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はじめに

この論文は、2019 年度早稲田マニュフェスト研究所人材マネジメント部会へ静岡県

小山町から参加した職員（第 2期生）が、この 1年間の成果と今後について研究論文と

してまとめるものである。

平成 31年 3 月某日、参加者はそれぞれ別室に呼ばれ「早稲田マニュフェスト研究所

人材マネジメント部会」への参加意向の確認があった。研修（後に研究と認識する）の

存在は知っていたが、マニュフェスト研究とはどのようなものか。人材マネジメントと

はどのようなものかと、その名称から内容の想像ができないまま、当町で実施していた

「鉞創塾」を思い返していた。

「鉞創塾」とは、当町で平成 24 年度から平成 30 年度まで政策形成能力向上を目的と

した研修で、1年間を通じて町のありたい姿に対する現状との相違を見出し、情報収集・

分析等を通じて課題解決のための提言を特別職・部課長・町民に向う町内研修であり、

実際に実現・予算化された事業もある。この「鉞創塾」を私たち 3人もそれぞれ経験し

ており、論理的な施策提言の難しさを経験することとなった。

研究会参加前に、当町からの第 1期生との懇談会を設けていただき、私たち 3人で何

ができるのだろうか、どのような研修なのかと言う不安を抱きながら第 1回研究会に参

加したことを記憶している。

私たち 3名それぞれが不安を感じながら参加した第 1回研究会で、「自ら変化を起こ

せる人材が今求められている（自ら変化を起こせる人になる）」「今回の研修は自ら考え

研究をしていく場である（これは研修ではなく、研究である）」と主題を認識したとこ

ろで、不安に加え大きな重圧を感じる事になった。

このような第 1回目研究会から、この 1年間私たち 3人が様々な人との対話や現状分

析を通して「小山町にとって良い未来」をどのように描き、それに近づくための対策を

練られたのか。今後の小山町役場という組織、ひいては小山町の未来のために共同論文

としてまとめることとする。

人材マネジメント部会とは

所属する団体を地域経営型組織へと変革していく

シナリオを、他団体からの仲間とともに研究し、経営

層への提言にまとめ上げる実践的な研究活動の

場である。
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１ 第 1回研究会

▮第 1 回研究会を通して

第 1回研究会では、鬼澤幹事長から今回の研究会の方針について、「世の中は変化す

ることが唯一変わらないことである。変化する世の中に対応するためには、変化を知る

ことが重要である。変化をとらえ、その変化に常に備えなければならない。そのため、

まず現状を把握しなければならない。現状を把握するには過去を検証する必要がある。

その結果から未来のあるべき姿を思い描き、対応していかなければならない。」と説明

があった。手法は、私たちが経験した「鉞創塾」と同じであるが、「立ち位置を変える」

「ドミナントロジックを転換する」等、検証や考察を行う際の視野を広げるための気づ

きを得る事ができた。しかし、頭では理解したつもりでいたが、午後のワーク時にそう

単純なものでないことを実感することになる。

伊藤幹事からは、「ダイアローグ＝対話」についての講義を聞き、「対話」は双方の意

見を共有することで「新たな気づき」を生み出し、政策の客観的な意味づけを行う重要

なプロセスであると説明を受けた。これも頭では理解したつもりであったが、理解した

だけであったとワーク時に実感することになる。

午後に行われた研究ではタイムラインを作成し、初めて会った自治体職員と対話を行

った。鬼澤幹事や佐藤幹事の講義から学んだ「立ち位置を変える」「ドミナントロジッ

クを転換する」は、双方の意見を共有することで「新たな気づき」を生み出すことを意

識して対話に取り組んでみたものの、頭の中で描くストーリー通りには組み立てられず

「対話」の難しさを実感した。しかし自分の描いたストーリー通りにいかない事が「新

たな気づきの種」であることを同時に理解でき、相手の話を聞く事の重要性を感じる事

ができた。

▮第 1回研究課題

第 1回研究会で出された課題は、自分たち自治体の【現在、過去、なりゆきの未来】

の作成であった。過去から現在までのデータを調査することで、私たちが知らない 30

年前の町と小山町役場という組織を数値で思い描くことができた。また、このデータか

ら見出される未来について、自分たちが何か行動を起こさなければいけない衝動に駆ら

れるデータを目の当たりにした。（小山町は平成元年から令和 10年にかけて人口が約

7,000 人も減少となる。）

数値だけでは過去から未来への展望について私たちだけでは視野を広く持てないた

め、30 年前の小山町役場を知る職員である部長級の職員と、県職として小山町を見て

きた副町長、昨年度参加したマネ友にインタビューシートへの協力を仰ぐこととした。

