多様な要望等よくなるイメージはない。 1

住民の「幸福度」の向上と思います。
 幸福度は、住民ひとり一人感じる度合いが違いますが、それぞれの人が満足した生活を
送れる環境にあることといえると思います。
 市としては、そのために一つ一つ課題に向き合い、市民協働で解決していくことがこれ
からの時代必要であると思います。
 当課では、随時話題にしながら、それぞれの職務を遂行していますので、共有できてい
ると思っています。

1

「一致していない」です。
 今の仕事も決してやりたくない・嫌だという
ことではなく、逆にやりがいのある仕事と感じ
ています。市として行政の大改革であり、これ
をやりとげれば達成感に満ち溢れると思いま
す。
 が、私は、数字が好きなので、数字と向き合
う仕事がしたいと思っています。

1

変革というより、「組織としての機能の見直し」をしなければならないと思いま
す。
 人事異動については、技術職（特に建築士）は専門職なので、必要とすべき課
（施設管理担当課）に配属であれば新築・維持管理等事業がスムーズに実施できる
と思いますが、それ以外であれば異動すべきではないと思います。また、今の体制
では、一つの事業が各課に関係する部署のものは、企画が取りまとめて計画を策定
していくべきです。市長が○○課と◇◇課の事業との調整はどうなっているかと聞
かれますが、それを取りまとめるのが企画だと思います。

1

 人口減少により職員数の減は余儀なくされるため、必ずしなければならな
い仕事はあることから、一つ新たな行事を立上げると、継続して実施してい
きますが、それが重なり増えていっています（動員される市民にもストレス
を与えています。）。事業見直しをしなければ職員が抱える仕事量は増える
ため、職員が辞めていく可能性もあります。また、財政事情はますます厳し
くなることが予測されるため、事業数を減らすということをしないと、遠か
らず、財政再建団体になりかねないと感じています。

1

市役所は市民のお役に立つ所という意味です。何をするにも、これが市民のお役に立つの
かということを考えなければなりません。
 そして、私たちは税金(交付税にしても税金です)で給料をいただいているということを認
識していれば、市民の皆様に対しても横柄な態度やぞんざいな口を利くことはないと思い
ます。へりくだりすぎることはないですが、上から目線や人としてどうかという態度は絶
対ダメだと思います。

1

一致しています。長い市役所生活、様々な仕事
があります。やりたい仕事だけしていることは
できません。どこの部署に行っても精いっぱい
やることが職員としての使命ではないでしょう
か。

1

現在の組織の仕組みや意思決定の変革が必要かと聞かれれば必要だと思います。
 ただし、最終的に市長が決定することは変えられないことだと思いますので、決
定に行くまでのプロセスをどうするのかということは変えていくべきではあると思
います。決定にかかわる職員が判断できるようなスキルを身に付けなければならな
いと思います。

1
市役所全体を見渡せる常識的な人財を育てなければならないと思います。組
織がこれから先、良くなるも悪くなるも働いている職員の皆さんの意識の問
題だと思います。

1

地域住民の生活支えるもの。 1 どちらともいえない。 1
人口減少などによる職員数の減少が進む中で、住民ニーズは益々多様化しているよ
うに感じられ、組織の仕組みや業務の外部委託など、変革が必要になってくると思
う。

1 職員数及び予算の減により、厳しくなっていくが予想される。 1

市役所組織としての最終目的＝市の健全経営、市民の民度と教育向上
職員同士での目的共有は＝されていない
【自ら補助金を探すとか、国にアイデアを示して、補助金化するとか、補助金助成金の新
たなスキームをつくらせる。とかの動きが今は無い】
【住民の社会意識や学習意欲の向上と小中高生の学習レベル、教育レベルの向上を図る必
要がある。】

1 一致している。もっと幅広く働きたい。 1

組織の仕組み（ピラミッド型組織構造、人事異動の仕組みなど）や意思決定（管理
職の決裁による方法など）について、変革する必要があると思いますか？の質問へ
の回答としては、仕組みだけなら、変革させる必要は感じない。しかし、変革させ
ようとする意識は変える必要があると思う。そもそも論だが、根底にある年功序列
的な人事はやめるべき、人事評価において、遠野市への貢献度の評価をすべき。そ
のような視点を持つ職員がいないのではないか？

1

市職員一人一人が自身の向上のために何をするかにかかっている。
具体的には、自身の向上のために、自費で本を買い、各種講習会を受講し、
ＰＣで調べ、体験してみて、今後、市職員として仕事に役立ててみる様な自
己研鑽が、自費で出来るかが問われるだろう。

1

組織に最終目標はないと思います。
 基本的に、ある政策を遂行するためにどのようなフェーズを想定しているか、それぞれ
のフェーズにどのようなプレーヤーがいるか。
 つまり、目的遂行に係るフェーズにプレーヤーがキッチリと存在する状況を、はじめて
組織体制と言えると思います。
 私も人の事は言えませんが、組織マネジメントは効率的・効果的なフェーズをどう想定
できるか、プレーヤー全員に組織の目的と工程をしっかりと伝えることができるかが重要
であり、これが管理職の役割の一つと考えています。

1

当職は、やりたい仕事、やりたくない仕事とし
て仕事を区別しないようにしています。（この
考え方は体に悪いのではないでしょうか。）
 ただし、自己の裁量の余地が広い仕事は喜び
と達成感を感じます。
また、組織や職員が成長できるか、できないか
については、よく考えています。

1

以前も何処かで述べた記憶がありますが、ビラミット型の組織は、大量の事務（基
本的にはルーティンワーク）を限られた人数うで行うに適した組織であり、ダブル
チェックもよく機能します。
 またクリエイティブな分野においても、トップダウンとして意志とプロセスが明
確に伝わる場合は特に機能します。
 なお、重要かつ喫緊となる大きな行政課題は、ビラミット型は不向きなので、プ
ロジェクトを設置し対応すべきと考えます。（あくまでも短期的な設置に限りま
す。）

