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――市川市における人材育成の現状をお聞か
せ下さい。

市川市は職員研修所を組織として位置付け、

先駆的に人材育成の推進に取り組んできた市で

す。研修所には非常勤専門員の人材育成研修ア

ドバイザーを置き、その方に意見をお聞きし、

CS（市民満足度）向上という組織目標の達成

に貢献できる人材の育成を行っています。

――市川市が求める職員像はどのようなもの
でしょうか。

管理職には、部下に対し明確な指示を与える

ことができ、加点主義で部下の育成指導ができ

ること、そして、部下を「本気でやらなければ

だめだ」という気持ちにさせ、前向きに巻き込

んでいく力が必要です。また、中堅や若手には

「考える能力」を磨いていただきたい。指示や

命令に従うのは当然ですが、「本来の意図は何

か？」そのためには「どうすればいいのか？」

「本当にやるべきことは？」等、一を知って十

を知ろうとする気持ちが大事です。

――「必要な人材」の育成・確保の方策はど
のようにされていますか。

育成には内部での育成と、外部での育成があ

ります。内部での育成では、人材育成研修アド

バイザーをはじめ退職されたプロの方を専門員

として登用し、職場での有力な育成者になって

いただいております。また、育成には時間もか

かることから、学歴・年齢制限を撤廃しての職

員採用試験を実施し、即戦力になるような採用

も行っています。さらに、勤務評定制度を減点

主義から加点主義へと変更し、職員の意欲向上

や職務能力の向上に努めています。

外部での育成では自治専門校などの研修機関

を活用し、他の市町村間とのネットワークの構

築も重視しています。

――現在、自治専門校も税務研修の充実等を

図っていますが、今後の期待をお聞かせ下

さい。

千葉県全市町村が対象の研修等では、そのレ

ベルの位置づけが難しいと思います。自治体の

地域性により、住民からの要望も違ってきます。

そのため、地域ニーズに応じたセミオーダーの

研修も必要かと思います。そのためにも個々の

市町村のニーズを把握して、専門研修等に反映

していただきたい。そして、自治専門校でしか

できない市町村間のネットワークを作って欲し

いと思います。

――最後に、分権時代の職員に何を求めます

か。

新たな課題にも果敢に挑戦し、中長期的な視

野を持ち、市民の目線で物事を判断していただ

きたい。また、各部局がひとつの経営体として、

コスト意識や経営感覚を持つことが必要となり

ます。これらのことをベースに行政経営者とし

て職員の方々には、仮説を立てて提案ができる

人、その仮説を検証できる実行力・判断力のあ

る人、一生懸命な人を、さらにはトップに悪い

報告も、いい報告も正確に情報を提供する人で

あって欲しいと期待しています。

最後になりましたが、松下幸之助さんの言葉

「知識も大事、知恵も大事、才能も大事。しか

し、何よりも大事なのは熱意と誠意である。こ

の二つがあれば、何ごとでも成し遂げられる。」

を皆さんにお届けします。

羅　針　盤
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現在、行財政改革に全国の市町村が取り組んでいますが、その取り組み方には大きな差が見ら
れ、神奈川県三浦市のように、行革を「革命」として、厳しい姿勢で取り組んでいる市町村も登
場しました。
この行財政改革を成功に導く「鍵」の一つは、「人材」です。「人材改革」を断行し、どれだけ

多く「プロ」としての自覚とスキルを持った人材を育成・確保することできるかが大きなポイン
トとなります。
また、職員サイドも、このような時代状況を十分認識し、自らスキルアップに積極的に取り組

むことが求められます。
そこで今号では、「人材」に脚光を当て、専門家から見た「今後の人材開発のあり方」、そして

自らプロとしての自覚とスキルを持ち、現在活躍している職員及びグループを紹介し、最後に改
革派として注目を浴びている首長の立場から、職員への期待を御紹介します。
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PART 1 行政プロ人材のスキル開発術
ニューパブリックパートナーズ　代表 梅　村　雅　司（ウメムラ　マサシ）

1961年愛知県生まれ。立教大学法学部卒業。東京都庁、外資系のコンサルティング会社、IT

ベンダーを経て、2002年から現職。行政プロ人材育成の「行政経営スクール」を設立・運営。

公務員の能力開発見直しと行政経営の普及に取り組む。著書に「行政人材革命」（共著、ぎょ

うせい、2003年）。行政経営フォーラム会員。

Eメール　umemura@new-public.org
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PART 3 市町村職員の資質向上のために
北海道ニセコ町長 逢　坂　誠　二（オオサカ　セイジ）
1959年北海道ニセコ町生まれ。1983年北海道大学薬学部卒業後、ニセコ町役場勤務、総務課

財政係長などを経て、1994年11月から現職、現在３期目。
北大高度法制研究センター研究員、九州大学非常勤講師、21世紀臨調メンバーなど
主な著書は、『わたしたちのまちの憲法』（日本経済評論社）（共同編者）、『自治体法務入門』

（ぎょうせい）（共同執筆）、『町長室日記　逢坂誠二の眼』（柏艪社）など　
電子メール：ohsaka@seagreen.ocn.ne.jp
個人のホームページ：http://www5a.biglobe.ne.jp/-niseko/

石 渡 正 佳
（イシワタ　マサヨシ）

鈴 木 英 敬
（スズキ　ヒデタカ）

吉 原 賢 一
（ヨシワラ　ケンイチ）

山 路 栄 一
（ヤマジ　エイイチ）



１. 公務員の能力開発
市町村合併の次に来る大波は団塊世代の大量退

職だ。2007年からの３年間で職員数のおよそ10％

以上が一気に抜けていく。自治体はこうした大量

退職への備えができているだろうか。これを技

術・ノウハウ伝承の危機と見るのが一般だが、

チャンスと捉える見方もある。そう見ているのは

若い世代の職員だ。古い考え方を持つ職員層が減っ

ていくことで、新しいパラダイムに基づく行政経

営が展開しやすくなると期待する。人事運営や人

材育成の面でも新機軸が打ち出せるようになると

見る。

しかし、職員個々人の能力開発意識が低いまま

では、どんな新機軸が打ち出されようとも効果が

出るとは考えにくい。それでは、これからの公務

員はどのような認識を持てばいいのだろうか。ま

ず現行の能力開発の現状を概観し、その上で改革

の方向性を考えていきたい。

研修の現状

研修はOff-JTに比重がかかっており、自己啓

発とOJTは個人と職場に任せきりになっている。

そして、研修と人事任用は連動していない。

研修所研修の中核を成す階層別研修は、指名制

で義務的、知識重視という特徴を持つ。通過儀礼

的な説明会のようなものだ。Off-JTは曲がり角

に来ている。大きく見直さないと、ますます効果

がないものになっていく。

OJTはしつけのようなものと位置づけられる。

組織の論理に従うことを学ぶ。やるかやらないか

は周囲の人に依存する。事実上は放任に近い。

OJTはとらえどころがない。どうコントロールす

ればいいかわかりにくい。

自己啓発はOJT以上に注力されていない。研修

の柱にすべきとされる割には低調だ。研修は与え

られるものだとの意識からの反発もある。自己啓

発は位置づけが曖昧
あいまい

なままだ。建前と本音の乖離

（かいり）が大きい。

研修の限界

従来の研修は、決められたことを決められたと

おりにやるための知識を伝えるものであった。最

低限の決まりごとを教えるもので、本来の能力開

発とは別物と言える。OJTで新しいことは学べず、

過去の経験の範囲を超えられない。法令規則や制

度、管理・調整は学べるが、経営は学べない。政

策形成能力と並んできわめて重要なマネジメント

能力の育成が見過ごされている。

こうした研修に職員は関心が薄く、信頼してこ

なかった。受講がキャリア開発につながると考え

る者はほとんどいない。ジェネラリスト重視、全

員平等、年功序列の世界では学ぶ必要がなかった

特　集 「公務員はプロを目指す」
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と言ってもいい。

ところが、右肩上がりの時代が終わり、組織に

政策・経営スキルのニーズが高まった。同時に、

職員に問題解決能力が不足していることが明らか

になった。また、個人にもキャリアップへの関心

が高まってきた。現行研修ではこのようなニーズ

に応えられない。それでは、今後の能力開発はど

う進めていけばいいのだろうか。

２. 人材開発のシフト方向
従来型行政運営の効率が悪かったのは、「経営」

の考え方が抜け落ちていたことが一因だと認識さ

れるようになった。英米等での行政改革を契機に

ニューパブリックマネジメント（NPM）の考え方

が形作られ、その流れが日本にも波及してきたこ

とが背景にある。これからは行政にも経営の考え

方を導入して行政経営を目指さなければならない。

行政運営の進め方がそのように見直されると、

公務員に求められる能力要件も変わらざるを得な

い。「管理型人材から経営型人材へ」とは、NPM

型行政改革で先行した三重県が強調する人材育成

の基本コンセプトである。行政経営を担いうるよ

うに現行公務員の能力をいかに開発向上させるか

は、大きな課題であり急務だ。限られたリソース

の有効活用と、アウトプットの最大化を目指す

「経営」に対応できる人材を育成することが求め

られる。

人材マネジメントの中心課題へ

行政機関ではこれまで能力開発に真剣に取り組

んだことがほとんどないのではないか。厳しい採

用試験をパスして入庁してきた者ばかりなので能

力を有していることを疑わず、いろいろな仕事を

経験するうちに自然に能力を成長させていくと考

えられてきたのだろうか。そうだとすれば、楽観

的すぎる。多くの意欲ある公務員が、持てる能力

を発揮させる機会もないままに働く意欲をなく

し、定年を迎えていく事態が繰り返されてきたこ

とを軽視している。

人事管理に並々ならぬ関心を払いエネルギーを

使いながら、能力開発については研修所や各職場

に任せきりにしてきた。人材マネジメントの中心

課題として能力開発に取り組むことが、役所の最

大の財産たる人材を活かし住民サービスを向上さ

せる道だ。そして、大量生産時代の発想による規

格品づくり的な研修から、知的付加価値の時代に

マッチした個々人の意欲と特性に合わせた能力開

発にシフトしていくことが欠かせない。

組織任せから個人主体へ

おりしも、地方分権改革や公務員制度改革など、

行政と公務員の今後の姿を大きく変えていく動き

が始まっている。地方分権の進展、行政とNPO

との役割分担・協働、民間への業務開放などが重

要な課題として認識されつつある。もはや公益提

供を官が独占して、前例どおりに管理していれば

済む時代ではない。

新しい課題に機動的に柔軟に立ち向かい、解決

策を作り上げ実行する主体は高い能力を身につけ

た個人だ。組織全体がそれだけの能力を獲得する

まで待っていられる余裕はない。公務員は自らの

責任においてその能力を絶えず開発向上させてい

かなければ、行政経営と新しい役割分担の世界で

は生き残っていけない。新しい世界ではこれまで

とは異質の能力が必要になる。

能力開発とキャリアデザインを組織任せにでき

た時代は終わろうとしている。組織から与えられ

る能力開発機会を待っているのではなく、個人が

主体的に考え選び取っていく姿勢を持たなければ、

満足いく能力もキャリアも身に付けられない。

行政プロフェッショナルの必要性

米国では、行政大学院を修了した者は公共分野

のプロフェッショナルとしての扱いを受ける。プ

ロフェッショナルは、特定分野に関する高度な知

識・技能と特別な使命感を要する仕事に従事する

人々（専門職）のことだ。伝統的には聖職者、医

師、法律家などを指してきたが、今日ではエンジ

ニア、企業経営幹部、エコノミスト、コンサルタン

特　集 「公務員はプロを目指す」
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トなども含むように広がってきている。