このインタビューシートをまとめる中で、以下のようなことを想い感じていることに

気づかされた。
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∇現在∇

✓昔と今ではあらゆることが大きく変わっている。

✓総合計画がただの計画ではなく、PDCA を通じて未来を描く計画となった。

✓若手職員は、職員数が減ったことにより担当業務の全てを任されることや、異動も

頻繁に行われているため、大変であると思う。

✓国や県から出向で来られた Super 職員の成果から、専門性を持つ職員の重要性を実

感した。

✓職員間の関係は変わらず良好であるが、若い人の人間関係に関する考え方が変わっ

てきていると感じる。

✓住民との距離はさほど変わらないように感じる。

∇過去（30 年前）∇

✓職員数が現在よりも多く、役職の役割が明確であった。

✓安定した財政であり、財政調整基金が潤沢であった。

✓職員間の関係は良好で、濃密あった。スポーツ等による活動なども盛んであった。

✓住民との距離が近い。

∇なりゆきの未来（30 年後）∇

✓主要部署に専門知識を持った職員の配置ができている。

✓確実に人口は減るが、いかに人口維持ができるかが重要。

✓役職者のマネジメント能力が向上し、若手職員（実働部隊）に成功体験が得られる

環境になってほしい。

✓成功体験を得られた職員が成長し、組織の核となることを望む。

✓人間関係は全体的に希薄になっていくと思うが、本質的な部分は変わらないのでは。

▮第 1回研究会課題作成後の所感

小山町の過去・現在・未来を考察する上で、30 年前の小山町の組織やその時代の

風潮など直接話を聞くことはとても新鮮であり、有意義な時間を得る事ができた。30

年前～現在までの話を聞く事で、現在から未来に向けて変えていかなければならない

事、逆に、過去から未来へ繋いでいかなければいけないものを考える時間となった。

30 年後の未来を意識する事で、自身がどのように行動していくべきかを考える良い

きっかけとなった。

また、3名のキーパーソンにインタビューする事で、それぞれの未来のあり方につ

いて話が聞けたことから、第１回の研究会で学んだ対話による視野の拡大を実感する

ことができた。
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２ 第 2回研究会

▮第 2 回研究会

第１回の研究会から重点的に「対話」の重要性や手法の用い方について学び、第 2回

では、「対話」をどのような「問い」をすれば、組織の現況を知ることができるかとい

う「問いづくり」のワークを行った。参加市町村との対話による納得解（回答）を作成

していくものであったが、言葉の意味を共通の認識とするには、「対話」によるすり合

わせの工程が必要であり、これまでの経験を振り返っても改善する必要性をワークを通

じて実感した。

また、「問」には、オープンクエッションとクローズクエッションがあり、オープン

クエッションで質問をすることで、1人では考えつかないような意見を聞く事ができる

ことを学んだ。当初のワークでは、多くの人がクローズクエッションを作成し、限定的

で誘導的な質問が目立ったが、クローズクエッションをオープンクエッションに変える

作業では、どのように問えば多角的な意見が聞けるかをグループで考え、レベルの高い

「対話」による納得解を見出すことができた。

思い込みによる会話や、誘導的な会話を無意識に行っていたと、この研究会を経て、

言葉の相互理解の工程や「対話」「問」による多角的な意見の引き出し方を体感するこ

とができた。

▮第 2回研究会課題

第 2回研究会で出された課題は、第 1回課題の更なる掘り下げであった。そこで、

私たちは第 1回時のインタビューをもとに現状に対する根拠を探り仮説を立てた。そ

して、その仮説と根拠から原因を導き出す作業を行った。また、今回の課題作成にあ

たり、パートナー市区町村である、東京都中野区と情報交換を行いながら作業を行っ

た。行政規模に大きな差のある自治体同士では課題や現状等について一致する所はあ

まりないが、作業の進め方や考え方等大いに参考にさせていただいた。

■Fact1

キーパーソンインタビューで得た証言・過去の出来事・根拠

・現在、小さな町で将来の理想形が現実的になってきている要因には、国や県から出向

された専門知識を持ったスーパー職員の力が大きい。（キーパーソンインタビュー）

・町の職員で専門知識を持つ職員や核となる職員の育成についてはここ数年実現できて

ない。（キーパーソンインタビュー）

・40歳代の職員数が突出しており、職員の年齢構成に偏りが生じている。このまま推移
すると、組織の硬直化と高年齢化が進む。（小山町定員適正化計画）

・第 6次定員適正化計画により一時的な職員数の増加はあったが、人口が減少している
状況下で職員数のある程度の減少は避けられないと考えられる。しかし、現在の 40
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■Fact2

