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「講演録集 No.２３」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、本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。 

平成３０年度については、講師から了承を得られた講演の内容を書面で再現

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。 

 

 平成３１年３月 
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現  職  ㈱電通パブリックリレーションズ 

コーポレートコミュニケーション 戦略局  

エグゼクティブ・アドバイザー 

社会情報大学院大学 広報・情報研究科 客員教授 

東京都市大学 都市生活学部 非常勤講師 

略  歴 

社団法人 日本マーケティング協会 会員、日本広報学会 会員、元文部

科学省広報アドバイザー、元日赤血液事業本部経営委員。  

東京生まれ。1982 年大学院（経済学研究科）修士取得後、調査シンク

タンクを経て、1985 年（株）電通ＰＲセンター（現在の電通パブリック

リレーションズ）に入社。 広報戦略の策定からアクションプランの提

案・実施、CI・VI プロジェクト、イベント、制作物、広告などのプロデ

ュースを多数手掛ける。 営業部長、調査部長、コミュニケーションデザ

イン局長を経て現職。 

日本ＰＲ協会『ＰＲアワードグランプリ』最高賞、国際ＰＲ協会『ゴ

ールデン･ワールド･アワーズ』全体最高賞など受賞歴多数。 
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自己紹介 

 皆さんこんにちは。ちょうど午後のはじめの時間で眠くなるかもしれないですけれど、

なるべく元気よくしゃべりたいと思いますのでよろしくお付き合いください。最終的に 10

分ぐらい質疑応答というか、何でも質問を受けたいと思っていますので、2 時間弱お話し

させていただきますが、よろしくお願いいたします。 

 まず自己紹介をします。私は、電通パブリックリレーションズという会社から来まし

た。ご承知だと思いますが、電通という会社がありまして、新橋、正確に言うと汐留とい

うところに本社があります。全国五つのブロックと一つの海外組織という形になっていま

す。ブロックについて言うと東日本、西日本、北海道、九州、沖縄という五つ。そして、

数年前にイギリスの広告代理店と一緒になって、海外的なグローバルの動きと対応する形

になっています。その周りに、電通テック、電通ライブ、電通ワークスなどのグループ会

社が、専門領域に分かれてあります。今ざっくり 80 社ぐらいが国内にあります。その中

に私どもの会社、電通パブリックリレーションズがあります。PR 専門の会社と位置付け

られています。 

 会社としてはこんな感じで動いていますが、私個人についても自己紹介しておきたいと

思います。名前は「はなうえ」と読みます。今電通パブリックリレーションズの中ではエ

グゼクティブ・アドバイザーと、先ほどご紹介のあったとおりですが、併せて高田馬場に

ある社会情報大学院大学という広報コミュニケーション専門の大学院で教えたり、東京の

世田谷区にある東京都市大学という大学でマーケティングリサーチを教えています。もう

かなり長いキャリアになったのですが、ずっと現場でやってきたということで、ここへ来

て多少こうやって話すような機会をいただくようになりましたが、基本的にはまだまだ現

場で仕事をやっています。 

  

ＰＲとは 
 まず最初に、「PR とは何か」ということについて説明します。PR というと、よく誤解

があるのです。PR はプロモーションなのではないか、何かの販売促進ではないかと取ら

れる方が多いです。たとえば広告というのはアドバタイジングです。宣伝というのはプロ

パガンダです。どちらかというと広告は、いわゆる商業的な役割として発展したのがアド

バタイジング。それに対して政治活動、教宣活動とか言うのですが、プロパガンダと言っ

たのが宣伝。ただ、宣伝部というのが企業などにありますが、その場合はかなり広告部に

近いような形で、商業的な色彩を持ち合わせているということです。では、PR って何か

というと、資料にもあるとおり「パブリックリレーションズ」ということです。 

 きょうこれからいろいろお話しするのですが、一つだけ覚えておいてほしいと思うの

は、パブリックリレーションズというのは「リレーションズ」という言葉が入っている。

PR の R はリレーションズだということです。言い換えれば、「関係づくり」のことで
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す。関係をつくるということは一方的に情報を流すのではなくて、双方向のもの。字義を

まとめておくと、こんな形になります。「企業や行政、団体が公衆（パブリック）との間

に双方向のコミュニケーション活動を通じて良好な関係をつくっていくこと」という意味

で、煎じ詰めて言うと、「よい関係づくり」ということです。これが PR だと。 

 PR というと、一方的に情報を投げて、プロモーションなんだと勘違いをされていると

ころが多いのですが、そうではなくて、先ほど言ったように関係をつくっていく。市民と

の関係づくり、社会との関係づくりというのが主題（テーマ）だということです。 

関係づくりといった場合は、やはり相手が誰なのかということを知っておく必要がある

と思います。たとえば友人との関係づくりにおいても、友人ってどんな人なのかなと知ら

ないと、関係づくりは始まらない。それは兄弟でもそうだし、親子でもそうだし、ご夫婦

でもそうだし、いろいろな形で関係をつくっていくということは相手を知るということだ

と思います。 

そこで私はこのことをキャッチボールにたとえてお話ししています。キャッチボールのボ

ールを情報として考えてください。投げるのが皆さま方、組織という形で考えていただき

たいのですが、組織の中にいる人たちがボールという情報を人々に投げかけて受取っても

らって、そして返してもらう。関係というのは、返してもらって、また投げて返してもら

う。これが関係づくりになると思うのですが、その最初にボールを投げる相手、情報を投

げる相手というのは実際誰なのか、これが重要です。男性なのか、それとも女性なのか、

子供なのかによって当然ボールの硬さ、柔らかさ、投げ方が全然違ってくる。たとえて言

えば、分かりやすく投げなくてはいけないのか、取りやすく投げなくてはいけないのかと

いうことがあると思います。相手を知ってきちんとボールを投げれば、市民の人たちの手

に渡って、そして返してくれる。これがよい関係づくり、まさにパブリックリレーション

ズだと思います。 

 しかしながら相手のことを考えないで投げると、ボールはあちこちに飛んでいってしま

うということで、このようにならないように関係づくりを進めていかなければいけないと

思っていますが、ここからが最近、大変な状況になっているのです。 

 

情報環境の変化 
 何かというと一つグラフを見てください。ちょっと古いグラフですが、数字よりもカー

ブを見てもらいたい。世の中にどのぐらい情報が流れているかという情報流通量。それを

人々がどのぐらい消費しているかという消費情報量を経年的に見たグラフです。平成 13

年を起点、0 とすると、平成 21 年、今から 10 年ぐらい前で倍になっています。今は 4 倍

とか 5 倍というのも出ています。これに対して人々はどのぐらい情報を消費しているかを

見てみましょう。ほとんど変わっていない。やや増えていますが、ほとんど変わっていな

いということです。 

4



 これは考えてみれば当たり前だと思うのですが、1 日は 24 時間しかありません。その決

められた時間の中で情報を消費していくというのは、どんどん増えているからといって、

それに相関的に増えるわけがない。さらに人間の情報解析量の能力が急に高まるわけでも

ないということになってくると、この二重の制限から、なかなか消費できなくなる。そう

すると、こぼれ落ちる情報がどんどん増えている。 

 もう一つグラフを見ていただきたいのですが、2001 年の各情報媒体の、実際に 1 日に

触れている時間数です。テレビ 192 分、3 時間強接している。インターネットにおいては

14 分という段階でした。これが 2013 年、12 年後どうなったかというと、インターネット

が極端に増えているという状況です。 

 当たり前の話ですが、皆さんもたとえば旅行に行くときに、どうやって情報を集めるか

といったら、だいたい今はネットを使って宿を決めたり、飛行機や新幹線、そういったも

のを決めたりすることが多いのではないでしょうか。きょうも私はここに来るに当たって

ジョルダンで、何時に乗ったら何時に着くかなと調べました。昔だったら時刻表を見て調

べたのかもしれないですが、もうネットを使って調べてしまうというのが常識化している

ということです。 

 こんなにいろいろな形に分散して情報が得られている。まだまだテレビの威力はたくさ

んあると思うのですが、雑誌や新聞はずいぶん減ってきてしまったと思います。特に若い

人に情報を届けたいと思ったときは、今では新聞という媒体では到達させるのがかなり難

しいと思います。 

 

ＰＲの 4つの流れ 

 これらの媒体をうまく使って情報を伝えていくのが PR の原点だと思いますが、私はこ

れを四つの方向で整理しています。これは資料にも載っているのですが、左側に皆さんが

います。右側に市民がいる。この間の「よい関係をつくっていく」というのがパブリック

リレーションズと説明したのですが、これには四つの関係づくりがあると思っています。 

一つ目が、直接発信で情報を届ける。これは皆さまが一番やっていることが多いのでは

ないかと思います。印刷物です。チラシ、ポスター、パンフレットとか。それからホーム

ページなどもそうだと思います。直接投げかけるということ。それからイベント。いろい

ろなお祭りとか、そういったもの。これが結構自治体の方はやられていることが多いと思

うのですが、こうやって流した情報をきちんと相手が取ってくれるかどうかは、相手がど

ういうことに関心を持っているのかということを知っていく必要がある。 

 情報収集ということで、これにはアンケート、インタビューなどがありますし、ほかの

市町村はどんなことをやっているのだろう、ほかの市町村ではどういうパンフレットを使

ったら効き目があるのだろうかという情報収集なども入ってくると思います。こういった

ことで、相手のことを知らないと、やはりきちんと伝わる情報が投げられない。双方向性
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ということになると思います。 

もう一つ、パブリックリレーションズでは一番知られているのかもしれないですが、パ

ブリシティというものがあります。パブリシティとはいったい何かというと、間接的発信

と呼んでいて、メディアを通じて市民に伝わっていくというものです。記者や番組をつく

っている人たちに的確な情報を流して、それをいい形で新聞とかテレビで発信して関係を

つくっていくということです。実際にいい形で記事にしてもらったり、番組に取り上げて

もらったりするためには、メディアの番組制作者や記者の人たちがどういうことを考え

て、どういうことだったら形にしてくれるかを意見収集、情報収集をしておく必要、いわ

ゆるメディアリレーションズとわれわれは呼んでいますが、メディアの人たちとのいい関

係をつくっていくということがやはり肝になっているということです。 

仮にちょっと間違った、問題を起こしてしまった、リスクなことがあっても、普段から

いい関係がつくられていると、比較的傷が浅く済むということもあると思います。ですの

で、やはり地元の記者の方たち、ここで言うと千葉県のメディアの人たちと日ごろから関

係をつくっていくというのが一つ大きなポイントになるのではないかということで、メデ

ィアを通じた情報発信ということも重要な役割です。 

 また、広告というのもこの類になると思います。広告という活動は、新聞やテレビなど

のメディアのスペース（紙面）や（ＣＭの）時間を買うとかして、実際に計画的に情報を

流していくということで、これも間接的な発信になります。広告という手法は、いまでも

大きな威力がありますが、かなりお金がかかります。 

 それからもう一つ、最近私どもの会社に相談が結構多いことがあります。これは皆さん

あまりご存じないかもしれないですが、ここです。組織内で情報共有する。まさにきょう

の活動です。皆さん一人一人にこれからお話しする PR、情報発信、情報受取、そういっ

た関係づくりの重要性を知ってもらい共有化すること、これもとても重要です。職員たち

が市民と向き合うときに「まあいいや」という形でやっていると、いい関係はなかなかで

きていかないということです。 

 皆さまがご友人とお話しする機会があったときに、今うちはこういう形で事業に取り組

んでいるということを、きちんと伝えていくのはやはり大きな力になると思います。それ

がまさにインターネットでもつながっていくというところがあります。それが環流してメ

ディアにもつながることもあります。ですから、職員一人一人がどういう形で市民と向き

合っているかということも重要な広報活動、PR 活動だと思います。ですから、きょうの

活動はまさにその原点という感じがしています。 

それから、忘れていけないのは、四つ目の流れインターネットです。フェイスブック、

ツイッター、インスタグラムなど SNS を通じて情報がどんどん拡散されている。これは

先ほど見たように、もう現代では無視することができなく、大きな力になってきていると

いうことです。 
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大きく分けて直接発信、間接発信、社内で共有、SNS で情報拡散という、この四つの大

きな流れをうまい形で組み合わせることによって、いい関係をつくっていくのがパブリッ

クリレーションズの基本だと思います。そのときに割と忘れてはいけないのが、このフロ

ーチャートです。戦略に基づいて PR 活動を展開させましょうということで、この流れと

いうのが重要だと思っています。 

私は自治体の方とお話しする機会が結構あるのですが、意外とこの流れを無視している

場合が多いです。いきなり具体的なアクションに行ってしまう。いきなりイベントをやろ

う、ふるさと祭りをやろうというところに行ってしまうとか、いきなりこぎれいなパンフ

レットをつくってしまおうということだったりします。 

 でも今一度考えてもらいたいのは、そういう活動をするときの目標です。いったいそう

いう活動は何のためにやるのか、どういう関係をつくるためにやるのか。先ほど、相手が

どういう人たちなのか知っておきましょうということがあったと思うのですが、意外とこ

の目標や目的を忘れていることが多いという気がしています。 

 ですので、私たちがこういう機会のときにお話しさせていただくのは、まずここの部

分、みんな戦略をつくってやっていきましょうねと。イベントを去年やって、おととしや

って、3 年目で今年もやるけれどもという場合は、去年の反省点、おととしの反省点、今

年はどうするか、今年はどこに着目しようかということで大前提を考えていただきたいと

思っています。 

 パンフレットがすごくかっこいいものができて、よかったねと思っても、そのパンフレ

ットをいったいどこに置くのだろうか。役所に置いておいたら、いくらいいものをつくっ

たって、取って行くのは役所に来た人、公民館に来た人にとどまってしまう。そうではな

くて、こんないいものができたら、どこか効果的なところへ置こうよということを考えて

もいいのではないかと思います。そういったことも含めて、この目標に対して何が課題な

のかをきちんと把握した上で、ターゲットや、何を、どのように、いつやるかというのを

決めて、その上で活動を具体的なアクションにつなげるということになる。 

よく私たちは PR 効果、広報効果というのを尋ねられることが多いのですが、効果とい

うのは目標があるから効果が測れるのです。目標もなしに効果だけというのはあり得ない

ので、やはりきちんと目標を立てた上で、その効果測定に結びつけてほしいと思います。 

 いずれにしても、やはり大切なのは情報の相手の立場に立って計画を策定して、それを

検証していくことだと思います。実際に資料はどのように受取られているのか、メディア

やインターネットでどう捉えられているのかを参考にしながら計画を進めていくことが重

要だと思います。 

ということで、きょうはあまり大学の講義みたいなことをやっても眠くなってしまうと

思うので、具体的な事例でお話ししたいと思っています。具体的な事例は二つあって、一

つがさいたま市議会と一緒にやったテーマと、もう一つが日本赤十字社と一緒にやったも
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のです。両方とも、実を言うと皆さまの自治体とぴったりかというと、そうではないかも

しれません。でも私は、このことがＰＲにとってはとても重要だと思っています。 

 この二つの事例でお伝えしたいことは、一つは広報ツールのつくり方という問題。もう

一つが、皆さま一人一人が広報マインドを持つことの重要性がテーマになっています。 

 

 私は実は、青森県の弘前市に行ってまちおこしの仕事を 3 年間やったり、佐賀県の伊万

里市に行って、そこでも 2 年間まちおこしというか地方創生の仕事をやったりしています

ので、そういう事例の方がいいのではないかとも考えましたが、それよりももっと重要だ

と思っているのはきょう用意した二つのことです。 

 ほかの自治体はこんなことをやっているから、じゃあ私たちもやろうというのは違うと

思います。弘前市は弘前市の悩みがあって、弘前のことを本当に一生懸命われわれ 3 年間

勉強させてもらって、戦略をつくってやりました。それは伊万里市もそうです。皆さんの

ことを、私自身がまだよく存じていないところがあります。そういう意味で言うと、きょ

うこれからお話しすることの中にヒントがたぶん隠されていると思います。皆さまが広報

ツールをつくるときに、どんなことに気をつけたらいいのかというヒントが隠されている

と思うので、そこを皆さんのところに引きつけて受け取っていただけたら、一つでも二つ

でも参考になることがあったらうれしいと思いますので、具体的な話でいきたいと思いま

す。 

 

さいたま市議会の事例 
 広報紙で伝えるということで、これはさいたま市議会さんと 5 年間にわたって一緒にや

った仕事のお話です。見ていただきたいのですが、これは東京の「都議会だより」という

ものです。驚くべき文字数です。見てください、これ。こんな文字のあるものって、私は

ここが初めて見ているような感じですが、この広報紙は新聞折り込みで、都内で新聞を取

っている世帯すべてに配布されています。膨大な数だと思います。わが国の印刷物でたぶ

ん最も多いのではないかと思います。これはすごいです。 

 私は実を言うと今、東京都の江戸川区に住んでいます。これは江戸川区の区議会だより

です。これは区ですが、似たようなものですね。まあ同じようですね。では千葉県はどう

だろう。これは「ちば市議会だより」です。表紙はちょっとすっきりしている感じがしま

すが、中はやはりすごいなと。こういう感じになって。これは、ご覧になっていますか。  

いずれにしても、市議会は最も生活に密着した審議をしているなということが分かりま

す。さいたま市ですけれども、実際にどんなところで市議会の情報を見聞きしていますか

ということを聞くと「やはり市議会だよりだな」と言います。アンケートというのはそう

いうものですよね。インターネットやテレビで実況中継をやったりしているのですが、あ

まり値は高くありません。 
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これは私たちがお手伝いする前に発行されていた「さいたま市議会だより」です。ご覧

になって、まあ普通ですよね。どこにでもあるんじゃないのという感じだと思います。あ

りがちな、子供の写真があって、議会のあらましがあって、日程があってとなっていま

す。こんな形です。なんと、これが今 60 万部近く発行しているのです。さいたま市はち

ょうど先月 130 万になった。人口伸び盛りというところで、川崎市も伸びているのです

が、首都圏は結構人口は伸びています。130 万ということなので、印刷部数では 60 万弱

が印刷されているということ。「さいたま市議会」というタイトルです。横に「市議会だ

よりさいたま」と書いています。 

中面です。これが予算のところです。こちらのエリアでも、もちろん予算はつくられて

いると思います。それから、言い方はいろいろあると思うのですが、代表質問や一般質問

がやられている。ちなみに、さいたま市は議員さんの顔は出さないという方針で編集はさ

れています。ちょっといい点は、随所に関連する写真が中に入っているということで、少

しは身近にさせられるかなと思います。 

われわれはこの仕事をコンペで取りました。9 社コンペで。今は随意契約ができなくな

ったので、私たちも常にコンペということで仕事は取っていくのですが、取れたあとに調

べてみると、正しいけれど難解で、印象が堅くて取っつきにくいとか、臨場感が伝わって

こないとか、生活につながらないと現状が分析されました。 

 私たちはこの仕事をやるに当たって、議会に何回かお邪魔して実際に見させてもらいま

した。ここの議会もそうなのかもしれませんが、議会は実際に行くと結構面白いのです。

真面目に議論していると本当に思いました。だけど、それがなぜ伝わらないのかというの

が疑問でした。結局のところ、読者というのはよほど関心のある人で、全戸配布してもな

かなか読まれていないのだろうなと思って市民アンケートをとってみると、案の定、60 歳

以上の方はいつも読んでいるという人がいますが、ほかの年代の人たちはパラパラ程度と

いうことで、特に 50 代とかは結構忙しいようです。40 代も忙しいし、このへんはなかな

か見られないなということです。 

これから、私たちはターゲットを考えました。読んでいるのが 60 代以上ということだ

ったら、はっきり言って 60 代以上は何を出したって読んでくれる、配布すれば読んでく

れると。ということは、この層には定期的に出しておけばいいのだと。そうではなくて、

これからのさいたま市議会だよりは、読者層を拡げたい、一人でも多くの人に読んでもら

いたい。そこで、こう考えました。30～40 代に読んでもらいたい、特に女性層だと思いま

した。 

 なぜ女性なのかというと、さいたま都民と呼ばれているように、さいたま市は東京に働

きに出ている方が多いです。結局、昼間の時間帯は東京で過ごされて、土日と夜だけさい

たまに寝に帰るという方たちが多い。であれば、まだちょっと何とか市内にいてくださる

方、子供を育てているお母さんとか、そういう人たちはまだ市の情報を得る機会があるの
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ではないか。そういう人たちにぜひ手にとってもらいたいという意味で、30～40 代を中心

として、特に女性層に気を配った編集にしていこうということを考えました。 

しかしながら、皆さん行政の方たちだからよくご存じだと思いますが、このような行政

広報紙の編集には、ものすごく制限があるのです。さいたま市議会だよりの場合も、代表

質問の掲載数、一般質問の掲載数など、いわゆる市議会だよりに出せる質問数が決められ

ているのです。それから常任委員会の名簿や、議長、副議長の挨拶とか、そういったもの

は絶対に載せなければいけない。正確性は保持しなくてはいけないとか、政党間のバラン

スはきちんと保たなくてはいけないとか、さらに、文字を増やすと読むのが大変、文字を

減らすと中身が薄くなるということで、いずれにしてもいろいろなジレンマ、制約、そう

いう条件の中で紙面改革を実行しました。 

きょうは、ここから四つのポイントについて言います。実はもう少しあったのですが、

時間に限りもあるので四つのポイントで絞ってご紹介したいと思います。このポイントと

いうのは、さいたま市議会で実行したことですが、これはさいたま市議会だけではなく、

制作物や、先ほど言った直接情報発信するときに参考になるのではないかと思います。 

 

第一印象を変える 
 まず一つ目です。表紙です。市議会だよりの第一印象を変えようということで、表紙を

まず考えます。皆さまも仮に雑誌を買おうとしたときに本屋さんに行ってみて、表紙のつ

くりで選ぶことが多いのではないでしょうか、あるいは面白そうだなと思うと思います。

このつくりはとても重要です。「表紙は顔だ」と私たちは思っています。表紙がひどいと

取る気にならない。先ほど見たのが、昔の「さいたま市議会だより」の表紙です。大きく

「さいたま市議会」と書いて、確かに分かります。さいたま市議会の話なんだなと。で

も、たぶん市民の気持ちになったら、この「さいたま市議会」という文字を見た瞬間に

「関係ねえや」と言って横にやってしまうのではないかと思います。 

 

 というので、私たちは表紙をまずこのようにしました、「ロクヨン」。何でしょうね、

ロクヨンって。全面イラストで、日程などは後ろにやってしまいました。日程が書いてあ

ったって、見る人はいません。それから、よくやるのが目次です。これは全体で 12 ペー

ジです。これが 20 ページ以上ならいいけれど、12 ページの冊子に目次なんか必要ないで

す。でも役所の人は目次が好きです。何か整理される気持ちだと思うのですが、そんなも

のは入れない。結局この号の表紙には、市議会についての市民アンケートをやったという

ことだけ掲載しました。 

「このロクヨンっていったい何？」というのが重要です。ここに書いてあります。ロク

ヨン、64。さいたま市議会のメンバーです。64 人は市民の代表、64 人の議員がいるんだ

ということがここに書いてある。さいたま市議会には、議員さんが 64 人いるんだという
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ことぐらい、ちょっとでも記憶に留めてもらおうよと。なんじゃらほいと思って。このロ

クヨンというのは愛称です。これも先ほどの制約条件の中で、「市議会だよりさいたま」

という名前は変えてはいけないと決まっているのです。なぜだか分からないのですが決ま

っている。だったらいいですよ。これは愛称ですと、ニックネーム。ちゃんとしたタイト

ルは入れてありますよということで、こういう提案をしました。 

 表紙ですが、さいたま市は 10 の区があるのです。10 の区の観光地ではない、市民目線

の風景という絵にしました。ちなみにこれは普通の公園です。岩槻城公園というのがある

のですが、公園の風景。赤い橋が有名です。これは藤棚が有名なお寺さんの風景とか、何

気ない風景を取り上げていこうと。さらには、これは大宮ですが、陸橋があって電車が走

っている。鉄道マニアには有名な場所らしいのですが、そんなところを描いたり、そうい

う地元の市民の目線。 

ご承知だと思いますが、さいたま市は実は合併した市です。元は浦和、大宮、与野、岩

槻の四つの市がくっついてさいたま市となっている関係上、市民の間でも大宮と浦和で仲

がよくないとか、いろいろな問題を抱えていました。市の一体感を持つには、ほかの市の

よさを知っていこうよという意味もあって、こういった表紙づくりを進めました。 

 しかしながら、この活動の最中に議会改革で、せっかくロクヨンで定着したのに、議員

数が 60 人になってしまったのです。4 人少なくなったということで、議会改革の一環なの

でいいことではあるのですが、2 年半ぐらいやって、ロクヨンでせっかく定着してきたと

きでした。どうしようかということで、何か変えなくてはいけないということで、いろい

ろ案はありました。最初の「さいたま市議会」に戻せという議員さんもいました。 

ちなみにこの議会広報紙は、議員さんと一緒につくっているところがあって、議員たち

の理解を得るのがまた結構大変です。議会には広報委員というのがあって、その年によっ

て違うのですが、だいたい 7～8 人いるのです。その中には議長さんか副議長さんが必ず

入るという形でつくっているということで、これはいろいろ難航しました。この名前決め

は 3 カ月かかりました。「さいたま市議会」に戻しなさいという意見が多かったのです

が、私たちは、議員数が 60 人になるなら「ロクマル」にしましょうということを強く伝

えました。なぜかというと、議員さんの努力によって議員数を減らしたのであれば、その

数をタイトルに表現できるなんて最高じゃないですかということで、「じゃあ 55 人にな

ったらゴーゴーにするのか」「そうです」と言ったのですが、59 人だと困るなというのは

あったのですが、そういう感じで「ロクマル」ということで、これは実際の表紙です。 

これは偶然ですが、さいたま市は 10 の区があって、10 の区の表紙が終わったところだ

ったので、この機会にイラストも変えることにしました。新しくさいたまの名産品や物を

取り上げるシリーズを始めました。浦和のウナギとか、大宮の鉄道博物館の展示物とかを

テーマとして取り上げて表紙にしました。私たちはこのシリーズを続けましたが、そのあ

と別の制作会社に代わり、今つくっている最新号を見ると、表紙は男性と女性 2 人のカッ
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プルのイラストで展開しています。新しい会社も、われわれの編集方針は引き継いでくれ

て、全体的なトーン・アンド・マナーを大事にしています。いずれにしても制作物で大事

なことは最初に手に取ったとき、ちょっと開けてみようかなと思う、その第一印象の重要

性を覚えておいていただければいいと思います。 

 

内容を読みやすく、親しみやすく 
二つ目です。難しい内容も読みやすく親しみやすく。これは本当にいろいろなことをや

りました。ご承知のとおり、議会だよりというのはすごく分かりづらいというか、あまり

興味・関心がないことも載っているのですが、なんとか興味を持ってもらいたい。 

たとえば、これが以前の、議会運営委員会、特別委員会、常任委員会のメンバーです。

皆さんは行政の方たちですから、こういうところは見るのですか。誰がどの委員会だと、

やはり見ますか。市民は見ますかね、本当に関心がある人しか見ないのではないかと思う

のですが、先ほど言ったようにこれは出さなくてはいけないことになっているので、どう

したかというと、私たちはまずはレイアウトを変えました。レイアウトを変えることによ

って、ちょっと印象深くするために「6 月の定例会で新体制に」とキャッチフレーズを入

れました。また、ちょっときれいにカラーにして、各委員会のやっている内容を入れた

り、アイコンというのですが、ちょっとしたイラストを入れました。まず少し親しみやす

く思ってもらいたいなというのが第一段階です。そして次の段階として、就任挨拶を変更

して枠の中に入れていなくて、議長さんと副議長さんに並んでもらって挨拶の文面は短く

しました。こうやって整理すれば、真ん中にキャッチコピーが入るのです。「議員一同一

丸となって市政の課題に取組んでいきます」。この一言が入るだけだって、市民の人たち

にこの一行を読んでもらうだけでも、何か伝わるものがあるのではないかと思っていま

す。 

もう一つ、予算です。これも絶対入れなくてはいけないのです。実はこの予算のグラフ

は、皆さんのところもあると思いますが、さいたま市の広報にも載っているのです。市の

広報に載っていることが、また議会広報紙でも載っている。当たり前ですが、同じもので

す。私たち的に言うと、どちらかでいいのではないか。市の広報も同じ部数を出している

のだから、「そこに載っているのだったら、どちらかでいいんじゃないですか」と言った

ら、そういうわけにもいかないという回答だった。 

 たとえば審査日程、委員会構成とか、こういうのは関心あるのかなというのがあって、

私たちは議員の広報の方たちといろいろ議論した上で、とにかくこのページを半分にして

くれと。どうしても伝えなくてはいけないものを半分にしてくれと。 

その結果どのようにしたかというと、私たちはこういうふうにしました。「私たちのお

金、何にどれぐらい使うの？」。これは、議員さんたちがどうしても載せてほしいと言っ

たことです。結局のところ予算なので、歳出だけでいいだろう、歳入はいいだろうという
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ことで、こういうところに使いますよということをやった。でもやはり日程はどうしても

必要、メンバーは必要ということなので、じゃあこれは入れましょうということで。 

 でもこのページに収めることができて、逆のページはボビー・オロゴンさんという日本

に帰化されたタレントさんですが、さいたま市に実際に住んでいらっしゃる方に来てもら

いました。ここで受付をして、実際これは予算委員会をやっているところです。ここに出

て傍聴してもらった。非常に真面目に傍聴していただきました。自分事化するというか。

「予算委員会って大事だね」「わが家は毎日やってるよ」というコメントもいただいたり

しました。これは予算ということに対して、何かちょっと橋渡し的に、誰かを通じてだっ

たら少しは関心を持ってくれるのではないかということでやりました。 

 

 それからもう一人来ていただいたのは、この人です。佐々木則夫さん。なでしこジャパ

ンの元監督。このときはちょうどロンドンオリンピックのときですが、このときも実際に

議会を見てもらいました。「なでしこ監督が横から目線で議会をウォッチ」ということ

で、とても真面目に見てくれています。佐々木さんはずっとさいたま市民ということで、

来てくださいました。 

それから、もう一つ変えた大きな点は、いわゆる一般質問、代表質問のところですが、

このページはかなり細かく直しました。たとえばキーワードの解説とか、そういったこと

をやったりしたのですが、皆さんも一番参考になるかもしれないのでお伝えしておきたい

のですが、「ついて」禁止令をつくりました。たとえば「庁舎建設基金について」「債権

回収対策基金について」とか、「ついて」は実は敗北なのです。何も言っていないので

す。「◯◯についてただした」とかだったらいいのですが、「ついて」で終わっている

と、これは何の意味もないことになってしまうということで、「ついて」ではなくて、ち

ゃんと質問形式にしてくれと。 

 たとえば「東日本大震災について」としてしまうところを、そうではない、「東日本大

震災の教訓を市はどのように生かすのか」、こうなって初めて質問になるのだということ

で、すごく細かいことかもしれないですが、先ほど議会の臨場感がないと言ったのは、こ

ういうところで「ついて」で逃げてしまっているからではないかというところがありま

す。 

 自治体の場合はどうしても「ついて」を使わざるを得ない場合が、ないとも言えないな

というところは分かっているのですが、ただ意識していないとすぐ「ついて」に逃げてし

まうというところがあるので、伝わるということはどういうことかをやはり考えていただ

ければと思います。 

そのほか、小ネタをたくさんやっています。ロクマルデータボックスというコーナーを

作り「さいたま市議会の議員さんの平均年齢は 52.2 歳」などを取り上げたり、さいたま市

のキャラクターに紙面に登場してもらったりして、議会そのものの取っ付きやすさや堅い
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議会だからこそ息抜きみたいなことを積極的に進めました。 

 

双方向性を持たせる 
三つめは双方向性を持たせるということです。これは何かというと、なるべく市民を登

場させるということです。一方的に情報を投げているのではなくて、とにかく市民も紙面

に出てもらおうということです。たとえば、「市民は議会にどう関わる、議会は市民にど

う近づく」ということで、市民インタビューをやったり、子育てママというのがテーマだ

ったので、そういう子育てママの施設に行って「議会ってどんな存在ですか」ということ

でお話を聞くとか、市民活動センターというところで「市民活動とはどうなんですか」と

聞いたり、いろんなインタビューを行いました。 

さらには、さいたま市には埼玉大学という大学があるのです。国立大学です。この埼玉

大学の学生さんたちに議会を見てもらって、「僕たちは議会のここに注目しました」とい

う特集をやってみたり、なるべく若い人は登場してもらいたいので、高校生議会をやった

り、成人式を迎えた人たちに実際に来てもらったり、いろいろな形で若い人に出てもらっ

ています。このときもそうだったのですが、若い人が来ると、それこそ SNS、ツイッター

やフェイスブックで情報をどんどん投げてくれるということで、とても効果があるという

ことを感じました。またアンケートみたいなことも年に 1 回やっています。地域とどう関

わっていきたいか、議員にどんなことを期待するかというアンケートも素直に出していく

ことをしています。 

 

他のメディアとの連携 

 最後もう一つです。他のメディアとの連携を。これも重要なことなので覚えておいてい

ただきたいのです。先ほど四つの方法があると言いましたが、常に何か一つの媒体、メデ

ィアだけで伝えようということはあまり考えないで、いろいろなことを考える癖をつけて

おいてほしいと思います。 

 たとえばこの広報紙は全世帯配布なので、気付き、きっかけが役割です。これを中心と

して当然ホームページにも出しますし、それ以外に議会ということから、いろいろな方法

があるのです。特に議員さんは、ほとんどの人が SNS をやったり、ホームページを持っ

たりしていますので、そこを通じて広めてもらう。議会事務局には広報番組を持ったり、

メディアとのつながりもあるので、これも通じて伝えていくことが必要ではないかと思い

ます。こういったものを組み合わせてやっていくことによって、いい形でつながってい

く。あまりこの広報紙だけに期待をしすぎないのが重要です。全体で 12 ページ。これに

は限界があります。表紙を見て、中身を見て興味を持っていただいたら、いろいろ探す方

法はあるということで、そちらに振っていくという形を考える。そのためには、ずいぶん

いろいろなことをさいたま市議会としても努力しています。 
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議会広報紙の改革を通してさまざまな広報活動を進めていると、市民の間や全国の議会

でいろいろ取り上げられ、また議会同士のつながりも強いので、その結果としてネットな

どに表紙や、分かりやすく市民の立場に立って編集しているとか、いろいろ話題になりま

した。 

 きょうは四つのポイントについてお話しました。一つ目は、第一印象を変えましょうと

いうこと。それから内容はやはり読みやすく、親しみやすくということ。そして、なるべ

く双方向性。行政であるのだから双方向性を考えましょうと。そして他のメディア。この

メディアだけにこだわらないで、いろいろなメディアを組み合わせて伝えていくというこ

と。このへんが重要ではないか。やはり基本は、伝えよう、伝えたい、伝わりたいという

努力の積み重ねが変えていくのではないかと思います。 

いろいろなことの改革というのは、意外と小さなところに宿っていくのではないかとい

うことを考えます。議会広報紙の改革は、議会改革の中では小さいことかもしれません。

しかし小さいことでも一つひとつ改革を進めることが、市民と議会の関わり方を変えるイ

ノベーションにつながっていくと思います。今回ご説明したさいたま市議会のプロジェク

トは、その成功事例だと思います。このプロジェクトは、日本の PR 業界のアワードでグ

ランプリを獲得することができました。 

 

広報ツール制作のポイント 
 今日は時間があるので、ここからはおまけですが、「広報ツール制作のポイント」とい

うことについて、簡単にお話します。 

まず広報ツール制作のときに最も重要なポイントですが、行政の方たちがとても間違え

やすいことがあります。行政組織で何か情報を市民に伝えたいとき、自分たちの伝えたい

ことだけを伝え、受け取る相手（市民）のことを考えていないということです。行政側の

伝えたいことだけではなく、やはり相手が知りたいことをまず考える必要があります。も

ちろんこちらに伝えたいことがあるに決まっているわけです。だけどそれを伝えるには、

相手がどういうことだったら知りたいのかということを考えましょう。 

今日のセミナーの最初にキャッチボールのことを言いましたよね。こちらに伝えたい情

報があって、実際ここに市民がいる。たとえば議会については、市民に何の関心もないと

思うのですが、健康や教育、仕事、ボランティア、そういうことは関心がある人はいるじ

ゃないですか。だからこちらの伝えたい情報を、市民の関心事と合わせて投げていく必要

があるのではないかと思っています。伝えたい情報のみだったら、「時間がないよ、忙し

いよ。こんなの読まないよ」といって跳ね返されてしまう。でも市民にもっと近寄ってい

く、相手はいったい何を知りたがっているのだろうと、相手の知りたがっていることに合

わせること、言い換えれば市民の問題意識や関心事とセットで情報を投げていくことがポ

イントだと思います。伝えたい情報を、知りたい情報に変えて料理していくことが重要な
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のです。 

ここで整理しておきたいのは、印刷物におけるデザインって何？ということ。もちろん

かっこよくとか、きれいとかあると思いますが、まずは、手に取りたくなる。さらに、パ

ッとめくったときに何を伝えたいかがきちんと分かる。これが重要な二つのことです。こ

のことを意識しましょう。その上で三つの点が言えます。 

 整理しておきたいのは、まず誰が読むかということです。大人なのか、子供なのか、素

人なのか、有識者なのかということ。そして、目的は何なのか。内容を理解してもらいた

いのか、参加や行動を促進したいのか、最も伝えたいことを整理する。そして、イメージ

です。かっこよくなのか、優しくなのか、親しみやすくなのか、格式高くなのかという、

どんな印象なのかをつくる前に整理しておきましょう。予算によっては印刷屋さんにお願

いすることもあるだろうし、外のデザイナーさんに協力してもらう予算がある場合もある

と思う。そういうときにこれを整理しておいて、こんな感じというのを伝えてください。 

実を言うと、そのときに言葉で伝えるだけではなくて、実際に日ごろ歩いていて手に取

った、こういうものをつくりたいなと思ったパンフレットやチラシは取っておいて、こん

なイメージで、こんな雰囲気で作ってほしいと渡すのが、私は一番伝わりやすいのではな

いかと思っています。ですから、何となくまちを歩いたりしても、そういうのをちょっと

目配りしていて、「こんなのいいな。手に取ったらうれしいな。」とかいうのは覚えてお

いてほしいと思っています。このへんを整理して打合せに臨むと、比較的間違いなく伝え

ることができる制作物ができるのではないかと思います。 

そこでポイントの 3 つ目として、ポスターとチラシの違いを説明しておきたいと思いま

す。まずポスターの役割というのは、通りすがりの人がポッと注目するインパクトが重要

だと思います。ポスターは一瞬しか見てもらえません。みなさんも、今日ここへ来るまで

にいくつかのポスターや看板をご覧になっていると思いますが、記憶に残っていらっしゃ

るでしょうか？目にする一瞬に人々を引き付けるには、インパクトのあるキャッチコピー

や写真やイラストが必要となります。そして、伝えたいことは、できるだけ 1 つのメッセ

ージにまとめる、最小限に留めるのがこつだと思います。 

 では詳しく言いたいことはどうするかというと、チラシという役目があります。ポスタ

ーでは伝わらない情報を盛り込んでも、チラシは手元で見るから細かくても大丈夫という

ことです。チラシは、情報を整理して見やすさ読みやすさを大切にして作ることが大事で

す。いずれにしても広報ツールを制作するときは、その目的に応じて形態を選ぶことが重

要です。そして、伝えたいことを絞り込んで、内容を盛り込み過ぎないことがポイントだ

と思います。 

このポイントの最後として、制作した広報ツールをどこに置くか、どこで掲出するかと

いうことを、忘れないで欲しいと思います。とてもいいものができても、それを置く場所

が重要なので、この直接的な情報発信には読んでもらいたい相手に配るルートの確保が必
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要です。関係者しか手に取らない場所では関係者にしか伝わりません。役所や公民館だけ

ではそこに来た人にしか伝わりません。「制作した広報ツールをどんな人に見てもらいた

いのか」このことをよく考えて、最終的にどういうところに置くのか、どういうところに

貼るのかを決めて、広報制作物、PR ツールは作っていっていただけたらと思います。 

 

日本赤十字社の事例 
 残りの 30 分、40 分をかけて最後のテーマに行きたいと思います。最後のテーマは、私

にとって長年この仕事をやっていて、「PR の基本とはこれだ」と思っていることです。

ですので、ちょっと聞いていただければと思います。 

「PR の原点は、組織内部にある」ということです。 

これから、たとえば地方創生で移住者を増やしたい、お客さんを増やしたい、何かもっ

とにぎやかなまちづくりをしたいということであっても、やはりそこの原点になっている

のは、そこで働いている人たちではないかと思います。企業や団体の価値は何で評価され

るかといったときに、当然のごとく政策や事業、企業であれば商品などがコアであること

は間違いないですが、実際に事業を運営したり、製品をつくったり、社会に伝えていくの

は、やはり社員や職員、皆さま一人一人ではないかと思っています。いい関係づくりとい

うのは、この人たちを抜きにしたら、勝手にいい関係が生まれていくということはなく

て、やはり職員一人一人が移住の方を増やしたい、お客さんに来てほしいのだと思って、

いろいろなチャンスのときにいろいろな形でそれを使っていかないと強いものにならない

と思っています。 

 

 私たちが取り組んだ一つの成功事例ということで伝えたいのが、日本赤十字社のプロジ

ェクトです。ところで日本赤十字社ってご存じですか。赤十字は何か分かりますか。先ほ

どお一人、血液手帳を持っていらっしゃる方。献血をやっていますよね。千葉では成田に

病院があります。それから、千葉みなと駅の近くには献血のセンターがあるかな。意外と

いろいろなことをやっています。 

まず歴史的にみると、日本赤十字社の前身「博愛社」ができたのが 1877 年。今「西郷

どん」が大河ドラマでやっていますが、もうそろそろ 12 月ぐらいになると西南戦争が出

てくると思うのですが、その西南戦争のときに生まれました。敵味方の区別なく救う救護

団体ということで、戦争で負傷した兵士は敵も味方もなく、人間ではないか。負傷した兵

士は敵でも味方でも救ってあげなくてはいけないのではないかというのが赤十字思想とい

うことで、ちょうどこの 20 年ぐらい前にスイスでアンリー・デュナンという人が立ち上

げたのが赤十字という思想です。佐野常民という佐賀藩の武士が中心となって博愛社をつ

くり、1887 年に日本赤十字社という形でできあがった、かなり古い団体です。今 130 年

ぐらいになります。 
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何をやっているかというと、「災害救護活動」ということで、たとえばこの前の北海道

の地震のときにもいち早く駆けつけるということ、もちろん東日本や熊本は当然のごと

く、地震だけではなく、事故のときにもすぐ駆けつけます。 

 これと同じことを海外でやります。海外に行って実際に救護活動をやる。国境なき医師

団や NＧO はたくさんあると思いますが、本当の紛争地に行っているのは赤十字だけで

す。それはジュネーブ条約で守られているということで、赤十字だけが行きます。もちろ

ん日本だけではなく世界組織なので、赤十字国際委員会などが行くのですが、これが唯一

紛争地帯の真ん中まで行ける。これはなぜかといったら、敵とか味方を関係なく救うから

です。どこの国にも所属していない独立性ということで OK となっているのですが、実際

日本人もたくさん行っています。本当に頭が下がる感じです。 

 それから、次が「病院」。千葉県には成田赤十字病院があります。だいたい全国 47 都

道府県、一部を除いてほぼ全部にあります。ちなみに東京には広尾に大きい病院があっ

て、武蔵境、大森、葛飾と四つあるのかな。赤十字の病院は全国で今 92 あります。ネッ

トワーク的に言うとかなり多いということだと思います。 

 また「献血」という活動をやっています。これは実はそんなに古い活動ではなくて、本

来は厚生省がやっていた活動を、ちょうどオリンピックの年に移管されたというか、国で

はやっていられないからやってと言われて仕方なくやったのが、正直言ってこの活動で

す。昭和 30 年代まで献血というのは、売血でした。売り買いができたのです。それを厚

生省はやめて、外部の日本赤十字社にやってくれということになってしまったのでした。 

 さらには「福祉施設」。乳児院や老健施設、高齢者施設を運営しています。病院を含め

て、こうした事業を運営するための下地となる「看護師の養成」ということもやってい

て、全国に 24 か 25 ぐらいの大学や専門学校があります。この近くでは東京の広尾に看護

大学があります。 

今現在、世界に 190 のネットワークを持っています。本社はスイス、ジュネーブにあり

ます。日本の中には 434 地点、働いている方が 6 万 8000 人ぐらいということで、かなり

大きな組織です。大きな組織なのにもかかわらず、赤十字と言われたってすぐ出てこな

い。なぜなのだろうということからこのプロジェクトは始まりました。世の中たくさんの

ところでこの十字は見かけるのです。歩いていると、結構見かけたりすると思います。で

も「赤い羽根」とは違います。赤い羽根は「共同募金会」がやっています。赤い羽根とは

違うのですが、同じものではないかと言われてしまいます。なぜかといったら、きちんと

日赤が印象付けられていないからだと思います。 

なぜかなというので、私たちは細かい調査をやっています。その本当の一部ですが、国

民調査みたいなことをやったら、10～30 代の 7 割が日赤と関わりがない。献血ぐらいで

関わりがある人もいる場合もあるのですが、7 割がないということは、3 割しかないとい

うことです。7 割が持っていないということです。年齢がいけば、それなりに関わりはあ
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るのですが。 

さらにひどいのが、マークなどの使われ方。全国的に調べてみると、同じ組織でこんな

バラバラなのは、私も見たことがありません。赤十字で同じグループと言っておきなが

ら、確かに赤十字は付いているのですが、大きさはマチマチ、名前の付け方も全く統一性

がありませんでした。 

また、職員の広報意識、PR 意識が低いというのもありました。PR なんか活動の中では

下に見ている。それこそ PR をプロモーションと間違えて、関係づくりではなくて、そん

な販促みたいなことやらなくていいよと思っている職員が大多数という社員調査があった

りしました。 

 

もっと！クロス計画 

 それでは駄目でしょうということで始まったのが、「もっとクロス！計画」。「もっと

クロス！計画」とはいったい何かというと、日本赤十字社 PR 強化プロジェクトというこ

とで、世界ともっとクロス、社会ともっとクロス、地域と企業と時代と、そして社内でも

っとクロス。社員内でもっと赤十字を共有化しようということです。 

日本赤十字社には強みもあります。それは、先ほど言ったように働いている職員が 6 万

8000 人いるということ。6 万 8000 人というのはやはり大きいです。この職員一人ひとり

を PR 力という形で合わせると、とても大きな力になる。1 人が年に 1 回 1 人の人に「赤

十字ってすごいよ。応援してね」と言ってくれれば 6 万人です。この活動を 1 年に 1 人で

はなくて 1 年に 10 人やったら 60 万人になる。そしてこれを 10 年続ければ 600 万人で

す。これは力になります。友人、知人、家族、そういったところに理解してもらうだけで

も重要なことなのです。 

プロジェクトのキックオフのとき、日本赤十字社の社長の近衛忠煇さんは、職員の皆さ

んに、こんな言葉を届けました。「赤十字をもっと自分のものに。そして、それを 1 人で

も多くの人と分かち合おう」。これをカードにして刷って、全職員に渡していくというと

ころからスタートしました。 

スタートのときのポスターには、「世の中ともっとクロス！しよう、日赤。」という言

葉を入れました。日赤と一緒に仕事をしていると、やはり世の中と少しずれてるというの

が正直な感想でした。 

 盛り上がってもらう活動は若手に任せました。やはり、これから日赤は若手が中心にな

らなくてはいけないと思うので、若手の皆さんにお願いしました。「もっとクロス！」と

いう掛け声で、みんなで集まって始めました。彼らには、手づくり版の「もっとクロス！

通信」も任せました。 

私たちは何をやったかというと、ベーシックなデザインをきれいにすることです。シン

ボルマークのデザインをきちんと整えて、デザインマニュアルを作りました。そして、そ
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のデザインを名刺やネームカード、封筒、ホームページや車両やテントなどさまざまなア

イテムに統一的に展開しました。 

 そうした活動とともに中心に据えたのは PR です。どうやって関係をつくっていくかと

いうことです。職員の皆さんには第 2 弾のポスターも掲出しました。「赤十字のがんばり

を、赤十字の職員が知らなくてどうする」。要するに自分たちの頑張りを、自分たちは意

外と知らない。これは結構あることです。たぶん市役所などでもあったりするのではない

でしょうか。それを共有化していこう！ということです。そして一人ひとりの広報マイン

ドをつくるために、基礎セミナー、スキルアップセミナー、マネジメントセミナーという

セミナーをやりました。 

基礎セミナーは広報担当になった最初の若い人たち、ちょっと中堅クラスがスキルアッ

プ。マネジメントは役職者、課長や部長が対象というセミナーです。 

 実を言うと、このマネジメントセミナーはとても重要だということが、私たちはこの活

動を通じて理解しました。というのは、若い人がやる気になってとてもいいものをつくっ

ても、上司ではねられるということがあるのです。こんないいものをつくったんですと持

っていっても、「駄目だ、こんなのは。もっとこれを入れろ、これを入れろ」とさっきの

だめなポスターみたいなやつになってしまうということが結構あったりします。このマネ

ジメント層対象のセミナーを重要に位置づけました。各セミナーは基本 1 泊 2 日で、全国

の 7 つのブロックごとにやっていきました。 

これを支えたのが、日赤の広報マニュアルです。ここにはとても細かいことが書いてあ

って、具体的な事例から学んでいこうという形になっています。たとえば写真の撮り方、

レイアウトの仕方、ニュースリリースの書き方、取材対応の仕方など実践形式でセミナー

やワークショップを進めました。こういった、地道ながらも階層に分けてやっていくとい

うことを、1 年、2 年、3 年続けていくと PR 力が向上して成功事例が増えていきました。

そこで、成功事例を紹介し合う会をやろうということで、「もっとクロス！大賞」という

のを始めました。ここでは何をやっているかというと、優秀事例からノウハウを学び合お

う。北海道でやったいいことは大阪でも参考になる、九州でやったいい事例は東京でも参

考になると、いろいろなところの優秀事例を共有化していこうということで、全国から

300 人くらい集まってもらってこの会をやっています。この中には、いつも社長と副社長

が出席されます。6 万人を超える組織ですから、社長に直接会うなんてなかなかなく、社

長と一緒に写真を撮るだけでも名誉あることのようです。 

第 3 回の「もっとクロス！大賞」のときに銀賞を取ったのが石巻赤十字病院です。これ

はなぜ取ったかというと、とにかくメディアに石巻赤十字病院を取り上げてもらおうと、

月 2 回以上の掲載を目標にして、毎週投げ込みをする。ちなみに石巻というエリアは宮城

県で仙台の次に大きい 2 番目の都市。メディアの支局がほとんどあります。朝、毎、読、

日経、NHK の支局があるということで、記者クラブに行かなくても簡単に投げ込めるの
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で、どういうリリースを書いたらいいのか、どういうものだったら記事にしたいかなど、

記者を対象にアンケートを取ってリリースづくりに活用する活動を進めていました。そこ

でこれはとてもいい活動だねということで銀賞になりました。注目してもらいたいのが日

付です。その 1 週間後、2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分地震発生。 

（映像上映） 

 これは石巻赤十字病院のその時の風景です。地震が起きたときです。非常用電源がある

ので、停電にはならない。時計を見てください。2 時 50 分に災害対策本部ができた。4 分

後ですね。実際に手術をしている人がいるので、手術をどうするか。トリアージとは、運

ばれてくる患者さんをけがの程度によって色分けで振り分ける。 

この VTR がなぜ撮れたかというと、この 2 日前にもやや大きな地震が起きています。3

月 9 日 11 時半に石巻エリアでは震度 5 強かな、結構強い地震が起きています。そのとき

は、津波は来なかったのですが、石巻赤十字病院の広報課長が若手職員に近くにカメラを

置いておけ、もし地震が起こったら、すぐ撮れと。動いているもの、例えばブラインドや

時計を撮っておけということを指示していたのです。それで撮影できたということです。 

実際に映像を撮った職員も大変だったと思いますが、こうやって撮影して記録を残した

ということに重要性があると思います。ということは広報、PR の重要性をこの組織は分

かっていたのです。だから院長以下全部が、撮っていることに対して何も言わなかったと

いうか、ちゃんと記録しろということを言ったのです。普通だったら若手職員がそんなこ

とをやっていたら、そんなところで何撮ってるんだと、こちらへ来て机を運べ、イスを運

べと言うと思うのですが、そうではなくて、ここの病院ではそれを記録しておけというこ

とが徹底されていたのです。だからこの記録が「地震発生時の初動の記録」という形でま

とめて、DVD として全国の病院、特に海岸近くにある病院には、津波のときにこういう

ことになってしまうということを伝えていきました。 

 

