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1. コクダイパン会議とは 
 コクダイパン会議の歴史と概要 1.1.

 

『自主的・自立的な環境の下での国立大学活性化』等を目的として、平成 16 年 4 月に全国の国立

大学は国立大学法人へと移行しました。しかし、実際には旧態依然とした体制が続く等、法人化以前

と変わらない課題があることに、職員の中には漠然とした「危機感」を感じていた人たちがいたので

す。 

平成 19 年 7 月 15 日、そんな国立大学の将来に危機感を抱く全国の一般職員有志が集まり、国立大

学の将来像や直面する課題を議論し、具体的方策を見出していく自発的な活動を行いました。これが

コクダイパン会議の始まりです。それから毎年開催場所やテーマを変えながら、コクダイパン会議は

行われています。 
 

コクダイパン会議は、全国各地の多様な国立大学等の職員と触れ合うことにより切磋琢磨し、自ら

で必要な資質を考え、培い、行動していくための一助とすること、また、参加者相互の協力や意見・

情報交換ができる強固で永続的なネットワークを構築することを目的としています。 

 

全国各地の会場で開催してきたコクダイパン会議は今年で第 10 回を迎えることができました。会

議創設から 10 年が経ち、国立大学を取り巻く環境は大きく変わりつつあります。またコクダイパン

会議創設時にはあまり無かったセミナーや勉強会も全国各地で活発に行われるようになり、近年はコ

クダイパン会議そのものの意義も問われるようになりました。そんな逆風の中でもこうして 10 回と

いう節目を迎えることができたのは、コクダイパン会議の開催を心待ちにしてくださっている全国の

パン（＝一般職員）の皆さんの応援と、多くの方々のご理解とご支援があったからこそです。 

 

コクダイパン会議は会議創設時の思いを受け継ぎ、代々の実行委員を中心に参加者一人一人によっ

て作り上げられています。 

 

【各回コクダイパン会議概要】 

開催回 開催日 会場校 参加者数 テーマ キーワード 

第 1回 H19.7.15 

 

京都大学 25 機関 

72 名 

未来へ繋がる扉を拓こう コミュニケーション 

他者との関係性 

第 2回 H20.8.2 

～8.3 

東京大学 41 機関 

123名 

踏み出した一歩 

その先の未来へ 

大学の使命（教育、研究、社

会貢献）との関係で私たちが

果たすべき役割 

第 3回 H21.8.1 

  ～8.2 

神戸大学 53 機関 

175名 

未来を語ろう、探そう、 

ともに見つけよう 

国立大学・国立大学職員の 

将来像 

第 4回 H22.7.17 

  ～7.18 

金沢大学 47 機関 

172名 

ともに、今を見つめ、 

明日を語り、未来を 

目指そう 

社会や地域とともに発展する

ために国立大学や私たちにで

きること 

第 5回 H23.9.24 

  ～9.25 

名古屋大学 53 機関 

209名 

未来のために、ともに今を

考え、私たちの明日をつく

りだそう 

大学職員の 10年後の 

キーパーソン像 

第 6回 H24.9.16 

  ～9.17 

宮城教育大学 50 機関 

153名 

ともに見いだす潜在性、 

自ら拡げる可能性 

国立大学職員のセールス 

ポイント 

第 7回 H25.9.22 

  ～9.23 

横浜国立大学 51 機関 

125名 

Action! 
～「気づき」から「動きへ」～ 

課題解決に向けて行動する 

ために 

第 8回 H26.10.12 

 ～10.13 

東北大学 46 機関 

158名 

描こう！未来 

見つけよう！自分軸 

理想とする国立大学職員像と

行動指針（クレド）作成 

第 9回 H27.10.10 

 ～10.11 

一橋大学 54 機関 

122名 

Pan can do it !! 

～自分の仕事が未来を 

変える～ 

国立大学職員としての可能性

の認識、明日からの行動目標

作成 

第 10 回 H28.10.9  

～10.10 

大阪大学 44 機関 

100名 

前向き思考のススメ 
～つながるグッドサイクル～ 

課題解決のための前向きな具

体策と周囲への好循環 
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 基本ルール 1.2.
 
 コクダイパン会議には創設時から変わらず貫かれている 1つの方針があります。 

 

「コクダイパン会議は参加者一人ひとりが創り上げてゆくものだ」 
 

 コクダイパン会議は、参加者一人ひとりが自らの思いや経験を語り合い、そのことを通じて現状の

課題を見いだし、解決のための方策を考えることを主眼に置いています。そのため、参加者全員が年

齢や所属にとらわれず、積極的に議論に参加し、前向きに実践的な議論ができるよう、毎回の会議の

冒頭に参加者全員で 3 つの基本ルールを確認しています。 

 

 

＜コクダイパン会議基本ルール＞ 
 

1. 相手の意見を尊重する。 

2. 全ての参加者が議論に参加できるように気を配る。 

3. 愚痴だけで終わらない。問題の解決策や将来像の実現方法を考える。 

 

 
 

 第 10回テーマについて 1.3.
 

 今回のテーマは「前向き思考のススメ ～つながるグッドサイクル～」です。 

 

 皆さん、大学職員という仕事をどのように感じていますか？ 毎日楽しいという人もいれば、そも

そも仕事に楽しさを求めない人もいるでしょう。また、楽しく働きたい思いはあっても、課題や悩み

から現実にそうできないという人もいると思います。 

仕事に対する姿勢は人それぞれであっても、日々の仕事を前向きに捉え、積極的に行動できるよう

になれば、周りにも良い影響が伝わり、ひいては大学の発展につながっていく好循環＝グッドサイク

ルを創り出せるのではないか。本テーマは、このような思いから生まれました。 

 グッドサイクルを創り出すための一歩を踏み出してもらうべく、参加者一人ひとりが抱えている課

題・悩みについて、新しい視点や多様な考え方に触れることで解決につながるヒントを得るとともに、

解決に向けた行動計画の作成を通して日々の業務を前向きに捉えられるようになることを目的としま

した。 

自分一人では打開策を見つけられないことも、他者の視点や発想を得て見方を変えることで、改善

の糸口が見つかるかもしれません。物事の捉え方は一つではないことに気づくことができれば、自ず

と課題へのアプローチも変わり、自身の成長にもつながっていくことでしょう。 

そして、参加者が自身の行動計画を実践することで周りに良い影響を与え、好循環＝グッサイクル

を生み出していってもらうことを願っています。 
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29都道府県

44機関

総勢  100 名が参加！

 第 10回コクダイパン会議開始！～全国から集まったパンたち～ 1.4.

 今回も、北は北海道から南は沖縄県まで、多くのパンの皆さまから参加申込をいただきました。当

日大阪大学に集ったパンたちは 44機関 100名。 

 前回コクダイパン会議では、第 1 回から第 9 回までの通算で参加者全都道府県制覇を達成していま

す。しかし、まだ全国立大学制覇は達成していません。第 10 回を含め、現時点では 86 大学中 83 大

学から参加がありました。今後は、全国立大学制覇を目指して頑張っていきます！ 
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コラム１ ～今年のテーマパン～ 
 

 

毎年恒例のテーマパン。 

第 10回コクダイパン会議では、「ドーナツ」をテーマパンとして選びました。 

 

ドーナツの発祥はオランダとされ、昔のドーナツには穴がなく丸いボール状の揚げ菓子だったそうです。その

ドーナツの原型がオランダからアメリカに伝わり、19 世紀半ば頃に現在のようなリングドーナツの形になった

そうです（諸説あります）。 

もともとは、リング状ではなく、揚げパンのような穴のないものだったのですね！ 

 

さてそんなドーナツ。 

 今回のテーマパンを決めるにあたり、様々なパンが候補に挙がりましたが、今回のテーマ「グッドサイクル」を

体現するにふさわしい、いやもうそのために存在してるとしか思えない！ という実行委員たちの熱い思いを

うけてドーナツに白羽の矢を立てました！ 

 

今回パンをご用意いただいたのは、会場校である大阪大学の近くにあるパン屋さん、「Ferdinand（フェル

ディナンド）」。朝早くからご対応くださいました。 

2 日目の昼食にみなさんにお渡ししたパンは、心地よい食感のある玄米バタークリームをプレーンドーナツ

にサンドした「玄米クリームドーナツ」。そしてもう 1種類は、ランダムでお配りしました！ 

デニッシュ生地に特製トマトソースとあらびきソーセージをモッツァレラチーズでおさえた「フランクデニッシ

ュ」。蓮根のスライスとしめじを和風ソースとマヨネーズで仕上げもちもちしたパン生地で包んだ「蓮根としめ

じの和風惣菜パン」。肉汁がパンに染み込むようにベーコンを 3 枚重ねにはさみホワイトソースとチーズで味

を整えた「クロックムッシュ」。フランスパンをスティック状にカットし明太ソースをたっぷり塗ってカリカリに焼き上

げた「明太フランス」。 

みなさんの手元にはどのパンが届いたでしょうか？ 

 

美味しいパンを食べながら参加者同士話が弾み、新たな視点に気づき、みなさんのグッドサイクルにつなが

っていれば幸いです！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ferdinand」外観→ 

←（左）玄米クリームドーナツ 

（右）フランクデニッシュ 



 

5 

2. 会議当日 
 全体会（オープニング） 2.1.

 

 平成 28 年 10 月 9 日（日曜日）、昨晩遅くは大雨だったにも関わらず、コクダイパン会議の開催を

待ち望んだかのようなさわやかな秋風が薫る日となりました。秋晴れに恵まれた中、初めての参加で

緊張している方や、久しぶりの再会を楽しみに参加した過去参加者の方など、様々な思いを胸に大阪

府豊中市にある大阪大学へ日本全国各地よりコクダイパンが集まってきました。 

 

 参加受付を済ませ、それぞれの席に着く参加者達は、緊張して配付資料をじっくり読む者や、複数

回参加している者同士仲良く会話を弾ませるなど、開催までの時間をそれぞれが思い思いに過ごして

いました。それと同時に開催時間が刻一刻と近づくにつれ、会場内の緊張感も高まっていくように感

じました。 

 

13時 40分。1日目のオープニング全体会の開催時刻になりました。 

 「みなさん、こんにちは！」と、総合司会の元気な挨拶で、第 10 回コクダイパン会議がスタート

しました。全体会の冒頭では、会場校である大阪大学の鬼澤理事より激励のお言葉を頂き、参加者そ

れぞれも「今から始まるんだ」という顔つきに変わったようでした。 

 

 その後、全体会ではコクダイパン会議の経緯や概要、コクダイパン会議の方針、会議参加のための

3 つの基本ルールと会議全体の一連の流れの説明が行われました。 

 

 開催時は緊張で張り詰めた空気の会場でしたが、全体会が進むにつれ、時には笑いが起こるなど

徐々に緊張がほぐれた様子となってきました。 

 

 オープニングの最後には、参加者の中からお二人に協力してもらい開会宣言を行いました。 

「たくさんのコクダイパンの仲間と議論し、共有し、学んでいくことを誓います！！」 

 

 参加者 100名の思いを乗せて、熱い議論を交わす 2日間がついに始まりを迎えました。 
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 アイスブレイク 2.2.
 

