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自治体経営と自覚的フィードバック 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 
 

はじめに 

自治体経営における持続性の確保とは、「将来の住民の選択肢を奪うことなく、現在の住民ニーズを最

大限満たすため、限られた資源を有効に活用すること」である。このため、自治体経営は、行政や地方議

会の独占物ではなく、また、その展開には常に次世代を睨んだ長期的視野と住民の責任も含めた参画が求

められる。 

図表 パワーシフトと自治体経営 

 

自治体経営では、現在の住民ニーズを無秩序に受け止めるのではなく、優先順位をつけ取捨選択する力

が同時に求められる。自治体経営の進化、すなわち、絶え間ない変化は、何によってもたらされるのか。

それは、現状に対する「自覚的フィードバック」を原点とした「創造的批判」にある。批判には、根拠と

なる証拠や政策議論に基づかない主観的な否定的批判（感覚的なダメ出し型批判）と証拠や政策議論に基

づく客観的な創造的批判（体系的な提案型批判）がある。主観的な否定的批判は、新たなイメージ形成に

は結びつかない。創造的批判の視点があって、はじめて自治体経営は進化する。 

 

１. 創造的批判とPDCAサイクル 

自治体経営に求められるのは、住民ニーズを否定的批判で排除することではなく、また、無秩序に受

け止めることでもない。創造的批判に基づく優先順位の形成が、自治体経営の進化をもたらす。このた

め、自覚的フィードバックと創造的批判のプロセスを、行政評価などの PDCA サイクルに埋め込むこと

が重要となる。創造的批判を支える PDCA サイクルには、第１に「実効性」と「実行性」の二面性への

認識が必要となる。「実効性」とは、当初の計画とおりに淡々と進行することではなく、計画で示され

た自治体経営の方向性に基づく「目的」を実質的に実現するため、構造的環境変化に対応して当初予定

した実施方法や目標による優先順位を変更し、政策や事務事業のスクラップ・アンド・ビルドを行いつ

つ目的達成への接近を最優先することである。「実行性」は、計画などで決められたとおりに淡々と進

める進行管理を中心とする取組みである。 

地方自治体の事業には、①経済社会環境などに大きく左右されず着実に進めるべきセーフティネット

的事業や法令などによる義務的事業と、②経済社会環境の変化に適切に対応して行くべき戦略的自主事

業がある。前者は主に実行性が、後者は実効性が柱となる。ただし、前者の実行性確保でも事業の優先

性を明確にする中で限られた資源の配分を確保する必要があり、セーフティネット事業や義務的事業で

政策論説 
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あっても必要性を常に検証することは不可欠である。その点では経済社会の構造環境変化の影響から無

縁ではない。PDCA サイクルでは実効性を重視しつつ、実行性を着実に展開することが前提となる。さ

らに、政策は常に外部環境から影響を受ける。たとえば、地域政策の成果指標は、単独の地方自治体だ

けで完結するものではなくグローバルな経済社会情勢はもちろんのこと、地方自治体間の競争や連携に

よる継続的な環境変化の中で達成することが求められる。その意味からも地域政策の PDCA サイクルで

は、構造的環境変化からの影響が各地方自治体でも異なるため、自治体経営において、①事業の継続条

件を明確にするゴーイングコンサーンの検証、②実効性確保のための手段の見直し、③実効性（目的実

現性）と実行性（進行管理）の一体的機能の確立とそのためのリスク認識の仕組みを、それぞれの地方

自治体で検討し形成する必要がある。 

第２に「目的」と「目標」の違いへの認識である。目的は最終的に達成すべき姿であり、目標とは目

的を段階的に達成するための漸次的ゴールのレベルを意味する。したがって、目標達成を積み重ねて抽

象的目的を達成すると同時に、達成への段階的プロセスを明確にすることが可能となる。目的は、ひと

つの手法、単独の年度で達成できるものはほとんどなく、数年度の目標を重ねていき最終的に達成する

レベルにある。この区別なく、目的=目標の認識の中でいきなり「成果指標」を求める場合がある。加

えて、こうした構図が単年度ベースで設定されたとすれば目標による目的への段階的接近は困難となる

だけでなく、PDCA サイクル自体が機能しなくなる。単年度ごとに目標を設定し、単年度ごとに目的に

接近する。その際に、いきなり outcome による成果指標を設定するのではなく、活動指標を重ね、その

結果、成果が形成され最終的に目的が達成されることを PDCA サイクルの展開では重視し認識する必要

がある。 

 

２. 実効性確保の類型 

実効性を確保のための対応は、逸脱型、未来型、探索型、設定型に分けられる。目標とは、目的を達

成するための段階的接近における段階ごとのゴールを意味する。したがって、実効性確保は、第１段階

の対処では目的を維持しつつ目標・手段の見直しを行い、第２段階としては目的自体の適正性の判断を

行うことになる。①逸脱型対応は、目的の達成を維持しつつ、接近プロセスが何らかの原因によって維

持できなくなった場合に原因を明確にして新たな接近プロセスとその下での手段を選択する。②未来型

対応は、目的の達成を維持しつつ、接近スピードの維持が何らかの原因で困難となった場合、原因を明

確にしてプロセスを維持しつつ、目標値への接近スピードとそれに基づく段階・手段の新たな設定を行

う。③探索型対応は、目的の達成を維持しつつ、その水準の見直しを行い、目標変更を優先して行い、

そのギャップを埋める接近プロセスや手段の最適化を図る。ここまでは、前述の第１段階の対処である。

これに対して④設定型対応は、目的自体の再検証を行い、目的の新たな設定の中で目標などのプロセス

と水準を設定する。これは第２段階の対処であり、最終的に実効性そのものの確保を断念する「終結型」

の選択も含まれることになる。 

実行性では、進捗率、目標達成度など進行管理における判断が中心であり、主に「事務事業評価」と

して機能する。これに対して、実効性は実現すべき基本理念・目的に接近するための手法たる政策間の

優先順位を含めた判断であり「政策評価・施策評価」として機能する。評価に関して、①目的の重要性

と手段としての政策の優先度は異なること、②地域の構造環境変化（人口推移、産業、コミュニティ、

行政、政治など）が目的の達成を加速させる要因か、それとも妨げる要因となるかにより政策の優先度

が異なること、などが重要である。①目的の重要性と政策の優先度が異なる点は、目的の重要性が高く

てもその達成の時間軸の長短により具体的な政策選択の優先順位は異なる結果となるなど、目的への接

近方法の違いによって生じる。②目的と環境変化の方向性は、構造的環境変化が当該目的と方向性が同

じであり、達成に対して加速させる要因である場合は政策の優先度は低く構造環境変化の方向性が異な

る、あるいは妨げる要因である場合は政策の優先度は一般的に高い。地域によりこうした環境の違いが

あることも認識する必要がある。 
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平衡プロセスの中に存在する原因 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 

