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平成27年度 

「当たり前のこと」活動を通じた業務改善の取組 
―職員がやりがいを持ってその役割を果たすために― 

 
稚内開発建設部 総務課    ○鈴木 博宣 

                                  炭谷 史枝         
                                     

 コンプライアンスの推進や業務処理の効率化に当たっては、現下の定員管理情勢や社会的な

価値観の多様化などを考慮すると、実際に業務処理を行う職員の仕事や生活に対する意識の底

上げが必要であり、当部としても職場内ミーティングでの啓発やＯＪＴによる動機付けなど

様々な取組を実施してきた。しかし、意識の底上げについては、職員が自らの役割について考

え、自発的にコンプライアンスに係る取組を実行することによって初めて浸透すると考える。

職員に求められている役割を各々が果たすために当部で取り組んでいる「当たり前のこと」活

動について紹介する。 
 

キーワード：業務改善、コンプライアンス、ＷＬＢ  
 

 

1. 稚内開発建設部の目標 

 

 稚内開発建設部においては、宗谷地方１市８町１村を

管内に持ち、北海道開発局の社会的使命である安全・安

心な国土づくり及び活力ある自立した地域づくりを果た

すため、社会資本の整備を進めている。また、離島（利

尻島及び礼文島）を擁していることから、荒天時の人命

の安全や物流等の確保のため、災害等に対する危機管理

担当部局として、有事の際には、自らの所掌に限定せ

ず、特に、週末等においては限られた人員によって人命

救助、自治体への支援を行っている。 

 当部に負託された社会的使命を達成するために、毎年

度当初に「稚内開発建設部の目標」を立てるとともに、

その達成に向けた３つの手段を定め、全課所が一体とな

ってそれぞれの役割を機動的に実施している。                      

平成２８年度稚内開発建設部の目標

北海道開発局の社会的使命である安全・安心な国土づくり、活力あ
る自立した地域づくりを果たすため、社会資本整備を進める。また災
害等に対する危機管理担当部局として、自らの所管に限定せず、人命
救助、自治体への支援を行う。

手 段

1.地域との対話を大切にする

●地域の課題、ニーズを知るためにいろいろな相手との対話

●直轄で行う意義を意識した上で、地域課題、ニーズへの積極的な関与

2.危機管理の意識を持つ
●常に『危機管理要員である』との意識

●平常時から円滑な情報の伝達と共有

3.社会資本整備、危機管理を担う前提として、公正かつ効率的に職務を行う

●知識としてのコンプライアンスから常識としてのコンプライアンスへ

●ワーク・ライフ・バランスを意識した心身ともに健康な生活

 

 

 

2. 目標を達成するための取組について 

 

社会的使命の達成に係る取組を実質的に機能させるの 

は職員であり、各々の持つ能力が適正に発揮されること

によって、目標が達成されると当部では考えている。 

 定員管理情勢や社会的価値観の多様化など、組織を取

り巻く状況が目まぐるしく変化する中でも、国民のニー

ズに対して適切な対応を図ることが重要である。 

コンプライアンス推進計画や稚内開発建設部の目標に

係る取組をより実効性のあるものとするためには、職員

が自らの役割について考え、自発的に行動するととも

に、上司は職員のＷＬＢの推進をも踏まえた職場内の適

切なマネジメントを行うことが必要である。 

これらを踏まえ、稚内開発建設部の目標を達成するた

めに必要な３つの手段に関し、『トップが職員から日頃

の業務遂行上心がけていることを聞き取り、直接対話す

ることにより、自分の役割について考えるきっかけや職

員の自発的な行動及び適切なマネジメント力の向上に繋

がる』のではないかとの仮説の基、部長と全職員との意

見交換会を実施することとした。 

 

 

3．部長との意見交換会の概要（前半） 

        

(1) テーマ及び内容等 

テーマ：社会的使命を達成するための業務推進体制      

について 

内  容：「稚内開発建設部の目標」に掲げる３つの手段

について、業務遂行上心がけていることを重

点的に意見交換を行った。 

 