公共分野ではポリシーアナリスト、シティマネ

ジャーといった専門職がよく知られている。行政

機関に勤務するすべての職員がそれに当たるわけ

ではなく、一部に限られる。公共分野のプロはシン

クタンクやコンサルティング会社、NPO／NGO

などにも多数存在し、政策や行政経営に関して提

言・支援活動をおこなうほか、主体となって公益

提供をおこなっている。

日本では、公務員（行政職員）は高度な専門職

と見なされているだろうか。その道の専門家がい

ないことはないが、一般的な公務員のイメージは

むしろ専門性を持たない素人集団と言ったほうが

近いのかもしれない。公務員本人の意識も、専門

スキルを駆使して顧客に奉仕するプロとの自覚は

なく、誰でもできる仕事をこなすサラリーマンと

いうものではないか。

しかし、行政経営と公益提供競争の時代には、

変革者であり問題解決者、すなわち行政経営のプ

ロが必要になる。改革と経営を担うためのスキル

を持った専門家がいることで、行政経営は大きく

前進するだろう。素人が大勢集まっていても管理

から経営への転換は容易ではなく、行政の質の飛

躍的向上も難しい。公務員全員がプロになる必要

はないが、明日の行政の中核となる人材は大幅な

能力アップを図ることがぜひとも期待される。

３. スキル開発見直しの4つのアプローチ
プロ人材の育成には能力開発をどうするかとい

う問題の他に、プロスキルが要求されていない職

場のあり方にも問題がある。プロを必要とする仕

事（業務体系への転換）、仕事の進め方（業務運

営スタイルの変革）、そして人材マネジメント全

体を含む能力活用環境の整備も重要になってく

る。しかしここでは紙幅も限られているので、能

力開発環境の面に絞って話を進めたい。

さて、スキル開発をおこなう方法として、組織

の内か外か、職務上か職務外か（OJTかOff-JTか）

の二つの軸で区分して考えることができる。（図１）

図¡ スキル開発の４つの局面

行政機関では組織内で自己完結的に能力開発す

ることが一般で、組織外での能力開発にはあまり

熱心でなかった。しかし、先に見たように内部の

OJTとOff-JTだけでは不十分で問題が多いことか

ら、外部での機会を有効に生かしていくことを考

えるべきだ。むしろ外部で鍛えられ刺激を受ける

ことは、プロ育成には欠かせない。もちろん、内

部の研修改革も進めて行かなければならないこと

は言うまでもない。

個人としても、自立的な能力開発が中心になる

これからは、組織の側の研修見直しを待つだけで

なく、外部でのOff-JTあるいはOJTも選択肢に入

れて考えなければならない。外部であれば受講制

限も順番待ちもなく、厳しい環境の中で自由に能

力開発できる。

今後の能力開発は組織にとっての人材戦略であ

るとともに、個人にとってのキャリア開発戦略と

位置づけて見ていかなければならない。研修制度

の手直しで解決できる範囲は限られる。公務員各

人の自己変革と向上へ向けた強い意欲がないと成

功（成長）はおぼつかない。

組織内Off-JTのNPM改革

プロ人材を育てる研修のあり方とはどのような

ものだろうか。既存の施策を少しずつ改善するこ

とでは十分とは言えない。必要なのは、研修の運

営方法と基本原理を変えるNPM的な改革である。

公平性や手続きの重視から顧客と成果を重視する

方向に切り替え、現場に権限委譲して競争とイン
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センティブ（誘因）の仕組みを取り入れる。能力

開発は各部門と個人が自律的におこなっていくこ

とを中心にする。

研修の顧客は各部門組織と職員個人なので、双

方のニーズに適合するものでないといけない。研

修メニューは多様なものが提供され、受講者の選

択による競争で選別されていくことが望ましい。

そして集合研修だけに成果を求めるのでなく、業

務経験と連動させることで能力開発効果を追求す

ることが必要である。効果測定は、習得能力に基

づいてどのような成果を上げたかや、目標達成度

によっておこなうようにする。

したがって、研修所は能力開発のコンサルティン

グと、キャリア開発のカウンセリングの機能を

担う存在に変わっていく。人事部門が制度の番人

から人事・組織面での社内コンサルタントの役割

を果たすよう変革が求められることと軌を一つに

するものだ。研修所は必ずしも自ら研修を実施し

なくてもよく、各部門や個人の求めに応じてプロ

グラム開発の支援や場所の提供、レファレンス

（情報検索・提供）サービス、内部外部の実施機

関とのコーディネートやマッチングサービスを提

供することに特化する。全員一律の研修が有効性

をなくし、部門や個人が個別に能力開発をおこな

う時代には、そうした役割の変化も考えなくては

ならない。

ソニーやトヨタといった先進企業では、企業内

大学（コーポレートユニバーシティ）を設立して

人材育成を強化し始めた。これはリーダー人材の

育成、プロフェッショナルの量産を進めるための

戦略的研修機関だ。経営トップ層が受講者選抜か

ら関与し、研修中も受講者とディスカッションす

る機会を持つ。受講者には研修後、その成果を実

践で試す機会が与えられ、配属先は育成の観点か

ら戦略的に決められる。こうしたトップの直接関

与と人事施策とのリンクが特徴となっている。こ

のような例を参考に、研修所が大学と連携して

コーポレートユニバーシティの行政版を作ること

も考えられていい。

個人主体で能力開発を競い合い、部門主体で政

策を競い合う。また、行政機関同士でマネジメン

トや政策を競い合うような状況が生まれてくれ

ば、行政の質は向上し、市民の満足度も高まるは

ずだ。周りからの評価が高まれば、ますます能力

向上に励むようになるので、グッドサイクルが回

りだす。

組織内OJTの重要課題

研修プログラムとあいまって能力を高められる

業務経験とはどのようなものか。南カリフォルニ

ア大学のモーガン・マッコール教授によると、人

材の成長を促す原動力はいくつかの困難な経験で

あり、ゼロからの事業立ち上げ、破綻事業の立て

直し、管理する視野の変化などの課題が確認され

ている（神戸大学の金井壽宏教授は、これを「一

皮むける経験」と呼んでいる）。さらに、他の人

（特に上司）とのつながり、修羅場と失敗の経験

についても成長を促す機会になりうると言う。漫

然とジョブローテーションをおこなうだけでは足

りず、成長を促す経験を系統的に積んでいく機会

を確立する必要がある。外部コンサルタントと一

緒に難しい課題を解決する仕事機会を作り出し、

そこでOJTを受けてプロのスキル取り込みを図る

ようにする方法もある。

マッコール教授はその上で、フィードバック情

報の改善、インセンティブ（誘因）とリソース

（資源）の提供、変化のための努力支援をおこな

うことで、経験を学習に転換させるような環境を

作ることが重要だとする。研修プログラムについ

ては経験を意味づける上で役に立つとする。経験

から学ぶことを促す環境作りを管理者が責任を持っ

て進めていかないと、経験を積んでも成長しな

いままで終わりかねない。仕事経験と研修が連動

して効果を発揮するのだから、両者が離れていて

は成長は促進されない。

また、経営コンサルティング会社のマッキンゼー

社が実施したWar for Talent（人材獲得競争）

調査によると、人材育成で重要なのは難題に取り

組む経験、コーチング、メンタリングであるとい

う。マッコール教授の見解とも共通する部分があ
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る。管理者は部下をチェックし管理する役割から、

有用なアドバイスや率直なフィードバックを与え

て導く役割に変わらなければならない。

外部Off-JTの二つの機会

外部での研修機会については、大学院と民間研

修機関が代表的なところである。長期的に広い視

野を身につけたり、専門知識を深く探求するので

あれば大学院が適することになろう。だが、職務

に直結する実践スキルを身につけるのであれば大

学院にこだわる必要はない。そうしたスキル習得

には既存の大学院はむしろ役に立たないことは、

多くの卒業生が指摘している。

外部研修機関のメリットは、多様で異質なバッ

クグラウンドの受講者に混ざって学べることにあ

る。内部研修の場合は受講者がすべて同じ組織の

人間なので、蛸
たこ

壺
つぼ

的な発想に陥りがちであり、か

つ緊張感に欠け甘い意識で受講する者が出てく

る。外部研修に比べると、学習効果の面で差が出

ることは否めない。

逆に民間研修機関で学ぶことの欠点は、学位が

取れないことだとよく言われる。学位という看板

がなくとも、身につけたスキルを使って仕事上で

成果を上げることが能力獲得の何よりの証明にな

るのだが、そう考える人は多くないのが残念だ。

それでもやはり看板がほしい人のためには、米国

で見られるようなサーティフィケート（修了証明）

を発行することが考えられていい。

米国の行政大学院のサーティフィケートプログ

ラム（学位は与えられないが、修了証明が発行さ

れる教育課程）は、スキルを個別に習得するため

のものとして参考になるモデルだ。３～４か月で

１コースが終了して、分野やテーマごとに興味と

必要に応じてアラカルト的に履修できる。夜間履

修といったパートタイム受講でも比較的容易に取

得できるので、負担もそれほど重くない。

日本でも同様のプログラムを、大学院が正規課

程と併せて提供したり、民間研修機関が大学院と

提携して提供するようになれば、魅力ある研修

コースとなるだろう。能力開発意欲を持ちながら

も、２年間連続して大学院に通うことが難しい人

にとって有力な選択肢になりうる。このような外

部研修機関や研修コースが増えてくることで、公

務員の能力開発機会は確実に豊富になると予想さ

れる。

さらに、外部コンファレンスや勉強会で人脈を

広げ、先端の情報とスキルに接することも忘れて

はならない。

組織外でのOJTの効用

プロ人材は、ひとつの組織にずっといては育た

ないという見方がある。経験の広がりが限定され

る上に、同質性の中では発想の広がりも出てこな

い。行政機関の内と外を出たり入ったりしながら、

異質と交わり刺激を受け経験から学ぶことでプロ

としての能力が磨かれ、大きく育っていくという

のだ。

プロが育つには厳しい環境が欠かせない。失敗

しても反省もなく、教訓を得ることもなく、それ

までどおりに仕事を続けていくような甘えた環境

で、高度なスキルを身につけ高い成果を生み出せ

るような人材が育つとは思えない。横並びを是と

する環境や、結果を問わない環境も同様だ。緊張

感のある環境でないと人は努力しない。ましてや

プロ人材を目指すならば、自らをそうした環境に

追い込むことすら必要だ。外部機関への出向や転

職の機会を探ることも必要になってくる。

従来は外部機関への派遣・出向は、ごくわずか

な人数で実施されてきた。派遣終了後の成果活用

機会も仕組みとして用意されておらず消極的活用

に止まるので、能力が身についたとしても死蔵さ

れることが少なくない。派遣・出向経験者らと考

えを共にし、共通言語で話せる仲間の数を大胆に

増やしていかないと外部の知恵は根付かない。派

遣・出向期間についても人脈形成効果を出すには

長期でなければ意味がない。

さらに、意識改革を図るという目的があるなら

ば、派遣・出向先で成功・失敗体験なり賞賛・叱

責体験がないと効果は薄い。派遣・出向先でお客

さん扱いされて重い体験をすることが何もなけれ
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ば、１年間いても学ぶものはないだろう。