取材は断らない、むしろ活用する 

石巻赤十字病院は運良く津波が来ることがなかったというので、被災者がどんどん集ま

ってくる。それに対して「取材は断わらない、むしろ活用する」ということで、実際に全

員に「広報活動について」というチラシを配っています。「広く情報を発信するため、取

材には積極的に対応していますので、ご協力願います」。救援に駆けつけてくれた人々に

も広報の重要性を伝えています。また広報の対応も広報担当だけではなくて、全職員でイ

ンタビューや、記者発表に対応しました。またミーティングの席にも、メディアの記者を

嫌って外に出してしまうことも多いのですが、情報をオープンにするために記者にも同席

してもらいました。ある記者は「石巻赤十字病院はあの混乱の中でもメディアの立場に立

って取材を受けてくれました。その結果、多くのメディアが被災地の状況を全世界に発信

できたのだと思います」ということを、後日記事にしてくれました。 
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また、テレビにもたくさん取り上げられました。その中の一部がこれです。 

（映像上映） 

「患者さんにお食事を出すのが、あしたまでの分しかありません。その後の見通しが全

く立たないのが現状です。ガスが使えないため、すぐ食べられるコンビニのおにぎりや菓

子パン、カップラーメンのようなもの、あとレトルト食品や缶詰、そういったものの提供

をぜひよろしくお願いいたします」。 

 これは情報番組に取り上げられた時の模様ですが、ここでインタビューに答えているの

は広報担当ではありません。栄養係長さんです。栄養係長さんに話してもらうのが、一番

世の中の人に伝わるということで、話してもらいました。実際この結果として、全国から

たくさんの支援を得ることができ、情報発信の威力を身にしみて感じたということを、当

時の病院職員が話していました。 

 

情報で命を救う 
全国から駆けつけてくれる救援隊の人たちに、実際に地元に戻ったときに呼びかけてく

れとお願いしました。これは大分から来た救援隊は、「とにかく誰も死なないという思い

で活動した」とか、これは滋賀から来た救援隊は、「まだまだ足りない」というような、

さらなる支援を呼びかけました。 

日本だけではなく、世界ともっとクロスということで、赤十字は先ほど言ったように

190 のネットワークがあるので、そのネットワークを通じてアイルランドやドイツ、ニュ

ージーランド、フランス、チェコ…情報を世界へ伝えていきました。その結果「Japanese 

Red Cross」が全世界 8600 媒体で掲載という形になりました。 

 このときに、100 の国と地域から 1000 億を超えて救援金が集まりました。これは日本

人ではなく、世界各国から集まったということで、このことに感謝しようということで、

「ありがとう、全世界」というキャンペーンをやっています。たぶん来年もやると思いま

す。その一環として、全日空さんがバックアップをしてくれて、空港でポスターを貼った

たり、機内サービスのコップに感謝のシンボルをデザインして、国内、海外に 450 万個を

配布したりしています。 

 

人間を救うのは人間だ 
 「人間を救うのは、人間だ」というのが、この活動を通じてまとめられたコーポレー

ト・スローガンです。この「もっとクロス！計画」を通じてできたこの言葉が、東日本大

震災のときほど、職員一人ひとりが「本当にその通りなのだな」と身に染みたとおっしゃ

っていました。この言葉は中学 3 年の国語教科書にも取り上げられて、「人間を救うの

は、人間だという言葉には、社会の構成員として社会に対する義務感が喚起される」とま

とめられました。 
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日本赤十字社は寄付団体ということで、たくさんの予算はありません。ですので、われ

われが手伝ったのは、派手なことではなく、基本的な職員の広報能力を高めたりとか、言

葉をつくったり、デザインや形を整える活動を進めました。このことが少しずつかもしれ

ませんが、日赤が変わるきっかけとなったと思います。職員の皆さんがいろいろな形でこ

の活動を通じて「もっとクロス！」と感じてやっているということで、私たちも一緒に取

り組んでよかったと思います。そこで、さいたま市のときと同様に「日本 PＲアワード」

に挑戦し、ここでもグランプリを獲得することができました。また今度は国際のアワード

にも挑戦しようと、国際ＰＲ協会「ゴールデン･ワールド･アワード」に挑戦し、インター

ナル部門の最優秀賞を獲得することができました。 

日本赤十字社の事例では、組織内部の一人ひとりの広報力を高めて、全体として社会と

のより良い関係を作っていこうというお話をさせていただきました。これは今日お集りの

皆さんにもお伝えしたいことです。今きょうここだけではなくて、ＰＲの重要性について

は、できるだけ周りの人にも呼びかけて、どうやって社会と向き合うかということの重要

性をあらためて考えていただけたらと思います。最初のさいたま市の事例ではＰＲノウハ

ウ的なこと、2 つ目はＰＲの基本的な姿勢についてお話しさせていただきました。 

 予定より延びてしまいましたが、以上で私の話にしたいと思います。どうもありがとう

ございました。 
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第 １ 回 公 開 セ ミ ナ ー 
平 成 ３ ０ 年 １ ０ 月 １ ９ 日 
於 ： オ ー ク ラ 千 葉 ホ テ ル 

 
 
 

『千葉の魅力再発見 

～東京湾から考える自然と共生する海辺づくり～』 

 

 

 

 

 

  

講 師 紹 介 
 

氏  名 木
き

 村
むら

   尚
たかし

 氏 
 

現  職 ＮＰＯ法人海辺つくり研究会 理事・事務局長 

 

略  歴 子ども時代に祖父母の住む能登半島の海で過ごしたことか

ら、海に関わる学問をしたいと考え、海洋学部に進学。 

卒業後はサルベージ会社等を経て環境コンサルタント会社を

起業。 

その後、「環境をよくしたい」との思いから、海洋環境再生を

目指すＮＰＯ法人を設立し活動を続けている。 

 

著  書 『都会の里海 東京湾』(中公新書ラクレ) 

『ハマの海づくり』（成山堂） ほか 
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 海辺つくり研究会の木村と申します。よろしくお願いいたします。皆さん、遠くから熱

心にお集まりいただいて、ありがとうございます。私はこういうところは、そんなに数は

多くないのですが、ご自分で関心があって来られた？ 素晴らしいですね。上司に命令さ

れて来たのでなくて、よかったなと思います。きょうは千葉県に来ていますので、千葉の

魅力ということですが、日常、東京湾の横浜側で、今日のような講演会活動をしています。

こんなことを考えてやっていますというお話の延長線上で、実は千葉県とも深いつながり

があるというお話をさせていただけたら、ありがたいと思っています。 

これはアマモという海草にアジが

群れている写真です。アマモという

名前が標準和名ですが、西日本に行

くと、実はアジモと言ったりします。

なぜかというと、葉っぱの根元にあ

る成長点をかじると若干甘さを感じ

るので、アマモという名前がついた

と言われています。西日本の人たち

は、その甘さを味があると感じて、

アジモと言った。名古屋のほうに行

くと、アジモといったりします。も

う一方で、いつもアジが群れているからアジモだと言う方もいらっしゃいます。それで、

このアジが群れている写真ですが、東京湾では昔、当たり前のように生えていた海草です。

これが高度経済成長の開発とともに、埋め立てが進み、だんだんなくなってしまった。 

 あの当時、これだけの大都市で人間の生活を支えていかなければいけませんから、ある

意味やむを得なかったとも思います。一方で、当時は環境を悪くしていくと、どんな影響

が出てくるのか、海なんか人間生活にはあまり関係ないと思われていたということだと思

います。ところが、ちょうど 21 世紀に入るころ、2000 年前後に、経済は高度に発展し

たけど、環境が悪くなってきて、結果、いろいろなところにほころびが出てきたと多くの

人が感じるようになりました。そのころに河川法、海岸法などの事業法が相次いで改正に

なり、河川法でいえば、利水・治水のところから環境は法目的に入っていった。海岸法も

同様に、環境が法目的に入っていった。 

 一方で東京湾は、ほとんどが港湾区域になるのですが、港湾法改正のときに法目的に入

らなかったんです。環境のことは同じように港湾法の中にうたわれたのですが、何かをや

るときに配慮しましょうというところで止まってしまって、積極的に環境をよくしていく

ことが法目的の中に入らなかった。結果として、海で環境が悪くなっても、あまり関係が

ないのではないかという考えが残ってしまったのだと思います。ところが、環境が悪くな

っていくのと人間がおかしくなっていくのが同じように起こってしまった感じになりまし
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た。そこで、法目的には入らないけれども、もう少し積極的に何かやったらいいのではな

いか、環境をよくしていくことをやっていかなければいけないのではないかとなってきた

と思うんです。それに取り組んできたお話をさせていただきたいと思います。 

 プロフィールを言うと長くなりますので、このへんはやめておきますが、簡単に言うと、

もともとは環境関係のコンサルタント会社に勤めていました。来月で 62 歳になります。

『ザ！鉄腕！DASH！！』という番組をご覧になっている方？ ありがとうございます。

千葉県も大変視聴率が高いようです。日本テレビさんにはよく言っておきます。どうして

もそちら側のイメージが強くなってきているのですが、もともとはそういうことではなく、

環境関係のコンサルタント会社をやっていました。 

 私が就職するころは、ちょうどオイルショックのあとの就職難の時代で、そんなに出来

がよくなくて、どこも雇ってくれないので、しょうがないから自分で会社をつくっちゃお

うと、つくったことからスタートしています。3 人で会社をスタートして、 初は食べる

のも大変だったのですが、それなりに頑張れば、頑張った分だけ収入になってきて、だん

だん会社も成長してきて、100 人を超す会社になり、年商 7000 万稼ぐぐらいがやっとだ

ったところからスタートして、年商で 20 億超すぐらいまでの会社にして頑張ってきまし

た。 

 環境関係の民間のコンサルは、だいたい公共事業で食べています。役所の方しかいない

ので大変失礼な話ではあるのですが、お役所の言うことを聞いて、甲と乙の関係でやって

いると、やればやるほど会社はもうかるのですが、環境のためにやっているはずのものが、

どんどん環境が悪くなっていく気がしてしかたがなかったんです。人生 1 回きりしかな

いので、40 歳になったときに、80 歳まで生きるとしたら残り半分だなと思って、自分で

経営した会社を放棄して、後進に譲って、今 NPO みたいな形になっています。 

 NPO でやったというのは、NPO 法ができたのは、ちょうど阪神淡路大震災のあとで

す。あのときにボランティアの人たちがたくさん現地に入ったのに、なんの身分の保障も

なく一生懸命やってくれたこの人たちに、ちゃんと法的に根拠を与えなければいけないと。

たとえば、青年海外協力隊がそうだったんです。ある意味、政府の命を受けて海外へ貢献

しに行っているのに、なんの身分の保障もないという格好で行っていたので、こういう人

たちも含めて、ちゃんと身分保障をしなければいけないということで、当時 NPO ができ

ました。できた当初は 17 の分野だったのですが、今は分野もだいぶ増えています。 

 そういうことで始めたのですが、当初、海の環境活動というと、反対運動しかないよう

な世の中でした。私は世代からいうと、高校生のころが成田運動の 末期ぐらいなんです。

あのころに、いいも悪いも、どっちがいいんだろうと。幸い、こうなんだと教える高校で

はなくて、自分の目で見て判断しなさいと教えてくれる県立高校だったので、自分で見に

行ったりしました。もちろん行政が言っていることは間違いではないだろうと思うんです。

でも一方で、座り込んでいる人をこん棒で殴っている姿を見たときに、どっちが正しいの
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かなと若いなりに頭を痛めるわけです。どうなっていくのだろうと見ていったのですが、

結果として、空港はできました。あの空港がなかったら大変だったと思うんです。反対運

動をやっていても、あまりいいことにはつながらないなと、おぼろげながら心の中に持つ

ことがあって、そうではなくて、行政の人たちと積極的に手を組んで、物事を解決に向け

たほうがいいのではないかと思い始めました。それで NPO をやった。 

 当時、海の関係で、そういう考え方で、しかもコンサルをやっていましたから、行政側

の考え方もある程度分かりましたし、一緒にやる人がなかったわけで、便利に使っていた

だいて、結果としてこうなってきたのかなと思うと、ある意味育てられたのかなと思うと

ころもあって、感謝するところも多いです。 

 なのですが、当初は行政に行くと、市民活動団体というと、知らない人にはシッシッと

追い払われたり、悲しい思いをすることもいっぱいありました。そんなことは法目的にな

いんだよと言われたり。それでも「そうではなくて」と言ってくださる行政の方は結構い

らしたんです。たまにですが。そういう方々といろいろ組んでやってきた結果として、こ

ちら側の考え方で動いてくださる方が、行政の中でもだいぶ増えていったのかなと、ここ

20 年、徐々にですが感じるようになっていきました。とはいうものの、まだまだだなと

感じることはあります。 

 たとえば某省の人事担当のところへ行って、テーブルをたたきながら、金輪際、仕事な

んかくれと言わないから、人事権を俺によこせと言ったこともあります。この省へ行くと、

やれ会計検査がとか、財務省が予算つけないんだよ、全部カットされるんだよと言って、

やらない理由にされたりする。頭にきて財務省に殴り込んだこともあります。「ここの省

に行ったら、こんなこと言ってるんだけど、どういうわけだ」。そうしたら財務省のほう

は「いや、そんなことはない。現行の法律の中で、その程度だったらできるはずだ」と言

うんです。どっちが言っていることが正しいんだろうと、文句を言っていても始まらない

んです。 

 なので、話し合いながら、いい方向に向けるように、世の中をよくしていきたいという

思いは、立場は違え、同じはずなんです。なので、そういう話し合いを続けてやっていく

必要があると思うのですが、残念ながら人事異動があるたびに、大変な思いになります。

もう一回、いちからスタートみたいなことになるんです。当初は面倒くさいなと思ってい

たのですが、結果的に見ると、理解者が増えていったと思います。 

 たとえば海の関係で申請に行くときも、あれやこれや、やられるわけです。海で子供た

ちと一緒のイベントをやったりするので、「分かりました。では、子供に手書きで申請書

を書かせて、マスコミを連れて申請に行かせます」と言うと、おかしなもので、たいがい

通ったりするんです。得てしてそんなもので、横浜のみなとみらいの真ん前でワカメを育

成するイベントなどもやっているのですが、当初は市民団体が公有水面を占用するなんて

あり得ないと言われることもありました。ただ、やっていくうちに、天皇陛下が横浜に視
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察されるイベントがあったときに、その目の前でやってくれと言われるようになってから

ガラッと変わりました。そんなもんなんだなと思うのですが、それをつべこべ言うのでは

なく、前向きに捉えてやっていくのがいいのかなと思っています。 

 そういうことをやっているうちに日本テレビさんにつかまり、あれは当初出る予定では

ありませんでした。当初、DASH 村という企画をやられていました。DASH 海岸を始め

るときに、DASH 村の企画がちょうど 10 年を迎えようとしていて、海のこともやって、

里と海をつなげるような取り組みに進化させていきたい。残念ながら、東北の震災で

DASH 村はなくなってしまいましたが、それでお話を聞きました。 

 そのときに、やれるところを探して、東京湾中を当たったそうです。もしかしたら日本

テレビさんは皆さんのところも回っていたかもしれない。しかし、自然の豊かなところや

きれいなところでやるとネタとしてすぐ終わってしまうので、TOKIO のメンバーに困難

なところでやらせたいという思惑があったんです。もう一つは、困難なものを解決に向け

ていく番組をつくろうとすると、東京湾か大阪湾になるんです。また、制作費を削られて

旅費をあまり使えない。結果、東京湾でやらざるを得なくなったという話なのですが、ど

この行政に行っても、バラエティなんかで、そんなことをやられたら困るということで、

全部追い払われたんだそうです。 

 ところが何カ所かで、横浜に木村ってやつがいるから、ちょっと相談してみなと言われ

たそうで、ある日訪ねてこられて、分かりましたと。よくテレビであるような、ちょっと

やって、すぐやり逃げするようなことになってしまうと、その場所が逆に悪くなってしま

うので、きちんとやってくださらないと困りますということが一つと、こちら側で土木か

ら生物から水産から、いろいろな分野の専門家チームを裏側でつくりますから、いちいち

ネタを相談してもらって、物事を進めるようにしてくださいとお願いをしました。 

 その中の一人として私がいまして、結果、何が起こったかというと、第 1 回目のロケ

のときに呼ばれたわけです。TOKIO のメンバーが、これまでの 10 年いろいろなことを

やってきて、いろいろなことを知っているベテランという立場になっているとはいうもの

の細かく知っているわけではないですから、違ったことを言ったときに、それを補正する

ためにいてくださいと言われました。裏方のつもりでいましたから、カメラの後ろ側に隠

れていたんです。TOKIO のメンバーが「これ何だろうね」という話になったときに、デ

ィレクターに背中をドーンと押されて、カメラの前に出てしまったんです。そうしたら、

答えざるを得なくなりまして、それを答えて「今回限りですからね」とディレクターに言

ったら、向こう 10 年覚悟してくださいと言われて。 

 初はとんでもなかったです。こんなに世の中が狭くなるかなというぐらいのことにな

って。でも、やっていくうちに、全国でこういう活動をしている人たちから、いろいろお

便りをいただいて、おかげさまで追い風が吹きました。こういうことが大事なんですね、

やったら、いいことにだんだんつながっていくんですねとお便りをいただいていくうちに、
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やめるにやめられなくなりました。街を歩いていても悪いことはできないし、飲み屋に行

っても暴れられるわけでもないし。暴れませんけどね。そんな感じで世の中が狭くなって、

弱ったなという。 近、困っているのが、自宅を探しに来る人が現れる始末で、ちょっと

怖いなということになってきているのですが、それでもしょうがないかなということです。 

 今年（H30）でちょうど 10 年目を過ごしています。来年の 4 月には 11 年目を迎える

のですが、「10 年という約束でしたよね」と日本テレビさんに言うと、いえいえ、まだ

まだですと言われるので、当分終わりそうもありません。そんなことでやっているのです

が、11 月 4 日が今度のオンエアの日になります。DASH 海岸のスペシャルが放送されま

すから、ぜひご覧いただければと思います。申し訳ないのですが、ネタは言えません。放

送を楽しみにしていただければと思います。 

 そういったことでやっているので、もともとは環境を少しでもよくしようという活動を

日々やっているのが本業ということで、ご理解いただければと思います。今年は特に鉄腕

DASH をやっていますと言いづらい状況になってしまって、女子高生が走り寄ってくる

と、逆に緊張感が高まるわけです。女子高生が寄ってきて、「すいません」と言われると、

「見ててくれてありがとう」と言うわけですが、「うちの父がファンなんです」。あなた

じゃないのねという感じだったり。妙齢の若奥様が走り寄ってきて「好きなんです」と言

われて、「いきなり告白されても」と言うと、「いや、うちの主人が」という話だったり

するのですが、だいたい男の高齢の方、大人の方に人気がある一方で、お子さま方にも人

気があるようで、アンケートを取ると、子供に見せたい番組の第 1 位を継続しているよ

うなので、ありがたいことだなと思います。子供の夢は壊せないので、品行方正に生きて

いかなければいけないと、あらためて自分を戒めています。 

 ご存じかと思いますが、日本テレビアナウンサーの枡さんは水産を専門に学ばれて、ア

ナゴやアサリの研究をやっていましたので東京湾には大変造詣が深く、東京湾再生官民連

携フォーラムという官と民が一緒になって東京湾再生に向けて頑張っていきましょうとい

う組織ができています。八都県市の方に参画いただいています。というのは、その上に東

京湾再生推進会議があって、小泉純一郎さんが総理大臣の時代にできたんです。例の都市

再生推進と同時に東京湾再生が言われました。4 省庁と八都県市の方が参画して会議を重

ねながら、江戸前、泳げる、おいしいなどの東京湾再生の目標立てをしながらやっている。 

 ところが、第 1 次の 10 カ年計画で、一生懸命やってくださっていたのですが、どうし

ても行政だけの閉鎖された中でやっていると、どういうふうに進めているか知られないん

です。スピード感もなかなか出ないというので、第 1 次 10 カ年計画が終わったときに、

国と、もう少し民間の力を使ったほうがいいのではないかというお話をしました。民間の

アイディアだけではなく、民間のお金を使うという意味でも進めていったほうがいいとい

うことで、第 2 次 10 カ年計画のときに、官民連携フォーラムを立ち上げました。やって

いるということももちろん大切なのですが、それを多くの方に知らせていくことが、もの
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すごく大切なことなので、知り合いだった枡さんに、

ぜひ東京湾再生のアンバサダーになってくださいと

お願いして、今アンバサダーをやっていただいてい

ます。 

 まずは東京湾の基本的なことをお伝えしておきた

いと思います。館山の洲崎
すのさき

、三浦半島の 剣 崎
つるぎざき

を

結んだ線より内側を東京湾といいます。富津岬と観

音崎を結んだ線の内側を東京湾内湾、外側を東京湾

外湾といいます。内湾の平均水深は 15 メートルぐ

らいで、外湾は一気に 700～800 メートルぐらいま

での深い谷があり、この谷の延長線上が横浜沖に差

し込んでいるような地形をしています。 

 千葉県側は、もともとは広く東京から干潟でグーッ

と囲まれていた場所で、今残っているのは盤州
ばんず

干潟、

富津岬の周辺、よく話題になる三番瀬のところです。

東京側に来ると、ここに三枚
さんまい

洲
す

がありまして、その

ぐらいが有名な干潟です。もともとは、ぐるっと 1

周干潟でつながっていた場所で、こういう谷ができて

いる場所は、番組でも時々やっていますが、東京湾海

底谷といいます。もともと海水準がガーッと下がった

氷河期に、川として流れ込んで削られていったところ

です。逆に、縄文時代の温暖な海進期になっていきま

すので、海水準が上がって、ずっと内陸のほうまで海

になった時代がありました。そういうことがあって、

ここに谷がある地形を示しています。 

 大小、七十何本だったかな、河川が入っています。

特に千葉側は小さい河川がいっぱい入っている。江戸

川、荒川、大きくは多摩川という水が入ってくる。コ

リオリの力って知ってます？ 東京湾の水は、だいた

い 1 カ月ぐらいで入れ替わります。埋め立てが進ん

だので少し日数が変わってきていて、夏と冬で多少は

違います。そうすると、反時計回りで東京湾の中に入

っていった水が流れ出ていきます。一方で、東京湾に

は黒潮が差し込んできます。反時計回りに流れていく

一方で、黒潮の分流が谷に従って差し込んできます。
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これがここで湧昇してきたときに、多摩川の水や荒川の水とぶつかって大変豊かな漁場が

ここにあったということになっています。 

 ですから、地形ごとにいろいろな環境の特徴があって、東京湾と一口に言うのですが、

みんな一緒ではないんです。千葉側、東京側、横浜側で言えば、地形が違いますから当然、

自然環境も生き物も全然違ってきます。皆さん、それは人間には関係ない、生き物の話で

しょと言うかもしれませんが、あとでお話ししますが、人間も生物ですから、自然環境に

大きく影響を受けています。 

 戦後、欧米型の経済成長をさせていったときに、キリスト教文明の考え方が多く日本に

入ってきました。キリスト教文明では、人間も自然も神がつくったものだと。階層化させ

て、別のものだという考え方をしました。ところが、日本はもともと八百万
やおよろず

の神々がいて、

すべてのものに神様が宿っていて、それを大切にしながら生きていくということで、それ

は自然の 理
ことわり

にかなっていたんです。ダーウィンの話の中にもそれが出てきますが、欧

米の人たちは、ダーウィンのそれを指して、そういう理解はしなかったようです。ダーウ

ィンの進化論を見ても分かると思うのですが、千葉の人は千葉の自然の中で育ってきます

から、千葉らしい人ができるわけです。横浜の人は横浜の自然がありますから、横浜らし

い人ができるんです。人間が少し違っているんです。これは大切なことです。生物多様性

は大事だと言いますが、人間の多様性は大事だと言っているのと同じなんです。それを認

めることは、すごく大切です。 

 確か千葉にある磯辺高校でしたか、そこの高校の校章は打瀬舟の帆のマークですよね。

これだけ自治体の方がいらっしゃると、きっとご存じの方がいらっしゃると思うのですが。

今でこそエンジンの付いている船で漁業をやっていますが、昔、打瀬舟があったころは風

や櫓
ろ

の力を使って漁業をやられていました。そうすると当然、海がしけたり、たとえば北

西の風が吹いて自分のところに帰れませんという横浜側の人がいたら、こっち側に漂着し

て、こっち側の人が助けてくれたとか。あるいは東京湾は北東の風が卓越して吹くところ

ではあるのですが、千葉の漁師さんたちが風で帰れませんというときは、こっち側の人が

助けた。当時は、そういうご縁で対岸同士が深くつながっていたんです。 

 今でこそ海でゴミを捨ててはいけませんという話になっていますが、昔は海に何でもご

みを捨ててしまいましたよね。流れ去ってくれるという。でも、そうでもないという。結

局、自治体さんは細かく分かれているのでしょうが、こう流れているとなったら、ここで

ごみを拾わないと、こっちの行政の人が困るわけです。ここでごみを拾わないと、こっち

の人が困るよねというつながりがあるんです。逆に言えば、人が助け合うというつながり

もある。 

 あるいは、ここでハマグリをいっぱい増やそうとすると、東京に流れていって、お台場

でハマグリが取れるようになるということがあるんです。そういうつながりがあるのです

が、ごめんなさいね、自治体の人って、どうしても行政区分で物事をお考えになって、つ
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ながりで物事を考えない傾向があるようだなと。でも、そういうことでは、だんだん解決

しなくなっているものが増えていると思うんです。 

 たとえば土木と建築の隙間とか、河川と海岸の隙間といったところで問題が起きるんで

す。行政区分だけではなく、その隙間を埋めていくように改善していこうと、市民活動と

してやっていこうと増えていったのが市民活動のスタートの大きな問題だったんだろうと

思います。 

 今、東京湾の後背地の流域人口が 3,000～3,200 万人ぐらいといわれています。だから、

日本の 4 分の 1 の影響がここに出てきているんです。それを 終的に工業的に利用して、

人が近付けず、見えないようになっていくと、そこにどんな問題が生じているのか誰も気

が付かなくなっていく。環境関係の方は皆さん、台所の排水に気をつけましょうと、この

行き先はという言い方をしますよね。あれと同じようなことがすべて、この人たちが、い

かに意識高く日々の生活を過ごしているかという様子がすべて東京湾に現れるわけです。 

 東京湾の下水の整備率は 100％に近くなってきています。とはいうものの、下水処理場

は見た目の汚れは取るのですが、栄養源をカットしてくれません。それが東京湾に栄養と

して入ってきて、結果として、いろいろな悪さをして、東京湾の中に酸素ができない海が

できていきます。それが問題だから、改善に向けなければいけないと言われて、東京湾再

生と言われるようになったのですが、東京湾は問題だ、問題だと言って解決に向けるのと、

「東京湾はいいところだよ。楽しいんだよ。だからよくしようよ」というのでは全然進み

方が違っていくんです。 

 私が目指しているのは後者で、こういう谷があるからおもしろいところもあるし、

3,000 万人から住んでいて、東京湾には生物豊かな海が維持されている。だからこそ周辺

の環境の健康も遺伝子の異常も起こさず保たれているということがあったら、人間がベー

スに経済活動が行われていきますから、経済発展も持続可能で回っていくわけです。こう

いうことが実現できるのだったら、私は東京湾を世界遺産にできると思っています。これ

こそが世界の見本だと。私は、まじめに世界遺産にしたいと考えていますので、ぜひ皆さ

んもご協力いただけたら、ありがたいと

思います。 

 少し身近な話をしていきたいと思いま

す。神奈川県の三浦半島にある小網代
こ あ じ ろ

の

森というところです。かつて東京湾の周

りは、このようなところばかりでした。

千葉側もおそらくそうだったんだろうと

思います。神奈川県側ですと、もはや、

ここでしか、こういうものは見られない。

森があって、森からの水が流れ込んで、
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塩生植物帯があって、干潟があって、干潟の先にアマモが生えている。豊かですよね。こ

ういうものがなくなっていってしまった。 

 今となっては、こういうところを増やしたいと言っても、できる余地もない。だけど、

こういうことを目指していく、こういうところを少しでも増やしていくことによって、結

果として、ここの周りに住んでいる人が幸せに暮らしていける。失礼なのですが、希少生

物よりも、僕はどちらかというと、周りに住んでいる人たちが幸せに健康に豊かに暮らし

ていけるほうが重要だと思っています。たとえば希少生物や希少種がどうこう言うのはち

ょっと違っていると思っていて、むしろアリやスズメなど、当たり前のものが当たり前に

いることがベースになっていることをむしろ大切にしたほうがいいと思うんです。だから、

今となっては夢のような世界ですが、こういうものを少しでも増やせるような努力はして

いきたいと思うわけです。 

 これが今こういうことで表わされるのですが、森から海までつながっています。よくあ

るのは、森は森、川は川、海は海、里は里だとか、そうではなくて、今や森だけでは収支

が合わなくなってきているし、海だけでも収支が合わなくなってきている状況です。それ

を連携して、物事を考えていく枠組みをつくっていくことが大切だと思うわけです。 

 たとえば多摩川へ行って、川の活動をやっている人と話をしたら、こんなことがありま

した。一時は多摩川のアユが絶滅しかけていた。それが、今や 1000 万尾を上回るぐらい

の量が遡上している状況です。「昔は、あぶくばかりの川だったのに、皆さんが川をきれ
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いにする努力をする、あるいは川の環境を一生懸命整備していったから、こういうことに

なったんです」という話をすると、「いえいえ、海の人たちが、アユの稚魚が海を下った

ときに、その稚魚がいられる場所をつくってくれたから、こんな川に上ってきてくれるん

です」という言い方をする。これって素敵だと思いません？ 

 あるいは、川でごみ拾いをする人がいたときに、その人に「環境をよくしようと思って

一生懸命、葦原を増やしてみたら、そこにごみがひっかかって、ごみ拾いが大変ですよね」

と言うと、「いやいや、ここでトラップしてくるから、ここで拾えるのであって、このま

ま何もなかったら海に流れていって、海の人が困るでしょ」。物は言いようだと思うんで

す。「向こう三軒両隣」という言葉がありますよね。自分の家の前の道を掃除するのに、

どこまで掃除するべきなんだろう。両隣と向こう側の 3 軒ぐらいは、ちゃんときれいに

しましょうねという気持ちのつながりをつけていくことが、結果として、いいほうに向か

っていくと思います。 

 太平洋沿岸の方は、ちょっと違うかもしれませんが、失恋したときに海へ行って、対岸

が見えなければ「ばかやろう」と叫べるかもしれないけど、東京湾だと対岸が見えていま

すから、失恋して海へ行ったときに「ばかやろう」と叫んだら、対岸から「なんだ、この

やろう」と言われるようなところなわけです。だからこそ、つながって、一生懸命いろい

ろ考えていったほうがいいのだろうと思います。 

 これは大田区大森の写真です。千葉の木

更津、富津あたりはノリ柵が立っていて、

ノリの養殖をやられています。アマモとい

う海草の移植をして増やしていったときに、

漁師さんたちからすごくクレームが入った

んです。なぜかというと、昔はノリ網の上

から掃除機のような道具でノリを吸い取っ

ていたのですが、今は潜水艦といって、ノ

リ網の下に船ごと潜り込んでいって、カッ

ターで巻いてノリを取っています。そこにアマモの切れ端が入っていると、ノリに混ざっ

てしまって大問題なんだそうです。 

 今、ノリの一番の売り先は大手コンビニのおにぎり用です。アマモがちょっとでも混じ

ると、大きな箱が 1 箱返品になって大問題だ、アマモをなんとかしてくれと。だけど、

アマモが生えているからこそ豊かでいられる部分もあるわけです。光合成で海に酸素を供

給してくれる。海のゆりかごといって、いろいろな魚たちがそこについてくれる。だから

こそ、豊かな海があって、豊かな海で育てているからこそ、おいしいノリができるんでし

ょと、理屈で言うとそういうことになるのですが、なかなかそれが理解されないわけです。 

 しょうがないから、ノリ柵を立てるのは、さすがに技術的にできないのですが、抜くの
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が大変だという話を聞いたので、毎年 10 人ぐらい仲間を募って、木更津金田のノリ漁師

さんのところへ、ノリの棒を抜きに行きます。千何百本も抜くのですが、お手伝いに行っ

て、飲みながらお話ししているうちに、お互いに「そうだよね」と、返品されてきたノリ

があったら、われわれで売って買い支えるようなことをやろうよとか、大変だからという

ことで、お互いに気心が知れてくると、だんだんそういうことも広がってくるんです。だ

から、そういう関係やつながりをつくっていくことは、すごく重要だということが分かっ

てきました。 

 これはアサクサノリです。アサクサノリ

はノリの種類です。昔、浅草で取れていた

とか、浅草紙といっていた四角いちり紙が

あって、浅草紙と形が同じなのでアサクサ

ノリといわれたという人もいますが、ノリ

の種類です。昔はこれを育てていたのです

が、病気に弱いんです。このノリは、いい

川の水が入ってくるところでしか育ちませ

ん。今、いい川の水が入ってくるところが、

なかなかないということもあって、その後、スサビノリという種類のノリに変わっていき

ました。ですから、アサクサノリは東京湾では絶滅したと言われていました。 

 ところが、もう十何年か前に

なるのですが、多摩川の河口で

見つかりました。そのときの写

真です。千葉県の博物館の方が

同定して、アサクサノリと分か

ったのですが、ちょうど川の河

口のところですから、潮が行っ

たり来たりするところなので、

川や海をよくする努力をして、

関心が高まっていったときに、

あるじゃないかと発見されたん

です。だから、こういうのも、そういう隙間にあるもの。それが発見されると、川の人も

海の人も、お互いによかったねという話だったと思います。だから、ただ見つかったでは

なくて、なぜ見つかったのか、なぜそこにいてくれたのかということを考えていくことが

大切だと思います。 

 私は毎年、東京湾の各地や、ほかの県のノリを取り寄せて食べ比べる会をやっています。

毎年味が違います。今年は東京湾で言えば、三番瀬のノリの出来がいいねとか、今年は木

49



更津のノリの出来がいいねということがあ

ります。他県と比べなければいけないので、

たとえば松島湾のノリは天皇陛下にも献上

されているのですが、松島湾、佐賀、熊本

のノリや、行徳、木更津、金沢八景等のノ

リを取り寄せて、食べ比べをやっています。

うちの会の中で、ブラインドで、どこの産

地か言わずに並べておいて、みんなでそれ

ぞれ点数をつけて、これがうまいなという

ことをやるわけです。これが結構楽しいんです。 

 やっていったときに、今年はどこがいいねというのが分かるんです。そうすると、同じ

東京湾でも年の環境状況によって、9 月ぐらいから育て始めますから、その年の春から夏

にかけて、それから 9 月、10 月の天候や海の状況、雨の状況で、毎年味が違ってくる。

これがおもしろいところで、この違いを楽しむことは、すごく重要だと思います。富津の

ノリ、金田のノリ、行徳のノリ、船橋のノリと全部味が違いますから。ぜひお試しいただ

けたら楽しいと思います。 

 これはアオギスです。かつては東京湾に

当たり前にいました。これも川と海を行っ

たり来たりしている魚でした。先ほどのア

サクサノリも川の水が入ってくるところで

しか育たないという話をしましたが、だい

たいそういうところのものに絶滅種が出た

という。東京湾で絶滅してしまった魚です。

今では大分の中津でしか取れないのですが、

大分から取り寄せて食べてみたところ、シ

ロギスが鮎だとすると、アオギスは岩魚かなという、ちょっと野性味のある、それでもお

いしい魚です。40～50 センチまで大きくなるといわれているので、釣り味が大変おもし

ろい。脚立釣りでやられていたわけです。臆病で、船の影をすごく嫌うので、船ではなく

て脚立を立てて、脚立から長い伸びざおを出して、釣って楽しむ魚です。 

 これを食べてしまって、環境保護団体からすごいクレームの連絡が来まして。あんたが

食べるから、みんなまねして絶滅するんだという理屈なんです。食べてみなければ分から

ないよなとブツブツ言いながら。なのですが、こういうのも復活してくるような環境、残

念ながら放流すれば増えるというわけではないんです。これがいられるような場を整備し

ないと、いくら放流してもなんにもなりません。なので、そういう場の整備をしていくこ

とが大切だと思います。市川かどこかに 櫓
やぐら

舟
ぶね

の博物館がありますよね。これはあそこで
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展示されています。 

 それから、ハマグリです。今、千葉県側の漁師さんがハマグリを一生懸命増やしていま

す。あのハマグリは熊本から稚貝を持ってきて、まいているハマグリなんです。だから、

あれがだんだん増えてきて、お台場や東京側でも徐々に増えて、多摩川河口でも取れるよ

うになり、やがて DASH 海岸にも来るだろうなと楽しみにしているのですが、千葉県側

の人が一生懸命やってくれると、東京・横浜のほうに、そういう効果が出てくることにな

ります。 

 千葉県側でアサリが減っている。横浜側では場所によっては相変わらず取れているとい

う状況がある。でも、千葉県側の漁師さんたちは、アサリが取れないのですごく苦しんで

います。いろいろ事情はあるのですが、本当は横浜側と千葉側で連携して、横浜で稚貝を

取って、千葉側でまいて育てるとアサリが千葉で卵を生んでくれて、横浜側にまた戻って

くるという流れが出てきますから、そういう協力をし合ってもいいのではないかと思った

りするのですが、それはさておきハマグリです。 

 これは日本型のもともといたハマグリで

す。今のハマグリは二等辺三角形をしてい

ます。1 辺が長いへの字型をしているハマ

グリが、もともと日本にいたハマグリです。

これも川の河口でしか出ないのに対して、

今いるハマグリは、もう少し沖合の塩分濃

度の高いところにいます。ハマグリは粘液

を出して、潮に乗って、ズルズル引っ張ら

れて移動していくんです。自分の好きなと

ころを見つけてそこに住む。自分が嫌いなところにいると、粘液を出して、どんどんどこ

かよそに行ってしまうという貝です。なので、大分の漁師さんは 1 カ所ハマグリがいる

ところを見つけると、取っても取っても次から次へとそこに来るので、一生ハマグリが取

れるという言い方をしますが、なぜそこの場所が好きなのか、いまだに解明されていませ

ん。これも東京湾では一時絶滅したので

はないかといわれていたのですが、時々、

これは三番瀬ですが、見つかったりしま

す。なので、日本産のものが、ちゃんと

増えていったらいいだろうと思いますし、

そういう努力をしていくべきだろうと思

うんです。これは今のハマグリです。こ

れに対して、日本産の 1 辺が長いハマ

グリは多摩川河口で見つかったものです。
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多摩川河口でも時々、何かの拍子で 1 個とか見つかる。たくさん見つかることはないん

です。そんな状況なのですが、なんとか増えてほしいと思います。 

 これはシラウオです。サケ科の魚です。

シロウオとシラウオ。シロウオはハゼ科な

のですが、これはサケ科です。なので、ア

ブラビレがここにあります。徳川家康は、

これが食べたいがために大阪の摂津から漁

師を連れてきて、佃島に住まわせたわけで

す。なので、東京湾の漁師さんたちの中で

は、佃島の漁協さんだけは特別扱いをされ

ていたようです。 

 江戸時代、海の上をどう利用するか、どういう区分分けをするかということで、血で血

を洗う争いがあったそうです。世界に先駆けて、東京湾中の漁師が集まってルールを決め

る会議が江戸時代にありました。これはすごいことなんです。世界で初めてなんです。そ

ういう会議があって、基本的なルールが決められたのは、東京湾が世界でも初めてだった。

おもしろいのですが、そのときに佃島だけ、俺たちは特別なんだと言ってその会議には参

加していません。そんな裏事情もあったのですが、これがシラウオです。 

 これも川と海を行ったり来たりしている

魚。東京湾では絶滅したといわれています

が、上総湊の川です。四つ手網の漁をやら

れている方が、ついに 1 軒になってしま

いました。東京湾ではこの方たった 1 軒

です。この方も引退すると言っていますの

で、ぜひこれを保存していただけるように。

たとえば、こういうことをやる若手の人た

ちでグループをつくって存続させることを

やっていただけたらありがたいなと思うのですが、好きで行ったりします。これはもとも

とシラウオではなくハゼ科のシロウオを取る漁です。大変おいしいのですが、これに時々

シラウオが入るんです。あまり大きく騒がれていませんが、これを大切にしてほしいと思

うので、上総湊のご担当の方がどこかにいらっしゃいます？ いらっしゃらない。残念だ

な。いるんだけど手を挙げない。これはもはや文化なので、ぜひこういうことを大切にし

ていただきたいと思います。 

 東京湾の課題の話をしていきます。こういった赤潮。人間生活が原因での栄養が海に入

ってくると、プランクトンが膨大に湧いてきます。プランクトンの量が決まっていて、そ

こに栄養が投入されるのではなく、入ってきた栄養の分だけプランクトンが湧きます。そ
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うすると赤潮という現象になります。ちな

みにこれは夜光虫なんです。時々、夜、恋

人同士が海の中に入って、「光っててきれ

い」とやっていますが、昼間見ると、こん

な中で戯れているわけですね。どうなのか

なと思いますが。 

 これをなんとか伝えたいと思ったんです。

それで、大分の血の池地獄で売っている T

シャツを買ってきて着て、海がこうなんで

すという話をしていたのですが、家で着て

いたら、女房に頭をたたかれました。私の

立場はどうなるんだと言われたりするんで

す。家では一切着られないのですが、人に

伝えるのは大切だし難しいということで、

いろいろ工夫しなければいけないと思って

着ていたわけです。人に伝えて、人に言う

ことを聞いてもらうのは難しいなと、その

ときにも思ったわけです。 

 理路整然と言うと人に伝わるのかというと、そういうわけでもなく、行政の方を前に失

礼ですが、行政の方は法律で動いているだけではなく、意外と感情で動いていたりします

よね。なので、伝えるって難しいなと、私もいつも自分を戒めています。女房でさえ言う

ことを聞かないのだから、よその人が言うこと聞いてくれるわけないよなと。だから、そ

れなりに努力をして、ちゃんと伝えるということをやらなければいけないと思っています。 

 そんなに長い期間ではないですが、赤潮が死にます。それが海の中に沈んでいって堆積

するわけです。海の中というのは、おもしろいもので、それを放っておかないんです。微

生物が分解しようとするんです。そのときに大量に分解しなければいけないので、海の中

の酸素をたくさん使ってしまいます。そうすると、海の中に酸素のない水の塊ができてし

まうんです。そうすると、特に夏場なので、水温躍層という言い方をしますが、太陽の熱

で海水が温められますから、上下の水がなかなか混じり合いません。そうすると、上に温

かい水のふたをかけられたような状態になって、その下で貧酸素という酸素がなくなる状

況が起きてきます。溶存酸素の濃度で 1 を切ると、白色硫黄細菌が海底に繁茂し始める。

白色硫黄細菌がいい悪いではなく、白色硫黄細菌ができるような状況になると酸素がなく

なっているというサインだと。 

 千葉側で言うと、船橋や市川など、千葉港内でもよくあるのですが、北の風が吹いてく

ると、表層の水が沖合に追いやられるので、下に酸素のない水が湧き上がってくるわけで
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す。酸素のないときに硫黄成分が水の中に

溶け出してしまいますから、硫黄分が酸素

に触れるので青く発色します。そうすると、

青潮という状況が起きる。これはヒトデな

のですが、酸素がないと、上へ上へと逃げ

ようとします。ロープでも垂れ下がってい

ると、ヒトデがロープを一斉によじ登り始

めるんです。芥川龍之介の小説に『蜘蛛の

糸』ってありますよね。あんな状況が海の

中にできている。だから、いくら水面から上を商業都市として開発しても、目の前の海の

中がこんなだと、この文明や文化が、いかにも刹那的で、持続できそうもないという感じ

になっていきます。人類がこれで本当に未来永劫生活していけるかというと、そういうわ

けでは決してないだろうと。 

 たとえば横浜港ですが、見た目、見栄え

はいいわけです。ここで、あしたあさって

と、私も関係した東京湾大感謝祭をやるの

ですが、水の中がこんな感じです。そうす

ると、どうなんでしょうねと言わざるを得

ない。これが本当に豊かであったときに初

めて、この文明は立派で持続可能だという

話になっていくと思います。これは千葉側

の青潮の写真ですが、千葉港に立っている

千葉ポートタワーのてっぺんから撮った写真です。 

 よく子供たちに、「赤潮、青潮、黒潮、どれが一番きれいでしょう」というクイズを出

すんです。大人だったらすぐ黒潮だと分か

ると思うのですが、子供たちは素直だから、

黒よりは赤や青のほうがきれいだと思うみ

たいです。だから、黒潮と聞くと、びっく

りする子供もいます。きれいというのはす

ごく問題で、人によって感じ方が違います。

先ほど人間の多様性も大事と言いましたが、

たとえば、ご結婚されている方も多いと思

います。きっと自分の奥さんが、よその誰よりもきれいだと思って結婚されているわけで

すよね。誰もうなずいてくれない。人によって好みが違うわけです。それが大切。人によ

って感じ方が違う。それが大切。人によって違うものを理解するように、ちゃんと話をし
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なければいけないと思うんです。 

 環境の部局の方もいらっしゃると思うのですが、たとえば、科学的酸素要求量（COD）

という海の汚れの指標があります。COD なんていう言葉を当たり前に普通のところで使

っていると、「それキャッシュオンデリバリーの略ですか」と言われたりする。ちゃんと

伝えなければいけない、ちゃんと説明しなければいけないということが大事だと思います。

こういうことを伝えていかなければいけない。 

 これを問題だ、問題だと伝えるのと、「東京湾って、いいところがあるのだから、それ

を生かせるように、なくすような努力をみんなでしていったほうがいいよね」と言うのと、

全然言い方が違ってくるわけです。今の税収の状況でいうと、市民や住民が何か文句を言

えば、行政の方々が何かやって解決してくれる世の中では、もうなくなっているわけです。

われわれ住民もこういう努力をするから、行政の方々も一緒にやってもらいましょうとい

う社会をつくっていくことが、むしろ大切だと思います。 

 だから、3,000 万人いたら、3,000 万人にどうやって伝えていくかということが大切で、

皆さんの自治体ごとの人口にどう伝えていくかが大切だと思うんです。ところが、3,000

万人に伝えていこうとすると、3,000 万通りの「Up to You（アップトゥーユー）」をや

らなければならないと覚悟しなければいけないわけです。いろいろな好み。子供たちは一

人一人違う筆箱を持って学校へ行っていますよね。音楽だって、みんな好きな音楽が違う

わけです。決して見た目のきれいさに惑わされることなく、それぞれの好みを大切にして

いかなければいけないと思うんです。私の知り合いでも、見た目のきれいさに惑わされて、

六本木や銀座でたくさんお金を使ってしまった人がたくさんいますから。そういうことで

はなく、きちんと多様性を尊重しながら、やっていくことが重要なのかなと。 

 先ほど言った脚立釣りはこれです。昭和

47 年に横須賀でこの姿を見られたのが

後だと、よく言われています。かつてはそ

うだったんですねと。私もそういう記憶は、

もうないですから。やってみないと分から

ないということで、なんでもやってみるわ

けです。やってみて分かったことがありま

した。下が泥干潟だと脚立が立ちません。

倒れます。だから、これが東京湾内にいっ

ぱい立って釣りをやっていたということは、少なくとも下が安定した砂地の干潟だったと

いうことが分かります。このうちの 1 人はタレントさんですが、わざわざこんな格好ま

でして、やってみました。 

 こういうことがなくなっていくだけではなく、環境が悪くなっていく、改変されていく

と、入れられる場所がなくなるので、海の中にみこしを入れる文化もなくなっていくわけ
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です。入れられる場所がないというだけで

はなく、人口が減っていっているので、一

回水につけてしまうと塩を洗って落とすの

が大変だというわけです。だから、こうい

うことがなかなかできない。今や、誰も担

ぎ手がいないから、こういうみこしがトラ

ックで運ばれていくわけです。そういうの

もなんとか考えなければいけないことだと

思います。 

 千葉県側は漁業権がしっかりあって、漁師さんたちが一生懸命活躍している。それでも

先ほど言ったノリ柵などは、だいぶ減ってきました。かつて飛行機に乗って、上空から見

ると、盤州から木更津、富津あたりはノリ柵がいっぱい立って、真っ黒に見えていたので

すが、だいぶ隙間ができた状況になってきた。漁師さんは漁業権の話をよくされますが、

漁業権は、海を持続可能に利用できるように、ちゃんと管理しなければいけない、海が悪

くなったら、自分たちのお金でよくする努力をしなければいけないと法律で義務として規

定されているわけです。その義務を果たしているから、排他的に利用する権利を与えられ

ているという法律です。 

 なので、権利だけ主張するのはおかしくて、ちゃんと義務を果たしてねということだと

思うのですが、全国で漁師の数がだんだん減ってきて、ついに 20 万人を割ってしまいま

した。一方で、レジャー白書によると、釣り人の数は 700 万人を超しています。釣り人

が一方的に魚を釣るのではなく、義務を果たしてもらって魚を釣るというルールもそろそ

ろ必要なのかなと。漁師だけではまかないきれないんです。昔は何もやらなくても海から

取れた。でも、ある漁師に聞くと、そのうち、海にいいことを 1 しないと、1 返ってこな

くなった。今は 3 いいことをしないと、返ってこない。だけど残念ながら、われわれに 3

やる余力がもはやない。われわれも 1 やる。あとの 2 は、なんとか市民や、いろいろな

人に手伝ってもらえないかと言う漁師がいました。そういうことを言ってくる漁師は本当

に珍しいと思います。それが現実です。だ

から、そういうことを解決して、海をよく

していくことをやっていく必要があるのだ

と思います。だからこそ、いろいろな人た

ちが理解し合って、つながり合ってやって

いく状況をつくることが大切だと思います。 

 先ほどのみこしが、今やこれです。これ

も本宮ではなくて二の宮なんです。本宮は

重すぎて持てなくて、トラックで移動して
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います。二の宮は、かろうじて担いでいる

という話です。 

 こうやって埋め立てられていきましたと

いう、よくある話です。昔は環境保護を言

っている人たちは、干潟を埋めてしまった

から環境が悪くなってしまったという言い

方をしましたが、一番問題なのは、むしろ

ここを境に周りの人が海に近付けなくなっ

たこと。その場所が、どういう状況になっ

ているか。海を楽しむこともなく、近付けなくなってしまって、そこがどうでもいいよう

なことになった結果として、東京湾は悪くなっていったのではないかと思います。 

 もちろん今、干潟や藻場を増やしていくことは大命題になっています。下水道が整備さ

れて、東京湾の水は確かにすごくよくなってきました。下水道や生活で気を付けている

方々が本当に増えてきた成果だろうと思います。一方で、こんなに水がきれいになったの

に、なぜこんなに生き物が増えないんだろうと、みんなが疑問に思ったんです。そうして、

入ってきた栄養が干潟や藻場を通過していかないと、次の生き物たちが使える状況になり

づらいということが分かったんです。そうすると、少しでもいいから、そういう場所を増

やしていく努力を連続してつなげていくことが必要だろうと思います。 

 だから、千葉県側で立派な干潟があって、生き物がたくさん来て、ここから流れてきま

すが、これが点在していてもいいですから、それがつながり合っていく。それが東京へ来

る、横浜へ来る。横浜の人は千葉へ何か戻してあげるという連関をつくっていくことが大

変重要だろうと思います。 

 これは横浜の山下公園が埋め立てられる

前です。関東大震災のがれきで埋め立てて

できたのが山下公園です。あそこを商業利

用ではなく、公園にしようと考えた行政の

方はすごいと思うんです。おかげさまで、

ああいういい公園が出来上がりました。こ

れは大さん橋です。こんなに人が出て、磯

物を取って生活していたわけです。海との

つながりが確実に生活の中にあったことも

もちろん大切なのですが、大事なのは、これらの人同士が、みんなつながっていたという

ことです。それがむしろ大切。 

 だから、今でこそいくらか形になってきましたが、お台場が宅地造成されて、マンショ

ンがたくさん建った挙げ句に、コミュニティがなかなか成立しなかったんです。それで、
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港区の方が相当困って、このままだと震災が来たときに、えらいことになる。なんとかコ

ミュニティをきちんとする状況をつくらないと滅びるから、なんとかしてほしいと言われ

て、いろいろお手伝いをして、結果、ノリの養殖を再現しました。 

 初のうちこそお手伝いしましたが、今は住民の人たちが、子供たちと一緒に自分たち

の手でやるような状況になってきましたから、よそ者は徐々に引いているような感じです。

せっかくお台場の海のそばのマンションに住んだのに、臭い、汚い、危ないから行っちゃ

駄目というのだったら、なんのためにここに住んだのでしょうかという話になるわけです。

見た目がかっこいいから。全然かっこよくないって。先ほどの何が美しいかということと

同じ話ですよね。 

 結果としてノリをやってみたら、皆さんが誇りに思う。子供たちが大きくなったときに、

うちのふるさとはフジテレビですというのでは、ちょっと寂しいですよね。そういう子た

ちが「俺なんか、お台場でノリをつくったんだぜ」と。 初はうまくいきませんでした。

船は東京都漁連の方に出していただいて、ノリの養殖の技術はもはや東京に残っていませ

んから、木更津のノリ漁師さんに来ていただいて、ノリのつくり方を指導してもらいまし

た。東京の漁師と千葉の漁師が手を組んで作業をやるというのは歴史上初めてでした。で

も、そういうことが今や実現するわけです。結果、ノリができる。 初はうまくできなく

て、小学生 1 人が、ボロボロのノリをたった 1 枚、家に大切に持って帰るわけです。お

父さんが出張だから、きょうは食べるのやめておこうねとお母さんが言うわけです。お父

さんが帰ってきて、1 枚のノリを家族 3 人で分けて食べるわけです。自分の地先の海のこ

とを親子で語り合うわけです。その姿が美しい。そういう姿こそつくっていかなければい

けないと思います。 

 これは浦安。ドッタリと言ったそうです

が、漁師だけではなくて、住民の方々総出

で海に出て、海を耕すことをかつてはやっ

ていたのだそうです。そういうつながりが

今はなくなってしまったのは残念かなとい

う気がします。毎年 9 月ごろやられたの

だそうですが、ホトトギスガイという貝が

足糸を張って、海底にじゅうたんのような

ものをつくってしまう。そうすると、アサ

リなどの貝が採れなくなってしまうので、それを掘り起こしてきれいにするという意味だ

ったという話も伝え聞いていますが、こういうことをやられていた。住民同士がちゃんと

つながっていた。こういうことが大事だと思います。 

 これは横浜ですが、かつて校庭が干潟だった時代がありました。横浜は土地が狭いので、

学校の海際にあった校庭が干潟の学校が 2 校ありました。このころは、海が身近なもの
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で、でも、海は危険だから、温かく見守っ

