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木更津市長　　渡　辺　芳　邦

未来へつながるまちへ

木更津市は、港町として繁栄した歴史、文化のあ
るまちです。海と山に囲まれた自然豊かなまちであ
りながら、東京湾アクアラインの通行料金引き下げ
の波及効果や多様な都市機能の充実などによりまち
の魅力が高まり、定住・交流人口が増加を続けてい
ます。
一方で、日本全体では人口減少が進み、これまで

の経済や社会システムは行き詰まりを見せています。

本市においても、団塊の世代が後期高齢者となる
2025年以降の超高齢社会に向けて、徹底的な行財政
改革を進めなければならない時期であり、本市が持
続可能なまちとして存在していくための変革期であ
ります。
このような認識のもと、本市が取り組んでいる

「オーガニックなまちづくり」をさらにステップ
アップするため、「木更津力のさらなる強化」、「支
え合いのある地域づくり」、「持続可能な社会システ
ムの構築」という３つのポイントを掲げて取り組ん
でいるところです。
今後も引き続き、これまでの勢いを止めることな
く、職員一丸となって「未来へつながる市民総出の
まちづくり」を進めてまいりたいと考えておりま
す。
私は、職員に「新しいことにチャレンジするこ
と」、「変える勇気を持つこと」を求めています。社
会や様々な技術が変わっていく中、市を新たなス
テージに引き上げるには、我々の業務も変えていか
なければなりません。また、行政が発信しなければ
いけない情報を「職員全員で共有し、全員で発信す
ること」も重要です。これらを積み重ねることによ
り、市民サービスは必ず変わってくるはずです。
職員には、「行政は市民活動の応援団」という意
識をさらに高めていただき、市民とともに、木更津
市を盛り上げていきたいと思います。
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特集 『 職員のモチベーション向上のために 』

最近、社会では「働き方改革」や「ワーク・ライフ・バランス」が叫ばれており、多くの自治体では、
労働環境の見直しに取り組むようになってきました。

その一方では、住民からのニーズや、自治体の抱える問題が複雑化しつつあり、今の行政職員にのし
かかる身体的、精神的な負担は、年々増加する傾向にあります。

このようなときにこそ、職員は、働くモチベーションを維持し、向上させていかなければなりません。
そこで本号では、モチベーションをアップさせる方法や、ポジティブなこころの保ち方、モチベーショ
ンの管理の仕方などについて、専門家の方にご執筆いただきます。

PART1　「自治体職員とモチベーション」
	 人事院公務員研修所教授

財務省	財務総合政策研究所研修部長　　高嶋　直人（たかしま　なおひと）

1982年早稲田大学政治経済学部卒業。人事院研修指導課長、総務課長、立命館大学大学院教授
などを経て現職。自治大学校、市町村アカデミー（JAMP）、JIAM（全国市町村国際文化研修所）、
マッセOSAKA、東北自治研修所、岐阜県、佐賀県、京都市、大阪市等において「公務マネジ
メント」、「公務組織の働き方改革」、「公務員倫理」などの研修講師を務める。
著書に、『読めば差がつく！若手公務員の作法』（ぎょうせい）。月刊ガバナンス（ぎょうせい）
に『人財マネジメント講座』連載中。

PART2　「メンタルヘルス・プロモーション―ポジティブな心を育てる―」
早稲田大学人間科学学術院教授　　竹中　晃二（たけなか　こうじ） 

1975年早稲田大学教育学部卒業、1990年Boston University大学院博士課程修了。Doctor of 
Education（Boston University）、博士（心理学）九州大学。関西学院大学助教授、岡山大学助
教授、早稲田大学人間科学部助教授を経て1997年4月より現職。
専門：健康心理学、応用健康科学
役職：一般社団法人日本健康心理学会理事長、日本ストレスマネジメント学会理事
主な著書：『アクティブ・ライフスタイルの構築―身体活動・運動の行動変容研究―』（早稲田
大学学術叢書、早稲田大学出版）、『行動変容を促すヘルス・コミュニケーション：根拠に基づ
く健康情報の伝え方』（編著／北大路書房）。

PART3　「私のモチベーション・マネジメント」
足立区教育長　　定野　司（さだの　つかさ） 

埼玉大学工学部卒。1979 年、足立区に入区。2002 年、「包括予算制度」が経済財政諮問会議の
視察を受け注目を浴びる。2008 年から自治体の事業仕分けに参加。2012 年、自治体業務のア
ウトソーシングを検討する「日本公共サービス研究会」の設立に携わるなど、持続可能な自治
体運営に取り組む。2015 年 4 月から現職。子供たちに「できた」「わかった」の喜びを、教師
に教え、育てることの素晴らしさを、地域・保護者に見守ることの生きがいを、それぞれ感じ
られる「成長を実感できる教育」をめざす。著書に『図解よくわかる自治体予算のしくみ』（学
陽書房）、『みるみる仕事が片づく！公務員の時間術』（学陽書房）、『一番やさしい自治体予算
の本』（学陽書房）、『自治体の財政担当になったら読む本』（学陽書房）など。
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自治体職員とモチベーション

人事院公務員研修所教授
財務省 財務総合政策研究所研修部長　高嶋　直人

１　 モチベーションの正しい理解

モチベーションは不思議だ。まず目に見えない。モチベーションのレベルは外からは判断出来ない。物凄

く熱く仕事をしているように側
はた

から見える職員も実は冷めているかもしれない。一方淡々と仕事をこなし、

決してモチベーションが高いようには見えない職員でもその実密
ひそ

かに仕事に燃えている場合もある。

日本人は国際的に見て組織へのエンゲージメント（愛着心、個人と組織が一体となり、双方の成長に貢献

しあう関係）が先進国中最も低いという調査結果がある。働き方改革が求められる今、我が国の労働生産性

が国際的に見て低い理由に残業が多いことやマネジメント力がないことが指摘されるが、平均的にみて日本

人の仕事に対するモチベーション自体が低い可能性がある。世界でもトップクラスの勤勉な国民性を持つ日

本人のモチベーションが低いはずがないとの反論が聞こえそうだが、勤勉に働くということと高いモチベー

ションで働くということは決してイコールではない。低いモチベーションで勤勉に働くことは可能であるし、

正直言って筆者の公務員人生を振り返ってもその経験の方が多い。つまり、モチベーションを引き出すこと

は、勤勉な行動を求めることとは違うということをまず理解すべきだ。

研修の中には、しっかり仕事するよう叱咤激励することで職員全体のモチベーションを上げようと企画さ

れたものもある。しかし、具体的行動を強制することでは決してモチベーションは上がらない。むしろ下げ

る可能性の方が大きい。多くの皆さんに共通した体験があるはずだ。自分が子供の頃、親に勉強しなさいと

言われた時、「今やろうと思っていたのに」と反論し、その瞬間勉強する気が失せた経験。また、自分が親の

立場でも、つい「勉強は？」と言ってしまい、子供がふて腐れて勉強しなかった経験。言われなくてもやる

つもりだった場合、誰かに言われることでやる気を無くすという心理は職場でも同じだ。口うるさく指示命

令を出せば出すほど、指示命令以外のことをやらなくなる。モチベーションは全体に下がるということがあ

り得る。

我が国では組織が社員を囲い込み、細かく行動を縛る傾向にある。マネジメントスタイルも指示命令の多

いマイクロマネジメントが主流だ。それが逆にエンゲージメントを低くし、モチベーションを下げている可

能性がある。

また、モチベーションを自由自在にコントロールすることは出来ない。自分でも出来ないのだから、まして

や外から人のモチベーションをコントロールすることは出来る筈
はず

もない。自分でも自分のモチベーションを

コントロールしがたいことは比較的理解し易い。誰もが、始めるまでは嫌だった仕事を始めるとそうでなくな

り、更にはやめたくなくなるという経験を持つ。また、何故かモチベーションが上がらないこともよくある。

一方、自分のことなら理解出来るにもかかわらず、誰かのモチベーションを自由自在にコントロールでき

ないことを理解し行動することは意外と困難だ。「やる気が見えない」と叱り飛ばしモチベーションを逆に下
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げる上司もいる。他人のモチベーションをコントロールすることは困難だが、それでも下げることは比較的

容易だ。上司の心無い言葉で部下のモチベーションを下げてしまう局面は多い。

２　人事制度とモチベーション

モチベーションを引き出すため、これまで様々な手法があみだされてきた。人事制度もその一つだ。しか

し、一部の制度は本来の目的に反し、逆にモチベーションを下げる要因になっていると評されるものもある。

例えば、人事評価制度だ。職員のモチベーションを高め、組織成果を最大化するために設計、導入された制

度だが、現場からは制度導入によって職員のモチベーションが逆に下がったという悲鳴に近い声が上がる。

その結果、制度設計側は現場の運用の問題を指摘し、現場は制度の問題を指摘する。そして、制度は存続し

続ける。

モチベーションに深く関係する人事制度の設計には、正しい人間観、行動原理に対する理解が必要だ。

心理学を中心としたモチベーション理論を学ぶことは勿論、最近注目されている行動経済学の最新の知見

を取り入れる必要がある。

これまで作られた人事制度がそのような知見を活かして設計されたかについても議論があるところだが、

最新の知見を持ってしても、人の心と行動の関係は未だ解明されていないことも事実だ。つまり、人事制度

は基本的に実際運用してみないと人がどう反応するかわからない。そこで、民間企業では制度導入後、社内

でモニタリングを行い、当初の目的と異なる結果となった場合には躊
ちゅうちょ

躇なく改正し、時に廃止する。残念な

がら自治体の場合、人事制度の多くは法律で定められており、いわば人事制度の大半について自主制定権を

持たず、仮に問題のある制度でも運用で被害を最小化するほかない。特に、モチベーションを左右する制度

はその検証が困難なため、仮にモチベーションを下げる結果となっていると感じる制度もそのまま運用され

続ける。問題が顕在化した時は被害が甚大で回復に時間がかかることもある。既存の人事制度をモチベーショ

ンという観点から再点検すべきだ。

３　モチベーションは伝染するか

モチベーションは伝染するか。確かに元気の良い人、明るい人に会うとこちらの気分も晴れやかになる。

しかし、職場の人間関係という長期に渡り継続的に付き合う場合には、そうではないようだ。元気な人はた

まにあうので良い刺激を受けるが四六時中元気だとこちらの気持ちが逆についていかないというのだ。

このことは、自分のモチベーションが高いことが他人のモチベーションを引き出す絶対条件ではないとい

うことを意味する。他人のモチベーションを引き出すモチベーションの低い人が存在するという訳だ。筆者

は多くの自治体からモチベーションをテーマに講演依頼を受けるが、常日頃私自身のモチベーションが高い

かと言えば正直そうではない。だから講師自身の高いモチベーションを伝播
ぱ

するような熱い講演を私に期待

される場合は、辞退させて頂いている。私が話せる内容は、モチベーションが低い上司であっても部下に対

してどのような行動を取ると部下のモチベーションを引き出す可能性が高まるかという実践的なマネジメン

トスキルだからだ。

４　モチベーションマネジメントに対する批判

モチベーションマネジメントに対しては、その前提自体を否定する主張がある。「そもそもモチベーション

は高くなくても良い」という主張だ。論者の中には、上司が部下のモチベーションを引き出すというのは「モ
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チベーションの搾取」であり、モチベーションがどうであるかは個人の自由であって組織として構成員全て

