同報告書が注目している一つに「能力開発」
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この理論は経済学者のガーシェンクロンが発見し
「後進性の優位」と言われる。後進性の優位は、自治
体行政においても活用できる。先進であり、かつ成功

である。
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しかし、
人づくりを軽視することは、中長期的には地方
自治体が衰退していく可能性が強まることにつ
ながる。特に昨今は、コロナ禍により「人づく
りどころではない」という考えもあるだろう。
しかし、そのような危機的な今だからこそ、未
来を見据えて人づくりの重要性を再認識する必
要がある。
２ 地方自治体に降りかかる VUCA
「VUCA」(ブーカ)という概念がある。VUCA と
は「Volatility」(不安定)、
「Uncertainty」
（不
確実）
、
「Complexity」
（複雑)、
「Ambiguity」(不
透明)の頭文字をつなぎ合わせた概念である。
現
代は VUCA の時代と称されている。近年、ますま
す VUCA が顕著になってきたように感じる。
人口減少は多様な問題を発生させ、地域の存

職員数が減り事務量が増えることにより、右

続を不安定にさせている。相次ぐ自然災害は日
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象に能力開発の調査を実施している）
。また、歳入の
悪化により職員研修が縮小する結果も見られた。
3
筆者の調査によると、都道府県議会において「人材
育成」や「職員研修」に関する議員質問は、他の質問
（例えば地方創生や移住定住等）と比較すると、極め
て少ない現状がある。

古い調査で恐縮だが、筆者は 2006 年８月に、政令
指定都市を除く全国人口 20 万人以上の 113 市区（当
時）を対象に「
「職員研修に関する現状と課題」のア
ンケート調査」を実施した（90 市区から回答を得た
（79.6％）
）
。同調査から得られた知見として、能力開
発に関して、職員一人当たりにかける費用が意外と少
ないということが分かった（その前には民間企業を対

めることでギャップを縮小しようとする発想で

とは渡部修市長が命名している。江戸末期の思

ある 4。

想家である吉田松陰の思想に「草莽崛起」があ

VUCA の時代に対応する一手段は職員研修（職

る。在野の人間に対して決起を促した言葉であ

員の能力開発）にある。しかし「職員研修」と

る。
「草莽塾」には「職員が「磐田市を変えよう」

言っても多様な取組みがある。その中で筆者が

という意識を持とう」という含意がある 6。

薦めているのは（実際に取り組んできたのは）
、

政策提言を志向した職員研修は、
「政策づくり」

職員研修に政策提言の要素を持たせることであ

を意図しているため中長期間となる。
その結果、

る。これは政策づくりの OJT とも言える。同研

職員の自学自習や自問自答を促すことになる。

修は、１日や２日の数日間で終了する研修では

研修を離れ日常業務に戻っても、職員は意識下

ない 5。
数か月から半年以上の期間を要する研修

で政策提言を考えているため多くの発見が得ら

である。

れる（職員は常に情報のアンテナを張っている
からと推測する）
。さらに、チームを組むため仲

３ 政策提言を志向した職員研修

間との切磋琢磨が経験できる。

VUCA の時代に勝ち残るためには、職員の政策

同研修は実態的には「政策づくりの OJT」と言

力は必須である。筆者は全職員に最低限の政策

える。昨今では政策づくりの OJT の機会がなく

力はあるべきと考える。全職員とは一般行政職

なりつつある。そこで数か月以上の同研修は、

だけではなく、土木や保健などの専門職も含ま

参加する職員にとっては大きな糧になる。この

れる。さらに正規職員だけではなく非正規職員

糧は自治体職員として生きていくにあたり、必

も該当する。

ずプラスの効用として働くと考える。
同研修は、

筆者は講師として、職員研修に政策提言の要
素を入れた取組みを担当してきた。秋田県、東
大和市、磐田市、三芳町など、自治体の規模に
関係なく実施してきた。

結果として、個性的かつ独自性を備えた職員の
育成に貢献している。
次回では具体的な事例を紹介しつつ政策提言
を志向した職員研修を紹介する。

詳細は、次回に紹介するが、例えば、磐田市
（静岡県）は「政策形成能力向上研修」
（通称「草
莽塾」
）を展開してきた。草莽塾に参加する職員
は、半年以上にわたり、本来の業務をこなしな
がら、自分たちで政策課題を見つけ、解決のた
めの政策提言まで取りまとめる。
なお、
「草莽塾」
4

職員の能力開発以外に、網掛けのギャップに対応す
る手段は、①職員数を増加させる（非正規職員も含
む）
。②職員の勤務時間を増やす（超過勤務により対
応する）
。③採用の時点で優秀な人材を採用する（新
規採用職員に限らず、専門的知識のある者を任期付職
員として採用する）
。④AI や RPA 等の新技術により対
応する。⑤増加する事務量に対応しない（増加する事
務は断る）
。⑥増加する事務量の一部を外部主体に担
当してもらう（公民連携や市民協働など）
、などが考
えられる。
また、既存の事務量を減少させていくことも大切で
ある（行政評価が機能していれば、事務量は縮小する
はずである）
。いきなり事務量を削減することは難し

い。そこで筆者は会議の統一を勧めている。同じメン
バーが集っているのに、会議名称が異なるため、何度
も集まることが多い。その場合は会議を統一するとよ
い。会議の統一が事務量の削減につながることも多
い。
5
筆者は１日だけの職員研修の存在を否定しているわ
けではない。１日だけの研修に向いている内容もある
し意義もある。
6
渡部修市長（３期）は今期で退任することを表明し
ている。一般論であるが、市長が交代すると市政の方
針も変更がある。その結果、行政の継続性が担保され
ないことがある。草莽塾は大きく変わるだろう。
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