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はじめに 

組織を運営していく上でもっとも重要な要素は人材である。製品の性能向上や隙間を狙ったサービス

などによる差別化や特定分野からの撤退など、民間企業での経営判断ができる余地はきわめて少ない地

方自治体においては、カリスマ的なリーダーシップも必要ではあるが、広範な実務を支える多くの職員

の能力を高めていくことは、きわめて重要である。これまでも全国の地方自治体においても人材育成を

より効果的に行うために、多くの研修の実施や昇任や昇給等に関する制度改正が行われてきたが、十分

とは言えない。ヒマそうだ、人が多すぎる、前例踏襲ばかりないなど、ステレオタイプ的な思い込みも

あり、地方自治体で働く職員に対する住民からの風当たりは強い。 

かねてより公務員の数が多すぎるといった批判は多いが、本当にそうなのだろうか。少し前の資料で

あるが、「公務員数の国際比較に関する調査報告書」（平成 17年 11月 株式会社野村総合研究所）によれ

ば、本府省職員や地方自治体職員に加え、公社公団、政府系企業、地方公社・地方公営企業職員も含め

るという、公務員の定義を非常に広く捉えたにもかかわらず、我が国の公務員数は、約 538 万人、人口

千人あたり、42人となった。この数字は、イギリス 98人（フルタイム換算職員数 78人）、フランス 96

人、アメリカ 74 人、ドイツ 70 人と諸外国と比較しても決して多いものではない。国によって行政の守

備範囲が大きく異なってはいるが、我が国の行政は、きわめて広範な業務を行っていることを考えれば、

多すぎるということはないといえよう。 

しかし、多くはないとしても昨今の地方自治体の財政状況を考えれば、職員数をこれ以上増やすこと

は難しく、現状維持がやっとといったところである。限られた職員数の中で山積する課題解決に取り組

んでいかなければならず、いかに少数精鋭で生産性の高い仕事をしていくかは自治体の最重要課題とい

えよう。 

 以上のような認識のもと、本稿では地方自治体、とりわけ基礎自治体の人材育成について論じること

とした。 

 

Ⅰ 基礎自治体の公務員の現状 

１ 基礎自治体が直面する課題 

 かつて高度経済成長の時代にあっては、サービスの拡大、さらには無償化、また必要性に疑問がある

ような公共施設の整備など、全国の基礎自治体は大盤振る舞いをし、これに並行して職員数も急増し、

基礎自治体の守備範囲は大きく拡大した。一方では核家族化、サラリーマン化が進み、それまで地域社

会が担ってきたようなことも地方自治体が肩代わりするようになり、困ったことは基礎自治体に頼めば

いいといった風潮が広まっていった。一度実施したサービスは、それによってメリットがある住民の反

対が生じ、なかなか廃止することはできず、現在でもそうした負の遺産に苦慮する基礎自治体は多い。 

また、最近では、児童や高齢者、障害者に対する虐待、振り込め詐欺やバーチャルな空間を活用した

犯罪など、これまでは考えられないような課題も急増しており、さらには、都市部における待機児の増

加、増加の一途をたどる社会保障費、更新時期を迎える小中学校をはじめとした公共施設の改築など、

基礎自治体が直面する課題はさらに複雑で困難なものとなっている。 

 一定の課題解決のために目標をもって何等かの作業をするという意味では、地方自治体も民間企業も



同様であり、それを支える組織についても相当部分が類似している。これまでも前述のような複雑多岐

にわたる行政課題に対応していくために、いかに財源を確保していくかという観点で、全国の基礎自治

体では、行政改革を進めてきた。行政改革と言えば、公務員の定数を削減し、民間委託を拡大すればよ

いといった時代が長く続き、自治体の多くの業務を民間企業に委託などに取り組んできた。また、総務

省が旗を振って進められた、ＰＦＩ、ＰＰＰ、独立行政法人については、当初は地方自治を抜本的に改

革できるかのように騒がれたが、現実に導入して効果があったのはごく一部の事業に限られ、大きな成

果をあげたとは言い難い状況にある。ますます厳しさを増すであろう財政状況の中で、増え続ける事務

に的確に対応できるような体制をいかに構築していくかが今後の基礎自治体を運営していく上での鍵と

なるであろう。 

 こうした自治体全体での改革に加えて、日々の事務改善にも注目すべきである。もとより基礎自治体

の事務は、公平性、公正性、コンプライアンスを強く求められており、民間企業のように特定の顧客に

ターゲットを絞り込み、他を排除するようなことは許されない。しかし、そうした自治体特有の責務を

過剰に受け止め、画一的な処理、わかりにくい手続き、時間がかかりすぎる非効率的な仕事の進め方と

いった、弊害もあり、サービスを受け手である住民の視点での不断の改善が求められている。特に最近

では民間委託や電子化が進んだことにより、職員が事務事業の詳細について把握できていないことも問

題である。何か問題が発生しても職員が対応できないことは深刻な事態を招きかねないリスクである。 

 基礎自治体が今後、議会や住民に十分に説明し、住民相互の利害調整などを行いながら、施策の優先

順位を定めていくことはきわめて大変な労力を要する。そうした意味からも、住民の立場でサービスの

一層の充実に懸命に努力するとともに、大きな改革と小さな改善に積極的に取り組むことが、これから

の基礎自治体職員に求められており、それを実現させるためには、これまで以上に高い能力を求められ

るであろう。 

 