図－１ 稚内開発建設部の目標 
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(2) 参加対象者 

係長・専門官以下の職員を対象として、６月から７

月にかけて計１０回開催し（１回当たりの参加人数は

１０名程度）、管理職員を除く１４０名中８８名（約

６３％）が参加した。 

 

 

 

(3) 部長からの発言要旨 

・ コンプライアンスの取組は、局内における不祥事

によって世間との価値観の乖離が顕在化したことが

発端。 

・ 当初は法令遵守の徹底が主な取組であったが、時

間の経過とともに取組自体が仕事のようになりコン

プライアンス至上主義的となった。 

・ この経緯を踏まえ、我々の仕事の真の目的に基づ

き策定したのが現在の推進計画であり、「風通しの

良い組織風土づくり」、「人材育成」及び「効果的

な業務運営」の３つの柱で構成。 

・ 家庭生活を含めた日々の行動の中で自らの使命と

役割を考えていくことも推進計画の骨子。 

・ 職員一人ひとりが開発局の看板を背負って仕事を

するという自覚を持って必要なスキルアップを図る

とともに、横の繋がりを強化して効率的に業務を行

うことにより目的の達成を図っていきたい。 

・ 効率的に業務を進めるためには、自身の健康管理

やＷＬＢをも踏まえて、勤務時間内できちんと成果

を出すという意識で取り組むことが必要。 

  

(4) 参加者からの主な意見等 

   参加者からは、効率的な業務の進め方や適切なコミ 

ュニケーションの必要性、更には組織的に対応すること 

の必要性や「常識力」などに関する意見があった。 

・ 普段の挨拶やちょっとした会話が円滑な業務運営に

繋がる。 

・ 自分の役割の理解には、仕事を行う上での心構えで

ある「当たり前のこと」に対する気づきが必要。 

・ 達成感の一つとして「何もないこと」つまり「現状

をきちんと維持すること」に気づくこともその一つ。 

・ 業務改善には「常識力」の鍛錬が必要。 

・ 「開発局の常識は世間の非常識」とならないよう、

外部からの目を意識し続けることが重要。 

 

 

4. 部長との意見交換会の概要（後半） 

                             

(1) テーマ及び内容等 

前半と同じであるが、前半の意見交換会において、職

員自ら「社会的使命の達成」には職員が当然有すべき心

構えが必要だと認識していることを踏まえ、この心構え

を「当たり前のこと」と定義し、特に、この点について

意見交換を行った。 

 

(2) 参加対象者 

係長・専門官以下（前半で参加できなかった職員）及 

び補佐・上席級の職員を対象として、１０月から１１月

にかけて計５回開催し（１回当たりの参加人数は１０名

程度）、前半と合わせ管理職員を除く１４０名中１３８

名（約９９％）が参加した。 

 

(3) 部長からの発言要旨 

前半の発言に加え、以下が追加された。 

・ コンプライアンス推進計画や「稚内開発建設部の目

標」の取組を実質的に機能させるのは職員であり、

各々の自発的な行動がその取組の強化に繋がる。 

・ 職員として当然有すべき心構えである「当たり前の

こと」について正しく理解するとともに、世間との価

値観のずれが生じている場合は、それを他律的ではな

く自律的に修正できる組織づくりが必要。 

・ 自発的な行動は、自身の生き方にも役立ち、その先

の人生も豊かなものになるのではないか。 

 

