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からマラソンを始め、東京マラソン、ホノルルマラソンに参加したと言っていま
した。参加した感想を聞いてみると、タイムを競っているわけではないので、周
りの景色を見ながら楽しく走る事ができ、その後もマラソンを楽しく続けている
様子でした。 
　自分の好きな事をして、体もスッキリで一石二鳥。 
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今回は、これから実施する研修で、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。 

住民協働推進研修【改編】 

　協働のまちづくりは、地方自治の分野
において核をなすものです。この研修で
は、住民協働の考え方や、協働を実現さ
せるための体系的な仕組みを学びます。 
 
期　間　平成22年11月9日（火） 
対象者　すべての職員 
内　容　住民（ＮＰＯ）と行政の協働 
 

ファシリテーション研修【新設】 

　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22年11月25日（木）・26日（金） 
対象者　すべての職員 
内　容　ファシリテーションの基礎知識 
　　　　会議における合意形成　等 
 

まちづくり研修 

　地域住民の複雑多様化するニーズに応
える共生のまちづくりが求められていま
す。この研修では、住民参加、景観、安
全安心、中心市街地活性化などまちづく
り問題について総合的に学びます。 
 
期　間　平成22年12月8日（水）～10日（金） 
対象者　まちづくりに携わる職員 
内　容　まちづくりと地方自治、 

公民連携のまちづくり　　　等 

問題解決能力向上研修 

　自分の業務を文章にして書き出し、あるべ
き状態と現在の状態の比較から問題点とその
原因を整理し、目標達成のための効率的な改
善方法を導き出す思考方法を身につけます。 
 
期　間　平成23年1月25日（火）・26日（水） 
対象者　すべての職員 
内　容　問題解決と業務の革新、 

問題解決のプロセスと発見　等 
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市民の皆さんのために、より良い公共サー

ビスとは何か。行政に求められる、古くて

新しい最大のテーマです。

行政は、この課題に対処するために、時代

の要請、市民ニーズにそって絶えず進化し

続けることが必要です。そこで問題として

浮上してくることが、人事考査の難しさや、

単年度予算主義や、公平性、平等性に基づ

く行政特有の行動原理です。

お役所仕事と言えば、融通が利かない、杓

子定規な仕事ぶりのことをさす不名誉な代

名詞ですが、その根本的な原因はそこにあ

ります。全体の奉仕者として致し方ないこ

ともありますが、しかし、そうした原則に

起因する硬直的な行動や思考パターンを、

可能な限り変えてゆくことが、まさしく今

日の行政に求められていることです。

私は、刻々と変化する経済情勢、市民ニー

ズに対応していくため職員と様々な議論を致

しますが“はなからそれはできない”という

先入観を捨てるよう指示しています。（勿論

始めから無理難題なこともありますが…）市

民ニーズに応えきれない場面に直面した時、

どうしたら対処できるのか、職員一人ひとり

が固定観念を捨てじっくりと考えることが大

切です。そのうち、今の行政に何が足りない

のか、あるいは行政上のルールややり方が、

市民生活や企業活動を向上させるうえで足枷

になっていることがあることに気づきます。

また、ことなかれ主義を排除することも重

要です。失敗をしないことに職務の軸足をお

くことも一概に間違いではありませんが、そ

れでは時代の流れに沿った進化を遂げていく

ことはできません。前例にとらわれず、今な

すべきことを見出し、果敢にやり遂げようと

する突破力を身につけることが必要です。

以上のようなことの日々の実践や訓練の積

み重ねが、市民の期待に応えうる職員を創

り上げていくものと思っています。

羅　針　盤

羅

針

盤
南房総市長 石　井　　裕

職員に期待すること
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早稲田大学政治経済学術院教授・京都大学博士（法学）
京都大学法学部卒業、大阪市役所勤務（13年間）の後に、大学に転ずる。
姫路獨協大学助教授、大阪市立大学法学部教授、同法学部長などを経て、平成19年か
ら早稲田大学教授。放送大学客員教授

内閣府、内閣官房、総務省、人事院等の公職多数。
総務省人材育成等アドバイザー
自治体の審議会委員等多数。

著書に、『現場直言！自治体の人材育成』『プロ公務員を育てる人事戦略－職員採用・
人事異動・職員研修・人事評価』『自治体の人事システム改革－ひとは「自学」で育つ』
『公務員給与序説－給与体系の歴史的変遷』『人事・給与と地方自治』『日本の官僚人事
システム』など多数。

特　集　「育てよう！伸ばそう！若い力」特　集

　国と地方の関係が補完性の原理を前面に押し出されていようとしている今、これま
でのように国から仕事が下りてくる時代は過ぎ去ろうとしている。これからの基礎的
自治体は、地域の実情に合った独自性のある自治体運営、例えば各種の基本条例の策
定など新しい公共に根差した独自の経営戦略が求められている。 
　増加する自己決定・自己責任での行政サービス、公務員に寄せられる住民のあつい
期待、これに応えるためには、職員はこれまで以上の職務遂行能力と意識改革が必要
である。 
　時代が急激に変化する中で、明日を担う若い職員を育てるために職場や上司が取り
組むべきことは何か、また職員自身は何をしなければならないか。 
　今回の特集では、専門家の識見や自治体の取組み事例から若い職員の人材育成の方
法等を探ることとする。 
 

早稲田大学政治経済学術院　教授 稲　継　裕　昭（イナツグ　ヒロアキ）

PART 1 これからの人材育成－自学刺激とキャリアアップ

PART 2 富士市のメンター制度
静岡県富士市総務部人事課

PART 3 新潟市のメンタリング制度
新潟県新潟市総務部人事課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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早稲田大学政治経済学術院　教授 稲継　裕昭

これからの人材育成
―自学刺激とキャリアアップ

はじめに－組織構成員に求められる能力

古くから言われるように、二人以上の人間が石

を動かそうとするときそこに組織ができる。民間

企業も、公益法人も、市役所や町役場といった自

治体組織もその点では変わらない。目的が「石を

動かす」のか、「車の売り上げを上げる」のか、

あるいは、「地域住民のためのサービスを向上す

る」のかという点が異なってくるだけである。

その意味からは、会社でも市役所でも、組織構

成員に求められる能力には、そのベースの部分に

共通項がある。

組織構成員に求められる能力として、次のもの

が挙げられることが多く、これらの能力育成が人

材育成ニーズになるとしばしば言われる。

①組織の共通の目的（組織や部門の方針）を理解し、

行うべき目的を自分で設定できる課題設定能力

②その目的を達成するための職務遂行能力

③他の人と協力して目的を達成するための対人能力

④目的達成の際に起こる問題を克服する問題解決能力

この共通項部分については、自治体の職員につ

いても本来同じである。しかしながら、1980年代

の終わりに至るまでは、課題設定能力（①）や問

題解決能力（④）の育成ということが声高に叫ば

れることは多くなかったように思われる。それに

は日本の自治体が置かれてきた特殊な事情が背景

としてある。

高度成長期の自治体組織と職員

戦後日本は、「先進諸国に追いつき追い越せ」

というキャッチアップ・イデオロギーを共有する

形で経済発展に努めてきた。戦後の行政需要の拡

大の中で、「行政水準の全国的な統一性･公平性」

確保の観点から導入された機関委任事務、補助金

及び地方交付税などの財政調整制度は、日本の

国・地方関係の根幹をなし、所得の再分配と「国

土の均衡ある発展」に大きな役割を果たしてきた。

この制度のもとでは、地方自治体に求められる独

自政策は限定され、自治体は国で決定した政策の

「執行機関」としての色合いが濃かった。組織体制や

職員にもそのようなものが求められた。ルーティン

ワークが特に重視され、職員としても定型的な事務

処理を間違いなくこなす者が求められた。事務処理

能力の優れている者、作業能率の高い者が自治体現

場では必要とされていたのである。

Plan→Do→Seeのマネジメントサイクルのうち、

Planは各省庁の本省（東京都千代田区霞ヶ関）で考

えられ、自治体現場ではDoを間違いなく進めるこ

とが求められた。予算の使い切りが重視され、See

（振り返り・評価）という考え方もあまりなかった。

各省庁で決定したことを間違いなくこなすため

には、それらの指示を忠実に解釈することが必要

となってくる。国や都道府県といった「上級官庁」

の法令、通達を間違いなく読みこなすことが出来

る者、確実に前例を重んじることが出来る者を選
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抜するための採用試験、トレーニングするための