歳から 49歳までの一番職員数が多い世代が残っており、年齢によるバランスを考え
ると簡単に新規採用職員数を減らすことはできない。職員数を減らすために退職不補

充といった定員管理は組織のバランスを欠き、現在と同じ状況となってしまう。

（総務課職員係 聞き取り）

組織の分析（浮かび上がった仮説）

・専門知識を有しない職員のみでは難題を解決するために、必要以上の時間を要するの

ではないか。

・組織の職員年齢バランスが崩れると、継続的な核となる職員の確保が困難になるので

はないか。

・現在、各年代の平均職員数を大きく上回っている 40代の職員が退職すると、豊富な
知識を持った職員が一度に抜けてしまい、若手職員の育成や業務の遂行に支障がでる

恐れがある。

・専門知識を持った職員と、核となる職員が融合することで、「まちのあるべき姿」を

描ける組織体制になるのではないか。

現状の原因

・計画的な人事異動がされておらず、短期間での異動や、担当職員の総入れ替え等の人

事異動がされている。

・新規採用職員は配属後、すぐに担当業務を与えられるため、目の前の業務の処理に追

われ、その業務が町にとってどのような業務であるかを考えたり、教えてもらえるよ

うな人材育成体制が整っていないため、核となる職員の育成につながっていない。

・計画的な採用がなされず、組織の年齢バランスが崩れている。また、それを補うため、

40歳までの採用とし、不足している年齢の採用を行ってきたが、即戦力を求められる
ため、やはりその業務が町にとってどのような業務であるかを考えたり、教えてもら

えるような体制となっていない。

キーパーソンインタビューで得た証言・過去の出来事・根拠

・平成 27年度から導入した行政評価（施策評価・事務事業評価）を活用し、業務のス
クラップアンドビルドや実施体制の見直しを積極的に行い、予算や職員配置に反映さ

せる。（小山町定員適正化計画）

・職員数が減ったことにより担当業務の全てを任されることや、異動も頻繁に行われて

いるため、大変。（キーパーソンインタビュー）
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▮第 2 回研究会課題に取組んだ所感

これまでそれぞれが漠然と考えていた事柄に対し、一つ一つを整理する事で、原因

が明らかにするステップを踏む事ができた。また、対話をしながら進めていくことで、

1人では気づくことができない事や新しい考え方、目の付け所を学ぶ事ができた。少

しづつではあるが、講義で学んだ事を体験することで、講義の理解度を深めることが

できたと感じた。

・4年間で 26事業の増加かつ、完了を除いて PDCAによる事業スクラップ事業 0件
・第 6次定員適正化計画において、職員数の削減を主目的とする計画の考え方を転換し、
職員の適正配置を目指す。平成 28年度から一般行政職員数 10名増（小山町定員適正
化計画）

組織の現状分析（浮かび上がった仮説）

・3年間で一般行政職員は 10名増加したが、事業数は 26事業増加し、単純に事業数が
職員数に対して飽和しているのではないか。

・行政評価による事業スクラップができていなく、本来の PDCAが機能していないので
はないか。

・PDCAによる事業のスクラップ＆ビルドを強化することで、財政の健全化が図れるの
ではないか。

・PDCAによる事業のスクラップ＆ビルドを強化することで、1人当たりの事業数がへ
り、担当する事業の質が上がるのではないか。

現状の原因

・事業評価や町民アンケートを実施し、事業に対しての効果を確認しているものの、事

業の継続性等から、事業廃止になかなか踏み切れないでいる。

・人口が年々減少している中で、業務は多様化・複雑化していることから、必要職員数

が増えている。職員数が少ないと感じる原因として、事業が減らないことが原因であ

ると考える。

・タイムカード等で勤務管理をしておらず、時間外予算も各課に配分されることから、

周囲の目を気にして、残業代をつけず、サービス残業が定例化している。

また、最小の人員で業務をこなしていることから、各自が担当している業務が多く、

年休取得率が向上しない。（タイムカードは令和 2年 1月から実施！！）
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３ 第 3回研究会