２ 職員の意識 

 次に地方自治体職員の仕事に対する意識についてであるが、本稿を執筆するにあたって公務員の意識

などに関する調査を探してみたが、思いのほか少ないことを実感した。国家公務員と比較しての給与水

準については、様々な調査が存在するが、公務員の仕事に対する意識などを把握することについてはほ

とんど調査されていないのである。そんな中、荒川区においては、住民の満足度を高めることを目的と

して以下の調査が行われたので、ここで紹介しておきたい。 

●ＣＳと職員のモチベーションに関する研究プロジェクト 

 荒川区では、自治体独自の調査研究を行うことを目的として、荒川区自治総合研究所を設置している。

詳細については後述するが、その研究プロジェクトとして、区民（顧客）の満足度を高める上で最も重

要な職員のモチベーションについて調査研究を行った。 

○調査方法 

住民が満足度を判断するのは、窓口で実際に職員と接する中で判断するケースが多いと想定した。例え

ば、積極的な声掛け、相手の意向を汲んで適切なサービスに誘導することなどが重要なのではないかと

の発想から、区民との接点が多い窓口職場を研究対象とした。 

・ 調査期間：平成２６年１月２３日～２月４日 

・ 調査対象者等：荒川区の職員のうち、次の部署に所属している課長、係長、職員（非常勤、再任用、



再雇用職員を含む。） 

総務企画部・・・・秘書課（総合相談係のみ） 

区民生活部・・・・戸籍住民課、各区民事務所、税務課 

福祉部・・・・福祉推進課、生活福祉課、高齢者福祉課、介護保険課、障害者福祉課、国保年金課 

子育て支援部・・・子育て支援課、児童青少年課、保育課 

・ 調査対象者数：６３９名 

・ 回答者数：４５２名（回収率７０．７４%） 

・ 回答方法：単一回答法、限定回答法、複数回答法、評定法（１から４までの４段階、１が最も否定的

で、４が最も肯定的）、自由記述 

○調査結果 

「仕事の際、区民の満足度を高めることを意識していますか」という設問に対して、積極的回答は、

436 人中 405 人(93％)、さらに声掛けに関しての積極的回答は、422 人中 406 人(96％)で、荒川区の職

員のＣＳ意識は非常に高いことが明らかになった。また、ＣＳを意識して行動する職員数が非常に多く、

逆にＣＳをあまり意識しない職員数が極端に少なかった。 

さらに、ワークモチベーション、仕事のやりがい、仕事の満足度の三者の相関について分析すると、

それぞれの相関はかなり高く(0.791～0.701)、三者でまったく同じとは言えないまでも、職員の意識の中

ではかなり関連性が高いものといえよう。三者は相互作用のベクトルとなっていて、三者の１つあるい

は２つが上下すると、他も同じような方向で影響を受ける可能性が高い。 

しかし、一方、ワークモチベーションとＣＳ意識の間には、相関はあるものの(+0.361)、高いとは必ず

しも言えない。ワークモチベーションは職場の well-being、特に、「力の発揮機会」、「自分の仕事の重要

性の認知」、「成長機会」、「期待の理解」という仕事に関連する変数との相関が高い(0.537～0.403)。これ

ら４つは職員のワークモチベーション、仕事のやりがい、仕事満足を高めるための重要な変数（戦略変

数）と言えよう。これらの変数と相関(0.591～0.401)がある変数がある。それは、「成長を促す人」「信頼

できる職員」「気にかけてもらう」「耳を傾けてくれる」「上司に褒められる」「努力する同僚」といった

変数であり、いずれも人間関係的な変数だと言える。ただし、上司からの承認や指導、アドバイス、目

標伝達等については、上司と部下の間で実感にギャップがあり、上司においてはこれらの行為を行って

いると思っているが、部下は十分に行われているとは感じていない。 

属性と関連付けて分析すると、窓口業務において、区民と接する機会が少ない職員より、区民に直接

接する職員の方がワークモチベーションを保ちやすく、ＣＳ意識も維持しやすい傾向がある。また、年

代別の分析では年代が上がるとワークモチベーションが上昇する傾向があった。さらにワークモチベー

ション及びＣＳ意識に関して、非常勤職員は常勤職員に比し、ほぼ同程度となっている。 

○荒川区自治総合研究所による総括 

窓口職場における職員のＣＳ意識と好ましいＣＳ行動選択率は、予想を上回って非常に高かった。こ

れらは必ずしも、今回の調査範囲の諸変数、窓口職場内の諸変数に起因するものではないと思われる。

おそらく荒川区の組織文化的要因、とくにＧＡＨ意識の組織内的浸透、ABC の運営によるところが大き

いと推測する。 

区民の苦情は減少し、件数も少ないものになっているが、無くなったわけではではない。なぜ、苦情、

区民の不満足が絶えないのかについての事態の解明と対策が必要である。 



アンケート調査結果の分析は、ＣＳ意識行動の低い職員のサンプルが非常に少なく、他の変数との様々

な関係を分析することが困難であったため、ワークモチベーション問題が中心になった。ワークモチベ

ーションの改善については well-being 関連の諸変数が決定的に重要であることが判明した。 

ワークモチベ－ションは職員が知覚する職場の well-being によって高められる。特に「力の発揮機会」

「自分の仕事の重要性の認知」「成長機会」「周囲からの期待の理解」の 4 つが非常に重要なことがわか

った。いずれも担当する仕事、職務のあり方に関する変数である。職場責任者は職員のワークモチベー

ションを高めるため、これら４つの戦略変数を念頭に置いた職場指導を行うことが必要である。 

ワークモチベーションを高める職場指導に際し、その効果を一段と高める 6 つの人的変数がある。職

場の中に「成長を促す人」「信頼できる人」「気にかけてくれる人」「耳を傾けてくれる人」「褒めてくれ

る人」「努力する人」がいることである。職場の以上のような人的環境が重要で、職場にそうした役割を

果たす職員がいることが大切である。 

こうした取り組みが職員の well-being を高め、職員の well-being が高まるとワークモチベーション

が高まり、また、ある程度望ましい CS 行動にも寄与し、いずれにしても職場での職員の幸福に資する。 

情報共有が進んでいる職場では、ワークモチベーションが高まり、よい行動をとる傾向がある。例えば、

朝礼や定例ミーティング等の義務づけなどにより、課・係の方針や、懸案事項等を共有することが考え

られる。 

ワークモチベーションは年代が上がるにつれ低下するのではなく、むしろ上昇するという結果が今回

の調査からも分析できた。これは高齢者の活用を積極的に推進するひとつのエビデンスになる。 

非常勤職員のワークモチベーションが常勤職員のそれに比し、遜色がないことも判明した。荒川区が先

駆的に推進してきた非常勤職員に対する様々な施策がこうした結果をもたらしていると考えられる。 

 

本調査結果については、自治総合研究所が事前に想定した水準を大きく上回っており、住民サービス

に対してきわめて高い意識をもっていることが明らかになった。区設置の財団法人による調査であり、

若干のバイアスがかかっていることは否めないが、それなりに評価すべきだろう。そして、こうした傾

向は荒川区の職員に限ったことではなく、おそらく全国の基礎自治体の職員においてもほぼ同レベルに

あるものと推察できる。かつては横柄でサービス精神は皆無ではないかという職員が少なからず存在し

ていたことは事実である。しかし、社会が成熟し、仕事に対する意識が変化する中、難解な試験を突破

して、あえて公務員を選んだ近年の職員は、それなりの意識をもっており、それがアンケートの結果に

結びついたものと考えている。 

それでは、これで十分かといえば、決してそういうことではない。前述のようにこれからの基礎自治

体の職員にはさらに高いレベルでの能力とスキルを身に付けていかなければ、山積する課題に対応して

いくことは困難である。そうした観点から、以下、これからの基礎自治体における人材育成について、

荒川区の事例を紹介しながら論じてみたい。 

 

