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１ はじめに 
 
早稲田大学マニフェスト研究所人材マネジメント部会（以下「部会」という。）
は、「地域の持つ可能性を発見し、従来の枠にとらわれない発想でそれらを強
力に活かしていく地方創生時代の職員・組織を育て、創る」ことを役割とし、
以下の２点を主な研究課題としている。 

 
≪部会の主な研究課題≫ 

① 職員の努力を、地域の成果へとつなげられる自治体をどのように実現するか 
⇒組織課題 
② 生活者起点で発想し、関係者と共に未来を創っていける職員をどう育てるか 
⇒人材課題 

 
この部会には全国の自治体からそれぞれ３人１組となり、１年間の研究を
通じて自治体が抱える現実の課題を見極め、経営層に対する参謀のような目
線で考え、行動することを通じて、組織変革と人材成長を同時に実現するこ
とを目指している。 
一般的な「研修」では参加者自身の学びを目指すが、この部会は「研修で
はなく研究の場」であり、参加者３名や他自治体から派遣された職員、部会
を運営する幹事団との対話を通じて気づきを得ながら、自ら考えて見つけ出
していくという場である。 

 
≪部会の３つの考え≫ 

① 研修会ではない、現実を変える策を考える「研究会」である。 
② 教えてもらうのではない、「自ら考え、見つけ出す場」である。 
③ 知識は後からでも学べる、「対話から気づきを得る場」である。 

 
本市は、平成 19年度より部会への派遣を継続しており、私たちは第 13期
生となる。とはいえ、庁内で部会の名前は聞くことはなく、マネ友（過去の
部会参加者の総称）が創設した「しずマニ」の存在は知っているという状況
であった。（もちろん「しずマニ」の「マニ」の意味は知らなかったが。） 

 
 
忘れもしない平成 30年度の年度末最終日、人事課からの電話で全てが始
まった。 
「もしもし？人事課の〇〇です。マニフェスト研究所に行ってみませんか？」 
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 日程 会場 概要 
第１回 

研究会 
平成 31年４月 24日 名古屋 

(1)オリエンテーション 
(2)鬼澤幹事長「部会とはなにか」 
(3)「対話（ダイアログ）とは」 
(4)ダイアログ「これまでを振り返る」「将来どうなるか、
展望」 

(5)幹事からの問いかけ 
(6)本日の振り返りと次回までの課題 

第２回

研究会 
令和元年５月 22日 名古屋 

(1)オリエンテーション 
(2)研究テーマの振り返り 
(3)ダイアログ「更に現状を把握する」「問いを考える」 
(4)幹事からの問いかけ 
(5)本日の振り返りと次回までの課題 

第３回 

研究会 

令和元年７月 17日 

・18日 
東京 

１日目 
(1)オリエンテーション 
(2)北川顧問 講演 
(3)研究テーマの振り返り 
(4)出馬部会長 全体講演 
(5)２日目に向けて（鬼澤幹事長） 
(6)ネットワーキング・タイム 

２日目 
(1)ありたい姿から考える 
(2)ありたい姿から考える（つづき） 
(3)振り返り 
(4)次回に向けて&全体総括（鬼澤幹事長） 
(5)事務連絡 

県内 

発表会 
令和元年８月 24日 静岡 

静岡市で、現時点でのあるべき姿やアクションプランにつ

いて、プレ発表と意見交換会を実施 
（参加自治体：熱海市、小山町、静岡市、島田市、袋井

市、藤枝市） 

第４回 

研究会 
令和元年 10月 18日 名古屋 

(1)オリエンテーション 
(2)「幹事との対話」 
(3)全体総括 

第５回 

研究会 

令和２年１月 30日 

・31日 
東京 

１日目 
(1)オリエンテーション 
(2)他の自治体・団体の取組を学ぶ 
(3)特別講演：鬼丸昌也氏 
（NPO法人テラ・ルネッサンス創設者） 
(4)幹事からの応援コメント 

２日目 
(1)オリエンテーション 
(2)他の自治体・団体の取組を学ぶ 
(3)全体ダイアログ 
(4)参加者による総括 
(5)講和：鬼澤幹事長 
(6)最終講和：北川顧問 
(7)年度総括：出馬部会長 

< 研究会日程 > 
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２ 現状分析   
 

（１）本市の現状 
 
① 静岡市の人口構成 

  平成元年 平成 10年 平成 20年 平成 30年 

総人口 470,356 471,055 710,854 704,043 

0歳～5歳 32,060 26,553 35,574 31,119 

6歳～14歳 58,660 44,020 58,252 52,407 

15歳～64歳 329,138 325,723 454,362 412,665 

65歳以上 50,498 74,759 162,666 207,852 

75歳以上 20,183 29,218 74,314 105,498 

主要な出来事・考察など ※平成元年・平成 10年は旧静岡市のみ 

平成 15年旧静岡市・旧清水市の合併 

平成 17年 政令指定都市に移行 

平成 18年 旧蒲原町と合併、平成 20年 旧由比町と合併 

 
② 本市の計画等 

・第３次総合計画：目指すべき将来像は、「世界に輝く『静岡』の実現」 
目標は、「2025年に総口 70万人を維持」 

 

