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「講演録集 No.２０」発行にあたって 

 

自治体職員は、常に時代の流れや新たな行政ニーズに対応し、柔軟かつ的確

に対応できるよう自らも、その資質の向上に努めなければなりません。 

 千葉県自治研修センターは、市町村職員として必要な広い視野と高度な見識

を身につけていただくことを目的に、公開セミナーや地区別研修会などの各種

講演会を開催しています。 

これは、当研修センターの研修機会の多様化のひとつとして行うものであり、

これらのセミナー等により、人材育成の基本である「自己啓発」を促すもので

す。 

ここに、平成２６年度の各種講演録をとりまとめ書面で再現いたしました。 

受講機会を逸した方はもちろん、受講された方々にも今一度講演内容に触れ

ていただき、本書が、職員の皆様の職務能力向上の一助となれば幸いです。 
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現  職 東京都営交通協力会理事 

 
略  歴 昭和４９年 東京都入庁 

昭和６２年 市町村アカデミーへ出向、研修主幹教授として全国の 

市町村職員の研修に携わる。 

その後、東京都総務局行政部区政課長、人事部人事課長、衛生

局病院事業部長、総務局長等を経て平成２０年に都を退職。 

その後も東京都職員研修所長、（財）東京都保健医療公社理事長

を勤め、市町村アカデミー等で自治体職員研修に係る講演を行って

いる。 
 

著  書 『これでうまくいく！新人公務員の育て方』（学陽書房） 
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１  はじめに ～世代継承とは何か～ 

 皆さん、こんにちは。ご紹介をいただきました押元です。今日は、自治体における職員

研修を効果的に進めるためにはどうしたらよいかというテーマでお話しをさせていただき

ます。 

 今日の研修の題名ですが、「効果的な自治体職員研修の進め方」とあって、副題として「着

実な世代継承に向けて」と書いてあります。 初に、この世代継承とは何かについてお話

しします。職場で、上司から部下へ、先輩から後輩へと、さまざまなことを伝えていくこ

と、これを世代継承と呼びます。伝えていくことは、仕事に関する知識、ノウハウやコツ、

職員としての心構えなどです。 

伝えるべき大切なものに、どこにも書かれていないけれど職員が共通して身につけてい

なければ仕事を進められない情報があります。これを暗黙知と言います。身近なものをあ

げれば、住民対応のこまごましたノウハウ、コツなど仕事のすすめ方やルール、職場のい

ろいろな決まりごとなどです。長年にわたり職場で蓄積された経験と勘に基づく暗黙のル

ール、とでも言いましょうか、こういった暗黙知を先輩から後輩へ伝えることも世代継承

の重要な機能です。こうした暗黙知は、これまではどこにも書かれていなかった。書かれ

ていなかったからこそ暗黙知と言うのですが、これからは、はっきり書かないとだめなの

です。これまで暗黙知であったものを、はっきりとマニュアルなどに書いて、次の世代へ

着実に伝えていかなければならない。 

 以前は、先輩の背中を見て仕事しろとか、仕事を盗めとか言われたものです。何もしな

くても世代継承がうまく進んでいた。しかし、そういう時代は終わりました。これからは、

仕事のコツはこうだ、ノウハウはこうだ、このようにして仕事のスキルを上げていけ、と

いうふうに明確に文書化し、次の世代に伝えていく必要がある。世代継承を意識的かつ計

画的に、研修を通じて進めていかなければならない時代になりました。今、自治体職場で

は職員の仕事力が低下するという問題が起こっています。これは、世代継承がうまくいっ

ていないことに大きな原因があると思います。 

 

２  研修を効果的に進めるための基本的考え方 

 さて、研修を効果的に進めるにはどうしたらいいか。おさらいを兼ねて考え方を整理し

てみます。 

 第一に、研修ニーズを正確に把握すること。これは当たり前ですよね。今こういう研修

が流行している、あるいは他の自治体でやっているからうちでもやろう、ということで実

施する。ところが、往々にして、その研修が現場の求めるものと違っていたり、ほかに優

先すべき研修があったりします。ですから、現場のニーズ、現場で悩んでいることを研修

担当者の皆さんが正確に把握する必要がある。それには皆さん自身が机を離れて現場に出

かけ、今困っていることは何ですかと「御用聞き」に回らなければならない。あるいは、

皆さんのところに現場の人が来て、こういう問題がある、それを解決するためにこういう

研修をしてもらえないか、と要望する場合もあるでしょう。研修担当は、このようにして

現場のさまざまなニーズを捉え、的確に対応していかなければならない。 

 第二に、研修の対象とその結果を具体的にイメージする必要があります。この研修を受

講した職員はこのように変わってほしいということを皆さん自身が明確に意識する。受講
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者の到達点を明らかにする。それを念頭に置いて研修を企画しなければならない。この研

修を受けた職員は、こういうスキルなりノウハウを身に付けてほしい。あるいはこのよう

な心構えを身に付けてほしい。職員に期待する変化なり到達点なりを、具体的に明らかに

する必要があります。 

 第三に、欲張り過ぎてはいけません。あれもこれもと、一つの研修に多くの目的なり効

果を持たせようとすれば研修の的がぼやける。研修の的を絞って、この的をどうやって狙

うか、手を変え、品を変えて考える。実施時期、規模、会場、ふさわしい研修の技法や講

師を選ぶ。登山ルートは一本だけではありません。 

 第四に、これが一番言いたいことですが、研修は、職場研修を中心にして、それに自己

啓発と集合研修を組み合わせて基本体系とする。研修は仕事に役立つものでなければなら

ない。職務遂行能力の向上を目指すものです。それには、職場研修が も効果的です。職

場研修の利点はそれだけではありません。職場研修は、自治体の規模や予算にあまり関係

なく実践できるというメリットがある。皆さんの所属を見ると、公益事務組合や町、市、

あるいは政令市など、規模とかたちはさまざまです。自前の研修所と複数のスタッフを擁

するところもあれば、担当は 1 人、それもほかの仕事と掛け持ちというところもあります。

自治研修センターにお任せして、仕事は職員を送り出すだけという方もいらっしゃると思

います。スタッフが足りない、予算も足りない自治体で自前の研修をやるのはなかなか難

しい。しかし、職場研修であれば、いくらでも工夫の余地があるのです。職場研修がなぜ

大事かということは後で詳しくお話します。 

自治体の規模の大小を問わずに実施できる研修にはもう一つ、自己啓発があります。自

己啓発というのは自分で勉強することですが、研修担当がそのためのしくみを整える必要

があります。 

 研修を仕事に役立つようなものにして、「研修は頼りになる」「現場のニーズ・悩みに的

確に対応してくれている」「うちの研修担当はしっかりやってくれている」と認識してもら

う必要がある。それには、先ほどお話したように、職務能力の向上に直結する職場研修を

中心にして、自己啓発と集合研修をそれに組み合わせるという基本に立って進めていくこ

とです。これは、庁内における研修の“地位向上”につながります。職員を研修に出して

くださいと依頼すると、職場から忙しいから出せない、と断られる。これは研修担当者の

共通の悩みです。中には「研修なんて役に立たない」とまで言う管理職もいる。こういう

対応を変えてもらうには、研修が仕事に役立つということを庁内の共通認識にする必要が

あります。 

 終わりに、研修の効果を高めるには、研修担当者の努力だけでは足りないということを

言いたい。研修から戻った職員を受け入れる職場の管理職とか係長さん、こういう人たち

のフォローがないと、研修の効果は出てこないのです。研修で何を勉強してきたのかを聞

く、勉強したことを A４版の紙１枚にまとめさせる、それを職場での打合せの際に５分、

１０分でいいから発表させる、関連してさらに突っ込んだ調査なり研究なりを指示する。

こうした管理監督者のフォローがあってこそ研修の効果があがるのです。このことは、後

でまたお話しします。 

 さらに付け加えますと、いくら研修をやっても職員に変化が見られないと悲観的に考え

ないこと。研修が少しずつでも職員の変化・変容を促し、それがひいては庁内全体を活性
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化させるのだという気持ちを持たないと、仕事のエネルギーはなかなか続かない。研修の

効果を過信すると、悲観的な気持ちが生まれます。そういう意味で、「研修の効果をあまり

過信しない」と書いておきました。皆さんが一生懸命やっているのに、現場から心ない言

葉を聞くと折れそうになる。どうか、研修は、首長さん、管理監督者、職員、そういった

役所の皆さんを巻き込んで、各自にその役割をきちんと果たしてもらってこそ、初めて本

当に効果あるものになるのだと考えてください。 

 

３  幾つかの実践例 

 効果的な研修の実践例をご紹介します。 

例えば「自己啓発のための早朝講座」。これは講師が早朝に来てくれることが前提です

が、無理なら夜間講座にすればよろしい。自己啓発の促進を目的とする研修なので、時間

の使い方、メモの取り方、プレゼンの仕方など、現場で職員が困っている課題の解決、仕

事力の増進、スキル・アップに役立つような内容で実施する。時間は 1 時間程度。受講者

の数が多くなっても会場の選定で調節すれば大丈夫。自己啓発だから服務の取り扱いは関

係なし。実費を徴収する場合もあるでしょう。本来、自己啓発は自分のお金と時間を使っ

て勉強するものですが、職員の仕事力の低下は予想以上に深刻です。研修担当として、職

員に自己啓発のきっかけをつけることが必要です。 

職場におけるコミュニケーションのとり方を学ぶ研修を例に取ります。普通、業者に依

頼すると、半日か 1 日の研修として、概論的な話の後でグループ別にロールプレイのよう

な実践を経験する。この内容だと、受講する職員の数が限られてしまいます。世代間のコ

ミュニケーション不足が深刻だというのに、全員が受講を終えるのにどれくらいかかるか。

「コミュニケーション」にばかり予算をかけていられない。それなら、夜間か早朝に多く

の職員を集めて、１時間ぐらいでコミュニケーションのエッセンス、スキルやコツを身に

付ける研修ができないか。それを複数回実施すれば、各世代の職員にまんべんなく受講し

てもらえて効率的だと考えられる。 

 次に「本庁舎で行う夜間セミナー」というのは、早朝講座を発展させた自己啓発促進の

ための研修です。例えば「クレーム対応の達人」と題する研修。講師は、有名な生活用品

メーカでクレーム担当のトップをしている方。夜の 6 時半くらいから 1 時間半くらいかけ

てクレーム対応のコツを話してもらい、30 分の質疑応答と合わせて２時間の研修とする。

これは、聞きたがる職員が多くて会場が満席になりました。場所は、参加しやすいよう本

庁舎の会議室などで実施する。こういった研修ですと、地元の中小企業などでも講師の適

任者が見つかると思います。 

  以上は、勤務時間外に行う自己啓発の支援という位置づけなので、そもそも職員に意欲

がないというのでは話にならないわけですが。 

 「日本一の感動経営」と題する研修の講師は、お好み焼きチェーンの社長さん。全国を

飛び回って、従業員の育成についてお話をされています。私が都の職員研修所の所長をし

ていたとき、管理職研修の講師をお願いしました。人間味あふれる感動的なお話で、受講

生は涙を流して聞いていました。ウェブで「日本一の感動経営」ということばで検索する

とヒットします。 

 次に、金曜日の夜から土曜日の午前中にかけて 1 泊 2 日の宿泊研修。これは幹部向けに、
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経営管理セミナーとして行うものです。幹部職員は、忙しいため研修を受講する機会が少

ない。研修担当者も遠慮して、幹部向けの研修をなかなか企画しませんよね。だったら、

もう思い切って宿泊研修にしてしまう。もし単独の自治体で実施するのが無理だったら、

近隣の自治体が共同で実施してもよいと思います。金曜の夜に宿泊してもらい、2 時間程

度の研修を受講し、その後で懇親会を行う。翌日、土曜の午前中にも 3 時間くらいの研修

を受講する。大学教授の指導の下に、企業や自治体の実際の経営事例について議論をする。

あるいは、著名な経営者のお話を聞くという内容です。この研修は 1 回でもよいのですが、

同じメンバーを集めて月に 1 回の割合で実施し、全部で 3 回くらいのシリーズとして行う

と効果的だと思います。 

ここでご紹介しているのは、都をはじめ自治体で実際に行われた研修です。日時、講師、

場所、受講しやすい環境などを工夫すれば、研修効果を上げることができます。 

 内部講師を依頼されると、職員は準備が大変ですが、フォーラムディスカッション形式

で実施するとその負担はかなり軽減されます。例えば、税務研修で「家屋評価の秘訣」と

いう研修を実施する場合。家屋評価のベテラン職員、2 人か 3 人くらいお願いしておきま

す。講師の数が足りなければ、隣の自治体にも声を掛け、各自治体から 1 人ずつ登壇して

もらう共同研修としてもよいのです。進行役は、あらかじめ質問事項を募集しておいて、

それを整理し、登壇者に伝えておく。本番では、進行役が複数の講師に順次質問し、回答

を得る。あるいは、他の講師の回答に対する意見を聞く。そのあと、フロアにいる受講者

からも質問を募る。こういう形式で行うと、講師は普段の仕事に関する話をすればよいの

で過度な負担がかからない。 

 フォーラムディスカッションの例をもう一つあげれば、「幹部に聞く」と題する研修。例

えば部長さんとか課長さんに登壇してもらい、「私の修業時代」というテーマで若手職員向

けに話をしてもらう。自分が若手のときこういう経験をした、こういう仕事をして職員と

してワンステップ成長した、などと話してもらう。幹部が自分の心構えとか成功体験、失

敗談を語るわけです。私は、この「幹部に聞く」という研修について、いくつかの自治体

でお話ししたことがあるのですが、時事通信社の「官庁速報」という情報誌を見ていたら、

静岡県のある市で実施するという記事が出ていました。同じことを考えている自治体があ

ると知って、非常にうれしくなったのです。幹部、もちろん市長さんや町長さんでもよい

のですが、自らの心構えや成功体験、失敗談を職員に語るのは、薫陶を与えることになり、

人材育成には大変重要です。「薫陶」は、人によい影響を与えるという意味です。勤務時間

終了後に上司が若い職員を誘う機会も減りましたね。誘うと若い人が嫌がる、あるいは上

司の方も遠慮するという。こうして若い職員が上司や先輩から経験談などを聞く機会が減

ってしまった。だったら、それを研修でやってしまうのです。 

このフォーラムディスカッションという形式は、ほかにもいろいろ工夫すれば可能性が

広がると思います。 

 

4 研修効果の測定と活かし方 

 次に研修の効果測定についてです。皆さんも研修終了後のアンケートを実施されている

でしょう。さらに一歩進めて、研修生からヒヤリングをしたらどうでしょう。講師の話は

分かりやすかったか、時間は適切だったかなどと聞く。研修生の上司に、研修から戻って
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職員がどのように変わったかを聞いてもよい。ヒヤリングによって、より正確に研修効果

を把握することができます。アンケートでは通り一遍の答えしか出てこないのです。研修

の直後、あるいは 3 カ月後など、節目にヒヤリングを行う。効果がすぐに出てこないよう

な研修の場合には半年後に行う。ただ、全ての研修についてヒヤリングを行えというので

はないのです。なかなか大変ですから、年間を通じ、二つとか三つとか、これはと思う研

修についてヒヤリングすればよいと思います。 

こうして得られた研修の結果ですが、ちゃんと人事当局に情報として渡さなければいけ

ません。人事当局は、研修結果をよく見て、職員がこのように変わったから次期異動では

それを考慮した人事をやろうということになる。これが研修と人事の連携です。 

 ただ、以上は建前であって、残念ながら連携がきちんと行われていない。人事と研修が

リンクしていないなんて、企業では考えられません。なぜなら大変なコストをかけて社員

研修を行っているからです。研修を受けた社員がこう変わった、こういうスキルを身につ

けたので、今度はあの職場に異動させ、それを役立ててもらおうと、企業では考える。こ

れは自治体でも同じはずなのですが、人事管理と研修の連携がきちんと行われている自治

体は、私の知る限り見当たらない。 

 研修を行うのは職員に対して変化を求めるからです。職員としての心構え、仕事に関す

る知識とかスキルを身につけ、職務遂行能力を向上させる。そういう変化を求めている。

それなのに、いかなる変化があったか、アンケート調査にとどめているのはもったいない。

だから全部の研修でなくてもよいけれど、ぜひ本人と上司にヒヤリングを行っていただき

たいのです。 

 それから、効果が十分でない研修は早くやめてしまうこと。上司から「この人を講師に

呼ぶように」と言われたので来てもらったが、受講者の評判もよくないし、担当としては

断りたい。そうしたら、講師が手帳を出して「次はいつにしましょうか」と言ったので断

れなくなった。こういう経験はありませんか？私も、この人を講師に使ってくれと上司に

言われたことがありました。本人に会ったら、役所の実情を知らずに企業流の組織論、人

事論を盛んに主張する。しかも、企業でも通用しないような理想論なのです。「学問」とし

てならともかく、職員には役に立たないだろうと考え、断りしました。推薦した人には、

理由をきちんと話して了解してもらいました。 

 先ほども言いましたが、研修効果があがらないのは上司のフォローが悪いことにも原因

があります。研修効果の持続・増大のために、上司の活動は非常に重要なのです。課長や

係長は、職員が研修から戻ってきたら、継続的に啓発、フォローをしていく必要がある。 

「どういうことを勉強してきたの？」などと研修内容に関連した事項を質問する。A４用

紙 1 枚に研修内容についてレポートさせる。箇条書きでいいのです。「こういうことも調

べてみたら？」とか、「これについて簡単にレポートしてほしい」とか、関連した調査研究

を指示する。さらに研修結果を活かせるよう仕事を変更する。先ほどの人事との連携でも

言いましたが、身につけてきたことを活かすために、今度はこういう仕事をやりなさいと、

仕事を変更する。こういったフォローをしないと研修効果は持続、増大しないのです。 

 このフォローは上司の重要な職責です。忙しくても、いろいろ工夫して折に触れて行わ

なければならない。上司による部下の育成を意識した指導があってこそ、研修効果が持続・

増大します。このことを、ぜひ皆さんも認識してほしい。研修効果があがらないのは研修
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担当者だけの責任ではない。皆さんが悩んでいても研修効果はあがらない。研修のフォロ

ーが行われるような「成長する組織風土づくり」を上司がやっていかないと、研修効果は

あがらないのです。 

 こういう話をすると、皆さんは「そんなことすぐにはできません」「ウチはだめです」と

言うでしょう。東北のある市の話ですが、将来の副市長だと評判の部長さんは研修が大嫌

いで、その人の影響が組織内に浸透している。研修担当の係長は、その部長から「研修し

ても役に立たない」といつも言われる。その係長は非常に悩んでいました。どうしたらよ

いかと相談されたのですが、私は「市長に実情を話したらどうですか」と答えました。す

ると彼女は「私からはとても言えません」と言う。係長ですから無理もないですね。で、

「あなたの直属の部長は誰ですか」と聞いたら総務部長であると。この場合は総務部長か

ら市長に話してもらえばよいのです。まあ、誰が話してもよいのですが、研修に協力しな

い管理職がいることをはっきり伝えないとだめです。私はペラペラペラ調子よくここでし

ゃべっているが、皆さんは「そう言うけれど組織風土を変えるのは難しい」と思っている。

確かに組織風土を変えるのは難しい。 

では、どのようにしたら組織風土を変えられるか。それには、回り道のようですが、職

場研修を着実に進める。すると職員の職務遂行能力が向上し、それと並行して成長する組

織風土ができていきます。1 年や 2 年では難しいですが、職場研修をやっていくと覚悟を

決め、そのための実践を進める。すると、次第に人材育成が大切であるという機運が生ま

れ、職員を育てようという風土が根付いていきます。 

 

５  人事と研修の連携について 

 先ほど、人事と研修の連携について、少しお話ししましたが、ここでまとめます。研修

と人事は密接に連携していなければなりません。 

研修の受講によって職務遂行能力が向上したら、その能力を活用できる部署に異動させ

る。さらに業績をあげたら適切に処遇する。人事と研修の連携です。皆さんは「研修と人

事の連携は、成長する組織風土づくり以上に難しい」と思うかもしれません。けれども民

間企業はみなやっていることです。 

 民間企業はなぜ社員研修を行うのか。社員の職務遂行能力を向上させるためです。その

ために大きなコストをかけるから、かけただけ職務遂行能力が向上しなければいけない。

だから企業の研修担当者は大変です。効果測定の結果、研修効果が不十分であるとなった

ら、上司から厳しく叱られます。 

 私もその一端を垣間見ました。銀行の話ですが、行員の研修で、その効果があがらない

となると、「半沢直樹」の世界ではないけれど、担当者はもう一度勉強し直して来い、とい

うことになる。その銀行の役員が私に言いました。「東京都さんは研修にこれだけのお金を

かけているけれど、その効果をどういうふうに活かしていらっしゃるのですか」と。東京

都も人事と研修の連携が不十分でしたので非常に恥ずかしい思いをしました。 

 ご存じの通り東京都は 2020 年にオリンピックを開催することになっていますが、開催

決定の前から、職員を選抜してアメリカ東部にあるジョージタウン大学という大学に 3 カ

月間の語学研修に行かせているのです。その理由は、以前と比べ、外国人観光客の誘致や

外国への技術の売り込みなど、英語で交渉する、プレゼンをするといった仕事が格段に増
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えてきたからです。これまでのように「英語ができる人、誰かいませんか」と庁内に声を

かけて人材を集めるだけでは限界が出てきた。そこで、ある程度の英語の素養を持つ職員

を選抜し、この大学に派遣する。すると、英語でプレゼンができるくらいになるまで育て

てくれる。ジョージタウン大学には、ほかにも公務員向けの研修コースがありまして、ア

ジア各国から大勢の学生が来ているのには驚きました。この研修を終えた職員は、観光担

当やオリンピック担当の部署をはじめ、海外と折衝、交渉をする部署に配属しています。

これは研修と人事の連携を分かりやすく示す事例です。 

 このように、語学の研修などは効果がはっきり分かります。しかし、必要ではあるが効

果が見えにくい研修もあるでしょう。しかし、職務遂行能力を向上させるために研修を行

うのですから、一般的には、受講後は、職務範囲を拡大するとか、一段と困難な仕事をさ

せるとなどの職員の育成を考慮した人事管理上の処遇を行うことが望ましい。このことを

はっきり認識しておいていただきたいと思います。 

 もう一つ、研修と人事の“有機的”な連携に関連して、キャリアデザインの重要性につ

いてお話ししたい。既にキャリアデザイン研修を行っている自治体もあると思います。将

来こういう仕事をしたいという設計図なりロードマップを職員に描かせる。その実現に向

けて、さまざまな手段により職業人として成長させていこうというのがキャリアデザイン

の趣旨です。キャリアデザインに応じて、仕事の経験を積む、職場研修を受ける、育成に

適した職場やふさわしい指導者がいる部署に配属する。職員の成長に役立つように人事異

動を行う。キャリアデザイン研修を行う自治体はあるが、キャリアデザインを実現するた

めに人事異動まで行っているところはまだ少ないでしょう。しかし、福祉や税務など特定

の分野に一定期間勤務し、専門分野の経験を積んだ職員に対して専門職に準じた処遇を行

うという、キャリアデザインの考え方に基づいて複線型人事制度を採用する自治体が少し

ずつではありますが増えてきています。東京都武蔵野市、東京都足立区、福井県鯖江市な

どです。それは、複雑化、困難化する一方の行政課題に対応できなくなってきたからです。 

 今の時代、自分の成長のために会社が何をしてくれるか、社員は期待感を持って見つめ

ている。会社も、有能な人材を確保するために、「あなたの職業人としての成長のために会

社はこれだけのことをします」とアピールし、社員の期待に応えざるを得ない。 

 ひるがえって自治体はどうか。こういうアピールが不十分であることは否めない。とり

わけ土木や建築など技術系職種の採用は困難です。「あなたの技術者としての人生を花開か

せるために、こういうコースを用意しています」というアピールができていないからです。

老朽化したインフラのメンテナンスをやっているだけでは、技術系の学生は魅力を感じな

い。彼らは、我がまちのインフラをこういうふうに整備したいという夢を見る。それがか

なえられるようなメニューを用意しないと採用ができない。もちろん、今、新しい施設や

道路、橋などを築くことができる状況にはありません。もちろん、メンテは重要ですけれ

ど、そうであっても、技術者としての夢を自治体はこういうふうにかなえますとアピール

しなければならない。企業が一定の技術系人材を確保できているのは、将来の職業人とし

ての姿を、キャリアデザインをきちんと示しているからです。自治体も、採用に際しては、

これまで以上に将来の職員像とそこに到るまでの道筋をはっきり示す必要がある。そのた

めにも、自治体の将来の姿をきちんと見定めていかなければなりません。 

 さらにもう一つ、研修と人事の連携に関連することですが、人材育成に対する貢献を幹
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部職員に対する業績評価の重要な項目に位置付ける必要があります。この場合、貢献の中

身は、職場研修に熱心に取り組んで成果をあげたことが主になるでしょう。人材育成に業

績をあげた人を昇給、昇任などで適切に処遇しなければならないが、それをしている自治

体はまだ多くはないのです。 

 

6 役に立つ研修を考える 

 先ほどから、効果的な研修についてお話ししてきました。「効果的」というのは「人材の

育成に役立つ」という意味です。 

 「忙しいから研修生を出せない」という現場の声は、本音では「研修は役に立たない」

と言っているわけです。私も 2 回、面と向かって言われた経験があります。一つは、私が

市町村アカデミーで研修主幹兼教授という仕事をしていたとき。北海道から沖縄まで全国

の市町村職員の皆さんと接することができたのは私の大きな財産になっています。当時は、

できたばかりの市町村アカデミーがどんなところか様子を見て、よければ職員を出そうと

いう「偵察」を兼ねて総務課長さんが全国からお見えになった。その方たちとの懇親会の

席で、ほぼ全員から言われましたよ。「研修なんて役に立たないのだけれども、新しく市町

村アカデミーというのができたから、ちょっと様子を見にきたのだ」と。「ちょっと様子を

見にきた」のはいいけれど、その前の「研修なんか役に立たないのだが」という、これに

腹が立ちました。腹が立つと同時に、やはり役に立つ研修が行われていないのだなと、身

に染みて感じました。これは 25 年あまり前の話ですが、今もさほど変わっていません。 

 2 回目は東京都の総務局長になったとき。総務局長は職員研修所を所管しています。ほ

かの局長から「少しは役に立つ研修をやったらどうなの」と言われました。「ああ、同じだ

な、変わっていないな」と思いました。 

ここにいる皆さんの悩みも、同じではないですか。先ほどの某市の部長ではないけれど、

研修の天敵みたいな管理職が「研修なんて役に立たない」と言っている。 

 人も、予算も、モノも足りないなかで効果的な研修ができていない。特に規模が大きく

ない自治体の担当者の悩みは大きい。こういう悩みをどのように解決したらよいか。 初

に答えを言ってしまうけれど、すぐに効く薬はない。特効薬はないのです。少しずつ着実

に問題を解決していかなければならない。まず、研修は、現場のニーズを的確に反映した、

役に立つ研修でなければいけない。そのためには現場の問題を的確に把握する必要がある。

現場の悩みに的確に対応することにより、役に立つ研修が実現できる。 

 

７ いま、そこにある職員の“危機” 

  現場で困っていることについて考えてみましょう。「いま、そこにある職員の“危機”」

とは、危機が切迫しているということです。どの自治体でも、多かれ少なかれ同じような

問題が起こっているだろうと思います。 

まず説明、説得がうまくできない職員が増えている。説明に行っておいでと職員を送り

出したら、住民と揉め、火に油を注ぐように問題を大きくして戻ってきた。議員からクレ

ームが来たので職員を説明に行かせたら、相手を怒らせてしまった。 

 次に、職員がツボを押さえた資料を作れない。市長や町長に説明するときに、A４版で

10 枚も 20 枚も資料を持ってくる。首長さんは忙しい。首長さんが欲しいのは A４版 1 枚、
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せいぜい 2 枚で、きちんとポイントが押さえてある資料。車の中で目を通して「そういう

ことか、分かった」と言って、県庁で知事と話をする、市長会や町村長会で話をする。そ

ういう時に役立つツボを押さえた資料。そういう資料を職員が作れなくなった。 

 三つ目、説明、説得がうまくできないのと共通していますが、交渉・折衝をさせると問

題を起こす。住民団体と折衝していたら相手を怒らせてしまった。非常に感情を害してし

まい、話の糸口があったのにそれさえも途絶えてしまった。こういう事例が増えている。 

 四つ目、突発的な事態が起こったとき、例えば大規模な災害、事故が起こったというと

き、職員が“指示待ち”で動かない。「君はあれをやりなさい」「あなたはこれをやりなさ

い」と言われるまで自発的に動かない。指示されるまでただ突っ立っている。その間にマ

スコミの取材が押し寄せ、首長さんからどうなっているのかと怒られる。 

 五つ目、新しい行政課題に的確に対応できない。昨今、これまで考えもしなかったよう

なことが次々に起こっています。年金受給者である高齢者、自治体から敬老金を受けてい

た高齢者が実は亡くなっていた。毎年、職員が敬老金を届けに行くのだが留守なのです。

「呼び鈴を押して待っていても誰も出てこないので、毎年、ポストにお金を入れてきた」

とは担当者の話。なぜ、ご近所に聞かなかったのか。「そう言えば 近見ないわね」と、隣

家の奥さんが言ったら、そこから事実が見えてくるはずでしょう。それをせず、漫然と同

じことを繰り返していた。「想定外だった」という言い訳がはやりましたが、本当に想定外

だったのか。都内にもシャッター通り商店街はたくさんありますが、そこに賑わいを取り

戻すのは本当に難しい。新たな、難しい行政課題を前に手をこまねいているだけ。そんな

事例が全国で起こっています。千葉県ではどうでしょうか。 

 私も自治体から依頼され、「いま、そこにある職員の“危機”」というお話をさせていた

だいています。皆さん黙って聞いている。ところが、名刺交換の際に、実はうちもそうな

のです、と言います。なぜ、職員の仕事力の低下が起きているのか。私は、仕事に関する

知識やスキル、職場の暗黙知、職員としての心構えなどが先輩から後輩へきちんと伝わっ

ていないことに原因があるのではないか、と考えます。原因は、世代継承の停滞です。先

輩から後輩、上司から部下、そういう世代継承の停滞が仕事力の低下を起こし、ひいては

行政の持続可能性をも危うくしているのではないか。 

この問題を解決できるのは研修担当なのです。研修担当の力で行政を持続可能なものに

できるのです。実は、これが今日のお話の結論です。行政を持続可能なものにするために、

世代継承の停滞を打破しなければならないのです。 

 

8 “70：20：10 の法則”と研修担当の役割 

 人は、職業人としてどのようにして成長していくのでしょうか。この問題を考える際、

ヒントになるのが人材育成における“70：20：10 の法則”です。アメリカにロミンガー

という会社があって、リーダシップに関するさまざまな事業を行っている。そのロミンガ

ー社が打ち出したのが“70：20：10 の法則”。リーダシップの発揮に関するアンケート調

査から結論づけたものだと言います。これを「人材育成は経験 7 割、薫陶 2 割、研修 1 割」

とまとめているサイトがありました。上手なまとめ方だと思います。「法則」とありますが、

ニュートンの万有引力の法則などと違って証明されたわけではないから、厳密には法則と

言えないでしょう。 
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“70：20：10 の法則”の中身について説明します。 

まず、職業人として成長するのに必要なことのうち、70％が仕事上の経験であるという

のです。上司や部下、同僚、企業の場合には顧客。そういう人たちと一緒に仕事をする、

ものやサービスを売る、こうした仕事を通じて職業人として成長する。成長に果たす役割

のうち、仕事上の経験が全体の 7 割にあたるというのです。 

 同様に、2 割が他者の観察、他者から受ける助言や薫陶であるという。例えば、上司を

見て「自分もあのようになりたい」となどと考える。先輩や同僚に高い能力を持った人が

いれば、その人に憧れ、お手本にして努力する。先輩や上司などから指導され、助言や薫

陶を受ける。こうして職業人として成長する。成長に果たす役割のうち、これらが 2 割だ

といいます。 

 で、残りの 1 割が読書などの自己啓発や研修の受講。職業人としての成長に必要なこと

のうち、研修の果たす役割は 1 割に満たないという。私が研修所長を務めていたとき、職

員にこの話をしました。全員ガッカリですよ。「職業人としての成長に必要なことのうち、

我々の仕事がたった 1 割とは、ひどいよ、所長」というわけです。しかし、がっかりする

には及ばない。そうではなくて、研修担当者の役割は、仕事上の経験とか、他者の観察や

他者からの助言という 7 割、2 割の部分をどう職員に身につけさせるか、そのしくみづく

り、コーディネイトをすることである。それが研修担当の役割であると、私は強調したわ

けです。 

 研修担当の仕事と言えば、研修の企画、講師の依頼、会場の確保、研修生の募集を行い、

当日は会場の設営、研修生の受付、講師の接遇。研修終了後は謝金の支出、アンケートの

回収と分析、評価。そして次の研修へと、こういったところでしょうか。ところが、これ

らの仕事は、研修担当の役割のうち、さほど大きなものではない。“70：20：10 の法則”

のうち 7 割とか 2 割の部分、仕事上の経験や他者の観察、他者からの助言など、これらの

ことが職員にしっかり身につくよう、しくみを整え、コーディネイトする、それこそが研

修担当の大きな役割であるということを言いたいのです。 

繰り返しますが、“70：20：10 の法則”は証明されたものではありません。しかし、初

めてこの「法則」を知ったとき、私は「当たっている」と思いました。自分の地方公務員

としての歩みを振り返ってみると、この「法則」には、大いにうなずけるものがあるので

す。「仕事上の経験」の割合は 8 割だとか「他者の観察や他者からの助言」の割合は 3 割

だろうと言う人がいても、そんなことはどうでもよい。大事なのは、職業人としての成長

には仕事上の経験や他者の観察、他者からの助言、薫陶が大きな役割を果たす、というこ

となのです。 

 くどいようですが“70：20：10 の法則”から言えるのは、人は良質な仕事経験と上司

や先輩の指導、助言、薫陶により職業人として成長するということです。皆さん、上司や

先輩の指導というのは、言い換えれば職場研修ですよ。ここから、「職員研修は、良質な仕

事経験を通じて職員の成長を促す職場研修を中心とすべきである」と結論づけることがで

きると考えます。 

 

９ 職場研修を中心とする研修体系へ 

  以上の話から、良質な仕事経験が職員を成長させるということは分かっていただけたと
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思います。では、具体的にどうしたらよいか。 

それは、職場研修を中心にして研修体系を組み替えるのです。ある県で同じ話をしたと

き、「そんなことできません」と言う研修担当者がいました。「役所に帰って上司にどう説

明したらよいのですか？」と言うのです。私は「あなたが聞いた通りに説明してくだされ

ばよいのです」と答えました。ただし、上司を納得させるためには、皆さんが私の話に共

感してくださらなければだめです。皆さんが私の話を聞いて「その通りである」と、目か

らウロコとは言わないけれど「そうだよね」と共感してくださらないと、上司への説明に

説得力がない。職場に戻って「これからの研修は、職場研修を中心にするべきではないで

しょうか」と上司に進言する。「どこでそういうことを聞きかじってきたの？」冷たくあし

らわれても、何度も何度も、この話を折に触れて持ち出す。「課長、職場研修をしっかりや

りましょうよ」と言ってください。  

上司の反応は、おそらく「職場研修なんて、もうやっているよ」というものでしょう。

しかし、多くの自治体で「職場研修をやっている」「On the Job Training は大切だ」と言

っているけれど、かけ声だけ。具体的な方針を示さず、指導やサポートもない。だから職

場研修は一向に進まない。実質的には行われていないも同然です。新人や新しく配属され

た職員に対して、先輩が仕事のしかたや段取りを教えて、「分からないことがあったら聞き

に来て」と言う。その程度のことはやっているでしょう。これは職場研修でない、とは言

わないが、職場研修は、意識的に、計画的に行わなければならない。もう一つ、職場研修

がきちんと行われていない理由は、それなりの体制整備が必要だからです。 

私が都の職員研修所長を務めていたとき、職員が研修のキャッチフレーズをひねり出し

ました。それは「自ら育つ。みんなで育てる」。「自ら育つ」というのは自己啓発です。職

員として成長するためには、自分が成長しようという意欲がなければ始まりません。だか

ら「自ら育つ」。「みんなで育てる」というのは職場研修を実践することです。上司や先輩

が職場研修に取り組み、みんなで職員を育てていこうということです。「自ら育つ。みんな

で育てる」を合言葉にして、都では職場研修と自己啓発を研修体系の中心に据えました。 

 まず仕事力の向上を目的として、職場研修の推進体制を構築する。この基礎の上に、マ

ネジメント能力や政策形成能力を養成する研修などを置く。基礎は、あくまで仕事力の向

上を目的とする職場研修です。土台がしっかりしていないと、いくらマネジメントや政策

形成能力の研修を行っても、本来の効果を発揮しません。 

 次に、職員の到達目標を見据えて指導する。この到達目標とは、職員のキャリアデザイ

ン、簡単に言ってしまえば、将来やりたい仕事です。福祉の仕事がしたい、と考えている

職員がいるとします。上司や先輩が職員に「福祉といってもいろいろあるけれど、どうい

う仕事をしたいの？」と質問したら「それは考えていません」という答えが返ってきたと

します。ご承知のように、福祉の分野には高齢者、児童、障害者など、さまざまな分野が

ありますね。今度は「どういう福祉の仕事をしたいの？」とか「もっと情報を集めて具体

的に考えてみたら？」とか言って指導する。上司や先輩が仕事を通じて指導や助言しなが

ら、職員に具体的な到達目標を描かせる。これも職場研修の一部です。 

次に、本人と意思疎通を図りながら計画的に育成する。教えるべきことはすべて教えた

からと、放っておかない。仕事はうまくいっているか、疑問に感じていることはないかな

ど、本人と頻繁に意思疎通を図る。職場研修の計画は、１年を四つに分けて進行管理する
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のがよいと思います。第 1 四半期には、こういう知識を身につけ、これができるようにす

る。第 2 四半期には、という具合でよいのです。 

 次に、成長欲求を引き出し、導き、“やりがい”を持たせつつ、自発的行動に結び付ける。

要するに「将来やりたい仕事という目標に到達するためには、今の職場にいる間にこうい

う仕事の力を身に付ける必要がある」「それを身につけるためには○○係長にこういうこと

を教わり、□□先輩にこういうことを教わるように」「この職場にいる間にどんどん成長し、

将来の自分の目標に少しでも近づくようにがんばろう」と、職員を励ましながら指導する。 

 研修体系の組み立て方についてお話しします。皆さんのところで人材育成方針を策定し

ていますよね。人材育成方針に期待される職員像に関する記述があるでしょう。職員はこ

うあってほしいということを、職層ごとに、一般職員はこう、係長はこう、管理職はこう、

というふうに具体的に書かれているかどうかが肝心なところです。書いてないと、職員は

何を目標に成長すればよいかが分からない。要は、職員に期待されるレベルが、仕事、組

織運営、人材育成の三つについて、職層ごとに、目標として人材育成方針に明確に書いて

あればよいのです。 

人材育成方針を具体化するツールの一つが研修体系です。人材育成方針に掲げてある目

標の実現を職員に求める。では、職員が目標を実現するためには、どのような研修が必要

か。それを体系的に考えていく。人材育成方針に書いてある目標を職員が実現できるよう、

職場研修を中心にして、自己啓発、集合研修などの研修を職層ごとにそれぞれ配置する。

そのようにして研修体系ができあがります。 

 育成の目標は「プロフェッショナル」です。皆さんも日々実感していると思うけれど、

プロ職員でないと行政課題に対応できなくなっています。福祉なら福祉、保健衛生なら保

健衛生、まちづくりならまちづくり、それぞれの分野でプロ職員としての意識を持って、

専門分野の知識をしっかり身に付けていて、外部の専門家を使いこなし、大学の先生やコ

ンサルともきちんと渡り合えるような職員でないと、これからの自治体では務まらない。 

 例えば、一般職員だったら、自ら育つ意識を持ち、自己の適性の発見に努めつつ、行政

分野・職務分野ごとの仕事の仕組みや進め方に習熟していること。これは仕事のレベルの

目標です。組織運営のレベルでは、行政全体との関わりを意識して職場の課題を発見し、

改善を提案できること。人材育成のレベルの目標としては、職場の一員としてチームワー

クを担い、後輩に知識・経験を伝え、助言できること。これら仕事、組織運営、人材育成

の三つのレベルについて、少なくとも今言った程度の具体性をもって目標を記述する。本

当は、もっと具体的に書かなければいけないのだけれど、それをどう書くかということは、

それぞれの自治体によって違ってきます。 

 係長や課長についても同様です。あるべき姿を目標として人材育成方針に具体的に書か

ないといけない。書かないと、将来どういう係長や課長になったらよいのか分からない。

職員が人材育成方針を読んで、将来はこういう係長、課長をめざそうという意欲を持って

もらわないと困るわけです。 

 

１０ 中長期的な育成のニーズ 

 研修体系を策定する上で、中・長期的な研修ニーズを具体化することが必要です。現場

では何に困っているのか。行政の今後の展開により、将来どのような人材が必要になるの
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か。それを一番よく分かっているのが現場です。そのニーズがそのまま研修ニーズになり

ます。何年後にこういう開発が始まる。そのための人材を今から育成、確保しておかなけ

ればならない。現場ではそう考えているはずです。高速道路のインターチェンジができる。

それをきっかけにしてどのようなまちづくりをしていくのか。そのためにはどういう人材

が必要になるか。現場は、人事当局や研修担当に、こういう人材を確保してください、育

成してください、と求めてくる。逆に、人事や研修が現場に「御用聞き」に行かなければ

ならないかもしれない。 

 ちなみに「人材」ということばですが、「人は財産」と書いて「人財」としている自治体

もあります。職員は消耗品や材料ではないというわけですね。財産であれば、投資するこ

とによって価値が増える。この投資にあたるのが研修です。研修によって、人財はその価

値を増すのです。 

研修担当や人事当局は、現場のニーズに合致する人材を育成するために、研修を実施し、

配置、任用などの人事管理を行う。これが現場と人事・研修の連携です。現場と人事当局、

研修担当は、連携して現場のニーズを具体化し、人材育成方針に盛り込んでいく。 

 高速道路のインターチェンジができることは、何年も前から分かっているはずなのです。

そういった将来の変化に、わが町はどう対応していくのか。やはり中期的・長期的に、必

要な人材を育てていかなければいけない。そのためには、今から始めないと間に合わない。

職場研修を含む必要な研修、官庁や大学・民間への派遣、自己啓発などを研修体系に盛り

込んで、着実に実施していかなければいけないということです。 

 