Ⅱ これからの基礎自治体における人材育成 

１ 考える職員づくり 

まず、第一に求められるのは、将来を見据え、自治体の枠を越えるような幅広い視野をもつことであ

る。公務員の常識、役所社会での理屈に囚われることなく、時代や社会の変化などに的確に対応してい



けるような感性を磨くことが重要だと考えている。 

例えば、公務員が政治的に中立であることが当然のことであるが、政治に関わる情報を得ることすら

忌避してしまうのでは、しっかりした状況判断ができない。基礎自治体の施策の多くは、都政や国政の

影響を受けるものであり、それが議会でどのような審議を経て決定されたのかについて無関心でいるこ

とはありえないのである。これは宗教についても同様である。政教分離を意識して、一線を画するのは

もちろんであるが、宗教的だということで一切遮断してしまうことも問題である。政治や宗教について

も情報収集を怠らず、実状をしっかりと理解したうえで方針を決めるべきであろう。 

また、グローバル化が進む現在においては、国際情勢も基礎自治体の実務に直接影響することが増え

てきている。これは産業振興においては顕著であり、常にアンテナをはっておく必要がある。 

さらには、児童虐待や子どもの貧困問題、ごみ屋敷のように家庭の中にまで踏み込まなければならな

い課題も増えており、マニュアルによる画一的な対策ではなく、状況に応じて柔軟な対応を迅速に行え

るような資質も重要となるだろう。 

これまで数多く行われてきた自治体職員としての技術、技能を高めるような研修も必要であるが、具

体的なケースを素材として議論するような実践的な研修を充実することにより、社会全体を見られるよ

うな視点、住民の気持ちに寄り添えるような感性を磨けるような人材育成をすべきだろう。 

＜荒川区での事例＞ 

(1) 荒川区自治総合研究所 

①目的 

 基礎自治体における政策形成は、次のような形に集約することができる。一つ目は、国や都道府県の

施策の対象範囲を拡大したり、サービス内容を付加したりする、いわゆる上乗せ、横だしである。地域

の状況と当該自治体の財政事情等を考慮しながら実施されるが、補完的な色合いが強く、自治体の独自

施策とは言い難い。 

 二つ目は、他の自治体が実施している施策を参考にして同様の施策を実施する、いわゆる横並びであ

る。自治体、とりわけ近隣の自治体が、ユニークな施策を実施すると、新聞等で知った住民や議会から

は同様の施策を求める声が上がる。特段の理由もなく、その施策を実施していないとなれば大きな問題

となるため、類似した課題をもつ自治体へと広がり、最終的には標準的な施策となっていくのである。 

 三つ目は、住民からの要望に応えて対策を実施するものである。地域社会には様々な問題が日々発生

し、困った住民は多くの場合、基礎自治体に対策を求める。首長、あるいは議員に声が寄せられるほか、

陳情書、要望書など、形態は様々であるが、住民から問題提起がなされる。課題によっては、別の立場

の住民から相反する意見が出るなど、ただサービスを拡大したり、規制したりすればよいというほど簡

単なものではないが、まさに基礎自治体の使命そのものであることから、真摯に受け止め対応する必要

がある。 

 そして四つ目は、首長もしくは職員が、提案したアイデアを活かして、施策を構築するというもので

ある。日々直面する様々な課題について対応していく中で、現行制度が現状に十分対応できていない事

項に気付くことがある。また、民間企業と意見交換をする中で新技術を活用した新しいサービスに関す

るアイデアが生まれてくることもある。それを関係職員がブラッシュアップし、実現可能であれば自治

体の独自施策として陽の目を見ることになる。 

 今挙げた四つの施策形成については。後になるにつれて、自治体の政策形成として、本来望ましいも



のとなっていく。これまでは、計画策定や調査研究などを外部に委託するケースが多かった。しかし、

委託の場合には、業務が完了すれば自治体の中に残るのは報告書のみであり、調査研究に関わるノウハ

ウは自治体の中に蓄積されることはない。今後、自治体が政策形成能力を強化していく上で求められる

のは、自治体職員が現状を的確に分析し、対応策を体系的に考え、着実に具体化させていく能力である。

そうした観点から設立されたのが荒川区自治総合研究所である。思いつきや物まねではなく、地道な基

礎研究を続けることにより、しっかりと説明責任を果たせるような根拠に基づいて、施策を具体化して

いくことが、これからの自治体の政策形成において不可欠である 

 荒川区自治総合研究所は、公益財団法人として設立された。財団法人とは行政改革に逆行するという

声も聞こえてきそうであるが、法人化した理由は次のようなものである。すなわち、同研究所で行われ

る研究は、自治体の事情などを必要以上に考慮し、近視眼的であったり、現状を追認するような小さく

まとまったものであってはならない。自治体職員は、課題と対策を上手に組み立てることはできるが、

これまでの枠組みから飛び出して、あるいは原点に立ち返って考えるといったことは避ける傾向にある

ことから、区から独立した組織として設置したところである。調査研究の結果を活かすことは重要であ

るが、研究所で大学の研究者と共同で調査研究をすることは、当該職員にとって貴重な経験となり、別

の場面においても十分に役立つという意味で、人材育成における効果が高いと考えている。 

  