開会式に引き続き、アイスブレイクを実施しました。これから 2 日間にわたって議論をするにあた

って緊張をほぐすこと、そして簡単なワークを通じて参加者間の交流を促すことが目的です。 

 

まず実行委員から、スライドを用いて、簡単にアイスブレイクの進め方を説明しました。今回は 2

つのテーマ「①あなたの一押しパン・②心に残っている仕事」いずれかについて自由に話してもらい

ました。グループは各自座っている席の周辺で構成されており、事前にグループメンバーを指定して

おります（4～5 名）。 

 

一押しパンという、くだけたテーマを選んだグループでは、地元民しか知らないパンや大学限定パ

ンといった、初めて耳にするような名前がいくつか出ており、とても盛り上がっていました。また心

に残っている仕事を選んだグループ内では、こちらもまた普段なかなか聞けないであろう他者の経験

談を聞ける、貴重な体験となりました。その経験は後々の分科会で活かせた方もいたようです。 

 

当初は初対面のせいか互いにぎこちない様子でしたが、終盤にはテーマ以外のことも話すようにな

り、これからの分科会に向けての良いスタートとなりました。 

 

終了後のアンケートによると、「肩の力が抜けた」「参加者と仲良くなれた」といった意見が多く

あり、目的は概ね達成したといえます。ただし一部からは「時間が短かった」との意見がありました。

この点についてはスケジュールの関係上、調整が難しかったのですが、今後も引き続き検討したいと

思います。 
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コラム 2 ～コクダイパングッズ紹介～ 
 

 

 毎年恒例コクダイパン会議参加者限定の記念品、通称コクダイパングッズです！ 第 10回は写真の通り、不

織布バッグ、フリクションマーカー、缶バッジの 3点セットです！！ 

 

 
 

●バッグ 

 今回のバッグは男性でも女性でも普段使いも出来るように抑えめ、かつ暗すぎないカラーに加え、今回テー

マパンのドーナツが鎮座している構成で作成しました。 

 コクダイパン会議でも教室間の移動で大変重宝されました。 

  

●フリクションマーカー 

 節目となる第 10 回だからこそ、今までのコクダイパングッズにないものを！ということからおそらく皆さん

も愛用しているであろうフリクションシリーズの蛍光マーカーです。 

 中央に第 10 回コクダイパン会議の文字もあしらっているので、消せるフリクションとは違い皆さんの記憶に

ずっと残る仕様となっています。 

 

●缶バッジ 

 そして定番の缶バッジ。定番だからこそ記念の会として例年とは差を、と言うことでサイズが例年に比べ大

きくなっています。ちまたではコレクターもいるとの噂のある缶バッジ、そのサイズアップ版なのでちょっと希少

価値感がありませんか！？ 
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 分科会Ⅰ 2.3.
 

 分科会Ⅰでは、業務上の悩み・課題解決に対し前向きに取り組んだことについて、事前に依頼した

複数の参加者に事例報告をしていただきました。発表とその後の質疑応答を通じて、各参加者が新た

な気づき（仕事の捉え方の転換や業務に対する考え方の変化）を発見する機会とすることが目的です。

当日は参加者から質問・感想が積極的になされるなど、大変有意義なものとなりました。 

なお例年好評の事例報告ですが、今回は「報告者にもフィードバックがあればいいな」との思いか

ら、各報告時にコメントメモを参加者へ配布し、そこに書いてもらった感想等はそのまま報告者にお

渡しました。事例報告者の方々におかれましては、我々実行委員からの依頼に快くお引き受けいただ

き、ありがとうございました。 

 

 

病院防災担当としての体験～防災素人からの出発～ 

筑波大学 大橋正明さん 
 

【事例紹介】 
 当院は災害拠点病院としてレベルの高い設備を持つ一方、現実性の無い防災訓練が続き、病院全体

として防災意識が低いという問題があった。その原因が訓練企画側にその専門家がいないことにある

考えた私は、私自身が専門家となるため防災について積極的に学ぶ姿勢を取った。 

 具体的な行動として、災害医療センター主催がする災害医療従事者研修の修了や、医療現場へ足を

運び部局リーダーから災害対応の実情について相談するなどを通し、防災のノウハウを得る。そうし

た活動の中で筑波大学の災害医療派遣チーム（DMAT）とも交流し、訓練内容についての相談相手を得

る事もできた。 

 その経験から、これまでの形だけの訓練を見直し、より実践な訓練を企画した。中でも H26 年度後

期防災訓練は、協力企業含む全部署が参加する総合防災訓練として企画し、近隣病院や自治体からの

見学者との意見交換も行う大規模なものとなった。訓練後のアンケートでは参加した 92%の職員が

「意識改革に繋がった」との回答を得た。 

 個人的な業務の反省としては、新しく規模の大きい防災訓練の企画となったにも関わらず、周知と

必要性の説明が足りず医療現場の職員から反発を招いてしまったことが挙げられる。新たな企画を遂

行するために必要な事は、決め細やかな周知が必要である事を学んだ。 

 このような企画から院内で防災担当として認知され、H27 年に発生した常総市水害では災害対策本

部による活動、災害精神ケアチーム立上げ、現地活動に携わる事ができた。現在では防災担当から外

れたが、担当課外から防災訓練 WG メンバーとなるなど、学んだ防災知識をアウトプットし続けてい

る。 

 

【質疑応答】 
Ｑ．防災について学ぶ多くの機会に参加した事や、大規模な訓練の企画を行ったとの事だが、担当す

る他の業務との折り合いはどのようにつけていたのか。 

Ａ．自身がやると決めたことだとして、一人で抱えてしまいオーバーワークになっていた時期もあっ

た。防災の必要性は皆理解してくれていたため、上司に相談したところ私の業務量をある程度調

節してくれた。 

Ｑ．異動などで関われなくなった場合はどうするのか。 

Ａ．今回の取組みをきっかけに、医師や看護師など医療現場の職員も企画立案の立場に入る流れがで

きた。後任の方がそれを防災訓練 WG として形にしてくれたため、今後は現場と直接連携しつつ

病院の防災力を高めてくれると思う。 

 

【発表後の感想】 
 新たな業務と通常業務とのバランスをどう取るかに注目がある事を学んだ。このような新たな取組

みをさせてもらうためには、周りの協力が必要である事を再認識し、災害医療活動のために配慮して

くれた上司や同僚に改めて感謝したい。 
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【就職支援】就活サポーターの企画・運営 

（所属・氏名非公開） 
 

【事例紹介】 
 昨年度まで所属していたキャリア支援課で担当していた「就活サポーター」というイベントの企

画・運営について報告させていただきました。 

本学は教育学部の単科大学であるため、企業・官公庁に就職する学生は全体の 2～3 割程度しかいま

せん。そのため、企業・官公庁に就職希望の学生の多くが不安を抱えている、と業務を通じて感じて

いました。その不安を少しでも取り除きたいと思い、「就活サポーター」の企画・運営をしました。

「就活サポーター」とは、前任の方から引き継いだ企業・官公庁就職希望者向け就職イベントで、内

定を得た学部 4 年生・修士課程 2 年生が、下級生の相談にのるというものです。実際に行ったのは、

徹底した周知活動や日程調整・協力者調整をより魅力ある内容になるようにすることのほか、下級生

へのヒアリングや協力者同士でのミーティングの実施等です。その結果、実施回数・協力者数を増加

させ、参加者数が約 7 倍の 78 人になったほか、参加者同士での情報交換の場ができたり、今まで学

生相談にあたっていた職員の業務量軽減にも繋がるなどの効果がありました。 

 

【質疑応答】 
Ｑ．協力者の集め方について 

Ａ．基本的には、内定報告時に直接、もしくは電話で早めにお願いをしました。そうすることで、協

力者側も早めに心の準備ができるだけでなく、就職活動での記憶や資料を忘れず余裕を持って準

備してくれていたように感じます。 

他大学では協力者が集まりにくいという課題があったようですが、本学では、企業・官公庁就職

希望の学生数が少ないことから事前に関係づくりができていた点や、気軽な相談場所という雰囲

気だということを伝えたことで協力者集めには問題なかったと思います。 

また、他部署で行っている学生支援団体での学生募集方法についてもお話させていただきました。 

Ｑ．具体的な実施方法について 

Ａ．参加者募集については、開催日が決まったら、学生向けメーリングリストで協力者情報や開催日

時を周知し、興味を持った学生が課内にある予約票で予約をするようにしました。 

当日の内容については基本的に協力者に任せて進めてもらいました。 

 

【発表後の感想】 
今回、事例発表の機会をくださった実行委員の皆様、足を運んでくださった皆様、ありがとうござ

いました。 

あまり慣れておらず拙い発表となってしまいましたが、今回の事例報告の準備を進めるなかで、自

分の行っていた業務について振り返ることができ、今後の業務への意識を再検討できるいい機会とな

りました。 

発表後、たくさんの質問やお言葉をいただけ、皆さんの疑問・考えを聞くことができたり、参考に

なった、自分の大学でも取り入れたいと思った等の感想をいただくことができたのが嬉しかったです。 

 

 

届出なんて怖くない！ ～業務量削減と自治体対応～ 

大阪大学 藤原瞳さん 

 

【事例紹介】 
 水質汚濁防止法が平成 24 年に法改正されたことにより、自治体への届出がより厳格に取り扱われ

ることになった。学内の各部局においても一から届出を見直し、再届出を行うことになり、その業務

および自治体との対応が非常に多大かつ煩雑なものとなっていた。 

 事例紹介では、業務や自治体との対応において自分自身がどう向き合い、解決・克服へ導いたかと

いう点を中心に発表を行った。 

 当初、法律の内容や意義をよく知らないまま届出を作っており、提出してはダメ出しを受けて再作

成を行うという負のループに陥っていたので、まずは当該の法律や自治体が発行しているマニュアル

等の文書を読み込み、自分の中へ理解として落とし込む作業を行った。次に、実際に届出に必要とな

る機械設備や薬品などの情報や知識について自分の中に蓄え、3 つ目として届出様式の作成業務を見
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直し、届出の時だけでなく、その後の定期点検や撤去届の提出時まで活用できるように Excel で一元

的に管理できるフォーマットを作成した。 

 結果として届出の作成業務にかかる時間を約 8 割減とすることに成功し、またその後の維持管理に

も活用できるようになり、届出の記録管理が可能となった。 

 

【質疑応答】 
Ｑ．法律を読み、業者や教員に協力してもらって薬品や設備の

知識を身につけたという話だったが、それらの作業は時間

外に自己研鑽として行ったのか。 

Ａ．業務時間内にできる範囲で行っていた。当然、他の業務も

あるため、集中して時間を取ることはできなかったが、得

なければいけない知識はこの問題だけでなく、他の業務で

も活用できるものだったので、ある程度時間をかけ、業務

を通じて、また業務の合間に身につけていったというのが

実際のところ。 

Ｑ．「相手は変わらないので、自分が変わる方が早い」という話があったが、なかなか意識の切り替

えは難しいと思う。どのようにしてそういう意識に至ることができたのか。 

Ａ．相手を変えるより、自分が変わる方が労力的な負担が少ないと考えたから。相手が変わることを

期待することで失望したり腹が立ったりするので、もうそこには期待しないことにすると、自分

の中でハードルがだいぶ下がる。今回で言えば、相手である自治体の対応について憤るのではな

く、そういう対応をする相手に対して、どうすれば自分が楽に、負担なく業務を遂行することが

できるかということを考えた。 

 

【発表後の感想】 
 事例の具体的な内容はとてもわかりづらいので、なるべく省いて汎用的なところで発表させていた

だきましたが、終了後に「実際の Excel ファイルが見たい」「具体的な内容が知りたい」というコメ

ントをいただいたので、もしご興味のある方がいらっしゃれば、ぜひ個別にご連絡ください。  

 

 

「考えて」仕事をするための新入職員向け業務マニュアル 

京都大学 酒井直美さん 

 

【事例紹介】 
◎きっかけ 

この 4 月に採用され、経理課に配属されました。簿記も勉強したことがない経理初心者で、全体像

も分からないままに 1 年で一番忙しい決算期を終えたころ、指導担当の方のご助言と経理初心者が読

んで分かるようなマニュアルを作りたいという自身の思いから、新入職員向け業務マニュアル作りに

着手しました。 

※ここでいう「マニュアル」は具体的な処理手順を Word にまとめたものと、毎年・毎月・毎日の

To Do リスト、業務で使用するシステム画面を用いたマニュアルの 3 つからなります。 

◎「考えて」仕事をするという視点 

新人にとって、「考えて」仕事をする段階にいたるまでには、まずひととおりの業務を自分のペー

スでできるようになることが必要と考えています。マニュアルを作る過程で自分自身の業務を理解す

ることは、少しでも早く「考える」段階に進むために役立ちます。また、マニュアルを作ること自体

も、どんなマニュアルにするのか、どんな内容を盛り込むのか、どうしたら分かりやすくなるのか、

など、「考える」機会が盛りだくさんだと思います。 

◎新入職員向けという視点 

「新入職員向けのマニュアル」とは、「新入職員が成長するためのマニュアル」とも同義ではない

かと考えています。どうしたらよいか分からないときに何かしらのアクションを起こすためのきっか

けが盛り込まれているものにしたいと思い、マニュアルの中に学内の Q&A や規程類の在処を載せるこ

とで、まずは自分で調べるということを実行しやすくする、などの工夫をしています。 

◎目指すところ 

マニュアルを作成する中でよく思うのは、マニュアルというものが「どうあるべきか」「どう使わ

れるべきか」ということです。マニュアルがあればそれですべて事足りるというわけではないことも
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忘れてはならないと考えています。今の私が目指すマニュアルは、「それを判断材料にして自分で考