ていた大人もいたはずです。運動会なんか

大変だったと思うんですよ。春の大潮のと

きにしか運動会ができないわけですから。

でも、潮が満ちてきたら、何をやっても楽

しかったでしょうねと思うのですが。 

 今残っていたら超有名な学校になって、

学校の特色ができたと思うのですが、残念

ながら、ここが埋め立てになり、学校自体

も高台に移転してしまい、こういうことがなくなってしまいました。でも、こういうとき

に、住民の方々同士や親子の関係、学校を中心にコミュニティが存在していたという姿は

大切なのだろうと。昨今、モンスターだなんだと、学校がいろいろ問題になったりしてい

ますが、それでも学校や子供たちを中心に据えることによって、イデオロギーや考え方の

違う人たちも、自分のためにではなくて、子供たちのために合意を図れる姿は重要だろう

と思います。 

 自分本位の大人が増えてしまって、子供たちより自分たちを優先するという方々が増え

てしまったのが残念でならないのですが、そういう方々がいかに大きな声でクレームを言

ってこようが、行政の人たちは自信を持ってはねつけていただきたいです。今、とかく声

の大きいクレーマーの言うことばかり聞いて、まともな人の言うことを聞いていられない

状況ができてしまったので、そのへんは、なんとかしていただきたいと思うことも多いで

す。 

 東北の震災のときに、支援のために東北各地をずいぶん回りましたが、避難所へ行った

ら、いるんです。昔ながらの生活をやって、コミュニティをしっかりつくっていた人たち

は、ちゃんと順番を守るし、女子供を優先する。ところが、都会型の暮らしを街中でやっ

てしまった人たちが帰ってきて何をやっているかといったときに、残念ながら、自分を守

るのが精一杯で、コミュニティの中でのルールを守らない人たちができてきてしまう。子

供を押しのけて、われ先にと自分が並ぼうとするお年寄りがいる。そういうことがない状

況をつくっていかなければいけないと思う

んです。 

 先ほど言いましたが、もともとの原始宗

教は神も人間も自然も一体なものでした。

これは日本の八百万の神々の話に通ずると

ころがあります。古代ゾロアスター教のこ

ろにそれが分離していって、キリスト教文

明になるとこういう状況になったときに、

59



どうも世界がおかしくなったということです。戦後、日本人もだいぶこういう感じになっ

てきました。コミュニティのあり方、自然との関係のあり方を見直す段階に入ってきて、

それを世界の見本にしていこうという意識を働かせないといけないと思います。 

 たとえば、先ほど言ったアマモ。フロリダに行ったら、こんな看板が海の中に立ってい

ました。日本だと、こういう草が生えていると、船が通るのに邪魔だから、刈り飛ばせと

いう話になってしまうのですが、これが生えているから、船はプロペラを上げて、棒で押

し進んでくださいという看板が海の中に立っている。確かに船を優先しなければならない

場所もあるので、日本だとゾーニングという話になっていくと思うのですが、それにして

も、どうなんだろうと。こういうこともあるということだと思います。結果として、これ

が人間の幸せにつながっていく、 終的に巡り巡って人間の健康や安全につながっていく、

人間のためなんだということをちゃんと伝えられるようにしなければいけないと思うので

すが。一方で、よく見てみると、ところどころ銃弾で打たれた穴が空いていたりする。い

かにもアメリカだなという感じになるのですが。 

 これは明治時代の漁場図です

が、かつて東京湾には、こんな

にアマモが広がっていました。

アマモは記載があるところだけ

着色すると、こんな感じになる

のですが、こんなわけはないの

で、おそらく全部つながってい

たのだろうという感じがします。

漁場図ですから、アマモを利用

して漁業をやっているところが

着色されているということだと

思う。今では、もはや考えられもしないのですが、これをなんとか少しでも元に戻してい

く努力はしてもいいよねということで、アマモを植え始めたわけです。 

 地下茎を伸ばして、草が生えて、花を咲かせて、種をつけるのですが、こんな花です。

これが雄花で、これが雌花です。雄花の花粉を散らすと、こういうものが残るのですが、

受粉して、種ができる。この苗を育てて植えたり、種をまいたりするわけです。 
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 植物の分類学者である牧野富太郎先生は、リュウグウノオトヒメノモトユイノキリハズ

シという大変ロマンチックな名前をアマモにつけられています。竜宮城の乙姫様の長い髪

の毛を束ねている元結を小刀で切り外して、それが海岸に流れ着いたというロマンチック

な名前。センスあるよねと思うのですが。 

 伊勢神宮をお参りするときは、外宮・内宮へいきなり行ってしまうのではなく、有名な

夫婦岩のある二見
ふたみ

興
おき

玉
たま

神社
じんじゃ

へお参りして、海水を浴びて、みそぎをそそいでから外宮・

内宮とお回りするのが正式な作法です。今どき、いちいち海水を浴びているわけにもいか

ないので、二見興玉神社にお参りしてから

行くのですが、夫婦岩越しの沖合 500 メ

ートルぐらいのところに天から降ってきた

興
おき

玉
たま

神石
しんせき

という岩が沈んでいるといわれ

ていて、その周りにアマモが生えています。

年に 1 回宮司さんがそれを刈り取って、

神社に納めているわけです。アマモが入っ

ているお守り袋を買って身につけて、外

宮・内宮とお参りするという作法になって

います。よく見ると、伊勢神宮の巫女さんの元結はアマモが使われています。ぜひ伊勢神

宮にお参りしたときは、巫女さんを後ろからじっくり眺めてみてください。あまり変な目

で見ていると捕まりますから、お気をつけいただきたいと思うのですが。 

 そういうアマモを横浜で植え始めました。横浜

には海岸線延長 140 キロあるのですが、自然海

岸で残ったのは、たった 500 メートルです。そ

こで植え始めました。植え始めてから何年かたっ

たのですが、このへんに植え始めて、周りに点々

と黒いのができて、だんだん広がってきたという

写真です。何年かたったら、こんなに広がってい

きました。網を引くと、魚が群れているような状況ができて、隣の海の公園でも植え始め

たら、だんだん広がっていったという状況です。今では「ジャマモ」と言われるようにな

った。ジャマモと言われるのが夢だよねと言ったのですが、いつの間にかジャマモと言っ

てもらえるように

なり、よかったね

という話です。天

皇陛下の苗は、こ

のあたりに植わっ

ています。 
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 これは横浜港内です。きれいでしょ。地

道に活動を続けていくと、こういう日も現

れるんだよと。植え始めて何年かしたとき

に、強烈な青潮に襲われて全滅した年があ

りました。毎年いろいろな人が参加してや

っていったのですが、全滅した翌年、参加

者数が一番多かったです。ここには国土交

通省の都市公園のお金も入っています。水

産庁のお金が入った年もありました。行政

の方が事業としてやるときに、「何平米できました、何ヘクタールできました」というこ

とを事業効果にするのですが、当時の建設省に至っては、事業効果を参加者の人数にして

もらいました。考えられないでしょう。でも、ありなんです。そうやって広げていくこと

が大切なのかな。今や干潟や藻場を増やしていかないと生き物が増えていかないと分かっ

てきたので、ぜひこういう努力は続けていくべきでしょう。 

 30 年ぶりに横浜のアマモにアオリイカが卵を生んでくれた。アオリイカは 1 キロ、2

キロと大きくなっていきます。千葉県側は本当によく釣れますよね。勝山、勝浦、館山あ

たりでもイカ釣りが盛んです。築地で 1 パイ 1 万円を超すときがありますから、超高級

イカです。これが 30 年ぶりに東京湾の内湾で産卵してくれた。千葉県側、特に東京湾外

湾や外房は豊かじゃないですか。忘れがちになっているのですが、皆さんが千葉県人とし

ていられるベースがこの自然にあると考えたら、それを守っていかなければいけないし、

大切にしてもらわなければいけない。館山の沖ノ島の周りで、残念なことにアマモが全滅

してしまって、アオリイカが釣れなくなってしまいました。今、館山市の方々と住民の

方々が一生懸命アマモ場を再生しようとして努力されています。 

 その過程で、八景島シーパラダイスにもアマモの水槽をつくってもらいました。私は子

供のころ、水族館の水槽に潜って泳ぐのが夢だったんです。やっと水族館の水槽の中で泳

げるチャンスを得られたら、結果、水槽の中でアマモを植えているだけだったということ

です。 

 漁協の人たちは、アマモの活動のときに、江戸前の食材をふるまってくれることもあり

ました。県の水産の方は、アマモが増えてきたから、そこでマダイの稚魚を放流してくれ

ました。東京湾の環境が悪くなったときに、赤い魚が消え、青い魚が消え、 後に残った

のは黒い魚だけだったといわれています。黒い魚もだんだん姿を消していく状況ができて

いった。でも、このようにやっていったら、横浜沖でマダイが釣れるのが当たり前になっ

た。青い魚の代表がサワラなのですが、ちょうど今、浦安沖、ディズニーランドの沖で 1

メートルを超すサワラが入れ食いになっています。漁師さんにばれたらえらいことになる

のですが。網で巻かれてすぐに終わってしまうという。携帯には入っているので、本当は
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写真でお見せしたいところですが、きのうの晩送られてきたので、残念ながらいまは。1

メートルを超すような。サゴシではないですよ。サワラですよ。今の季節、脂がのってす

ごくおいしいのは分かっていますが、今晩、私はそれを築地で食べる予定にしています。

これも連携ですよね。 

 それから、子供たちを引き付けるために、

こういうキャラクターができたりするわけ

です。磯子湾沿岸の企業の人たちも、こう

やって参加してくれるような状況ができる

ということです。組合の関係で会社が全部

つながっているそうで、社員の方が組合活

動として、毎年、環境活動をやりにきてく

ださっています。 

 それから、今、某党の党首になっていま

すが、昔の神奈川県知事も植えに来てくれ

ました。全国知事会で、全国で初めてアマ

モの移植をやった知事であると当時自慢し

ていたそうです。この写真は NHK の夜 7

時のニュースでも使われたのですが、

NHK のアナウンサーが「こんなにたくさ

んの人がアマモを植えているんですか」。

後ろの人は、ただ潮干狩りしているだけな

のですが。 

 アサリが産卵すると、卵は 2 週間ぐら

い海の中を漂うんです。それがどうやったら下にキャッチされやすいかと考えると、アマ

モみたいなものが入ったときに、トラップされやすいんです。その下に着底する。春一番

なんかが吹いていくと、その周りに散っていきます。 

 アマモを守らなければいけないと言う子

供たちが増えてきました。相変わらず守れ

ない大人のほうが多いので、残念なことで

はあるのですが、草の根のように徐々に、

そういうことが広がっていくと期待してい

ます。陛下のアマモの苗も受け取って植え

たのですが、子供に受け取ってもらいまし

た。年長者、お年寄りが受け取りたがった

のですが、それを全部遠慮してもらい、未
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来をつなぐ子供たちに植えてもらおうということでやりました。 

 こういう写真絵本もつくりました。この

絵本はベストセラーになりました。それか

ら、国土交通省に、子供たちにサンタの格

好をさせて、アマモの種を持たせて、これ

で東京湾をきれいにしてくださいという、

陳情ではなく政策提言をやりに行かせたり

もしました。これは毎年続いています。あ

る国土交通省の職員だった方は、やめたあ

と、今は川勝平太さんの下で静岡県の副知

事をやっています。笑顔を見せない人で有名だったのですが、国土交通省の人が、あの人

が笑顔を見せたのは初めてだと言っていました。子供が「これで東京湾をきれいにしてく

ださい」とやるのは、それなりによかったんだと思います。国土交通省が「分かりました。

頑張ってきれいにします」と言ってくれるわけです。あとから大人が行って、「あのとき

そう言ったよな」とやったりするのですが、そこは和気あいあいとやっています。 

 後に、横浜で 80 年ぶりに藻刈り

の神事を復活させました。そうすると、

氏子さんたちも頑張るわけです。ここ

の宮司さんは環境に熱心な方で、そう

いう神事を伊勢神宮の二見興玉神社に

やりたいと言ってくださいました。そ

れがきっかけで、氏子さんたちも含め

て、アマモ場を増やそうという話にな

ったわけです。ですが、80 年ぶりで

す。なんの記録も残ってないんです。

宮司さんは、氏子さんや地域のために

なるのだったら、そういうことは積極

的にやるべきだろうと、ストーリー立

てをしました。 初、若者にやっても

らおうという話をしていたのですが、

どうしても功労者にやってもらいたい

というお話がありました。やがてこれ

も若い人たちにつながれていくのだろ

うと期待しています。わらび手に結ば

れて、みこしが出発していきます。 
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 一方で、海草の漂着があり、腐敗してくると臭いという話があったので、それを回収し

て肥料をつくりました。半農半漁の漁師さんがまだいて、そういうのを積極的に使ってみ

よう、試しにやってみるよと。果樹園をやっている方だったのですが、その方が海草肥料

を使ってみたところ、果樹の糖度が圧倒的に上がったそうです。秦野の農家の方々も持っ

ていって試してみたのですが、トマトの糖度が上がり、ナスの発色がよくなるという効果

があったそうです。 

 ただ、自分たちで運搬費は出してもいいと言っていたのですが、問題は、どうしてもご

みが混ざる。 近話題のマイクロプラスチックなどが、どうしても混じってしまう。それ

を除去する方法があれば、積極的に使いたいという方々は多いですが、マイクロプラスチ

ックがたくさん混じっているものを畑に持っていって、それが蓄積されていくと、結果と

して畑がごみだらけになる。それは困るということで、なかなか実現せずにいますが、肥

料としての能力は、ものすごく高いということが分かっています。水産庁の『アマモ類の

自然再生ガイドライン』にそういったことを取り上げていただいたり、環境省も『日本の

生物多様性』という本の中で、日本のアマモ再生の取り組みを海外に紹介してくださった

りしています。 

 先ほど言いましたが、お台場ではノリを復活させ

ました。小学校の前に、ノリをおいて。お台場でこ

ういうことが起きるのは、なかなかいい光景です。

ノリが乾くいい香りがして。ノリが乾いていくとき

にパチパチはねる音がするじゃないですか。あれが

実にいい感じで。もう 10 年以上やっていますが、

コミュニティがこれで復活していった。子供たちを

中心に、地域の大人の人たちがつながったことが大

切だったということです。 

 お台場は地域的に北西側の風をさえぎるじゃない

ですか。波が立たないんです。流れはある程度ある。

栄養もある。実に口溶けのいい柔らかいノリができ

るんです。千葉の漁師さんには申し訳ないのですが、

もしかしたら、

品質としては、

東 京 湾 で 1

番かもしれない。ただ残念ながら、漁業権が放棄さ

れているところですので、このノリは売ることはで

きません。本当は、これを販売して子供たちの教材

費にしてあげたいところなのですが、残念ながら、
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それはできないでいます。それでも、地域のコミュニテ

ィが出来上がってよかった。日本橋の老舗の佃煮屋さん

が、このノリを使って佃煮をつくってくれました。これ

は子供たちの家庭にも配られています。 

 横浜のみなとみらいの臨港パークの真ん前にいかだを

浮かべて、ワカメの養殖をやっています。国際的にはヨ

ード不足で健康被害が出ている山岳民族の

子供たちもいるということで、ワカメマン

ショーをやってくれています。この方は、

千葉のどこかの中学校の先生だったと思い

ます。種糸を一人一人挿して育てているわ

けです。2 月ぐらいになると、1 人だいた

い 4、5 キロ持ち帰るようになるわけです。

家族 4 人で参加されると、一家族で 20 キ

ロぐらいは持ち帰るわけです。お父さん一

人で大変な思いをして持ち帰っている。東

京湾の栄養源を海草の形にして回収し、そ

れを食べて循環させることになりますから、

東京湾を皆さんの胃袋できれいにしている

ということになるわけです。水をきれいに

するだけではなくて、食べるという行為も大変重要かなと。 

 そのワカメを海外に運んでいっています。海外から日本の循環系の中に食べ物の形で栄

養がたくさん入ってくるのですが、それが 終的に糞便、おしっこということで海に放出

されます。海が富栄養化していくこ

とにつながっているのですが、それ

を海草という形で陸上に回収して、

みんなで食べてきれいにするのと同

時に、広く循環系を広げてあげると、

それを海外へ戻してあげるというこ

とにもなるわけです。海外の山岳民

族で、ヨード不足のために健康被害

が出ているというところに届けてい

くこともやっています。 
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 干潟をつくると

いっても、緩い勾

配のところをつく

るのはなかなか大

変なので、国土交

通省さんと組んで、

船の通行や複層化

する利用に障害が

出ないだろうとい

うことで、階段型

の干潟をつくりま

した。非常に効果

がありました。こ

ういうことをやる

と、あっという間

に生き物が来ます。

生き物だけ集まる

のではなくて、人

間も集まりますよ、

生き物がいっぱい

現れ始めますよと。こういうのを見て何も感じない人は、どこか間違っていると思うんで

す。こういう姿を大切にしたいと思うんです。これはベイサイドマリーナのところなので

すが、ワカメやアマモだけではなくて、アカモクを育てて、こんなに広がって海の森が出

来上がりましたという話です。 

館山は温暖化でサンゴが広がっているん

です。勝山にも立派なテーブルサンゴがあ

ります。おもしろいなと思うのですが、地

球上の 7 割ぐらいの生き物はサンゴ礁に

住んでいるという言い方をよくされます。

だけど、館山や勝山のサンゴ礁に潜ると、

そんなに生き物はいないですよね。これは

なぜなのでしょうと考えるべき話だと思い

ます。単純にサンゴさえできればという話

ではなく、なかなか生き物がついてこないということだと思います。そのバランスが、ど

う計られていくのかは考えなければいけないことなのですが、東京湾でサンゴがやがて広
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がっていったときに、本来あるべき海草がなくなっていくということもあるかもしれませ

ん。だから、そのへんのバランスは考えなければいけないのですが、それにしてもサンゴ

という大切にしていくべき財産が千葉側にはあるということだと思います。 

 これは岡山の日生
ひなせ

ですが、漁師が自ら減

ってしまった漁獲量を再生するために、ア

マモ場を造成しているようなところもあり

ます。漁師さんたちがやっていて、有名な

ところです。生き物が、魚が取れなくなっ

てしまった。カキの養殖もやっているのだ

けれど、カキも斃死
へいし

するようになってしま

った。昔と何が違うのだろうと、自分たち

で考えたんです。そういえばアマモがなく

なってしまったねと。それで、漁協さん自らアマモを植え始めた。20 年以上成功しなか

ったんです。すごいのは、それでも心折れずにやり続けた。25 年ぐらいたったときから、

いきなり一気に増え始めたんです。今やカキの斃死はなくなり、網にもたくさん魚が入る

ような状況になって、全国で模範といわれています。そういうことが起こる。25 年、心

折れずに続けるというのは、すごいことだと思うんです。頭が下がる。そういうつもりで

自然を相手にする、取り組んでいかなければいけないとあらためて感じます。 

 もう一つ概念的な話です。韓国のインチ

ョンの干潟に行ったら、20 代の女の人た

ちが干潟の泥をみんな全身に塗りたくって

いました。日本では考えられないです。何

をやっているんですかと聞いてみたんです。

干潟の泥は美容にいいと言うんです。本当

かどうかは知りません。デトックス効果が

あるかどうかは知りませんが、所変われば

品変わるで、ぜひお試しいただければ。ち

なみに、アマモの成分は有名化粧品に入っていますから。というと、目の色変わるでしょ。

うそじゃないですよ。本当です。有名化粧品の成分表を見るとアマモと書いてありますか

ら。ぜひアマモを大切にしていただければ。 

 もう一つ、食から入るのも大事です。かつて、つきぢ田村の田村さん、オテル・ドゥ・

ミクニの三國さん、数寄屋橋にあるミシュラン一つ星の銀座寿司幸本店の杉山さんの 3

人に江戸前のものを使って 1 つのお弁当をつくってもらいました。4 分割して、1 つはフ

ルーツで、あとの 3 区画を 1 人ずつつくってもらった。江戸前を食でつなげていって、

食を大切にする、東京湾をよくしていくことを食を通じて伝えていこうとしてやったイベ
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ントです。築地の中にある体育館でこのイ

ベントをやったのですが、なんと原価で 1

個 7,000 円のお弁当が。ばかじゃないかと

いう。二度とできませんが、こういうこと

も大切なんです。 

 満席になってしまいましたが、今年も山

形にあるイタリア料理レストランのシェフ

の奥田さんが江戸前の魚を使って料理した

ものを、みんなで食べましょうという会を

12 月 14 日にやる予定です。テレビにも時々出てくるイタリアンの有名なシェフで、今ス

カイツリーの下や銀座にもレストランを持っています。ここでお伝えするのは申し訳ない

のですが、既に満席です。そういうふうに食から伝えていくのも大切だと思います。 

 それと、森と海のつながりです。これも

食から伝えるのが分かりやすくて、松茸の

土瓶蒸しはハモと合わせるのが一番うまい

です。つながり。刺し身ばかりドーンと出

して、「どうだ」というより、魚と陸のも

のを合わせたときに初めて料理。料理にす

ると分かりやすいですよね。もう一つ、福

島のイカニンジン。イカとニンジンを合わ

せて初めて成立する。 

 それから、もう一つドジョウです。ドジ

ョウはネギとゴボウがなければ成立しませ

ん。昔の方は夏バテ予防で、ウナギではな

く、土のものを初夏に食べたんでしょうね。

ネギやゴボウとドジョウを合わせて。これ

は浅草にあるお料理屋さんです。駒形のド

ジョウが有名ですが、駒形のドジョウは甘

口で、甘いのは高価で武家階級で好まれた

といわれる一方、庶民の味といわれたこの

お店は、甘いは甘いのですが、少し辛口です。土地・土と、海・水と人間がいかにバラン

スで、食でつながっていたかという。 

 私が子供のころ、まだ水道がそんなに普及していなくて、井戸水だったころ。横浜じゃ

ないですよ。石川県なのですが、四里四方のもの以外は口にするな。よそへ行くと必ず飲

まされるのは白湯。一旦煮沸したものを飲むという時代がありました。今、水道が整備さ
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れているので、そういうことはなくなっているのですが、人間の体の中に入ってくる水は、

そのぐらい重要で、ちゃんとした水を体に入れているからこそ土地のもの。 

 あまり知られてないですが、千葉の水はいいんです。だから、いいお酒が結構ある。無

印良品が、鴨川で「日本酒」という名前の日本酒をつくらせているのをご存じですか。全

部の無印良品で売られているわけではないのですが、何店舗か代表的なところには置かれ

ています。千葉の鴨川の日本酒です。すごくおいしい日本酒なので、ぜひ探して味わって

みていただけたら。 

 ネギが大切ですよね。これはアナゴです。

日本橋の有名なアナゴ料理屋さん。春先の

4 月から 6 月の間だけ江戸前のアナゴを使

っています。これも江戸前、土のものです。

それから、これはホンビノスです。外来種

ですが、千葉県の産品に登録されました。

もともとクラムチャウダーの原料ですから、

大変おいしい貝だと思います。時々これに

真珠が入っています。というと、女の人は

目の色が変わると思うんです。日本ではまだ発見されてないのですが、クオホッグパール

といって、海外ではホンビノスガイに紫色の非常にきれいな真珠が入っていることがたま

にあるそうです。それで、海外だと女の人

が好んでこれを食べているみたいです。こ

ういうふうに多面的にものを見ていく。 

 先ほどのイカです。こういうのが東京湾

でも増えてきて、釣れるようになってきま

した。これは勝山です。いいでしょ。それ

から、アイナメが減ってきているのが残念

なのですが。ちょうどこれからの時期おい
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しい。本当に減り

ました。昔は富津

の航路のところで、

山のように釣れた

のですが、いなく

なってしまった。

これは婚姻色を出

したオスです。メスは卵を産んだあと、どこかへ行っ

てしまうのですが、オスが卵を守り続けるという魚で

す。これは卵です。こっちとこっちと色が違うじゃな

いですか。1 匹のオスでメスがたくさん卵を産むので、

メスごとに卵の色が違うんです。 

 それから、アカガイです。東京湾に稚貝がたくさん

現れるのですが、夏場

を乗り越せないで、死んでいって殻ばかりになるのですが、

アカガイも東京湾ではたくさんいたものです。それから、

アカニシガイ。東京湾

ではサザエよりうまい

といわれています。お

いしい貝です。かつては、これから紫色の液体を取っ

て、染色をやったりしました。おもしろいのですが、

たとえば、紫綬褒章や緑綬褒章があるじゃないですか。

あの紫はこの貝紫ですし、緑色は海松と書くミルとい

う海草の緑ですから、海のものです。 

 それから、アサヒアナハゼ。アサリが減

っているのが問題ですが、アサリの 2 つ

ずつポツポツ空いている穴。子供のころは、

これに松葉を刺してアサリを釣ったもので

す。水管のところから松葉を刺すと、貝が

キューッとそれを挟むので、それで釣れる。

そういうことをやったりしたのですが、今

となっては、千葉側もアサリが減ってきて、

漁師さんたちが困っていますよね。なんと

か増えるような東京湾にしていきたいと思っています。こういう 2 つの穴ですね。穴を

探していると、こうやってグシャグシャといたりします。 

71



 それから、バカガイも減ってしまいましたね。寿司屋でいう青柳。バカガイは千葉の名

産ですもんね。これもなん

とか増やしたいところです。

減ったなと言って、富津に

行ったら、この間、バカ

中というバカガイの形をし

た 中を売っていました。

これはトリガイです。トリガイも千葉側には稚貝が出て湧いて、それがなかなか夏を越せ

ずに増えなかったのですが、徐々に増えてきて、千葉産のトリガイがだいぶ市場に出回る

ようになってきました。期待しています。 

 マテはきれいな干潟にしか現れません。砂を吐かせなくて済むので、すぐ食べられるの

ですが、これも増えていってくれたらいいなという一方で、若干減りつつあります。増え

ていくもの、減って

いくものがあって、

大変だよねと。ホン

ビノスとカガミガイ

の稚貝をお尻で見る

と縞模様が違うのが

分かります。 

 それから、ウチムラサキです。外房へ行くと、大アサリといって売っているものです。

正式にはウチムラサ

キというのですが、

このウチムラサキも

減ってしまったなと。

それから、ハマグリ

です。これが増えて

いくことに期待しつ

72



つ、なかなか再生産しないで、まき続けなければいけないという現状のようで、もう少し

なんとか日本産のものを増やす努力をしていただきたいと思います。 

 それから、アナゴです。ほかの地方へ行

って講演するときに、こういう話は一切で

きないのですが、申し訳ないけど、アナゴ

は江戸前が一番おいしい。東京湾産のアナ

ゴは間違いなくおいしいです。なので、こ

れも大切に。実はアナゴは、ウナギ以上に

生態が分かってないんです。ウナギはマリ

アナ海溝のほうからと分かってきましたが、

アナゴは一切分かっていない。だいたい江

ノ島漁協のシラス網に、アナゴの稚魚、ノレソレが入った翌年は東京湾内でアナゴが豊漁

になると言われているのですが、近年、江ノ島漁協にノレソレがなかなか入らないという

話もあって、そういうことをやっていった結果、アマモが増えている。 

ここにヒメイカが葉っぱにくっついて隠れているのです

が、これもアマモがあったときに、たくさんいるイカです。

アマモ場に依存している世界で一番小さいイカです。 

 それから、アイナメ。ジュゴンも。これは鳥羽の水族館

です。アマモのえさです。ジュゴンの年間のエサ代は

2,000 万円です。日本で一番エンゲル係数の高い生き物。

このアマモは東北のアマモです。東北のさる漁協さんから買っている。いろいろなところ

のアマモを試したんだそうです。ジュゴンなので、南のアマモがいいだろうと輸入してみ

たり。ある国のものを輸入してみたら、ジュゴンがお腹を壊してしまったとか。洋上生物

などアマモにくっついてくるものが問題なようで、おなかを壊してしまった。そこで、東

南アジアの国から買っていた。日本のアマモはなかなか買えなかったのですが、東南アジ

アの国から買ったら、今度は東南アジアの国が環境でアマモに配慮するようになって、東
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南アジアの国から一切買えなくなった。そうしたら東北の漁協さんから仕入れられるよう

になったということで、東北のアマモを入れていました。どこの漁協とは言いませんが、

「アマモもうかるんだよ」と言っていましたが、震災で大変なことになってしまいました。 

 それから、アミメハギというのはカワハギの形をした小さい魚で、アマモ場に依存して

いる生き

物。だけ

ではなく

て、メバ

ルもアマ

モ場でい

つも群れ

ています。それから、アラムシロガイです。

肉食なので、足の指などを傷つけたまま砂

浜にじっと立っていると、あっという間に、

こいつらにたかられますからね。春先の 4

月、5 月、千葉側に小櫃川とか、たくさん

川があるじゃないですか。その河口に行く

とカレイの稚魚がたくさんいます。それが

大きくなって入ってくるのですが、順調に

大きくなっていくような場の整備をしてい

ただきたいと思います。 

 それから、これは富津市の第二海堡
かいほう

で

す。普通に伊勢海老がいますからね。内緒

です。それから、

タコです。タコも

減っているんです

よね。東京湾のタ

コは味がよくて、

明石に引けを取ら

ないぐらいおいし

い。 

 かと思えば、これはなんだか分かりますか。サイズが分かるように私が横に寝てみまし

たが、7 メートルぐらいありました。葉っぱがちぎれてしまって茎だけになっていますが、

ジャイアントケルプの仲間の海草。こんなのが時々、東京湾に生えたりします。これは北

の海ですよね。海外から来たもの。漁師から電話がかかってきて、ゴムホースみたいなも
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のが取れたんだけど、なんだろうねと言う

から見にいきました。エルクケルプという

名前の種類の、ジャイアントケルプみたい

な海草ですが。こういうのも生えたりする。

東京湾には南方系のものが 7 割ぐらいと

優先しているのですが、時々こうして北方

系のものが入ってきている。一晩に 20 セ

ンチぐらい成長するんです。そうすると、

3 カ月もあれば 7 メートルになってしまう

んです。 

 それから、おしゃれをするようなサワモガニもいます。これはエイの卵。ウルトラマン

の卵と言って、子供たちにうそを教えたりするのですが。それから、砂の中にいつも潜っ

ているクサフグ。こ

れはイイダコです。

富津から盤洲の干潟

のところにたくさん

いる、ラッキョウで

釣るタコです。シャ

コが減ってしまって

ね。江戸前といえば、シャコだったのですが、残念ながらこれも減ってしまいました。こ

れが復活していくといいなと思うのですが。やはり江

戸前のシャコはおいしいと思います。今、北海道、石

狩湾産が多いのかな。瀬戸内海も取れていないので。 

 それから、砂団子を掘っているコメツキガニです。

木更津のすだて遊びは有名ですよね。なかなかこうい

うことができるところがないので、ああいう干潟があ
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るからこそ、こういう遊びができる。 近人気で、予約が取れなくて大変みたいです。大

潮の潮のいいときでないと遊べませんもんね。おいしいものを食べさせてくれます。 

 かと思えば、ソラ

スズメダイ。ちょう

ど今の季節、南方系

のものが東京湾内に

たくさんいます。特

に台風が連れてくる

ものがいますので。

黒潮の分流の影響で、秋になると熱帯魚がたくさんいます。今の季節、チョウチョウウオ

も東京湾内には結構多いです。 

 それと、館山ではもう有名なのですが、

昔はお金に使っていたという巻き貝のタカ

ラガイです。時々、生きているものが内湾

でも見つかったりします。それと、タイラ

ガイ、タイラギです。これが干潟の沖の先

のとこ

ろの代

名詞に

なりま

す。こ

れも、

もはや

そこでしか取れませんもんね。大切にして

いってもらいたいな。それとアマモが増え

ると同時に、タイワンガザミが増えていき

ます。おいしいカニです。これは外来種で

はないんです。カラフルなのでタイワンと

いう名前をつけただけで、もともと日本に

いたカニです。 
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 それと、よく見ると、7 月ごろはトビウオです。こんなに小さいやつがヒラヒラヒラヒ

ラ東京湾内を泳いでいます。よく目を凝らしていると見つかったりします。トビハゼです。

南方系のものではあ

るのですが、名古屋

より北側にはずっと

いなくて、いきなり

東京湾にいるので、

東京湾の固有種とい

われています。泥干

潟のところでないと生きていけないので、水槽に水を張って入れると溺れて死にます。 

 それから、トラフグは増えましたね。昔は普通にい

たのですが、水産関係者が一生懸命放流して、結果と

して、大貫のあたりで結構釣れるようになりました。

超高級で説明しなくても分かるとおりのものです。こ

れが増えてきたのはありがたいことだと思います。 

 これはヨウジウオという、細くてくちばしがある魚

です。アマモ場に依存していて、たくさん

います。タツノオトシゴの仲間です。とい

うか、正確に言うと、タツノオトシゴがヨ

ウジウオの仲間です。どうでもいいと言え

ば、どうでもいいのですが。オスのおなか

に袋があって、そこにメスが卵を産みつけ

て、オスが育児をやって、卵がかえったら、

おなかから小さいのが出てくるという生態

を持っている。アマモ場の中に、東京湾で

は結構います。 

 これはドチザメです。食べる文化がなくなってしまったので、増えて大変なんです。も

う 4 時ですね。長々としゃべってしまって。続きは

機会がありましたら。 

 後に一言だけ。フィリピンの政府に頼まれて、ア

マモの移植をやりに行きました。フィリピンは貧困な

ので、手っ取り早く収入を得るのに漁業をやったりし

ます。でも、海のことを何も知らない人たちがやるの

で、劇薬のシアンを海に流してみたり、ダイナマイト

を爆破させて魚を浮かせて取ってみたり、そんなことをやっています。すると、結局、決
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して持続可能ではないし、海が荒れてしまってどうにもならない。 

 持続可能に漁業をやるためにアマモを入

れるということを通じて、海の環境を守り

ながら漁業を教えてもらいたいということ

で、マニラ湾に行ったときです。ホテルを

お断りして、無理やり漁師のうちに泊めて

もらいました。17 人兄弟の上から 3 番目

の方で、17 人兄弟に 10 人ぐらいずつお子

さんがいらっしゃるので、親戚の子供だけ

で 200 人ぐらいいらっしゃるんです。そ

こに泊めてもらったのですが、私たちが家の中で寝泊まりして、ごはんを食べると、私た

ちが食べ終わるまで、そのご家族はごはんを食べずに残ったものを食べる。私たちが家の

中で寝るから皆さんは外で寝たり、玄関で寝たりする。だけど、嫌な顔をしないんです。

ホスピタリティが高いのかなと思ったら、みんなで助け合って生きる、お客さんは大切に

するという文化をきちんと持っているんです。 

 そういえば、私が子供のころ、田舎に行くと、そんな感じがあったなと思い出しまして、

日本は豊かにはなったけど、大切なものを忘れてしまったのかなという気がしてならなか

った。子供は貧困なのですが、明るいんです。彼らはちゃんと学校に行っている。教育が

あるということだと思うんです。お勉強するということよりは、人の心をすさませないと

いうことが、教育の一番の目的かなと思います。 

 もうひとつ、兄弟が十何人いて、200 人も子供がいるということもあるかもしれないの

ですが、大人が仲良くしているところの子供たちは明るいんです。大人同士が協力して住

んでいるところの子供たちは明るい。日本がなくしてしまったかもしれないものが、ここ

にあるのかな。どっちがいいかといったら、日本がいいに決まっています。でも、コミュ

ニティを再生させる、コミュニティを大切にするということは、こういうことを考えてい

くことなんだろうなと私は思ってなりませんでした。 

 後に、サラリーマン川柳にあって気に

入っているのですが、「『前向きに』駐車

場にも励まされ」というつもりで今後もや

っていきたいと思いますので、ぜひ皆さん

も機会がありましたら、一緒にお仕事をさ

せていただければと思います。ご清聴あり

がとうございました。 
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  夷 隅 地 区 研 修 会 
平 成 ３ ０ 年 １ ０ 月 ２ ９ 日 
於：勝浦市役所４階大会議室 

 
 
 

『ハラスメント最新事情 
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講 師 紹 介 

 

氏  名  金
かね

 子
こ

 雅
まさ

 臣
おみ

 氏 

現  職  一般社団法人 職場のハラスメント研究所 代表理事 

労働ジャーナリスト 

略  歴 

東京都産業労働局勤務を経て、労働ジャーナリストとして社会労働問

題（セクハラ、パワハラやリストラ、ホームレスなど）のルポルライタ

ーとして活動する。 

２００８年に一般社団法人「職場のハラスメント研究所」設立、所長

として講演・執筆活動を続ける。 

千代田区、港区などの女性問題協議会委員や男女差別苦情処理委員を

歴任。現在は、葛飾区男女差別苦情処理委員、日本教育心理学会、成蹊

学園、県立山梨大学などの人権委員会スーパーバイザーを行う一方で、

「月刊ガバナンス」、「労働法研究会報」などに連載を執筆中。 

他に新聞、ＴＶ、雑誌等メディア対応多数。 

 

【主な著書】 

『セクハラ事件の主役たち』（築地書館） 

『職場いじめ－あなたの上司はなぜキレる』（平凡新書） 

『パワーハラスメント－なぜ起こる、どう対応する－』 

（岩波ブックレット） 

『公務職場の人間関係』（ぎょうせい） 

『部下を壊す上司たち』（ＰＨＰ出版） 

『パワーハラスメント解決技法』（日本法令） 

『公務職場のパワーハラスメント』（公職研） 
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ご紹介いただきました金子でございます。今日は、「ハラスメント 新事情」というタイ

トルでお話をさせていただこうと思います。管理職の皆さんが中心だと聞いておりますの

で、もう何度かハラスメントの研修もお受けになっているかな。 近また体育関係だった

り政治の世界だったり、ハラスメントがいろいろ起きていますので、そのへんのことを取

り上げながら、改めて皆さんもお感じになっていることがあるかなと。そのことと重ね合

わせながら、今日は理解していただくというか、もう一回おさらいしていただくみたいな

ことで、話を進めさせていただこうと思っています。 

 サブタイトルに「あなたの理解で大丈夫ですか？」と、クエスチョンを付けました。い

ささか挑戦的なサブタイトルですが、皆さんの何となく分かっているよというところは本

当に大丈夫かなということをあえてお話ししますので、ぜひ自分の考えていたことでよか

ったのか、ずれているのか、そのへんも少しお考えいただければいいかなと。そんなお話

をさせていただこうと思っています。 

 早速ですが、ハラスメント、 近は数えると三十幾つある。うっとうしいぐらい何でも

かんでもハラスメントかみたいなことで、私もこんな仕事をしているので、いかにもハラ

スメントですよねみたいな話をされることもあるのです。確かにちょっとうっとうしいぐ

らいいろいろあるのですが、そもそも何なのかというか、改めてこんなことを言わなくて

はいけないかなと 近思います。 

 軽く考えることがあって、それぞれ皆さんもいろいろ日常感じられる嫌なこと、迷惑な

ことはいっぱいあると思いますが、そういうことについて、なかなかそうはいっても口に

出して言えないといいますかね。嫌だから言えばいいという話でもなくて、やはり気を使

ったり、言いたくても言えなかったりみたいなことがいっぱいあると思います。そういう

ことについて、少なくとも嫌だったら嫌だと言って、相手もそのことについて「何言って

いるんだ」ではなくて、一応本人が何を嫌がっているのかを受け止めて、お互いにそこで、

いってみればコミュニケーションが図れる。こんなことを目指しているのだというきわめ

て当たり前のところがスタートラインにあるということを、あえて申し上げようと思って

います。 

 ただ、今言ったようなことでも、一番下に書きましたが、別にやっている人が悪意でや

っているわけではない。何の気なしにやっていたり、自分の単なる趣味、好きなことでや

っていたりするかもしれない。それが相手に迷惑をかけていることに全然自覚がないとい

うことは、往々にしてあるわけです。また受ける側も、ものすごく敏感な人もいれば、そ

の程度いいのではないかと思う人もいる。両方とも非常に幅があることなので、これをキ

ャッチボールするといってもなかなか難しいといいますかね。 

 私は昨日、一昨日に関西のほうにいって講演をしてきました。大きいホテルでの講演だ

ったのですが、昼に食事をしていたら何と右側に座っている人と左側に座っている人が知

り合いで、私の頭越しに大きい声で話をするんですね。ご飯を食べているときに何だよみ
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たいな感じだったのですが、もちろん日本人でなくて外人です。おおむね何人かは分かり

そうなのですが、遠くから平気で大きい声でガンガン怒鳴り合って話をする。さすがに私

も嫌になったので英語でちょっと注意したのですが、全然通じなくて、ますます 悪だっ

たのでボーイを呼んで注意してもらった。そうしたら何か変な目で見られました。 

 文化が違うからしょうがないと半分は思いながらも、落ち着いて食事をしたいのに間を

挟んで両方でときどき立ち上がって手を振りながら、けんかをしているわけではないので

しょうけれども、そんな感じの雰囲気の中で食事をするのはちょっと不愉快でした。 

 私も 近ちょっと暴走気味があってすぐ注意してしまうのですが、そんなときに注意し

ていいかどうかはさんざん迷う。しかも注意したけれども、何となく後々ちょっと気まず

くて。彼らのほうが圧倒的に多いので、私のほうを絶えずじろじろ見ながらひそひそ言っ

ているから、悪口でも言われているのかなと、言ったけれども何かあまり気分がよくない

みたいな感じですかね。 

 そのときに日本人同士だったりして「ああ、すみませんでした。申し訳なかったです」

と言われれば、これはこれでゆっくり落ち着いて食事もして、別に気分も害さずにという

ところでしょうけれども、やはりコミュニケーションがきちんと取れていないと、言った

ほうも言われたほうもお互いに不愉快になったりで、なかなか難しい。 

 今のケースも、あの人たちには悪気はないのだろうと思うんですね。文化だからそうい

うことが当たり前の国なのでしょう。そうすると悪気があって私に向けられたわけではな

いので受け止め方の問題もありますし、私がそこで我慢するかしないか、いろいろ何段階

か、この問題をどうするかというところはあるわけです。こんな日常起きていることをハ

ラスメントみたいなことで表現して、多少ボールのお互いの投げ合いをしてみようみたい

なことですかね。 

 いろいろなハラスメントがありますが、 近はスメルハラスメント、臭いのハラスメン

トも話題になって、私も取材を受けたりすると、結構悩んでいる人がいらっしゃる。俗に

いう加齢臭ですね。私も人ごとではないのですが、毎日仕事をしにいって、隣にいる上司

が結構すごい臭いがする。あまり気にされていない。しかもタバコは吸うし、お酒を飲ん

で酔った翌日なんか、ものすごい臭いがする、たまらないみたいなことですね。そんな方

もいらっしゃいます。 

 近は臭いにすごく敏感な方もいっぱいいらっしゃるので、これも言うと逆にハラスメ

ントではないのかぐらいの話もありますし、言いがたいところです。少しずつ問題になっ

てきて、言われたほうも言われたらあまり愉快ではないですね。今日は男性の方、中高年

の方が多いから。 

 でもこれもよほどコミュニケーションがないと、職場ではちょっと言えないですよね。

ひょっとすると、帰ると奥さんにしょっちゅう言われているかもしれないですけどね。「あ

んた、臭いよ」ぐらいなことを言われても、奥さんから言われる分にはお互いにコミュニ
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ケーションがあるから「何言ってるんだ」でいいのですが、職場あたりだとなかなか言え

ない。 

 臭いより、一昔前はタバコが本当に周囲に迷惑かけていたのでしょう。私もヘビースモ

ーカーでしたから周りが嫌がったことが何回かありましたが、「何言ってるんだ、別に俺は

お前に嫌がらせをして吸っているわけじゃない、自分の趣味で吸ってるんだ」みたいなこ

とで、あまり聞く耳を持たなかったわけです。 

 だんだんそうはいかない社会で、健康にも関わるということで健康増進法なんかができ

て、今や吸うほうは肩身が狭いわけです。ある程度嫌だというレベルから、合理的に誰も

がちょっとまずいでしょうというところで法律に昇格するといいますか、そんな流れがあ

ると言ってもいいと思います。今日お話しするセクハラ、パワハラあたりは完全にその域

に達して、勝手だろうというわけにいかなくなってきている。マタニティハラスメントも

そうですね。 

 あと予備軍で私も気になっているのは、エイジハラスメント。おそらくこれは近々日本

でもテーマになると思います。もうアメリカは法律になっているのですが、要するに年齢

で括らない、年齢で物事を判断しないみたいなところですね。私も 75 歳を超えましたが、

自分ぐらいの年になると、周りを見回すと病気で結構苦しんでいる人もいれば、健康で本

当に驚くぐらいの運動をやっている人もいれば、様々です。そうなるとたしかに個人差だ

なという感じもしますし、それぞれ勝手にやっているわけで、70 過ぎたらこうだとか、60

過ぎたらもう使えないとか言われたら、たしかにむっとする。 

 今後だんだん年金の年齢を底上げしていくことも含めて、それから皆さんの定年も 65

歳になりますかね。だんだんそうなってくると、たしかに年で括ってものを言う言い方は

いいかどうかなと。アメリカは完全にそうやったら法律違反ということで大騒ぎになるわ

けで、裁判もいっぱい起きていますし、日本もそのうちきっと、これはなるだろうと思い

ます。 

 だからその種のことは、やはりお互いに。たしかに年で括ってものを言うのは、再任用、

再雇用の方もいらっしゃるでしょうし、「いや、70 はやっぱり使えないよな」とか言われ

たら、本当にむっとするでしょう。そういうことは、お互いに言われて不愉快、なるべく

なら言わないほうがいい。言われたときには嫌であれば嫌だと言えるみたいなことですね。

こんなことが前提にあるんですよということを、ぜひ改めて押さえておいていただきたい。

随時この話に戻りながら、お話しすることになるかなと思います。 

 それはともかくとして、皆さんと同じ公務職場で、実は結構いろいろ起きているんです

ね。皆さんのところはともかくとして、ちょっと周囲を見回して、どんなことが一体全体

起きているのかを、少し見ておきたい。近年ちょっと問題になって新聞に載ったような公

務職場のケースを、ピックアップしてみました。 

 これは大阪の浪速区の職員です。49 歳。50 歳ぐらいの方ですね。係長さん。この方は、
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見出しだけ見ると、これは駄目だろうみたいな感じですね。セクハラをやった。何をやっ

たかというと、LINE で性的なメッセージを送ったり、動画無断撮影を 20～30 回やった。

30 代の部下の女性ですね。これはちょっとおかしくないかぐらいの感じだから、これは駄

目だろうみたいなところです。 

 ただちょっと中身を見ると、女性の体形に関するメッセージと書いてあるので、セクハ

ラとは言っているけれども、「太ったね」とか「痩せたね」の類いかもしれないですね。メ

ッセージ、ひょっとすると軽い気持ちでやったかもしれない。ただ食事の誘いもしていま

すから、どうなのかなというあたり。それから 20～30 回にわたり写真、動画撮影をして

いた。これは相当気持ち悪いなという感じもする。撮られた人も嫌な思いをしたでしょう

けれども、なぜこんなに回数が行くまで放ったらかしになっていたのかみたいな感じも、

しないでもないですね。 

 ただ LINE にせよスマートフォンの撮影にせよ、 近、結構事件は多いですね。これも

先ほど言いました、悪気というか、セクハラやこういうことになるとちょっと問題でしょ

うけれども、例えば男性の職員が自分の同じ係にすごくきれいな子がいて、その子のこと

を友だちにお酒を飲んだときに紹介しようと思って、軽い気持ちで写真を撮った。「うちに

可愛い子がいるんだよ」と友だちに口で言ってもそれだけの話ですから、「こんな子だよ」

みたいに、 近すぐ見せたりします。それが友だちを通じて拡散してしまって、えらいこ

とになってしまったといいますか、大きな話になった。本人は全く撮られたのも分からな

いし、拡散してからいろいろな所から電話が本人にかかってきたりして大騒ぎになったケ

ースがあります。それは本当にハードルが低くて、やるほうはたしかに悪気はなかったの

でしょうね。だけど、やはり無断でということもありますし、それで処分されましたから

ね。だからやはり事がそのようになると厄介です。 

 若い人でなくてもっと年を取った人といいますか、神奈川の出先の所長さんですけれど

も、自分の部下で可愛い子がやはりいた。AKB に入ってもおかしくないぐらいの自慢の部

下だったんですね。 初は所長室に来たお客さんに「うちに可愛い子がいるんだよ、帰り

にちょっと見ていってよ」みたいなことを言って、要するに自慢をしていたんですね。自

慢だけしていてもしょうがないからというので、今度写真を自分の部屋に飾って、「この子」

と言って指さして、「この子だよ、きれいでしょう」と言って自慢するようになった。 

 いくら自慢で別に性的な関心を向けたわけではなくても、なぜ彼女の写真だけ所長室に

飾っているのかといったら、結果を見るとやはり異常な話ですね。だけど本人にしてみた

ら全然異常ではなくて、口で言っていたのを写真があったほうがいいと。集合写真ぐらい

だったらまだちょっとましだったかもしれませんが、それにしてもそういうことをやれば、

形になってしまうとそれで話題になって、後でその彼も処分を受けました。だから非常に

ハードルが低いので、軽い気持ちでというところを考えると、この種のことも結構ありか

なという感じがしないでもないですね。 
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 2 番目はセクハラ。これは交際を迫ったり食事をと言ったり。それからもう一方で、パ

ワハラですか。パワハラも結構派手に机を蹴飛ばすとか、「なめてるのか」と怒鳴ったとか、

いろいろなことをやっています。これだけやっておいて、パワハラ、セクハラの意図はな

い。「いや、俺はそんなつもりはなかった」と言っているんですね。しかも、さらに上司の

部長から注意しても改まらなかった。だからついに処分ということになったら、市長まで

巻き込んで処分を受けている。 

 それはそうですね。これだけやっておいて、しかもなぜ問題になったかというと、1 人、

鬱病になってしまった。休職。そこへ行くまで何とかならなかったか。結構長い間引っ張

っていますね。先ほどの 30 回の写真もそうですが、30 回たまればアウトというのはいい

のですが、1 回、2 回とか 5 回でやめさせることのほうが目的なわけです。処分するのが

目的だったら 30 回たまるのを待つのもあれですけれども、なぜもう少し早くできないの

か。もう少しきちんと対応できないのか。これも、休職が出てからようやく問題になって

いるみたいな感じですね。だからみんな周りが相当迷惑する。だから逆に言うと、市長ま

でそういう処分対象にならざるを得ない。たしかにそうですね。これは市としての全体の

責任に、もうなってしまっている。しかもこの方は課長ですからね。55 歳、分別がある年

齢だろうと思いますが、こんなに周りを巻き込んでしまうような処分になっている。 

 それから、これは厚木ですね。パワハラ。このへんに来ると、私もある程度分かるかな

というか、それなりの事情は見えてきます。これは議会用の資料作成。そのときにイライ

ラして、暴言を吐いた。それで、資料づくりをさせた。 

 私も都庁でさんざん議会対応をやってきて、徹夜が 2 日も続いたり、先生たちも勝手な

ことを言うから資料は大変で、苦労しているときにたしかにイライラもしますし、こんな

ことは言わないけど結構きついことを言った記憶もあります。このイライラというのは分

かりますね。 

 ただ、それでこういうことをやっていいかというのはまた別問題ですし、あとでそうい

うことが起きて、休職、療養中が出てきた。こんな騒ぎになって改めて聞いてみたら、19

人中 10 人以上がさんざんこの部長さんの大暴れを見ている。これも、なぜそこまでみた

いな感じもしないではないですね。これも結構大変だっただろうと思います。いずれにせ

よ、これは典型的なあれですが、それなりに仕事のストレスをぶつけているところはある

ので、役所ではちょっとあり得るかなというところです。 

 それから、これは課長級。もっと日常的に、部下の報告に対して非常に不十分な報告だ

というので、部下の出したメモを丸めてゴミ箱に捨てたり、書類からはみ出して押印した

り、決裁しなかったり。これは本人に聞いてみないと分からないですが、相当言い分はあ

りそうですね。それなりに本人なりの言い分があるのでしょうけれども、これまた 後の

2 行で、40 代の男性が 2 カ月、女性職員が 7 カ月休職。なんともはや、みんな何となく役

所というのはここまで行かないと動かないのかなと。 
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 後ほど話しますが、セクハラのほうはともかく、パワハラはもっと早めにきちんと動い