研修所研修、職場研修が組み立てられてきた。

地域で生起する独自の問題も徐々に増えては来た

が、それに独自に取り組むことよりも、それを県庁

や各省庁に伝え、県庁や各省庁からの回答を待つと

いうタイプの職員が多かったように思われる。

分権時代の自治体組織と職員

しかしながら、日本の高度経済成長の結果、国

民の所得･生活水準が向上し、また、基本的な社

会資本整備が達成されると、従来のような「行政

水準の全国的な統一性･公平性」の議論が徐々に

弱くなっていき、かわりに、個人・地域の個性や

多様な価値観、自立と責任の観念が重視される

ようになる。ナショナル･ミニマムを超える行政

サービスは、地域住民のニーズを反映した地域住

民の自主的な選択に委ねるべき、という方向が

1990年代以降急速に目指されはじめた。1993年に

誕生した非自民の細川連立政権の誕生は、総理と

官房長官が知事出身であったこともあり、分権改

革を一層進めるきっかけともなった。その後、地

方分権推進委員会の活動、幾時にも及ぶ勧告、そ

して分権一括法の成立へとつながっていく。

1990年代以降の地方自治をとりまく環境変化は、

分権改革だけにとどまらない。行政情報の公開を

求める声は、行政の意思決定への参加を求める声

にも発展していった。行政需要を満たすサービス

の提供主体が自治体に限られていた時代から、民

間やNPOなど多様な主体と役割分担をする時代に

も入った。ニューパブリックマネジメントの動き

も驚くべき勢いで全国に伝播していった。IT化の

勢いもすさまじい。

このような環境の変化の中で、「上級官庁」の指

示を仰ぐのではなく、自ら課題を発見しその解決策

を考えていくことが必要になる状況が格段に増えて

きた。前例のないことも多い。これまで行ってきた

発想や仕事の進め方、組織の行動原理そのものを根

本的に変えていく必要が出てきたのである。

従来は霞ヶ関に依存してきた「Plan」を各自治

体が立て、それを実行し（Do）、そしてその執行

や政策を評価する、ということが一般的になり、

そのための組織体制、職員のありようも求められ

るようになってきた。

このような自治体の大激動期にあって、自治体

職員に求められる能力も大きく変容しつつある。

複雑高度化した課題、多様化した住民ニーズ、な

どにいかに対応できるか、創意工夫をこらして政

策形成できるか、豊かで柔軟な発想ができるかが

問われている。地域で生起する問題を自ら考え解

決する職員、考え調査し行動する職員が求められ

るようになってきている。

そのためには、自治体としてのミッションを十分

に理解し、自分のセクションが何を行わなければな

らないのかを考える課題設定能力（①）、目的達成

の際に起こる問題を克服する問題解決能力（④）が、

ますます問われるようになってきているのである。

（②③の能力ももちろん必要である。）

従来存在した「作業しているだけの職員」「思考

停止状態の事務屋」では、とても自治体を支えてい

くことはできない。激動期を乗り切るために職員の

能力を飛躍的に向上させる必要がある。「考え、調

査し、行動する職員」を育てていく必要がある。

このような職員をどう育成するか、「住民サー

ビスに資する有能な職員集団」をどのように育成

していくのかは、すべての自治体とその職員に共

通の基本的課題である。ではそのためにはどうす

ればよいのだろうか。

新しい自治体職員の人材育成

自治体を分権型社会にふさわしい組織に変容さ

せていくためには、組織の担い手である地方公務

員自身の意識改革と能力開発を効果的に実施する
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必要がある。ところが実際は、自治体職員の多く

が旧来の業務のやり方に追われ、上記の能力を研

鑽する機会が得られないでいる。また、能力開発

をしようとするインセンティブそのものが与えら

れていないことも多い。

地方分権改革に関する首長アンケート結果で

は、権限の移譲が不十分であること、財源の移譲

が殆ど行われていないことについての不満に関す

る指摘が多いが、自由回答の中には、もっと多く

の権限や財源が移譲された場合に、果たして、現

在の職員で対応できるのか、不安を持っている回

答も寄せられている。1

従来、職員の能力開発＝「研修」ととらえられ、

この言葉からは、職員研修所での合同研修がイメー

ジされる場合が多く、任命権者もそれを重視してき

た。首長としては、明確に人材育成を行っているよ

うな外形を提供できるもの、議会や市民に対して説

明できる「有形のもの」として研修所研修を利用し

ているといえなくもない。不祥事が発生したとき、

市長や人事部長は、マスメディアや議会の質問に対

して、謝罪とともに再発防止の誓いを述べる。そし

て、より一層の研修の実施、倫理研修の拡充、など

と答えるのが通例である。マスコミや議会は、それ

でしのぐことができることが多い。

しかし職員の側は職員研修所の研修にあまり期待

してこなかった。各種の調査においても、「あなた

自身の能力開発にとってもっとも効果的だったもの

は何ですか」という質問に対する答えで、最も多い

のは、「自己啓発」「上司・先輩からの個別指導」

「配置換え」などであり、「研修所研修」との回答は

かなり少ない。研修所に集合して行われる講義形式

の研修に対しては、職員の側からの消極的な意見が

多く寄せられるのが通例である。このことは、任命

権者ないし研修担当機関が考えている「研修」と、

職員の側が期待している「能力開発」との間に大き

なギャップがあることを意味している。

以上のように、分権時代における人材育成の必要性、

能力開発の対象である職員の現状や意識を考えてくる

と、従来型の「職員研修所の研修プログラムの改善」

という固定観念から大きく発想を転換して、それに限

定されずに、採用・人材確保から、勤務評定、異動・

昇進、そして研修を含めた人事管理全体の中にどのよ

うな形で人材育成という視点を取り入れていくべきか

を考える必要がある。総合的なヒューマン・リソーシ

ズ・マネジメント（HRM＝人的資源管理）の一環と

とらえることである。

自学の重要性

実は、人的資源を開発するのは、当該職員自身

である。「馬を水辺まで連れて行くことはできる

が、水を飲みたがっていない馬に無理に水を飲ま

せることはできない」といわれる。事情は人間で

も同じである。いくら豊富な「職場外研修」（Off-

JT）のメニューを用意したところで、職員本人が

その水を飲みたがっていなければ、喉が渇いて

いなければ、効果はない。せいぜい、研修時間

中座っていることを強制できるだけであるが、本

人の頭の中にストンと入っていくためには、それ

を受け入れる姿勢、気持ちが必要である。

人材育成のために、最も重要なポイントは「自学」

（自ら学習する、自己啓発）をいかに促すのかとい

う点である。能力開発のためのプログラムをいくら

用意したところで個々の職員がそれにコミットしな

ければ全く効果がない。効果測定不在の集合研修を

何度受ける機会を与えたところで、また、いくら有

名な講師を呼んだところで、受講者が能力開発の意

欲をもたない限り全て公費の無駄遣いに終わる。

個々の職員がどれだけ新しい知識や考え方を学び、

1 日本都市センター編『地方分権改革が都市自治体に与えた影響に関する実証的研究』報告書、2005年。
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自らの能力を高めようとするのか、というモチベー

ションを引き出す仕組みが最も重要である。

繰り返しになるが、人は自ら成長するモチベー

ションを持たない限り、外からどのようなお膳立て

をしても成長はしない。そのためには、いわゆる「研

修」だけではなく、それ以外の人事諸制度を「自学促

進」の観点から再検討する必要がある。「人はどのよ

うなときに育つのか」という点につねに留意して諸制

度全般を見直す必要がある。ジョブローテーションは

どうか、OJTはどうか、昇任試験制度をどうするか、

人事課による一方的な人事異動ではなく自ら異動のア

クションを起こしうるような仕組み（自己申告制やさ

らに進んで庁内公募制など）についてどう考えるか、

給与のカーブやインセンティブ給与制度をどう考える

か、など検討すべき制度は多々ある。

「自学」を刺激する方法

人材育成・開発を考える際に重要なことは、人

はどのような場合に伸びるのかを考えることであ

る。自分が今までに成長したのはどういう時だっ

たのか、職員各自に自問させてみるとよい。責任

ある仕事をまかされたときや、先輩が突然いなく

なってしまったときなどを思い出し、あのとき伸

びたという答えが多いだろう。人は、そうせざる

を得ない状況に置かれたとき、もっともよく学び、

自己変革を遂げる。職場で仕事の工夫をする中で、

改善提案を考える中で、他の自治体の事例を調査

する中で、能力が開発されていく。

さまざまな人事諸制度が、自学の刺激につなが

るのである。図に示した、様々なシステムが相互

に連動しながら、自学を刺激していく。自学が刺

激されることによって個々の職員の能力が伸び

る。人材開発がなされる。そして、自治体組織全

体としては、有能な職員集団を形成することにつ

ながるのである。このことは、自治体組織の究極

の目的である「住民サービスの向上」に資するも

のである。「住民サービスに資する有能な職員集

団」を形成し、育成していくために、自学を促す

組織風土、人事給与諸制度を構築していく必要が

強く求められている。

これらの諸制度の構築の上に、職員のキャリア

アップというテーマが横たわることになる。

「キャリアアップ」と自治体職員

「キャリア」を「一連の仕事経験の積み重ねに

より出来上がっていく個人の仕事の経歴」ととら

えれば、それに「アップ」も「ダウン」もない。

転職情報誌では収入の高い仕事への転職を指して

キャリアアップとよび、人事管理のテキストでは

役職や資格の上昇（昇進・昇格）をキャリアアッ

プと論じているものもある。しかし、自治体職員

にとって前者を選択するケースは稀有である。後

参考文献：稲継裕昭『自治体の人事システム改革―人は自学で育つ－』（ぎょうせい、2006年）

自学を促す人事給与システム
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者について、ポスト不足や組織のフラット化によ

り上昇の機会は少なくなっている。実態としては

キャリアフラット（？！）である。「ポスト」や

「役職」と言う減算的（ゼロサム）インセンティ

ブの果たす役割は少なくなりつつある。

ここで、非減算的インセンティブ（プラスサム）

の役割が重要となる。これは、住民や他の職員か

ら認めてもらうこと（評価してもらうこと）、仕

事のやりがいや達成感など、ある人が得たからと

言って他の人が得る部分が少なくなることのない

インセンティブである。これらはマズローの欲求

階層で言えば、尊厳欲求、自己実現欲求に入る。

今の自治体職員に何が求められているのか、住

民はどのような職員を期待しているのか、時代の

変化の中でどのような職員に成長していくことが

必要なのか、などの諸点を見極め、それにふさわ

しい能力や知識を身につけて種々の期待に応え

得るような人材に成長することが、自治体職員

にとっての「キャリアアップ」である、と本稿

では定義しておこう。これは、職員自身の自己実

現欲求を満たすことにもつながる。

職員個々人の役割―キャリアプランニング

では、職員個々人は、どのようにキャリアアッ

プをはかるべきか。ここで、少し時間をとって次

の問いについて考えてみて欲しい。

これらの問いは、それぞれ、（a）（自覚された）

才能と能力、（b）（自覚された）動機と欲求、（c）

（自覚された）態度と価値に対応しており、それ

ぞれについての自己イメージ（自分自身について

の主観的な理解）をあらわしている。キャリア論

の大家であるシャインによれば、これら３つの問

いについて内省することが、「キャリア」につい

て考える基盤を提供するという。

５年後、10年後に、意味があると考えることを

実現している自分自身のイメージを思い浮かべ、

そのためには、どのようにすればよいのか、しば

し立ち止まって考えてもらいたい。その際、自治

体の置かれている環境変化、時代潮流というもの

もあわせて考える必要がある。

――あなたは５年後、10年後にどのような職員

でいたいですか？どのような仕事を遂行していた

いと考えますか？そのためには何が必要ですか？

職場の上司や先輩の役割－キャリアアシスト

人材育成の基本は自学である。職場や上司はそ

れを刺激してあげる必要がある。各人が自発的に

自学に励むような雰囲気をつくったり、技法を導

入したりすることが必要になる。自己申告書の計

画欄に「自己啓発」「チャレンジ目標」といった

項目を設けている自治体も多いが、ここにどの

ような項目を記入するかを注視するのは上司の

重要な職務の一つである。本人に足りない部分

をフィードバックし、あるいは本人が積極的に伸

ばそうとしているものについて励ましてあげると

いう努力を惜しんではならない。

1980年代半ば、どん底にあったアサヒビールに乗

り込みスーパードライをヒットさせ、奇跡の復活を

なしとげた樋口廣太郎は、「人間とは熱気球のよう

なものだ」という。「熱気球は自力で空高く上昇し

ようとするが、重しがついていると飛び立てない。

人間も同じで、他人に『飛べ』と言われなくても、

自分で上昇しようとする能力と意志を持っているも

のだ。周囲の人間に手助けしてあげることができる

のは、重しを取り除いてあげることであり、それが

環境を整えるということだ」と。

（a）あなたは、何ができますか？どのような仕事
が得意ですか？苦手ですか？

（b）あなたは、本当のところ何をやりたいのです
か？仕事を通じて何を求めているのですか？

（c）あなたは、どのようなことをやっていると、
意味があり、社会に貢献していると実感できま
すか？
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人は育てられない。育つのを助けることができ