１１ 職場研修の体制整備 

 職場研修を推進するための体制を整備することについてお話しします。先輩が後輩に仕

事を教えるといったレベルの職場研修さえも十分に行われていない現状がある。そこから

職員の「今そこにある危機」が起きている。これを克服するために職場研修の体制を整備

しなければならない。その整備の概略をお手元に配ったペーパーに書いておきました。詳

しくお話ししていると時間が 1 時間半では足りないので、メモにそってお話しします。 

職場研修を推進するためには、まず自治体首脳部の強い決意が求められます。私の経験

では、職場研修に熱心なトップは、民間出身の方が多いように思います。企業では職場研

修は当たり前ですから、研修担当の話をすぐに理解し、応援してくれる。 

 次に幹部以下、職員への徹底が求められるのですが、首長さんには、首脳部の会議など、

いろいろな場面で職場研修を重視していることを話していただきたいのです。人材を育成

するには職場研修が必要です、だから熱心に取り組んでください、というふうに。職場研

修に一生懸命取り組んだ人は出世できるよ、と、これは言い過ぎですが。ただ、私の本音

を言えば、職場研修に熱心に取り組んで成果を上げた人を重く用いるよ、非協力的な人は

全然問題にならないよ、という趣旨のことを、首長さんには陰に陽に話していただきたい。

職場研修に協力的でない幹部には、首長さんから厳しく注意してもらいたい。 

西日本のある市でしたが、市長さんのお言葉があってから幹部の職場研修に対する姿勢

がピリッとしたそうです。幹部の研修担当に対する態度が変わりましたと人事課長さんが

言っていました。市長さんは地場産業の社長さんだった方で、社長時代から人材育成の重

要性を訴えておられたそうです。市長に就任後は、職場研修は非常に重要だということを
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常日頃おっしゃっていると聞きました。 

 第三に、「職場研修の手引」を作成する必要がある。この中に千葉市の方はいらっしゃい

ますか？別にひいきするわけではないですが、千葉市の「職場研修の手引」はとてもよく

できています。問い合わせが殺到すると千葉市の方も忙しいでしょうが、参考にさせても

らうとよいと思います。関東地方では、さいたま市の「手引」もよくできていますね。そ

れから草稿の段階で読んで、よくできていると思ったのは広島県の呉市。このように先進

的な自治体の例を参考に手引きを作成してください。ただ、「職場研修の手引」は、自治体

の規模とか、組織風土、職員の気風などによって違いが出てくる部分があるので、よその

ものを丸写ししてもうまくいきません。 

 第四に、職場研修の推進員やリーダーの発令と育成を行うこと。発令しただけで育成を

行わない自治体が多い。研修のかたちをとって、職場研修のコツやノウハウ、あるいは問

題が起きたときの対応の仕方などをきちんと指導しなければならない。また、職場研修推

進員の相談体制を整備することも大切です。職場研修推進員とか職場研修リーダーいうの

は、いろいろと悩みが多い。職場研修に対する意識が低い職場だと、孤立してしまう場合

もある。「忙しいのに、職場研修、職場研修とうるさい奴だ」と思われたり、ひどいのにな

ると「自分 1 人でやれ」などと言われた人もいる。大体係長さんクラスが推進員になる場

合が多いのですが、同僚から「職場研修はあなたが担当だから、好きなようにやったら」

と冷たく言われる。課長に相談しても同じで「あなたが職場研修推進員だから、思い通り

にやっていいんだよ」と、これも冷たい。職場研修のリーダーは、放っておくと、まず間

違いなく孤立します。それを防ぐためにどうしたらいいか。ここは、研修担当が親身にな

って相談に乗る必要がある。また、えらい人から「職場研修推進員に冷たい態度を取った

ら承知しないからね」という趣旨のことを言ってもらいたい。 

先ほども言いましたが、首長さんが姿勢を示してくれると一番効くのです。ただ、皆さ

んが市長公室や町長室のドアをコンコンと叩いて「研修担当ですが、ちょっとお願いがあ

ってまいりました」と言えば、秘書から「なんだ、君は。帰りなさい」と普通は言われる

でしょう。普通でなくてもそう言われるよね。だから、皆さんの上司、総務部長さんか、

総務課長さんか分からないけれど、そういう人から首長さんに言ってもらうといい。部長

や課長が「そんなことはとても言えないよ」と言ったら、その人は頼りにならない。では、

どうしたらいいか。皆さんが部長さん、課長さんに対して研修の成果を見せていくしかな

いです。研修担当の部長や課長でも研修に理解のない人は大勢います。そういう人にどう

対応したらよいか。皆さんが粘り強く働きかけていくこと、研修の成果をはっきり見せる

こと。さらに、そういう部長や課長を市町村アカデミーの管理職向け研修に送り出してし

まう。そういう方が市町村アカデミーに行くと、私が講師として出てきます。まだ、しば

らくの間は、私が人材育成や職場研修の重要性についてお話をすることになるでしょうか

ら。私が「皆さんの中に研修、とりわけ職場研修に非協力的な管理職はいないでしょうね」

みたいな話をする。そうすると「あ、そうなのか」と考えて、それぞれの自治体に帰ると、

非協力的だった部長、課長に態度の変容が起こるということになる。 

 職場研修に協力してくれない人をなくすことは、職場研修を親切な上司・先輩の専有物

にしないということです。職場研修に熱心に取り組んでいるのが限られた人であるという

ことでは、効果はなかなか上がりません。上司や先輩、指導にあたる職員は、職場研修に
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よる世代継承が行政を持続可能にすること、それが自らの責務であることを理解してくだ

さいと言っているのだけれど、なかなか理解しません。だからこういうことは首長さんを

はじめ、えらい人から言ってもらうしかないのです。 

 都庁の場合ですが、総務局人事部長が局長さん方に職場研修をはじめとする人材育成の

重要性について話したことがあります。私が人事課長を務めていたときに、人事部長にお

願いしたのですが、これは効きました。人事部長というのは、ある意味で局長よりえらい

ので、局長さんも分かってくれました。だから皆さんのところも市長、町長とはいわない

までも、影響力のある人に働きかけてもらうのがよいでしょう。 

 

１２ 職場研修の進め方 

 職場研修の基本的な進め方ですが、職員の能力・性格・キャリアデザインに応じて、大

まかな指導方針を定めて、一段上の目標を設定させ、それを遂行させる。一段上の目標と

いうのは、これまでよりも少し難しい仕事のことです。困難さが段違いというのではなく

て、上司や先輩の指導を受けつつこなせる程度の難しさが適当です。職務活動を通じて職

員がやりがいを感じられるような仕事を与え、その仕事を成し遂げていくプロセスで上司

や先輩が指導する。これが職場研修の基本です。「適時」というのは「適当な時期に」「折

に触れて」という意味ですが、必要なときに必要な助言、支援を職員に与える。それから

重要なのは、上司や先輩が仕事についての自らの思いや志を職員に語ることです。自分は

こういう気持ちでこの福祉の仕事に取り組んでいる、自分はこういうつもりでこの地域づ

くりの仕事に従事しているなどということを、上司や先輩が職員に明確に語らなければだ

めです。 

 上司が何を考えているのか分からないというのでは、職員はやる気が起こりません。部

下が「うちの上司は、どういう考えで仕事をしているのだろう」と疑問がわいたり、不信

感が芽生えたりしたら、上司について行こうとは思わないでしょう。管理職は、仕事に関

して自分の考えていることを部下にきちんと理解してもらい、共感してもらわなければな

らない。それが管理職の大切な仕事です。 

 職場研修を効果的に進めるためには、研修のフォローについて述べたときと同様に、上

司による成長する組織風土づくり、自己啓発を促進する雰囲気づくりが欠かせません。昔

は職場で平気でスポーツ紙を読んでいるような管理職がいたものですが、管理職がそれで

は、自己啓発を促進する雰囲気づくりは望めません。上司や指導にあたる先輩が仕事につ

いての勉強をする。仕事に関する文献や資料を熱心に読む。国や自治体の先進事例につい

ての情報を集める。職員に、これを調べてとか、こういうことを研究して、などと指導す

る。研究というと大げさに感じるかもしれませんが、レポートを書かせるくらいのことで

す。 

 職場で勉強会や発表会を開く。特に技術系の職場では勉強会、研究会を熱心にやってい

ることが多いようです。仕事が忙しいから職員を研修に出せないなどと言わず、研修への

参加を促進する。研修に行って来い、勉強になるぞ、というように、研修担当の理解者に

なる。研修から戻った職員には、学んできたことを職場で発表させる。こうした情報交換

や発表の機会のつくり方ですが、例えば毎週 1 回 1 時間かけて打ち合わせをしているなら、

打ち合わせを 45 分で終えて、残りの 15 分を発表にあてる。 初のうちは５分でも１０分
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でもよいから 終的に１５分にする。このように、研修を修了した職員に対するフォロー、

研修成果の職場への還元が大切です。 

 

おわりに 

 そろそろ私の話も終わりに近づいて来ました。これまで述べたようなことを、研修担当

の皆さんが、一歩ずつでも着実に取り組んでくだされば、必ず職場は変わってきます。研

修担当の皆さんが職員間の世代継承が円滑に進むようバックアップすることにより、自治

体の行政が持続可能なものとなるのです。今日、私がくどいように言ったことに手を抜い

ていると、世代継承が円滑に行われなくなる。その結果、どうなるか。市でも町でも事務

組合でも、行政がガタガタになります。それをピシッとさせるのが研修担当の役割です。

先輩から後輩へ、仕事の知識、暗黙知、やり方やスキル、あるいは職員としての心構え、

そういったものを受け継いでいくことにより、自治体の行政が持続可能なものとなる。だ

から、研修担当者が行政を持続可能にするのだと言える。 

 皆さんが取り組んだ研修によって成長した職員が大いに活躍する頃には、皆さんは研修

担当を外れているでしょう。もしかすると、役所を辞めているか、あるいは亡くなってい

る方がいるかもしれません。皆さんが研修担当であったという事実は、時がたてば忘れら

れてしまう。砂浜につけた足跡と同じで、時の流れという風が吹けば、あるいは波が寄せ

れば、サッと消えてしまうのです。しかし、研修で育った職員は、立派な住民福祉の花を

咲かせることでしょう。こうして行政は続いていく。 

私が市町村アカデミーで教授を務めていた二年の間に全国から研修に来られた方々は、

ほとんど退職されています。その中に、九州のある市で研修担当をしている人がいました。

その方は、私が都の職員研修所長だったとき、わざわざ訪ねてきてくれたのです。名簿か

何かで、私の名前を見つけたのでしょう。東京へ出張したとき寄ってくれました。彼は、

市の職員研修所長になっていました。その後、その市から研修の講師に呼ばれました。市

町村アカデミーで受講した人が市役所に戻って活躍し、ちゃんと後進にバトンを引き継い

でくれていた。これはうれしかったですね。 

 皆さんが情熱を持って取り組んだ研修の成果は、必ず職員の中に脈々と生き続けるだろ

うと思います。それを信じて、少しのことにめげないで、無理解な上司にも負けないで、

一生懸命に研修の仕事をしていただきたいと思います。長い間のご清聴、どうもありがと

うございました。（拍手） 
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現  職 ベンチャーマネジメント代表 

 

略  歴 昭和６２年 （株）マネジメントアイ入社 

平成 ６年 ベンチャーマネジメント設立 

中小企業に特化した経営コンサルチィングを行うためにベン

チャーマネジメント設立し、現在に至る。 

研修・指導を行ってきた中小企業は４００社を超える。 
 

著  書 『モチベーションが上がるワクワク仕事術』（C&R 研究所） 

『部下の「やる気」を育てる！』（ディスカバー２１） 

『仕事がつまらない君へ』（C&R 研究所） 

『ワクワク仕事チームを生み出す上司力』（C&R 研究所） 

『人の心を動かすリーダーの超チューニング力』（C&R 研究所）
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よろしくお願いします。（拍手）それでは 2 時間、「職員が夢中で働く職場づくりセミナー」

ということで皆様と時間を過ごさせていただければと思っております。 

 私は 1964 年に生まれまして、今年で 50 歳になります。東京オリンピックの年に生まれて、

それからコンサル会社に入ってずっといろいろな活動をやってきました。先ほどもご紹介い

ただきました、いろいろなモチベーション関係の本を年に 1 冊ぐらいずつ出させていただい

ております。モチベーションに関しては、雑誌等でもいろいろな形で取り上げられておりま

す。今回モチベーションというところで職場づくりについてもお話しさせていただければと

思います。 

 お手元のテキストの 1 と書いてある部分から、メモ程度という形で出させていただいてい

ますが、こちらのスライドに関しては後でお配りさせていただく予定にしておりますので、

細かいところをメモしていただく必要はございません。ある程度スライドと同じようなもの

を差し上げますので、お気軽に耳を傾けながらモチベーションについて一緒に考えていただ

ければと思います。 

 本日の内容は三つのこと、仕事を楽しくすることが、なぜいま自治体でも必要なのか。仕

事を楽しむという部分では技術がありますよということで、どういう技術があるのかご紹介

させていただきます。その中の一つとして、「仕事の遊び化（ゲーム化）力」について少しだ

け触れさせていただければと思っております。 

 本題に入らせていただく前に、まず 2 種類のやる気（モチベーション）と、夢中で働く職

場づくりの 3 要素をご紹介させていただきたいと思います。ここのテーマに関していうと、

後でお配りする資料に入ってない部分がありますので、もしご興味があるところがあったら、

メモしていただければと思います。 

 私たちはモチベーションとか、やる気というのを結構いろいろなところで使っていきます

が、「やる気って何？ モチベーションって何？」と聞かれると、非常に答えにくい話になっ

ているのではないかと思います。どちらかというと、精神論だけでモチベーションとかやる

気というのは語られがちになりますが、私が働き始めたのが 1987 年、まだ昭和の時代でし

た。昭和の時代まではやはり精神論でやる気というのが語られていたのですが、2014 年にな

ると科学もかなり進歩して、ちょっと変わってきました。精神論だけという時代ではなくな

ってきました。まずそこの部分から、夢中で働く職場づくりの前に、モチベーションの基礎

についてご紹介させていただければと思います。 

 やる気を引き出すとか、モチベーションといっても、実は 2 種類あるというのを覚えてお

いてください。これは皆さんの豆知識になるかもしれませんが、これを覚えておいていただ

ければ、非常にやる気を出すということが理解しやすくなるのではないかと。 

 一つは、昔までは精神論で語られていたのはなぜか？やる気というのは見えませんでした

が、今はやる気というのが見えます。CT スキャン、MRI などが出てきて、昔と違って脳の

中が分かるような時代になってきました。そうすると、やる気の正体が見えてきます。それ

が二つの脳内物質、ドーパミンとノルアドレナリンという物質です。皆さんがやる気になる

瞬間になると、この二つの物質が皆さんの脳から分泌されてきます。やる気が高まった、何

かやりたい、やらねばという気持ちになったら、ドーパミンとノルアドレナリンという二つ

の物質が皆さんの頭から分泌されてきます。全ての方が同じように分泌されてきます。 

 二つの物質には、それぞれ役割が違います。例えば恐怖心に襲われる。怒りに打ち震える。
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そういう不快な感情を、マイナスな気分の感情と言ったほうがいいかもしれません。マイナ

スな気分の感情に襲われたとき、私たちは頭の中にノルアドレナリンという物質が噴出され

ます。ノルアドレナリンが噴出されると、私たちは「やらなければ！ やらねば！」 とい

う気持ちになります。やる気の一つとして、やらねばという気持ちがあります。 

 もう一つの物質は、先ほどご紹介したドーパミンです。ドーパミンはノルアドレナリンと

違って、どんなときに発生するかというと、快の感情が生まれたときです。喜びとか、嬉し

いとか、ヤッターとか、面白いとか、そういう快の感情が出たときにドーパミンが発生して

きます。ドーパミンが発生すると私たちは、ドーパミンが発生したことに関してやりたいと

思います。何か目標を達成した、ヤッターと達成感を感じたら、そのことに関してもっとや

りたくなります。そういうふうな仕組みです。ですので、やる気といっても 2 種類のやる気

があります。やりたいと、やらなければいけないというのは違います。ドーパミンとノルア

ドレナリンは物質が違いますから。この仕組みをちょっと覚えておいてください。ドーパミ

ンとノルアドレナリンがありますよと。 

 一つ事例をご紹介させていただくと、例えばパートナーの人が皆さんの帰りが遅いという

方がおられたとして、帰りが遅い人をパートナーが早く帰らせたいとしたら、方法は二つあ

ります。一つが不快という感情を刺激するという部分でノルアドレナリンを発生させます。

これをプッシュ型モチベーションと呼びます。押すと無理やりモチベーションを起こさせて、

やらなければという気持ちにさせる、プッシュという意味でモチベーションと私どもは言っ

ています。「いま火事、すぐ戻れ」。そういう電話がかかってくると、私たちは、「あーっ」と

思ってすぐ家に帰ります。あるいはいつも遅く帰ってくるとガミガミガミガミ叱る。ガミガ

ミガミガミ叱ると、そのたびに頭の中からノルアドレナリンが噴出されます。そうすると、

早く帰らなければという気になってくるという方法が一つです。 

 もう一つは逆で、ドーパミンを発生させる方法。これは何かというと、日々おいしい食事

を与えて気持ちを明るくさせていくみたいな形で、家に帰るのが楽しくて楽しくてしょうが

ないという気持ちにさせるということです。家に帰るのが楽しくてしょうがなければ、早く

家に帰ってきます。このノルアドレナリンとドーパミンが、実はモチベーションの一つの正

体です。モチベーションを高めるというのは、ある意味この二つの物質をどう分泌させるか

ということが、テーマになってきます。 

 私たちは二つのモチベーションを使い分けていく必要があります。個人としても、組織と

しても、モチベーションといってもその二つを使い分けていくというのがモチベーションな

んだと思ってください。プッシュ型モチベーションは、やらなければという気持ちにさせま

す。この特色はインパクトが非常に強いです。やらなければいけないという気持ちは、やる

気の中でもインパクトが非常に強いものです。ただし、しょっちゅうしょっちゅう叱る人の

中では慣れが発生してきます。しょっちゅうしょっちゅう叱られている人は叱られ慣れがし

ていって、だんだんモチベーションが効かなくなってきます。非常に強いけれども効果期間

が短いという特色が、ノルアドレナリン型にはあります。インパクトは非常に強いけど長持

ちしない。これがノルアドレナリン型の特色です。 

 一方、プル型モチベーション、やりたいという気持ちは、やる気の中でどうか。プッシュ

型、やらなければいけないという気持ちに比べるとインパクトはそれほど強くありませんが、

効果期間が長いのです。1 回やりたいという気持ちがあったら、それが結構持続していくと
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いう、持続期間が長いやる気です。やる気といっても実は 2 種類あって、どちらのやる気を

皆さんは生み出したいのか。やりたいという気持ちを作っていきたいのですか？やらなけれ

ばいけないという気持ちを引き出したいのですか？それは自らのやる気でも同じです。他人

のやる気でも同じです。どっちのやる気ですか。やりたいという気持ちを自分の中からわき

起こさせたいのか、やらなければという気持ちを沸き起こさせたいのか、それぞれ特色があ

ります。当然やり方も違ってきます。 

 私どもはよく、やる気を 10 倍にしたいとか、5 倍にしたいとか言われるのですが、やる気

をどんどん引き出したいとすると、これを上手に使い分けていただきます。どちらが素晴ら

しいとか、素晴らしくないとかではなくて、それぞれやる気という部分では、人間、必要だ

からこういうのがたぶん存在していると思うので、上手に使い分けていただくことが必要で

す。 

 今回はプル型モチベーション、やりたいという気持ちにさせていくことを中心にお話をさ

せていただきたいと思います。2 時間と限定されていますので、全部をご説明するわけには

いかないので、やりたいという気持ちを刺激するモチベーション方法ということで、仕事が

楽しくて夢中で働くという部分について、やる気の中でもお話をさせていただきます。もう

少し、やる気についての全体像をご紹介させていただきたいのですが、プッシュ型とプル型

という二つのモチベーションは、誰がこの二つのモチベーションをしていくと夢中で働ける

ような職場になっていくのか。実は三つの主体があります。夢中で働くことができる職場、

高いモチベーション実現のための 3 条件という形でここに書かせていただいています。夢中

で働く職場をつくるためには、三つの条件をきちっとそろえていくことが大事になります。 

 一つ目が、個人のモチベーション力（セルフモチベーション力）です。働いている人たち

一人一人の自分自身のやる気を高める力です。当然それは必要ですよね。誰がやる気にさせ

るかではなくて、まず自らやる気にさせる力が一人一人に備わっていなければ、なかなかや

る気になるとか、夢中で働く職場づくりはできません。これは当然のことといえば当然のこ

とです。 

 二つ目に大事なことは、リーダーのモチベーション力です。職場にはたくさんのリーダー

がいます。役所、役場の中にはいろいろなリーダーの方がおられると思います。管理職も下

のほうの管理職から上のほうの管理職までたくさん層があるでしょう。そういったリーダー

の方々のモチベーション力、部下のやる気を引き出す力も非常に重要です。 

 なぜ退職したのですかという、本音ランキングがあります。「なぜ、あなたは職場を辞めた

のですか」ということを、リクルートさんなどが辞めた人にヒアリングしてランキング付け

をしたとき、本音ベースでいうと、「上司と馬が合わなかったから」という理由が一番多かっ

たりするのです。そういう意味でも、リーダーのモチベーション力も非常に大事です。現場

のリーダーのモチベーション力。いかに部下のやる気を引き出していくかという力です。 

 三つ目は、組織風土という部分でのやる気アップです。皆さん、いろいろな市町村の方が

来ていますが、それぞれの市町村で風土が違っていると思います。やる気を削ぐような風土

の組織もあれば、やる気をガンガン盛り立てるような風土の組織があると思います。その風

土づくりには、組織の制度が大きく影響しているといわれています。制度によって風土がで

きている。あるいはトップの姿勢によって風土ができてくる。そういった「風土」という問

題です。 
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 個人、リーダー、風土、この三つでやる気を刺激していくことが、夢中で働くことのでき

る職場づくりをしていくためには必要になってきます。このバランスですね。掛け算と思っ

ていただいてもいいかもしれません。この掛け算で、実は夢中で働くことのできる職場づく

りができていきます。どれかが欠けても、なかなか夢中で働く職場づくりはできていきませ

ん。どんなに個人のモチベーション力が高くて、リーダーもすごくても、風土がめちゃくち

ゃだったら夢中で働く職場づくりはできません。逆に風土も素晴らしい、リーダーも素晴ら

しい、だけど個人個人のセルフモチベーション力が低い方々しかいなければ、やはり同じよ

うに夢中で働くことができるような職場づくりはできません。このバランスを高めていくこ

とが大事なのだと覚えておいていただければと思います。 

 今回全部お話しすればいいのでしょうが、時間がないので今回は絞らせていただいて、個

人のモチベーション力（セルフモチベーション力）をどう高めていけばいいのかを中心にお

話しさせていただきたいと思います。個人個人の仕事が楽しいと思えるような力を身に付け

ていただく。この部分をどう高めていけばいいのか、ここにスポットライトを当てて、夢中

で働くことのできる職場づくりに少しでも近づけていただくことを目指して、これからの時

間は進めさせていただければと思います。 

 個人個人が仕事を楽しくするのは大切なのかというような話があります。今回、こちらに

来ていただいている方は、管理職の方と一般職の方がおられます。管理職の方々が結構多い

と聞いております。管理職の方は自分自身のモチベーションアップはともかく、部下や各職

員の方々に対してどうセルフモチベーション力を高めさせていくのかという視点でもお聞き

いただければいいのかなと思います。 

 皆さん、楽しく仕事をしていくというテーマでこれからお話をしていくので、皆さんが楽

しく仕事をしている瞬間をちょっと思い出していただきたいのです。あるいは皆さんが仕事

を離れてどんなときが楽しいのか、それを思い出していただきたいのです。どんなときが皆

さん楽しいですか。それはなぜでしょうか。仕事を楽しくする前に、まず楽しい瞬間をちょ

っと思い出してみましょう。皆さん、楽しいことをしているときの気持ちを思い出してくだ

さい。研修ではお互いに話をしていただきます。1 分ちょっとお時間を取りますので、1 ペ

ージ 1 番の「あなたは何をしている時が も楽しいでしょうか」というところがあるので、

もし、よろしければ 1 ページの 1 番上に自分の部分を書いていただく、ペンがない方は思い

出していただく時間を 1 分取りたいと思います。1 分ちょっと自分のその部分を整理してい

ただけますか？ 

（1 分間整理） 

 それでは皆さん、どんなときが自分は楽しいのか

というのを思い出すことができたと思います。ちな

みに私はどんなときが楽しい瞬間になれるかという

と、一つが家族旅行に行くとき。私には 2 人娘がい

るのですが、2 人の娘を連れて沖縄に行ったり、私

は福岡がベースなので九州の温泉旅行に行ったりし

たときに、「ああ、楽しいな」という気になりますね。あっと言う間に時間が過ぎます。朝出

て 8 時間、12 時間が、1 時間 30 分ぐらいの感じで過ぎていきます。 

 私はこういった研修もつくっていくのですが、研修などをいろんな形でつくっていくのが
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私の商品で、そういった商品をつくっているときもアイデアがボンボンボンボン出てくると

きはものすごく楽しくて仕方がありません。夢中で仕事をやっていたりします。私の場合は

こういう場合ですが、皆さんの場合は当然違うかと思います。いま皆さんに書いていただい

たり、考えていただいたりしたのが皆さんの場合ですが、皆さん、楽しいことや楽しい感覚

を思い出していただいたりしたと思いますが、その感覚をちょっと覚えておいてください。 

 もう一つ質問をさせていただきたいと思います。いま週の中でそんな気持ちでいるのは、

何パーセントぐらいでしょうか。普通の方は 1 日 8 時間を 5 日間で週 40 時間働いています。

そのうちでいま皆さんが思い出していただいたような感覚で働いている仕事の時間は、40 時

間のうち何％ぐらいあります？ 手を挙げていただきます。100％。100％はさすがにいませ

んね。100％は今まで挙げていただいた人で 1 人もいません（笑）。90％。いない。80％。70％。

60％。60％は 1 人いました。いないと思ったら 1 人いました。50％。50％は結構いました。

素晴らしい。50％あるって素晴らしいですね。これだけでも素晴らしい。40％、40％はいま

した。これから先は聞きませんね、挙げづらいでしょうから（笑）。3 分の 2 ぐらいが 30％

以下だと思います。3 分の 1 ぐらいが 40％、50％の辺で手を挙げていただきましたね。だけ

ど、これは少ないほうではありません。実はきのう研修させていただいたのですが、きのう

は手を挙げていただいた方がこれよりかなり少なかったです。この会場にいる方は、結構楽

しく仕事されている方が多いほうだと思います。素晴らしいです。本当ですと、その気持ち

を少しでも高めることができないか。週のうち 50％の人だったら 60％、40％の人だったら

50％、30％の人だったら 40％、もっと高めていきたいかもしれません。10％、20％はさら

に。 

 そういうふうにしていくには、ただ仕事をしていてもそういうふうにはなっていきません。

やはりモチベーションを高めていくためのテクニックを覚えていただく必要があると思いま

す。今回、皆さんの職場の同僚や部下の人たちにもセルフモチベーション力を高めていただ

かないと、組織はなかなか活性化していきませんのでぜひ学んでいただければと思います。

今回の研修を受けていただいて、いま手を挙げていただいた比率より少しでも高めていただ

ければと思います。 

 この後お話をさせていただくのが、「楽しさ創造力」、仕事を楽しむ技術をお教えていきた

いと思います。これを学んでいただく、それを広げていただくことで、夢中で働く職場づく

りをつくる、そのきっかけにしていただければと思います。 

 私はともかく私の部下、あるいは私の同僚にそんな話をすると、「仕事を楽しむというのが

そもそも無理じゃない？ と言う人が出てきますよ」と言う方がいます。そういう方に私も

ヒアリングさせていただいて、「それってどういうこと？」と聞くと、こんな答えがよく返っ

てきます。「今の会社、今の役所、役場の仕事はやりたくてやっている仕事じゃない。仕方な

くやっている」「私は昔からやりたい仕事があったけど、ここしか試験が受からなかったから

しょうがなくて入ったんだ」と。そういう方々も世の中に結構たくさんいます。「だから、そ

んな状況で仕事を楽しめと言っても、そもそもやりたくてやっている仕事ではないのに、楽

しめるわけないじゃない」。そういうふうに言われる人がいます。皆さんの職場の中にもいる

かもしれません。皆さんの職場に 100％ 初から入りたいという人たちばかりが入ってきた

わけじゃないでしょうから。 

 私も研修とかセミナーをやっているときにそう言う方がいて、「確かに言われてみたらそう
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だな」と私も 初のころそう思いました。この考え方、こういう意見は正論でしょうか。逆

に間違いでしょうか。どちらと思われます？ こういうふうに言われる方は、確かに皆さん

の職場にもいると思います。皆さんの中にもそういう方はいるかもしれません。「そもそも私、

この仕事やりたくてやったわけじゃないんだよね」「私、この仕事やりたくなかったけど無理

やり配置転換で回されたんだよね」。そういう方もいるかもしれません。「役所の都合でそこ

の部署がいないから、おまえやってくれ。ウワー、うそだろと思って回された」と。 

 きのうも議論していただきました。「正論とも言えるし、間違いとも言えるし、うーん」と

いう答えが一番多かったです。私も「正論だろうか、間違いだろうか、うーん」と思ったの

で聞きにいきました。対象は、憧れの会社、憧れの仕事をしている人たちです。「私はこの仕

事を 初からやりたかった」「こんな仕事に就きたいと子どものころから夢と思って働き始め

ました」と言う人たちに聞きにいったのです。そうすると、そういう人たちの中に「いま仕

事がつまらない」と言う人が実は大勢いることが分かってきました。何で？ 子どものころ

から憧れの仕事に就いているのに……。 

 代表的な例がプロ野球選手です。先ほどもご紹介しましたが、私は福岡から来ています。

福岡にはいま日本シリーズで戦っている福岡ソフトバンクホークスが一番地位を占めている

のですが、福岡ソフトバンクホークスに 80 人ぐらい選手がいます。その全員の憧れの仕事

です。子どものころからプロ野球選手になりたくてなりたくてしょうがなかった人たち。そ

ういう人たち全員がいま野球を楽しめているか。プロ野球球団に入れて、その職業に就けて

楽しめているのか。全然違います。いま日本シリーズで戦っている選手たちはもちろんそう

いう気持ちでしょうが、80 人もいますのでベンチには 30 人弱ぐらいしか入れません。残り

50 人はベンチにも入れず、いま宮崎でずっとトレーニングしておかないといけないのです。

そういう人たちの多くが「いつの間にか野球がつまらなくなってきているんですよね」と言

います。これが一つ現実として見えてきました。自分が仕事を楽しもうとしなければ憧れの

仕事に就いても、いつの間にか仕事は苦しいものになってしまう。これが分かってきました。

憧れの仕事に就いてもそうなんだなと。 

今度は逆に、憧れの仕事に就いてない人は仕事を楽しめないのかということで、「憧れの仕

事に 初から就いてない」と言う人たちを調べ始めました。そうしたら、どうか。 

ここにいる写真の人、ご存じの方もいるかと思います。オバマ大統領と安倍さんが 4 月に会

談したお寿司屋さんのすきやばし次郎さん。この方はすごいですね。90 歳手前、85 歳を過

ぎてもまだ板場で仕事をしています。板場で仕事をするって大変ですよね。冬なんか冷たい

水で握らないといけないし、立ち仕事だし、85 歳とか 90 歳近くで立ち仕事するのは大変で

す。ましてやこの人はミシュランの三ツ星シェフですからお金には苦労しないのに、わざわ

ざ寿司を握りに来ています。なぜ？ 仕事が楽しくてしょうがないから辞められない。死ぬ

まで辞めないでしょうね、こういう人は。 

 では、 初から寿司を握るのが好きだったか。全然違うそうです。この人はもともと丁稚

奉公で、家の食いぶちを減らすために無理やり寿司屋に入れられた。寿司屋から脱走しよう

みたいな話も何度もあったにもかかわらず、いつの間にか仕事が楽しくて楽しくて仕方なく

なって、90 歳近くになってもまだ働こうとしている。なぜ？ 楽しいから。こういう方もお

られます。 

 嫌々入った仕事をめちゃめちゃ楽しい仕事に、あるいは嫌々やらないといけないことでも
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めちゃめちゃ楽しいことにしていった。この人だけがそうかというと、世の中にはそういう

人はいっぱいいることが分かってきました。成功している人のほとんどが、 初からその仕

事がやりたいという人はほぼまれでした。ほとんどの人は、 初はしょうがなくやり始めた

仕事。というと嫌々やり始めた仕事にもかかわらず、「いつの間にか仕事が楽しくなってきま

した」と言うような方ばかりでした。ようこんな仕事やれるなあと楽しめている人が成功し

ている方。ということは、どんな仕事に就いても、 初はどんなきっかけで仕事をしていく

にしても、楽しもうと思えば楽しめるというのが仕事だと。しかし、仕事を楽しむというの

は、簡単なことかというと、そう簡単なことではありません。遊びだったら、ゴルフをする

とか、釣りをするとか、それが趣味の人だったら、それを楽しくするのは簡単でしょう。し

かし、仕事を楽しむというのは結構難しかったりします。 

 なぜ難しいのか。仕事と遊びの違いを一言で言うと何でしょう。仕事と遊び、何が違うか。

こう聞くと一番 初に答えてくれるのが、給料をもらうかもらわないかという話があります。

給料がもらえるのが仕事、給料をもらえないのが遊びだと。確かにそれはそうです。しかし、

それは楽しさとはちょっと違う話です。 

 次に出てくるのが、「責任」という言葉です。遊びには責任はないが、仕事には責任があり

ます。責任という言葉をもう少し平たくいうと、辛くてもやらなければならないことが仕事

の中にあって、それは避けられない。これが仕事ですよね。 

 例えば業績ノルマによるプレッシャーがあったり、上司から厳しい叱責があったりする場

合もあるでしょう。嫌な市民の人もいるでしょう。理不尽なクレームを言ってくる人もいる

でしょう。自分の責任でもないのに、トラブルに巻き込まれることも多いでしょう。大した

実力がない同僚を人事評価で評価されて、何であいつが、私のほうがちゃんとやっているの

にというようなことが起こったり、努力しても努力してもなかなか上手くいかないプロジェ

クトを任せられたり、こういう嫌なことがたくさんあります。自分の思うようにならないこ

とがたくさんある。だからといって辞めることができないのが仕事です。みんなこういった

状況になるとだんだん仕事が面白くなくなり、モチベーションが下がってきます。やる気が

どんどん失せていく。 初は皆さんの市町村に入りたいと思って生き生きと入ってきた人で

も、こういう出来事があればあるほど、どんどんどんどんモチベーションが下がってくる。

これはしょうがないです、人間ですからね、では済まないですよね。こんなことが、避けよ

うと思っても誰しも起こってきます。 

 遊びだったらこんなことがあったら、「やーめた」と言えます。例えばアマチュアでサッカ

ーをしている人だったら、サッカーをして苦しくなってきたら、「ちょっとタイムタイム、僕

と代わって誰か」というふうにして代わることができますが、プロのサッカー選手はそんな

ことはできません。苦しくたってやらなければいけない。走らなければいけない。これは一

緒です。遊びだったらやめればいいが、仕事は避けられません。 

 仕事とはチョコレートのようなものです。甘いこと、やりがいとか達成感とか、市民の方々

から「ありがとう」と感謝の声を受けるとか、例えば道路ができた、橋ができた、そういう

自分の関わっているプロジェクトがうまくいった。ヤッターというような、仕事が楽しい、

ワクワクするというような甘い感覚と、先程のような苦い感覚、仕事はこの二つが合わさっ

たチョコレートのようなものです。仕事の中には両方存在します。ある意味、この両方のバ

ランスでおいしいチョコレートだったり、苦くて食べられないようなチョコレートだったり

－27－



します。私は例えとしてよく使うのですが、仕事はチョコレートのようなものですよね。 

 いま私たちを取り巻く環境はどうでしょう。仕事の苦しさは、昔と比べるとどうでしょう。

例えば 1980 年代に、私と同年齢の市町村職員の方々が新入職員で入ったときの状況と、い

ま入られている市町村職員の方々の苦味のところはどうでしょう。世の中全体からいうと、

どんどん厳しくなってきています。例えば大手さんに入っても、いま世の中そんなにいいわ

けではないから厳しいです。市町村にしてもそうだと思います。市民の方々にしてもそうで

すよね。昔だったら市民の方々も職員の方々に向ける目も厳しくなかった状況があったと思

いますが、今は過剰なくらい厳しかったりします。クレーマーみたいな市民も以前はほとん

どいなかったと思いますが、今はいます。ちょっとしたことで文句を言ってきます。時代が

変わり、世の中がどんどんどんどんギスギスし始めています。 

 どんな仕事でも同じように、この苦味のところが厳しくなってきています。日本全体がそ

うですね。市町村の職員の方々だけではなく、企業で働かれている方々も世の中全体がカカ

オ豆の苦味がどんどん厳しくなっている時代です。これからの 10 年、クレーマーみたいな

人はいなくなるのか、市民の目は優しくなるのかというと、もちろんそういうわけにはなっ

てきません。どんどん厳しくなってくるでしょう。 

 これは私たちが努力したからうんぬんかんぬんとは別次元で、世の中そういう流れになっ

ているのです。そういう流れの中で私たちが仕事をしていくという一つの現実があったとき、

この苦味を補うだけの仕事の甘さ、いわゆる楽しく仕事をするという力がないとやっていら

れない。いまそういう力がなくて、自分は不幸だ、不幸な人生だと思っている人 

が非常に増えているそうです。 

これは『週刊 SPA！』6 月号ですが、仕事がつまらない症候群という特集がありました。

私が『仕事がつまらない君へ』という本を書いている関係で、協力してほしいということで

一緒にいろいろやりました。その中で首都圏アンケートを取りました。1000 人に、どれぐら

いの頻度で仕事がつまらなく感じますかというアンケートを取りました。毎日のように仕事

がつまらないと思っている人が世の中の 24％だそうです。週 1 回はつまらないと思っている

人が 28．9％、約 29％の方。週 1 回以上はつまらないと思っている人が 53％。皆さんの職

場にも当てはまるとすると、2 人に 1 人は週 1 回以上は仕事がつまらないと思っています。

非常に多いということです。これがある意味、一つの現実です。仕事がそれだけ大変だとい

うことだと思います。それだけ仕事が大変だからそう思ってしまう。月に 1 回まで入れると

72、73％になってしまいます。4 人に 3 人は月 1 回は仕事がつまらない、おもしろくないと

思っているのです。自然にしていたら今の時代、そうなってしまうのです。それだけカカオ

豆の部分が苦くなってきています。私たちを取り巻く職場環境が厳しくなっている。だけど、

これはどうしようもないです。社会の流れですから。この社会の流れを変えようと言っても、

一朝一夕にできるものではありません。個人の力だけで何とかなるものでもなかったりしま

す。 

 私たちが個人の力でできることは何かというと、その中でもどうすれば仕事を楽しくして

いくかということだと思うのです。こういう時代だからこそ、真剣に仕事を楽しくすること

を考えていただく必要があります。だからこそいま必要な力として、つらい仕事でさえやら

なければいけない。つらいけど、退屈だけど、やらなければいけない。そういうことがたく

さん世の中にはある。それを楽しい仕事に変える力が、「楽しさ創造力」ということです。こ
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ういうものを一人一人が身に付けていただかないと、セルフモチベーション力をアップして

いただかないと、上司の人だけ、あるいは職場環境だけ変えてもなかなかうまくいかない。

上司や役所が頼り、市町村のトップだけが頼りといっても限界があります。やはり個人です。

終的に頼れるのは自分自身。セルフモチベーション力です。 

 自ら仕事を楽しもうとしなければ、残念ながら仕事なんて楽しくなりません。その力を皆

さんも身に付けていただく。皆さんの周りの部下、皆さんの周りの同僚や後輩の方々みんな

が身に付けていただくことをしていかないと、なかなか仕事は楽しくなって来ません。 

仕事を楽しむ技術について後半はお話ししさせていただくことで、楽しさ創造力、仕事を楽

しむ技術をご紹介させていただきます。誰かが仕事を楽しくしてくれるのを待っていても、

仕事が楽しくなるのは期待薄です。楽しく仕事をしたければ、自分が仕事を楽しくする工夫

をしていかないと楽しくなっていきません。先ほど 6 割とか 5 割で手を挙げていただいた方

は、たぶん自ら工夫して仕事を楽しくされている方ではないかなと思います。先ほどご紹介

させていただいたすきやばし次郎さんみたいな方は、楽しさ創造力を先天的にお持ちの方で

はないかなと。 

 では、先天的な力を持っている人だけしか仕事を楽しむことができないのかというと、そ

うではありません。なぜなら、私自身が全然仕事を楽しむ力がなかったからです。私自身も

仕事が嫌で嫌でたまらなかったです。それこそ仕事が嫌で嫌でたまらなくて、自分で首くく

ろうと思ったぐらいの状態でした。だからこそ、私は仕事を楽しむための技術を真剣に開発

しよう、自分のために開発しようと必死になって作ってきました。ですので、先ほど手を挙

げていただいた方で 2 割とか 1 割とか思った方も心配しなくていいです。今回ご紹介させて

いただくような力を少しずつ身に付けていけば、仕事は少しずつ楽しくなっていきます。そ

ういう技術をご紹介させていただければと思います。 

 皆さんもやり方を知っていただきたい。反復練習は要ります。技術というのは何でもそう

ですが反復練習をしないと、聞いただけとか、何かで勉強しただけではなかなか身に付きま

せん。頭で知るだけでは技術にはなっていきません。反復練習をして自分のスキルにしてい

ただかないと身に付いていかない。これはスポーツも何でも一緒です。これからご紹介させ

ていただくことを少しでも、「あー、こういうのが必要なんだ、じゃあ、いろいろ勉強してい

ろいろやってみよう」と思っていただければと思います。あるいは皆さんの周りに仕事が楽

しめない人がいたら、「こういうことが必要なんだよ。おまえも少しずつそれを磨いていった

らどうだ」とアドバイスいただければいいのではないかなと思います。 

 じゃあ、どういう技術が存在するのかというのを今からいくつかご紹介していきたいと思

います。たぶん皆さんの中にも、仕事を楽しくする工夫があるのではないかと思います。嫌

な仕事、やらなければいけないけどつまらない仕事があったとき、自分はこうやれば仕事が

楽しくなるという工夫があるかと思います。世の中には仕事を楽しむための工夫がたくさん

存在します。地道に一つずつスキルを取得していただくことが大事になっていきます。 

 私は仕事を楽しくしていくための工夫ということを考えていくときに、一つの心理学との

出会いがありました。その心理学をご紹介します。普通の心理学はだいたいネガティブ心理

学という形で、病気の方を平常に戻す、病気の人を治すというような心理学が従来の心理学

の王道ということで、フロイトの心理学も有名です。そういうパターンが多かったのですが、

80 年代ごろから「ポジティブ心理学」というのが出てきました。ポジティブ心理学とは、普
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通の方がハッピーになる、幸せになっていくために、どのように心理が作用していくのかを