に高いモチベーションを求めること自体がおかしいという主張をする人もいる。

また、こんな批判もある。モチベーションは移ろいやすく不安定極まりない。構成員の高いモチベーション

を前提に仕事を組み立てるのはリスクがある。最も低いモチベーションでも仕事が回るよう、仕事をマネジ

メントすることこそ重要という主張だ。

確かにそれぞれ一理ある主張だが、だからと言って部下のモチベーションに配慮しない上司が良い上司だ

ろうか。そんな上司だらけの職場が良い職場と言えるだろうか。組織成果を左右するモチベーションについ

て組織が関わらないことはマネジメント自体を否定することにはならないだろうか。

筆者は研修において、部下のモチベーションを直接コントロール出来ると思ってはいけないと注意を喚起

する一方、上司の何気ない行動が部下のモチベーションを下げてはいないか反省することを求めている。

自分のマネジメント手法を内省するだけでも職場を良くするきっかけになるからだ。モチベーションマネ

ジメントに対する批判を論破する解り易い説明は、「仕事が楽しいとモチベーションが上がり、成果が上が

り自分も成長できる」という極めてシンプルなものだ。どうせやるなら仕事は楽しい方が良い。やり甲斐を

感じたい。仕事を通じて成長したい。そんな環境は個人のためでもあるし、組織のためでもある。

仕事は苦しくて当たり前。厳しく自分を追い込むことで成長出来る。といった労働観を持つ人々からは「仕

事を楽しむ」という言葉に抵抗感を覚える人がいるかも知れない。しかし、どちらの労働観が組織成果を最

大化出来るだろうか。昔はオリンピックの日本代表選手が「楽しんで来ます」と言っただけで厳しく批判さ

れた。国の代表が、「楽しむ」とは何事かと。しかし、「楽しむ」意識が勝利に繋がることが実証されるにつ

れて、「楽しむ」という発言に対する批判は少なくなった。「組織のための個人」か、それとも「個人のため

の組織」か。そんな大きな議論はさて置くとして、個人のモチベーションが上がる環境を整備した方が組織

全体の成果も上がる。そのことは事実であり、反論の余地はないように思う。逆に言うと、組織内の誰も他

人のモチベーションを下げる権利を持たない。上司が部下のモチベーションを下げるようなマネジメントを

行うことは組織に不利益を与える行為であり、部下の私物化とも言える。

５　メンタルヘルス、不祥事防止、行政サービス向上にも有効

今、どこの自治体でも職員のメンタルヘルスは重要な課題となっている。上司が部下のモチベーションに

十分配慮したマネジメントを行うことは、メンタルダウンの部下を作らないためにも重要だ。

また、不祥事防止にも効果がある。不祥事を起こす職員の中には仕事にやり甲斐が感じられないなど職場

に不満を抱え、その代償行為として酒やギャンブルなどに依存してしまい、それが不祥事のきっかけとなる。

不祥事を防止するためにも上司が部下のモチベーションに配慮することは重要だ。

更に言えば、職員のモチベーションが行政サービスに与える影響も見過ごすことができない。サービス業

には、「CSのためのES」という言葉がある。CSは消費者満足、ESは従業員満足を意味する。CSを住民満足、

ESを職員満足と置き換えれば自治体組織にも当然当てはまる。仕事に対して不満を持ちモチベーションが低

い職員が窓口で自然な笑顔で住民に対応することは難しい。住民の満足を得るためにもまず職員の満足を満

たす必要がある。職員のモチベーションマネジメントは行政経営上も重大だ。

６　モチベーションのカギは十人十色

モチベーションの特徴の一つは、人それぞれモチベーションが上がる要素が異なるという点だ。他人の趣
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味嗜好の中に全く理解出来ないものは多い。高いリスクを犯し、冬山登山に命をかける人が典型だが、その

高いモチベーションの理由を万人共通のロジックで分析することは不可能だ。また、自分自身でもその理由

が分からないこともある。その理由が分かれば自分で自分のモチベーションを少しはコントロール出来るの

だが、残念ながらそうではない。モチベーションは多様であることをまず踏まえる必要がある。人は自分の

モチベーションが上がる機会を提供さえすれば、他人のモチベーションも上がるはずと思い、自分が他人に

ミスマッチの働きかけをしたにもかかわらず、その原因を他人に求める傾向にあるからだ。よって、モチベー

ションマネジメントスキルの多くは、効果のある人もいれば、効果のない人もいると理解すべきだ。

良く成功者は逆境に追い込まれた時、自分のモチベーションが高まったという話をされる。しかし、その

因果関係は疑わしい。逆境が必ずモチベーションを高めるということはない。逆境にあってモチベーション

を上げられた人が成功者であることは事実だが、モチベーションを上げる要素として逆境がある訳ではない。

マネジメントスタイルは上司の自由であり、部下を逆境に追い込んでモチベーションを高める方法も是認

されるべきとの主張も未だ存在する。しかし、そのような方法はモチベーションマネジメント理論では持続

性がなく、面従腹背、つまり表面上繕うだけに終わる可能性が高いと言われている。個人的勘と経験だけに

基づくマネジメントスタイルを見直すことが必要だ。

７　自己肯定感

部下のモチベーションを引き出すために上司が一番理解すべきことは、各人に自己肯定感を持たせること

だ。自己肯定感とは、「自分はこの組織に必要だ。」という気持ちだ。根拠はいらない。むしろ根拠なき揺る

ぎない自信が必要だ。それには、上司が部下に信頼を言葉にして伝えること。お世辞ではなく心から褒める

ことである。「応報性の原則」と言われているが、人は信頼されるとその信頼に応えようとする。上司からま

ず部下を信頼しない限り、部下の信頼を得ることは出来ない。自己肯定感を持った人間でないと中々他人を

肯定出来ない。

８　自己有能感

自己肯定感と一体的に語られることが多いが、公務員のような専門職種の場合は有能感も重要な要素だ。

プロ意識とも言えるが、この分野については他人よりも優れているという意識を持てるとモチベーションに

繋がり易い。これからの自治体の職員育成はスペシャリスト重視にすべきかそれともジェネラリスト重視か

という議論があるが、職員のモチベーションを考えればスペシャリスト重視に軍配があがる。楽しいから得

意になるというのも真理だが、得意だから益々楽しくなるのもまた真理だ。いわゆるオタクと言われる人々

がある特定分野に精通する努力を惜しまないのは、この自己有能感で説明出来る。上司、組織が職員の自己

有能感にどのように働きかけるかがカギとなる。

９　モチベーションが下がる業務を減らす

組織とは面白いもので「自分で自分の首を絞める」仕事を作ってしまう。組織は本来個人単位でやった場

合の成果を超える成果を出すためのものだが、組織があると意思疎通のためのコミュニケーションコスト、

人と人との摩擦が起こす対人関係コスト、一箇所に集まるための移動コストなど様々なコストが増える。

それを相殺しても余りある成果を出すために自治体を含め業務の多くは組織で行うのであるが、相殺すると

実はマイナスではないかと思わざるを得ない場合もある。そんな感覚を覚える機会が多いのは、特に必ず成
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果があがるとは限らない企画部門や住民との接点がない間接部門だ。

マネジメントの仕方次第ではそんな業務でもモチベーションを高く出来るというのは一部真理だが、同時

にモチベーションが上がりやすい仕事とそうでない仕事があることもまた事実だ。

モチベーションが上がりにくい仕事の典型は、部内会議の準備だ。住民とは切り離され、セレモニー化さ

れ、担当者の裁量の余地は少なく、手続きは大変だ。有意義性、自律性、自己実現などモチベーションを引

き出す重要要素の多くがそこには存在しない。働き方改革で会議の多くは見直されているが、モチベーション

の観点からも厳しく見直すべきだ。

また、組織構造もモチベーションに影響をもたらす。上の職位階層が分厚く、意思決定に多くの時間と

エネルギーが費やされる組織はそれだけで下の階層の職員のモチベーションを下げる。意思決定プロセスに

おいて多くの幹部職員が個別の説明を求める。中には、意思決定ラインではないけど「聞いていない」と厳

しく糾弾するような幹部がいると、その者にも個別説明が必要となる。

政策立案にかけた時間の何倍もの時間を調整にかける。そして、その調整の本当の目的が原案を修正無く

組織決定にすることであるとすれば、「この仕事は何のため」とその意義に疑問を持つのも当然だ。会議の

席で自分より偉い人から意見を求められたりする場合に備え事前説明時に根掘り葉掘り質問責めをする人も

いる。しかも会議では、より良い意見を取り入れるという建設的な議論がされることはまずない。提案者も、

「出来るだけ修正意見が出ない」ことを目指す。

集団で仕事を行うマネジメントスタイルは基本的にモチベーションを上げる。しかし、上に厚い組織にお

ける職場ではひずみも生じる。集団でしか仕事をして来なかった幹部の中には、ラインポストから外れてス

タッフポストに就いても依然として集団で仕事しようとする。また、リーダーシップが期待されるポストに

就いても下から上げてきたものをひたすら叩く、詰めることでしか仕事ができない者もいる。ビジョンを示

すのがリーダーの筈だが、下にビジョンの案を作らせそれを叩く。部下に厳しく報連相を求め、部下を捕ま

えてはひたすら終わりのない議論をする。「一人では一切仕事が出来ない」幹部は、実はその行為が部下の

モチベーションを下げている場合があることに気づかず、それで自分の役割を果たしたと思ってしまう。

仕事のやり方と組織構造を見直し、モチベーションを下げる業務自体を減らす取り組みが必要だ。

10　モチベーションの正しい理解ととるべき施策

動機付けは大きく二つに分けられる。内発的動機付けと外発的動機付けの二つだ。内発的動機付けは、活

動が楽しくそれ自身が動機付けになっている場合を、一方外発的動機付けは、給与に差をつけるなど外部か

らなされた働きかけによって動機付けられる場合を言う。

自治体は給与総額が職員全体の働きと無関係に決まるなど外発的動機付けを施策に組み入れることは組織

構造上困難だが、仕事自体は有意義性の塊で民間企業に比べ内発的動機付けについてアドバンテージを持つ。

自分の組織の得意なところで勝負すれば良いのだが、専ら民間企業がやっているからという理由で導入され

た制度があり、それが自治体自ら自分で自分の首を絞めているものもある。

モチベーションを引き出すマネジメントとは、「マネジメントされているという意識を持たせず、内発的

動機付けを促すマネジメント」だ。人事当局にはモチベーションに対する正しい理解に基づく人事施策を、

そして上司には自分の存在がモチベーションを下げる最大要因とならないよう自分のマネジメント行動を

内省し学び続ける姿勢を持つことを希望して止まない。
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メンタルヘルス・プロモーション
― ポジティブな心を育てる ―