・５大構想：第３次総合計画をスピード感を持って優先的に取り組む５大

プロジェクト（歴史文化・海洋文化・教育文化・健康長寿の

まち・まちは劇場） SDGｓという世界共通のものさしで設

定された目標に取り組む 
 
・総合戦略：第３次総合計画の目標「2025年までに総人口 70万人維持」

を達成するため策定しており、若年層・中堅層・アクティブ

シニア層をターゲットにしている。地域の持続的な発展のた

め、静岡市の総人口 70万人を維持することが必須である。 

 
・人材育成ビジョン：「使命感を持ち、自ら考え行動できる職員の育成」  

には、組織全体で「人を育てる場」を持つことが重

要としている。  
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③ 考察 
静岡市では、若者と女性の人口流出が顕著である一方、移住希望者も一定

数いるため、静岡で暮らす魅力があれば、流出があっても、70万人維持が可
能だと考えている。 
また、静岡市が既に持っている「オンリーワンの資源」を活用すること

で、世界水準の都市となり、求心力のある都市を目指している状態である。 
一方で、それを実行する職員の環境には、大きな変化があり、若手層・女

性職員が増え、ベテラン層・中堅層が減り、以前なら十分な経験を経てから

担当していた業務も、若手のうちから担当しなくてはならないだけでなく、

職員数も減っているため、十分なフォローが得られない状況にある。また、

市民のニーズは多様化・複雑化しており、事務は煩雑化している。 

以上のことから、職員を取り巻く環境は劇的に変化しており、３次総の目

標を達成するには、職員一人ひとりが最大限の能力を発揮し、業務に取り組

む必要がある。そのためには、「組織が常に職員の成長を応援する環境でなく

てはならず、本人も、成長する意欲を持ち続けなくてはならない」というこ

とがわかる。 
 

（２）キーパーソンインタビュー 
以上の現状把握を行った上で、３名のキーパーソンインタビューを行った。 
私たちが考える静岡市の現状から見えてきた人材育成の重要性について、確

認し、人材マネジメント部会に派遣される私たちに期待することを確認する意

味もこめての対話である。以下が対話の要約である。 
 

田辺信宏市長： 
成長は「知識やスキルの向上」だけではない。知識やスキルのみの向上はも

ろ刃の剣であり、これだけでは、市民を見下す職員になってしまう。人間力・

聞く力をつけ、市民と対話ができる職員になってほしい。人間としての成長な

くして、知識・スキルの向上なし！マニ研で、静岡市の問題意識を打ち破るよ

うな提案をしてほしい。 

 
赤堀文宣政策官： 
市としての目標達成をするために、と考えると、やはり、行き着く先は人で

あり、組織は人でできていると思う。人材育成は働く人がいきいきと自分らし

く働けること。仕事が面白いと思わないと、熱意が持てない。熱意を持つため

には、環境整備が大事になってくるが、制度だけでなく「頑張った人にはご褒

美がある・報われる」ことが重要になってくる。 
また、成長とは人間力の向上、というのは、市長と同感で、研修等のスキル

向上も大切だが、実際に仕事でやってみて、初めて「自力」がつく。職場での

成長は不可欠であり、職場で一人一人の職員が頑張れるかどうかは、上司が部

下に背中で仕事をみせてあげること、そして「この人のために働きたい」と思

ってもらえる上司になることが大切だと感じる。 
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人事課恒川副主幹： 

 組織においては、10年前と比べ 50代のベテラン職員が減少し、35歳未満の
若手職員が増加しており、職員構成が変化している。 
 そのため、かつてベテラン職員が、若手職員を丁寧に時間をかけて育成して

きた状況とは、職場における職員の育成環境が変化している。 
 OJTを推進するためには、管理職が積極的にコミュニケーションをとり、信
頼関係を築くことや、職員同士の対話が重要であると考えている。 

 「これまでの組織のあたり前を変えていかなければ…」という強い危機感を
もって「人を育てる組織への転換」を方針に掲げている。 
 

 
以上の現状分析と対話から、私たちは、「組織と向き合い、組織をもっと良

くしていかねばならない」ということを再確認することとなった。 

熱い人がいる組織ではあるが、胡坐をかいていられるほどの余裕はない、危

機迫る組織の現状を「知ってしまった」という感覚であった。 
 

 
 

 
 

  

私たちの気付き・対話 POINT ☛ 

 

・経営層の想いと熱意が 若手職員レベルにまで届いていない 

・組織の年齢層・構成も業務に大きく影響してしまう  

・仕事がもたらす価値を見失ってしまっているのではないか 

・組織目標（３次総、人材育成等）が、他人事になってしまっていないか 

・人によって、育つ意識、育てる意識に差がある 
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３ ありたい姿  
 

 三人で対話を重ね、静岡市の２０年後の地域・組織・人材ビジョンとして、
下記のとおり作成した。 
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 まず、前提として、人材マネジメント部会の宿題で「バックキャストであり
たい姿を描け！20年後のビジョンを考えろ！」というものが出された私たち

は、頭を抱えてしまった。皆、平成生まれの 20代である。公務員経験年数も
一桁だ。とても、20年後なんか考えられない。 
 そこで、私たちは「自分たちが考えられる、最高の未来を描こう」と決め

た。そのため、この 20年後のビジョンは、本来ならば、今すぐにでも叶えた
い未来になっていることをご了承いただきたい。 
 私たちは、組織のありたい姿を３つの柱に分けて考えた。①組織目標に対す