研究する心理学です。そのポジティブ心理学者の第一人者は、チクセント・ミハイです。こ

のアメリカの心理学者が作った「フロー理論」に私は出会いました。フロー理論とは何かと

いうと、どんな状況のときに人は楽しさを感じるのか、楽しさを科学した人です。 

 彼は 1980 年代後半から研究し始めています。その前も実際には研究していたのですが、

そのころ、ポケベルが出てきました。世界中、数千人にポケベルを配って、ポケベルに連絡

するのです。「今、あなたは楽しいと感じますか」と。 も楽しいと感じるのを 10 点、全く

楽しいと感じないを 1 点とか 0 点と点数を付けてください。それと、「今やっていることは

何ですか」と数千人の人にポケベルで無作為に連絡させていってデータを取っていったので

す。一番 初の仮説としては、楽しいことといったら当然趣味や娯楽をやっているときだろ

うと思います。そのとき 10 点がボンボンボンボン付いていきます。仕事をやっているとき

は 1 点、2 点とかしか出てこないんじゃないかという仮説の下にテストをやり始めたら、実

際の結果は違ってました。仕事をやっているとき、趣味をやっているとき、娯楽やっている

ときで点数は変わりませんでした。楽しいと感じているときの瞬間はそれほど変わりません

でした。何で？ と思って、またテストを繰り返していくと、答えが分かってきました。答

えは何か。フロー状態のときに人は楽しいと感じるということが分かってきました。 

 「フロー状態」とは何かというと、いま行っている活動に完全に浸って、時の感覚を忘れ

るほど没頭している状態。今回のテーマである、夢中で何かに取り組んでいるときに人は楽

しいと感じるのだと。 

 趣味でも、フロー状態に入っていないときは楽しく感じません。例えば娯楽で楽しい映画

を見にいく。楽しいコンサートに行く。だけど没頭できていないと人は楽しくない。仕事を

していても没頭しているときは楽しい。とにかく肝心なのは没頭している、夢中になれてい

る状態かどうかが、楽しさの鍵だということが分かってきました。やっていることが趣味だ

ろうが仕事だろうが何も関係ありません。没頭できているかどうか、夢中になって取り組め

ているかどうか、ここだけがポイントだということが彼の研究で分かってきました。夢中に

なる、フロー状態になるためにはどうやればいいのかということで、さらに彼は研究を進め

ていきました。 

 テキストの 2 ページにフローの五つの部分を書いていただくところがありますが、五つの

ことが分かってきました。まず一つ目、「自己目的的活動」をやっていると人はフロー状態に

入りやすいことです。自己目的的活動ってあまり聞いたことないと思いますが、これは何か

というと、お金のためにやっているのではなく、自分がやりたいからやっているという感じ

です。そのことがやりたいからやっている。例えば魚釣りが趣味の人は、魚釣りが好きだか

らやっている。例えばそこにお金を渡します。「あしたからアジを 5 匹ずつ釣ったら 1000 円

ずつやるから、それはあなたの仕事ね」と言われた瞬間に、魚釣りが楽しくなくなります。

不思議なもので、人間そういうふうになるんですね。ですから自己目的的活動、やりたいか

らやっているという状態で活動しているときに人は楽しくなります。 

 二つ目が「目標とフィードバック」です。何かの目標にチャレンジしていて、この進捗状

況がリアルタイムで分かっていく。「あ、今、ここまで行ってる、ここまで行ってる、ここま

で行ってる」というのが分かると、人は何かに没頭しやすいのだと。例えばサッカーが面白

いのはなぜか。ゴールがあって、点数があって、相手がいるから面白いのであって、サッカ
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ーにゴールがなかったらおもしろいのかというと、あまり面白くありません。そういう意味

で夢中になれるためには、目標とフィードバックが非常に大事です。 

 三つ目は、「自己統制感覚」。自己統制感覚とは、自分が自分のことをコントロールしてい

るという感覚です。この逆は「他己統制」という言葉です。他人が自分をコントロールして

いるという感覚。自分の主人は自分ですよという感覚です。誰かに使われているのではなく

て、自分が自らやっているという感覚。この感覚を持っているときに人は夢中になりやすい

です。誰かに拘束された感覚になると、あまり面白くなくなっていきます。楽しくなくなっ

ていきます。 

 四つ目が「能力の拡大の実現」というのがあります。これは何かというと、やっていると

自分の力がどんどん付いているような気がします。少しずつ自分がレベルアップしているよ

うな実感がしてどんどん夢中になります。「ハマる」というやつですね。自分の成長が実感で

きていくと、ハマッていく。逆に全然自分が成長する実感がないと、だんだん飽きていきま

す。 

 五つ目が「注意の集中」です。例えば映画を見ているときに、自分の奥さんが入院してい

るとします。それが見ている 中に気になって集中できない。そういう感覚になったらどん

なにおもしろい映画を見ていても面白くありません。集中できないですから。今やっている

ことに対して注意を集中できます。意識を集中できる環境がないと人は没頭できない。夢中

になれない。家族の心配事があると注意の集中はできな

くなります。この五つが整備されればされるほど、楽し

くいろいろなことをやることができていきます。彼の分

析によると、そういう理論が出てきます。これが、いま

一つのメジャーになっています。これは一般論なので、

これをベースにして私たちの仕事に置き換えて考えてみ

ると、どうなるか。皆さん、この下に書いていただけれ

ばいいのですが、これは私どもでまとめた「楽しさ創造

力」という考え方です。大きく七つあります。「やりがいをつくっていく力」「仕事をゲーム

のようにしていく力」「自己コントロール」。仕事というのは、どうしても他人からコントロ

ールされていく部分がありますよね。自分の自己コントロールをちゃんと奪っていく力。あ

と「学習する力」「感情をコントロールする力」「仕事を楽しむ心構え」「人間関係チューニン

グ力」という形で、七つ具体的に作っていきましたので、ご紹介していきたいと思います。 

 今からご紹介していくのは七つの技術です。七つの技術の概要をご紹介していくだけでた

ぶんお時間切れになってしまうと思いますが、その部分一つずつを磨いていただくことで仕

事を楽しむことができていきますので、一つずつご紹介していきたいと思います。 

 まず、仕事を楽しくする技術の一つが、「やりがい創造力」です。やりがい創造力とは、仕

事は何のためにするの？ というのが、一番の部分です。やりがい。仕事は何のためにする

のという答えが、まずやりがいの一つだと思うのです。「何のためにするの」と聞かれたとき

に、「カネのため、生活のため」とだけしか言わない方がいます。「君は何のために仕事して

るの」と聞くと、「カネのためです。生活のためです」。こういう人はワクワク仕事できませ

ん。仕事ですから、当然カネのためであり生活のため、もちろんこの要素は絶対ありますよ。

しかし、それだけだと違いますよね。たぶんここに来られている皆さんは違うというのはお
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分かりだと思いますが、そこがなかなか理解されてない方も結構多いです。どんな仕事にも

やりがいは存在します。たとえお茶くみ一つでもやりがいは存在します。逆に、どんな仕事

もやりがいは存在しないといったら存在しません。それを見付けようとしない人は、やりが

いは見付かりませんから。 

 いま映している写真で、ごみ関係のお仕事をされている方々がいます。この方々が私の研

修に出掛けてこられました。「あなたのワクワクは何ですか」「あなたのやりがいは何ですか」

という部分について考えていただくという研修の場がありました。「市民の皆さんから掛けて

もらった喜びの言葉、どんなシチュエーションがありましたか。それを思い出してください」

「市民の人たちをどんな気持ちにさせていますか」あるいは「あなたの仕事がなかったら、

世の中どうなると思いますか」。こういう質問を投げ掛けて、自分のワクワクという部分、や

りがいを考えてみましょうという演習をしていただいたとき、この方々が手を挙げました。

「実は私たちは市民の人と接したことがございません」と言われます。なぜかというと、ご

みの回収が関東は朝かもしれませんが、九州は深夜 12 時過ぎぐらいに回収しに来るので、

お客さんに会ったことがないそうです。お客さんから喜ばれた声なんか聞いたことがないで

す。だけど、私たちの職場ではいつもこんなことを話し合っていますと言われたのです。そ

れは、「私たちの仕事がなかったらどうなるかというとこだけは私たちは常に意識してやって

います。私たちの仕事が 1 週間ごみを取りに来なかったらどうなるでしょう。たぶん家の中

はかなり臭い状況ですね。1 カ月、私たちがさぼったらどうなるでしょう。家中ごみ屋敷に

なるかもしれませんね。1 年間、私たちがごみを取りに行かなかったらどうなるでしょう。

日本中が、街中がごみ屋敷になりますよね。そして結果、町には害虫が溢れて疫病が溢れて、

買い物ができなくなるから経済もストップしちゃいます。だけど、私たちの活動をそういう

目で見てくれている人は誰もいないかもしれません。だけど、私たちはバットマンみたいな

感じで隠れて日本を守っている。隠れてこの町を守っている。そういう存在だと自分たちは

思っています。その誇りを持って私たちは仕事をしているのです」と、彼らは言うのです。

素晴らしいと私は思いました。僕も気付かなかったけど、確かにあなたたちの仕事は本当に

ありがたい仕事。そう思って仕事している人、ごみの回収をしている人もいます。逆に多く

のゴミ回収されてる方は「何のために仕事しているのですか」「カネのため、生活のため」と

しか言わない方も結構いるかもしれません。 

 では、どっちのほうが仕事を楽しくできるんでしょう。それは当然、そうですよね。私の

研修に出掛けていただいた方々のほうが楽しく仕事ができています。それは当たり前です。

そういう素晴らしいワクワク感。役に立ってる感。誇り。それはどんな仕事にもあるはずで

すが、見つけようと思っているのか、見つけようと思ってないのか。あるいは職場の中でそ

んなことを話し合っているのか、話し合ってないのか。本当はあるはずなのに、忙しさにか

まけて見えなくなっているのではないですか。そうなると、モチベーションも下がってきて

しまいます。いつの間にかカネのため、生活のためだけになっています。これはもったいな

い。本当はあるはずなのに。どんな仕事にもありますよね。やりがいというのは与えられる

ものではありません。どんな仕事の中にもやりがいはあるわけですから、自ら発見するもの

ではないですか。 

 先ほどの私の研修に出掛けていただいた方のように自ら発見された方もいるし、全然発見

できないまま仕事をしている方もいます。ですから、発見するという力は絶対要ります。仕
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事を楽しくしていこうと。そして、これは「自ら」というのが大事です。何かというと、ト

ップの人なり上司の人が、「俺たちの仕事はこうだぜ、こうだぜ」と言うだけではやはり、ふ

に落ちません。腹に落ちません。気付きというのは自ら出てこないと気付きにはなりません。

説教したからといって、そう思うものでもないです。やはり自ら考えていただく。自ら気付

いていただく。そういう場を提供していかないと、なかなかそういう部分は出てこないので

す。 

 本当は多くの人を助けたり、多くの人を救っている皆さんの仕事なのに、せっかく素晴ら

しいことをやっているのに気付いていません。嫌々やっているならもったいないです。やは

りこういう技術を磨いていただく必要があるということで、やりがい創造力ということです。 

 二つ目、仕事を楽しくする技術として「ゲーム化力」というのがあります。例えばブロッ

ク崩しみたいなゲーム。このブロック崩しというゲームは、やったことがある方が非常に多

いと思いますが、正直にやろうと思ってやるのではなく、時間つぶしでやっていたらいつの

間にかおもしろくなってやめられなくなるゲームだったりすると思うのですが、こういうゲ

ームは基本的にどうでもいいような話です。これにしてもそうです。上からボールみたいな

ものが落ちてきて、それをピュッピュッピュッピュッ動かしていくみたいな話です。だけど、

いつの間にか夢中になっています。そんなどうでもいい話でも夢中になるぐらいですから私

たちの仕事も、単純でどうでもいいようなことでもこんなふうに面白くなります。それはな

ぜかと言うと、ルールとか目標とかが上手に設計してあるからです。楽しめるように、夢中

になるような設計がしてあるから、人間はこういうどうでもいい話がおもしろくなってきた

りしてしまいます。 

 私たちの仕事は、当然こういうブロック崩しとかに比べるとはるかにきちんとしたことで

す。価値のあることです。ですから、ある意味、おもしろくするというのはいくらでも可能

です。ゲームができるのだったら、私たちの目の前の仕事を夢中に取り組むことができます。

ゲームのようにできるはずです。実際にゲームみたいにしている方もたくさんいます。ゲー

ムにしていく力というのも、また楽しさ創造力の一つです。 

 仕事を楽しくする技術の三つ目は、「自己コントロール力」です。つい 100 年、200 年前

までは私たちの労働とはこういう感じでした。誰かムチをふるう人がいて、ムチでたたかれ

る人がいる、そういう関係で仕事が行われていました。これが労働の常識でした。奴隷制度

に近いような形で働いても当然面白くありません。仕事なんか楽しくありません。公務員だ

からといって自分を誰かから使われている奴隷だと感じると、面白くなくて当たり前です。

上司から使われているとか、市民から使われているとか、誰かから使われているという感じ

で働くと、仕事は面白味がどんどんなくなってしまいます。働かされているのではない。自

ら望んで働いているという感覚が絶対要りますよね。この感覚を持ち得なかったら仕事は楽

しくなってきません。誰かからやらされているのではない、自ら希望してやっている、自ら

やりたいからやっている。こういうふうに仕事に対して見直していただかないとなかなか仕

事は楽しくなっていきません。 

 そのためには、人から命令される前に自ら動くという習慣が必要になってきます。誰かが

命令してくる、誰かがやってくれと言ってくるのは、動いてないからそういうふうに言うの

であって、自ら動く人に口を出す人は現実なかなかいません。ですから、人から言われる前

に仕事をしていく。私はよく「先取りの仕事術」と言いますが、仕事の先取りをしていく。
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誰かから言われる前に、この人はこういうふうに言うんじゃないか。じゃあ、先にやってお

こう。この人はこの頼み事をするんじゃないか、先にやっておこうとすれば、誰かから使わ

れることもありません。逆に、ありがとうとしか言われません。そういう技術を持っていた

だかないと仕事はなかなか楽しくなってきません。これも一つの現実です。 

 四つ目の技術として、「感情のコントロール力」があります。感情のコントロール力とは何

か。仕事において楽しいことばかりだったらいいのですが、思うようにならないこともかな

り多いです。思うようにならないからといって、マイナス感情に長く支配されるままでいい

のか。叱られました。叱られたら、落ち込むのは当たり前です。クレーマーから「ワーワー」

言われました。頭にきます。「カーッ」と血が上って、「アーッ」と思う。それは当然思いま

す。理不尽な話を言われて、「ウーッ」という気持ちになります。そういうマイナス感情が発

生するのはしょうがないです。マイナス感情に一時的に支配されるのはしょうがないですが、

引きずったらいけません。それを引きずって、次に来られた市民の方々に嫌な対応をしてし

まうとか、むかついた顔で対応してしまうとか。そうすると当然仕事はうまいこといきませ

んし、楽しくなくなってきます。やはり切り替える力が要りますよね。一時的に腹が立つ、

悲しくなる、そういうのはしょうがない。しかし一時的にはなったとしても、上手に切り替

える力が現実的に必要になってきます。引きずられるとどんどんモチベーションが下がって

きます。ですから感情をどう切り替えるか、引きずらないか、気分転換できるか、そういう

技術が必要になってきます。 

 五つ目として「加速学習力」と言いますが、学び、成長は人に喜びを与えます。人間、不

得手なものをやっているときは面白くありません。得意なものをやっているときは面白いの

です。ある意味、単純です。楽しくない仕事は、ある意味不得意なことだったりします。で

すからそれを得意にしていくしかありません。得意にしていくためには短時間でいかに不得

意な時期を乗り越えるか。その部分の学習能力があります。要領よく勉強していく力、要領

よく成長していく力が必要になってきます。 

 六つ目、「人間関係チューニング力」です。どんなに仕事自体はやりがいがあっても、人間

関係がうまくいかなった瞬間に仕事は急に面白くないものになってしまいます。職場の中の、

上司との、市民の皆さんとの人間関係がうまくいかなくなった瞬間に、仕事そのものは気に

入っていても一気に仕事はつまらなくなります。 

 私たちは理性的な生き物ではありません。感情の生き物です。人間、好き嫌いで物事を判

断してしまいます。嫌われたり、嫌ったりする関係になった瞬間に、理性が通じなくなって

いきます。皆さんがいくらいい仕事をしていってもなかなか向こうが認めないみたいな話に

なってしまいます。やはり楽しくなくなって当たり前の話です。先ほど言いましたように、

私たちはいろいろな人との人間関係で関わっていますから、そういう人たちとどういい関係

を築いていくか。 

 「人間関係チューニング」とは何かというと、ありのままで生きていきたいのはやまやま

ですが、実際ありのままで生きていくと衝突が起こってしまうのが人間関係です。やはり相

手に合わせてコミュニケーション方法を変えていく力がないと、人間関係がこじれてしまい

ます。仕事を楽しくしていくのができなくなります。ですから、そういう力も必要になりま

す。特に人間関係チューニング力の中で問題が起こってくるのが、馬の合わない人、性格の

合わない人です。 
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 皆さんに質問ですが、帰宅すると、「ゴホゴホゴホ」と咳き込むパートナーがいます。その

パートナーに対して、あなたはまずどんな声を掛けますか。大きく六つの性格パターンがあ

ります。「大丈夫？」「苦しそうね」「気分はどう？」と優しくいたわる、A です。B、「きつ

そうだな」「あしたの仕事は大丈夫かな」といろいろ空想し心配はするが、なかなか声は掛け

られません。C、「熱は？」「のどの痛みは？」「頭痛は？」「節々の痛みは？」などなど症状

についてまず確認していきます。D、「薬は飲んだ？」「病院は行った？ まだ行ってないの

なら、早く行きなよ」と行動を指示します。E、「咳は甘くみたら駄目だよ」「数日寝込まな

いといけなくなるよ、しっかり用心しなよ」と注意します。F、「咳がソウルシンガーみたい

になっているよ」なんて冗談を言って、気持ちを明るくしようとする。この 6 パターン。 

 自分は A パターンの声を掛けると言われる方、手を挙げていただいていいですか。はい。

結構 A パターンの人が多いです。B パターンの人、B パターンの人は何名かおられます。C

パターンの方、C パターンの方も結構おられますね。D パターンの方、D パターンの方も C

パターンの方と同じくらいいるかな。E パターンの方、E パターンの方も 3、4 名ぐらいお

られます。F パターンの方、F パターンの方も 7、8 名おられます。実は性格によって物の見

え方が違うのです。対応の仕方が全然違います。 

 世の中を性格分析すると、実は A パターンの方が一番多いのです。A パターンの人は「大

丈夫？ 苦しそうね、気分はどう」と優しく声を掛ける。こういうパターンの人は、自分が

こういうふうに思っているので、人もこういうふうに声を掛けるのが当たり前と思っていま

す。A パターンの人に、D パターンの人から「薬は飲んだ？ 病院は行った？ まだ行って

ないなら早く行きなよ」と行動を指示するみたいに言われると、「ちょっとちょっと、その前

に言うことあるんじゃない？ もうちょっとさあ、気持ち考えてよ」と、A パターンの人は

思うのです。だけど、D パターンの人は悪気があってこういうふうに言っているわけではな

いのです。本当に心配しているからこういうふうに言っているのです。だけど A パターンの

人から見ると、ちょっとものの言い方違うんじゃない。普通はこう言うよね、自分がこう言

うから。 

 逆に D パターンの人はどうか。D パターンの人に A パターンの人のように声を掛けると、

「何だよ、分かるだろう。苦しそうなのは見てれば分かるでしょ、咳してるんだから。そん

な見てれば分かるようなこと言うなよ。もっと声掛けること、違うだろ」と D パターンの人

は思うのです。人間、こういうふうに思うものです。性格が違う。だから自分のパターンが

ある意味、常識と思うのですね。自分のパターンが常識で自分のパターンみたいに声を返さ

れないと、人間は不思議なもので何かちょっと違うな、思いやりに欠けるなみたいに思って

しまうのです。これが何回か繰り返されると、あいつとは馬が合わないんだという話になっ

ていく。もったいない話です。こういう形で性格が合わない部分で誤解してしまって、本当

は自分が相手に合わす必要があるわけです。自分が A パターンだからといって、D パターン

の人に接するときに A パターンでばかり接していっても上手くいきません。D パターンの人

の性格だったら D パターンの人に合わせた形で対応していかないとうまいこといきません

が、皆さんありのままで生きたいですから、チューニングせずにありのままに生きていく。

そして、人間関係がこじれていくというパターンが多い。ここら辺も気持ちよく働いていこ

うとするためには、やはり必要な部分です。 

 後に七つ目、「仕事を楽しくする技術 絶対に楽しむ覚悟」ですが、絶対に楽しむ覚悟と
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は何かというと、楽しい人生を送りたいと多くの人は思っています。こう思ってない人は、

たぶん世の中にほとんどいません。楽しく生きていきたい。 

 しかし一度きりの人生、「絶対に楽しむぞ」と覚悟を決めている人は案外少ないものです。

できれば楽しく生きたいやと思っている方がほとんど。残念ながら、「できれば楽しく生きた

い」というぐらいでは楽しくなってきません。特に仕事は大変なことが多いものです。「絶対

に人生を、仕事を楽しさに満ち溢れたものにしてやる、どんなことをしても楽しくしてやる

ぞ」、苦痛や困難、退屈な仕事もいろいろあるけど、我慢するのではなく絶対に楽しくする工

夫をしてやろうという覚悟が、楽しく仕事をするためには必要になってきます。絶対に楽し

く仕事をするぞと思わないと、楽しくするという工夫のスイッチが入らないのです。私たち

の頭の後ろにはスイッチが付いているのです。楽しくするためには仕事を楽しく工夫しよう

というスイッチがありますが、こう思っている人でないとスイッチを押してくれません。工

夫しようとしないです。 

 残念ながらフルに頭を使って楽しくする工夫、今までご説明した六つの工夫をいろいろや

っていかないと仕事は楽しくなっていきません。その第一条件がここの部分です。せっかく

の人生だから絶対に楽しく仕事しようと。これはチームの中でも同じです。せっかく知り合

ってこの職場で培った縁の中でやっている仕事だから、目いっぱい楽しくしていこうやとい

う部分が組織の中でできていかないと楽しくしようという工夫ができていかないので、ぜひ

覚悟という部分は非常に……。これは単純に持つだけの話なので、技術は全然要りません。

ぜひ工夫をしていこうという部分は持っていただきたいです。 

 後に、もう少し具体的な話をさせていただきます。「仕事の遊び化」という部分、先ほど

いくつかの楽しさ創造力の中の「ゲーム化」という話を少しだけ触れさせていただきます。

これは明日から使える一つのヒントということで、 後にお土産で持って帰っていただきた

いです。仕事を面白くしましょうということ、ゲーム化力とはそういうことです。仕事はお

金をもらうためのもの、お金をもらっているのだから、真面目にコツコツやらなければなど

と考えては仕事を面白くする工夫は出てきません。もっとユーモアを持って、仕事の中に面

白さを発見しましょう。仕事でもっと盛り上がっていきましょうという気持ちを持っていた

だきながら仕事をゲームのようにしていきませんかというのが、ゲーム化力です。 

 みんなでニコニコ働いていく。やらなければいけないこと、大変なことがあっても、あえ

てニコニコ働いていけるような職場でないとなかなかクリエイティビティも出てきません。

やらねばならぬ仕事をゲームのように楽しむための能力が、ゲーム化力です。やらなければ

ならないことが、私たちの中にはたくさんあります。やらなければならないけど、気が乗ら

ない。嫌だなと思うようなこともいっぱいある。私もたくさんあります。そういうのをでき

るだけ楽しくしていくためには、ちょっと工夫して、楽しさがいま 10 だけどそれを 30、40

にしていくという部分が必要になってくる。そのための一つの工夫するツールが目標です。

皆さんの多くは、役所の中で目標をお持ちだと思います。仕事の中でいろいろな目標がある

と思います。この目標を上手にゲームのように工夫していくための方法をいくつかご紹介し

ていきます。 

 皆さんは、組織の中でどんな目標追求することを迫られていますか。いろいろな目標を与

えられていると思います。その目標を考えたとき、実際気持ちはどうでしょう。目標のこと

を考えたときにワクワクした気持ちになる方と、ブルーな気持ちになる人と 2 種類います。
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あえて手は挙げませんが、心の中で手を挙げてください。ワクワクした気持ちになる人、ブ

ルーになる人、これは結構分かれます。だいたいブルーになる人のほうが多いです。 

 目標は何のためにあるのか、目標と楽しさは関係があるのか、お話しさせていただきます

が、実は目標と楽しさはものすごく関係があります。この関係だけ一つ覚えておいてくださ

い。これだけでも直ぐ明日から使える話です。楽しさ創造力が普通の人、低い人の目標に対

する考え方は何か。どういう考え方が世の中多いかというと、目標とはノルマ、絶対にやら

なければいけないもの、会社や組織、役所の上司から命令された絶対命令、義務、不可欠、

避けられないこと、目標はそういうネガティブなイメージです。だからブルーになる人が多

いのです。ある意味目標を苦しいもの、ノルアドレナリンを発生させる要因と考えている人

が非常に多いです。今日の一番 初の研修の時に出てきたノルアドレナリン、恐怖を生み出

す要因に目標がなっています。そのような人は達成しなければならないと考えるので、火事

場の馬鹿力が出てきたりはするのですが、胃がシクシクしたりして全然楽しくなくなってき

たりします。仕事がどんどん楽しくないものになってきたりします。 

 一方、仕事が楽しめている人はどうか。ここからがポイントです。楽しさ創造力が高い人

は、目標に対する考え方がちょっと違います。「目標」とは、仕事を楽しくしていくための

大のツール。ドーパミンを発生させていくための手段が、目標だと考えています。例えばゴ

ルフが面白い条件は何かというと、コースの設計が自分の腕とぴったりなコース設計になっ

ていたり、プレーする仲間がいたりでゴルフが面白くなります。なぜボーリングが面白いの

か。ピンの位置がちょうどいいところに立っているからです。18.4 メートル先にボーリング

のピンは立っているのですが、あれが 50 メートル先に立っていたら全然おもしろくないで

す。1 メートルのところにピンが立っていたらどうでしょう。おもしろくないです。いろい

ろなものが実は上手な目標設定されているから、面白くなっていたりするのです。それと目

標は、忙しさに追われてイライラすることから解放してくれるツールでもあります。目標が

あることでこれに集中していけばいいということが分かります。いろいろなものがあるけれ

ど、目標があるから優先順位がはっきりするのです。 

 三つ目に、会社とか組織から与えられた目標でも、自分で楽しめる目標に置き換え可能な

ものが目標です。いくら組織から与えられたり、上司から与えられた目標があったとしても

自分でいろいろ置き換えていくことが可能です。 

 後に、目標を楽しいものにしていくための二つの大事な要素・具体的な技術をご紹介し

ます。一つが、達成したときのことを考えるだけでドーパミンが出るような目標づくりをし

ていきましょう。それは何か。まず一つが、ピーター・ドラッカーの「自己管理による目標

管理」という言葉があります。『もしドラ』という本が数年前に出て、映画にまでなりました。

そのドラッカーが「目標管理」という言葉を生み出した親なのです。 

 目標管理という言葉はドラッカーさんが言っている目標管理と、いま日本中に充満してい

る目標管理はちょっと誤解されて捉えられています。彼は、「目標管理は自己管理による目標

管理でないと、なかなかうまいこといきませんよ」と言っています。自己管理による目標管

理とは何かというと、自分で自分の目標を作って、自分でしっかり管理するということです。

自ら目標を作って自ら管理する。これが自己管理による目標管理。逆が他己管理による目標

管理。他人が目標を作って、他人が目標の進捗状況を管理していくというのが他己管理によ

る目標管理です。 

－37－



 目標管理は、自己管理による目標管理にしていかないと楽しくなっていきません。会社と

か役所から与えられた目標があったとしても、上司から与えられた目標があったとしてもそ

れを自分で作り変えていくなり、自分で納得してこれは自分で作ったんだという思いで目標

に向かわないと、目標は苦しいものだけになってしまいます。鍵は「主体性」です。 

 二つ目、「フィフティーフィフティーの達成確率の目標設定」というのがあります。人間と

いうのは、退屈な低過ぎる目標を与えられてチャレンジしているときは退屈感しか出てきま

せん。逆に難し過ぎる目標を追い掛けているときは、自信喪失とか自己嫌悪しか生まれませ

ん。一番人のやる気が出る、「やるぞ！」と感じる目標というのは、フィフティーフィフティ

ーの達成確率。これは何かというと、できるかできないか分からないギリギリのラインの目

標です。他人がどう思うかは関係ありません。自分自身ができるかできないか分からないち

ょうどギリギリのライン、50％50％ぐらいと自分が考えるような目標設定をしていただく。

それが非常にやる気になるし、面白いものになっていくといわれています。 

 ゲームをやっていただくと分かりますが、ゲームの中には「クソゲー」と言われるゲーム

と、ヒットするゲームと 2 種類のゲームがあるといわれています。クソゲーとは何か。おカ

ネを払ってもやりたくないゲームだそうです。クソゲーとヒットするゲームの違いは、実は

この目標設定だと言われています。フィフティーフィフティーの達成確率。ヒットするゲー

ムは、初心者がやっているときは初心者にちょうどいいぐらいの、何とか頑張ったら乗り越

えられるかなぐらいの目標設定があります。次のレベルになったら、その次のレベルの人が

上手にクリアできるような目標設定があります。難しいトップレベルになったらトップレベ

ルの人用の目標設定がちゃんとあります。そういうのがフィフティーフィフティーの達成確

率の目標を次から次にゲームの中に与えているから、いつの間にか夢中でやっていると言わ

れています。これは私たちも仕事の中で取り組んでいくべき話ですね。このフィフティーフ

ィフティーの達成確率の目標という部分を皆さんの仕事の中に取り込んでいただくだけでも、

少しは仕事がおもしろくなってくるというところもあるかもしれません。 

 今日はいろいろなことを 2 時間の中で学んでいただきましたが、研修とかセミナーは聞き

っぱなしで終わってしまうと全然意味のない話になってしまいます。帰りがけにちょっと考

えていただくだけでもいいです。明日やることを自分の中で一つ、二つ、チャレンジしてみ

たいなということにチャレンジいただければと思います。私の話はこれで終わらせていただ

きたいと思います。ありがとうございました。 
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 皆さん、こんにちは。神奈川県秦野市から参りました志村と申します。よろしくお願い

します。年が明けてから先週は東京、福岡に行き、今週は千葉、日曜日は富山に移動して

来週は宮城、 後の週は徳島に行きます。机に座って仕事をほとんどしてないような状態

です。なぜそうなっているかというと、この問題が非常に大事な行政上の課題であるとい

うことで、多くの自治体が動き始めた証拠ではないかと思います。この問題は日本全国ど

こでも必ず起こります。北のまちでも南のまちでも、大きなまちでも小さなまちでも必ず

起こります。どの自治体でも、取り組みを始めなければいけないと思います。 

 もちろんのことですが、秦野市の取り組みが皆さんのまちに丸々置き換えられるもので

はありません。ただ、これから皆さんがそれぞれのまちの対策を考えていくときに、1 つ

でも 2 つでも引き出しは多いほうがいいですね。今日の私の話を参考にしていただいて、

頭の中の引き出しを 1 つでも 2 つでも増やしていただければと思います。よろしくお願い

いたします。 

 では早速本題に入ります。ある程度の規模になると、自治体はみんな市民ホールを造り

ますね。市民ホールのないまちであれば図書館、あるいはそのまちで大勢の人が使う公共

施設を思い浮かべてみてください。その公共施設は、果たして来年も使えるでしょうか。

来年ぐらいなら大丈夫ですね。予算査定ももう始まっているでしょうし、急に来年休止と

いうことはないでしょう。では 5 年後、10 年後はどうでしょうか。私のような仕事をして

いますと、少しトーンダウンして「おそらく大丈夫じゃないでしょうか」。20 年後、30 年

後はどうでしょう。またその公共施設が建て替えをすることができるでしょうかとなりま

す。そうすると皆さんの中には、「この人は神奈川県からわざわざ来て面白いことを言って

るな。そんなに大勢の人が使う大事な公共施設がなくなるわけないじゃないか」。そういう

ふうに思っていらっしゃる方が、もしかするといるかもしれません。 

 でも、今まで誰かそれを保証できた人はいましたか。誰もいないはずです。市民の皆さ

んにとっても、議会の皆さんにとっても、我々行政マンも公共施設はあって当たり前でし

た。今までも何とかなってきたから、これからも何とかなる。漠然とそう思い込んでいる

だけです。何も秦野市が放漫経営をしてきたとか、特殊事情にあるわけではありません。

今までは当たり前のことであっても、これからは当たり前でなくなります。 

 なぜなのか。日本という国は、世界で例を見ない経済成長を成し遂げてまいりました。

この先、世界のどこの国も経験したことのないスピード、人類史上初めてのスピードと言

っていいスピードで高齢化が進んでまいります。その日本で今、深刻な問題が起ころうと

している。この問題が公共施設の更新問題、老朽化問題と呼ばれています。 

 公共施設と一口に申しましても、いろいろなものがあると思います。大きく分けて 3 つ

あります。1 つ目は建物を使うハコモノ系の施設で、この会場の公民館もそうです。2 つ

目は道路・上下水道などのインフラ系です。公共施設を総称してインフラと言う場合があ

りますけれど、秦野市では使い分けしています。3 つ目は、ごみ焼却場・汚水処理場など

のプラント系の施設です。 

 秦野市の取り組みは、今ハコモノ系を中心としたものです。これらの公共施設は、その

ほとんどが経済の成長と都市化の進展、あるいは千葉県であれば人口の増加に伴って集中

的に整備されています。集中的に整備されてきたということは、当たり前のことですが、

一斉に古くなって、一斉に造り替える時期がやってくるということです。この時期がこれ
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らを造っていた頃のように、経済も成長する、税収も増えるという時期であれば何の問題

もありません。しかし、これから人口減少と高齢化がますます進んでいきます。国はもと

より地方の財政も、どんどん厳しいものになっていきます。今までと同じことを繰り返し

ていると、本当に大事な公共施設まで維持することができなくなります。これが公共施設

の更新問題、老朽化問題と呼ばれている問題です。 

 では、なぜ更新問題が起きてしまう

のか。私が市民の皆さんに説明するの

と同じように、秦野市を例にとって説

明します。黄色い縦棒は秦野市の人口

の推移を表しています。昭和 40 年代

から 50 年代、東京、横浜のベッドタ

ウンとして、あるいは工場誘致の結果、

急激に人が増えているのがおわかりい

ただけると思います。赤い折れ線は、

そのときのハコモノ面積を表していま

す。人が増えるのに合わせるように、どんどんハコモノの整備をしてきました。現在、秦

野市のハコモノは 33 万 7000 ㎡に達しています。東京からわずか 50 キロの秦野市でも、

もう人口減少は始まっています。平成 21 年にはおよそ 17 万人だった人口が、今から 20

年後の平成 46 年にはおよそ 16 万人へと、1 万人が減少していくと見込んでいます。 

 人口の中でも生産年齢人口（15 歳から 64 歳）、主な納税者になる人口に着目してみます。

平成 21 年の 11 万 6000 人が平成 46 年には 9 万 6000 人と、総人口の減少数の倍の 2 万人

の減少していってしまいます。過去にさかのぼってみると、秦野市はいつ頃 9 万 6000 人

だったのか。ちょうど昭和 60 年頃です。秦野市がその頃持っていたハコモノは 23 万 4000

㎡です。現在はすでに 1.5 倍に達しています。この先、主な納税者の数が同じになったと

き、ハコモノの面積の差、ギャップを埋めることができると思いますか。これだけで市民

の皆さんは、非常に厳しいものがあるだろうなとお気づきになられます。 

 さらには、生産年齢人口と高齢者の比にも着目してみます。昭和 60 年には生産年齢人

口 10 人で、1 人の高齢者を支えればよかったのが秦野市です。これが平成 46 年には生産

年齢人口が同じでも、2 人で 1 人の高齢者を支えなければいけなくなります。2 人で 1 人

を支えることの意味を考えてみたいと思います。 

 平成 46 年、私も女房も支えられる側です。私にはかわいい 2 人の娘がいますが、その 2

人が力を合わせて私か女房のどちらかを支えなければいけません。そうしますと娘たちは

当然女房を選ぶでしょうから、私は死ぬまで 1 人でやっていかなければいけないのか。こ

れが 2 対 1 の世界です。もう 20 歳を超えた娘なので、平成 46 年は結婚して子どもがいて

高校生ぐらいかもしれません。そうすると「おじいさんのことは私たちが支えます」と、

きっと言ってくれると思います。「やれやれ、よかった。2 対 1 で勘定が合ったな」となる

わけです。 

 ここで生産年齢人口の定義を思い起こしてみてください。15 歳から主な納税者というの

は、大正、昭和初期の定義をそのまま使っているわけです。今は高校だったらほとんどの

子が行きます。大学だって全入時代と言われています。15 歳から支えるどころか、18 歳
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あるいは 22、23 歳まで、まだまだ支えられる側ですね。ですから支える側と支えられる

側の比は、見た目以上にもっともっと大変なものである。私たちの次の世代は自分の親を

担ぎ上げて、自分の子どもを背負わなければいけない。そういった負担を背負わされてし

まう世代であるということです。 

 このグラフは、各年度でどういう建物を造ったかを表したものです。人が増えるのに合

わせるように造っているので、昭和 50

年代のたった 10 年間で、今あるハコモ

ノの 5 割弱が竣工しています。これだけ

集中的な整備を行ってきました。これは

あとで説明しますが、この形を覚えてお

いてください。秦野市の更新問題はこの

1 回ですが、日本の中にはそうではない

自治体がたくさんあります。 

 このように一斉に集中的に整備したも

のは、一斉に老朽化が始まります。平成

20 年には、築 30 年以上の建物がおよそ

3 分の 1 でした。これがすでに 5 割を超

えました。平成 30 年には 7 割を超えて

いきます。築 30 年になると、一度しっ

かりお金をかけないと、50 年、60 年と

使い続けていくことが難しくなります。

秦野市は一斉の建替えにお金がかかる時

期に入る前に、一斉の大改修にお金がか

かる時期に突入し始めたということです。

秦野市はまだこれからこうなるので、今

から備えていますが、東京や大阪の自治体、万博やオリンピックで人が増えるのが早かっ

たんですね。もうとっくにこうなっているところがたくさんあります。あるいは千葉県内

にもあるかもしれないですね。 

 東京の自治体は豊かなのでまだ何とか対応しているのですが、大阪の自治体はこうなっ

たときにリーマンショックだったそうです。財政がガタガタになって、かけるべきときに

お金がかけられなかった。その結果、何が今起きているか。小中学校ですね。ハコモノの

中でも、いちばん大事な部類だと思います。大阪の自治体の中には、小中学校がぼろぼろ

になっている自治体があります。そういう自治体を見ると、かけるべきときにお金をかけ

ることがいかに大事なのか。そういうことが非常によくわかるのではないかと思います。 

これから先の話をしてきましたが、秦野市でも超高齢社会に入りました。これは秦野市

の国民健康保険会計の推移です。どんどん事業費が伸びていきます。こちらは介護保険会

計の推移です。これもどんどん事業費が伸びていきます。皆さんもご存じのとおり、本来

保険料で賄うべき会計です。それができていればいいのですが、これができないのですね。

皆さんも同じだと思います。日本中の自治体ができなくて赤字になります。ですから赤字

を補填するために、一般会計からの繰入れを行います。その繰入金の額も、どちらの会計
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も事業費の伸びとともに、どんどん増