(4) 参加者からの主な意見等 

   意見交換の内容について、「当たり前のこと」に絞 

ったことにより、仕事をする上での心構えや生き方その 

ものなどに係る意見が多く見受けられた。                       

・ 効率的な業務処理を適切に行うためには、良好な人 

間関係づくりに努力することが必要。 

・ 物事に対して自分なりに面白さを見つけるなど主体 

性を持って行動することで「人間力」が養われる。 

・ 先を見越した事前準備や自己管理の徹底が精神的な 

安定をもたらすと同時に家庭生活の充実にも繫がる。 

・ 仕事を行う上で「出来ない」からスタートするのは 

やめよう。 

・ 常に何かを得ようと前向きに捉えることで、自分の 

役割を全うするための「気づき」に繋がる。 

・ 「気づき」を仕事や日常生活に活かし、職場内で共

有することにより強固な組織基盤が形成される。 

図－２ 部長との意見交換会の様子 
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5. 意見交換会を通じて分かったこと 

 

職員から得られた意見を総括すると「当たり前のこ

と」を正しく理解し、組織内で共有することにより、効

率的な業務処理や適切なコミュニケーションに繋げるこ

とが出来る。また、自分の役割を全うする上でも「当た

り前のこと」を正しく理解していることが前提であり、

仕事のやりがいや生きがいにも「当たり前のこと」の理

解が大きく関わっていることなどが分かった。 

「当たり前のこと」の中には、「挨拶を行う」、「ル 

ールやマナーを守る」、「体調を管理する」、「身の回

りを整理整頓する」など組織の目標達成に係るものとい

うよりは社会人として当然身についていなければならな

いものも含まれる。 

当部では、本年度、スピード違反で検挙される事案が 

多数発生し、その都度、幹部会議や課所長会議を開催す

るなどして注意喚起を行ってきたところであるが、その

後も発生が続いたことから、違反した職員から聞き取り

調査を実施した。結果、違反が多発していることは理解

していたが、注意力の散漫等でついスピードを出してし

まったというものが大半を占めていた。このことは、法

定速度を守らなければならないという当たり前のことが

職員の心に深く染みていないことを裏付けている。  

平成２７年度北海道開発局コンプライアンス推進計画 

においては、法令遵守のみならず北海道開発局に期待さ

れる社会的使命の達成に向けた取組を重点的に推進して

いくこととしており、これを着実に実践していくために

は、職員各々の更なる資質の向上を図るとともに、それ

を縦横のつながりとして結束させることにより強固な組

織基盤を形成することが求められる。 

「社会的使命の達成」を【家】に例えるならば、コン 

プライアンス推進計画はそれを支える【土台】であり、

その家を沈下させず安定して支え続けるためには、強固

な【地盤力】が必要だということである。この地盤力こ

そ、コンプライアンスに係る取組を職員の意識や組織風

土に自然に定着・安定させるものと考える。 

社会的使命の達成

■北海道開発局コンプライアンス推進計画

目的達成のための取組

■稚内開発建設部の目標

【家】

コンプライアンスに係る取組を自然に定着・安定させる

「当たり前のこと」の正しい理解と共有

【土台】

【地盤力】 目的達成の取組を支える強固な地盤力の形成

 

 

6. 地盤力を強化するために行ったこと 

 

当部においては、組織を支える地盤力を強化し、コン

プライアンスに係る取組を自然に定着・安定させるため

の一連の取組を「当たり前のこと」活動と称し実施する

こととした。 

「当たり前のこととは何か」について考えることは、

自らの役割を改めて確認するきっかけとなるとともに、

これらの結果を取りまとめ部内で共有することにより

「当たり前のこと」に対する理解が更に深まるという循

環に繋がると考える。 

職場内において日常的に行われている打合せや些細な

会話もその内容によっては、「当たり前のこと」活動に

含まれるものであり、職員の意識の向上とともにこの活

動を活性化させ、職員の自発的行動を促すことが望まし

いと考える。 

当部としては、この「当たり前のこと」活動を行うに

当たり、今年度は「当たり前のこと」の体系的な整理を

行うとともに、職員から得られた業務改善に繋がる提案

について改善方策を検討し業務改善メニューとして取り

まとめ、部内で共有した。また、今年度の取組を総括

し、部長と課所長級の職員との意見交換会を実施した。 

 