えて仕事をする取っ掛かりとなるようなマニュアル」です。 

◎課題 

現在マニュアルとして作っているものは「引継ぎ」的な側面が強く、膨らみに膨らんだ状態です。

これからいかにしてこれをそぎ落として一般化していくかということを課題に感じています。 

 

【質疑応答】 
Ｑ．マニュアル作りは業務時間内に行っているのか 

Ａ．月次決算直後の時期は比較的時間に余裕があるので、その時期を

中心に業務の一環として作成しています。また、業務に取り組む

中で、マニュアルに盛り込んだ方がよいと思ったことは、その都

度忘れないうちにマニュアルに追記しています。 

 

【発表後の感想】 
思いのほか多くの方に聞きに来ていただき、とても驚くと同時に嬉しく思いました。 

発表後にも、いろいろなご意見をいただき、新人である今だからこそ見えること、できることがあ

るということを感じました。これからマニュアルを作ろうと思っています、作っているところです、

という声も伺ったので、マニュアル作りについて今後意見交換をしたりできればとも思っています。  

 

 

短時間勤務で働くということ 

京都大学 川元美和さん 
 

【事例紹介】 
今回の発表では、短時間勤務をしている私の一日のスケジュールや短時間勤務のメリット・デメリ

ット、そして、貴重なすき間時間となっている通勤時間の活用方法をテーマに話しました。 

具体的には、短時間勤務にはデメリットだけでなく、仕事の効率化や集中力向上などメリットも感

じていること、そして往復 3 時間の通勤時間は貴重な自分時間であり、リフレッシュと資格取得のた

めの勉強時間に活用していることを紹介しました。 

最後には、私から「ライフもワークも含めて自分のキャリア」「生き方や働き方は十人十色」とい

う 2 つのメッセージを伝えました。1 つ目は、限られた時間をワークとライフに分けるのはもったい

ない、短時間勤務という選択と子育ての経験を自分のキャリアにとってプラスに繋げていきたいとい

う想いを込めた言葉です。そして、2 つ目は、生き方や働き方は人それぞれなので、多様な働き方を

サポートしてくれる制度の活用を含め、自分なりの働き方を見つけてほしいという想いを込めた言葉

です。 

今回の発表が、皆さん自身の生き方・働き方を考える際の一助になれば嬉しいです。 

 

【質疑応答】 
発表後の質疑応答や感想の中でいただいた質問に、この場を通じてお答えしたいと思います。  

Ｑ．仕事の効率化を進めるために周りの人にお願いする際に意識していることはありますか？ 

Ａ．周りからの好意には遠慮せずに甘えること、そして信頼してお願いする。ということを意識して

います。 

Ｑ．大変そうな生活の中でストレスを溜めない方法はあ

りますか？ 

Ａ．ストレスはもちろん溜まります。家族にイライラを

ぶつけることも多いですが、月に数回は自分だけの

フリー時間を作れるように家族に協力してもらって

います。 

Ｑ．男性も短時間勤務は視野に入れるべきではないでし

ょうか？ 

Ａ．男性にもぜひ視野に入れてほしいと思っています。

仕事の効率化が進むことはもちろん、自分の時間が

増えることで学びの時間や家族の時間を得ることが

できる点は、男性にもメリットになるのではないかと思っています。 
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【発表後の感想】 
今回の発表は自身の働き方を考えている女性向けを想定していました。しかし実際には、自身の働

き方としてだけでなくパートナーや同僚も含めた働き方として男性も興味をもってくださいました。 

働き方の多様性が求められているこれからの時代に、働き方の一つとして短時間勤務の現状を発信で

きたことは私自身にとって新しい一歩になりました。 

このような機会をいただいたコクダイパン会議、そして、つたない発表を聞きに来てくださった皆

さんには心より感謝いたします。ありがとうございました。  

 

 

𝐒𝐍𝐒を利用した学生との連絡体系 

北見工業大学 田中大貴さん 

 

【事例紹介】 
本学国際交流センターでは、留学生と手軽かつ素早くやり取りを行える仕組みを構築するため、

SNS アプリケーション「LINE」を活用することとしました。「LINE」のアカウントを作成し、同アプ

リをスマートフォンにダウンロードしている留学生に対し、登録を呼びかけました。実行しようと思

ったきっかけは、留学生に連絡を取る際に何度も電話やメールをしたり、他の留学生や指導教員を通

じて連絡を取ったりすることで、連絡が学生に伝わるまでのタイムロス、その連絡に係る手間による

その他事務業務のタイムロスを減らせないかということが背景にあります。そこで、海外のスマート

フォンでも「LINE」のアプリケーションをダウンロードしてもらえば利用できること、「LINE」の利

用人口が増えていること、本学の留学生は 100 人前後と小規模であることなどから「LINE」を有効活

用できないかと思い、今回の取組を実施しました。取組方法は、国際交流センターで「LINE」アカウ

ントを作成し、大学が企画したイベントなどの参加受付等をする際に国際交流センター内に掲示した

QR コードからの登録を呼びかけました。 

結果、「LINE」に登録してくれた学生への連絡は手軽に素早く行えるようになりました。また、学

生への連絡業務の手間が減った分、他の業務に専念できる時間が増えたように感じています。 

現段階は試験的に取り入れているような形なので、今後本格的に導入するとして、どのように在学

生に広めていくか、情報を取り扱う上で規則等の整備等が課題として考えられます。 

 

【質疑応答】 
Ｑ．LINE を使うことによってデメリットに感じることはあるか？ 

Ａ．グループトーク機能を、通常のメールでいうところの一括送信のように利用できないこと（元々

つながりのない学生同士でも、グループトーク機能を使うと相手に LINE 連絡先を知られてしま

うため）。本学の留学生数はそこまで多くないため、現在は同じ文章を各個人宛のトーク画面に

ペーストして送ることで対応している。 

 

【発表後の感想】 
事例紹介の機会をくださった実行委員の皆様、自分の発表を聞きに来てくださった皆さま、本当に

ありがとうございました。また、発表後もご意見、ご質問、ご指摘いただき、ありがとうございまし

た。 

今回のように、「LINE」を活用した取組みは他大学様でも行われているようでしたので、様々な活

用法、利点、問題点等を参考にしつつ、本学でもうまく活用できるよう取り組んでいけるよう、頑張

りたいと思います 

 

 

職場における「𝟓𝐒」活動～𝟓𝐒とは～ 

信州大学 土屋貴大さん 

 

【事例紹介】 
皆さん「5S」という言葉を知っていますか？ 「5S」とは「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」を

指します。信州大学財務部は㈱RICOH さんの OFFICE を見学させていただき、これをもとに信州大学版
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の「5S」活動を考え、実際に職場に取り入れました。ところで、「職場を綺麗にすると業務効率化に

繋がるの？」と疑問に持つ方がいらっしゃるかと思います。 

この疑問にお答えするために、具体的な例を挙げると、机周り、職場が汚い方は、約 150 時間を 1

年間に費やしています。この時間を仕事に回せたら、余裕を持って仕事ができるようになり、残業時

間を減らせる等の効果があります。今回は、信州大学で行われている以下の活動を主に紹介しました。 

①職場の棚整理、ルールの明確化 

②共有物品の整理、場所の周知、掲示 

③姿置きの導入 

④ゴミ部屋の整理、ルール化 

⑤ゴミ捨て当番のルール化 

（当日配布した資料参照、資料が必要な場合は信州大学財務部土

屋までご連絡ください。） 

これらの事例に照らし合わせていくと「5S」活動には、以下の

ような効果があると考えられます。 

・業務効率向上 ・経費の削減 ・労働安全の向上 ・労働

意力の向上 

このように「5S」活動には様々な業務改善へと繋がる効果があります。そして、「5S」活動は誰で

も参加できる全員参加型の業務改善です。是非皆さんの職場で導入していただけたらと思います。 

 

【質疑応答】 
Ｑ．難しかった点は何か？ 

Ａ．難しかった点は、ルール策定と意識改善、すなわち「清潔・しつけ」の部分です。 

整理・整頓・清掃を行うことである程度、職場は綺麗になりますが、これを維持していくこと

（清潔に保ち、しつけるまたはルール化）は難しいです。ここの部分が上手くいかないと、5S

班はただの「清掃係」になってしまいます。ルール策定も勿論ですが、職員一人一人の意識を変

えないとこれらは定着しません。信州大学では、5S の理解を職場の皆さんに深めていただくた

めに、掲示物の工夫や専用の掲示板の設置、そしてオフィシャルな活動にするべく課長の承認を

得る等の工夫をしました。皆さんにいかに 5S 活動の意味や意義について考えていただく時間を

取れるかが重要だと思います。 

 

【発表後の感想】 
 発表後の反響が大きく、たくさんの意見や質問をいただけたの

で、純粋に嬉しかったですし、発表してよかったなと感じました。

また、もっと突き詰めていける部分もあるのでは、という個人的

な意見もいただき、大変参考になりました。導入希望や疑問点、

興味をお持ちの方、気軽に連絡いただければと思います。営業ス

マイルで対応いたしますよ（笑）。 

 実行委員様、大阪大学様、そして参加者の皆様のおかげで充実

した時間となりました。2日間本当にありがとうございました。 

 

 

「みんなでやろう𝐁𝐎𝐗の設置」～支払決議書作成業務のゆるやかな分担～ 

（所属・氏名非公開） 
 

【事例紹介】 
契約業務の中の支払決議書作成の業務について、同じ課内で各学部の担当者がそれぞれ行っていた

ところを、担当の枠を超えて業務を分担できる環境を作った事例について報告させていただきました。 

きっかけは各学部のイベント等で担当者ごとの繁忙期にズレがあり、加えて補佐員さんの削減もあ

ったことから、簡単な案件の支払決議書作成は担当に関係なく手分けして片付けよう、という発想で

した。具体的には「みんなでやろう BOX」を皆の見える場所に置き、一人で抱え込みそうな時は決議

書作成に必要な書類一式を BOX に入れ、また自分の手隙の時に BOX に書類が入っていれば決議書を起

こす、というものです。 

結果として、個人への負担（一人での残業など）の減少や、互いの仕事に関する理解の促進、それ

に伴い、担当者不在時にも先生や業者さんからの問い合わせ等にある程度対応できる、といった成果
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が得られました。課題としては、年度末などそれぞれの繁忙期が重なると運用が難しいことがありま

す。さらに、人事異動が重なったことでルールがうやむやになってしまい、現在は稼働していないと

のことで、ルールの維持・コミュニケーション頼りの面についても課題が残っています。 

 

【質疑応答】 
Ｑ．担当者の責任（書類の締切、仕事をする人・しない人の差、など）について 

Ａ．締切や必要書類を揃えること、先生や業者さんへの問合せについては各担当者が責任を持つ、と

いうルールで行っていました。元々コミュニケーションの盛んなメンバーだったため、性善説で

回していた面もあります。誰でも実行可能である、というシステムに持っていくためには、BOX

に入れる書類の金額上限や担当者個人の責任をもっと明確化する必要があるのか、「ゆるやかな

分担」という観点からそれが可能なのか、などまだまだ詰めるべきところはいっぱいあると思い

ます。 

Ｑ．上司の反応について 

Ａ．元々、個人対個人では仕事を融通しあっていた素地もあり、直属の上司には賛成していただきま

した。課長へは事後の報告でしたが、「もっと中身を見やすい BOX にしたらいいんじゃない？」

というご意見を頂きました。 

Ｑ．仕事の共有の度合いについて 

Ａ．どこまで人に頼って良いのか、どこまで人の仕事に手を出していいのか、という迷いもありまし

た。複雑であったり高額な案件は、個人のスキルアップのためにも（必要なら周りがフォローし

つつ）担当者が行うことが適当だと思いますが、少額の案件など、単純でも量が多く時間がかか

る（＝誰でもできる）仕事を積極的にシェアすることについてはマイナスよりプラスの面の方が

多いと思います。 

 

