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1　実施にあたって

　「組織の基本は人であり、『人財』を育成す
ること」
　自治体を取り巻く環境、社会情勢は様々な
課題を抱えており、少子高齢社会や国際化、
家族のあり方の多様化など、社会の大きな転
換期を迎えています。また、市民の皆さんか
らの行政に対するニーズは複雑化・多様化し
ており、基礎自治体としての市町村の役割と
責任はますます増大し、その役割や責任に対
応するため、人材育成・確保への取り組みが
重要性を増してきています。
　「須坂市人材育成に関する基本方針」では、
組織における人材とは、すぐれた能力を備え、
それを職務の中で十二分に発揮して組織目標
の達成に貢献できる職員のことであるとし、
そのような職員を育てることを人材育成の意
義と定めている中で、須坂市が今求める職員
像として、特に、
・	新しいアイデアから社会的意義のある新
たな価値を創造することができる職員

・	須坂市の全体像を把握した上で、課題解
決に向け自ら考え行動する職員

の育成を目指しています。若手職員に対しても、
早い段階から広い見聞による知識収集や自己
研修、自己啓発の考えを身につけさせ、庁内

外での横の連携、有機的連携を図ることのでき
る職員の育成が重要であると考えています。

2　実施目的

　このような職員の育成に向け、平成24年度
からは具体的な事業を行うこととなりました。
それは、一般的な研修のように「体験」して
終わりではなく、講師のフォローのもとで一
連のプロセスを「体感」することで、そのノ
ウハウを習得し、職員一人ひとりの自己実現
と業務改革を推進するための事業と位置づけ
た事業です。
　この事業のねらいは、既成概念や従来の考
え方にとらわれず、豊かな発想による「気づき」
の視点を持ち、自己革新を推進し、柔軟な発
想や課題解決ができる職員を育成することで
す。また、自らの技術・手法として通常業務
でも活用し、組織目標の達成に貢献できる職
員を育成するために、「意識変革促進・人材育
成事業」として実施することとなりました。

3　実施内容

（1）今までにないアイデアを導き出す手法を
学ぶ
①実際の業務課題を題材に新たなアイデアで
実践

学び、育つ人材の
新たな育成法  Series 15

須坂市が行う意識変革促進・人材育成

長野県須坂市総務部総務課行政改革推進係 係長　寺沢 隆宏

長野県須坂市では、「人材育成に関する基本方針」に基づき、
「意識改革促進・人材育成事業」に取り組んでいる。
従来の研修の枠を超えた新しいアイデアを生み出すた
め「アニマル・シンキング」手法を導入し、他自治体

職員も巻き込むとともに、「TOCfE」手法では
課題整理・解決への３つの方法論を
学んだことで、職員の意識改革が

進んでいる。
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イデアが実現した」「目に見える成果が出た」
等の達成感を味わうことができました。
　25年度は、この手法を使ったグループごと
の活動を中心に、自主活動により実践しまし
た。実践の中には「公共交通の利用促進」を
テーマに選んだグループがいましたが、この
手法を使ってグループのメンバーで話し合う
うちに、達成を目指す「世界観（＝ありたい
状態を具体化する）」が、「世界一深呼吸した
くなるまち」という形となり、実際に職員が
「深呼吸スポット」を選び、電車やバスに紹介
広告を出すなどの実行に移しました。
	

②須坂市職員だけでなく、他自治体職員とも
交流
　26年度は、引き続きこの手法を学ぶ研修を
行いました。「全てのことは小さな一歩から始
まる」ことと研修で教わりましたが、それを
須坂市職員だけで「しまっておく」のではなく、
同じ立場の他の自治体職員や多くの方々とも
共有したいと考えました。
　そこで、自分たちだけで考えるのではなく、
様々な方々と意見交換する中でお互いのモチ
ベーションを高め、役にたったという感覚を
持ちつつ、やらされ感から脱却するきっかけ
にしたいと考えました。県内近隣自治体をは