るだけである。

自治体において自学を刺激する上では、OJT（職

場研修）、ジョブローテーション、人事評価が重要

である。このうち、OJTにおいては、上司のみでな

く、職場の先輩の役割が大きい。職員は、上司の影

響だけでなく、先輩からも極めて大きな影響を受

けている。職場の「キーパーソンによる指導」は、

キーパーソン自身のキャリアアップにつながるだけ

でなく、後輩にとっても自学の刺激になる。

職場全体で、キャリアアップを目指す雰囲気、

「ウィズアップ(with up)」（樋口廣太郎）の雰囲気

をつくることが重要だろう。

人的資源担当部門の役割－キャリアマネジメント

ドラッカーもいうように、企業にとって「人間

こそ最大の資産」である。自治体の歳出のかなり

の割合を人件費支出が占める。同じ歳出でも、志

を高く持ちキャリアアップを図る職員集団が提供

する住民サービスの質は高く量も多い。他方、疲

弊してモチベーションの低い職員集団のそれは、

低質で量も小さい。

キャリアに関しては、最終的には個人の側に責

任がある。自律型人材を育成するためには、組織

のマネジメントの側がそれに介入しすぎるのは問

題であるとの議論もある。しかし、海図無しには

航海はできない。組織は個々人のキャリアプラン

ニングを側面から支え、方向付けをしてあげる必

要がある。シャインの前掲書（原書）の副題は、

'Matching Individual and Organizational Needs'（個人

と組織のニーズを合致させる）となっている。組織

における必要性と、個人の考える必要性が合致した

とき、その組織は極めて強固でかつ能率的な組織へ

と発展する。人材育成と連動した人事管理（人的資

源管理）が求められるゆえんである。自学を刺激す

る種々のシステムをトータルに構築して人的資源の

質の向上を図っていく必要があると思う。

「住民サービスに資する職員集団」となるために

さまざまな人事諸制度が、自学の刺激につながる

のである。図に示した、様々なシステムが相互に連

動しながら、自学を刺激していく。自学が刺激され

ることによって、個々の職員の能力が伸びる。人材

開発がなされる。そして全体としては有能な職員集

団を形成することにつながるのである。

研修諸制度も自学を刺激するための重要なツー

ルの一つである。研修所研修の意義は、大別して、

①業務知識の伝達、②研修の場で集まった人々の

間の人的ネットワークの形成、③新任管理職研修

のような一種の儀式、の３つがあると言われる。

最後のものは、それに参加できることがインセン

ティブになっているという意義がある。

千葉県自治研修センターのような県単位の中央

研修所の場合、そこに集う人々とのインターアク

ティブな会話、やりとりや、その後のメールでの

情報交換などが大きな意義を持つことも多い。そ

れぞれ別々の組織から派遣されている研修生同士

の人脈を大事にする必要があるだろう。

自学を刺激する端緒、能力開発のきっかけづくり

は任命権者や、管理監督者、研修所が提供する。し

かしながら、能力開発の主体は本人自身である。最

後は職員自身が自治体の究極の目的、「住民サービ

スの向上」を目指して、自学、能力開発に取り組ん

でいかなければならない。

参考文献
・エドガー・H.シャイン著『キャリア・ダイナミクスーキャリア
とは、生涯を通しての人間の生き方・表現である』（白桃書房、
1991年）

・樋口廣太郎著『人材論』（講談社、1999年）、同『前例がない。
だからやる』（実業之日本社、1996年）

・金井壽宏著『働く人のためのキャリア・デザイン』（PHP新書、
2002年）

・稲継裕昭『現場直言！自治体の人材育成』（学陽書房、2009年）
・稲継裕昭『プロ公務員を育てる人事戦略―職員採用・人事異
動・職員研修・人事評価』（ぎょうせい、2008年）



１　富士市の概要

富士市は雄大な富士山と駿河湾に抱かれ、温暖な気候と豊富な地下水や森林をはじめとする「富士山の

恵み」に育まれ、古くから製紙産業で栄えている人口26万１千人の県下有数の工業都市となっています。

２　メンター制度導入の背景

メンター制度導入の背景には、「地方分権」や「行政改革」といった言葉に代表される大きな改革の流れ

があげられます。

より効率的で顧客志向の自治体への転換、NPMを導入した行財政改革、急速なIT化の推進、市民活動の

活性化を背景とした協働事業の推進などの新たな取り組みに加えて、住民に最も近い存在の市町村に多く

の業務が集中してきています。

また、一方では、組織としては正規職員数の抑制や非正規職員の活用、定型的業務の外注化が進んでい

る状況があり、職員一人ひとりは、今まで以上に高度な専門知識や新しい技術を短期間に習得しなくては

ならない時代となりました。

このような状況の中、中間管理職の仕事の内容や取り組み方にも変化がでてきました。以前は、部下や

仕事のマネジメント業務が中心であった中間管理職は、自分自身もプレイヤーとして欠かせない人材とな

り、しかも今までに経験のない新しい仕事に取り組まなければいけない状況となりました。

３　メンター制度の導入

メンター制度とは、一言で言うと「新人職員（メンティ）を育てるために、組織における上司とは別に

指導や助言をするサポート役（メンター）を設ける制度」といえます。

当市では、平成19年度にメンター制度を導入しました。

制度導入にあたって、平成16年３月に作成した富士市人材育成基本方針「富士市役所人づくりMAP」が根拠と

なっています。この「人づくりMAP」では、研修制度改革の一つとして「効果的なOJT手法」に言及しています。

このため、平成17年度から２年間、内部組織である「職員研修委員会」でOJT手法について広く検討し、

その結果として生まれたのが当市の「メンター制度」です。

「職員研修委員会」とは、総務部長を委員長とし、自薦・所属推薦の職員からなる内部組織で、概ね20

名弱の職員で組織し、職員研修を効果的に進めるための幅広い役割を担っています。

これまでも、一般職員向けに科目選択制の研修制度「チョイス・スタディ研修」を導入したり、業務改

善運動「ChaChaCha運動」を推進したり、実際に行動する委員会として多くの成果を残しています。

「職員研修委員会」では、効果的なOJT手法を検討するにあたって、特に参考としたデータがあります。それは、

「職員研修委員会」が平成17年３月に職員に実施した「自主研修に関する意識・実態調査」のデータです。【表１参照】

静岡県富士市総務部人事課

富士市のメンター制度

クリエイティブ房総　第80号 9

富士市のメンター制度　 PART 2



特　集　「育てよう！伸ばそう！若い力」

クリエイティブ房総　第80号10

調査では「仕事に関する知識や能力を身に付けるのに役立ったこと」として、多くの職員が「先輩・同

僚職員の指導・助言（43.5％）」、「上司の指導・助言（23.2％）」をあげていた一方で、人事課主催の集合研

修をあげた職員は7.7％にすぎませんでした。

このデータから、多くの職員が仕事そのものや上司・先輩職員の指導が自分の能力開発に役立っていると考え

ていることがわかります。この点に着目した人材育成の手法が当市のメンター制度であるといえるかも知

れません。

４　メンター制度

（１）メンター制度の狙い

当市のメンター制度を図式化すると【図１】

のようになります。

先ほども触れましたが、忙しい上司（中

間管理職）の業務であるOJTの一部をメン

ターが担う仕組みとしています。

この制度の最も大きな狙いは、新人を

少しでも早く一人前に育てるために、身

に付けなくてはならない態度や能力につ

いて計画的かつ意図的に習得する仕組み

を整えることにありますが、実はもう一

つ、メンター役の職員も、新人を育てる

役割を担うことで大きく成長してくれるこ

とを期待しているのです。
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OJTの一部を補完 
Human  Resource  Development  Division.