【発表後の感想】 
折角お話をいただいたのだから、と発表させていただきましたが、当日は本当に本当に緊張しまし

た。つたない発表ではありましたが、皆さんから思ってもみないような感想・質問をいただいたり、

懇親会などで気軽にお声掛けいただき、私も良い刺激と気付きをたくさん頂きました。ありがとうご

ざいました。 

 

 

みんなで考える職場になるための仕組みづくり～職員研修𝐒𝐒𝐊𝐊𝐏の取組み～ 

島根大学 青戸準さん 
 

【事例紹介】 
 青少年教育施設への出向時の取組み紹介となる。多忙な日々の中では、自分たちが働く組織が｢一

体何のために存在しているか｣、また日々の仕事が｢一体何のためにやっているのか｣を考える時間や

機会はあまりない。本来、本質であるはずの「意味（何のために）」が忘れられた仕事を、ただ黙々

とこなすような職場では、職員の仕事に対するモチベーションは下がり、段々と疲弊していく。その

結果、職場の活力も失われていく。そこで「SSKKP（三瓶青少年交流の家活性化プロジェクト）」と

呼ばれる全職員参加型の職員研修を実施（26～27 年度で計 13 回実施）し、自分たちが働く施設や

日々の仕事について、根本的なところから向き合い直せるような「職員全員による話合いの場」の設

定、「このためなら皆で同じ方向を向いて仕事をしたい、一体となって達成したい」と思えるような

職員の活力の源となる「ミッション」の確立、またその「ミッション」達成のための具体的な実践

（意味づけされた業務改善）を行った。 

 

【質疑応答】 
Ｑ．どのような経緯で研修が始まったか。 

Ａ．仕事中に、たまたまアイディアを聞いてもらう機会が

あり、上司（中間管理職から所長まで）がアイディア

を拾い上げてくれたため、研修が実現するに至った。 

Ｑ．研修は誰が主導的に行ったか。 

Ａ．青戸（事例発表者）がメインで行った（管理職が行う

よりも、ボトムアップ的に若手に任せてやらせてみる

方が勉強にもなり、職員もやらされている感がなく、
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いいのではという上司の考え・理解もあったため）。 

 

【発表後の感想】 
 今回、自分と同じ立場（同世代、大学職員）の方が集まる中で、発表の機会をいただけたことに非

常に感謝しています。発表後には、フィードバックとして、発表を聞いてくださった方から感想やご

意見をいただき、とても勉強になりました。今回の発表で、参加された方の、何らかのきっかけやヒ

ントにつながれば幸いに思います。私も他の方の発表でたくさんのヒントをいただきました。ありが

とうございました。 

 

 

文系研究科における𝐉𝐒𝐏𝐒特別研究員事業への申請促進活動 

大阪大学 福島優希さん 
 

【事例紹介】 
学内において、大学として若手研究者を支援するための体制整備が進められ、特に研究者を志す者

の登竜門ともいうべき、日本学術振興会特別研究員事業への申請サポートの充実が図られていました。 

そのような状況の中、自身が所属していた研究科（法学・政治学分野）では、例年、当該事業への

申請者数が少ないという状況が続いていました。この課題を解決するためには、学内で共通した通知

内容だけではなく、研究科の学生にとって重要な情報を精査した上での広報が必要であると考えまし

た。そこで、まずは実際に特別研究員として採用されている学生への聞き込み調査を行いました。そ

こから見えてきたことは、そもそも事業・制度のことを知らない学生が多いということでした。この

結果を踏まえて、できるだけ基本的な情報を盛り込んだ、研究科広報用の独自ポスターを作成し、大

学院生の目に触れる場所へ掲示するなど、若手研究者の目線を意識した PR活動を行いました。 

この取組自体の成果としては、申請対象者及び将来的に申請対象者となる学生に対して、わずかな

がらも事業の認知度を向上させた点であると考えます。また、この取組を通じて、自分が今ある状況

や環境の中で何ができるかを考え、行動することの重要性を改めて実感しました。今回、自分の取組

の意味を理解してくれ、無理矢理にではなく自然と、興味をもってくれたり力を貸してくれたりする

方が周りにいてくださったおかげで、ひとつひとつ前へと進めることができたと振り返ります。 

 

【質疑応答】 
Ｑ．大学全体としてはどのような支援をしているのか。 

Ａ．説明会や、ワークショップ形式で申請書作成を学ぶ機会があります。また、申請者のうち、書類

審査の結果、面接候補となった者に対する面接対策なども行っています。 

Ｑ．周知方法としてポスターの形をとったのはなぜか。また、シンプルなデザインとしたのはなぜか。 

Ａ．研究科内説明会の開催なども検討する中で、まずはとっかかりとして形に残るものを作ることと

なり、ポスターでの周知を選択しました。ポスター作成に当たっては、事業に関する基本的かつ

具体的な情報を盛り込み、そのポスターを見れば制度のことを理解できるようにしたかったため、

シンプルなデザインを選びました。また、並べて掲示した学内共通周知用のポスターが目を引く

デザインであったことから、2つのポスターにはそれぞれ別の役割を担わせることにしました。 

 

【発表後の感想】 
コクダイパン会議初参加で、このような発表の機会を与えていただき、ありがたく思います。発表

の準備を通して、自身の取組をしっかりと振り返ることができました。 

そして何より、私の発表を選んでききに来てくれた方々に感謝します。拙い発表だったと思います

が、発表後の質問や、コメントカードでのご意見・ご感想、直接お声掛けいただいた方もいて、とて

も励みになりました。私自身では気づいていなかった部分に着目して、評価してくださった方もいら

して、本当にありがたく思いました。 

 これから仕事を進める上でも、その時々で何をすべきか、何ができるかを考え、行動していきたい

と思います。 
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公用車の規程改正草案～問題があるなら変えればいいじゃない！～ 

大学改革支援・学位授与機構（出向元：香川大学） 西山堯志さん 
 

【事例紹介】 
香川大学の公用車の規程によると、「公用車は事務連絡等に使用すること」となっている。しかし

実態は、教員も多く使用している。本学は、地域社会をリードすることを理念の 1 つとしており、地

域再生の核となる大学づくり（COC 事業）にも採択された。そのため、フィールドワーク等による学

外での教育、調査研究が盛んになってきており、教員は使い勝手の良い公用車を使い始めるようにな

った。 

とある日、公用車の管理者である経理グループリーダー（課長のこと。以下「GL」）が学内施設・

公用車予約サイトに教員が「出張：学生同伴」として公用車を予約しているのを発見した。 

GL 指摘・予約取消→教員から苦情申し出→対立→西山流れ弾Σ(゜Д゜) 

「もう戦争は嫌だ！ こんなのってないよ！！ つつがなく暮らしたいだけやのにぃ！」 

そこで（このような被害者が出ない天下泰平の世を創るため）、実態に合った規程草案を作成する

こととした。つまり、「教員と事務、双方が使用できるように規程を整備（明確化）し、お互いがル

ールを守り使用できる」ように。 

 結果は．．．    失  敗 

 GL の諸般の事情が理由であったが、①想定外を想定していなかった詰めの甘さ②自身の交渉力、説

得力の能力不足が招いたこととして反省し、今後の課題としている。 

 

【質疑応答】 
Ｑ．教員を巻き込んだり、根回しであったりをしなかったのか？ 

Ａ．①GL を飛ばして部長に直接持っていく②教員を巻き込んで圧力を加える、については考えていた。

しかしながら組織に属する人間である以上、そのやり方は好ましくないと考えてしまった。この

話が去年の夏の話であるが、その時に今年機構へ出向する話を知っていればやっていたかもしれ

ない。 

Ｑ．その想いを引き継いでいる者はいるのか？ 

Ａ．直接引き継ぐことはしていないが、PC に「24（西山）がやろうとしてできなかったこと」フォル

ダを作成し、遺している。それを後任や新採の子が発見し、引き継いでくれていることを切に願

う。 

Ｑ．負けずに頑張れ！ 復帰したらやり遂げて！ 想いは伝わりました…（その他暖かい言葉多数） 

Ａ．ありがとう…ございます（零れる涙） 

 

【発表後の感想】 
皆さんの発表を拝見していたが、どれも素晴らしいものであった。その中で、私のような失敗体験

というものはどうかとも思ったが、結果的には良かったと思っている。 

また、思いのほか激励の言葉やアドバイスを頂いたことは励みになっている。この事例ではできな

かったことであるが、やるかやらないかで迷った時、やって良くなることが明白であれば思い切りや

ってしまおうと心がけている。 

これを見て、皆さんが「こいつにはできんかったけど、私にはできる！」や「失敗してもええから

やってみよう！」という気持ちになり、各大学へ帰って、良きものに変えようと挑戦してもらえるこ

とを願う。 

皆様の職員ライフのお役にたてれば幸いです。 
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エンジニアでもない普通の職員によるシステム開発 

～作品づくりから引き継ぎまで～ 

大阪大学 日高正太郎さん 

 

【事例紹介】 
 100 万行以上の大きなデータを集計するために、Excel と Access のそれぞれで、VBA マクロを組み

込んだ簡単なシステムを自作した。捌くべきデータ量は手作業で扱える限界を超えており、何度も同

じ手順を繰り返す必要がある。VBA のプログラミングによって自動化を図らねば、集計を終えること

すらできなかっただろう。 

 以下、(1)(2)の 2例を中心に話した。 

(1)ユニーク入館者数統計。一般に、図書館の利用統計では延べ入館者数を用いる。さらに踏み込

んで、どれくらいの割合の人が、どれくらいの頻度で来館しているのか、延べではないユニーク数を

知りたかった。さらに土日祝や昼夜の区分も必要だったため、作業内容は煩雑を極めた。実演として、

Excel の VBA マクロを実行し、入館データのログを模した 100 万行以上のデータに対し、入館年月日

の挿入や文字列の桁区切りを行う自動処理の様子を見てもらった。この集計結果は、後に「IR プロジ

ェクト: 阪大生の学びの実態調査」の「阪大生は図書館を使っているのか？」の指標に採用された

(http://www.osaka-u.ac.jp/sp/ir_project/post-232/)。 

 (2)電子ジャーナル購読希望調査。約 2000 タイトルのセット買いをしていた電子ジャーナルにつき、

タイトルを個別に選んで買うことになった。全教員対象にアンケートを取り、各部局の代表に結果を

提供。その後さらに各部局の回答を集計する。データ量の大きさに加え、金額の細かな計算も伴うの

が難点であった。この時は、外部のフリーソフトも活用した。複数のエクセルファイルを、一括変換

したり、結合したりできるソフト。ファイル名を一括変換できるファイルリネーマー、等である。こ

のようなフリーソフトで加工した集計対象ファイルを、Access で自作したシステムに取り込んで自動

集計を行う。10 万行でも 100 万行でも、集計自体は早くて数秒で終えてしまう。 

 自動化がより進んだシステムは、作業自体は楽であるが、システムを修正するのにも相応の知識が

いる。引き継ぎはどうするか。お金があれば、次の基幹システム更新時に、自作システムと同じ動き

をする機能を既製品に組み込んでもらうのが最も近道だ。それが出来ないのならば、メンテナンスの

仕組みそのものを頑張って組み込むしかない。 

 

【質疑応答】 
Ｑ．事例として挙げたシステムが作れるようになるまでの勉強期間はどれくらいか？ 

Ａ．1 年弱(補足…Access での自動集計は 2ヶ月目の時点で出来ていた。あとは機能の追加や洗練)。 

Ｑ．外部のフリーソフト使用を推奨しない職場もあると思うが、どのようにすればいいか？ 

Ａ．使うことで効率が上がるならば、必要性を示して、使用を認めさせるべき。定評のあるソフトは

安全(補足…もちろん事前の調査や検査は必要)。 

 

【発表後の感想】 
 与えられた 15 分間に収めるため、映画「シン・ゴジラ」の演技に着想を得て、2 倍の速さで話すこ

とにした。会場からの質問や感想カードの内容を見聞きした限り、2 倍速でも内容は伝わったような

ので安心した。 
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 分科会Ⅱ 2.4.
 