ていかないと、職場が滅茶苦茶になりますね。大変な話だし、こんなことで周りがこんな

にバタバタ倒れたりするという話になってくると、本当に市としての責任みたいなところ

まで行かざるを得ないですね。 

 後は丸亀市の教育委員会。これはおそらくプレス発表したのでしょうね。パワハラと

いうときに、怒鳴ったとか蹴飛ばしたとかという話になるのですが、そうではない。 

 「指導の範囲を超えた、人格を否定するような発言」、パワハラの定義みたいなことを言

っていますね。こういう指導をしたから駄目なんだ。中身は、その代わり逆によく分から

ないです。それからセクハラのほうも、「相手の意に反して頭をなでた」。頭をなでたので

はなくて、「相手の意に反して」。相手が嫌だと言うのに、相手をなでたみたいなこと。 

 このようにセクハラ、パワハラの定義みたいなことをきちんと言いながら、相当これは

処分に至るまでいろいろ議論して、こういうことをきちんとやって、そもそもパワハラに

当たる・当たらないみたいなところを考えて処分したのでしょうね。いずれにせよ、こん

な処分。 

 ざっくりですが 近の比較的新しい、市の界隈で起きているようなものを少し取り上げ

てみました。皆さんのところはともかく、結構市役所の 50 代の課長だったり係長だった

り、職責のある、それぞれ分別のありそうな人がいろいろなことをやっているなというあ

たりのことですね。 

 もう一つ気になるのは、そうは思っていない、みたいに本人が認めていないケースが結

構多い。私も公務職場の処分にいろいろな形で立ち会ったり、相談されたり、いろいろな

ことをやりますが、たしかに自覚があまりない人が多いですね。本当にセクハラのつもり

はなかったとか、これがパワハラだと思っていなかったみたいなことが多いので、改めて

皆さん、何がセクハラなのか、何がパワハラなのか、俗に言うジャッジポイントをもう一

回きっちりつかんでいただかないとまずいかなというのが、今日のテーマの一つです。 

 それでとりあえず、セクハラからという話です。実は今、タイトルに書きましたが、圧

倒的に争われているのは言葉のセクハラです。いまさら抱きついたとか強引にキスをした

とか、ホテルに誘ったとかいったら、もうそれは駄目だろう。それからあまり下品なこと

を言えば、皆さんもお酒を飲んでいる席で、誰かが酔っ払ったにせよとんでもないことを

言えば、「お前、それはやめろよ、セクハラだよ」と、周りで止めるぐらいの話になってき

たわけです。今裁判はほとんど言葉のセクハラのところで、いろいろやり取りがされてい

る状況だと言ってもいいと思います。 

 そうすると、圧倒的に「そんなつもりはなかった」。だから先ほど少し申し上げたように、

「いや、セクハラだと思ってなかった」みたいなことに、なってしまうのでしょうね。つ

もりがないのですから、結果だけ出てきたらちょっと納得できない。特に納得できない問

題として、1 点目は、性的な関心がなかった。相手に性的な関心を向けてやったのなら、
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言われたらドキッとして、「それは駄目だよ」と言われたら「あ、まずかったかな」となる

けれども、相手に対する性的関心がない。そうすると、言われると逆ギレすることになり

ますよね。「何言ってるんだ、お前なんか関心なんかないよ、何がセクハラだ」みたいな話

になりがちなところですね。 

 特に日頃のことでいうと、男性目線でいうと髪型を褒めただけでなぜセクハラなのかと

か、服装をちょっと褒めただけで何がセクハラだみたいなところでしょうかね。まったく

性的関心はないのに、「今日の服装、いいね、すごく似合ってるよ」と言ったらセクハラみ

たいなことを言われた、納得できないみたいなことですかね。髪型だってそうですね。「髪

型を変えたけど、何、どうしたの、何かあったの」みたいなことを言って、「別に何もない

ですよ。セクハラですよ、そんなの」と言われてしまったら、言ったほうもバツが悪くて、

「何がセクハラだ」みたいなことになりかねないですね。 

 いずれにせよ性的関心がなかったのに言われると、男性的にいうとあまり納得できない

かな。特にお酒が入って、軽い悪ふざけ。とんでもない下ネタを言えば駄目かもしれない

けれども、軽く悪ふざけ程度だし、別にそれは世間的に見てどうなのかみたいなところと、

それからコミュニケーションですね。あくまでコミュニケーションだと思っていた。それ

は、ではどのへんまで許されるのか、どこで駄目なのか、みたいなところでしょうか。こ

れは、特に圧倒的に男性から見るとなかなか納得できない部分。 

 2 点目はその延長ですけれども、相手にその場で「やめてください」「いや、それはセク

ハラですよ」とか言われれば、今どきですから。一昔前だったら、「何言ってるんだ、こん

なのセクハラじゃないよ」と、強引にまた言ったかもしれないけれども、今は時代が変わ

りましたから、「何がセクハラだよ」と言いながら、一応そこでやめるみたいなことはあり

得ると思うんですね。 

 だから言ってくれれば、まだサインを出してくれれば分かるけれども、結構盛り上がっ

たじゃない、笑っていたし、別に嫌がってなかったじゃない。それを後で、なんでセクハ

ラだよ、あのとき何も言わずに、それってないんじゃないの。後になってから、翌日とか

翌々日になったら、「課長からセクハラを」みたいなことを言われたら、「いや、それはな

くない？」みたいなことですかね。だからどうしても、冒頭にも言いましたが、コミュニ

ケーションギャップ。こっちはそんなつもりはないのだけれども相手が、というあたりの

ところで、なかなか言葉のセクハラになると納得できない部分が出てくる。こんなことが

裁判で争われているんですね。 

 冒頭少しお話ししたように、 近のお話とちょっと重ねて考えてみましょう。福田財務

事務次官。公務員のトップですね。すごい人なのだけれども、この人がセクハラをした。

これは皆さんにあまりしつこく説明しなくてもお分かりいただけると思いますが、「週刊新

潮」に報道されて、テレビ朝日の女性記者にテープを録られた。何が書いてあったか。た

しかにすごいですよね。「浮気しよう」「胸触っていい？」「手、縛ってていい？」。それか
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ら「好きだからキスしたい」。取材に行った記者に対して、これを言ったら駄目だろう。そ

もそも取材と関係ない。 

 いや、これはセクハラでしょうというので、「週刊新潮」がすっぱ抜いて大騒ぎなって、

マスコミも全部セクハラだと言いました。皆さんも、これはセクハラだと思いますよね。

ここまでいったらセクハラだろうと言っているのだけれども、本人は、いやいや、そうい

うものには該当しないと言っているんですね。なぜか。「全体を聞いていただければ理解で

きる」。何言ってるの。「言葉の遊び」とも言いましたね。だから、本人は全然そういう認

識はしていない。なぜ。少なくとも公務員のトップ官僚、頭は悪くないはずだし、セクハ

ラぐらいは知っているだろう。ここまでいって、何寝ぼけたことを言っているの、ぐらい

の感じですかね。だけども本人に自覚はない。 

 なぜというのは後で少し考えますが、麻生さんもいろいろなことを言ってくれますよね。

「本人は認めていないし、事実がどうか分からない。本人も否定している。調査する必要

もないし、処分する必要もない」。何を言っていたかというと、簡単にいうと、 初は「た

かが言葉で」、なぜこんな偉い奴を処分しなくてはいけないのか、調査しなくてはいけない

のかという話ですよね。 

 たかが言葉で。抱きついたとか押し倒したとか、とんでもないことをやれば処分、調査

をするけれども、別に言葉だから相手を押し倒したわけでもないし、傷つけたわけでもな

い。言葉で処分しなくていけないのかというのが、彼のスタートラインですね。だけどマ

スコミからさんざん叩かれてだんだん後退して、いやいや、行為者にも人権があるとか、

それから 後は、相手が出てこないことには判断しようがない。それから、テープを録っ

たというのはそもそも仕掛けられたのではないか。ハニートラップだと言う人もいる。少

しトーンダウンして、相手にいちゃもんを付けるぐらいで終わってしまったんですね。 

 それで 後、財務省が処分ですから、相手の話も聞かなければ分からない。普通そうで

すよね。殴った殴られたとしたら、殴った人と殴られた人の言い分をきちんと聞いて処分。

当たり前でしょう。だから出てこいと言ったら、これまたマスコミに、被害者のプライバ

シーはどうなるんだみたいなことを言われ、さらに財務省で雇った弁護士は信用できるか

みたいなことまで言われて、何となくワイワイになった。そうしたら本人が辞めてしまっ

たので、なし崩しになりましたよね。こんな、あえてしつこく言うこともないぐらいの話

です。 

 要はこの中で、先ほど申し上げているセクハラについての疑問文みたいなのが結構てん

こ盛りに、一応なっているんですね。そもそもどこでセクハラを判断するのか。 悪、

後のほうは女性が出てこない、出てくるかの話になっているから、女性が判断するのかと

いうのが一つありますね。それから皆さん、マスコミはどこで判断したか。「胸触ってい

い？」は駄目だろう。「キスしたい」は駄目だろう。「浮気しよう」は駄目だろう。「手縛る」、

これも駄目だとか、そこで判断したか。 
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 どこで判断したかというあたりのことを含めて、これはまさしく言葉のセクハラ、いろ

いろ問題になっているところと重なるんですね。そんなこともちょっと考えてみたいので

すが、そもそもセクハラとは何か。これは別にここで講義をしようと思っていないのです

が、あまり書いていないということを見ておいてもらいたいですね。 

 法律がありますといっても、定義しか書いていない。定義に何が書いているか。これを

100 回読んでも、先ほど言ったようなことはジャッジできないです。どこにもジャッジポ

イントは書いてないから。だから、逆にいえば分からなくて当たり前というか、なかなか

面倒くさいねという話になる。 

 では、どうして書いていないのか、どうしてこれでは無理なのか。これは基本的なこと

しか書いていない法律なんですね。皆さんも法律を扱っていらっしゃる方が多いので言う

までもないですが、これは憲法第 25 条あたりと一緒ですかね。文化的 低生活。そんな

ものは時代によって変わる。だから別に何百円だとか何千円と書いていない。そんなの当

たり前ですよ、というぐらいのところですね。 

 セクハラは、時代によって解釈は変わるのです。だから冒頭に申し上げた、「あなたの理

解で大丈夫ですか？」というのは、ひょっとすると古いジャッジポイントで見ているかも

しれない。時代によって変わるんです。そんなに目まぐるしく変わるわけではないのです

が、要は変化をするので、それにチャンネルをきちんと合わせておかないと、セクハラと

いうのは分かりませんということです。 

 時代も含めて、セクハラについてはいろいろと言われていることがあります。それをい

くつか挙げておきました。先ほどから言っています、性的な言動、エッチなこと、下品な

こと。これを言っては駄目だよね。何となくこれは皆さん、かなり共通かな。これは言っ

ては駄目だというぐらいのところは、いいでしょうね。 

 2 番目。セクハラは受けた人が判断する。これが先ほどから、ちょっとクエスチョンな

んですね。裁判にもなっている。先ほどの福田事件でもチラチラとしている。特に福田さ

んだけではなくて、この間セクハラで辞めた人はいっぱいいますけれども、そういう人も

「いや、女が判断するのはしょうがないよね」と言った人もいるし、「年代的に今どきの若

い人だから、俺の価値観と違う」と言って辞めた人もいる。要はセクハラは相手が判断す

るということならしょうがないみたいなことを言って、無理やり納得しているのか、自分

で諦めているのか、そんなことを言いながら辞めた人もいます。だからこのへんは、場合

によっては皆さんに聞いたら三角かもしれないですね。「俺はそう思う」と言う人もいるし、

「いや、違うんじゃない」「いや、分からない」みたいなところですかね。 

 3 番目は、これも実は 初から言われているのですが、同じことを言ってもなったりな

らなかったり。人によって、なったりならなかったり。ここに来ると、ちょっと説明でき

る人はあまりいないかな。何言っているんだよ、処分されるんだよ、それが人によって違

ったり、同じことを言ってもなったりならなかったり、ふざけるなよ、おいおい、みたい
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なやつですね。特に人にもよるというやつが、じゃあ、いい男はいいのか。ここでもう極

めつけで訳が分からなくなって、どうもセクハラってよく分からないなみたいな話に、結

構なったんですね。 

 いずれにせよ、こんなことを言われていますが、こういうことを含んで、要するにセク

ハラをどう理解するかということが、実はもう問われているのです。先ほど時代によって

変わりますと言ったことにあえて一言付け加えておきますと、この法律は 1997 年にでき

た法律ですから、皆さんまだお若いころでしょう。そのころできた法律で、厚生労働省は

この法律ができたときに、セクハラって何？ みんな分からないですから、これがセクハ

ラだという例を二つ挙げたのです。その例を言うと、皆さん、「ほう」という感じになるか

もしれません。 

 一つは、職場にヌード写真を持ち込む、ヌードポスターを貼るな、みたいなことを言っ

た。そんな職場、あり得ないですよね。ヌードポスターを貼ってあるとか、ヌード写真が

そのへんに散らばっているような職場なんかあり得ない。だけど私は皆さんより古いから、

都庁に入ったときには実は生命保険会社が持ってくる月めくりのカレンダーはほとんどヌ

ードでしたね。ヌードか景色かで、男性が選んでどちらがいいかみたいな感じ。だから、

私はやっていませんでしたが、やっている人たちは結構いましたね。それで女性たちはや

はり嫌がっていました。「あんなのやめてよ」みたいなことを言うと、「いや、これは芸術

だ」とか言って、芸術論争みたいなことをやっていたのです。要はそういう時代ですね。 

 もう一つは何かというと、カラオケでデュエットを強要するな。これは多少皆さんも。

ひょっとすると、マニュアルの中にいまだに残っているんですね。カラオケでデュエット

を強要するのはセクハラだと書いてあるのです。どういうことかというと、当時はカラオ

ケの出始め、走りで、2 次会とか 3 次会に行ってしまうと酔っ払って、デュエットという

ともう肩を組んだり、よからぬところを触ってしまったり、いろいろなことを男性がやっ

たんですね。だから男性側からいうと千載一遇のチャンスで、「デュエットしようよ」と言

って、そういうことをやっていた時代。それは駄目だろうというのが二つ目です。 

 今はそんなことをやる人もいないでしょうし、また、デュエットしようよと言われたら

セクハラなんて言う人もいないと思います。要するに時代は変わって、当時はそういうこ

とはそうだったけれども、今ではないという話でしょうかね。 

 そこで、実は先ほどから言っていますように、もう裁判はいっぱい起きています。では

福田さんと同じような裁判があるのだったらそこに重ね合わせて、福田さんの事件も少し

考えてみましょうということです。 

 これも比較的皆さんに近いのですが、大阪の市役所の管理団体、海遊館という水族館を

管理してもらっていた会社です。民間の会社ですけれど、水族館の管理運営を委託したと

ころで、管理職の上司 2 人と 30 代の派遣の女性 2 人の間で、日常会話でいろいろなこと

を言われたことが問題になったわけです。これは新聞にも載りましたので、ひょっとする
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と覚えている方がいらっしゃるかもしれないですが、 高裁で「言葉のセクハラ判決」み

たいなことで載ったのです。 高裁まで行った。今どきですよね。 

 なぜ問題になったかを先に言っておきますと、派遣の 30 代の女性の 1 人がいろいろ言

われて嫌になったので、職場を辞めますと言った。なかなか有能な人だったらしくて、会

社はびっくりして、いやいや、辞めないでくれと慰留したけれども、もうやめる決心をし

て、嫌なので辞めますと言った。なぜかと聞いたら、実は管理職の上司から 1 年間いろい

ろ言われて、もう嫌になった、だから辞めますということになった。 

 会社としてはこんなことで辞められるのもあれですが、また今後せっかく派遣のいい人

に来てもらってもこんなことが起きては困るというので、管理職の上司を呼んでヒアリン

グをした。その結果、女性の訴えの中にはこれ以外にもう少しあったのですが、これは言

ったと認めた。 

 しかも問題なのは、派遣の女性も管理職の上司も言っているのですが、性的な関心は一

切向けられていない。つまり体を触られたり性的な誘いを受けたり、性的な関心を向けら

れて付き合えと言われたとか、そういうことは一切ないのです。だからまさしく日常の会

話として、いろいろ言われた。これが嫌だったというのが女性の主張で、男性も性的関心

は向けていない。完全に冗談だったり、その場だけの話だったという話なんですね。 

 だから、そういう下心があるわけではないし、全く日常の会話として交わされたのだけ

れども、会社は先ほど言ったようにヒアリングした結果、いや、これは駄目だよ、これは

セクハラだとジャッジして、これで処分した。どういう処分をしたかというと、管理職を

外した。降格処分にした。本人たちはびっくりというか、まさしく麻生さん状態ですね。

たかが言葉のセクハラで降格かよというので、納得できない。 

 たしかに私もあちこち飛び回っていろいろな自治体を見ていますが、言葉のセクハラ、

あまり実害のないところでやり取りしたものがどうのこうのという話は、だいたい厳重注

意とかせいぜい戒告ぐらいの話で、降格処分というのはたしかにきついかもしれないです

ね。 

 降格処分ですから、当然管理職手当は外される。奥さんも気がつきますよね。なぜ給料

がこんなに低いのということで、家庭騒動にもなっているかもしれないですね。それは分

かりませんけれども、要はちょっと納得できる範囲ではなかった。いや、これは納得でき

ないというので、裁判になった。ですから会社と管理職。派遣の女性は関係なかった。 

 果たしてこれはどうなんだという話になったのですが、男性の言い分も含めて軽く言葉

を見ておきますと、「30 歳は 22～23 の子からみたらおばさんやで」。これは自分が言って

いるのではなくて、「20 代の女の子は 30 過ぎるとみんなおばさんと言っているよ」と言っ

ただけ。それから「結婚もせんで、こんなところで何してるの、親泣くで」。これも「親の

立場になったら、30 過ぎて結婚もしなくて派遣で働いている。ちょっとつらいよね」。親

の立場で言っただけ。 
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 その次あたりは「セックスレス」なんて言葉が出てくるのできつそうですけれども、こ

れは大阪でもあるからでしょうね。いやいや、これは「恥ずかしながら、わが夫婦はもう

何年もセックスレスやねん」。俗にいう自虐ネタ。自分の恥ずかしい話をして話題をつくっ

た。「お前がセックスレスだ」と言えば失礼な話になりますけれども、自分の恥ずかしい話

をテーマにして話したのだから、なぜこれがセクハラなのか。 

 「この中で誰かと結婚せなあかんとしたら、誰だよ」。これもお酒の席であった究極の選

択。こんなのあちこちでやってるじゃない、という話ですね。「女の子は男に甘えるほうが

いいんだよ」。いや、これは本当でしょう。「男はそんなつっぱった女なんか好きにならな

いよ、ちょっとぐらい甘えていったほうが絶対うまくいくよ」と、アドバイス。 

 「俺の性欲は年々増すねん」。これもセックスレスと同じでちょっときついですけれども、

これも同じですね。「恥ずかしながらいい年して、俺は性欲が年々増すんだよ」。だからホ

テルに行こうと言ったわけでもなければ、だから付き合えと言ったわけでも何でもないん

ですね。だから言ってみれば、まさしく自虐ネタだというわけですね。研修を受けて女性

の弁護士に相当きついことを言われたので、「そんなことを言ったら、女としゃべれない」

みたいなことを言った。 

 後は、彼女たちが給料が安くて嘆いていた。それを受けて、「だったら、女は夜の仕事

をしたらいい金になるよ。俺の知っているキャバクラ、紹介してやろうか」。それは彼女た

ちが言ったから受けて言っただけ。俺から積極的に、「お前、キャバクラ行ったほうがいい」

なんて言ったわけでもない。男性目線でいうと、これの何がセクハラなのかと言っている

んですね。 

 これで裁判になったわけです。実は地方裁判所は、いやいや、これは駄目だよ、これく

らいの処分を受けてもしょうがないよと言ったのです。ところが高裁は、いやいや、これ

はちょっと重すぎないか。なぜ重いかというと、これは下心があるわけではないから、性

的な関係、性的なことを考えていたわけではないから、女性のほうが言われたときに嫌だ

ったら嫌だと言えたのではないか。要するに下心かあったり性的な関係だとかなり、言う

のがつらくなったりきついけれども、軽く向こうも言っているのだから、軽く嫌だと言え

ばいい。そういうことを言わなかったから、管理職上司たちは調子に乗って言ったわけだ

から、あなたたちもちょっと言ってあげればよかったんじゃないの。それにしては降格は

ちょっと重いと言った。 

 そういうプロセスを経て、 高裁へという流れなんですね。 高裁が何と言ったか。今

言ったようなテーマ、そのポイントだけにしますが、まずこれがセクハラかどうかどこで

判断したか、なぜセクハラかというところですね。セクハラだと言いました。 

 女性従業員に対して、強い不快感、嫌悪感、ないしは屈辱感を与える。だからセクハラ

だと言ったのです。つまり先ほど言ったセックスレスだとか性欲がどうしたこうしたが駄

目とは言っていない。そういう下品とかとんでもないことを言っているから駄目なのでは
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なくて、女性を主語にして、女性従業員に対して不快感や嫌悪感、ないしは屈辱感を与え

ているから、これはセクハラだとまず言ったんですね。 

 裁判が長い中でいろいろなことを言っていますから、それを私なりにきちんと説明する

とどういうことかというと、この文章の頭にカッコして、「女だから」「女のくせに」とい

うのを入れてもらうと、分かりやすいかもしれないですね。「女だから 30 過ぎたらおばさ

ん」。男については言わない。「女のくせに結婚もせんで、こんなところで何してんの。親

泣くで」。 

 要するに、ほぼ言っていることは「女だから」「女のくせに」。ジェンダーハラスメント

なんていう言葉で俗によく言いますけれども、こういうことをそういう目線で言われたら、

それは女性は非常に不快。その不快感と屈辱感が大事なので、別にセックスレスとか性欲

がどうしたこうしたが悪いわけではない。女性従業員に対する強い不快感や嫌悪感がいけ

ないのだと、まず言ったんですね。これはまた後でもご説明しますが、こんな感じ。 

 それから、高裁が、ノーと言えばよかったではないかと言いました。それに対して 高

裁は、逆のことを言いました。いやいや、ノーと言えないからセクハラだ、そもそもそれ

が大事なんだ。ノーと言えるぐらいだったら、セクハラではないという言い方をしました。

なぜか。それは、かたや管理職、かたや派遣。こういうポジションにあったら、ノーとは

言えない。そういう立場の問題をきちんと入れて判断しないと駄目ですよ、むしろそれが

セクハラのそもそものジャッジポイントになるということを言いました。 

 それから先ほどから言っている、性的関心がない。いやいや、こういうことを言ったけ

れども、別に彼女に性的関心を受けたわけではないのだから、何がセクハラなんだという

ところです。そうしたらこれについては、こんなことを言っています。要は性的関心をむ

き出しにしてわいせつなことを言ったり、とんでもないことを言えば、それはアウトに決

まっているでしょう。そこはもう当然でしょう。でも残ったところに、お酒の席で言った

冗談として済まされるものと済まされないものがある。これは済まされないものだったん

ですね。済まされないものは何かというのは、先ほどの話に戻るのですが、女性に不快感、

屈辱感を与えるような冗談は冗談では済まない、単なる軽口では済まないと言ったのです

ね。 

 それから、今日は管理職の方が多いとお話を聞いていますが、あえて 高裁はこんなこ

とまで言っている。管理職がこういうことをやってどうするのか。管理職はむしろ会社の

立場でセクハラをなくすために一生懸命頑張らなくてはいけない人なのに、自分がこんな

ことを言ってセクハラではないと頑張っているなんて、何を考えているのか、ぐらいのこ

とを言われてしまった。 

 いくつかここで回答が出ていると思います。これは被害者が女性だからですけれども、

女性被害者。これは男性だったら男性被害者ですけれども、その屈辱感、嫌悪感、そうい

うことを含めて判断する。セクハラは、相手にノーと言えない力関係が働くから問題。そ
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もそも下心があるとかないとか、そんなことは関係ない。たしかにこれは、言われてみる

と私も男性だからあれですが、下心と書いてあるわけではないから、女性の側から見たら

下心があるかないかなんて分かりっこないわけですね。だからそんなことを言われても、

なかったとかあったとか、そんなのは関係ない。相手から見ればあったかもしれないし、

なかったかもしれないし、本人しか分からないことだから、それはジャッジポイントにな

らないと言われていますね。あとは管理職の責任という話です。 

 今言ったようなことを少しまとめます。ぜひここで皆さんのセクハラについての考え方

を修正しておいていただきたい、微調整をしておいていただきたいということです。それ

はどういうことかというと、セクハラの判断というのは基本的に被害者の不快感の程度と、

相手との職務上の地位、関係性で判断しますと言っている。 

 これは男性目線でいろいろ疑問はあるでしょうから、被害者の不快感の程度はこういう

ことですというのは高裁も言っています。 高裁も言っています。どういうことかという

と、平均的な女性の受け止め方。これは女性が被害者ですからね。いろいろな職場があり

ますから、たしかに女性のほうの受け止め方もずいぶん違うと思いますが、同じ職場、例

えば勝浦市で起きれば勝浦市の女性たちは、この程度のことを言われたらこんな受け止め

方をするよね、というところで受け止めるんだよと。勝浦市であれば勝浦市の女性たちが

この程度だったら嫌だと思うよな、思わないよなというぐらいのことは、男性側も分かる

でしょう、男性でも平均的ですから、という話です。 

 逆にいうと、今日は管理職の方が中心だから女性の方は少ないですけれども、例えば女

性の方に来てもらって、皆さん 1 年間これをいろいろ言われたら不愉快か愉快か聞いてみ

てマルバツでやったら、おそらくほとんどの人は、なぜこんな仕事と関係ない、性欲がど

うしたとかこうしたを聞かされなければいけないのか。いくら自虐ネタでも、セックスレ

スだ、おばさんだ。いや、こんなの聞きたくないし、なぜ聞かなければいけないのかとい

うことに、きっとなるでしょうね。これはやってみなければ分からない話ですけれども。

平均的にみんなそういう受け止め方をするようだったら、もうこれはバツですというぐら

いに、ざっくり考えていただければいいんですね。 

 問題は、 初から福田事件の絡みで言っていました、なぜセクハラなのか。「縛ってい

い？」「胸触っていい？」、そこだと思っていた人が圧倒的に多いと思うのですが、実はそ

こではないと。つまりそこはジャッジポイントではない。 

 あの発言のどぎつさとか下品さは被害者の不快感の中に出てくるでしょう。それはそう

ですよね。これも先ほどの話ではないですけれども、職場の女性たちは「縛っていい？」

とか「キスしていい？」「胸触っていい？」とか言われたら、みんな不快でしょう。だから、

それはもう不快感の中にみんな入ってくるでしょう。 

 それから反復継続。これは先ほど言いました、例えば服装だ髪型だ。これも何回か言わ

れれば不快感に入っていくでしょう。つまり毎朝のように、「おお、今日の服装は」みたい
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なことを言われたら。一回ぐらいは見逃しても、「またかよ、なんで私の服装にそんなこと

言われなくちゃいけないの」みたいなことになっていく。それも不快感に入るでしょう。 

 男性にとって非常に大事なところなのですが、そもそも何のために言ったとか、何のた

めにやったとか、そんなことはもう関係ないと言われてしまった。 

 そうすると、ジャッジはもうあまり難しくない。非常に客観的に、特に職場のポジショ

ンなんてそのままポンポンと入れれば分かる話だし、あとは不快感。平均的な女性の受け

止め方を、男性も女性も共通にある程度知りなさいというぐらいのところで、このぐらい

言われたら女性も嫌になるだろう、男も嫌になるだろうみたいなことですかね。そこをど

う捉えるかみたいなところですね。 

 ここで二つぐらい、今言った解説の中で落としていることがあります。一つは、福田さ

んがこういうことを分からないからセクハラだとは思っていないというのはいいですね。

一つはこのテレビ朝日の女性記者は、はじめは普通の取材をしていたのです。ところがだ

んだん今度は飲む場においでよと言って、飲む場は二度ぐらいだったらしいのですが、今

回はバーみたいなところに連れて行かれた。だからだんだん彼女は不安を持って、テープ

を録ったのです。そういう意味でいうと、彼女はもう非常に不快感を持っている。これは

テープを録るぐらいですから間違いないですね。 

 もう一つは、取材する側とされる側という力関係。さらには、先ほどから言っています

が、相手は実際官僚のトップですからね。ものすごい力を持った人だから、そういう意味

でいったら圧倒的な力差があるから、この二つを入れれば本当はもうここでアウトなので

す。これでセクハラなのです。 

 マスコミも皆さんもおそらく「胸触っていい？」「キスしたい」とかが、これは駄目だろ

うと思ったのではないかと思うのですが、実はそこで判断しているわけではない。そうな

ったら上品か下品かの話になってしまう。では福田さんが例えば「今度取材は静かなとこ

ろで 2 人だけで受けるよ」と言ったとすれば、別に下品でもない。考えすぎれば、いや、

ちょっと下心があるかなぐらいのところでしかないですね。下品ではないから、これはき

っとマスコミ的にはセーフですよね。皆さんもひょっとすると、静かなところで 2 人だけ

で取材を受ける、ああ、いいんじゃないか、ぐらいになるかもしれない。 

 ところが彼女にしてみたら、相手はすごく危ない男ですね。その相手が、今度は 2 人だ

けで静かなところでと言ったら、ああ、もっとやばいという話ですよね。だから絶対これ

はセクハラだと、彼女は非常に不快感を持つでしょうね。だから彼女を主語にすればこれ

はアウトになるのですが、世の中的にいうと、言葉をずっとグレーゾーンに持っていくと、

それはいいんじゃないの、いいか悪いかみたいな話になる。だから上品、下品とかで判断

しても、限りなく分からないですよ。いちいち言ったことを厳密に聞いて、しかも受け取

る人によって全然違うかもしれない。そんなところで判断していないというのを、しっか

り押さえなくてはいけないですね。 
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 まさしくこれはストライクなのですが、福田さんはそう思っていない。なぜ思っていな

いのか。これが、実は男性には分かる話です。どういうことか。先ほど言いましたが、

初は平場で受けていたのです。だんだん彼は自分のフィールドに彼女を連れ込んだ。で、

バーなんです。「全体を聞いていただければ理解できる」というのは、テープの後ろにとこ

ろどころバーの女性たちの声も入っているのです。だから、要するにバーでやったことだ

というのが分かる。 

 そうすると、男性の皆さん、いや、お酒を飲みに行って飲み屋で女将に下ネタを言って

何が悪い。「いや、女将、たまには俺に付き合えよ」とか、そのぐらいのことは言うでしょ

う。女将に「胸触らせろ」ぐらいのことは言うかもしれない。金を出して飲む場に行って、

自分のペースでそれを言って何が悪い。 

 彼は、それをやったら日本中の男はみんなセクハラで逮捕されるじゃないか、ぐらいの

感覚なのです。そういうバーみたいなところで言ったのだし、全体を聞いてもらえれば分

かる。そういうところではみんな男どもは下ネタを言うし、そういうことは言っているで

しょう。それが何が悪いのか。そういうのには該当しない。言葉の遊びだよ。これなんで

すね。 

 どのへんまで信じているのか分からないですが、先々週、私は国家公務員の官僚たちを

集めてセクハラの研修をやってきました。そのときに、これとちょっと違うのですが、こ

れに近い画面を用意してレジュメで出したら、主催は法務省だったのですが、法務省の女

性課長が来て、これはやめてくれないかと言うのです。 

 「なんで？ 皆さんに一番身近で、分かりやすいじゃない」と言ったら、「いやいや、そ

うではなくて、福田さんはひょっとすると裁判をやるかもしれない。裁判をやったら、金

子さん、これをしゃべっていると訴えられるよ」。その方は検事の資格を持っているから、

そういう点に敏感なのでしょうね。「いや、いいです、私、訴えられても」と冗談を言いな

がら、そのままやってしまったんですけどね。 

 それが本当かどうか、私も間接なので分かりませんが、彼は本当にセクハラではないと

思っているかもしれないです。ただ裁判に行くと、間違いなく先ほどのジャッジをされま

す。だからやってみてもいいかなと思うのですが、いずれにせよ彼の立場で言うと、やは

り男ですよね。飲み屋で女将にエッチなことを言って何が悪いんだ、みたいなところ。 

 しかも、財務省の他の女性に聞いたのですが、だいたい財務省でもう少し周りの女性た

ちが、「あの人、セクハラ」とやればよかったじゃないかと言ったら、いや、結構このレベ

ルのことは言っていたらしいけれども、周りが何も言えなかったと言っていましたね。 

 だから、言えばいいんですね。バンバン言っていたら、彼もここまで来なくても財務省

で収まったかもしれないですね。周りが言わないから、どんどんおごってしまってここま

で行ってしまったのかなと。これは私の全く個人的な感想ですけれども、いずれにせよそ

ういうことが種明かしですね。ですからどうもわれわれの感覚は、ちょっとセクハラにつ
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いてはずれている。でも、このジャッジポイントというのは別にびっくりすることではな

い。ご案内のとおりセクハラというのはアメリカから来たわけで、アメリカのスタンダー

ドははじめからこの二つなのです。法律が少し違うのでなかなか表現は難しいですけれど

も、そもそもこれなのです。 

 ハリウッドから出てきて、ハリウッドの女優が監督からいろいろ言われたり、いろいろ

なことがあって、ノーと言えない。何とかならないかというので、セクハラという言葉が

出てきた。それでアメリカは何度も大騒ぎしてやっているのですが、監督から言われたら、

地位、関係性で、不快であってもノーと言えない。キャスティングしてもらえなかったら

ということでしょうね。 

 もう一つ、後ろに関係性というのがくっついています。この関係性というのが、実は先

ほど申し上げた、同じことを言っても、同じことしてもなったりならなかったり、人によ

ってなったりならなかったりということのキーワードです。つまり地位と関係性がセット

になって出てくるのですが、地位は職場で考えてもらえば分かりますね。課長、主任、ア

ルバイト、いろいろな肩書きを入れればだいたい分かる。だから、関係性というのは人間

関係です。 

 分かりやすいように、例えば皆さん職場から家に帰ったら、いろいろな人間関係があり

ますね。結婚している方は奥さん、お子さん、お隣さん、親戚、お友だち。何でもいいで

すけれども、いろいろな人間関係がありますね。これを自分の一番親しい人から一列に並

べてもらう。そうすると、例えば結婚されている男性を中心にすると奥さんで、その次、

その次とずっといって、一番向こうに他人がいますね。奥さんの腰に手を回したら、普通

でいうと愛情表現ですね。ひょっとすると、ひっぱたかれる旦那さんもいるかもしれない

ですが、それは個人差だから何とも言えないけれども、通常で言えば腰に手を回せば愛情

表現。ところが一番向こうにいる他人の腰にいきなり手を回したら、これは犯罪ですよ。 

 同じことをしても、人間関係でここまでだったら腰に手を回してもいいけれども、ここ

から先はまずいよねというボーダーラインはありますね。だから同じことをしても、なっ

たりならなかったり。それは人間関係によってという話なんですね。人によっても違うで

しょう。 

 それは人権侵害という難しい話をすれば、イロハのイなんですね。同じことをしても。

だって、皆さん日頃、相手との距離感で仕事もしているし、言葉も発している。まさかこ

の中に、上司にタメ口をきく人はいないですよね。相手を見て、いや、それを言ってはま

ずいというのは言わない。部下に丁寧語を使う人もいない。 

 それと同じで、女性相手にこんなことをやっていいか悪いかというボーダーラインは、

人間関係で決まっている。もっといえば、恋人でもいいですね。恋人だったら腰に手を回

してもいい。だけど、通りがかりの女性には、「可愛い子だな」と言って腰に手を回したら

逮捕される。だから同じことをしても、人によってなったりならなかったり。当たり前の
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ことですが、これがなかなかわれわれは理解できなかったので、今言った人権のキーワー

ドのイロハのイなのですけれども、そこで混乱してしまっているんですね。 

 このことも実は今回のジャッジの中に入ってきているというのは、先ほどの順番でいう

と、とんでもない下品なことをやるのは駄目だよねというのは、別に言葉の下品さではな

くて、女性の、相手の受け止め方で判断するのであって、言葉のほうで判断しないように

ということ。それから、受けた人が判断するというところですね。今言った判断基準。こ

れが逆に言うと究極の判断です。これ以上はあまり出てこない。これ以上面倒くさいこと

を言うことはないと思うんですね。だから、おおむねこれで判断していただくと分かる。 

 日本ではこれからも起きます。本当に、 近いろいろ国際的にも問題になっているぐら

い、日本は相当後進国だから。麻生さんがセクハラ罪はないと言ったけれども、先進国で

セクハラ罪がないのは日本だけです。フランスは刑法だし、ほとんど民法関係のがあるん

ですね。日本は本当に遅れているので、これでなくてもまた事件が起きる。 

 そのときに皆さん、この二つを覚えておいてもらうと簡単に判断できます。例えば都庁

でだいぶ前にセクハラヤジというのがあった。覚えていらっしゃると思います。あれも国

際的にバンバン叩かれた。簡単にいうと、要するにあれがセクハラでなくて何がセクハラ

なんだみたいなことで、「ニューヨーク・タイムズ」は、日本は人権に関してテポドンを飛

ばす隣の国とほぼ同じだと言っていましたし、本当にどうしようもない国だみたいなこと

を書いていました。要は、あれについてジャッジのできない日本という話なんですね。 

 今日は解説しませんけれども、もう一回あの事件をあとでゆっくり当てはめてもらうと、

ああ、なんだ、そうだねという話になります。アメリカはもうこういうジャッジポイント

だから、日本は何を考えているのかという話になるんですけどね。そこは時間の関係で端

折ってしまいますが、ぜひ。これからも起きます。日本は後進国だからいろいろな人がや

るから、そうしたらこの二つできちんと判断したらだいたい分かります。 

 それから、皆さんの職場でもぜひこれをある程度常識化して、周りでそういうことが起

きたときにはこれでジャッジして、きちんと対応する。先ほどから言っていますが、いろ

いろなことが起きると、これってセクハラかな、今度お話しする、これってパワハラかな

と悩むと、周りで起きても注意できない。先ほどの福田さんの財務省ではないですが、い

や、お前、それパワハラだよ、お前、セクハラだよと言ってあげたほうがいいです。言っ

たらそこでとまるかもしれないし、直るかもしれない。「何を、パワハラだ」と言ったって

いいんです。お互いにそう言い合えるような一つのジャッジポイントを持って、お互いに

話し合う。こんな感覚が必要だろうと思いますね。 

 ここで、あの時計で 50 分まで休憩を入れましょうか。 

（休憩） 

 後半のパワハラのお話をさせていただきます。時間も押してきたので、あとで DVD を

見ていただきながら、ビジュアル的にも理解していただこうと思っています。 
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 入口なのですが、パワハラはなかなか厄介なテーマで、ビジュアル的に見るといかにも

で、大声を出してテーブルを叩いたりするとアウトみたいな感じで受け止められるところ

がある。 

 それからセクハラ同様、受け止め方によってという話になりがちなのですが、結論を先

に言ってしまうと、これはセクハラと違って受け止め方ではありません。だから相手がパ

ワハラだと思っても、別に「何言ってるんだ」と言っていいのです。だから五分五分と言

いますか、相手は相手、自分は自分みたいなことです。ただそのときに正当性があるかど

うかはまた別の問題なので、後でどういうポイントで判断するかは言いますが、言われた

からアウトという話ではないですね。そんなことを言ったら、指導できなくなってしまう。 

 それから、 後は指導とパワハラのボーダーラインですね。これが特に体育業界などで

は一番問題になるところです。相手がどうでもいいやと思っていたら、別に本気にならな

くてもいいのですが、相手のためを思ってというところで、ちょっとむきになって言った

ことがパワハラということになると、なかなか納得しがたいところもあります。逆の言い

方をすると、そうであっても踏んではいけない地雷みたいなところを、きちんと分かって

もらう。これが大事だろうと思います。 

 いずれにせよ時代が変化して、いま体育業界でと何度も言っていますが、格闘技まで問

題になって体罰をいろいろ言われている時代ですし、われわれの身の周りでも、家庭で子

どもをいろいろしつけるのに頭の一つも殴ってなぜいけないんだみたいなところですが、

殴っているのをお隣さんが見たら通報されて虐待になってしまうかもしれないですしね。 

 学校の体罰。私は古いですから出勤簿で殴られたし、チョークは飛んできたし、そんな

の当たり前だったのですが、今それをやったらおそらくいろいろ問題になるでしょうね。

ですからたしかに時代が変わって、そういうことがいいとか悪いとかという以前に、やは

りだんだんそういうことについて厳しい目が向けられるようになってきた。だからいいん

だ、いいんだではちょっと済まない部分をみんなで意識していこうこというところですね。 

 パワハラもなぜ問題になってきたかというと、もっぱら今度は職場では鬱で亡くなる人

が結構出てきて、それが裁判になったんですね。 初は、何を言っているんだ、職場は叱

られてなんぼだろうみたいなことで、ほとんど門前払い。裁判でも、そういう人たちが訴

えたから勝つというのはあまりなかったですね。 

 それともう一つ、鬱というのはどうしても鬱から自殺ということになって大騒ぎするわ

けですが、そもそも本人もなぜ鬱になったのかが分からないケースもあるぐらいで、「複合

的要因」なんて一時期は言われていた。もちろん上司から叱られたのもあるだろうけれど

も、家庭で奥さんとうまくいっていないとか、ギャンブルで借金をこしらえているとか、

いろいろあるでしょう。そのいろいろでなったのでしょうというので、これだと特定でき

ない。だから難しいんだという話だったんですね。 

 ところが裁判がものすごく起きてきたら、いや、どうもそれしかないというのですかね。
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裁判ですから全部消去法でやるのですが、ギャンブルをやったわけでもないし、酒もそん

なに飲まない、家庭もうまくいっていた、なのにミスをして上司から叱られた。あのとき

からちょっとおかしくなった。周りもみんなそう見ている。お酒は増え、家でもふさぎ込

んでいるとか、そういうきっかけが明らかみたいなところが、だんだん裁判でも出てきた。

当初は少なかったのですが、これはもうそれしかないというので認められて、労働災害適

用みたいなことになっていったのですが、だんだん比率が変わってきた。どうも職場で、

特にブラック何とかと、いろいろな会社がありますから、いろいろなことでそういう問題

がクローズアップされてきた。 

 そこで、平成 23 年ですからそんなに古くないのですが、この段階でそろそろ鬱になっ

たときにそういう原因もあり得るという前提に立って、労働災害を認定する基準をつくら

ないとまずいなとなった。つまり、そのまま放っておくと自殺してしまうわけですから、

鬱になった段階で労働災害を適用して、ストップをかける。そんなこともあったのでしょ

うね。 

 そこで出てきたのが、まさしくパワハラのことを言っているという感じなのです。つま

り上司の言動が業務指導の範囲を逸脱しており、その中に人格や人間性を否定するような

言動が含まれ、かつこれが執拗に行われた。これをやられたら駄目だろう、これをやった

ら鬱になるというぐらいのつもりでつくった判断基準、認定基準なんですね。 

 労働災害についてご存じの方も多いと思いますが、労働災害というのは、弱、中、強の

3 段階で評価します。これは強のスタンダードなんですね。これにはまったらほぼ認定す

るという基準ですから、これは大変な基準なんですね。特に 3 は、職場で殴る、蹴る、治

療を要する程度の暴行を受けたら、これは労災でしょうと。だからある種精神的に殴る、

蹴るを受けるみたいな規定だと理解してもいいと思いますが、これができました。 

 だから、ああ、これはちょっとやばいぞ、うっかりとんでもない叱責をして鬱になって

労災適用になったら大変ですし、それこそ市だって責任問題が出てくるから、こういうこ

とは避けなくてはというので、市に限らずみんな日本中の企業がちょっと気を付けなけれ

ばいけないという話になってきたところです。 

 ところが厄介だったのは、「業務指導の範囲を逸脱」というのができた。何となくすっと

読むと、そうだよな、業務指導の範囲を逸脱したら駄目だよねというのは分かるけれども、

では具体的に何をやったら業務の範囲を逸脱するのか、業務指導の枠を飛び出してしまう

のか。とんでもないことをやれば、それはもう誰が見ても分かるけれども、ではどこまで、

どこからと言われたら、セクハラ以上にボーダーラインがどこにあるのかよく分からない

みたいな話になる。そこでまた裁判が起きた。いや、これは指導の範囲を超えていないだ

ろう、超えているだろうみたいなことになった。 

 それで厚生労働省も、いよいよいろいろ増えてきたし、そろそろ法律にしなければとい

うので、法律にする検討会を開いた。私も少し関わったのですが、ここでもまた同じ議論
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になってしまった。一番左側のほうに書いてありますが、「業務の適性の範囲を超えて」。

業務の適正の範囲と言われてもなと。 

 皆さんそれぞれいろいろなお仕事をなさっていますが、あなたの業務の適正の範囲はど

こからどこまでですかなんて聞かれても、おそらく公務職場はほぼ答えられないですね。

だいたい皆さんの業務分担を見ると、「◯◯に関すること」とかと書いてありますね。関す

ることなんて、エンドレスですね。関係していればずっと広がるのだから、そんなのボー

ダーラインなんか引けないしみたいなところで、これもよく分からないということで、実

はストップしたのです。ただ、一応パワハラのパターンとして出しておこうぐらいにした。 

 ではこの先どうするのかというので、いや、われわれはここで止めるけれども、裁判は

続くでしょう。次から次へと裁判は起きる。裁判所はちょっと待ってくれとは言わないか

ら、はい、これはパワハラです、はい、これは違いますとジャッジしなければいけないわ

けですね。それがたまっていったら、だんだんこの中身が分かってくるでしょうというの

で、実はここでストップした。だから裁判所もこれを見ながら、その後の裁判をいろいろ

やるようになっていくわけです。 

 そういう中で、中途の裁判は省きますが、もうそろそろ整理していいのではないかとい

うので、今年の末から来年にかけて法律にしましょうとなってきた。ではどんな感じでま

とまるのかというのを、これから少しお話ししたい。分かりやすくするために、 近の比

較的新しい裁判で結論がポンと出るような分かりやすいのを、二つだけ持ってきました。 

 一つはアパレルのお店。ここで働いていた A さん、女性ですね。この人はアパレル業界

で将来身を立てていこうぐらいの気の入った人です。この方は店長が留守にしてお店を任

されたら、お客さんをレジのところに立たせたまま、どこかに行ってしまった。運悪くそ

こに店長が帰ってきた。何をやってるのかという話になってしまったわけですね。そうし

たら、「お客さんから言われたパンツスーツのサイズがなかった。それで今、在庫を見て裾

詰めをしようと思って」という言い訳をしたんですね。それに対して店長が、何を言って

いるのかと。在庫の検索システムはパソコンでできるでしょう。何度も指導している。な

ぜこんなことを覚えないの、という話になったんですね。 

 それで店長が検索したら、運悪くサイズが出てきてしまった。ほら、という話になって、

店長は頭に来たんですね。それで 100 点満点で 20 点。「言っても覚えられる頭と違うやろ

う。何を言っても右から左、全部抜けている。もういいです。何やらせても駄目やねん。

替わりなさい」と言って、替わったのです。非常に分かりやすい単純な例ですね。ところ

が A さんは逆切れして、店長からここまで言われたらやっていられない。プライドもある

し。だけど辞めたくて辞めるわけではないから、これはパワハラだといって訴えたのです。

さあ、どうでしょうという感じですね。皆さんなりに直観的に考えてもらえばいいのです

が、これがいわば業務指導の範囲を超えているか超えていないかなんて、サイズに合わせ

たらどうなるかみたいなことでしょうね。 
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 もう一方はもっと簡単なのですが、半導体関係の会社。同じように A さんは女性で、取

締役から三つぐらいのことで怒られた。比較的しょっちゅう怒られているんですね。一つ

は、B 型肝炎の治療。彼女が B 型肝炎になった。そうしたらそのことについて、「お前は

仕事で迷惑かけているんだから、ちゃんと出てきて、包帯でもして何でもいいから取り返

せ。なんで肝炎なの」。 

 その後、今度は病気のこと。「お前はしんどい、しんどいと言って、早く帰って寝てるだ

け。適当に治療しやがって、治るものも治らないよ」と言って、病気のことを怒られた。

次が外履き用の靴。「お前は靴も揃えられへんのか。ちゃんと揃っていなかった。ついでに

男用のトイレ、汚れているぞ。なんで女のくせにそういうところに気が付かないんだ」と

言って、「女のくせ」にでまた怒られた。 

 後は車の駐車。きちんと駐車スペースに停めていなかった。それでやくざ口調で、「な

んで決められたところに停められへんのか、ボケ」、みたいなことを言われた。それで、「お

前が死のうと会社に関係ないわ」「お前なんか、おらんほうがましじゃ」みたいなことも言

われましたみたいなことですね。 

 こんなことが繰り返されたので、先ほどの話ではないけれども鬱になって、労働災害の

申請をした。どちらかというと、B 型肝炎は個人的な治療ですね。だから業務の範囲では

ない。それから「女のくせに」も、女のくせに、男のくせには関係ないだろう。なぜこん

なことを言われなければいけないのか。それから 後は暴言ですね。やくざ口調。これを

言われたら、これは駄目でしょう。おおむね業務の指導の範囲を超えているというのも、

ものすごく分かりやすいですね。問題は、先ほどのほうがちょっと分かりにくい。こんな

感じだろうと思います。 

 裁判所のジャッジを見てみます。アパレルのほう。今私が言ったような微妙なところが

表現されています。店長として従業員である A に対する業務指導の一環としてなされたも

のであると認められる。だからパワハラではない。人格・人権を否定するような言動とま

では言えない。そこまではいっていない。人権・人格を否定していれば教育指導とはいえ

ないと言っているんですね。 

 もう一方、半導体のほうは、不適切な表現、業務指導に直接関連しない言動が繰り返さ

れている。業務指導の範囲を明らかに逸脱して、その中に人格や人間性を否定するような

言動まで含まれていると言っているんですね。おおむねこういう対比でジャッジしていま

す。この間だいぶ省略しましたがいろいろな裁判がありましたけれども、だいたいここだ

なという、いわゆるポイントですね。業務指導の一貫でやられているのかどうか、人格・

人権を否定するような言動はなかったかみたいなことだなというのが、これでおおむね見

えてくるという話ですね。 

 特にアパレルのほうは、なぜ業務指導の一貫なのか。100 点満点で 20 点。これは業務

評価、業績評価。「言っても覚えられる頭と違うよ、何言っても右から左、全部抜けている」。
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これは検索システムで何度も注意していることについての確認で、その場を引き取るため

に、あなたはもうやらせても駄目だねというので、自分が引き取りましたという。すべて

業務に関わって、きちんとなぜこのように言っているかというのが説明できる。だからこ

れは業務の範囲内であるというのが、裁判のジャッジポイントなんですね。 

 この二つを見てもらうと、だいたい法律にするイメージが出てきます。もう何度か重ね

て言っていますが、1 点はやはり業務、教育指導の範囲を超えているかどうか。それが一

つと、それから相手の人格・人権を傷つける言動になっていないか。おおむねここだなと

いう言い方で書いています。 

 あえていうと、力関係の上の人が力の弱い人に向けてとか、こういうことをやられた結

果精神的にダメージをいっぱい受けたとか、職場環境が悪くなったとかいうのが上と下に

くっつきますが、だいたい力のない人が力のある人をいじめるなんてないし、パワハラを

やるなんてほぼないわけですから、あまりそんなことを気にする必要もないから、そんな

ことはポイントに入れなくてもいい。だいたいダメージを受けたから訴えているわけで、

訴えられているようなテーマですから、パワハラだと言われた以上は言っている人は傷つ

いているのは当たり前なので、そんなことも条件に入れる必要はないと思うんですね。そ

うすると、絞ると本当にこれも二つだな。 

 特に公務員の皆さんだから、2 点目のほうは分かりますね。相手の人格・人権を傷つけ

る。容姿や性格、生い立ちとか、先ほども言っていましたね、「女のくせに」とか。ああい

う個人的なことまで立ち入って言われたら、それは駄目でしょう。これはいいだろうと思

います。気になるのはやはり、何となく独身の人に向けてこういう言い方が結構仕事の中

で出てくるのは、裁判でよく出てきますね。それから極端に、小学生並みだ、地頭が悪い

とか、女に管理職は無理だとか、こんな言い方。乱暴な言い方をすれば、やはり相手の人

格を傷つける。 

 こんなことを言っては駄目だよというのは、こっちはいいでしょうね。問題は、先ほど

もちょっと言いましたが、言ったことが教育指導のために言ったと説明できるか。業務上

の必要性があったと言って説明できるかというところが基本。先ほどのアパレルの人は、

店長は全部これは業務の関係で言ったのですと説明ができた。だからマルという考え方で

すね。 

 もっと分かりやすく言うと、いま裁判そのものがそうなのですが、皆さんがもし部下か

らパワハラで訴えられた。部下が、あんなことをされた、こんなことを言われた、ああさ

れた、こうされたと並べますね。そうすると皆さんは裁判所に呼び出されて、なぜこんな

ことを言ったのかと聞かれます。 

 聞かれたときに、いや、これはこういうことで言ったんです、これはこういうことで言

ったんですときちんと説明ができて、業務上の話としてできれば OK です。「なぜこんな

ことを言ったの」「ちょっと感情的になっちゃって、つい余計なことを言っちゃいました」
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みたいなことが出てくると駄目というところですね。 