■「自主研修に関する意識・実態調査」（平成16年度実施） 

Ｑ　あなたが仕事に関する知識や能力を身につけるうえで、
今まで役に立ったことは何ですか。次の中から３つまで
お答えください。（Multi Answer） 

第１位　実際の仕事を通じた経験 84.5％ 
第２位　先輩・同僚職員の指導・助言 43.5％ 
第３位　専門書・専門雑誌・新聞の購読等 38.4％ 
第４位　責任のある仕事を任せられたこと 27.4％ 
第５位　上司の指導・助言 23.2％ 
 
第９位　人事課が主催する研修や派遣研修等 7.7％ 

…
 

【表１】

【図１】
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富士市のメンター制度

（２）メンターの選出

メンター制度は、４月上旬に新採（メンティ）の育成担当者（メンター）を決めるところから始まります。

メンターの条件は、①新規採用職員が担当する業務を理解・習得している者（採用３年目以降を経過し

た職員で、当該担当に１年以上在籍している者）、②勤務態度がよく、面倒見の良い者、③向上心があり、

物事を肯定的に捉えられる者の３点です。

対象となる職種は、制度導入当初は事務職と技術職でしたが、現在は保育士にまで拡大しています。消

防職と医療技術職や看護職等の専門職については、より充実した新人育成システムがあるので対象から除

外しています。

これまで、平成19年度32人、平成20年度41人、平成21年度45人、平成22年度は53人のメンターが生まれ

ています。

（３）OJT計画書の作成

メンターの選出がされると、次に、職場の上司（主幹）がOJT計画書を作成します。作成の際、上司は

メンターの意見を聴くことにしており、メンターは作成された計画書に基づいてメンティの育成を行いま

す。上司がOJT計画を作成することは非常に重要で、メンティの育成をメンター任せにせず職場全体の責

任であることを理解してもらう意味でも役に立っています。

なお、OJT計画書はメンター養成研修（前期）で使用するので、メンターが内容を知らないまま育成を

行うことはありません。

（４）チャレンジシートの活用

メンター制度での育成期間は１年間です。長期間のため、中間（９月と２月）に２回、メンティの成長

を確認するためのシートを２種類（チャレンジシート「ファーストステップ」＆「セカンドステップ」）作

成しました。ファーストステップは挨拶や身だしなみなど社会人として基本的な事項、セカンドステップ

はもう少し踏み込み、仕事の進め方や報告の仕方など、メンティの行動に関する項目をそれぞれ12項目設

定しています。

１枚のシートにメンティとメンター、それに上司の３者が、各項目の達成度を３段階で評価するので、

お互いの評価がわかります。その違いなどを題材にして職場で話し合いの場を持つように依頼しています。

（５）メンターへの支援

①メンター養成研修

メンター制度では、メンターへの支援も非常に重要となってきます。いくつかの仕組みを用意しました

が、その最も大きなものは「メンター養成研修」です。

研修は、前期研修（５月中旬）と後期研修（10月中旬）の２回あります。

前期研修は1.5日間で、メンタリングのスキルを学びます。内容は、主にコーチング等のコミュニケーション

スキルになりますが、多くの演習を取り入れ、質問の仕方や本人へのフィードバックの方法など実際に使

う技術を学んでもらいます。
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特　集　「育てよう！伸ばそう！若い力」

後期研修は半日で、主に事例研究を行います。メンターへの事前調査を基に、例えば「仕事は出来るが

コミュニケーションに問題がある」といった仮想メンティを創り、指導方法などについてグループで研

究・発表してもらいます。オリジナルなメンティだけに、メンターの皆さんも真剣に議論してくれます。

②メンターの部屋の開設

イントラネット内に「メンターの部屋」というコミュニティ・サイトを作りました。メンターの手引きと

いう冊子を作成し、いつでも閲覧・ダウンロード可能です。また、「メンター・スクエア」というメンターの

み参加できる会員制の掲示板を設置し、メンター同士が悩みを相談しあえる場を作りました。

③通信教育講座の受講助成

市が指定したメンタリングスキルを習得するための通信教育講座を受講・修了した場合に受講費用を助

成（４分の３補助、限度額１万円）しています。平成22年度は４科目の講座を設けました。

④相談窓口の設置

メンタリングに伴う悩みや疑問を相談するための窓口を人事課研修担当に設置しています。毎年何人か

相談に訪れます。

５　メンター制度の課題

（１）メンターへの配慮

制度を導入して１年経過した平成20年３月、メンティ、メンター、上司に制度に関するアンケート調査を実

施しました。その結果、制度の必要性については概ね理解を得られていることがわかりました。【図２参照】

新規採用 
職員 

18人 
（62.1％） 

7人 
（24.1％） 

3人 
（10.310.3％）％） 
3人 

（10.3％） 

1人（3.4％） 

※必要ない　0人 ※必要ない　0人 

2人（7.1％） 2人（8.3％） 2人 
（8.3％） 

メンター 

6人 
（21.4％） 

12人 
（42.9％） 

3人 
（10.7％） 

5人 
（17.917.9％）％） 
5人 

（17.9％） 
上　司 

9人 
（37.5％） 

11人 
（45.8％） 

必要………………………………　　　　　　どちらかといえば必要…………　　　　　　どちらともいえない…………… 

どちらかというと必要ない……　　　　　　必要ない………………………… 

【図２】 「メンター制度は新規採用職員育成のために必要だと思うか？」
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特に、メンティの８割以上は制度を肯定的に捉えています。この結果は、多くのメンティにとって

この制度が有益であったことの表れだと考えています。

一方、解決しなくていけない課題も見えてきました。アンケートからは、メンターはメンティほど

制度の手ごたえを感じていないことが読み取れます。自由記述欄などから、一部の職場ではメンティ

の育成をメンター任せにして、メンターの負担が予想以上に大きくなってしまっている状況がわかり

ました。メンター制度を正しく理解していない職場では、メンティ育成の責任の殆どがメンターにあ

ると勘違いされている可能性があるということです。

この対策として、課長研修や主幹研修などの機会を捉えて、メンター制度に関する説明と協力依頼

を行うとともに、平成22年度からは、メンター養成研修（前期）の1.5日間の研修のうち、最初の0.5

日間は、メンターとその上司が一緒に研修を受講してもらうように変更したところです。

（２）メンティへの配慮

メンター制度では、導入当初から心配していることがあります。それはメンターとメンティの相性で

す。民間企業の同種の制度は、おもにキャリア開発に主眼を置き、職場外にメンターを求める場合が多

いようです。同じ職場でないので悩みなどを相談しやすく、精神的にも大きな効果があるようですが、

当市のメンター制度はOJTに主眼をおいています。メンターとメンティは同じ職場で１対１で向き合う

ので、メンティはメンターの存在に安心感をもつ反面、メンターと相性が合わなかった場合、立場的に

弱いメンティは孤立してしまう可能性があります。仮に、別の職員がメンティの不自然な様子に気付い

たとしても、メンター制度で育成担当者が決まっているだけに、口出しがしにくい面もあるかもしれま

せん。誤解したり、深く悩んでしまったりする前に、誰かに相談できる状況や環境を整えるのはもちろん、

私たち研修担当者にも、ほかの研修のときにできるだけ声をかけたり、時には職場に出向いてメンティ

の様子を見たり、もっと積極的な行動が必要だと感じています。

６　メンター制度の今後

メンター制度という仕組みを利用して新採を育成すると

いう大きなベクトルは間違いなく良い方向に向かっていま

す。ただ、必ずしも期待どおりにはいかないケースも想定

されるので、その時にどう対応するかが今後の課題です。

メンター制度を導入して、ようやく４年目を迎えました。

今後、継続していけば、メンティを経験した者がメンター

になったりして、メンター経験者は年々増えてきます。そ

して、近い将来、上司となる者がでてくるはずです。少し

悠長な気もしますが、この制度の本当の成果は、その時に

現れてくると思っています。
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人材育成基本方針策定

新潟市は、2005年（平成17年）の13近隣市町村との合併により、人口81万人となり、2007年（平成

19年）４月には、本州日本海側初の政令指定都市となりました。この政令指定都市への移行により、

本市は、新潟県のさらなる牽引力となることはもちろんのこと、環日本海圏の拠点都市並びに北東ア

ジアのゲートウエイとして発展することが期待されています。

一方、地方分権、地域主権時代の到来で、地方自治体には自主性や独自性が求められ、また市民ニーズの

多様化により、住民満足度の向上やより公平・公正な業務の執行、住民への説明責任が不可欠となりました。

さらに、少子高齢化、経済・金融のグローバル化、ＩＴ技術の急激な発展など、地方自治体を取り巻く環境

は、ますます厳しくなっています。

このような時代において、政令市・新潟が自らの責任において、社会経済情勢の変化に柔軟かつ弾

力的に対応し、この激化する環境の中で都市間競争を勝ち抜いていくためには、職員がより一層資質

の向上に努めるとともに、同じ目標に向かって一丸となって進んでいかなければなりません。

そのため、2008年（平成20年）３月に、それまでの「新潟市人材育成基本方針」を改訂し、政令市

を担う職員の「めざすべき職員像」を明確化するとともに、職員一人ひとりが持つ能力を最大限に発

揮してもらうための人材育成に関する基本的な考え方と部門別の役割や取り組みを示しました。

現在は、この基本方針を基に、「市民から信頼される職員」を基本理念とし、求められる人物像と

して「コンプライアンス」「フロンティア精神」「パートナーシップ」を有した職員を目指して、職場

研修（OJT）、職場外研修（OFF－JT）、自己開発に努めているところです。さらに本市では、OJTに

加えて、職場の垣根を越えて組織横断的な人材育成を進めており、その一環として、2009年（平成21

年）からメンタリング制度を試行実施しました。

メンタリング制度とは

もともとメンター（mentor）とは、ギリシャ神話に登場する賢者「メントール」が語源。賢者メン

トールは英雄オデュッセウスの友人であり、オデュッセウスがトロイ戦争に出陣するときに、わが子

テレマコスを託したほどの優れた指導者と言われています。そのことから転じ、「良き助言者」「優れ

た指導者」「信頼のおける相談相手」として認識されています。また、指導される側はメンティー

（mentee／protege）と呼ばれ、1980年代にアメリカで企業内人材育成策として始められたそうです。

本市では、新規採用職員（以下、新人職員という）をメンティー、相談相手となる若手中堅職員

（以下、中堅職員という）をメンターとして、メンティーがメンターと面談し、助言やサポートを受

けるという手法をとりました。このメンタリング制度の目的は、大きく分けて２つ挙げられます。

一つは、新人職員が仕事（キャリア）について職場外で、気軽に相談する相手を持ち、仕事につい

特　集　「育てよう！伸ばそう！若い力」

新潟県新潟市総務部人事課

新潟市のメンタリング制度



ての助言や心理・社会的サポートを受けることにより、見識・組織内ネットワークを広げるとともに、

キャリア形成の助けとなることです。もう一つは、中堅職員が職場の域を越えて新人職員と良好な関

係を築き、仕事について相談を受け、助言し心理・社会的なサポートをする機会を得ることで、組織

内ネットワークを広げるとともに、これからのグループリーダーとして部下指導育成能力の向上、さ

らには自らのキャリア形成に資することです。

メンタリング制度の実施

他の自治体等では、同じ職場の先輩・後輩でメンタリングを実施している事例もありますが、本市

の制度は組織の横断的な取り組みが前提であり、所属の異なるメンターとメンティーで構成しました。

具体的には、メンティーについては新人職員に対して公募して希望をとり、メンターについては入職

５年以上、概ね30歳以上40歳未満で、メンティーと異なる職場の職員を人事課が指名し、マッチング

しました。メンター１人につきメンティー２～５名程度が基本ですが、事情により１対１というケー

スも多くありました。初年度である2009年度（平成21年度）はメンティー14名、メンター12名が参加

しました。

まず、メンターには、４月にメンタリング研修を実施し、メンターとしての心得や話の聞き方につ

いて、講義・演習を受けていただきました。そのうえで５月から７月にかけての３か月間、第１期の

メンタリングを実施し、第１期終了時に、メンターとメンティーの継続意思の確認を行い、双方が継

続の意思表示をしたものについて、８月から10月にかけての３か月間の第２期メンタリングを実施し

ました。

［メンタリング研修］

実際のお互いのやりとりの方法は、個別でも集団でも構わないので、少なくとも月１回以上は面談（業務

として勤務時間中に）してもらうこととし、さらに電話や電子メール等でも適宜連絡を取り合ってもらいま

した。なお、相談内容は原則仕事に関連するものに限定し、純粋に私生活上の相談はしないとともに、特定

の人物等の誹謗・中傷はしないというルールを設けました。

新潟市のメンタリング制度について　 PART 3
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その他、以下の点に留意して試行実施しました。