る一体感②人材育成ビジョン③キャリアプラン である。 
 
①組織目標に対する一体感 

これは、「エンゲージメントが高い組織にする」という一言に尽きる。 
所属（課）としては、市の組織目標（「世界に輝く『静岡』の実現」、

「2025年に総口 70万人を維持」）に対し、「この目標を達成するために

は、私たちが仕事をするうえで、どこに注意し、どんな役割を担えばいい

か」を言語化して所属全員に共有させることが重要である。それにより、

自分たちは組織に対して一体感を持ち、業務に取り組むことができる。 

 職員としては、その所属が共有する言語化された組織目標に対し、自分
もその一員であるという誇りを持ち、業務に取り組むことに繋がると考え

る。 

 
②人材ビジョン 

 所属の目標のほかにも、職員自身が目指すべき姿がある。静岡市の場

合、新人材育成ビジョンの中で、「使命感と熱意を持ち、自ら考え行動する

職員」という「目指すべき姿」を掲げている。 
 また、それをさらに細かく、８つの項目で「具体的な人材像行動例」が

書かれている。 
 しかし、普段の仕事の中で、どのような行動をとればいいのか、という
ことまで意識できている職員は少ないのではないか、と考えた。そこで、

この「目指すべき姿」を一人一人が体現するためには、「各所属の業務にさ

らに具体的に落とし込んで言語化してみること」が重要だと考えた。 
 例えば、高齢介護課であれば、次のような職員が目指すべき姿である。 

自分の仕事は、『静岡市の健康長寿のまち実現の一助を担うことである』

という『使命感』を持ち、『熱意』をもって、「市民の皆様に介護保険の

仕組みをよく理解し活用していただくために窓口で親切丁寧に説明しよ

う」と『自ら考え』、そして、区役所で迷っている市民の方を見かけた

ら、すぐに動いて声かけをして案内をすることや、積極的に窓口対応を

する等、積極的に『行動する』職員 

 
 このように、具体的に各所属に落とし込むことによって、想像しやすく

なり、職員の行動に繋げやすくなると考えた。そのため、ありたい姿の一
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つとして、職員誰もが、このように自分の業務において「目指すべき姿」

を具体的にイメージできている状態を理想とした。 

 
③キャリアプラン 

 キャリアプランについては、所属・職員・人事の三方面からのアプロー

チが必要になってくると考える。 
所属は、職員のキャリアプランを把握し、その実現を助け、意識付けの

きっかけを与える。例えば、興味のありそうなセミナー等があれば、積極

的にその職員を派遣したり、紹介したり。 
 職員自身は、自分自身と向き合い、キャリアプランを考え、そのための
行動（チャレンジ）をする必要がある。 

 そして、人事からのアプローチは、職員のキャリアプランを把握し、職
員の人材育成を前提に考える人事異動の仕組み（人事異動で納得できる仕

組み）があることで、「頑張れば報われる組織」になるのでは、と考えた。 

 
 以上の①・②・③のアプローチを行うことにより、予測できないスピードで
変化している現在の状況に、対応ができる人材が育ち、様々な課題に立ち向か

える組織が確立されるのではないか、と仮定し、研究を進めることにした。 
  

私たちの気付き・対話 POINT ☛ 

 

・「対話」の重要性は、人マネの研修に行っていないと中々意識する機会がないが、組織

内で人マネの知名度は著しく低い  

・女性職員は産休・育休に入る前に一度、成功体験をしていないと、復帰後の仕事への

姿勢が変わるのでは 

・働き方改革の視点も必要  

・職員が将来のありたい姿を描き、そこに向かって成長をしていくことが必要 

・所属で人を育てるという意識が重要 

・様々な課題が想定される中、それに対応する職員のスキルの充実や組織の在り方が重

要になってくる 

・自分や家族のありたい姿の達成や、安心安全な生活を続けられれば、皆住み続けたいと

思える愛着がある地域になる 

・予測ができる未来だけでなく、予測すらできない未来に対応する職員の育成が不可欠 

・今後は地域課題の解決は市だけでなく、地域と連携していくことが必要 

・職員は、市役所の職員である以前に「公務員」であり、公共の福祉のために働くのは大

前提であり、あたりまえ。その上で、どんな部署にいても自組織の目標を理解し、意識しな

がら業務にあたることは有用である（自組織の目標を知らないで業務にあたるのとでは、仕

事ぶりが変わってくるはず） 
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４ 課題の整理 

 