 そこで具体的な裁判をお話します。一番はじめは公務職場で起きた例です。起案で中学

生レベルの間違い。「お前は中学の漢字ドリルの勉強をやり直せ」。たしか主任クラスだと

思いますが、その人に課長が言った。それだけではなくていろいろ言われたから訴えたの

ですが、課長は、「いやいや、こいつは本当に間違っているんですよ」と言って、証拠で起

案を出したのです。そうしたら本当に中学生ぐらいの漢字が結構間違っていたので裁判所

も納得して、これは説明になっている、これは別に馬鹿にしたわけではないと了解したも

のです。 

 次のは、タクシー会社の社長がしょっちゅう事故を起こしている運転手に、「お前は人の

ありがたみが分かっていない。首を吊って死んでしまえ」と言ったのです。ところが裁判

に行ったら、「いや、あれは死ぬほど頑張れの意味で言ったんだ」。こじつけですね。これ

は駄目でした。通らなかった。全然言葉が違うと言われているのです。 

 それから先ほども言いました。「こんなこともできないから結婚できない」と、職場で怒

られてしまう。仕事ができなかったら結婚できないというデータはどこにもない。仕事が

できなくても結婚している人はいっぱいいる。私も含めてこのへんにいっぱいいるでしょ

うから、仕事ができなければ結婚できないというのは全然何の説得力もない話ですけれど

も、こんなことをついつい言ってしまうんですね。 

 いずれにせよこういう説明不能なことを言っては駄目というのが、基本的に業務指導の

範囲か範囲外かという分かれ目です。ですから逆にいうと、どんなに興奮しても、あとで

説明できないことは言わないということですね。叱責するときは必ず、なぜ言っているの

かが分かるような仕組みで叱らなくてはいけない。これが、どういう表現になるかは分か

りませんが、おおむね法律的になってくると考えていいと思います。 

 つまり、これは本当に改めてですが、コミュニケーションが取れている。叱責というの

はやはり必要なんですね。後から説明がつくというのは、相手に対してなぜ言うのかが、

きちんと起承転結が合っているかどうか。こういうことを前置きにしながら、ないしはそ

ういうことを考えながら叱責すると、コミュニケーションが取れているからパワハラには

ならない。 

 相手を褒めて使えなんて言うけれども、褒めるのは面倒くさいですから、あまり長所も

ないのに無理して褒めることもない。ただ頑張りを認めたり、期待したりというところを

きっちり押さえておけばコミュニケーションを取れるので、あとで説明がつかないような

ことにはならないだろうという部分ですかね。そのへんをちょっと考えていただく。 

 実は厄介なのは、パワハラが具体的に起きたときにきちんと市が対応する。つまり上司

を含めて対応しなかったことが問題になり始めてきている。ですから、いかにパワハラに

ついての訴えが出たらきちんと対応しなければいけないのか。職場環境配慮義務みたいな

言い方をしますけれども、こんな流れになってきたので、市としての取り組みをちょっと
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前向きにやっていく必要がある。 

 特に一つは、管理監督者がどちらかというと起こしやすいわけですから、そこで起こさ

ないようにするにはどうしたらいいか。ないしは周りに対しても、指導の中に管理監督者

としてハラスメントを起こさないような指導を責任の中に入れていく。こんな考え方が一

つですね。 

 これを文章にして、書いてあることはそんなに大したことは書いていないのですが、自

らがちゃんと会話をすること。特に、これがちょっと厄介なのですが、公務職場では、皆

さんの周りでも目の前で起きたりいろいろなそれらしいことがあったときに、なぜ対応し

ないのか、だから重大事件になってしまうではないかみたいなところが非常に。これは人

事院の管理監督者の責任にちょっとなぞったものなのですが、そうとう厳しく言って、な

るべく早めに対応する。部下指導をきちんとやらないから、鬱になったり重大事件になっ

てしまう。そういうことを守るということですね。 

 それと、本当に 後になりますが、起きたらどうするか。起こさないとかいろいろなこ

とを言ってもしょうがないので、起きたらどうするかということは、やはりちょっと考え

ておかなければいけないだろう。そのときにセクハラと違ってパワハラは、職場でかなり

の部分が対応できます。 

 パワハラは後戻りができます。セクハラは後戻りできないけれどもパワハラは後戻りで

きるから、後戻り解決も含めて解決しようという話ですね。 

 特にコミュニケケーションギャップ。例えば皆さんが部下を連れて飯を食いに行く。そ

うしたら、「課長、パワハラでちょっときつかったですよ。あれってパワハラですよ」ぐら

いのことを言われる。皆さんは、「何言ってる、馬鹿野郎、あの程度が何がパワハラだよ」

と言うのだけれども、今どきの人ですから、「いや、ちょっと眠れなくて」。「え、そんなに

きつかった？ いや、悪かったな、じゃあちょっと気を付けるよ」と言えば、ここで終わ

りなんですね。 

 つまり相手が「課長、それはパワハラですよ」みたいなことを言ってくれればいいんで

す。そうしたらこっちが気づいて、「おお、なんだ、何がパワハラだ」と言うけれども、相

手の言い分を半分ぐらい理解できる。そこで、「ああ、悪かったな」と言える。このコミュ

ニケーションがあれば、ここで解決するということなんですね。 

 ただ、そうはいかない。課長だってプライドはあるし、相手も課長に言ってもなと思う

から、なかなかそこで言わないかもしれない。そうすると、そこでも解決はできるという

流れなんですね。そのために、いろいろな解決のやり方がある。セクハラは戻れない。 

 例えば今言った例でいうと、例えば皆さん、二日酔いで今日は頭が痛い。出がけに奥さ

んとちょっと口げんかして、イライラして職場に来てしまった。そうしたら、またやって

くれたかぐらいの部下がいて、やってしまった。カチンときて怒鳴ってしまった。だけど

翌日になってよくよく考えたら、ちょっと言い過ぎたなと。で、彼に「いや、悪いな、昨
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日ちょっとこういうことがあって、俺イライラしていて言い過ぎた。ごめん、ごめん」と

言ったら、戻れるのです。 

 セクハラは駄目です。「昨日はちょっとイライラしたから、お尻触ったんだよ、いや、ご

めん、ごめん」。それは絶対に戻れない。そんなのが戻れたらどんどんやってしまいますよ

ね。だからそれは駄目。 

 要は、パワハラは逆にいうと戻れるんですね。上司が謝ってくれたり、理解してくれる。

そこをきっかけにしながら、職場で通知、調整、調停、調査という。調査は、セクハラの

ときは一回は出たら相手を呼び出して、「お前、何月何日にこういうことを言っただろう、

やっただろう」と言って調査して処分になるわけですが、パワハラはその前に、通知、調

整、調停みたいなやり方があるということなんですね。通知と調停でどんなことをやるの

か、特に上司か相談窓口がやるのですが、それについて 後に少し見ていただきましょう。 

（ビデオ上映） 

 時間の関係で二つだけ見てもらいました。こんなにうまくいくとは限りませんが、事前

に、なるべく早めにこういうチャンネルで本人に知らせたり、勘違いしている人について

は、後のほうは言われて五分五分と私は言いましたが、あの〇〇課長さんは訴えられたこ

とについてちゃんと説明ができたんですね。だから部長は彼の言っていることは業務上の

説明が付いているからマルという判断をして、彼のほうが間違っていると、□□係長のほ

うを説得したわけです。 

 要は、こういうやり方でいろいろなことを尽くせば、なるべく早ければ解決できる。し

かも、これで放っておいたらとんでもない話になりますよ。冒頭に見たような事例、今後

はこういうことを意識して取り組みをしていただけるといいなと。人事の皆さんを中心に

しながら、こういう解決手法、こんなことをモデルにしながら、ぜひ現場で解決を考えて

いく。こんなところで取り組みをお願いできればと思います。 

 今日はパワハラとセクハラの両方とも 2 ポイントぐらいに絞りましたので、ぜひそこを

押さえながら、今後のお仕事に生かしていただければと思います。長い間ご清聴どうもあ

りがとうございました。 
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著  書 『新人公務員の育て方』（学陽書房） 
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 皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました押元です。きょうは「自治体における人材

育成」について世代継承という視点からお話しさせていただきます。 

 私の祖父は千倉の出身、父親は酒々井町の生まれ、住んでいる場所は江戸川を挟んで松

戸市の対岸で、千葉県とは縁が深いものですから、こうした機会をいただき大変うれしく

思っております。 

 

初のスライドです。タイトルの下に

拓本の写真があります。後で詳しくお話

ししますが「爾俸爾禄 民膏民脂 下民

易虐 上天難欺」（爾の俸、爾の禄は民

の膏、民の脂なり。下民は虐げ易きも上

天は欺き難し。）と彫られています。こ

れは、旧二本松藩、現在は福島県二本松

市ですが、そこの殿様が家来の侍を戒めるために刻ませた文章です。意訳すると「お前の

給料は人民の汗と脂の賜である。民を虐げることは容易だが天を欺くことはできないぞ」

となり、現代でも公務員に対する戒めの言葉として広く知られています。 

 

 次のスライドですが、人材は世代継承

により育成される、とあります。日本で

は、自治体に限らず職場で人材育成が行

われてきました。職場で、上司や先輩が

次世代の職員を育む。上司や先輩が仕事

に必要なもの、仕事を進める上で必要な

知識やノウハウなどを世代を超えて引き

継ぎながら職員を育成していく。これが

「世代継承」です。 

 現在、全国に 2,500 余りの自治体がありますが、すべての自治体で、この世代継承が行

われてきたと言っても過言ではありません。今年は「明治 150年」に当りますが、この間

の地方自治の歩みの中で、世代を超えて仕事に必要なものを引き継ぐというかたちで人材

が育成されてきたということです。 

 では、何を引き継いできたのかというと、大きく三つに分けられると思います。まず、

仕事に必要な知識、技術、技能、ノウハウといったもの。二つ目が、職場で経験と勘に基

づいて蓄積された「暗黙知」です。ベテラン職員の頭の中だけにあって、どこにも書かれ

ていませんが、これが分からないと十分な仕事ができないのです。三つ目が、仕事に対す

る思い、あるいは職員としての心構えです。先ほど「お前の給料は人民の汗と脂の賜であ
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る」という言葉を紹介しましたが、税金の重みを自覚すること、これが職員としての心構

えです。では「仕事に対する思い」とは何か。地方公務員の役割は住民福祉の向上である

と言いますが、「きれいごと」だけで済まないのが行政の現場です。非常に難しい仕事、

きつい仕事、厳しい折衝や交渉など、正直言ってやりたくない仕事も中にはある。それで

も仕事を投げ出すわけにはいきません。東日本大震災のとき、地方公務員がどういう働き

をしたかが、時が経つにつれ、次第に明らかになってきました。2 カ月近くもご家族と会

えなかった職員がいたと聞いています。はじめのうちはご家族の安否も分からないなかで、

眼前の、危機にさらされている住民の生命、財産、安全を守るために役割を果たさなけれ

ばならない。これはなかなか厳しい立場で、相当な覚悟が必要です。こうした住民のため

に働く覚悟、これが私の言う仕事に対する思いです。 

 こういったものが職場で仕事を通じて、具体的には職場研修(以下、OJT と言います)に

よって上司から部下へ、先輩から後輩へと引き継がれてきました。OJT によって世代継

承が行われ、人材が育成された結果、自治体としての持続可能性が、そして行政の継続性、

安定性が確保されてきたのです。「行政の持続可能性を確保する」とは、皆さんがやって

いらっしゃる仕事を次の世代に引き継いでいくということです。担当する仕事を皆さんの

代で終わらせず、次世代に引き継ぎ、さらに発展させていく。行政の持続可能性を確保す

るために世代継承を通じた人材育成が必要であることをご理解いただきたいのです。 

 では、どういう人材を育成するのか。このスライドにあるように、実務、日々の仕事、

これを的確にこなすことが第一です。それから、自治体行政では調整が重視されます。地

域でさまざまな利害が複雑に絡み合い、少し語弊はありますが、利害関係者がいろいろな

ことを主張してきます。それを調整し、住民福祉を向上させていく。さらに、どういった

政策、施策で住民福祉の向上を図るのかという問題が出てくるので、立案ができなければ

ならない。的確に実務もこなし、調整もできる、立案もできる。こういう人材を OJT を

通じた世代継承によって育んでいく。こういった役割を、上司、先輩の立場にある皆さん

に果たしていただきたいわけです。 

 

 次のスライドで暗黙知について説明

します。海に浮かぶ氷山の画像を見て

下さい。「氷山の一角」という言葉が

あるように、海上に見えるのはほんの

一部で、海面下にその何倍もの容積が

潜んでいます。海上に出ているのが目

に見える知識やノウハウで、マニュア

ルや要綱に書いてある。海の下に沈ん

で見えない部分が暗黙知に当たります。 
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 新しい職場に転入すると前任者から引き継ぎがあるでしょう。それを済ませると一応の

仕事はできるようになる。あえて「一応の」と言ったのは、新しい職場に馴染んで仕事を

きちんとこなしていくには、より深い知識やノウハウが必要だからです。そうしたものは、

異動して一月たち、二月たち、三月たち、あるいは半年、一年といった時の経過の中で、

先輩や上司のやり方、振る舞い方を見たり、先輩や上司から教わったりしながら、だんだ

んと身に付けていく。これが暗黙知です。どこにも書いてないので、そうやって身につけ

ていくしかないわけです。OJT によって、あるいは皆さん自身が上司や先輩を見て気付

くことによって伝承されていくのです。 

 いま説明したように、個人が経験や実務を通じて得た知識やノウハウ、あるいは経験則

といったものは、暗黙知と呼ばれ、脳の中に蓄積されていきます。公務の職場にも、経験

と勘によって蓄積された知識や技能、ノウハウといった暗黙知が存在します。しかし、そ

れはベテラン職員の頭の中だけにあるもので、見ることはできません。こうした暗黙知は、

昔から OJT を通じた世代継承によって引き継がれてきました。その結果、行政の継続性

や安定性が確保されてきたということです。 

 ところが、後ほど申し上げるように、今、世代継承がうまくいっていません。それは

OJT が行われなくなってきているからだと思います。私が勤務先で OJT がおろそかにな

っていると感じたのは 1990 年代の後半ですが、現在、全国的に見て同様の傾向があると

思います。では、どうしたらよいか。暗黙知をベテラン職員の脳の中から出して文書化し

たり、あるいは電子媒体に変換することです。これを「暗黙知の見える化」と言います。

近よく聞く「ナレッジマネジメント」ですね。ナレッジは知識、マネジメントは経営で

すが、要するに知識を経営に役立つ形で管理することです。都庁では数年前からベテラン

職員に暗黙知を語ってもらい、それをテキスト化し、事務引き継ぎや OJT に役立てると

いうことをやっています。 

 

次のスライドです。先ほどお話しした

公務員としての心構えを「吏道」と言い

ます。これは役人の道で、その内容は

「税金の重みを自覚しながら仕事をす

る」ということです。 

 上の写真は、福島県二本松市にある国

の指定史跡「旧二本松藩戒石銘」です。

下の拓本は冒頭ご紹介しました。繰り返

しますが「爾俸爾禄 民膏民脂 下民易虐 上天難欺」（爾の俸、爾の禄は民の膏、民の

脂なり。下民は虐げ易きも上天は欺き難し。）と彫ってあります。年号は「寛延己巳之年

春三月」。寛延己巳之年は 1749 年、フランス革命が起こる 40 年前です。二本松藩は大
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きな藩ではありません。そこの殿様が、フランス革命の 40 年前に、藩士に対する戒めと

してこの文章を彫らせたのです。石碑の前を通る道は藩士の通勤経路です。藩士はお城に

上がるときと下がるときにこの文章を読む。藩士の頭には「お前の給料は民の汗と油の結

晶である。民を虐げるのは容易だが、天を欺くことはできないぞ」という戒めが叩き込ま

れた。私は、霞ヶ関の官庁で幹部の執務室にこの拓本が掲げられているのを見ました。都

庁でも見ました。今風に言えば、公務員は給料の出所が税金であることを自覚し、自分が

それに見合う実績をあげているかどうかを常に反省して、もし不足があれば研鑽を積んで

足りないところを補っていくべきである、というところでしょうか。これが現代の吏道だ

ろうと思います。先輩、上司にあたる職員の皆さんには、この吏道を次の世代に伝えてい

ただきたいのです。 

 

四枚目のスライドでは、どういう人材

を育成するかを取り上げます。自治体の

人材は世代継承で育成されると言いまし

たが、皆さんは「スーパー公務員」をご

存じでしょうか。地方分権一括法が平成

12 年に施行され「地方分権の時代が来

た」と言われた当時、分権時代に必要な

新たな地方公務員像を模索する動きが相次ぎました。その前後にマスコミを賑わせたのが

スーパー公務員です。よく知られているのが石川県羽咋市の職員、高野誠鮮氏。東京で放

送作家として活躍した後、故郷へ戻り、地元の米をローマ法王に献上し、「ローマ法王に

米を食べさせた男」として話題になりました。数年前に TBS で放送された「ナポレオン

の村」というドラマがありましたが、そのモデルとなったのが高野さんです。小樽市の職

員、木村俊昭氏も有名で、小樽を産業観光都市、「ガラスの街・小樽」というブランドで

売り出すことに成功したとされています。 近では、島根県邑南町の職員、寺本英仁氏。

寺本さんは、石見和牛という地元食材を活用した「A 級グルメのまちおこし」で活躍され

ています。NHK の「プロフェッショナル 仕事の流儀」という番組で紹介されました。

先ほどの木村さんも以前、同じ番組で紹介されています。 

 スーパー公務員には共通する特徴があり、地方公務員として学ぶべき点が非常に多いと

思います。まず、既存の資源、ヒト、モノ、カネ、情報ですが、これらを大胆に組み合わ

せて新たな資源や価値を生み出そうとする。第二に、少しでも可能性があればそれを見逃

さずに取り組む。第三に、目標の達成に向けて卓越した行動力を発揮する。多くの人と名

刺交換するのは当然としても、それで終わらせず必ず連絡を取っていろいろな情報を得る。

多彩な人的なネットワークを駆使し、周囲を巻き込んで、全体として大きなうねりを起こ

す。スーパー公務員と言われる人たちには、こういった才能、特徴が共通して見られます。 
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五枚目のスライドをご覧下さい。平成

17年、当時経済産業省職員だった鈴木英

敬氏が「スーパー公務員養成塾」を主宰

しました。スーパー公務員を研修で育成

しようという試みです。鈴木さんが当時

おっしゃったことはこうです。20世紀型

の公務員は、主に予算配分と行政指導を

行ってきた。しかし、これからは、自ら

考え、リスクも取りながら政策を立案する、そういう公務員が必要である。調整型から立

案型への転換が、21 世紀に求められる公務員像ではないか。 

私は、この見解に異論があります。第一に「リスクも取りながら」という点です。地

方公務員には「取るべきリスク」と「取ってはいけないリスク」があると思います。まず

「取るべきリスク」から。平成 28 年 6 月に熊本地震の被災地で土砂災害が起きました。

このとき、土砂災害特別警戒区域にもかかわらず避難指示を出さなかった自治体があった

というのです。自治体としては、空振りに終わったとしても早め早めに避難の指示や勧告

を出すべきでしょう。これは取るべきリスクです。後になって「何も起こらなかったじゃ

ないか」と非難されるかもしれない。しかし、そうなったとしても住民に理解を求めつつ、

経験を将来に生かしていく必要があるのではないでしょうか。次に「取ってはいけないリ

スク」です。平成 14 年 2 月に、某自治体で関係団体がある国の債権を 1 億 6000 万円分

購入しました。ハイリスクではあるがハイリターンを求めて税金を投じたわけです。とこ

ろが、その国から対外債務不履行宣言が出て、債権が紙切れ同然になってしまった。こう

いうリスクは取ってはいけないでしょう。 

 第二に調整型から立案型への転換という点。今、行政の現場では住民の利害が複雑に入

り組む事例が非常に多くなってきているでしょう。皆さんの中にも、利害関係者間の調整

に頭を悩ませている方が多いのではないかと思います。職員には、以前にも増して調整能

力が求められる時代になってきている。そう簡単に「調整型から立案型への転換」と言え

るものではないと思います。 

 スーパー公務員のパワーは素晴らしく、私たち地方公務員が見習うべき点が多いのは先

ほど説明したとおりです。しかし、本人の持って生まれた資質に負う面も大きい。その意

味で「スーパー」なのであり、それを養成塾で育成できるかといったら、なかなか難しい

と思います。たとえば、ある程度素質があると見込まれる職員を対象に発想力や企画力、

行動力などを伸ばす研修を実施すればスーパー公務員に近い職員は育成できるかもしれな

い。しかし、今、自治体の人材育成で力を入れるべきは、スーパーではなくとも、的確に

実務をこなし、調整も立案もできる職員を養成して全体としてのマンパワーの底上げを図
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ることだろうと私は思います。そうした育成を実現できるのが世代継承であり、OJT で

あると考えています。 

 

 次のスライドです。先ほど世代継承が

うまくいっていないと言いました。ここ

に「多くの自治体が」とありますが、実

はほとんどの自治体で世代継承がうまく

いっていない。そう考える理由は、私が

自治体で研修講師を務めた際に、幹部や

人事担当、研修担当の皆さんから必ず出

るのが「人材が育っていない」「後継者

がいない」という話だからです。 

 まず、若手や中堅の職員で、仕事の基礎力、私は「仕事力」と言っていますが、その仕

事力に問題がある人が増えている。文書を起案させたり、資料を作らせると誤りが多い。

調整や交渉、説明を任せると、解決するどころか却って事態を紛糾させてしまう。仕事の

段取りを付けられない。緊急事態が生じても「指示待ち」の姿勢で動こうとしない。都庁

でも同じような状況が起きました。若手が作った文書や資料を係長が修正しようにも直す

べき箇所があまりにも多く、それに時間を取られて係長本来の仕事ができない。そこで課

長が係長の仕事をするようになる。これは冗談ではなく実際に起きたことです。都庁では

OJT を通じた世代継承の推進に力を入れ、長い時間をかけて仕事力の回復を図ってきま

した。ようやく、その成果が見られるようになったというのが実感です。率直に伺います

が、皆さんのところでも若手や中堅の仕事力の低下に悩まされているのではありませんか。

もし違っていたらご勘弁下さい。しかし、私の見聞きしたところ、ほぼ例外なく自治体現

場は仕事力の低下という問題に直面しています。実は若手や中堅だけでなく、管理監督者

クラスでも仕事力の低下が見られます。部長、課長、係長などのなかに、役職に見合う仕

事、マネジメントと言いますが、それをきちんとこなしていない人が増えてきている。 

こうした各職層を通じての仕事力低下の原因は、上司や先輩などから OJT を受ける機

会が減っていることにあると私は考えています。さらに言えば、OJT を通じての世代継

承が停滞しているため人材育成がうまく進んでいないのです。こう言うと、若手や中堅は

ともかく管理監督者にも OJT や世代継承が必要なのかと疑問を持つ人がいるかもしれま

せん。しかし、部長や課長としての仕事をするには、先輩の部長や課長を見習う、その指

導を受ける、仕事に必要なものを継承する、といったことが欠かせないのです。 

 OJT の機会が減った原因は、上司や先輩にあたる人が忙しくなり、指導する余裕がな

くなっているからだと考えます。中には指導する気がないという人もいますが。要は職員

定数が削減された結果、職場に余裕がなくなり、上司や先輩は次の世代の面倒を見ていら
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れないということです。もう一つ、OJT で指導すると若い職員に嫌われる、煙たがられ

ると考え、上司や先輩が指導を控えることがあると思います。実は、 近の若い世代は、

自分のキャリア実現に熱心に取り組む傾向があります。自分の仕事を充実させていこう、

そのためには先輩や上司の指導を受け入れよう、という気持ちが意外と強いのです。ただ、

お説教くさい指導、先輩風を吹かせたり自慢話を長々と聞かされるような指導は嫌がりま

す。私だって嫌でしたから。自分のキャリア、自分の地方公務員としての仕事を充実させ

るのに役立つ先輩や上司の知恵なら受け入れるのです。だから、コミュニケーションの取

り方に注意して、短く効率的な指導のやり方を考えなければいけません。 

 ある市で、係長が若い職員に OJT で指導したら「上から目線の指導はやめてください」

と抗議を受けたという話があります。しかし、そもそも指導は「上から目線」なんです。

上司や先輩に比べれば仕事力が劣る者を指導するのが OJT ですから、当然「上から目線」

です。お友達から指導されたら、皆さん腹が立つでしょう。OJT は、このような関係の

下で行われるんです。ですから、「上から目線の指導はやめてください」と抗議されたら、

それは違うよということを粘り強く説得しなければなりません。同時にパワハラと言われ

ないよう十分な注意が必要です。指導のやり方は後で述べますが、基本は本人の成長を願

って行うということです。言葉遣いにも注意をしなければいけません。 

 話を戻しますが、世代継承の停滞は、人材育成が危機に瀕している証拠です。この危機

を打開するには、OJT を活性化し、世代継承を再生させることが急務であるというのが、

私の申し上げたいことです。 

 

 次のスライドです。世代継承を再生す

るために、職場で上司や先輩にあたる職

員の皆さんに簡単な振り返りをしていた

だきます。振り返りを通じて、世代継

承、ひいては人材育成におけるご自身の

役割をあらためて認識、理解していただ

きたいのです。 

 第一に、皆さんはどのようにして一人

前の職員に成長してこられましたか。第二に、これまで職場で出会った上司や先輩は、皆

さんをどのように育ててくれましたか。第三に、皆さんが職員として「一皮むけた」とご

自身の成長を実感したのは、誰のもとで、どういう仕事をしていたときでしたか。 

 私自身の経験をお話ししますと、「職員として一皮むけた」というのは、今でも強烈に

覚えていますが、1979 年 6 月のことでした。当時、出先から本庁に異動になり、西も東

も分からないなかで大きな仕事を任されたのですが、そのときに私を手取り足取り指導し

てくれたのが直属の係長と二人の先輩です。そのおかげで、仕事のやり方や仕事に対する
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心構えといったものをつかめて自分が一段成長した気がしました。この方たちは私の大恩

人です。 

 皆さんも、同じような経験をお持ちではないでしょうか。「職場で上司や先輩に育てら

れた」「上司や先輩に面倒を見てもらった結果、今の自分がある」など、上司や先輩に育

まれて職員として成長してきたことにお気づきいただけると思います。そこで、今度は自

分の番だと考えていただきたい。皆さんの後輩や部下に対する指導が自治体の明日をしっ

かりと支える、自治体を持続可能なものにするということです。そういう役割が上司や先

輩にあたる皆さんにあることをご理解いただきたいのです。 

 

 次のスライドは人材育成のきっかけに

ついてです。どういうきっかけで OJT を

やったり、研修に派遣したり、あるいは

自己啓発を進めたりするのが効果的かと

いうことです。 

 職員が学ぼう、成長したいと考えるき

っかけは、新しい職場に異動する、新し

い仕事を担当する、希望していた仕事を

することになった、近々人事評価があ

る、昇進が近い、などなど、人事管理の節目であることが多いのです。そういう節目で、

職員自身は成長したいという意欲が強くなる。ですから、こうした機会を捉えて、成長の

機会を積極的に与えれば育成を効果的に行うことができます。人事管理上の節目を捉えて、

職員に OJT を行う、仕事の分担を変える、ジョブローテーションを行う、研修に参加さ

せる。自己啓発を奨励する。このように人材育成と人事管理を一体的、システム的に捉え

ることを「トータルシステムとしての人材育成」と言います。そんな言葉はどうでもいい

ので、人事管理上の節目を捉えて OJT をやったり、仕事を変えたり、自己啓発を進めた

りすれば人材育成をより効果的に行うことができるということをご理解いただきたいと思

います。 

 

 次のスライドは、アメリカのロンバル

ドとアイチンガーという人の研究から導

かれた、人材育成における「70、20、10

の法則」です。リーダーとして成功した

人を対象に、成功する上で影響を受けた

ことは何かを聞いたところ、70 パーセン

トの人が「仕事上の経験」あるいは「上
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司や先輩から受けた指導」をあげたといいます。さらに 20 パーセントの人があげたのは、

上司や先輩を見習ったこと、上司や先輩から有益な話を聞いたこと。これには上司や先輩

から薫陶を受けたことも含まれます。7 割と 2 割を合わせて 9 割の人が仕事上の経験や、

上司や先輩から受けた指導、上司や先輩を見習ったこと、上司や先輩から有益な話を聞い

たことをあげている。残り 10 パーセントの人が研修の受講や読書などの自己啓発が役に

立ったと言っています。 

 ここから、人材育成では、上司や先輩が、職員に良質な仕事経験を与えることが重要で

あるとの結論が導かれました。「良質な仕事経験を与える」とは、職員に上司や先輩の助

けを借りればできる程度の少し難しい仕事をさせ、それを成し遂げる過程で、指導する、

あるいは薫陶を与える。そうやって成長を促すことが重要だというのです。これは、人材

育成には OJT が重要だ、というのと同じことです。これを「70、20、10 の法則」と呼ん

でいます。厳密には証明がないから法則とは言えない。それでも「法則」と呼ばれている

のは、人材育成に携わる者の多くがこれを正しいと考えているからでしょう。私も自分の

経験に照らして正しいと思います。人材育成には、上司や先輩が指導する OJT やそれを

通じた世代継承が重要な役割を果たす。人材育成の場は職場であって、教室ではない。人

材育成は、職場で、先輩や上司に育まれることによって行われるということです。以前、

テレビドラマで、若い刑事が本庁にいるぐうたら上司に「事件は現場で起こっているんだ。

会議室で起こっているんじゃない」というせりふを吐く場面がありました。皆さん、覚え

てますか。事件は現場で起こっている。それと同じように、人材育成は職場で行われる。

そのことを頭に入れて人材育成における OJT、ひいては世代継承の重要性をご理解いた

だきたいと思います。 

 

 次のスライドから、OJT によって具

体的に世代継承を実践するお話に入って

行きます。OJT のやり方ですが、職員

の能力や性格をはじめ、将来どういう仕

事をしたいかというキャリア目標などに

応じて OJT の方針を定めて、良質な仕

事経験を与えます。職員の成長に応じて

一段階上の目標を設定する、あるいは職

務範囲を拡大する。より難しい仕事をさせるということです。そして、その仕事を成し遂

げる過程で上司や先輩が必要な助言や支援を与えます。 

 上司や先輩が折に触れていろいろな話を職員にすることも大切です。仕事への思い、仕

事に対する志といったものを折に触れて語る。これを「薫陶を与える」といいます。「薫

陶」とは、人の成長によい影響を与えることです。元来は、粘土に香料を混ぜてよい香り
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がする焼き物を焼くことだそうです。皆さんも、折に触れて仕事への思いや志を、部下や

後輩にぜひ語っていただきたいのです。 

 私は、老朽化した小児病院を建て替える仕事をしたことがあります。 新の医療設備、

専門の医師を揃えた病院を建設する計画ですが、地域の議会や住民、患者さんの保護者の

方々などから強く反対されました。身近にある病院の廃止に不安を感じるのは当然です。

反対に対しては、丁寧に粘り強く説明してご理解をいただかなければならない。ところが、

なかなか理解が得られません。部下の顔を見ると、げんなりと気落ちしているのがよく分

かります。こういうときは、近くのファミレスにでも入って一休みし、我々はなぜこの仕

事を進めなければならないのか、自分の考えを部下に話します。話は 5 分程度で、あとは

雑談ですが、それでも部下は、もう一頑張りしましょう、という気になってくれました。 

たとえば、新しい福祉の仕組みをつくる、住民の反対が強い施設を建設する、補助金

を打ち切る。こういう仕事は地方公務員である限り、避けて通れません。本音ではやりた

くないんですが。私自身も副知事から「お前、貧乏くじをひいたな」と言われたことがあ

ります。それでも、その仕事をしなければならない。なぜかと言えば、皆さんは役所に入

るとき面接で志望動機を聞かれたでしょう。そのとき、何と答えましたか。公共の利益の

ために働きたいとか、住民福祉の向上に寄与したいとか、そう言って役所に入ったのでは

ないですか。私自身は、恥ずかしながら「都外への転勤がないから」と答えたのです。そ

うしたら、面接官から「君みたいな人には都庁に入ってもらいたくない」と言われました。 

 話を戻すと、役所に入るとき、公共の利益や住民福祉の向上に寄与したいなどと言った

た時点で、この仕事は嫌です、と断ることはできないんです。それが皆さんの地方公務員

としての原点だから、嫌でもその仕事をしなければならない。「自分の仕事」なんですか

ら。また、原点としての思いがあるからこそ、住民の生命、財産、安全を守るために頑張

れる。こうした仕事にかける思いや、なぜこの仕事をやらなければいけないのかを、皆さ

んご自身の言葉で、明確に分かりやすく部下や後輩に語る。これが薫陶を与えるというこ

とで、重要な OJT なんです。ただ、若い職員は、長時間の話に苦痛を感じますから、せ

いぜい 5 分くらいで語るのがいいと思います。 

 それから、OJT の効果を高めるために、職場に仕事の勉強をする雰囲気をつくり出す

ことが有効です。これも上司や先輩の大切な役割で、「成長する組織風土の醸成」という

ことです。まず、上司や先輩が、仕事の勉強を熱心にしている姿をごく自然に若い世代の

職員に見せる。これが一番効き目があります。会議等を効率的に進めて 5 分程度で結構で

すから時間を短縮し、空いた時間を使って、仕事上の情報交換をしたり、あるいは先進事

例の勉強をしたりする時間に充てる。これも有効です。さらに、職員に対して研修への参

加を促進する。研修から戻ってきたら学んだことを報告させたり、それに関連する調査を

指示するなど、研修修了後のフォローを行う。こうしたことを上司や先輩が実践すること

によって、成長する組織風土づくりができます。 
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次のスライドです。OJT の効果を高め

る人事評価の活用についてです。人事評

価に関する情報は、評価者と職員が共有

することになっています。ですから人事

評価情報をもとに OJT の計画を立てれば

職員の納得性が高まり、指導を受け入れ

易くなります。職員の強みと弱みが把握

できる人事評価は効果的な OJT を行うた

めの 適ツールです。 

 評価者またはその委託を受けた人は、OJT の指導に当たる人の意見も取り入れ、人事

評価に基づいて個々の職員ごとに OJT 指導計画をつくります。この指導計画案を職員に

説明して、本人の意見を取り入れ、実行プランとしてまとめます。 

 人事評価により職員の強み、弱み、伸ばしたい能力、あるいはさらに強めたい能力を把

握し、それぞれについて、現状と目標、達成期間を決めます。誰が、何を、いつまでに、

どのように指導するかという形で、記入するわけです。OJT 指導計画の様式は、できれ

ば庁内で統一した方がいいと思います。私がこの 4 月に研修でお邪魔した大阪府茨木市で

は、指導計画を「OJT 指導シート」と言い、その作成をすべての管理監督者に義務付け

ています。全国的に見ると、そのようにする自治体がだんだん増えています。 

OJT 指導計画は、実施に当たって進行管理が必要です。管理職(評価者)が OJT 指導者

と連携して進行管理をしていきます。OJT によって職員がどのように成長したかを次年

度の人事評価に反映させ、それに合わせて指導計画も修正します。以上が人事評価を

OJT に活用するということです。 

 人事評価が地公法に規定される際、さまざまな意見が出ました。しかし、人事評価には、

もともと人材育成を効果的に進めるという機能があります。ですから評価の結果は OJT

に活用すべきものであるということをご理解いただきたいのです。  

 

 次のスライドは OJT の具体的な指導の

やり方です。「やってみせ、言って聞か

せて、させてみて、褒めてやらねば人は

動かじ」という有名な言葉があります

ね。ここには OJT の指導のやり方、とり

わけ新人や転入者など初心者に対する指

導のやり方がすべて含まれています。

OJT の指導にあたる方に頭に入れておい
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ていただきたい言葉です。 

 初心者に対しては、具体例を挙げ、なぜそうするのかという理由を分かりやすく解説し

ます。そして、本人にとって足りない点、得意な点、つまずきそうな点などを考慮しなが

ら、指導の 中によく相手を観察しつつ、その様子に合わせてメリハリのある指導を行う

ように心がけます。順を追って具体的に説明します。まず、「やってみせ」です。 初に

概略や全体像を説明し、やってみせます。ここまでが「やってみせ」です。今度は具体的

な仕事のやり方を説明します。さらに丁寧に細かく説明するわけです。「言って聞かせて」

です。次に「させてみて」です。実際にやらせて、体験を通じて覚えさせるわけです。そ

れから、今度は本人に説明させ、本当にできるかどうかやらせてみる。「やってみせ、言

って聞かせて、させてみて」まで説明しました。さらに、指導の結果よくなった点を相手

に明確に指摘します。「褒めてやらねば」に当たります。指導の結果よくなった点を相手

に明確に指摘して、褒めてから、締めくくりとして教えたかったことを整理し、もう一度

相手に伝える。こういう手順で指導するわけです。大切なのは、できなかったことを指摘

するのではなくて、できたことを見つけて褒めることです。部下を持ったら、後輩を指導

する立場になったら「やってみせ、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば人は動

かじ」は、覚えておくべき言葉です。 

 この言葉には続きがあります。これもご存じの方は多いと思いますが「話し合い、耳を

傾け、承認し、任せてやらねば人は育たぬ」というのです。さらに「やっている姿を感謝

で見守って、信頼せねば、人は実らず」と続きます。この二つも人材育成の心得です。 

以上を「指導方法のＩ」としているのは、ある程度経験を積んだ人には別の指導法がある

からです。 

 

 次のスライドは、相手の中に答えが

あると考える指導のやり方で「コーチ

ング」といわれるものです。職員向け

にコーチング研修を行うときは 低で

も 1 日か 2 日の時間をかけるのが普通で

すが、ここではその簡単なやり方をお

話します。指導にあたる皆さんは、

低限これからお話しすることを頭に入

れておけば大丈夫です。 

 職場にも慣れ、指導もある程度進んできたら、今度は職員が自分で答えを見つけ、自分

で対策を考え、提案をして、自発的に行動を起こすように導きます。これが「相手の中に

答えがある」と考える指導法です。皆さん、既に職場で実行しておられるのではないかと

思いますが、「どうすればいいと思う？」と聞きます。こちらで答えを言わずに、相手に
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考えさせる。「はい」や「いいえ」という答えで終わらないように質問を続けて、職員に

自分で答えを考えさせて、自発的な行動へと導くわけです。 

 たとえば「A 案と B 案ではどちらがよいと考えるか」「なぜそのように考えるのか」

「ほかに何か方法はないのか」など、相手と対話をしながら質問していく。指導にあたっ

ては、相手の言うことをよく聞きます。傾聴です。さらに、相手への共感を示す。共感を

示すというのは「君の言うとおりだね」「そうだね」ということです。相手を承認する。

これは、「よくできたね」「よく頑張ったね」ということです。こうした傾聴、共感、承

認といった態度を示しながら指導します。相手が話し始めるまで待つ。 後まで粘り強く

聞いて、途中で遮らない。熱心に聞く態度を見せる。話し方や言葉遣いを相手に合わせる。

相手の行動や努力、成果を受け入れていることをはっきり伝える。こういう態度を示しな

がら指導していきます。 

 

 次のスライドをご覧下さい。若手職員

の A さんが、B 係長の指導を受けるシー

ンです。「相手の中に答えがある」とい

う考え方を B 係長は実践しています。A

さんが、課長にあげる資料を持ってきま

した。「係長、課長にあげる資料なんで

すけど、見てください」。B 係長「あ

あ、ありがとう。よく頑張ったね」。こ

こで、もう承認しているでしょう。「よく頑張ったね。どれどれ。なるほどいいね」。こ

れも承認です。「自分で採点すると何点くらい？」。B 係長が 80 点とか 70 点とか言わな

いんです。「自分で採点すると何点くらい？」と、A さんに答えを考えさせている。A さ

んはちょっと考えて、「80 点くらいですか」と答えます。すると B 係長は、それを捉え

て「じゃあ、100 点にするにはあと何が必要かな」と、また考えさせています。A さんは

自分が作った資料をもう一度眺めて、考えます。「ここ、少しだらだらしていると思うん

ですけど」。これが A さんが考えた答えです。B 係長は「そうだね。じゃあ、A さんはど

う直せばいいと思う？」とまた聞いていますね。A さんは一生懸命考えます。どのように

したらこの資料はもっとよくなるか。「うーん、箇条書きにするとか」と、提案してきま

した。B 係長は A さんに提案させました。B 係長の反応は「おっ、箇条書き、いいね」。

これは承認ですね。「それで何点くらい上がる？」と聞いています。A さんは、「ええと、

10 点は上がりますかね」と答える。B 係長は「うん、それで 90 点ね。残り 10 点はどう

したらいい？」と、100 点満点にするにはどうしたらいいかをまた考えさせています。A

さんは、「見た目をよくするとか。グラフとか入れて」と答えます。B 係長は「そうだね。

じゃあ、それでいってみようか」。B係長はとうとう Aさんの自発的行動を導き出しまし
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た。A さんは「はい。修正ができたらまた見てください」と B 係長に言います。B 係長

は、「分からないことは遠慮なく聞いてね。期待してるよ」と締めます。 後の「期待し

てるよ」と付け加えることを B 係長は忘れませんでした。以上が「相手の中に答えがあ

る」指導の事例です。作った事例ですが、皆さんは、コーチングであるとか、「相手の中

に答えがある」とか考えずに、同じような指導を職場で後輩や部下にされているのではな

いでしょうか。皆さんの日頃の指導に何か付け加えることはないか、この事例を参考にし

ていただきたいと思います。 

  

 次のスライドです。こまめに OJT の

機会を捉える、とあります。忙しくて、

指導の時間がなかなか取れない。ですか

ら、いろいろな機会、きっかけを意識し

て捉えて、こまめに指導していただきた

いのです。 

これはある県で聞いた話ですが、県庁

が100パーセント電子決裁になってOJT

の機会が減る傾向にあるというのです。

画面をササッと見ていって、おかしなところは自分で直し、エンターキーを押せば、上位

の決裁権者のところへ回付され、「はい、終わり」です。これまでですと、部下が決裁文

書を持ってきたとき、上司が見て「この表現はおかしい」とか「誤字、脱字がある」から

始まって「根拠法令は何なのか」「この説明ではよく分からない」とか、いろいろな指導

をします。これが典型的な OJT で、職員には貴重な成長の機会になります。決裁の電子

化が進んでも、同じようにやればいいんです。担当者を呼んで、画面に決裁文書を呼び出

して、従来と同じ指導をすればいい。OJT とか世代継承を相当意識して、機会を捉え、

指導を積み重ねる必要があるということです。 

 OJT のきっかけをあげておきます。まず「仕事に関する指示や打ち合わせをすると

き」。これは当たり前ですね。「一緒に仕事をするとき。仕事について議論するとき。雑

談をしているとき。折衝応対したり、電話しているのを見たとき」。これらは分かりやす

いと思います。窓口に来た住民とのやり取りを先輩が見ていて、後でその職員を注意する。 

 私は 初の配属先が出先の税務の職場でした。係長から「お前は気が短いから、都民と

ケンカするんじゃないぞ。ケンカしたらお前の負けだぞ」と注意されていました。ある日、

窓口に滞納者が来て、私を「税金泥棒」と罵ったんですね。滞納者から税金泥棒と言われ

る筋合いはない、と思わず言いそうになりましたが、係長の注意がありましたので、ぐっ

と我慢しました。係長は、やり取りを聞いていて、後で「お前、よく我慢したな」と言っ

てくれました。「あれでいいんだよ」と。これも OJT です。 
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 次は「仕事が終わったとき。成果を出したとき。成果を出さなかったとき。報告が遅れ

たとき。報告がなかったとき」。こういうときは皆さん、職員を注意するでしょう。一言

二言の注意もやはり OJT なんですね。次は「指示と違う動きをしたとき」。これは当然

指導しますよね。「態度や行動に疑問があるとき」も同じです。それから「職員が相談に

来たとき」。相談に来るかなと思っていたのに「相談に来ないとき」は、こちらから行く

でしょう。「意見や提案を持ってきたとき」。これには当然対応しますよね。「意見や提

案を持って来ないとき」。持って来るかなと思っていたら来ないときは「おいおい、どう

したんだ」ということで指導します。それから、「出張に行くとき。研修に行くとき。出

張や研修から戻るとき」。これらも節目ですから指導するにはいい機会です。「意欲を失

っているとき」あるいは「壁にぶつかっているとき」も、励ましの意味を込めて指導する

ことになります。 

 皆さんは既にこういうきっかけを捉えて、指導しておられると思います。機会をこまめ

に捉えて、指導を積み重ねる。そういうことを心がけていただきたいと思います。 

 

 次のスライドからは、OJT の具体的

なシーンです。すべて私が経験したこと

を取り上げました。 

 資料作成を指導するときは、まず、ど

ういう資料を作ってもらいたいか、概要

を示しますね。ラフスケッチを示して、

修正のやり取りを通じて内容や表現、見

出し、図や表、そうした作成のコツを身

に付けさせてます。これはどなたもおやりになっていると思います。私も上司の課長から

こういう指導を受けました。 

 次に、決裁するとき。私は、決裁文書はできるだけその場で職員に説明させました。忙

しい場合は後で時間ができたときに職員を呼んで「先ほどは悪かったね」と言って、説明

をさせる。説明を聞いたら質問します。たとえば、これまでの予算はどのように変化して

いるのか、他の自治体ではどうなのか、今後の見通しなど、いろいろなことを聞きます。

そうすることで「上司はこういうところに注意を向けているんだな」と、何が重要なのか

を理解させます。 

 私には忘れられない経験がありまして、私の起案した文書を見て、係長が「行政実例は

どうなっているか」と聞いたんです。私は「行政実例は自治省が勝手に出したものですか

ら」と答えたんです。そうしたら係長が「お前な、地方自治小六法を持ってこい」と言い

ました。六法を見ると条文があって、その後ろに行政実例がずらっと出ていますね。自治

体からの照会に対して「◯◯と解されたい」とか「お見込みのとおり」とか書いてありま
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す。行政実例は、法律を所管する官庁がこの条文の解釈はこうあるべきだと示したものだ。

判例が出るまでは、それがスタンダードになる。だから行政実例は必ず参照しなければい

けない。そういうことを、2、3 分ですが、係長が私に説明してくれました。後で考えた

ら短い時間なのですが、そのときはものすごく長く感じました。それは、おそらく内容が

重いからでしょう。確かに係長の言うとおりなのです。それ以来、起案をするときは必ず

行政実例や判例を参照するくせがつきました。印象深い OJT として忘れられません。 

 次は私が秘書課長として仕えた都知事の鈴木俊一さんがやっていた OJT です。鈴木さ

んは地方自治法を作った人です。当時、80 歳を超えていましたが、条文が全部頭に入っ

ている。ですから、幹部が「自治法の第○条にこうこうあります」なんて説明を始めると

「僕がその法律を作ったんだから、説明はいいよ」と笑っていました。鈴木都知事は、決

裁のとき、いろいろなことを職員に質問するんです。関連事項もどんどん質問する。です

から、職員は事前に一生懸命に勉強して、資料をお付きの若い職員に持たせて知事の部屋

に入るんです。あるとき、説明をしていた課長さんが知事の質問に答えられなくなった。

おそらく知事の前で上がってしまったんでしょう、言葉が出てこない。鈴木さんは職員に

非常に思いやりのある方ですから「この課長に恥をかかせてしまった。これはまずいな」

という顔をしている。そうしたら、お付きの若い職員が「知事、ちょっとよろしいですか」

と言って前へ出て、「今のお尋ねでございますが」と説明をした。鈴木さんがほっとした

様子でどんどん聞いていく。これは優秀な職員だなと思いました。 後に鈴木さんが「君、

よく勉強しているね」と褒めたんです。その職員は確か部長で退職しました。ある会議で

たまたま一緒になったとき「ああ、この人だ」と思って、「あなた、昔、知事決裁を取り

に来て、鈴木さんに褒められたでしょう」と聞いたら、彼女が「あのことがきっかけで管

理職になろうと決めて管理職試験を受けました」と答えた。職員に意欲を湧かせチャレン

ジする気にさせる、そう仕向けるような OJT をしたということです。これは偉大な OJT

だと思います。 

 話は変わりますが、説明や交渉、折衝をする場合は、必ず若い職員を連れていって場数

を踏ませた方がいいです。私の上司の課長は、外部と折衝や交渉するときには必ず私を連

れて行きました。事前に、今日の折衝や交渉の目的、落としどころを教え、同席させ、終

わってから振り返りをするんです。そのときに私の意見を聞くんですね。あの場面でどう

したらいいと思ったか、というようなことを聞く。私がそれに答える。「おお、それはい

いところに目を付けたな」と言われることもあれば、「それはちょっと考えが浅いな」と

言われることもありました。そのように、非常にいい指導を受けたと思います。 

 私の部下で、議会対応が苦手な課長がいました。議員さんと話をするのが苦手なんです。

管理職で議会対応が苦手というのでは仕事になりませんから、何とか普通に議会対応がで

きるようにしようと思い、わざと難しい議員さんを割り当てました。「あの先生はこうい

うことを言うだろう。それに対してはこう答えるように」と、予想されるパターンを幾つ
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か叩き込んで送り出した。何回かそれを繰り返したら、やがて本人は苦手意識を克服しま

した。これも OJT です。 

 先ほど場数を踏ませることの大切さを

お話ししましたが、若手に会議の進行や

司会を任せるのは非常に大切なことで

す。もし本人が詰まったら助け船を出し

ます。終了後は、よかった点は褒め、反

省点があれば指摘し、励まします。失敗

があったとしてもからかってはいけませ

ん。 

 職員が現場に出るときは同行し、現場での仕事ぶりを把握しながら、その場で気が付い

た点を指摘、指導します。 

職員が多い職場ではなかなか目が行き届かないことがあります。その場合、何人かリ

ーダー役を置き、その人たちに指導を任せます。リーダー役とは定期的に打ち合わせをし

て、緊密に連携を取りながら OJT を進めます。また、交替制勤務の職場では、職員とな

かなか顔を合わせられないことがあります。その場合は、業務日誌などに指導欄を設け、

指導する内容を記入します。人事評価など人事関係の面接は個々の職員と顔を合わせる貴

重な機会です。こうした機会を利用して日頃から気になっている点を指摘、指導します。

同じく会議や打合せは全員が顔を合わせる貴重な機会になりますから、議事を効率的に進

め、浮いた時間を使って日頃から気になっている点を指導します。これは、先ほど言った

「成長する組織風土づくり」と考え方が同じですね。 

 

 次のスライドです。部下のなかに専門

職がいる場合、職種が異なる上司として

は仕事の中身がよく分からないために指

導しにくいことがあります。だからとい

って、育成を怠るわけにはいきません。

基本的には、専門職としての誇りに訴

え、自発的に改善することを期待しま

す。しかし、それでは改善されない場合

もあります。本人には、組織全体に目を向けさせる、定期的に報告を求めるなど、チーム

ワーク、あるいは職員間の連携が失われないように指導します。「組織全体に目を向ける」

というのは、さまざまな角度から行政全体を見渡すようなものの見方を身につけさせるこ

とです。このスライドに「鳥の目」「虫の目」とありますが、それぞれ「マクロ」的、

「ミクロ」的なものの見方を示します。また、「魚の目」とありますが、これは流れを読
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む力です。こういったさまざまな角度からのものの見方を養うよう指導します。 

 専門職に対して私が実行した OJT は、新しい仕事のやり方や改善の方法を提案させる

ことです。また、他の部局や外部に説明する機会があるときは、専門職本人に説明させま

した。こうすることにより、幅広いものの見方を養い、一段高いレベルでの仕事のやり方

を自然と身に付けることができます。 

 皆さんが新任の係長や課長として新しい職場に赴任すると、職務知識が豊富で仕事がで

きる職員がいたりしますよね。そういうご経験はないですか。私は何度もありました。自

分より仕事ができる部下がいるんですよ。中には、自分一人で仕事をしているような顔を

している者もいる。係長としては、早く対等に仕事の話ができる状況をつくらなければな

りません。指導の仕方は専門職の場合と似ています。チームワークの大切さ、大局的かつ

複眼的なものの見方を指導します。以上が OJT の具体的なやり方です。 

 