　24年度の研修では、最初の研修として、自
分の経験や知識、既成概念にとらわれない幅
広い新たなアイデア発想手法「アニマル・シ
ンキング」を学びました。
　私たちが頭の中で考えるアイデアは、自ら
の経験や知識の範囲をもとにしていますが、
アニマル・シンキングは、動物を使った「た
とえ」や「イメージ」によって、自分の頭の
中の枠を越えたアイデアを導き出す方法です。
ある動物から連想されるイメージやキーワー
ド、イラストなどが描かれたカードやボード
を使い、アイデアを出しやすくします。例えば、
・	「シマウマ」は白と黒というイメージから
「相反するものを受け入れる」
・	「コウモリ」は逆さまでとまっている様子
から「考え方を反転させる」

・	「ハエ｣ は複眼でどんな動きも見逃さない
ことから「見て感じる」

　このようにカードに描かれている動物のイ
メージやキーワードを見て、発想の転換、ア
イデアの発見を行うものです。
　実際に出た課題で、業務時間短縮の効果を
どう計るかというアイデアを考えていたとき
も、カードを使ったアイデア出しを行いまし
た。その際に、この「ハエ」の「見て感じる」
観点での発想により、終業時間後の職場の様
子を撮影し、業務時間短縮の取り組み前の写
真と、同じ時間帯、同じ場所での事後写真とを
比較することにより「目で見て分かる」残留
職員数を計るというアイデアが出て、発想の
広がりを感じました。
　この研修では、
・	手法を学ぶ
・	手法を使った解決を目指す課題の選定
・	柔軟で想像性豊かな解決策の立案と実施
・	一連の活動を振り返り、事業総括から意
識変革につなげる

といった段階を踏んで実践につなげました。
　実践にあたっては、実現の可能性が高い案
から、つまり小さな一歩を踏み出すことから
始めました。簡単に実践できることから行う
ことで効果がすぐに実感でき、モチベーショ
ンも上がってくるため、「やれば出来る」「ア

実践発表の様子

電車の中に職員が作成した広告を掲示
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じめ様々な媒体を通じて参加を呼びかけた結
果、20名に参加していただき、1日だけではあ
りましたが一緒に研修を行いました。
　参加者の中には、上司からの指示で来たと
いう方もいましたが、課題解決の手法を学び
たいという目的で自主的に参加したという方
も多くいました。
　当日は、最初にこの手法や考え方を学び、
既成概念や従来の考え方にとらわれた考え方
の枠組みを知り、固定概念が生じる理由を認
識することから始めました。
　続いて須坂市の職員が実際に行ってきた事
例発表を行いました。発想の転換や課題解決
に向けて目指す姿である「世界観」、その達成
に向けて須坂市職員がどう取り組み、どう悩
んでいるかの実態を発表しました。
　後半は、発表した須坂市の事例について、
須坂市職員以外の方も一緒になってアイデア
を考えました。固定概念を捨てて自由に発想
すること、アイデアを出し合い柔軟に考えて
みること、仲間同士で楽しく課題解決に取り
組むことを実体験しました。

	

　このように須坂市職員だけでなく、他の自
治体職員と一緒になって自ら考え自ら学ぶ機
会が増えることで、参加いただいた皆さんを
はじめ、自治体職員から日本を元気にしてい
くことにつながるのではないかと感じました。
（2）課題の整理と解決への道筋をつける解決
手法を学ぶ

　今日の行政には、限られた予算の中でサー
ビスの充実を図り、新しいアイデアを出して
いくことが求められています。27年度は新た

に、課題解決、アイデア実践に向けたノウハ
ウを習得し、職員一人ひとりの自己改善と業
務改革を促進するため「何を変えるのか」「何
に変えるのか」「どうやって変えるのか」の
手法、「TOCfE（Theory	Of	Constraints	for	
Education：教育のための制約理論）」を学び
ました。
①物事のつながりにスポットをあて因果関係
を明らかにする手法　～ブランチ～