（１）人材育成ビジョンの本当の理解について 
私たちは「人材育成ビジョンの表面的な理解しかされていないので、職員の

成長・育成の意識が低いのではないか」と仮定した。 

人事課が昨年度行った「人材育成ビジョンの見直しに係る職員アンケート」

で、人材育成ビジョンを「使命感と熱意を持ち、自ら考え行動できる職員」と

いうことを知っているのは、90.2％の職員であるのに対し、「あなたの部下は、

人材育成ビジョンの目指す人材像を理解していると思いますか？」という質問

に対し、理解している 16.7％、概ね理解している 76.4％であった。 
おそらく、本当に理解できているのが 16.7％で、概ね理解している 76.4％

は、表面上の理解なのではないだろうか。「あなたは部下に身につけ、向上し

てもらいたいと思う知識や能力、姿勢等がありますか」という質問に対して、

94.3％が「ある」と答えている。そして、その向上してほしい能力の第一位

（つまり不足していると感じている能力）が、まさに目指す人材像として掲げ

られている「自ら考える」となっているのである。 
静岡市の上司たちは、部下に対して、より成長してほしいと考えていると読

み取れる。 
 
（２）部下たちの本当の想いについて 

次に、部下の本当の想いを考えたい。部下は上司の満足のいく成長ができて

いないのか。能力が低いのだろうか。色々と考えた結果、私たちは、「仕事に

対してのモチベーションが下がっており、パフォーマンスも下がってしまって

いる状態」であり、その状態の原因は、「仕事の遣り甲斐を見つけられないか

ら、モチベーションが下がっているのではないか」と仮定した。 
仕事の遣り甲斐は、各所属で、各々が見つけなければならない。しかしなが

ら、部下の立場である私たち３人の経験や、他の職員から聞いた話の中から、

異動や配属はデリケートな問題であって、希望通りの配属に行けずにがっかり

して、モチベーションが下がってしまったこと等があった。気持ちが落ちたま

ま、異動先で、全力で仕事に向き合うことは難しい。そして、自分の能力を出

し惜しむ職員が増えてしまうのかもしれない。 
所属長に「君にはこういった役割を期待している」等、声かけをしてもらえ

るだけで、私たちのモチベーションは簡単に上がるのに。 
 
以上のことから、これは、「上司と部下のコミュニケーション不足によって

起こる」ことであると考える。また、この問題は異動以外の時期にも生じてい

ることから、「組織内の人間関係が円滑でないから、部下や上司の能力を把握

できず、お互いに不満がたまり、業務にも支障が出る」と考える。 

 
（３）職員の「本当の笑顔」を作れるのは誰か 
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 出馬幹事は、人材マネジメントとは「本当の笑顔」を創る技術である、とい
う。「本当の笑顔」は、誰もが気持ちよく仕事ができる環境でなければ生まれ

るものでない。目標に対する組織の一体感があり、適切な業務分担がされてお

り、円滑なコミュニケーションがされている。そういう職場であれば、自分の

仕事によって、誰かに貢献できているという実感があり、仕事に対するモチベ

ーションも高く保つことができる。 
次にその「本当の笑顔」を創る人材マネジメントのキーマンについて考えた

ところ、私たちの周りには沢山の「長」がいる。市長や局長、部長が未来のあ

りたい姿を描き、戦略課題の解決に向けて動く、いわゆる「経営層」だとした

とき、係長や担当は目前の課題解決に向けて動く「現場」である。その「経営

層」と「現場」繋ぐ所属長こそが、人材マネジメントのキーマンなのではない

いかと考えた。経営層からの目標を所属に伝え、所属全体を見て適切な業務分

担を行い、円滑なコミュニケーションの場を創出する。 
そう、本当の笑顔を作る役割を担うキーパーソン、それは所属長である！ 

 
（４）既存の取組の本当の浸透について 
キーパーソンは所属長と考え、所属長が課全体に「想い」を発信する取組に

はどういったものがあるか調べたところ、以下の２つの既存の取組があった。 
 
①所属長マインド 

「所属長マインド」とは、平成 28年度のマニ研参加した職員が提案した取
組で、平成 29年度の所属長研修から実施されている。 
所属長の仕事に対する理念や市政への想い、心掛けていることなどを課

員に発信することで、仕事の価値や目標、仕事への想いについて語り合

い、共感し、共有する環境を目指している。（図「H28マネ友提案【所属長
マインド】」より）公表方法は自由で、各自が効果的な公表方法を検討・設

定し作成をしている。 
しかし、実施しやすいように、現状公表方法は自由としているが、本取

組は所属長によって実施の度合いが異なり、所属にマインドが浸透してい

ない現状となっているのではないか。 
 
②所属の人材育成方針 

  「所属の人材育成方針」とは、平成 28年度から人事課が実施している
取組で、全ての所属は年度頭にどのように人材育成を進めていくのかを決

定し、「所属の人材育成方針」を作成するものとしている。 

平成 28年度から平成 30年度までは、作成した育成方針を人事課に提出
することとしていたが、令和元年度は提出不要となっている。 
この人材育成方針は、所属で１年間を通じてどのような人材育成をして

いくかということを示しているものであるが、所属内での周知は所属によ

って差があり、所属の方針を課員が把握していない部署もある。 
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「H28 マネ友提案【所属長マインド】」より 



12 

≪課題の整理まとめ≫ 

組織のありたい姿 予測できないスピードで変化している現在の状況に、対応ができ

る人材が育ち、様々な課題に立ち向かえる組織 

現状（ありたい姿

とのギャップ） 

・全体的な職員数が減っており、若手層・女性職員が増え、ベテ

ラン層・中堅層が減っている 

・職員の現場の育成において、中堅層が少ないため、十分なフォ

ローが得られない状況にある 

・市民のニーズは多様化・複雑化、事務は煩雑化している 

・上司と部下のコミュニケーション不足 

・新人材育成ビジョンの表面的な理解しかされていない 

・所属による人材育成のキーパーソンは所属長だが、所属ごとに

人材育成の意識が異なる。 

・所属ごとに既存の取り組みの実施が不十分 

ギャップを埋める

ために必要なこと 

・経営層の熱を現場の職員にまで伝える 

・所属長が中間点となり、経営層の熱を現場の職員に伝える 

・所属の一体感をつくる 

・人材育成が浸透させる 

・所属でキャリアプランを考える機会を与える 

必要なことを実行

し切るための具体

策・工夫 

・既存の仕組みを活用する 

・既存の仕組みを徹底させる 

・所属長の想いを部下に伝え、所属の一体感を創出する 

・所属の目指す人材像を作り、それを所属で共有する 

・所属長の声掛けで、人材育成を考えるきっかけを与える 

 

私たちの気付き・対話 POINT ☛ 

 