高い影響力を持つ政策の実現ほど困難性は高く、一時的な影響力に止まる政策ほど実現しやすい。こ

うした実態に陥る原因は、政策の起点にある社会現象に対する観察の質にある。なぜならば、高い影響

力を持つ本質的な原因ほど表面的には分かりづらく一般的に隠れているため、難解で住民の理解を得る

ことが困難な位置にあることによる。一方で、一時的な原因は、表面的に分かりやすいため国民や利害

関係者の支持を得やすく、政治的に優先され本質的な政策課題は後送りとなり、一時的な政策課題が優

先されやすくなる。なぜ、高い影響力を持つ政策が一般的に分かりづらいのか。それは、本質的な因果

関係ほど、原因と結果の間の時間的、空間的に直接的繋がりを持っていないためである。分かりやすい

説明は必要である。しかし、明確化ではなく平易であることを分かりやすさとして重視するあまり、政

策の質も一時的な原因のレベルに劣化しやすくしている。影響力の高い分かりづらい原因とそれへの政

策への理解を高めるためには、初めから多くの住民ではなく、一人でも多くの住民に政策への「理解」

ではなく「注意」を向けてもらうことが重要となる。理解を得ることになれば、問題の本質的原因では

なく、表面的原因のレベルで利害関係の調整を行うため、政治的には目先の事柄に注力しやすいのに対

して、長期的な成功をもたらす力学に注意を向け、その注意を日々の議会や行政、さらには地域の中に

浸透させことが可能となる。 

本質的原因を見抜くには、「問題の兆候」と「問題の原因」を明確に区分することが重要となる。兆

候と原因を分けることは、「問題の兆候」に働きかける政策が、複雑な経済社会問題においては極めて

稀にしか本質的な成果をもたらさない点にある。兆候は、影響力が低く持続性にも乏しいものの表面的

には認識し易い要因であり、原因とは表面的には認識しづらいものの影響力・持続力が高い要因を意味

する。なぜ、原因が兆候に比べて認識しづらいのか。それは、複雑な経済社会における平衡プロセスの

中に埋没し易いからである。 

平衡プロセスとは、目的、習慣、地域内の暗黙の規範等に関わる微妙なバランスを意味する。たとえ

ば、地域における慣習や世間としての体質などが、政策効果に重要な影響を及ぼすことである。暗黙の

ルールは、世間に代表される構図で、「世間体」や「世間知らず」といった言葉で表される。これに対

して、「世間参加」、「世間貢献」などの言葉はほとんど使われず、「社会体（しゃかいてい）」や「社会

知らず」の言葉は使われないが、「社会参加」、「社会貢献」の言葉は、よく使われる。これは、世間が

閉鎖的であるのに対して、社会は開かれた場であり、世間は新たに参画する者は、地域の習慣、風習な

ど従来のルールに従うことを最優先する体質が強いことを意味する。平衡プロセスは、世間といわれる

体質が強いほど重要な視点となる。先進自治体等の取組みを自らの自治体に応用しようとしても必ずし

も上手く展開できない理由は、地域によってこの平衡プロセスの構図が異なることにある。 

平衡プロセスは、大きく二つの要素、すなわち「地域の構造に規定された要素」と「人間の集団行動

に規定された要素」の相互作用で構成される。その基本特性は次の点である。 

第１は、構造はゴールに向かう動きを加速するか、妨げるかのどちらかである。地域や組織への観察

によって、加速要素となるのか妨害要素となるのか認識することが重要となる。 

第２は、暗黙のルールは明示のルールに優先する。地域や組織では、明示に規定された構造と実際に

行われていることの間で、大きな矛盾を抱えながら機能している。 

第３は、徴候は構造の弱さを示す。徴候は、無視・否定されるべきではなく、原因に辿りつく価値あ

る情報として認識し、注意深く観察することが求められる。 

観察の良し悪しは、政策の質と方向性を大きく左右する。客観性、すなわち様々な比較を行うことで

観察の対象となる情報や事象の特性を認識し、そこで生じている人間行動を読み取ることが求められる。 

政策シグナル 

 



 

 

4 

原油とアジア経済政策 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）IMF、OPEC 等資料より作成。 

 

2017 年度のアジア経済政策に対して影響を与える要因として、米国経済の動向とトランプ政権の政策、

そしてこれまで多くの新興国を支えてきた原油安の行方がある。米国トランプ政権の外交・経済政策が少

しずつ具体的に始動する中で、中国をはじめとするアジア新興国の経済が輸出を中心に底堅さを強めてい

る。中国が対米・対日・対 EU の先進国向け輸出を拡大させいているほか、日本も足元では内需が低迷す

る中で輸出が景気を下支えする動向となっている。米国経済がこれまでの消費牽引から設備投資牽引へと

景気の質を高める中で、世界経済も動意を見せ始めている。自由貿易による恩恵を受けてきたマレーシア、

インドネシア、そして自由開放経済を大前提とするシンガポールにとって自由貿易体制による世界経済の

回復メリットはさらに大きくなる。しかし、米国トランプ政権の政策は大きな変動要因であり、３月の

G20 でも保守主義への批判が宣言から削除された経緯等保守主義的体質を強め、さらに英国の EU 離脱が

具体化し、フランス・ドイツ等の選挙を通じて欧州の保守主義的体質が強まれば、アジア経済全体にマイ

ナス影響は拡大する。 

こうした中で、もうひとつのポイントである原油価格については、2016 年 12 月の会合でロシアを含む

非 OPEC と OPEC の会合で生産枠の減産が決定し、OPEC は日量 120 万バレル、非 OPEC は同約 56 万

バレルの減産が予定されたことは周知のとおりである。これまで、１バレル 40 ドル台割れを懸念したサ

ウジアラビア中心の底値維持のための減産とは異なり、価格引上げに向けた戦略となっている。しかし、

３月段階で１バレル 50 ドル台を大きく上回る価格上昇の環境にはない。その理由の第１は、主要産油国

の財政問題の違いである。主な産油国の財政均衡価格は、50～100 ドル前後となっており、多くの OPEC

産油国では１バレル 50～60 ドル台で財政均衡レベルとなる。このことは、供給調整による価格維持政策

への各国のインセンティブの違いを示す要因となる。第２は、価格の上昇が米国を中心とするシェールオ

イルの生産増に結びつくことである。企業によって異なるものの、シェールオイルの採算点は１バレル/60

～70 ドル前後であり、トランプ政権はシェールオイルの規制緩和を明示しており、生産がさらに拡大す

れば原油価格にも影響を与える。米国は、シェールオイル生産の増加からサウジアラビアに匹敵する原油

生産を実現する方向性にあり、原油市場への米国の影響力が強まる中で、アジアとして自らの視点から自

由貿易体制をいかに描くか、大きな政策課題となっている。 

アジアリンク 
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マイナンバーカードを用いた独自サービスを 
推進するための６つの方策 

 株式会社富士通総研 公共事業部 高村 茂 

 

はじめに 

総務省は、マイナンバー制度及びマイナンバーカードの利活用を推進するために、平成 27 年度に全国

各地で、地方自治体向けの「社会保障・税番号制度担当者説明会」を開催してきた。 

その際に用いられた資料の中には、「社会保障・税番号制度導入に向けた地方公共団体関係のスケジュ

ール」というページがあり、図中に「個人番号カードの独自利用の検討」は平成 26 年度に実施するも

のとして示されている（下図破線の○印部分参照）。 

 

図表１ 社会保障・税番号制度導入に向けた地方公共団体関係のスケジュール 

 

（出典）総務省資料より 

 