目的達成の取組を支える強固な地盤力の形成

部長との
意見交換会

業務改善の
提案

改善方策の
取りまとめ

部内で共有

「当たり前の
こと」の抽出

体系的な
整理

部内で共有

【地盤力】

 

 

 

(1) 「当たり前のこと」の体系的整理と共有 

今年度、計１５回に亘って開催した部長との意見交換

会の結果については、都度、概要を取りまとめ電子メー

ルにより課所長に周知した。 

また、職員から得られた「当たり前のこと」について

は、体系的に分類し整理を行った。 

なお、取りまとめた内容は、部内全体で共有するとと

もに、各課所の職場内ミーティング等において活用する

よう課所長に対して周知を図った。 

(a) 効率的な業務処理 

・自己マネジメント能力の向上 

・仕事の進め方やスケジュールの共有 図－３ 社会的使命の達成に必要となる地盤力 

図－４ 「当たり前のこと」活動の循環 
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図－５ 業務改善メニュー（一部抜粋） 

・事前の準備の徹底 

・組織的な対応力の向上 

・常識力の鍛錬  

・書類の整理・整頓 

(b) 適切なコミュニケーション 

・正しい挨拶とマナー 

・適時適切な報・連・相 

・良好な人間関係の構築  

(c) 仕事に対する心構え 

・自分の役割の認識 

・目的や目標の明確化 

・客観的な現状把握 

・人間力の向上 

・ＷＬＢの向上     （※詳細は「付録」に掲載） 

  