②自治総合研究所の機能 

●実践的研究・政策提言 

 基礎自治体の仕事をする中で、わざわざ研究所を設置して、調査研究することが必要なのかといった

疑問を投げかけられることがある。しかし、住民からの要望や国の動向などの表層的な部分だけを見て、

対症療法的な対応を繰り返しているのでは、問題の本質的な解決には結びつかない。応急的な対応をし

ながらも根本的な解決を考えることは大切である。 

 一般的に調査研究といえば、海外の文献等による先行研究の調査を重ね、抽象的な事象について、専

門用語を駆使して論文を作成するといったイメージがある。しかし、この研究所については、基礎自治

体が設置する研究機関であることから、そうした学術的な研究ではなく、政策を提言し、区政に反映で

きるような実践的であることを基本とした。 

 例えば、荒川区民総幸福度（GＡＨ）の研究がある。従来は行政サービスの評価を手当の支給数、講演

会の来場者数、公園の面積といった、いわばアウトプットの指標で施策を評価してきた。しかし、これ

らは供給者の側の視点であり、ともすれば自己満足にも陥りかねない。そこで一歩踏み込んで、そうし

た施策を実施した結果、区民の暮らしにどのような効果をもたらすことができたのかについて定量的に

把握すべきとの問題意識から議論が始まったものである。そして、そうした自治体の施策による成果は、

「健康」、「子育てのしやすさ」「安全」といった、いくつかの分野に収斂し、それらの最上位の指標が「幸

福度」であると整理している。幸福度を定量的な指標として、各分野の施策を評価することができれば、

真に区民本位の行政サービスを実現できるのではないかという、大変難しい挑戦を行っている。 

この研究については、各方面の注目を集め、海外も含め数多くの視察を受け入れている。さらに同じ

ような問題意識をもった基礎自治体による「幸せリーグ」という連合体も現在では１００に近い参加を

得ている。参加した自治体の自治体職員による意見交換の場を設けているが、職員の意識改革という面

でも有意義なものとなっている。 



また、住民に対しても区のこうした考え方を説明し、地域の課題解決をすべて基礎自治体に求めるの

ではなく、住民参加、協働を拡大していこうとする「運動」へと発展させている。 

●知の蓄積 

 区では、区政世論調査をはじめ、区政の各分野において、アンケート調査やヒアリング等を行ってい

る。そうした調査結果は、所期の目的が達成された時点で書庫の奥に死蔵され、時を経るうちに散逸し

てしまっているのが実態である。一定のコストをかけて収集したデータが一度活用されただけで失われ

てしまうことは大きな損失である。同研究所が中心となって、様々な場で得られたデータを蓄積し、区

職員が自由に使えるようになれば、今まで気づかなかった何かが見えるかもしれないのである。自治体

内に存在する「知」をしっかりと蓄積し、有効に活用することは、よりよい施策を生み出す源泉であり、

将来における貴重な財産となることは間違いないだろう。 

●考え、追求する職員づくり 

 一般的に常勤職員は、３年から４年で他の部署に異動しており、ゼネラリストの育成が主流であるが、

少数であっても調査研究に関する専門的なノウハウを有する職員を育てていくことも重要である。同研

究所には、現在、４人の常勤職員を派遣し、大学や民間の研究者にも非常勤職員として研究に参画して

いただいている。同時に学識経験者を含めた研究会には関係する職員が参加や傍聴し、また、プロジェ

クトによっては、若手職員によるワーキンググループなどを設置し、若手職員が研究に参画することを

通じて、調査研究能力の向上にも努めている。 

●情報発信 

 これからの地方自治は、自治体間競争も大事であるが、自治体間協調も重要である。自治体の独自施

策は、他の自治体にとって参考にすべきであるし、先行自治体が経験した生みの苦しみを同じように味

わうことは社会的な損失であることから、どんどん情報公開すべきと考えている。模倣といえばそれま

でだが、そうした連鎖が、地方自治の底上げにつながることは間違いないだろう。 

 幸福度に関する研究に代表されるように、成熟社会における地方自治では、地域社会や自治体の現状

と課題について、地方自治体はもっと情報をわかりやすく発信すべきであるし、それに基づいて住民に

深い理解と協力を求めていくことがますます重要となる。そうした考え方に基づき、毎年多数の視察や

講演依頼を受けている。また、定期的にニュースを発行し、全国自治体や区内の町会等の関係団体に送

付している。まだまだ情報発信としては十分とは言えないが、さらに充実していきたい。 

 

２ 成果の明確化 

 前述のように基礎自治体の事務の多くは成果を定量的に把握しにくいことから、大半の職員は担当し

た仕事が住民に役に立っているのかを実感できていない。これは多数の職員が分担して同様の仕事をす

るような場合には、さらに顕著である。個々の職員の努力や工夫を適切に評価することは、事務の効率

化や職員のモチベーションを高めるという観点からもきわめて重要である。 

 ここでは成果を把握しにくいルーチンワークを対象として次のような作業を行うことにより、個々の

職員の努力に対する適切な評価と事務改善が可能になると考えている。 

① フローの作成 

 ルーチン化した事務事業について、担当職員の参画のもとに事務の流れを分析し、フローを作成する。

最初は、イレギュラーな事例は省略し、全体像を把握することが重要である。しかし一方で、単に「窓



口対応」とするなど、あまりにも漠然とした表現では議論の素材とはならないので、基本的な業務内容

を明示するべきである。 

② 事務分担の明確化 

このように作成されたフローに基づき、職員の分担を明記する。我が国では、ただ担当とするだけで

職務内容をはっきりと定めていないことがほとんどであるため、その他の事務も担当している場合には、

それぞれに費やしている時間数をできるだけ正確に算定することにより、投入された労働量を「見える

化」することが必要である。まったく同一の作業であっても、個人別に処理件数や処理時間、エラーの

数などを数値化することは可能だろう。 

③ 業務分析 

そうして完成したフローを見ながら、できるだけ全職員が参画して、改善すべき事項について議論を

行う。もし無駄な作業があればそれを省略し、また事務分担の見直しも必要に応じて行う必要がある。 

④ 検証 

こうした作業を通じて、事務の効率化、職員の負担軽減や公平化、さらには個人の努力を検証できる

ようになり、合理的で納得性の高い勤務評定や各職員の目標設定を実現することができる。 

＜荒川区での事例＞ 

(1) 目標による管理 

 職員が、それぞれに目標を設定し、評価・検証につなげていく目標による管理は、重要な取組である

ことは間違いないが、高い目標を掲げれば、上司に意欲を示すことはできるが、達成は難しく、低い目

標を設定すれば、達成はできるがそこで停滞してしまう。このため、目標はできるだけ数値目標とする

ことが望ましいが、単に数字を並べるだけでも意味がないことから、接遇の改善や事業の充実など、職

務の特性に見合った事項にまで範囲を拡大するなどにより、現実的な目標を設定するようにしている。 

 そして何よりも重要なのは、目標を設定し、評価する際の管理職との面接である。個別に面談する中

で、業務の進め方や仕事と向き合う姿勢、職場での課題やプライベートの悩みなど、普段は言えないよ

うなことも話し合うことができる。人事異動に関わる面接と合わせて効果的に活用すれば、円滑な組織

運営や人間関係の改善、職員のメンタル面での対応などが期待できる。 

 当区の目標による管理は、まだまだ開発途上ではあるが、こうした取り組みを続けることによって、

管理職や職員の意識が少しずつにでも変わり、それが仕事に対する意欲の向上や事務改善、さらには行

政改革にまでつながっていくことを期待している。 

(2) 行政評価 

 行政評価については、自治体によって様々な方式がある。隔年、あるいは数年ごとに評価する方法、

事務事業の一部を抽出して行う方法、外部の評価者に委託して評価する方法などである。荒川区におい

ては、１千を上回る事務事業のすべてについて、毎年、担当者が自らの手で行政評価を行っている。こ

れはすべての事務事業に関するデータや評価結果をホームページで公開することにより、区民に対する

説明責任を果たそうとすることを第一の目的としている。担当者名を記載した事務事業の分析シートを

公開にすることにより、職員に自覚と責任感をもってもらうこともできると考えている。 

外部による評価については、コストを考慮すれば、一部の事務事業に限定する必要が出てくること、

また評価が専門的ではあるが、一面的になりやすいとの懸念もあることから、担当職員が行うこととし

ている。もちろん自らの仕事を正当化するような評価であったり、数字を入れ替えただけで前年度とま



ったく同じ評価であったり、課題と明記したのに何も検討がされていないなど、問題点も数多く存在し

ているが、順次改善に取り組んでいる。 

 平成２９年度からは複式簿記による企業会計と幸福度の調査結果をこの行政評価にリンクさせようと

している。発生主義によるコスト管理についてはまだ緒についたばかりではあるが、事業別のバランス

シートやフルコストによる事務事業の評価が可能となる。また幸福度については、事務事業レベルでは

困難なため、政策、施策レベルで参考としていきたい。 

 様々な立場での住民の利害に関わる地方自治体の事務事業を公平に評価し、適切に財源を配分し、必

要に応じて取捨選択をしていくことはきわめて難しいが、行政評価をその重要なツールとなるようブラ

ッシュアップしていきたい。 

 