・どのような効果的な取組でも、一人ひとりの人の心に作用する仕組みがないと、結果と

して「やらされ感」や「他人事」になってしまう。「これが良いからやりましょう」だけでは、実働

する現場の人たちの「やらされ感」になり、結果として意味のなさない形骸化した取組にな

ってしまう。人の心に作用する仕組を考える必要がある。 

・どこが組織の問題点であるのか、その本質を考える。 

・組織目標や人材育成ビジョンは、策定してそれを配布して終了ではなく、研修を開催し

現状やありたい姿、思いを伝えるのはいいと思った（駒ヶ根市 AP より）。本当は目標やビ

ジョンの策定段階から関わっていけたらいいが、中々全職員が関わることは難しい。 

⇒周知や浸透し易くするための仕組を検討する。経営層・管理職層等、それぞれの層、

それぞれの立場で、納得できる「伝え方」も工夫する必要がある。 

 



13 

５ 私たちのアクションプラン 
 

 所属長をキーマンに設定したのはいいが、今までのマネ友の取組を見ても、
人事課の取組を見ても、充分なほど、良く考えられており、取組が行われてい

る。もう自分たちに残されたアクションプランはないのではないか、と考えた

が、「十分に取り組んでいるのに、なぜ、良い組織ではないのか」という問い

が生まれた。そして、「取組はあるが、浸透していない」という結論に行きつ

いた。そこに行きつくまでの試行錯誤のアクションプランは下記のとおり。 

 
（１）試行錯誤のアクションプラン 
  ①静岡県内マネ友とのアクションプラン中間報告会（8/24） 

参加者：熱海市、小山町、静岡市、島田市、袋井市、藤枝市 
オブザーバー：静岡県渋谷幹事、マネ友５名（静岡市３名、藤枝市２名） 
内 容：静岡県内の今年度参加のマネ友を集め、現状のアクションプラ

ンについて意見を交換し、よりよいアクションプランにブラッ

シュアップするために開催した。各自治体でその自治体の特色

に合わせたアクションプランとなっていた。 

まとめ：新しいアクションを始めることは、やらされ感につながる。現

状でも多くの取組はしていて、現場は「これ以上何かするの

か」という気持ちになる。人の心を動かして、作用するような

仕組みが必要。 
 
 

  ②人事課主催「職場の部下育成を考えるワークショップ」終了後の振り返
りタイムに同席（9/6） 
参加者：人材育成アドバイザー：大長理事・杉山副区長 

浪越担当課長・恒川副主幹 
 
内 容：55歳以下の若い所属長を対象に、5～6人を１つの班にして、×

８班行った初の取組。所属長は想像以上に、部下のことを考

え、育成についても真剣に考えていた。しかし、実際に行動に

移している所属長が少ないようだった。自分の人材育成を振り

返ることで、今後部下と対話をしていきたい（36/46人）と感
じた課長が最多だった。 

まとめ：所属長の上には、部長や局長もいるが、やはり所属のトップで

あり、孤独な存在でもある。課題の共有を行うことで内省し、

次の行動に繋げることが重要である。 
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  ③２年目職員研修での SIMの実践（9/11） 
参加者：採用２年目職員 

内 容：採用２年目職員を対象に静岡市型の SIMである「シミュレーシ
ョンしぞ～か 2030」を実施。査定役として参加。2年目職員は
５～６人を一組として、各組で局長となり限られた予算と時間

の中で、いかに政策を取捨選択し、実施して行くのかを体験す

ることにより、前例踏襲やその場しのぎの判断ではなく、あり

たい姿から現状をとらえるバックキャストによる政策形成の重

要性を学ぶ。 
まとめ：政策を取捨選択するときに、目の前のことのみを考えがちであ

るが、今後どのような自治体にしたいのか、そのためには今何

をするのか、というバックキャスティングの視点が重要であ

る。 
 

 
  ④公務員とコウムインの参加（11/24） 

参加者：県内自治体職員 29名、参加希望の大学生 31名 

内 容：NPO法人主催し、静岡市自主研究グループのしずマニが協力し
て県内自治体が参加。大学生が考える公務員のイメージを現役

自治体職員の生の声と一緒に考え直し、大学生、自治体職員共

に気づきを得るために、実施。話している中で、大学生が描く

公務員像と現実のミスマッチの解消を目指す。 
まとめ：大学生が描く公務員像には、分野は違うが「市民のため」「地域

のため」という価値前提の考え方が多く、学生との対話を通じ

て初心を思いだすきっかけとなった。働き始めるとそういった

自分が仕事に求める価値を声に出す機会は少なく、目的よりも

成果を重視してしまいがちであることを自覚した。 
 
⑤夜間講座「私らしく働く！女子勉強会」の企画・運営・開催（12/10） 

   参加者：市職員 20人 
   企画理由：渡邉の本来業務が企業のダイバーシティ経営や働き方改革を推

進することであり、前年度は個人的に女性カレッジにも通い、

女性活躍を推進するために、勉強の日々であった。 
        企業と自分の組織を比較したり、自分自身も働く女性の一人

として、悩み、葛藤したりしているこの状況を、「同じ職場の女

性たちと手を取り合って、共有したい、団結したい。」という想

いから、同期と企画した。人事課に企画書を提出したところ、

採択され、無事に開催できることとなったものである。（静岡市

の夜間講座は、一職員が企画し、人事課に採択されると、公費

で講師が呼べるシステムとなっている） 
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  内 容：株式会社タンタビーバの板谷氏の講話 60分と、静岡市の女性の
ロールモデルである杉山副区長のパネルディスカッションで、参