▮第 3 回研究会を通して

第 3回の研究会では、全国から約 100 自治体約 300 名が集まった。

1日目は北川顧問や出馬部会長から人材マネジメントの基本や、それぞれの役割に

ついて特別講演をいただいた。特に出馬部会長からは、人材マネメントは所属長の責

務であるが、所属長になる前に人材マネジメントを理解するすることで組織のあるべ

き姿を形成するスタートラインに立てるとのことであった。また、実行するための勇

気や行動力が求められることは想像できたが、想像できる故に難しさを感じた。しか

し、あるべき組織（町）の姿を描ける職員が一人でも多く増えることで難度は各段に

下がるため、人材育成の重要さを実感した。

2日目は、3会場に分かれ、自己開示と組織のあるべき姿について「対話」するこ

とを重視した研究会であった。第 1～2回では関東圏の自治体と対話をしてきたが、

各自治体と対話をしていく中で、小山町は少人数のため職員間の距離が近かく、組織

を運営していくうえで大きな利点となることを再認識した。再認識できたのは、様々

な自治体と「対話」することで気づけたため、同時に対話の重要性も実感できた。ま

た、ワークの中では全国の自治体と情報交換をすることで、とても刺激を得ることが

できた。

▮第 3回課題

第 3回の課題は地域・組織の 20 年後のありたい姿を考え、20年後のありたい姿を

実現させるために、5年後、3年後、1年後をどのような状態にしていかなければな

らないかを考える課題であった。また、前回課題で抽出した現状の姿からありたい姿

になるための施策を考えるものであり、前回のインタビューに協力していただいた、

副町長、企画総務部長に加え、若手職員に協力を仰いだ。

まずは私たち 3人で対話を行いながら叩き台のシートを作成し、私たちの描く未来

と、それぞれが描く未来について対話を行い、20 年後の小山町について考えた。
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■副町長との対話まとめ（60 分）（静岡県庁から出向）

■企画総務部長（90 分）

質問 副町長からの意見

Ｑ.小山町職員の印

象は

・まとまりが良く、前向きに仕事に取り組んでいる印象。

・業務が多く日々の余裕が無いように感じる。

・若手職員ほど地域との距離があるように感じる。

Ｑ.静岡県庁と小山

町の人材育成につい

て

・静岡県庁では OJT を実施しており、さらに教育する人の

教育を実施している。

・組織がスリム化していく中で、人材育成は重要である。

Ｑ.未来の小山町に

ついて

・組織のゆとりを持つためにシステム的に業務を整理して

いく必要があるが、業務を減らす事の評価が無いことも

事実。

・組織がスリム化していく中で、新人や専門性を持った職

員を育成する事で、攻める行政を維持できるのでは。

質問 職員からの意見

Ｑ.小山町職員の良

いところ

・色々な意味でまじめ

・職員の距離が近く、内部調整がしやすい。得意分野に強

い人に聞きに行ける組織の雰囲気がある。

Ｑ.小山町職員の足

りないところ

・主体性がなく、思考停止している職員が一定数いる。

・基本がおろそかになっているが故、自信がないと感じる。

Ｑ.小山町がありた

い姿に近づくために

は

・職員が主体的に勉強をし、自信を持つ職員となる。

・仕事の成功体験を積むことで成長するため、若手職員が

ある程度の裁量を持てる環境が必要。
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■若手職員との対話（150 分）

▮対話内容を盛り込んだ課題シート

◆図（目指すありたい姿）

質問 職員からの意見

Ｑ.小山町役場の現

状は

・良い人が多く、人間関係が良い。

・民間を経験していると、スピード感がないと感じる。

・想像がつかない課に配属されたが、やってみたら自身の

幅が広がったように感じた。

・サービス残業の風潮を察する。同調圧力。

Ｑ.理想の職場とは ・仕事量が減れば、一つの仕事の質が上がる。

・サポートしてくれる専門知識を持った人が各課にいると

良い。

・ワークライフバランスが良い。

Ｑ.10 年後小山町（組

織）はどうなってい

るか

・未来拠点事業が完了し、人口と財源が確保でき日常生活

が不自由なくできている。

・AI が発達し単純な業務が減る。

・自分の立場が上になったときコミュニケーションがとれ

るか不安。また、現在の業務量のままだと子育てができ

るか不安。
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◆図（ありたい姿の作成プロセスとその気づき）