え続けていきます。この先もっと高齢

者が増えていきます。この傾向が収ま

るわけはありません。 

 福祉全体にかかるお金、扶助費を見

てみます。秦野市の場合、平成 12 年

からのたった 10 年間で 2.2 倍に達し

ています。これも多かれ少なかれ、日

本中の自治体は同じような状況にあり

ます。国もそうです。収入も増えてい

れば別にいいのですが、収入は増えないので何をしているのか。これも日本中の自治体が

似たりよったりのことをしています。投資的経費の圧縮です。投資的経費というのは、公

共施設の維持や更新に充てるお金です。それを今でも、これだけ圧縮を続けないと予算が

組めない。本当にこれでこの先の一斉改修、一斉更新に対応できるのかということです。 

 秦野市は、神奈川県下でも財政力の弱い自治体です。政令市を除くと 16 の市がありま

すが、その平均の 85％ぐらいの収入しかありません。16 市中、 低の収入しかありませ

ん。そういう状態で福祉全体にこれだけお金がかかり始め、さらには医療、介護にかかる

お金もどんどん増えていく。本当にこれで一斉改修、一斉更新に対応できるのか。このま

まではできないですね。急激に増えた人と建物は、同時に年を取っていきます。そして同

時に、多くのお金が必要になっていくということです。それでも公共施設は大事なものだ。

それはそうですね。大事なものだからこそ、税金を使って建てて、税金を使って維持して

きたわけです。これからもちゃんと維持していくべきだろう。そういう意見も当然あると

思います。 

 今あるハコモノのうち、小中学校は、建てた頃より子どもの数が減っていますので縮小

します。それ以外のハコモノは全部、今と同じ規模で建替えようとするとどうなるかです。

こちらは 5 年ごとの事業費の推移です。

40 年間の総額は 758 億円に達します。

平成 48 年からの 10 年間は、年平均

40 億円以上。秦野市の一般会計規模は

450～460 億円です。その 1 割のお金

をハコモノの建替えに充てる予算を

10 年間組み続けなければいけないの

です。そんなことはとうていできっこ

ないですね。 

 ところが私ができっこないと言って

も、市民の皆さんはこう思うわけです。「あなたはさっき昭和 50 年代の 10 年間に、今あ

るハコモノの 5 割を建ててきたと説明したじゃないですか。やればできるんじゃないです

か。ちゃんと考えてみてくださいよ」と。そう思う方がいます。 

 小中学校には一部、国庫負担が入ります。それ以外はほとんど国をあてにできない、起

債に頼ることになる。そうするとどうなるか。40 年間の起債の償還額です。 初の頃はそ
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うでもないのですが、後半になると大きな借金の波が押し寄せてくる。借金返済の総額は

446 億円です。市債の残高は現在の 2 倍、公債費は 1.6 倍に達します。とてもじゃないで

すが、できっこないんです。446 億円のうち、今の秦野市の財政力から考えると、このう

ちのいくらを返せそうなのか。これは単年度で 2.5 億円、40 年間に 100 億円ぐらいしか出

せないだろう。差引 346 億円のお金は、絶対的に不足するはずと見込んでいます。 

 それでも市民の皆さんは、「昭和 50 年代も同じことをやったんでしょ。秦野市が財政破

綻したとか聞いたことがないです。あなたの考え方はおかしいんじゃないですか」。そうい

うふうに思う方がいます。では、なぜ昭和 50 年にできて、今できないのか。昭和 50 年に

持っていた秦野市の借金の残高、市債の残高は、一般会計歳入決算額の 4 分の 1 程度の額

しか持っていません。これがすでに 7 割、8 割の域にまで達しています。これでも全国平

均から見れば、はるかに低いのです。そういう町でも、今の借金の上にハコモノ建替えの

借金を乗せてしまうと何が起きるか。起債許可団体すれすれになってしまいます。 

 起債許可団体といっても、市民の皆さんにはわからないのでこのように説明します。起

債許可団体というのは、夕張市の 2 段階手前です。市民の皆さんも、夕張市がどうなって

いるかはご存じなわけです。ここでようやく今あるハコモノをすべて維持しようとすると、

秦野市が財政破綻の道に近づいていく、下手すると財政が破綻するぞと、ようやくご理解

いただけるわけです。 

 もう 1 つ根深い問題があります。先ほどの 3 つの区分のうち、インフラ系の公共施設で

す。こちらは道路です。秦野市の道路延長は人口が減り始めたのに、どんどん増え続けて

いきます。人が減っても土地利用が進むと、道路はできていってしまいます。そしてでき

ればできるだけ、かけられるお金も増えていればいいのですが、これは道路橋りょう費の

決算額で、ずっと下がり続けていきます。増え続ける道路を、減り続けるお金で何とかし

ようとしています。こんな状態で将来にわたって道路、橋、トンネルを、まともに維持し

ていけるわけがありません。 

 こちらは下水道整備率の推移です。

昔から財政力が弱いので少しずつ整

備してきました。あと数年で 100％

に達します。そこでやれやれとなる

かというと、そうではありません。

今度は 初の頃に入れた管の更新が

始まります。今の秦野市の下水道事

業費のレベルを、ずっと維持してい

かなければいけないということです。 

 ところが更新問題においては、こ

ういうほうが幸せでした。少しずつ造ってきたので、少しずつ造り替えればいいのです。

東京都内にいきますと、東京都が 7 割、8 割の下水を一遍に整備してしまって、それを市

に移管しているものもあります。そういう自治体で何が起きるかというと、ハコモノの更

新問題と同時期に、下水の 7 割、8 割が一斉に更新する時期が重なってきます。そうなる

といくら豊かな東京のまちでも、財政が立ち行かなくなる恐れがあるといって、東京都内

でもこういう取り組みを進める自治体が出てきました。 
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 以前ある市民の方がこのようなことを言いました。「皆さん、大震災のあとの公共施設の

復旧順序を思い出してみてください。そうするとどういう公共施設にお金をかけて、大事

にしておかなければいけないかがよくわかるでしょう。まず道路、橋でしょう。これが通

れるようにならなければ、物資も運んでもらえないし、復興だってできないでしょう。そ

の次に上下水道、電気、ガスのライフラインを直します。ハコモノなんていうものは 後

だったでしょう。ハコモノの中でも、何を真っ先に再開させようと頑張りましたか。学校

だったでしょう。この順番を考えてみると、どういう公共施設にしっかりお金をかけてお

くか。このことの大切さ、どれが大事なのかがよくわかりますよね」。普通の市民の方がお

っしゃいました。 

 秦野市は、上下水道は、料金でやってもらうしかないです。道路と橋の更新費用を、ハ

コモノ改革で賄えるかという試算を行いました。その結果、出てきた答えは、それをやろ

うとすると義務教育施設の必要量が維持できなくなるとわかりました。ですからインフラ

系の公共施設もハコモノと同様に、今後の更新費用の負担はどんどん重たいものになって

いきますが、ある意味ハコモノより根深い問題になりかねないということです。 

 ついに、老朽化問題は現実のものに

なりつつあります。上の 2 つは地震の

影響を受けています。老朽化に地震の

影響が加わって、死者が出るような事

故が起きている。ところが 3 つ目は地

震の影響ではなく、しかもたった築 35

年で起きています。天井板を吊ってい

たボルトの接着剤が足りなかったので

はないか、あるいは劣化していたので

はないか。いろいろな調査報告があり

ますが、ではその接着剤は何年間もつという想定で使っていたのですか。劣化を知るため

には、どういう点検をしてくればよかったのでしょうか。そういうマニュアルがしっかり

していれば、こういう事故は起きなかったはずです。この頃は造ることに一生懸命で、維

持すること、更新することまで頭が回っていないですね。今後もどこかで起きてしまうの

ではないでしょうか。 

 それとともに日本の道路の大半は、地方自治体が維持管理しています。秦野市の道路部

門の職員 1 人当たりが維持管理する面積は、中日本高速道路株式会社の社員 1 人当たりが

管理する面積の数倍に達します。そういうことを考え合わせると、これはたまたま高速道

路の事故ですが、今後市町村が管理する道路でもこういう事故が起きてしまうのではない

かと思います。 

 一昨年 5 月に山梨県北杜市の研修に招かれました。電車が通ってないので、車を運転し

て自分で行きました。中央高速道路に入って、しばらくしてトイレに行きたくなりました。

パーキングエリアに寄って用を済ませて、ついでだからたばこを 1 本吸っていこうと喫煙

場所まで歩いていきました。途中に、真新しい木で作ったほこらがありました。何かのパ

ワースポットかと思ってそばに寄ると、この 9 人の犠牲者への献花台でした。そのときた

ぶんこの人たちに呼ばれたんだろうなと感じました。しっかり手を合わせて、この問題を
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全国にきちんと伝えてきますから、と約束してきました。 

 ハコモノとインフラを比べたときに、老朽化による事故が起きたらどちらが市民の命に

直結しやすいかです。ハコモノだって、大きな施設の天井が一遍に落ちてくればそういう

ことが起きますが、どちらかというと怖いのはインフラの事故ではないでしょうか。こう

いう事故をきっかけに、もっとインフラにもお金を回さなければいけないとしたらどうし

たらいいのか。ハコモノは工夫の余地があります。ちょっと不便になるかもしれませんが、

複合化する、共用化する、多機能化することによって床面積を減らしながらも、その役割

を維持していく方法が考えられます。 

 ところがこちらはどうでしょうか。近くにある 2 つの小さな橋を 1 つにすることはでき

ますが、ほとんどその余地はない。そうすると、この総量は減らないんです。減らないも

のをしっかり維持しなければいけない。ハコモノだけでもしっかり取り組みを進めて、絞

り込んでお金を浮かしていかないと、本当に大事なハコモノまで失うことになりかねない

のではないかと思います。 

 ここまでをまとめます。この 3 点を市民の皆さんに申し上げています。 

 1 点目、現在のハコモノの総量を維持し続けることは不可能です。はっきり「不可能で

す」と言います。公務員ははっきりものを言うのが嫌いな人が多いので、「不可能になると

思われます」「不可能になる可能性が高いです」、そういうもって回った、当たり障りのな

い言い方を普通します。でも私はそういう言い方はしません。なぜかというと、そういう

言い方をしていると、市民の皆さんに危機感を持っていただけなくなってしまいます。「あ

の人はあんなことを言って脅かしているだけだ。今まで何とかなったから、これからもき

っと何とかなるよ」と。そんなふうに思われたくないんです。ですから、はっきり「不可

能です」と言っています。 

 2 点目、秦野市が放漫経営をしてきたとか、特殊事情にあるわけではありません。これ

は日本中の自治体で、全部同じ問題が起こります。これは日本の構造的問題、社会問題で

す。 

 3 点目、市民の皆さんの便利さ、豊かさだけを重視して、結論を 5 年、10 年先送りにす

ること。これをやろうと思えば簡単にできます。やらない理由を挙げさせたら、公務員の

右に出る職業はありません。やらなくていい理由はいくらでもつくれます。でも、それを

やることが次の世代、あるいはその次の世代に、どれだけ大きな負担を押し付けることに

なってしまうのか。そのことにお気づきいただきたい。 

 秦野市は平成 20 年 4 月に、この問題に対応する専任組織を設置しています。住民の高

齢化を止めることはできません。秦野市民も皆さんのまちの住民も、みんな今年 1 歳年を

取ります。そしてまた来年 1 歳年を取っていきます。少子化というのは時間がかかるかも

しれませんが、止めることができるかもしれません。でも今住んでいらっしゃる方の高齢

化を止めること、これだけは誰にもできないのです。でも更新問題が起きてしまうことは、

今からしっかりやっておけば止めることができるということです。 

 では更新問題に対応するために、秦野市はどういうステップを踏んできたか。まず施設

白書作りからです。「公共施設更新問題は、自治体財政が抱える時限バクダンです！」。こ

ういう言い方をする専門家の方がいます。東洋大学客員教授の南学先生の言葉ですが、ま

さに時限爆弾ですね。時期が来ると一斉に爆発して、自治体財政を吹き飛ばします。爆発
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が目前に迫ってから何かやろうとすると、行政にも市民にも非常に大きな痛みを与えるこ

とになります。 

 これは神奈川県で実際に起きた事例です。その町は人口が 4 万 5000 人、一般会計の規

模は 150 億円、ある有名な企業の城下町です。名前を言えば誰もが知っているような企業

です。その企業の経営がリーマンショックでガタガタといきました。法人市民税収が、い

ちばんいい頃より 20 億円ぐらい減ってしまう事態が起きました。その市長は何を宣言し

たか。「財政緊急事態です。市民ホールを休止します」と発表しました。それを聞いた市民

の皆さんは猛反対です。「なぜそんな大事な施設を閉めてしまうのか」。お金がないという

のは職員が多すぎる、職員の給料が高すぎるとか、そんな議論になってしまうわけです。 

 そこで市長は慌てて方針を撤回して、当面の間は存続としましたけれども、自らの報酬

は当然カット、議員も報酬カット、職員の給料も人事院勧告以上の削減と、そこまでやり

ました。今もそのホールは生きています。でも、ほとんどコンサートは行われません。市

民への時間貸しの場だけになっています。 

 このグラフは秦野市が作ったものです。何を表しているかというと、神奈川県下の市民

ホールを比較しています。横軸は人口

1000 人当たりの座席数です。この町の

ホールは、突出して規模過大です。4

万 5000 人の町が持つようなホールの

大きさではありません。神奈川県下は

確かに豊かな自治体が多いです。いま

だに交付税の不交付団体が 6 つもあっ

たりします。そういう神奈川県下でも

市民ホールを造れば、だいたいこのあ

たりに収まってくる。これに対して市

制施行 20 周年、企業も景気がよかったときに、ドーンと張り込んで大きなものを造って

しまいました。 

 市民の皆さんが言うように本当に大事な施設なのか。縦軸は年間の稼働日数で、神奈川

県下で 低です。使われていない、大きすぎて使いにくいのですね。コンサートをやる側

だって、人口 4 万 5000 人の町で大きなホールを借りても、人が埋まらないから借りませ

ん。こういう情報を前もって市民の皆さんにお見せして、過去造ってしまったことを今さ

ら言ってもしようがないです。でもこれを維持するだけで、年間 2 億円以上のお金が必要

になります。財政緊急事態なので、しばらくの間は休止するという選択肢はないでしょう

か。そういうやり方をしていたら、もしかしたら結果は違ったものになったかもしれない

ということです。 

 では、こういう情報を市民の皆さんにお伝えするのは何の役割なのか。これは公共施設

白書の役割ではないかと思います。公共施設白書というのは、公共施設をストック、コス

ト、サービスの 3 つの視点で捉えて、現状と課題を明らかにするものです。市民との間の

情報共有、あるいは庁内での共通認識の形成に役に立つツールになります。 

 秦野市の公共施設白書は本編が 200 ページぐらい、施設別解説編は 300 ページぐらい、

合計 500 ページぐらいのものです。秦野市というと「神奈川県」と頭につけなければ、神
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奈川県であることすらあまりわかってもらえないのではないかと思います。私どもの市長

は秦野市生まれ、秦野市育ち、秦野市を愛してやまない方です。あまりにも知名度が低い

ので全国市長会で名刺交換をすると、「小田原から電車で 20 分ぐらいです」とか、よその

名のある町を引き合いに出して説明しないと位置すらわかってもらえない。こんな悔しい

ことがあるかと、よくおっしゃっています。ですから「全国初」や「日本一」が大好きで

す。白書ができたときも市長に報告に参りました。「市長、中身はともかくとして、ページ

数だけは日本一にしておきました」と言うと、市長にことのほかお喜びいただけたことを

覚えています。 

 千葉県下でも白書を作るところが出てきましたけれども、皆さんの町で新たに作るなら、

ぜひページ数日本一に挑戦してみてください。日本一を取るために気をつけなければいけ

ないことは、文字の大きさと文字間、行間です。これを決して小さくしてはいけません。

大きくすれば、それだけどんどんページ数が増えますので、ぜひチャレンジしてみてくだ

さい。 

 いちばんの特徴は、実はページ数ではなくて自前で作っています。威張ることではあり

ません。財政があまりよくないので、こういう予算、委託料をつけてくれません。ですか

ら自分たちでやるしかありません。でもその結果、画一的ではない、独自の視点での現状

分析と課題抽出ができたかと思います。今まで隠していたわけではないのですけれども、

公開の機会が少なかった情報がたくさん載っています。 

 いちばん大事なことは、行政側に都合の悪い情報も、利用者である市民の皆さんに都合

の悪い情報も、包み隠さず全部お見せすることです。なぜか。どんな公共施設にも利用者

がいます。手の内を隠して議論していても、エゴのぶつかり合いにしかなりません。です

から透明で客観的な情報を、みんなが手にして同じテーブルについて議論する。そのこと

がいちばん大事ではないかと思います。平成 25 年 5 月に改訂版を発行しています。デー

タを新しくするという意味もありますが、こういう動きが少しでも見えなくなると市民の

皆さんが、せっかく持ってくれた危機感がスッと薄れてしまうのです。ですから定期的に

情報を発信し続けることも、大事ではないかと思います。 

 では、どんな情報が載っているのかを幾つかお見せします。まず学校です。秦野市の小

学校の数、中学校の数を、神奈川県下で比較すると、児童・生徒の数に応じた標準的な学

校数、この線で表されています。これよりも全然少ないです。昔から財政力が弱いので、

先人たちも増やさないように我慢してきました。 

 では学校にかけているお金はどうだ

ろうか。小学校にかけているお金も、

中学校にかけているお金も、神奈川県

下で比較すると財政規模に応じた支出

しかしてなくて、決して負担は重くな

いのです。ところが秦野市には公立幼

稚園が 14 もあるのですが、これは神

奈川県内では非常に特殊です。大正 2

年に幼児教育を始めており、公の幼児

教育が充実した町というのが秦野市の
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誇りでした。ですから幼稚園費まで加えた学校教育費全体で見ると、財政規模を大きく上

回る支出をしています。秦野市の誇りであったから、こうしているわけですね。 

 ところが公立幼稚園児の数が減り続けていきます。子どもの数が減っているので、減る

のは当たり前となります。そこで、何パーセントの子が公立幼稚園を選んでいるかという

就園率を見ると、どんどん下がり続けていて公立幼稚園が選ばれなくなっているのがわか

ります。その原因は何か。まず、保育園に行く子が増えたことが 1 つあります。それとと

もに私立幼稚園で、3 年保育をやっている、あるいは通園バスで家の近所まで迎えに来て

くれる。こういうサービスを親が選んでいる。行政側の思いと市民のニーズが、一致しな

くなっているという課題が見えてきます。 

 次に子どもの教育、子育てです。これは大事ではないという人はいないと思います。で

もどれだけお金がかかるのかを、ちゃんと知っておく必要があると思います。まず保育園。

公立では 1 人 1 年間で、市の負担は 100 万円を超えます。民間の保育所ですと、現状では

国が半分を見てくれるので半分の 50 万円で済みます。幼稚園です。公立幼稚園と私立幼

稚園とで、いちばん違うのは保育料です。私立は経営だから、足りないものは全部もらわ

なければいけない。小学校と中学校とあって、トータルすると 5 歳から幼稚園に入って、

義務教育を終えるまでで 600 万円の税金を使います。1 歳から保育園に入って義務教育を

終えるまでだと、1100 万円から 1200 万円の税金がかかります。これが子育て、子どもの

教育の姿です。 

 私に 2 人の娘がいると言いましたが、神奈川県立高校は 1 人 1 年間、さらに 100 万円の

税金を使います。お姉ちゃんは県立高校を出て、今大学 4 年生です。下は県立高校を出て、

今大学 1 年生です。うちは 5 歳から幼稚園コースです。600 万円に高校 3 年間の 300 万円

を加えた 900 万円。かける 2 人で 1800 万円です。お姉ちゃんは県立の大学に行かせても

らったので、4 年間でさらに 300 万円の税金を使いました。これを加えて 2100 万円。下

は私立ですが、私立にも私学助成がありますから、1 人 4 年間で 70、80 万円使います。

私の 2 人の娘の教育を終えるだけで、2100 万円から 2200 万円の税金が消えています。公

務員がいくら給料がいいといっても、私が支払った今までの税金の額を足してもとても足

りません。酒税とたばこ税を入れれば何とかなるかもしれないと思うのですが、計算の仕

方がわからないので入れていません。 

 毎日道路を歩いているし、ごみも収集してもらっているし、そのお金は一体全体どこの

誰が負担してくれているのか。非常に不思議な気持ちになります。ですからこういう数字

を知ると、娘たちが社会に出たあともしっかり仕事をして、社会に恩返しをしなければい

けないことが非常によくわかります。 

 次に公民館です。秦野市でいちばん利用が多い公民館と、少ない公民館。残せるハコモ

ノの量が限られているから、利用者の少ない公民館は統廃合したらどうか。当然そういう

意見が出てきます。でも利用者の絶対数だけを見て、それをやろうとすると大変な騒ぎに

なると思います。時間別稼働率を見てみます。午前中は利用者が多かろうが、少なかろう

が、フル回転をしています。これが公民館なんですね。秦野市に 11 館ありますが、全部

こうなります。利用者が少ないというだけで公民館を統廃合したら、この午前中の時間を

使っている人たちは行くところがなくなってしまいます。大反対が起きますね。 

 それよりも午後と夜間で大きく差がつく稼働率を、いかに有効に使うか。これに知恵を
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絞るほうがいいのではないか。あるいはここをうまく使うことによって、この施設の維持

管理に充てるお金を稼ぐことができないだろうか。そのためには社会教育法に基づく公民

館という施設の姿が、本当にいちばんいいのだろうか。そういう課題がいろいろと見えて

きます。 

 部屋別の稼働率を見てみます。使

われる部屋と使われない部屋、みん

な一緒です。では使われない部屋を

もったいないから、みんなが使いた

がる部屋に改装すればいいという意

見も当然あると思います。でも公民

館の調理室には、今大事な機能があ

ります。ここで地区の社会福祉協議

会の方がボランティアで、地域の高

齢者への配食サービスのお弁当を作ります。これから高齢者の方がもっと増えるのに、地

域からそういう機能の部屋を奪ってはいけないですね。 

 では、どうすればいいのか。秦野市の公民館は、みんな学校に近接しています。学校に

は家庭科調理室があります。そこもあまり使われない。そうすると今まで地域の中に 30、

40 人が一遍に調理のできる部屋が 2 つあって、どちらもあまり使われない。それだったら

二つを一つにして共用することができれば、面積が半分になっても機能は維持していける

ではないか。そういう発想が見えてきます。これはあとでご説明するシンボル事業の中で、

実現できないかをやっているところです。 

 公民館は全部こうなります。なぜか。公民館はそういうもんだという発想で造るからで

すね。「○○とはそういうもんだ」というところから、抜け出てこれない人のことを「もん

だ族」と呼ぶそうです。民間にもいますけれども、公務員に非常に多いですね。私も今こ

こで偉そうなことを言っていますけれど、この仕事をやる前は立派な「もんだ族」だった

かもしれません。この「もんだ族」と対立する部族が「べきだ族」といいます。「こうすべ

きだ、ああすべきだ」と言う人です。 

 「もんだ族」と「べきだ族」ですから、いつまでたっても話は平行線になってしまいま

す。そうすると間に入る部族が現れます。「けど族」といいます。「いや、そういうもんだ

けど。いや、そうすべきだけど」と、一生懸命間に入って折衷案を考えます。 

 次に図書館です。秦野市の図書

館の蔵書はどんどん増え続けてい

きます。いくらあってもいいんで

すね。司書の人に言わせれば、理

想を言えばキリがないわけです。

でもこれ以上増やしていくために、

蔵書庫を建ててくださいと言われ

てしまうと、我々はちょっと待っ

てくださいとなります。 

 分析をしてみると、秦野市の図
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書館の蔵書は神奈川県下で比較すると、人口規模に見合った蔵書を持っています。決して

見劣りのする恥ずかしい図書館ではありません。ところが、その蔵書が貸し出されていま

せん。標準的な数の半分ぐらいしか貸し出されていません。なぜこういうことが起きるの

か。人口に見合った貸出利用登録者がいません。それは秦野の図書館は駅から歩けません。

25、30 分ぐらいかかるから、車で通う方でないと頻繁に行きにくい。これに対して神奈川

県下では、19 の市町村の図書館で住民が相互利用できます。ですから駅から遠い自分の町

の図書館に行くよりも、通勤先、通学先で便利なよその町の図書館、あるいはよその町の

駅前にある図書館を使う市民が非常に多いんですね。では、この図書館に蔵書庫まで建て

るお金、それは市民サービスの向上に直結するのか。使えるお金があるのだったら、分館

機能の充実を先に考えるとか、配本サービスを検討してみるとかを考えたほうがいいので

はないか。そういう課題が見えてきます。 

 減らすことばかりに目が向くのです

が、現状でも足りない公共施設の機能

があります。例えば都市部における保

育所の待機児童です。このグラフは神

奈川県下で比較していて、縦棒はその

市の保育所の定員全体に対して、公立

保育所の定員が何パーセントを占めて

いるかです。A 市は 6 割ぐらいが公立

保育所だということです。折れ線は、

その市の 5 歳未満の子どもの何パーセ

ントを、保育所に入れられるだけの定員を公立と民間で合わせて持っているかです。公立

の割合を上げれば上げるほど、預かれる子どもの割合を下げている傾向が出てきます。 

 公立だと 1 人 1 年間 100 万円を、市が負担しなければいけない。そうすると待機児童解

消のために 1 億円の予算を用意する。公立でやると 100 人しか定員拡大ができません。民

間だと半分で済むので、200 人の定員を拡大できます。公設公営にこだわるあまりに、市

民サービスの低下を招いている傾向が見て取れます。ただ私は公立不要論者ではありませ

ん。いろいろな子どもがいます、いろいろな家庭があります。公立には公立のしっかりと

した役割があると思いますけれども、あまりにも公立に頼りすぎていると、こういうこと

が起きかねないということです。 

 こども家庭相談室という機能があります。子どもや家庭に関するいろいろな相談を受け

ていますが、ここへの相談件数の増加が止まりません。どんどん増えていきます。これは

全国的にも一緒みたいです。嫌な話ですが、養育虐待に関する相談がものすごく増えてい

きます。相談室が足りなくなるので、倉庫だった部屋で相談を受けていたわけです。倉庫

だった部屋ですから灯りはあるけれども、冷暖房もろくにありません。自分の子どもにつ

い手を挙げてしまうとか、うまく育てられない。弱り切って相談に来る方に、そういう対

応をしていていいのだろうか。白書で仰々しく「これが課題です」と取り上げないと、秦

野市は相談室の 1 つも解決できないのか。そう思う方もいるかもしれませんが、できなか

ったんですね。 

 こども家庭相談室は、保健福祉センターという福祉のお城の中にあります。平成 10 年
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に保健福祉センターができたのですが、平成 19 年にあとからそこに入りました。このと

きも大騒ぎだったそうです。なぜか。新しい機能が増えるということは、今まで使ってい

た誰かの場所が奪われるということです。保健福祉センターのようなところは、今まで使

っていた人もみんな福祉なんですね。「私たちも福祉です」「私たちも福祉だから大事です」

と言って譲らないわけです。相談室 1 つ増やすにも、またその大騒ぎが始まります。どう

にもならなくなって当時の部長が、こんな状態だということを大勢の市民に見てもらって

ほしいと。そういうふうにして加えた課題です。平成 21 年に白書を公表して、解決した

のは平成 25 年。さらに 4 年がかりでした。本当に面白い施設です。 

 私がこの保健福祉センターの中を歩いていると、市長の耳に入っていたことがあります。

別に市長に「行ってきます」と言ったわけではありません。福祉団体の人が市長に電話を

しました。「市長、あの男がまた来たじゃないか。今度はうちの団体の前を通って行ったけ

れど、今度はおれたちを追い出すつもりか」と、市長に文句を言ったそうです。市長は「あ、

そうですか。あの男は私の言うことを全然聞かない男でね。今度よく言っときますから、

と言っておいたから」、笑っていましたけれど。 

 いろいろな自治体に行きますけれど、話を聞くとみんなそういう性格になってしまうみ

たいですね。既得権の主張が少し強い施設。今まではそれで済んだかもしれません。でも

これから限られた床面積を効率的に使わなければいけないとしたら、それでは困ると思い

ます。こんな情報の載っている公共施設

白書は、自治体にとってパンドラの箱で

す。パンドラの箱の話は、開けると嫌な

ものがいっぱい出てくるわけです。利用

者側は既得権益の主張、私利私欲、反対

運動、政治的圧力がいっぱい出てきます。

役所の側は事なかれ主義、先送り、前例

踏襲などが丸見えになってしまう。これ

が公共施設白書です。でもパンドラの箱

というのは、 後に希望が出てくるとい

うお話です。この公

共施設白書も作れば、

後には必ず希望が

出てくるということ

です。 

 次の図は白書を作

った自治体です。急

速に増えつつありま

す。やはり関東地方、

南関東 1 都 3 県がい

ちばん多いです。や

はり人がいっぱい集

まっていますから、
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目を向けるのも早かったですね。千葉県も 近、急激に増え始めています。作っているの

が習志野市、佐倉市、袖ヶ浦市、松戸市、成田市、四街道市、旭市、八千代市。我孫子市

も市川市も、私の情報では今作成中かと。もしかしたら、もうできているかもしれません。

作ったけれど、公表していないものもあるでしょうから、あくまでもホームページで公表

しているところだけです。 

 地域的に取り組みにばらつきがあります。北のほうは、あまり取り組みが進みません。

ただ北のほうは自然が厳しい。北海道では一昨年の冬、5 歳の女の子とお父さんが地吹雪

で動けなくなって、お父さんだけ凍死してしまった事故がありました。ニュースでは、5

キロ離れた児童センターの帰り道と言っていました。児童センターというからには、明ら

かにハコモノだと思います。父子家庭だと言っていましたので、毎日お父さんの仕事が終

わるのを、そこで待っていたのかもしれません。それが 3 キロ離れたところだったら助か

ったかもしれない。あるいは真冬に大地震が来たとき、どこに逃げるのか。 

 そういうことを考えると、減らさなければいけないといっても減らしきれるものではな

いと思います。ですから、やるべきところまではしっかりとやっていただく。それでもな

おかつ足りないものは、便利なところに住んでいる人たちがちょっと我慢をする。それで

全体を支えていかなければいけないのではないかと思います。そういう点では、人のいる

大阪がやってくれなければ困るのですが、あまり進まないですね。いろいろ事情があるみ

たいです。人口の多いのは愛知県、右半分の三河地方の人たちが非常に危機感を持って進

めています。左半分の尾張地方の人たちは見栄っ張りですね。婚礼家具をガラスのトラッ

クに積んで、引きずっていくような土地柄です。ですからハコモノを競い合うように造っ

ています。 

 ある尾張地方の自治体に研修でお邪魔して、帰りに公共施設を案内してくださいました。

展望台に登らせてもらいました。57 メートルあるそうです。いちばん上まで行って、ぐる

っと一周回って「いい眺めですね」。すると向こうにも展望台が見えます。「あれは何です

か」と聞くと、「あれは隣の町の展望台です。138 メートルもあります」と。尾張の人たち

は、他のハコモノもみんなそういうふうにやっています。ですから豊かな尾張のうちはそ

れでよかったのですが、さすがに尾張の皆さんもおしりに火がつき始めて、「こういう取り

組みも、隣が始めたからうちも始めよう」と競い合うようにやります。ですから尾張は今

後一斉に、ここに名前が上がってくるかもしれません。 

 もう南は沖縄まで全部いっています。今後もこの取り組みは広まっていき、続くのでは

ないかと思います。公共施設白書という

名前はつけないにしろ、対策を考える、

あるいは住民に説明しなければいけない。

そういうことを考えれば、データの集約、

現状分析、課題抽出の作業は必須のもの

になってきます。 

 続いて更新問題を解決するために、秦

野市が作りました方針と計画について説

明します。まず方針の基本原則です。秦

野市は今、48 億円という一般財源をハコ
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モノに使っています。これを 40 年間使えるとすると 1920 億円の枠があります。これを全

部建替えようとすると、建替え費用は 346 億円不足します。ハコモノを減らしていくこと

によって、これにかかっていた管理運営費用を減らしていくことができるはずです。面積

を縮めていくと管理運営費用が浮いてくる。この浮いた管理運営費用を残さなければいけ

ない、大事なハコモノの建替え費用の不足分に充てがっていく。余ってくる管理運営費と

不足する建設費が一致するところまで、面積を縮めていきましょう。これが秦野市の方針

の基本原則です。 

 計画を進めながら、計画のための財源を生み出していきます。財政計画的側面を持って

いて、これが 1 つ大きなポイントになります。あとで公共施設等総合管理計画のところで

もお話しします。 

 作りました方針の 1 番目、基本方針です。原則として新しいハコモノを造りませんと言

っています。冒頭で私は、今あるハコモノすべてを維持することは不可能と言いました。

今あるものを維持できないのに、どうして加えて造っていくのですか、という意味です。

学校を建て替えないという意味ではありません。新しい何とか館、何とかセンターを造り

ませんということです。それでも社会の変化や子育て支援関係は次から次へと何かが出て

きて、造ることがあるかもしれません。そういう場合には更新する予定だったものを、同

じだけやめてきちんと計算を合わせます。そこまで言い切っています。2 番目、ハコモノ

の更新にはしっかりと優先順位をつけます。3 番目、優先度の低いものは、全部統廃合の

対象です。そして 4 番目は、こういうことを全部縦割りでバラバラやらないで、一元的に

マネジメントをする。これが 4 つの基本方針です。 

 方針の 2 番目がその優先順位です。 優先となるのは自治体運営上、 重要機能だけで

す。義務教育、子育て支援、行政事務スペースの 3 つだけです。日本国憲法の話です。自

治体が義務教育をやめることはできないです。これ以上、人口が減ったら困ります。また

生産年齢人口が減れば、女性の労働力が非常に大事になります。市役所が存在する以上、

仕事をする場所が必要です。消防署だって必要です。そういう意味です。 

 優先。声の大きい人がいるから優先されるのではなく、客観的評価でここに入れます。

優先に入ってくるものは、自治体の事情で多少異なってくる場合があります。秦野市に

は市立病院がありません。ごみや斎場は、隣の伊勢原市と共同処理しています。ですから

秦野市だけで勝手に、何か言うことはないですね。それらをどうしているかによって、こ

こに入ってくるものは多少変わりますが、そうそう多くのものを入れられるものではない

というのが現実です。 

 それはなぜか。方針 3 番目、数値目標です。秦野市は 40 年かけて 31.3％のハコモノを

減らすとしています。これは基本原則から言うと、31.3％を減らせば 68.7％はしっかり維

持していけることになるわけです。この数字でも残せるハコモノは、小中学校以外では 3

万 9700 ㎡しかない。庁舎、市民ホール、図書館、公民館、温水プールと、全市的に利用

している市民の皆さんが、優先的に維持すべきだという施設です。これで 3 万 5700 ㎡に

いってしまいます。何かを欲張っても、そうそう残せるわけではありません。これが公共

施設更新問題の現実だということです。これもあとで説明しますが、31.3％で済む。これ

は日本の中では、私の計算では非常に低いほうです。秦野市より低くできる自治体は、日

本の中に 14％ぐらいしかない。そういうまちでもこうなる。これが公共施設更新問題だと
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いうことです。 

 この目標値は当てずっぽうでも何でも

なく、シミュレーションして導き出して

います。今後 10 年間、20 年間、30 年間、

40 年間というスパンで、今持ってるハコ

モノを 100％建て替えた場合、90、80、

70、60、50％にした場合を計算して、建

て替える量が多ければ多いほど、建設費

の不足額が大きくなり右上がりのグラフ

になります。建て替える量を少なくすれ

ばするほど、管理運営費がたくさん浮いてきますから、左上がりになります。この 2 本の

グラフをクロスさせて、この交点、つまり不足する額と余る額が一致する点、プラスマイ

ナスゼロになるところです。ここがその年度までの削減目標だ、というシミュレーション

をかけて導き出しています。 

 エクセルのシートでこのグラフが自動にできるものを作っていますので、もしチャレン

ジしてみたいという方がいらっしゃいましたら、あとでメールをください。送ります。で

き上がったら、ぜひ参考までに私にまた返してください。そう言って何人もの人に送って

いますが、返ってきたのはわずか 2 つか 3 つしかありません。皆さん、今ここで話を聞い

て、「ようし、おれも」なんて思っても、やはり職場に戻ると忙しくて、やってられないと

なってしまいます。チャレンジしたいという人は、ぜひやってみてください。 

 インフラ、道路は冒頭で少しお話ししましたけれど、これで道路を賄おうとするとどう

なるか。4 つの交点がこちらのグラフに比べて、グッと左側に寄っています。建て替えら

れる量が少なくなっているということです。2050 年に 47.6％しか更新ができない。これ

はすなわち秦野市が、義務教育の必要量を維持できなくなる。それを証明したわけです。

ですから秦野市はハコモノと道路のお金を、すっぱりと切り離しました。ハコモノにまで

悪影響を及ぼしかねないからです。 

 では、道路のお金はどうすればいいのか。これは意識が変わらない限り、私は無理だと

思います。道路の更新の費用を全部出すためには、おそらくどの自治体も何かのサービス

を、バッサリやめざるを得ません。そのサービスの先に市民がいます。そのサービスを受

けている市民も、道路のためだからしようがないと思い、行政側も道路の優先順位が高い

と思わなければだめですし、議決する議会の側もそういう意識を持たないと無理です。そ

うならない限り、このお金は出てこないのではないか思っています。 

 減らすといっても、公共施設が持っている機能、役割が 3 割減ってもいいのか。それは

また別な話です。役割はできるだけ維持していきたい。そういう場合はどうすればいいの

か。もう複合化は必須です。建物の 4 割は共用部分と言われています。複合化することに

よって、 低でも共用部分を共用することができます。二つを一つにするだけで、床面積

で 20％減って、機能はそのままです。三つを一つにできれば、床面積は 27％も減って機

能はそれぞれそのままですね。それとともに公共施設は開館時間中、どの部屋もフル回転

していますか。してないですね。ガラガラなところが多いはずです。 

 秦野市もいちばん利用者の多い公民館は 8 万人が年間いるといっても、時間別に稼働率
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を集計すると、全体で使われているのは 44％にしかなりません。それが公共施設です。で

すから空いている時間や空いている場所を、うまくシェアして共用化することができれば、

三つ分の公共施設の機能を、二つ分で済ませることができるのではないか。それができれ

ば、これだけで 47％も床面積が減って、機能はそのまま生かすことができるということで

す。これから何かを考えるにあたって、複合化は必須ではないかと思います。 

 方針の 4 番目。こういう視点で計画を進めますと、いろいろ書いてあります。ボリュー

ムが大きいので中身は説明しませんけれども、見出しだけ言います。「三方一両得」。大岡

越前の裁きは三方一両損という話だったが、得とは何が書いてあるのか。「無い袖は振れぬ」。

役所がいよいよ開き直っているが、何が書いてあるのか。これは市民の皆さんの興味を引

きたいのです。大勢の皆さんに中を見てもらいたいのですね。それでこういう見出しの振

り方をしています。 

 視察にたくさんの自治体の方がお見えになります。いろいろやったけれど、なかなかう

まくいかないという自治体もけっこうあります。何が原因か。その 2 大失敗例の 1 点目。

総量を減らすことに目を向けないで、長寿命化や長期修繕計画だけに頼ると失敗します。

なぜかというと、公共施設をライフサイクルコストで考えてみてください。建替え費用は

ライフサイクルコストの 4 分の 1 くらいです。大半を占めているのはランニングコストで

す。長寿命化して施設を残していたら、ランニングコストは減りません。そんな状態で長

寿命化工事は、非常にお金がかかるわけです。そこにまで十分にお金を回せる豊かな自治

体は、日本にそう多くないということです。 

 理論上は財政力が非常に高い、人口密度が非常に高い、ハコモノの面積が少ないという

ことです。そして区域が狭い。これは道路、上下水道の延長が短いから、負担が少ないと

いうことです。こういう自治体はできるかもしれないですが、東京都の多摩市、武蔵野市、

財政力指数はいまだに 1.2、1.3 だと思いますが、できないそうです。担当者になぜできな

いのかと聞いたのですが、インフラのことまで考えると無理だと。ハコモノを絞り込んで

お金を浮かしていかないといけない。これができるのは東京の港区や渋谷区とか、2 つぐ

らいしかないのではないかと思います。 

 施設評価をやり、減らす理由を探します。なぜその施設を減らすのか。これは何が大事

かみたいな施設評価をやると、間違いなく失敗すると思います。公共施設は大事なもので、

大事だから造ったわけです。それを今さら何が大事かみたいに言っても、利用者はみんな

「うちが大事だ」と言うに決まっています。結局何も減らずにそのまま、というところが

けっこうあります。運動会で「足の

速い子は決勝に出ることができま

す」というアナウンスをしたら、親

はみんな「うちの子だって出られる

かもしれない」と思ってしまいます。

そうではなく、3 着までの子どもが

決勝に出られますとしっかり決めな

ければいけないです。 

 残せる施設の量をしっかり計算し

てみること。これがいちばん大事な
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ことです。そこへ向かって、いかに客観的な評価をして施設を減らしていくのか。それが

できる評価であれば意味があると思いますが、そうでなく減らす量も決めずに、何が大事

かみたいな評価をすれば、必ず行き詰まってしまいます。この方針に基づいて第 1 期基本

計画 10 年間、その前半 5 年の実行プラン。この中で集中的に取り組むシンボル事業を今

進めているところです。 

 秦野市の方針、計画の特徴の 1 つとして、総合計画と行革推進プランと三位一体の計画

として、同時並行で策定作業を進め、同時にスタートさせていることがあります。ですか

ら 3 計画に一切の矛盾がありません。 

 計画の進行の基本パターンです。小さな施設では耐用年数がくると、建物は使いません。

そこが持っていた機能は、近所の中ぐらいの施設に移る。この施設も耐用年数がくると、

もう建物は使いません。この機能は、小中学校を中心とした場所に移転をしていく。これ

が秦野市の計画進行の基本パターンです。小中学校を中心とした場所に、地域コミュニテ

ィの拠点になる施設をつくり上げて、将来にわたって維持していこう。これが秦野市の考

え方です。 

 では、この拠点が幾つできるのか。全

部で 15 カ所です。秦野市の小学校区は

13 です。これに対して 15 でき上がると

いうことは、公共施設再配置計画は小学

校区を壊しません。なぜかというと子ど

もの数が減ったとしても、そこで一緒に

年を重ねてきた人、あるいは一緒に子育

てをしてきた人たちの、結びつきの強い

コミュニティの単位は小学校区です。そ

れを効率性だけを考えて、壊すようなこ

とをしたくないということです。この何地区というのは、昭和の大合併前、明治の頃から

の旧の町村の単位です。この境界を侵さずに、この中で人口が増えたところは小学校区を

割っていっています。これを曖昧にしてしまうようなことは、明治の頃からやっていませ

ん。この境界がなくなってしまうと、地域の伝統、文化や風土などまで、みんな薄れてし

まうというのが秦野市の考え方です。 

 上地区は人口 2400 人の地区です。70 人ぐらいの小学校があります。それも統廃合の対

象にはしません。複合化はするけれども、明治の頃から地域の中心だった小学校は、これ

からもしっかり地域の中心として生き続けてもらう。そのために何をしたのか。真っ先に

閉めた施設は駅前の施設です。民間のビルを借りていたから、家賃が高かったのですね。

もしかすると秦野市は普通とは逆のことをやっているのかもしれないのですが、何を大事

にしたいのか、しなければいけないのか。そのことをはっきり打ち出しています。このこ

とも市民の皆さんにご理解をいただく、秘訣の一つになるのではないかと思います。 

 平成 23 年 4 月から計画推進体制に移っています。副市長をトップにした推進会議を設

けて、延べ 50 人以上の職員がメンバーとなって計画を進めているところです。進めてい

るところで説明を終わってしまえば、「さすが先進市だ、すごいな」となるのですが、うそ

をついたまま帰るのは嫌なので本当のことを言います。「でもなかなか進まないらしい」と
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書いておいてください。皆さんも役所の人ですからね。役所って、そういうところですよ