　まず、出来事、概念、主張間の原因とその
結果を調べるための分析法を学びました。
　この手法では、因果関係が成立しているか
を「もし～ならば、結果として○○」と問い
かけ、確認します。自分だけが納得できる因
果関係では足りず、みんなの納得を得るため
にはこの確認が重要となります。
　言葉を明確にしないと相手に意図が伝わら
ない。言葉に出して伝え、複数の目を通じて
多角的な面から一緒に考えてみることが大切
であると教わりました。
②対立を解消する手法　～クラウド～

　次に、相反する主張を解決するためには、何
を変えるのか、何に変えるのか、どうやって
変えるのかを明らかにする手法を学びました。
　同時に実行できない行動は何か、対立して
いるのは何と何かを明らかにします。行動や手
段、意思決定が衝突している状態は何である
かを確認し、その行動の要望は何かを考えます。
　そして、対立している両者が共有する目標
は何かを明らかにして、対立の解決策を導き
出します。行動、要望、目標を明らかにし、前提・
仮定を洗い出し、前提・仮定にある思い込み
を崩す。このプロセスを経て対立を解消します。

他の自治体職員も参加し幅広くアイデアを生み出しました
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③１つの目標に対して実現に向けたプロセス
を明らかにする手法　～アンビシャス・ター
ゲットツリー～

　ここでは、障害と目標、計画を明確にして、
目標実現に向けた過程を導き出す手法を学び
ました。
　過程を導き出すためには、まず目標を特定
し、明瞭に定義します。
　次に、目標達成を妨げている障害を認識し、
可視化します。可視化した障害に対して、障
害が解消された状態をイメージし、中間目標
を立てます。この障害がなくなればどのよう
な「状態」になっているかをイメージし、最
終目標達成に向けた梯子を一段一段昇ってい
くイメージで中間目標に行動を加え、具体化
させます。
　ここでも（1）の「今までにないアイデアを
導き出す手法」で学んだ、実現の可能性が高
い案から実行すること、つまり小さな一歩を
踏み出すことから始めると達成感を味わうこ
とができ、モチベーションも上がってくるこ
とを教わりました。
④３つの手法を学んで
　それまではぼんやりと分析していた事項に
ついても、この３つの手法にあてはめて図式
化し、声に出して読むことで、内容を分かり
やすく明らかにし、論理的に整理していくこ
とができます。

　困難な課題も最初から無理と決めつけずに、
段階を踏んで行動することで実現できる可能
性、例えば住民と行政の間の対立要素も、考
え方によっては両者にプラスとなる方法を導
き出すことを可能にしていきます。さらには、
両者間だけでなく第三者にも波及させること
で、WIN－WIN－WINの関係を生み出すこと
も不可能ではないかもしれません。
　今後は、研修を受けただけで終わりにする
ことなく、受講した職員が会議などの場にお
いて実践し、ファシリテーターとして話し合
いや学びを深める役割を担っていくことが大
切であると考えます。

4　成果と今後の課題

　これまで経験したことのない手法で新たな
アイデアを実現させること、理路整然とした
課題解決の道筋をつけることを学び、体感し
てきましたが、このようなノウハウや手法を
習得完了した時点で意識変革ができたとは言
えないと思います。実際に私も受講した職員
の一人として感じたことですが、これまでに
ない考え方や手法を身につける際に出てくる
疑問や悩みをそのままにせず、ファシリテー
ターからアドバイスをいただきつつ、受講し
た職員が一緒に悩み、意見を交わしながら、
一つひとつ実施している時点からすでに意識
変革は始まっているのだと思います。
　研修としては限られた回数の受講で終わり
ましたが、研修の目的でもある「自らの技術・
手法として通常業務でも活用し、組織目標の
達成に貢献できる職員の育成」に向けて、こ
れまでに学んだ幅広いアイデア発想方法や課
題解決方法を仕事に活かし、受講者同士だけ
でなく、受講できなかった職員にも広げてい
きたいと考えています。その実現のため、今
後はコミュニケーション方法として、ファシ
リテーションスキルを身につける研修を実施
する予定です。そして、我が事として自ら実
践した小さな成功体験を積み重ね、真の意識
変革につなげていきたいと考えています。

課題解決手法を学び成果を報告
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