◆図（組織・人事の現状）
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◆図（現状把握の作成プロセスとその気づき）

◆図（取り組むアクションの詳細）
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私たち 3人がまとめた「目指すありたい姿」は組織が「町にとって良い方向性」を

的確に考え、住んでいる人が「住み続けたい」と思える地域となっていること。どこ

か漠然とした印象のゴールではあるが、町にとって良い方向性を示すためには、職員

のレベルアップ、若手職員の育成、住民への丁寧な説明が継続して必要となる。

これを実現させるために何をしなければいけないのか、今から出来ることは何かな

いか、そんな視点で取り組むアクションプランを作成した。

アクションプランの作成では、送り手と受け手の認識の違いがあり、検討に苦労し

たため、動画プレゼンにて幹事団への問いかけを行った。

◆図 6（動画の 1コマ）

◆図 7（動画 3人が語る様子）

▮動画に対するフィードバックと深掘り

その提出動画に対する幹事団からのフィードバック動画を鬼澤幹事長と中道幹事

から頂いた。それに対する気づきから得た修正を以下のとおり示す。

▮幹事団からのフィードバック

✓現状把握や課題抽出は対話を通じて良くできている。

✓アクションプランも実現可能なプランとなっていて良い。

✓送り手と受け手のギャップについては、まずは行動を起こしてみて、じっくり観

察し、バランスをとっていく方式が良い。

✓あるべき姿に地域を入れるなら、地域に対しての対策も必要。

✓組織を進める決定は組織のトップが行うものであるため、町長との対話を実施し

てみては。
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幹事団からのフィードバックを受け、町長との対話の実施と、課題