(2) 職員から得られた提案に係る業務改善の取組 

部長との意見交換会で職員から得られた業務改善に繋

がる提案については、関係課所と連携して必要な検討を

行い、業務改善メニューとして取りまとめ、全職員に周

知している（１２月末現在、４２件の提案の内３６件を

取りまとめた。）。 

業務改善方策の検討に当たっては、その検討段階にお

いて関係職員の業務負担となることもあることから、課

所長が「旗振り役」となり職員に対して業務改善の目的

や必要性について丁寧に説明するとともに、その成果が

具体的に目に見える形となることで、業務改善に係る取

組が組織全体に伝わるものと考える。 

 
提 案 等 対  応 

 地域の経済動向に関する情報の

収集及び取りまとめに係る業務処

理に当たっては、多種多様なデー

タがストックされているが、メン

テナンスが必要なデータと不要な

データの区別が曖昧になってい

る。そのため、データのメンテナ

ンスに当たって、無駄な作業を行

っている可能性があるのではない

か。 

 データの保存先が統一されていなかっ

たり、担当者によって保存場所が異なる

などの非効率な部分が見受けられるた

め、データを整理し、人事異動で担当者

が変わっても分かるようなファイル管理

のルールを作成することで、時間のロス

を減らした。【１１月２０日から実施】

 ストックされているデータを検証し、

不要なデータの洗い出しを行うことで、

メンテナンス作業の軽減を図った。 

【１０月２３日から実施】 

 文書管理事務については、部長

公文書の省略だけではなく、次長

や課長の事務連絡についても省略

できると更に簡素化が図られる。 

 部内通知文書に係る手続きの簡略化に

ついて、次長及び課長の事務連絡文書に

ついても部長公文書と同様に部内の取扱

いルールを定め適用範囲を拡大した。 

【１０月１日から実施】 

 基本的なルーティンワークの年

間スケジュールや処理手順をイン

トラや掲示板等へ掲載することに

より、新たにその業務に携わる者

や関係する職員の業務改善に繋が

るのではないか。 

 庶務事務の集約化に係る事務処理手順

（マニュアル）については、これまで各

課所の当該事務担当者のみに配布してい

たが、総務課掲示板に掲載し、全職員が

把握できるようにした。 

【９月２５日から実施】 

 業務処理を自課の進行管理だけ

ではなく、業務全体の処理スケジ

ュールをあらかじめ把握する方策

を講じることにより、簡素効率化

及び超過勤務の縮減に繋がるので

はないか。 

 一般競争(物品・役務)の発注に当たっ

て各課で作成を要する書式の簡略化及び

基本項目入力によるリンク化を図り、入

札スケジュールと合わせ掲示板に掲載し

た。 

【６月２３日から実施】 

 自らが編み出した業務処理方策

について共有化を図るべきではな 

 物品・役務の一般競争・オープンカウ

ンター、見積依頼等発注の際にスタッフ

(3) 部長との意見交換会（課所長級）の実施 

 １２月１１日に課所長級の職員を一堂に会し、これま

での職員との意見交換会の結果や「当たり前のこと」活

動の必要性について、部長から直接、丁寧に説明し意見

交換を行った。 

その結果、参加者からは「当たり前のこと」活動の有

効性について、共感する意見が多く出された。 

(a) 職員の自発的な行動の啓発に係る取組について        

・ 時代や状況の変化に対する「あきらめ感」や「失望 

感」を払拭するためには、管理職員自ら「やる気」を 

見せることが必要。 

・ 成果はしっかりほめ、ミスはその場で指導。 

・ 各職員の仕事の状況を理解し、アイディアや効率的 

な進め方について話し合う。 

・ 業務処理結果について検証し、職場内で共有。 

(b)「当たり前のこと」活動に係る意見 

・ 職員の自発的な行動を当たり前にすることが必要。 

・ 「当たり前のこと」活動を継続することが重要。 

 

また、事後アンケートにおいても約９０％の参加者が

「大変参考になった」または「参考になった」と回答し

ており、今後も部長との意見交換会を開催することにつ

いては、約８６％の参加者が「大変有意義だと思う」ま

たは「有意義だと思う」と回答している。 

 

 

 

 

7. 「当たり前のこと」活動の効果と課題 

 

今年度の「当たり前のこと」活動を通じて、次のよう

な効果と今後に向けた課題が見受けられた。 

 

(1) 効果 

「当たり前のこと」活動の効果は、職員の「やる気」

や組織内の「風通しの良さ」の向上など、定量的に表す

ことは難しいが、効率的な業務処理等に対する意識の向

上により、次のような効果が表れているものと考える。 

図－６ 課所長級職員との意見交換会の様子 
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(a) 業務改善メニューの取りまとめ 

職員から提案のあった４２件の内、３６件を業務改善

メニューとして取りまとめた。（１２月末現在） 

(b) 超勤縮減 

効率的な業務処理に対する意識の向上により、対前年

度比で約２０％縮減した。（１１月末現在） 

(c) コミュニケーションの活性化 

業務改善に積極的に取り組んでいる職場は、超勤の縮 

減も順調に進んでいる傾向にあるなど、業務改善の進捗

と超勤縮減には、ある程度の相関性が見受けられた。こ

れは、課内のコミュニケーションが活発で、同じ目標に

向かって職員が自ら考え、自発的に行動することの成果

が表れているものと思われる。  
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 (2) 課題 

部長との意見交換会での職員からの発言の中には、

「昔はよかった」、「状況が変わってしまったので仕方

がない」、「ゆとりがない」というような現状を直視し

ない懐古主義的な意見も散見されており、「当たり前の

こと」活動を組織に浸透させていくことは容易なことで

はないと言える。 

 また、「当たり前のこと」は、挨拶やマナーなどの普

遍的なものもあるが、状況に応じて変質すべきものもあ

ると考える。 

(a) 時代や環境に影響を受けない普遍的なもの 

ＯJＴや年度当初の課所長会議及び職場内ミーティン 

グ等を通じて職員に対して周知を行う。 

(b) 時代や環境及びニーズに応じて変わるもの 

常に外から何が求められているのかをアンテナを高く

して収集し、その時点に合った「当たり前のこと」を作

り上げていくことが必要。 

よって、常に「今何が当たり前のこととなるのか。」

について自問自答し、職場内において話し合うととも

に、場合によっては、外部からご意見を拝聴するなど、

その時々の状況に応じた自発的な行動が求められる。  

 