1

組織マネジロントは、どこの組織でも重要であり、この運用の是非により市
役所の将来が大きく左右されます。良くも、悪くも、現在と未来の幹部職員
に係りますが、組織論としていつの時代でも必ず組織人員の10％程度はこう
した問題意識を抱くこととなっています。
問題は、この問題意識にゴーサインを出せるかどうか、トップマネジメント
も重要となってきます。

1

遠野市民憲章に定めた将来像「永遠の日本のふるさと遠野」の実現。それに向けた総合計
画の推進。これについては、すべての職員で共有されている。
 また、一般論として市役所の業務は、市民にとって必要なサービスを、住民に近い基礎
自治体として提供していくことであり、より具体的には、市民の生命・財産・権利を守り
ながら、すべての市民が人生の目標（あるいは幸福の実現）に向けて暮らしていけるまち
をつくっていくことと考えている。

1
一致しているとは言えないが、この仕事がやり
たい、というものはない。

1

今年異動してきたばかりであり、よくわからない。
 意思決定については、いきなりトップに説明するのではなく、もう少しシステマ
チックに協議をあげていくほうがいいのではないかと感じているが、人数的に負担
が大きくなり、難しいでしょうか。

1
人口減少化の状況が変わらない以上、サービスの確保のためには、市民協働
の仕組みをより強化するような組織体制が必要と考える。

1

「遠野市、遠野市民のために働く」かな（笑）。

 市総合計画、施政方針演述等に基づき、年度初めに課の方針や目標を定め、課内で共有
しています。

1
新たな仕事を経験することは仕事上プラスにな
りますので、いろいろ経験した方がよいと思い
ます。

1
特定の人が、特定の業務を長年担当するのはよくないかと。数人によるローテン
ションとかを検討してもよい。

1
人口減少が進み高齢化も進み、財政状況が厳しくなってきます。その際、い
かに限られた職員で職務を遂行していくか。職員一人当たりの守備範囲が広
くなる。

1
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「最終」がどういった意味なのか判別できていませんが、社会情勢や経済の状況、高速交
通等を含めた地理的な状況等を鑑みて、将来に向け、きちんとした方針に基づいて地域づ
くりや町づくり、そして未来創り、そういったことを行っていく、というのが市長を含め
た組織の目的かと思います。

1

自分は、あまりキャリアパスとかは、拘らない
人間なので、どちらとも言えないと回答しよう
と思ったのですが、ただ、現在の仕事も、やり
たくない仕事、というわけではありませんの
で、どちらかといえば一致している、になると
思います。

1

変革する必要があると思いますが、その方向性については、よく分かっていませ
ん。
 例えば、人口が3万人弱で、同程度の面積の他県の自治体の組織構成を調べると
か、行政コストを調べて、他の自治体と比較してみる等、行うことにより自分たち
の市の組織にどういった特徴があるのか、また問題点等、見えてくるかもしれませ
ん。

1

遠野市の歩みに沿って、変わっていかなければなりませんし、状況に流され
るのではなく、市として、未来を見据えて、適切な組織に変革していくこと
が必要かと思います。
 少子高齢化ですが、今年度の４月と、昨年度の４月で比べて、人口が600
人減少しています（市のHPのデータによる）。このペースで減少した場合、
５年間で人口が3000人減少することになり、こういった状況を見据えて地域
づくり、町づくりを行っていく必要があります。
 一方、遠野市は遠野物語によって全国的な知名度があり、東北自動車道釜
石・秋田線の全線開通や立丸峠のトンネル開通で、岩手県の県南地区と沿岸
地区を結ぶ要衝の地となっております。定住人口が減少していくのであれ
ば、交流人口を増やす、といった状況に応じた施策を展開できる組織が必要
になってくるかと思います。

1

市民の安心安全な生活の維持と向上。郷土愛の醸成。
時々、市民目線ではなく組織目線で仕事をしている人がいると思うことがあるので共有さ
れているとは言い切れないのではないかと思います。

1

市民の役に立つ必要な仕事をしている点では一
致しているが、具体的な仕事としては一致して
いない。
遠野の歴史について新たな発見を見つけられる
仕事。

1

変革する必要があると思う。
人事異動については専門的職種について計画的に職員を採用すべき。現場の声を
もっと尊重すべきだと思います。
意思決定については、初めに結果ありきの会議や会議のための会議、目的が不明確
なものがあると思います。不要な会議をなくし、決済部署の意思疎通を図って意思
決定を簡潔にすべきだと思います。

1

予算不足と人員不足で課題山積の現状からは悪くなると思いがちですが、最
終目的を果たすために必要な業務を厳選し、八方美人的業務の見直しと個人
のスキルアップにより明るい未来も展望できると思います。肝心なのは一人
一人が明るい未来を信じ、そのために何をすればよいか、現状を踏まえて考
えることが大切だと思います。

1

最終目的は、「住民福祉の増進」、「市民のお役にたつ所」
 目的自体は職員個々では意識していると思うが、職員同士で共有する機会は少なく
感じる。

1 ほぼ、一致している。 1
組織のスリム化
部課長等の管理職の減
兼務職の減

1
職員の再任用の増や定年延長が予測され、組織として職員の新陳代謝やバラ
ンスを
どのように図っていくかが課題になると思われる。

1

・宣誓書のとおり
  （全体の奉仕者として公共の利益のため・・・）
 ・職員同士共有されているはず

1
一致させなければならない。
 （している仕事とやりたい仕事が必ずしも一
致するものではないと思う）

1 よくわからないが、改革が必要なものは改革すべき。 1 予測はできないが、良くしていかなければならない。 1

市民のくらしに役に立つ存在であること。
共有されていると思います。

1 一致しているし、何でもやりたいと思う。 1
なし
回覧による伺いの中で、情報共有であり、意見を出せる環境でありたい。
時間的制約の中で単なる手続きになっているのが現状。