分科会Ⅱでは、「わたしたちが前向きに仕事に取り組むために、必要なことは何か？」というテー

マ のもと、ワールド・カフェ方式でグループディスカッションを行いました。事前課題で明らかに

した 課題や悩みについて、分科会Ⅰでの気づきも共有しながら、いろいろな意見、情報、アイディ

アを集 めてもらい、新たな気づきを得ることをねらいとしていました。 

 

分科会Ⅱは大きく 4 つのタームで行いました。 

 

 ターム 1：自己紹介 
まず、アイスブレイクとして簡単な自己紹介を行いながら、「お悩み可視化マップ」で明らか

にした自分自身の課題・悩みを発表し、グループで共有しました。 
 

ターム 2：トーキングタイム  
次に、テーマに沿ってグループ内で意見交換を行い、ターム

3 に向けてグループ内で出された意見を模造紙にまとめました。 

リラックスした雰囲気で自由な議論を行ってほしいとの考えか 

ら、議論の形式やまとめ方について敢えてルールを設けなかっ 

たところ、グループごとに多種多様な議論が展開されました。 

中には、別グループの盛り上がりに触発されて、自然と活発な 

議論ができたというグループもあり、全体的に活発な議論が行

われたようです。また、ターム 2 では勤続年数の近い参加者

同士でグルーピングしたため、比較的似通った課題や悩みが持

ち寄られ、議論が盛り上がったのではないかと考えています。 

 
ターム 3：ワールド・カフェ  

引き続き、他グループでの議論内容を聞くワールド・カフェ

を行いました。ターム 3 では勤続年数の異なるグループへの移

動を促したところ、全く異なる視点からの意見や感想が飛び交

い、議論が盛り上がったようです。キャリアの違う立場からの

意見や新しい気づきを得られたといった意見が聞かれました。 

 
ターム 4：まとめ 

ワールド・カフェで聞いた内容をターム 2 でのグループでフィードバックし、共有しました。

その後、分科会Ⅱ全体を通して得た気づきや感想を各自書き出し、グループ内で共有し、まと

めとしました。 

 
分科会Ⅱは、カフェのようなリラックスした雰囲気の中で多くの意見や視点に触れて新たな気づき 

を得ることを目的としており、参加者からも「悩みの解決につながるヒントを得られた」「新しい考

えの発見があった」などの好意的な感想が寄せられ、有意義な時間となったようです。 

その一方で時間が足りなかったとの声も聞かれ、タイトなスケジュールの中でどのように時間配分

を工夫すべきか、今後の検討課題となりました。 
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コラム 3 懇親会 
 

 

1 日目が無事に全体会まで終わり、この後は、多くの参加者が楽しみにしている懇親会の時間です。大阪

大学の豊中福利会館へと会場を移し、大阪大学・藤原 瞳（実行委員長）の乾杯の発声で懇親会が開催され

ました。 

今回は、分科会 II で一緒にワークをしたグループをもとに、様々な地域の勤務年数の近い者同士でグルー

プ分けをしました。参加者たちは担当業務に関する情報交換もさることながら、仕事における悩み・将来の

展望、地域の特色や文化、最新情報といった様々な話題で大いに盛り上がっていました。 

 

懇親会のイベントとして、ひとつは、毎年恒例の各機関のグッズ紹介を行いました。今年は 17 大学がグッ

ズを持ち寄り、ここぞとばかりに所属機関や出身地域のグッズの、ＰＲを行っていました。グッズの内容は多岐

にわたり、おいしいお酒や甘いお菓子、かわいい公認キャラクターのクリアファイルなどなど多くのグッズが紹

介され、会場内は、熱くＰＲする者、グッズをもらおうとする者で大盛況でした。 

ふたつめとして、事前に参加者より推薦を受けた、それぞれの大学で活躍するキャラクター達による総選挙

を行いました。懇親会会場の壁に掲示されたポスターを参考に、参加者の皆様が No.1 だと思ったキャラクタ

ーに投票するイベントです。どのキャラクターも魅力のあるキャラクターばかりでしたが、その中で優勝に輝い

たのは、開催校である大阪大学の「ワニ博士」でした！ かわいさの中にもどこかにダンディさを醸し出してい

るギャップが参加者の心を掴んだのでしょう。 

さらに、第 10 回を記念した企画として、歴代のコクダイパン会議のポスター展示を行いました。10 枚の

ポスターが並ぶと、今までの実行委員や参加者が積み重ねてきた想いや歴史が感じ取れるスペースとなり、

複数回参加した経験のある人は立ち止まり感慨にふける姿も見られました。 

 

 参加者の皆様よりいただいたアンケートにも、「グッズ紹介がよい。総選挙も良かった」、「色々な人と話がで

き、お土産もゲットできました。」など、概ね好評だった懇親会でしたが、楽しい時間というものはあっという間

に過ぎ去っていくもので、最後に、東北大学・望月 晃平（実行委員）より閉会の挨拶をいただき、懇親会は大

盛況のまま幕を閉じました。 
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 分科会Ⅲ 2.5.
 

 1 日目の分科会Ⅰ「事例報告」で得た新たな知識や気付き、分科会Ⅱ「ワールド・カフェ」で得た

自分にはない新しい捉え方や見方、個々人の考えをもとに、分科会Ⅲではとある問題を抱えた状況に

おいて、自分ならどう前向きに行動し現状を打破していくのか、グループに分かれてケーススタディ

を行いました。 

 そしてそこで行われたグループ内での議論、情報共有をもとに、本会議のテーマ「前向き思考のス

スメ ～つながるグッドサイクル～」のとおり、自分自身の明日からの行動につながる前向きな行動

計画『私の前向き計画書』を作成しました。 

 

（1）アイスブレイク（20分 9:40～10:00） 
 まずは討論を円滑に進めるためのアイスブレイクとして、各グループ内で自己紹介とともに「ニッ

クネーム付け」を行いました。 

 各グループとも皆さんの個性に合わせた、独特かつ愉快（？）なニックネーム付けが行われ、場の

空気が和むとともに、議論を進めていく仲間としての意識が高まりました。 

 

（2）ケーススタディ（1回目 10:00～11:20 2回目 11:20～12:40） 
 アイスブレイクで緊張をほぐすと、2 回のケーススタディを行いました。各グループとも以下 5 つ

のケースのうちあらかじめ提示された 2 つのケースについて課題解決

のための意見交換・解決策のまとめを行いました。 

 

Ⅰ 【イベント企画】：防災訓練改善の為に 

Ⅱ 【スキルアップ】：新しい部署、新しい仕事 

Ⅲ 【業務改善】：負の連鎖からの脱出 

Ⅳ 【人間関係】：事務仕事ってめんどくさい！ 

Ⅴ 【人材育成】：突如、『先輩』になった！ 

 

 1 時間の議論の後、隣り合うグループでペアとなって互いに発表し合い、解決策の共有と意見交換

を行いました。なお、2 回目のケーススタディはペアのグループ同士で半分ほどメンバーを交換して

より多くの人と議論できるようにしました。 

 

 5 つのケースそれぞれが参加者の職種、経験年数を問わず議論できるテーマで構成されており、各

グループとも「あるある！」の声とともに、白熱した議論が展開されました。特に分科会ⅠやⅡで得

た知識、気付きをヒントとした意見を述べている参加者が多く見られたのが印象的でした。 

 また議論の方法も各グループによって様々な特徴があり、事前課題で作成した「お悩み可視化マッ

プ」を参考に各ケースの問題点等について分析しているグループもあれば、今回のテーマでもある

「グッドサイクル」に繋がるような解決策を提案しているグループもあり、同じケースについて考え

ていても様々なアプローチがあることに気付かされる発表となりました。 

 

（3）「私の前向き計画書」の作成（60分 12:40～13:40） 
 分科会Ⅲの最後には、2 日間で得た知識・気付き・新しい捉え方・個々人の考え方をもとに、自分

自身が明日からどのように行動していくかを「私の前向き計画書」にまとめました。それまでの和気

あいあいとした議論から一転、参加者それぞれが 2 日間を思い返し、明日から自分がどう行動してい

くかを静かに思い描いている姿がとても印象的でした。 

 参加者の皆さんが作成した「私の前向き計画書」の一部を掲載していますので、ぜひご覧くださ

い！ 
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タイトル【組織を変えるには、（自分自身を含めた）人を変えることから始めよう。】 

現状・問題点 

・他機関との情報共有不足で仕事がチグハグに。 

原因・課題 

・コミュニケーション不足 

☆組織の問題も、全て個人の問題から始まっている。 

解決策 

・他機関の担当者間で連絡を密に取り合う関係づくり。→定例的な担当者打ち合わせの実施提案 

・業務説明会の実施提案・・・他機関担当者とのスケジュールの共有化。 

計画書① 

タイトル【気負わない自分改革（いざ ver.2.0 へ！！）】 

現状・問題点 

○知識・技術の向上が遅々として進まない。 

 →雑務が止まらない。技術的雑務も多く、ステップアップの機会も少ない。 

 →人間関係の調整に時間を割いている。 

 →基礎力が欠如している。人よりも多くの時間を必要とする。 

原因・課題 

○要領が悪い。時間の考え方や見積り方が甘い。 

○問題を見て見ぬふりが出来ない。知りたがり関わりたがり。 

○自分の状況や問題は後回しにする傾向がある。面倒な業務からの逃避。 

○業務の中に見出す楽しみや面白さが依然として少ない。自分のものに出来ていない。 

解決策 

○必ず定時に帰れるよう時間を意識する。 

○問題を常にリストアップする。目視する。これには抱える業務も含まれる。 

○気負わない。能力以上のことは出来ない。バランスを重視。他者を巻き込む。 

○業務内に楽しみや面白さを見出すため、日に 30 分以上は余裕を作り、勉強や開発テスト等に充て

る。 

計画書② 

タイトル【自ら周りの人を巻き込んでモチベーション向上！】 

現状・問題点 

・英語対応にためらいがある→スピード感がなくなる 

 対応マニュアル少なく、特に窓口や電話等では相手を待たせてしまう 

 その結果、対応が悪くなる 

原因・課題 

①英語の勉強がおろそかになっている、知識不足 

②対応件数そのものが少ない、経験不足 

→自信が持てない、モチベーションの低下 

解決策 

①Q&A 集を完成させ、対応マニュアルを自分で作る 

 ネイティブの先生の協力をあおぐ 

②英語に触れる機会を増やす 

 同期を誘って英語サークルを作る、教員も巻き込む 

計画書③ 
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分科会Ⅲケーススタディ ケース一覧 
 

Ⅰ【イベント企画】：防災訓練改善の為に 

＜ケース＞ 

入職 5 年目の A さんは現在、学生系の部署に配置されている。A さんの勤めるパン大学では毎年、

施設管理系部署主導で防災訓練が行われているが、各部署での防災関連業務への優先順位が低く、ま

た内容も毎年同じでマンネリ化していた。 

 今年の防災訓練も例年と同じ内容で行われたが、その中で A さんは防災訓練の中に学生の避難誘導

が盛り込まれていないことに気が付いた。その事について同じ部署の同僚に話したところ、確かにそ

の通りだと同意を得ることは出来たが、具体的な改善案についてまで話が及ぶことはなかった。 

＜問い＞ 

あなたが A さんならこの防災訓練をより効果的なものとするため、どのように前向きに捉え、行動

しますか？ これまでの分科会で得た知識も活用しながら、グループ内で話し合い、1 つの行動計画

をたてましょう。 

 