外部転職という手段は組織の側から見れば人材

開発方法の一類型と見なすことはできないだろう

が、個人の側からすれば選択肢として何ら不思議

はない。行政機関にいなければ公共分野の仕事が

できないということはない。シンクタンク、NPO

/NGO、大学、政治の世界をはじめとして、外に

もさまざまな場が存在する。どこに所属している

かよりも、どのような能力を持っているかが重要

であって、最も質の高い公共サービスを提供でき

るものがその仕事を担うことが望ましい。

米国のように、パブリック分野のプロ人材が行

政の内外を行ったり来たりしながら経験を積み重

ねスキルと自信をつけていくことで、個人の能力

とキャリアの開発機会が大きく広がる。また、政策

の形成・実施の質を全体として高めることにもなる。

４. 経営学の勧め
前項で見直しの方法を見たが、ここでは学びの

内容を考えていく。公務員は政治学、法律学や財政

学を勉強してきた人が多く、庁内研修でもそのよ

うな内容のものが重視されている。制度論や法令

解釈が偏重され、彼らも得意としてきた。だが、行

政経営の必要性が高まるこれからは、もっと経営

学を学ぶべきだ。組織経営や地域経営の問題分

析・解決、効果と効率の向上などを考える上で経

営学が役に立つ。組織あるところには経営がある。

営利企業にだけでなく、非営利組織にも経営能力が

求められる。公務員が弱みとするのがこの能力だ。

行政経営に取り組むため、行政評価とPDCAサ

イクルをはじめとして、各種の経営改革・改善の

ための手法が導入された。しかし、期待したよう

な効果が上がらず苦労している例も多い。成果主

義しかり、バランスシートしかりである。どの手

法も万能ツールではない。拡大解釈、誤った運用

などが重なると、事務作業が増える割には効果は

出ないままに終わる。背景や全体像を理解しない

で、つまみ食い的にツールだけを導入してもうま

くいかないのは当然だ。そうしたことを防ぐため

にも、経営学を体系的に学ぶことをお薦めしたい。

具体的には人材マネジメント、組織行動学、経

営戦略、マーケティング、オペレーションマネジ

メント、会計学、財務マネジメントといった基本

となる科目を中心に学ぶといい。資金、人材、顧

客、情報、技術等をマネジメントするための考え

方とノウハウが理解できる。そして非営利組織の

事例研究を通じて、それらの応用を検討できる。

実際、米国の行政大学院では経営学をベースに

した科目がたくさん教えられている。公共・非営

利組織における人事・財務・ITなどのマネジメン

ト、組織戦略、パフォーマンスマネジメント、

イノベーション（経営革新）等々だ。米国では非

営利組織と経営学は違和感なく結びついている。

非営利組織の経営は、経営大学院でも行政大学院

でも学ぶことができる。そこでは理論研究よりも

現実社会の問題解決に重点を置く。プロ養成を目

的にした大学院なので、座学にならないよう教授

法や講師構成などにさまざまな工夫をしている。

それに対して、日本で開設され始めた公共政策

大学院（専門職大学院）では、カリキュラムに経

営学の視点が入っていない。行政機関の研修カリ

キュラムでもこの点は同じだ。政策形成能力の養

成に重点を置いているが、さらに進んでマネジメン

ト能力の養成も視野に入れるべきだ。行政官の

仕事は政策を作ることだけでは終わらず、その実

行にも責任を持たなくてはならない。公共分野の

リーダーにもマネジメント能力が欠かせない。政

策形成（ビジネスにおける戦略立案）はマネジメン

ト活動の一部であるから、それを鍛えるには経営

学の視点を身につけることが有効だ。しかも、知

識レベルに止まらず、実務に応用できるスキルと

して身につけなければならない。行政経営の時代

には、非営利経営学を実践的に学ぶ重要性がます

ます高まるだろう。

（行政大学院の分析も含む、行政プロ人材育成

に関する詳しい論考は、上山・梅村著「行政人材

革命」（ぎょうせい 2003年）をご覧いただきたい。）
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「いつか判断に迷う。その時、どちらが町民の

ためになるかで決めろ」。「町民の悲しみは役場の

悲しみ。役場の喜びは町民の喜び」。「つらい局面

にたった時、逃げるな。そして最も自分に辛
つら

い手

を打て」。社会人になって間もない頃に出会った

恩師の言葉である。公務員生活37年となるが、今

でも迷うたびに思い出す。

バブル崩壊後、財源不足が続き、地域自らが知

恵を絞るお手本の無い時代に入っている。過疎化

そして高齢化。疲弊する地域振興のためには、行

政がこれまで経験したことのない領域まで、足を

踏み込まざるを得ないことも出てくる。説明責任

や市場化テストなどの新しい概念や、オンブズマン、

NPOさらにはNGOといった組織も台頭してきて

いる。淡々と前例を調べ、上司に承認印をもら

えば済む時代ではなくなってきていることは確

かだ。

ちょうど２年前まで、枇杷
び わ

倶楽部という愛称を

持つ道の駅の計画から事業展開まで、都合12年間

に渡って携わった。「地域の産業と文化の振興拠

点、情報発信基地を造れ。運営法人は絶対に黒字

にしろ」と宣告された上でである。

経営の経験が無い身には厳しい言葉だったが、

地域振興の事業が赤字になれば、かえって地域は

疲弊することになる。第一次産業の苦戦と過疎・

高齢化した町の状況を思うと、行ける所まで行か

ざるを得ないという悲壮感にとりつかれた。

「不透明な時代であるからこそ、思いついたらす

ぐに動け」と、恩師からのアドバイス。一歩進め

ば風向きが分かる。階段を一段登れば風景が変

わる。

だが予想通り、計画を進め事業をスタートさせ

ると、赤字を懸念する声や、民業圧迫という非難

が沸き起こった。四面楚歌、背水の陣といった故

事どおりの状況の中で、経営への不安が長年続き、

胃は潰瘍
かいよう

だらけになった。

全ての人に機会は均等に訪れる。荒天の上空は

晴天である。脳味噌が脂汗をかくまで考え、身を

粉にして働けば、職域を超えた知己と知恵にも巡

り合う。

枇杷
び わ

倶楽部は、道の駅を活用した地域振興のモ

デルという評価をいただけるようになったが、振

り返れば、「地域資源活用型の事業を地域分散型

で進め、情報化を図りながら集客交流を行った」

だけ、地域と顧客のニーズを媒介させただけなの

である。

枇杷
び わ

による商品開発は、良きコンサルタントに

出会って解決できたし、分散型事業の組み立ては

フランスのエコミューゼが原型、集客モデルは南

房総版のランドオペレーター・システムである。

新しき物はなく、組み合わせのオリジナルである。

それにしても良き師、良き同僚に恵まれた。良

くぞここまで、地域の振興にかける情熱を持つ人

材が集まった。運が強い枇杷
び わ

倶楽部である。

現場力を持ち、郷土愛を燃料に、課題をソリュー

ションする気概というエンジンで、展開が開ける

まで突き進む。

突破力を持つ人材が求められる時代である。

富浦町総務課長　加　藤　文　男

PART 2 職員からの提言

突破する力
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はじめて産業廃棄物課で不法投棄問題の担当に

なったとき、そこはひたすら「他力本願」の世界

だった。「法律が悪いから」、「厚生省（現環境省）

が何も知らないから」、「警察が告発を受けてくれ

ないから」といった愚痴ばかりが聞かれ、はては

「市町村が協力的でないから」と言う者すらあっ

た。一方国は「法律は完
かん

璧
ぺき

、不法投棄は都道府県

の問題だ」と言い、警察も「行政の不手際だ」と

言い、市町村ももちろん「県の担当だ」と言って

いた。

つまり誰も「不法投棄は自分の問題だ」と言う

者がなかった。あきれた、無責任だった。

だが、そんな無責任さの中で、その気で取り組ん

でみると、意外に成果が上がる。これが仕事の面

白さである。

私は県職員が自ら夜間パトロールをやってみよ

うと提案した。不法投棄は夜やられるのだから、

昼間のパトロールでは効果がない。こんな当然の

ことすら、それまで誰も言い出さなかったのだ。

やってみると成果があった。夜間パトロールなど

ないと思っている不正ダンプのつかみ取りだった。

しかし、夜間パトロールを毎日やるには組織が

必要だ。そこでグリーンキャップという365日24

時間パトロールチームを作ることになったのだ。

私はグリーンキャップの発足と同時に産業廃棄

物課を離れ、２年後に銚子地域を担当する海匝支

庁県民環境課に復帰した。私のチームはたった４

人で、しかも昼間のパトロール担当だった。昼間

はダンプがいない。

しかし棄
す

てられた廃棄物は現場に残っている。

そこで毎日朝から晩までひたすら廃棄物を掘って

証拠を探し、棄てた相手をつきとめて撤去させた。

あれよという間に撤去量は5000立方メートルに

なった。

銚子市に棄てても証拠を探されて撤去させられ

るという噂が広がり、たった２か月後には、それ

まで毎日何10台も来ていたダンプが１台も来なく

なった。以来今日まで、銚子地域では大規模な不

法投棄が見られない。

私がこの仕事から得た教訓は次の四つである。

１　他人のせいにしない。

２　可能なあらゆる方法を自分で試してみる。

３　敵の弱みを見つける。

４　有効な方法を徹底的に続ける。

何もやりもしないで「不法投棄はなくせない」

とか「不法投棄は必要悪だ」とか、聞いたふうな

ことを言う人が多かった中、私たちのチーム４人

は無言で廃棄物を掘り続け、証拠を見つけるたび

に「あった、あった」と歓喜した。そこには自分

たちのやっている方法が有効であるという揺るが

ぬ確信があった。やがて廃棄物を掘る手が増えた。

市町村も手伝ってくれるようになったのだ。それ

が新規不法投棄ゼロに結びついた。

現場の手は、法律よりも強力だった。第一線の

現場を預かる地方職員が、確信をもって問題解決

にチャレンジすることが、地方自治の原点なので

はないかと思う。

千葉県印旛地域整備センター用地課長　石　渡　正　佳

PART 2 職員からの提言

現場の手の力
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私は、特区や若者失業問題を担当し、関連でこ