ね。みんなが一斉にビシッと同じ方向を向かないです。利害関係の異なる企業の集合体み

たいな性格がありますから、そういう側面があってもしようがないのかなと思います。 

 今まではそれでよかったかもしれないけれど、これからは何とかしなければいけないの

ではないか。そう思うのですが、それを直そうとすると、非常にエネルギーと時間を食う

ことになります。ですからここは、役所はそういうものだと決めつけてしまっていいと思

います。それを前提にして、少しでも早く方針や計画のようなものを作らなければいけな

いのではないか。私はそう思います。 

 先ほどなかなか進まない、みんなが同じ方向を向いてくれないという悩みを言いました。

それでも中には、危機感を持って一生懸命やってくれる部署もあります。シンボル事業の

1 つですが、知的障害者福祉施設を民営化しています。民営化のためにどういうことをし

ているのか。秦野市は再配置計画の取り組み以前から、幼稚園と保育園を一緒にしてこど

も園をつくっていました。保育園の跡地を社会福祉法人に、事業用定期借地の制度を使っ

て貸すことによって民営化を成功させました。これだけで公設のハコモノが 230 ㎡減りま

した。敷地も建物も、公設公営でやっていた頃の 2 倍に拡大しています。財政上の制約か

ら離れたことによって、送迎バスが出せるようになったりと、利用者へのサービスが本当

に良くなりました。民営化というと役所側のお金のことばかり考えるのですが、実は民営

化のいちばん大きなメリットは、利用者へのサービスが良くなることです。 

 でもお金の話をさせてもらえば、20 年で 3 億円の効果を生む事業になっています。公共

施設を統廃合した跡地を社会福祉法人に貸すというパターンは、高齢介護関係の施設でも

非常に有効になってくると思います。これからどんどん高齢介護関係の施設が必要になっ

てくる。役所がやるような時代ではないので、社会福祉法人にお願いするわけです。社会

福祉法人だって、土地の負担は重たいですね。ですから調整区域のバスも通わないような

ところに、こういう施設がいっぱいできてくる。しかし、この跡地を貸すことによって、

まちなかの便利なところ、近いところにこういう施設を増やしていけるのではないかとい

うことです。 

 もう一つのポイントは定期借地です。年限を限るということです。これは何かというと、

高齢化率は高まっていっても、高齢者の実数は 20 年後ぐらいを境に減り始めると言われ

ています。ピークに合わせて造っていたら、学校の空き教室と同じことが起きます。学校

や役所なのでもちこたえていますが、社会福祉法人のベッドが空き始めたらもちこたえら

れません。お年寄りの奪い合いをしてもしようがありません。 

 ですから「おたくの法人は 20 年間、こちらで何床の施設をやってください。こちらの

法人は 30 年間、ここで何床の施設をやってください」。このように年限を限って、ベッド

数をコントロールすることにもつなげられるのではないか。20 年、30 年ですから、木造

の施設でもいいわけです。このように社会福祉法人の負担を低くしながら、手を引きやす

くしてあげられる。そういったことにもつなげられるのではないかと思います。 

 シンボル事業の二つ目が出来上がっています。いろいろありましたけれども、何とか出

来上がりました。これが誘致前の状態です。ここは展示ギャラリーといいます。展示ギャ

ラリーといって何をしているか。掲示板が 3 枚置いてあるだけです。なぜここが展示ギャ

ラリーなのか。「ここは展示ギャラリーです。市民に保健と福祉に関する情報を発信し、も

－59－



って市民福祉の向上と……」、こう補助金の申請書に書くわけです。そうすると、ここに補

助金がつきます。だから展示ギャラリー

なんですね。 

 私どもの市長はこういうものは大嫌い

です。ご自宅は個人商店ですが、うちの

店でこんなことをやっていたらとっくに

つぶれている。公務員の頭の中は、一体

全体どうなっているんだとよく怒られま

した。「志村、ここの施設の床 1 ㎡当た

り、1 年間にいくらの税金がかかるか計

算してこい」。計算して「1 万 8000 円で

す」「ばか者」と。「別に私がそうしているわけではないんですけれど」と言いたかったの

ですが。「こんな使い方をして、1 ㎡に 1 万 8000 円の税金を垂れ流しているなら、郵便局

でも呼んだらどうだ」。 

 そこで郵便局を呼びました。これだけで家賃が年間 200 万円ぐらい入ります。その家賃

収入はどこかへ消えてしまっているのではなくて、公共施設整備基金に積み立てています。

なぜかというと保健福祉センターも築 15 年たっているので、これから設備系を中心に維

持補修に非常にお金がかかってきます。そこで計画的な維持補修の原資にするために、基

金に積み立てています。この郵便局では住民票、印鑑登録証明書の発行業務をやってもら

っています。公務員以外でやっていいのは郵便局員だけです。法律で担保されています。

秦野市の場合、今まで連絡所などですと、1 件 200 円ぐらいのコストがかかりましたが、

郵便局でやってもらうと 1 件 168 円の出来高払でいいのです。今までより安いコストで、

住民サービスの窓口を広げられたという施策になっています。 

 この施策のポイントはもう 1 つあって、日本全国にネットワークを完成させている団体

は三つあります。地方公共団体と郵便局と農協です。その 3 つは人口が減ると、どれも引

き揚げようとするわけです。そうすると、その地域のサービスがガタガタになってしまい

ます。ですから役所と郵便局がコラボする、お互いの負担を少なくしながらサービスの拠

点を残す。あるいは役所と農協がコラボすることもできるかもしれません。郵便局と農協

がコラボするのは無理だそうです。貯金と保険とか、業種がかぶります。ですから役所と

郵便局、あるいは役所と農協が力を合わせることによって、地域サービスの低下を抑える

ことにもつなげていけると思います。 

 今進めているシンボル事業、義務教

育施設と地域施設の複合化です。中学

校の体育館、プール、武道場と隣接す

る公民館、それと消防の分署を全部一

緒にした施設にして建て替えます。本

当は民設民営が理想だとは思ったので

すが、民設はリスクが高いことになり

公設することが決定して、中身はそっ

くり民間会社に運営を任せようと考え
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ています。順調にいけば今日、募集要項がホームページ上で公表されているところではな

いかと思います。来年 5 月末頃には、業者を選定する予定で進めています。 

 複合化とよく言いますが、異なる用途の建物をくっつける。これは複合化とまでは言え

ないと思います。ここからこちらは学校で、こちらは公民館というのは、ただの合築では

ないかと思います。複合化というのは、その場所と時間を子どもたちと一般の利用者がシ

ェアする。調理室をお互いに使い合う、アリーナだってそうです。空いている時間は市民

に開放する。プールもみんなそうですね。それをやるのが複合化ではないかと思います。 

 これを学校の管理下に置くと、校長先生が管理責任を負わされるのでは非常に厳しいこ

とになると思います。ですから、これは義務教育施設の位置づけを行いません。社会体育

施設として位置づけて、指定管理者制度を取り入れようということでやっています。こう

いうものを全部、所管省庁は違うわけですね。消防の分署などは総務省の消防庁、こちら

は文部科学省関係で義務教育課と社会教育課となります。 

 でもこういうものを丸々1 つにして、町に必要な機能を集約して維持していこうという

取り組みに対して今、国土交通省が非常に手厚くいろいろな支援を考えてくれています。

実は今年度の業務も委託料が 900 万円ぐらいかかるのですが、それを全部国土交通省が負

担してくれています。国土交通省からの受託調査という形で、あとで報告書などを上げま

す。皆さんもこれから何か施策を考えていくときに、財源がどこも厳しいのは一緒です。

何か国の支援がないかと探すときに、教育委員会は文部科学省しか見ないのですが、国土

交通省や内閣府も出てきます。そちらに目を向けてみると、意外といいものがあるかもし

れません。国土交通省ですから、個々の施設の利害は関係ありません。本当に町に必要な

ものは何なのかという視点で見てくれるので、意外と使い勝手のいい支援策があるのでは

ないかと思います。 

 次は再配置の取り組み以前ですが、秦野市役所の敷地の中にコンビニが独立して建って

います。独立型は日本で 初にやりました。福岡にもあるのですが、福岡は市役所が建て

た駐輪場の 1 階を貸しています。これは土地を貸して、相手方に建物を建ててもらってい

ます。そういうタイプを日本で初めてやったのが秦野市です。2 つ目は、先月ようやく誕

生した愛媛県の新居浜市です。秦野市はファミリーマートですが、新居浜市はサークル K

です。あちらはカフェまで併設されていました。 

 若い職員の方が秦野市に視察に来られて、一生懸命市長にボトムアップして実現させた

そうです。新居浜市長も、東京に来たついでにお寄りになりました。「若い職員の熱意に負

けてオーケー出したけれど、自分でもこの目で確かめないと不安でしようがないから」と

見に来られました。気さくな市長で、ひと通り見て回って「これならうまくいきそうだ。

うちのも大丈夫そうだ」と安心して帰られました。 

 このコンビニでは住民票の受け取り、図書館の図書の返却受付や市の刊行物を売ってい

たり、そういう公的サービスをやってもらっています。これを建物の中に入れてしまうと

セキュリティの関係で、24 時間 365 日できなくなってしまいます。24 時間 365 日市役所

の敷地の中で、市役所に代わって公的サービスをやってほしい。だからこういう形にこだ

わりました。これも事業用定期借地の制度を使っています。こういうやり方も、公民連携

による公共施設のマネジメントと言っていいのではないかと思います。 
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 再配置の取り組みについて、秦野市

民の皆さんはどう思っているのかをア

ンケートをとってみました。まず「公

共施設の更新問題を知っていますか」。

「知っている」「聞いたことあがる」が

3 分の 2 ぐらいいらっしゃいます。笹

子トンネルの事故をきっかけに急速に

広まっていきました。では「秦野市は

更新問題に立ち向かうために再配置を

やっていますが、それを知っています

か」。「知っている」「聞いたことがある」は 3 分の 1 になってしまいます。 新のアンケ

ートだと 40％まで増えたのでちょっとうれしいのですが、せめて 50％を超えないと、ま

だまだ努力不足かと思います。では知らないという人も含めて、「この取り組みには賛成し

てくれますか」。「賛成」「どちらかといえば賛成」が 77％と、4 分の 3 を超えます。非常

に高い支持率ですね。 

 この数字はまがい物だと言う人がいますが、私どもの市長は昨年 1 月が選挙でした。「私

は公共施設の再配置を進めてきました。これからもしっかりと進めていきます」と行く先、

行く先で演説したそうです。支援者はやめてくれと言ったそうです。なぜか。「私は公共施

設の統廃合を進めてきました。これからもしっかり統廃合をしていきますから、投票をよ

ろしくお願いします」と演説しているのと一緒ですね。それは選挙の演説ではないと、支

援者はやめてくれと言ったそうですが、ご自身はやめなかったそうです。なぜか。市長ご

本人が、市民のみんながこう思っているんだということを、しっかり感じていらっしゃっ

たんだと思います。借金をしてハコモノ行政を続けることを、市民は願っていない。堅実

な行財政運営を続けて、安全で安心なまちづくりをしてほしいと市民は願っていることを、

ご自身で知っていたと思います。 

 有権者の皆さんが今までどおり、近くの何とかセンターを 1 時間 100 円とか 200 円で使

用して、週 1 回お友達とサークル活動をする。このことを保証してくれる市長を選択した

としても、それは有権者の皆さんの結果責任です。これは冷たい言い方かもしれませんが。

でも、その結果を背負わされてしまうのは、将来の市民であることに気づいてもらわなけ

ればいけないですね。それはまず選挙のない我々公務員が、やらなければいけない仕事で

はないかと思います。 

 ここまでやってきて、いろいろ障害になるものがあります。まず「もんだ族」と「なん

だ族」です。「○○とはそういうもんだ」「ここは○○の施設なんだ」。これが非常に計画の

障害になります。これをなくさなければいけません。それから「何かあったらどうするん

だ」。これは公務員の口癖ですかね。皆さんの上司の中にもいませんか。では「何かとは何

ですか」と聞いてみてください。何かというのは何かに決まっているだろうと。答えなん

かないはずです。何かあったら解決すればいいんです。さっきのコンビニなど、何かのオ

ンパレードです。日本で初めてやっているのですから、それはそうですよね。 

 でもそのとき感じたのは、売上高が何兆円もある一部上場企業の社員と、地方公務員の

能力と、個人の能力に大差はありません。日本の公務員は非常に能力が高いと思います。
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いちばん違うのは組織の能力です。何かあったときこそ、会社を挙げて対応してくるのが

民間会社です。役所はどうでしょう。「知らないよ、うちの責任じゃないよ。それはそっち

の仕事でしょ」、これが役所ですね。そういうのが非常に違うなというのも、ファミリーマ

ートさんとやっても感じました。 

 本当にいろいろ問題がありましたけれども、全部解決してきました。 

 あと公民連携をやるときに、お上の意識を持ってはだめですね。例えば土地や建物を貸

してやるんだぞ、みたいな。貸してやるのではなくて、市民の負担を減らしていくために

借りていただくのですね。そういう感覚を持たないとだめです。対等な関係でやらないと

だめですね。「なんであいつらが決めるんだ」と言う幹部もいたりするわけです。私たちは

マーケットに口を出してはいけません。私たちはマーケットの素人です。私たちは行政の

プロですから、お互いの得意分野で知恵を出し合う。そしてウィン・ウィンの関係をしっ

かり築くことが公民連携です。 

 それと市長が変わったというのならしようがないかもしれないけれど、部長、課長が変

わったくらいで考え方が変わってしまう。「おれは知らないよ。それ、前任者の仕事でしょ。

前任者の考えでしょ。おれは違うもん」、これをやってしまうと民間は怖くて、そこの役所

には知恵もお金も出せないですね。役所はそういうケースが非常に多いです。民間だった

ら、絶対あり得ません。「上司が変わったから、考え方が変わってしまいました。ごめんな

さい」というのはやってはいけないですね。 

 今私は、民間が役所を選ぶ時代に入ったなと思っています。何を言っているかというと、

武雄ショックとよく言いますが、佐賀県武雄市の図書館。ツタヤが図書館の指定管理者を

やることを言っているのではないです。それだけだったら、どの自治体でも手を挙げれば

できるはずです。そうではないんです。人口 5 万人の町に、スターバックスコーヒーがで

きたことを言っています。普通、人口 5 万人の町にスターバックスは店を造らないです。

秦野市は 17 万人ですけれど、一つだけあります。駅前ではなくイオンのショッピングセ

ンターの中で、秦野市でいちばん人が集まる場所だからです。人口 5 万人の町でも 100 万

人が集まる公共施設を造れば、スタバは店を出してくれるのですね。これから役所の本気

度が試される時代ではないかと思います。 

  

 いつまでも反対する人には特徴があります。みんな一人称です。「私は」「私たちは」し

か言わないのです。それは再配置計画を受け入れてくれるわけはないですね。再配置計画

はあなたのためにやっているのではないです。あなたの子どもや孫たちのためにやってい

るのです。ですからせめて自分の子どもや孫たちのために、というふうに気持ちを切り替

えてもらえるように、説明に努めていかないといけないと思います。 

 そしてこの問題は、若い世代ほど危機感をしっかりと持ちます。自分たちが背負ってい

くものだからですね。ところが地域の中でも、組織の中でも、そういう人たちには決定権

がありません。いまだに決定権を持っているのは、こういう取り組みを夢がないとか、非

成長戦略だとか、そういうことを言う世代の人たちです。これから若い世代の声をしっか

り聞いてあげる、そういう意見も取り入れていくようにしていかなければいけないのでは

ないかと思います。 

 今の若い人たちはコミュニティをつくるのに、ハコモノをつくってくれとは思わないで
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す。同じハコでもスマホという小さいハコがあれば、コミュニティをつくっていってしま

うでしょう。ハコモノなんて借金を残してつくらないでくれ。そういうのが若者の世代で

はないかと思います。 

 後に、この問題は本当に全国で起きるということを、いろいろなデータから説明させ

ていただきます。まずハコモノの量は、何で決まっているのだろうか。うちのまちは多い

のかな、少ないのかなと、皆さんも非常に気になるところがあると思います。日本には 1742

の自治体がありますけれども、そこから政令市と東京 23 区を取った 1699 の自治体。これ

らの住民一人当たりのハコモノの面積

をプロットした図です。上は人口との

関係です。人口が多くなればなるほど、

一人当たりの面積を少なくすることが

できています。一つの建物を大勢で使

うようになりますから、こうなるのは

当たり前かというところです。 

 もう一つ、もっと関係の深いものが

あります。人口密度です。人口密度と

の関係が非常に高い。上の青いマーカ

ーより緑のマーカーのほうが、黒い線に沿ってギュッと凝縮されていることがおわかりい

ただけますね。実は一人当たりのハコモノ面積は、人口よりも人口密度との関係が強いこ

とがわかります。もちろん人口密度が高くなればなるほど、一人当たりの面積を少なくし

ていくことができています。 

 コンパクトシティという考え方があります。人の住むところを集めましょうという考え

です。人の住むところに集めるということは、そこの人口密度を高めるということです。

人口密度を高めることが、効率性の観点だけから言えばいかに有効なのか。こうやっては

っきりと目に見える形で表すことができます。これは一人当たりの行政コストや道路面積

というものでつくると、みんな同じようなグラフができます。ですから人口密度を高める

ことが、いかに効率的な行政の上で大切なのかということは、こういうことからよくわか

ります。 

 これが 1699 の自治体の単純平均で

す。人口 5 万 4000 人、人口密度 800

人、一人当たりのハコモノが 3.87 ㎡ぐ

らいあるのが平均値です。この表はそ

れぞれの人口と人口密度に応じた、さ

っきの黒い線で表される値です。日本

の標準的値と言っていいと思います。

この値と同じくらい、あるいはちょっ

と少ないから、うちは更新問題は安心

だとはなりません。秦野市は人口 17

万人、人口密度 3300 人です。色のついたところを横に追っていただくと、人口が 20 万人

でも 2.43 ㎡ある。人口密度 3000 人だと 2.59 ㎡ぐらいある。これが日本の標準です。 
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 ところが秦野市の持っている面積は、市民一人当たり 2.04 ㎡と標準値より 2 割ぐらい

少ないのです。そういうまちでも大変なことになってしまうというのが更新問題です。で

すからこれと同じくらい、あるいはこれを上回るようなところは、もっともっととんでも

なく大変なことになる可能性があるということです。 初のほうで言いました、ハコモノ

整備の山を覚えておいてくださいと。 

 日本にはハコモノ整備の基本パター

ンがあります。まず昭和 40 年代、50

年代に一山あります。秦野市のように

人口が増えるともちろんです。千葉県

内でも人口が急激に増えているところ

もあると思います。では人口が増えて

ないところはどうなのか。そういうと

ころにも、必ずここに山があります。

それはなぜかというと経済成長ですね。

日本中にお金が回っています。ですか

ら、ここでドーンと造っているんですね。唯一ずれるところもあります。沖縄と奄美地方

です。奄美は 30 年代にドーンとできています。本土の復帰が早かったからです。沖縄は

本土復帰が遅かったので、このあとに山があったりします。 

 二つ目の山を持っているところがあります。首都圏にはあまりありません。千葉県内で

もそれほどないと思いますが、バブル崩壊後の景気対策です。国が、あとで交付税で措置

してあげるから、いっぱい借金していいよと。ここでドーン造っています。三つ目の山を

持っているところがあります。これは平成の大合併の合併特例債です。二つ目、三つ目を

造るときに、一つ目を減らしているのならまだいいのですが、だいたい追加で造っていま

す。 

 まずは自分たちの町がどういうパターンかを、必ず知っておく必要があります。なぜか

というと、例えば長寿命化という選択肢をとろうとした場合、一つ目の山を長寿命化する

と、二つ目の山を持っているところはその山を大きくすることにつながります。それの何

がいけないのか。一つ目の山を建て替える頃より、二つ目の山を建て替える頃のほうが人

が減っているはずです。負担する人が減っている時期の負担を、重くすることにつながり

かねないですね。ですからそういうところまでしっかりと計算をして、方針や計画を作る

必要があるのではないかと思います。 

 これは合併した自治体と、していな

い自治体を比較したものです。もちろ

ん合併した自治体のほうが、していな

いところよりも一人当たりの面積を多

く持っています。こういう傾向がはっ

きりと表れます。千葉県内にも合併し

た自治体がありますし、今日の会場の

旭市さんも二つが合併したと先ほどお

っしゃっていました。合併した数が多
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ければ多いほど、症状は深刻になります。10 以上の自治体が合併したところは、していな

いところの 2.7 倍ぐらいを持ってしまいます。二つでも 1.3 倍ぐらいを持っています。合

併した自治体は合併していない自治体よりも、更新問題の取り組みがきつくなるはずです。

さらにはたくさんの自治体が合併したところは、もっともっときつい取り組みが必要にな

ってくると言えると思います。 

 ハコモノフルセット主義という言葉を使う専門家の方がいますが、自治体はそれぞれひ

と通り自分たちの区域にハコモノを造ります。秦野市だってそうです、皆さんのまちでも

そうです。平成の大合併というのは、このフルセットがほぼできているもの同士がくっつ

いていたりすることが多いのですね。フルセットどころか、ダブルセット、トリプルセッ

トになってしまっている。ファーストフードではお得なセットのような感じがしますが、

更新問題においては全然お得ではないですね。だから、さっきの線のような差が出てくる

ということです。 

 人口 10 万人のところで見てみます。合併したところ一人当たり 4.21 ㎡、していないと

ころは 2.44 ㎡と 1.77 ㎡も差がある。これはたかが 1.77 ㎡ではなくて、お金に換算すると

700 億円です。人口 10 万人の合併したまちは、していないまちよりも 700 億円余計に負

債を抱えているといってもいいと思います。これをそのままにしておいたら、合併効果が

消し飛んでしまいます。みんな新市建設計画には、余剰になるハコモノは廃止します、減

らしますと書いてありますが、なかなか進みません。さっき旭市の課長さんとお話しした

ら、やはり進まないと言っていました。 

 秦野市は昭和の大合併でできたと言いましたが、1 月 1 日は 60 周年でした。それでもい

まだに「まちの中ばかりよくして」とか、「うちの地域には○○が少ない」とか、全然そん

なことはないのに、そういうことを言う人がいます。合併というのは、そういうものをず

っと引きずっていってしまいますが、でもこれをそのままにしておくわけにはいきません。

合併自治体は、来年度から交付税が減り始めます。そうするとどんどん財政がきついもの

になっていくはずですので、しっかりと取り組まなければいけません。 

 ところが 23 年度と 24 年度を比べると、合併自治体のハコモノが増えています。減らし

ているところも、もちろんあると思いますが、それでも増えていく。これは合併特例債で

すね、期限が来るから早く造ろうと。今あるものだって大変なのに、さらに増やしていま

す。本当にどうなってしまうのか、合併自治体は大変なことになってしまうのではないか

と思います。 

 秦野市は人口と人口密度からいくと、さっきの線で比べるとどうなるのか。人口から見

ると一人当たり 2.62 ㎡ぐらいが普通です。これに対して 2.04 ㎡だから 0.58 ㎡も少ない。

人口密度から見ると 2.46 ㎡で、これよりも 0.42 ㎡も少ない。これをお金に換算すると 300

～400 億円ぐらい、同じ人口規模、同じ人口密度の自治体よりも負担が少なくて済んでい

るということです。しかし、それでも 346 億円足りません、人口や人口密度と比べて少な

い自治体でもこうなります。ですから日本中の自治体が、非常に大変なことになってしま

うということです。 

 秦野市は 346 億円のお金が足りなくなると言いましたが、これは住民基本台帳人口で割

ると一人当たり 21.4 万円になります。21.4 万円と秦野市のハコモノ面積と歳入をベース

に、皆さんの町の目安を計ることができないだろうか。そこで 2 つの計算式を作ってみま
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した。 

 こちらは単純なほうです。21.4 万円

に皆さんの町の人口、かける秦野市と

のハコモノ面積の差を加味する、秦野

市との歳入の差を加味する。そうする

といくら不足になるか。その不足額を

比較して、秦野の 31.3％に対して何パ

ーセントの削減をしなければいけなく

なるのか。そういう目安が見えてくる

式です。あくまでも目安ですが、当た

らずとも遠からずだということを、多くの自治体の方が証明してくれています。なぜ、こ

んな単純な式で似たり寄ったりの答えが出るのかというと、自治体の仕事はみんな同じで

す。同じようなお金の配分をします。ですからこんな単純な式で、似たような答えが出て

きます。 

 もう一つの下の計算

式です。歳入の中には、

ハコモノの建替えに使

えないお金があったり

します。扶助費に充て

ている国や県からの支

出金です。そういうも

のを取ってしまう。あ

るいは今借金がどれだ

けあるかが影響するだ

ろう、貯金がどれだけ

あるかも影響するだろ

う。そういうものまで

全部加味して、出てく

る答えが幾つになるか

ということです。 

 ぜひ皆さんもやって

みてください。やって

みてくださいと言って

も、皆さん職場に帰れ

ば日頃お忙しいから、

すぐ忘れてしまうし、

面倒くさくて嫌だとい

うことになるので、私

が代わりに千葉県下の

自治体を全部計算して

－67－



おきました。ぜひ自分たちの自治体を探して、目安を見てください。どうやってみるか。

まず一人当たりの今の面積、ピンクになっているところ。人口あるいは人口密度から導き

出される、さっきの黒い線の値。あれのどちらと比べても大きいところ、多いところがピ

ンクです。黄色はどちらかよりも多いところです。 

 削減目標量、％、色のついているところは秦野市の 31.3 よりも高くなるところです。千

葉県下ですから神奈川県と似ている部分がありますので、秦野市よりだいぶ低いという自

治体は多いです。千葉市は政令市なので一般市とは財政構造が違うので、一概にこれが当

てはまるかどうかはわかりません。23 区もそうですね。千葉市以外はけっこう当てになる

かとは思っています。さすがに千葉県下では、100％を超えてしまうところはないですね。 

 こちらの計算式で削減目標が 100％を超えてしまう自治体は、日本にはけっこうありま

す。北海道あるいは離島に多いです。100％を超えるというのは、もう役場も学校も何も

残すことができないということです。もしそれが本当だとしたら、そこの自治体は存続で

きないことになります。でもだからといって、そこに人が住まなくていいのか。例えば北

海道に人が住まなくなったら、ジャガイモを作ってもらえないじゃないか。そうなるとカ

ルビーのポテトチップスは、どうするんだという話になるわけですね。ですからそういう

ところの分は、みんなが負担しなければいけないのではないかと思います。 

 それと削減目標がマイナスになる自治体も出てきます。日本の中にあります。マイナス

になるということは、もっと増やしても更新問題は平気だというところです。原発のある

ところ、もう今は人が住めなくなってしまった小さな町や村もありますが、そういうとこ

ろはマイナスになったりします。大きなダムのあるところ、あるいは大きな産廃処分場が

あるところはマイナスになります。特別なお金が入りますから、貯金が多かったり、借金

が少なかったりします。その代わりにリスクを抱え込んでいるわけです。そのことを批判

するつもりはありませんが、そういう特徴があるということです。 

 マイナスになる自治体の中に、1 つだけ特殊な場所があります。長野県下條村です。ご

存じの方もいるかもしれません。非常に変わった村長がいます。村民の方が、材料の支給

を受けて道路を補修します。金がかかってしようがないから、役所はやらないのです。ま

た村長は、下水道をやらない宣言をしています。なぜか。下水道は 初整備するのに、一

時的に国がお金を出してくれるけれども、維持を考えて計算をすると合併浄化槽で全戸処

理したほうが村民の負担は低い。そう結論づけて、下水道はうちの村はやらないと決めま

した。そういうところもマイナスになるわけです。村長はマイナスが正しいということを、

今証明してくれています。村営住宅を造っていて、それも子育て支援に特化したものです。

村外から人が入ってきています。長野県の人口 5000 人だか 6000 人の小さな村が、人口を

増やしています。原発も国策です。下水道も国策です。それに乗ったところ、乗らないと

ころ、それぞれ同じような答えが出るという非常に面白い結果になっています。 

 これは千葉市の値を色分けしたものです。赤いのは 50％以上、黄色が 40～50％、緑色

が 30～40％、青は 30％未満で済むということです。さすがに関東地方ですね。それほど

赤いところは出てきません。でも借金を加味すると赤いエリアが増えます。これは市原市

ですか、字が小さくてよくわからないですが。この赤いところは銚子市かな。このへんは

館山市ですね。 

 これを見比べると、それぞれ自治体運営の特徴が出てきます。赤くなるところは借金が
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多いということです。逆に青に転じ

るところは貯金が多いというところ

です。ですから今までどういう自治

体運営を、そのまちは続けてきたの

かということが地図からも見て取れ

ます。千葉は赤のエリアはこのくら

いですが、地方へ行けば都道府県で

塗り分けるとほとんど真っ赤になっ

てしまいます。北海道なんかはほと

んど赤になってしまい、白い大地で

はなくて赤い大地になってしまいます。それが地方の実情であり、それだけ自治体が借金

漬けにさせられているということです。100 を超える自治体は 81、マイナスが 75 あると

いうことです。 

 今度は全国的な状況をお話しします。まず道路はどんどん増えていきます。下水はどん

どん増えていきます。日本全体でも人口減少は始まっていますが、それでもどんどん増え

ていきます。減っているハコモノがあります。市町村営住宅、市町村立保育所は減ってい

きます。もう 1 つ減っているハコモノに市町村立老人ホームがあります。これら 3 つは減

っているといっても、ニーズが減っているのではありません。民間に役割を移すので市町

村立が減っています。民間に役割を移しにくいホール、図書館や体育館は、減るどころか

増え続けています。ここで平成の大合併が起きているのに、なぜ増え続けるのか。これは

合併特例債で造っているところがけっこうあります。本当にこれで大丈夫だろうか。 

 地方の財政状況を見ると、平成 19 年に地方税収が急激に増えているのは小泉内閣の三

位一体改革です。国から出すお金を減らして、その分を地方税収に上乗せしました。とこ

ろがもう改革前の水準に戻ってしまっています。国から出るお金が減ったまま、自分たち

の収入は元に戻った。そういう中で普通建設事業費はずっと減らさざるを得ない。扶助費

は増やしている。そういう状況でこんなことをしていて、果たして本当に大丈夫なのかと

いうことです。日本中で深刻な更新問題が起こるのではないかということが、はっきりと

見て取れます。 

先ほどの塗り分けを今度は都道府県

単位で集計して、日本地図に表して

みました。借金とかを加味しないと、

40～50％になる都道府県がいちば

ん多いです。借金を加味すると、日

本列島は真っ赤かです。驚くことに

神奈川県と愛知県まで赤になってし

まいます。借金のレベルが非常に高

いのですね。こんな状態で果たして

いいのだろうか。もしこれが本当であれば、増田寛也先生が消滅可能性自治体と人口から

言っていますけれども、それ以前に財政が吹き飛んでしまいます。自治体として維持でき

ないという自治体が、日本中に幾つも出てくるのではないかと思います。 
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 公共施設等総合管理計画を作ってくださいと、総務省から要請が来ています。 初は、

ただ作ってください、作れば除却債を認めるというものでした。 近になって、作ると交

付税を措置しますとか、いろいろ次の手、あの手この手を出してきました。千葉県下でも

自分たちでしっかり考えてやっているところはあると思いますが、そういう自治体にとっ

ては非常にお節介で迷惑な話です。あとから作ったところがいいもの、いいお金をもらえ

るみたいな、そういうやり方で国は本当にいいのかなと思いました。 

 これを作るときのポイントを、私なりにまとめてみましたので説明します。まず、いち

ばん大事なことは財源です。ただ一般財源を充てますと言っている計画では、立ち行かな

くなります。扶助費はブラックホールで、いくらでも一般財源を吸い込んでいくと思いま

す。秦野市の方針の特徴でお話ししましたが、計画を進めながら計画のための財源を生み

出していく。こういうことを見越しているわけです。当時の委員長をやってくださった根

本先生がそういうアドバイスをしてくれて、本当に大事なハコモノを残すために、ハコモ

ノの世界の中だけでやりくりするやり方を考えなさいと。ですから秦野市の計画はそうな

っているわけです。そういう作り込みをしていかないと、結局計画は進まない。総務省が

作れと言ったから作りました。それだけで終わってしまうのではないかと思います。 

 2 点目、総務省が作っている更新費用計算ソフトを活用すると、将来の事業費がわかり

ますからと言っていますが、それはあくまでも単年度事業費の話です。いちばん大切なの

は国庫補助を引いて、残り一般財源をいくら充てて、起債はどれくらいになるのか。そし

てその起債の償還のシミュレーションをやることです。本当にそれが起債の制限に引っか

からないのか、返すことができるのか。そこまでしっかりやらないと計画にはならないの

ではないかと思います。 

 それと何度も言いますが、長寿命化。安易にこちらに走るのはよくないです。公共施設

等総合管理計画はハコモノだけのことを言うのではありません。道路や上下水道など、み

んな一緒に考えなさいと言っているわけです。これら公共施設の中で長寿命化をするしか、

市民の負担を減らす手がない施設があるわけです。橋。国交省に言われて、橋りょう長寿

命化計画を作っている自治体は非常に多いと思います。もうすでにそういう施設の負担を、

将来の市民に先送りしているわけです。ハコモノまで安易にそんなことをやってしまった

ら、負担を減らすはずが、逆に将来の市民の負担を増やすことにつながりかねない。です

から全体で考えて、どれを長寿命化するべきなのかを取捨選択していくべきではないかと

思います。 

 関東地方の 1 都 3 県はこういう感覚はあまりないのかもしれないですが、いまだに国が

何とかしてくれると楽観的な自治体があるのも事実ではないかと思います。国の姿という

のはたとえてみると、年収 550 万円のお父さんはもうすでに 1 億円の借金を負っています。

それなのに毎年 400 万円の借金を続けながら、仕送りをしてくれている。これが国の姿で

はないかと思います。親ですから、何が何でも子どもには仕送りをしようとするわけです。

でも仕送りを受けている側は、それに甘えていていいのだろうか。「おやじ、もういいよ。

そんなに借金するのはやめてくれ。自分たちで少し頑張るから」と、言ってあげないとい

けないのではないかと思います。 

 国が出すお金は、どこかの誰かが払ってくれているわけではありません。みんな自分た

ちが払うお金あるいは自分たちの子どもや孫、あるいはまだ顔も見ていないひ孫にまで背
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負わせているかもしれない。そういうお金です。補助金は使わなければ損だという話をよ

く聞きます。今までのハコモノの世界でもそうです。補助金はいくらあるか、起債はいく

ら認められるのか、予算を組めるのか。よし、造ろうと、誰がほしいと言っているのかも

わからないようなハコモノを、いっぱい造ってきたのは自治体ですね。 

 先ほども言いましたが、ライフサイクルコストで見てください。ここから先の金額のほ

うがよほど大きいのです。このお金は、国は面倒を見てくれません。今までみたいに補助

金がいくらあるから造ろうではなくて、これまでを全部見た上で、それでも市民の大勢の

皆さんが、このお金をちゃんと負担していきましょう。そういうハコモノであれば造るべ

きですけれども、今までみたいにここだけを見てやることはやめたほうがいいと思います。 

 それと公共施設の更新問題が、もう始まっている公共施設があります。ごみ焼却場です。

ダイオキシン対策で 90 年代にみんな建て替えています。この耐用年数は 30 年ぐらいなの

で、2020 年ぐらいまでにみんな建て替えなければいけません。ところが平成 25 年度、自

治体からの建て替えの要望に応えられた国からの交付金は、要望の 3 分の 2 しかなかった

そうです。これが新聞報道されてから、残り 3 分の 1 は補正予算で手当てされました。補

正予算の事業名を見ると、廃棄物処理施設強靭化事業費と書いてありました。強靭化事業

費とは何か。財源は借金です。もうすでにそんな状態です。この先、多くの公共施設が更

新時期を迎えてきたとき、国が面倒を見られるわけがありません。本当に住民の安全で安

心な暮らしを守っていくためには、それぞれの自治体自らが動き出さなければいけないの

ではないかと思います。 

 こちらの地図は今まで秦野市に視察にお見えになった自治体、あるいは私が出向いてお

話しさせていただいた自治体で 230 を超えています。日本の自治体は 1742 ですから、そ

の 15％ぐらいは直接相対でやっています。今日は千葉県下の多くの自治体の方はいますけ

れども、こういうセミナーに来た人の自治体は書いていません。そういうものを入れると、

400、500 では

済まないかと思

います。千葉県

内は市原市に 1

回。君津市、松

戸市、この前は

流山市に行きま

した。千葉県の

市長会に行きま

した。千葉県内

でも多くの自治

体と接触があり

ます。 

 この地図を見

て、私どもの市長は非常に感激していました。「秦野市という知名度も何もない町の取り組

みを、こんなに多くの自治体の方が参考にしたいと言ってくれることは、市長としてこん

なにうれしいことはない、感激だ」と言っていました。そのあと何をおっしゃるかと思う
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と、「自治体の仕事はみんな同じだろう。悩む分野も、みんな同じなんだ。その悩む分野そ

れぞれで、名前が知られる自治体が出てくるよな。違いは何だと思う？」。私は何と答えて

いいのかわからないので黙っていたら、たった一言「やるか、やらないか。ただ、それだ

けの違いだ。よそもやらなければいけないことを、よそより少し早くやっただけだ」。そう

いうふうにおっしゃっていました。 

 40 年以上も政治家をやっていると、時々こういう格好いいことを言います。「時々」と

言うと、怒られてしまいますけれど。本当にやるか、やらないかだけですね。今日私の話

をお聞きくださった皆さんは、やらなかったら自分のまちはどうなるのかを、きっとご理

解いただけたことと思います。今日の研修をきっかけに千葉県下でも、今も進んでいます

けれども、より一層この取り組みが進んでいただければと思います。 

 後に、この仕事をやっていますと非常に敵が多くなります。「志村には福祉の心は何も

ない」「生涯学習の何たるかをわかっていない」とか、よく悪口を言われます。けれど私だ

って馬鹿ではないですから、大切なことぐらいわかっています。大切なことだからこそ、

役所がやってきたんだと思います。今まで住民の皆さんも、議会の皆さんも、福祉のため

には何とかセンターが必要だ、生涯学習のために何とか館を建てるんだと要望してこられ

て、それをかなえることが住民サービスの向上だと一生懸命ハコモノを造ってきたわけで

すね。それを使っている市民の皆さんも、せめて今までどおりにしておいてほしい。こう

思う気持ちも痛いほどわかります。 

 でも私たち現在の市民が将来の市民に対して、無責任であっていいはずはないですね。

今までの市民の方が無責任であったとまでは言いません。でも本当に将来のことまで真剣

に考えていてくれたんだろうか。そういう節はあるのではないかと思います。子どもや孫

の世代に大きな負担を押し付けないようにしながら、本当に大事な公共施設サービスをし

っかりと続けていくためには、今現在の市民である私たちがしておくこと、考えておかな

ければいけないことは何なのでしょうか。今日の研修をお受けになった皆さんでしたら、

きっとおわかりいただけると思います。 

 公共施設更新問題の取り組みは今、日本全国で芽を出したばかりです。秦野市はそうい

う自治体の応援宣言をしています。市長が「志村がお役に立てるのだったら、どこへでも

行ってこい」と言ってくださるので、今日もここにいるわけです。でも私が皆さんにして

差し上げられることは、アドバイスをして差し上げることしかできません。実際に住民の

方と向き合って、知恵を出して、汗を流して、時には口から泡を飛ばして議論することも

あるかもしれません。それをやらなければいけないのは、それぞれの自治体の職員の皆様

自身です。ぜひ今日をきっかけに、取り組みに頑張っていただければと思います。 

 また何かお困りのことがあれば、いつでもお問い合わせください。これは私どもの市長

のインタビュー記事です。考えや人柄がよくまとめられていますので、あとで時間があり

ましたらお読みいただければと思います。私からの説明は以上となります。ご清聴、あり

がとうございました。（拍手） 
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君 津 地 区 研 修 会 
平 成 ２ ７ 年 １ 月 １ ６ 日 
於：木更津市民総合福祉会館 

 

『なぜ、汗してもまちは活性化しないのか？』 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講 師 紹 介 

 
 

氏  名 木
き

 村
むら

 俊
とし

 昭
あき

 氏 

現  職 東京農業大学教授・コミュニティプロデューサー 

一般社団法人五感六育ファーム代表理事 

 

略  歴 1960 年北海道生まれ。慶應義塾大学大学院博士課程。 
1984 年小樽市入庁。産業振興課長、企画政策室主幹、産業港 

湾部副参事（次長職）。2006 年内閣官房・内閣府に出向し、内 
閣府企画官として地域再生に関する調査研究や地域再生策の策 
定を担当。2009 年から農林水産省大臣官房企画官として地域再

生の担い手の養成、地域ビジネスの創出などを手掛けた。 
現在は東京農業大学教授、コミュニティプロデューサー、 

一般社団法人五感六育ファーム代表理事、一般社団法人北海道 
活性化機構代表理事等として、年間 120 箇所以上で講演・現地

アドバイスを実施中。 
 

著  書 『「できない」を「できる!」に変える』（実務教育出版） 

『自分たちの力でできる「まちおこし」』（実務教育出版） 

『知られざる日本の地域力』（今井出版） ほか 
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 皆さん、こんにちは。今、ご紹介いただきました木村俊昭です。どうぞよろしくお願い