時は既に２年経過して平成 28 年度を終える時期となっているが、「個人番号カードの独自利用」を推進

している自治体がたくさん出てきたという話を未だ聞かない。 

個人番号カードの独自利用を進めるためには、「どのようなサービスを」「どのように」提供するかを検

討しなければならないが、実は各自治体においては、「どのようなサービスを」という点についてはアイ

デアがいろいろとあるものの、「どのように」進めていったらよいかが分からないために、足踏み状態が

続いているのではないかと拝察する。 

そこで、本稿は、マイナンバーカードを独自利用する「方策」について、具体的に６つの案を示してい

る。本稿が「どのようにサービスを提供するか」の検討に役立ち、多くの自治体において、マイナンバー

カードを活用したサービスが開始されることを期待している。 

 

◆ マイナンバーカードはどのようなカードなのか？ 

マイナンバーカードと言われても、どのような IC カードがご存じない方も少なくないと思われるので、

まずは IC カードの種類と特徴を把握し、わが国で現在提供されている IC カードを活用したサービスと利

用環境等について俯瞰したいと思う。 

技術的な内容がやや多くなって恐縮であるが、現状のサービス及び利用環境を把握しておくことが、マ

イナンバーカードの独自サービスを考える際に役に立つと考える。 

事例研究① 
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◆ ICカードの種類と特徴 

まず、IC カードの種類であるが、図表２に示したように、大きく分けて接触型と非接触型に分類され

る。 

接触型の例としては、キャッシュカードやクレジットカードが挙げられ、皆さんにも身近なカードとし

て定着している。カードを見れば、券面表の中央左に金色の IC チップが埋め込まれているのが見える。

ATM や暗証番号方式のクレジット決済端末にカードを差し込むと、端末側の接点と IC チップが直接接触

し、情報のやり取りを行うこととなる。このようなカードを「接触型 IC カード」という。 

なお、カードの寸法や IC チップの位置、大きさ、通信プロトコル手順等は、ISO によって定められて

いる。 

また、非接触型については、わが国における利用枚数が多い順に、FeliCa（以下、「フェリカ」という。）、

ISO/IEC 14443 TypeB（以下、「タイプＢ」という。）、ISO/IEC 14443 TypeA（以下、「タイプＡ」とい

う。）の３種類の仕様がある。フェリカ及びタイプＢは演算処理ができる IC チップを搭載しているが、タ

イプＡは単なるメモリーカードとなっている。 

 

図表２ ICカードの種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）筆者作成 

 

フェリカの例としては、交通系（Suica/PASMO、PiTaPa 等）や電子マネー系（Edy、WAON、nanaco

等）が挙げられる。わが国では、交通系で約１億枚、電子マネー系で約２億枚が利用されていると言われ

ている。 

次に、タイプＢの例であるが、行政系の IC カードは基本的にこのタイプＢであり、マイナンバーカー

ド、運転免許証、IC パスポートなどすべてタイプＢである。 

最後に、タイプＡの例としては、喫煙者が利用する taspo、最近はあまり見かけない IC テレホンカー

ド、韓国でよく使われている電子マネー「Ｔマネー」のほか、ホテルのルームキー（タッチ式のもの）も

タイプＡが多い。 

以上、IC カードの種類について整理したところであるが、接触型と非接触型が一体となったハイブリ

ッド型のカードもある。クレジットカードに電子マネーが付いたカードを持っている人も少なくない。 

一方で、非接触型同士が一体となったハイブリッドカードは現時点では市場に存在しない。 

したがって、マイナンバーカードにフェリカのサービス（交通系・電子マネー系サービス）をそのま

ま載せることはできないということを知っておく必要がある。 
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◆ 媒体識別番号が拡げる多様なサービス 

では、わが国で最も普及しているフェリカカードを例にして、どのようなサービスが展開されている

のかを見てみよう。 

皆さんも何枚かはフェリカカードを持っていると思うので、乗換駅でもノンストップで複数改札を通

過できる IC 交通乗車券や、釣銭等のやり取りもせず一瞬で決済が完了する電子マネーの利便性につい

ては、自らの経験として十分理解していただいていると思料する。 

一方で、フェリカカードにおいては、さらにサービスを拡げている仕組みがある。それが、媒体識別

番号を利用する方法である。 

媒体識別番号とは、IC カードに組み込まれる IC チップの製造時に記録された書き換えができない固

有の ID 番号（製造番号と考えてよい）のことであり、フェリカカードの媒体識別番号を通常「IDm」

と言っている。IDm は８バイト（16 桁）の数字で編集は不可能であり、比較的簡単に利用できること

から、IDm を使ったアプリケーション・システムが広く普及している。 

例えば、最もよく使われているのが、商店街のポイント・プログラムである。 

通常、店舗がポイント・プログラムを実施する方法としては、 

① ポイントカードにスタンプ等を押す 

② リライトカードでポイントを管理する 

③ 保有者固有の ID を持つカードでポイントを管理する 

等が挙げられる。 

いずれの場合も、利用者は来店時にはカードを携行しなければならないし、店舗側はスタンプやカー

ドの情報を書き換え、読み取る機器の導入が必要となる。 

ところが、顧客固有の ID 番号として IDm を利用すると、利用者は普段持っている Suica／PASMO

がそのままポイントカードとなり、店舗側は Suica／PASMO の ID を読み取るための専用端末は不要

となり、普段利用しているタブレット巻末やスマートフォン（NFC1 チップ搭載）と読み取りアプリが

あれば OK である。 

したがって、利用者はわざわざ当該店舗のポイントカードを財布等に入れて携行する必要がなく、店

舗はポイント・プログラムを実施する初期費用を軽減できるとともに、オペレーションも簡便化され、

双方にメリットがある仕組みを提供できる2。 

ここでは、ポイント・プログラムを例に示したが、IDm を利用したサービスには、 

・ スタンプラリー 

・ スーパー等にあるカードを鍵とする冷蔵ロッカー 

・ 大学などでの出席確認 

・ セキュリティプリンター 

・ PC ログイン 

・ 入退出管理 

等幅広く利用されている。 

この低コストかつ簡便に（スマホ等で）応用展開できる特長により、わが国ではいわばフェリカワー

ルドとでも呼ぶべき（これをガラパゴス化と言われることもあるが）独自のサービス分野が発展してき

たことを理解しておいていただきたい。 

 

◆ 媒体識別番号が利用できないマイナンバーカード 

前述した NFC チップ（巻末注参照）は、現在大手通信キャリアから販売されているアンドロイド端

末及び iOS 端末では標準装備されている。また、ご存知のように、iPhone7 ではモバイル Suica のサー

ビスも始まる等、ついにアップルまでフェリカワールドへ参入してきている。 

NFC チップでは、タイプＢの媒体識別番号を読むことも容易であるため、私どもも含む民間企業群

は、フェリカカードと同様、マイナンバーカードを活用した多様なサービス展開の実施に向けて検討し
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てきた。自治体の皆さんとも連携して新たな住民サービスを提供できると準備してきたのである。とこ