れまで全国100の地域を訪問した。そこでお会い

した地方公務員の方々は、本音の部分は志の高い

方ばかり。しかし、なぜか共通していたことがあ

る。「あきらめ」。国家公務員も同じ。組織に対す

る閉塞感や既得権益団体の抵抗などから、「志」

を実現するに至っていない。というより、その実

現のための行動を起こす前にあきらめてしまって

いる。もったいない。この一人ひとりの「志」を

実現、少なくとも実現のための行動を起こし、各

人が輝けないか。それらの積み重ねが国や地域を

変えていくのではないか。私は常日頃から制度を

変えなくても、「良い行政」を行うためにできるこ

とはいっぱいあると思っている。一人ひとりの持

ち場持ち場での覚醒・実践が大事だと思っている。

そこで、「あきらめ」を払拭し、「志」を行動に

結びつけることができる人材となっていくきっか

けを全国の公務員の方々につかんで欲しいと思

い、スーパー公務員養成塾を立ち上げた。これま

での勉強会やフォーラムのような政策提言やネッ

トワーク作りが目的ではない。政策提言はあくま

で自ら学んだことをアウトプットするためのツー

ル。むしろ、自らの責任ある持ち場持ち場で「当

事者意識」を再燃させ、改善していく人材を育て

ることを目的とした。

予想以上の反響で全国から多数の問い合わせを

いただいた。まだまだ全国の公務員も捨てたもの

ではない。自分の肌感覚は間違ってなかった。何

より一番うれしかったのは、参加したメンバーが

目を見張るほどに成長した。最初は半信半疑だっ

た参加者も回を追うごとに「眼力」「発言」「行動」

全てが変わった。一方、「何故そこまでやるのか」

「そんなことやってもどうせ変わらないよ」の声

もたくさん頂いた。私は「頭で考えて批判する前

にまず一緒にやってみませんか」と答える。改革

派と呼ばれる人達だけが更に成長しても意味がな

いと思っている。むしろ、冷めた人達に少しずつ

でも変わってもらうことの方が重要だと心底思っ

ている。だから、あきらめない。

秋から第２期がスタートします。興味がある方

は是非参加してください。また、みなさんが既に

なされている取り組みともコラボレートしなが

ら、みんなで頑張っていければと思っています。

いつでも御連絡ください。私が協力できることは

なんでもやります。みなさんと「共汗（きょうかん）」

していきたいと思っています。「感」じているだ

けではなく、一緒に「汗」をかかなきゃ意味がない

です。国とか地方とかの垣根はもう不要なんです。

●連絡先：suzuki-hidetaka@meti.go.jp

090-1031-8507

●スーパー公務員養成塾：

http://www.triggerlab.jp/news/report.html

経済産業省　電力市場整備課　課長補佐 鈴　木　英　敬

PART 2 職員からの提言

共汗力（きょうかんりょく）
～スーパー公務員養成塾～
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地方公務員は、市民と直接接する最先端の公務員です。

あなたは日々の業務遂行にどのような意識をもっていますか？

皆さんは、どこに勤務していますか？
市役所・町役場・村役場ですか？　本当ですか!!
市役所とは「市民の役に立つ所」、町役場とは「町民の

役に立つ場」、村役場とは「村民の役に立つ場」、そんな場

所に勤務されている地方公務員の皆さん。あなたは市民の

役に立っていますか？　ぜひ振り返ってみて下さい。

今市民の役所を見る目は過去最大級の厳しさといっても

過言ではありません。民間の厳しさをそのままという訳に

はいきませんが、少なくとも「問題意識」「危機管理」を

もった仕事をしているか疑わざるを得ません。「昨年と同

じに処理しました」「今までどおりです」「要綱がありません」

「近隣の動向を見てから」「何も初めにやることはない」

等々、やらない理由を作るのも得意です。結局変わるのは、

毎年確実に年を取り、給料が上がることです。失敗しなけ

れば良い訳です。

今公務員に求められているのは？
意識改革です。単に意識（気持ち）を変えるのではなく、

思い（目線）が市民へ向いているか、行政の理由によった

業務をしていないか、です。出来ない理由を考えるのでは

なく、やる為の理由を探ることが一歩前進となります。

（不作為を止めよう）

仕事はイエスでしよう。
私は窓口業務が多く、その中で意識したこと、学んだこ

とは、「仕事はイエスでしよう」です。

例えば、窓口に申請にきます。書類の不備がありました。

その時にあなたは何と言いますか？

Ａ．「○△さん○○が不足ですので受理できません。書

類はお返ししますので、そろえて提出してください。」

Ｂ．「○△さん、あと○○があればOKですので準備して

いただけますか？」

同じように聞こえますか？

受け取る側は違います。認めた中で、不足のものを準備

させてという方法は、意外と効果があります。

あなたの１分間の給料はいくらですか？
あなたは自分の１分間の給料がいくらなのか知っていま

すか？　あなたは時間を無駄にしていませんか？

昨年（前は）こうしたからこれでいいと、流されていま

せんか？

１分当たりの単価を考えるとコストにあった仕事をして

いるかどうか見えてきます。

市民VS職員
公務員の中には優秀な職員も多くいますが、「常に先を

見て、情報も集め、新しい発想で」色々な意見を述べる方

は、理解できる上司が居ないと「生意気」とみられ「左遷」

されるケースも多い。

一方、市民の中にも色々な課題提起等をされる方が多く

いる。しかし市側が内容の先進性を理解できない為、「う

るさい人」「変人」扱いしてしまう。もちろん市民の側に

問題があることも多いのだが…。

また、「うるさい市民」に対しては言われるまま。これ

では市民も変わりません。「物を言える職員」になろう!!

その為には、

①自己研鑽
さん

を怠らない。 ・とにかく知識を増やそう

・いつも目線はどこか

・勝手な思いになっていないか

②足りない事項はないか？ ・職員に注意できない

・コスト意識

③補うべき能力はないか？ ・危機管理能力

を常に意識しよう。

富津市国民健康保険
富津市の国民健康保険は常に地域に定着した市民参加型

の事業を実施することを意識しています。例えば、多くの

方は富津市の国民健康保険の保健事業を聞くと驚くと同時

に「保健師の仕事では？」という言葉が出てくる。

行政という一つの団体が市民に対してサービスの提供や

各種事業をするのに確かに区分けは必要ですが、それが保

健事業は国保の仕事ではない、保健師にやってもらえばよ

いと、自分自身の正論をかざし結局は何もやらない。実に

典型的な縦割りです。やれるところがやればよい。（組織

を無視することではない）行政の一方的な思いにならない

ように常に市民の目線に、地域と行政が一体となった保健

事業の推進に努めております。

最後にもう一度

あなたの勤務先は？

あなたの目線は？

あなたは本当に公務員？

富津市国保年金課長　吉　原　賢　一

PART 2 職員からの提言

常に意識しよう!!
―公務員としてのプロ意識―

１
５

６

２

３

４
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平成15年３月の設立以来「自治体職員有志の会」で

は、メーリング・リスト（ML）による意見交換や自

治体の首長を講師に講演会・オフ会やシンポジウムを

開催してきました。改革派首長のお話を聞いて「いい

話だった」と言って感心するだけで終わったり、「規

模などの事情が違う」ということで「できない理由」

を考えたりしては意味がありません。その中からヒン

トを得て、自分の自治体にも何らかの形で成果を取り

入れたいものです。

平成15年１月に四日市で開催された改革派６県知事

による「シンポジウム三重」と神戸市で開催された金

井壽宏神戸大学大学院教授のキャリアデザインの講演

をきっかけに最初は20人ほどで始めた会も口コミでの

入会とマスコミ報道をきっかけに、今では47都道府県

約380人になりました。

国、自治体を問わず、公務員の仕事ぶりはよく「お

役所仕事」という不名誉な評価を受けますが、会の講

演会・オフ会には、休暇を取って自費で遠方からも多

くの職員が参加します。このことで「公私融合」の精

神で知的刺激を求めて自己研
けん

鑽
さん

し、前向きに議論した

いと思っている職員が多いということがわかり、勇気

づけられます。

改革派と呼ばれ、評価が高い首長も一人では改革の

実をあげることはできません。そのことがわかってみ

えるからこそ、多くの首長が有志の会のような職員の

任意の集まりでお話していただき、議論に加わってい

ただけるのだと思います。

会では、アカデミックに偏った議論はしておらず、

あくまで自治体現場での課題や実務に参考になるテー

マについて情報や意見を交換して「高位平準化」に努

めています。

例を挙げると政策評価や行政経営品質、ISOシリー

ズといった改革ツールや成果主義人事制度、コンピテン

シーのこと、さらには職員のキャリア・デザインのこ

となどです。その意味では、自治体共通の課題につい

て地に足が着いた議論をしているのではないかと自負

しています。

どこの自治体でも少なからず改革志向の職員はいる

と思いますが、首長や経営幹部層に理解がないと組織

の中で孤立しがちです。

そんなとき、この会に参加して全国に同じように志

を持って自治体の革新に取り組んでいる仲間がいるこ

とがわかれば元気を得たり、モチベーションを継続さ

せたりすることができます。

有志の会は、ON（ML）とOFF（オフ会、シンポ

ジウム）で自治体の枠組みを超えて、担当業務に限ら

ず議論したり意見交換できる場になっています。そし

てこのことこそが会を設立した一番の成果です。

トレンドの早い時代には、ちょっと油断するとトッ

プランナーもあっという間に周回遅れになってしまい

ます。漫然とルーティンワーク（仕事）をこなすだけ

ではなく、常に問題意識を持ち、地域を内発的に発展

させることや、地域格を向上させるといった高い志や

崇高なビジョンを持ってプロアクティブな姿勢で「志

事」をしていけば、日本全体の閉塞状況をブレークス

ルーすることさえ可能です。

「考えて正しいと思ったことは勇気を持って発言し

実行する」ことを個人でも会の活動でも続けていくこ

とで、置き換えのできない人財、余人を持って代えら

れない存在に、つまり「プロの自治体職員」になって

存在感を示し、夢を実現していきたいと思います。

最後にＰＲです。自治体職員有志の会のホームペー

ジ　http://plaza.rakuten.co.jp/careerdesign/では

会員が交替で日記を書いており、それに対して会員以

外の方や自治体職員以外の方からも、いろいろな意見

をいただいて議論をしたり、オフ会や講演会の案内、

講演録などの情報も共有していますので一度のぞいて

みてください。千葉県内の会員の方は現在３名おりま

すが、千葉県庁と一部事務組合の方なので、これを読

んで興味を持たれたらぜひ市町村の方も入会してくだ

さい。お待ちしています。

自治体職員有志の会会員　山　路　栄　一（三重県職員）

PART 2 職員からの提言

自治体職員有志の会の目指すもの
～自治体プロ職員への道～
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1. はじめに

地域振興の鍵を握る要素は多い。本稿では、そ

のなかでも地域に対して特に多大な影響力を持

つ、市町村職員の資質について考えてみたい。

ポイントは、次の二つだ。

¡ 十分に能力開発されないまま市町村職員

が働いていること

¡ 市町村の役所は、異文化との交流が少な

いため弊害が多いこと

時代は大きく変化している。もう既に地域では、

分権の受け皿論を超越した、新しい公務像の模索

が始まっている。

地域も組織も、その浮沈を握っているのは人材

だ。未
み

曽
ぞ

有
う

の財政難、厳しい時代だからこそ、人

材への投資が必須になっている。

２. 採用試験は単なる必要条件

古い時代、市町村職員採用といえば、いわゆる

「コネ」などが横行していたらしい。人のつなが

りがなければ、市役所や町村役場の正職員になる

のは難しいといわれていたようだ。この方式は、

採用判断基準が、必ずしも職員の資質にだけ着目

するものではないため、採用後の職員の質にバラ

ツキが多かったと言われている。

しかし今、ほとんど多くの市町村職員は、試験

で採用され、その採用の公平性と透明性は随分と

高まっている。さらに職員の資質向上には、かつ

てに比較すれば、大きな効果をもたらしている。

この試験に合格することは、公務員としてある

程度の基礎的な力が備わっていることの証だと思

われている。また試験に合格することは、公務員

として必要な条件だ。

しかし、その採用試験を経たというだけで、そ

の人間に公務員としての十分な力が備わっている

こととは別の問題だ。この点に十分、留意しなけ

ればならない。現在の試験の多くは、ある一定の

力を備えた人を単に選抜するため、人をふるいに

かけるだけの競争試験と見るほうが無難だ。

日本には、学生時代に広く公務員一般を養成す

るためのカリキュラムはないし、もちろんそれを

実施する教育機関は存在しない。したがって、試

験を受ける母集団そのものに、公務員としての広

い力が備わっていない。

大学などで法律を学んだものが事務系の公務員

になるケースが多い。しかし、それは、公務員と

して必要な能力を学んだのではなく、法の一般理

論に加えて、憲法や民法など、法のある特定分野

のことを学んでいるに過ぎない。もちろん法的能

PART 3

市町村職員の資質向上のために

北海道ニセコ町長　逢　坂　誠　二
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力は必要だ。しかし公務員として第一線で働くた

