
Chikara Sugii, Hiroshi Ueno, Masataka Haginaka 

平成27年度 

風通しのよい職場、達成感・充実感を得られる

職場づくりの取組 
―「コミュニケーションミックス」を意識した 

発展的取組の実践― 
 

釧路開発建設部 広報官付    ○杉井  力 

技術管理課    上野 大志 

地域振興対策室  萩中 政貴 
 

 釧路開発建設部では、「風通しの良い明るい職場」づくり等の実現に向けた取組として、昨

年度から「部内報」を活用した取組を実践している。更に今年度は、課所段階及び職員自身に

取組が浸透するよう「直接コミュニケーション」を意識した取組も加え、従来より一歩進めた

取組を実践している。本発表では、これまでの取組状況を報告するとともに、今後に向けた課

題の抽出と考察を行うものである。 
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1. はじめに  

 

 釧路開発建設部では、業務推進方針に掲げられている

「風通しの良い職場」、「仕事がしやすい明るく楽しい

職場」、「職員が新たなことにチャレンジできる活力あ

る職場」づくりに向けた取組を実践している。 

昨年度は、出来るだけ手間をかけず出来ることから始

めるという前提から「部内報」を活用した取組を実践し、

職員間のコミュニケーション促進や職務に対するモチベ

ーションの向上、職務を通じた達成感や充実感の醸成を

図ったところである。 

上記に加え今年度からは、課所段階及び職員自身に取

組が浸透するよう「直接コミュニケーション」を意識し

た取組も加えながら、職場環境の改善に向けた取組を進

めている。 

職場環境づくりの大切さは多くの人が感じてはいなが

らも、改善に向けて具体的に行動を起こすとなると、な

かなかその一歩が踏み込めない、また、何をすれば良い

のか分からないといったところが実情ではなかろうか。 

本稿では、「風通しの良い職場、達成感・充実感を得

られる職場」の実現に向けた取組として、今年度実践し

た事例における創意工夫の内容を紹介するとともに、取

組に対する評価の分析と考察を行うものである。 

以下、昨年度の取組状況の振り返りとあわせ、順を追

って説明を行う。 

 

 

2.  昨年度の取組状況 

 

(1)  場の創出（枠組みの提示） 

 平成26年6月16日、「風通しの良い職場、達成感・充

実感を得られる職場」づくりを実践していくための場と

して、総務課・技術管理課・広報官・地域振興対策室

（以下「4課室」という）の管理職員とそれぞれの係長

級職員（以下「担当者」という）からなる「せんけん職

場環境づくりプロジェクトチーム」（以下「職場環境づ

くりPT」という）を発足させ、この枠組みの中で、4課

室による横断的かつ重層的な取組を進めることとした。 

取組を進めるにあたっては、出来るだけ手間をかけず、

まずは出来ることから始めようという前提に立ち、管理

職員から既存の「部内報」を活用した取組が、我々担当

者へ提案された。図-1にの職場環境づくりPTの枠組みを

示す。 

総務課
管理職員

技術管理課
管理職員

広報官
管理職員

地域振興対策室
管理職員

部下職員 部下職員 部下職員 部下職員

横 断 的 取 組

関係課室による連携

重
層
的
取
組

コ
ー
チ
ン
グ

・
創
意
工
夫

部内広報

部 全 体 の 取 組

・部の動き
・職員に光を当てる
・地域情報
・投稿記事募集

・既存ツールの活用

図-1 職場環境づくり PTの枠組み
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(2)  部内報の活用とその評価 