 

8. まとめ 

 

 「当たり前のこと」活動について取りまとめると、以 

下の４項目に分類される。 

 

(1) 「当たり前のこと」の正しい理解と共有 

「当たり前のこと」活動は、職員が「当たり前のこ

と」について考えるきっかけをつくることから始まる。 

「当たり前のこと」を正しく理解し、組織内で共有す

ることにより、効率的な業務処理や適切なコミュニケー

ションに繋げることができる。 

 

(2) 組織を支える強固な地盤力の形成 

「当たり前のこと」活動を通じて、職員が「自分の役

割」を改めて確認することにより、更なる資質の向上が

図られ、業務改善等に係る自発的な行動に繋がるととも

に、組織を支える強固な地盤力が形成される。 

 

(3) コンプライアンスに係る取組の実効性の向上 

職員の資質が向上し、組織を支える地盤力が強化され

ることにより、北海道開発局コンプライアンス推進計画

や稚内開発建設部の目標に係る取組がよりきめ細やかで

実効性のあるものとなる。 

 

(4)北海道開発局に負託された社会的使命の達成 

コンプライアンスに係る取組が職員の意識や組織風土

に自然に定着・安定することにより、組織を様々な情勢

の変化にも適応させることが可能となり、永続的に北海

道開発局に負託されている社会的使命を達成することが

できる。 

 

平成２７年１０月１４日に行われた「北海道開発局コ

ンプライアンス第三者委員会」による意見交換会では、

図らずも「自分たちが入った部署でやっていることが当

たり前なのか、当たり前じゃないのか」という委員の方

からの発言も見受けられた。 

当部としては、この「当たり前のこと」活動を今後も

継続していくためには、トップマネジメントとして取り

組むことで部内に循環させるとともに、その中で得られ

た結果を踏まえ、内容を繰り返しブラッシュアップして

いきたいと考えている。 

最後に、今年度の部長との意見交換会を通じて職員か

ら得られた「当たり前のこと」について、付録として次

頁に掲載したので御活用していただければ幸いである。 

図－７ 超過勤務の状況（過去３ケ年の月別比較）
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【付録】職員から得られた「当たり前のこと」一覧 