早稲田大学人間科学学術院 教授　竹中　晃二

近年、コンピューターや情報通信技術の発展によって仕事の効率が高まり、スマートフォンの普及のよう
にコミュニケーションの量や質も飛躍的に様変わりしました。街には音楽・ビジュアルなどの娯楽が溢れ、
私たちの生活はこれらの繁栄で満たされているように見えます。しかし、その一方で、自殺者や精神疾患患
者の割合が増加し、家庭では離婚も増えています。世の中の技術が進歩し、利便性や効率性を求めていくと、
皮肉にも、私たちの心が壊れやすくなっていきます。ものが溢れ、これからも大きく変わって行く社会にお
いて、私たちは心の安寧（心が平穏無事なこと）を求めてどのように生き、暮らしていけばよいでしょうか。

心が壊れていく例として、我が国における年間累計自殺者数に見ることができます。その数は、数年前と
比較してわずかに減少したものの、若い世代では依然として横ばい状態が続いています。自殺の背景として
考えられている精神疾患のうち約半数はうつ病であり、その数は増加傾向にあります。また、職域、地域お
よび学校において、休職や休学などに繋がるメンタルヘルス問題はいまや喫緊の課題となっているものの、
その対策はいまだ対症療法的な内容が中心で、予防やプロモーションについて言及している試みはわずかし
かありません。

メンタルヘルス問題に含まれる煩瑣（はんさ）極まることは、当人が気分の重さを訴え、周りの人も気が
つき、専門家に委ねられる段階では、すでに深刻な状態に陥っており、そこからの回復が思うように進まな
いことです。近年、職域ではストレスチェック制度の導入と合わせて、相談サービスや具体的対策も充実し
てきたものの、メンタルヘルスに関する対策は、依然として二次・三次予防が中心です。そのため、具体的
で効果が期待できる一次予防対策、また一次予防を超えてメンタルヘルスを良い状態に保つプロモーション
活動が求められます。本稿では、一次予防を超えるメンタルヘルス・プロモーションを中心に、私たちの実
践をご紹介します。

予防のためのヒント

重篤な精神疾患に至らないまでも、その前駆症状としての「気分の不調」があります。労働政策研究・研
修機構（2016）が実施した「第２回日本人の就業実態に関する総合調査」によれば、過去３年間に「落ち込
んだり、やる気が起きないなどのメンタルヘルス上の不調」を感じたことがあると回答した人は25.7%にの
ぼっています。そのうちの76.5%は「通院治療なしでも日常生活を送ることができる状態」と回答しています。
これらの回答者は、いわゆるメンタルヘルス問題を抱えているとは言えないものの、その予備群とみなすこ
とができ、現在の状態が継続すれば重篤なメンタルヘルス問題に発展する可能性が高くなります。そのため、
些
さ さ い

細な初期症状、例えば「何となく落ち込む」「やる気が起きない」などの心理的状態、すなわち「気分の不調」
を重篤な問題に繋がる前駆症状ととらえ、早い段階で対処する必要があり、ここに予防のヒントが隠されて
いるようです。つまり、日頃から自分の精神的な不調に敏感になっておくこと、特にわずかな「気分の不調」
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に気づき、対処する方策をあらかじめ準備しておくことです。日常生活において気分が左右されることは誰
でも経験していることで、そのことを踏まえつつ、気分転換の必要性を理解することが重要です。

予防を超えるプロモーション活動の重要性

メンタルヘルス問題の予防とは、将来のメンタルヘルス問題の発症数を減少させることを最終目標として、
特定のメンタルヘルス問題が確認される前に、メンタルヘルス問題の決定因（原因や先行要因）に対処を行
い、メンタルヘルス問題を最小にする介入です。一方、メンタルヘルス・プロモーションは、住民のポジティ
ブ・メンタルヘルス、すなわち生きがい、やりがい、充実感、幸福感などを増強することを最終目標として、
特定のメンタルヘルス問題が確認される前にポジティブ・メンタルヘルスの決定因に働きかけ、最適化する
介入です。Donovan & Anwar-McHenry（2015）の定義によれば、メンタルヘルス・プロモーションとは、

「コミュニティおよび人々の両者の対処能力を増強させることによって、またメンタルヘルスに影響を及ぼす
環境を改善することによって、メンタルヘルスとウェルビーイングを最大化するようにデザインされた介入」
とされ、その介入手法の重要性が強調されています。

諸外国では、前者の予防、すなわちメンタルヘルス問題に関わるネガティブ側面への対処とは別に、ポジ
ティブ・メンタルヘルスの強化に焦点を絞った積極的プロモーション活動が行われています。例えば、NHS 
Health Scotland は、positive steps for mental health （メンタルヘルスをよい状態に保つために行う、前向
きで積極的な手段・措置）と見なされている行動について、それらのエビデンスの強度を評定しています

（Friedli et al., 2007）。その中で、エビデンスが高い行動としては、身体を動かすこと、規則正しく食事を摂
取すること、飲酒量をほどほどにすること、新しいスキルを学ぶこと、創造的で精神的な活動を行うこと、
自分や相手を大切にすること、感じていることを人に話すこと、友人や家族と連絡を取り合うこと、他者の
世話をすること、社会的貢献を行うこと、人に援助を求めること、仕事と生活のバランスを取ること、自然
と接触すること、など日常生活で実施できる項目が挙げられ、これらメンタルヘルスを良好に保つために必
要な具体的行動を積極的に推奨しています。カナダにおいても同様の推奨が行われており、ポジティブ・メ
ンタルヘルスを構築する５要素として、（１）人生を楽しむ能力、（２）人生における挑戦的課題に対処する
能力、（３）情動的な安寧、（４）精神的価値、および（５）社会的つながり、と位置づけ、様々な情報ツー
ルを用いてこれらの行動を奨励しています。

西オーストラリアでは、以前からポジティブ・メンタルヘルスを強化するキャンペーン活動が積極的に行
われています。このキャンペーン活動は、Act-Belong-Commit Mentally Healthy West-Australian Campaign
と名付けられ、このキャンペーンで奨励された行動を人々がプロアクティブ（ものごとが起こる前に、先を
見越して、前もって）な形で、人々が意図的に実践できるように、またさまざまな下位集団の特徴に合わせ、
多様な情報ツールを用いて積極的に情報提供が行われています（https://www.actbelongcommit.org.au/）。

地域によって限らず、国レベルでも積極的なキャンペーン活動が行われています。例えば、アイルランド
においては、Little Thingsと名付けられたメンタルヘルス・プロモーション・キャンペーンが立ち上がりま
した（http://www.yourmentalhealth.ie/get-involved/littlethings-campaign/）。このLittle Thingsキャンペー
ンは、内容が単純ではありますが、私たちが日々の生活で行っている「メンタルヘルスを守る行動」を奨励
しています。それらの行動とは、活動的に過ごすこと、他者に自分の問題を話すこと、他の人に気を配ること、
グループ活動に参加すること、健康的な食事を摂ること、人と連絡を取り合うこと、飲酒量を少なくするこ
と、よく寝ること、の８つです。Little Thingsキャンペーンにおいて一貫した目的は、メンタルヘルスにつ
いて人々の態度や行動を変えることでした。それらは、人びとに対して、まず日々起こる困難なことは誰の
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人生にとっても普通の出来事であり、日常的な一部分でもあることに気づかせること、そして具合が悪いと
感じているとき、自分自身や他の人のためにできる支援があること、を理解させることです。 

以上のように、先進諸国では、専門的なメンタルヘルス・サービスにおいて精神疾患・障害を予防し、ま
た治療を試みている一方で、ポジティブ・メンタルヘルスの強化を目的とする行動実践を奨励するメンタル
ヘルス・プロモーション活動が積極的に実施されています。これらの試みは、共通して、ネガティブ側面の
低減に焦点を当てるのではなく、ポジティブ・メンタルヘルスの強化によってメンタルヘルス問題の予防を
捉えていることです。

私たちのメンタルヘルス・プロモーション「こころのABC活動」

私たちは、「こころのABC活動」と名付けたメンタルヘルス・プロモーションを開発し、普及を試みてい
ます。この活動は、東日本大震災発生後数年を経た焦燥感が深い学校において開始したものですが（竹中, 
2012; 2015）、今や成人から高齢者までをも対象としています。「こころのABC活動」におけるA、B、Cそれ
ぞれの活動は、ポジティブ・メンタルヘルスを得るための活動、すなわちメンタルヘルスの良好な人が行っ
ている活動に基づいています。調査対象者は、全国健康保険協会に所属し、中小企業の従業員に対して保健
指導を行っている保健師と管理栄養士 768 名であり、保健指導の対象となっている従業員について、（１）
メンタルヘルスのよい人の特徴や彼らが日頃行っている行動、および（２）メンタルヘルスの悪い人の特徴や
彼らが日頃行っている行動、について自由記述による回答を求めました。また、保健師や管理栄養士を通じ

 図 1　メンタルヘルス・プロモーション活動「こころの ABC 活動」
A：Act;　B：Belong;　 C： Challenge 
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て、事業所の上司にあたる人（94名）に対し、部下に関して同様の問いかけを行い、集計を行いました。そ
の後、修正不可能な内容を除き、メンタルヘルスのよい人が日常生活で実施している行動として、Act（身
体的、精神的、社会的な活動）、Belong（集団への所属や社会的活動）、および Challenge（ボランティア活
動や新規な活動の実施）、の３要素に集約しました（図１）。これらの結果は、諸外国で推奨している行動内
容とほぼ一致しています。なによりも普及啓発を目的として、人々が理解しやすい「語呂合わせ」としてA、
B、Cという形で示しています。また、地域において健康診査受診者 265 名を対象に行った質問紙調査にお
いても同様の結果を得ており、メンタルヘルス・プロモーションを強化する推奨行動 Act-Belong-Challenge
に集約し、それぞれの要素の中で具体的な行動を奨励しています。