部内報の活用における、我々担当者による創意工夫の

内容は既報2）のとおりであるが、「地域の中で職員が活

躍している様子を伝えることで、職務に対するモチ 

ベーションが向上して欲しい」、「部内報を契機として、

職場内のコミュニケーションが活性化されて欲しい」と

いった思いの下、平成26年度は計8号の部内報を発行し

た。 

併せて、部内報のリニューアルが職員にどのように評

価されているのか、また部内報以外にも「風通しの良い

明るい職場環境」の創出につながる取組がないか、幅広

く職員から意見を聴取することを目的としたアンケート

調査を実施した。 

調査結果については既報に記述しているところである

が、リニューアル後の「部内報」は多くの職員に読まれ

ており、内容についても一定の評価がされていることが

分かった。また、リニューアルされた部内報は風通しの

良い明るい職場環境の創出につながるかどうかについて

も、多くの職員から効果的であると回答を受けた。 

また、風通しの良い明るい職場環境の創出につながる

取組として、コミュニケーションの向上（挨拶の徹底、

職場間レクリエーション実施、各課所との意見交換、報

連相のしやすい関係の構築・雰囲気作り）等の意見が寄

せられ、このような思いを、今後どのように職場内へ反

映させていくのかが課題とされた。 

 

 

3.  今年度の取組状況 

 

(1)   方針の策定 

平成27年6月16日、4課室の管理職員及び担当者による

PT全体会議を開催し、取組を進めて行く上での今年度方

針の策定を行った。 

 昨年度から取り組んでいる部内報については、管理職

員から「技術職や若手職員ばかりでなく、その他の職員

にも光を当てて」、「現場の事務所へ取材に行ってみて

は」などのアドバイスがあった。また、職員アンケート

において紙面の充実に向けた貴重な意見が寄せられたの

で、できる限り職員の望んでいる情報を発信していける 

よう、担当者の更なる創意工夫のもと取組を進めること

とした。 

加えて今年度は、部内報による情報発信という間接的

なコミュニケーションのみにとどまらず、各職場におい

て職員同士が直接的にコミュニケーションを図るための

きっかけづくりを行い、部全体に職場環境の改善に向け

た取組が浸透していくことを目標として掲げ、目標の実

現に向けては、直接コミュニケーションと間接コミュニ

ケーションを相互に活用することが有効ではなかろうか

との仮説の下、「コミュニケーションミックス」の手法

を用いることが提案された。これは、昨年度のアンケー

ト調査において、コミュニケーションの基本は「直接コ

ミュニケーション」であり、部内報はあくまでも補完的

なものであるという意見を踏まえた提案である。図-2に

取組のイメージ図を示す。 

 

(2)  コミュニケーションのきっかけとなる取組 

a)  せんけん職員「元気にあいさつ運動」 

 「コミュニケーションミックス」を意識した取組を進

めるにあたっては、いかにして直接コミュニケーション

を図るためのきっかけづくりを行うかという手法が論点

となったが、本稿2.(2)で示したとおり、昨年度の職員

アンケートで風通しの良い明るい職場環境の創出につな

がる取組として挙げられた「挨拶の徹底」に着目し、

『せんけん職員「元気にあいさつ運動」』（以下「あい

さつ運動」という）と称した運動を進めることとした。 

運動を進めるにあたっては、職員一人一人が気軽な気

持ちで取り組める雰囲気が大事であると考え、運動自体

を強制（組織的な指導）せず、職場環境づくりPTが主導

となり、部内報でのプロモーション活動を行っている。

図-3に部内報への掲載状況を示す。 

職場における挨拶が果たす役割については、「仕事上

図-2 取組のイメージ図 図-3 「あいさつ運動」掲載状況 
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の会話以前の行為であり、まさにコミュニケーションの