 きょうの私の話も終わりに近づいてき

ましたので、まとめをさせていただきま

す。ここにいらっしゃる皆さんも、将来

必ず役所を辞める日が来るわけです。で

すけれども、OJT を通じた世代継承を

進めていただくことにより、皆さんがこ

れまで培ってきた公務に関する知識、経

験、あるいは技術、技能などが部下や後

輩に伝わり、脈々と生き続けるわけで

す。そうして育てられた次の世代が自治体を支えていく。皆さんの部下や後輩に対する指

導が自治体の未来に橋を架けるんです。 

 皆さんが行政に残した足跡は、砂の上に付けた足跡と同じで、時間が経つと消えてしま

います。しかし、皆さんの足跡には仕事の実績という種が埋まっていて、そこから住民福

祉の花が咲くでしょう。その花を次の世代の職員が引き継ぎ、さらに大きく咲かせます。

皆さんが OJT を通じた世代継承という人材育成を進めていただくことにより自治体は未

来へ続いていきます。 

 皆さんのご健闘をお祈りしております。ご清聴ありがとうございました。 
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 皆さん、こんにちは。 

 聞きますが、みなさんは平成 30 年の年次有給休暇を、どの程度取られましたか。年休

は年度ではなくて年単位ですね。もう 12 月になりましたので、今年の分です。 

 10 日以上休んだ人。大したもんですね。じゃあ、5 日から 10 日ぐらいの人。5 日以下

の人。この方は、働き方改革が必要ですね。 

 超勤も聞いてみましょうか。きょうは 12 月 3 日ですから、11 月で超勤を全くしなかっ

た人。大したもんですね。では 10 時間以下ぐらいの人。それぐらいですか。10 時間から

20 時間ぐらいやった人。はい。20 時間以上の人。はい、分かりました。 

 きょうは、明るい公務員と働き方改革をお話します。私はもともと人事行政のプロでは

ないのですが、「明るい公務員講座」を時事通信の専門誌に連載して、去年 3 月に単行本

を出し、ことしの 3 月に仕事の達人編を出しました。自分で言うのも変ですけれども、売

れています。 

 何も目新しいことは書いていないです。学者が見つけた大発見の理論でなく、私の経験

が書いてあって、大概の経験者は「私も経験した」という話が書いてあるのです。 

 「何で売れるの」と聞くと、意外とこのような本がない。どの本屋に行ってもビジネス

書のコーナーがあるじゃないですか。ワード、エクセルの使い方から始まって、リーダー

論とか、そういうのがいっぱい並んでいるのだけれども、普通の人が読んで役に立つとい

うのは案外ないんですね。 

 私は 28 歳で県の課長になったものですから、いろいろな本を読んだのです。が、ほと

んど役に立たなかった。まず、中国古典に学ぶ英雄論とか、ナポレオンとチャーチル、こ

れは定番ですよね。それから松下幸之助さんとか。私も含めて、皆さんの仕事にはあまり

役に立たないと思います。僕らは、そんな仕事はしない。僕らがしているのは、法令に定

められた仕事であり、前任者から引き継いだ仕事です。古今東西、初めての仕事は、まず

ないんです。英雄の仕事とは違う。 

 本屋に並んでいる本は、すぐには役に立たない。読めば、勉強にはなる。三国志の英雄

の物語とか、織田信長、秀吉もナポレオンも勉強になる。でも、あしたの役所の仕事に役

に立つかというと、ぴんと来ないですね。一方、私のこの本は、経験者なら皆分かること

を整理して書いたんです。しかし、初心者は分からない。それが書いてある。だから売れ

るんだそうです。 

  

 皆さんの職位を聞きますと、係長からその前後、仕事の中堅どころです。部下を抱えて

いて、指導に難儀している人が多いのではないでしょうか。そちらの話から入ります。 

 時代がどんどん変わっています。私は役人になって 40 年なのですが、採用された頃は、

ワープロもなければファクスもない、インターネットもない時代でした。コピー機がよう

やく普及し始めたのですが、これがしょっちゅう紙詰まりを起こす機械でした。そんな時
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代から今のメール、インターネットの時代になって、隔世の感があります。 

 ところが、そういう機械類、技術の発展以上に、変わったのは職場の仕事のしかたです。

私のころは引継書もいいかげんで、前任者がドンと資料を置いてくれて「これを見たら分

かるから」。それでおしまい。でも、見ても分からない。分からなくて、前任者にしょっ

ちゅう聞いて、勉強しました。引継書は、きちんとしていませんでした。 

 それから、皆さんやっておられますが、4 月と 10 月の上司との期首面談。あれもなく

て、係長、課長補佐、課長から仕事の指示を体系だって受けたことはなかったです。だか

ら、この方法でいいんだろうなと思って仕事を進める。違っていると、途中で怒られる。

高等学校の体育部ですね。「俺たちも苦労して体で覚えたから、お前も苦労して覚えろ」

という鍛え方です。今、そういうことではいけないとなった。引継書や上司の指示が出て、

「あなたの仕事はこうですよ」というように手取り足取りするようにしている。けれども、

私はまだまだ足りないと思います。 

 役人時代、仕事のやり方を見直すために、企業やいろいろな職場の仕事のやり方を聞い

て回りました。外資系企業は参考になりました。いろいろなことをやった上での、一つの

たどり着いた形なのでしょうね。彼らは世界中で同じ人事のやり方を当てはめるんです。

ポストが空くと公募する。公募といっても、まず社内公募です。社内のインターネットに、

たとえば千葉営業所の何とか課長のポストが空いた。ポストにはランクが振ってある。ど

ういう職種の 1、2、3、4、言ってみれば平、係長、課長。課長もいくつかクラスがある、

課長の A、B、C と。これに応募できる資格を持っている人が応募する。まず世界中の社

内で応募をかけて、埋まらなかったらオープンにして、社外に公募をかける。 

 すると、何が起こるか。「あなたは今まで千葉市役所で仕事をしてきたでしょ。そのと

おりやりなさい」ということが通じない。全然違う会社から来る人がいる。分厚い資料が

渡されます。「あなたは 1 年間でこれだけのことをする」と細かく紙に書かれています。

後にサインします。これだけのことをしたら給料をもらえる、駄目だったら首になる。

一回一回契約なんですね。これはこれで大変な仕組みだと思いますが。 

 

 新採職員の扱いについて、お話しします。 

企業は新採研修をどうしているのか。ある金融機関の人事課長に聞きました。大卒が

入ったら 4 月から連休明けまで、研修所に一月間ぐらい放り込む。大教室での講義からグ

ループ討議まで。「一月間、何を教えているの？ 金融論か」と聞いたら「うちの職員研

修では、そんなことは教えていません」「じゃあ、何を教えてるの」「あいさつのしかた

と電話のかけ方」。 

 笑っておられますが、皆さん方も新採が入ってきてその扱いに難儀していると思います。

まず固定電話をとったことがない。「固定電話をとったことがない」というのは 2 つ意味

があって、彼ら彼女らはスマホで電話しているから、初めての人から電話が来たことがな
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いのです。みんな登録している。登録していない人から電話が来たら、緊張しますよね。 

 もう一つ、固定電話をとっていないというのは、人前でとったことがないんですね。日

曜日の 6 時半からやっている人気漫画の「サザエさん」では、廊下に黒い電話があって、

電話が鳴るとサザエさんがとって、カツオに「花沢さんから電話よ」と言うんですけども。

今の人たちは、親の前で友達や彼女と電話しているなんてことはないですよね。携帯電話

で個室でしゃべっています。だから、職場で固定電話を取って、「◯◯産業の◯◯です」

というのを言ったことがない。これを教えないといけない。 

 それから、きちんとしたあいさつをしたことがない。僕らが子供のときは、今ごろだっ

たら親類のおじさん、あるいは知り合いの人が歳暮を持ってきて、玄関か応接間で「いら

っしゃいませ」というあいさつをさせられた。慣れない手つきで頭をぺこりと下げて、お

菓子をもらって逃げるんです。今の千葉の駅前のアパート、マンションに住んでおられる

人で、親類の人が来てお歳暮を渡して、あるいは法事で親類の人が来て挨拶をしたという

経験は少なくなっていますね。田舎で、立派なお家の方は別でしょうけれども。 

 私たちが「えっ」と思うことで、彼らは心臓がドキドキしているんです。「電話が鳴っ

たらとるのは当たり前」と言うけど、それが怖くて手が出ない。やったことがないからで

すね。皆さん方、新採職員を相手にするときは、腫れ物に触るようにしなければならない。

「新採のトリセツ」、取扱説明書が要ります。 

 

 レジリエントという言葉を、聞かれたことがあると思います。これはもともと心理学の

用語で、簡単に言えば心に深い傷、ストレスとかトラウマを受けたときに、どう立ち直る

か、立ち直る力のことです。 

 子供でいうと、たとえば虐待、親の離婚、小学校に行くといじめですよね。こういう心

に傷を受けたときに、立ち直るかどうか。大きくなると、大学受験に失敗した、失恋した、

会社でミスをした、会社で怒られた。そのとき、どう立ち直るか。レジリエントは、個人

差がある。失恋なんて何でもない、別れたら次の人という人もいれば、忘れられないと言

って沈む人もいる。大学受験も、失敗してもともとという人と、すごく落ち込む人、個人

差がある。 

 うまく訓練したら強くなります。職場の仕事も、たぶんそうだと思います。就職してか

ら退職するまで一度もミスせずにやりましたという人がいたら、見てみたいですね。よほ

ど鈍感だったのか、よほど幸運だったのか。 

 たとえ話で、人形の話があります。ガラスでできた人形と、プラスチックでできた人形

と、鋼鉄でできた人形。同じようにハンマーが当たるとします。ガラスは即座に砕け散る

ので、これは一番弱い。鋼鉄はいくらたたいても壊れない。私はそんな人はいないと思い

ます。普通はプラスチックの体で、たたくと壊れないのですが、傷が残るんですよね。人

間の肌についた切り傷は 1 週間もしたら治るのですが、プラスチックの傷はずっと傷つい
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たままですね。心の傷というのは外からは見えなくて、そのうちに忘れてしまうか、何か

のときに思い出す。職場でのストレスは、そういう傷を残しているんだと思います。 

 もう一つゴムでできた人形というのもあって、たたくとへこむのですが、しばらくした

ら戻る。こういう人形が職場には向いている。子供が、中高、大学に行く間でも、いろい

ろな失敗をします。忘れ物をしたり、バスに乗り遅れたり、失恋したり、みんなそれを経

ながら強くなっていくのですよね。 

 

 たぶん皆さん方も、そうだったでしょう。皆さん方が今引き受けておられる後輩、部下

たちも、私らの分からないところで悩んでいる。自分が何を悩んでいるか分からないとい

う悩みもあるのです。何かうつうつとするのだけれども、何で悩んでいるのか分からない。

先輩に聞きたいけれども、何を聞いていいかが分からない。こんなことを聞いても恥ずか

しくないのだろうか。大概の悩みは、仕事ではなくて恋愛のことや、交通事故を起こして

しまったとかです。どうしたらよいか、誰も教えてくれない。そのときに、聞ける先輩が

いるかどうかで、大きく違います。 

 『明るい公務員講座』でお教えした 1 つは、明るくやって 1 人で悩むな。1 人で悩むな

というのは人に聞けということですが、皆さん方になると、今度はその話を聞いてあげな

いといけない立場です。 

私が役所に入ったころは、先輩が飲み屋に連れていってくれて、昼間、聞きにくいこ

とも酔った勢いで聞けた。飲んだところだから、そこで叱られても傷つかないんですね。

職場で「ぼけ」と言われたら落ち込むのですが、飲んだときだったら傷つかない。 

 近、飲みに行く機会が少なくなっていますよね。役場や県庁で「飲みに行こうや」と

誘ったら、「部長、そんなもん予約制ですわ」と言われてしまいました。「何や、その予

約制って」「だってみんな車で来てるのに、急に言われても困ります」。「急に言われた

ら、車は置いてタクシーで帰って、あした家族に送ってもらうか、運転代行で帰るかで、

金がかかるので 1 週間前ぐらいに予約してください」と。そうですね。 

 民間企業の友達に「君のとこは、どないしてるの」と聞いたら「うちも予約制です」と

言っていました。職場、その係や課では毎月、月末の何曜日というのを決めてあって、そ

の日は行ける人は飲みに行く。強制はしないけれども当番が人数を確認して、場所を選ぶ。

さらに行きたい連中は、これとは別に好きな連中で行きます。「きょう、どう」というア

ナゴさんとマスオさんみたいなことは、テレビだけのようです。 

 

 職員は何に悩んでいるか。私がたどり着いた結論は、ほとんどが人間関係ですね。仕事

ができずに悩んでいると言っているけれども、これは単純で、どうやっていいか分からな

い。これでいいか上司、先輩に聞けない。だから途中、途中で「できたかい？」と介入し

てあげればいい。 
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私は、「35％の出来で持って来い」と言っているんです。35％に全く意味はありませ

ん。8 割ぐらいで持ってこられて、「こんなん違うわ」と言ったらお互い気まずいじゃな

いですか。なるべく早い段階で、5 割でも 35％でも良いのです。そう言っていると「課

長、これぐらいでいいですか」、あるいは「30％ですけど相談に乗ってください」と言

ってくる。こう来られたら、こちらのものですよね。いくらでも相談に乗れますから。 

 職場での悩みは、実は人間関係が多い。『明るい公務員講座』に自分の失敗談を書いて

あります。私は子供のときから、元気の良い男でしたが、役人になって 2 度、出社恐怖症

になったことがあります。きょう職場に行くの嫌やなと思ったことが 2 度あるんです。皆

さん方の中にも、経験者はおられるかもしれません。 

 私が悩んだのは、ある報告書をつくって上司に見てもらったのです。上司から何度でも

手が入るのですが、なかなか OK が出なくて。何度も赤鉛筆で「ここはだめ、ここはだめ」

と言われて、その度に指摘の通りだと思う。書き換えて持っていっても、また駄目が出る。

私は何に悩んでいたかというと、紙で悩んでいたというよりも、人に悩んでいた。その先

輩と親しかったのに、だんだん恐怖というのかな、ストレスになった。ある日、隣の課の

5 年ぐらい先輩が飲みに連れていってくださって、話を聞いてくださった。「そうか、俺

のストレスはそこだったのか」とわかった。そのとき思ったのは、上司は出来の悪い書類

を突き返すだけではなくて、ある段階で引き取ってやらないといけない。 

そのときはまだ時間があったから、そんなことをしていられたけれども、県の総務部

長で知事とやりとりをしているときに、そんな暇はない。麻生総理大臣の秘書官をやって

いるときも、そんな時間の余裕ない。悩むというのは、締め切りが決まっていないから起

きるのですね。今日中と言ったら、何でもいいからそれまでにやってしまおうとなるじゃ

ないですか。 

今、レジュメで 2 ページ目の 4 です。部下職員、あるいは皆さん方自身が悩まずにどう

して仕事を楽にするかを話しています。電話が取れない部下、何を悩んでいるか分からな

い部下に対してどう悩みを聞いてあげるか。皆さんの職場でも導入しておられるでしょう、

メンターという制度がありますね。悩み事相談員というか、先輩ですね。指導教官です。

「何でも聞いてね」と言って、相談に乗ってあげる。今、企業や役所でもメンターをつけ

るところが増えました。 

 学歴の高い、偏差値の高い人ほど悩みます。正しい結論が一つあると思って悩むのです

ね。確かにガリレオとかニュートンの世界には、答えは 1 つなんです。誰がやっても同じ

ように証明できる。ところが、社会科学や僕らの世界の正しさは、自然科学とは違う。千

葉県庁だったら、森田知事から与えられた仕事だったら、知事が「よっしゃ」と言ったら

正解なんですね。千葉市役所でも市長が OK と言ったら、その企画書は正しいのです。そ

して、どんな立派な答弁案でも、答弁の翌日にできるものは 0 点ですよね。時間に間に合

わないのだから。 
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 仕事の採点は、ひとまずはその上司が採点する。アインシュタインにしてもノーベル賞

を取られた本庶
ほんじょ

先生にしても、悩みに悩み抜いた末に正解にたどり着かれるのですが、

我々は明日の晩までと決まったら、それまでにやらなければいけない。逆に言うと、それ

ができる仕事なんですね。 

 

 レジュメの 1 ページ目の 1 の「これまでが通じない」の話です。皆さん方も、時代が変

わったなと、思っておられると思います。 

 理由は 2 つあると思います。1 つは、法律の執行者から、地域の課題の解決をしなけれ

ばいけない立場になった。今まで市役所で何か問題があったら、千葉県庁の担当課に電話

する。地方課に電話したり、福祉部に電話して「ここが分からないのですけど」と聞く。

すると「逐条解説の何ページを見ろ」とか「ちょっと待って、今から厚生省に聞いてみる

から」と言って、国や県庁の有権解釈を聞いて、その通りに仕事をすればよかった。 

 ところが、もうそういう業務は地方に定着しました。国がつくった大きくて 後の制度

は 2000 年の介護保険ですね。介護保険の中身は進化しているし、教育の中身は変わって

きているけど、大枠はもうできている。何が起こっているかというと、今度はその制度の

中での問題が地元から起こっている。 

 （黒板に図を板書しながら）教育なら、文科省から県庁の教育委員会を通して指示が来

る。生活保護だったら厚生省から。明治以来 150年近く、この仕組みで日本の行政は西欧

先進国を追いかけてきました。ここに欧米がある。これがお手本ですね。明治のときに陸

軍はドイツ、海軍はイギリス、内務省、警察などはフランスから学んだ。それからお医者

さんはドイツですね。戦後はアメリカに学んだ。介護保険はヨーロッパに勉強に行ってき

た。大学の先生も僕たちの先輩も欧米に留学して一番いいのを輸入してきて、それを横書

きのアルファベットから縦書きの日本語にしてこう送ってきた。 

 ところが、今起こっていることは何か。たとえば教育でいうと、一つはいじめですよね。

また、モンスターペアレンツ。ことし起きた教育現場での問題の 1 つは、大阪北部地震で

塀が壊れて女の子が 1 人亡くなった。それから、ランドセルが重たいから軽くしましょう

という問題もありました。これは国に聞きにいく話ではない。ランドセルを軽くするとい

うのは、学校の先生が決めれば良い話です。「うちの小学校のランドセルが重たいのです

が、どうしましょうか」と国や県に聞くような話ではなくて、現場で解決する問題でしょ

う。いじめ、児童虐待、引きこもり、こういう類いも、ここ現場で起きているのですよね。 

 かつてはよく行政関係者が欧米視察に行ったのですが、高齢化対策の視察だったら、国

内の山奥に行ったらよく分かる。高齢化率は日本が世界一ですし、過疎もヨーロッパに行

かなくても、日本の地方を見に行けば良いのです。 

 

（経済成長のグラフを板書して） 日本が世界第 2 位の経済大国になったのは 1968 年。
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1970 年が大阪万博ですね。そして第 1 次オイルショックが 1973 年。アメリカに次いで日

本は世界第 2 位の経済大国になった。 

 1955 年（昭和 30 年）、戦争が終わった 10 年目、ようやく戦後が終わったころで、私

が生まれたのはこの年です。1 人当たり GDP で、ということは所得ですね。アメリカと

日本の間に 1 人当たり 10 倍の差があった。給料が 10 倍違った。そのあとアメリカも発

展したのですが、アメリカはだいたいこの間で 10 倍になって、日本はこの間に 100 倍に

なって追いついた。ヨーロッパ諸国を追い抜いて、1968 年に日本が第 2 位になった。ジ

ャパン・アズ・ナンバーワンと言われたのは 1980 年のころです。そのうち日本はアメリ

カを追い抜くかと思ったのですが、バブルがはじけて低下して、今またアベノミクスでち

ょっと上がって。ちょうどこのあたり。 

 もう一つ、何で日本だけ独り勝ちできたかというと、韓国も中国もまだ追いかけてこな

かった。これが韓国、これが中国です。中国が改革開放に入ったのはちょうど 40 年前で

す。後発国は便利ですよね。どこか先進地に視察に行って、一番いいところを学んでくれ

ばいいわけです。韓国や中国がもっと早く経済成長に舵を切っていたら、日本の一人勝ち

はなかった。 

 今、地域で問題になっているのは、経済成長やインフラ整備ではない。いじめ、虐待、

引きこもり、あるいは過疎化、独り暮らしの孤独死。そういうものにどう対応していくか

は、現場で考えなければならない。これからは試行錯誤。やってみたらうまくいったのも

あれば、うまくいかなかったのもあるという時代になってくるのでしょうね。レジュメに

書きましたように、今まではいい生徒であればよかったのですが、これからはいい研究者

にならなければいけない。資料の後ろに、日経新聞に書いたコラムをつけておいたので、

あとで見ておいてください。 

 現場が難しくなってきた。経済成長期は、国も県庁も市役所も世界ナンバーワンと評価

されたんですね。日本の官僚と地方公務員は世界一と言われた。だけれども、いまやその

ビジネスモデルが通じない。 

 

 もう一つは１（2）に書いた、職場慣行が変わった。昔は役場も男の社会だったですね。

女性職員は非常勤のお茶くみぐらいで、正規職員を採るにしても少ない。採用しても重要

な仕事は与えずに、補助業務でした。 

 残業をして「一杯飲みに行きましょうか」なんて言えたのは、男だけの共同体だったか

らですよね。女性職員に言ったら「きょう、これから帰って、ご飯をつくるんです」と拒

否される。この女性が食事をつくるという考えもいけない。夫婦両方が、食事をつくらな

いといけないのですが。仕事帰りに飲み屋に行く、これは夫が家庭を顧みずに職場に身も

心も時間も全部ささげたからできた話ですよね。これまでの閉ざされた男の職場から、開

かれた職場に変える。一つは、女性も同じように働ける職場です。 
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それから、今までは一括採用して年功序列で上げていましたが、徐々に先ほど言った

英米型の、ポストがあいたら外部からもふさわしい人を呼んでくるようになる。 

 霞ヶ関では広がっていて、金融庁や経済産業省に公認会計士や弁護士がどんどん入って

きておられます。専門の分野だと、職員を訓練するよりも公募して、3 年あるいは 5 年の

期間業務職員に来てもらうほうが直ちに戦力になります。 

 復興庁でも IT の専門家に、 初は非常勤で来てもらっていたのですが、今は正職員に

なってもらいました。サイバー攻撃が来たり、パソコンが止まったりするときのヘルプデ

スク。それから今、パソコンを全部入れかえているのですが、それの指導とかですね。彼

は民間の IT 企業で勤めていたのですが、3～5 年の期間職員で来てもらっています。これ

を大卒で採用して育てようとしたら、時間がかかる。たぶん、こういう形の公務員が増え

ていくのでしょうね。 

  

 初に引継書や事務の目標など、やることを整理しましょうと言いました。今まではそ

れがなくてもできた。前任者どおりやればできた。それが今の働き方改革が求められる原

因にもなっていると思います。かつてジャパン・アズ・ナンバーワンと言われて喜んだ。

日本は世界一だと。大卒一括採用、年功序列、終身雇用。これがヨーロッパと違って日本

が一番成功する理由だと言われた。今、それがいけないと言われている。 

 日本人は決して優秀ではなくなりました。評価が 180度変わった。日本人は優秀だ、公

務員は優秀だと言われていたのが、今はそうではない。数字を示しましょう。アメリカ、

日本、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアの G7 各国の中で 1 人当たり生産

性、労働者 1 人が 1 年間に生む価値は日本が 下位です。OECD という先進国クラブ、

36 カ国加盟しているのですが、日本は 20 番目です。 

GDP という年間どれぐらい日本が富を生んでいるかという統計、これを日本の労働者

数で割ったら、そうなってしまうんです。その中には世界一の生産性を誇るトヨタもあれ

ば、あのイオンもあれば、町の中小企業もあります。全部平均してなので、たぶんトヨタ

なんかもっとすごいだろうし、日産もすごいと思う。公務員はどれだけ売っているかが出

ないものですから、給料をもって付加価値額としています。だから、生産性という意味と

は少し違うのですが。だけど、あのトヨタやイオンより公務員の方が生産性が高いかとい

うと、自信がないですよね。 

 1 人当たりで言うと、生産性がアメリカやフランス、ドイツの 8 割から 7 割、下手する

と 3 分の 2 なんですよ。それが世界で一生懸命頑張っているのは、ヨーロッパの先進国よ

り 2 割、労働時間が長いんです。要領の悪い仕事を 2 割増しの時間をかけてやっているん

です。 

 2000 年以降、10 何年間で、日本の平均労働時間が下がってきています。平均労働時間

は下がってきていますが、個人の労働時間は下がっていません。理由は簡単です。パート
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タイムが増えているからです。今、非常勤職員が 3 割から 4 割になったでしょう。通常、

非常勤職員は 1 日 6 時間以下でしょう。これが増えれば増えるほど、8 時間以上働いてい

る人と合算すると平均時間が下がってしまうんです。平均時間は下がっているけれども、

正規職員の働き方は何も変わっていない。 

 

 能率を上げるには、どうしたらよいか。いつまでに何をするかというのがはっきりして

いないから、こんなことが起こるんですね。 

小学校の授業を思い出してください。たとえば小学 3 年生で算数のドリル、掛け算や割

り算問題が 1 枚、5 時間目に出たとします。できた生徒から先生に採点してもらって、正

解だと帰って良い。といったら、皆早く仕上げて帰ろうと思いますよね。そういう仕事は

早く片付きます。でき上がったら早く帰る。 

これに対して、もう一つの方は時間がかかる。この間、行った遠足の作文を書きまし

ょうという課題が出ます。たとえば 11 月に何とか渓谷に行きました、あるいは加曽利貝

塚を見に行きました。あの遠足の経験を作文に書きましょう、といった課題が出たとしま

す。これは、いつになったら終わるか分からない。これを終わらせる方法は、いくつかあ

ります。まず原稿用紙を 3 枚書いたら帰っていいと、分量を決めてあげる。あるいは、こ

の 1 時間の授業時間内で終えるとしてあげればいいです。すると、生徒はそれまでに書け

ることを書くわけです。 

私たちのやっている仕事、企画書を書いたり報告書を書いているのは、何枚書いてい

いか分からない、いつ提出していいか分からない。さらに言うと、どこまで書いたら課長

が OK くれるか分からない。この 3 つでだらだら、だらだらと作業を続ける。さらに悪い

のは、ワープロで文章を打つだけだったら、まだいいのですが、これをパワポで発表した

りする人がいる。 

 私は「パワポは職場の敵だ」と言って禁止しています。Amazon も禁止しています。社

内の報告書に使うなと。何が悪いかというと、あれは本当に文字情報が入らないんです。

絵、写真だとかグラフはいいですよ。だけれども文字情報はほとんど入らない。それから、

あれは電気紙芝居ですから、1 枚では意味がない。2、3 枚要るんです。たとえばトヨタ

は、報告書はこの A4、1 枚と決めてあります。復興庁でも私はそれを徹底しています。

必要だったら、参考資料をその後ろに 3 枚つけてもいいし、10 枚つけてもいい。だけれ

ども、説明する内容は 1 枚にしろと。それから、10.5 ポイントの活字は使うな、12 ポイ

ント以上にしろと。年をとってくると見えなくなる。パワポにすると、活字はゴシックに

するか明朝体にするか、10 ポイントにするか 20 ポイントにするか、矢印をつけて、矢印

がピコピコ動いていたりする。それをつくるのに、あれほどの時間泥棒はいないです。 

 職場の 3 大無駄を、レジュメに書いておきました。会議、資料づくり、パソコン。 

会議は無駄ですね。『明るい公務員講座』にも書きましたけれども、私はいくつかル
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ールを決めています。まず、開始時間だけ書かずに終了時刻も書いてくれ。終了時刻の書

いていない会議には出席しないというのを、若いときから貫いていました。というのは、

終了時刻が分からなければ、次の日程を入れられないですね。それから私が言っているの

は、議題の中で、報告なのか、決定なのか、意見交換なのかを必ず書け。たとえば、議題

で何とかの公民館の建設事業についてといったら、報告なのか、それとも意見交換なのか、

決定なのか。それによって何を議論するか決めようではないか。 

 

 民間企業に、どのように働き方改革を進めていますかと、聞いてみました。おもしろか

ったのが三井住友海上という損害保険会社です。この会社はおととしの今ごろ、社長が 7

時以降の残業は禁止すると宣言したのだそうです。翌年の 4 月 1 日から実施しました。そ

こがやっているのを 2 つ紹介します。 

1 つはこれなんです（ポップを示す）。これは全職員に配られているものをもらってき

たのですが、個人のパソコンの上や電話の上に挟んで出す。表も裏も同じものが出るよう

になっている。  

 本日の終了予定時刻は15時ですと掲げる。次は16時、16時には帰らないといけない。

17 時、17 時 30 分、だんだん色が濃くなってきたのが分かりますか。18 時、18 時半、先

ほど言った 7 時以降は残業禁止。ここで黄色になります。そのあと、申告した人だけが 9

時まで残業できます。それも 21 時には赤になって、電気が消えてしまいます。やろうと

すると、ろうそくを持ち込むか懐中電灯を持ち込むかですが、パソコンが使えなくなる。

今、パソコンなしで仕事はできない。それから、このような会社は個人情報を扱っている

ので、資料の持ち帰りは厳禁です。パソコンを切られてしまうと仕事ができなくなる。 

翌朝、課長の卓上にはＡ君がきのう何時にパソコンを閉じたかが出るのだそうです。これ

で教育的指導が行くわけです。 

休暇です、出張です、直行直帰です、在宅勤務ですというのもある。これは、「ただ

いま集中タイム」と書いてあります。これはいつ使うかというと、難しい仕事をしている

ときにこれを立てる。すると、周りは、よほど忙しくない限りは話しかけるなというので、

効果があるそうです。それから先ほど見せた 17 時帰宅、これも効くのだそうです。これ

をかけておくと、4 時半ぐらいになると上司は新しい仕事を言わなくなる。ただし、うま

くいったところばかりではないようです。 

 もう一つ、これは新聞にも載ったので紹介しますが、横浜支店の女性です。この人は、

社長が 2 年前の秋に、今度の春から 7 時以降、残業禁止と言ったときに、そんなことでき

っこないと思っていた。だけれども、何か考えようかなと思って、やったらできましたと

いう。損害保険会社ですから、交通事故の後始末をするんですね。1 回目はコールセンタ

ーが受けますが、彼女たちが受けるのは 2 回目、3 回目です。お客さんから電話がかかっ

てきて対応して、5 時までそれにかかりきったあと、5 時から日報、報告書を書いて帰る
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ので、毎晩 9 時になったのだそうです。それを変えてみるかと、自分から相手さんに都合

のいいときに電話をして、そのときにどんどん書き込むと。そうしたら 5 時に帰れるよう

になって、夫と子供と晩飯を食べられる日ができてきた。今までは、そんなことできなか

ったのに。 

 お客さんとのやりとりを、メールから電話にした人もいました、「逆じゃない？」と言

ったら「メールは時間がかかります」とのこと。メールはあいさつから入って、何度かや

りとりをしないといけない。電話ならすぐ疑問点が片付くので、メールより電話の方が早

い。これは仕事の達人たちに聞くと、皆さんそのようですね。だから、今、向こうが忙し

いかどうか分からない、あるいは時差があるようなところだとメールは便利なのでしょう

けれども、そうでないところと何度かやりとりするのであれば、電話なのだそうです。 

 

 もう 1 つお話をしましょう。これも、私の失敗です。交付税課の課長補佐をしていると

きに、初めてある事業を交付税の算定に入れたのです。市町村からデータをもらって、そ

れをコンピューターで処理してある分類にしようとしました。係長を呼んで、「このデー

タを集めたから、これを補正に入れるので分類して」とお願いしました。 

 2、3 日して、彼が持ってきてくれたんです。すごくよくできていたのですが、私の思

っていたものと全然違っていた。まだ私も若く、忙しかったこともあって、「こんなん違

うわ」と言ってビリビリと破ってしまった。せっかく彼が徹夜してつくった資料を破って

しまった。今となっては反省しています。彼がそのあと、「だって補佐、こうです」とい

う説明をしてくれる。話を聞くと、彼のやっているのは非常に精緻だし、よくできている

んです。すごくよくできているのだけれども、僕の求めているのと方向が違っていた。誰

が悪いか。指示を出した私が悪かった。 

 東日本大震災が起きて、家を失った被災者が 47 万人出ました。全国に避難された。今

でも約 1000 市町村におられます。日本の市町村の数は 1700 市町村ですから 3 分の 2 に

おられる。一月ぐらいたってから、どこにどれだけの方がおられるか把握しようとしまし

た。それまでは飯を送り込む、着替えを送り込むことで手いっぱいでしたから、どこにど

れだけの人がいるかが把握できなかったのです。そろそろどういう状態におられるのか把

握しようとしました。 

 （表を図示しながら）一つは県別ですよね。施設別では、避難所、体育館におられる人

が多かった。それから病院、公務員住宅といった区分で集計する。 

 この分類集計作業を例にすると、職員に指示を出す場合に、この仕事は松か竹か梅かを

決めて指示するようにしました。職員の能力ではなくて、この仕事が初めてか難しいかど

うかで区分する。 

まず松竹梅の梅、うなぎ屋で言ったら並ですね。その場合は、この表をつくって、渡

します。「ここに数字を入れてくれ」と。これだったら僕の思っているのと違うことは絶
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対出てきませんよね。20 数年前、私のした失敗は、方向を示さずに彼に丸投げしてしま

って、出てきたものに対して「違うわ」と言ってしまった。そのようなことがないように

する。 

 次は竹クラスです。うなぎ屋でいうと上ですね。その場合は、職員を呼んで、「47 万

人と想像されている避難者を把握しよう。県別は必須だねと。ここの施設別をどう分ける

か考えてみてよ。全国の市町村に協力を得なければならないから、あまり細かくやること

もできない。かといって、あまり雑では困る」と指示します。そして、「3 日後に案を持

ってきてくれ。どこまでできるか、そのときに相談しよう。問題点があったら、問題点を

持ってきなさい」と期限も示す。これが竹クラスですね。 

 彼は、どういう分類にしようかと考えてくれます。私の思いと違うのを考えてくれるか

もしれない。先ほど言った、様式が決まっていて、数字を当てはめろというのは駆け出し

の職員向けですね。だけれども、もうその一つ上の職員になったら、単純作業でなく考え

てもらわないといけない。 

 この上に松がいる。うなぎ屋でいうと特上ですね。職員を呼んで、紙なしで、「避難者

がどこにいるかをそろそろ調べたいのだけれども、どういうやり方をするか、どのように

集計するかというのを考えてほしいのだけど。これは今後、一月ごとに公表するのか、1

年に一遍とるのか、そういうのも含めて考えてよ」と指示をする。これは松クラスです。 

 これは実は実際にあったのですが、職員を呼んで「そろそろ」とこの話を言い出したら、

彼は「待ってください、全勝さん」。そして、引き出しをあけて「もうそろそろ言うだろ

うと思って、つくっていました」と言って持ってくるんです。こういう職員だったら本当

にうれしいですよね。松の上の特別弁当ですね。できる職員はそれぐらいの能力がある。

だけれども、皆が皆いつもこうではないですね。彼も駆け出しの職員のころは、梅だった

んですね。そのうちに竹になって、ここまで来たのです。 

 野球の守備練習に例えましょう。素人の場合は、まずは正面に転がしてやらないといけ

ない。腰を落として正面で取ることを教えるためには、 初はそれこそ手で転がしてやら

ないといけない。その次は、ちょっと強い打球を正面に打つ。さらに上手になったら、右

左に届くか届かないところにノックする。 

 指示の出し方を変える、仕事の難しさに応じて梅竹松を使い分ける。この松竹梅を考え

るのは、僕たち、皆様方の一番の仕事なのでしょうね。 

 

 さて、きょうお話ししたまとめです。 

ここにお集りの皆さん方は研修を受けようというぐらいの意欲をお持ちの方だから、

さほど心配はしていません。だけれども、この私でも 2 度、出社恐怖症になったぐらいで

すから、皆さん方もいろいろなストレスが待っている。皆さん方が抱えている部下や後輩

が、いろんなことでドキドキしている、悩んでいるんですよ。それに早く気がついて話に

140



乗ってやってください。 

 仕事の効率化のためには、目標を立てて、その目標を仕上げて早く帰る。それは皆さん

方が課長、あるいは部長と仕事をするときも同じですよね。目標と締め切りを示さないよ

うな指示が来たら、言ってください。「いつまでに何をするか指示してください」。 

少し込み入った指示は、紙でもらうのが一番ですよね。私は、指示を出すのに紙に太

い万年筆で書いて渡します。すると、いつまでに何してほしいかというのがよく分かるん

ですね。これが、紙に書かず「あれがあれして、これがこれ」といったような認知症の老

人みたいなことを言っていると、正確に通じない。もしも抽象的な指示を受けたら、「何

月何日、課長から指示を受けた、何日まで何をつくること」という出来上がりの概要、イ

メージを紙に書いて課長に見せる。「課長、こんなんですよね」と言ってから作業に入っ

たほうがいいですよ。すると、課長もせっかくつくった資料をビリビリと破くようなこと

をしなくても済みます。 

予定の時間が来ましたので、終わりにしたいと思います。 
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千葉県自治研修センター                  平成30年12月3日 

  

仕事の仕方を変えると人生が変わる 

～仕事の達人を目指して～ 

 

１ 時代は変わった 

 これまで通りが通じない。企業も役所も。 

 

(1)市役所は、「法律の執行者」から「地域課題の解決」へ 

 これまで＝国・県からの指示を待つ、前例通り 

 これから＝課題は地元で発生、国からの指示は来ない 

 

(2)職場慣行の改革 

 男のムラ社会から、ワークライフバランスのとれた仕事場へ 

  

２ 働き方改革は仕事の改革 

(1)働いている割には成果が出ていない 

 世界でも低い日本の生産性 

 日本的経営と集団主義が、長所から欠点に 

 

(2)民間企業の挑戦 

 

(3)職場での３つの無駄 

 ①会議 

 ②資料作り 

 ③パソコン（電子メールとインターネット） 
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３ 早く仕上げて早く帰ろうー仕事の流儀を変える 

 課長が変えれば仕事は進む 

 毎日忙しい。どうしたら帰ることができるか。 

 考える時間を作る＝働き方改革＝仕事の流儀の改革 

 

(1)「やってる感」は敵 

 投入、産出、成果。労働時間、書類の枚数、何ができたか 

(2)いつまでに何をするか＝課長が指示をする 

 ①ダラダラ仕事と早く片付く仕事 

 ②目標と工程 

 期首面談の重要性 

(3)8割の出来で引き取る＝成果物に責任を持つ 

(4)何をやめるか＝決めるのは課長 

 部長と相談 

 

４ できる職員ー出世しよう、喜んでもらおう 

(1)明るくやろう 

(2)その仕事の目的は何？ 

(3)視野を広げる 

 四角い業務を、丸く考える。「四角な座敷を丸く掃く」 

 机に向かっていても問題は見えない。外の人の話を聞く。 

 

 

参 考 

『明るい公務員講座 仕事の達人編』（2018年、時事通信社） 

ホームページ 

「岡本全勝のページ」 http://zenshow.net/ 
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  香 取 ・ 東 総 地 区 研 修 会 
平 成 ３ １ 年 １ 月 ２ １ 日 
於：東庄町公民館「大ホール」 

 
 
 

『公務員のためのクレーム対応術』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

講 師 紹 介 
 

氏  名  関
せき

 根
ね

 健
たけ

 夫
お

 氏 

現  職  株式会社アイベック・ビジネス教育研究所 代表取締役  

一般社団法人日本経営協会 専任講師 

みずほ総合研究所株式会社 講師 

ＮＴＴ電話応対コンクール東京大会審査員 

略  歴 

「ビジネス能力の開発には、人間が社会的存在であることの自覚と、人

間としての自己の確立が不可欠である。教育研修においても単に理論や

技術を教えるのではなく、一人の社会人として、ものごとをどのように見

るかをともに考える事が大切である。」 

この信念のもとに、話すことを中心とした“コミュニケーション能力”

をビジネス能力の基本としてとらえ、各企業、官公庁、自治体、団体など

で研修、講演、調査、コンサルティングを行っている。 

主な著書では、『事例でわかる 公務員のためのクレーム対応マニュア

ル 実践編』(ぎょうせい)、『こんなときどうする 公務員のためのクレ

ーム対応マニュアル』(ぎょうせい)、『臨機応変 ビジネスマナー完璧マ

ニュアル』（大和出版）がある。 
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皆さま、こんにちは。今日、講義をします関根です。どうぞよろしくお願いします。東

庄町、初めて参りました。先ほど名簿をいただきましたら、松戸とか遠方のほうからも結

構来ていらっしゃるのですね。講義を始める前に何ですが、もしここで興味を持たれまし

たら、千葉市の都町でも１日研修、２日研修をやっていますから、ぜひそちらにも来てく

ださい。本日は 100 分ほどでお話をしたいと思います。 

 お話しする前に、簡単に自己紹介をさせていただきます。年齢は明石家さんまさんと同

じ年です。ということは、所ジョージさんも同じ年です。サザンオールスターズの桑田佳

祐さんも同じ学年です。皆さんより若干上です。たまに千葉県知事に似ていると言われる

のですが、森田健作さんは生まれが東京都大田区東矢口というところです。私はその隣の

池上の出身です。 

 森田健作さんが歌手デビューしたとき、うちの町内からも芸能人が出たというので、う

ちの妹などは小学生だったのですが、大田区民会館の歌謡ショーに行きましたね。あの方

はもともと詰め襟の学生服を着た歌手だったのです。その後、俳優になり、政治家になっ

たのです。いずれにしても、そういう意味では親しみを感じています。 

 大学を出てから、不動産会社でマンションをつくっていました。初任地は愛知県の名古

屋でした。こんな私でもマンションの基本設計を 3 棟ほどやったことがあります。 

 願いがかない、不動産会社で建築の仕事をしていたのですが、想定外だったですね。ま

ず、マンション建てますよと言っても、ああ、そうですかと言って、土地を売ってくれる

人はいません。よしんば、土地を売ってくれるという話になっても境界線で揉めます。近

隣の人がそんなところに境界があったはずはない、とか言い出します。無事土地を買って

も、ここにマンションが建つよという話になると、周囲の住民は反対運動を起こします。 

 それを何とかしてマンションの建築工事が始まると、今度は反対していた住民が、「音が

うるさい。」「赤ちゃんが寝られない。」「ダンプカーどけろ。」「職人さんの態度が悪い。」な

どと言い出します。職人さん、いい人ばかりなのですが、はたから見ると怖そうな人もい

るものですからね。というわけで、クレームの山です。 

 さらに言うと、当時は暴力団対策法がありません。私もうわさには聞いていましたが、

何回も経験があります。当時、建築工事現場には地元の反社会的勢力の方が来て、「ここで

商売したかったら金を払え」という話です。今は暴力団対策法がありますから、そんなこ

とをやったら一発でアウトです。 

 しかし、当時はそんな法律がありませんから、見るからに怖そうな人がやってきて、金

をせびりに来ます。当然、こちらは払いません。払わないから結局、払うまで脅されます。

殴られたり、刃物で傷つけられたことはありませんが、それに近いことを暗示させられる

ようなことは言われます。「おまえの家を調べるぞ」とか。 

 というわけで、怖い思いを何度もしました。こういう反社会的勢力に金を払ったら最後

です。常識ですよ。もう金づるになってしまいますから。あいつを脅せば金になると思っ

147



たら何回も来ますよね。会社からも言われていました。絶対払うな。1 円たりとも払うな。

だから、厳しいときにはこういう言い方でした。「そういう話は東京本社の総務部にお願い

します。名古屋支店では対応できません。私たちには対応した経験がありません」。こんな

言い方でしのいでいました。後で言いますけど、この言い方、役所でもつかえますよ。 

 結局、こちらは絶対払いませんから、やがて彼らはあきらめて帰ります。「また来るぞ」

とか言って。で、また来ます。1 カ所につき 5 回か 6 回来ます。しかし、5 回か 6 回しの

いでいると、やがて来なくなります。あきらめたのだと思います。あいつを脅しても金を

取れないということだと思います。 

 さらにもう一つ言うと、あまりいい話ではないのですけれど、マンションの建設反対運

動をやっている住民たち、たいてい市議会議員を頼みます。こちらは議員さんにも対応し

なければいけません。議員の先生の顔も立てなければいけません。これも 1 回、2 回では

ありません。もう何度もご自宅まで通って頭を下げる、そんなこともやっていました。 

 子どものときに憧れてかっこいい商売だと思って建築家になったのですが、やった仕事

は用地交渉、近隣交渉、近隣住民への対応、さらにヤクザさんへの対応、議員さんへの対

応、仕事のほとんど、95％ぐらいが交渉でしたね。 

おまけですが、新しい住宅とかそういったものを買うと、たいていアフターサービスが

付いています。ここでは詳しいことは言いませんが、新築マンションのアフターサービス

は最長 2 年です。建物全体としては雨漏りが 10 年です。 

 それでも「部屋の一部が壊れたから見に来い」というので行き、「確かに、それ不都合で

すね。しかし、お客さまのお宅はもう 2 年半経っています。アフターサービスでは直せま

せん。お金をいただきます」と言うと、「この故障は去年の今ごろからのことだった」。こ

れが結構多いです。自分に都合のいいことを通そうと思い、小さなうそをつく人は結構い

ます。皆さんの役所でもありませんか。一番多いうそはこれじゃありませんか。「手続きは

今日できません。もう 1 回来てください」などと言うと「俺は忙しいのだ。そう何回も役

所に来られない」。これ、よく言われるでしょう。こちらからうそでしょうとは言えないけ

れど、本当か。こういう話は世の中にいくらでもあります。 

 そんなことを経験しながら私は 25 歳ぐらいの時に、社会に出て一番大切なことは何だ

ろうと思ったのです。いま 63 歳ですが、今でもそうです。社会に出て一番大切なことは何

かと言われたら、それはいろいろありますけれど、私はこう思います。意見の違う人と出

会ったら、どうやって話をかみ合わせるかです。意見の同じ人と話をかみ合わせるのは簡

単です。何の努力も要りません。しかし、意見の違う人と出会ったときに話がかみ合わな

いのはよくある話。しかし、やはり私たちはきちんと議論しなければいけません。こちら

の正しい説明を聞いてもらわなければなりません。 

 ただ、議論がかみ合わない、単純に言うと、こちらがしゃべったって聞かない人はいく

らでもいます。いくらこちらが説明しても理解しない人がいます。理解というのは、聞い
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ている人が理解しようという気持ちがどこかにないと理解されません。だから、理解しよ

うという気持ちのない人に一所懸命説明しても、たいていだめです。感情的になり、おし

まいになりますね。 

 だから、まず聞いてもらう努力、理解してもらう努力です。そして三つ目。理解したか

らといって納得するとは限りません。理解と納得は違います。頭で理解しても、いやなも

のはいや、そういう主張をするの人はたくさんいます。 

 そういうわけで、聞いてもらう、理解してもらう、納得してもらう。では、納得しなか

ったらどうするかということになったら、四つ目、あきらめてもらうしかない。特に皆さ

んの場合、役所ですから、法律とか条例に基づいて説明しているわけですから、その説明

が気に入らないと言われても法律、条例がそうなっているのだから、あきらめてもいいか

らルールに従ってくれ。こういう話でしょう。 

 先ほどの私の体験ですが、「こんなところにマンションをつくったら、うちの日当たりが

悪くなってしまうじゃないか」。「見晴らしが悪くなってしまうじゃないか。やめてくれ」

気持ちは分かります。しかし、法律的には許されている建築物です。 

 都市計画法上、建築基準法上、問題ありません。したがって、マンションはおいやでし

ょうが建てさせていただきます。「法律はそうなっているかもしれないけど、いやなものは

いやだ」と言われてしまったら、「理解と納得は違いますよね。ただ、そういう法律になっ

ているのだから、悪いけれどあきらめてくれ。」と言うのだけれど、大の大人に「あきらめ

てください」などと言ったらまた怒られます。では、どうやったらあきらめてくれるのか、

これが私の 20 歳代のテーマでした。 

 法律的に正しいことをやっているのに文句ばかり言ってくる人がいる。どうしたら法律

に従ってくれるのか、それを考え、25 歳ぐらいからこういう勉強を始め、すべてとは申し

ませんが、クレームを受けてもあまりストレスがたまらなくなりました。それまではもう、

入社してから 3 年間、クレームを受けると、正しいことをやっているのに、何で分かって

くれないのだ。法的に間違ったことをやっていないのに、何でこんなことを言われなけれ

ばいけないのだ。マンション建設反対運動などといったら夜の 8 時、9 時、10 時、11 時、

平気でやりますから、住民から「8 時ごろ来い」と言われ、行ってみると、そこに反対派

の住民が何人かいて、12 時まで話し合っても、これは話がつきません。そういうケースも

ありました。 

 もう 1 回申しますが、意見の違う人と出会ったらどうするか。そこに自信が持てれば、

どんな商売をやっても何とかなるだろう。反対に、意見の違う人と出会い、どうしていい

か分からない、自分はコミュニケーションが下手だ、こう思っていたら、どんな商売をや

ってもみじめだと思い、やっていたという、私の青春物語です。自己紹介に引っかけて私

のポリシーをお話ししました。 

 それでは、今日、こういうペースでしゃべりますから、メモでも取りながら聞いてくだ
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さい。 

まず、「社会の変化とお客さまの意識」です。簡単に言うと、今クレームが増えています。

役所だけではありません。民間企業でもクレーム件数、うなぎ上りです。では、どうして

今クレームが増えたかというと、簡単に言うと社会が変わっているからです。 

 まず、「豊かな社会」ということです。社会が豊かになるとクレームが増えます。実は、

貧しい社会のほうがクレームは少ないのです。なぜかというと、貧しい社会は自分の思う

ようにならないのが当たり前だからです。我慢するのが当たり前だからです。したがって、

自分の思うようにならない。我慢するのが当たり前。予定を組んでも予定どおり行かない

ことがある。これが前提なのが貧しい社会です。 

 私は貧しい社会が良いと言っているわけではありません。ただ、今の世の中、豊かな社

会ですから、自分の思うことはたいてい実現します。何か予定をつくれば、たいてい予定

どおり行きます。それが前提です。日常生活をしていても単純な話、我慢する経験はあま

りありません。今日も皆さんに会うために東京から電車で来ました。実際、大田区の蒲田

から来ましたが、電車はすべて予定どおりでした。すべて予定どおり来られました。 

 単純なことを言いますが、皆さんも最近そうでしょう。例えば、突然電気が消え、停電

したなどというのはめったにありません。きょうお集まりの方では停電を経験したことが

あるのは、8 年前の東京電力の計画停電ぐらいじゃありませんか。8 年前に大きな地震が

あり、東京電力で電気が足りなくなってしまった。4 時間ずつ地域を限定して電気を消し

ましたよね。計画的に停電しました。私の住んでいる大田区もありました。 

 しかし、考えてみてください。ここ 10 年、20 年、停電はめったにありません。昔だっ

たらしょっちゅうありました。私は少し古い人間なので、小学生、中学生、高校生ぐらい

のときまでは、感覚的には 1 年に 1 回か 2 回、必ず停電がありました。雷が落ちたり、自

動車が電柱に突っ込んで地域全体が停電したりして。しかし、それも含め、最近は停電が

全くありません。豊かな社会です。 

 ただ、まれには家の中で使い過ぎてブレーカーが落ちたり、いろいろなトラブルはあり

ます。昔だったら停電などは当たり前でしたから、復旧作業は自分でしたものです。しか

し、今はもう、そういう経験がありませんから、停電しても直せません。マッチやろうそ

くを備えていない家が多いそうです。すぐに東京電力とかセコムとかに話が行くそうです。

そんなので、ちょっとしたトラブルがあるとすぐに外部の機関に頼る、何か問い合わせを

する、頼んで来てもらう。それがいけないわけではないけど、豊かな社会の側面です。 

 私、3 年ほど前に秋田市役所に講演に行くときに、時間が足りなくて新幹線に間に合わ

なかったものですから、夜 10 時の新宿発の夜行バスで、行きました。秋田まで 8 時間 20

分走ります。秋田駅に着いたらバスは 4 分遅れました。運転手さんは 2 人で、乗客に向か

い、「遅れました。申し訳ございません」。平身低頭です。私は異常なものを感じましたね。 

 8 時間 20 分のバスで 4 分の遅れだったら、私は誤差の範囲だと思います。今は JR でも
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飛行機でも、少し遅れたら車掌さんとかキャビンアテンダントさんがもう平謝りします。