①メンターとして適切な人物の任命。メンティーにとって仕事への取り組み姿勢や態度が目標とな

るような人がメンターでなければ、メンタリングは成功しないと考え、メンター選びは慎重に行いま

した。さらに、資質としてコミュニケーション能力に優れ、自分の経験やアドバイスも適切に伝える

ことができるという要素も見逃せません。メンターとして適格と思われる人には、研修を受講してい

ただき、さらにその資質を向上していただきました。

②メンター、メンティー、お互いが、知り得た個人情報を漏らさないこと。お互いの信頼関係によ

り成り立っている制度ですので、この制度や相手の不平不満を第三者に話さないことや、自分たちの

やりやすいスタイルを考え、他の組と比較しないようにということにも注意してもらいました。

③マッチング。メンターの仕事に対する考えや能力、メンティーとの相性などを考慮して、マッチ

ングしました。その後は、メンターとメンティーの自主的な取り組みが中心となりますが、どちらか

から止めたい、続けられないといった申し出があった場合は、中断することや、マッチングし直すこ

とも検討しなければなりません。また、昨年度は、同性同士で組みましたが、異性間のマッチングの

場合は特に注意が必要だと思われます。

［メンタリングイメージ］

（Ａ課） 

（Ｂ課） （Ｃ課） （Ｄ課） 

【助言者（メンター）】 
・採用後５年以上で概ね30～40歳
未満、又は主幹以上の職員のう
ちから、相談者（メンティー）の
職種等に応じ、人事課長が指名 

【相談者（メンティー）】 
・H22 新規採用職員、採用後２～３年目職員（保育士、消防士、市民病院医療職を除く） 
・係長１～２年目職員（消防士、市民病院医療職を除く） 

随時メンタリングの他、
月１回以上は面談による
メンタリングを実施 
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メンタリング制度実施後の感想

半年に渡る試行が終わり、メンターとメンティーが提出した報告書などから、当初の目的に対して

思った以上の成果が見られた反面、制度に関する課題も浮き彫りになりました。報告書における主な

意見は以下のとおりでした。

意見（メンター）

・メンターを務めることにより、他職場の職員（メンター・メンティー）と知り合うことができ、自

分自身にとっても大変プラスになった。

・メンターが定期的に集まる情報交換の場を設けても良いのではないか。

・初心を思い出すことができ、新鮮な気持ちになった。

・メンティーの会話を引き出し、会話を続けていくことはなかなか難しいと感じた。

・メンティーの質問に答えるため、自分自身の考えや体験を振り返る機会となり、自分を知る良い機

会となった。

・この制度の善し悪しは、メンターとメンティーの相性に影響される部分も大きいと感じた。

・第１期（５月から７月）については、具体的な相談も出にくいようなので、職場で多少経験を積ん

だ時期を始期とした方が良いのではないか。

意見（メンティー）

・業務中、所属の先輩職員に聞きづらいような素朴な疑問を聞く機会が持ててよかった

・所属以外の課の業務内容や雰囲気などを知ることができて有益だった。

・メンターの方と会うとき、仕事の息抜きになってよかった。また、客観的に自分の所属を見ること

もできてよかった。

・新たな取り組みということで、お互い何をするべきか分からず、職場での悩みということだけに縛

られて進めていたように思う。

・働きはじめたばかりで、何が悩みすら分からない状況であった。

・職場が区役所と本庁で（物理的に）離れていたため、時間をつくって気軽に面談することが難しかった。

また、メンタリング制度全般について、全庁的に周知がまだ十分でないこともあり、職員の中には

職場に対する遠慮等からメンティーに手を上げることを躊躇する人がいたのではないかとの懸念もあ

りました。実際、メンタリングとメンタルヘルスを混同するなど、メンタリング制度を正しく理解し

ていない職場（上司）も見受けられました。

平成22年度の実施に向けて

これらの反省などを受けて、今年度（平成22年度）もメンタリング制度の実施を予定しています。

昨年度との変更点として、メンタリング期間を見直し、９月から11月までの３か月間を第１期、12月

から２月までの３か月間を第２期とし、さらに相談者（メンティー）の対象を、採用後１～３年目職
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員、及び係長昇任後１～２年目の職員に拡充しました。これは、昨年度の試行実施後、採用２年

目・３年目の職員に対してメンタリング制度に関するアンケートを実施したところ、採用２年目の

職員ではおよそ半数（対象者53名。回答数52名）が、同３年目の職員ではおよそ３割（対象者49名。

回答数44名）が「メンティーを経験したいと思う」と回答し、その理由として「他職場の先輩職員

との相談で客観的な助言が得られる」ことを挙げていたことや、本市においては、係長になったば

かりの職員が従来の業務遂行能力に加えて、係等のマネジメント能力を備えなければならないこと

から、その負荷を精神的に少しでも軽減することをねらいに拡充しました。

メンターにとっては、アドバイスしながら、我が身に置き換えて仕事やキャリアを振り返るよい機

会にもなり、またメンティーにとっては、憧れの先輩に仕事の悩みなどを相談し、解消しながらキャ

リア形成にもつなげていくという、互いに成長できるこの制度。これからも試行錯誤を繰り返しなが

らよりよい制度に発展させていきたいと考えています。

６月中旬 制度周知 
 相談者（メンティー募集） 
 助言者（メンター）選定作業 

７月上旬 マッチング、決定通知（助言者、相談者） 

８月中旬 メンタリング研修（助言者向け）、顔合わせ会 

９月～11月 （第１期メンタリング期間：３か月間） 
 ・メール、電話等での相談、指導、支援 
 ・月１～２回程度の面談（個別、集団） 

11月末 助言者、相談者報告（継続確認） 

12月～２月 （第２期メンタリング期間：３か月間） 
 第１期に同じ 

３月 助言者、相談者報告 
 評価 → 翌年度へのフィードバック 

○ 平成22年度実施計画 
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県内情報

１　条例制定の背景
袖ケ浦市は、昭和40年代の埋め立て事業により、北
袖、中袖、南袖地区を中心とする臨海部工業地区が形
成され、京葉工業地帯の一翼を担うエネルギー・石油
化学産業の一大集積地として発展を遂げてきました。
しかしながら、埋め立て当初に進出した企業の多
くでは、操業開始後40年近くを経過し機械設備等の
老朽化が進んでおり、市では企業側との研究会を重
ねながら、企業の新規誘致や既存企業の設備投資促
進策を模索してきました。このたび、これら研究会
等の検討結果をふまえ、産業振興と雇用機会の拡大
を目的に袖ケ浦市企業振興条例を策定し、平成22年
４月１日より施行しました。

２　企業振興条例の概要
まず、条例では対象施設を、製造・エネルギー関
連施設、研究関連施設、物流・卸売・小売関連施設、
建設工事関連施設、環境対応型施設の５分野として
います。
奨励措置としては、以下の４種類の奨励金を定め
ています。
（１）新規立地奨励金 対象施設の新設で投下固定資
産額が５億円以上（中小企業者は１億円以上）のも
のに対し、固定資産税の納付相当額を課税の翌年度
から３年間交付します。
（２）大規模設備投資奨励金 対象施設の増設で投下
固定資産額が10億円以上（中小企業者は１億円以上）
のものに対し、固定資産税の納付相当額の100分の
50を課税の翌年度から３年間交付します。
（３）環境対応型設備投資奨励金 環境対応型施設の
新設又は増設で投下固定資産額が３億円以上（中小企
業者は５千万円以上）のものに対し、固定資産税の納
付相当額を課税の翌年度から３年間交付します。新エ
ネルギー関連等への設備投資を促進しています。

（４）地元雇用奨励金 新規立地奨励金等のいずれか
の交付要件を満たした事業者が、要件に合う市内在
住者を新規雇用した場合、新規雇用者１人当たり10
万円を１年度限り交付します。
本市の条例の特徴としては、企業の新規立地のみ
ならず既存企業の大規模設備投資も奨励対象とした
こと、市民ニーズの高い商業施設等の誘致にも活用
できること、中小企業者の交付要件を大幅に緩和す
るなど企業側にとって利用しやすい制度としたこと
等が挙げられると思います。条例施行後、企業側に
対する説明会も開催し、早速数件の申請や相談等を
受けている状況です。

３　今後の目標
事前に臨海部企業を中心に行ったアンケート調査
から、今後３年間で約15件、総額約200億円程度の
奨励制度を活用した大規模設備投資等が見込まれて
います。
また、現在市内では県企業庁の所有する椎の森工
業団地の第１期分譲分が既に完売し新たな用地が不
足しているため、同工業団地の２期、３期の造成・
分譲について、県と引き続き協議してまいりたいと
考えております。
世界的な経済不況の影響を受け、企業の新規誘致
や設備投資の促進は厳しい状況にありますが、東京
湾アクアラインによる都心部からのアクセスの良
さ、今回制定した企業振興条例等の各種奨励制度を
PRしながら、引き続き産業振興に取り組んでまい
りたいと考えております。