シートの修正を以下の通り実施した。（赤字修正箇所）

■町長との対話まとめ（30 分）

∇感想と気づきを受けての修正∇

◆図（ありたい姿とその気づき）

質問 町長からの意見

Ｑ.町長が理想の町

にするために必要だ

と思う事は。

・町を動かすのは人である。よい町にしていくためには職

員の質を上げる事が必要であるため、人材育成に力を入

れる事は必須である。

・小さい町であるため財政も潤沢にあるわけではないが、

町に投資は続けていかなければならない。

Ｑ.町長は職員にど

のようなことを求め

ますか。

・法令を遵守しながら、法の範囲内でアイディアを出す職

員。

・専門知識を有する職員が増えたら良いと思う。

Ｑ.その他 ・あるべき姿を実現させるための施策については、この研

修で終わらせるのではなく、調整会議等で検討してもよ

いのではないか。
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◆図（修正後、現状把握）

◆図（修正後、取り組むアクション）
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４ 第 4回研究会

▮第 4 回研究会を通して

当初 10 月 16 日に第 4回研究会の出席を予定していたが、台風災害の影響により

欠席となった。しかし、事務局の配慮により 11 月 5日に急遽調整いただき、同境

遇の自治体と研究会を実施した。

今回の研究会では第 3回研究課題をもとに、人材マネジメント部会鬼澤幹事長と、

ありたい姿や現状把握の仕方等、課題を仕上げるまでのプロセスやアクションプラ

ンの実現の仕方について 1対町で対話を行った。多くの自治体と関わっている鬼澤

幹事長からのアドバイスは的確であり、対話をしていく中で、あるべき理想の組織

像を思い描く事が出来た。また、課題を仕上げていくまでの苦悩や気づきについて

対話をすることで、今回参加した他自治体からのアドバイスもいただくことができ、

私たち 3人では気づくことができなかった新たな課題を見つけることもできた。

以下、他自治体から頂いた私たちへのコメントと、第 4回研究会前に、本研究会

に参加している静岡県内の自治体が集まって行った「プレ発表＆意見交換会 IN し

ずおか 2019」でも渋谷幹事を始め参加自治体職員や他自治体のマネ友からコメン

トをいただいたため、列記する。

✓各世代へのインタビューが参考になった。インタビューについては、経営層や管

理職に偏る傾向があった。

✓町長から調整会議を経て実施まで見通しができているのが良い。調整会議の進め

方に切り込んでもよいのでは。

✓意思決定のプロセスが参考になった。何を言うかではなく、誰が言うかで決まら

ないよう気を付ける必要があると思った。

✓トップが変わり自治体がどのように人材マネジメントを進めていくか見てみた

い。

✓リーダーシップのあり方、トップダウンのあり方、ボトムアップのあり方、ケー

スによって、プロセスを変える必要があることを気づかされた。

✓政策等背景（決まったプロセス）が見えないと職員の「やらされ感」は払拭され

ないと思う。

✓若手職員のレベルアップは必要だと思う。課をまとめる課長に対してはマネジメ

ントの意識をどのように根付けるか考える必要がある。

✓「町について語る会」が良い。「おすすめ図書館」も人を繋げる良いきっかけに

なると思う。

✓「管理職おすすめ図書館」がとても面白いアクション。小山町だからこそできる

ことを今後も対話の中で磨いてほしい。

✓ゴール（ありたい姿）がふわっとしていて、バックキャスティングできたか。
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✓「おすすめ図書館」について、みんなそんなに本を読んでいるのか。「読んでな

い」＝「悪」にならないか。

✓専門性を持つ職員の育成は大切な視点だと思う。

✓斜めの関係を大事にしている。

✓色んなアクションをやってみて職員向け自主開催講座等もやってみて傾向を見

るのも方法です。

✓主体性を持って取り組めない職員が一定数いるのが組織を前提としてしまうと、

「やる人」「できる人」だけが疲弊してしまうのでは。

✓組織に「縦割り」がないのはうらやましい。継続していくべきことがはっきりし

ている。

✓夜遅いのは辛いと思う。しかし、「女性も一担当」は当たり前では。

✓「おすすめ図書館」の感想を言い合う場があっても良いのでは。

✓職員の中が良さそうで羨ましい。

✓幅広くインタビューできていて良い。

✓なぜ今のような組織になったのか、過去を含めてもっと深堀できると良い。

✓「おすすめ図書館について」現状残業が多いのに、本を読むような時間がない人

はどうするか。

✓まずはやることを減らすことが先決だと思った。効率化も含め、組織としてどう

考えるか。

✓主体性を持って取り組めない職員は、言われたことはやる人かもしれない。少な

い人的資源のストロングポイント探しもしてみては。

✓職員同士の横の繋がりが素晴らしい。

✓OJT が目の前の仕事の事だけになってしまうのは本市も一緒で、気づきになった。

✓管理職と町について話す機会はとても良いと思った。

✓チャレンジできる職員の育成は重要。しかし、チャレンジしたくないからしない

のか、チャレンジしたくてもできないのか、職員の本質にアプローチしてみては。

✓オフィシャルで攻めるところと、オフサイトで攻めるところのバランスが大事

✓若手職員との対話ができているところが良い。

✓町の強みを把握しており、アクションがその上にあり効果があると感じた。

✓「おすすめ図書館」良い。ぜひ借りたい。

✓インターネットが主流の時代、本の活用。良い面でも悪い面でも。

✓少人数なら若手の育成は「個々の能力に応じて」が大切だと思う。

✓残業・働き方改革も考えたらよい。

✓アクションプランが若手職員に対して本当に有効か検証が必要では。
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５ 取組