第一歩である」3)と指摘されているが、本取組を通じ、

取組に賛同する職員による挨拶が実践されることにより、

他の職員にも意識の変化がもたらされ、自然と職場の内

外問わず「明るく元気にあいさつを交わす」という習慣

が定着し、職場内においてはコミュニケーションが活性

化され、明るく楽しい職場になっていくことが期待され

る。 

また、上記のような状態に至った場合、職場外におい

ては、開発局職員のイメージアップが図られ、それによ

り地域から信頼を得ることにつながり、延いては職務に

おける達成感・充実感につながっていくという効果が得

られるものと考える。 

b)  せんけん「ＷＬＢ・業務改善コンペ」 

『せんけん「WLB・業務改善コンペ」』（以下「WLBコ

ンペ」という）は、ワークライフバランス（WLB）の推

進や業務改善に向けた取組について、課所段階から一歩

ずつ取組を進めて行くこと目的として、始めた活動であ

る。 

業務改善の必要性については、これまでにも様々な場

面で周知がなされており、各課所において様々に工夫を

施していると思われるが、コンペ（応募）形式にし、優

れた取組に対して表彰を用意することで、各課室からの

掘り起こしが期待される。 

平成27年9月17日に発行した部内報第64号においてコ

ンペ実施の告知及び応募を開始したところ、平成27年12

月現在、5課所・7件の応募が寄せられている。エントリ

ーされた取組については、その経緯や効果等について、

順次部内報を通じて情報共有を行っており、他課所が取

組を進めていく上でのヒントとなり、それによって職場

内コミュニケーションが活性化され、更なる応募の掘り

起こしにつながり、当該取組が職場全体に広がるよう創

意工夫をしながら取組を進めている。部内報における取

組紹介の状況を図-4に示す。 

c)  部内報「せんけんマガジン」 

前年度から作成している部内報「せんけんマガジン」

であるが、発行にあたっては都度編集会議を行い、いか

に職員に興味・関心を持ってもらえるか、現在も試行錯

誤を重ね作成にあたっている。 

機能面では、表紙にリンクを設定した目次をつけ、気

になる記事だけでも読めるよう改良を行った。「PDFの

リンク機能を生かして、全てをスクロールしなくても見

られる工夫があると良い」という職員からの提案を参考

にしたものである。 

内容面では、上述a)及びb)の話題のほか、「地域で活

躍する職員の紹介」や「地域イベント情報・参加レポー

ト」といった従来からの情報に加え、懇親会や各種表彰

の様子、サークル活動紹介、新人や退職者の紹介など、

できるだけ多くの職員を部内報に登場させることで、職

場内コミュニケーションの活性化を図る工夫を行ってい

るが、これは、方針の策定を行う際に管理職員からいた

だいたアドバイスを踏まえたものである。 

また、地域からいただいた感謝の声を掲載することで、

職務に対するモチベーションの向上を図る工夫や、部主

催によるイベント等への協力依頼を掲載することで、イ

ベント等に対する一体感の醸成を図る工夫なども施して

いる。図-5に紙面作成における工夫の様子を示す。  

図-4  「WLBコンペ」取組の紹介 図-5  紙面作成における工夫の様子 
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4.  アンケート調査の実施 

 

 このように我々職場環境づくりPTは、「風通しの良い

明るい職場づくり」に向けて、部内報を活用しながら直

接コミュニケーションの活性化を図るべく取組を進めて

きているが、昨年来の取組を通して、職場の雰囲気また

は職員自身の意識や行動に、何か変化やその兆しはある

のだろうか。 

これらの現状を把握し、さらに取組に対する職員の率

直な意見を伺うため、昨年に続き、PC上で実施可能なア

ンケートシステムを活用した調査を実施することとした。 

 アンケートの内容は、1点目として、部内報の閲覧状

況、紙面や内容に対する評価といった、部内報そのもの

に対する評価に視点を置いた設問とした。 

2点目として、本年度から実施している直接コミュニ

ケーションの活性化を狙った取組（「あいさつ運動」、

「WLBコンペ」）の認知度と、それによる意識等の変化

に視点を置いた設問とした。 

3点目として、昨年来実施しているこれら取組が「風

通しの良い明るい職場」づくりという目標へ寄与してい

るかに視点を置いた設問とした。 

  

 

5.  アンケート調査の結果 

 