【問い合わせ】 環境経済部経済振興課

蕁0438―62―2111（内線348）

袖ケ浦市

環境経済部経済振興課

独自の企業振興条例の制定
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ワンストップサービスプロジェクトは、平成

22年６月の「総合窓口の開設」を目標に、昨年

３月に５名体制により発足し、今年５月の連休

工事を経て、５月６日試行オープン、６月１日

に本格実施しました。

当市のワンストップサービスは、行財政改革

推進計画（平成17年度～平成21年度）において

「窓口サービスの改善・充実」が位置付られ、

「窓口の総合化」は喫緊の課題でありました。

これまで、事務改善検討委員会で調査検討を

行ってきましたが、具体的に「窓口の総合化の

検討方針」が決定されたことから、プロジェク

ト編成後は、検討委員会からプロジェクトへ移

行し、総合窓口の体制や対象業務の洗い出し、

フロアレイアウトの検討など、限られた時間の

中で幾重の課題を克服し、築40年経過した「狭

くて、暗く、分かりづらい」といった庁舎をリ

ニューアルし、市役所のイメージを変えた「優

しさや温もりのある明るい総合窓口」を市民に

還元することができました。

総合窓口では、引っ越しや結婚、離婚、出生、

死亡などの戸籍、住民異動に伴う諸手続き、住

民票や戸籍謄抄本、税務証明などの短時間処理

業務を取り扱います。総合窓口の開設前は、住

民異動に伴う一つの手続きに、最大で８か所の

窓口に回っていましたが、開設後は、これらの

手続きが原則、１か所で済むようになりました。

総合窓口での届出コーナーでは、国民健康保険、

国民年金、介護保険などの業務は各原課の職員が

入れ替わる形で、子ども手当、乳幼児医療費など

の業務は窓口サービス課が処理する形でワンス

トップ化を実現しています。いずれも総合窓口

で手続きは完結するようになっています。

【玄関ホール】

市役所の顔となる「玄関ホール」は、コスト

を抑えながら、お客様を気持ちよくお迎えする

空間にしつらえました。

【ウエルカムボード】

四季を表現したさくら色のグラデーションの

「ウエルカムボード」がお客様を総合窓口フロア

へ誘います。

【フロアマネージャー】

お客様を笑顔でお迎えする「フロアマネー

ジャー」を配置し、庁舎案内や戸籍・住民異

動の届書、申請書の記載補助を行います。

【総合窓口フロア】

職員の執務スペースの効率化を図り、約10％

をお客様のスペースに変更しました。直線のカ

ウンターラインは、緩やかなカーブを描き、柔

らかな印象でお客様をお迎えします。受付番号

呼出しシステムの導入により、受付からお渡し

までスムーズにご案内します。サイン（案内表

示）は、ユニバーサルデザインの観点から設計

され、すべてのお客様に見やすく分かりやすく

配置してあります。特に、窓口のサインは、従

四街道市

経営企画部ワンストップ
サービスプロジェクト

市民本位の
ワンストップサービス

県内情報

市役所のイメージを変えた「優し

さや温もりのある明るい総合窓口」

がスタート
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地域情報

来の部署名表示からお客様の目的別表示とし、

窓口毎にサインとカウンターチェアの色を合わ

せて、分かりやすさ、ご案内のしやすさを工夫

してあります。

～お客様の反響及び今後の対応～

お客様の声では、広々として明るく綺麗で、非

常に分かりやすく、市役所が見違えるようになった

と、大勢の方々からお褒めの言葉をいただいて

おります。お客様目線の窓口改革は、スタート

はあっても終わりはありません。今後、「総合

窓口の機能」については、総合窓口での取扱業

務を含めた組織体制の検証を行い、お客様がよ

り快適に手続きができるよう工夫するととも

に、ITを活用した職員のスキルアップを図り、

更なる市民サービスの向上に努めたいと考えて

います。

【問い合わせ】

経営企画部

ワンストップサービスプロジェクト

蕁 043―421―6161

市役所１階フロア新レイアウト
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■ 導入背景

本市では平成22年４月にツイッターの利用を始
めました。これは、個人や企業だけでなく、総理
大臣や政治家などが利用を始めたこともあり、社
会的な関心が高まりつつあったことや、利用者
（ユーザー）が、受信情報に興味や親近感を感じる
と、別の人へ簡単に伝えられるため、「口コミ」に
よる情報伝達のように、瞬時に情報が広がる可能
性を持ち、情報発信ツールとしてのポテンシャル
が高いと考えたからです。
また、行政での利用も一般化していなかったた

め、社会的なアピールや行政への関心が薄い若年
層への訴求力も強いと考えました。反面、掲示板
やブログと同様、誹謗中傷等による社会的影響や
ツイッターの組織利用が抱える運用面の問題が懸
念されました。
しかし、悩んで立ち止まるより、前進しながら考

えることとし、問題が発生した場合は、直ちに中止
するという条件付きで利用を始めました。

■ 発信の効果等

ツイッター利用の成否は、ユーザーの興味や関
心を高め、反応を即時的に返してもらい、情報を
拡散していくことです。
本市では、折しもマスコットキャラクター「き

みぴょん」が誕生から１年を迎えることもあり、
市内を遊び回る「きみぴょん」が、見つけたり、
聞いたりした情報を発信（ツイート）することと
しました。
そうすることで、ユーザーがその情報をより身

近に感じ、ツイッターを始めたいと思っている人
や、きみぴょんのファン層である若年層にも無理
なく参加してもらえると考えたからです。

「きみぴょん」がツイートすること、またツイー
ト１回あたりの文字数が限られていることから、専
門的な内容は省き、簡単な内容で発信しています。
必要な場合は、簡略化したURLを記載し、ホーム
ページへの誘導を図っています。
簡単な内容なので、ユーザーの質問を生みやすく、

ある時「○○の景色がきれいだよ」と、きみぴょん
がツイートすると、「それはどこ？」と質問されま
した。「△△の近くだよ。××（有名人）さんもよ
く来てたよ」と、新たな情報をつけて再びツイート
すると、「ありがと！帰省したら行ってみたい」と
質問者が反応を返してくれました。
こうしたやりとりは、他のユーザーにも送られる

ため、「ぼくも今度行ってみよう」と別のユーザー
からの反応も生まれました。さらに「○○には■■
もあるよね」と別のユーザーから新情報がツイート
されました。このように、ツイートのキャッチボー
ルが広がると情報内容も広がり、ユーザーは興味を
持ってツイッターの情報を受信するようになると
感じています。
また、「きみぴょん」がイベントに出演する際は、

会場から写真付きでツイートしています。写真が情
報の臨場感を高め、「これからいくよ」「さっきは会
えてよかった」というツイートも生まれるなど、イ
ベントへのさらなる集客が期待できるからです。
もちろん、すべてのツイートに対し反応があるわ
けではありませんが、ツイートのキャッチボール
を生むことができれば、情報の質、発信効果とも、
飛躍的に上がると感じています。

【きみぴょんツイッターのアカウント】

kimipyonn

【問い合わせ】

企画政策課　蕁 0439－56－1206

地域情報

君津市

企画政策課

マスコットキャラクターに

よる県内初のツイッター
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横浜市役所では、現状の社会情勢（少子高齢化