３ モチベーション 

 私の知りうる範囲で言えば、ほとんどの公務員は一所懸命働いている。定量的に成果を把握しにくい

仕事が多く、それを可能な限り数値化すべきということはすでに述べたとおりであるが、それだけで職

員のモチベーションが高まるというものではない。近年、公務員制度においても勤務評定によって、昇

給や賞与に差をつけられるような改正が行われてきている。しかし、モチベーションに影響を与えるほ

どのものではないというのが率直な感想である。プロとしての評価であれば、仕事の成果が当然に報酬

面に反映されるようにすべきであり、格差を大きくする方向でさらに改正されることを期待している。 

 地方自治体の事務事業は、きわめて多様であることもあってか、ロールモデルが明確ではない。窓口

対応、住民や産業団体との調整、経理、建築指導、道路拡幅のための交渉など思いつくままに挙げても

それぞれに求められる職員の役割は大きく異なる。しかし、スキルの面では異なるとしても目指すべき

職員像は本来共通しているはずである。若い職員は、直属の上司や先輩の影響を受けやすいが、その姿

が本当に望ましいものかは疑問が残る。１０年前、２０年前の仕事の進め方をそのまま受け継ぐのでは、

改善は不可能である。また、組織の文化、職場の雰囲気に馴染みすぎてしまえば、改革をしようという

意欲は失われてしまうのである。 

 モチベーションを高めることは容易ではなく、組織が抱える永遠の課題かもしれない。とりわけ基礎

自治体においては、地方公務員法をはじめ、様々な制約がある中では、できることをやっていくという

しかない。それでは、職員が新しいことにチャレンジする、あるいは目標に向けて地道に努力するよう

な意識をもつためにはどうすればよいのか。一般的な座学による研修よりも、社会人を対象とした大学

院、あるいは民間企業も含めた長期派遣研修などのほうが刺激という意味でははるかに効果的である。

異なる文化の社会人と意見交換をするだけで、少しずつでも視野が広がっていくのである。 

 さらに何か新しいことに取り組んだ職員に対する報奨についても積極的に取り組むべきである。前述

のように給与面ではあまり工夫の余地はないかもしれないが、意欲をもつ職員にとって認められること

は、さらなるチャレンジを促すという意味でも重要な要素である。 

＜荒川区の事例＞ 

(1) 荒川職員ビジネスカレッジ（ＡＢＣ） 

 これまで、自治体では人材育成といえば研修であり、その多くは接遇や法務、パソコンなど、スキル

アップをめざすものであった。しかし、今後の自治体職員に求められるのは、そうしたスキルだけでは

なく、従来の公務員の枠を超えるような「発想力」であり、役所という小さな世界での常識ではなく、



誰もが納得するような「見識」ではないかと考えている。そうした問題意識から、これまでの研修とは

まったく異なる理念に基づく人材育成をめざし、自治体内大学として平成１７年に「荒川区職員ビジネ

スカレッジ（ＡＢＣ）」を設置している。係長昇任までの職員のうち、希望者や上司から推薦を受けた者

を対象として、民間企業の経営者や官僚、研究者など、幅広い方々を講師としてお招きし、講演をして

いただいている。門戸はできるだけ広げようということで、区の常勤職員だけではなく、非常勤職員、

社会福祉協議会など、関係団体の職員も参加可能としている。さらに最近では交流のあるつくば市と南

アルプス市、酒々井町の職員にも参加していただいている。 

 基礎自治体の仕事とは分野が違いすぎて参考にならないのではないかといった意見もありそうだが、

いずれの世界においても一流となる人は、それぞれにしっかりとした哲学と信念もお持ちであり、学ぶ

べきことは多い。そのため、ＡＢＣの学生以外の職員も参加できる「オープン・カレッジ」をしばしば

開催し、広く職員が共有できる機会も設けている。 

 １年間このような講義を受けたのち、２年目は、ゼミに参加することとしている。このゼミでユニー

クなのは、区の部長級、課長級職員をそれぞれ教授、准教授として、ゼミの教官を担当してもらってい

る。上司というのではなく、先輩職員として、後輩に何を伝えるべきかについては意外に難しいことで

ある。事務職、技術職、保育士、関係団体の職員など、様々な立場の人が集まって意見交換をし、時に

は懇親会などを行うことは、予想以上に刺激になるようで、多くの卒業生から好評をいただいている。 

(2) 非常勤職員制度の充実 

 荒川区で、ひろば館での児童指導、ふるさと文化館や教育センター、国民健康保険料の徴収、図書館

等に約６００人の非常勤職員を配置し、区政運営上大きな役割を担っている。そうした状況を踏まえ、

荒川区では、単年度雇用やボーナスの支給ができないなど、法令上の制約はあるが、非常勤職員につい

て以下のような処遇の改善等を実施している。 

採用については、対象者の意欲、能力を適切に評価した選考とするため、新たに統一した基準で実施

する方向に改め、特に選考方法に大きな差が出ていた事務嘱託員について職員課で一括して一次選考を

行う。 

従来は、一部を除き同一職種について一職層しか設定されておらず、新たに採用した者も経験を重ね、

優れた能力を備えた者も、同一に位置づけされていた。そこで、新たに能力や技量に応じた役割、担う

べき責任に応じた職層を設定し、適切な評価・選考を行い任用している。具体的には、一般非常勤、上

級一般非常勤、主任非常勤、上級主任非常勤、総括非常勤、上級総括非常勤という６つの職層を設定し

ている。 

それにともなって、職責に見合った報酬額の設定を行うとともに、事前に勤務時間を変更して対応す

ることを原則とするが、これによりがたい場合には、一週の勤務時間が合計で４０時間に満たない範囲

で、超過勤務ができることとした。また、有給休暇、夏季休暇、病気休暇、慶弔休暇等についても常勤

職員に準じた形で改善を行っている。 

こうした改善に合わせて、当然のことながら常勤職員に準じた勤務評定を行うとともに、区職員の心

構え、人権研修、接遇研修など、必要な研修を実施している。また、それまで限定会員であった職員互

助会についても正会員とし、各種サービスの提供を受けられるようにしている。そのほかにも育児休業

後復帰制度の創設や職員寮への入寮を可能とするとともに、特別区においては経験者採用試験の受験資

格要件となる業務従事歴に、非常勤職員として勤務した期間も対象となるよう改正が行われている。 



 こうした当区の動向もあってか、最近では政府もこうした問題の解決に乗り出し、新たな非常勤所職

員の制度が検討されている。具体的には、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案が、３

月７日に国会に提出され、①「特別職」の範囲を、制度が本来想定する「専門的な知識経験等に基づき、

助言、調査等を行う者」に厳格化、②「臨時的任用」の対象を、国と同様に「常勤職員に欠員を生じた

場合（フルタイム）」に厳格化、③一般職として「会計年度任用職員」制度を創設の３点に加え、会計年

度任用職員について、これまで支給が認められていなかった「期末手当」の支給を可能にするというも

のである。こうした大規模な法改正が実現すれば、基礎自治体における職員の配置計画は大きく見直す

ことが可能となるだろう。 

(3) ＭＢＡ 

 マネジメントのポイントの一つに、職員が良いことをしたときは、できるだけ早い時期に人前で褒め

るということがある。区では、これまでも年末に職員表彰が行われていたが、年に１回というのではい

かにも間延びしている。そこで新しい取組みや多くの職員が協力して達成した事業などについて、もっ

と頻繁に褒めるような制度を設けている。ネーミングは、目新しさと覚えやすさを考慮し、ＭＢＡ（Most 

Brilliant Action）とした。もちろん経営学修士(Master of Business Administration)を洒落たものであ

るが、職員にもうまく浸透させることができたようだ。 

 制度を進めていく中で、いくつかの新しい視点を加えている。当初は新規事業などを表彰してきたが、

表彰される職員に偏りが生じてしまうため、質の高いサービスを提供し、区民に感謝されたケースなど

も対象とすることにより、窓口や現場で働く職員なども表彰されるようにしている。 

 もう一つの特色は、報奨金を出すのではなく、職員には自らの実績について名誉を感じてもらうため、

賞状とともにピンバッジを渡していることである。初めて受章したときには赤色、５回受賞で銀色、１

０回で金色、１５回でプラチナとレベルアップしていくのである。自分の仕事が評価されたことをバッ

チの色を通じて、他の職員にわかってもらうことは、モチベーションを高めるという観点でも効果があ

ると考えている。 

 