Ⅱ【スキルアップ】：新しい部署、新しい仕事 

＜ケース＞ 

A さんは 3 年前に新卒で入職してからこれまで学生系の部署にいたが、今年 4 月に初めて財務系の

部署に異動した。新しい部署とはこれまでほとんど関わりが無く、どのような業務内容かもよく分か

らないまま不安を抱えての異動となった A さんだったが、前任者からの引継ぎと簡単な業務マニュア

ルを片手に上司や周囲の人に分からないことを聞きながらもなんとか目の前の業務をこなし、異動か

ら 3ヶ月が経とうとしていた。 

 ようやく新しい部署にも慣れつつあった A さんだが、これまで目の前の業務を片付けるのに精いっ

ぱいで、その業務が何のためにあるのかを知らずに業務に当たっていたことに気付いた。また専門知

識を身に付ける必要性を感じてはいるものの、業務に追われてなかなか落ち着いて勉強することが出

来ずにいた。 

＜問い＞ 

あなたが A さんなら自らのスキルアップのためこのような状況をどのように前向きに捉え、行動し

ますか？ これまでの分科会で得た知識も活用しながら、グループ内で話し合い、1 つの行動計画を

たてましょう。 

タイトル【課内での問題共有及び解決】 

現状・問題点 

・課内の不満や問題がただの愚痴で終わっている。 

・縦割りの業務分担であるため、担当者不在時に対応が遅れる。 

・学生にキャリア支援課の意図が伝わっていないのではないか。 

・意味のある仕事とは？（アンケートはどこまで必要？） 

・全職員での話し合いの場がない。 

・明確なゴール（ミッション）がない。 

原因・課題 

・不満や問題を本人に言いづらい（コミュニケーションは全体的に良好） 

・前例踏襲が多い（楽だから、でも意味は？） 

・職員の声はどうしても学生へ響きづらい 

・アンケートを集計して結果を出しても、活用度が低い 

・ミーティングの内容不足 

解決策 

・本音を話しやすい課内の雰囲気作り 

・他者業務の把握 

・学生委員会等の活用 

・活用していないアンケートの集計をやめる 

・課内ミーティングの開催（業務の現状、お願いしたい仕事） 

計画書④ 
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Ⅲ【業務改善】：負の連鎖からの脱出 

＜ケース＞ 

 入職 3 年目の A さんは、この秋に初めて学内異動した。職種は同じ会計系であるが、初めて任され

る業務も多く、しばらく残業が続いている。わからないことがあれば上司に相談しているが、上司は

実務について詳しくなく、どうやら Aさんの前任者（ベテラン）に任せっきりだったようだ。 

 業務マニュアルはあるにはあるのだが、だいぶ昔に作成されたもののようで、現状使い物にならず、

専門用語も多すぎて、マニュアルのためのマニュアルが欲しいくらいである。きちんとしたマニュア

ルがないため、一人で仕事を進めるのはもちろん、他者に手伝ってもらうにも、時間がかかってしま

っている。 

 残業続きの A さんは、心に余裕をもてなくなり、係内でもあまり会話することなく、一人仕事に追

われる日々が続いている。 

＜問い＞ 

あなたが Aさんの場合、この状況から脱出するべく、どのように前向きに捉え、行動しますか？ 

これまでの分科会で得た知識も活用しながら、グループ内で話し合い、1 つの行動計画をたてましょ

う。 

 

Ⅳ【人間関係】：事務仕事ってめんどくさい！ 

＜ケース＞ 

 旅費担当の A さん（入職 4 年目）は、今度海外出張に行く教員に対して、旅費の支給に必要となる

書類について、メールでお知らせした。 

 翌日、事務室にその教員が怒鳴り込んできた。必要な書類が多すぎることに腹をたてているようだ。

どうやら、今回の件だけでなく、事務仕事の煩わしさから、日頃から事務職員にはフラストレーショ

ンがたまっていたらしく、今回の件でそれが爆発したようだ。 

 A さんは、規程で定められている必要書類についてお知らせしただけで、それ以外、特に間違った

ことは言っていない。 

 この教員に限らず、A さんが所属する部署では、教員と事務職員の間に目に見えない溝があり、仕

事がスムーズに進まないことが度々あった。 

 みんなの前で怒鳴られた A さんは、すっかり意気消沈してしまい、教員と接するのが恐くなってし

まった。 

＜問い＞ 

 あなたが A さんの場合、教職員の信頼関係を築くために、どのように前向きに捉え、行動します

か？ これまでの分科会で得た知識も活用しながら、グループ内で話し合い、1 つの行動計画をたて

ましょう。 

 

Ⅴ【人材育成】：突如、『先輩』になった！ 

＜ケース＞ 

 A さんは入職 2 年目。今の係は係長と係員 2 名の計 3 名であり、A さんは、新人としてなんとか先

輩係員に教わりつつ、業務をこなしてきた。 

 …が、4 月に先輩係員が異動となってしまった！ 後任は大学を出たばかりの新卒新人である。3

人しかいない係であり、係長は非常に多忙なため、「新人は A 君に任せるね～♪」と言われている。

今まで『後輩』として何とか目の前の業務をこなしてきたのに、いきなり『先輩』になってしまった

……。 

 しどろもどろになりながら新人を指導しているものの、業務上の報・連・相ができていないなどの

問題も見られる。そんな新人にどう注意したらいいか戸惑う一方、自分の業務もこなさなくてはなら

ない……。 

＜問い＞ 

 A さんは係の中核として業務をこなしつつ、新人を一人前

に育てる責務をも負っています。あなたが A さんの場合、

このような状況をどのように前向きに捉え、行動します

か？ これまでの分科会で得た知識も活用しながら、グル

ープ内で話し合い、1つの行動計画をたてましょう。 
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 全体会（クロージング） 2.6.
 

 2 日間にわたる第 10 回コクダイパン会議もあっという間に最後の全体会（クロージング）となりま

した。参加者は、1 日目の全体会（オープニング）の時に比べ、これまでの分科会で得るものがあり

晴れやかな笑顔の者や、議論し尽くせず全体会に集まっても議論を続けている者など、参加者それぞ

れ面持ちも変わっており、それぞれが充実した 2 日間を過ごしたように感じられました。 

  

クロージング全体会では、まず、2 日間にわたる会議の総まとめとして、分科会Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを通して

学んできたことを踏まえ、前向きに物事を捉え、積極的に行動するための自分自身の行動計画として

落とし込んだ「私の前向き計画書」の発表を数名の方がしました。 

 当初は、緊張からかなかなか手が挙がらなかったものの最終的には自ら挙手をして発表する方も出

てきて、意識の高まりが感じ取れました。 

 「私の前向き計画書」は業務の効率化や周囲とのコミュニケーションといった直接業務に関わって

くる計画書から、自らの意識を変えることなどの気持ちの面に焦点を当てた計画書まで内容が多岐に

わたっていたため、発表を聞く参加者も「そのような考え方もあるのか」とうなずいて反応する等、

有意義な情報共有の場にもなっていたようでした。 

 

 続いて、実行委員長の藤原 瞳（大阪大学）の挨拶をもって、2 日間を振り返りました。その後、 

参加者全員がお互いへの感謝、今後の健闘を祈り、参加者全員による参加者全員のための拍手をもっ

て、第 10 回国立大学一般職員会議は閉会しました。 
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3. アンケート結果 
 
 
 100 名の参加者のうち 90 名（90%）から回答をいただきました。ここではその集計結果について紹
介いたします。 
 
1.会議に出席にするにあたって 
1-1 所属機関におけるコクダイパン会議開催の周知状況（複数回答可） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
9 割近くの機関において周知が行われているようです。周知方法としてはメールによる周知が最

も多く、過半数を占めています。 
 

1-2 所属機関におけるコクダイパン会議参加への支援状況 
 

参加者の約 4割は所属機関からの支援がない状況での 
 参加となっています。一方、約 6 割の参加者は何らかの 
 支援があったと回答しており、その内容としては 
「出張・代休」扱いが最も多く、半数を占めています。 
  第 7 回までは支援ありが増加、支援なしが減少傾向に 
ありましたが、第 7回以降は増減を繰り返しており、支援 
ありの割合は 6 割から 7割程度で落ち着いているようです。 
 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「その他」の回答 

 人事課から個人的に連絡／参加経験のある先輩からの勧め／実行委員からのおさ

そい／グループウェアによる周知／未参加の対象職員に直接周知／メール登録して

いる人から直接個人に／伝言／スタッフによるメール送信／学内での研修告知 

周知の有無 周知方法 （ 単 位 ：

人） 

支援の有無 

支援方法（複数回答可） 

（単位：人） 
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【参考資料】  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
1-3 支援によるコクダイパン会議参加意向への影響 
 
  参加者のうち、34％（33 名）は「影響した（支援 
がなければ参加しなかった）」と回答しています。 
また、「あまり影響しなかった」「影響しなかった 
（支援なしでも参加した）」を合わせると 30％（28名） 
となっています。支援なしの参加者が 36％（34名）で 
あり、66％の参加者は支援の有無にかかわらず参加意向 
だったことが窺えます。 

 
 
 
 
 
1-4 第 10 回コクダイパン会議の情報源 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  最も多いのは「所属機関からの通知」、次いで「友人・知人から」となっています。 
  第 9 回まで「友人・知人から」の割合は減少傾向にありましたが、第 10回では前回比 1割    
 程増加しており、人とのつながりは引き続き重要な情報源となっていることが窺えます。 

所属機関による支援有無の割合 

※分母は「アンケート回答数」であり、無回答者がいるため合計値が 100%にならない場合がある。 

（単位：人） 
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 【参考資料】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-5 コクダイパン会議に参加することによって得たい・身につけたいもの（複数回答可） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  「新たな視点・アイディア」が 63 名（70％）、「仲間・人脈」が 61 名（67.8％）、「モチベー
ション・新たな目標」が 52 名（57.8％）となっており、新たな視点・アイディアを求めて参加し
た方が最も多くなりました。これは、第 10 回のテーマの趣旨が適切に参加者に伝わったためでは
ないかと考えられます。 

 
  また、過去のアンケートからの傾向から、「仲間・人脈」と「モチベーション・新たな目標」を
求める参加者は微減傾向にある一方で、「新たな視点やアイディア」を求める参加者は、第 9 回で
は減少したものの増加傾向にあります。 

 
 
 
 
 

※分母は「アンケート回答数」、分子は各項目の回答数。複数回答のため合計値が 100%にならない。 

コクダイパン会議を知った広報媒体 

（単位：人） 
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【参考資料】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.会議全体について 
2-1 広報媒体（HP、ブログ、Facebook）の閲覧状況について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  9 割以上の参加者が少なくとも 1 回は HP を閲覧していたようです。ブログについては、「よく見
た」の割合が第 9回と比して約 1割増加しています。 

  一方、Facebook については第 9 回に引き続き全く見なかったとの回答が過半数を占める結果とな
りました。見なかった理由について Facebook の存在を知らなかったとの回答が散見され、周知不
足が一因と考えられます。 

  

コクダイパン会議に求めるもの（複数回答） 

※分母は「アンケート回答数」、分子は各項目の回答数。複数回答のため合計値が 100%にならない。 

HP ブログ Facebook 
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2-2 会議日程について 
  
 ○前半 2日間開催がよい 4件 
 
○3連休以外の開催がよい 3件 
 
○その他 
他大学の事例発表分科会Ⅰをもう少し聞きたかった/1日目の 

開始がゆっくりめだったので、参加しやすかったです/10月 

開催のままでいいと思います。1日と半日くらいでいいと個 

人的には思います。/1日にしていただけるとありがたい/ 

休憩時間が決まっているといい。/最終日の終了時間が 

12：00頃であれば良いと感じた。（遠方の人間の帰りを考えると） 

 
 
9 割近くの参加者が「ちょうど良い」と回答しており、スケジュールは適正なようです。 
しかし、3 連休であれば前半 2 日間の方が参加しやすい、3 連休以外の開催がよいとの意見もあり、

開催地のアクセスのしやすさによっては検討の余地がありそうです。 
 
 
2-3 参加費について 
 
 9 割以上の参加者が「ちょうど良い」または」「安い」と
回答しており、適切な参加費で開催できていることが窺え
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-4 会議の満足度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  全体会、アイスブレイク、分科会ⅠからⅢのいずれも「満足」「まあ満足」を合わせると 8 割以
上となっており、大方の参加者から満足と評価されていることがわかります。 



  最も満足度が高かったのは全体会で、87％の参加者が満足と回答しています。名司会のおかげで
しょうか。 

  次いでアイスブレイク、分科会Ⅰが 85％、分科会Ⅱが 84％、分科会Ⅲが 81％となっています。分
科会Ⅰ（参加者による事例紹介）は第 9 回に引き続き満足度が高く、他大学での取組みや活躍する
職員の話を直接聞けることがコクダイパン会議の醍醐味となっていることが窺えます。 

2-5 会議に参加することによって得られた・身についたもの（複数回答可） 

  「1-5 会議に参加することによって得たい・身につけたいもの」と比べると各項目概ね同数と  
なっており、参加者がコクダイパン会議に求めるものと、実際に参加して得られたものは合致して
いることが窺えます。 

2-6 業務に対する姿勢の変化 

  今回のコクダイパン会議に参加して「めっちゃ前向きになった」「まあまあ前向きになった」と  
回答した参加者は約 9 割となりました。また、会議前は業務に対して「やや後ろ向き」と答えた参
加者全員が、会議に参加して「まあまあ前向きになった」と回答しており、今回のテーマである「前
向き思考」につながるヒントを得てもらえたと考えられ、企画側としては嬉しい結果となりました。 