1

専門職である土木技術吏員の採用が長期間無かったことの影響が出ている。
災害の頻発化、激甚化を呈している現状で災害復旧、公共土木施設の建設維
持など今や建設業界は地域の「守り手」と国交省では位置づけている。
組織のひとつの部署の崩壊がその全体に及ぼす影響は大きい、一朝一夕では
体制作りは形成できない。●●●いるが実現とならない。

1

住民福祉の向上は基本理念ではあるが、市の立場･役割が判りにくくなっている。
今となっては、給料をもらうための手段、単なる職業の一つになっているのではと感じ
る。
課題はあっても動きが見えないことから、異動するまでの間の時間稼ぎ感が見え隠れす
る。

1

個人としてやりたい仕事を選べることはとは考
えていない。
しかし、理不尽さに憤りを感じることはあっ
た。

1

大いに必要。
部局採用の導入でスペシャリストを養成し、内部事務は総務に一元化する。
現状の体制で課題に足しての職員の足りなさが、顕在化している。
大きな組織は一つの仕事に3人、当市の様な小さな組織は 三つの仕事を1人のような
状況になっており、担当者しか判らない、実質相互点検ができていない。
異動があれば一時的にしろ、業務能力が薄まるではなく欠落する、北斗の拳の一子
相伝状態。

1

現状に危機感を持っているのかどうか疑問
アウトソーシングは有功であるが、責任がなくなるわけではない
サービスの低下に繋がらないような取り組みをについて、慎重に進めるべき
闇雲な取り組みは解決手段とならない。

1

住民の福祉の増進が目的。簡単に言えば、遠野に住んで良かったと思ってもらうこと。
 趣旨は、共有されていると思う。しかし、職員個々の温度差はある。

1
公務員としては一致している。担当の業務とし
ては、一致していない。自分に何があっている
のか分からない。

1

必要がある。
 意思決定のスピードを上げるために、フラットな組織が必要と思うが、それには
管理職の力量が問われると思う。
特にも選挙で選ばれた首長の想いを具現化することが職員に求められるが、管理職
のマネジメントが重要だと思う。

1
悪くなる。
業務は増加、職員は減少により、疲弊感が蔓延するだろう。花巻市に合併し
ないとやっていけなくなるのではないか。

1

遠野市民の生活・健康・福祉の維持・向上、すべては市民のため。 1
何とも言えない。やりたい仕事は資格をもって
の専門的業務遂行だが、一般職としての事務系
業務のウェイトがかなり大きい。

1 よくわからない。 1 よくわからない。 1

市民福祉の向上
 行政サービスの継続的提供

 共有されている。※業務を行うことが目的を実施していることであり、共有もされてい
る。

1 一致している。 1
仕組みとしては、変える必要はない。
 意思決定のプロセスは、工夫が必要。オープンな議論と調整過程の公表が不足し
ているかも。

1
効率化のための縮小
  業務の選択（削減と合理化、評価と見直しのサイクル化）、
意思決定のシンプル化、スピード化

1

市民の方が幸せに生活する環境（状況）を作ることで、そのために福祉・産業など様々な
施策を行っている。
職員個々には、最終目的には一定の理解がなされていると思うが、自分が業務として携
わっていない分野までは関心が及んでいない（関心がない）と思う。

1
分からない。（公務員は「何でも屋」なので、
任命された業務に精一杯、取り組むだけですか
ね…）

1

変革する必要があると思う。
業務が複雑化し、職員数も減っている現状で意思決定に時間を要する場面、意思決
定の複雑化が多いと考える。

1

目まぐるしく変化する社会（特にＩＣＴやロボッテクスなど）数十年後の社
会がどのように変わるのかわからない部分が多すぎるが、職員年齢構造には
課題があると考える。

1

名前の如く、市民の役に立つ所。（市民の雑用係） 1
一致していると感じている。
雑用が面白い。

1

必要なし。
小人数会社であれば、トップダウンで迅速に動ける。大企業であれば、大抵、縦割
りの組織で横の繋がりが薄い。遠野市規模の市役所は、ピラミッド型が合っている
と思う。
人事異動は、個人の能力（知識）を広げる上で、いい仕組みと考える。
ただし、技術職の人事異動が少ない。市役所に入り同じような仕事しかしていな
い。

1

人口は、間違いなく減少する。市職員も減らす事が必要となる。
将来的には、市町村合併になると思う。
土木職の採用が少なすぎる（ここ10年間で一人）災害対応の破綻が危惧され
る。

1

行政運営が円滑に行われ、市民が安心して暮らせるまちであること。
職員同士で共有されているかは不明であるが、日常の業務の中に色々な課題があり、その
課題解決に取り組んでいる姿勢をみると目指している方向は同じであると考える。

1 一致しているものとそうでないものがある 1

必要がある。
人事異動については、本人がやってみたい仕事を希望したいということもあると思
うが、仕事の向き不向きもあると思う。しかし、人事異動をみると配慮されていな
いように感じる。また、各課の人員配置と事務分掌のバランスがとられていないと
思う。

1

職員数が減ってきている中で従来通りの市民サービスを維持していこうとし
た場合、地域活動も高齢化と人口減少により活動が難しくなり、行政への要
望や行政で行わなければならないことも増えてくることが考えられる。その
ことにより行政サービスが低下することが考えられ、結果、悪くなっていく
ように思う。

1

最終的には「市民福祉の向上」を目指して、施策を実施する組織だと思います。
集めた税金は、現住する市民だけでなく、将来の市民のためにも公平に使われるべきで
す。コストを無視したり、ニーズもないのに他市の真似をした施策を実施するべきではあ
りません。市は人的・財政的に肩代わりできる能力がありますが、やりすぎると市民は何
もやらなくなり、本来の力を失わせてしまいます。受益者負担は応分に必要だと考えま
す。
職員同士の意識の共有について、具体的に話し合う場が不足しています。目指す方向が同
じであれば、どのような施策を実施しても市民のためになると思います。