「こころのABC活動」の理論的背景

「こころのABC活動」を開発するにあたっては、事前に従来から知られているいくつかの根拠も参考にし
ています。ひとつは、ポジティブ心理学の流れです。人々が持つ「強み」に注目し、それらを活用するとと
もに、人生のポジティブ要因に注目し、幸福感を得ようとする試みです。

２つ目は、近年、欧米で推奨されている「meaningful activity」、すなわち自分にとって役立つ活動、重要
と認めている活動、創造力を発揮できる活動、達成感が持てる活動、有能であるという感覚をもてる活動、
他者を援助する活動、喜びや楽しみを感じる活動、コントロール感を持てる活動、満足感を味わえる活動、
適切な量の挑戦活動を実践することでメンタルヘルスをよい状態に保とうとする考え方です。

３つ目は、近年、うつ病の治療に効果があるとされている行動活性化療法の考え方です（例えば、
Farrand, et al., 2007）。行動活性化療法では、その人が行う自発的な行動が「正の強化」をもたらし、その人
と環境との相互作用を改善する働きを行います。「正の強化」とは、その人が行動することでよいことが起こ
る、つまり行動すると報酬があるという「行動と報酬の組み合わせ」の数を増やしていくことです。「こころ
のABC活動」は、自分の好きなことを行うと「よいことがある」という報酬を導きやすくなります。

 図 2　 「こころの ABC 活動」普及啓発のためのポスター、冊子、リーフレット
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「こころのABC活動」ブランド の普及啓発活動

メンタルヘルス・プロモーションにとって、その普及啓発は人々がABC活動を実践し、ポジティブ・メン
タルヘルスを実感してもらうために極めて重要な課題です。「こころのABC活動」では、ポジティブな行動
の実践を推奨し、プロアクティブに人々の意識にのぼらせることを重要視しています。普及啓発活動を行う
にあたっては、単にメンタルヘルス・プロモーションを強化する行動を推奨するだけにとどまらず、いかに
効果的なプロモーション活動を行えるか、そしてそのプロモーション活動が実際に人々の知識、態度、およ
び行動に影響を与えるかを意図して情報提供を行っています。すなわち、メンタルヘルスをよい状態に整え
るために行うべき行動についての情報をいかに多くの人々に届けることができるのか、さらに届けられた情
報によって受け手側の知識を増加させ、態度を変え、「できる」という見込み感（セルフ・エフィカシー）を
高め、実際の行動の採択に結びつけさせることを目的としています。

その普及啓発活動としては、ソーシャルマーケティングの中でもブランディングの手法を使用し、意図的
な戦略をもって普及啓発活動を行っています。ソーシャルマーケティングとは、従来型の製品・接客マーケ
ティングを修正した用語であり、行動を理解するためのモデルではなく、健康関連行動において変化を起こ
させるために使用する一連の手続き（包括的介入）であり、行動変容に影響を及ぼすために行う計画的過程
です。コマーシャルマーケティングにおけるブランドは、売り手、あるいは売り手のグループの品物、ある
いはサービスの質を際立たせ（identify）、同業や競争相手と内容の違いを見せる（differentiate）ことを意図

 図 3　 e ラーニング教材
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し、名称、用語、シンボル、デザイン、およびそれらを組み合わせることです。健康づくりなど公衆衛生に
おけるブランドでは、認知度を高めるために、キャンペーンに応じて特定のロゴ、スローガンを開発し、そ
れらがキャンペーンの内容を表していることを周知させ、資料には一貫して同じ内容を共有する、また内容
を的確に伝えるために、特定の行動を推奨するメッセージをいれ、対象となる人たちの心にそのブランドが
どのように認識されるかを考えます。「こころのABC活動」の普及啓発に際しては、図２および図３に示す
ように、冊子・リーフレットの配布、動画配信、eラーニングなど、職域および地域で活用できるツールを
用いています。

最後に 

近年、自殺予防やメンタルヘルス対策については、相談サービスや具体的対策も充実してきたものの、依
然として二次・三次予防が中心です。そのため、具体的で効果が期待できる予防対策が求められていること
は言うまでもありません。「こころのABC活動」をはじめとするメンタルヘルス・プロモーションは、ポジ
ティブ・メンタルヘルスを強化し、まさにメンタルヘルス問題の一次予防を超える活動として期待されてい
ます。現在、メンタルヘルス・プロモーション「こころのABC活動」の効果検証については、普及・啓発も
含めて、様々な取り組みを行っています。「こころのABC活動」に関しては、以下のURLをご覧いただき、
ご興味ある組織・団体はぜひご連絡ください。

早稲田大学応用健康科学研究室ホームページ：http://takenaka-waseda.jp/
連絡先：takenaka＠waseda.jp

「こころのABC活動」についての詳しい情報：
http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/opinion/society_170619.html
https://www.waseda.jp/inst/weekly/feature/2016/11/04/18673/
https://www.waseda.jp/inst/weekly/feature/2016/10/31/18298/
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私のモチベーション・マネジメント

足立区教育長　定野　司

１　仕事の成果＝能力×モチベーション（やる気）

産業心理学者のローラーは、仕事の成果を能力とモチベーション（やる気）の積で表しました。つまり、
個個人の能力に大きな差がなければ（私は差が無いと思っていますので）、仕事の成果はモチベーションの
大小（高低）で決まります。

あなたもご存知ですね。調子に乗っているとき、そうでないとき、仕事が捗
はかど

る、捗
はかど

らない。
ところで、あなたはどんな「夢」をお持ちですか？
モチベーションを高く保ち、仕事を効率よく仕上げることができれば、あなたの大切な時間を仕事ではな

く、あなたの夢の実現のために使うことができます。今年７月、「働き方改革を推進するための関係法律の整
備に関する法律」が成立しました。しかし、あなたの働き方を法律で変えることなどできません。あなたの
働き方を変えることができるのは、あなた自身だけだからです。

本稿では、あなたのモチベーションを上げる方法をいくつかご紹介します。しかし、読んだだけでモチベー
ションを上げることはできません。簡単なことで構いません。ひとつ実践してみましょう。行動を起こすと
脳内にある「やる気」スイッチがオンになることが、最新の脳科学の研究で分かっています。
「やる気」は行動の結果であり、原因ではないからです。

２　サザエさん症候群（日曜日の憂鬱
うつ

を吹き飛ばす）

日曜日の夜、明日から一週間が始まると思うと憂鬱
うつ

になる（モチベーションが下がる）ことはありません
か？こんな症状を、「サザエさん症候群」と呼びます。「サザエさん」の名が付いたのは、「サザエさん」が日
曜日の終焉

えん

を告げる、誰でも知っているテレビ番組だからです。
小学生のころ、私はこの病を「さよなら病」と呼んでいました。日曜洋画劇場（テレビ番組）のエンディ

ングに、映画評論家 故淀川長治氏の解説と次週予告があり、「それでは皆さん、来週までごきげんよう、さ
ようなら。さよなら、さよなら・・・」と手を振ると、「So In Love」の悲しい調べが流れます。私はこれが
たまらなく苦痛で、きっと自分は来週まで生きていられないだろうと妄想してしまうので、「さよなら」の前
に、必ずテレビのスイッチを切っていました。

この「さよなら病」は午後11時に発症しましたが、「サザエさん症候群」は午後７時に発症するので、もっ
と深刻です。この「さよなら病」を克服するため、私が小学生の時から1998年に淀川長治氏が亡くなられた
後もなお、現在まで励行しているルールがあります。　
（１）土曜日に朝寝坊しない

休日への入り方はとても重要です。ですから、金曜日に深酒しない。そして、休日は悔いの残らない
よう、とびっきり楽しく過ごします。

（２）月曜日に楽しいことをつくる
休日への入り方が重要なら、休日からの出方はもっと重要です。私は、月曜日に楽しい仕事や飲み会
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（楽しいイベント）を入れることにしています。「家に帰るのが楽しい」ですって？「楽しいイベント」
に制限はありません。どうぞ、ご自由に選んでください。

（３）楽しい休日を想像する
次の休日、その次の休日に楽しいイベントを企画し、想像しながら寝る。楽しすぎて、くれぐれも夜

更かししないよう、注意してください。
（４）ルーチン（儀式）を使って「やる気」スイッチをオンにする

月曜日の朝、起きたら仕事のことは考えず、顔を洗うとか、朝食を食べて歯を磨くなど、いつもやっ
ていることを、いつもどおり、ひとつずつやって玄関から出る。これをルーチン（儀式）と呼びます。
ひととおり儀式が終ると、「やる気」スイッチがオンになります。

３　レジリエンス（心のバランスシートをつくる）

モチベーションの維持に不可欠なレジリエンスとは、ストレスと同じ物理学用語です。ストレスが外から
加わる力による歪

ゆが

みなのに対し、レジリエンスは外から加わる力を跳ね返す力です。ゴムボールを指で押す
とへこみますが、指を離せばボールは元の形に戻ります。この元に戻す力がレジリエンスです。

同じストレスを受けても、レジリエンスが低く落ち込みやすい、なかなか立ち直れない人がいる一方、
レジリエンスが高く心が折れにくい、失敗してもそれは成長の証だと肯定的、楽観的にとらえられる人が
います。その違いは先天的なものではなく、様々な経験の中で習得されるものだと言われています。

究極のストレスを体験した人の話をしましょう。それは、子供のころ読んだ「ロビンソン・クルーソー」
（ダニエル・デフォー作）です。私の一番のお気に入りは、主人公のクルーソーが道具を作り、家を建て、
畑を耕し、家畜を飼い、創意工夫、試行錯誤を重ねながら自給自足するところです。生還する夢を諦

あきら

めず、
嵐や地震に遭っても、常に前向きに突き進む「生きる力」に、心揺さぶられました。しかし、無人島にひと
り漂着し、生きる希望さえ失くしてしまいそうな逆境を、クルーソーはどうやって乗り越えることができた
のでしょうか？

その答えは、心のバランスシート（貸借対照表）にありました。
クルーソーは自分に降りかかる Evil（不幸）をバランスシートの借方に並べ、これに対する Good（幸せ）