ろが、マイナンバーカードにはある仕掛けがしてあったのである。 

実は、マイナンバーカードの媒体識別番号 16 桁のうち、途中の４桁の数字が乱数によって決定され

るというのである（総務省住民制度課へのインタビューによる）。 

これは、マイナンバーカードの媒体識別番号を読んだところで、乱数のため読み取った 16 桁の番号

は毎回異なることを示しており、マイナンバーカード固有の番号として利用できない、すなわち、フェ

リカの IDm のような利用ができないということを意味している。 

 

◆ 住民ニーズを反映したサービスを使いやすい環境で提供する 

ここまで述べてきたように、マイナンバーカードの新たなサービスを提供するに際して、わが国で確

立されている「フェリカカードのサービス環境」をそのまま使えるわけではないことをご理解いただけ

たと思う。 

では、どのようにしてマイナンバーカードのサービスを提供していけばよいのだろうか。 

 

各自治体の住民が必要としているサービスは多種多様である。また、地域が抱えている課題は、例え

ば高齢化問題等普遍的なものも考えられるが、その課題の深刻さや取り巻く環境は、やはり地域によっ

て様々である。 

したがって、マイナンバーカードを活用した独自サービスのコンテンツは、日常的に住民との接点を

持っている自治体の皆さん以外に考えることはできないのである。ここを IT ベンダーや我々のような

シンクタンク／コンサルに依存してはダメなのである。「○○を実現したい」「○○に対応したい」という

骨格部分のアイデアがあれば、前述した民間企業が実現を支援することは十分可能である。また、後ほ

ど提示する方策も役に立つと思料する。 

 

私が効果的と考えているものを、ほんの素案として提示すると、 

・ 安否確認カード 

・ 給付カード 

・ 地域プレミアム商品券 

・ 地域ポイントカード 

・ 地域共通診察券 

などである（ここで解説することはできませんので、ご関心があればお問い合わせください）。 

 

重要なことは、提示したこれらの素案にとらわれることなく、職員の皆さんが「自分が市民だったら

こういうアプリかあればうれしい、助かる」というサービスをいかに発案するかということである。 

それが住民のニーズに対応し、「持つメリット」につながることを是非理解していただきたい。 

住民のメリットを端的に表すキーワードは、「持てば安心」「持てば便利」「持てばお得」ではないか

と思っている。 
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◆ マイナンバーカード独自利用方策 

いよいよマイナンバーカードを独自利用するための方策に話を進めたい。 

現時点では、次に示す６つの視点が有効ではないかと考えている。 

 

図表３ 独自サービスを推進するための６つの方策 

 

（出典）筆者作成 

 

① カードを見せる 

【概要】 

これは、マイナンバーカードを見せるだけで、「割引になる」「入場券になる」といったサービスを提

供するものである。 

カードを見せるだけで済むため、市民にも分かりやすいサービスになるものと考えられる。また、端

末等の準備が不要であるため、行政側も民間側もハード・ソフトのコスト負担はない。すなわち、すぐ

に実施が可能である。 

サービスの提供に際しては、どの店舗で「割引になる」のかという情報が必要となるが、これは公共

側（仕組みを依頼した側）で整備する必要があろう。ホームページでの情報提供のほか、場合によって

はガイドブックが求められる可能性もある。「割引にする」といったサービスのオペレーションが施設

側に委ねられるため、施設側が負担に感じる可能性がある。また、見せて割引を実施するような場合の

割引額の負担は、通常の場合と同様、施設側が負うこととなる。 

このような一方的に施設側に負担をかける仕組みが成立するのか？とお考えかもしれないが、実際に

この方法で取り組んでいる事例もある。 

 

【類似事例】 

例えば、関西地区では IC 交通乗車券として、「PiTaPa」というポストペイ（クレジットカードの一

種で鉄道等の利用料を月次の後払い方式で支払うもの）のカードがある。発行主体は当然のことながら

鉄道事業者であり、阪急や京阪といった私鉄のほかに、大阪市交通局などが発行している。 

この鉄道事業者の一つである神戸市交通局では、KOBE PiTaPa カードを提示すると、このサービス

の加盟店となっている飲食店や観光施設で 10％割引等のサービスを受けられるようにしている。これは、

一般の PiTaPa 等では得られないメリットである。 
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図表４ 「カードを見せる」割引を導入している KOBE PiTaPa 

 

 

 

 

 

 

（出典）KOBE PiTaPa サービスガイド 

 

② カード券面に新たなサービス内容の鍵を貼付・印刷する 

【概要】 

これは、マイナンバーカードの裏面右下の余白を活用しようというものである。 

例えば、図書館カードのバーコードを貼るような形で運用し、施設側はこれまでと同様のオペレーシ

ョンを行うものである。これまでのサービスの仕組みを変更せず、マイナンバーカードに機能を統合で

きること、また、仕組みとしては単純でコストもそれほどかからないと考えられることから、実現に向

けたハードルは高くないと考える。 

 

【課題】 

総務省・住民制度課からは、「リーダ／ライタ（R/W）の中に、貼付した物質の一部が留まるおそれ

があるので、その利用方法が良いとは言えない」との回答をいただいている。 

しかしながら、実態として、IC カードを完全に機械の中に挿入するスロットイン型の R/W はないの

ではないかと理解しており、貼る位置・範囲に留意すれば問題が発生することはないと考えている。 

また、国の方では、マイナンバーカードとクレジットカードを連携させることも検討していると聞い

ているが、現状のクレジットカードのルールでは、利用するに際してカードブランド（VISA や JCB 等）

のロゴを店舗側に提示しなければならない。ということは、マイナンバーカードにクレジットカードの

機能を付加するためには、カードブランドのロゴを後付けで券面に印刷する必要があるということにな

る。 

したがって、前述した「貼付」で問題があるということであれば、券面に新たに「印刷する」という

方法もあり得るものと考えている。 

 

③ カードのチップの中に新たなサービスを提供するアプリを格納する 

【概要】 

これは、マイナンバーカードのチップ内に独自サービスを提供するためのアプリケーションを格納す

るものである。 

この方法は、ごくオーソドックスなマイナンバーカードの活用方法であり、国も独自利用の方法とし

てまず想定しているのが、この方法であると推察する。 

 

【留意すべき事項・課題】 

チップにインストールするアプリケーションは、地方公共団体情報システム機構（J-LIS）に認定さ

れた機器でインストールする必要がある。また、利用する施設側には、専用（前述した NFC チップを

搭載したタブレット端末等では代用できない）の R/W が必要となり、その費用も負担できる事業スキ

ームを考えなければならない。 

また、新たなサービスを提供する時点では、既にマイナンバーカードを手にしている住民が少なから

ず存在していることになる。この住民が持っているマイナンバーカードにアプリケーションをインスト

ールするに際しては、カードを役所まで持参してもらい、ある期間自治体に預けてもらう必要がある（場
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合によっては即時インストールできるかもしれないが、可能性は低いものと考えている）。この間は、

住民はマイナンバーに係る各種サービスを受ける、あるいは、マイナンバーカードを身分証明書として

利用する等ができないと考えられる。 

したがって、考え方としては極めてオーソドックスな方法であるが、現実的には、どのようにアプリ

ケーションをインストールするか大きな課題になりそうである。 

 