 アンケート調査は、PCが貸与されている行（一）職員

354名を対象に、平成27年11月24日から30日までの7日間

において実施した。回答数は240件(回答率67.8％)であ

った。 

 

(1) 部内報に対する評価 

a)部内報の閲覧状況 

 『Ｑ1：部内報「せんけんマガジン」をご覧になって

いますか』という設問に対し、「①毎回読んでいる」は

56.3%(135件)、「②ときどき読んでいる」は32.1%(77件)

であった。①と②を合わせた「読んでいる」の回答が

88.3％(212件)となり、多くの職員に部内報が読まれて

いる。一方、「③ほとんど読んでいない」は8.8%(21件)、

「④読んでいない」は2.9％(7件)であった。 

b)紙面や内容に対する評価 

『Ｑ2：Ｑ1で「①・②・③」の回答をした方にお聞き

します。紙面や内容についてどう感じていますか』とい

う設問に対し、「①良い、面白い」は63.8％(148件)で、

紙面や内容に対して一定程度の評価を得た。また、「②

良くない、面白くない」は1.7％(4件)、「③どちらとも

いえない」は33.3％(80件)であった。なお、「Ｑ1で

①・②・③」の回答数は233であるが、「Ｑ2」の回答数

は232であり、ここではN=232として率を計算している。 

c)部内報の更なる充実に向けて 

『Ｑ3：部内報が職員の皆さまにとって役立つものと

なるよう、今後どのような話題を掲載または充実させる

とよいと思いますか』（複数回答可）という設問に対し、

522件の回答が寄せられ、内訳は「①各課（室）所の業

務内容など職場紹介」は123件、「②仕事や余暇など職

員の話題」は86件、「③おすすめスポットなど地域情

報」は126件、「④イベントの実施など業務上のお知ら

せ」は123件、「⑤ワークライフバランスの推進や業務

改善に向けた各課（室）所での取組事例」は59件となっ

た。 

その他「取組事例ではなく問題共有も必要なのでは」、

「前任や経験者などの埋もれている知恵、知識の活用」、

「女性の仕事や活躍（特に技術職）」といった意見が寄

せられる一方で、「部内各事業の情報共有の方法が部内

報である必要を感じない」との意見も寄せられた。 

d)部内報への投稿意向 

『Ｑ4：部内報では各種イベントの体験談やサークル

紹介などの記事を募集していますが、投稿の依頼があっ

た場合、投稿してみたいと思いますか』という設問に対

し、「①是非投稿したい」は2.5％(6件)、「②投稿する

かもしれない」は33.3％(80件)であった。一方、「③あ

まり投稿しようとは思わない」は41.7％(100件)、「④

投稿しない」は22.5％(54件)であり、合わせて64.2％

(154件)の職員が投稿に積極的ではないことが伺え、わ

ずかながら投稿意向に改善が見られたものの、昨年度と

ほぼ同様の結果となった。 

 