します。本日は 15 時 30 分までということでお聞きしていますので、15 時ぐらいまで話

をさせていただき、その後、DVD を 15 分ぐらいご覧いただき、その後、質問がありまし

たらお答えするという形で進めさせていただければと思います。 

 私の生まれたところは北海道です。北海道へ行ったことのある方はおられますか。では、

小樽はいかがですか。皆さん、本当によく来ていただいてますが、来たことのない方はぜ

ひ近々来ていただければと思います。 

 旭川へ行ったことのある方もおられると思います。旭山動物園へも行かれたのではない

でしょうか。その北に名寄市があり、そこから東へ行くと興部（おこっぺ）という町があ

ります。興部町と名寄市の間に下川という町があります。ここへ行ったことがあるという

方はいますか。いないですね。ジャンプの葛西さんは、40 歳を過ぎてまだ現役でやってい

ますけれど、すごいですね。その葛西さんが下川町出身です。名寄市と興部町の間に下川

町があって、その下川町と興部町の間に西興部村があります。西に興すで「にしおこっぺ」

です。人口は 1100 人ぐらいです。ここに行ったことがある方は？やはりいませんね～（笑）。 

 この西興部村で私は生まれました。ここの土地が平米あたりどのくらいするか、知って

いますか。北海道一安く、１平米あたり千円以下なんです（笑）。一般会計予算は 21 億

円。過疎地指定を受けているのですが、この村に貯金がどれくらいあるかご存じですか。

現在、73 億円あります。私に任せてもらえませんかと言ったら、駄目ですと言われました

（笑）。 

 出身地なので年に数回行くんですが、この村地域にはエゾシカが数万頭います。北海道

全体では 70～80 万頭います。シカの専門家に聞いたら、オスとメスの比率は 4 対 6 で、

今まで赤ちゃんが 1 だったのが今は 3 ぐらい産む。種を保存しようとしてるのでしょう。

以前は冬に、寒くて死ぬこともあったんです。これは多少駆除したとしてもどんどん増え

ていくことになります。 

 名寄市には JR が通っています。ですが名寄市から興部町を通りサロマ湖の近くの遠軽

町までは JR が走っていないんです。となると、移動は車となります。車で移動すると道

路にシカが飛び込んでくるんです。シカというのは群れをなしています。車で走っていま

すと、シカの群れがいきなり飛び込んでくるんです。制限速度を守っていても、シカ側は

関係ないですから、ドーンとぶつかってきます。これは危険だから何とかしたいというん

ですが、人口 1100 人で役場の職員も約 30 人ですから、駆除してくれと猟友会の皆さんに

頼んでも、なかなか対応しきれない。じゃあどうしようかと考えるわけです。 

 自分たちのことは自分たちでやろうとしたとしても、なかなか自分たちだけでは解決で

きません。ですから自分たちができることは何かという情報をまず共有するところから始

めます。例えば猟友会の人たちが何人いるか。高齢化が進んでいますが、どういう形で取

り組んでもらえるのか。次に役割分担をするわけです。役割分担しなければ、とても村だ

けではやりきれない。何でもかんでも役場で処理するのかというと、とてもではありませ

んがやれないです。そこで情報共有をする。私はこういうことをやりますとか、この団体

ではこういうことをやっていますとか、今後やろうと考えていますといったところの情報

をしっかり共有して役割分担・分業をするんです。役場ではこういうことをやります、猟

友会の皆さんはこういうことを手伝ってくださいということで分担する。これはシカだけ
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の話ではありません。そういうことをしないと、全て「できない」ということになってし

まいます。 

 ただし、役割分担をしてこれをやっていくときに全部税金でやるとなるときついので、

「事業構想」をしなければなりません。事業として成り立たなければ単発で終わってしま

います。補助が出ているときだけはやるけれどもその後は継続しないという話です。事業

として成り立つように構想していかなければならないわけです。そこで、村ではホテルを

建てることにしたんです。 

 私の話は「なぜ？」「Why so？」と思って聞いていてください。情報共有して役割分担

をしたときに、どうしても自分たちだけでは賄いきれない。猟をしてもらう人がいない。

それで全国から来てもらう。千葉からも来ていただく。シカを撃ってみませんかというこ

とで全国から募集します。全国から来てもらうんです。一度に 20 人、30 人と募集して、

1 泊 2 食 8000 円でホテルに泊まってもらう。それで「楽しかったよ」と喜んで帰っても

らいます。補助金を使っていたのではやっていけませんので、そういう事業構想を立てる

わけです。 

 私は昭和 59 年に小樽市に入ったとき、行政はこれから事業構想力を持たなければ駄目

だという話をしました。すると、民間に行けと言われもしました。私は、全くおかしなこ

とを言うなと思っていました。というのは、行政こそ事業構想力を持っていないと継続・

進化できないと考えるからです。今もそう考えています。私の生まれた村ではホテルを建

て、そして情報共有をし、役割分担をし、できないところはどなたかに手伝ってもらう。

来ていただいて、「楽しかったよ」という場をつくって、お金を使ってもらう。これは地

元に職をつくることにもなります。いわゆる雇用の場をつくって課題を解決していくとい

う形を取るんです。 

 森を見に行きますと、間伐もされているし植林もしています。普通、できないとなりま

す。予算がない。私は農林水産省で 2 年勤めましたが、要望としまして、林業中心の町な

ので何か補助金はないですかと言いに来る方がいるのですけれども、それでは続きません

ね。となると、ここに 1 泊 2 食 5000 円で大学の農学部の方々に泊まっていただき、実習

していただくんです。ゼミ合宿です。1 泊 2 食で 5000 円いただいて、実習をして森をき

れいにして帰ってもらうという形をとるんです。自分たちだけでは「できない」と言わざ

るを得ないところを、手伝っていただいて「楽しかったよ」という環境をつくって、「で

きる」に変えていく。この仕組みが分からないと、何でこんなにみんなで一生懸命汗を流

して頑張っているのに、継続し進化していかないんだとなってしまいます。 

 遠軽
えんがる

町は人口約 2 万 2000 人の町です。私はこのまちで小学校、中学校、高校まで過ご

しました。私は一貫して遠軽の小学校、中学校、遠軽高校と、ストレートで卒業しました

（笑）。小学校、中学校までは、できれば幼稚園か保育所の先生になりたいなと思ってい

ました。この間、北海道の高校 2 年生、3 年生に 20 人ぐらい集まってもらって、将来は何

になりたいですかと聞きました。すると 7 割が同じ回答をしました。幼稚園か保育所の先

生になりたいと言うんです。「なぜ？」と聞いたら、高校 2 年生、3 年生が何と言ったと

思いますか。これからは子どもたちがだんだん少なくなってくる。その中で幼稚園の先生、

保育所の先生として将来、10 年後、20 年後自分の担当した子どもの成長を見たときに、

感動する仕事というんです。だから自分がそこに関わっていきたいと。しっかりしている
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なと思って「それは何かの模範解答？」と聞いたら、いや、自分で考えましたと言うんで

す。「今どきの子は……」とか言っている方がいますけれども、若い人はちゃんと将来を

考えているんだなと感じました。 

 小学校に入ると椅子に座って授業を受けますが、私は小学校に入る前は、ロープでしば

られて外を歩いていました。皆さんもそうじゃないですか。ロープでしばられて歩いてい

ませんでしたか？ そういうのはないですか。なぜそうだったかというと、途中でいなく

なるんです。母親や父親、じいちゃん、ばあちゃんと一緒に歩いていると、途中でいなく

なるんです。常に「なぜ？」と考える子だったものですから、こっちには食べられる草が

生えているのに、なぜこっちには食べられる草が生えていないんだろうとか、ここでは花

が咲いているのに、なぜここでは花が咲いていないんだろうか。悩むわけではないですが、

不思議だなと思い始めると、急にほかのところに行ってしまうんですね（笑）。 

 国語の授業のときに自分でも驚きました。小学校に入る前は、友達とも野山を走り回っ

たりしていました。その友達が同じクラスになったのですが、国語の本を読むよう先生に

言われて、私が読もうとしても、読めないんです。あがっちゃうんですよね。それで、恥

をかきたくないから自宅で一生懸命、暗記するぐらい読み込んでいきます。ところが「は

い、何ページ目の何行目から木村、読んで」と担任の先生に言われますと、飛ばしちゃう

んです。ほっぺが真っ赤になって耳が熱くなるのが自分で分かるんです。 

 このあがり症を改善しなければいけないというので、小学校 1 年生のとき、学級委員長

に立候補しました。「先生、学級委員長をやらせてください」と。そうしたら先生は「き

ょうは決める日ではありません」と言う。そしてほかのクラスは決めているのに、1 学期

が終わろうとするまで決めないんです。「そろそろ先生、決めませんか」と言ったら、先

生が「きょうは学級委員長を決めます。木村君以外にいないかな」と私を除いちゃうんで

す（笑）。クラスのためと、私以外にしようとしたんでしょうね。小学校に入る前はロー

プでしばられていた。国語の本は読めないし、「これは頼めないな、この子には」という

ことだったんでしょうね。クラスの友達が何とかあがり症を直したほうがいいというので

協力してくれて、「木村君でいいと思います」ということになって、学級委員長を 1 年生

からやりました。 

 2 年生になっても、3 年生になっても、あがり症は何とも改善されない。これは困った

なというので、中学校 1 年生になったときに今度は生徒会の副会長に立候補しました。全

校生徒が 1200 人いますが、その 1200 人の生徒の前で校長先生が朝礼のときに 20 分ぐら

いしゃべります。舞台の下で私たちは生徒会として前に並んで聞いているんですが、長い

話だなと思っていたら、1200 人がみんな揺れ動いている。立ったまま聞いていますから、

早く終わらないかなという感じなんです。誰か倒れちゃうんじゃないかと思っていたら、

校長先生が「それではそろそろ話をやめます。次に生徒会から話をしていただきます」と。

そういえばきょうは会長が来ていないなと思っていたら、「きょうは会長が風邪で休んで

いるので副会長の木村に話をしてもらいます」と、いきなり当てられた。まだそれほどあ

がり症が改善されていないのに、壇上に上がったら 1200 人が揺れ動いているんです。不

規則に揺れ動いている。それを見て、私も揺れ始めるわけです（笑）。「揺れてるぞ」と

言われたので、「そっちこそ揺れてるじゃないか」という感じでした。それで「きょうも

一日、頑張りましょう！」と言って下りてきました。完全に、自分で何を話していいのか
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言葉を失ったんです。 

 それで、生徒会は副会長をやっているのでは駄目だということで、高校 1 年生になって

生徒会長に立候補したんです。そうしたら 3 年生に呼び出された。高校 1 年生なんていう

のは中学 4 年生みたいなもので、高校 3 年生が完全にひげ面で大人に見えます。その先輩

たちが私を呼びつけて、トイレに来いという。それで「さっき済ませたから大丈夫です、

先輩」と言ったら、「そういうんじゃない！」と。つまり 1 年生が生徒会長に立候補する

のは生意気だ、ちょっと来いという感じだったんです。「おまえ、何で生徒会長なんだ。

普通は書記とか副会長があるだろう！」と言うんです。だから「先輩、私はここであがり

症を直さないと、一生、あがり症が改善されないんですよ。先輩、責任を取ってくれるん

ですか」と言ったら、「ちょっと待っていろ」と言って、いきなり生徒会長を連れてきま

した。それで「おい、こいつの推薦人になってやれ」と（笑）。そういうことで、生徒会

長をすることになりました。 

 生徒会長になったら、どうしてもやってみたいことがありました。町を回って歩くこと

です。遠軽という町は酪農、野菜農家、木工所などが主産業です。生徒会でインタビュー

をして回りました。ところがインタビューの答えはみんな一緒なんです。この町は今後伸

びないから、必死になって勉強するか、スポーツで頑張って、この町を高校卒業と同時に

出ろと。それは君たちのためを思って言っているんだよとのこと。それを聞いていて、何

とも残念でした。聞く人全員が同じように、この町を出たほうがいいと。本当は残ってほ

しいんです。でも働く場がない。採用は役場か信用金庫などしかないので、残念だけれど

も高校を卒業したら町を出たほうがいいと言うわけです。これがどうしても残念でなりま

せんでした。自分が大好きな町なのに、そうなっている理由は何だ。なぜそういう状況に

なっているのだろうと。中学校までは幼稚園の先生、保育所の先生になろうと思っていた

けれども、がらりと変わり、高校 1 年時には役場の職員になろうと決めたんです。役場の

職員になって何とかこの地域に場をつくり、一緒になってどうしたらいいかを考える機会

を創る。そして少しずつでもいいから元気にしていこうと考えました。それが高校 1 年の

ときです。 

 2 年になり、3 年になっていくにしたがって、感じたことがあります。当時、北海道は

212 市町村でした。現在は 179 市町村ですけれども、212 市町村のうち、自己分析をする

と 20 市町村ぐらいしか回っていないし、知らないんです。例えば千葉県出身です、千葉

で生まれ、千葉で育ちましたと言って、千葉県内を回ったことがないんですよと言ったら、

これは残念でならないですよね。つまり地域間比較ができないから、自分の町のよさを発

見できない。高校生ながらそう考えました。212 市町村のうち、10 分の 1 しか回っていな

かった私は、これじゃあ駄目だということで大学へ行こうと決めました。このままで役場

に入ったのでは、結局、井の中の蛙だ。海外なんて、行ったこともないんです。そんな私

が遠軽町でみんなで一緒になって場をつくって頑張りましょうなんて言って、本当に「そ

うだ、よし、一緒にやろう」なんて思ってくれるのだろうか。そう考えて大学へ行き、先

生に同行し全国を回ると決めました。 

 そこからが大変でした。もう高校 3 年生です。大学へ行くと決めても、どこの大学へ入

りたいではないです。役場の職員になると目標設定をしていますから、役場の職員になる

ために、こういうことをやるためにはどの先生がいますかと大学に電話をかけるんです。

－80－



片っ端から電話して各大学の先生を紹介してもらいました。その中から自分で 7 人の先生

を選んで手紙を出しました。何を書いたかといいますと、私は小学校へ入る前はロープで

しばられました、小学校のときはあがり症でしたがそれも今は改善し等々。そんなことを

全部包み隠さず書きました。そして、結論としては①弟子入りさせてくださいと。私は北

海道から出ていくので②住み込ませてくださいと書きました。でもどの先生からも返事は

来ない。それはそうです。今、私のところに弟子入りで住み込みをと言ってくる高校生が

います。慶應高校の 2 年生とか 3 年生が、先生、私は先生のところに弟子入りします、住

み込みでお願いしますというんですが、お断わりしています（笑）。 

 当時、私は必死でした。便箋に 10 枚、筆文字でびっしり書いて出すんですが、返事が

来ない。それも今考えればそうだろうなと。どこの人かも分からないのに、住み込みはな

いだろう。弟子入りさせるといったって、この人物はどうなんだろうという感じだったん

でしょう。7 人の先生を選んだのですが、結局は誰からも返事が来ない。1 カ月たっても

返事が来ませんでしたから、また 7 人選びました。私は「超プラス思考」ですから、別に

7 人選ぶわけです。そして手紙を出そうと思っていたら、 初の 7 人のうちのお一人から

手紙が来ました。うれしかったですね。その手紙は便箋 2 枚で、2 枚目は何も書いていま

せん。手紙を出すとき、便箋 1 枚しか書いていないからと 1 枚だけ入れて出す人がいるで

しょう。書かなくても 2 枚入れるのが礼儀ですよね。きょうは別に手紙教室ではないので

いいんですが（笑）。その手紙には 1 行だけ書いてあって、先生の名前が書いてありまし

た。一言、「合格せよ」と、これだけ書いていました（笑）。それはそうです。合格しな

ければ行けない。それははっきりしているんですが、先生にもう一回、便箋 10 枚の手紙

を出しました。必ず合格しますので、先生も弟子入り、住み込みをお願いしますと。そう

したら返事が来ない。返事が来なくてもいいんです。3 年生になって卒業して先生のとこ

ろへ行けばいいんですから（笑）。 

 3 年生になり、卒業することになり、先生からは手紙の返事は来ない。それで遠軽町か

ら旭川市へ行き、「男山」という地酒を買いました。先生の情報はちゃんと入手していま

した。それは酒がお好きであることと、奥様は甘いものが好きだということでした。小樽

では「北の誉」という地酒を買って、それから上野駅へ。上野に行ったらやっぱり西郷さ

んです。ジャージに、住み込み用の布団を背負ってやかんとかを付けている。どう見ても

お上りさんという感じです。上野駅で降りて西郷さんを見ていたら、西郷さんを見に来た

人が私を見ているんです。別にいいですけれど、おばあちゃんが私に「どこから来たの？」

と聞く。それで「北海道」と言ったら「分かるよ。頑張んなさい」と（笑）。 

 ちなみに西郷隆盛さんの先祖はどこの出身か、ご存じですか。奄美大島にいたときに西

郷さんは「菊池源吾」と名乗っていました。これで分かります。熊本県に菊池市というの

があります。菊池が吾の源なりと読めますから。菊池市には西郷隆盛さんの先祖の墓があ

ります。この間、菊池市に行ったときに、西郷さんの先祖の墓へ案内してもらいました。 

 以上のことは歴史、文化を大切に掘り起こしをしましょうという意味で話しています。

自分のまちの歴史、文化を知らなかったらストーリーが描けないということを言いたいわ

けなんです。 

 上野駅から山手線に乗りました。そうしたらものすごく混んでいるんですね。田舎では

30 分に 1 本走るかどうかという汽車でしたが、山手線は頻繁に走っているので「すごいな」
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と思ってそこに乗ったら、私のところだけ空いちゃうんです。なぜかというと、「どこか

ら来たの？」という感じなんですね。そして先生の自宅に着きまして、ピンポンと鳴らし

たら「君は誰だ？」と言うんです。それでもらった手紙を見せて「合格したので来ました」

と言ったら、「ああ、そうか。おめでとう。で、きょうは何の用だ」と。それで「弟子入

り、住み込み、よろしくお願いします」と言ったら、それは駄目だというんです。いきな

りです。「持ってきたのは何だ？」と言うから「酒二升です。先生、お好きですよね」と

言ったら、「ああ、それはもらう」と。お菓子ももらうというんです（笑）。だけど弟子

入りも住み込みも駄目だという。 

 「説得」とよく言いますが、あれは上から目線です。「説得してこい！」と言ったら、

これは上から目線です。例えば行政で、これからコンパクトシティーにしましょうと言っ

て、議会で議決しましたので、あなたが議会で議決したのに、なぜコンパクトシティーの

ためまちに集まってこないの、と言ったとしたら、これは完璧な上から目線でしょう。説

得では駄目なんです。納得、理解していただかなければいけないので、先生に、弟子入り

と住み込みを納得理解していただくためにどうしようかと考えました。それでいろいろな

ことを言ったら先生も折れて、「分かった」と。住み込みは駄目だけど弟子入りはいい。

前期授業の始まるとき教授室へ来なさいということになったんです。それでもう、うれし

くて。別に弟子入りも住み込みもオーケーだなどとは思っていませんでしたから。弟子入

りが認められたということは打率 5 割です。私は 10 月 22 日生まれですが、イチローも同

じ 10 月 22 日生まれです。イチローはすごいと言われているのに打率 3 割ですが、こっち

は打率 5 割です（笑）。そういうふうにモチベーションを自分で引き上げて、大学 4 年間

がスタートしたわけです。 

 その後、住み込みが駄目でしたから、東武東上線に乗って埼玉のおじの家に行きました。

「おじさん、2 階を貸してください。やっぱり先生のところは住み込みは駄目だったよ」

と言うと、「それはそうだろう」と。４年間お世話になりました。 

 大学に入って全国を回り、どこがどんなことを仕掛けたりどんなことをやっているかと

いうのを学生の 4 年間で徹底的に学んで遠軽に戻ろうと思っていました。「どこの大学で

すか」などと聞く人がいたら、何でそんなことを聞くんだろうと思いますね。「どの先生

に教えを請うたんですか」が重要ですね。どの先生にどんなことを学んだのかということ

に強く関心を持っているわけです。それで全国を回っていく中で感じたことが、産業、歴

史、文化を徹底的に掘り起こさなければ駄目だということでした。 

 小樽市役所に入って、先輩に、小樽にラーメン屋は何軒あるんですかと聞いたんです。

そうしたら、自分の町なのに分からないという。うどん屋は、そば屋は、と次々に聞いて

も分からないと言う。すし屋はと聞いても分からない。じゃあ、自分のまちで何を知って

いるんですか。知っているようで全然知らないのではないかということもあるわけです。

産業、歴史、文化を徹底的に掘り起こすということをやらなければ駄目だ。これを掘り起

こして研きをかける。どのように研くか。例えば千葉から世界に向けて発信する。国内な

んか当たり前で、世界一を目指す。世界に向けて誇れるものをつくり上げていく。それが

大事だということを自分なりに気づきました。 

 もう一つはそれをやるときには未来を担う子どもたちを必ず関わらせる。地域ぐるみで

です。産業、歴史、文化なりをやっていくときには DVD をつくって、子どもたちに授業
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中に 20 分でも見せる機会をつくって、「愛着心」を持つ子に育て上げる。愛着心を持つ

子に育てなかったら、自分のまちに残ろうとか、自分のまちを誇りに思う人はいなくなり

ます。産業、歴史、文化を徹底的に掘り起こして研きをかけて世界に向けて発信するまち

づくり。未来を担う子どもたちが愛着心を持てるように、地域ぐるみで育てる人づくりを

しなければ、まちは元気にならないんです。ばらばらで動いていたのでは駄目なんです。

そして次世代に続く 20 代、30 代、40 代、子どもたちを関わらせなければ駄目なんだとい

うことを、大学生のときに気づきました。それを持って、大学を卒業し遠軽町に戻ろうと

思いました。 

 それで遠軽町役場の総務課に行ったら、大卒は採用しないという。びっくりしました。

超プラス思考ですから、では高卒は採用しないんですかと聞いたんです。そうしたら「採

用しますよ」と。私は「高卒です」と言ったんです。「いや、あなたは大卒でしょう」と

言うから、「大卒は高卒です」と言いました。高卒で入ると給料が安いというんですが、

給料が目的じゃなくて町を元気にしたいのだから関係ありませんと言ったら、「木村さん、

残念なことに年齢オーバーですね」と。それで結局、駄目でした。 

 そこで、街並みが好きでよく遊びに行っていた小樽を受験することにしました。小樽市

の職員課、人事のところへ大卒は募集するんですかと聞きに行きました。すると募集する

という。何人募集するんですかと聞いたら、大卒は「若干」ですと言ったのでまたびっく

りしました。なぜ若干と言うのか。いつ退職するかある程度分かるじゃないですか。人の

ことですから一番大切なのに、若干はないでしょうと思いました。なぜ若干なのかと聞い

たら、若干は若干ですよと。「願書、要るんですか、要らないんですか！」と言われまし

たので、「願書、ください」と。ちなみに高卒とか短大卒も採用するんですかと聞いたら、

するという。それで「若干ですか」と聞いたら、「若干ですよ」というので、これは若干

が好きなまちなんだなと思いました。 

 小樽市を受験しましたが、またもやびっくりしました。1 次試験にパスした後に 2 次試

験に行きました。すると、ジャージに着替えて、体力テストをやるという。自分の願書は

消防と間違ったのではないかと思って見たら、一般事務となっている。ジャージに着替え

て反復横跳びとか垂直跳びとかをするんです。垂直跳びは天井を突き破るぐらい跳んだら

合格になるのか。握力がどれぐらいだったら合格なのか、分からないんです。でも出身で

はないものですから頑張らざるを得ない。そうなると、60 秒間に腹筋を何回できるかなど

と言われたら、それは 60 回以上やらなければ駄目だと思うから必死にやるわけです。そ

して頭の中は「？」です。これは 60 回以上なら合格なのか、超えなくても合格なのか、

基準が分からない。普通は基準を明確にすると思いますよね。 

 なぜあなたは市役所へ入りたいんですかと面接で聞かれて、産業、歴史、文化を徹底的

に掘り起こし、研きをかけて世界に向けて発信する、きらりと光るまちづくりをしたい。

未来を担う子どもたちが愛着心を持てるように地域ぐるみで育てる人づくりをしたいです

と言ったんです。7 日間の初級研修というのを受けて、内示が出ました。私も、さあどこ

へ配属になるのかなと思って楽しみにしていました。目標を言って入れていただいたので、

どこへ行くのだろうと思ったら、木村さんは「納税課」ですと言われて、びっくりしまし

た。納税課では産業、歴史、文化を徹底的に掘り起こして研きをかけられないですし、未

来を担う子どもたちを納税課で育て上げるということはないですね（笑）。 
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 それで、「本業は仕事と人生」であると割り切ることにしました。超プラス思考ですか

らね。ということは、本業における仕事は納税課として 9 時～5 時でやる。当時は土曜の

午前中は仕事で、それから 4 週 6 休になっていったんですが、月曜から土曜の午前中まで

は納税課の仕事をしっかりやろう。その代わり、土曜の昼から日曜にかけては徹底的にラ

イフワークをやる。そう決めたんです。そう考えなかったら、私は、ああ早く辞めたい、

もしくは早く異動したいと思ったでしょうね。 

 初、納税課というのは何をやるのかと思いましたが、整理係でした。文書整理でもす

るのかと思いましたが、滞納処分の整理なんです。差し押さえた物件を競売にかける競売

担当官なんです。私は小樽の出身ではないのでまちのことは全然分からない。運転手さん

はベテランで 56 歳の方でした。どこどこへお願いしますと言ったら、地図を見ないで連

れて行ってくれます。前回通った道とは別の道を通って、ここはどこどこだよと。全部教

えてくれるんです。寅吉沢だよとか、地元の人だって知らないような地名が出てくる。2

年間納税課にいましたが、それを全部教えていただきました。そして全域、産業、歴史、

文化を知るために、仕事の間でもここを掘り起こすことができました。銭函運河というの

があるのを知っているかと聞かれて「知りません。運河は小樽運河だけじゃないんですか」

と言うと、「銭函にも運河がある。ちゃんと勉強しておけ」と。 

 入ったときに、そば屋は何軒あるんですか、うどん屋は何軒あるんですかと聞いたので

すが、それを土曜、日曜で調べ上げました。ライフワークです。基礎データを知らないと

話にならないですからね。自分の町でどこがおいしいですかと言われて、いや、僕が行っ

ているのは 2、3 軒ですけれど、そのうちのここがいいですよなんて言ったって、これは

納得できないですよね。そういうことなんです。自分のまちですからね。 

 すし屋は大変でした。うどん屋、そば屋、ラーメン屋は 30 軒ないのですぐでした。マ

ップに落として、あっという間に回りきることができました。ライフワークとして知って

おかなければいけない。すし屋は 134 軒ありました。134 軒をまわるのはきついです。8

貫食べたら、とてもじゃないけど 1 日 2 カ所回れるかどうかです。それに毎日毎日行くわ

けにいかない。入ったばかりで給料が安いですから。ですからどうしようかと考えて、2

貫だけにしたんです。カウンターに座って同じものを 2 貫だけ。そうすると 1 日に４軒か

5 軒回れます。2 貫しか食べませんから、5 カ所行っても 10 貫です。１日に 4 カ所か 5 カ

所回ろうということで行くんです。ガラリと開けて「すみません。いいですか」と。「2

貫でいいんですが、これとこれ、お願いします」と言う。比較できませんから、同じもの

を食べないといけない。ハッカクってご存じですか。トビウオですが、そういう魚がある

んです。小樽へ行った方はやっぱりハッカクのみそ焼きとか、ハッカクの刺身を食べない

とね。あとはシャコを食べないとね。それを握ってもらうんです。それで、だいたい 15

カ所、20 カ所、30 カ所行くと、向こうがあだ名を付けます。「2 貫王」と付けられたよ

うです。2 貫しか頼まないから 2 貫王です。別に 3 貫頼んでもいいんですが、2 貫王とい

うんですね（笑）。 

 驚いたことがありました。50 軒目ぐらいのときにガラガラッと開けたら、カウンターだ

けの店がありました。そこに入ったら、いいネタがあるんです。すごい、これはいいなと

思って入って、「いいですか」と言ったら、「何言ってるんだ！」と。客なのに何だろう

その言い方はと思ったら、「出すネタがないから帰れ」と。ひどいおやじだなと思いまし
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たが、人は自ら知り気づかなければ行動に移さない。だからそのすし屋さんに、「あなた、

そんな言い方はないでしょう」と、もし私が言ったとしたら、「何でそんなこと言われな

きゃいけないんだ」と言われるわけです。例えば行政職員が、「市民のお休み処で酔っぱ

らっていないで帰ったら」と言うと、「何だ、俺は税金を払っているんだ！」と平気でど

なる人が出てくるんです。ですから、自らがそうだよなと気づいてもらわなければいけな

い。それで 130 軒を回った頃に、大学と連携し 21 軒選びまして「すし評価基準」という

のをつくりました。何でか分かりますよね。すし屋さんが自分で評価しなければ、行動に

移さないからです。だから、あんた、そんな言い方をしたら駄目だよと言ったとしたら、

何でそんなことを言われなきゃいけないんだ、関係ないとなってしまうんです。 

 感じてみてください。どなたかが 1 回、楽しみでお金を貯めて旅行で来た。やっぱり小

樽へ来たらすしだよねと言って入った店がたまたまそこだったら、どうなりますか。もう

二度と来るかと思いますよ。そうなっては困るので、おすし屋さんの大将自らが知り、気

づいて、行動に移してもらうためには、自分で評価をする仕組みが必要です。ああ、この

部分はちょっとサービス、もしくは言葉遣いが悪かったかなと気づいてもらうというシー

トをつくらなければということで、87 項目のチェックリストをつくりました。それをつく

ったときに町の皆さんから「おまえはミシュランか」と怒られました。違うんですよ。だ

ってミシュランというのは相手方が評価するんですから。自ら知り、気づかなければ、行

動に移さないということです。だから私たちが評価するわけではありません。行政が評価

するわけでもありません。自分の店は自分で評価するということです。そういう機会をつ

くったりしました。 

 納税課に入ったときに 32 名の職員がいました。大卒は 10 人合格して、納税課の新入職

員として私と地元の男性が入りました。そうしたらあとの 30 名の、特に 10 人ぐらい、50

代の方々が毎晩毎晩飲みに連れていってくれるんです。居酒屋とかスナックとかに毎晩で

す。私は超プラス思考ですから、 初、いつまでも続くといいなと思っていました（笑）。

これはいいところへ入ったなと思いました。 初は何で納税課なんだろうと、「？」だっ

たんですが、これはいいところへ入ったなと。地理には詳しくなるし、いろいろなことを

教えていただけるし、なおかつ夜になったら「飲みに行こう」と誘ってくれるんです。外

勤から午前中帰って来ますと、午後、先輩から言われる。「木村、ちょっと来い」と。「い

いか、木村、おまえ、昼帰ってきたときに一滴も水もお茶も飲むなよ」と言うんです。「先

輩、何の教えですか」と言ったら、「いいか、17 時からのせっかくの酒がまずくなるだろ

う」と。「先輩、そんなことより仕事を教えてくださいよ（笑）」というとてもあったか

い感じでした。 

 もう一人の彼は地元出身ですが、マイナス思考で、これは何か裏があるんじゃないかと

言うんです。私なんかは、いつまでも続けばいいなと思っているだけでしたが（笑）。先

輩に聞きました。「先輩、これっていつまで続くんですか」と聞いたら、「木村、いいか。

おまえが嫌だと言うまで続ける」、「先輩、嫌だって言いません。異動しても嫌だと言い

ませんから」と。それで毎日連れていってくれるんです。そこでまた彼が言う。これは何

か裏があるに違いないから聞いた方がいいと。それで私は「先輩、これっていつまで続け

ていただいても私は嫌だと言いませんけど、一緒に課に入った職員がとても疑問に思って

いるんです。ついては先輩、これは何か理由があるんですか」と聞いたんです。そうしま
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したら、「分かった。木村、いいか。君はもう既にレールに乗ったんだ」と言うんです。

レールに乗ったなんていうと、何かわくわくして、「やったあ！」と思います。するとマ

イナス思考の彼が「乗っちゃいけないレールじゃないのか」と言う（笑）。何か一つの仕

事をするときに、マイナス、マイナスに考えていく人っているでしょう。まだやってもい

ないし、分析もしていない、調査もしないのに、こうなったらどうするんだとか言ってと

にかくやらない人がいます。乗っちゃいけないレールじゃないのかと言っても、私は別に

初に乗ってみて駄目だったら降りればいいじゃないかと思ったりする方ですから。それ

で先輩にレールとは何か聞いたら、「保護課があり、病院がある。納税、保護、病院を定

年まで回って定年退職を迎えるのがレールだ」というんです。おもしろいでしょう。なぜ

だと思うでしょう。私なんかは、なぜ、なぜと思います。先輩、なぜ納税、保護、病院な

んですかと。納税、保護、納税、保護で終わる人とか、納税、病院、保護と逆回りする人

はいないんですかと言ったら、いるよと。だから結構、バリエーションがある。ところで

このレールから外れた方はいないんですかと聞いたら、「いるよ」と。納税課から観光課

に行ったというんです。その人は観光課からどこへ行ったんですかと聞いたら、今は納税

課に戻ってきたという。納税、保護、病院のラインをレールと言うんだと言われて、私は、

わくわくしてしまいました（笑）。 

 それで私が納税課の 2 年目のときの納税課長ですが、収納率とかを壁に貼り出すんです。

私たち現場としては、やはりモチベーションが下がりますね。私なんかは入って 2 年目な

のに僭越ですが納税課長のところへ行って、「すみません、これ、はがしてもらえません

か」と言ったりもしました。3 カ月ぐらいして、やっとはがしてくれました。この人は、

超プラス思考の方なのではないかと（笑）。現場としては、分かっていることを書かれる

と嫌でしょうね。人は自ら知り気づかなければ行動に移さないんですよと、課長には理解

いただきたかったんですね。 

 外勤から帰ってきたときに、納税課長に呼ばれました。「木村君、もう 2、3 年いても

らおうかと思ったんだが異動です」と言われ驚きました。レールに乗っているわけなので、

予想として、「病院ですか？」と聞きました。「違いますよ」、「えっ、では保護課です

か」と。すると、「さっきから病院とか保護課とか、どうしてその名前が出てくるんです

か」と。「これは現場の話ですから大丈夫です。課長には関係ありませんから。ところで

どこなんですか」と言ったら、「議会事務局ですよ」と言われたんです。本当に驚きまし

た。議会事務局というのは想定外でした。何をやるところですかと言ったら、さすがです、

課長は。「私も行ったことがないのでよく知りません」と言う。 

 それで 年少部長職の議会事務局長のところへ行きました。私の仕事は何なんでしょう

かと聞いたら、議長と副議長の随行をしてくださいと言う。さらに 38 人の議員のお世話

をしてくださいという。それだけかなと思ったら、予算・決算、旅費計算をしたり、全国

からの視察者の対応をしてくださいと言うんです。 

議会事務局時は議長 4 人、副議長 6 人にお仕えしました。エレベーターに乗るときにど

ちらが先に乗るか、知っていますか。そんなこと聞かされていなかったです。別に乗りた

い人が先に乗ればいいじゃないかと思っていました。ですから、どうぞ、どうぞみたいな

感じでいいのではないかと思っていたら、エレベーターは先に乗らなければならないんで

す。先に乗って、エレベーターを開けて乗っていただいて、例えば左へ行ってくださいと
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先に出てもらってその後に出て、前に行く。本当におもしろいなと思いました。車に乗る

ときの席とか、会議の席はどこが上席なのかなど、そういうことを勉強しなければいけな

い。 

 一番大変だったのは葬儀委員長をやったときです。いつ出てくるか、分からないんです。

葬儀委員長が途中で出てくるっていうのはあまり想定できないじゃないですか。議長の靴

と自分の靴を下足番に預けないで持って待っているんです。そうしたら皆さんが不思議が

る。「大変ですね」と。「いえ、靴がなくなるほうが大変なんです。」と（笑）。 

 議会事務局時にはどんなことが議論されているのか。どこに論点があるのかといったと

ころを徹底的に学びました。その後企画部というところに異動になったんです。休めたの

は元旦だけでした。予算・決算から総合計画とか、市長公約とか、広域行政とか、全ての

事務や調整をしなければいけない。一番情報が入るんですが休めませんでしたね（笑）。

係員で市長ヒアリングに入ったりもしました。 

 企画部を 2 年勤めました。一番何がきついかというと、予算・決算を、議会で漠然とし

て見ていたのとは違って、具体的にどこの橋を何年に直すとか、どうするとかというよう

な情報が入ってきます。情報通にはなれるけれど、かなりの仕事量です。新幹線はじめ 7

本の期成会がありましたが、全部一人なんです。企画部は 2 年で異動になりました。次は

どこなんだろうと思ってましたら、企画部長が「木村君、ちょっと」と。異動だというん

です。「部長、どこですか」、「秘書課らしいぞ」と。 

 それで企画部の後は、秘書を 3 年やることになります。 

 その後、平成 8 年に経済部商工課へ異動しました。経済部商工課に異動して、私は商店

街以外を全てやるということだったんです。商店街担当の係長職は 2 人いました。商店街

以外が私なんです。非常に範囲が広いんですね。守備範囲は製造業や採石業などのほか冠

婚葬祭もです。商店街担当が２人いますがなぜか大店立地法は私の担当なんです。そうい

うのをやらせてもらった方が勉強になるのでいいんですが。ウイングベイ小樽という商業

施設を建てるというときに、12 万平米要求で 9 万 8000 平米で決定。大丈夫なんだろうか

がまちの多くの声でした。時間があったら、後で商店街のあり方という話をします。 

 私が 初に注目したのが職人さんの集まりです。ものづくり職人の皆さんです。産業、

歴史、文化を考えたときに、北海道は歴史が浅いんですが、ものづくりの職人さんたちが

どういう形で所得水準を押し上げ、後継者を養成することができるのか。職人さんたちに

集まっていただいて、1 年目はこういうことを実践し、2 年目はこういうことを実践しま

しょうと、5 カ年計画を発表しました。すると、これはどこで決まったことですかという

質問が出ました。はっきり言いますが決まっていません。試案ですと言ったら、「帰って

いいですか」と言われました。あんたの試案を聞いているほど暇じゃない、冗談じゃない

と言って数人が帰ってしまいました。 

 何でそうしたか。まず 初に、きっとこういうことだろうと思い込みで計画を作りやっ

てはいけない。広聴しなければ駄目だということです。案として私が考えているので、皆

さんのご意見を聞かせてくださいということです。そういう形で 5 カ年計画をまとめてい

きます。説得ではなく上司に納得、理解していただき、予算化が必要なものは予算化をし

て、推進していきます。そういうことだったんです。それで小樽の職人さんの集まり、「お

たる職人展」や制作体験工房などをやっていくことになったのです。 
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 小樽には 100 棟を超える歴史的建造物がありました。これは何棟あるのかと、市役所の

担当課へ聞きに行きました。そうしたら分からないと言うんです。歴史的建造物は小樽に

とって大事ですよねと言うと、大事だと言うのですが、その定義と、現在、その定義に合

うものは何棟あるんですかと聞いたら、分からないと言うんです。驚きました。そうなっ

たら自分で数えるしかないです。休みの日にマップを持ち歴史的建造物を数え始めました。

誰が持ち主なのか、何に使われているのか、全部を調べました。そうするともったいない

なと知り気づき始めるわけです。修復して倉庫として使っているんです。余計なお世話だ

と言われるんですが、これは経済活動、産業活動をすれば雇用が生まれます。来ていただ

いた方々に、例えば、いい雰囲気のレストランができましたねと。毎年 1 棟か 2 棟ずつ再

生していきました。これは実におもしろいです。産業、歴史、文化を徹底的に掘り起こし

て研きをかけるということは、そういうことです。 

 それで持ち主のところへ、日曜日に会いに行きます。それはもう納税課のときからです

が、行くと「税金は納めているぞ」と言われます。ですからきょうは税金の話ではなくて、

本業における仕事の話ではなく、人生の話ですと。すると「重たいね」と言われるんです

（笑）。ライフワークのことですから。私はこういうことを考えているんですが、ぜひレ

ストラン経営をしませんかと。すると、いや、うちはしないよ。でも貸すぐらいはいいよ

と言う。では貸してほしいという人を探してきますと言って、マッチングしていくんです。

そして、1 棟、2 棟、3 棟と、例えばレストランだったり、オルゴールをつくる工房だった

り、そういうのをつくり上げていきます。そうすると 10 棟、20 棟、30 棟となっていく。

これは当然、話題になります。ずいぶん利活用し始めたねとなるんです。 

 この取組みをするとき、未来を担う子どもたちに愛着心を持ってもらうために、必ず関

わってもらうことが大切です。制作体験工房をその場所でするときには必ず誘って、「や

らない？」「これ、やってみない？」と。小学校長会、中学校長会へ行って、今度、こう

いうのをやりますので、校長先生から担任の先生に言っていただいて子どもたちに紹介し

てもらえませんかと。朝の、授業が始まる前にでも、今度こういうことをやることになっ

たよと紹介してもらえませんか、というように輪を広げていくんです。 

 次に驚いたのは、港町なのに子どもたちが魚の名前が分からないことでした。旬の魚は

何かなと言ったら、分からないという。スーパーに行ったら魚が切り身で置いているから、

魚がどんな形をしているか、地元の子どもでも分からないんです。それでは愛着が持てる

わけがないなと考えました。自分のまちでとれている農作物が分からない。お父さん、お

母さんも分からなくて、「何がとれているんだろうね」と言っている。それで今度は親子

が一緒になって、土曜とか日曜に魚教室とか野菜教室を始めたんです。そのときには未来

を担う子どもたちのほか、父さん、母さん、地域の皆さんに、集まって来てくださいと。

子どもだけで行うんじゃありません。だってお父さん、お母さんだって魚のことを知らな

い人がいるんですから。子どもだけが知っていても、「ああ、そうなんだ」で終わってし

まって話題にならない。家族の中でも「そうだよね」というのではなくては。 

 でも、出てこられない子がいますよね。例えば用事があって来られない。でも、「それ

はしょうがないね」で終わらせるのではなく、DVD をつくって学校に持っていき、授業中、

見せてあげてくださいと。いくらかかりますか。1 枚買ったって 100 円もしないでしょう。

これを図書館にも置くんです。地域で汗して一生懸命やっている人がバラバラに動くので
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はなくて、一緒にまとまって一体感を持ってやっていただくために、今度はそれぞれの人