の進行、税収減など）において、従来の行財政構

造を維持していくことは困難であり、将来に備え

た行政基盤の構築が急務であるという課題認識を

もっています。また、内部業務（各種報告や内部

調査など市役所内で完結する事務処理）が膨大化

し、職員からは現行業務の中に無駄な手続きがあ

るという声が挙がっています。

こうした背景から、「時代の変化に即応できる

組織への進化」「職員が前向きに働くことができ

る職場環境の構築」を目標として、平成21年度、

総務局に「しごと改革推進室」を設置（２年間の

時限設置）し、全庁的に事務・事業の両面から見

直しに取り組んでいます。

事業面については、「必要性・妥当性・有効

性・効率性・類似性」を視点に、既存事業を点検

し、各所管局へ指摘の上、協議・調整を行う形式

により、平成21年度（22年度予算）は950件122億

円の経費を縮減しました。平成22年度（23年度予

算）についても「事業開始後３～５年経過した事

業」「外郭団体等に対する補助金・委託料」など

４つのテーマに基づいて同じ形式で見直しに取り

組んでいるところです。

事務面については、現場の課題、職員の意見に

基づく取り組みとするため、平成21年度末に各職

場に対して「業務の見直し」をテーマに議論を依

頼しました。結果、457件の意見・提案が寄せられ、

その中から改善要望の強い「旅費事務の効率化」

「起案・決裁の効率化」など16の取組（検討）項目

を設定し、しごと改革推進室が中心となって改善

に向けて取り組んでいます。合わせて、各部署に

も仕事の進め方、時間の使い方から見直しを図っ

てもらうよう呼びかけています。

これまで、長年継続されてきた事務事業を改善

していくことは、簡単なことではありません。保

守的な体質や組織の縦割構造が壁となり、所管部

署との調整が困難であったり、見直し論議が後退

してしまうこともあり、大きく前進しているとは

いい難い部分も少なからずあります。

大切なのは、具体的な取り組みや成果ももち

ろんですが、各職場で小さなことから現状業務を

見直し、そのプロセスの中でしごと改革を体感さ

せ「職員一人ひとりの意識を変える」ことだと考

えています。組織は職員で構成されており、業務

を執行しているのも職員です。現在、限られた人

員と業務過多により、職員のモチベーションが下

がり、組織的な改革推進力が低下しています。職

員個々が事務事業の適正な執行のみを目的とせ

ず、常に「自分の業務は今のままでいいのか」と

考え、見直しの視点を持つことができれば、組織

全体が変わり、しごと改革推進室のような特命部

署も必要なくなるはずです。

横浜市役所のしごと改革は全職員の意識改革も

併せて実現していくことであると考えています。

道のりは険しいですが、「一ミリでも前へ」とい

う思いで日々取り組んでいます。

【 問い合わせ 】総務局しごと改革推進室

蕁 045－671－3321 FAX 045－664－5917

HP ： http://www.city.yokohama.jp/me/somu/shigoto/

神奈川県横浜市

総務局しごと改革推進室

全職員による
“組織的しごと改革”に
向けて

県外情報
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伊藤綜合法律事務所　弁護士　伊藤　義文

課税処分の違法と国家賠償との関係
最高裁判所平成22年６月３日第一小法廷判決（平成21年（受）第1338号）

（Ｂ子） 払いすぎた税金をこのケースのＸのように国家賠償訴訟で請求す

るのは、一般的な訴訟の方法なのでしょうか。

（Ａ夫） いや、通常は処分の取消請求訴訟や無効確認訴訟などのいわゆる

抗告訴訟が選択される。これらの訴訟は、処分（このケースでは固

定資産価格の決定）の効力そのものを直接失わせようとする方法な

んだ。ただ、今回のケースでは、平成13年度以前の固定資産価格の

決定については、既に不服申立期間を過ぎてしまっているから、取

消訴訟を起こしても却下されてしまう。また、処分無効確認請求訴訟は、一般に勝訴するためのハー

ドルがかなり高いといわれている。そこでＸは国家賠償請求訴訟を選択したのではないかと思うよ。

（Ｂ子） Ｚ区長は、なぜ、平成13年度以前の固定資産税等について、平成14年度分以降と同様に減額更正

をしなかったのですか。

（Ａ夫） 地方税法上、地方税の課税標準額あるいは税額を減らす更正決定ができる期間については、法定

納期限の翌日から起算して５年を経過する日までとされている（同法17条の５第２項）。Ｚ区長はこ

（Ａ夫は訟務担当課長、Ｂ子は課税担当職員）

〔事案の概要〕
非木造の倉庫に対して固定資産税及び都市計画税（以下、「固定資産税等」という。）を課税す

る際、その基礎となる固定資産の価格の決定に当たっては、経年減点補正率（家屋の構造区分に

従い、通常の維持管理を行うものとした場合にその年数の経過に応じて通常生ずる減価を基礎と

する減点補正率）が定められており、一般倉庫と冷凍倉庫ではそれぞれ補正率が異なり、それぞ

れの補正率を適用して固定資産の価格を計算すると、冷凍倉庫に比べ、一般倉庫の価格は高く評

価されることになる。

Y市長から固定資産税等の賦課徴収に関し権限の委任を受けていたZ区長は、昭和62年度から

平成18年度まで、Ｘの所有する倉庫（以下「本件倉庫」という。）を一般倉庫に該当するとして

固定資産税等を課税していたが、平成18年５月26日付で、本件倉庫が冷凍倉庫に該当するとして、

平成14年度から平成18年度までの登録価格を修正し、固定資産税等の減額更正をした上で、Xが

すでに納付した固定資産税等のうち、平成14年度分から17年度までの過払い分を還付した。

Xは、減額更正がなされていない平成13年度以前の固定資産税等についても過払い分があると

して、Yに対し国家賠償法１条に基づく損害賠償請求訴訟を提起した。
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自治判例情報

の規定にしたがって、５年分の減額更正決定をしたのではないかな。

（Ｂ子） 課税処分等の行政処分には、その処分が撤回されるか訴訟により取り消されるまでは有効とされ

るとする公定力が認められているはずです。このケースでは、取消判決あるいは無効確認の判決が

なければ、当初の価格決定が残ったままになるのですから、そもそもＹ市は、Ｘが払いすぎたと主

張する税金を返す必要はないのではないでしょうか。

（Ａ夫） かなり古い判例になるが、最高裁判所は「行政処分が違法であることを理由として国家賠償の請

求をするについては、あらかじめ右行政処分につき取消又は無効確認の判決を得なければならない

ものではない」としていた（最高裁第二小法廷昭和36年４月21日判決・民集15巻４号850頁）。平た

く言えば、取消判決がなくても違法は違法なので、国家賠償法上のその他の要件を満たせば、損害

賠償請求権が発生する、というのが最高裁の考え方ということになる。

（Ｂ子） しかし、結局過払いとされた税金がＸに返還されることになるわけですから、実質的に公定力を

否定されたのと同じことになってしまうのではないでしょうか。

（Ａ夫） 確かに経済的に見ると、取消訴訟が認められたのと実質的には同じ結果になるね。この点が先ほ

どいった昭和36年の最高裁判決後も問題とされてきたところなんだ。今回の最高裁判例では、金銭

を納付させることを直接の目的としており、その違法を理由とする国家賠償請求を認容する場合で

も昭和36年の最高裁判決の論理が妥当すると述べている。

（Ｂ子） 今回のケースで国家賠償請求を認めてしまうと、冒頭に説明してもらった地方税法上の不服申立

の期間制限が意味のないものとなってしまうのではないですか。

（Ａ夫） そうとは限らないよ。最高裁は、課税処分についての国家賠償請求が認められるためには、「公務員

の職務上の法的義務に違背してされた場合」である必要があると考えている（最高裁第一小法廷平成

５年３月11日判決・民集47巻４号2863頁・いわゆる職務行為基準説）。これを違法性判断の基準と考え

た場合、単に処分の瑕疵を原因とすることができる取消訴訟よりも、一般的にいって違法性が認めら

れる場合が狭くなることになるはずだ。別の言い方をすれば、取消しの原因となる違法はあるが、国

家賠償請求については違法がないので認められない、という場合があるということになるんだよ。

（Ｂ子） 国家賠償法に基づいて損害賠償が認められるとして、請求の対象はどれくらいの時期のものまで

遡れることになるのですか。

（Ａ夫） 国家賠償法に基づく損害賠償請求権の時効期間については、同4条によって民法724条が適用され

ることになり、「損害及び加害者を知った時から３年」又は「不法行為の時から20年」とされている。

この、「損害」「を知った時」について、最高裁は「被害者が損害の発生を現実に了した時をいうと

解すべきである。」（平成14年１月29日第三小法廷判決・民集56巻１号218頁）としている。

課税庁の認定の誤りを理由とするような今回のケースでは、納税者がどの時点から「損害」「を知った」

といえるのかは難しいところだ。例えば、①納税者が過大な税金を支払った

時点、②納税者が、過大な税金の認定根拠となった課税庁による法令解釈の

内容を知った時点、あるいは、③納税者が、課税庁の法令解釈が誤っている

可能性を認識した時点など、基準としてはいくつかの可能性が考えられるね。

この点の具体的な判断によって、今後課税処分取消訴訟とともに国家

賠償請求訴訟が併せて提起されるようなケースが増えるかもしれないね。
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１　平成の合併推進と法改正

平成11年より進められてきた市町村合併の結果、市町村数は3,232から1,727（平成22年３月31日現在）とな
りました。そこで、10年以上にわたり続けられてきた「平成の合併」に一区切りをつけ、市町村の合併の特
例等に関する法律の目的が「合併の推進」から「合併の円滑化」に改められることになりました。それに伴
い法律の内容も、国や都道府県の積極的な関与等による合併推進のための措置を廃止し、自主的な市町村合
併が円滑に行われるための特例措置を中心としたものに改正されました。以下では、今回の法改正により廃
止された措置と存置された措置のうち、主だったものを見ていきたいと思います。

２　合併推進に関する措置の廃止

合併推進に向けた国、都道府県の積極的な関与に関する措置が廃止されました。旧法では、総務大臣
が市町村合併を推進するための基本指針を策定することや、都道府県が市町村合併の推進に関する構想
を策定したり、合併協議会の設置を勧告することなどが定められていましたが、本改正によりそれらの
措置は廃止されました。そのため、今後国、都道府県主導型の合併は行われないことになりました。
また、合併する場合には、市となる人口要件を５万人から３万人に緩和するという特例が設けられて

いましたが、本改正によりその特例が廃止されました。なお、この特例により実際に市となった団体は
89市あることから、人口要件の緩和は合併の推進に貢献したものと思われます。

３　合併円滑化に関する措置の存置

法改正後も存置される措置としては、以下のものが挙げられます。合併に伴う住民の税負担の急激な増加
を緩和するために、合併後５年間に限り不均一課税や課税免除ができるとするなどの地方税に関する特例で
す。また、合併後急激に地方交付税が削減されることのないよう、合併後一定期間は旧市町村別に地方交付
税の算定が行われるとする特例です。さらに、新設合併の場合には、最初の任期のみ議員定数を上限の２倍
まで増加させることができるといった議会の議員の定数や在任に関する特例なども存置されました。そのほ
か、合併協議会の設置に関する住民発議・住民投票や、旧市町村区域の事務を処理し、法人格を有する合併
特例区の設置についてもこれまでどおりとされました。

４　これからの市町村合併

この改正法は、平成22年４月１日から施行され、平成32年３月31日までの10年間延長されることになって
います。市町村合併については、行政の効率化などのメリットも挙げられる一方で、住民の利便性の低下な
どのデメリットも指摘されているところです。そのため、市町村合併は、それ自体が目的とされるべきでは
なく、市町村が地域主権を推し進めていく上でよりよい選択肢と考えられるのであれば、特例の活用も踏ま
えて今後も引き続き検討・実施されるべきものと思われます。

市町村の合併の特例等に関する法律の改正
～推進から円滑化へ～

愛知大学法学部　助教　山本　未来
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■広報の神に出会った夏