めには、それらに加えて、市民とのコミュニケー

ション能力や政策立案から実行までの一連のプロ

セスへの理解、あるいは市民の権利保護のための

法的仕組みなど、幅広い力が必要なのだ。（これ

らのことはドイツの公務員養成の実態に比較する

と良く理解できる。木佐茂男著『豊かさを生む地

方自治』（日本評論社）に詳しい。）

これらに知己のないものが、単に競争試験に勝

ち上がったからといって、公務員としては必要十

分な基礎力を持っているとは言い難いのだと私は

思うし、現実にそうした場面に何度も遭遇して

いる。

３. 公務員は修行していない床屋

村上龍さんの『13歳のハローワーク』を読むま

でもないが、世の中には数多くの職業が存在する。

床屋、豆腐屋、肉屋、電車の運転手、医師、農家、

トラックの運転手など、列挙しだすとキリが

ない。

一般的には、ある分野で一人前になるためには、

相当な苦労が必要だ。医師や弁護士などの専門職

は言うに及ばず、大工などの技術職も数多くの研
けん

鑽
さん

を重ねなければ、その世界で飯は食えない。

医師などは、多くの専門的勉強を経た後、国家

試験に合格し、一応、法律上は医師としての形式

用件は具備することとなる。しかし、それからま

た実務経験を積み重ねて、やっと一人前の医師に

なる。

大工だって、ノミとカンナを手にしただけでは

仕事にならない。長い経験を経て先達の技を受け

継いで初めて、ひとり立ちできるのだろう。

これに比較して、公務員、特に市町村職員の世

界はどうだろうか。

結論から言うと、日本の市町村職員は、公務員

として最低限必要と思われる能力を備えないまま

に第一線に配置され、一人前のように仕事を開始

するケースがほとんどだ。

前述した競争試験に勝ち上がって採用される。

その後、ごく短期間の新人研修などが行われる。

（この新人研修すら行わない場合もあるだろう。）

この研修の多くは、公務員に必要な理念、理論な

どを体系的に学ぶものではなく、当面、明日から

仕事をこなすための促成栽培的な側面が強いもの

だ。そして早速、市民対応の場面などの前線に配

置される。

この様子はあたかも、素人にクシとハサミを持

たせただけで、床屋をやらせているような雰囲気

に見える。

一応、日常生活では、ハサミを使ってものを切

ることはできるし、クシで髪をとくこともできる。

しかし、それらを組み合わせて、お客さんの望む

髪形にする能力は持ち合わせていない。日本の新

人市町村職員は、こんな状態だ。

見よう見真似でなんとか、素人床屋をこなしな

がら成長し、プロらしくなれた方は幸せだ。しか

し、多くの職員は、力不足ゆえに、お客さんの髪

を切り過ぎたり、とら刈りにしたりする。当然、

お客さんには不満がたまりトラブルとなってし

まう。

こんなプロセスを経てしまうと、本来、市民の

ために仕事をしているはずの役所の職員にとって

は、一番大事な市民と接することが、一番嫌に

なってしまうのだ。

４. 職員採用後のトレーニングは必須

素人にクシとハサミを持たせて床屋をやらせる

ようなことだけはしてはいけない。しかし、現在

の日本の市町村職員の採用と養成方式では、この

点の克服は簡単ではない。

そのため現時点では職員採用後に、いかに専門

性を高めるかの工夫が不可欠だ。



一つは、基礎知識を得るために、ある程度のカ

リキュラムにそった定期的な研修機会が確保され

ることが重要だ。

ニセコ町では、原則的に全ての職員が受けられ

る研修を、年次ごとに準備している。採用後１年、

３年、５年、そして係長昇格、課長昇格などの節目

には、研修を実施する。これによって採用前の基

礎的体力の不足を少しでも補いたいと思っている。

日常の仕事と並行して学ぶことは、具体的事例

がそばにあるため学びやすい利点がある。その反

面、具体例によってある種の先入観が植えつけら

れるため、基礎的な理論や概念をすんなりと受け

入れ難いという弊害も少なくない。

もう一つ重要なポイントは、実践を通してもの

を学ぶ癖をつけることだ。

ニセコ町では、職員のコミュニケーション能力

を重視している。この際のコミュニケーション能

力とは、聞く、話すに始まって次のような幅広い

イメージである。

自分の仕事を相手に図表などを使って説明でき

る。質問や苦情を受け付ける。相手を説得する。

激情した相手と、的確に口論するなど、これらの

能力は、市民と直接接する市町村職員には不可欠

な力だ。しかし、この力は、単に頭で知っている

だけでは、簡単には身につかない。実践という真

剣勝負を通さなければ、なかなか身につかないの

だ。そこでニセコ町では実践から学ぶことも重視

している。

しかし、実践から学ぶ際には、実践から何を学

ぶかを明確にしておくことが重要だ。単に漫然と

実践を続けても効果が薄いのは言うまでもない。

本来、市町村の職員は、職員として第一線に配

置される前に、公務員としての基礎理念や理論、

そして最低限の法手続きなどを身につけておけ

ば、実務に就いた際の仕事は格段に上
う

手
ま

く進むこ

とになる。しかも、その後の成長も速いものと思う。

現在の市町村職員は、悩み苦しみながら、公務

員としての資質を身につけようともがいている。

それは普遍的な能力というよりは、我流であり、

場合によっては矯正が難しい作法を身につけてし

まうことも多い。

こんな現状を思えば思うほど、採用後に、一刻

も早く明確な能力開発の方針を立てて、それを粘

り強く実践して行く必要がある。

５. 交流のないところに発展はない

十分な資質がないままに第一線に配置されるこ

とと合せて、別の大きな課題がある。それは、市

町村公務員の社会が、閉鎖的な社会であるこ

とだ。

市町村の職員は、ひとたび採用されたら、その

役所、役場の組織で定年までの人生を過ごすこと

が多い。もちろん人事異動はあるが、それは同じ

閉じられた世界の中の移動が中心であり、全く違

う自治体に行くことや、公務員以外の別の職種に

触れ合う機会は多くはない。職が安定的であると

いうことは、メリットも多いが、弊害も少なく

ない。

私は、異質な文化との交流のない世界は発展し

ないとの思いを持っている。

それは世界の古代文明の例などから類推でき

る。たとえば他文明との交流の少なかったインカ、

マヤなどの文明は、ある相当程度まで文明が進化

するが、歴史上から忽
こつ

然
ぜん

と姿を消していることが

多い。繁栄はあるが脆弱
ぜいじゃく

さをあわせ持っている。

一方、他の文明との交流のあったチグリス・ユー

フラテス文明などは、戦争などの苦難も多いが、

後の歴史に何か普遍的な制度や文化などを残すこ

とが多い。つまり、異質文明との摩擦によって、

繁栄と疲弊はあるが、その文明に多様性を持たせ、

その文明を強固なものにしているのだ。

こうした観点から、それぞれの市町村の職員の

特　集 「公務員はプロを目指す」

16



集団を眺めると、外界と交流の少ない同質の価値

のものだけが集まった集団であり、ある種の特殊

性は存在するが、社会全般に通用する普遍性が少

なく、変化には極めて弱い集団に思われる。この

ことが、「役所の常識は世間の非常識」などと揶
や

揄
ゆ

、非難される背景になっているのかもしれない。

同質なものだけで集まっていれば、その外界と

のズレが分からない。どんなに自分たちの集団が

他の集団と乖離（かいり）していても、他の集団

を見ようとしなければ、その乖離度合いを認識す

ることができないばかりか、その乖離の良し悪し

すらも判断できない。

異質なものとの交わりは、自己を客観視する大

きな原動力なのだ。

同質な集団の不都合はさらに多い。同じ価値の

人間だけで仕事をしていると論理的で明確な説明

をしなくても阿
あ

吽
うん

の呼吸で仕事が進んでしまう。

つまり説明責任の回避と非論理性が助長される。

さらに強い排他性が働き、価値の単一化に拍車が

かかる。古いことは習慣として動くが、変化や新

しいことには対応できないなど、同質文化だけの

弊害は枚挙にいとまがない。

６. 交流による効果は絶大

ニセコ町では、「交流のないところに発展はな

い」を基本的考え方にして、異文化と交わること

を積極的に行っている。

一つは外部への派遣である。町外への視察体験

研修、他自治体や他団体での研修、セミナーなど

への講師派遣、大学非常勤講師引き受け、大学院

派遣など、職員が自分の組織の外へ出ることによっ

て、異文化との交流を行う。

もう一つは、ニセコ町役場内部へ外部の皆さん

におこし頂くことだ。国内外の自治体職員の研修

をニセコで実施、民間企業からの研修生の受け入

れ、大学生などのインターン・シップの受け入れ

など、もともとの自分たちとは違う皆さんを、内

部にたくさん、かつ日常的に受け入れることによっ

て、異文化との交流を行う。

これらの交流について、当初は、仕事が進まな

い、煩わしいなどの批判が少なくなかった。実際

に、組織への出入りが多いと、苦労も少なくない。

しかし、その苦労が日常的なものとなる頃、つま

り人の出入りが習慣化する頃になると組織に変化

が見られるようになった。

かつて公務員は、新しいことにチャレンジする

際には、できない理由を発見する天才だと言われ

たことがある。しかし、交流による価値の多様化、

多面性の増大により、先入観なしに新しいことに

挑戦する雰囲気が生まれた。仲間意識とは別の他

者に対する優しさが生まれ、論理性が増すなど、

効果は絶大だ。

閉鎖された同質価値の文化から抜け出すこと

が、市町村職員の資質向上の大きな鍵を握って

いる。

７. おわりに

市町村職員の資質向上について、思っているこ

との一端を述べた。

交流は、本当に重要なものだと思うし、もっと

もっと積極的に行われるべきものだと思う。

他方、職員を採用した後に、資質を高めること

も重要だ。しかし、土木や建築の専門家がある一

定程度のトレーニングを受けてから職場に入るの

と同様に、そもそもは事前に公務員としての専門

性を磨くための仕組みが存在することが理想の姿

だ。公務員として学ぶべき基礎的分野や身につけ

るべき技術、そしてそのための制度など、この点

についてはまた別の機会に論じたいと思う。

特　集 「公務員はプロを目指す」
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千葉市では、本年４月に全国初のPFIによる給