1

自分にはあっていると思いますが、やりたい仕
事と一致しているかはわかりません。
市職員は異動内示があれば、どこへでも行って
仕事をしなければならないと考えます。例え、
やりたい仕事と一致しなくても、自分を試せる
機会だと考えれば、新しい発見があるかもしれ
ません。

1

必要があります。
意思決定の仕組みが具体的に決まっていないと感じます。市長決裁なのか政策会議
やその他の会議、或いは議会なのか手順に迷う時があります。事業内容について意
見を求められても、背景が不案内のことが多々あります。それは、中長期的な展望
に立った議論ではないからだと考えます。「タイミングを失しない」ことも大事で
すが、じっくり議論する時間が不足であるため、職員間の情報共有がされにくい原
因となっているのではと考えます。

1

職員の能力は、私が新人だった頃に比べて遥かに高いと思います。
ただ、忙しさからか基礎・基本を学ぶ機会を逃し、単純なミスを繰り返して
います。将来にはＡＩなどでカバーできるとしても、現状のまま、基礎・基
本を知ろうとする姿勢がなければ、新しい施策も生み出せないでしょう。忙
しいのは皆同じです。個々の職員の意識次第です。能力はあるのですから、
期待は大いにしています。

1

遠野市役所が何時いかなる時でも市民の役立つ場所であって、老若男女が安心して生活で
きる環境に導くことではないか。

1 今となっては、どちらとも言えない。 1
変革する必要性は感じます。
人事評価システム等導入されて、何がどう人事に反映されているかもわからない。
組織間の縦横連携もあまり無いような感もある。

1
・人口の減少に伴う職員の削減
・職員の減少による住民サービスの低下
上記のような負のイメージしかない。

1

「市民の手助け」お手伝いさんだと思います。
小集団活動とか昔ありましたが、それが行政区の自治会であったり、さらには各班であっ
たりするわけで、その活動が活発になればその市は自ずと活性されると思います。殿様か
ら指令を出すのではなく、小さい活動の手助けが大切だと思います。

1
一致していない。自分は技師なので事務職よ
り、●●●が大変でしたけど、充実していたよ
うに思います。

1

自分か思うに現在、市役所組織構造はピラミット型にいません。兵隊が少ないと思
います。今後人口が、減るのは分かります。現場を知っているからこその対応が大
切だと思います。人事に関しては、人が少ないと専門職(事務の専門、会計の専門、
福祉など)を固定しないと社会に対応できないのではと思います。また、前の会社で
あった「自己申告制度」自分が興味がある職の資格等を取った者にその分野に配置
する人事もあった方がよいと思います。

1

あまりいい傾向ではないと思います。10年後に逆ピラミッド型になると思い
ます。兵隊が少なく幹部が多い。下で篩をかけ、勝ち上がったもの幹部にな
るのが理想だと思います。不要な職員は、やめさせるというのも大切かと思
います。今の世の中には、合わないと思いますが・・・個人的見解です。

1
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市民と行政とが協働によるまちづくりを行うこと。
職員は人事異動で様々な分野を経験するが、配属になった部署においてプロフェッショナ
ルとしての意識を持ちながら、その地域にあった「まちづくり」を市民と一緒に行ない、
市民と喜びを分かち合うところに目的があると感じる。
 その目的は、残念ながら職員同士で共有されているとは思えない。失礼ではあるが、惰
性で業務をこなしている、または自分のエゴで仕事をしている、組織及び市民のためとい
うのを度外視して自分のことばかり、というふうな職員も見受けられる。そのへんを改善
しない限りは、本来の役割である市民サービスは到底できないと思う。

1

一致している。（というか、一致させてい
る。）
 ※我々、市職員は人事異動で様々な分野を経
験する。当然、前所属した部署とはまっ
たくの畑違いというのは多々あろう。しかし、
市民のためにという目標はどの部署に
行っても同じ。そのために、市職員である限り
はどの部署に行っても「やりたい仕事
である。」と言える気持ちにならなければ、よ
り良い市民サービスはできないのでは。

1

変革する必要はある。
 正直言って、ピラミッド型組織構造は複雑多様化しており、業務遂行のための意
思決定がスピード感に欠ける。また、総体的に職員にある程度の権限を与える仕組
みを構築しなければ、これからの時代、出遅れていく危険性が大である。
 人事異動は、適材適所に配慮している、という話も聞いているが、果たしてそう
なのか疑問。公正なというより、偏りがあるのではという感じがする。全体的に公
平な人事となっていない感じがするので、その点を改善しないと職員のやる気を削
ぐ形になる。

1

将来の見通しは暗いと思う。
 財政事情は年々厳しくなる。職員数は減る。いま、この厳しい状況を打破
するためには、職員一丸となり現在行っている事務事業及びこれからやろう
としている事業が、本当に必要なものなのかを真剣に議論してみる必要があ
る。

1

市民が安心して暮らせて、遠野に住んで良かったと思っていただけるための環境整備や提
案をしていくこと。
思いは共有されていると思いますが、どうやって形にするかは共有されていないと思う。

1 一致していない。 1
変革する必要があると思う。
意思決定のスピードが遅いため課題解決が遅れ、実施するときには、再度計画の練
り直しという案件がある。

1

職員が減少する中、仕事量は反比例し、現体制では業務の遂行が不十分だと
思う。
業務のスリム化、アウトソーシングの推進が必要。
また、日々の業務に追われ、職員の仕事に対する姿勢が受け身の状態となっ
ているように思う。
新規事業に係る議論が不十分のため、中途半端な事業となっているものもあ
る。
５年後、10年後に本当に必要な事業なのか、十分議論し決定する場が必要だ
と思う。

1

市民福祉・市民生活の向上
職員の想いは同じだと思うが、共有し行動を起こせているかは疑問。

1

よくわからない。
以前には、総務課より配置希望を聞かれたこと
があったが、希望通りにはならず。
希望に沿う・沿わない、一致している・してい
ないは別として、与えられた職務を全うするこ
とが私たちの職務なのだと思う。