④ 特別な領域（マイキー）を活用する 

【概要】 

これは現在総務省が検討を進めているものである。総務省が主宰する「個人番号カード・公的個人認

証サービス等の利活用推進の在り方に関する懇談会」配下の「マイキープラットフォームによる地域活

性化方策検討会」で検討されている。総務省の資料によれば、「マイキープラットフォーム構想とは、

マイナンバーカードのマイキー部分（IC チップの空きスペースと公的個人認証の部分で、国や地方自治

体といった公的機関だけでなく、民間でも活用できるもの）を活用して、マイナンバーカードを公共施

設や商店街などに係る各種サービスを呼び出す共通の手段とするための共通情報基盤をマイキープラ

ットフォームと呼び、これを利用して行政の効率化や地域経済の活性化につながる具体的道筋を明らか

にするもの」とある。分かりやすく言えば、自分が格納したいポイントカードの番号や診察券の番号等

を利用者の意志でマイナンバーカードの空き領域に格納して活用しようというものである。 

 

図表５ マイキーのイメージ 

 

（出典）総務省資料より 

 

細かいスキームや実施方法については、是非とも総務省の資料をご覧いただきたい。 

 

【留意すべき事項・課題】 

この方法は、マイナンバーカードを用いたサービスをより簡単に、また、より広範囲に展開するため

に検討されているものであり、注目しておくとよい。また、この方法は、マイナンバー法で規定された、

税・社会保障・災害にしか使えないマイナンバーの制約とは無関係であり、条例の策定が必要ないもの

理解している。 
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⑤ 磁気領域を活用する 

【概要】 

マイナンバーカードには、住基カードと同様カードの裏面に磁気ストライプを実装している。 

自治体によっては、印鑑登録証カードの機能を住基カードに持たせるため、磁気ストライプ部分を活

用してきたところもあるが、マイナンバーカードにおいてもこの磁気部分を用いてサービスを提供する

ことが可能である。 

例えば、今述べた「印鑑登録証カードの機能」（ただし、コンビニ交付が普及すれば不要）のほか、

本事例研究の2016年８月号で提示した「プリペイドカード機能」、あるいは「クレジットカード機能」

も持たせることが可能である。場合によっては公立病院の診察券情報をこの磁気ストライプ部分に入れ

ることも可能である。 

いずれにしても、すぐにサービスを提供できる方策として活用できる。なお、磁気ストライプへのデ

ータ入力については、印鑑登録証カードや住基カードの磁気領域データを書き込んでいた機器等を活用

できるものと考えている。 

 

【留意すべき事項・課題】 

磁気領域を利用する際の留意点は、磁気ストライプ部分には72バイトの記憶容量しかないので、単一

のサービス提供にしか利用できないものと考えられ、幅広いサービスへの展開は難しい。 

 

⑥ マイナンバーカードを親カードとし、安くてモバイル活用しやすい子カードと組み合わせる 

【概要】 

最後の方法は、マイナンバーカードを親カードとして子カードと組み合わせるというものである。 

これは前回述べたとおり、マイナンバーカードは媒体識別番号をスマホ等で読み取ることができない

ため、フェリカカードのような様々なサービスに応用することができない。 

一方で、住基カードのときも同様の傾向にあったのであるが、マイナンバーカードは「お上からいた

だいた大切なカード」という意識が強く、普段持ち歩かないで、どこかに片付けておこうという傾向に

ある（タンスカードと言われる）ようだ。 

これでは、様々なサービスを行政側で提供しても、結局カードを持っていないので、利用者が限定さ

れてしまうことになりかねない。 

そこで、考えたのが、マイナンバーカードと紐付けられた新たなICカード（以下、「子カード」とい

う。）を日常的に持ってもらおうという方法である。 

マイナンバーの指定及びカードの発行は市町村長が実施することとなっており、本人承諾の下、市町

村が発行する新たな子カードとマイナンバーカードを紐付けることは可能だと考える。 

新しい子カードの媒体識別番号と自治体側の個人情報を紐付けるだけで、子カード側には個人に係る

情報は何も入っていない。 

したがって、仮に落としたとしても個人情報が漏洩することはない。 

一方で、子カードとしてフェリカカード（子カードの利用に適した安価なFeliCa Lite-Sもある＝図表

６参照）やタイプＡとして世界一流通しているマイフェアカードを用いれば、子カードの媒体識別番号

を活用して現在民間企業を中心に展開されている様々なサービスを受けることが可能になる。 

 

【特徴】 

図表６に示すように、子カードの形状はカード型に留まることなく、シールやストラップ等の形状と

することも可能である。したがって、子カードを、市民が「持ち易い形にする」あるいは「いつも持っ

ているものに貼る」だけで、マイナンバーの独自サービスが受けられるのであれは、利用も促進される

のではないかと思料する。 

 



 

 

13 

図表６ 形状にとらわれない FeliCaカード 

 

（出典）富士フイルムＨＰより 

 

以上、マイナンバーカードに係る自治体の独自サービスの展開方策として、関心をいただけ

れば幸いである。 

 

 

                                                   

 
1 NFC はフェリカの上位互換の規格であり、フェリカのほか、図表２に示したタイプＢもタイプＡも読むこ

とができるという優れものである。現在大手通信キャリアから販売されているスマートフォンには標準搭載

されている。 

 
（出展）http://www.nfc-world.com/about/index.html 

2 フェリカを独占的に発行しているソニーでは、高いセキュリティが必要とされるサービスについては、こ

の IDm に依存しないよう呼びかけている。 
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管理職に今問われるマネジメント力 
～管理職の行動変化を促す人事部門へ～ 
 株式会社富士通総研 公共事業部 関谷 美由紀 

 

はじめに 

国や地方公共団体、民間企業の職場では、育児や介護に関わる職員の増加や、職員に占める女性割合の

高まり、ワークライフバランスを重視する意識の強まりを受け、従来の長時間労働を前提とした働き方が

限界を迎えている。 

このため、官民共通して働き方改革の取組が急速に進んでおり、勤務時間の制約など、職員個々の事情

に応じた多様で柔軟な働き方を実現するために、職員一人一人の働き方への配慮や、時間当たりの成果を

いかに高めるか、現場の管理職に求められる役割が広がっている。 

一方、管理職の立場からすると、日々の業務に追われることで、人材育成や組織運営に十分関与できな

いと感じている状況も見られ、管理職自身の業務上の負担や心理的負担も増えている。 

このように、管理職の役割が変わり、求められるマネジメントが高度化する中、その役割をいかに果た

していくかという点について、人事部門としての対応として、管理職の元々の資質や努力に委ねる状況が

続くとすると、管理職自身の疲弊と、今後、管理職になろうとする職員のさらなる減少が懸念される。 

そこで、長期的な組織の持続性を高めるために、地方公共団体の人事部門が、いかに管理職の育成・支

援に取り組んでいくべきかという点を、当社が支援する板橋区の取組事例と合わせて紹介する。 

 