４ 個人単位での能力開発 

 職員として採用されて、定年までの期間は現状でも約４０年あり、再任用を含めればさらに長期に及

ぶことになる。そうしたきわめて長いスパンの中で、高い能力をもった職員を育成していることは、多

額の人件費を回収するというだけではなく、住民本位の質の高い自治体運営をするという意味でもきわ

めて重要である。 

 基礎自治体における研修は、新規採用時や昇任時、あるいは専門的なものであれば定期的に受講する

のが一般的であるが、職種や経験年数も異なる職員に対して、一律に同じ内容の研修を行うことにはか

なり限界が見えてきている。 

研修内容についても改善の余地はある。例えば、長年にわたる職務経験を通じての暗黙知は、公務員

の世界にも存在している。接客や交渉、緊急時の対応など、基礎自治体の職員であれば、必ず経験する

であろうことに関わるスキルを先輩職員から伝承していくことは、事務の効率化、リスク管理、職員の

負担軽減など、多くの面で効果が期待できる。文章化しにくいだけに研修の方法には工夫が必要である

が、取り組む価値は十分にあるだろう。 

 研修に関するこれからの方向性としては、より個別に計画的に実施していくことが考えられる。個々



の職員が上司や人事部門と協議しながら、自身のカルテを作成し、自身の能力開発を行うことにより、

積極性、自主性が育まれることも期待できる。そのため、できるだけ長期にわたって網羅的にプランを

作成すべきであり、節目の時期には可能な限り客観的な指標で自己の能力を評価できる仕組みも用意し

ておきたい。 

 また、再任用職員も含め、中堅以上の職員に対する能力開発も重要である。これはモチベーションの

維持、向上と表裏一体のものとなるため、双方の要素を含めた研修が求められる。その際も受け身で研

修を受けるのではなく、むしろ経験を活かして教える側に立つことによって、勉強したり、仕事に取り

組む姿勢が変わったりということも期待できるだろう。 

＜荒川区の事例＞ 

(1) フレッシャーサポート制度 

 厚生労働省職業安定業務統計によれば、平成27年3月卒で大学卒が調査対象となった全産業で441,344

人が就職したうち、１年以内に離職したのが 52,109 人、11.8%となっている。社会人としてはまだ「駆

け出し」で自らの適性もわからないうちに、わずか１年で１割以上が離職しているということは、我が

国の将来を考えたときに深刻な問題といってよいだろう。キャリアアップという意味での転職は、今後

活発になることは必要であるが、現実からの逃避的な色彩の強い離職については、何とか踏みとどまる

ような対策が必要である。また、離職しないまでも、ストレスが昂じて鬱病などになってしまう若者も

近年急増している。そうした事態は、本人にとっても組織にとっても不幸なことであり、何としても避

けなければならない。 

 荒川区の職員についても、「職場になじめない」、「仕事が自分に向いていないのではないか」といった

悩みは間違いなく存在することから、新規採用職員に先輩職員がマンツーマンでフォローするフレッシ

ュマンサポーター制度を設けている。上司ではなく、またできるだけ同じ職場ではない、少し先輩の職

員が新規採用職員をフォローするものである。サポーターとなる職員については、適性もあるので毎年、

各部署からの推薦を受け、決定している。困ったときだけではなく、日頃の些細なことでも気軽に相談

できるような人を確保することは、離職やメンタル面での病気を予防する観点からも効果があるものと

考えている。 

(2) キャリアデザイン研修 

長く役所で働き、いろいろな職場を経験すると仕事には慣れてくる。しかし、気をつけなければなら

ないのは「狎れ」になっていないかを注意する必要がある。若いときには青雲の志をもっていたとして

も、歳を重ねて、それなりの収入を確保し、さらには子どもが成人し、手を離れた時期になると仕事も

無理して頑張る必要がなく、ほどほどで十分という心境になることはわからないではない。しかし、給

与はすべて税金である公務員の場合には、そうした意識で仕事をすることは許されるべきではない。 

そこで、中高年を対象とし、モチベーションを高めるため、次のような仕組みを進めている。 

 職員のキャリアステージの転換期である若手層から中堅層、中堅層、ベテラン層の時期等に、荒川区

政が目指す方向を理解し、それらを念頭において自らの役割を再認識し、新たなステージで力を発揮す

る意欲を喚起させ、そのために必要な能力向上を図るための開発型研修受講へと導いていくことを目的

としたものである。 

具体的には、①職員本人が自ら役割を認識し、自らの役割を果たすためにはどんな行動をすべきか、

そのためにどんなスキル（能力）が必要かを捉える、②各キャリアステージにおいて、自分の経験して



きた仕事（業務）を振り返り、かつその経験をどう活かしていくかを模索し実践することで組織貢献度

合を強くするというものである。 

 本研修では、年代別に次のように整理している。20歳台後半～30歳台については、若手から中堅へと

いう時期で、キャリアの正しい理解と自分を知ること、さらに自己能力開発の重要性を認識する、「キャ

リア開発期間」と位置付ける。次に「キャリア発揮期間」として 30 歳台後半～40 歳台前半は、中堅・

中軸職員として、自分の仕事人生を振返ること、多様なキャリア観を知ること、将来の自分像を考える

ことを求めている。さらに 40 歳台後半～50 歳台前半のキャリアの後期については、経験・知識の伝承

方法を考えるとともに、生涯現役（生きがい）意識の理解することを目指している。 

 本研修は、上記のような視点により、グループ討議、ケーススタディを行い、キャリアビジョンをま