加者からの質問に答えていく、というものである。 
       二人の女性の生き様を知ることで、勇気と共感を得て、「私は

一人じゃない」と元気になってもらうことを目的に開催。報告書

は別紙のとおり。 
     
⑥公開講座「アウトエイジ」の企画手伝い（2/26） 

参加者：職員 29名 
内 容：退職する局長を講師に招き、長年培われた仕事のコツやテクニ

ックなどの暗黙知の伝承を目的に自主研究グループ「しずマ

ニ」が主催。40分局長からのメッセージをいただき、20分は質
問タイムとして進め、グラフィックハーベスティングも実施し

た。 

   まとめ：普段局長とは話す機会は少なかったが、話を聞くことを通じ
て、今まで大切にしてきた想いや考え方を知ることができた。

仕事の些細なコツから仕事に取り組む姿勢など、今までの異動

や仕事などの経験から培われた言葉には重みがあり、今後自分

に活かしていくことができる内容を多く聞くことができた。 
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（２）アクションプランの提案 
 試行錯誤しながらも、行動し続けたゆえに、私たちは「取組はあるが、浸透

していない」という結論にたどり着くことができた。 
そのため、所属長にスポットをあて、既存の仕組みの浸透を図るための３つ

の取組を提案したいと考えた。「所属長マインドの徹底」、「所属の人材育成方

針の周知徹底」と、新たな取り組みである「所属長カードの配布」である。 
 
① 「所属長マインド」の実施・周知 

「４（４）①所属長マインド」の中で、本取組は所属長によって実施の度

合いが異なり、所属にマインドが浸透していない現状を紹介した。所属の一

体感というものは、業務のモチベーションにも影響し、所属内がイキイキと

働くためにも必要な要素となる。そこで私たちは、所属長マインドの実施・

周知の徹底を進めることを提案する。 
具体的な実施・周知徹底方法としては、実施方法を紙ベースに変更するこ

とと、周知方法を課内供覧に加えて職場のイントラネット上で公開し、いつ

でも確認できるようにすることである。 
実施方法を紙ベースに統一することで、口頭で伝えるより想いを多く共有

することができると考えた。また実施の浸透も期待できる。更に周知方法を

職場のイントラネットに公開することで、いつでも所属のマインドを確認す

ることができるとともに、異なる所属の所属長マインドを閲覧することもで

き、制度の浸透を図ることができる。 
所属長のマインドの実施・周知徹底を通じ、所属の一体感を醸成し、お互

いを認め合う職場になり、仕事モチベーションの向上に繋がると考えた。 

 
 

「所属長マインド」の変更点の提案  現状 提案内容 
実施方法 自由 紙ベース 
周知方法 所属内に周知 所属内に周知＋ 

職場のイントラネッ
トに公開 
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② 所属の人材育成方針の周知 

「４（４）②所属の人材育成方針」の中で、周知は所属によって差があ

り、所属の人材育成方針を課員が把握していない部署も存在していることを

紹介した。現状では、静岡市職場人材育成マニュアルでは「「所属の人材育成

方針」を作成し、「所属長マインド」とともに所属内に周知します。」と記載

されていて、具体的な周知方法は記載されていない。また、毎年人事課から

人材育成コーディネーター研修で配布している資料の「人材育成コーディネ

ーターの１年間の報告・提出等」には、「◆所属の人材育成方針の作成」まで

しか書いておらず、その周知についての記載はない。 
そこで、人材育成方針は所属で１年間を通じてどのような人材育成をして

いくかということを示しているものであり、職場での人材育成を進めていく

ためには育成するマネジメント側が把握するのはもちろん、育成の対象とな

るものや所属全体が把握をしていく必要があることから、所属への周知徹底

を提案する。 
具体的な周知方法としては、「人材育成コーディネーターの一年間の報告・

提出等」の「◆所属の人材育成方針の作成」で終わりにするのではなく、所

属の人材育成方針を課内で、声に出し、職員に伝えてもらう。 
職場での人材育成を進める中で、その１年間の基本方針となる所属の人材

育成方針をきちんと直接伝えることで、年度末時点のあるべき姿をイメージ

して、日々の業務に取り組めるようになると考えた。 
 
 

③ 所属長カードの配布  
  人材マネジメントのキーマンを所属長と考えた私たちは、既存の取組み 
（所属長マインドの発信、「所属の人材育成方針」の発信）の実施も含め、所

属長が所属の人材マネジメントを行う上で、お願いしたいことを、部下の立

場から考え、カードとしてまとめ、年度頭に人事課から配布するということ

を提案する。 

  カードは、4月の年度当初から、目標設定時面談の６月、中間フォロー面
談時の９月、フィードバック面談時の 12月、内示後の３月等、時期ごとに
所属長に気にかけてほしいポイントについて記載されている。 

特に、職員が自らのキャリアプランについて考えることについてのサポー

トや、人事異動の意味づけ（希望通りの異動ができなかった職員に対し、配

属の部署でどのようなことが学べるのか、どのようにその職員のためになる

のか等のアドバイスをするなど）等は、所属長から一言声掛けがあるだけで

も、職員のモチベーションに大きく影響してくると考え、キャリアについて

の内容は重要視した。 

また、３人で、どのような声かけが嬉しいかを対話して整理し、加えて若

手職員１０名からもヒアリングを行い、「こういう声かけをしてくれたら、モ

チベーションが保たれる」というものを目指した。 
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やらされ感が生れないよう、「所属長お助けカード」というネーミングと

し、課長の人材育成業務を助け、「些細な一言で、部下との関係性もよくな

り、モチベーションも上がった！」という結果に繋がるようにしたい。今年度

で完成なのではなく、随時修正を加えていければ、より、精度の高いものに仕

上がると考えた。 

  
 