（単位：人） 

会議後 会議前 
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2-7 今後の参加意向 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  「自費であっても参加したい」と回答したのは 18 名（20%）でした。開催地によるという回答が
最も多く、「大都市周辺」「地方」「近距離であれば」を合わせると 44 名となりました。また、
「所属機関から費用面等での支援があれば参加したい」と回答したのは 25 名（28％）となり、費
用面等での支援があれば参加したいとの回答割合は第 6 回から減少傾向にありましたが、今回増加
に転じました。 

 

3．今後について 

3-2 職場に戻ってからやってみたいこと 
◯コミュニケーションを取りたい・情報共有したい （14件） 
同係との業務・悩みの共有／構成員とのコミュニケーションを密にとる／担当内でのミーティング／コミュニ

ケーションをさらにとる。／腹を割れていない職員にも自分から積極的にコミュニケーションを取っていく／

上司との打合せ／雑談とご飯いくとか（本とこれくらいしかできそうにないです）／他の係員と積極的なコミ

ュニケーションをとる／とりあえずもっと同僚に話しかけます／情報共有をもっと／係長と仲良くなる／まず

は仕事、職場について同世代で自由に話せる様な「場」を設けたい／職場に共有のお菓子を持ち込み、話題を

つくる（コミュニケーション促進）/マニュアル作り、朝ミーティング 
○意識改革したい・業務への姿勢を変えたい （13件） 
積極性をもちたい／とにかくもっと基本の規則に戻ってみようと思ってます／自分の意識を向上させ、維持す

る！！ ということ／あまり考え込まないようにする／働き方の変更です／意識から変える／自分の仕事につ

いてなんとなくできるではなく、しっかりと見直していこうと思いました／考え方を改める／もう少し肩の力

を抜いて働くこと／業務整理をして、自分の今の業務と向き合う/始業前、終業後に業務の予定をたて、達成で

きたか確認する。自分が変わるという意識をもつ/もっと真剣に業務に向き合うことと、優先順位の付け方を練

習すること/繁忙期を迎えるまでの事前対処。マニュアル、手順書など改善しようと思います 
○業務改善 （10件） 
通常業務の削減／業務改善・横とのつながり／業務の整理、国際 SD の企画・実施、他部署との連携／もっと真

剣に業務に向き合うことと、優先順位の付け方を練習すること【再掲】／業務改善について職場で話し合って

みようと思いました／ ToDoリストの作成 
○知識の習得・勉強会したい （7 件） 
他の人（パート）に仕事を回せるようマニュアル作り。エクセルマクロや Access の勉強／能力向上／すでにや

っていたことですが、大学院に通って勉強します／もう一歩踏み込んで他の人の仕事を勉強しようと思いまし

た/今やっている若手勉強会を継続させられるよう頑張ります/今の部署の仕事に集中しいろんなことを吸収す

ること 
○マニュアルをつくりたい （6件） 
他の人（パート）に仕事を回せるようマニュアル作り。エクセルマクロや Access の勉強【再掲】／マニュアル

作り、朝ミーティング【再掲】／自分から、いろんな人を巻きこむことができるようになりたいです。まずは

英語対応マニュアルを作りたいです。／まずは自分マニュアルを作成！／マニュアル作成 
○その他 （16 件） 
空き時間の活用／可視化／今まで気になってはいたものの、取り組むことを渋っていた業務に手を付けたい／

手持無沙汰な時間も有効活用できるような task を見つける or 作りたいと思っています／相手のペースを見極

めながら、距離を縮められるように気長に働きかけるということ／疑問に思うことはほっておかないようにす

る。変な白紙を作らない／課内の問題共有、学生と近くなる／上司にアイデアを提案したいです／とりあえ

（単位：人） 
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ず、自分の悩みを分析してみる／業務フリーとやったこと日誌はさっそく作ってみようと思います／机の整

理、自分のキャリアプランの見直し／情報の発信など／コクダイパンの参加者の報告を紹介（個人的にこんな

人がいたとか）/30分早く出勤する/もう少し周りに助けを求めてみようと思いました 

 
【コメント】 
 職場に戻って取り組みたいこととして、コミュニケーションに関することが多く挙げられました。

改めて周りの人との連携や繋がりの大切さを実感していただいたようです。また、意識や姿勢の改善

についてもコミュニケーションと僅差でした。自分自身の姿勢や意識次第で変化が起きることを再確

認していただけたように思います。 

他にも、「業務改善」や「知識の習得」など、皆さん各々、「まずは自分ができる範囲内で、改善

につながりそうなこと」を見つけていただき、具体的な行動につながる一助となったようで、実行委

員一同大変嬉しく思います。今後の前向きな取り組みに期待しています。 

 
3-3 今後取り上げてほしい企画など 

○取り上げてほしいテーマ 
●ワークライフバランス 
・時間外勤務に係る各大学さんでの取り組み事例や、保育所運営について 
・定時で帰る方法 

●キャリアプラン 
 ・新人、若手、中堅それぞれの立ち位置。リーダーシップ。 
・将来指導する立場に立つために、現状でどんな準備をすべきか。 
・「自分が係長になったら」/やがてやってくる係長への準備 

●大学運営 
 ・大学の運営費獲得方法について 
 ・国立大のミッションや機能強化について（機能強化の 3類型グループをつくって話してみたいです） 
●事例 
 ・仕事上で実際にあった事例 
 ・ケーススタディ 
●メンタルヘルス 
 ・メンタルヘルスの話題等 
●その他 
 ・「前向き」の今回のテーマがとてもよかったと思います！ 
 ・引継ぎ 
 ・職場にとって大切なものの 1 つがコミュニケーションですが、そのコミュニケーション力をどうやって身

につけるか、上げていくか・・・。 
○取り上げて欲しい企画 

・部署・仕事ごとのテーマ会 
・学生支援とか、経理とか、職種ごとの分科会 
・ネガティブな同期 
・今回のようなワールドカフェは色んな視点が見つかってとても参考になりました。 
・事務職員から大学への提言 
・若手勉強会について、自主的に始めて継続している例があれば知りたいです 
・考えて仕事するためのきっかけづくり 
・各大学が売り出しているグッズの品評会 
・企画立案 
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3-4 次回の開催地希望 

エリア 人数 地域 内訳 具体的記載 

東日本 21 

北海道 2 北海道（2） 

東北 2 岩手（1） 

関東・甲信越 8 
信州大学（3）、筑波大学（2）、長野

（1） 

東京 6 お茶の水女子大学（1） 

東海・北陸 3 名古屋（2）、愛知（1）、 

西日本 37 

近畿 11 京都大学（3）大阪（2）、関西（4） 

中国・四国 10 広島（1）、広島大学（2）、岡山大学（1） 

九州 13 
九州大学（2）、福岡（2）、熊本（1）、

長崎（2） 

沖縄 3  

その他 2 どこであろうと必ず行きます、本州 
※具体的な大学名についても反映させています。 

 
 近年の関東地区・東北地区での開催が続いていた中で、久しぶりの関西地区での開催となったこと

を受けてか、今後も西日本エリアでの開催を希望する声が多く聞かれました。今回は具体的な大学名

が多く挙がったように思います。 
 
4 その他のコメント（一部抜粋）  

○委員へのお礼・労い （38件）（学びがあった、新たな気づきを得た等の 4件も含む） 
・2 日間とも興味のある内容ばかりですごく学べました。また、前向きな方々と話をすることができ、とても刺

激を受けました。ありがとうございました。全国の繋がりができたことが一番の収穫です。 
・実行委員の皆様については、企画から会場運営まで本当にありがとうございました。 
・企画盛りだくさんで楽しかったです。様々なサポートに感謝申し上げます。 
・初めての参加でしたが、2 日間とても充実した時間を過ごすことができました。全国にこれだけ仲間がいると

思うととても心強いです。来年も是非参加したいです。素敵な会に参加させていただき、本当にありがとうご

ざいました。 
・準備・運営等本当にお疲れ様でした。若干のマンネリ感が漂うコクダイパンの中で、前向きに行動すること

は大変だったかと思います。ありがとうございました。 
・記念すべき第 10 回開催おめでとうございます！！久しぶりの参加でしたが、楽しく過ごすことが出来まし

た。ありがとうございます。分科会Ⅰは同世代の話＋若手の意見をきく時間が取れてとても勉強になりまし

た。元気な若手の人たちがたくさんいて、なんだか今後が楽しみになりました。中堅としてはほっと一安心。 
・今回参加できて新たな気づきを得ることができ、とても良い機会になりました。実行委員の皆さま、このよ

うな素敵な会を本当にありがとうございました。 
・あっという間の 2 日間でした。最初は 1 年目の新人で気後れしそうだと思っていましたが話しやすい雰囲気

で結構楽しめ、勉強になりました。いろんな大学のパンの方と交流できたことが新鮮で来て良かったです。運

営の皆さんありがとうございました。 
・二日間ありがとうございました。運営スタッフの方々には本当にいろいろとご尽力いただき感謝しております。  
・今回参加させていただく機会を得られて、想像以上に充実した時間を過ごすことができました。企画・運営

をして下さった方々は日々の業務もあった中でとても大変だったと思います。どうもありがとうございました。 
・お疲れ様でした。コクダイパンを続けてくれてありがとうございます。この実行委員としての経験を自分た

ちの未来につなげてほしいと思います。実行委員が一番成長していると思います。 
・実行委員会のみなさま、本当にお疲れ様でした。地に足のついた企画で、とても面白かったしためになりました。  
・大阪大学、実行委員さん、本当に Thank you！！ 
・とても和気あいあいと楽しかったです！ありがとうございました！ 
・2日間ありがとうございました。おかげさまで今後の仕事が楽しくなりそうです。 
・第 10 回という大きなふしめでのコクダイパン運営について、重圧もあったかと思いますが、とてもすばらし

い会をありがとうございました！！第 8 回コクダイパン会議に東北で参加しましたが、今回も多くの人たち

と、いろいろな意見を知ることが出来ました。実行委員の皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。 
・色々な苦労があったかと思いますが、2 日間お疲れ様でした。プログラムについても、実行委員会としての意

図が感じられ、かつ、スムーズな運営であったかと思います。ありがとうございました。to実行委員の皆様 
・実行委員の皆様、本当にお疲れ様でした。動いていただける人がいるおかげで、大きな動きが生まれている

のだと思います。懇親会会場で、これまで 1～10 回のポスターがあって、歴史、懐かしさを感じました。いか

に今後、自分の仕事を成熟させていくか、今後も考えていきたいと思います。 
・第 10 回お疲れ様でした！来年は参加できませんが、また再来年にパンの皆さんとお会い出来るのを楽しみに

しています。 
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・企画、運営等ありがとうございました。普段は発見できない気づき等の発見が出来、この会議に参加でき本

当に良かったです。来年もぜひ参加したいと思います。 
・楽しく有意義な時間を過ごすことが出来ました。実行委員の方々本当にありがとうございました。 
・仕事をしていく中でいぜんより向上心ややる気が失くなっていて、それを変えるために参加しました。2 日間

参加して良かったと思います。有難うございました。 
・実行委員の皆さんが素敵な企画をしてくださったので、大変有意義な時間となりました。まだまだ考えが足

りないと感じたので、職場に戻って頑張りたいです。ありがとうございました。 
・初めて参加しましたが、想像以上に面白かったです。運営お疲れさまでした。 
・運営ありがとうございました。とても有意義な時間となりました。モチベーションがすごく上がりました。 
・積極的でおもしろい方ばかりで非常に楽しかったです。できれば一緒に仕事ができたらと思いました。こん

なキャラの濃い人ばかりなら仕事たのしいのに！と思います。スタッフの方々、ご準備にお時間を割いていた

だいて本当にありがとうございました。普段の学内研修よりずっと有意義でした。 
○人とのつながり （7件） 
・普段自分の業務のことで精一杯になってしまうので、今回様々な人の話を聞くことができてためになりました。  
・たくさんの方のアイデア、考え方、志、いろんな話しを聞くことが出来て、とても勉強になりました。 
・同世代で同じ境遇にいる方々とお話出来るのは、とても楽しかったです。 
・参加することに何か意味はあるのかと思いつつ初参加したのですが、たくさんの人と話すことで、新たな視