■効率的な業務処理  

【自己マネジメント能力の向上】 

□ 常に先を見越し想定外の事を意識し、プライオリティーやデマケ

を予め決めておくことで余力が生まれ対応力が向上する。 

□ 業務全体の流れを把握し簡素効率化及び超勤縮減に努める。 

□ 業務処理を効率的に行うためには、全体を網羅的に行うのではな

く、不要な部分をいかに切り捨てるかがポイント。 

□ そのために必要な情報の全てを所有するのではなく、都度、必要

な情報のみを抽出し不要になった時点で捨てるという感覚が必要。 

【仕事の進め方やスケジュールの共有】 

□ 業務処理に当たっては、一人で精度を高めるよりも、先ず上司や

スタッフ内で業務の進め方について打合せを行うことで手戻りや無

駄な作業を防げるともに、業務処理状況の共有化が図られる。 

□ 業務を円滑に進めるためには、必要な情報を積極的に吸い上げる

とともに、その内、上司に伝えるべき情報の判断を間違わないよう

にすることが重要。 

□ ルーティンの業務処理内容や自らが改善した業務処理方策の共有

化が業務改善に繋がる。 

□ 業務改善を考える際には、対処方策（出口）ではなく、そもそも

論（入り口）を考えることで解決に繋がることがある。これらの話

し合いや検討を行えるのが「風通しの良い職場」である。 

□ 業務の効率化に当たっては、地域の実情を踏まえた柔軟な対応が

必要。 

【事前の準備の徹底】 

□ 業務処理に当たって必要となる関係法令や規程等を事前に整理し

ておくことで、適正かつ効率的な業務処理を行うことができる。 

□ コンプライアンスに係る取組の本質を見極める中で、業務上の問

題点を明らかにすることが業務改善に繋がる。 

【組織的な対応力の向上】 

□ 縦横の繋がりを意識することで業務の効率化が図られる。 

□ 業務分担の明確化が超勤縮減に繋がる。 

□ 効率的に情報を伝達するためには、誰もが理解しやすい言葉でポ

イントを示す配慮が必要。 

【常識力の鍛錬】 

□ 業務改善には「常識力」の鍛錬が必要。 

□ 常識力の鍛錬を行うことで、事務処理の精度や先を見越したスケ

ジュール管理が可能となり、業務処理の無駄が省ける。 

【書類の整理・整頓】 

□ 必要な情報をいつでも引き出せるように書類やデータを整理して

おくことが、スムーズな業務処理に繋がる。 

 

■適切なコミュニケーション  

【正しい挨拶とマナー】 

□ 普段の挨拶やちょっとした会話が円滑な業務運営に繋がる。 

□ 適切なコミュニケーションのためには、相手が求めるものを積極

的に情報収集し提供することが大切。 

【適時適切な報・連・相】 

□ 風通しの良い職場環境づくりが、適切な報・連・相に繋がる。 

 

 

□ 適切な報・連・相を行うためには、自分で判断できることと組織

的に対応すべきことを正しく区別することが必要。 

【良好な人間関係の構築】 

□ 経験のない仕事を行う上では、人間力及びコミュニケーション力

が重要。 

□ 相手に自分を信頼してもらうことが、円滑なコミュニケーション

に繋がる。 

□ 顔の見える関係づくりが円滑な業務処理に繋がる。 

□ 自らの業務だけではなく他の担当者の状況にも耳をそば立て、必

要な手助けを行うことにより、組織的な業務遂行レベルが向上す

る。 

□ 効率的な業務処理を適切に行うためには、良好な人間関係づくり

に努力することが必要。 

 

■仕事に対する心構え  

【自分の役割の認識】 

□ 自分の役割を理解するためには、仕事を行う上での心構えである

「当たり前のこと」に対する「気づき」が必要。 

□ 達成感の一つとして「何もないこと」つまり「現状をきちんと維

持すること」に気づくこともその一つ。 

□ 自分が組織を牽引する意欲を持って仕事に取り組むことにより、

自分の立場でなすべき適切な行動が見えてくる。 

□ 指導的立場にある者は、自身のキャリアパスを見据え「上位の役

職者ならどう考える」という意識を持つことが必要。 

□ どのような状況下においても、常に何かを得ようと前向きに捉え

ることで、自分の役割を全うするための「気づき」に繋がる。 

□ 仕事で得た「気づき」を日常生活に活かし、日常生活で得た「気

づき」を仕事に活かすとともに、それらを職場内で共有することに

より強固な組織基盤が形成される。 

【目的や目標の明確化】 

□ 仕事の目的を明確にすることで組織的な役割も明確になる。 

□ 国民や組織から求められる目標の達成に向けて精一杯努力すると

ともに、努力している自分を俯瞰できるのがプロ意識である。 

【客観的な現状把握】 

□ 「開発局の常識は世間の非常識」とならないよう、外部からの目

を意識し続けることが重要。 

□ 過去のノスタルジーに縛られていては、進むべき方向を見い出す

ことはできない。 

□ 現実をありのままに捉えた上で、公務員として期待される役割を

全うすることが重要。 

【人間力の向上】 

□ 仕事を含め物事に対して自分なりに面白さを見つけるなど、主体

性を持って行動することで「人間力」が養われる。 

□ 業務外の経験で得た見聞は、仕事や人生に活かすことができる。 

□ 仕事を行う上で「出来ない」からスタートするのはやめよう。 

【ＷＬＢの向上】 

□ 先を見越した事前の準備や自己管理の徹底が精神的な安定をもた

らすと同時に、家庭生活の充実にも繋がる。 