1

必要あり。
組織の中のいる以上、ピラミッド型組織構造が存在し、上層部による決定があるの
は当然だと思うが、職員個々の個性・発想・想いが生かされないのはいかがかと思
う。

1

みなさんがおっしゃるように、少子高齢化・職員数減等により、先行きの見
通しは明るいものではない。
H17年の合併時には、退職まで次の合併はない、このままいけるんだと思っ
ていたが、そんなことはなく、さらなる広域合併が近々にあり得るのではと
思う。

1

市民福祉の向上
行政評価の組織目標として共有されている。

1 一致している。 1
現状で不都合は無いと感じます。
変革する手法等についてご教示いただければと思います。

1 良くもなるし悪くもなると思います。 1

市総合計画の実現。
いる。（全てではないかもしれないが、所属課に関連する部分については共有されている
はず。）

1 どちらともいえない。 1
市長の意向による部分もあり、何とも言えない。
数年間隔で職員の意向調査を行うなど、弾力的な運用も必要。

1
職員数が減ることは、確実だと思う。
これに対応するため、部署（管理職）の削減、職員のコスト意識向上、さら
なる市民協働の取組、事務事業の精査などが大切。

1

おおざっぱかもしれませんが、住民がよりよい生活を送ることができるようにすること。
あえてそういった話をしたことはないので、共有されているとは思いませんが、公務員は
住民に対するサービス業だと思うので、少なからずそういう思いを持っているものと思い
たいです。

1
かならずしも一致はしていない。
個人的には、管理職向きではないと思うので。

1

人事異動については、職員数が減少していく中、ゼネラリストよりもスペシャリス
トを育てていく必要があると思うので、短期間で異動させるのは疑問。
新たな分野に組織を広げる前に、足下を固める必要があるのではないか。市民と直
接対応する部署の人員は、一定数確保して欲しい。
頭でっかちな組織で、内部に向けてしなければならない仕事を増やすのは改善すべ
きと思う。

1

職員数は、引き続き減る方向のままであろうと思うので、当然対応できる範
囲も限られてくる。その中で、本当に市民にとって必要な分野についてはき
ちんと対応できるだけの人的体制を整えていかなければ、市民にとっても働
く市職員にとっても不幸なことになるのではないかと思う。

1

「永遠の日本のふるさと遠野」の実現
 市民がハード・ソフト面ともに住み良い町にすることだと思います。
 目指すこところは同じだと思いますが、共有されいるとは感じない。

1

精神的にはダメージもありますが、法律等に
則ってできる業務でこなした分だけ数字に表れ
る仕事なので、企画等をするよりは自分に合っ
ていると思う。

1
管理職が多く、頭でっかちな組織。
難しいかもしれないが、適材適所に配置をできればいいのでは？

1
職員は増えることはないと思うので、今以上に一人一人の仕事が増えて大変
になっていくと感じます。

1

市民が生活しやすい遠野市にすること。
共有させたいと思っていますが、それぞれの所管する事務で精一杯のためか、そこまでの
意識付けができていないと感じる。

1

どちらかと言えば一致していない方である。
現在どのような仕事をしたいかというより、今
の立場の職種を若い時に経験していないので、
経験していればもっとよく対応できるのではと
感じている。
 若い時は、自分が学んできた職種●●●を継
続したいと思ったほか、遠野市職員として最低
限覚えておくべきと思っていた税と保険を少し
でも経験したかった。
 組織として全員を一致させることは難しいと
思う。

1

組織が大きいほど各部や課で管理職が決裁し、責任を持ち完結することが大事であ
ると感じる。また、部下職員も自分が決裁する気構えをもって職務に取り組む必要
があると思う。そのことにより、係長制を無くしスタッフ制を取り入れていくこと
が必要と感じる。
 人事異動の仕組みについては、スペシャリストとゼネラリストの両方ができる職
員が理想だと思いますが、若い時は色々な経験をさせるべきと考える。

1

遠野市の人口が減っていく中、職員も減らす必要がある。正職員が行わなけ
ればいけない職種とアウトソーシングできる職種を区分し、遂行していかな
いと立ち回れなくなると想定する。
 アウトソーシングすべき職種を実践することが、職員の減少への対応する
手段の一つと考える。職員のスキルアップがより求められる。

1

市役所組織としての最終目的＝市の健全経営、市民の民度と教育向上
職員同士での目的共有は＝されていない
【自ら補助金を探すとか、国にアイデアを示して、補助金化するとか、補助金助成金の新
たなスキームをつくらせる。とかの動きが今は無い】
【住民の社会意識や学習意欲の向上と小中高生の学習レベル、教育レベルの向上を図る必
要がある。】

1 一致している。もっと幅広く働きたい。 1

組織の仕組み（ピラミッド型組織構造、人事異動の仕組みなど）や意思決定（管理
職の決裁による方法など）について、変革する必要があると思いますか？の質問へ
の回答としては、仕組みだけなら、変革させる必要は感じない。しかし、変革させ
ようとする意識は変える必要があると思う。そもそも論だが、根底にある年功序列
的な人事はやめるべき、人事評価において、遠野市への貢献度の評価をすべき。そ
のような視点を持つ職員がいないのではないか？

1

市職員一人一人が自身の向上のために何をするかにかかっている。
具体的には、自身の向上のために、自費で本を買い、各種講習会を受講し、
ＰＣで調べ、体験してみて、今後、市職員として仕事に役立ててみる様な自
己研鑽が、自費で出来るかが問われるだろう。

1

住民生活の安定のための組織だと思います。共有されていると思います。 1
やりたい仕事というのはありません。やらなけ
ればならない仕事をしています。

1
時代に応じた変革は必要と思います。組織としては、ピラミッド型組織構造は必要
だと思います。人事異動、意思決定はわかりません。

1

時代とともに人間関係が疎遠になり、働く環境や対人関係が難しくなると思
います。
自治体間の生き残りをかけた競争に、今よりもっと緊張を強いられると思い
ます。

1

11 3 13 10 13 6 7 11 24 1 5 7 1 1 14 21
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!