ああいうのを見ていると逆に恐ろしいですね。少しでも誤差があると、怒る人がいるので

しょうね。豊かな社会ではクレームが増えます。 

 次に、「主張が美徳」、言った者勝ちとか、言って何が悪いのだとか、そういう人、いま

せんか。「役所の人は市民の意見を聞くのが仕事だろう」とかいう人がいますね。「いいか

ら俺の話を聞け」と言って。これも後で申しますが、必要もない話を必要もない時間、聞

く必要はありません。必要な時間、聞いたら結構です。「帰ってください」と言えばいいの

です。 

 また、コンプレックス。「自分だけの特異性」と書きましたが、豊かな社会は逆説的に言

うとコンプレックスを持つ人が増えます。これは難しいと思うのですが、詳しいことは言

いませんけど、一つだけこんなデータを出しておきます。きょうお集まりになっている若

い方は、まだ生まれていないかもしれません。ただ、今年は平成の時代が終わるというの

で、年末年始、こういう番組がよくあったでしょう。平成の 30 年間に何が起こったかと

か、平成の 30 年で何が変わったかとか。たとえば、携帯電話が劇的に変わりました。30

年前は、スマホはありませんから、ガラケーばかりでした。そんな番組をたくさんやって

いました。 

 一つ言えることは、平成の 30 年間で日本の電気エネルギーの消費量、1.48 倍になった

のです。単純化していうならば、CO2 の排出量も相関して増えています。GDP も上がって

います。GDP は CO2 排出量に相関します。つまり、人々が「省エネだ、省エネだ」と言

って省エネグッズがこんなに売れ、車もハイブリッド車とか出て省エネになっているはず

ですが、日本全体で使っているエネルギーはこの 30 年間で増えていいます。それは決し

て悪いことだけではないと思います。 しかし一方、30 年間でサラリーマンの平均給与は

約 570 万円から 480 万円に 90 万円も落ちています。つまり、景気がよくなり、GDP が増

え、日本の経済は発展しているはずですが、国民一人当たりの単純なサラリーマンの平均

給与は下がっています。なぜか。お分かりのように、この 30 年間で非正規雇用が増えたの

です。それがいいことかどうかは分かりませんが、経済が発展したはずなのに一人当たり

の給与は減っています。 

 ということで、経済が発展して豊かになると、逆にコンプレックスを持つ人が増えてい

きます。これは悲しい現実です。さらに愉快犯とか、世間の不満とか不安とか、言ってみ

れば役所でクレームを言うのを楽しんでいるかの人、いませんか。もちろん、本人はそん

なことを言いませんが、きっとこの人、寂しいのだろうなと思う人が役所に来て文句を言

いながら帰って行く。こういう人は最近増えています。全国、どこの役所でも、企業でも

聞きますね。 

 さらに、「基準に対する価値観」です。基準をつくって守っていただくのは皆さん仕事で

すよね。つまり、法律、条例をつくり、守っていただく。法律、条例まで行かなくても、
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公民館の使用上の注意とか、体育館の使用上の注意とか、いろいろな決まりをつくり、皆

さんに守っていただく、これが役所の仕事です。しかし単純な話、1 億 2700 万人全員が納

得する決まりはあるのですかね。公民館の使用上の注意を変えたら、前にこういうのがあ

ったとか、何でこんな決まりをつくったのだとか、こんな決まりをつくるのだったらもっ

と厳しくしろ。いろいろな意見が出てきます。 

 世の中、ルールで動いているのは事実です。しかし、ルールをつくれば文句が来るし、

ルールを変えればまた意見も来るし。でも、意見が来たからと言ってその都度都度、ルー

ルを変えていたのでは社会は成り立ちません。ルールはルールとして決めた以上は説明、

説得するしかないわけです。あきらめてもいいから、ルールにしたがってほしい、これが

ある意味ではクレーム対応です。公務員の仕事であると同時に、私も民間の立場でやって

いました。先ほどお話ししたアフターサービスのルールですね。それがありますから、そ

れを超えたことは断ります。また、建築基準法とか都市計画法というルールがありますか

ら、それにかなったことは何とかやらせていただきたい。当然、交渉します。ルールに従

い、きちんと意見を述べ合い解決を目指す、これが議論です。 

 そこで、「クレームとは何か」です。クレームと苦情は違います。クレーム、英語です。

苦情、日本語です。多くの日本人はこれを混同してつかっています。しかし、私の一つの

考え方です。クレームと苦情は英語と日本語の違いだけではありません。日本語で苦情と

言うと、文句、いやな仕事、ないほうがいい。苦情は確かにないほうがいいです。職員み

んなで協力して、苦情をゼロにしましょう。これは正しいと思います。 

 しかし、英語のクレームには要求するとか、主張するという意味があります。したがっ

て、英語のクレームは本来、意見です。苦情とは限りません。 

 したがって、皆さんへのアドバイスです。市民、住民からいやなことを言われたら、苦

情だと思わないで、そういう意見もあるのかと思っていたほうがいいと思います。苦情だ

と思うと、いやでしょうがないですよね。「そんなこと言われたってしょうがないじゃない

か。何ばかなことを言っているんだよ。そんなことできるわけないじゃないか」。つまり、

苦情だと思うとこちらもイライラします。今流に言うと心が折れます。 

 しょうもないことを、くどくどと 1 時間も 2 時間も言われたのではたまらないですよ。

こっちも、やってられないですよ。しかし、そういう意見もあるのか、へえーと思ってい

れば、意見はいろいろあると思いますから、あまりグサッと来ません。これは私が 25 歳ぐ

らいから勉強したときに、最初に思ったことです。そういう意見もあるのかと思っていた

らいいと思います。 

 もし住民の方からいやなことを言われて「あ、苦情だ」と思ったら、課長のところへ行

き、「課長、今のは苦情客でした」と言う。結局、いやだと思うから苦情ということなので

しょう。少なくとも苦情という言葉はやめましょう。今度からこう言ってください。いや

な客が帰ったら「課長、今のは苦情客でした」と言わないで、「課長、今のは珍しいご意見
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でした」と言いましょう。そのほうが、多少気が楽ですよ。「課長、ああいう住民もいるの

ですね。私も役所に入って初めての経験です。ああいうタイプの住民、初めて見ました。

私、今日、いい勉強しました」と言ってみましょう。そのくらい言っておくほうが心は楽

です。 

 だいいち、皆さんの窓口でうるさいことを言う住民の方、皆さんは苦情客だと思うかも

しれないけれど、その人自身は自分のことを苦情客とは思っていませんよ。「役所に来て、

このぐらいのことを言ってもいいだろう」ぐらいの感じです。つまり、言われたほうは割

と簡単に苦情という言葉をつかうけれど、言ったほうは自分のことを苦情客とは思ってい

ない。これは結構あります。そんな意味でも、私はなるべく苦情という言葉はやめたほう

がいいと思います。ああ、そういう意見もあるのかと思っていたほうが、悔しいけど身の

ためです。 

 次に「役所への期待と反発」についてですが、期待があるから反発があります。これは

みんなそうです。これは心理学です。皆さんだって私だってそうです。自分の期待どおり

に行かなかったらみんな面白くありませんから。では住民の方、役所の窓口に来て意見を

言う人、何を期待しているのでしょうか。三つ言います。せっかくですから覚えてくださ

い。人に意見を言う人は何を期待しているか。一つ目、相手は聞いてくれると期待してい

ます。当たり前でしょう。これは当たり前でみんな考えない。しかし、とても重要です。

相手は聞いてくれると思うからしゃべり続けます。したがって、ちゃんと聞いてあげない

と反発されます。 

 そうなると２つ目、分かってくれると思うからしゃべります。分かってあげないと反発

されます。ここは一つ解説します。人の話はちゃんと聞いていれば意味は分かります。し

かし、ここが大切です。その人の気持ちまで分かってあげられているかどうかです。市民

とか住民の方の中には、そんなこと言ったってしょうがないじゃないか、と思うようなこ

とを平気で言う人がいる。しかし、結局、その人はその話をしなければならなかった悔し

さ、怒りなどハートを分かってほしいというのだと思います。そこまで分かってあげれば

フラットな人間関係がつくれるはずです。 

 言っていることは分かるけど、その人の気持ちまで分かってあげているかどうか、これ

は難しいのです。ご家庭の中にもあります。親子の会話でもあるし、夫婦の会話でもあり

ます。今、２つ言いました。聞いてくれると思うからしゃべる。分かってくれると思うか

らしゃべる。この２つは後で言いますが、話し方のテクニックで何とかなります。 

 ところが、３つ目。人に意見を言う人は、自分の言っていることを認めるべきだという

気持ちをどこかに持っています。したがって、認めてくれたっていいじゃないかという気

持ちで一生懸命しゃべっていますから、皆さんとしてはそれを聞いて判断して、何とかし

たいのですが、これはもうテクニックではありません。認められないと判断したら断るし

かありません。ただ、相手は「認めてくれたっていいじゃないか」という気持ちをどこか
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に持っていますから、断ればみんな反発されます。 

 したがって、ここでのアドバイスです。クレーム対応を 100％穏便に済ませることは不

可能に近いです。そこは乗り越えてください。多少は相手の反発を乗り越えないと、「ルー

ルを守ってくれ」とは言いにくいですよね。他人と意見が違う状況で、それを「違います

よ」「できません」などと言ったら、向こうはいくばくか反発します。それは乗り越えるし

かないわけです。あくまでもこちらは法律どおりやっているのですから。 

 あと、サラッといきます。「こちらの短所を教えてくれる」。クレームを言われたら、こ

ちらにも問題があったかと反省するのは大切です。言っていることは間違っていなかった

けれど、もう少し言い方を考えればよかったかなとか、もう少し違う言い方で説明すれば

よかったかなとか、こちらは悪気がなかったけれど誤解を与えてしまったかな、申し訳な

かったなとか、何らかの反省点はあってもいいでしょう。 

 次に、「住民の声はマイナスの形でくる」。実は、プラスのクレームも来ています。役所

というのは、プラスのクレームを出す人は結構多いです。それは何かというと、最後に「あ

りがとう」と言って帰る人です。これだって一つの意見ですから、あなたの応対には違和

感なく満足しましたよということです。私もこの前、12 月に年賀状を買うために郵便局に

行き、「年賀状ください」と。お金を払って、自然に出ましたね。郵便局の人に「ありがと

うございました」と言って帰りますよね。いま郵便局は民間企業だから役所ではないけど、

何か公益的な仕事には自然に「ありがとう」が出ますね、こんな私でも。 

 逆に、民間企業に電話してくる人、電話を切るときに「ありがとう」を言う人はほとん

どいませんね。その点、役所は３割か 4 割ぐらいでしょうか。ありがたいことです。 

しかし 1～2％ですよ、困った人。「おい、おかしいじゃないか」と始まりますよね。人に

文句を言う人は２つ言わないといけません。それは何かというと、一つはこれです。自分

がいかに損をしたか、いかに自分が不都合な目に遭ったか、これを説明しなければいけま

せん。もう一つ、自分の不都合な目に遭った、自分が被害を受けた、自分が損をした、こ

の状態はそちらに原因があるのだ。つまり、この関連性を言わなければなりません。 

 これは被害者の立証責任といいます。つまり、自分がいかに損をしたか、自分がいかに

不愉快な思いをしたか、これをきちんと説明し、その原因はそちら側にあると言って、こ

の証明をしなければならないのです。つまり、「ありがとう」は別に証明する必要はないの

です。「ありがとうございました。失礼します。また来ます」でおしまいです。しかし、文

句を言う人は証明しなければいけないから長くなります。これはコミュニケーションの宿

命です。 

 次に、「クレームを単なる苦情にしない」。クレームを言う人は要するに、言葉が悪いけ

れど、ルールに甘いのです。言えば何とかなると思っている。言っても何ともならないの

ですよということを教えてあげるのがクレーム対応です。それが、公平の理念を守るとい

うこと。つまり、皆さんのバックには、どう考えたって 98％以上ルールどおりやっている
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人がいますから、文句言ってくる人だけを厳しくしているわけではないのです。 

 次に、「クレーム対応は段階的に行う」。そこで、善良な方でも困った方でも、言ってい

ることが正しくても間違っていても、クレーム対応では、4 段階を意識します。これが私

のお勧めです。4 段階。まず、受ける。しっかり受けましょう。判断する。判断しましょ

う。説明する。最後、満足させましょう。この４つを意識することをお勧めします。４つ

ぐらいなら覚えられるでしょう。もう 1 回言いましょう。善良なお客さまでも困ったお客

さまでも、言っていることが正しくても間違っていても、この４つを意識して話を順番に

進めていってください。 

 まず、受ける段階では、「迎える」ということです。まず、いやな顔をしないこと。そし

て「聞く」。徹底的に聞きましょう。3 番目、「事実を抽出」しましょう。これを解説しま

す。クレーマーは事実を言わない可能性があります。そういう意味で、先ほどあの自己紹

介をしたのです。マンションの部屋の一部が壊れた。これは去年から壊れていた。事実か

どうかは分かりません。 

 もしかしたら去年の今ごろ壊れていたのかもしれません。私も見ているわけではないか

ら、それは分かりません。ただ、私の立場からすると、これはどう考えても最近壊れたの

だろうと判断します。したがって、「これは最近壊れたものと私は判断しました」「去年か

ら壊れていた。うそではない」。残念ながら意見が一致しません。仕方がないです。担当の

私がそう判断した、それだけのことです。 

 お客さまにこのような言い分もありませんか。「職員の態度が悪い」「誠意がない」。例え

ば、誠意がないとか、態度が悪いとか、不親切だとか、対応が遅いとか、これ、事実です

か。お分かりですね。これは事実ではありません。感覚の問題です。人により、取り方は

違います。 

 あと、こういうのもありませんか。あることをお断りしたら、「以前はやってくれたのに、

何で今回はだめなのだ」。以前やったのでしょうか。調べてみないと分かりません。そうな

ると事実とは何か。「5W2H の確認」です。 

 皆さん、小学校のときに習ったのです。口で言いますが、事実を構成する要素は、時が

特定できる。つまり、「いつ」です。場所が特定できる。「どこで」です。人が特定できる。

「誰が」です。４つ目、「何を」です。対象となるものが特定できる。何について論じてい

るのか。そして５つ目、「なぜ」です。因果関係が特定できる。なぜそうなったのか。この

「いつ、どこで、誰が、何を、なぜ」。これを英語で書くと頭文字が W だから 5W です。

2H は How to と How many、How much です。How to、「どのようなことが」、How many、

How much、「どの程度」です。つまり、この「いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのよ

うなことが、どの程度あったのか」。これが特定できると事実に近づきます。 

 そうなると先ほどのケース、「職員の態度が悪い」。「それはいつのことですか。どこで起

ったことですか。うちの何という職員のことを言っているのですか。その職員がどのよう
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な態度を取り、お客さまは態度が悪いとお感じになったのですか。お客さまはそのとき、

なぜ、つまり、どんな要件で役所に来たのですか。その用事は終わったのですか、終わっ

てないのですか」。このぐらい聞いてもいいですね。 

 さらに、先ほどの例をもう一つ、「以前やってくれたじゃないか」。「それはいつのことで

すか。どこの窓口ですか。それはどういう状況だったのですか。今回と申請内容は全く一

緒ですか。当時の担当者の名前を覚えていますか。そのときの事情と今回の事情は同じで

すか」と聞いてもいいのです。過去 10 年ぐらいだったら、さかのぼって調べることができ

るでしょう。 

 いずれにしても、相手の言っていることを鵜呑みにする必要はありません。「以前やって

くれたじゃないか」。「ああ、そうですか。では、やりましょう」と言う必要はありません。

しっかりと聞き取りましょう。そこで 5W2H を確認。キーワードは「逆質問」です。相手

の言い分を聞いたら、こちらから逆に質問するのです。事実をきちんと把握し、分析、確

認していくのです。ここは一つ、強く思っておいてください。相手の言い分をしっかりと

確認するために、こちらから細かいことを聞いていく。これは違法でも不道徳でもありま

せん。たとえプライバシーを聞いても大丈夫です。 

 ただ、皆さんは経験的に分かりませんか。細かいことを聞くと一部に怒る人がいます。

「細かいこと聞くな。失礼じゃねえか」「個人情報だ。おまえに言う必要はないだろう」。

もちろん、答える義務はないです。答える義務はないけど、相手の言い分を確認するため

に質問すること自体はこちらの自由です。しかし、分かりますでしょう。こちらから細か

いことを聞いていって、それで怒り出す人は、聞かれたくない理由があります。例えば、

元の話がかなりいいかげんな要素を含んでいる場合です。もうそれでだいたい分かります

ね。「この人、正直じゃないな」と。相手の言い分を聞いたら、5W2H に従い徹底的に逆質

問。これで嫌がる人はきっと何か背景を持っていますね。 

 そして次、「感情を処理する」。感情を静めましょう。 

 その次、「判断、評価する」ということです。いま申し上げたとおりです、どんどん逆質

問をして評価してください。本当のことを言っているかどうかです。これも分かるでしょ

う。言っていることが間違っていても、この人が本心から正直に言っているのだったら、

これは許される範囲です。誤解ですから。 

 しかし、言っていることが間違っていて、その裏付けを聞いたら明らかに不自然なこと

を繰り返していれば、この人は多分にいいかげんなことを口走っています。きっと、確信

を持って言っていません。中には意図的にうそをついているかもしれません。こうなって

くると悪質とはいいませんが、道徳的には疑問符が付きます。 

 さらに、「分析する」ということです。非常識なことを言う人は、たいてい背景を持って

います。つまり、非常識なことを言う人は間違った情報を信じています。古い情報が今で

も通用すると思っている。さらに、かなり特異な経験をしている可能性があります。ほか
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の人が経験し得ないような、悔しい思いをどこかでしている可能性があります。 

 いずれにしても、非常識なことを言う人は非常識な発言がその場で出たわけではありま

せん。必ず背景を持っています。間違った情報、古い情報、自分だけが経験したかなり悔

しい思い、こういうのを引きずっている可能性があります。 

 そこで皆さんにアドバイスです。非常識な発言を聞いたら 6 秒間黙ってください。6 秒

間、声を出さないでください。人間は 6 秒以上意図的に声を出さないと、落ち着いてくる

という考え方があります。だから、意識して 6 秒黙っています。6 秒以上、10 秒でも構い

ません。 

 ところが、これをできる人は少ないです。非常識な発言を聞くと、とっさに否定と修正

をします。非常識な発言を聞くと、「それ、違いますよ」とか「これ、こうじゃないの」と

言って否定と修正を始めます。相手の方も自分が発言したら即座に否定、修正されたら面

白くないです。一般論ですが、ここで口げんかになります。そこで口げんかを防止するた

めには、どちらかが一方的に 6 秒以上黙るのです。これをやってみてください。 

 そして次に、「予測する」ということです。予測してみてください。相手の言い分を聞い

た。逆質問をした。今度は役所が説明する番です。役所の皆さんには住民に対し説明する

責任があります。したがって、説明しなければなりません。しかし、ここがまたポイント

です。役所の皆さんは住民に対して説明する義務と責任はありますが、即答する義務はあ

りません。今すぐに答えなければいけないということはありません。これは先ほど私が冒

頭に申し上げたことです。聞く気のない人、理解しようとする気持ちのない人に説明して

も、たいてい理解されません。むしろ感情的になり、おしまいになってしまいます。そこ

で、この人に今、説明しても大丈夫かなと予測してみてください。だめそうだったらやめ

ておきましょう。 

 そこで今、即答する義務はないと申しましたが、皆さんやっていることが一つあります。

公務員の方はよく使います。「上司に聞いてから答えます」と言うことです。上司に聞いて

から答えるというのは、それは一つの理屈だと思うのですが、それは単純に言うならばイ

ンターバルをとるテクニック、即答を避けるテクニックです。 

 ところが、皆さんの職場は分かりませんが、一般的に上司はすぐそこにいます。「だった

ら、すぐに聞いて来い」、「だったら、上司を呼んで来い」になります。したがって、「上司

に聞いてから答えます」というのは、インターバルをとるテクニックとしては使い勝手が

悪いです。 

 そこで私の提案。「お客さま、このケースは私にとって初めてのケースです。初めてのケ

ースなものですから、何ができるか何ができないか、過去の例を調べてから答えたいと思

います。調べるには時間がかかります。ちょっと回答を保留させてください」。つまり、「私

にとって初めてのケースです」と言えばいいのです。 

 例えば、こんな言い方も立場によってはつかえます。「お客さま、私、この部署に 3 年い
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ます。係長はまだ来てから 2 年です。課長は来てから 1 年です。私は課長、係長ではあり

ませんが、過去のケースは私が一番よく知っています。この私が知らないのですから当然、

上司も知りません。すみません。4 年以前にあったかどうか調べますから時間をください」。

いずれにしても、初めてのことを即答することは不可能ですから、「このケースは初めてで

す」と言い張ってしまえば即答を避ける理由になります。 

 もう一つ、即答を避けるテクニック。「お答えします。お答えしますが、すみません、ち

ょっと時間をいただけませんか」「何の時間だ」「はい。考える時間をください」「何を考え

るのだ」「はい。どうやって説明したら分かっていただけるかを考えるのです。困りました

ねえ‥‥。これ、どうやって説明したら分かっていただけますかねえ‥‥。これ難しいの

ですよ、説明がねえ‥‥。困ったなあ‥‥。どうやって説明したら分かっていただけるか

なあ‥‥」とぶつぶつ言いましょう。つまり、このケースは、分かりやすい説明の仕方を

考えるから時間をくれと言っているのですから親切です。 

 いずれにしても、即答しなくていいことはわれわれの権利です。即答の義務はありませ

ん。即答して聞いてくれそうだったら即答すればいいし、この人にこの瞬間、説明しても

素直に聞いてくれないなと思ったらやめておきましょう。 

 そして、行けそうだったら次、「情報を送る」ということです。情報を送ればいいのです。

そこでまたワンポイントアドバイスです。私、いろいろなところへ行って取材するのです

が、民間と比べると公務員の方は結論を言うのが早すぎます。結論が早い、イメージ的に

はこんな感じです。お客さまが「おい、できるのか、できないのか、はっきりしろ」など

と言うと、役所側が「はい、できません」。あっさり言う。客が「できるのか、できないの

か」と怒っているケースは間違いなく「できる」ことを期待しています。それをあっさり

「できません」。「できない理由を言いますから冷静に聞いてください」って、お客さまが

これを冷静に聞くようだったら、この人は相当に冷静ですよ。まず、皆さんを困らせるタ

イプの市民ではないでしょう。多くは、こちらが「できません」と言った瞬間に、お客さ

まは「何をこのやろう、おかしいじゃないか！」と頭をフル回転です。もう反論を探して

います。何とか役所の人を困らせようと思っています。 

 ということで、相手が聞きたくない結論をポーンと投げてしまったら、猛烈な反発を食

いますから、こう言いましょう。「できるかどうかを言う前に、私の説明を先に聞いてくれ

ませんか。そして、あなたの話をもっとたくさん聞かせていただけませんか。」「私の話を

聞いて、あなたの反論もたくさん聞かせてください。その上で何ができるか、何ができな

いか、考えたいと思います」と言って、ここはあえて結論を急がずに、言葉は悪いですが、

こちらの立場をごり押しすることをお勧めします。それでも相手が興奮冷めやらぬ状態に

なったら、多分この人には、この場で説明してもだめです。「もう少しあなたの話を聞かせ

てください」という立場を貫いてください。回答を保留したほうがいいケースはたくさん

ありますよ。 
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 それで、「処置する、行動する」ということです。できそうなことがあったらさっさとや

ってしまってください。クレーム言われました。「できることがありますから、すぐやって

しまいましょう」と、やってしまえば、相手は納得性が高いです。やりもしないで口だけ

で説明したら怒ります。できることはすぐに実行することです。 

 そして、「話し合う、断る」ということです。話し合いを続ける、断り続ける、議論が完

全に平行線、これは仕方のない現象です。もう議論が平行線になったら平行線を保ってく

ださい。十分に話せた。一部だけを認めてくれた。自分がクレームを入れたら何か変わっ

た。結論が変わらないだろうけれど、担当者の態度が変わった。反省したようだ。とにか

く、何かを言った甲斐があったと思ったら人間、あきらめます。つまり、言葉は悪いけれ

ど、時間を稼いでください。「俺がこんなに言ったのに役所の奴、イエスと言わなかった。

こんなに言ったのにイエスと言わない。これはだめかもしれないな」と思います。それに

は多少時間がかかります。 

 そこで相手の方が「もういいよ。分かった。だから役所は嫌いだ！」ぐらいのことを言

って帰ってくれたら、もう完全にあきらめています。あきらめるという言葉はよくない意

味でつかう方が多いのですが、私は 30 年以上コミュニケーションを研究していて、どこ

かで自分の主張を撤回する、あきらめる、現実的な意思決定だと思います。あきらめない

人間は、その状況にもよりますが、やたらとしつこい。法や常識に基づいて、あきらめた

ほうがいい場合、結構あります。 

単純に言います。私だってあきらめるから生活ができます。 

 例えば、デパートに行き、欲しいものをみんな買いますか。欲しいもの 10 個買ってき

て、飽きたらまた 10 個買いに行く、そんなことをやっていたら人間わがままになります

よ。でも、デパートに行き、欲しいものが 10 個ある。9 個あきらめ、今日は我慢して一つ

だけにしようと思うから、この一つを貴重なものとして大切に使います。またデパートに

行ったって 10 個みんな買うわけにはいかない、だからこれを大切にしようと思うわけで

しょう。あきらめるということは自分自身で意思を決めることです。それをもって私は、

「満足」と言っています。 

 したがって、思いが全部かなうべきだと考える人はなかなか満足しないいやな人間にな

ります。どこかであきらめないと。自分の力で、これをあきらめた。周囲の人のことも考

えて、ではこれにしようと思ったら、それが満足です。つまり、満足というのは、相手の

言い分をすべて認めることではありません。現実的な意思決定をしていただくことなので

す。 

以上の 4 段階を意識していただきながら、この講演の後半にいきます。後半、50 分。ハ

ードクレームでは、どうするのとかいう話をします。 

 まず、4 段階で対応して、一所懸命に頑張ってきて、それでももし相手が不当要求をし

てきたら、皆さんはもう対応する義務はありません、逃げて結構です。そんなことを言う
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のであればこれ以上対応できません、と主張しましょう。そこで、不当要求とは何か。単

純にいうと犯罪行為です。 

 今、単純に犯罪行為と言いましたけれど、別の言い方をすると、不当要求とは、不当な

ことを要求することではないのです。これ、間違えないでください。不当要求とは、不当

なことを要求することではありません。不当要求とは、不当な手段を使って要求する行為

を指します。 

 したがって、１番目、こちらが不当と思うことでも要求する権利はあります。日本の国

は、こんな法律は気に入らないと言ったって別に誰も捕まえはしません。極端な話、「総理

大臣、辞めろ」と言ったって日本では捕まりません。 しかし逆に、言っていることは正

しくても手段を間違ったらだめです。1 番目、例えば「暴力」これはだめです。言ってい

ることは正しくても暴力を振るったらアウトです。皆さんはもう逃げてください。 

 2 番目、「脅迫」です。言っていることは正しくても脅迫を伴ったらだめです。そこで、

脅迫に至る話です。脅迫は、俗称、申告罪というのだそうです。こちらから申告すれば罪

になります。したがって、どんな言われ方をされようが関係ありません。「あなたのその言

い方は脅迫ですよ」と、こちらが申告すればいいのだそうです。 

 「俺の言うことを聞かないと殴るぞ」は当然だめ、「俺の言うことを聞かないと、どうな

るかよく考えろよ」「帰り道は気を付けたほうがいいぞ」これもダメです。帰り道はみんな

気を付けてくださいね。ただ、ある状況で「帰り道は気を付けてください」と言われたら

怖いですよね。他にも「おまえにも家族がいるのだろう」とか「子どもは大切にしたほう

がいいよ」とか、つまり、ある状況でこういうことを言われると非常に恐怖を感じます。

こちらとしては「やめてください。それは脅迫ですよ」と言えば脅迫です。 

 ３番目、「面会の強要」。「おまえでは話にならん。上司出せ」というものです。慌てない

でください。「上司を出せ」ぐらいでは犯罪とはいえません。これは非常識な要求だと考え

ます。「上司を出せ」「男を出せ」「女を出せ」「市長に会わせろ」「町長に会わせろ」。いき

なりやってきてそんなことを言うのは非常識です。覚えておいてください。非常識な発言

は、こちらは断ればいいだけの話です。「上司は出せません」と言いましょう。「何で上司

を出せないのだ」と言われたら、理屈は簡単です。「私が担当です」。これで十分です。「私

に話をしてください。きょう、この窓口を責任もって預かっている担当者は私です。私に

話をしていただきたい。上司は出せません」。これで理屈の上では 100％OK です。 

 しかし、こちらが正しい理由をもって断っているのに、正しい理由もなく「上司を出せ」

と言い続け、本当は呼びたくなかったけど、呼んでこさせられた。つまり、自分の意に反

する行動をとらされたら、そこに書いてある「面会の強要」になります。つまり、強要と

いうのは自分がやりたくないのにやらされたということです。こうなると強要、これは犯

罪です。 

 そして 4 番目、「誹謗
ひ ぼ う

、中傷、名誉棄損
き そ ん

」。これは簡単です。個人的悪口です。 
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 最後５番目、「業務妨害」。仕事がやりにくい状態をつくられたら妨害です。仕事ができ

ていてもいいのです。やりにくい状態をつくられたら妨害です。何だっていいのです。大

声で怒鳴る。やりにくいです。用事もないのに電話を何度もかけてくる。やりにくいです

ね。用事が終わったのに帰ってくれない。仕事しにくいですね。とにかく仕事をしにくい

状態をつくられたら妨害です。 

 いま５つ説明しました。これは全部「不当要求行為」といわれるものです。ただし、程

度問題。現実問題としてポイントが２つあります。それは何かというと、１つは「やめて

ください」とこちらが主張しているかどうかです。「やめてください」とこちらが主張して

いるのに、先ほども申しましたが、こちらが正しい理由を持って「やめてほしい」と言っ

ているのに、正しい理由もなくそれを続けたら不当要求行為です。 

 したがって、皆さんにアドバイスです。きょうの講義の後半の一つのポイントは、ちゃ

んと「やめてください」とはっきり言っているかどうかです。「やめてください」とはっき

り言わないのに「いやだな」と思いながら、例えば電話を 1 時間もかけられたら、これで

は、相手は不当性を認識しませんので、「電話をやめさせてください。切らせてください」

と言わないとだめです。つまり、「やめてください」とはっきり主張しているのにやめなか

ったという実績、これがポイントです。 

 もう一つ、それをちゃんと記録にとっておくことです。第三者に説明できる状態にしな

ければいけない。この２つがそろわないと、実は不当要求行為を現実的には認定できませ

ん。もっとも、これは私が言っているのは常識論でしかないので、例えば、刃物を持って

振り回しているとか、放火されたとかであれば話は別です。 

 しかし、「言った言わない、やったやらない」ぐらいのレベルでは、残念ながら警察は動

きません。いずれにしても「やめてください」と何度も言ったのにやめなかったという実

績をちゃんと記録をとり、上司のところに持っていってください。上司が決断すれば警察

を呼んでもいいと思います。これが不当要求の考え方です。したがって、きょうお集まり

の方、係長以上の方は判断する上司です。主任クラスまでの方はそういう状態をつくられ

たら「やめてください」と勇気をもって言うこと、そして記録をとることです。これをお

勧めします。 

 そして、「詫び言葉の意味」。ハードクレームとはいっても、相手が本当に悪質かどうか

は何ともいえません。怒鳴ったぐらいでは悪質とはいえませんから。ではどうするかとい

うことですが、詫びと謝罪を使い分けましょう。詫びとは、迷惑をかけた事実についてわ

びる心配りということです。つまり、「ご迷惑をかけて申し訳ございません」「ご心配をか

けて申し訳ございません」レベルだったらわびです。この言い方は自分が悪かったとは一

言も言っていません。 

 謝罪とはこうです。「お客さま、本当にご迷惑をかけて申し訳ありません。これは私が悪

いのです。すみませんでした」と言ったら謝罪です。詫びは、単にご迷惑をかけて申し訳
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ないと言っただけです、心配りです。謝罪は、明らかに自分が悪かったと言い切っている

ケースです。これはつかい分けてください。 

 そして 2 番目、「小さな非、ミスは謝罪で済ませる」。もし皆さんが小さなミスをしたと

します。「ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。本当にごめんなさい」徹底的に謝

ってしまってください。小さなミスだったら、単純に言うと謝れば済みます。現実的に損

害賠償にならないケースはたくさんあります。裁判にもならないでしょう。小さなミスは

素直に謝って済ます。常識というものです。 

 ところが、小さなミスだからと言って、いいかげんな気持ちが向こうに伝わってしまう

と、たいてい感情論になります。したがって、「すみません。すみません。本当にすみませ

ん。私が悪いのです。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい」とやっておけばいい

のです。相手の方はいつかこうなります。「うるせえな、分かったよ。その代わり、最後に

言っておくぞ。今度やったら承知しないぞ」となる。「もういいよ。だから役所は嫌いなん

だよ。謝れば済むと思っているのだろう」。このレベルで終わったら、現実的には御の字で

すよ。 

 これらは捨てぜりふと言います。つまり、捨てぜりふというのは、本題と関係ない話を

されることです。「今度やったら承知しないぞ」ということは裏返せば「今日のことはもう

いいけど」と言っているわけです。「謝れば済むと思っているのだろう」とか、「ばかやろ

う」とか、「だから役所は嫌いなんだよ」など、捨てぜりふは、言われたほうは悔しいけれ

ど、相手はもう本題で議論しても仕方ないと思うから捨てぜりふを吐いてきているのです。

捨てぜりふはイコール感情論です。もう理屈では勝てないから感情論になっているのです

から、こうなったらもう本題は勝ったも同然。このくらいの気持ちでやってみてください。

謝って済むのだったら謝ったほうが得です。 

 そして 3 番目、「詫び、謝罪をしても責任とは関係ない」。これも聞いたことありません

か。いくら詫びても、いくら謝罪しても責任とは関係ありません。こちらが悪くないのだ

から謝ってはいけない、あるいは下手に謝ってしまうとこちらが悪いと認めたことになっ

てしまう。こういう考え方を持つ人がたまにいますが、弁護士に確認を取ってきました。

これは俗説です。「申し訳ありません」という発言そのものでこちらが悪いと認めたことに

はなりません。ましてや責任が重くなることでもありません。 

 したがって、いくら謝っても、「すみません、すみません」と言っても、責任が重くなっ

たり、こちらが悪いと認めたことになったりはしません。ですから、ささいなミスだった

ら徹底的に謝ってしまいましょう。たいていの詫びは、言葉を換えると相手の不愉快な気

持ちをなだめることになります。それにより、こちらが悪かったと言っているわけではな

いのです。ただ、まれにそういうこと「悪いと認めたのだろう」などと突っ込んでくる人

がいますが、そうなったら、こう言ってください。 

 「私があなたに申し訳ないと言ったのは、気を悪くさせただろうから申し訳ないと言っ
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たのです」。言ってみれば心配りです。「何も私が間違っていると言ったとかであれ、間違

ったことをやったとか、そういう意味で申し訳ないと言ったのではありません。それが証

拠に、私は現時点でも正しいことを言った、正しいことをやったと思っています。したが

って、私はあなたに心配りとして申し訳ないと言ったけれど、自分が間違ったことをやっ

たという意味で申し訳ないと言ったのではありません」と言えば済んでしまうということ

です。いずれにしても、もう 1 回言います。発言そのものの、言葉尻を捉え、「お前、今、

自分が悪いと言っただろう」とかそのように捉えるのは向こうの意地悪であって、法律的

な問題とは違います。 

 もし皆さん、本当にまずいことをやってしまって、本当に社会的責任があるのかないの

か。つまり、謝っても済まないようなことになってしまったら、それはすぐに上司に報告

してください。部下が「すみません。ちょっとこういうことで困っています」と言えば、

心ある上司の方だったら、何らかのアドバイスをしてくれるはずです。心ある上司だった

ら、「分かった。俺が一緒に行って謝ってやる」と言うと思います。上司を出すかどうかは

難しいところですが、素直に相談すれば、心ある上司は自分から行ってくれると思います。

そのチームワークで職場が一つになれるということです。 

 次に、「ヒアリングの基本」です。先ほど言いました。受ける段階では、まず聞かなけれ

ばいけません。常識です。 

 「真剣に聞く」。大切なことは、クレーマーの言い分はちゃんとうなずいて聞いてくださ

いということです。今の日本人はクレームだろうがそうでなかろうが、人の話を聞くとき

にうなずかない人が圧倒的に多いです。うなずいてくれると、話す方は楽ですし、聞いて

いるなと感動します。うなずかないから、こちらは表情を見ながら、ちゃんと聞いている

のだろうかと考えることになるのです。これでは話す方は疲れる。ストレスも溜まります。 

 とにかく、聞く側がちゃんとうなずけば、相手は聞いてくれているという実感がこもる

のですね。これは大切です。だから、今、多くの方がうなずく習慣がないから、あえて申

しますけど、演技してください。クレーム対応、演技です。素で行ってはいけません。素

で行ったら負けます。何といったって後半はハードクレームということを意識してお話し

ています。その場合、非常識なことを平気で聞かなければいけないので、たいてい心が折

れます。それは演技してくださいということで、次にいきましょう。 

 2 番目、「相手の話は耳だけで聞かない」。口で聞く、質問する。これはこちらの権利で

す。何を聞いたって違法ではありません。ただし、聞いたことを外部に口外してはいけま

せんよ、聞いたことをどこかに出してはいけません。でも、聞くだけだったら別に違法で

はありません。 

 そして次に、「相づちを活用」しましょう。まず、受付の相づち。あなたの話をちゃんと

聞いていますよという相づち。まず、「はい」でしょう。常識でしょう。相手がしゃべった

ら要所で「はい、はい、はい」と聞くのは常識です。人に「○○さーん」と呼ばれたら「は
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ーい」と返事するのは常識でしょう。つまり、あなたの言葉をちゃんと受け取っています

よというサインは、まず「はい」です。これは会話の状況に合わせて、何だっていいでし

ょう。「ああ、そうですか」でもいいわけです。「そんな経験をされたのですか」とか「そ

んな話を聞いたことがあるのですか」とか「そうだったのですか。」「そうですか。」「なる

ほどね。」「そういうお考えですか」。何だっていいのです。要は会話のツボで、あなたの話

を聞いていますよということを返せばいいのですから。 

 次に、「驚き」。「えっ、本当ですか」とか「へえー、そんなことがあったのですか」とか、

まず相手がしゃべった後、驚きましょう。もう 1 回言います。演技です。驚いてくれたら

相手の方はうれしいです。ああ、よく聞いてくれているなと実感がこもります。 

 そして次に、同意です。「おっしゃるとおりですね」とか「私もそう思いますよ」。相手

はクレーマーですから、一から十まで同意してはいけません。しかし、クレーマーだって

1 割か 2 割ぐらいはいいことを言っています。「その点は確かにそうですよね」とか「ああ、

そんなことをお聞きになったのですか」「そういうことをお聞きになったのだったら、確か

にそういうお気持ちにもなりますよね」ぐらいは言えるでしょう。先ほども言ったように

人は経験をもとに自分の意思をつくりますから、「そんな経験をされたのですか。そういう

経験をされたのだったら、確かにそういうお考えもあるでしょうね」とか、そのくらい言

えるでしょう。いずれにしても、一生懸命にしゃべっているクレーマーに一言も同意しな

かったというなら、これはかなり気持ちの悪い会話です。 

 最後に、「展開」が大事です。これは結構お勧め品です。ご家庭をお持ちの方、今日、う

ちに帰ったらすぐにやってください。「それから」「ほかには」「次には」、こういう相づち

です。これは家庭でつかえます。子どもさんの話を聞いたら、「ああ、そうだったの。それ

からどうしたの？」と返せばいいわけです。「そんなことがあったの。次はどうだったの？」

とか「大変だったのだね。結局、最後はどうだったの？」とか「いやあ、今日はいい話を

聞いたな。ほかにない？」とか、「ほかには」です。「それから」「次には」「結局」「最後は」

「ほかには」、このたぐいです。さりげなく返してみてください。相手の方は、ああ、この

人よく聞いてくれているなという印象になります。これは絶対にお得です。 

 ということで、相づちの種類はたくさんありますが、受付から展開までこの 4 種類を徹

底して、うなずきと同時につかってみてください。私は本当にそう思います。ちゃんとう

なずいて、ちゃんと相づちを打っていれば、クレームは 4 割減りますね。これは絶対に自

信ある。逆に言うと、私はいろいろな市役所とか県庁とか民間企業において話をさせてい

ただくのですが、私の立場から言ったら、相づちが少ない、うなずきが少ない、ここでち

ゃんと相づちさえちゃんと打っていれば、と思うことが多いです。絶対に 4 割減りますよ。

逆に 4 割ぐらい「ありがとう」という人が増えますよ。ちょっとした心がけです。つまり、

本当に根っから悪い人はあまりいないから。いらついているとか、しゃべりたくてしょう

がない人がクレームを言ってくるので、ちゃんと聞いてあげれば、そんなに悪い方向には
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行かないでしょう。 

 そして次に、「切り返す」ということです。切り返しのテクニック。相手が何か言ったら

逆質問をしましょうと申しましたが、そこで切り返しましょう。逆質問というのは、質問

すればいいのだけど、実際問題、相手が突然変なことを言ってきた。想定外のことを言わ

れた。机をたたいて怒鳴られた。一瞬、頭が真っ白になりませんか。私はこれ、不動産会

社で勤務していた時代に何百回もあります。とっさに何と返していいか分からないわけで

す。そんなときにつかってください。絶対成功するとは申しませんが、この一言で話がつ

ながる可能性があります。 

 どういうことかというと、相手から何か言われてとっさに返す言葉に困ったら、たった

一言、「とおっしゃいますと」とつぶやきましょう。「とおっしゃいますと」です。ただ、

まともに言うとこれはけんかになりますから、「あ、そういうお考えですか。そうですか、

困りましたね、とおっしゃいますと」ぐらいです。 

 「とおっしゃいますと」と言ったら、相手はだいたいこうなります。「だってそうじゃな

いか」と、前の発言の理由をしゃべります。そうしたら言いましょう。「なるほどね。そう

いう話を聞いたことがあるのですか」「とおっしゃいますと」「だからさあ、こうでこうで、

こうじゃないかよ」「ああ、そうですか。そういうことだったのですか。とおっしゃいます

と」「だからさあ、こうこう、こうだろう」「なるほどね。とおっしゃいますと」「だからさ

あ」、これ永遠に続きます。 

 ただし、使用上の注意。3 回連続やったら確実に相手は怒ります。だから、「とおっしゃ

いますと」とつぶやき、何かしゃべったら「とおっしゃいますと、それ、どこで聞いた話

ですか」「とおっしゃいますと、それ、いつごろ聞いた話ですか」「とおっしゃいますと、

それはどういう方から聞いた話ですか」「とおっしゃいますと、その方とお客さま、どうい

うご関係ですか」「とおっしゃいますと、お客さまのお友達も役所に申請したことがあるの

ですか」「とおっしゃいますと、それ、いつごろでしょうか」「とおっしゃいますと、それ、

どこの役所でしょうか」と言って、「とおっしゃいますと」から 5W2H を模索します。 

 私は 25 歳くらいからこういう勉強を始めたと、先ほど申しましたが、この逆質問がと

りあえずできるようになったのは 28 歳ぐらいですかね。それまで一生懸命、どうやって

逆質問しようかと考えていた。ところが、28 歳ぐらいになったらたいていのことで質問が

ポーンと浮かぶのです。それでこちらが逆質問するでしょう。相手が答えるでしょう。ま

た、逆質問を考えてやると、また、答えるでしょう。こちらが質問し、相手方に常に答え

させているので、話の主導権がこちらへ来ます。向こうから言われ、こちらから説明する。

また反論され説明する。説明側に回ってしまうと主導権が向こう側に行ってしまいます。 

 だから、話をうまくコントロールできない人は結局、向こうの言いなりになって答えて

しまうからなのです。それも別に悪いことではないのだけれど、難しいクレーマーには答

えてもしょうがないことが多いわけですから、答えたってそれに納得しないものですから、
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答えずに逆質問で展開します。そうすると相手は、逆質問されると嫌がって帰ります。そ

ういうタイプは結構います。下手に答えてしまうと話が長引きます。相手は居座ります。 

 そして、「解決策の提示法」です。では、説明するときはどうするのだ。いずれにしても

役所はできることとできないことがあるので、これはもう仕方ありません。話を聞き、判

断したら解決策をちゃんと出さなければいけません。責任者ということで、自信をもって

言いましょう。責任者の気持ちで自信をもって、と書きましたが、、仮に皆さんが責任者で

はないかもしれないけれど、「私は今日この窓口を責任をもって預かる担当者です」と、こ

ういう気持ちでやってください。「おまえのような若造に何が分かるのだ」と言われても、

「いや、若い職員ではありますが、この窓口を今日責任もってやっています。私が責任も

ってご説明します」。そう言って責任者の気持ちでやりましょう。 

 2 番目、「今後の行動を具体的に」言いましょう。まず、解決策があるのだったら、「い

つまでにどうやって解決します」と言いましょう。解決策がないのだったら、「いつまでに

話し合います」とか「いつまでに報告します」とか「いつまでにご連絡します」とか、今

後の行動を言ったらいいと思います。そこで、ここでこのポイント。この「いつまでに」

をはっきりさせると相手の方はあきらめやすいです。「そのうちやっておきます」とか「な

るべく早くやります」というような言い方をすると相手の方はあきらめない。 

 3 番目、できる、できないは、「できることを言う」ことです。「できません。できませ

ん。できません。できません」。できないことを 100 回言ってもうっとうしいだけ。できな

いことは、「これはできません。」はっきり１回言いましょう。「ただ、お客さま、これなら

できます。これだったらすぐできます。やりましょうよ。これなら今すぐできますから。

とりあえずやってしまいましょうよ」。できることを何度も言えば相手のあきらめ度合は

高いです。できないことを 100 回言ってもうっとうしいだけ、何の進歩もありません。で

きることを 100 回言えば、いつか相手は「分かった。それでいいよ」と言う可能性はあり

ます。 

 4 番目、「依頼型」。「こうしてもらえませんか。お願いします」。頭を下げてしまいます。

先ほど言ったことに関連します。頭を下げることは謝罪ではありません。強いていうなら

ば、あなたの要望には応えられませんというわびです。何百回頭を下げても責任を持たさ

れることはありません。「何で市民に対し、こちらが悪いことをしていないのに頭を下げな

ければいけないのだ」。そういう了見を持たないほうがいいです。頭を下げ、「お願いしま

す」。しばらく黙る。これは相手の方に正しい意思決定をしてもらうためのテクニックの一

つです。市民の方、住民の方に正しい意思決定をしていただきたい。その気持ちを表すだ

けです。そのつもりで頑張ったらいいと思います。 

 5 番目、「提案型」。「こうしたらどうですか。こんな方法が一番いいと思いますよ」とい

うような言い方です。 

 6 番目、「相談型」。「あなた、どう思いますか」と聞いていきましょう。もし相手の方が、
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「だから、さっきから言っているだろう。俺はそのやり方が気に入らないと言っているじ

ゃねえか」なんて来たら言いましょう。「とおっしゃいますと」と言いましょう。「どうし

てだめなのですか」と聞いていきましょう。理屈の上では絶対に法律が強いので、相手の

言っていることに無理があることは間違いないです。 

 最後、「択一型」。「解決策は３つあります。どれがいいですか、A、B、C の中でお好き

な方法でやれますよ。ただし、Ｄはだめです」。つまり、いくつかの案を出して比較させる

と人間は比較的冷静になれます。しかも「A、B、C、どれでもいいですよ。どれがいいと

思いますか。一つ選んでくださいね」とやると 1 個選ぶ自由があります。こういう言い方

で相手の方をあきらめさせ、「仕方ないな。じゃあ A でいいよ」と言わせたらこちらの勝

ちです。 

 くどいですけど、理解と納得の先にはあきらめ、この要素が入ってこないと人間はなか

なか意思決定をしません。あきらめだけを狙ったらそれは失礼な話。ちゃんとご理解いた

だいた上で「どれがいいですか」と相手の自由を認め、あきらめてくれればそれはこちら

の御の字です。 

 それでもだめだったら、いよいよ誠意がない人に当たってしまったらどうするか。もう

仕方ありません。こうなってしまうと、これは不当要求行為に近づいてくる可能性があり

ます。つまり、一生懸命対応しているのに相手は無理難題を言ってくる。同じことを何度

も言ってくる。1 時間も 2 時間も帰ってくれない。電話を切ってもまたかけてくる。いろ

いろなお客さまがいると思います。 

 そうなると、先ほど言いました不当要求行為に近づいてくる可能性がありますから、1

番、「記録」をとりましょう。先ほど言ったとおり、「やめてください」と何度も言ってい

るのにやめなかったら、ちゃんと記録をとり、上司に報告。この記録は、場合によっては

警察への証拠になります。 

 そこで、皆さん、本日は若い方々が多いですから、そこまでの決断はしないかもしれな

いけれど、基礎知識です。記録をとるのは一般的に、メモをする、録音する、録画する、

この３つです。覚えておいてください。メモと録音と録画、相手の承諾を必要としません。

したがって、勝手にメモをとっても別に何の問題もないし、録音しても録画しても構いま

せん。 

 もとより「構いません」という言い方をしましたが、正確に言うとこれを規制する法律

はありません。したがって、必要だと思ったら私たちは自分の一存でメモ、録音、録画を

しても構いません。ただし、きょうの講演会とかミュージカルとかコンサートは著作権が

ある場合、これは別です。事前に承諾が必要です。ただ、皆さんのように、一対一で普通

の立場で住民と話し合う際には自分の記録のための記録であれば、メモをする、録音する、

録画する、構いません。 

 ただ、常識を言います。例えば、勝手に録音しても法律的には問題ありませんが、そこ
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は常識論。勝手に録音していることが後に相手にばれると、法律論としては勝てますが、

感情論としては多分負けます。「何だ、俺との話を無断で録っていたのか。もう俺はおまえ

を信用できない。だいたい、おまえたち役場はもう信用しない。おまえたち役所には絶対

協力しない」などとなって、たぶん感情的には相当へそを曲げますでしょうね。したがっ

て、常識論です。録音とか録画するときには「録音させてください」と言っておいたほう

がいいと思います。もう 1 回言いますが、承諾を得る必要はないのだけれど、堂々とやっ

たほうがいいと思います。 

 これもそうです。「録音させてください」と言って堂々とやろうとしたら相手の人が、「や

めてくれ」と言った。承諾は要りませんので、やめる義務はありません。しかし、相手が

「やめてくれ」と言っているのに無理無理やってしまったら、たぶんまた感情論になりま

す。したがって、こうしましょう。「そうですか。せっかく録音機を持ってきましたが、お

客さまがどうしてもいやだとおっしゃるので、録音機のスイッチを切り、かばんの中にし

まいましょう」と言ってしまっていただき、もう 1 本どこかに別の録音機を隠しておきま

しょう。そちらで録ればいいと思います。これも違法行為でも何でもありません。 

 そして、最後に常識をもう一つだけ申し上げます。この権利は市民側にもあります。し

たがって、役所の窓口に来るときに市民の方がハンドバッグの中に録音機を持っているか

もしれません。「ちょっと来い」「おじゃましまーす」などと言って訪問すると、もう家の

どこかに隠しカメラが付いているかもしれません。 

 次に、「一人で頑張らない」ようにしましょう。これもそうです。危ない客に一人で対応

していると、ハラハラドキドキ緊張します。緊張感は必ず顔に出ます。そして、人間は、

悲しいものです。緊張すると言うべきことが言えなかったり、言わないでいいことを言っ

てしまったります。したがって、危ないなと思ったら２人対応、３人対応を考えてくださ

い。横に１人でも座っていてくれれば、恐怖心が全然違います。皆さんの後輩で結構です

から、座らせておき、メモでもとってもらいましょう。すると、担当者はメモをとる必要

がありませんから、全くもって楽です。 

 3 番目、「その場で納得させようとしなくて結構」です。その場で納得する人は普通のお

客さま。困ったお客さまは、多分何を言ってもだめでしょうから、納得させようとしなく

て結構です。 

 4 番目、「事実のみ」を話しましょう。事実だけしゃべっていれば、向こうはこちらに反

論しにくいです。つまり、「できません」と言ってしまうと「何でできないのだ」と言われ

ます。「その根拠を示せ」と言われます。先ほども申したとおり、役所は説明責任がありま

すから、回答を保留することはできるかもしれないけれど、この根拠はやがて言わされて

しまいます。しかし、言っても向こうは納得しないでしょう。 

 したがって、「できません」と言わないで、こう言ってください。「できるとは言えませ

ん」と言いましょう。「できるとは言えません」「何でできると言えないのだ」。そうしたら
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先ほどの、「私、やったことがないからです。過去にやったことがあれば、できると言えま