(2) 直接コミュニケーションの活性化を狙った取組に対

する評価 

a) 取組の認知度 

 『Ｑ5：部内報で「あいさつ運動」や「WLBコンペ」と

いった取組を呼びかけていることを知っていますか』と

いう設問に対し、「①知っている」は40.4%(97件)、

「②知らなかった」は59.6%(143件)であった。 

b) 「あいさつ運動」による意識等変化 

『Ｑ5-1：Ｑ5で①の回答をした方にお聞きします。

「あいさつ運動」の呼びかけをご覧になり、ご自身の意

識や行動、又は職場の雰囲気に何か変化はありました

か』という設問に対し、「①変化があったと思う」は

25.9％(29件)、「②特に変化はないと思う」は74.1％(83

件)であった。なお、「Ｑ5で①」の回答数は97であるが、

「Ｑ5-1」の回答数は112であり、ここではN=112として

率を計算している。 

また、「①変化があったと思う」具体例として「外部

からの来庁者の方と廊下ですれ違う際に以前は会釈だっ

たのが、今は声を出して挨拶するようになった」、「意

識して挨拶するようになった」等10件の回答が寄せられ

た。 
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c) 「WLBコンペ」による意識等変化 

『Ｑ5-2：Ｑ5で①の回答をした方にお聞きします。

「WLBコンペ」の呼びかけをご覧になり、ご自身の意識

や行動、又は職場の雰囲気に何か変化はありましたか』

という設問に対し、「①変化があったと思う」は19.0％

(19件)、「②特に変化はないと思う」は81.0％(81件)で

あった。なお、「Ｑ5で①」の回答数は97であるが、

「Ｑ5-1」の回答数は100であり、ここではN=100として

率を計算している。 

 また、「①変化があったと思う」具体例として「仕事

の効率性や余暇の充実等、仕事と私生活のメリハリがつ 

くようになった」、「職場の雰囲気が段々と良くなって 

いる」という回答が寄せられた。 

 

(3)  風通しの良い明るい職場づくりへの有効性 

a)  本取組による職場の雰囲気の変化 

『Ｑ6：昨年度から進めている本取組を通じて、あな

たは職場の雰囲気に変化を感じますか』という設問に対

し、「①良くなった」は3.8％(9件)、「②良くなりつつ

ある」は22.9％(55件)、「③変わらない」は71.7％(172

件)であった。なお「④悪くなりつつある」、「⑤悪く

なった」との回答も合わせて1.6％(4件)あった。 

b) 風通しの良い明るい職場づくりへの有効性 

『Ｑ7：本取組は、「風通しの良い、仕事がしやすい

明るく楽しい、活力のある職場」づくりにつながると思

いますか』という設問に対し、「①おおいにつながる」

は13.3％(32件)、「②多少つながる」は61.7％(148件)で

あった。一方、「③あまりつながらない」、「④つなが

らない」は合わせて25.0％(60件)であった。 

c)  取組全般に対する自由意見 

『Ｑ8：本取組に対するご意見やご感想があれば、自

由に記述願います』という設問に対しては、25件の回答

があり、「あいさつ運動」に対する意見や感想、職場環

境の改善に対する思い、取組への期待が寄せられた一方

で、取組自体の意義を問うものも寄せられた。 

  

 

6.  結論・今後に向けた課題 

 