１．働き方改革がもたらしたマネジメント改革の動き 

管理職のマネジメント能力に関しては、今年度、内閣官房内閣人事局において、国家公務員の管理職（主

として本府省等課室長を念頭）を検討対象に、「管理職のマネジメント能力に関する懇談会」が４回開催

された。 

この懇談会を実施した背景には、国においても職場における人材の多様化が進む中、平成 28 年６月の

「日本再興戦略 2016」及び同月の「霞が関の働き方改革を加速するための懇談会」の提言において、国

家公務員の長時間労働の是正に向けた管理職のマネジメント能力の向上が求められたことが示されてお

り、懇談会報告では、管理職が実践すべきマネジメント行動や、マネジメント能力を向上させるために必

要な支援措置等について盛り込まれた。 

懇談会報告の概要（抜粋）は【図表１】の通りだが、懇談会の議論の結果、特に重要とされたのが、「組

織の目標を踏まえ、部下に行わせる職務を具体化した上で割り振り、その職務を達成するまで支援するこ

と」と定義されたジョブ・アサインメントについてである。具体的なマネジメント行動としては、「Ｂ 成

果を挙げる組織運営」に含まれる「（３）判断・調整・優先順位付け」、「（４）コミュニケーション」、「（５）

組織力の発揮」がジョブ・アサインメントに対応するものとして位置づけられており、これらを管理職に

とっての中核となるマネジメント行動と捉えている。［図表１参照］ 

国家公務員に関しては、トップダウンの風土や失敗が許容されにくい業務特性のほか、管理職の人事異

動サイクルが比較的短いことで、継続的・安定的なマネジメントの実施が難しい状況が見られるが、最大

の財産である人材を活かすため、管理職の役割として、目標・方針の共有・咀しゃくから目標達成までの

支援を通じて、日々の業務の中に人材育成を組み込むことの重要性が示唆されている。 

 

事例研究② 
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図表１ 管理職のマネジメント行動の在り方（国家公務員の管理職を対象とした研究） 

Ⅱ 管理職のマネジメント行動の在り方

（１）方向性の提示
①組織課題の適切な把握・
提示

（２）創造的な組織づくり
①新たな取組に挑戦する
風土の醸成

（３）判断・調整・優先順位付け
①適時・適切な判断
②組織間での信頼関係の構築と折衝・調整
③業務間の優先順位付け

（４）コミュニケーション
①風通しの良い一体感のある職場づくり

（５）組織力の発揮
①目標・方針の共有、部下への咀しゃく
②部下の適性等を踏まえた柔軟な業務分担
③進捗管理、目標達成の仕上げ

（６）人材育成
①適切な職務経験の付与、部下への必要な支援
②自己啓発を含めた能力開発の推進

（７）ワークライフバランスとダイバーシティ
①ワークライフバランスを重視する意識改革
②多様な人材の活用

（８）コスト意識
①先見性を持った上での適切な業務遂行
②成果と時間・労力のバランスの認識

（９）組織の規律
維持

①責任感の保持、
服務規律の遵
守及び公平・公
正な業務執行

Ａ リーダーとしての行動 Ｂ 成果を挙げる組織運営 Ｃ 資源の有効活用 Ｄ 組織の規律

◎ マネジメント行動の類型

懇談会の議論
から

職員アンケート
結果から

◆長期的なキャリア形成を見据えた効果的な人材育成 ◆組織運営の方向性の提示、適切な業務分担など、チームワークの実現
◆ワークライフバランスの重視と、多様な人材の活用などダイバーシティへの対応 ◆コストを意識した業務管理

◆部下を活かす効果的なジョブ・アサインメント
 ジョブ・アサインメントは、 組織の目標を踏まえ、部下に行わせる職務を具体化した上で割り振り、その職務を達成するまで支
援すること。具体的なマネジメント行動としては、「Ｂ 成果を挙げる組織運営」が該当する。

 Ｂの各行動を中核となるマネジメント行動として一体的に捉え、確実に取り組むことで、業務の円滑な運営が可能。日々の業
務の中での人材育成、ワークライフバランスやダイバーシティ、コスト意識を踏まえた組織運営につながることが期待できる。

◎ 改善に向けて重点的に取り組むべきマネジメント行動

（マネジメント行動の概念図）

Ｂ 成果を挙げる組織運営 Ｃ 資源（※）の有効活用
Efficiency / EffectivenessCore Management Behavior

＜中核となるマネジメント行動＞

（ジョブ・アサインメントに対応）

※「資源」とは、人材や時間等の企業の
経営資源に相当するものを指す。

Ａ リーダーとしての行動
Leadership

Ｄ 組織の規律
Compliance

Ｂを確実に実施することで
Ｃの行動にもつながる

 
（出所）管理職のマネジメント能力に関する懇談会「管理職のマネジメント能力に関する懇談会報告書」（平成 29年３月） 

 

一方、地方公共団体の管理職に関しても、国と同様に、業務量の増加や定員削減の影響で、現場の職員

が疲弊する中、管理職に求められる役割が高度化している。特に最近は、人材の多様化が進んだことで、

女性活躍・働き方改革をいかに現場で取り組むかということへの期待が高まっており、限られた人材や時

間資源等を活用して成果を高める組織運営が求められている。 

しかし、多くの地方公共団体における管理職への働きかけは、これまで管理職の昇任前後に行う階層別

研修や人事評価研修があるものの、それ以外では、管理職の能力開発や組織運営に対する支援が十分なさ

れてきたとは言い難い。 

マネジメント開発のあり方を経営学の第一人者の発言から見ると、ドラッカーは、「マネジメント開発

は、いかなる種類のセミナーよりも、実際の仕事、上司、組織内のプログラム、一人ひとりの自己啓発プ

ログラムのほうが大きな意味を持つ。」1としており、一方、ミンツバーグは「教室でマネジャーをつくる

ことはできないが、すでにマネジャーの職に就いている人物が自分の仕事について理解を深めることを通

じて能力を高めることが目的であれば、教室での学習にはきわめて大きな効果がある。」2としている。 

管理職の育成・支援に関しては、一過性の階層別研修だけではなく、管理職としての経験蓄積を柱とし

ながら、どのような能力開発や気付きの促進ができるか、そして、管理職としての業務負担や心理的負担

をいかに減らせるかというトータルな支援を行うという視点が必要である。そこで、次項では、管理職の

育成・支援の事例として、当社が支援する板橋区の取組を紹介する。 

 

                                                   

 
1 Ｐ・Ｆ・ドラッカー（2001）『エッセンシャル版 マネジメント 基本と原則』ダイヤモンド社 
2 ヘンリー･ミンツバーグ（2011）『マネジャーの実像』日経ＢＰ社 



 

 

16 

２．管理職の育成・支援事例 ～板橋区の取組～ 

（１）「若手管理職支援プロジェクト」の全体像 

板橋区が平成 28 年度に開始した「若手管理職支援プロジェクト」では、管理職や管理職候補者を対象

に、研修・カウンセリング・能力測定など様々な方法を使って、管理職として必要な能力の向上や、管理

職としての悩みの軽減、管理職同士のネットワーク作りのプログラムを一体的に提供している。［図表２

参照］ 

プロジェクトの実施期間は、１年間をかけて行うプログラム構成となっており、平成 28 年度の対象者

は管理職２～５年目の職員としたが、平成 29 年度からは昇任前後の職員（昇任２年目までの職員）を対

象に行う予定である。 

 

図表２ 板橋区における管理職支援プロジェクト（平成 28年度の実施例） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