食センター「大宮学校給食センター」をオープン

いたしました。本市では、これまで給食センター

方式により、中学校の完全給食を実施してまいり

ましたが、施設の老朽化や生徒数の減少、また安

全性の向上や運営面の合理化等の課題が生じてき

たことから、より豊かで安全な学校給食の実現を

図るため、「再整備計画」を策定し、その一環と

して当施設を整備したものです。現在では、中学

校22校へ毎日１万食余りの給食提供を行っており

ます。

整備にあたっては、民間が有する食品衛生に関

するノウハウを活用するとともに、より効率的な

運営を図るため、PFIによる事業手法を導入いた

しました。このことにより、財政面においても市

の直営と比較し、約24％の軽減と事業支出の平準

化を図ることができました。

事業方式は、BOT（民間事業者が自ら資金を

調達して施設を建設し、一定期間管理・運営を行

い、資金回収後、公共に施設の所有権を移転する

もの）方式で、業務は、施設の建設から施設・設

備の維持管理、調理や洗浄、残
ざん

滓
し

処理等とし、運

営期間は15年間としております。

施設は、延床面積約3,500㎡で、調理室等、施

設全体の空調を行うドライシステムを採用し、汚

染・非汚染区域の明確なゾーニングを行うととも

に、冷蔵庫や消毒室等の温度管理をコンピュータ

によって適切に管理するなど、食の安全性に万全

を期したものとなっております。

また、残
ざん

滓
し

は食缶に添付してあるバーコードで

学校、クラスを読み取り、メニュー別に計量、記

録して献立作成時に活用するとともに、メタン発

酵施設や堆
たい

肥
ひ

化施設において電気や堆
たい

肥
ひ

としてリ

サイクルするほか、一般ゴミも含めリサイクル率

95％以上を目指しております。

さらに、空調及び調理機器の熱源や配送車は天

然ガスを使用するなど、環境へも配慮した施設と

なっております。

なお、本市といたしましては、献立作成、食材

料調達、給食費の徴収、食数調整等の業務を行う

とともに、モニタリングを行い、事業者と協議し

ながら細かな点について改善を図っているところ

です。

今後は、生徒や教職員、また、保護者の方々の

試食会等を通して広くご意見等を伺いながら、公

共と民間の良好なパートナーシップのもと、さら

に豊かで安全な学校給食の実現を目指してまいり

ます。

18

千葉市

ＰＦＩによる
給食センターを開設

大宮学校給食センター　
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●地域と共に学校を創る

ネットデイは各学校単位で設立された実行委員

会を中心に、学校・保護者・地域・子どもたちが

一緒になって校内LANを整備するイベントで、

南房総でもこれまでに三つの学校で実施されてき

ました。

なかでも、平成15年11月に実施した館山市立北

条小学校では、当初からネットデイをボランティ

アによる安価な校内LAN工事としてではなく、

ネットデイをきっかけに学校と地域のコラボレー

ションを生み出し、「共に学校を創る」という理

念を地域で共有することを目標として取り組んで

きました。

多くの父親にとって学校とは、なかなか行きに

くい場所であり、学校に子どもが通っていない地

域住民にとってはなおさらのことです。反面こう

した人々の持っている技術や知識は学校教育活動

のために有用なものが多く、ネットデイをきっか

けにこうした人々にも学校に来てもらおうという

ことがネットデイの目的の一つでもあります。

また、女性には昼食班で、子どもたちにはお土

産班や広報PR班・成端班などで活動してもらい、

教員・保護者のみならず地域住民や子どもたちも

「学校づくり」に参加できる機会を設定し、様々

な人々が多様な形で参加し・楽しめ・活躍できる

「ネットデイ」を時間をかけて創っていきました。

こうして、実行委員会立ち上げからネットデイ

当日までに数か月をかけ、各班が自主的にワーク

ショップを開催し準備を進めていく過程で、メー

リングリストがコミュニケーションの活性化に及

ぼす影響は極めて大きく、ネットワークコミュニ

ティを介して参加者が飛躍的に増大するとともに

参加者間の連帯感・「心の絆」が形成され、当日

は地域内外から335名のボランティアが参加し北

条小ネットデイが実施されたのです。

●ネットデイからアフターネットデイへ

このようなプロセスを経ることにより、北条小

ではネットデイ終了後も引き続き、地域が学校の

情報化をはじめとする様々な課題を解決するため

の支援を行う「アフターネットデイ」と呼ばれる

動きに発展し、ネットワーク整備後のパソコンの

調達や日常的なネットワーク管理、児童のITリ

テラシー向上を目的とした放課後の「北条子ども

パソコン教室」が実施されています。

この教室では保護者が講師を務めるとともに、

ネットデイに参加した地域の高齢者が補助員とし

て子どもたちを指導していることから、子どもの

ITリテラシー向上のみならず、三世代の交流に

もつながっているところです。

また、これらボランティアの活動は「学校の情

報化」という特定の分野だけでなく、パソコン室

のカーテン製作や機器清掃・授業支援ボランティ

アなど様々な形で広がり、「アフターネットデイ」

が多様な形で定着するとともに、学校をコアとし

た地域コミュニティの活性化という効果も見せ始

めており、この北条小学校をモデルとして、今年

度も館山市内の三つの小中学校でネットデイが予

定されています。

館山市

地域と学校をつなぐ
ネットデイ

教育委員会生涯学習課

～ネットデイからアフターネットデイ
へ・館山市立北条小学校の取り組み～
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野田市は、平成15年６月６日に関宿町と合併し、

人口15万人の都市としてスタートしました。

新市は、究極の行政改革と言われる合併によっ

て行政の効率化を図り、市の財政基盤を強化する

ことにより、自立した自治体として必要な行政サー

ビスの継続、発展に努めています。

平成16年３月には、行政改革を具体化するため

に行政改革大綱を策定し、今後５年間で少なくと

も60億円の行政改革効果を生み出そうと、さまざ

まな取り組みを行っています。

また、今回の行政改革大綱では、サービスを低

下させずにコストを削減するばかりではなく、コ

ストが若干増加してもサービスが大幅に向上する

事務事業にも取り組んでいくことにしています。

具体的な取り組みとして、まず、16年度は、新

設図書館の民間委託や、野田公民館の無休化試行

実施、図書館・博物館・公民館の祝日の開館、複

合老人ホームへの指定管理者制度導入などを実施

してきました。

さらに今回、市民の皆さんから多くの要望をい

ただいている窓口サービスを強化することで、共

働き世帯の増加や生活スタイルの多様化などに対

応しようと、17年６月１日から試行的に、市役所

市民課で、月曜から金曜日までの平日の窓口業務

を午後８時まで延長しています。

延長時に取り扱う業務は、住民票の写しや戸

籍・除籍謄抄本、印鑑登録証明書などの交付です。

転入や転居、転出、世帯分離などの住民異動届や、

外国人登録の受け付けなど、他の市区町村との連

携の必要があるものは、取り扱いません。

また、出生届や婚姻届などの戸籍に関する各種

届け出は、受付のみを行い、証明の発行は行って

いません。

窓口延長の試行が始まって、市民からは「時間

が延びて便利になった」、「昼は仕事で来ることが

できなかったが、時間延長は助かる」などの声が

あり、１か月（６月30日現在）で625件（341人）

の利用があり、１日平均でも28件の利用がありま

した。

利用状況としては、印鑑証明（243件）の申請

がもっとも多く、次に住民票（178件）、戸籍謄本

（56件）の順となっています。

なお、延長時の窓口は職員３人の勤務体制です

が、勤務時間にシフト制を導入するため、時間外

勤務手当は発生しません。

また、夜間にまで利用時間が拡大されたことに

より、日中の窓口の混雑が緩和する傾向もあるこ

とから、今後も試行を重ねながら、費用対効果な

どを見極め、効果が認められるようであれば、対

象窓口の拡充も含めた本格実施の検討を進めてい

きたいと考えています。

野田市

市民課窓口を
午後８時まで延長

民生経済部市民課
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「バイオマス」とは動植物由来の有機性資源の

ことで、木材の木くず、家畜の排泄物、もみがら、

食品の生ごみなどで太陽エネルギーと生物の活動

があれば持続･再生できるものをいいます。山武

町では、地球温暖化の防止や持続的な資源循環型

社会の形成をめざすため「山武町バイオマスタ

ウン構想推進委員会」を設置しました。この委員会

では、町内に存在するバイオマス資源の有効利活

用方法を協議し、バイオマスタウン構築の実現へ

の具体的な計画･運営について検討していきます。

委員会は、農業者、畜産農家、林業者(森林所

有者)、農業団体、林業団体、商業団体、学識経

験者、県･町の行政関係者、農林業やボランティ

アの活動グループ、消費者、オブザーバーで構成

されています。委員長に篠山浩文千葉大学助教授、

副委員長に林業者の猪野源治氏が就任しました。

キーワードは『元気(木)』『やる気(木)』

『勇気(有機)』！

６月29日(水)に行われた第１回目の会議では、

役員の選任のほか、山武町バイオマスタウン構想

及び三つのキーワードについて説明がありまし

た。この構想の基本理念は「バイオマスと共に暮

らし、バイオマスと共に栄える『さんぶ』」であ

り、キーワードは『元気(木)』『やる気(木)』『勇

気(有機)』です。首都圏から50㎞圏内という山武

町の立地特性や基幹産業の農林業、そして農家の

新たな取り組みである有機栽培を大きな柱とし

て、山の再生、サンブスギの有効利用、慣行農業

と有機農業の融合などの実現を目指します。

部会を設置し事業の可能性･実用性を検討

さらに具体的な検討をしていくため、三つの部

会を設置することとなりました。有機農業の振興

や農業の活性化を図る「バイオマス有機農業部

会」、森林の再生や林業の活性化を図る「森林バ

イオマス部会」、そして「バイオマスタウンさん

ぶ部会」では、バイオマスタウンさんぶのアピー

ルや研究会を行うこと等を検討していきます。

第２回目の会議は７月11日(月)に開催し、各部

会に分かれて討論会を行い、翌12日(火)に部会発

表を行いました。バイオマスに対する疑問から始

まり、町への課題、バイオマスに期待すること、

自分でできそうなこと、新しいアイデアなど討論

の輪を広げていきました。

今後のスケジュール

９月にバイオマスタウン構想を国に提出するた

め、当面は構想についての協議が主となります。

９月以降は、合併後に他町村のモデルとなるよう、

より実現化に向けての検討･検証を行っていく予

定です。

山武町

“バイオマスタウン
さんぶ”を目指して

経済環境課

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;地域情報
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滋賀県草津市では、熱中症の予防を図るため警

報を発令する熱中症予防条例を全国で初めて制定

しました。

１．制定理由

昨年の夏季は例年にない酷暑で、本市域でも熱

中症を発病された方が多く、全国的には死者も出

たことから、本市では、緊急危機管理対策本部を

設置し、平成16年７月23日から９月15日まで

WBGT（湿球黒球温度）の計測を行い、熱中症

厳重警報の発令を行いました。結果、市関係施設

及び発令受信登録施設においては、一人の熱中症

の発病者はおらず、市民の健康と安全を維持する

一助とすることができました。

この熱中症厳重警報発令の実績に基づき、今後

も継続し、より多くの市民の健康と安全を守るこ

とを目的とし条例化を行うこととしました。

２．制定内容

「草津市熱中症の予防に関する条例」

(1) 市、市民、事業者等の責務について（第３条

～第６条関係）

市は、熱中症に関する知識の普及およびその

発症の予防を図るための施策、その他必要な施

策について努めることを規定しており、市民、

事業者、施設管理者、各種スポーツ団体等は、

それぞれの現場における熱中症の発症の予防に

努めるとともに、市長が実施する熱中症に対す

る予防対策に関する施策に協力するよう努める

ことを規定しています。

(2) 熱中症厳重警報について(第７条関係)

市長は、市内において熱中症が発症しやすい

気象条件となった場合には、直ちに熱中症厳重

警報を発令し、市民等に対する注意を喚起し

ます。

この警報の基準は、熱中症指標計で測定した

気温が摂氏31度を超えた場合で、かつ熱中症指

標計の湿球黒球温度（WBGT）が28度を超え

た場合としています。

(3) 報告について(第８条関係)

市民、事業者、施設管理者、各種スポーツ団

体等は、市内において熱中症が発症したときは、

その状況等を市長に報告することになってお

り、市長は、報告を受けたときは、それを集計

し、予防対策に資するものとしています。

(4) 予防対策について(第９条関係)