を動画で撮って記録していくんです。そして図書館に置くんです。これは永久収蔵です。

いわゆる長と名の付く方だけがまちの歴史に刻まれるのではなくて、そこに住んでいる人

たちの生きざまをしっかり子どもたちに見ていただくと同時に、図書館に収納し記録に残

すんです。そのように、誇りを持てるまちづくりをするために一緒になって汗して、一体

感を持ってやっていきませんかということです。言葉で言うだけではなくて、そういう形

を取っていく。私はこのような取組みが大切と考え実践してきました。 

 そこでは、いつもキャッチコピーが大事だと思うんです。一言で言うと、千葉とはどん

なまちですかと聞くと、いや、一言では言えませんよと。一言で言ってみてくださいと言

っているんです。例えば、あなたのまちはどんなまちですか、あなたのまちではどんなラ

イフスタイルが実現できるんですか。どんなメッセージを発信するまちなんですか。千葉

って、どんなメッセージを世界に向けて発信するまちなんですか、地域なんですか。そう

聞かれて「よく分かんないですよね」というのでは困りますよね。 

 小樽に来たことがある方がいましたので少し小樽の話をします。北海道の北、日本海側

に利尻島というのがありますね。利尻といえば昆布が有名です。小樽市は、以前からこの

利尻町と友好関係を結んでいます。利尻町の中学校を卒業してから、小樽の高校に入った

り、小樽の大学を出たりして就職することが多いんです。利尻町出身で利尻町の中学校を

卒業し、小樽の高校に入り、そして小樽の会社に入ったんです。期限付きの目標設定をし

ていました。高校を卒業して会社に勤め、51 歳で起業し社長になると決めていたんです。

この方が 50 歳になったときに私のところへ来ました。私はそのときには企画部でした。

なぜかというと、私は産業、歴史、文化を徹底的に掘り起こして研きをかけるといったと

きに、先ほど事業構想という話をしましたけれど、いかにビジネス創造をするかというの

が大事だと思っていましたので、休みのときには会社を立ち上げるのを協力していました。

商工課勤務になったときは、1 年間で 10 社から 15 社、会社の立ち上げに協力していまし

た。 

 ですから私は、今、全国信用金庫協会などの役員の研修講師をさせていただいたりして

います。その当時は不思議な人だと思われていたようです。行政職員が、なぜそんなに会

社を立ち上げるのに固執しているのだと。地元の企業を強くして、それに関連する業を起

こす。徹底的にそれをやろうと考えていたんです。そして雇用創出を図る。毎年、10 社か

ら 15 社を立ち上げるのをサポートしていました。商工課のときは、それが本業、仕事と

人生になりました。私は起業家を目指す方と一緒に銀行、信用金庫、信用保証協会に行く

んです。何で一緒に来るのか、支店長は不思議がっていました。でもそれは不思議ではな

いんです。なぜなら総合計画上、産業振興ビジョン上で、どういう位置づけになっている

のかというのは、行政職員でないと話ができないと考えています。しかも私のところで金

融、いわゆる融資制度を担当しているわけです。これ、どうぞ銀行へ行って借りてきたら

いかがですかと言っても、貸してくれるわけがない。ですから一緒に行くんです。そして、

今後会社を立ち上げようとしているこの社長は、地元のこの会社とこの会社と確実に連携

を取れますから、どうしても地元にとっては必要な会社ですと。よって起業してもらうた

めには何としても応援体制を取りたい。これは総合計画上、産業振興ビジョン上、こうい

うふうに書き込んでいます。私が言っているのではありません。まちを挙げて応援体制を

－89－



取りますからと何度でも伺い言えば、貸してくれることも多々あります。利率 1.5％で 1

年半据え置いてくださいと言ったら、「木村さん、どっちが社長か分からないよ」と言わ

れましたね（笑）。そうしない限りは資金ショートしてしまいますから。運転資金を借り

たり、地域ビジネスの推進を手伝っています。そういうこともありました。 

 この起業家を目指す方は 50 歳のときに私のところへ来たんです。そうして、「木村さ

ん、業を興すためにはまず 初に何が大事か」と尋ねたんです。「それはリサーチでしょ

う」と。昆布専門店をやりたいのだったら徹底的にヒアリング調査してください。やみく

もに地域ビジネスを興すなんて考えないでくださいね、私も手伝いますから。ということ

で、100 社を超える経営者に昆布専門店で儲かる秘訣などを聞きに回りました。この方も

100 社を超える経営者へ聞きに行った。200 社の経営者の答えはみんな一緒でした。「昆

布専門店は儲からないからやめたほうがいい。全国どこを見ても、それで成功している会

社はない」と言ったんです。2 人でお茶を飲みながら「おもしろくなりましたね」と。意

味が分かるでしょうか。超プラス思考ですから、誰もやらないと言っているんですから、

これは儲かると考えました。儲からないからやめろと言って誰もやらないというんですか

ら。よし、やろう（笑）。 

 今、年商数億円で、52 トンの昆布を売っています。そのとき、2 つ目に大事なことは、

一言で言うとあなたのまちはどんなまちなのかということです。一言で言うと、あなたの

店はどんな店で、どんな商品を売り、どんなメッセージを発信したいのか。例えば千葉で

つくった商品を誰に買っていただきたいのか。誰にメッセージを発信したいのかという意

味です。これができなかったらほとんど売れません。 初は全然売れませんでした。そこ

でキャッチコピーをしっかり考えました。 

 そして商品全てに「七日食べたら鏡をごらん」と書いたんです。全部の商品、例えば、

湯豆腐昆布からふりかけの昆布などに「七日食べたら鏡をごらん ホラ吹き昆布店」と書

いてあるんです。驚きました。これは大丈夫なのかなと思いました。ただ、このあとを言

っていませんから。きっとこうなるよとか言っていないですから、ぎりぎりよいかなと。

これでやってみますかということで、売り出したら、女性の方からクレームです。「七日

食べてみて鏡を見たんだけど、何の変化もないんです」という電話が来ました。自分が社

長だとしたら、どう答えますか。この社長は、こう答えました。「お客様、個人差がござ

います」と言ったんです。そうしたら女性の方が怒りまして、「私は七日じゃ足りないっ

て言うの？」と。ですからもう七日分送るから食べてみてくださいと。それは半月昆布商

品を食べるとお通じがよくなって、顔の血色がよくなります。肌がつるつるしてきますね。

腸内活性しますね。これで売り出したんです。 

 これに味をしめて（笑）、できればもう少し違うキャッチコピーをつくろうといったん

ですね。次の商品が、「となりのトロロ」というものです。これは、結構ぎりぎりじゃな

いですかねと思いますね。ご本人の奥さんの顔写真が「となりのトロロ」に載っている。

何だかよく分からないんですが（笑）、おもしろいんです。 

 次に、後継者養成が大事ですね。皆さんが仕事をしている中で、後を継いでくれる人が

大事です。後継者を養成するため、息子さんに勤めをやめて戻ってこいと言ったんです。

社長の息子さんだと言ってもそれは無理でしょうと言ったのですが、「いや、連れてくる」

と言って辞めさせて連れてきた。その素質を確かめなければいけないというので商品を一
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つつくってもらったんです。ふりかけの昆布商品をつくった。そのキャッチコピーは何か

というと、「五十歳若返るふりかけ」というのをつくったんです。これはほらではなく、

うそですよね。これじゃ駄目だと。そう言われると思っていたよというので、息子さんが

次に「百五十歳若返るふりかけ」というのを出した。これは合格ということになり、今で

は人気商品になっています。 

 次は「ぽっくり昆布」という商品を出すんです（笑）。やり過ぎじゃないかと思います

けれど。そういう形で、無理ですとか、できませんとかと言っているのではない。ピンチ

をチャンスに変えていこうということなんです。 

 鹿児島県鹿屋
か の や

市、人口 10 万人の町に「柳谷（やねだん）」という 312 人の集落があり

ます。ここには私は年間 6 回ぐらいは入っています。私は大きいからできるとか、小さい

からできるとか、できないとか、それは全く関係ないと思っています。しっかりした組織

なり単位でどのように、キーパーソンとそれを取り巻く人的ネットワークを形成するかと

いうのが大事です。ですから、それは小さいからできたんだとか、300 人だからできるん

だよということではないと私は考えています。 

 このやねだん集落は今から 17 年前、もうガタガタでした。というのは、何もない。産

業、歴史、文化を徹底的にひもといていったら、本来は、宝ものがあるんです。そこの風

土を生かした農作物をつくろうとか、いろいろできるんです。だけど当時は私たちの集落

には何にもないんですと言っていました。豊重哲郎さんは現在 72 歳ですが、17 年前、55

歳のとき、町内会の皆さんが「このままだとこの町内会は壊滅する。小学校、中学校を出

て高校になったらいなくなって人口は流出する。これではもたない」と考え、豊重さんに

町会長をしてもらえませんかとお願いしたわけです。なぜ豊重さんだったのか。町内会に

おいても経営力が必要であるからという。豊重さんは高校卒業後に東京の金融機関に勤め、

29 歳でやねだん集落に戻ります。戻ってからはうなぎの養殖とうなぎ店を始めます。55

歳のときには年商数千万円の店を経営し、借金は全て返し終わっていた。途中で相当苦し

んで、お子さんのブタの貯金箱を割ってかき集めて銀行にお金を払ったこともあるぐらい

厳しい状態もあった。それを町内会の皆さんは見ていました。1 回も滞ることなく、借り

た金は必ず約束どおりに返すというのを見ていました。そういう中で経営力を身につけて

いったということを知っていた。 

 もう一つは指導力です。これは何かというと、豊重さんが戻ってから、中学校の男子バ

レーボール部の監督をやりました。鹿児島県鹿屋市には鹿屋体育大学があります。高校は

甲子園に行ったりしています。地元校を卒業した人たちが監督をやったりコーチをやった

りしています。それまで中学校のバレーボール部は一回も勝てませんでした。でも豊重さ

んが監督になった途端に勝ち始めます。秘密の特訓をやっているのではないかと視察者が

来ます。何をしているかというと、それぞれの個性に応じた能力を伸ばす。教育とは引き

出し力です。ずいぶんよくなったぞ、それを一緒に伸ばそうと考える。「駄目なんだよ、

スパイクが」とか言うのではない。いいぞ、いいぞと。そのレシーブはいいよ、レシーブ

をしっかり伸ばしていこうと自信を付けさせるんです。それによって県大会で準優勝にな

ります。経営力と指導力があることから、豊重さんに町内会の皆さんが町会長にとお願い

に来たのです。 

 豊重さんは当時 55 歳でした。ほかの町内会長は 70 歳～75 歳が主でした。でも 55 歳の
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豊重さんがお願いされた理由は、経営力と指導力が町内会にも必要であるということを皆

さんが感じてたからです。そこで目標を立てます。1 つ目は、どんなに汗を流して頑張っ

ても、心を一つにしないでバラバラに動いたのでは効果は薄い。文化振興を通じて心を一

つにしていく。笑顔で感動と感謝のまちづくりということで、文化振興をすること。2 つ

目は、未来を担う子どもたちを必ず町内会活動の中に関わらせるということにしました。 

 私は 33 年前からまちづくりを実践していますが、17 年前から、やねだん集落では実践

しています。そのためにはどうしても自主財源が必要です。やねだん集落には補助金は入

っていません。自分たちのことは自分たちでやると決めています。役割分担をし、自分た

ちでやれないものは、パートナー、もしくはブレーンにお願いします。自分たちだけでは

限界がありますから。312 人の集落で何でも自分たちでやりきろうとしたら、それはもう

「できない」となってしまいます。 

 そこで事業構想が重要です。サツマイモを植え、土着菌をつくり、みそをつくる。これ

を実践していきます。自主財源が 600 万、700 万、800 万になっていきます。そしてこれ

までやってきたことを全国に伝えなければということで、後継者や指導者養成を行います。

5 月と 11 月に塾を開講しています。インターネットで「やねだん」と入れると出てきます。

5 月と 11 月に 3 泊 4 日合宿でやります。私がこの合宿で講義するのは午前 0 時から午前 2

時半までです。前回は午後 11 時半から午前 1 時半ぐらいまででした。3 泊 4 日で 8 時間

寝られる人が一番長いぐらいだと思います。1 日 2 時間ぐらい寝られるかどうかです。私

が 2 時半まで講義した後に、豊重哲郎さんが 2 時 40 分から 4 時半までやります。その後、

後片付けをする。5 時から、懇談してくださいと言われて、7 時から朝食ですから、ほと

んど寝る間はない。徹底的に、地域づくりとは何か、説得ではなく納得、理解のまちづく

りを学んでいただく。 

 このやねだん集落のことを海外に発信しています。行政から補助金をもらわずに内閣総

理大臣表彰と総務大臣表彰を受けた。支援をしないで行政が表彰するというのも実におも

しろいです。この取組みの英語版をつくり、それが海外に流れました。韓国には「やねだ

ん」という居酒屋が 5 軒誕生しました。大邱
テ グ

市とソウル市です。先ほど言いました産業、

歴史、文化を徹底的に掘り起こして研きをかけて、世界に向けて発信するきらりと光るま

ちづくり。やねだん集落は世界に向けて発信を始めています。「やねだん」という居酒屋

にはやねだんでつくった焼酎が必要です。1 回 1500 本ずつの輸出をしています。 

 また、どこでも今、課題のひとつに、空き家問題があります。空き家を、持ち主に話を

してやねだんの町内会が借ります。修復にだいたい 100 万円から 120 万円ぐらいかかりま

す。1 軒ずつ修復して迎賓館と名付けて、その迎賓館にアーティスト、芸術家に移住して

きてもらいます。現在、7 人の芸術家とその家族がやねだん集落に移住して来ています。

若手の皆さんはやねだんで赤ちゃんを産みました。そんな形で人口を増やし、人口流出に

歯止めをかけているんです。 

 私は、「五感六育」モデルを推進しています。五感はお分かりと思います。六育は知育、

食育、木育、遊育、健育、職育があります。 

 例えばこちらで食育を展開するとなると、地元のものを食べましょうという話は当たり

前ですよね。どうするのかというと、五つの味を体験してもらうという食育を開始します。

五つの味とは甘い、しょっぱい、酸っぱい、苦い、それとうま味です。この五つの味を体
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験することを食育で実践していくというのが私の考え方です。イタリアなどで、スローフ

ード運動をしています。約 30 年も前から、あれはなぜやっているのか。なぜかというと、

味蕾は 8 歳までに 8000 個、12 歳までに 1 万 2000 個になる。そうすると今、何個ありま

すか。これは 8 歳までに 8000 個、12 歳までに 1 万 2000 個で、あとは下降していく。減

っていくんです。となると 12 歳までに五つの味を体験させないと、味が分からないとい

うことになります。それで追跡調査をするんです。これを体験しなかった子どもがどうな

ったのか。そうしたら親に攻撃的になるという結果が出ています。なので海外では４つの

味を体験させている。日本はうま味を入れた五つの味です。 

 そうすると、食育ひとつやるとしましても地元の地産地消、地元で取れるものは地元で

食べましょうというのは当たり前の話です。そこで甘い、しょっぱい、酸っぱい、苦い、

うま味は何があるか。もし、苦いのが嫌いなら食べなくていいよとやったとしたら、結局

は脳に刺激がいかないことになります。小学校を卒業するまでにそのプログラムを組んで

いなければ、分からないということになるのです。だから自宅で、「もういいや、苦いも

のを食べたくなかったら残しなさい」なんて言っていたとしたら、鍛えられないというこ

とになります。そういうところを十分、なぜそういうことが海外でも行われているのかと

いうのをしながら、自分の町ではどういうものを五つの味として子どもたちに、学校給食

や自宅で体験してもらうのか。自分の大切な子どもですから、お孫さんですから、それを

どういうふうにしてもらうのか。8 歳までにはこれをやらないと小脳に刺激がいきません。

12 歳まで、1 万 2000 個ある間にやらないと大脳に刺激がいきません。小脳、大脳に刺激

がいかず子どもが中学校に入っていくということになります。そういうことをしっかりや

っていきましょうということで推進しています。 

 遊育は、山形県東根
ひがしね

市に遊育施設があります。遊びながら学ぶという機会をつくる。こ

れをやっちゃ駄目、あれをやっちゃ駄目とは言いません。自分たちに考えさせます。何を

やったらいいか。人は自ら知り気づかないと行動に移しません。それをやっちゃ駄目よと

かやっていると、海外へ行っても危険なところに行ってしまったりします。自分で判断し

ないと、考えないとなりません。しっかりと自分で判断するという場をつくっていく。遊

育、遊びながら学んでいく、考えていくということです。 

 時間になりましたので、ここで終了します。小樽で合宿をやっています。小樽合宿は 1

泊 2 日、やねだんでは 3 泊 4 日合宿をしていますが、やねだん集落へ行った人が小樽合宿

に来たり、小樽合宿へ来た人がやねだん合宿へ行ったりしています。 

 またお会いできることを楽しみにしています。まだ時間がよければ質問を受けますけれ

ども、私は Facebook やメールをしていますので、関心のある方はアクセスしてください。

全部は書いていませんが、全国を回っていることなどをそこに書いています。メッセージ

をいただいたり質問をしていただいてもいいです。また、後日、事務局の方に言っていた

だいても結構です。 

 本日はありがとうございました。（拍手） 
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ぼり
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やす
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現  職 自学工房 人材育成アドバイザー 

 

略  歴 １９７５年 大阪府岸和田市役所入庁 
１９９３年から２００７年まで人事課で人事・研修係長、 

参事（能力開発担当）。 
岸和田方式の人材育成型人事考課制度の開発・運用を中心と

なって進める。その後、広報広聴課長、監査事務局長、議会事

務局長、会計管理者を歴任し、２０１３年３月退職。 
現在は、研修講師・人事評価制度実務コンサルタントとして

活動している。 
 

 

著  書 『元気な自治体をつくる逆転発想の人事評価』（ぎょうせい）
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 皆さんこんにちは。ただ今ご紹介いただきました、大阪の南部にある岸和田市からやっ

て参りました、小堀でございます。私は皆さんと同じ自治体職員、岸和田市で 38 年間勤

務して、一昨年退職して、今こういうふうな活動をさせていただいております。  

 今日のテーマは「自学」つまり自分で学ぶ、それから「自育」自分で育つという視点か

らの能力開発について、皆さんと一緒に考える機会にしたいなと思っています。  

 今日の研修は、お手元のレジュメに基づいて進めさせていただきますので、適宜レジュ

メを見ながらお願いいたします。研修は大きく前半一部と、後半二部に分かれています。  

 前半の一部では「職員の成長と能力開発（人材育成から自育支援へ）」ということで、

育てられるのではなくて、自分で自分を育てることが大切ですよということをお伝えした

い。  

 それから第二部の「キャリア・デザインを考える」というところでは、充実した生活、

職業人生を送っていくためのヒントになるようなことをお伝えできたらなと思って、資料

を作りました。それでは時間の関係もありますので、さっそく中味に入らせていただきた

いと思います。  

 まず第一部、「職員の成長と能力開発（人材育成から自育支援へ）」というところです。

いきなりですが、皆さんどんな時に職員は成長するんだろうというのを 初にお考えいた

だきたいと思います。  

 レジュメの 1 ページの下に枠が 2 つあると思います。これまでの皆さんの人生、特に

就職されて今日まで、まだ数年という方もいらっしゃるし、十数年、二十数年という方も

いらっしゃると思います。これまで働いてこられた中で職業人生を振り返っていただいて、

職員として、あるいは職業人、社会人、人間としてどんな時に自分は大きく成長したと思

っているか。ちょっと振り返って書いていただきたいと思います。  

 実は人の成長は、中にはずっと直線的にまっすぐ成長していく方もいらっしゃるかもし

れないですが、普通多くの場合は、日々緩やかに成長していく、経験を積んでいく。でも

やはり、何か大きなきっかけになるような出来事や体験に出会った時、それを糧として、

それまでの自分と違った、ワンランク、スッテプアップしたようになる。そういうことが

何回か繰り返されていく。つまり階段状に、何かがあった時、そういったものに出会った

時に、それをきっかけとして大きく成長できるという形が多いのではないかと思います。  

 私自身を振り返って、「あ、この時あの経験がよかったな」とか「あのことがあったか

ら私は成長できたな」ということが何回かあります。皆さんも少し振り返っていただいて、

こういうことがあった時とか、こういうことをきっかけにしてとかいう形で、簡単にメモ

していただきたいと思います。いきなりですが 3 分、時間を差し上げますので、ちょっ

と考えてお書きください。  

 まだ途中の方もいらっしゃるかもしれませんが、時間の関係で先に進めさせていただき

たいと思います。  

 2 ページをご覧いただきたいと思います。「『どんなときに成長したかシート』回答の

まとめ」と表題のある表です。今、皆さんが思い出して書いていただいたのと同じような、

似たような回答がないでしょうか。成長要因というところを見てください。例えば「大き

な仕事、困難な仕事をやり遂げた」時、あるいは「経験がなかった（苦手な）仕事ができ

た」時、下のほうへいくと、「失敗、挫折、苦しい経験」が糧となって成長できたとか、
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「仕事を任された」、それから「昇任し

て新しい立場」例えば一般職から係長に

なって部下を初めて持った時、「良い上

司・先輩・仲間と一緒に仕事ができた」

時、こういうときに成長できた。  

 あるいは、こんなのもあります、「ダ

メ・バカ上司と一緒に仕事をした経験

（反面教師）」。ダメなバカな上司と一

緒に仕事をして、それを反面教師として、

自分はそうならないようにしようと思っ

て、頑張って成長した。「派遣研修・長

期研修」、派遣、出向などの経験が成長

の大きな要因になったという回答があり

ます。  

 これをご覧になって、職員の成長につ

いて皆さんはどう感じられたでしょうか。

どういうことを読み取っていただけたで

しょうか。私はどういうふうに捉えてい

るかという話をさせていただきます。  

 私はこれまで 23 回ほどこういう調査

をさせていただく機会があって、1900 名余りの方から 3000 余りの回答をいただき、そ

れを私が整理して分類をしました。  

 中分類は、成功体験とか達成感、あるいは新たな仕事への挑戦とかをキーワードにして、

それに当てはめてグルーピングをしていったもの。それをさらに大きく、仕事に直接関係

あるものと、直接ではないけれど仕事の中での経験・状況によるもの、人事に関係するも

の、出会い・評価、研修・自学、その他、と大分類に整理しました。  

 見ていただいて一番左の大分類の数字ですが、約 3000 あまり回答がありました。その

中で、仕事に直接関係するもの、大きな仕事、困難な仕事を達成したという経験で成長し

たという回答が 936、全体の 29％、約 3 割です。次に、仕事そのものではないですが、

仕事の中での状況・経験によって成長できたという回答が 628、全体の 19％、約 2 割で

すね。3 割と 2 割で両方足すと 5 割近い。約半分が、仕事あるいは仕事に関係する状況と

か経験の中で育ったという答えになっていることが分かります。  

 次に多いのが人事。これが全体の 13％。それから、良い上司・先輩・同僚と一緒に仕

事ができたとか、あるいは上司に褒められた、認められたとか、「出会い・評価」に該当

するものが 13％あります。足して 26％、3 割弱ですね。先程の 5 割とこの 3 割弱を足し

たら、全体の 3 分の 2 まではこういう事柄が成長の要因になっていることが分かります。  

 今日のこのような研修は、残念ながらあまり成長要因には直接ならないです。だから、

今日 2 時間私の話を聞いたから皆さん方が成長するわけではないです。それよりも、も

っと長期的な研修とか出向とか、体験的、経験的なことがないとなかなか育たない。でも

全体の中の 11％は結構大きな数字です。  
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 そして「その他」、これは家庭生活、地域活動とか、中には病気、失恋、そういうもの

もありますが、個人的な生活も含めて、その中での経験で成長していくということが回答

としてありました。  

 私自身、集計してどんなふうに感じたか。結論から言いますと、やはり 5 割は、仕事

そしてそれ以外に仕事に関係するもの、あるいは人に関係するもの、人事や評価。私たち

は誰かに育てられるのではなく、人とか仕事に出会って、経験、出来事を糧として、自分

で自分を育てているんだと。皆さんは、そういった体験、経験を基に自分で自分を育てら

れているんだと思います。ですから組織が皆さんを育てているわけでも、上司が育ててい

るわけでもなく、どちらかと言うと、皆さんの一番の成長要因になっているのは、自分自

身の経験を自分自身で糧にすることだと思っています。  

 私は人事課に 14 年おりました。その間、いろんな職員を見てきました。今日のような

研修の企画や、人事評価とか、いわゆる人事に関する仕事に携わってきました。その中で

職員を観察して思ったのは、みんな同じような経験はされているんです。でもそれを経験

として生かせる人、チャンスとして掴んで自分の経験として、糧として生かせている人は

成長するけれども、生かせない人は成長しないと、本当に見ていて思いました。  

 次に人材育成という話に移らせていただきたいと思います。人材育成から自育支援へ。

「自育支援」という言葉は初めてお聞きになる言葉だと思うんですが、私が作った言葉で

す。人材育成はずっと以前から言われていますよね。地方分権が進み、自治体でも独自の

政策づくりをしていく、まちづくりをする、その為の人材づくりが必要だ、人材育成が大

切だということは、本当に 10 年、20 年前からずっと言われています。その時に、聞かれ

た方もあると思いますが、「ザイ」という 4 つの漢字を使って、4 種類の「ジンザイ」が

あるとよく言われます。「罪」「在」「材」「財」ですね。  

 「罪」という字を使う「人罪」は、いるだけで周りの雰囲気を悪くして、周りに悪影響

を与える存在ですね。仕事をしないだけではなくて、周りに害を与える、いること自体が

罪だという人。こういう人罪が、少ないでしょうがどの組織にもいる。  

 「在」という字を書く「人在」、これは「罪」という人罪ほど周りに害を与えたりはし

ないけれども、ただいるだけ、何の役にも立たないような「人在」。  

 それから「材」と書く「人材」、大多数の職員の方がこの人材だと思います。与えられ

た仕事をきちんとする、戦力になっている、組織を支えている、いわゆる合格点を差しあ

げられる「人材」ということになります。  

 ただ、これからの分権時代の行政を変革していく、今までの仕事以上のレベルアップし

た仕事をしていく、変革を作り出す、生み出す、そういうこれから求められる「人財」、

それは組織として財産といえるような「人財」です。そういう人財は残念ながら少ない。

「人財」を育てなくてはいけないというのがずっと言われてきた人材育成の考え方です。  

 ただ私は思うのですが、どうしたら「人罪」をなくせるか、いるだけの人をどうしたら

戦力になる人材に育てられるか、その戦力の人材をさらにもう一段階アップした、変革力

を持った、政策形成能力を持った職員に育てられるか。これは組織の論理なんですね。組

織が職員をそういう人材として育ててやろう、あるいは上司が部下をそういう人材として

育ててやろう。これは上から目線、少なくとも同じレベルの目線で話をしていない。そん

なふうに私は感じます。こういう人材育成は、もう時代遅れではないかなと思います。  
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 初に皆さんと一緒に振り返って、どんな時に自分は成長したか考えたように、誰かに

育てられて成長したという方はほとんどいないと思うんです。あの人に育てられた、あの

研修を受けて育ったという方は少ないと思うんですね。それよりも、いろいろな日常的な

仕事の中の経験、人との出会い、交流の中でいろんなことを経験して、それを糧として自

分で育ってきたということが言えるのではないか。  

 ですから人材育成という発想から、自育支援。自ら育てる、自分で育つ、そういうのを

いかに支援するか、応援するか。組織、上司として、部下の成長をいかに支援できるかと

いう発想に切り替える必要があるのではないかと思います。計画的に育つというよりは、

偶発的な偶然によって、それをきっかけとして育つほうがはるかに多いわけです。これま

では人材を育てる、人材を育成するとか職員を管理するというような発想の人事管理が行

われてきました。でもそういうのではなく「自育」。職員が自分で育つのを支援するとい

う発想の人材マネジメントに転換していくのが重要ではないかと思っています。  

 次にもう少し具体的に能力開発、能力をどう開発していくかということを考えていきた

いと思います。能力開発の基本は、自学（自主学習）と一般的に言われています。ここで

はどうすれば効果的な能力開発が行われるのだろう、自分の能力開発ができるのだろうと

いうことを考えていきたいと思います。  

 2 つのケースをここに書いています。私が読みますので、目を閉じて聞きながら、頭の

中で情景を思い浮かべてみてください。まずケース 1 から読みます。  

 「あなたの職場では特にはっきりした目標もなく、毎日ただただ仕事に追われている。

在課 3 年になるあなたは、特に何かを学ばなくてはという必要性をほとんど感じていな

い。そんなときに、人事課から通知があった。指名されて仕方なく研修を受けることにな

った」。もう 3 年経って、仕事にも慣れて、何か学ばなくてはならないという必要性も

感じていない。その時に研修を受けなさいという指名あって、仕方ないなと思って、受け

に行って受けているのがケース 1 の情景です。  

 次、ケース 2。「職場で話し合って業務の効率化と市民サービスの向上のための新しい

取り組みをしようということになり、あなたがそのリーダーをすることになった。しかし、

実際に取り組んでみると、いくつも課題があってうまくいかず進め方がわからない。近隣

の市に問い合わせても、そのような取り組みはまだ全くされていない。そんなときに、す

ばらしい取り組みをしている自治体があり、その担当者による実践報告のセミナーが開催

されることを知った。申し込んだら、幸いにも受講できることになった」。職場で新しい

ことに取り組もうということになって、あなたがリーダーになっている。でも進め方が分

からない。そんな時に、先進的な取り組みをしている自治体の担当者のセミナーが開かれ

ることを知って、自分で申し込んで受けられるようになったのがケース 2 です。  

 この 2 つのケースを頭に浮かべていただいて、極端な例ですが、大きな違いがありま

すよね。どちらが能力開発になるか。言うまでもなくケース 2 ですよね。ケース 1 とケ

ース 2 を比べて、ケース 1 の方はこれからお話しする 3 つの条件がありません。ケース 2

の方は 3 つの条件がそろっています。  

 ケース 2 を見ますと、能力開発のための 3 つの条件と私が考えるのが全部そろってい

ると言えます。まずこの四角の中の 1 番目ですが、「意欲（モチベーション）」が全然

違いますね。ケース 2 の場合は、新しい取り組みを職場でみんなでしようということに
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なって、自分がリーダーになった。責任感とかやりがいを感じて、さあやろうとすごくモ

チベーションが高くなっている状態。これが 1 つ。  

 それから 2 番目。「気づき」がある。取り組もうとしたけれど知識や情報、スキルが

ない、そういうものが自分に必要なんだと気づいたわけです。  

 3 番目。それを求めていたら、そういうものが得られるチャンス、セミナーがあると知

った。人事課から研修を受けなさいと言われるのではなくて自分から申し込んで、受けた

いと思って受けに行っている。自分で行動している、自主的に動いている。この 3 つの

条件が 3 つともそろっていると言えると思います。この 3 つが、能力開発に取り組む時

にやはり必要な大きな要素、条件ではないかなと思います。  

 それではここで、今までの能力開発のポイントについて簡単に整理しておきます。まず、

能力開発の基本は「自学」だということです。人に強制されて、あるいは誰かから勉強し

なさいと言われてするのではなくて、自主学習、自分からこういうことを勉強しようと取

り組んで学習するのが能力開発の基本です。  

 能力開発をする場合は、まず 初に強みを伸ばすのがセオリーです。自分が得意とする、

興味があることを勉強する、学習するのはやっていてすごく楽しいことです。身に付き、

吸収できます。でも自分が嫌いなこと、苦手なことはいくら努力してもなかなか成果は上

がりません。そうですよね。実際に苦手なことを克服するのは大事なように思うのですが、

それはただ単にマイナスをゼロにするだけなんですね。効果が出ないんです。それよりも

自分の興味があること、強みだと思っているところを伸ばすのをまず第一に取り組むこと

が大切です。苦手なことから取り組んだら、すぐに嫌になって辞めてしまうということに

なります。やはり自分の興味のあること、得意なところから取り組むのが大事です。  

 もう 1 つ重要なのが、政策形成能力とかいろいろなことが言われますが、私は能力に

は、大きく分けて 2 種類あると思っています。1 つは、知識とかスキルと言われるもので

す。知識とかスキルは、本を読んだり、研修を受けたり、訓練を受けたり、練習をしたり

して、インプットして身に付けるしかありません。そういったものが知識とかスキルと言

われるものですね。  

 そうではなくて、思考・行動特性と言われるものがあります。思考・行動特性に関係す

るものといえば、例えば判断力とか交渉力といったこと。それを具体的に能力というふう

に組み立てていくと、それが政策形成能力とか、問題解決能力であるというふうになると

思うんです。政策形成能力とか問題解決能力は、実はインプットでは形成できないんです。

低限の知識は必要です。実際に行動して、実践していく中でしか強化されないものです。

いくら知識として知っていても何ら意味がありません。実際に行動して実践して、その中

でいろいろ試行錯誤して、失敗もしながら経験を積んでいく中でしか、そういう能力は強

化することができません。そういうことを、まず 初に心に留めておいていただきたいな

と思います。  

 では今、能力開発の基本は「自学」というお話をさせていただきました。「自学」の推

進力となるのがモチベーション（意欲）というものです。これについては 近、「モチベ

ーション 3.0 ドライブ」が注目されています。皆さんは「モチベーション 3.0 ドライブ」

という言葉をお聞きになったことはありますか？ 私も数年前まで知らなかったんです。  

 私はこういう仕事をしていて、本が好きなのでよく本屋さんに行って、経営書とかビジ
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ネス書のコーナーを見るんです。大きな書店のビジネス書のコーナーで本を見ていたら、

横にすらっと背の高い、格好良くスーツを着た、どこかの一流会社のビジネスマンなんで

しょう、男から見てもイケメンの格好良いなと思うような若者が二人、楽しそうに話をし

ていて。「いや、そんな 2.0 はもう古いよ。今はモチベーション 3.0 の時代だからね」と

いうようなことを言っているのがちらっと聞こえてきた。「えっ、モチベーション 3.0 っ

て何だろう？」と思った。それで、本棚を見ていたら、『モチベーション 3.0 ドライブ』

という本を見つけたんです。ダニエル・ピンクという国際的なジャーナリストの方が書い

た本。興味があったので早速買って読んでみました。これはどういう本かというと、ジャ

ーナリストのダニエル・ピンクさんが過去から現在までのモチベーションに関するいろん

な調査とか研究を丹念に調べて、実際にその研究者の何人かにも会ってインタビューをし

て取材をされて、モチベーションについていろんな考え方、学説をまとめた本です。 新

のモチベーション理論をまとめた本と言えると思います。  

 その中でダニエル・ピンクさんは、モチベーションには 3 つのレベルがあると言って

います。まずモチベーション 1.0。これは生きるために働く、衣食住のため、 初は食べ

物でしょう、そういうものを得るために行動するモチベーション。原始時代ですね。  

 文明が発達して、産業が起こって、工業化が進んできて、生活がだんだん豊かになって

きた。そういう中で、もっといい生活、もっと豊かな生活をしたい、ああいうものが欲し

い、こういうものが欲しい。特に、お金をもっと稼いでもっといい暮らしをしたいという

物質的な欲求。その欲求を満たすために行動するモチベーション、それが 2.0 ドライブと

言われるもの。  

 次に、モチベーション 3.0 ドライブというのがある。今現在皆さんはすでにそうだと思

うのですが、物質的にはもうある程度満たされて生活をされていると思います。皆さんが

働く目的は、基本的にはもちろん生活のためですが、でももっとたくさんお金を稼ぐため

に働いている、働きたいと思っているわけではないと思うんです。われわれは仕事の中に

何を求めているかというと、やはり精神的にもっと満たされたいという、物質的ではなく

て、この仕事にやりがいを感じたい、充実感を感じたい。それを達成する中で自分が成長

する実感を得たいとか、そういう精神的な欲求が満たされる仕事をしたい、あるいは自分

の能力が発揮できる仕事がしたい、そういう精神的な欲求が満たされる仕事がしたいとい

う動機がモチベーションになる。  

 ダニエル・ピンクさんは、20 世紀までの工業化社会と言われた時代、どちらかという

と体を使った肉体労働が中心だった時代では、2 番のモチベーション 2.0、より豊かな生

活をするためのお金とか物質、そういうものが欲しいというモチベーションが主力だった

と。でも 21 世紀の現代で知的な労働、この仕事をどうしたらもっと改善できるかとか、

どう運営していったらいいのかとか、本当にいろんな工夫や創造性が求められる仕事が増

えてきています。皆さんの仕事の中でもそうですよね。そういう仕事については、精神的

なやりがい、成長感、達成感とか、そういうものが満たされる、自分の能力が発揮できて

いる、できる、そういう動機づけがすごく重要だというふうに言われています。  

 モチベーションも、内発的な内側から起こるこういう仕事がしたい、こうなりたいとい

う動機づけがすごく大事です。長く働く、量のモチベーションではなくて、質のモチベー

ション、もっといい仕事がしたい。そういうクリエイティブな仕事のモチベーションが重
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要で、21 世紀はそういうモチベーションの時代だというのが、モチベーション 3.0 とい

う言葉で象徴されています。  

 次に、2 番目の、「EQ で日常的にモチベートする」というお話しをさせていただきた

いと思います。EQ（Emotional Intelligence Quotient）は、心理学では情動知能とか感

情知能と訳されています。一言で言うと、人間の感情をうまく管理して活用する能力と言

えます。これはピーター・サロベイとジョン・メイヤーという教授が研究調査をされて、

ビジネスで成功している人たちのことを調査すると、そのほとんどが対人関係能力に優れ

た人たちだということが分かってきました。  

 その学説を分かり易く本にしたのがレジュメにある『EQ 心の知能指数』という本です。

これはもう 10 年近く前になりますが、出版されてすごく話題になって、ベストセラーに

なった本です。これによって世界的に EQ という考え方が広まりました。  

 EQ とはどういう能力なのかと言うと、特に重要な EQ は 5 つあると言われています。

1 番目が自己認識力です。自分自身が今どういう感情かということを少し客観的に見られ

る力。あるいは自分の置かれている状況、いわゆる場の空気を読む力、こういうものが自

己認識力です。  

 2 番目が感情コントロールです。自分の感情をある程度うまくコントロールできる力。

これが仕事をしていく上では重要だということです。  

 3 番目が目標達成力と言われるものです。仕事の中には困難とか障害とかありますが、

それを集中力を切らさずに頑張って持続してやり遂げる、いわゆる精神的なタフさ、こう

いうものが重要だと。  

 ４番目が共感力。共感力は、相手の感情を読み取る力、感じ取る力です。相手の気持ち

に、そうだそうだと共感するという意味ではなくて、相手の感情を共に感じる力ですね。

私は今、こういうふうに対面で、皆さんの表情を見ながらお話をさせていただいています。

ずっと見ていて、この人は私の話に興味を持って聞いていただいているなとか、あるいは

ちょっと眠そうな顔をされているな、ちょっと話が難しいのかな、おもしろくないのかな

とか、表情を見ながら。それで半数以上の方が眠そうな顔をしたらこの話題は駄目だな、

次へ進もうとか、そういうことを感じながらコミュニケーションをしていかなければいけ

ないわけで、相手の感情を表情、あるいは目から感じ取る力。  

 後５番目が、人間関係の処理能力。これはいわゆるコミュニケーション能力です。相

手とうまく意思疎通をして、いい人間関係をつくっていく力です。こういう 5 つの要素

がすごく重要であることが分かりました。  

 そうしたら EQ をどんなふうに活用していったらいいかですが、私が思うのは、特に 2

番目の感情コントロールに注目して、自分を動機づけることがすごく重要だと思います。

仕事に前向きで頑張れている人は、やはり自分の感情をうまくコントロールできているん

ですね。  

 そういう人を見ると、どんなことをしているか。1 番目、自分へのご褒美をあげるんで

す。明日はみんなで残って残業だ、仕事が溜まってきた、すごく量がある。8 時、9 時に

なるか、うっかりしたら 10 時までかかるかもしれない。嫌だなあと思って残業したら、

嫌だなあで終わるわけです。仕事もはかどりません。でも、明日は 9 時ぐらいまでに何

とか切り上げられるように頑張ってみよう、終わったら、自分に対するご褒美としておい
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しいラーメンを食べに行こうと決める。そうしたら、残業が楽しくはならないかもしれな