とめ、最後には自身のキャリアに関する「アクションプラン」を完成させ、決意を「１０年後の私への

手紙」に表現するという内容となっている。 

 

５ 人を育てる組織づくり 

 これまで述べてきたような方策をもって、職員を育てていくとしても、それが成功するかどうかは、

その職員を取り巻く職場、組織が鍵になることは間違いない。そこで、次に人を育てる組織づくりにつ

いて考えてみたい。 

(1) コミュニケーション 

 組織が組織として機能するためには、コミュニケーションが最大の要素であることは言うまでもない。

まずフォーマルなものについてであるが、自治体に限らず、我が国の組織運営でしばしば問題とされる

ものに不要な会議、長すぎる会議がある。何を調整したいのかが不明確な会議、資料をただ説明するだ

けの会議、開催することが目的となっている会議など、様々であるが、組織に深く浸透しており、これ

を改善することは容易ではない。 

 対策として、第一に会議を開催する目的、何をどう調整したいのかを明確にすることである。これだ

けでも相当に効果があるはずである。第二は、会議の開催目的を踏まえて参加する職員を絞り込むこと

である。複数のテーマがあり、担当業務に関係のない議論のときにも座っているということは、まった

くの人件費の無駄である。また、発言の可能性がない職員が多数傍聴している会議も少なくないが、議

事録や参加者から報告を受ければ十分な場合がほとんどである。第三は、効率的な議論である。資料配

布は必ず事前に行い、資料の内容も簡潔でわかりやすいものとするべきである。また、意見を述べると

きも長々と持論を述べるのではなく、最初に結論を明示し、理由を説明するなど、ルール化すれば議論

の効率化が図れるだろう。そのほかの打ち合わせの類についても調整したい事項を事前に伝えておくな

ど、少しの工夫でも大幅に時間は節約できるだろう。 

 一方、ＩＣＴの急速な普及により、業務上の連絡や情報提供、通知などは電子メールが一般的となっ

ているが、電子メールを送っただけで何のフォローもしない、あるいは、文章が不十分なため、誤解を

与えるなど、課題も少なくない。このため、電子メールや庁内向けの掲示版等の活用について、通知文

等のフォーマット、日程調整や通知に対する回答方法などに関するマニュアルを作成し、共有すること

により、情報伝達の遺漏や行き違いを防ぐことができるであろう。 

 次にインフォーマルな部分であるが、以前は、職場での飲み会が多用されたが、最近では若年層の意

識の変化等もあり、そうした手法は使われなくなってきている。また、職場単位での旅行や運動会など



の職員の交流もほとんど行われなくなってきている。それではソーシャルネットワークサービス（SNS）

を活用するかといえば、やはり仕事上のコミュニケーションツールとしては、少なくとも現時点では相

応しいものとは思えない。職員のインフォーマルなコミュニケーションについては、現時点では今後の

方向性を見出せていないが、仕事以外には一切コミュニケーションをもたないということは、日本型の

組織には馴染まないであろうことから、昼休みや時間外の短い時間を活用してのミーティングなど、新

たな方法を模索することになろう。 

 

(2) 役割の明確化 

 いわゆるライン組織であれば、係長、課長、部長といった役職がある。しかし、課長の係長化などと

言われることがあるほどに、いわゆる「肩書き」と現実の仕事ぶりにギャップが生じていることが少な

くない。昇任時には期待される役割やマネジメント手法などの研修が行われているだろうが、どちらか

といえば座学が中心となりがちで、実際に昇任してみるとほとんど活用できていないのが実態ではない

だろうか。 

例えば、課長職については、事務事業の進行管理、議会対策、職員の指導監督、住民からの要望など、

多様な役割を同時並行的に果たさなければならないため、具体的なケーススタディやロールプレイング

などの実践的な研修にもっと時間をかけて育成していくことが重要であり、昇任までの期間についても

２～３年程度はあった方がしっかりとした準備ができるであろう。そうした時間の中でチームのリーダ

ーとして組織を動かしていくという役割をしっかりと自覚し、スキルアップに努めることが重要である。 

このような形で上司は上司として、部下は部下としての役割を明らかにし、それを全職員が共有する

ことによって、本来望まれる組織運営が可能となるであろう。 

 

＜荒川区の事例＞ 

(1) 次世代リーダー育成プログラム 

 自治体が組織として常によりよいサービスをめざして、チャレンジしていけるような活力と行動力を

維持、向上させていかなければならないことは言うまでもない。その際に最も重要なのは、１０年後、

２０年後に強い意志と高い見識をもつリーダーを早い段階から育成していくことである。若手職員にチ

ャンスを与え、リーダーとしての資質を磨けということは簡単であるが、現実にはなかなかうまく進ま

ないことが多い。 

 このプログラムでは、本人の同意はもちろん必要であるが、将来のリーダーと目される職員について、

各部門から推薦してもらい、年齢、経験等を勘案しながら選抜して、研修を実施している。メンバーは、

２年間にわたって、業務とは別にリーダーとして必要な資質を磨くことができるよう、専門的なカリキ

ュラムを用意し、受講することになる。次世代リーダーと銘打ったことにより、選ばれた職員には早い

時期から将来の自分の果たすべき役割を自覚し、リーダーシップを学んでいってもらうとともに、組織

全体としても認知され、全庁的に応援してもらうことを期待している。 

 