市長は、熱中症の予防に関して市民、事業者、

各種スポーツ団体等と連携、協力し、次にあげ

る施策を実施するものとしています。

①市の広報紙等を利用した広報啓発活動の実施

②予防対策マニュアル作成等の予防手段の確立

に関すること。

③警報発令の際の情報伝達に関すること。

④その他予防に関し必要な施策

この条例については、平成17年７月１日から

施行されています。

３．熱中症予防情報発令システムの流れ

１　草津小学校の校庭に設置された「定置型熱

中症指標計」で、気温・湿度・黒球温度・

報 報 報 情 情 情 域 域 域 地 地 地 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;県外情報

全国初の熱中症
予防条例を制定

防犯防災対策室

滋賀県草津市
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WBGTの数値を自動計測、計算する。自動

計測時間は24時間計測。

２「定置型熱中症指標計」で自動計測した各数

値を市役所内に設置されたパソコンにリアル

タイムに無線送信する。

３　パソコンに無線送信された各数値をパソコン

内のソフトで監視する。

気温が31度を超え、尚且つWBGTが28度

を超えると、パソコンのブザーを鳴らし、尚

且つパトライトの赤色灯を点滅させて付近の

人に警告する。

４　警告が発せられると、市内の各施設や予め

「熱中症情報」の提供を登録されている人の

携帯電話にMailで熱中症の危険情報を配信

して注意を促す。

４．おわりに

今年の夏も暑い日が続いていますが、今後もこ

の予防条例を活かし、市民の健康と安全を守るこ

とに努めていきたいと思います。

※定置型熱中症指標計WBGT－101S
本装置は本体に付属されたセンサーで温度・湿度・黒球温度の自動計測を行い、それぞれの数値からISO

7243に規定されている熱中症の指標となるWBGTを求める装置。

（WBGT＝Wet Bulb Globe Temperature／湿球、黒球、乾球温度）

WBGTとは、人体の熱収支に影響の大きい湿度・輻射熱・気温の三つを取り入れた指標で、乾温度・湿球

温度・黒球温度の値を使って計算する。（財）日本体育協会は、熱中症予防のための指標には、WBGTが有

用であるとして、スポーツ環境温度をWBGTの値で管理することを推奨し、普及を図っている。
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本町からは、できたての図書館で働く木村綾子

さんと赤羽慶子さんの二人を紹介します。

木村さんと赤羽さんは、昨年４月に採用され、

今年２年目のフレッシュな職員です。町の図書館

「NYL
ニ イ ル

松の実」は、昨年10月にオープンし、二人

は図書館司書として本と人とをつなぐ仕事をして

います。

図書館という静かな職場で働き、とても、しと

やかな感じの二人ですが、実は意外な趣味の持ち

主でもあります。

木村さんは、大学に入って間もなく先輩のバン

ド演奏を見て、ドラムのとりこになってしまいま

した。授業が終わるとすぐに、毎日ドラムの練習

を続け、学園祭や文化祭、パーティーなどで活躍

していました。「ドラムをやっていて楽しいと思

うことは、お客さんの前で演奏したときに、お客

さんも音楽に乗ってくれて、演奏する側のうれし

い気持ちが更に音楽に乗ってお客さんに伝わり、

一体感が持てるところです。」と話します。今は、

忙しいので音楽好きの仲間と集まる時間があまり

持てず、なかなかドラムを叩けないことが寂しい

ようです。ドラムを叩くのは体力勝負のところも

あるので、今はもっぱら走って体力づくりをして

います。県内で開催されるスイカマラソンに参加

したり、秋には、梨マラソンに参加するなどエネ

ルギッシュに動いています。

また、赤羽さんはスポーツ好きの家族の中で育っ

たこともあり、小学５年生から中学３年生までは

陸上競技部で活躍していました。得意種目は200

メートルと走り幅跳びでした。高校に入ってから

は、柔道部で心と体を鍛えていました。他にも演

劇や美術など興味のあるものがたくさんあって忙

しい学生時代を過ごしてきました。中でも、「中

学校時代の部活動は、朝練と放課後の練習が毎日

あり、朝練は筋力トレーニングが中心で、放課後

は種目別の練習でした。顧問の先生のアドバイス

が少なかったので、部活の仲間同士で相談しあっ

たり、先輩を参考にしたりして技術の向上に努め

ました。仲間と一緒にいるだけで楽しかったです。

運動部なので先輩との上下関係が厳しく、呼び出

されて注意を受けたことも何度かありました。こ

ういうときは、もっぱら風の中を“全力疾走”し

て気持ちを晴らしました。」と楽しかった中学校

時代を懐かしく話してくれました。赤羽さんは今

でも、ストレス解消法として“全力疾走”を行っ

ているそうです。今回、残念ながら勇ましい柔道

着姿は見せてはもらえませんでしたが、機会があ

ればまた、大好きな柔道も始めたいと柔道着はい

つもそばに置いています。

二人とも図書館がオープンしてから間もないの

で、いろいろと忙しいようですが、持ち前の明る

さと粘り強さで利用者の皆さんの要望に一つでも

多く応えられるようにと張り切っています。そし

て、「図書館をみんなが楽しく集える場所にした

いです。」と抱負を語ってくれました。

共通の趣味である二人の走る姿を見かけました

ら、みなさん応援してください。

（文：松尾町総務課主査　越川一夫）

あの人この人　人物紹介

松尾町図書館　司書

木　村　綾
あや

子
こ

さん

赤　羽　慶
けい

子
こ

さん

懸命にドラムを叩く木村さん 昔から走ることが大好きだった赤羽さん

赤羽さん（左）と木村さん（図書館窓口で）
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頑張っていること
文字における表現の向上を目指し、読書をしています。
お知らせや報告、メールなど文章を書く機会は多いも

のの、文を作るのは苦手で読み直しては修正を繰り返し
時間ばかりがかかっています。苦手を克服したいと思い
まして、作文が上手になるには本を読むことと聞き、や
や内容に偏りはありますが月２冊くらい本を読んでい
ます。
さまつなことですが、長期的見通しで楽しく頑張って

います。
［横芝町　Ｓ　26］

頑張っていること
現在、ゴミの増加で処理ができず放置されているゴミ

がたくさんあると聞いた。確かに今の私達の生活は大量
生産大量消費である。そしてゴミが出れば袋に入れて捨
てる。これではゴミの量が減少する訳がない。そこで私
の家庭ではゴミの中の生ゴミに関しては、徹底して自家
処理している。方法としては家庭の中では主流のコンポ
ストを使った分解方法である。結構手間ではあるが、お
金もそんなに掛からず手軽にでき、分解後は肥料にもな
るので一石二鳥である。私の家庭がやっても地球規模で
見たら、小さな事かもしれない。それでも私は続けたい。

［横芝町　匿名　22］

頑張っていること
私は今、私と共に人生を歩むパートナーと一緒に暮ら

せるように頑張っています。
二人で話し合い、お金を少しずつですがため始めてま

す。まだ、先のことになりますが、着実にゆっくりと幸
せのために歩んで行きたいと考えています。
誰もが通る道のようですが、同じようで違います。私

は私ですから、道の形が違います。いろいろな道がある
中、二人で良い道を築いて行きたいと思っています。
これが私の頑張っていることです。

［習志野市　匿名　20］

頑張っていること
頑張っていることは髪の量の現状維持です。目標は

50歳。
最近、「ちょっと髪薄くない？」とはよく言われますが、

実態は「ちょっと」どころではありません。しかし、そ
のうち周りから冗談でも言えなくなる日が来るのではな
いかと肝を冷やしています。毎晩、指の腹の部分で念入
りに洗髪した後、育毛剤をピタピタ頭に振りかけてから
就寝します。気にすると頭皮に悪影響なので、ここらで

終わりにします。
がんばれ、自分！　がんばれ、頭皮！

［習志野市　匿名　25］

頑張っていること
今、頑張っていること…着付け。
先日、テレビで見た市田ひろみさんの着物姿がとても

すてきで「着物を着られるようになりたい！」と思い立
ち、着付け教室に申し込みました。「やっぱり和の心を忘
れてはならないわ」と意気込んで通いだしてみたものの、
全くの素人で「合わせは左が前だっけ？」、「帯の“タレ”っ
て何？」といった状態。早く自分で着られるようになっ
て、･･･来年の夏は浴衣で花火を見に行くぞ！

［習志野市　匿名　25］

頑張っていること
頑張っていることと言えば、去年の12月から和田町在

住の人達と始めた和太鼓のクラブです。月に２～３回公
民館に集まって練習しています。全国的に有名な囃子や、
地域の民謡、地域の祭囃子など、徐々にレパートリーを
増やしていく予定です。小学生から50代の方まで幅広い
年代の人達が集まって楽しく練習しています。今後は地
域の納涼祭などで演奏する予定です。

［和田町　匿名　33］

しっかり者を目指して頑張っていること
私は、人並みはずれておっちょこちょいな性格です。

どうしてこんなことを間違えてしまうのだろう、こんな
ドジをしてしまうのだろうと毎日感じてばかり…。完璧
に物事をこなすことは到底できないけれど、せめて人に
迷惑をかけない程度に「しっかり者」になりたいです。
そんな私が気をつけていること。それは、姿勢をよく

して、ゆっくり、ゆっくり呼吸をすること。そうするこ
とで自分なりに気を落ち着かせて行動をとることができ
るからです。
目の前にやるべきことがたくさんあってパニックになっ

てしまいそうな時、車の運転で戸惑ってしまった時はも
ちろん、どんな時でも深く呼吸をするように心がけてい
たいと思っています。
といっても、やっぱりうっかりミスはなかなか減りま

せんが…。「しっかり者」を目指してがんばっていきたい
と思います。

［和田町　匿名　24］

一人前を目指して頑張っていること
学生を終えて社会人となって、和田に越して３年目に

なりました。職場では仕事の要領を覚えてきたものの、
まだまだ勉強不足だな、生涯勉強だな、と常に感じます。
意欲的に学べる職場環境をつくってくれる職場の方々に
感謝です。地域では神社や海岸の掃除、お祭り、野球等
の行事を通して笑顔がすてきな多くの方と知り合ってい
ます。山、木、実、海、磯、貝、魚を身につけて、一人
前の和田の地元っ子になれるよう頑張りたいです。

［和田町　T.N 24］

意見の広場

テーマ テーマ テーマ 
頑張っていること
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私は、徴収事務に関する基本的知識について体