(1)  アンケートによってわかったこと 

 本稿5.(1)a)に示したとおり、1点目として、回答のあ

った職員67.8％(240件)のうち、9割近い職員が部内報を

閲覧している事がわかる。この結果を、昨年度の結果と

比較した場合、「①毎回読んでいる」と「②ときどき読

んでいる」を合わせた「読んでいる」の回答は2.0％(10

件)増加したが、このうち①の回答は11.9％(31件)増加

しており、毎号部内報を閲覧する職員が増えていること

がわかった。図-6に閲覧状況の比較を示す。 

閲覧状況と部内報への評価について、相関性があるの

か個別回答の分析を行った結果、毎号閲覧している職員

(135件)のうち、約8割(105件)が内容について「良い、

面白い」と回答しており、「紙面の充実」が閲覧状況の

向上につながっていることが伺える。一方で、内容につ

いて「良い、面白い」(148件)と回答しながら、約3割

(43件)の職員は毎号閲覧できない（していない）状況も

明らかとなった。 

2点目として、直接コミュニケーションのきっかけづ

くりとなる取組として始めた「あいさつ運動」と「WLB

コンペ」については、本稿5.(2)a)で示したとおり、6割

近い職員が、部内報で当該取組に対する情報発信がされ

ていることを知らないということが明らかになった。こ

の点については、アンケート調査により認知度が向上し

ているものと考えられる。 

また、「あいさつ運動」や「WLBコンペ」の実施によ

り、本稿5.(2)b)及びc)で示したとおり、自身の意識や

行動、職場の雰囲気に変化を感じている職員は4～5人に

1人の割合でいることがわかり、本取組は職員の意識や

行動、職場の雰囲気を変えるきっかけとなり得ることも

分かった。図-7に取組による意識等変化の様子を示す。

（図左：「あいさつ運動」、図右：「WLBコンペ」） 

3点目として、部内報の改善も含めた職場環境づくり

の取組全般に対しては、本稿5.(3)b)で示したとおり、

合わせて75.0％(180件)の職員から、本取組は「風通し

図-6  部内報の閲覧状況の比較 
図-7  意識等変化の様子 

（左：「あいさつ運動」 右：「WLBコンペ」） 
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の良い、仕事がしやすい明るく楽しい、活力のある職

場」づくりに向けて有効な取組であると評価いただいた

が、一方で、本稿5.(3)a)で示したとおり、現段階にお

いて、多くの職員は職場の雰囲気に変化を感じていない

という実状がわかった。 

しかし、本取組を通じ職場内の雰囲気が「良くなっ

た」、「良くなりつつある」と感じている職員も4人に1

人の割合(26.6%)でおり、これら職員に触発されること

で、意識や行動に変化がもたらされる職員が徐々に増え、

今後、より多くの職員が職場の雰囲気に変化を感じてい

くのではないかと期待される。 

 

 

(2)   今後の課題 

今後の課題としては、1点目として、「あいさつ運

動」等の認知度の低さからも推測されるが、部内報の表

紙にリンク機能を加えたことにより、気になる記事への

アクセスが容易となった一方で、記事の読み飛ばしを助

長し、情報が全て行き届いていない実態が見受けられる。

今後は、職員の利便性を勘案しつつも、伝えたい情報を

確実に伝えられる紙面構成を考えていく必要がある。 

2点目として、(1)で述べたところであるが、部内報を

「良い、面白い」と感じていながら毎号閲覧することが

できない職員がおり、その理由の一つとしては、昨年や

今回のアンケートに寄せられた意見から「業務多忙で部

内報を見る余裕がない」事が推察される。このような職

員が、毎号部内報を閲覧できるような職場環境とするた

めに、職場環境づくりPTにおいて、どのようなきっかけ

作りが可能であるか検討する必要がある。 

3点目として、職場環境づくりの取組全般に対して

「何をやろうとしているのかわからない」、「具体のイ

メージが全く伝わらない」との意見が寄せられ、このこ

とに対しては、本取組を進める意義や必要性を周知して

いくことが必要である。同時に、本取組に対しては期待

の声もいただいており、折角芽生えてきた「職員自らの

手で職場環境を改善していこうという機運」を、いかに

して高め、今後も取組を継続していくのかが課題と考え

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  終わりに 

  今回我々は、「風通しの良い明るい職場」づくり等

の実現に向けた取組として、課所段階はもとより職員一

人一人が自らの職場環境を改善していこうという機運を

高めるためのきっかけ作りを行うため、「直接コミュニ

ケーション」を意識した取組を加え、その実践にあたっ

ては部内報という「間接コミュニケーション」ツールを

活用した「コミュニケーションミックス」の手法を用い

ながら取組の展開を図った。 

また、取組の浸透度や職員の意識変化を調べるためア

ンケート調査を実施し、取組によって自身の意識や行動

に変化があったとする職員や、職場環境が改善しつつあ

ると感じている職員が少なからずいることが示され、こ

のことは取組を進めるにあたり大きな力添えとなった。 

職場環境の改善にあたっては、管理職員はもとより、

職員一人一人が意識を持ち、行動につなげていくことが

重要ではなかろうかと考える。 

本取組がその契機となり、一人でも多くの職員が自ら

の職場に関心を持ち、自らの手で働きやすい職場にして

いこうという機運が広がるよう、今後も、きっかけ作り

としての職場環境づくりPTの取組を続けて参りたい。 
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