▮第 4 回終了から実践したこと

私たちは第 3回課題シート作成時から、ありたい姿を実現させるための施策につい

て考えていた。施策については、動画でも若手育成について送り手と受け手の認識の

違いについて質問をしており、まずはやってみるとの回答を受けたが、どうしても送

り手・受けてのギャップに引っ掛かりを覚えていた。もしかしたら私たちでは若手の

感覚に沿った施策が考えられていないのかもしれないといった不安が拭い切れなかっ

たことから、施策についての確認の意を込めて、再度若手職員との座談会を設けた。

参加者はこちらから指名をさせていただき、新規採用職員と 30 代までの職員 16 名か

ら若手職員に関係してくる施策に対して意見を聴取した。

○部長と町について話合う会の開催について

✓急に所属以外の部長と話すことは難儀であるため、今の町についての勉強会を

行った後、座談会があると部長と話がしやすい。

✓情報の取得の仕方が未熟であるため、最新の情報を管理職から聞ける機会があ

るのは良い。

✓若手は町の最新情報を得る手段が少ないため、オフサイトで勉強会ができると

良い。

✓色々な情報を知ることで、新たに自分がやってみたい仕事に気付くことがある。

○管理職おすすめ図書館

✓共通で使用する基幹システムでお知らせがあると良い。

✓紙より PC やスマートフォンで見れると良い。

○若手職員がっちりサポート

✓新人研修が短いため、新人サポートは手厚い方が助かる。

✓民間にいた時の方が、育成環境が手厚かった。配属してすぐ仕事を持つことに

なり戸惑いがあった。

✓制度としてあれば、活用するのではないか。制度が浸透しないと活用しずらい。

✓仕事以外のことを他の課の先輩が色々教えてくれることは助かる。しかし、年

齢や採用が近い職員に教えてもらえるのも確か。

▮座談会の所感

今回の座談会は、第 3回課題時に行った若手職員インタビューとほぼ同年代であ

ったが、同じような意見もあれば、違った意見もあり大変参考になった。また、1

回の座談会、一人の意見で方向性を決めてしまう危険性についても学ぶ事ができた。

「対話」を重ねるという意味は、一人とじっくりという意味もあるが、いろんな人

と何回もという意味があることに気づいた。
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６ 第 5回研究会

▮第 5 回研究会を通して

１年間のまとめとして、4月から行ってきた振返りを 1枚のポスターにまとめ、

参加自治体で評価を行う研究会であった。

ポスターセッションはホールに全参加自治体のポスターが貼り出され、詳しく説

明を聞きたい自治体に投票するため自治体のポスターをじっくり見た。自治体によ

っては、あらゆる手法を用いて分析を行っており、新たな発見を得るとともに、自

治体職員としてのレベルを上げる必要性を改めて痛感した。

講演は、NPO 法人テラ・ルネッサンスの創設者、鬼丸講師や出馬部会長、北川顧

問の話を 1年間学んだ内容を思い出しながら聴く事が出来た。特に、出馬部会長の

講演は、第 3回研究会でも話を聞いたが、1年を通して研究をしてきたことで、新

たな気づきを得ながら話をきく事ができた。今後本論文を読み返した際に再認識で

きるよう、出馬部会長の資料を添付する。また、第 5回研究会で掲出したポスター

も併せて添付する。

◆図（人材マネジメントを難しくしている要因とは何か【出馬部会長資料より】）
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◆図（現場の風景 1【出馬部会長資料より】）

◆図（現場の風景 2【出馬部会長資料より】）
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◆図（状況判断と行動選択の質を高める力を養う重要性【出馬部会長資料より】）

◆図（なぜ研修ではなく、「実践研究の場」とするのか【出馬部会長資料より】）
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◆図（「ほんとうの笑顔」を創れる人材の輩出【出馬部会長資料より】）

◆図 第 5回研究会に提出した最終課題
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７ 今後の展望

▮ありたい姿の実現に向けて

これから小山町が立ち向かう課題の柱として、「東京 2020 オリンピックパラリン

ピック自転車競技」と「未来拠点事業」がある。当然成功させるために職員が一丸

となって取り組むべき事案であり、この成功の可否が小山町の未来を導いていくこ

とは明らかである。

しかし、この 2つないし、町の課題が成功・解決するだけでは私たちが思い描く

「小山町にとって良い未来」になるわけではない。その成功を持ってありたい姿に

近づけるため、常に町にとって良い方向性を考え行動できる職員を増やしていくこ

とが重要である。職員一人ひとり、そして組織が自ら考え、行動できるようになる

ことで 20 年先のありたい小山町の姿を実現できると考えた。そのきっかけとして

の「ありたい姿実施計画」である。

このきっかけを受け手となる職員に理解していただければ、きっと職員の質の向

上や若手職員の育成に活かされ、よりよい未来を目指せる組織となると考える。

そしてこの経験が、そのさらに 20 年後、より良い町を目指せる組織となって良好

なサイクルを生み出す事に期待をしたい。

▮私たち 3人がこれから出来ること

私たち 3人は、小山町の人マネ第 2期生としてこの 1年間、あるべき姿を実現さ

せるための研究をしてきた。色々な世代の職員と直接対話することができたが、そ

の先のアクションまで到達できなかったことが反省点であると考えている。

動画提出課題でも鬼澤幹事長から、「とりあえずやってみる」とのアドバイスか

ら実践することが重要であることは認識している。私たちがこれから出来ること、

やらなければならない事は「実践すること」である。

今回行った研究の「ありたい姿実施計画」だけでなく、日常業務の中でもしっか

りその先の未来と町にとって良い方向性を考え「実践」していき、マネ友 1期生と

ともに、核となる職員に成長していくことが本研究を受講した責務であると考える。
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８ 付記