す。過去にやったことがないものですから、できるとは言えません。」「少なくとも私が担

当になって 3 年間、やったことは 1 件もありません。過去にそういう例がなかったかどう

か、他の市役所にそういう例がないかどうか調べますので、1 週間ほど時間をいただけま

せんか」などと言うと、時間を稼げます。考える時間を要求することは決して不可能では

ないです。 

 いずれにしても「できません」と言ってしまったら、判断材料がこちらにあるというこ

とです。「できるとは言えません」と言っておくと、過去にやったことがないから判断材料

がないのです。そういう意味で逃げられます。 

 次に、5 番目、「安易な約束をしない」ようにしましょう。約束は相手が信用できるとき

にしてください。善良な市民とは約束して結構です。「では、こちらも検討しましょう。お

客さまも検討してきてください」と言ってもいいと思います。それで、次回もう 1 回会っ

たら、現実的な話し合いができるだろうという、これは目論見ですね。しかし、この人と

約束してもだめだと思ったら約束しなくて結構です。それで通しておき、あきらめさせま

しょう。 

 先ほど申しました。議論が平行線になることは恥でも何でもないです。議論を平行線に

持っていくことのほうが、むしろ現実的かもしれません。相手方の考えに下手に近づいて

いくと向こうのペースに巻き込まれてしまいます。ですから、しょうもないなと思ったら、

議論が平行線になっても仕方ないです。だから、礼を尽くして事務的に対応する。ときに

はオーバーリアクションです。ときにはオーバーなリアクションをして、「本当にすみませ

ん」と言って、あきらめてもらったらいいと思います。 

 クレーム対応には様々な場面があると思います。例えば、電話や面接でやたらに長い人、

いませんか。こちらとしては、一定時間がたったら「切らせてください。帰ってください」

と言うのは当然の権利です。先ほども申したとおり、一定時間がたって、こちらが正当な

理由をもって「帰ってください」と言っているのに、正当な理由なくとどまったら、これ

は刑法の不退去罪になる可能性があります。「電話を切らせてください」と言っているのに

「切ってはだめだ」と言ったら、これは業務妨害になります。いずれにしてもどこかで、

勇気を出して言わなければいけません。 

 そこで、無理難題を言う人に対して、どこで話を切るかという話をします。実はこのこ

とには法的根拠はありません。法的な根拠はないのですが、いくつかの参考例を言います。

人間の怒りは 18 分です。人間の怒りの感情は 18 分で終わります、生理学的には。したが

って、単純には、18 分間黙って話を聞いていれば一山越えます。いろいろな自治体で実施

している法律相談あたりは 40 分が多いようです。そのぐらいのタイミングまで頑張って

みるのも一つの考え方だと思います。 

 ある役所では、「お客さま一人当たり 30 分にさせてもらいます」と、カウンターとかに
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書いてあるところがあります。また、ある役所では全庁マニュアルをつくり、1 時間に規

定しているところもあります。 

 そこで、もう一つ私のアドバイス。法的な根拠はありませんが、一般行政の窓口だった

ら同じ説明を 5 回やったら十分だと思います。「同じ説明を 5 回しました。こちらは十分

な説明をしたと考えています。恐れ入りますが、帰ってください」。逆に言うと「同じ話を

5 回聞きました。お客さまのお気持ちはよく分かりました。こちらから検討してご連絡し

ます。5 回同じことを聞きましたので、帰ってください」。 

 電話だったら「同じ話を 5 回聞きました。こちらも検討して折り返し電話します。お名

前と電話番号を教えてください、と言っているのに教えていただけない。では、仕方あり

ません。同じことを 5 回聞き、こちらが折り返し電話すると言っているのに名前を言わな

い、電話番号を言わない。では、すみません、この電話を切らせていただきます。失礼い

たします。切りますからね」と、切ってやります。これをやるかやらないかは別として、

電話を相手の承諾なしに勝手に切ることは違法行為ではありません。失礼かどうかは知り

ませんが、少なくとも違法行為ではありません。 

 単純には「ちょっと待ってください。いま上司に聞いてきますから」などと言って勝手

に保留しても結構です。「お客さま、すみません。今、お客さまが来てしまったので、ごめ

んなさい、ちょっと保留にしますね」などと言って、ピッ。何らかの理由をつけて保留に

してしまってもいいでしょう。それで５分ぐらい保留にしておくと、多分向こうは切ると

思います。 

 いずれにしても、悪質クレーマーにいつまでも捕まっている必要はありません。何度も

申しますが、「やめさせてください、切らせてください」。こちらが正当な理由をもって要

求しているのに正当な理由なく、それをやめなかったら、それで結構です。記録を取って

組織で相談です。何度も言います。「やめてください」と、はっきり言うことが必要です。 

 次にいきます。「引き継ぎのタイミング」。これはちょっと手に負えないなということに

なったら、上司と相談してください。ただ、上司を呼んできて、「助けてください」ではあ

りません。あくまでも「どうしたらいいでしょうか」と上司に聞いたらいいと思います。

先ほども言ったけれど、上司に相談して上司が来てくれるというのだったら、私は来ても

らったほうがいいと思います。結果として「まあ、一人で頑張れ」ということだったら頑

張ったらいいと思います。それは上司と話し合いです。 

 もういくつかののパターンを簡単に紹介します。上司が出ることで問題が解決するのだ

ったら呼んできてもいいと思います。つまり、「お客さま、上司が来ても同じ話をしますよ。

私が説明してもあなたは納得しない。担当者が説明しても納得しない。上司が来て説明す

れば納得するのでしょうか。約束してくれたら呼んできてもいいですよ」。お客さまが「上

司から話を聞けば俺は納得する」と言うのだったら、呼んできてもいいと思います。それ

は一つのパターンです。 
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 ただ、きょうお集まりの上司の方、もし上司が出ていったとしても、担当者をちゃんと

同席させてくださいよ。「私が上司です。○○君、君は下がりなさい」などとやってしまっ

たらだめです。「○○も同席させていただきます」と言って、お客さまが現実的な路線に入

ってきたら、「ありがとうございます。それではご納得いただけましたので、ここから先の

手続きは担当の○○からさせます。私は先に失礼します」と言って上司は先に帰ってくだ

さい。最後のフィニッシュはちゃんと担当者にやらせてください。これは、担当者が最後

まで責任をもって対応するということです。 

 「私が上司です」と言って担当者が帰ってしまうと結局、上司案件になってしまいます。

あくまでも上司は手助けに来ただけ。この案件はあくまでも担当者の案件です。というこ

とで、上司が来れば解決するのだったら呼んできてもいい。 

 2 番目、上司に例外を認めさせる場合、担当者が例外を認めると、「上司を呼んで、もっ

と甘くしろ」になってしまいますから、例外を認めるのだったら上司を呼んできて、あえ

て上司から言わせる。そのシナリオはつくっておいてください。 

 次は「クレームに強い組織づくり」です。組織づくりという言い方をしているのですが、

いろいろな意味があります。ただ、いずれにしてもクレーム対応は一人の経験になってい

ることが結構多いです。そこで、一人の経験を何とか皆さんに生かさなければいけません。

そこで 1 番、いきます。実際に起きた事例をもとにして「定期的に対応策を検討」しまし

ょう。だから、月 1 回ぐらいでもいいです。実際にあったクレームを使い、「今月、こうい

うクレームが起きた。みんな集まってくれ」と言って「どうしたらいいと思う？」と言っ

て、一番苦労した担当者から体験談を話してもらい、「自分だったらこのように説明すれば

いいと思います」とか、みんなで意見交換をしましょう。 

 つまり、実際にあったクレームを使い、職場で勉強会、月 1 回できませんかね。お忙し

いとは思いますが、誰かがとにかく苦しんだ事例を月 1 回でもいいから、一つか二つでい

いから、みんなで一緒に考えてあげる。この習慣ができると組織はそんなにみんなストレ

スがたまらない。 

 ところが、誰かが苦労した。それを上司と部下で、2～3 人で片付けてしまい、ほかの人

は全然知らないことになると、結局それに当たってしまった担当者は何か貧乏くじを引い

たように感じられます。だから、月 1 回でもいいから、苦労した話をみんなで相談に乗っ

てあげて、みんなで考え、今月は○○さんだったけど、もしかしたら来月はあなたかもし

れませんよという前提で、みんなで解決策を考える。こういう習慣をつくれませんかね。 

 業種によってもいろいろな体質があるから何とも言えないけれど、まずい事例があった

らすぐにミーティングを開いて解決策を出し、すぐにその日のうちに処理してしまう。こ

ういう企業はさすがに強いです。これはちょっとまずいなと思ったらすぐミーティングで

す。管理職も含め、全部でミーティングして、技術的な部署も全部来て、この内容で、こ

のように答えようとすぐに解答例をつくり、インターネットに入れます。すると社員、誰

171



でも見られます。今日の午前中、こういうのでこういう回答をしたから、今後このように

答えてよと、全部回ります。役所は全庁とは言いませんが、部署ごとにできませんかね。 

 いずれにしても、誰かの体験をみんなで話し合うという土壌ができるとストレスがたま

らないですね。先ほど言ったように、２人対応、３人対応をすることです。みんなで協力

してあげることです。そういったことで、皆さんが職場の中で一体感ができればいいと思

います。 

 いわゆるクレーム対応、豊かな社会となるといろいろな人が出てきます。別な言い方を

すると、豊かな社会のクレームは、目的のはっきりしないクレームが増えてきます。つま

り、この人、何のために言っているのだろうというものです。 

昔のクレームは許認可関係が多かったです。何かを認めてほしいとか、何かを発行して

ほしいとか、何でできないのだ、とか。目的がはっきりしていた。 

 今は、できもしないこと、明らかに常識に外れたことを何十回も言っている人がいます。

申し訳ないけど、寂しい人なのかもしれません。比較的、退職後の人が多いように思いま

す。もちろん若い方もいますけれど。私はそういう人を見ると、このように思うようにし

ています。きっとこの人、現役のサラリーマンのときに、またどこかで悔しい思いをたく

さん引きずり、そして定年退職を、今を迎えてしまったのだな。人生の中でやり残したこ

とがたくさんあるのだな、と。 

 つまり、自分が悔しい思いをしたというコンプレックスが、言える立場になったら、逆

の立場になってがんがん言わせているのだなと思います。そういう言い方はいけないかも

しれないけど、きっと寂しいのだろうと思います。 

 みんな、やがて 60 歳になりますからね。いつか定年退職しますからね。そのときには、

いいおじいちゃん、おばあちゃんになってね。ということは、現役のサラリーマンのとき

に、やるべきことはみんなやる。納得できる仕事をする。自分はやるべきことを全部やっ

たのだ。そして、次の人にちゃんとバトンを渡して次に進んだのだと思っていれば、そん

なことをしなくなる。 

 というわけで、最後にもう一つ申し上げます。クレーム対応は公務員にとって、ルール

を説明し、ルールを守っていただく過程ですから、余計な業務ではありません。クレーム

対応は本来業務の一部です。本来業務です。ということを述べて終わりにしたいと思いま

す。 

 オマケです。どこかに書いてあるかもしれませんが、実は私、今、公務員さん向けの「ガ

バナンス」という雑誌にクレーム対応の連載を書いているのを知っていますか。「ガバナン

ス」という雑誌はどこかにあるでしょう。誰か持っていると思います。これに「クレーム

対応」の記事があります。自分で言うのも何ですが、1 年だけという約束で始めた連載で

す。本当は 12 カ月、１年で終わる予定だったのに、なぜか 12 年間やっています。先日編

集長が来て、「関根さん、来年度もよろしく」というわけで、13 年目になります。一生懸
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命に書いているので、ぜひ読んでみてください。 

 それでは、私の持ち時間が来ましたのでこれで終わります。ご清聴ありがとうございま

した。お疲れさまでした。 
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 皆さん、こんにちは。自己紹介をさせて頂きます。私は、財務省の職員であり、同時に人

事院の職員でもあります。本日は、年休を取ってここに来ています。財務省では税関と税務

署の職員以外の職員の研修担当部長をやっています。人事院では、全府省の国家公務員のマ

ネジメント科目などの講師をさせていただいています。 

 きょうは、自治体職員の話に特化した話をさせていただきたいと思います。国家公務員の

くせになんで自治体職員の話ができるんだと思われるかも知れませんが、自治大学校には 5、

6 年連続、それからこの近くの市町村アカデミー、ジャイアムとかで自治体職員にお話しす

る機会が結構多くて、いまはもう国家公務員の数を上回るぐらいの数のお話をさせていた

だいています。さらに言うと、自治体職員の皆さんと一緒に飲んでいたりして、本音を聞く

機会もあります。そういったことを踏まえたお話をしたいと思います。 

 先日、『公務員のためのハラスメント防止対策』という本を出しました。自治体のハラス

メントは連日報道されています。ある自治体では首長の言動がパワハラではと議論になっ

ていたりします。しかし、厳しく非難される一方で、職員が執務中の会話を録音していいの

かとか、住民のために厳しく市役所職員を指導したに過ぎないといった意見が出たり、皆さ

んも市役所職員として非常に複雑な思いでご覧になっていると思います。 

 しかし、例え目的が 100％正しくても手段を間違えたらパワハラというのがパワハラの一

般的な定義です。だから、目的が正しいということで正当化されるものではないことだけは

間違いのないところだと思います。 

 では中身に入っていきたいと思います。まず自治体職員の皆さんの人事の特徴、現状を分

かりやすくお話しします。分かりやすく理解するためのポイント、一つ目は、日本と外国と

いう軸です。日本の人事は、外国の人事と大きく異なっています。自治体職員の人事を知る

一番目のステップは、日本の雇用慣行というものが世界的に見てどんなに違っているかと

いうのを知ることです。 

 日本では、メンバーシップ制といわれるのですが、ある組織に属することを就職といいま

す。正しくは就職ではなく就社なのですが。採用されて何をするかではなく、組織しか見て

いません。エピソードとしては、外国人と名刺交換をして、「あなたは何をしているんです

か」と聞かれたらいまやっている仕事はこれこれですと、仕事の中身を答えることが期待さ

れます。しかし、日本人は公務員に限らず、どこに勤めているかで答えます。それは、組織

主導で職員の配置が行われるといった慣行があるから、例えば明日やる仕事でさえ自分で

決められない、分からないといった実態があります。実際、多くの場合同じ組織にいたとし

ても数年後は違う仕事をしている可能性が高い。なので私はいまこういう組織に属してい

ますという答えしかない。しかし、世界的にみてこれは非常に例外です。 

 このメンバーシップ制と呼ばれる人事慣行は、いま課題となっている働き方改革にも深

くかかわっています。日本の働き方がメンバーシップ制だから、長時間労働になっていると

言っても過言ではない。そこにメスを入れずに働き方改革の成果を求めるために、働き方改
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革についても我が国では非常に特殊なアプローチをしています。ワークライフバランスと

いう言葉は世界共通語ですが、今働き方改革で言っているワークライフバランスの意味合

いは少し特殊です。 

 全員一律が日本の特徴です。エリートを含め全ての労働者に対してワークライフバラン

スの実現を求める。フランス人の平均労働時間は確かに短い。しかし、その内情は、日本の

エリートほどではないにしろ高い報酬で長時間働くエリートと、安い報酬でワークライフ

バランスをエンジョイしながらほどほど働くその他一般労働者という組み合わせです。フ

ランスのような階層社会はそのように作られています。日本はそもそも階層社会ではない

から、エリートまで含めて全員ワークライフバランスを目指す。これはある種世界初の挑戦

といってもいいかもしれません。このことは我が国の労働者の働き方がそもそも多様では

ないということを意味します。雇用ルールも多様ではない。外国では働き方の仕組みも多様

です。 

 それから、二つ目のステップは我が国の民間企業と自治体の違いに着目することです。日

本の民間企業と自治体組織。同じ日本人だからそんなに違わないのではないかと思われる

かもしれません。しかし、ずいぶんと異なります。理由の一つは、自治体職員の人事慣行が

ほとんど変わっていないのに対して、日本の民間企業はこの 20 年ぐらい大きく変わったと

いう理由があります。 

 20 年ぐらい前は確かに似たところがあった。年功序列、終身雇用など日本的雇用慣行と

いわれる面は共通していました。しかし、民間企業の多くは年功序列を無くし採用年次でグ

ループ管理をするという発想から脱却しました。それから、自前主義というか、新規学卒一

括採用で、内部で鍛えて上に上げていくという発想も少なくなった。このような民間企業の

変化は人件費を節約するという組織の思惑がそうさせた面が確かにあります。しかし、様々

な環境の変化に適応するように仕組みを積極的に変えていった結果とも言えます。 

今、公務組織が直面している再雇用者や非常勤職員のモチベーション問題などは、民間企

業では多様性のある社員をどのようにしてまとめ強い組織とするかといったマネジメント

の課題として早くから取り組んできた課題です。つまり、われわれの公務職場が依然として

続けてきている年功序列的な人事慣行というものを、民間企業は先んじて積極的に廃棄し

ていったということでもあります。 

 民間企業との違いは、制度の基本的発想が異なるといった点です。例えば、法律に明記さ

れている職務給の原則。ポストに就かなければ処遇できないといった、配置と処遇がしっか

りリンクするシステムです。職務給のシステムは当初から民間企業には原則として存在し

ません。民間企業の主流は職能給です。ポストではなく、能力について払う。実際、課長相

当職、部長相当職が多くあり、部下を持っていないけど、課長、部長に相当するとして同じ

ような給与を払う。これは何を意味するかというと、職能給は組織全体をフラットに維持で

きるといったメリットがあります。民間企業は、階層が縦に多くなるとマネジメントのコス
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トが高くなる。だから組織を出来るだけフラットにしておくことをコスト面から常に意識

します。一方で、人のモチベーションを維持するためには処遇しなければならない。だから、

ポストと処遇を切り離して、能力に払っていると設計した職能給を採用したということで

す。 

 それに対して、われわれ公務員は職務給ですから、処遇のためにポストをつくるという逆

転現象が構造的に起きやすい。職務給は総人件費を抑制できるメリットがあります。処遇の

ためにポストをつくるという本末転倒のような動機にもつながるのですが、それでもポス

トをつくるのは限界があります。だから、総人件費はあまり増えない。職能給だと、天井が

見えない。増えてしまうというデメリットはあります。 

 勿論、民間企業にも一部職務給はあります。ただし、アルバイト、パートさんなど時間と

成果が比例するような職種が中心です。どうして公務員は職務給なのか。戦後日本の公務員

制度が民主的となるよう根本的に作り替えられた際、人に値段をつけると特権的、差別的に

なるので仕事、ポストに値段をつける。その結果職務給となったという説があります。 

 逆に言うと、様々な検証を経て、マネジメント上有効性が高い給与制度として職務給が選

択された訳ではない。戦後の公務員制度が職務給としてスタートしたからといった面が強

いということです。 

 職務給原則というのは、結果として組織を肥大化させやすい。処遇するためにポストをつ

くるという動機が働いて、組織を縦に伸ばしやすい。縦に伸びると何が起きるかというと、

自分たちでマネジメント業務を増やしてしまうということです。皆さんも日々お感じにな

っていると思いますが、とにかく上が厚い。いろいろな政策を自分の判断でやりたいけど、

それを上に諮らないといけない。しかし上があまりにも厚いからやる気も起きない。せっか

くいい案を作っても、限られた情報と知識しか持たない上の人が、あっけなく否定してしま

う。マネジメントをする人が多くなり、マネジメントをマネジメントするためのマネジメン

トさえ発生してしまう。 

 さて、 後のステップです。それは同じく公務員である国家公務員との対比です。つまり、

私と皆さんとの対比とも言えます。 

 地方公務員法だけみると国家公務員法に似ていますから、人事も同じではないかと思わ

れるかもしれません。しかし、公務員法の特徴は運用と制度が大きく乖離
か い り

している点です。

ですから、運用までみないと国家公務員と自治体職員の人事の違いは見えてこない。 

 何が違うかというと、国家公務員は省庁別採用だということです。省庁別採用というのは、

日の丸官僚が作られない、省益優先でセクショナリズムを生むと否定的にとられています

が、メリットもあります。それは、専門家が自然と育成されるということです。例えば、私

が採用された人事院。人事院職員のほとんどは、当然人事の専門家です。公務員人生のほと

んどを人事に関係した仕事をして生きていく。私も今は研修に特化していますが、公務員人

生のほとんどの期間、人事の仕事をしてきました。それしか知らないとも言えます。人事の
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専門家になることは、自分の努力でも何でもない。省庁別採用の結果、人事院に採用された

職員は人事の専門家になる。それだけです。結果としてスペシャリストになるということで

す。 

 キャリアといわれている幹部候補生として採用される職員をジェネラリストと呼ぶ場合

もあります。しかし省庁別採用の結果、 低限のスペシャリティーは持っています。スペシ

ャリスト集団の中で、相対的にジェネラリスト的な存在であるに過ぎません。しかし、自治

体職員の皆さんは、本当のジェネラリスト、悪く言えば「何でも屋」である場合がある。国

家公務員で言えば、省庁間交流でしか異動しないようなポストを渡り歩く人が決して珍し

くない。 

 いままで申し上げたことから見えてくるのは次のことです。自治体職員人事の一番の特

徴として言えることは、頻繁かつ広範な人事異動ということ。これは、組織内転職と言って

もいいほど広範です。このような人事慣行は、外国、日本の民間企業、国家公務員に存在し

ない。特に短期間に異動する。これは、新規学卒一括採用システムと定年制によって入り口

と出口が決まり、毎年一定数のポストについて人を入れ替える必要が生じるためで、新規学

卒一括採用や定年制のない外国、それらを見直しつつある民間企業の一部にはこれほど頻

繁なジョブローテーションは存在しません。 

 国家公務員と自治体職員の人事慣行には違いがある一方で、強く連動しており、そのこと

が地方自治体職員の人事の特徴を作っているといった面があります。それは一言で言うと

「国公準拠」です。国家公務員の人事制度が変わると、数年後自治体職員にも同じような人

事制度が導入されるといった関係性の存在です。しかしこのことは世界の人事の動きと我

が国自治体職員の人事の動きに必ずタイムラグを生むことを意味します。よく言われるの

は、他の先進国の人事システムに影響され、数年後に日本の民間企業の人事が変わる。そう

するとそれに影響され、日本の国家公務員の人事が変わる。そして 後に日本の自治体職員

の人事が変わるという流れです。そして、時として自治体職員がやり始めた制度が既に世界

的には古くなってしまっているといった問題。そしてうまくいかなかったと外国や民間企

業が見直しをしている 中に、上手くいかなかった元の制度を新たに導入しようとしてい

る自治体組織といった残念なケースの存在です。 

 本来後発のメリットがあり、目の前で人が倒れていたらその道を行かないということが

できるはずです。しかし、残念ながら、その後発のメリットが活かされることも少ない。例

えば、人事評価制度です。 初の震源地であるアメリカのシリコンバレーなどにあるグロー

バル企業の多くは相対評価で順位をつけ、競わせるような評価システムは止めています。目

標管理とコンピテンシーといった本来評価のためではなく編み出された方法を評価に用い

た評価方法の限界が実証されたとも言えます。しかし、今、我が国ではその内容の人事評価

方法について公務組織を中心に続けているといった実態がある。頑張って走っていたら、先

頭にいたトップランナーは既にフィールドから姿を消しているといった皮肉な状況にあり
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ます。 

 これからの自治体職員の育成方針は、スペシャリスト志向であるべきか、ジェネラリスト

志向であるべきかといった命題があります。私の主張は、スペシャリスト志向です。メンバ

ーシップ制度の日本の企業もスペシャリストの育成を目指しています。頻繁にジョブロー

テーションさせているだけでは、世界を相手に戦えるような専門性を身に着ける社員は育

たない。ジョブローテーションの頻度も育成のための 適解として判断しようとします。

近は環境の変化に適合できる人材を作るために民間企業も幅広い人事異動を模索する傾向

にあると言われています。しかし、専門性が身につかないほど頻繁かつ広範に異動させるこ

とまでは考えていません。 

 ジェネラリストを正しく定義する必要があります。結果としてのジェネラリストでは価

値がありません。これといった専門性がないことで消去法によりジェネラリストと呼ばれ

るといった人材は本来の意味のおけるジェネラリストではありません。本来ジェネラリス

トは、幅広い経験を持ち、仕事の中身にかかわらず組織の成果を 大化するための高いマネ

ジメント能力の持ち主と言うべき人材です。幅広い視野、汎用性の高いスキルの持ち主であ

り、順応性に優れ、組織には一定割合必ず必要とされるような存在です。しかし、全員がジ

ェネラリストである必然性はないばかりか、全員がジェネラリストという構成の組織は弱

い。 

 また、組織主導の人事運用をこれからも続けていくべきかといった疑問もあります。自律

的キャリア形成という言葉が我が国に存在しますが、外国には存在しません。何故ならそれ

が当然であり、原則だからです。キャリアは自分で切り開いていくものです。我が国で部内

公募制と呼んでいる制度が外国では一般的です。組織主導の人事配置が如何に日本独特な

のかを物語るエピソードがあります。私は国家公務員の単身赴任手当を外国の公務員に説

明したことがあります。しかし、全く理解してもらうことは出来ませんでした。何故ならば、

組織主導の人事配置といった慣行を理解しなければ、全く意味が不明だからです。「自分で

選択したならば手当の必要はない。そしてそもそも、単身を選択するにはおそらく特別な、

複雑な家庭の事情があるのだろう。」と考えるわけです。組織が家族と本人の意思に関係な

く赴任させるということ自体が理解されにくい。このような組織主導の人事配置は日本独

特のシステムだということです。 

 組織主導型の人事は仕方がないと思われがちですが、実際、同じ公務員でも、外国には存

在しません。日本でも民間企業の一部には見直しが進んでいます。組織主導型人事の問題は、

ズバリ言うと全員が被害者意識を持つこと、逆に言えばいまのポストについて成果を出せ

ないことに対する言い訳を用意できることが挙げられます。「私がこのポストを選んだので

はない。やりたくてやっているのではない、やらされているに過ぎない。」という言い訳で

す。外国は、いわば「全ての人事は自業自得」といった位置づけです。自己選択だから言い

訳は出来ない。結果としてプロ意識が育ちます。プロならば、自分を成長させることも自己
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責任となります。 

 日本でも民間企業は社員にプロ意識を求めようとしています。組織が勝手にキャリアを

決めるのではなく、社員の自主的なキャリア形成を組織は支援するという関係への変化で

す。他者評価重視から自己評価重視とも言えます。「やらせたい仕事をやらす」から「やり

たい仕事をする」への移行です。つまり、適材適所の意味合いが変わったということです。

適材適所を決めるのは組織でなく、個人だという発想です。 

 組織における個人の能力というのは、「発揮能力」でないと意味がありません。潜在能力

では意味がない。言い方を変えると、「発揮能力＝潜在的能力×モチベーション」です。モ

チベーションという要素まで考えると、やりたい仕事をやらせたほうが発揮能力は高くな

るということです。そしてその方が組織も得だという発想です。どんなにその人に適性があ

ると周りが思っても、本人がくさってモチベーションを下げたのでは、元も子もないという

ことです。 

 それから、複線型人事。言われて久しいのですが、成功した自治体を私は知りません。主

な原因は、構造的なものです。代表格は、さっきお話しした職務給制度です。職務給ですか

ら、管理職というふうに位置付けないことには処遇できない。だから、管理職イコール偉い

人という感覚がまだ自治体では存在します。だから、複線型人事といくらいっても、管理職

になれなかった人という印象を引きずってしまう。本当の意味での複線型になれない。本来、

管理職というのは、英語に直すとマネジャーですから、マネジメントをする人というだけの

意味です。偉い人という意味は一切ないはずです。 

 そもそも能力には二種類あると言われています。「人を使って成果を出す能力」と、「自分

でやって成果を出す能力」。この二つの能力は、全く別物だといわれています。しかし、こ

の二つが混同され、良いプレイヤーをマネジャーに就けてしまう。そこに根本的な問題があ

る。プロ野球選手でいえば、4 番バッターをとにかく監督にしてしまうような話です。確か

に、野村さんとか落合さんとかその二つの能力を兼ね備えた人もいます。しかし、たぶんい

まの 12 人のプロ野球監督について客観的に分析をすると、決して現役時代、一流選手では

なかった人も含まれています。「生まれ直し」という言い方があるように、管理職になれば、

本来一からマネジメントを学び直す必要があります。残念ながら、多くの自治体では、プレ

イヤーとして評価された人が何の検証もなく管理職になる。そしてほぼ全員がそうなるた

めに、管理職＝偉い人っていう意味合いを持ってしまう。そして、実際の処遇も、管理職と

管理職でない人とで差をつけ、管理職に昇任させる方法以外で処遇されることは少ない。 

 専門家を育成することが必要性です。まだ、スペシャリストかジェネラリストかといった

二者択一の質問を頂くこともあるのですが、そのような二者択一が出来る環境はなくなっ

たと思います。兎にも角にも専門家は必要です。それは、自治体職員の皆さんの仕事の質的

変化が理由です。質の変化の理由の一つは、国と自治体の関係の変化、国家公務員と自治体

職員の仕事が変わり、自治体職員の仕事の難易度が上がっているからです。それは、研修で
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私が接する国家公務員も認めています。 

 難しいから自治体に任せようというのに近い話さえあります。しかも、財源は渡さずに仕

事だけ渡すとか、調査報告を求めるとか。 

 その典型は、計画だと思います。計画を作るよう指示し、その後定期的に報告を求める。

難易度が上がり、また、業務量も増える。そのような状況では、マネジメントスキルを含め

た専門性を磨くほかないと思います。 

 今、様々な不祥事が問題になっています。私は 10 年以上前に予言めいた文章を寄稿して

いるのですが、公務員の不祥事が起きると意識の問題と整理されてしまいますが、意識より

も専門性の欠如が原因であることが多く、その解決は組織的に行うほかないと主張してき

ました。全てを職員一人一人の心構えや頑張りに期待するというのは、私は絶対間違ってい

ると思います。システムの問題として解決しなければ不祥事の多くは無くなりません。 

 当たり前を疑ってみるという話を少ししてみたいと思います。人事システムというのは、

皆さんの仕事を回すための手段に過ぎません。また、今の仕事のやり方がベストなのかとい

うところまで掘り下げて、初めて 適な人事システムも完成する。仕事のやり方はとにかく

いままでどおりのままという前提を置いて人事システムを設計すると限界があり、全然変

わらなかったりする。 

 仕事の中身が変わり、仕事の仕方が変わり、それをサポートする人事システムが変わると

いう流れであるはずです。シンギュラリティといって、AI が人の能力を超える日が来ると

言われています。本当にくるかどうかはともかく、今後仕事の仕方も大きく変わらざるを得

ないことだけは確かです。 

 将来、仕事の方法が大きく変化することを視野に入れて、人事システムを作るべきです。

つまり、人事の話は仕事と一体であり、例えばこれは人事課、これは総務課の仕事と言って

切り分けてしまわないことです。 

 当たり前ではない例として、「あいまいな業務分担」を挙げます。よく自治体で働き方改

革のメニューの具体策の中に、現場の管理者に仕事の部下への割り当てを柔軟にできるよ

うにさせましょうというのが普通にあったりします。なるほどと一瞬思います。ある職員が

忙しい一方、すぐとなりの暇そうにしている職員が担当ではないといって手伝わない。その

ような状況を無くそうと手伝わせる方法として考えるわけです。しかし、現実にはそのよう

な理想的な展開にはなりにくい。皆忙しいふりをするとか、わざと仕事のペースを落とした

りすることがあります。 

 また、管理職も「あいまいな業務分担」で仕事を平準化するかというと必ずしもそうでな

い。優秀な者に仕事を集中させてしまうことがある。正しいマネジメントが浸透し実践され

ていないと逆効果になる事例です。これは、言い方を変えると、「将来 適」を犠牲にして

「現在 適」を優先してしまうという話です。 

 もう一つ常識を疑うべき事例として、大部屋という執務室の環境があります。 
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大部屋を前提とした指示・命令型マネジメントは本当に効率的かという疑問です。外国で日

本のような大部屋制で、1 メートル先に上司がいるという勤務環境はまずありません。欧米

にはなくとも、アジアにはあるのではないかと思われるかもしれませんが、そんなこともあ

りません。ホワイトカラーは基本個室です。ロケットを打ち上げている NASA のオペレー

ションセンターや戦争をやっているペンタゴンのオペレーションセンターはいわば大部屋

です。このようにアメリカでも、緊急時、チームワーク 優先でミスの許されない仕事は大

部屋でやります。しかし、普段は個室で仕事をしているのが普通です。我々が当たり前だと

思っている大部屋制というのは、集団主義が前提とされた世界的にみた場合例外だという

ことです。仕事の性格上、それがベストであれば例え少数派であろうが構いません。しかし、

創造性が求められ、マイペースで仕事を処理した方が効率的な仕事を大部屋で指示命令型

のマネジメントのもとでやることが果たして本当に効率的かという疑問があります。 

 指示・命令型マネジメントと大部屋というオフィス環境は、密接に関係しています。目の

前に部下がいたら、ついしゃべりたくもなるし介入したくもなる。部下も、つい上司に何か

と指示を仰いだり、確認を求めることになる。 

 しかし、このような環境は人材マネジメントの専門的知見に照らすと もやってはいけ

ないと言われているマネジメントスタイルに近づく結果を招きます。 もやってはいけな

い典型的マネジメントスタイルは、マイクロマネジメントと呼ばれる細部に渡り指示命令

するタイプのマネジメントです。箸の上げ下ろしまでうるさくいうようなマネジメントで

す。それは、部下を受け身にし、思考を停止させます。上意下達で部下が受け身になる。そ

の弊害を無くすため、弥縫
び ほ う

策
さく

というか応急処置として、数年前からコーチング研修を実施す

るなど上司のコミュニケーションスタイルに変化を求める動きがあります。しかし、本来は、

根本的にマネジメントスタイルを変えない限り、解決しないかもしれません。もう一つのや

ってはならないマネジメントのスタイルは、オーバーマネジメントという過剰介入型マネ

ジメントです。民間企業はマネジメントも一種のコストだと思うようなコスト意識が存在

します。マネジメントは効率化に必要だけども間違ったマネジメントはむしろ非効率を生

むといった感覚をコスト意識から感じる。 

 働き方改革をテーマに前カルビーで会長の松本さんを研修講師にお招きしたことがあり

ます。カルビーの働き方改革では、ホウレンソウを禁止したそうです。われわれ公務員から

すると、逆のイメージがあると思います。現に自治体の働き方改革のメニューにホウレンソ

ウの徹底が顔をだすことがあります。松本さんの発想は、ホウレンソウをやるに越したこと

はないが、コストが高すぎる。だから、ホウレンソウをしないというぐらいのルールを設定

しないと、ついついみんなでホウレンソウし合って、無駄な仕事を増やしかねないという発

想です。 

 カルビーが働き方改革でやったことで評価されている方法にフリーアドレス制がありま

す。毎朝抽選で座る場所が決まるという制度です。様々な人と触れ合うことにより風通しが
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良くなるだけでなく、部下と上司が離れることで、それでも仕事が回るように仕事の仕方が

変わるといったメリットもあります。私は、個室と同じような効果があると思います。常に

上司に見られている環境からの解放です。結果的に委任型のマネジメントスタイルへの変

更が求められる訳です。自分のペースで仕事を組み立てられるから、終わったら早く帰れる。 

 もう一つ常識を疑うべきテーマ。それは、OJT 重視の育成は果たして効果的かというこ

とです。自治体に限らず日本の組織の多くは人材育成は OJT でやっていますといいます。

でも、そのほとんどは、厳しい仕事をやらせているだけ。それを後付けで OJT と呼んでい

るだけといった実態があります。OJT は本来、目的を設定し、計画的、継続的に行う教育

活動を指します。何のために何をやらせるかというのを、予め決めて行うべきものです。厳

しい仕事をすれば人は育ちますが、それは大げさに OJT と呼ぶべきものでは本来ないはず

です。しかし、それでも職場で人は育っていました。それは、新規採用者をジョブローテー

ションによって部内で育成してきた。それは、適任者でないかもしれない人を敢えてそのポ

ストに就けることによってその人をポストに合う人材に育ててきたとも言えます。一定の

犠牲を払いながら人を育ててきたのです。このことは、ほとんどの人が現在の仕事に求めら

れる能力を下回っている状態にあり、「現在 適」を犠牲にして将来に投資しているという

ことを意味します。これは、日本の長時間労働の原因の一つでもあります。育成しながら仕

事をするため、常に効率が一定程度犠牲になるからです。 

 外国の人材育成システムはどうかというと、基本は OFF-JT と SD、つまり集合研修と自

己啓発です。先ほど述べたとおり、育成は本人の責任という意識があり、また、年功序列的

人事がないことから自然発生的な OJT は期待できないといった面が影響しています。そし

て、集合研修の中身も違います。集合研修では、集まってしかできない内容に特化し、マネ

ジメントの一環として集合研修が位置付けられています。 

 我が国の自治体の多くでは、研修は人材開発の手段と理解されています。しかし、集合研

修は人材開発の手段だけではなく、組織開発の手段でもあります。むしろ、人材開発は集合

研修以外の手段でもやれますが、組織開発は集合研修が も効果を発揮する有効な手段と

言えます。どういうことかと言えば、個人は短時間では変わらないけれども個人と個人の関

係性は短時間でも変えられるということです。実際、今研修を開始して２時間ほどですが、

皆さん一人ひとりはかわらなくとも、この場の雰囲気は２時間前とでは随分と変わったの

ではないでしょうか。さらに言えば、この研修を今日のような教室方式ではなくシマで配置

し、皆さん同士で討議をしてもらうと更に雰囲気は変わります。 

 人と人の関係性というのは、わずか 2 時間でも変わります。（外国の）多くの組織で集合

研修を人材育成ではなく組織開発という組織を変える手段としての位置づけを行っていま

す。何が言いたいかと言うと、OJT 中心といった考え方、集合研修の目的は人材育成とい

った考え方も、外国を視野にいれた場合、必ずしも正しいとは言い切れない。疑ってみる価

値はあるということです。 
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 後に適材適所とはという話に移ります。それではどうすればいいのかという話。つまり

私なりの提案をします。一つ目の提案は、自律的キャリア形成を支援するということです。

端的に言えば、職員に自分でキャリアを選択させるということです。これは自己評価と他者

評価のどちらを優先すべきかといった問に対して、自己評価の方を優先させましょうとい

う話です。 

 多少能力が劣っていたとしても、モチベーションまで考え合わせると周りがさせたい仕

事より自分がしたい仕事に就かせた方が、結果的に成果があがるという考え方へのシフト

を意味します。やりたいと自分が思う仕事はいずれ能力も上がっていくだけでなく、プロ意

識も芽生える可能性があります。 

 現在多くの自治体で行われているものに異動に関する自己申告書制度があります。しか

し、これもあまり機能していないようです。中には悪用されるからと言って、何も書かない

人がいます。組織主導人事配置といった前提がある以上、この自己申告書制度には限界があ

ります。部内公募制。又は、一定年限同じポストにいた職員には自分の希望するポストへの

異動を 大限尊重するフリーエージェント制度の導入が考えられます。このように風穴を

あける改革が必要だと思います。 

 二つ目の提案は、専門家の処遇を上げることです。管理職というのを幹部、偉い人と同義

語として多くの職員がイメージしている間は、専門家は育ちにくいと思います。 

 管理職というのはマネジャーですから、本来マネジメントのスペシャリストです。全員ス

ペシャリストだけど、人を使って成果を出すマネジメントにはそれなりの高いスキルと負

担がかかるため他のスペシャリストと処遇に差をつける必要がある。そういったことから

出される手当が管理職手当であって、偉くなったから貰える手当でも、残業手当の代わりの

手当でも本来ありません。それぞれの職員の専門性や責任の度合いに見合ったもっときめ

細やかな制度であって良いはずです。さらに言えば、手当額についても管理職にならず専門

職となった職員に敗者だと思わせないような配慮が必要だと思います。ずばり言えば、管理

職でなくとも高い専門性が必要なポストには手当をするということです。 

 三つ目の提案は、プレイング・マネジャーを減らし、専門分化させましょうということで

す。プレイング・マネジャーが増えた弊害は、マネジメントの過剰と責任の分散です。みん

なでマネジメントするため、マネジメントのマネジメントが必要となるほど過剰となる一

方、責任の所在がはっきりしなくなり、誰が決めたか、誰が否定したかもはっきりせず、無

用に意思決定に時間とエネルギーが費やされるという訳です。 

 プレイング・マネジャーは管理職でないと処遇出来ない制約の中、管理職が本来必要とさ

れる数を上回り、その結果縦にマネジメントをワークシェアリングした結果として整理で

きると思います。本来限られた職員だけがマネジメントをすれば良いところ、管理職ポスト

を必要以上に作り、そのポストに就いた人が真面目にやればやる程、無駄を作り、自分で自

分の首を絞めてしまうという構図です。 
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 マネジメントは重要で組織には必要です。しかし、マネジメントというのはそれだけでは

何も生み出さない。そしてそれ自体がコストという面がある。民間企業はできるだけマネジ

メントコストを 小化しよう。つまり、マネジャーの数を減らしましょうという発想があり

ます。組織のフラット化は、組織構成員のためでもあるのです。 

 コストと言えば、相変わらず日本のマネジメントというのは上の人が何を考えているか

忖度することを部下に求める傾向が強い。しかし、忖度はコストです。忖度を 小化するこ

とがまさにマネジメントの目的そのものといった発想をすべきと思います。 

 何が言いたいかというと、プレイングマネジャーが多くなるのは果たして必然なのかと

いう問いかけです。プレイヤーでもあり、マネジャーでもあるような複合職種をたくさんつ

くり過ぎると無駄なマネジメント業務が増殖する。マネジメントする人は厳選して少なく、

あとはプレイヤーとして処遇する。または、プレイヤーとマネジャーをもっと分業させると

いった発想も検討に値するのではないかという提案です。 

 四つ目の提案は、一律規制から多様性重視へという提案です。自治体で行われている働き

方改革は一律規制強化策一辺倒です。定時退庁日という発想は、よく公務員の働き方改革の

中に顔を出しますけど、あくまでもショック療法としてやるべきことであり、いつまでも続

けるようなものではないはずです。何故ならば、働き方改革の本来の目的である多様な働き

方とは真逆だからです。多様な働き方を認めると言っておきながら、なぜか、うちの役所は

水曜日だけみんなで帰るのか。残業は火曜日のうちにやるとか。多様性が認められない仕組

みといわざるを得ません。しかも 近は強制消灯までやっている。組織が個人の働き方を一

律強制に縛るという発想そのものです。 

 そもそも法律で定められた公務員制度が、多様性を認めていません。平等性、公平性のほ

うを重視している。多様な働き方を可能とするような制度がもっとあっておかしくないの

ですが、頻繁なジョブローテーションなどこれまでの人事慣行を前提として単一的な制度

が設計されています。鶏と卵のような関係ですが、人事を変えるには制度も変えなければな

りません。自治体の働き方改革は、多くの企業が働き方改革のために人事制度を見直す動き

がある中で制度を変えずに行うとしているのも特徴の一つと言えます。 

 五つ目の提案は、人材育成の改革です。人材育成改革は人材確保のためにも必要です。私

は 20 年以上採用面接試験官をやってきました。それから、新採研修講師も通算 10 年ぐら

いやってきました。 近の若い人が重要視するのは、その組織で自分は育成されるだろうか

といった点です。その組織に属していると自分の市場価値が下がる、すり減る一方と感じる

と逃げ出します。 初から選択もしない。特に優秀な若者は、多少ブラックだと思っても、

自分を伸ばしてくれるところを選択する傾向にある。逆にホワイトでも、全然チャンスも与

えられずに自分の市場価値が目減りするだけだと、 初から自分の採用先候補にもしない。 

 これまで、そして今も多くの自治体は採用について恵まれた環境にあります。その結果、

採用にあまりコストをかけずに済んできています。コストをかけなくても人気職種として
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人が集まるというのも客観的事実です。一方、民間企業は同じくネームバリューがあって多

くの人が集まるような民間企業でも相当なコストをかけて採用しています。企業の戦略に

ぴったりな人材を採るためにものすごく採用にお金をかけます。採用にお金をかけるとい

うことは、結果的に採用した社員を莫大なコストをかけて獲得した貴重な共有財産だと多

くの人が思うという結果につながります。辞めさせないことが人事政策の大きな目標とさ

れたり、パワハラなどで辞めさせた上司は、組織に対して損害を与えたという感覚を多くの

民間企業の人は持っていたりします。 

 若い人には出来るだけ早く色々な経験を積ませ成長させる。そのような機会提供ができ

る組織がこれから生き残れる。そのように発想すべきだと思います。リクルートなど人材輩

出企業の多くは、超短期育成型です。20 代のときに、プロジェクトリーダーに指名し、勝

負させる。また、退職した社員とは良いパートナーとして協働関係におくのも人材輩出型企

業の特徴です。自治体職員で辞めた職員とパートナーとなるとか、また、再度採用するとい

った発想があるでしょうか。 

 民間企業では人材育成にいまものすごくお金をかけています。働き方改革で浮いた残業

代を民間企業はどう使っているか。まずは社員に給与として戻すところがあります。そして、

人材育成に使っているところも多い。人材育成に使うと社員の能力があがり、さらに効率化

が進み、残業代が浮くといった好循環を目指しています。しかしながら、自治体ではそれが

できない。まず、浮いた残業代を職員に還元するといった発想がありません。せめて育成を

サポートする予算に充てるという発想があってもよさそうだけど、財政再建に追われそれ

どころではないと発想しがちです。残業がないのは勿論良いことですが、若い人の中には残

業代が減り、本代など自己投資に使うお金もない状況に追いこまれている可能性が高い。 

 日本電産ではトップの永守さんが研修所をつくって人材育成に投資しています。人材育

成に投資するということは、優秀な人を誘致し育成し、世界の競争に勝つという経営戦略な

のです。一人一人の能力を上げたり、モチベーションを上げないことには、厳しい競争を勝

ち抜けないという判断です。気合と根性だけでは乗り切れない。 

 私は今多くの自治体から働き方改革をテーマに意識改革セミナーの講師として呼ばれて

います。私への期待は、職員の意識改革ですが、意識、つまり、気合と根性だけでは働き方

改革は進まないと言っています。気合と根性で乗り切ろうとするのは、日本人の悪い癖です。

抜本的にシステムを見直さないと何も変わらない。全てを個人の意識の問題とするのは間

違いだし、何も変わらない可能性が高いと思います。 

 人材育成改革ポイントの二つ目は、OJT と OFF-JT の連動です。 

OJT こそ日本の美徳で OFF-JT は限界がある。これからも OJT 中心でいくべきとの主張

があります。しかし、働き方改革を進める中でこれまでのような OJT が果たして機能する

かが疑問です。勤務時間を割いて教育を行う以上、時短と逆行する性格を持っています。よ

って、これから専門家を育成するという目的も重ね合わせれば、OFF-JT、つまり集合研修
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の充実は避けて通れないと思います。 

 これは、人生観とか仕事観を超えて、客観的な事実だと考えます。日本に比べ、外国では

OFF-JT 中心で人を育成しています。これからも OJT 中心という日本独特の方法で人材育

成を続けるべきかといった疑問があります。 

 また、OJT というのは、良い面も悪い面も再生産するシステムです。これは、教える側

に専門性がなければ、専門性は身につかないことを意味します。また、変化させることに弱

点があります。イノベーションは OJT では起きにくい。 

 しかし、私も日本の上司・部下関係に人材育成という要素が内蔵され、それが良い職場の

文化だとは思います。そこまでを破壊せよと言っているわけではありません。しかし、これ

までのように、ただ厳しい仕事を長時間やらせたら人は育つという発想から脱却して、計画

的、効果的な OJT にするよう創意工夫をする必要があります。OJT の改善と OFF-JT の充

実の組合せが求められるという訳です。 

 また、OJT と OFF-JT の連動も課題です。具体的には、OJT をする人を OFF-JT で鍛え

る必要です。OJT をやる人に、まず OFF-JT でしっかりと研修を施し、研修でスキルを上

げた人が、現場で OJT をやるという流れです。財務省も、何十年にもわたってこのような

研修を実施してきています。OJT 研修といった OFF-JT、集合研修の実施です。 

 先ほどお話ししたように、研修と言えば人材開発だけをイメージする人が多いのですが、

研修の目的は人材開発にとどまらず、組織開発も目的とすべきです。個人を変えるだけでな

く、個人と個人の関係を変えることによって組織を変える。この組織開発の手段としても研

修は有効です。ハラスメント防止研修もこの二つを同時並行して行う意識を持って設計す

ることが肝要です。一人ひとりの意識だけでなく、声を上げられる職場風土を作ることが防

止には大事だからです。組織開発を狙った研修では参加者の設定にも工夫が必要です。階層

で切るのではなく、職場単位で行うと職場全体を変えることに繋がります。階層別研修だと

その職場で選抜された職員だけが受けることになるので、職場全体の雰囲気を変えること

にはつながらないことが多いのです。さすがに全員で席を外して職場を空っぽにするわけ

にいかないのであれば、同じ講師を午前・午後 2 回講演をお願いしてやる。班別討議で同じ

班の中に上司と部下が存在すると逆に盛り上がったりします。 

 私が 近やっている研修の中身は、例えば「いい上司とは、いい部下とは？」というテー

マを、上司と部下が一緒になって議論するものです。いい上司とはどのような上司かについ

て持論を部下の前で語った上司は、行動で示すほかなくなります。 

 想いとかを語り合うプロセスを通じて、人間関係も変わります。上司部下関係は普通の人

間関係にはないものです。フラットな意識を作るため我々日本人は社内運動会、社員旅行な

どをやってきました。しかし、そのようなことが出来なくなった中、人事評価制度のように

組織内の立場の違いを強化するような制度も導入された。フラットな関係に戻すツールが

なくなり、バランスが崩れていることが様々な職場の問題を引き起こしているのかも知れ
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ません。残された有効な手段は、研修です。組織開発的な研修をやって人間関係も改善して

いく必要があるのではないかというのが私の提言です。 

 後のスライドについてお話しします。私が人事院の国際課長時代に、諸外国政府の人事

担当者と話すこともありました。カウンターパートの外国の公務員には博士号を持ってい

る人もいっぱいいます。そしてアカデミックなバックグラウンドは、社会心理学とか、みん

な人を扱うことをテーマにした学問分野を学んだプロフェッショナルです。私は大学で政

治学を学びました。外国では、政治学は人を扱う学問であり人事のプロの学問的なバックグ

ランドとしては不思議だとは思われません。一方、法律や経済を学んだ人が人事分野で働い

ているとむしろ意外に思われる。実際、私が講演の中でパワハラに関連して人は恐怖で行動

を変えさせることができるが意識までを変えることは出来ず、しかも長持ちしないなどと

いう話をします。これは、実は政治学から学んだことがベースにあります。恐怖で人は従う

ように思うかもしれないが、実際は、面従腹背に過ぎず、クーデターが起きるというのが政

治の教えるところです。 

 何を言いたいかというと、人事の専門性というのが、日本、特に公務組織ではあまり信じ

られていないということです。文系全体に言えることですが、理系ほど専門性に信頼がなく、

専門性を重要視しない傾向があります。しかし、民間企業の多くは、人事の専門家を戦略的

に作っています。それは人事が、競合他社との競争を勝ち抜く一番の武器だと思っているか

らです。「人で勝たないと勝てない」という発想です。 

 専門性を高めるためにどうすればいいかというと、人事の専門家を処遇するということ

が一つ。自治体ごとにやるのが無理ならば、複数の自治体で協力してやる。国家公務員では、

人事院や内閣人事局といった人事担当組織が各府省横断的な研修を実施している。人事の

専門集団が研修を継続して行うことにより人事に関する専門性が広く各府省に普及する仕

組みがあります。 

 確かに自治体職員にも自治体学校や市町村アカデミーなどしっかりとした組織がありま

す。しかしそれは、人事の専門性と研修が直結した仕組みとは残念ながら言い難い。人事院

や内閣人事局は人事の専門機関であると同時に研修の実施機関です。これからは、自治体の

人事担当者の専門性を磨くため、バックアップする組織の拡充が必要ではないかと私は思

います。 

 今の体制でもやれることがあります。一つ目は、人事担当者研修の充実です。人事担当者

に対する研修の波及効果は大きい。 

 二つ目は、情報を収集し 適解を得るための連携です。自治体は競合関係にもあるけど、

基本的には連携できる関係です。今回のような研修会を実施して情報を共有する。情報共有

は、職員の心構えとか、頑張りだけに期待せず、システムとして考えるということです。 

 三つ目は、公務組織特有の条件を理解する。マネジメントには、実は 2 種類あります。営

利組織のマネジメントと非営利組織のマネジメント。日本の公務組織の不幸は、民間企業の
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マネジメントから学び始め、未だにマネジメントは民間企業の専売特許のように思う人が

多い。私は例えば話としてこんな話をします。違う血液型を輸血されて、病気じゃないのに

病気になるという話です。民間企業で導入したものを、そのまま自治体でやってしまう。マ

ネジメントの研修講師はほとんどが民間出身者で、公務組織の制約を知らない。結果的に残

念ながら、研修で公務組織にマッチしないマネジメントを学ぶことが多い。 

 何を言いたいかというと、公務組織ではやってはいけないことをむしろやりすぎている

面はないかということです。営利組織では機能しても非営利組織では機能しないことがあ

る。本当に導入すべきか主体的に考えることが必要ということです。人事評価制度を例にと

ると、公務組織では構造的制約から完全相対評価になります。金銭報酬が組織成果を 大化

するかどうかは仕事の中身次第と言われていますが、公務という仕事が果たして効果を発

揮する仕事かどうか冷静に判断する必要があります。金銭的報酬はむしろ創造性を無くす

という主張さえあります。不思議なことですが、創造性とは無駄なことをしてもいい、やる

こと自身を楽しみ、それを目的と考える中で生まれるとも言われます。 も効率的に無駄を

省いて性急に答えを出そうと思うと創造性が発揮できないということです。 

 人は複雑な生物で、他の動物のように単純な動機付けでは思ったようには動かないとい

うことです。飴と鞭で競争環境を強化するかと言えば、そうでない場合がある。 

 このような複雑な人間観を前提としたモチベーションマネジメントスキルを学ぶことが

これからの管理職には必要です。管理職前にそのようなスキル研修を実施している自治体

は少ない。管理職になってからでは遅すぎるというのが私の主張です。管理職昇任前に実施

して、犠牲者を出さないようにする。それが、私の 後の提案です。 

 ご清聴ありがとうございました。 
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