を貸方に書き出したのです。以下は、その一部です。

Evil Good
恐ろしい孤島に漂着し、救い出される望みがない。 しかし、他の連中は溺れ死んだのに、私は生きている。

着るものがない。 しかし、ここの気候は暑いので、衣服など必要ない。

全世界から私だけが引き離され、みじめだ。
しかし、乗組員の中で私ひとりだけが死を免れた。
私を奇蹟的に助けてくれた神は、私を救い出すこと
もできるはずだ。

クルーソーは、このバランスシートを後世に残すためにではなく、毎日のように思い悩む自分の心を開放
し、悩みを軽くするために書いたと言っています。そして、どんな逆境にあっても、必ず自分の心を励まし
てくれるものがある。幸不幸の勘定は、結局、貸方（幸）に分がある。落胆しても、それ以上、上手に自分
を慰めることができるようになれた、と言っているのです。

クルーソーは、これを難破船から運び出したペンと、インクと、紙を使って書きました。そして、これら
を食糧や武器と同じか、それ以上に役立ったと言っています。きっと、自分自身と対話し、逆境を乗り越え
るための大切な道具になったからでしょう。私も試しに書いてみました。
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不　幸 幸　せ
彼女に失恋した。 しかし、世の中には彼女以外の女性がいくらでもいる。

仕事で取り返しのつかないミスをした。
しかし、どんなに悩んでも取り返すことはできない。
ミスを拡大しないようにしよう。あるいは、次の仕
事で取り返そう。

部下（上司）が私の言うことを聞いてくれない。
しかし、私の思い通りではないが、仕事は滞りなく
進んでいる。

「柳の枝に雪折れなし」という、ことわざがあります。柳の枝は柔軟で、どんなに雪が降っても折れること
はありません。雪の重みを、「しなやかに」やりすごすのです。これに対して、堅い木は雪の重みで枝が折れ
てしまうことがあります。人間の心も同じで、柳のようにしなやかに、やりすごす柔軟さが大切なのです。
もし、あなたが、ストレスが原因でモチベーションが下がっているのなら、心のバランスシートの作成をお
勧めします。

４　リフレーミング（見方、考え方を180度変える）

突然、急な会議が設定され、明日までに資料を作成しなければなりません。これを、「もう一日しかない」
と考えるか、「まだ一日ある」と考えるか。事実を変えることはできませんが、意味付け、受け止め方は180度、
変えることができます。これを「リフレーミング」と言います。
（１）仕事の受け止め方を変える

仕事の受け止め方を変えると、仕事に対するモチベーションを上げることができます。モチベーション
が上がると仕事の質も上がります。先の例で、「もう一日しかない」と考え、一日ではできない理由や、
言い訳ばかり並べ立てても、翌日の会議は進展しないばかりか、仕事の評価はもちろん、あなたの評価
も下がるだけです。禍は大きくなってしまいます。

反対に、「まだ一日ある」と考え、一日でできることを目標に定め精一杯努力すれば、翌日の会議で
「一日で、よくここまでできたものだ」と褒められるかもしれません。そうなれば、仕事の評価も、
あなたの評価も上がるはずです。運悪く失敗しても「失敗は成功の元」、禍は転じて福になります。

（２）自分や他人の見方を変える
あなたが、あなた自身の見方を変えれば、あなたの短所を長所に変えることができます。飽きっぽい

⇒切り替えが早い、空気が読めない⇒マイペース、落ち着きがない⇒好奇心旺盛、意地っ張り⇒意志が
強い、執念深い⇒根性がある、主体性がない⇒協調性がある、心配性⇒気配り上手など・・

あなたの中に、いい所がいっぱいあることが分かるでしょう。さらに、リフレーミングを使えば、他
人の欠点を利点に変えることだってできるのです。

（３）考え方や見せ方を変える
私たちは物事の良し悪しを自分の持つ基準と比較し判断しています。この習性を利用して、物事の伝

え方や見せ方を変えると、悪いものを良く見せたり、良いものを悪く見せたりすることができます。
数年前、私は網膜剥離を患い手術を受けました。手術前にＡ病院の医師は、「手術の成功率は95％で

す」と説明しました。Ｂ病院の医師は、「剥離の再発率は５％です」と説明しました。どちらも同じ確
率なのに、受ける印象は全く違います。私は両眼を手術したので、Ｂ病院のケースでは、再発率５＋５
＝10％（正確には9.75％）と、失明の恐怖を数字にしてしまったほどです。

今、あなたのそばに仕事で悩んでいる人がいたら、こう声を掛けてあげてください。
「仕事のできる人は悩みも多いものですよ」
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５　組織の成功循環モデル（関係の質を改善して組織のモチベーションを上げる）

組織には、高めなければならない４つの
「質」があります。これは、「組織の成功循
環モデル」といって、マサチューセッツ工
科大学のダニエル･キム教授が提唱したも
のです。

早く結果を出したい上司は、「結果の質」
の前の「行動の質」を高めようと、自ら先
頭に立って職員を鼓舞し、発破をかけ、「い
つまでに○○を！」とノルマを課し、頑張
ります。

そうすると、「これまで何の問題なくやっ
てきたのに、どうして？」、「自分のペース
で仕事したいのに」という反発が起きます。
職員の納得を得ないで、これまでにない
ノルマをかけると、「やりたいことができない」と職員は不満に思うのです。

こうして、やりたいことができない状態が続くと、職員は「上司に言われたことだけやる」という「指示
待ち職員」になります。上司が言っても、「無理です」、「できません」と思考停止状態となり、循環モデルの

「行動の質」の前の「思考の質」が悪化するのです。
やがて、上司に言われたことの一部しかできず、やらず、「これは私の仕事ではありません」、「○○さんの

仕事です」と仕事を押し付けあうようになり、職員間の「関係の質」が悪化します。このような状況で成果
が上がるはずはなく、結局、「結果の質」も悪化してしまうのです。

さらに、思うように結果が出ないために、上司が「行動の質」を高めようとすれば、「思考の質」はますま
す低下し、「関係の質」も悪化、「結果の質」は出なくなります。これを「組織の成功循環モデル」のバッド
サイクルと呼びます。図の矢印とは正反対のサイクルです。
「結果の質」を求めるなら「関係の質」を高めよ。これが「組織の成功循環モデル」の結論です。
上司と職員、職員間で良好な人間関係や信頼関係を築くことができれば、「関係の質」が高まり、組織や仕

事の中の課題に気付き、それを突破するアイデアが生まれます。こうした「思考の質」が高まれば、アイデ
アを実現しようという前向きな行動につながって、「行動の質」を高め、大きな成果が得られる。すなわち、

「結果の質」が高くなるというわけです。成果が上がれば上司と職員、職員間に信頼関係が生まれ、「もっと
やってやろう」と主体的、自発的な行動が起き、さらに大きな成果が得られます。これを「組織の成功循環
モデル」のグッドサイクルと呼びます。図の矢印のサイクルです。

私は、この「組織の成功循環モデル」を役所の管理職研修で知りました。管理職研修と言えば、「役に立た
ない」、「時間の無駄」、さもなければ「よく眠れた」と、研修担当者泣かせの酷評が普通ですが、みなさんが
受講されている研修はいかがでしょうか？

地公法に「職員には勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならない」
との定めがあります。しかし、いくら研修を与えられても「もの」にできなければ何にもなりません。

研修は、研究と修養とに分解できます。
研修で与えられた課題について、真剣に調べ、考えてみましたか？
研修で明らかにした事実や理論を、仕事や人生、人格形成に役立てようとしていますか？
この２つができれば、どんなつまらない研修も楽しくなります。お試しください。

 

  

 

結果の質

関係の質

行動の質

思考の質
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特  集 職員のモチベーション向上のために

６　モチベーションを上げる３つの裏技

さて、ここでモチベーションを上げる私の裏技をご紹介しましょう。
（１）自分を活かし、残す

私は事務仕事なので技術系の方と違って、
学校をつくった、公園をつくったなど、仕事の
成果を直接目にすることができません。そこで、
仕事で使ったリーフレットやチラシ、新聞の
切り抜きなど「仕事の証」を保存して仕事を

「見える化」することにしています。具体的に
は百均で買ったクリアファイルに「仕事の証」
を放り込んでいます。40年間で段ボール３箱
分。普段はごみ扱いされていますが、つまずい
たとき、悩んだとき、この段ボールに詰まった成果を見ると、「これだけやってきたんだ、まだまだやれ
るさ」と、失いかけた自信を取り戻すことができるのです。

昔、「滅私奉公」という公務員を象徴する言葉がありました。私は公務員という稼業から足を洗えない
と悟ったとき、これを「活私奉公」に改めることにしました。「活私奉公」で仕事を自分に活かそうとす
ると、どんな仕事にも意味や意義のあることが分かります。「活私奉公」で自分を仕事に活かそうとする
と、自分の長所や短所、能力まで分かるのです。

（２）低い理想と早い妥協
仕事には必ず締め切りがあります。いくらいい仕事をしても締め切りに間に合わなければ零点です。

同時に、仕事には及第点があります。パワーポイントの作成のように、どれだけ時間を費やしても終わ
りのない仕事があります。パワーポイントは要領よく、上手に、それなりに説明できればいいのです。
華美な創作はかえって話の焦点をぼやかしてしまうことがあります。理想は低く、早く妥協することが
仕事を先へ進める秘訣

けつ

です。
（３）仕事は好きな順にやる

本稿の冒頭で述べたように、「やる気」は行動の結果であり、原因ではありません。嫌いな仕事から始
めれば、なかなか「やる気」スイッチが入らず、無駄な時間を費やすことになります。そこで、仕事は
好きな順にやるのが私流です。もっとも、これに異を唱える人がいます。「好きな順にやったら嫌いな仕
事が残ってしまう！」いいえ、大丈夫です。仕事には締め切りがあるので必ず終わります。そして、締
め切り間際に人間の能力は最大化するのです。子供たちの夏休みの宿題と同じです。

７　三人のレンガ職人の話（目的を持って働く）

【一番目の職人】一人の男が道端でレンガを積んでいました。旅人は尋ねました。
「何をしてるんですか？」「レンガ積みだよ。」「大変ですね。」
「そうだよ。でも、この仕事のおかげで俺は家族を養っていけるんだ。」
  旅人は、その男に慰めの言葉を残して、歩き続けました。

【二番目の職人】別の男がせっせとレンガを積んでいました。旅人は尋ねました。
「何をしてるんですか？」「大きな塀を作っているんだ。」「大変ですね。」
「いいや、俺は世界一の技術を持ったレンガ職人を目指しているんだ。」
旅人は、その男に励ましの言葉を残して、歩き続けました。

【三番目の職人】別の男が楽しそうにレンガを積んでいました。旅人は尋ねました。
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私のモチベーション・マネジメント PART3
「何をしてるんですか？」「教会を建てているんだ。」「大変ですね。」
「とんでもない。教会を建てて人の心を癒