 以上の３つのアクションプランによって、今までの人事課やマネ友たちの取

組の浸透を図り、静岡市の組織開発の一助となればと考え、提案する。 
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（３）人事課との対話 
 （２）のアクションプランについて、私たちは人事課人材育成係に提案し、

実現の可能性について、対話を行った。 
 
① 所属長マインドの周知・徹底について 

私たちは、「浸透させるには、皆が所属長マインドを実施する強制的な仕

組み作りを行う必要がある」と考えていた。 
しかしながら、紙媒体での所属長マインドと公開を強制してしまうと、

「本音が出なくなってしまう」、「やらされ感が生まれてしまう」ことがわ

かった。また、H28年度のマネ友もそのことを懸念して、現在の自由形式
での実施になったとのことだった。 

 今後、この所属長マインドの浸透については、効果検証を行い、良い所
属長の例を見つけたら、それをロールモデルとし、周知していく方法が良

いかもしれない、という話になった。 

 
② 所属の人材育成方針の周知 

 人材育成方針の周知は重要であることから、引き続き、人材育成方針が

機能していくように努めるとのこと。 
 
③ 所属長カードの配布 

 まだまだ、内容の精査は必要にはなってくるが、所属長マインドのよ
うに、新任所属長の研修で、紹介する場を設けていただくこととなっ

た。令和２年度の所属長研修で、紹介できるよう、内容をブラッシュア

ップし、所属長と職員との対話の重要性を伝えたい。 
 
 ①・②・③すべて実現とは行かず、対話を通じて自分たちの考えにはまだ改

善の余地があることを反省した。 
しかし所属長カードについては、内容をブラッシュアップしていくことで、

オフィシャルに食い込むことができる可能性があるという確かな手応えも感じ

ることができた。今後も本アクションについて研究を進めていきたい。 
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６ 次年度に向けての展望、今後のシナリオ 

一年間の人の心に作用する取組の難しさを感じながらも、よりよい取組を研

究し、３人、他自治体、部会幹事、職員との対話から気づきを得て、自ら考え

たこの１年は、私たちの糧になった 
この糧を私たち３人だけで完結するのではなく、次年度以降の参加者や私た

ちの周囲にも広げていきたい。 
 
（１）次年度へのバトンとして 

静岡市は、次年度も人材マネジメント部会への派遣を予定しており、14期生
として３人が新たに派遣される予定である。 
私たち３人は、かなり戸惑ってしまい、スムーズに身が入らなかったため、

来年度部会に参加する職員が、組織変革に取り組んでいけるよう、可能であれ

ば対話の時間を設け、部会の考え方をはじめ、私たちや今までのマネ友の想い

を伝え、サポートしていきたいと考える。 

 
（２）北京の蝶々に成り得るか 
 北川顧問が講話の中で、「北京で一羽の蝶々がはばたくと、ニューヨークで

ハリケーンが生じる」という、ミクロのゆらぎがマクロを制したという、科学

の世界でバタフライエフェクトという有名な例え話を用いて、私たちに𠮟咤激

励をしてくださった。 

 毎年、本部会に派遣される３名の職員が、それぞれ北京の蝶になれば、その
自治体を変えていく大きな力になっていく。「北京の蝶々になるのか、ならな

いのかは自分次第」という強烈なメッセージであった。 

 静岡市をもっと良くしていくために、私たち３人は仲間ではあるが、それぞ
れが、それぞれの場所で「蝶」にならねば、経済局・葵区・上下水道局で派遣

された意味がないと考える。 

 
 そこで、最後に、私たち個人のアクションプラン・今後のチャレンジについ
て、ご紹介したい。 

 

渡邉 結実枝 ① 自分が係長・所属長になったときをイメージしなが
ら、仕事に取り組む。そのため、職員同士の対話を大

切にし、尊敬の気持ちは言葉にして伝える。 
② ダイバーシティ経営の知識を活かし、オフサイトミー
ティング等で、女性職員が元気になるために、日々研

究と行動をし続ける。部会を卒業しない！ 

西脇 清か ① 所属で「対話」が活発に行われる環境を醸成するた
め、慌ただしい中でもコミュニケーションを疎かにし

ない（後輩へ良い「問い」をし、考える機会を与え

る。上司や同僚と積極的に意見交換をし、常に「対



22 

話」を意識する。そして、「対話」の重要性をまずは自

分から言葉や文章で発信し、所属内に浸透させる）。 
②１年間の研究会に参加し自分なりに得たものを生か 
し、先輩マネ友や今後参加する未来のマネ友達と共に 

アクションし続ける。部会を卒業しない！ 

金原 礼将 ①周囲にいる人がイキイキと働けるように、積極的かつ適

切な声掛けを実施し、相互に意思疎通できるような環境

を進めていき、職場内での「対話」が浸透した状態にす

る。それを今の職場に限らず、今後も継続していく。 
②今年度培った他自治体とのネットワークを保ち続け、今

後もアクションプランの経過や他自治体の事例などの情

報交換する場を定期的に設ける。部会を卒業しない！ 
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７ おわりに  
 

【渡邉 結実枝】 
 学びは楽しい。実行は苦しい。達成感は素晴らしい。そんな 1年間でした。 

 