▮池谷孝幸▮

この研究を通じて改めて気づいたことは、いかなる状況下に置かれても目標を持ち、

前を向いて進んで行くことの大切さだと思った。当然未来に対して目標を立て取り組

んでいく中で、常に状況は変化し、いい方向ばかりでなく、悪い方向に向かう時もあ

る。しかし、そんな時には、自分たちがどうなりたいかとの強い思いやビジョンがあ

れば、あとから振り返ればいい勉強期間になるものと思う。

また、これまで自分の中で考え描いてきたものに関して、自分一人で考えるものは

所詮視野の狭い、自分本位なものであり、多くの人と話しをし、考えていかなくては

本当の意味でのビジョンにたどり着かないことなど、これからの町の未来を考えるう

えで貴重な研究であった。

今後は、この研究で感じた事、気づいたことを実践するために、多くの仲間を巻き

込んで、町にとって何がいいことなのかを、明るく楽しく時には真剣に考えていける

ように、常日頃のコミュニケーショを大切に、風通しのいい組織を目指したいと思っ

た。

▮内海善房▮

これまで鉞創塾で、ありたい姿を思い描き、そこからバックキャスティングで政策

を立案する訓練はやってきたつもりであったが、「対話」により自らが成長し、周囲

の職員に影響を与えていく、人材マネジメントの理論は自分には新鮮であった。

自分自身がどこまで町の将来を考えて政策を実行できるか。その時の立場や環境に

よっても変わるであろう。しかしながら、今回の研究会での経験はその時々において

大きな指針となるのではないか。

こうした経験をさせていただいたことに感謝するとともに、この経験をより多くの

職員と共有できるよう、意識して取り組んでいかなくてはならないといった責任も痛

感している。

また、研究会終了後に第一期生が企画した若手のオフサイトミーティングにも参加

させてもらった。休日に料理を作りながら、若手職員同士で対話を行い、親交を深め

るものだが、こうした地道な草の根活動が人材マネジメントに不可欠であることも実

感できた。

「人材マネジメント研究会はこれで終わりではない。」これは研究会の幹事全員が

おっしゃっていたことである。この言葉を胸に、これからも日々の「対話」から得る

「気づき」に耳を傾けていきたい。
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私は人見知りである。特に初対面が苦手である。したがって、人材マネジメント部

会で人見知りであることに大変後悔をした。

部会では「対話」を重視しており、行政規模が違いすぎる職員や同じような悩みを

抱えている職員、様々な人と対話をするチャンスがあった。私の人見知りは人と話を

する事が嫌いなのではない。むしろ話をすることは好きな方である。しかし、上手に

話ができる自信がないのだ。このチャンスを 1年間通してもっと色々な人と対話・お

話しができていたら・・・・と未だに考えてしまう。

今回この部会に参加して「ドミナントロジック」を抜け出すために対話が重要であ

り、人と直接対話をしなければ、間違った方向へ進んでしまう恐れがあることや、立

場を変えて話をすることで視野を広げ、新たな気づきを得られる事を学んだ。

私は普段から自ら決めた結果に向かって会話を進めていく傾向にある。しかし、こ

れでは間違った方向に進んでしまう可能性もあるし、視野を狭めてしまうことになる。

第 1回、第 2回の研究会でグループで対話を行うワークがあった。他自治体との対話

の時間に緊張しながらも、いろいろな自治体職員の、あらゆる角度からの意見や私見

を聞くことができ、「こんな考え方もあるのか」を何度も経験することができた。い

かに自分の決めた方向への会話の誘導が視野を狭めているのかを実感できた。

対話の重要性を学び、気づきも得たが、人見知りを発動しなかなか素敵な対話にた

どり着けない自分を反省し、第 2回研究会後の夜の研究会で阿部幹事との対話に挑戦

してみた。対話の内容は雑談レベルのものであったが、阿部幹事の会話の引き出し

方・伝え方に、こんな風に対話を繰り広げられたら自分の視野ももっと広げられるだ

ろうなと思い、第 3回以降に雑談も含め「対話の仕方」に意識をし、他自治体との対

話に挑戦した。（数は少ない）まだまだ上手な対話にはなっていないが、今後も対話

の仕方を意識し、自分の視野の拡大と、組織の視野拡大に寄与できるよう精進してい

きたいと思う。本当は私たちが立案した「ありたい姿実施計画」のことについても記

述をしたかったが、今回は私個人的に大きな気づきを得た部分について記述をさせて

いただいた。

最後に、パートナー自治体の中野区の皆様を始め、私と対話をしていただいた他自

治体の皆様、研究にご協力いただいた職員の皆様に感謝を申し上げます。ありがとう

ございました。