いや

し、多くの人を救うんだ。」
旅人は、その男にお礼の言葉を残して、歩き続けました。
レンガを積むという同じ仕事をしていても、仕事の意義・目的をどう考えるかによって、仕事に取り組む

姿勢（モチベーション）は違ってきます。姿勢が違えば仕事の成果も違います。
一番目の職人は生活費を稼ぐためにレンガを積むという「行為」を行っているにすぎません。生活費を稼

ぐという目標はありますが、レンガ積みの仕事でなくても目標は達成できます。二番目の職人は塀を作ると
いう「目標」を、三番目の職人は教会を造って多くの人を救うという「目的」を持っています。

もちろん、三番目の職人のモチベーションが一番高く、理想的には組織全員が三番目の職人のようであっ
てほしいところです。しかし、実際には一番目、二番目の職人が存在します。どうしたら、彼らを三番目の
職人にすることができるでしょう？

答えは、あなた自身が三番目の職人になることです。いま取り組んでいる事業、取り組もうとしている事
業の価値、理念、将来像、ビジョンといったものを明確にし、それらを周囲の職員に語ることです。あなた
のモチベーションが上がれば、一番目、二番目の職員のモチベーションも必ず上がります。

問題なのは、一番目の職人ではなく二番目の職人です。二番目の職人のモチベーションが三番目の職人に
負けないくらい高いことがあります。これは、レンガを積むために高度な技術が必要であり、その技術で組
織や社会に貢献することができるからです。しかし、「技術の習得」自体が目的化され、それだけにやりがい
や達成感を感じてしまったら、組織の本当の目的が達成されない恐れがあります。

あなたの周りに法律や規則を振りかざしている職員はいませんか？法律を守ることを目的にするのは二番
目の職人です。三番目の職人は“法律を使って”住民を守り、住民を幸せにすることを目的とします。二番
目の職人が増えると、組織全体の目的が見えなくなってしまうので注意が必要です。

さて、最後までお読みいただき、ありがとうございました。そろそろ、夕食の時間です。
腕のいい職人のいる料理店と、居心地のいい料理店があります。
あなたなら、どちらの料理店を選びますか？
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船橋市

「書かない窓口」～住所変
更手続きを「かんたん」「正
確に」「わかりやすく」～

市民生活部戸籍住民課

１．事業の概要

全国に取り組みが広がりつつある「申請書作
成支援」を、住民異動届とその関連手続きに適
用しました。特徴は「かんたん」「正確に」「わ
かりやすく」。住民異動届は書かずに「かんた
ん」に、関連手続きをナビゲーション機能で「正
確に」特定し、伝えることが難しいご案内を案
内書で「わかりやすく」行います。

２．経緯及び背景

住民基本台帳事務を所掌する戸籍住民課にお
いては、マイナンバー制度の開始によって業務
量が著しく増加し、窓口における確認や案内は
より煩雑なものとなりました。また、非常勤職
員を中心とした窓口体制の中で、エスカレー
ションや手戻りが生じており、受付時間の短縮
や業務の効率化が課題となっていました。

そこで、職員の負荷を軽減し、かつ市民に優
しい窓口を目指して、申請書作成負担の軽減、
関連手続きの正確な特定、ヒアリング内容の証
跡化、わかりやすい案内書の作成について、ナ
ビゲーション機能付き窓口支援システムを活用
して実現することとしました。

３．事業を実施して得られた効果

約１ヵ月間の実証実験の中で、以下の効果が
得られました。

①　窓口滞在時間の削減
マイナンバーカードなし

45.2分→40.9分（－4.3分）
マイナンバーカードあり

45.2分→37.9分（－7.3分）

②　手戻りの削減
１週間で発生した手戻り38件中、ナビ

ゲーション機能で解消できる項目が18件 
→手戻りを約47％削減可能

③　住民満足度の向上
満足～不満の５段階評価で、満足＋や

や満足の合計が95％
前年度実施した全庁窓口アンケートの
90.9％を上回る評価

④　案内の充実
従来は申請者から申し出がなければ案内

できなかった関連手続き（特別児童扶養手
当・療育手帳・身体障害者手帳・小児慢
性・養育医療・育成医療）の案内が可能と
なりました。また、案内はしていたが案内
漏れが多かった関連手続きについても確実
に案内することが可能となりました。

４．事業実施に当たって苦労した点

関連手続きの申請書を戸籍住民課で渡すの
か、それとも担当課へ誘導しさらに深掘りして
から対象者を特定するのかを判断するため、担
当課ヒアリングを最大４回行う必要がありまし
た。同様に、関連手続きを特定するための質問
内容・文言等についても、担当課と複数回のヒ
アリングが必要でした。

申請書を「書かない」という従来と異なる受
付形態となるため、実際にオペレーションを行
う窓口職員の不安・要望等をこまめに吸い上げ
解決していきました。
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５．今後の予定・構想

現在は「転入」「転出」「転居」を対象として
いますが、住民異動で残る「世帯変更」につい
ても「書かない窓口」を適用し、全ての住民異
動届について作成支援を行う予定です。また、
件数の多い証明窓口の「書かない窓口化」も検

討しています。今後も、市民サービスの向上や
職員負担の軽減を目指し、窓口の業務改革に取
り組んでいきたいと思います。

◀住民異動届と関連手続きの申請書

▼モニターを共有して行うヒアリングの様子

【問い合わせ】
市民生活部　戸籍住民課　☎047-436-2273
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地域情報

君津市

被災体験型防災訓練「君
津キャンプ」を開催しま
した。

総務部危機管理課

＜開催の経緯・背景＞

君津市で行われている防災訓練は、自治会等
の主催事業では２～３時間、市の訓練でも午前
または午後の半日で実施するものが恒例で、参
加者は、どちらかというと主催者の指示に基づ
き行動する、受け身型の訓練となってしまい、自
ら考え、動くという訓練ではありませんでした。

そこで、これまでの防災訓練とは趣を変え、
熊本地震等の避難状況を踏まえ、君津市で実際
に起こりうる災害時の課題をクリアしていくた
め、被災者が自ら考える市民参加型訓練の実施
を検討しました。

訓練の内容については、被災後72時間の自分
を守るための行動に焦点をあてた宿泊型の防災
訓練「ＳＨＩＢＵＹＡ　ＣＡＭＰ」を実施して
いる一般社団法人Project72の訓練プログラム
が、有意義と思われることから、同団体と協議
を重ね実施に至りました。

＜君津キャンプの特徴・内容＞

「君津キャンプ」の特徴は、宿泊型訓練であ
ることです。会場となった市民体育館小体育室
を仮想の避難所として宿泊するコースのほか、
君津市は市域も広く、多くの方が車で避難所ま
で移動することが予想されることから、車中泊
も体験できることとしました。（起こり得る事
例の体験のためであり、車での避難生活を推奨
するものではありません。）

訓練は宿泊を伴うことから、参加者の体調も
考慮し、夜間も比較的過ごしやすいと思われる
５月中旬の16時から翌日９時と設定し、インス
トラクターによる自助講座やゲーム感覚での情
報伝達訓練、消防署救急隊による応急手当の指
導、理学療法士によるエコノミークラス症候群
予防体操等を実施しました。

また、君津市ではドローンを活用した「災害
時等における無人航空機による協力に関する協
定」を締結していますが、今回、協定を締結し
た事業者が超高感度機能と遠赤外線機能の両方
を備えたドローン搭載型カメラを開発したとい
うことで、日本初の試験飛行を行うこととしま
した。

試験飛行は、夜間における人命救助（負傷者
捜索）を想定し、暗闇の敷地内を上空から捜索
したところ、夜間でも鮮明な映像で負傷者を発
見することができ、今後、実際の被災現場での
活用が期待されます。

＜参加者の感想と今後の課題＞

参加者からは、「被災直後の自助の重要性を
学ぶことができた。」「避難所や車中泊を体験し
たことで、実際の避難生活がイメージできた。」

「情報伝達の難しさが理解できた。」等の感想の
ほか、「もっとハードな訓練でもよかった。」と
の意見も頂きました。ちなみに、全員が「参加
してよかった。」と、アンケートに回答してく
れたので、ホッとしました・・。

参加は一般募集とし、事前に様々な周知を
行ったつもりでしたが、宿泊型ということもあ
り、なかなか浸透せず、参加者も当初見込ん
でいた数に達しませんでした。ただ、今回、わ
ざわざ習志野市から参加してくださったご家族

（ご夫婦と２歳の女の子）もおり、関心を持つ方
が多く居られることに間違いはありませんので、
次回は募集方法を工夫してみたいと思います。
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また、初めての試みであったため、どこまで
のリアリティー感を求めるべきか悩みました。
例としては、トイレは会場の水洗トイレを普通
に使用しましたが、仮設トイレを体験してもら
うべきであったか、食事も自由食としたため、
近くのコンビニでお弁当を買ってくる方もいた
が、炊き出しや非常食に限定するべきであった
か等、参加者の意見や私達の動員体制を考慮し

つつ、次回に向けての検討課題とします。
【君津市ではドローンによる空撮映像で、これ
までと違った視点から本市の魅力を伝える「き
みつ公式プロモーション動画」をホームページ
等で公開していますので、ぜひご覧ください。】

【問い合わせ】
総務部危機管理課　☎0439-56-1290

◀体育館の避難所の様子

▼車中泊場所の様子

◀自助講座の様子



24 クリエイティブ房総　第96号

地域情報

柏市

「脱いじめ傍観者教育」及
び匿名報告相談アプリ「Ｓ
ＴＯＰ it」の取り組み

教育委員会児童生徒課

子ども達のコミュニケーション手段の変化に伴
い、文部科学省でもＳＮＳでのいじめ相談につい
て検討がなされ、「ＳＮＳ等を活用した相談体制の
構築に関する当面の考え方（文部科学省　平成30
年３月28日）」が最終報告された。それによると、

「スマートフォンの普及等に伴い、最近の若年層
の用いるコミュニケーション手段においては、Ｓ
ＮＳが圧倒的な割合を占めるようになっている。
加えて、先般の神奈川県座間市におけるＳＮＳを
利用した高校生３人を含む９人の方が殺害された
残忍な事件を受け、ネットを通じて自殺願望を発
信する若者が適切な相談相手にアクセスできるよ
う、これまでの取り組みの早急な見直しが求めら
れており、ＳＮＳ等を活用した相談体制の構築が
喫緊の課題となっている。」とされている。