(2) 組織目標 

個々の職員が目標をもつ上で必要になるのは、組織全体として何を目指しているかである。それが曖

昧であれば、職員の目標もバラバラとなり、仕事も非効率なものとなるだろう。そこでまずは基本構想



等が示す将来ビジョンにもとづき、地方自治体全体としての目標、次に部、課、係などでそれぞれの目

標を可能な限り明確に定める必要がある。その上で、その目標を職員が共有し、個人の目標設定へとつ

なげていくのである。 

目標設定は、最初のうちはスローガンのような抽象的なものが多いかもしれかいが、時を経るにつれ

て洗練されてくるだろう。コミュニケーションがとりにくい組織であっても、そうした組織目標をでき

るだけ職員参加のもとで設けていけば、チームワークもよくなっていくであろう。 

 

(3) 適正な職員数の確保 

 我が国の公務員の数は、先進諸国と比較して決して多くはないことはすでに述べたとおりである。新

たな行政課題に対応するため、基礎自治体の事務が年々増加する中、人件費を抑制するために基礎自治

体の多くが、事務事業の委託や非常勤職員や臨時職員、派遣職員の活用など工夫を重ねている。行政改

革に取り組むことは必要であるが、職員を減らしすぎて、ただ忙しいというだけでは人は育たず、組織

は疲弊していくだろう。 

 今後の職員配置にあたっては、ワークライフバランスについても最大限配慮する必要がある。育児や

介護に際して必要な休業が可能となるような職場をつくっていかなければならないが、少数職場であっ

たり、独任制のような職場では難しい。しかし、出産が想定される職員の配属を限定的にしてしまうこ

とも女性職員のキャリアアップという意味で問題がある。また、年金支給年齢の引き上げにより、定年

後の職員の働く場についても対策が求められており、職員数の増加要因となっている。 

そこでこれからは、基礎自治体においても職員が個人別のキャリアデザインをすることが必要となっ

てくる。新規採用時、５年後、１０年後、あるいは結婚、出産、介護といったイベントの際に見直して

いくことになる。これに基づいて人事異動や研修、昇任などを行うことが求められている。また、基礎

自治体の多くは４月に定期異動というのが一般的である。しかし、妊娠や介護については時期を予測で

きるものではないため、本人にも職場にも余分なプレッシャーを与えないよう、柔軟な人事異動を行う

ことも必要である。そうしたことが一般化させていくためにも、前述のように事務のフローの作成とそ

れに基づくマニュアル等の整備が重要となるであろう。 

 

＜荒川区の事例＞ 

(1) 定数管理 

 荒川区は、昭和５８年の「行財政体質改善基本計画」を皮切りに長年にわたる取り組みにより、昭和

５８年には２，４４６人であった職員定数は、現在では１，５００人台で推移している。平成１２年の

清掃事業の都から区への移管による１６０人余りの職員数の増加を含めた数字であるから、他のセクシ

ョンは大幅に人員削減を行っている。しかし、行政課題が山積する昨今の状況を考えれば、職員定数の

削減は限界に近づきつつあり、質の高いサービスを持続的に提供していける体制をいかに構築していく

かという観点から、しっかりとした根拠をもって必要な職員数を算定するとともに、意識改革とスキル

アップに取り組み、生産性を向上させていくことが今後は重要となる。 

 また、荒川区においても年金の支給年齢の引き上げにより、最近はフルタイムでの再任用を希望する

職員が大半を占めるようになってきている。短時間の再任用と異なり、フルタイムの場合には条例定数

にカウントされるため、大幅な定数増の要因となっている。しかし、そこで新規採用を抑制すれば、職



員の世代バランスが偏ってしまうため、将来に禍根を残さないためにも一定数の採用を維持する必要が

ある。 

 さらに平成２８年の法改正により、それまでは都道府県設置であった児童相談所を区が設置できるこ

ととなった。児童虐待等に関する認知件数が激増する中にあって、荒川区としては一刻も早く設置すべ

きと判断し、早期設置に向け、準備を進めているが、これも職員数では増要因となる。 

 一方では、例えば２８年度、２９年度にそれぞれ４か所ずつ保育園を新設しているが、いずれも民間

法人に補助金を支給し、誘致している。仮に公設公営でこれらの保育園を整備したとすれば、１００人

を超える職員数の増加となる。定数管理という視点でも、民間の参入を支援することがきわめて重要で

ある。 

(2) 経験者採用 

 荒川区では、新規採用を抑制し、定年退職した職員数を補充しないという方式で職員数を削減してき

たことから、現在では３０代から４０代の中堅職員が少なくなっている。また、いわゆる団塊世代の退

職により、新規採用を大幅に増やしたことから、職員の年齢構成は「Ｍ」字型になってしまっている。

また、最近は、他の自治体でも同様のようであるが、課長や係長に昇任して責任を負うよりも今のまま

でよいと考え、昇任試験の資格を有していても受験しないという若手職員が少なくない。 

 そうした状況から、係長、課長への昇任者数がポストに比べて不足している状態が続き、中堅職員の

補充が求められたことから、当区を含めた特別区では、民間企業等で勤務した経験のある者を積極的に

採用している。 

この経験者採用については、単に職員の世代間のバランスを補整するということだけではなく、民間

企業などの異なる文化を区政に導入する機会になるという効果も期待している。区役所という小さな枠

の中で、長年育ってきた職員に多少なりともカルチャーショックを与えるのは、よいことである。こう

した観点から、経験者採用の職員に対しては、くれぐれも職場に慣れすぎず、民間の感覚、発想を忘れ

ないようにと話している。 

 

７ まとめ 

 以上、基礎自治体で人材を育てていくためにどのような取り組みをすべきかについて、荒川区での事

例を交えながら述べてきた。今回は、人材育成という視点で、長年にわたって仕事を続ける中で問題と

感じたことを相当部分ランダムにまとめたため、必ずしも体系的ではないことはご容赦いただきたい。

改善策についても、実際に運用するにあたってはさらに工夫が必要なことも承知している。しかし、基

礎自治体が住民にもっとも身近であるがゆえに求められる役割をこれからも果たしていくためには、ト

ップのリーダーシップも必要であるが、それ以上に個々の職員の政策形成能力、そして実行力がきわめ

て重要であると考えている。 

 我が国では、長時間労働や雇用の流動化など、働き方について様々な改革が進められつつある。平成

29 年 3 月 29 日に公表された総務省による「地方公務員の時間外勤務に関する実態調査結」によれば、

年間の時間外勤務は、都道府県で 150.0 時間、政令指定都市が 174.0 時間、県庁所在市の年間の 159.6

時間という結果となった。長く働くことが一所懸命仕事をしている証であるといった感覚をこれからは

持つべきではない。いかに労働生産性を高めていくか、そのためには本稿の中で述べたような事項につ

いて、試行錯誤を重ねていくほかはない。 



冒頭にも述べたように、公務員に対する偏見は強い。定時で帰ることが仕事をしていないといわれる

ことがないようにするためには、何よりも住民が納得できるような質の高いサービスをきめ細かく提供

していくことであり、そのためには全ての職員が意識をもって、仕事に取り組むべきであろう。 

 