系的な修得を図るため、４日間にわたり徴収事務、

財産調査、滞納処分などの項目について学びま

した。

講師の先生は、元国税局の職員、現在は千葉市

の徴税指導員をされており、実体験を踏まえなが

ら講義が進み、大変興味深いお話も聞くことがで

きました。

まず、研修は徴収事務から入り、一連の滞納整

理から滞納処分までの事務の流れを、税法に基づ

いてポイントごとに丁寧に説明いただき、滞納者

管理と効率的な滞納整理の実施についての重要

性、ただ漠然と滞納者と応対するのでなく、滞納

者の気質、収入、生活状況を詳細に聞き取りし、

その者にあった滞納処分をしていくことの大切さ

を感じました。

次に、財産調査では、無駄な調査をなるべく避

け、その滞納者の状況や一人ひとりの実情に応じ

て実施することの大切さ、また近年の収納率の低

下、地方財政が逼
ひっ

迫
ぱく

しているなか、各市町村も金

融機関等の関係機関に文書による間接的調査や、

直接的調査（臨場調査）を積極的に実施していか

自治専門校だより

なければならない時期に入ってきていると痛感さ

せられました。そのためには、職員一人ひとりの

意識革命、各税法の熟知、導入されている市町村

は多いかもしれませんが、徴税指導員の導入等も

検討していく必要性を感じました。

最後に、滞納処分について各種債権差押、公売

手続き、執行停止までの手順、換価事務の概要等

について基本的な説明をしていただき、我々徴税

吏員が持つ「自力執行権」の行使により、迅速か

つ正確な事務の遂行により差押債権の保全に努め

なければならないと感じました。

４日間にわたる研修を終えて私自身思うこと

は、我々が携わっている仕事は、地方行政の末端

の仕事であるが、決して欠かすことのできないも

のであり、市町村職員一人ひとりが創意と工夫を

持ってこの事務を遂行し、自己財源の確保に努め、

多様化される住民ニーズに適切に対応していかな

ければならないと思いました。

徴税事務研修を終えて

四街道市　市民税課

松　戸　　　章
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平成17年度新設研修報告

女性職員研修（平成17年５月12日・13日）

自治専門校では、女性職員が持っている能力を充分に発揮できるよう、公務員としての意識啓発や職務

に対する意欲の増進を図り、職場の活性化とリーダーシップについて理解し、併せて各市町村間の人的ネッ

トワーク形成を促進することを目的に、女性職員研修を新設しました。

今年度は、12市６町から31名の参加者があり、研修科目として、ファシリテーション－住民協働の進め

方－、私のキャリア・デザイン、カウンセリング・マインド、職場の活性化とリーダーの役割など、ディ

スカッションの時間をなるべく取り入れながら実施しました。

下記のアンケートの感想からも、概ね好評を頂きましたが、次回からは人的ネットワークづくりの仕組

みをもっと工夫し、研修生の方々の満足度がより高くなるよう検討を重ねていきます。

・女性のためのエンパワーメント研修は必要だと思う。
もっとPRしてほしい。

・現職年齢の幅が広すぎて、グループ研修がうまく進ま
なかった。その立場での役割があると思います。

・日々仕事をこなしていくだけでしたが、仕事への大前
提である職場の人間関係について考える機会を与えて
もらえました。

・情報交換の場、PRの場をもっと設定して欲しかった。

・現在は気付いていない問題点、課題について、今後対応せざるを得ない状況を想定して研修が構成されてい
た。若い職員にも受講の機会を与えていただきたい。

・女性は雑用ととらえている職員が多く、マイナス思考になってしまいがちだったが、自分をアピールするこ
との大切さが良くわかった。前向きに仕事をしようと思う。

・人間関係、仕事の教え方など理想的だが日々、煩雑な事務量と人員不足のため100%役立てて取り入れられる
か自信がないが、悩んだりしたときに思い出して解決に導いていきたい。

・忙しい中での研修でしたが、質の高い研修で有意義でした。早速職場で活かせたらと思います。

・普段あたり前と思っているようなことも、相手の立場にたって、事実確認を良くして、また、よく考えて処
置をし、また、その結果に対してフォローすることも忘れてはならない。簡単なようで難しいことですが、
少しずつ取り入れていきたいと思います。

・このような研修の機会があまりなかったので、受講できたことで「行政の仕事」に対して、改めて考えさせ
られました。そして仕事に対しての意欲もわいてきました。

アンケートの感想から
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自治センターだより

千葉県自治センターでは、当面する各種行政課

題について調査研究事業を実施していますが、平

成17年度から市町村職員の政策形成能力の向上を

図るため、千葉大学法経学部（以下「千葉大学」

という。）と連携して事業実施することとしま

した。

当センターでは、県内全市町村で構成する「千

葉県市町村経営研究協議会」を設け、当面する各

種行政課題について、毎年度、いくつかのテーマ

を取り上げ、市町村職員による研究部会を設置し、

調査研究を行ってきました。

この千葉大学との連携は、調査研究をさらにグ

レードアップさせるものです。また、現在、地方

分権の進展に伴い、自治体政策の活性化が期待さ

れていることから、当センターと千葉大学が連携

し、より実践的で質の高い研究活動を行うことを

通じ、優れた政策形成能力を備えた自治体職員の

育成を図ろうとするものです。

連携内容は、同学部の研究者による「研究スター

ト時の基礎知識の提供」、「中間及び取りまとめ時

の指導・助言」や「大学院生の研究活動への参加」

等となっています。

今年度は二つの研究部会を設け、「IT社会にお

ける新たな行政サービスの可能性と情報セキュリ

ティ対策」と「危機管理」の研究テーマで、モデ

ル市町村を募るなどして、調査研究を実施します。

今回の連携は、千葉日報・読売・日本経済新聞

等にも取り上げられるなど、各方面から注目され

ており、研究成果が期待されます。

調査研究事業について
千葉大学法経学部と連携

後列左から　山下法経学部事務長、多賀谷法経学部教授、海老原自治センター事務局長
前列左から　柿原法経学部長、古在学長、川井自治センター管理者
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郷土紀行 郷土紀行 
写真で見る 写真で見る 

大 栄 町 大 栄 町 

伊能歌舞伎米と大栄愛娘
「伊能歌舞伎米」は一番のこだわりを

食味においたブランド米です。平成15
年７月に伊能歌舞伎米研究会を結成し、
良食味米を生産するための栽培基準を定
め、統一基準により生産をしています。
一般公募で決まったキャラクター「こめ
丸」のステッカーを貼って平成16年産
のお米から販売を始めました。
おいしいさつまいもにこだわり生産者

同士が栽培協定をむすぶ「大栄愛娘」は
収穫後、一定期間貯蔵することにより、
更に甘味を増して「おいしさの旬」を迎
えます。肉質がやわらかくとにかく甘い、
焼きいもにするととってもおいしいと評
判です。販売期間は12月から翌年の４
月までの限定販売となっています。

大栄町の概要
大栄町は、千葉県の北東、香取郡の西部に位置し、西は成田

市、東は佐原市に隣接し南西部は成田空港に接しています。
町の中央部を東関東自動車道が、その北側を国道51号が東西

に横断しています。町内に大栄インターチェンジが設置され高
速交通へのアクセスに恵まれています。
地形は町域のほぼ中央を大須賀川が北へ流れ、水田とこれを

取り囲む北総台地の畑地帯により成り立っています。

大栄町 

伊能歌舞伎米 大栄愛娘

町の木 さざんか
昭和45年に若潮国体

を記念して、町の木を
公募し、選ばれた木が
さざんかでした。
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歴史・文化財・伝統 歴史・文化財・伝統 
伊能歌舞伎

伊能歌舞伎は、「イノウノシバヤ」といわれ、大須賀大神
おおすかだいじん

の春の例大祭
に奉納芝居として江戸時代から行われてきましたが、一時中断し、平成11

年11月に34年ぶりに復活、平成14年２月には町無形民俗文化財の指定を受
け町内外で数多く上演をしています。後継者育成を目指して、子ども歌舞
伎も上演され、各公演では観客から多くの声援を受けています。

奈土
な ど

のおびしゃ
千葉県無形民俗文化財にも指定されている奈土地区

のおびしゃは、古式にのっとり毎年旧正月の２月13日
に行われます。磐

いわ

裂
さく

神社で五穀豊穣と家内安全を祈願
したあと、神楽の奉納や三又路（みつまた）での神事
を行います。

大慈恩寺
だいじ お ん じ

天平宝字５年（761
年）の創建の下総地方
では、栄町の竜角寺と
並び最も古い寺とされ
る大慈恩寺には、天皇
の勅使だけが使用した
勅使門（上）や十六羅
漢（左）をはじめ、貴
重な文化財が残されて
います。



研修のご案内（10月～２月）〈自治専門校〉

今回の特集では、考えさせられる言葉が何個所もありました。
――プロ人材は、ひとつの組織にずっといては育たない。同質性の中では発想の広がりも出て
こない。
――閉鎖された同質価値の文化から抜け出すことが、市町村職員の資質向上の大きな鍵を握っ
ている。 等々
幸いにして、現在はIT社会であり、ネットの力を借りることで、以前に比べ異質の社会との

交流は容易になったと思われます。同じ職場の仲間づきあいから一歩出て、同じ公務員でも違
う組織の人たちと交わる、さらには異業種の人たちと交わえるサイトへ…。新しい交流は間違
いなくエネルギーを与えてくれます。
そして、何のために公務員が存在するのか、必要とされる公務員像について、立ち止まって

考えてみませんか。

＊特集 Part3 逢坂誠二氏の論文は、８月19日にご寄稿いただいたものです。

編集後記 編集後記 編集後記 

＜問い合わせ＞　教務課　TEL 043-231-8701

指導者養成研修 
接遇研修指導者養成研修（第２次） 
18年１月11日～13日
係長級以上で講師又は指導にあたる者 
公務における接遇、クレーム対応 

JST指導者養成研修（第２次）
18年１月16日～20日
課長補佐級以上で講師又は指導にあたる者
リーダーの役割、マネジメントの基本 

専　門　研　修 
市町村民税研修
10月12日～14日
市町村民税事務に携わる者
個人・法人の市町村民税、事例研究 
行政広報研修
11月15日～18日
広報事務に携わる者
広報紙編集、レイアウト演習、写真撮影 
商工観光研修
12月６日～９日
商工及び観光行政に携わる者
魅力ある商店街づくり、観光施策の動向 

環境行政研修
11月14日～18日
環境行政に携わる者
産廃の不法投棄対策、資源リサイクル 
まちづくり研修
11月29日～12月２日
都市政策や建築行政に携わる者
まちづくり計画、開発許可制度 

特　別　研　修 
政策法務研修
10月６･７･20･21日
政策法務に関する知識を必要とする者
自治体と法、条例・規則の立案演習 
法制実務研修（第３次・第４次）
11月14日～17日/18年２月７日～10日
法制実務に関する基礎知識を必要とする者
条例・規則のしくみ、立案演習 
情報処理研修
12月14日・15日
アクセスの操作能力を必要とする者
パソコン実習（一人１台）、グループ演習 
政策形成研修
18年１月23日～27日
政策形成に関心のある者
地方分権と政策形成、演習、政策評価 
問題解決能力向上研修
18年２月２日・３日
問題発見・解決能力の向上に関心のある者
問題解決と業務の革新、状況分析、解決案 

住民満足度（CS）向上研修
11月８日・９日
住民満足度（CS）向上に関心のある者
CSとは、CS調査の導入と活用 
行政課題研修＜情報公開＞
11月28日・29日
情報公開に関心のある者
情報公開法、個人情報保護、文書管理 
国際文化研修
18年１月12日・13日
国際文化に関心のある者
自治体の国際化､異文化対応(留学生と交流) 
行政課題研修＜危機管理＞
18年２月１日・２日
危機管理に関心のある者
危機への対応､コンプライアンス､報道対応 
折衝・交渉能力向上研修
18年２月８日・９日
対話や説得の技法を必要とする者
折衝力の基本、クレーム対応(ロールプレイ)



今号の表紙（市川市）

市川市の北部地区に広がる梨畑では、今収穫が
まっさかり。今年の梨は、例年に比べてやや遅い
ものの、出来はとても良いとのこと。
昨年は千葉県主催の「千葉なし味自慢コンテス

ト」で農林水産大臣賞を始め、賞の上位を市川産
の梨がほとんど占めました。９月に入ると新品種
の「あきづき」も店頭に並びます。

◆実りの秋 ◆
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