いけれど、嫌だなと思ってやっているのとは全然違いますよね。これをやったら、帰りに

おいしいラーメンを食べられると思ったらやる気が出てきます。気持ちが明るくなります。

こういうことが大事だということですね。会計検査も嫌ですけれど、これが無事に終わっ

たら沖縄へ旅行しに行こうとか、自分へのご褒美をつくる。  

 もうバレンタインデーが近づいてきました。以前は女性から男性へチョコレートを渡す

のがバレンタインの習慣でしたが、 近は、デパートなんかでも違うようですね。ニュー

スでやっていましたが、女性が自分へのご褒美としてチョコレートを買う、自分にプレゼ

ントする。これはすごくいいことだと思います。そういうふうに、自分の気持ちをどう前

向きにもっていくかということです。  

 2 番目、楽しいことをイメージするというのも大事です。これはスポーツで言う、イメ

ージ・トレーニングですね。成功した時の自分のこと、その時の状況なんかを頭で思い描

く。これもすごく自分のモチベーションを高めるのに有効なやり方です。  

 もう 1 つは、具体的な目標を立てる。明確な目標を持つことも大事です。ただ単に勉

強しようではなくて、カウンセラーの資格を取るという目標を立てて、そのために勉強に

取り組む。はっきりした目標があったら、やはり学習するにしても力が入る。  

 ただ単に健康管理のために歩くというだけではなかなか続きません。そうではなくて、

私の友人にいるのですが、日本百名山がありますよね。それを全部踏破しようということ

で、普段からウォーキングをして足を鍛えて、1 つ 1 つ登山をして、今 99 まで登った。

この 3 月に彼は退職するんですが、退職したら残っている 1 つの山を登りに行きたいと

言っていました。そういう目標を持つのが、やはりモチベーションを高めるのに有効だと

思っています。  

 日常生活の中で、いろんな工夫を自分でして、モチベーションを高めていくと、仕事に

対しても考え方が前向き、積極的になっていくと言えると思います。仕事の達人と言われ

る人は皆さん必ず、毎日の生活を楽しんでおられます。人生を楽しむということを知って

おられます。だからそういうふうに、日常生活、自分の人生を楽しむことがいい仕事をす

る上の秘訣ではないかなと思います。  

 次に、実は私は人材育成アドバイザーで、人材育成一般が専門です。その中で特に、岸

和田方式と言われる人事評価制度を開発して運用してきました。人事評価制度が私の一番

の専門です。それに関係して、岸和田方式と呼ばれる人事評価制度は、簡易なコンピテン

シー評価という形で能力評価をするというものです。分かり易くて簡単であるということ

から、今、全国の自治体の能力評価の方法として急速に広がっています。  

 私は、今日はたまたま人材育成というテーマで話をしていますが、 近、こういう講演

をさせていただく 9 割までが、人事評価制度の講演です。全国に岸和田方式の能力評価

を広めたいという活動をしています。それに関係して、コンピテンシー評価と、それを使

った能力開発をご紹介したいと思います。コンピテンシーとは一般的には「成果を生み出

すのに必要な具体的な行動（発揮された能力）」と定義されます。  

 私はもう少し簡単に、「いい仕事をするために必要な行動」と捉えています。これは、

デビッド・マクレランドというハーバード大学の行動心理学の教授が、アメリカの国務省

から委託を受けて共同研究をした成果から生まれた、能力についての考え方だと言われて
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います。それがビジネス界に活用されるようになって、能力評価とか教育の手法として広

まってきたと言われています。  

 この人は何を国務省から委託されて研究したかというと、職員の採用の仕方です。アメ

リカの国務省では毎年、政治学、経済学、行政学、国際関係論など、そうした科目のペー

パーテストを重視して、高い得点を取った人を採用してきました。だいたい一流大学を出

た人たちが、やはりペーパーテストで高い得点を取って採用された。そういう人たちが実

際に現場に配属されるとどうだったか。さすが一流大学を出ただけあるな、頭がいい、仕

事もよくできるという人ももちろんたくさんいらっしゃる。でもその中に、毎年必ず何人

かは、現場に配属すると全然使い物にならないという人もいる。仕事を指示しても全然ピ

ントがずれている、きちんとできない。あるいは対人関係で常にトラブルばかり起こして

いる。安心して仕事を任せられない、使い物にならない職員。  

 皆さんの市はどうか分かりませんが、確かに一流大学を出て、高学歴なんだけれど、全

然仕事ができないなという人が、ひょっとしたら何人かはいらっしゃるのではないかなと。

要するに採用試験に当たり外れがあるんですね。当たり外れをなくしたい、本当に優秀な、

仕事ができる職員を採りたいということで、研究を頼みました。  

 この人は行動心理学者ですから、何をしたか。できる職員とできない職員の行動を観察

しました。そして比較しました。そうしたら、仕事をしていく上で重要なのは、 IQ（知

能指数）と言われる頭のよさではない。知能指数が高い、頭がいい、知識がたくさんある

とかいうものは仕事にはあまり関係ない。  

 仕事をしていく上で重要なのは、先程紹介した EQ（こころの知能指数）。情動知能と

言われる、相手の気持ちを感じ取る力や、コミュニケーションをする力、そういう能力の

ほうが大切だということが分かってきました。それでこの人は、そういうものをまとめて、

EQ と言われる能力が発揮されていると思われる職務行動を拾い出して、その職務行動が

できているかどうかで評価をするという評価方法、コンピテンシー評価を開発していった

ということです。実際はかなり複雑です。われわれ自治体で簡単に使えるようなものでは

ないので、私が担当している時に、自治体でも職員の皆さんに簡単に使っていただけるよ

うな能力評価の方法ということで、もう少し簡易なコンピテンシー評価という方法を考え

て作ったのが、岸和田方式の能力評価でございます。そういう説明がコンピテンシーの説

明になります。  

 でも、今の説明を聞いても分からないでしょう。「ああ、コンピテンシーという言葉が

あるな」、「 IQ でなくて EQ なんだな」ということは分かったかもしれないですけれど。

実際にどう使って、どう評価するかはイメージできないと思いますので、体験版を用意し

ました。これは岸和田市役所で、私が人事課にいる時に「さわやか行政サービス運動」と

いう、いわゆる接遇向上運動、サービス向上運動に取り組みました。その時に職員の方々

に、これであなたのサービス・コンピテンシー、サービス能力を評価してくださいという

ことでお配りしたものです。  
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 簡単ですので、一緒にやっていただ

きたいと思います。評価項目が 2 つ

あります。1 番「電話力」、2 番「廊

下力」です。その中に 3 つずつ、着

眼点という行動が書かれています。私

が読みますので、読み終わったら、そ

こに書いてある行動がいつもできてい

る、している方は「a」に丸をつけて

ください。しているときとしていない

ときがある方は「b」です。全然して

いないという方は「 c」に丸をつけて

ください。では読んでいきます。  

 「電話をとったら『○○課の□□で

ございます』と所属・名前をはっきり

と告げている」。所属名だけでなくて、

名前まできちんと言っているかどうか

です。民間のサービス業ではもう名前

まで名乗るのが常識になっています。

われわれ市役所も、市民の方にサービ

スを提供するサービス機関ですから、

やはり名前まできちんと言おうという運動です。いつも言っていたら「a」、名前を言う

ときと言わないときがあるという方は「b」、課の名前しか言わないという方は「c」にな

ります。  

 2 番、「相手に好印象を与えるよう、声のトーンに気をつけて明るく丁寧な話し方を心

掛けている」。特に電話接遇では、電話をとった第一声が大切だと言われています。「は

い、会計課の小堀です」と（低いトーンで）言うのではなく、「はい、会計課の小堀で

す」と声のトーンを上げると、明るく聞こえるでしょう。電話をとったら、高く出るとい

うのが、好印象を与える電話応対だと言われています。そういうことを意識して、いつも

しているでしょうか。「a」か「b」か「 c」に丸をつけてください。  

 3 番。電話では顔が見えません。ですから「お名前をお願いします」とだけ言うと、き

つく聞こえます。その前にクッションになる言葉、衝撃を和らげる言葉を使うのが、電話

接遇のセオリーです。「失礼ですが」とか「恐れ入りますが」という言葉がそれになりま

す。ですから名前を聞く時は、「恐れ入りますが、名前をお願いします」というふうに、

まずクッションになる言葉を使う。皆さんはそういうことを意識して、しているでしょう

か。「『失礼ですが』とか『恐れ入りますが』というクッション語を使うにしている」。

「a」か「b」か「 c」に丸をつけてください。よろしいでしょうか。  

 次の「廊下力」。廊下の力とは何だと思うかもしれませんが、読みます。  

 「廊下などで迷っているような来庁者を見かけたら、こちらから声をかけている」。そ

ういう方を時々見かけますよね。そういう時に皆さん方から「何課をお探しですか」とか、

「どういうご用件ですか」というふうに声をかけているでしょうか。「 a」か「 b」か
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「c」に丸をお願いします。  

 次、2 番。「廊下や階段などに、紙くずが落ちているのを見たら、拾って処分してい

る」。自分の課の中、カウンターの内側ではないですよ。廊下、階段というところです。

岸和田市でも、職員の多くは自分の課の部屋の中は自分の職場だと思っている。でも廊下

とか階段は自分の職場でないと思っている職員が多かったです。紙くずが落ちていても拾

わない。付箋やレシートを丸めたのや、ゼムピンが落ちていたり、よくありますよね。市

民から見たら、市役所の玄関を一歩入ったら、そこは全部、廊下も階段も市役所です。だ

から市民の方に不快な思いをさせないようにしようと思ったら、廊下や階段まで気を使っ

て普段から見ておく。ゴミが落ちていたら拾う意識が大切だということです。これも

「a」か「b」か「 c」に丸をつけてください。  

 後 3 番。市民の方から苦情が多いのがこれです。「職員の立ち話、長話。廊下や階

段の踊り場などで職員同士の立ち話（1 分以上）をしないように気をつけている」。これ

は接遇運動です。岸和田市では 1 分以上は立ち話、長話、59 秒まではセーフにしていま

す。皆さんはそういうふうに、市民の方の目に付くところで 1 分以上の長話、立ち話を

しないように気をつけているでしょうか。いつも意識して、そういうことをしていません

という方は「a」です。たまに長話をする時があるなという方は「b」です。しょっちゅ

うやってますという方は「c」に丸をつけてください。  

 それぞれ 3 項目ありました。3 つとも「a」だった方は上にある「5」に丸をつけてくだ

さい。「 a」と「 b」が混ざっている方は 4 点です。 3 つとも「 b」だった方は 3 点。

「b」と「c」が混ざっている方は 2 点。3 つとも「 c」だった方は 1 点に丸をつけてくだ

さい。中には、当てはまらないけどどうしましょうというときがあるんです。「a」「 c」

「a」とか、「a」「b」「 c」になりましたという方がたまにいらっしゃるんです。そう

いう方は、 5 点と 1 点はありません。「 4」か「 3」か「 2」になります。「 a」「 a」

「c」だったとしたら、「a」2 つと「 c」の中味を見ながら、全体として 4 点か 3 点か 2

点かはご自身で判断なさって決めてください。それで得点化していただいて、2 つの項目

を足したら 10 点満点であなたのサービス・コンピテンシーが評価されたことになります。  

 いかがですか？ 皆さん何点でしたか？ 10 点満点だった方、ちょっと自信を持って

大きく手を上げてみてください。いらっしゃいません？ いらっしゃったら、次の接遇研

修の講師にお呼びいただこうかなと思ったんですが。実は、10 点満点にならないのが普

通です。私がこれを作りましたが、私自身これができていません。10 点を取れません。

私は考えて、こういう行動が全部できるようになったらいいなと思って作りました。だか

らみんなで努力して 1 つずつ、どれでも何か 1 つでもいいからやはりみんなで自分の行

動を変えることができていったらいいなと思って作ったシートです。  

 大切なのは、自己診断の結果が 10 点だったかどうかではないんです。何点かというよ

り、「気づき」があったか、皆さんの心の中に今、「気づき」が生まれたかどうかのほう

が大切です。明日出勤して、タイムカードを打って、自分の職場へ行くまでの廊下や階段

を歩く時に、紙くずが落ちてないかなと気になって、落ちていたら拾うようになったと。

長話してはいけないな、立ち話をする時は市民の方の目に付かないところに行って話をす

るとか、そういう配慮ができるようになるとか。あるいは電話をとった時に、やはり第一

声は明るく気持ちいい応対をしないといけないなとか。今まで使ってないけれど、クッシ
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ョン語をやはり意識して使ったらいいなとか。何か皆さんに「気づき」が生まれて、その

うちの 1 つでもいいからやってみようと思って一歩を踏み出されたら、それで大きな前

進だと言えます。  

 ここで考えていただきたいのが、「気づき」が能力開発の出発点だということです。8

ページの真ん中に、「問題」と書いてあります。これも少し考えていただきたいのです。

今まで能力開発の話をしてきましたが、能力開発とは一言で言うとどんなことかです。一

言で表すとしたら「それは、（   ）が（   ）になること」。括弧の中にどういう

言葉が当てはまると思いますか。能力開発とは、何が何になることでしょうか。  

 能力開発すると言うと、何か難しいことをしないといけない、何か大変なことをするよ

うな感じに捉われがちですが、そんな難しいことではないんです。この括弧の中は、（で

きない）が（できる）になる、だと私は思っています。  

 平尾誠二さんをご存じの方も多いと思います。ラガーマンです。伏見工業高校で活躍し

て、同志社大学に入ってラガーマンとして活躍して優勝し、社会人のラグビーでも神戸製

鋼を何度も優勝に導いた名ラガーマンです。全日本のラグビーチームの代表監督もされた

方です。その方が『「日本型」思考法ではもう勝てない』という本を書いていまして、そ

の中でこんなふうに書いています。「選手があるプレーができるようになるには 3 つの

段階がある。（知る）という段階が（分かる）という段階になって、それが（できる）と

いう段階になる」。1 つのプレーについてまず知る、それについてどういうふうに考えて

どんなふうに取り組んで、だからこうなるんだということが理解できるという段階。ただ

単にまずそういうプレーがあることを知る、そのプレーについて深く理解をしていく。で

もスポーツですから、分かっただけではできませんよね。水泳の本を読んで泳げるかとい

うと、泳げないです。実際プールに入って練習しないと。練習して、何度も練習している

うちにそのプレーができるようになる。そういう時にスポーツの魅力が 大限発揮される。

「知る」「分かる」「できる」になる三段階の成長の課程を本当に実感できる、体験でき

るのがスポーツの素晴らしさなんですよと、平尾誠二さんはおっしゃっています。  

 能力開発とは、シンプルに考えるということが大切です。先程、コンピテンシー評価を

しましたよね。例えばある市役所に職員が 500 名いる。その 500 名の職員が、今まで誰

も名前を言わなかったのに、みんなで取り組んで、「はい、○○課の□□でございます」

と名前をきちんと言うようになった。それは電話した市民からは全然違いますよね。この

市役所、すごく電話の応対がよくなったなという印象を受けます。小さな行動ですけれど、

そういう 1 つ 1 つの行動、1 つ 1 つの（できない）を（できる）に変えていく。その積み

重ねが行動変革で、それが能力開発です。500 人の職員が、今までちゃんと電話の応対が

できなかったのに、できるようになる。これはすごいレベルアップですよね。能力が開発

されたということになるんです。  

 私たちの仕事の中での能力開発というのは、やはりそんなふうにもっとシンプルに考え

ていく。1 つ 1 つのできなかったことを、できるように変えていく。その行動変革の積み

重ねだと考えて取り組むことが大切だと思っています。  

 ここまでのことをまとめると、1 つは、人は組織に育てられるのではなく、自分で育つ。

皆さんは自分で育っている。人材育成から自育支援へという発想の転換が必要ではないで

しょうかというお話をしました。  
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 2 番目、能力開発の基本は自学（自主学習）です。能力開発のセオリーは、まず強みを

伸ばすことです。それから、思考・行動特性と言われる能力はインプットしても駄目だ、

実践してアウトプットしないと強くならないということです。  

 3 番目、モチベーション 3.0（内発的動機づけ）と EQ（こころの知能指数）が大切。

それを自学の推進力にしていくことが大切です。  

 後に 4 番目として、能力開発はもっとシンプルに考えて、1 つ 1 つの「できない」を

「できる」に変えていく行動変革の積み重ねだと考えていただきたいなと。そして皆さん

も何か 1 つ、一歩を踏み出す。これが重要ではないかなと思います。  

 ここまでで、第一部を終わります。  

 

 第二部は「キャリア・デザインを考える」というテーマです。なぜキャリア・デザイン

というテーマを取り上げたか。第一部で、自学・自育で能力開発をしていくことが大切で

すよ、していきましょうというお話しをしました。どうして自学・自育で能力開発をして

いかないといけないのかです。これは、自治体職員としてよりよいサービスを住民の方に

提供できるように、組織に貢献できる人財になるために、そういう能力開発が必要だと。

皆さんが自覚して、そういうために取り組もうと取り組んでいただくことが重要です。で

も、これはある意味 1 つの正論ですが、個人的にはそんな使命感だけでは息が切れるよ

な、というところもあるのではないかと思うんです。個人的にはやはり、毎日の生活をも

っと楽しいものにするために、あるいは自分の成長が実感できるようにするために、その

結果として充実した職業人生が送れたなというふうになるために、能力開発が 1 つ必要

なんです。もっといい仕事ができた、ずっといい仕事がやれたなという達成感を 後に味

わうためにです。  

 もう 1 つは、そういうことを生かして本当に振り返った時に、自治体職員としていい

仕事をやってこれたな、充実した毎日を送れたなと感じるためには、やはりキャリア・デ

ザインということを考えておく必要があると思っています。それが役立つということで、

ご紹介させていただきたいと思います。というのは、私自身が十数年前に、職員研修でた

またま、キャリア・デザインに出会いました。大阪に、マッセ OSAKA という研修機関が

あって、そこで受講者を募集した時に、私は興味を持って受講しに行った。興味を持ち、

その後いわゆる「自学」ですね。独学でいろんな本を読んだり、いろんな研修会、セミナ

ーに参加したりして、キャリア・デザインについて学んできました。  

 十数年前にキャリア・デザインというものに出会っていろいろ考えてきた。今、退職し

て振り返ってみて、やはりなぜ興味を持ったかというと、その時私自身すごく悩んでいた

からです。40 代の後半でしたけれど、自治体職員としてどんな生き方をしたらいいのか

な。定年まであと残り十数年、どんなふうに自治体職員として生きるべきかな、生きたら

いいのかなと、すごく悩んでいた時期です。だからキャリア・デザインに興味を持って、

受けに行って、そこでまた、本当にキャリア・デザインが必要だなと思って、いろいろ勉

強するようになりました。それをご紹介していきたいと思います。  

 キャリアとは何か。レジュメにあるように、神戸大学の金井壽宏教授は、「長い目で見

た仕事生活のパターン」と定義しています。あるいは慶應大学の花田光世教授は、「能動

的、主体的に職業人生を構築する生きざま」と言っています。私はもう少し簡単に、「人
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の歩み、生きてきた足跡、これから歩んでいく道」と理解しています。  

 皆さんにお伝えしたいのは、キャリア・デザインの、デザインはプラニングではないん

です。計画することではないです。キャリア・デザインをするというのは、どちらかと言

うと、「計画する」ではなくて「イメージする」というふうに理解してください。「生き

方のイメージ」、自分がこれから生きていく生き方のイメージを作るとご理解いただきた

いなと思います。  

 キャリアという言葉は、これまでこんな使われ方をしてきました。②に書いています、

キャリア開発、キャリアアップ、スローキャリア、こういうふうにキャリアという言葉は

使われてきました。以前、高度成長期とかバブル期までの時代は、キャリア開発というこ

とがよく言われました。企業や組織が、その社員を計画的に人材として育成していく、能

力開発していく、キャリアをつくらせていくという考え方です。それでキャリア開発とい

うことがよく言われました。  

 今はそういう考え方はなくなってきています。5 年、10 年先、自分の会社がどうなる

か分からない、どういうことが必要になるか、どんな人材が必要になるか、予測が不可能

になっている。一人一人がそれぞれ自分で考えて自分でいろんな情勢、状況を見ながら能

力開発をしないと時代にはついて行けない時代になってきています。  

 それから、特にバブル期にキャリアアップということもよく言われましたね。民間企業

ならいろんなスキル、経験、経歴を積んで、それを売り込んで転職をして、もっと収入の

高い、もっと高いポストの職に転職していく。それで成功を収めていく人と、失敗してい

く人がいる。成功した人は「勝ち組」、失敗した人は「負け組」。「勝ち組」と「負け

組」という言葉が使われましたね。  

 でも、今はそういう考え方ではありません。スローキャリアという言葉が今、キャリア

観としては中心になっています。どういうことかと言うと、人間の人生を考えたらキャリ

アには勝ちも負けもないんです。人生で、例えば、自分で会社を起こして社長になったか

ら、あるいは公務員になって 後は市長になったから勝ちだと。勝ちは、そんなものでは

ないですよね、人生というのは。それが自分にとって幸せだったのか、不幸だったのかの

ほうが大事です。自分らしく生きられたかどうかのほうが大事です。勝ちも負けもキャリ

アにはないんだというスローキャリア。自分らしく、やはり個性的に生きられるのが幸せ

なキャリアなんだという考えが、今のキャリア観の中心になっています。  

 ③いいキャリアとはどんなキャリアかを、皆さんには考えておいていただきたいと思い

ます。例えば、ここに 4 つほど書きました。自分らしく生きていると感じられるキャリ

ア。これがいいキャリアとお考えになるか。あるいは、毎日の仕事で充実感が得られるよ

うなキャリア。あるいは、人間として成長を実感できるようなキャリアを歩みたいなとお

考えになるか。物語の多いキャリア。ドラマチックな人生を生きたいというふうに思われ

るか。それは人それぞれ、皆さんの価値観だと思うんですね。ぼんやりとやはり持ってお

られると思うのですが。今日帰宅して 後に寝る前に静かなひとときがありましたら、自

分はどんなキャリアを生きたいな、どんな人生を生きたいなというのをちょっとぼんやり

と考えておいていただけたら、それがキャリアを考えるスタートラインだと思います。  

 次にキャリア・デザインについて考えていくための基礎的な知識として、これまでのキ

ャリアの考え方、いろんな学説、研究成果について簡単にご紹介したいと思います。  
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 まず１番目。山登り型と川下り型のキャリア論があります。キャリア・デザイン自体は、

今から 20 年以上も前から研究が始まって注目されてきましたが、キャリア・デザインと

いうことが言われ始めた 初は、山登り型のキャリア・デザインが主流でした。何かと言

うと、 終的にはこういうふうになりたいという 終目標を立てて、その目標に到達する

ために、20 代では何をしておく、30 代では何をしておく、40 代では何をしておくとい

うことを決めて、計画的にキャリアアップしていくようなキャリア・デザインという考え

方が主流でした。でも、こんな変化の激しい激動の時代で、そんなのはもう、とてもでは

ないけれど当てはまらなくなってきた。ですよね？  

 例えば、若い方はご存じないかもしれないけれど、私たちの世代は、 初は和文のタイ

プライターで文章を作っていた。それがワードプロセッサーになった。それで、ワードプ

ロセッサーを一生懸命覚えた。そうしたらパソコンでワープロ機能が出てきた。 初は一

太郎というソフトがあって、一生懸命覚えた。そしたらもうそれを使わなくなって、ワー

ドとかエクセルを使うようになる。だからこれを習得することが大事だと言う。それは 5

年、10 年後には役に立つかどうか分からない。全く変わったものになっているというこ

とが言えます。  

 キャリアもそうです。特に自治体職員、市職員の皆さんは人事異動があります。紙一枚

で人生が変わります、生活が変わります。それも自分が意図しない形で変わることが多い

です。そういうことを考えると、私たちの職業人生は、川があって、その川を流されて下

って行くようなものだと。何もしなくても流されて行くんですよね。時間は経っていきま

すよね。川に流されて漂流（ドリフト）して行く。でもその中で、やはり川にも穏やかな

ところもあれば急流もあって、カーブをしているところがあって、その川を、 後に退職

を迎えるまでうまく下って行くには、必要な時にうまく舵とりをすることが必要だと言わ

れています。だからキャリア・デザインを考える時に、私たちの職業人生キャリアは、山

登りではなくて、どちらかと言うと川下りに近いんだとイメージしておくことが大切だと

いう考え方になってきています。  

 次に、今のキャリア論の基礎になっている考え方を 3 つご紹介します。1 つはキャリ

ア・アンカー論と言われるもので、エドガー．H．シャインという教授が言っていること

です。3 つあります。自分の強み、自分のしたいこと、なぜそれがしたいのかという動機、

この 3 つをきちんと押える、知る。それが船で言う錨（アンカー）、船をバランスよく

支える錘のようなものですね。自分の生き方の芯、軸になるような、大切にする価値観を

見つけて、それを基本にしてキャリアをデザインしていくことが大切ですよという考え方

です。これは今のキャリア論の、本当にベースになっている考え方です。  

 2 つ目にキャリア・トランジション理論があります。トランジション、節目ですね。私

たちの職業人生にはいくつかのステージがあります。でもファーストステージからセカン

ドステージ、セカンドステージからサードステージへ進んで行く時には、急に切り替わる

のではなくて、過渡期という時期がある。その過渡期に、やはり次のステージのための準

備をする。そのために、きちんと学習し、キャリアをデザインしておくことがすごく重要

ですよと、ウィリアム・ブリッジズという方が提唱しています。  

 3 つ目はスローキャリア。自立的なキャリア、自分らしいキャリアがすごく重要ですよ

という、慶應大学の高橋俊介特任教授が日本に紹介した考え方です。高い地位を得るため
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に組織で自分はナンバーワンになるんだというのを目指すべきではない。それよりも、そ

の組織の中で自分の個性が 大限に発揮できて、ナンバーワンではなくてオンリーワンの

存在になることを目指すキャリア形成のほうが重要なんですよという考え方です。こうい

った考え方が、今のキャリア論の中心的な考え方になっています。  

 それともう 1 つ、計画された偶発性理論というのがあります。これが十数年前に発表

されて、キャリア論の世界で大衝撃が走りました。これはＪ .Ｄ .クランボルツという方が、

広くビジネスマンを調査して、その調査結果をまとめて発表した。どういう結果が出たか

というと、職業人の私たちが働いてつくっていく、積み重ねていくキャリアの 80％まで

が偶然の出来事によって左右されているということが分かってきた。しかも成功に繋がる

ような好ましい偶然、チャンスは、その人が普段から自分からそういうチャンスを求める

ような行動を積極的にしている人が、やはりそういうチャンスを掴めるんだ、偶然に出会

う機会、可能性が高くなるんだということが分かってきたという結果です。これはもう、

徹底的に山登り論のイメージではない。皆さん、自分の人生を振り返っていただいたら、

今ここで座っていられるけれど、どこかで 1 つ間違っていたら、ここに座っていられな

いかもしれない。私たちの人生とはそんなもんですよね。いろんな偶然によって作られて

きているというものです。  

 後に、慶應大学の花田光代教授が昨年出された『「働く居場所」の作り方』という新

しい本の中で言われています。花田教授は、民間の企業で病める人、悩めるビジネスマン

のカウンセリングをたくさんされています。そのカウンセリングをした経験を基にまとめ

て、こういうことをおっしゃっています。  

 あなたは「私の居場所はここではない」症候群ではありませんか。ここは私の居場所で

ない、どこか違っている、何か違う。あるいは自己実現に過度にこだわって青い鳥をいつ

までも探している「青い鳥症候群」になっていませんか。あるいは、組織にぶら下がって、

今の状態から変わりたくないという、すごく保守的な消極的な生き方になっていませんか

ということを自分自身に問いかけてみてください、というふうに問いかけています。  

 花田教授が言いたいのは何か。自己実現という言葉は 近よく使われます。でも、自己

実現なんて簡単にできるわけではないんです。こういうことがしたいと思っても、現実の

社会の中で本当に実現できるかと言ったら、なかなか難しい。でも、そうではなくて、毎

日の目の前にある日常の仕事に真剣に取り組んでみる。そうしたらその仕事の中には必ず

成長できる要素があるということですね。その仕事を自分自身で楽しいものにつくり変え

ていくことができるはずだ。そういうことをやっていったら、そういうことの積み重ねを

していったら、結果として 後に振り返った時に、ああ充実した仕事人生だったなという

ことが感じられるのではないかと言われています。だから、青い鳥を求めるのではなくて、

やはり今自分が立っているところを見つめて、そこで 大限の努力をして、仕事をよりい

いものにしていく。真剣に取り組むことの積み重ねでしか、やはり充実した職業人生には

ならないとおっしゃっています。これは今、基本的なキャリア論に関する研究の中で言わ

れていることです。  
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 そうしたら、自分でキャリアをデザ

インするのにどんなふうにデザインし

ていったらいいかというお話しをさせ

ていただきたいと思います。 初に、

何を基にしてデザインするのかです。

これはよく、こういうことを基にデザ

インを考えましょうということが言わ

れています。1 つは能力開発の中でも

ありましたが、自分の強みをまず見つ

ける、知ることを中心にキャリアを考

えていく。あるいは自分の価値観、自

分を強く突き動かす動機は何だろうと

いうことを考えることが大事だ。それ

と、今自分が持っている人間関係です

ね。人間関係の中でわれわれは成長し

て仕事をしているわけですから、そう

いう人脈といったものも視野に入れて

いく必要がある。  

 そして、役割。組織の中での自分の

存在意義は何だろうと。組織の中で働く人間のキャリアとしては、役割意識、役割をきち

んと認識しておくのも大事だと言われています。  

 後になりますが、夢を持つこと。自分にはどんな夢があるかも視野に入れて。この中

で特に、何が一番自分を強く動かすのかを自分自身で知るようにすることが大切だと言わ

れています。難しいですよね。こんなふうに言われているんですけれど、なかなかこうい

うのを知るのは難しい。  

 私はもっと具体的に考えたほうがいいと思っています。何をどうデザインするかという

ことで、こういうことを自分のキャリア・デザインとして考えておきましょうと言われて

いるのが、2 番（価値観）、3 番（動機）、4 番（人間関係）です。これはもう、どのキ

ャリアの本を読んでも言われています。長期的、中期的、短期的なキャリア・デザインを

しましょうと言われています。  

 1 番は、皆さんにお勧めしたいなと、私が考えたものです。これを作っておく、持って

おくというのが大事だなと、私自身の今まで歩んできたキャリアを振り返って感じている

ことです。順番にご説明しますと、上の図にあるように、全体としたらライフプラン（人

生設計）がありますよね。これは経済的なものも含めて、誕生してから死ぬまでの間の人

生設計。その中で、30 何年か 40 年くらいは働く。その職業人生全体を長期的なデザイン

をしておくというのと、まず 20 代。30 代 40 代、これはもう人によって考え方はいろい

ろですが、私は 20 代の若い時と、中堅 30 代 40 代の時と、 後 50 代、 後の 10 年くら

いと 3 つのステージぐらいに考えたらどうかなと思っているのですが、中期的なデザイ

ンをしておく。  

 それと短期的なデザインがあります。これは川で言うと、カーブ、カーブで舵を取ると
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いうことですね。多くはどんなことかと言うと、やはり皆さんの場合でしたら、人事異動

で職場が変わるとか、課は変わらなくても仕事の分担で、やる業務内容が変わるとか、あ

るいは昇格して部下を持つようになるとか、いろんな形で変化があると思うんですね。そ

の時に必要な知識とか技術を身に付けるように勉強していくという。こんな 3 つのキャ

リアをデザインすることが大切だと思う。  

その前に、私が皆さんにぜひこういうものを作っていただきたいと言うか、持っていた

だきたいと思うのが、自分ブランドを作るということです。例えば、福祉のことだったら

誰々さんに聞いたらいいよ、何々市の福祉のことだったら誰々さんが第一人者だ、あるい

は岸和田市で人事のことだったら小堀に聞いたらいいよ、というようなブランド。あるい

は何か市民を対象にしてイベントをするんだったら、イベントのことなら彼が得意だ、イ

ベントだったら誰々さんだよと言われるような自分のブランドを作っておくことが大切で

はないかと思っています。  

 私は、岸和田市で人材育成基本方針を作った時に、職員向けにこういうことを心がけま

しょうと 1 つの提案として、複数の専門分野を持ちましょう、得意分野を持ちましょう

ということを人材育成の目標の 1 つに掲げました。1 つだったら駄目です、人事異動があ

るから。少なくとも 2 つ持っていなかったら、組織の中で何十年と働いていけない。こ

ういう分野とか、こういう分野のことは誰々さんだよと言われるような、やはり自分の得

意分野というか専門分野。それは部門別なことなのか、OA のこととかイベントのことと

いうような性質別とか、そういう中味の話は別にして、こういうことだったら誰々さんと

言われるような得意分野、自分のブランドを作るのが 1 つは大事かなというふうに思っ

ています。  

 長期的なデザインは、職業人生ですね。皆さんがこれから 60 歳、皆さんが退職される

時はひょっとしたら 65 歳くらいまで定年が延長されているかもしれませんが、 後定年

退職を迎えられて退職するまでの間の長期的な、まさしくイメージですね。これを自分が

元気が出るようなスローガンと言うか、キャッチフレーズの形で作っておかれたらいいん

じゃないかなと。私から皆さんに対するご提案です。そんな話を私は友人としたことがあ

ります。彼は、自分が就職して退職するまでの間にこういう生き方をしたいという、やは

りイメージを持っていると言う。何か。彼自身が自分のキャッチコピーとして持っている

のは、「たくさんの笑顔と出会える仕事がしたい」。できるだけ多くの笑顔に出会える仕

事をしていくのを自分の信条というか、キャッチフレーズ、スローガンとして持っている

と言っていました。  

 私はもっといいかげんな、漠としたイメージなのですが、岸和田市役所という少し空気

の淀んだ市役所を吹き抜ける風になりたいな、というのが私の就職して 30 代後半くらい

から退職するまでの、人には言っていないですけれど、私自身がこんなイメージで生きた

いなと。ちょっと空気の淀んでいる岸和田市役所の空気を少し揺さぶる、吹き抜ける風に

なりたいなというのを自分のキャッチフレーズにしてきました。  

 どんなイメージでも結構です。自分自身がそれをイメージ、何かあった時にそのイメー

ジを思い出すことで、元気になれるような。そういうキャッチフレーズと言うか、自分の

イメージ、スローガンを退職までの長期的なイメージとして作られたらいいのではないか

と思います。  
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 次が中期的なデザイン。これは先程の話の中で言うと、ステージごとの役割です。例え

ば 20 代だったら、自分自身でこう生きるステージにしようと。例えば若いから、何でも

失敗してもいいから挑戦するという時期にしようとか。30 代、40 代は、そんなことはも

うやっていられない。30 代、40 代は自分にとっては仕事をもっと深く掘り下げる、変革、

改善していく取り組みができるステージにしたいなとか。 後 50 代の 10 年間は、後輩

に自分が経験してきたもの、DNA を伝えていく。後輩を支援していく役割を果していき

たいなとか。そういうステージごとの自分の役割、組織の中での居場所をイメージするの

が中期的なプランとして必要です。  

 後、短期的なというのは、人事異動とか、何か仕事に変化があった時に、その時に必

要な知識とかスキルとかを、やはり的確に、そういったものに取り組んで、これはまさし

く、イメージではなく具体的なプランです。こういうことを身に付けよう、学習しようと

いうプランを立てて行動する。この 3 つが大切だと思っています。  

 それで、キャリアを進めるモチベーション・エンジンを見つけるということで、これは

もう一般的に言われていることの紹介だけです。一般的には、モチベーション・エンジン、

モチベーションを高める、動機づける原因になるものには、1、緊張系、2、希望系、3、

達成願望系、4、人間関係系、5、社会性系、6、成長系、という、6 番までが一般的にキ

ャリア・デザインとかの本を読まれたら書かれています。7 つ目に承認系。これは同志社

大学の太田肇教授がおっしゃっているんです。私自身はこういう部分がすごく強いので。

人に認められたい、褒められたい。単純な人間ですから、人から認めてもらったり、喜ん

でもらえたり、褒められたりしたらうれしい。そういうのがかなり行動の原動力になって

きましたので、そういったものを加えて、この 7 つぐらいが、モチベーション・エンジ

ンとして。これは 1 つではなくて、いくつかが組み合わされて、皆さんの中でやはりモ

チベーション・エンジンになっていくと思います。そういったものを知っておくことが、

ぼんやり自分の行動特性と言うか思考特性として把握しておかれたらいいかなということ

です。これは具体的に考えていただくことではないです。  

 次が、キャリア・デザインをどう実践していくか。現実の仕事の中でどう実践していく

のがいいのかということです。アンラーニング（忘れる学習）ということが 近言われて

います。忘れる学習とは何かと言うと、要するに、人間は今現在の状態にどうしても固執

しがちなんですね。新しい全く違う環境、仕事に変わるのにすごく抵抗を持ちがちです。

でも本当にチャンスを掴もうと思ったら、例えば自分は 初に市役所に入った時に福祉の

分野に配属されて、福祉のことをずっとやってきた、これだけ今まで経験を積んで知識も

ある。ある日異動で、例えば広報という仕事に変えられた。全く性格の違う仕事ですよね。

それで、人事は全然私のことを分かってくれていないとふてくされて、嫌になって、やる

気をなくす。これは自分でチャンスをつぶしているんです。その人が本当に福祉に向いて

いたかどうかは、自分は固定観念でそう思っているだけで、本当は広報的な仕事をして、

文章を書かせたり、表現させたらもっと能力が発揮できたかもしれない。だからオープン

マインド（開かれた柔軟な心）を持つというのがすごく大切です。チャンスがあっても、

私は福祉が専門で、福祉しかやらないとなっていたら、もし違う分野のチャンスがあった

としてもそれを逃してしまうわけです。たまたま広報に変わったら、これはひょっとした

ら新しい可能性を開くチャンスかもしれないと、積極的に取り組む。そうしたらチャンス
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を掴める、そういうものではないか。  

 そのために、固定概念を忘れる学習、そのためにはもっと視野を広げることが大事だと

いうことなんですね。今はこの分野しか見えていない、そうではなくてもっと広い分野を

見るという視野を広げる、そういう学習が大切だということです。  

 それと、実際にやっていくには、無理をしないキャリアですね。自分らしいライフスタ

イル、働き方の方向性を見つけていく。チャンスを広げるために、まず何か一歩を踏み出

すことが大事です。考えているだけだったら永遠にできません。まず何か、どんなことで

もいいから一歩を踏み出すこと。その時に、ワーク・ライフ・バランス、いろんな条件で、

無理をしないということです。無理をしたら絶対に続きませんから。無理をしない範囲の

中で、何か一歩踏み出していくことが、キャリアを作っていく上ではすごく重要ではない

かなと思います。これが、実践の仕方の注意点です。  

 後に、私自身のこれまでの生き方、キャリアを振り返って、おこがましいですが、皆

さんよりは私のほうが年上ですので、先輩の言葉として聞いてください。  

 私自身の生き方を大きく変えた出来事がいくつかありました。その 1 つが、あの人の

ような生き方をしたいなと思う人と出会ったことです。それは誰かというと、九州の柳川

市の掘割は有名ですよね。観光で屋形船を動かして掘割を巡る。町中、きれいな堀が縦横

無尽に走っている。そこを船で観光するのが、今すごく観光名所になって、全国からたく

さんの観光客が訪れます。でも昭和 30 年代の後半から 40 年代はドブ川だったんです。

生活排水とか工場排水でヘドロが溜まって悪臭を発して。その当時の市長が、それに暗渠、

コンクリートで蓋をして、全部駐車場にしてしまうという計画を出しました。  

 その時に、下水道の係長だったのが広
ヒロ

松
マツ

伝
ツタエ

さんです。彼は市民の方と一緒になって運

動をして何をしたか。市長に直談判してその計画の撤廃を求めました。計画を撤廃しても

らって、住民と一緒にヘドロを掻き出して、浄化運動をして、昔の本当にきれいな掘割に

再生した。それが今柳川市の本当に財産、観光資源になっている。全部埋め立てて駐車場

になっていたら、本当に殺風景な、殺伐とした町になっていたかもしれません。  

 でも考えたら、下水道の係長ですよ。自分の仕事です。市長から、その堀を暗渠にして

駐車場にしなさい、担当の係長なんです。普通そんなことできます？ 担当の係長が市長

に対して、市民と一緒になって運動して直談判して計画を撤回させる、そんなすごいこと

をした人が私たちの先輩に、同じ市の職員で、しかも係長でいらっしゃるんだと。  

 広松伝さんの講演会がたまたま岸和田市の労働組合が呼んで、あったのを聞きに行った

んです。その時、小さな声で、すごい九州弁と言うか、なまりのある言葉で、 初何を言

っているか分からない。耳を澄まして聞いていて、そうしたら 10 分、15 分聞いているう

ちに半分ぐらい何とか意味が分かるようになってきた。分かってきたら、だんだんその話

に引き込まれていって、うわぁこんなすごいことをしたんだ、こんな人なんだということ

が分かりました。私はそれはすごくショックだったんです。ちょうど私、30 歳前後でし

たその時。ひょっとしたら、広松伝さんのようにはなれないかもしれないけれど、それに

一歩でも二歩でも近づけるような職員になりたいなというふうに、その時思いました。  

 それまでの私の生き方と違って、それまではどちらかと言うと与えられた仕事を正確に

こなしていって、ぴしっと務めたらいいんだと思っていましたが、そうではなくて、やは

り自分で何か考えて行動する、夢を持って行動する、そういうことがやはり大事なんだ。
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やろうと思ったらできるんだ、やった人がいるんだということが分かりました。そういう

人を皆さんも見つけていただいたら、すごく原動力になるんではないかなと思います。そ

れと、やはりワーク・ライフ・バランスはすごく大事です。  

 自分は有能だと思ってすごく仕事をする人がいますよね。例えば毎晩 9 時、10 時まで

残業をして、いかにも俺が市役所を背負っているという顔をしている人がいますが、私は

そんな人間に仕事ができるとは思っていません。そんな生活感のない、家庭でゴミを出し

たこともない、そんな生活感の人間が市民の生活を理解できるわけがないし、いい政策が

作れるわけではないというふうに思っています。生活人としてもきちっと生活して、市民

の生活感覚をやはり感じ取って、それをどうまちづくりに生かしていくか、政策に生かし

ていくかという感覚がなかったらいい自治体職員にはなれないというふうに思っています。

この 2 つを皆さんにお伝えしたい。  

 今までのキャリア論の話の中で言いましたように、キャリアには勝ちも負けもありませ

ん。あるのは、幸福なキャリアと不幸なキャリア。振り返ってみた時に、自分の職業人生

は幸せだったなと思えるキャリアになるのか、不幸だったなと思うキャリアになるのか。

それしかありません。成功、失敗という価値観ではなく、幸せだと感じられるか、不幸だ

と感じられるかということだと思います。  

 後に私の好きな言葉をご紹介して、話を締めくくらせていただきたいと思います。増

田宗昭さんはビデオ、CD レンタルの TSUTAYA などを経営されている TSUTAYA グルー

プを創設された方です。この増田さんが言っているのですが、「夢なんか実現しっこない。

夢なんか描いても、そんなことは現実の社会では実現するわけがないというふうに言う人

がいる。でも実は、夢しか実現しないんだ」ということをおっしゃっています。夢を持た

ない限り、絶対夢は実現しない。この言葉が私は大好きです。  

 ということで、私が今日は能力開発とキャリア・デザインについてお話をさせていただ

いて、何か 1 つでも 2 つでもヒントにしていただいて、これから皆さんが能力開発や、

キャリアを積み重ねていく上でのヒントになるものがご提供できたら、私も幸せでござい

ます。 後までご清聴いただきありがとうございました。  
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