能力分析 

グループ 
トーク 

集合研修 

プロジェクト開始時に、本業務の対象者が、管理職として必要な能力をどの程度有して
いるか把握するための自己能力分析ツールを活用した分析を行う。 

キックオフ 管理職として期待される役割について再認識するとともに、本業務に対する理解を深め
ることで、対象者が主体的に本業務に取り組む姿勢を促す機会を提供する。 

成長プランの
作成 

能力分析の結果等を踏まえて、各管理職がどのような点を意識して業務に取り組むべき
なのか、そして、どのような支援を受ける必要があるのか、対象者一人ひとりの「成長
プラン」を作成する。 

対象者を複数のグループに分けた上で、管理職としての業務上の課題や悩みについて情
報を共有する場グループトークを開催する。また、「成長プラン」の進捗を確認する。 

全員面談を踏まえて、個別の支援を希望する対象者に対して、臨床心理士によるカウン
セリングを１～２回行う。 

「成長プラン」を踏まえて、管理職として必要な能力を身につけるための集合研修を実
施する。①区政経営研修、②ビジョン構築研修、③コーチング研修、④ロジカル・プレ
ゼンテーション研修を実施。 

全員面談 
対象者全員と面談する機会を持ち、能力分析結果の共有や「成長プラン」の見直し、対
象者が抱える問題等を抽出する。 

カウン 
セリング 

【管理職に必要な行動と集合研修の関係】 ※ア～エは本稿の【図３】参照 
ア：ビジョンの構築 ⇒ ビジョン構築研修 
イ：論理的な分析、ウ：効率的な課題解決 ⇒ 区政経営研修 
エ：効果的な関係構築 ⇒ コミュニケーション研修 

※区政経営研修は宮脇淳氏（北海道大学法学研究科教授）、コミュニケーション
研修は平野順子氏（Coaching Office 代表）との連携により実施。 
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（２）「若手管理職支援プロジェクト」の特徴 

管理職支援プロジェクトの特徴は、次の３点である。 

 

① 管理職同士のつながりを強めることで、板橋区の管理職としての総合力を高めること 

プロジェクト開始時に実施したアンケートでは、「組織管理や人材育成について問題や不安がある時、

相談できる相手がいますか」との問いに対し、「いない」と回答した参加者が２割を超えており、管理

職同士で気軽に相談できる関係の構築が求められた。 

そこで、プロジェクト内では、管理職同士で政策形成について意見交換をし合う時間や、管理職同士

で課題を共有する時間を多く確保するようにし、また、プログラムごとにメンバーも入れ替えることで、

より多くの管理職と話す機会を増やすようにした。 

 

② 管理職としての強み・弱みを知り、自身のマネジメントスタイルの多様化につなげること 

管理職のマネジメント能力については、その管理職が持つ元々の資質やそれまでの経験に左右される

ところがあるが、様々な職場や部下を抱える中で、環境の変化や職員、業務の状況等に応じて、様々な

マネジメントスタイルを主体的に選択し、切り替えられることが重要である。 

そこで、プロジェクト開始時と終了時に、アンケートタイプの能力分析を実施することで、管理職各

人が強みとするマネジメントスタイル（管理強化型、育成重視型、自発促進型、ビジョン構築型の４タ

イプ）の把握や、マネジメント能力として不足する要素を確認できるようにした。 

また、それぞれのマネジメントスタイルの水準を高めるために、政策形成や分析、職場コミュニケー

ション等の研修を組み合わせ、管理職としてバランスの良い能力の向上を目指した。 

 

③ プロジェクトで得た気付きを具体的なマネジメント行動につなげること 

本プロジェクトは、研修受講だけを目的とはせず、各プログラムで学び、気付いたことを日常的なマ

ネジメント行動に反映するということを重視している。 

このため、プロジェクトの開始時に、自身が目指す管理職像や３ヶ月単位の行動計画を設定し、グル

ープトークで、その内容を他の管理職に対して宣言するとともに振り返りを行うことで、具体的な行動

につなげるようにした。 

また、参加者の上司にもプロジェクトの趣旨を説明し、どのような管理職を目指すべきかを開始時に

共有したほか、行動計画の進捗も上司に報告することで、職場でのフォローを期待するものとした。 

 

（３）「若手管理職支援プロジェクト」の成果 

本プロジェクトを実施したことによる１年間の成果を、プロジェクト終了時に参加者向けに実施した

アンケート結果を踏まえて紹介する。参加者ごとに、特に役立ったと考えるプログラムは異なっている

が、一体的な施策展開を実施したことで、様々な成果を挙げることができた。 

 

① 管理職として必要な能力の向上と主体的なマネジメント行動の促進 

アンケート結果によると、自身にとってプロジェクトの成果があったと回答した割合は 95.5％に達し、

具体的な研修プログラムごとに、学んだことを実際に職場で活用できると考えるかを尋ねた設問におい

ても、それぞれのプログラムについて約９割の活用期待が見られた。 

また、管理職としての１年間の行動計画を策定し、３ヶ月ごとに振り返りを実施してきたが、これに

対して、行動計画について意識して取り組めた割合が 86.4％あり、概ねの参加者は、管理職としての自

身の成長や職場改善のために、具体的な行動を起こすことができたことが分かった。 

さらに、管理職のマネジメント水準（４つのマネジメントスタイル別の行動から見た達成水準）につ

いて、能力分析の結果を開始時と終了時で比較したところ、達成水準が上昇した職員が大半であり、管

理職としての経験が１年蓄積されたことが最大の寄与ではあろうが、前述のアンケート結果を踏まえる
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と、プロジェクトを通じた気付きも成長を促した効果があったものと言える。 

 

② 管理職同士の人脈形成による課題共有と組織横断的な視野の拡大 

プロジェクトでは、研修時のグループ検討やグループトークを通じて、職場の課題等について話し合

いの機会を持ったが、アンケート結果によると、「管理職同士の悩みや課題の共有」ができた参加者の

割合が 100.0％であった。 

このような取組に対し、アンケートの自由意見からは、日頃、業務上接点のない管理職と話す機会が

少ないという現状認識があった上で、同じ管理職としての課題共有や、業務で困った時に相談しやすい

関係の構築、庁内横断した区政課題を解決する上での有効性等の効果が見られた。 

 

③ 管理職としての気付きを促進することによるマネジメント行動の改善 

プロジェクト開始時と終了時に能力分析を実施したほか、参加者のうち先輩管理職の意見を聞く機会

を持ったことで、アンケートの自由意見からは、自分のマネジメントで不足する部分の認識や、自分の

考えの偏りや改善点への気付き、他の管理職の考え方や行動を踏まえた自分自身の振り返りといった効

果が見られた。 

 

④ 管理職が抱えている課題に対する支援 

管理職が実際に抱えている課題への解決に関しては、グループトークでは、管理職同士が助言し合う

ことで、「実際に抱えている悩みや課題に対するヒント」を得られた参加者の割合が 63.6％あり、希望

者に対して実施した臨床心理士によるカウンセリングでは、「相談に対して適切なアドバイス」が得ら

れた参加者の割合が 77.8％であった。特にカウンセリングについては、希望者のみとしたが、重大な課

題を抱えている場合のみを想定したものとはせず、部下とのコミュニケーション方法を中心に気軽に相

談できる機会として、多くの参加者に利用してもらった。 

また、アンケートの意見からは、カウンセリングでモヤモヤ感が晴れたという意見や、アドバイスを

もらえたことで今後の行動にプラスになったという意見に加えて、管理職同士が苦労話を共有すること

で、ストレスの低減につながったという効果も見られた。 

 