別添資料2

「理想のリーダー」アンケート集計結果
⾚⾊：リーダーの意思決定に係るもの
橙⾊：他者への働きかけに係るもの

あなたが考える理想的なリーダー 具体的にどのような⾯（考え⽅・⾏動）が理想的なリーダーだと思うか？

1 ⾮公表
・否定から⼊らず、良いところを認めてくれる。そのあと、「さらに良くするため
には、」と指導いただけること。
・まずやってみようと、背中を押してくれるところ。

2 回答無し
 難しい質問ですね。
 進めていくうえで、何が⾜りないのか、直した⽅がよいことなどを気付かせてく
れる⼈かな。

3 ⾮公表

･答えを整理して引き出すのがうまい
･決断が早い
･部下のせいにしない
･⼈を乗せるのがうまい
･素直
･⾒栄を張らない

4 ⾮公表

･相談しやすい
･要求がコンパクトでわかりやすい
･やたら資料を求めたりしない
･あとはOKとうまくまとめて返してくる。

5 ⾮公表

・⾃分が担当する職務内容はもちろんのこと、それに関連する職務や課全体のバラ
ンス調整など多岐にわたりリーダーシップを発揮し、上司・部下からの信頼も厚
い。
・かつて所属していた係等で未だに●●課⻑が作成したエクセルを活⽤していると
ころが多く、後任への引継ぎが充実している。

6 ⾮公表

・体から発せられる圧倒的オーラはなかなか出せるものではない。
・市⻑からの信頼もあり、懐⼑的存在であるため影響⼒も⼤きい。職務内容とは別
にあの⽅のように、いるだけでその場が引き締まるといったカリスマ性があると
リーダーと⾔えるのではないかと思う。

7 ⾮公表

・どのような課題に対しても否定的に捉えず、常にチャレンジしようとする姿勢が
うかがえる。
・⼈の意⾒を素直に聞き、全体（チーム）として対応する。
・相談しやすい雰囲気づくりをする。

8 ⾮公表

・あらゆる⾯で感情的にならず、常に冷静で落ち着いている。（冷静と⾔っても冷
たい訳では決してなく、気持ちに寄り添った対応をしてくれる）
・判断⼒があり、的確な指⽰をしてくれる。
・頭もよくできる⽅なのに威張らず、合わせてくれる。
・家庭や⼦どもの事情を考慮し、家庭を第⼀に考えさせてくれる。
（※同じ課でなくても、忙しい時間を割いて、ゆっくり話を聞いてくれました。⼀
緒に考えてくれているということがとても嬉しく、⼒になりました。）

9 ⾮公表

 理想的なリーダーは、その職場の職制（性質・⽬的）により、先⽣君主型、⺠主
型、放任型、あるいはそれら混在など、多様に分かれるものであり、⼀概には特定
できないと思います。ただ⼀つ⾔えるのは、
①職務遂⾏のための⾃分の考え（明確なビジョン）がある
②⾃分の考えがあるから、部下の考えと⾃分の考えの違いが分かる。
③違いが分かればこれを論点として互いに協議しより理解を深める。
④協議の結果として、上司と部下が業務の⽬的と⽬的に⾄る⼿段を共有する。
 こうしたプロセスを踏めるかどうかが、上司と部下だけでなく全ても物事を進め
るうえでの基本であると思います。
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⾚⾊：リーダーの意思決定に係るもの
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あなたが考える理想的なリーダー 具体的にどのような⾯（考え⽅・⾏動）が理想的なリーダーだと思うか？

10 ⾮公表

・職場の雰囲気づくりが素晴らしいと感じます。気軽に相談しやすい職場環境をつ
くりながら、いつもアンテナを張って細かい変化等にも気づいて適切な声掛けを
⾏ってくださっています。
・バランス感覚に⻑けており、対内外どちらに対しても主張しなければいけないと
ころと、相⼿の⼼情等を察して譲歩するところは譲歩するなど対話における押し引
きがうまく、双⽅が妥協できるところを模索しながら近づいていけるところを尊敬
します。

11 ⾮公表  決断⼒があった

12 具体的な個⼈名は思いつきません。 理想像だけ回答するとすれば、仕事はプロセスよりも結果だと思うので
 「課題から逃げずに、部下と協⼒して何らかの結果に導く⼈」です。

13 ⾮公表
・決断⼒、判断⼒、⾏動⼒があり、部下に適切な指⽰を送れる⼈だと思う。
・先⾒性のある⼈
・責任感のある⼈

14 ⾮公表
・決断⼒、判断⼒、⾏動⼒があり、部下に適切な指⽰を送れる⼈だと思う。
・先⾒性のある⼈
・責任感のある⼈

15 ⾮公表

・判断が早い
・計画や構想を形にする実⾏⼒がある
・個⼈的な事情や感情で仕事中に怒らない
・コミュニケーションをよくとって話や相談しやすい環境をつくる
・話がぶれたり、うそをついたりしない
・仕事に関する知識があり、仕事が早く丁寧
・他⼈に仕事をおしつけたり、⼈のせいにしない