柏市教育委員会はこれまで「柏市いじめ防止基
本方針」の定期的な見直しや改訂、性的少数者（Ｌ
ＧＢＴなど）の児童・生徒に対する理解を深める
ための研修に取り組む等、精力的にいじめ防止対
策に取り組んできた。また産官学連携によるいじ
め防止対策事業を推進しており、国立大学法人千
葉大学教育学部、敬愛大学国際学部、ＮＰＯ法人
企業教育研究会、ストップイットジャパン（株）
とともに、「考え、議論する道徳」としても活用
できる脱いじめ傍観者教育の授業開発を進めてき
た。そして平成29年度より、ネットいじめの早期
発見と抑止力を生み出すための新たな手立てとし
て、傍観者の視点に立ち、ネットいじめを許容し
ない集団の雰囲気を醸成するための授業「私たち

の選択肢」を市内全中学校１年生の学級で実施す
るとともに、全国の自治体として初めて、ＳＮＳ
による匿名報告・相談アプリ「ＳＴＯＰit（ストッ
プイット）」を導入した。

ＳＴＯＰit（ストップイット）については、相
談件数が電話やメールに比べ激増していることか
ら、これまで相談することができなかった中学生
の悩みを掘り起こすことができたと考えられ、中
学生のニーズに合った新しい相談窓口としての有
効性が確認できる。いじめの態様のうち、「パソコ
ンや携帯電話で嫌なことをされる」の項目が32％
減少していることから、早期発見に加え、抑止効
果にもつながると考えられる。

当初、いじめの匿名報告相談アプリとしてス
タートしたが、相談内容は部活動、ネットトラブ
ル、教職員の指導、家族について等多岐にわたっ
ており、今後はＬＧＢＴや虐待、自殺企図等子ど
も達の様々な悩みに対応していきたいと考える。
アプリの配付だけでなく、授業を実施することで、
正しいＳＯＳの出し方に関する教育を推進してい
きたい。

課題としては、相談員の確保が最重点である。
今後相談件数がさらに増加した場合、現在の体制
維持は難しい。さらにＷＥＢカウンセリングにつ
いては運用が始まったばかりであり、研修や資格
等についての体制整備が必要であろう。また小学
校における携帯・スマートフォンの所持率の増加
を考え、小学校段階での導入も検討している。

【問い合わせ】
教育委員会　児童生徒課　☎04-7191-7210
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愛媛県西
せ い よ

予市

Ｃｈａｎｇｅ　せいよ！
～働き方改革は、

オフィス改革から～

総務企画部政策推進課

１．オフィス改革の取組経緯
多くの地方自治体が抱える人口減少とそれに伴

う財政問題はここ西予市でも切実であり、同規模
の自治体と比較すると職員数の多さが課題となっ
ていました。つまり、人口減による職員減以上に
職員を減らさなくてはならないような状況にあり
ました。

人は減ってもなかなか仕事が減るわけではな
く、多様化する市民へのサービスは維持しなけれ
ばならないため、市をより魅力的にするイノベー
ションを生み出すことや職員の意識改革を行うと
ともに、従来の働き方を見直していくことが解決
に向けた糸口になるのではと考えたのです。

２．産学官の連携協定
平成27年３月、庁舎４階をモデルとしたオフィ

ス改革がスタートしたわけですが、初めのうちは
予算をかけず自分たちの手でできることから進め
ました。

しかし、自分たちだけで進めるには限界を感じ
る中、ご縁により平成28年４月、京都工芸繊維大
学 仲隆介教授、東洋大学 戸梶亜紀彦教授、（株）
オープン・エー代表の馬場正尊氏と西予市の４者
で「オフィス改革に係る産学官連携・協力協定」
を締結しました。

協定締結により、オフィス改革の目的、今後の
取組み等について意識共有を図るなど、専門家な
らではの視点からそれぞれ協力していただきまし
た。職員を選出して実施したワークショップでは、
市役所の現状と理想から自分たちが望む働き方を
整理し、空間へつなげる中で、「Changeせいよ！
－挑む・繋がる・楽しむ－」というオフィス作り
のコンセプトが生まれました。

３．多様な空間の創出
平成30年11月、新たに誕生したオフィスには、

無線ＬＡＮ環境が整備され、「チーム」、「コラボ」、
「集中」、「ウェルカム」、「プレイ（リフレッシュ）」
の５つのモードのスペースを設置しています。職
員は、その日の仕事にあわせて自分が一番やりや
すい場所で仕事ができるようになりました。

例えば、「チーム」は、各課の拠点となる場所。
「コラボ」は、個人作業、打合せなどのチームワー
ク、どちらでも好きに使用できる場所。「集中」は、
資料の作成など個人で集中して作業ができる場
所。「ウェルカム」は、市民や業者等の接客・打
合せを行うことができる場所。「プレイ（リフレッ
シュ）」は、木材を多用し、気分転換をかねた休
憩・飲食のほか、業務の打合せなども自由に行え
る場所となっています。

 ４．オフィス改革による効果
オフィス改革によるレイアウト変更の前後に

は、京都工芸繊維大学仲研究室の学生が職員の観
察調査やアンケート調査を実施して、効果を測定
してくれました。観察調査では、職員同士の会話
回数が２倍以上になり、課を超えたコミュニケー
ションも増加しているという結果が出ています。
こうしたコミュニケーションの増加により、価値
のある情報を得る機会が増えたと感じる職員も全
体の７割に及びました。

さらに、意識の面でも変化が見られ、以前は「達
成感」「同僚への貢献」「社会的評価」といったこ
とに仕事のやりがいを感じていましたが、改革後
の調査では、「社会への貢献」や「自己の成長」
という項目において、相関関係が見られるように
なっています。これは、ワークショップなどを通
じて職員が議論を重ねた結果であり、職員の意識
がより自律的に仕事に向き合うように変化したこ
との表れではないかと思います。

５．今後の展望と課題
今後も人口減少は進み、それに伴い職員数も減

少することが予想されます。少ない人数でも市民
サービスを低下させないよう、より効率的な業務、
より魅力的な事業の推進が求められています。そ
のような情勢に柔軟に対応していくためにも、職
員一人ひとりに合った多様な場を作り、仕事に
あった場所で楽しく仕事をする、そんな行政に変
わっていかなければならないと思います。

これからも、職員・市民とのコミュニケーショ
ンを活性化させ、業務効率・スピードアップを図
りながら、市民サービスの質向上・市の魅力向上
のためにできることを考えていきたいと思います。
【問い合わせ】H30.8から
総務企画部　まちづくり推進課
☎0894-62-6403
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伊藤綜合法律事務所　弁護士　伊藤　義文

指名競争入札における指名基準の定め方
（大分地方裁判所平成25年（ワ）第554号損害賠償請求事件・

平成27年10月1日判決・判例地方自治415号78頁）

A は建設課長、B は同課総務係職員

（事案の概要）
Ｙ市には、建設工事等の指名入札の参加者の選考に関すること、指名基準の作成に関すること等を所

掌する「Ｙ市建設工事等指名委員会」が置かれていた。
また、Ｙ市は、平成 18 年に制定した「Ｙ市が発注する工事請負契約に係る指名基準」（訓令・以下「指

名基準」という。）において、「地場業者」について、概ね「常時契約を締結する事務所としてＹ市内に
本店を有している業者で市税を完納している業者をいう。」と定義していた。

平成 23 年８月に開催された指名委員会において指名基準の運用について議論があり、同委員会で新た
に制定した基準（以下、「本件優先基準」という。）に従って指名を行うよう、選考方法の変更がなされた。

本件優先基準中は、工事の種類（８種類）ごとに５つのランク（等級）を設けており、またその「第
１優先順位」には、「該当の等級に地場業者が５者以上いる場合は、地場業者だけを指名する。」と定め
られていた。なお、本件優先基準を定めたこと及びその内容について、Ｙ市が自らホームページ等で公
表したことはなく、業者等に対する特段の説明も実施していなかった。

Ｘ社は、県庁所在地であるＳ市に本店を有し、平成 20 年以降は、Ｙ市内にも支店を有しており、Ｙ市
の定める規定により「準地場業者」としてＹ市に届出をしていた。また、本件優先基準が定められる前
約２年間に５件の工事を落札して施工したことがあった。

平成 23 年８月時点で、Ｘ社が入札資格を有する複数の工種の同一ランクには、全て地場業者が５者以
上いたため、Ｙ市は、同月以降、本件優先基準中の第１優先順位に従って、地場業者のみを指名し、Ｘ
社を指名しなかった（以下、同措置を「本件指名回避」という。）。

Ｘ社がＹ市を被告として①違法な本件優先基準に基づいて、Ｘ市の発注する公共工事の指名を回避し
たこと、②Ｙ市が本件優先基準を公表していないことはそれぞれ違法であって、これらによって損害が
生じたとして国家賠償法第１条第１項に基づく損害賠償訴訟を提起した。

B：指名競争入札は、地方公共団体の長が、あらかじめ一定の資格を定め、
当該資格を有する者のうちから入札に参加させようとする者を指名して行
う競争入札ですが、入札業者の指名にあたって地元企業を優先すること
は、①工事現場等への距離が近く、現場に関する知識等を有しているこ
とから、契約の確実な履行が期待できること、また、②地元の経済の活
性化にも寄与することから、問題がないようにも思われますが。

A：裁判所も、そのような目的から地元企業を優先することの合理性その
ものを否定しているわけではない。本件に先立つ事件として、最高裁
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平成18年10月26日第一小法廷判決（集民221号627頁。以下「平成18年判決」という。）がある。この事案で
も、村（地方公共団体）が地元企業を優先した指名をすること自体には一定の合理性があるとした。もっと
も、村内業者で対応できない工事外の工事について村外業者を指名しないとの村の運用について、指名に関
する基準が公表されず、その要件も不明確で、恣

し

意的運用が可能となるようなものであることから、地方自
治法等の趣旨に反し、また、このような運用基準を形式に当てはめたこと等が、「一つの考慮要素にとどま
る村外業者であることのみを重視している点において、極めて不合理であり、社会通念上著しく妥当性を欠
く」としてそうした運用に裁量権の逸脱又は濫用があったとまで言えないと判断することはできないとした。

B：本件の場合、「地場業者」の定義は比較的はっきりしています。それに本件優先基準は、工種及びランク
によって、地場業者が4社以下であった場合には、準地場業者等が指名される余地もあります。

A：平成18年判決でも言われていたことだが、地方自治法等の法令は、普通地方公共団体が締結する公共工事
等の契約に関する入札について、機会均等、公正性、透明性、経済性（価格の有利性）を確保することを図
ろうとしていると解されている。