私たちは、出馬幹事の「本当の笑顔」というキーワードを大切にしてきまし

た。人によっては胡散臭いと感じるようですが、「私がすんなりと受け入れら

れたのはなぜか」と考えてみると、前の所属である駿河区役所のプロジェクト

チームのお陰かもしれません。「駿河スマイルプロジェクト」は、駿河区役所

に来たすべての人を笑顔にすることを目的にしています。私はプロジェクトリ

ーダーとして、活動していましたが、「来庁したお客様を笑顔にするために

は、まずは職員が笑顔にならねばならない。職員が笑顔に元気に働くためには

どうしたらいいのだろう？」と考え、２年間を過ごしていました。 
その後、今の商業労政課に配属になり、市内の先駆的な取組を行う企業を表

彰したり、セミナーを開催し、ご講演していただいたりする中で、働く人が笑

顔でなければ、良い組織とは言えないことを再認識しました。 
自分の組織の中を見て、外部を見ながら、中をもう一度見直す。比較ができ

る状況で、この部会に参加できたことは、本当に有意義なことでした。 
 また、自分の異動歴を辿ったときに、このように意味を持たせられること
は、本当に幸せなことだと思います。 

 
 6,000人を超える職員がいる中で、今回幸運にも、私たちはスポットをあて
ていただき、人材マネジメント部会への参加を、お声がけいただきました。し

かし、この大所帯では、頑張っているのに、なかなか声をかけてもらえないこ

との方が多いと思います。 
 そんなときに、一番近い上司が、職員のキャリアに意味を持たせる一言を言

うだけで、私たち職員はいくらでも頑張れることを、この共同論文で伝わって

いれば嬉しいです。また、私自身もそんな上司になれるよう、研究を続けたい

と思います。 

  
 最後に、研究にあたり、ご協力いただきましたすべての皆様に感謝です。あ
りがとうございました。 

 
 
  

駿河区応援隊長「トロベー」 
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【西脇 清か】 
 この部会への参加が決まり、第１回目の研究会を終えた時、私は「１年に数

回の研究会参加で、職員数も多く規模の大きな静岡市役所の組織・人材を改革

できるような、素晴らしい取組みなんて提案できるだろうか…」と大きなプレ

ッシャーを感じていました。 

 毎回の研究会では、これまで自分が触れたことのなかった考え方や発想を知
ることができ楽しかったし、他の２人の参加者との打ち合せを重ねることで、

自分の組織について考える時間を持てたことは非常に有意義でした。ただ、

「年度末に立派な提案をしなければ」ということを意識してしまっていた私

は、ずっと焦りともやもやを感じていました。 
 しかし、最後の第５回研究会で、NPO法人テラ・ルネッサンス創設者の鬼

丸氏の講演を聞いたこと、そして参加していた他自治体の提案するアクション

プランを知ったことで、私は「特効薬のように、すぐに組織がよくなる取組み

なんて、ないんだ。地道にできることを継続していくことこそが、結果に繋が

っていくんだ。」という当たり前のことに改めて気づきました。 
 初めのほうこそ、「何か新しい提案をしなければ！」という思いがありまし
たが、継続が大切ということを意識し、「やらされ感」がうまれない、そして

これまでのマネ友や人事部が沢山検討してきたプランや取組みにもう一度注目

することで、目新しくもないし、特効薬でもないけれど、自分たちが有効であ

ると思えるアクションプランを考え、提案するに至りました。 

 一年の研究会はここで一度終わりましたが、今後は自分のできる組織のため
の取組みを地道にコツコツ継続していくこと、それから、マネ友やこれからの

マニ研参加者と関りを持ちながら、引き続きこのテーマについて「研究」をし

ていきたいと思います。 
 そして、今回の研究会参加を通しご協力いただいた沢山の方と、一年間「対
話」を重ねてきた参加者の 2人に感謝します。ありがとうございました。 

 
  

葵区 PRキャラクター「あおいくん」 



25 

【金原 礼将】 
昨年度末の人事課からの電話から、ずっともやもやした霧の中を歩いてき

たような感覚です。ただ、そんなもやもやの中でもこの論文までたどり着け

たのも、マネ友や今年度参加者の２人がいたからだと思っています。 
昨年は下水道事業の経営戦略策定に携わり、公務員でも「経営」の必要性

を考えた１年でした。そして今年は本部会に参加させていただき、重要な経

営資源の１つである「ヒト」にスポットを当てて考えることとなりました。 
例えば、経営資源のうち、モノやカネについてはある程度の指標や統計を

基にすれば、現状や課題が見えてきて、そこに作用する取組を実施していく

ことで解決に向けて進んでいくことができます。しかし「ヒト」というのは

一筋縄ではいきません。どれだけ効果的な取組をしても、その人の心に作用

しなければ、「やらされ感」が生まれ、浸透しないままその取組は形骸化又は

陳腐化してしまいます。 
そういった考えの中で、どうすれば皆がイキイキと仕事をすることができ

るのか。そのために効果的で心に作用するアクションは何なのか、を参加者

３人で対話を通じて頭をひねらせた１年になりました。 
もやもやした部分はまだ完全には晴れていません。卒業はない、と部会の

中でずっと言われてきましたが、確かに人材育成に特効薬がないように、人

材育成や組織開発の研究には終わりはないのだと思います。 
しかし、相手の立場に立って考えること、業務の目的を考えること、物事

を自分ごとに捉えること、変化に対応して成果を出すことは、部会に携わる

中で確実に自分の身についたものになります。それらを活かして、少しずつ

でも自分の周りの人や所属、ゆくゆくは組織に、いい効果をもたらしていく

バタフライエフェクトの蝶のようになっていきたいと考えています。 
最後になりますが、本研修に快く送り出してくれた職場の皆さまをはじ

め、ご協力くださいました多くの方々、他自治体のみなさま、参加者のお二

人に感謝申し上げます。 
 

< 第５回研究会後に出馬部会長と鬼澤幹事と > 