（４）「若手管理職支援プロジェクト」の課題 ～他団体の管理職育成にも共通する事項～ 

本プロジェクトを実施する上で最大の課題であったのが、プロジェクト全体の実施回数についてであ

る。この点については、業務が繁忙な管理職を対象とする性質上、最も懸念される事項であったため、

研修欠席者に対するフォロー（後日のビデオ受講）によって、１度休んでしまっても継続しやすい状況

を整えて対処を行った。このフォローに関しては、参加者からも後日受講できることの評価は高かった

ものの、どこでも受講できるという仕組みではなかったため、実施回数の最適化に加えて、受講環境の

整備が今後の課題である。 

また、それぞれのプログラムに関する意見（例：研修実施時の事前知識の提供や、プレゼンテーショ

ン演習の拡充など）を踏まえて、毎年、プログラムの改善を図る予定である。 

 

（５）「若手管理職支援プロジェクト」をきっかけとした管理職のつながりの連鎖 

本プロジェクトは、参加者にとっては１年単位のプログラムで構成されているが、今年度の参加者の

一部（可能な範囲で協力できる参加者が約８割）について、来年度以降のプロジェクトへの協力を見込

んでおり、グループトークへの参加や、メンターとしての相談対応等を支援することで、管理職として

の経験やノウハウを新任管理職に受け継いでいく予定である。 

また、プロジェクト終了後における情報提供やフォロー研修のニーズが見られることから、今年度の

参加者自身についても、来年度以降、支援を継続することを検討中である。 

これらの取組を通じて、今年度のプロジェクトを通じて形成された管理職同士のつながりを今後も深
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めるとともに、次年度以降のプロジェクトを今年の参加者が支援する仕組みとすることで、管理職の経

験の蓄積と連鎖を期待するものである。 

 

おわりに 

地方公共団体の管理職について、一般的に求められるマネジメント能力を体系化すると、「ア：ビジ

ョンの構築」、「イ：論理的な分析」、「ウ：効率的な課題解決」、「エ：効果的な関係構築」の４つに大き

く分けられる。それぞれの能力は相互補完的な関係にあり、バランス良く能力を高めていくことで、管

理職としてのマネジメント水準を高めていくことが期待できる。［図３参照］ 

 

図表３ 地方公共団体の管理職に一般的に求められるマネジメント行動 

ビジョン
の発信

目的の
明確化

有効手段
の明確化

周囲の
巻き込み

将来の
展望

チームワーク
や連携の強化

優先課題
の明確化

経験
蓄積

ビジョンの
段階的達成

業務遂行に対する
信頼獲得

イ：論理的な分析

・多面的な観察と情報の見極めによる適切な
現状認識
・仮説設定による優先課題の明確化
・目標達成や課題解決のための手段判断

ウ：効率的な課題解決

・施策・事業の実現に向けた迅速な決断・行動
・状況変化に応じた柔軟な対応
・業務の効率的実施と継続的な業務改善
・リスクマネジメントの徹底
・結果に対する検証
・強みとする専門知識の応用

エ：効果的な関係構築

・部下との信頼構築によるモチベーション向上
・目標達成に向けた組織統率とチームワーク
の実現
・部下の能力を最大限発揮させるための職場
環境整備
・部下に対する中長期的育成
・利害関係者との合意形成や連携強化

ア：ビジョンの構築

・住民に対する奉仕者として
の使命感
・自治体の利益の観点による
戦略（ビジョン）の具体化
・職場へのビジョン浸透
・組織の変革推進

情報収集や
視点の広がり

説得力
の向上

 
（出所）株式会社富士通総研 

 

本稿では、管理職の育成・支援の１事例として、板橋区の取組を紹介したが、管理職のマネジメント

水準を高めるための取組は、いかに「気付き」をもたらすかという点が重要である。 

管理職のマネジメント水準を高めるための取組としては、「自分を知る」という観点（管理職として

の自分の能力や行動、マネジメントスタイルの特性や課題を理解すること）と、「職場を知る」という

観点（職場の状況をよく理解し、職員をひとつにまとめあげること）があり、それぞれの観点からより

多くの「気付き」を得られた管理職が、さらにステップアップした管理職へと成長していくものと言え

る。［図４参照］ 
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図表４ 管理職のマネジメント水準を高めるための取組 

個
の
力
を
組
織
力
に
変
え
る
管
理
職
へ

管
理
職
個
人
の
能
力
を
組
織
に
還
元

／

部
下
個
人
の
能
力
を
最
大
活
用

不足する能力を高める
・管理職のマネジメントに関する研修
の充実
・管理職に対する独習用教材整備
・管理職昇任前の職員に対するマネ
ジメント研修の充実（管理職に必要
な能力の計画的習得）

経験から学ぶ
・管理職向けメンター
・管理職同士のネットワーク強化

自分を知る
【管理職としての自分の能力
や行動、マネジメントスタイル
の特性や課題を理解する】

課題把握方法
・管理職に必要なマネジメント
行動を具体化したセルフチェ
ックの具体化
・多面観察を活用した、管理職
としての強み・弱みの把握
・人事評価結果から見たマネ
ジメント能力水準の把握

職場を知る
【職場の状況をよく理解し、職
員をひとつにまとめあげる】

課題把握方法
・人事評価プロセスを活用した
部下とのコミュニケーション機
会の拡大
・職場満足度調査（ＥＳ）に基づ
くマネジメント課題の分析

マネジメントを支援する
・面談技術の向上支援
・管理職向けカウンセリング
・人事評価プロセスを活用した部下
の業務管理や人材育成手法の具
体化
・多様な職員が勤務する中での職場
の業務管理方法や時間外勤務管
理に対する支援
・メンタルヘルスに対する現場対応
力の向上支援

 
（出所）株式会社富士通総研 

 

現在の地方公共団体における管理職育成については、昇任時の階層別研修や、人事評価研修など人事

管理上必要な情報提供を主とする研修の実施に限られている場合が多く、管理職として必要な能力を段

階的に高める機会を持つことができた管理職は少ない。 

その結果、多くの管理職にとって、自己流のやり方で管理職としての役割を果たすこととなるが、特

に多面観察（主に部下からの評価）を実施していない多くの地方公共団体では、そのマネジメント行動

が適切であるかを客観的に判断する機会も十分ではない。 

このため、管理職が元々持っていた能力や資質に依存することで、管理職個人を比べた時のマネジメ

ント能力の差が生まれやすく、さらに近年、管理職への昇任意欲が低下し、管理職の候補者が減ってい

く中では、この能力差が一層拡大する恐れがある。 

地方公共団体の人事部門として、職場の要となる管理職のマネジメント水準を高めるため、管理職本

人の努力に委ねるという方法では限界があるということを意識し、まずは、管理職の意見を聞きながら、

昇任前を含めどのような能力開発や支援のプログラムが必要とされているのか検討を行うことで、長期

的に見た行政運営の質を高めていくことが期待される。 
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