16 ⾮公表
・ビジョン、⽬標を部下と共有できること。
・部下の⼒量を把握し、全体を管理してくれること。
・相談しやすい雰囲気をつくってくれること。

17 ⾮公表 ・相談しやすい。
・決断してくれる。

18 ⾮公表
 相談しやすい
 組織として、どのように向上していくべきか成果を出すかを考えている
 課員（部下）を「仲間」と思っている

19 ⾮公表

・駆け引き⼀切なし（仕事に対して）
・わかりやすい指⽰
・頭の回転が異常に速い
・⼈情にあつい
・⾝が軽い

20 ⾮公表 ・⼀⼈⼀⼈に寄り添い、的確なアドバイスを頂ける。

21 ⾮公表  仕事や課題に対して進むべき⽅向や解決に向けた取組みについて、的確に指⽰・
判断できる⼈が理想的だと思う。

22 回答無し

 組織の⽬的に向かい⾃ら真摯に取り組み考えたうえで、⾏わなければならないこ
とを部下に明確に⽰し、どの職員にも個⼈的感情によるゆがんだ⾏動をとることな
く接し、ひたすら⽬的達成に真⾯⽬に取り組むことが、まず、リーダーの基本だと
考えます。
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23 ⾮公表

・対外的な折衝、調整⼒が優れている。
・誰に対しても気配りができ、コミュニケーション能⼒も素晴らしい。
・⾃ら多くの業務をこなしつつ、周りの⼈の業務量も把握して、無理がないよう調
整を図ってくれる。
・トップからの無理な要求にも、前向きで現実的な対応策を考える。
・決して嫌な顔をせず、常に相談に応じてくれる。
・きちんと休みを取ることを基本に（周りにもそのように気を配ってくれる）しな
がら、仕事に対する責任もうまくバランスが取れているように⾒える。

24 回答無し
・⽬指す⽅向の共有
・⼈により⾊々な性格や得意、不得意がある。相⼿を理解して必要により助⾔を⾏
い、共感を得られることにより、やりがいを感じるのではないかと思う。

25 ⾮公表

・脇が⽢い、・⼈間的可愛げがある、・無邪気に⼈に⽤件を頼める、
・部下をおだてるのがうまい、・部下の能⼒を素直に評価できる謙虚さ、
・部下に全⾯的にまかせる（丸投げできる）豪胆さがある
 →部下に「⾃分がこの組織を⽀えなければ崩壊する」という危機感を抱かせるこ
とによって⼀⼈⼀⼈のモチベーションを⾼め、⼀致団結させる。本⼈⾃⾝には強い
リーダーシップがなくても、優れた能⼒を持ち慈悲深い性格の部下たちが⾒かねて
協⼒してしまう逆説的リーダー像。
 ただし緊急事態が⻑期化するとストレスで⼈間関係が崩壊し、レームダック状態
になる可能性があるので、短期的なプロジェクトリーダー向き。歴史上では「⾚穂
浪⼠」の浅野匠頭、現在の安倍晋三⾸相もこのタイプ。

26 ⾮公表

 まずは、個⼈として事務処理能⼒・忍耐⼒・協調性が⾼く、加えて組織⼈として
調整能⼒があり意欲的かつ率先垂範して物事に取組む⼈で、⼈格的に穏やかにして
朗らかであって、職務と同程度に私的時間も重要であることを認識している⽅をイ
メージしています。

27 ⾮公表

 「弱気を助け、強気を挫く」的な考えで、失敗を恐れず、チャレンジしろ。何か
あっても責任は俺がとると⾔い切ってくれる。
 私は、そういうリーダーの元にいると⾃⼰肯定感も⾼まり、この⼈に恥はかかせ
たくないと頑張れます。

28
市役所内に理想的だと思えるリー
ダーは特にいない。

 無記⼊

29 特に居ない  仕事をする上での充分な知識があり、部下の業務量を把握調整でき、上司に対し
て適切に進⾔できる⼈。良い⼈格を持った⼈。

30 ⾮公表

 理想の組織は、リーダーがいらない組織。全員に情報と裁量を持たせ、意思決定
時に組織内の⼈たちに助⾔を得ることをシステム化することで、それぞれ⾃⽴しな
がら能⼒を発揮でき、リーダーは不要になる。
 今のシステムにおける理想的なリーダー像は、物事の決め⽅を決めてくれる、双
⽅向で意⾒を⾔い合える、多⾓的なモノの⾒⽅ができる、フットワークが軽い、⼝
だけじゃない、芯がブレない、逃げない、責任感がある⼈。

31 ⾮公表  決断⼒があり、⾏動⼒も備わっていて、部下をリードしていると思う。

32 ⾮公表

 新採⽤から数年同じ係で仕事をしました。
 右も左もわからなかった新採⽤時代に、担当事務のことはもちろん、細かなこと
（⽂書の効果的なレイアウトや接遇、電話対応など）まで、根拠や経験を踏まえて
教えていただいて、本当に勉強になりました。
 私も採⽤から数年が経過し、後輩と仕事をする機会が増えていますが、担当者任
せにせず、担当外の事務等についても積極的に関わる「先輩」（リーダー）になり
たいと思います。
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33 まだ出会っていません。

 早稲⽥⼤学の⽇向野教授が提唱するような権限なきリーダーシップ論を⽀持しま
す。
 権限がなくとも⾃ら⾏動することで他者を巻き込み成果⽬標を達成するような
リーダーシップをとれる⼈材が増えることを望みます。

34 回答無し

平時
・⻑期⽬標が設定でき、部下の考えを尊重しながらも、その⽬標へ導くことができ
る。
・担当課の処理能⼒を把握し、無理な⽬標設定を⾏わない。
緊急時（災害時）
・即断できる。
・他機関との調整能⼒がある。
・冷静である。

35 回答無し

・ 全体を⾒渡せる広い視野を持っている。
・ 組織としての⽬標を持ち、その進⾏管理を⾏う。
・ ある程度のことは部下に任せるが、そのことに伴う責任はとる。
・ 組織をまとめる⼒がある。
・ 責任感がある。
・ 決断⼒がある。
・ 部下の意⾒に⽿を傾けることができる。
・ 感情をコントロールできる。
・ メンバーの成⻑を促すことができる。

36 回答無し

・指⽰に際して根拠を明確にする
・何かを伝えるときは⾔葉と⾏動で伝える
・部下に与える⾃由と制約のバランスがいい
・ユーモアを持とうという意識がある
・「この⼈のためなら多少の無理はしても良い」と思わせる⼈徳がある
・責任感がある