写真が撮れない、文章が書けない、レイアウトが

組めないという“広報三重苦”の泥沼からスタート

した広報マン生活。「どうして先輩のようにできな

いのだろうか」「失敗したらどうしよう…」。臆病に

なった心が体を硬直させ、取材相手にも緊張感を伝

染させてしまうような仕事ぶり。そして、いやおう

なしに毎月やってくる締め切り日。「今まで広報を

発行しなかった月はありませんからね、小川さん」。

誰かに助けてもらうこともできないし、逃げること

もできません。企画や取材、編集、校正という全て

の作業が自分との戦いだったのです。

住民に広報を手にしてもらい読んでもらうために、

汗をかき、涙を流し、恥をかきながら、脳みそが疲

れ果てるまでアイデアをひねりだす日々。これ以上

頑張りようがないというところまで粘った、広報生

活一年目のある夏の日－。突然ハッキリとした一つ

の答えが見えたのです。それは…「誰かと比べても

仕方ない。自分らしくやればいい」という一筋の光

でした。あの日、灼熱の太陽が照りつける炎天下の

下で、もしかすると広報の神に試されたのかもしれ

ません。弱音を吐かないか、愚痴を言わないか、諦

めずに喰らいつくのか、投げ出さないか…。

それ以来「どんな広報を読みたいか」という自

分の声を羅針盤に、とにかく今の時代を生きる町

民を登場させ、インタビューを中心にした広報紙

を作ろうと心に決めたのです。そして、いつかは

広報紙を町の特産品にしたいと考えていました。

■まずは自分が変わること

「畑の野菜は、人の足音を聞いて育つ。だから

決して手を抜いてはいけないんだよ」。子どもの

頃、農家を営む母が私に語った言葉です。生産も

製造もしない私たち公務員の仕事は、まさにその

自治体に暮す人々限定のサービス業だと思いま

す。「税金」という貴重な購読料を使って毎月発

行している広報紙は、単なる町の情報紙ではなく、

住民と行政をつなぐ架け橋です。

人やお金、物と並んで“組織の資源”とも呼ばれ

る情報。IT革命により電子媒体が主流となった現代

においても、情報の一覧性や保存性に優れた広報紙

は必要不可欠な存在だと思います。しかし、手にし

てもらい、ページをめくって読んでもらうためには、

工夫と信頼関係が成り立っていなければ不可能なの

です。信頼関係を育てるには、どんなに小さな情報

でも足を運び汗をかくこと。そして、町民の懐に飛

び込んでたくさん会話をすることだと感じました。

全ての行動が結果に結びつく広報は、自分磨きの砥

石だったのかも知れません。

「心が変われば行動が変わり、行動が変われば習

慣が変わる。そして、習慣が変われば運命が変わる」。

国や県の指導による管理型から地方の特色を活

かした経営型へと移行しつつある地方行政。広報

という仕事を通じて気づいたことは「まずは自分

が変わる」ことこそが、町の未来に役立つ一歩だ

ということです。

全国広報コンクールで総務大臣賞を受賞

芝山町総務課 小川　正明
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現在、自己啓発休業制度を利用して大学院で公共経営に
ついて勉強しています。きっかけは「目の前の市民を笑顔
にするために、職員がいきいき働く職場にしたい」と思っ
たから。そのためのヒントがこの本には満載です。主人公
みなみのように、とことん自分自身に問いかけていくと、
「何をしたらよいか」の答えが自分の中から見つかります。
彼女は「甲子園に行く」と明確な目標をたて、その実現

のために野球部のマネジメントに取り組みます。その指針

となるのがドラッカーの『マネジメント』です。
すべては「組織の定義づけから始まる」。彼女は、野球部

の定義や顧客について考え始めます。なぜなら「企業の目
的と使命は、顧客によって定義される」からです。考え抜
いた末、彼女は野球部を「顧客に感動を与えるための組織」
と定義します。これがすべての始まりでした。
みなさんは「市役所とは何か」と考えたことがあり
ますか。よく「市役所の顧客は市民」と言われます。
でも本当にそれだけでしょうか。企業は？ NPOは？職
員は？ 県は？ 国は？ 自分は？ そもそも市民は顧客で
しょうか？
「市役所は何のための、誰のための組織か」この大き
な問いを考え続けることは、自分の仕事の社会に対する
位置づけを意識することにつながります。そこから自分
のするべきことが見えてくると思います。
ぜひ主人公と一緒に、自分の職場について考えながら
読んでみてください。サラッと読んでしまってはもった
いない一冊です。

もし高校野球の
女子マネージャーが
ドラッカーの
『マネジメント』を読んだら

岩崎夏海 著

ダイヤモンド社

意見の広場

テーマ： あなたのストレス解消法

猫の額ほどの庭に生えた雑草を抜くこと。「雑草とい
う名の植物はない」と偉い方がおっしゃったそうです
が、確かによく見ればきれいな花をつけているもの、
不思議な形の葉、みごとに張った根、抜いて捨て去る
のには忍びないと感じる事もありますが、やっと芽生
えた朝顔よりもすくすくと育っているのを見れば、え
いっ！と抜いてしまいます。その後は見つけては抜く、
抜いては見つけるとしているうち、庭は何やら整然と
美しくなり、私の心に溜まっていたモヤモヤストレス
もきれいさっぱりと無くなっているのであります。

【市川市　ミセス.K】

私のストレス解消法は、その時によって違います。
ある時は、ストレス解消になる事も、時にはその事が
ストレスになる事もあります。が、結局たくさんのス
トレス解消法を上手く使えればなと思っています。
１．ひたすら寝ること
２．気のおけない友人と時間を過ごす（買い物、食事等）
３．Live、観劇
４．家族と過ごす時間
これからもストレスと上手につきあっていきたいと

思います。 【M】

写真が趣味の自分は、カメラ（しかも、フィルム使
用のマニュアルフォーカス）を片手に近所の川沿いの
道や都内の大きな公園（新宿御苑など）に行って、の
んびり散歩することです。

散歩しながら、季節の移り変わりを感じて被写体を
探して見つかった時に、喜びと一緒にストレスが解消
されていくように思います。
また、カメラと一緒に出かけてみようかな。

【匿名】

伴走付きジョギングです。奥さんの伴走で私ジョギン
グ、逆に奥さんウォーキング、疲れた時は二人共ウォー
キングなどバリエーション多数。話しながらストレスを
風に流して、気持ちスッキリ！体型もスッキリ？それぞ
れの一日の事を話したり、子供の事を話したり、たまに
はケンカも…。それでもスッキリするせいか、仲直りも
早い気がします。 【F.O】

それは、釣道具を買うこと。
以前は、休日や仕事を休んで釣りに行くことを無情

の喜びとしていましたが、最近は仕事とプライベート
共に忙しく、釣りに行く機会が激減してしまいました。
そこで考えたのが、釣りに月２回行ったと仮定して、
実際行けなかった分を釣具の購入費に充てることです。
実際は、釣りに行ってる時でも釣具をバンバン購入し
ていますが、釣りに行けなかった分が、釣具になると
思うと逆にワクワクするようになりました。妻と子供
が寝静まった後、書斎で１人、酒を飲みながら新しい
リールを眺めている時が、心安まる時間です。

【袖ケ浦市　釣り迷人】

お薦めの 1 冊

●推薦：泉澤佐江子（浦安市）
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郷土紀行 郷土紀行 
写真で見る 写真で見る 

君津市 君津市 

個性あふれる魅力のあるまち 　君津市は房総半島のほぼ中央部に位置し、県内
で２番目に面積の大きな都市です。 
　臨海部には大規模な工場群と整備された市街地
が続きます。内陸部は肥沃な農耕地帯が広がるほか、
国定公園や自然公園などがあり、貴重な動植物の
存在もあって房総半島を代表する自然の宝庫です。
このような豊かな自然資源は観光スポットとして
多く利用されており、東京湾アクアラインや館山
自動車道などの交通網の充実により、多くの観光
客が訪れています。 
　また、北部の台地は木更津市と広く境を接してお
り、先端技術の開発拠点「かずさアカデミアパーク」
が展開されています。 
 

　君津市には豊かな自然とその恵みを体験できる
楽しみがたくさんあります。田植えや稲刈りなど
の米づくり体験や、梨・柿・イチゴ狩り、さつま
いも掘りなど、自然とふれあいながら美味しさを
堪能できます。 
　秋に開催される「きみつ枝豆収穫祭」は毎年多
くの観光客が訪れる一大イベントで、今年は10月
10日（日）・11日（月・祝）の２日間開催する予
定です。 

　初夏の新緑や秋の紅葉など、
四季折々の美しい景色を楽しめ
る亀山湖や、鹿野山白鳥神社前
の公園から望む水墨画の世界の
ような絶景である九十九谷など、
君津市には豊かで魅力ある自然
が溢れています。 

家族みんなで感動体験 

豊かな自然を満喫 

▲君津市街地から富士山を望む 

▲亀山湖の景観スポット「伝宝洞」 

 

▲毎年、多くの家族でにぎわう「きみつ枝豆収穫祭」 

朝霧に包まれた九十九谷の日の出 

 

▲
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　君津市は、市民との協働によるまちづくりを力強く推進し、すべての市民
が明るく、いきいきと生活できるような「夢と誇りの持てるまちづくり」を
進めています。 

　子どもから高齢者まで、健康で安心していきいきと生
活することは、みんなの願いです。君津市では、子育て
不安を解消するための子育て支援センターの設置や、中
学校３年生までの児童医療費自己負担の無料化を行うなど、
子育て世代の支援を進めています。 
　また、健康対策として自治会館など身近な施設を利用
して運動教室を開催しています。この「健康増進モデル
事業」も年々参加者が増え、高齢者の健康づくりや生き
がいづくりを推進するほか、地域のコミュニティづくり
にも役立っています。 

夢と誇りの持てるまちづくり 

　個性にあふれ、いきいきと躍動するまちには、文化が息づ
いています。文化は、まちの魅力を高め、郷土への誇りや愛
着心を育み、また、地域社会を活性化させる原動力になり
ます。 
　そこで、市民が自ら行う地域貢献活動を支援するため「文
化のまちづくり市税１％支援事業」を実施しています。この
事業は、従来の行政主導型から脱却し、自ら活動する市民
への支援を行うもので、企画から事業実施そして検証まで
を市民協働で行います。この制度を利用して実施された活

動は、地域の連帯感の醸成や新たな地域資源の発掘など
に寄与しています。 
　また、市民主体の参加・体験型音楽祭「きみつ夢未来
コンサート」は、子どもから大人まで楽しめる、ステージと客
席が一体となる夢のコンサートです。本市出身の坂本和
彦氏（東京音楽大学講師）を音楽監督に迎え、参加者も
回を重ねるごとに増えています。今年度は、君津市民文化
ホール開館20周年記念ということもあり、コンサートの内容
をさらにパワーアップしています。 

市民協働で活力あるまちづくり 

子どもから高齢者まで 
　　　　　 元気にいきいきと！ 

▲市民自らが新たな君津文化を創り出す「文化のまちづくり市税１％支援事業」 ▲熱気あふれる「きみつ夢未来コンサート」 

▲今年度は42会場で年間延べ23,000人の市民が参加する 
　「健康増進モデル事業」 