　　地場業者を優先する根拠となっている現場との距離等や地元経済活性化への寄与については、例えば、Ｙ
市以外の地方公共団体に本店のある法人がＹ市に支店を設けて、設備や従業者をＹ市内で調達する場合等、
同様の条件を満たす地場業者以外の企業もありうる。そうすると、公正な競争の促進や価格の有利性の確保

（競争性の低下防止）を考慮した場合、地場業者だけを指名するという運用は、手段として直ちに合理性を
認めることができないことになる。

　　さらに、本件では、地場業者に準地場業者をことさら排除するような動きが見られたことが裁判上認定さ
れている。その場合、指名する場合の基準を定める場合に、公正な競争の促進や価格の有利性の確保（競争
性の低下防止）といった趣旨を損なわないことが強く求められるとされた。

　　そして、こうした状況で、同一工種かつ同一ランクに地場業者が5者以上いる場合、自動的に地場業者以
外の業者が指名から排除されることとなる基準を定めることは、地場業者以外の業者を参加させた場合に
比べて、競争性の低下防止といった趣旨を損なうとされ、Ｘ社に2年間とはいえ指名及び受注の実績があり、
本件優先基準の制定により指名を受けなくなったことについてＹ市から何ら説明がなかったこと、Ｘ社の受
注工事に施工上の支障が生じていなかったこと等の事情から、本件優先基準は違法と判断された。

　　なお、本件優先基準が公表されていなかった点についても、これが公共工事の入札及び契約の適正化の促
進に関する法律施行令第7条第1項第3号にいう「指名する場合の基準」に該当するとして、公表義務違反の
違法があったと判断されている。

B：こういった基準を定める際に注意すべき点はどのようなことでしょうか。

A：まず、基準制定の根拠となる法令上の条項の趣旨や目的を正確に把握する
必要がある。その上で、基準に定める要件や規制方法等が、これら趣旨や
目的を適切に実現するものとなっているか、より制限的でない方法が存在
しないか、根拠となる法令において本来考慮すべきでない事情を基準制定
にあたって考慮していないか等を検討する必要があることになるだろうね。
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明治学院大学法学部　准教授　山本　未来

消滅時効に関する民法改正と自治体の債権管理

自治体の金銭債権の消滅時効期間については、地方自治法 236 条１項により、他の法律に定めがあるもの

を除き５年と定められています。そのため、例えば、保管していた現金を失くしてしまった会計管理者等に

対する自治体の損害賠償請求権（地方自治法 243 条の２）は５年で時効消滅します。他方、自治体において

も私法上の債権については民法の消滅時効期間が適用されることになりますが、現行民法では、債権の消滅

時効期間を原則として 10 年と定める（現行 167 条１項）とともに、例えば、旅館や飲食店の代金債権は１年（現

行 174 条４号）、医師の診療報酬債権は３年（現行 170 条１号）とするなど職業別の短期消滅時効を定めてい

ます（現行 170 条～ 174 条）。そのため、例えば、自治体の債権のうち私法上の債権とされる公立病院の診療

報酬債権は３年（現行 170 条１号）、水道料金債権は２年（現行 173 条１号）で時効消滅することになります。

約 120 年ぶりの大改正である平成 29 年民法改正により、消滅時効期間が 10 年未満の短期消滅時効が廃止

されるとともに、債権の消滅時効期間は原則として５年と定められました（新 166 条１項１号）。そのため、

民法が適用される債権も、地方自治法 236 条１項が適用される債権も５年で時効消滅することになりますが、

前者は、「債権者が権利を行使することができることを知った時」（主観的起算点）から５年間か、「権利を行

使することができる時」（客観的起算点）から 10 年間のいずれか早い方の時効期間の満了により債権が消滅

する（新 166 条１項）のに対して、後者は、「行使することができる時から５年間行使しないときは、時効に

よって消滅する」（新地方自治法 236 条１項）とされ、客観的起算点から５年で消滅する点が異なります。

また、不法行為による損害賠償の請求権について現行民法 724 条は、被害者等が「損害及び加害者を知っ

た時から３年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から 20 年を経過したときも、同様

とする」と規定しています。そして、３年の期間は消滅時効期間ですが、20 年の期間は、消滅時効とは異なり、

時効の中断、停止が認められず、時効の援用も必要としない除斥期間であるとされてきましたが、平成 29 年

民法改正により不法行為の時から 20 年の期間も消滅時効期間であることが規定されました。

この改正点の自治体への影響としては、国家賠償法に基づく損害賠償請求権の消滅時効については同法４

条により民法が適用されることから、国家賠償法に基づく損害賠償請求権にも民法 724 条の改正が適用され

ることになります。そのため、これまでは、損害を被ってから 20 年経過後に被害者が裁判所に国家賠償請求

をしても、20 年が除斥期間であることを理由に請求が退けられることがありましたが、民法改正後は、この

ような請求があった場合には、消滅時効の援用が信義則違反や権利濫用にあたらないかといったことが判断

されることになります。

新法は平成 32 年４月１日から施行されます。施行日前に生じた債権には現行法の規定が、施行以後に生じ

た債権には原則として新法の規定が適用されることになりますので、自治体の債権管理においても注意を要

することになります。
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これから実施する研修の中から、皆さんにもっと知っていただきたい４課程について、ご紹介します。

モチベーションアップ研修
現状の棚卸や自己の価値観の把握などを通じ、

自己理解を深め、自分の動機づけ要因を知り、モ
チベーションアップのための目標の明確化に向け
て何が必要かについて修得する。

期　間　平成30年12月７日（金）
対象者　管理職を除く職員
内　容　モチベーションについての理解、動因を

知る、やる気を高める３つの要素、セル
フモチベーション強化

講　師（予定）
（一社）日本経営協会　専任講師　芦田　純子氏

コンプライアンス研修
講義と演習により、コンプライアンスを再認 

識させ、公務員不祥事の問題を共有するとと 
もに、不祥事を起こさせない職場づくりと行 
動を、リスク管理の面から自覚を促します。

期　間　平成31年２月４日（月）
対象者　すべての職員
内　容　コンプライアンス、ハラスメントを考える
講　師（予定）

（株）ＭＣＳ　代表取締役　森　　義隆氏

接遇研修指導者養成研修
接遇研修（公務人材開発協会所定）の講師とし

て必要な知識・態度・正しい指導技法の修得を図
ります。

期　間　平成31年１月15日（火）～17日（木）
対象者　主任級以上の職にあり、受講後、講師又

は指導にあたる職員
内　容　公務における接遇

マナーとコミュニケーション
面接対応、電話対応、クレーム対応
よりよい接遇をめざして

講　師（予定）
（一財）公務人材開発協会　講師　金子　恭子氏

ファシリテーション研修
組織や会議におけるメンバーの参画意識を向上

させ、促進させるファシリテーションの基礎スキ
ルを学びます。

期　間　平成31年２月６日（水）・７日（木）
対象者　すべての職員
内　容　ファシリテーションの基礎、ワークショッ

プによる会議、プレゼンテーションの基
礎、会議の企画、運営法

講　師（予定）
市民社会パートナーズ　代表　庄嶋　孝広氏

＊＊＊＊ 詳しくは、研修センターまでお問い合わせください。＊＊＊＊

編集後記 
平成 30 年７月豪雨により、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

今号は、「職員のモチベーション向上のために」をテーマに特集を組み、現役の公務員の方々やメンタ
ルヘルスの専門家からご寄稿いただきました。

また、地域情報では、県内外の自治体から、様々な施策について紹介していただきました。今後も市
町村職員の方々にとって役に立つ記事を掲載していきたいと考えております。

なお、県外の地域情報で「Change せいよ！～働き方改革は、オフィス改革から～」をご紹介いただ
いた愛媛県西予市におかれましては、平成 30 年７月豪雨により甚大な被害を受けられました。

西予市そして被災地域の一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。
ご執筆いただいた皆さまには、ご多忙のところご寄稿いただきましたこと、また、編集に際してご協

力を賜りましたことに、心からお礼申し上げます。
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活力あふれる　健やか交流のまち鴨川
～みんなが集い　守り育む　安らぎのふるさと～

3 棚田の夜祭り
10月後半、約3,000本のたいまつと１万本
のLEDが夜の大山千枚田を幻想的に演出。

4 鴨川地区合同祭
神社７社の合同祭。市指定の有形民俗文化
財の山王講・諏訪講の山車などが市街地を
賑やかに練り歩く。

5 菜な畑ロード
約１万坪に広がる黄色いじゅうたん。
１月下旬から３月上旬が見ごろ。

6 マリーンズ秋季鴨川キャンプ
毎年11月上旬から下旬まで千葉ロッテマ
リーンズの秋季鴨川キャンプが開催。期間
中は、サイン会などマリーンズ選手とのふ
れあいも。

鴨川市は、千葉県の房総半島南東部、太平洋側に面し、
北部から東部に連なる清澄山系と、市の中央部を横断す
る嶺岡山系との間に、米どころとして知られる長狭平野
が開け、その平野が太平洋に面した地域に市街地が形成
されています。温暖な気候と豊かな自然環境、新鮮で豊
富な食材に代表される貴重な自然資源はもとより、全国
レベルの集客力を持つ観光・宿泊施設、充実した医療・
福祉・スポーツ環境や特色ある保育・教育環境など、ま
ちづくりの基盤となる地域資源を多数有しています。

〒296-8601　千葉県鴨川市横渚1450　鴨川市役所
　　　　　　  ☎：04－7092－1111（代表）
　　　　　　　http://www.city.kamogawa.lg.jp

1 2 前原横渚海岸
「日本の渚百選」に選ばれている美しいビーチ。フラダンスのイベント
をはじめ、サーファーや海水浴客などで賑わいます。

■1■2■3 ■4

■5 ■6

大山千枚田
嶺岡の山並みのふもとに広がる大小375枚の田んぼ。「日本の棚田百選」にも
選定された、東京から一番近い棚田です。「オーナー制度」により、都会から
多くの方が田植えや刈り取り作業に訪れます。稲が全体的に成長し始め、オール
グリーンとなる６月・７月が観光客に人気。



今月の表紙（木更津市）

◆ 中の島大橋 ◆
中の島大橋は、高さ27メートル・長さ236メートルという日本一高い

歩道橋です。
流線型の美しいフォルムで、入り船を迎えるウェルカムゲートとして、

木更津市のシンボルとなっています。
夕暮れ時には、富士山を背景にロマンティックな雰囲気に包まれること

から「恋人の聖地」にも選定されています。
また、この橋はテレビドラマ＆映画「木更津キャッツアイ」のロケ地と

なり、若い男女がおんぶして渡ると恋が叶うというストーリーから「赤い
橋の伝説」が生まれています。
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