37 ⾮公表  全庁的な視点に⽴ち、具体的事例を⽰し、職員への指導を⾏っている。（そのた
め、直接、相談に来る職員が多い。）

38 ⾮公表

・器が⼤きい。
・偉そうにしない、⾃慢話をしない。
・⼀⼈で抱え込みすぎない。
・忙しい様⼦を前⾯に出さない、忙しいと⾔わない、忙しさを理由にしない。
・円滑な⼈間関係を築くことができる。
・上司からも部下からも信頼を得ている。

39 回答無し

 ⾃分に役職が無いときは、⾃分の仕事を信頼し任せてくれて、課題がったときは
⼀緒に考えてくれる上司が良いと思った。
 ⾃分が管理職になると、予算執⾏状況などから業務進捗状況を確認するように努
めているが、細かい案件などは把握しきれていないことも実感している。
 改めて、課（組織）のコミュニケーションが⼀番⼤切と感じている。
回答になっていませんが、ご容赦を。

40 個⼈名は控えさせていただきます。

役職によって求められるものが異なると思いますが、
・相談しやすい
・気配りができる
・適切な助⾔をくれる
以上のような⾯があると安⼼して仕事ができます。
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41 思いつきませんでした。

 ①話し上⼿な⼈。聞き上⼿な⼈。
 ②経験豊かな⼈。⾊んなことにチャレンジしている⼈。
 話しが上⼿な⼈は、聞くのが上⼿な⼈が多いと思うので、話し⼿の意⾒を引き出
す能⼒があると思います。話し⼿が意⾒を出してくれるので、⾃分で考える以上に
様々な多⽅⾯のアイディアが出てくるので、結果的にその部署はアイディアに恵ま
れ、良い結果が⽣まれると思います。あと、⾊んなことにチャレンジしている⼈は
魅⼒的です。話す内容にも説得⼒があるので、仕事でついていこうと思います。
リーダーは常に⾝だしなみや衛⽣⾯がキチンとしている⼈が良いと思います。そん
な⼈は周りからの信頼もあると思います。なので、リーダーになる⼈は⾃⾝の努⼒
をしている⼈がいいです。

42

 該当なし（先輩⽅はみな懐が深
く、部下が安⼼して仕事ができた
晴らしい⽅ばかりでした。⾃分も
そうなれたらと思っていました
が、現実はまだまだ⼩さいで
す。）

 昔は、⾃ら先頭に⽴って新しい事業に取り組む⼈が理想のリーダーでした。
 今は、部下の好ましくない⾏動に厳しく接することができ、部下がそれを理解し
て⾃発的に⾏動変化を起こせるよう⾏動で⽰せる⼈が理想です。優しいだけでは部
下のためになりません。適度な緊張感のある職場環境をつくることは、「市⺠のた
めに」業務を進めるうえで、とても重要だと思います。
さらに上司として、部下の好ましい⾏動にも適切な接し⽅ができれば、部下が率先
して改⾰・改善に取り組もうとする意欲あふれる職場環境をもつくれると考えま
す。

43 ⾮公表

 仕事においては下準備が綿密であり視野が広い部分が理想的だと思います。
 ⾏動においては気さくに話しかけ近寄りづらさを感じさせない部分が理想的だと
思います。

44 ⾮公表

① 前に⽴って、陣頭指揮を執ることや⾔いにくいことなど発⾔すべきことを⾔え
ることは必要であると思います。
② いろいろなことを熟知し、すぐに対応できるように準備できていることも必要
であると思います。
③ 周りの状況に合わせた対応ができることも必要であると思います。

45 ⾮公表

 部下に対して、的確なアドバイスをしていただけたり、仕事⾯からプライベート
なことまで親⾝に話を聞いてくださります。また、なにより⾝をもって真剣に仕事
に取り組む姿勢を⾒せていただけるので、⾃分も仕事に真摯に向き合うことができ
ます。
 部下にとって相談しやすい上司というのは、理想のリーダー像といえると私は思
います。実際に新採⽤で、社会⼈として初めて仕事に就く際に、わからないことば
かりな上に、忙しい先輩⽅に聞きづらい雰囲気などがあり、⼈間関係の悩みにまで
発展したことがありました。しかし、●●係⻑の気遣いや真剣に仕事を教えてくだ
さる姿勢に⼤変救われました。●●係⻑の下で働けたことで、どのような職員にな
りたいかの道標が１つできました。

46
数名いますが、個⼈名は控えま
す。

・結果はともかく判断のはやい⼈
・⾃ら業務を抱え込まず、業務の振り分けができる⼈

47
⼈は分かりませんが、理想的な
リーダー像は・・・

・下の⼈や出来ない⼈の気持ちが分かる⼈。
・怒鳴らない⼈。怖くない⼈。威圧的じゃない⼈。
・部下の⽂句を⾔わない。みんな平等に接する。
・困った時に頼りになる⼈。話しやすい⼈。
・難しいお客さんが来たとき、すぐに出てきてくれる。
・部下を守り、上司に意⾒を⾔う⼈。
・働きやすい環境をつくってくれる⼈。



別添資料2

「理想のリーダー」アンケート集計結果
⾚⾊：リーダーの意思決定に係るもの
橙⾊：他者への働きかけに係るもの

あなたが考える理想的なリーダー 具体的にどのような⾯（考え⽅・⾏動）が理想的なリーダーだと思うか？

48 ⾮公表

私が、市役所に⼊る前に勤務していた「●●●株式会社」では、新⼊社員にも理想
のリーダー像を⽰されて、⽬標とすることを⼼がけてきました。
 「理想のリーダー像」
 １ 組織を統率できる⼈
 ２ 部下に仕事を教えられる⼈＝⼈材育成できる⼈
 ３ 説明責任を果たせる⼈＝説得⼒がある⼈