点を知り、じぶんのやっていることを見つめ直すことができました。 
○改善点 （5 件） 
・全体の流れなど、よく練られていたのではないでしょうか。あまり仕事に悩みがない状態だと、事前課題や

計画書はちょっと苦しいかも、と思いました。贅沢な悩みなのかもしれませんが…笑。 
・グループ分けで勤務年数を考慮いただく際に、社会人経験年数で考慮していただけると良かったです。 
・グループのわりふりですが、分科会 2、3＋懇親会＋朝のアイスブレイクの席で人がかぶらないように工夫を

してもらえると、もっと多くの人と交流できる機会があったのではないかと思います。 
・実行委員の方は積極的に発言しよう！ みたいなのが決まっていたのでしょうか……？ たまたまかもしれ

ないですが、リーダー役が実行委員の方で固定していた印象を受けたので、役割を固定しない方がより議論で

きたきがしました。 
・分科会Ⅲのニックネームですが、決まったら全員に呼ばせると浸透するかもしれません。（例：A「私のニッ

クネームは「○○」です。 全員「○○ー！」） 
○その他 （実行委員に興味あり、提案、感想、ご飯派等）（6 件） 
・大学行政管理学会等私学職員が集まって出来た団体（学会）はあるが、国立大学の管理職ではなく一般職員

（ヒラ社員）が中心となって出来た職能団体として、コクダイパンは日本の高等教育史上画期的な団体だと思

う。単なるガス抜きや初任者研修のアウトソーシングにならないよう、第一回目の報告書にあるような「ラデ

ィカルさ」を無くさないようにしていただきたい。ありがとうございました。 
・「会議」と名がつくのなら、大学にまつわる問題について勉強・討論してみてもいいのでは。 
・念願の自校開催が叶い、よかったです。ブログの大学までのアクセスについての記事、とても助かりまし

た。ありがとうございました。すごくドキドキして参加しましたが、参加して良かったです。いろんな方とお

話しできたことが、本当に自分の「前向き」に繋がっていくと思います。テーマや時期によるかもしれません

が、ぜひまた参加したいです。パン美味しかったです。 
・まだ自分の中で落とし込めてないところがあるので、今回学んだこと、感じたことを明日以降も見直し、前

向きに頑張って行きたいです。 
・今の出向先が非常に恵まれている。大学へ帰って、悩み、苦しみ、ツラくなったらまた来ようと思います。

今は自己啓発！ 
・「本音が話せなかった」というのが感想です。大学職員としては 2 年目ですが、入職前は民間で 6 年半勤め

ていました。その時には、後輩をまとめる主任の仕事をしていたので、後輩のまとめ方、巻き込み方、上司と

の関わり方など、それなりに感じていることはあります。ただ、大学職員としての経験は浅いので、学びたい

という思いもあり、新卒 2 年目、4 年目の人と話をするとき、自分がどういうスタンスで話をすれば良いかわか

らず、困ってしまい、結局本音が話せないままになってしまいました。自分がどのような思いで、どういった

スタンスで参加するのか、もう少し意識しておけば良かったと反省しています。次の機会には、しっかりと考

えた上で参加出来ればと思います。 

  
実行委員へのお礼や労いの言葉が非常に多く寄せられ、とても嬉しく思います。参加者のみなさま

に改めて感謝申し上げます。 
また、様々な人の意見を聞くことで刺激を受けたり、前向きな姿勢につながったなどの声が多く聞

かれ、この 2日間を通し、有意義な人脈を築いていただけたようです。 
なお、アンケート項目 3－6 でのコクダイパン会議の企画・運営スタッフになることに興味がある

かという質問に対し、「ぜひやってみたい」は 2 名（2％）、「興味がある」は 20 名（24％）の回答

がありました。長期に渡っての本務とのかけもちはそう簡単に決断出来ることではないかもしれませ

ん。しかし、必ず自分の成長に繋がる経験になると思いますので、積極的な回答をくださったみなさ

んは是非その一歩を踏み出してみてください。 
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コラム 4 ～第 10回コクダイパン会議の作り方～ 

 

第 10回コクダイパン会議はどのように当日を迎えたのか、実行委員会始動から当日までの動きを振り返

ります。 

 

≪2月≫ 

・第 10回実行委員会メンバー決定！第 1回ミーティングに向けて始動！ 

 

≪5月≫ 

・第 1回ミーティング＠大阪大学開催 

このミーティングで企画の大枠が決定しました。委員の中には、他の委員は初めて顔を合わせる…といった

場合もありましたが、熱い議論を交わすうちに、初対面・勤務年数・勤務地など全く気にならなくなってい

きました。 

 

≪ミーティング終了～参加者募集開始まで≫ 

・参加者募集に向けて企画詳細、実施要項の作成に全力投球 

 

≪7月 4日≫ 

・参加者募集開始！ 

 

≪8月≫ 

・第 2回ミーティング＠大阪大学開催 

この時点で企画詳細はほぼ決定しており、当日は実行委員によ

るロールプレイングを行いました。参加者にとって分かりにくい

ことはないか、ねらいの達成のために更に工夫できることはないかなど最終段階の詰めを行いました。 

 

≪9月～会議直前≫ 

・ロールプレイングで出た課題への対応策を決定 

・当日配布する資料の作成 

・前日準備～片づけまでの段取り決定など 

 

≪10月 9日、10日≫ 

そしていよいよ当日…！！！ 

 

 

実は、当日までの間で実際に顔を合わせているのは下線を引いている 2回（会議終了後の反省会を含めて

も３回）のみです。それ以外の期間は、メール、オンラインストレージやグループウェアなど Webを駆使して議

論を進めていました。密に連絡をとっていると、ほとんど顔を合わせていないことが不思議に思えるほどです。 

平日の業務後、休日など時間のやりくりは各自工夫が必要でしたが、互いに刺激しあう仲間ができたこと、

そして参加者のみなさんと第 10回コクダイパン会議を作りあげられたことは何にも代えがたいものでした。 

  



36 

4. 終わりに ～謝辞～

 第 10 回コクダイパン会議は、会議運営に多大なるご尽力をいただきました会場校である大阪大学

の皆様、サポーター、事例発表者などの皆々様のおかげをもちまして、特段大きなトラブルや天災に

見舞われることなく、無事終了することができました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。また、

参加者や実行委員の活動は、様々なかたちで支援を賜った各所属機関の皆様やご家族の方のご理解、

ご支援があって成り立っています。いずれが欠けても、コクダイパン会議の成功はありませんでした。

改めて、関係する皆様に重ねて御礼申し上げます。 

 ここに、第 10 回コクダイパン会議の報告書が完成いたしました。今回の会議では、参加者が日常

抱えている業務や課題に対し、どのように前向きに捉え、取り組んでいくかについて議論し、自分の

目標とする行動を「私の前向き計画書」としてまとめました。その一部を本報告書に掲載しておりま

すので、あわせてご覧いただき、様々な「前向き」の形を参考にしていただければ実行委員一同幸い

です。 

 10 年前、全国の国立大学一般職員たちの間でくすぶっていた小さな火種がひとつになり、コクダイ

パン会議が誕生しました。そして 10 年という年月が流れ、当時コクダイパン会議を立ち上げたメン

バーの中から、大学運営を担うべくより責任ある立場へと移られ、パンを卒業していく方も出てきて

います。その間、コクダイパン会議も決して平穏に平坦に運営してこられたわけではなく、毎年、大

学職員を取り巻く環境や状況も変わっていき、さまざまな課題が浮かび上がってきました。そうした

課題と向き合い、改善や解決を模索することを実行委員会は続けてきました。 

 法人化後、国立大学は第三期中期計画期間を迎え、大学のあるべき姿、求められる役割も大きく変

化しています。それとともにコクダイパン会議の性質や求められているものも変容しているように感

じます。職員に求められている能力や人物像が変化していることをふまえると、今回 10 年目という

節目の時に、コクダイパン会議もまた、今後のあり方や方向性を今一度再確認し、必要な改革をすす

めていくことを視野に入れていくべきなのでしょう。 

 最後になりましたが、コクダイパン会議にご参加いただいた皆様が会議で得たものを存分に職場へ

還元され、また今後ますますご活躍されますことを祈念して、簡単ではありますが謝辞とさせていた

だきます。 



第 10 回 国立大学一般職員会議 

“前向き思考のススメ ～つながるグッドサイクル～” 

実 施 要 項 

1．目的・概要 

法人化後の平成 19 年 7 月 15 日、国立大学の将来に危機感を抱いた全国の一般職員有志により、

国立大学の将来像や国立大学が直面する課題を議論し、具体的方策を見出していく自発的な活動

が行われました。これが現在まで続いている「国立大学一般職員会議」の基礎となっています。 

国立大学一般職員会議では、今後の国立大学法人を担う私たち一般職員（係長級以上を除く職

員）が、全国各地より自発的に集まり、現在直面している様々な課題や、これから求められる国

立大学職員像などについて全国の仲間とともに考えていきます。 

 職歴や担当業務が異なる全国の一般職員との議論や交流を通じて、様々な視点から課題解決に

向けたアプローチや具体的な解決方法等を模索することで、明日からの自分自身が大学職員とし

て少しでも成長することができる“きっかけ”を得ることができればと思います。 

 本会議は、参加者一人ひとりが今後の国立大学で活躍できるよう、自分自身において必要な資

質を考え、培い、行動していくための一助となるような自己研鑽の機会となること、また、参加

者相互の協力や意見・情報交換のための人的ネットワークの構築・拡大を目的としています。 

2．主 催 

国立大学一般職員会議実行委員会（以下、実行委員会とする） 

〔実行委員：10名〕 

岡部 裕紀（山口大学/日本学術振興会）、音川 貴之（大阪大学）、 

木村 和佳奈（大阪教育大学）、木本 健介（大阪大学）、齋藤 晏里（信州大学）、

関口 真美（富山大学）、高田 侑子（兵庫教育大学/文部科学省行政実務研修生）、 

夏目 慎也（滋賀大学）、藤原 瞳（大阪大学）、望月 晃平（東北大学） 

※ 実行委員会は、以上の国立大学法人一般職員有志による自発的な組織です。 

3．日時・会場 

〔日時〕 

1日目：平成 28年 10 月 9日（日）13：40～ 18：05（予定） 

2日目：平成 28年 10 月 10日（月・祝） 9：20 ～ 14：10（予定） 

※ 1 日目の会議終了後に懇親会を行います。 

※ 2 日目の昼食は実行委員会で準備します。（パンと飲み物を予定しています） 

〔会場〕 

国立大学法人 大阪大学 豊中キャンパス 

 〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町 1-16 

（参照 URL： http://www.osaka-u.ac.jp/ja/access/toyonaka/toyonaka.html） 

※ 受付及び全体会会場：全学教育推進機構 全学教育大講義室 

  （参照 URL： http://www.celas.osaka-u.ac.jp/） 



○ 交通案内：http://www.osaka-u.ac.jp/ja/access/

○ 建物配置図：

http://www.celas.osaka-u.ac.jp/access/files/top_data/accessroute.png 

＝宿泊施設の予約について＝ 

  会場校近隣にて、大型イベントの開催が予定されております。また三連休であるため宿泊

施設が大変混雑する恐れがございますので、参加者におかれましては可能な限りお早めに予

約を行うことを強くお奨めいたします。 

4．参加対象者 

国立大学法人に所属する一般職員 

※本会議において、一般職員とは、係員・主任級の職員を意味し、係長級以上は除きます。 

※共同利用機関法人に所属する方も含みます。 

※文部科学省や日本学術振興会など、関係団体へ研修・出向中の方も含みます。 

5．主な内容 

現在、高等教育を取り巻く状況は大きな変化の中にあります。私たち国立大学一般職員も、

日々の業務への取り組み方やキャリアプランなどの変化に直面しており、自分自身だけでは解決

し難い悩み・もどかしさを抱えている人も多いのではないでしょうか。 

そこで第 10 回となる本会議では、『前向き思考のススメ ～つながるグッドサイクル～』を

テーマに、私たち各々が抱えているそのような思いや状況を解決する一つのヒントとして、参加

者間での意見交換を通じて、物事への多様な考え方を吸収・分析し、ケーススタディ等を通して

前向きな具体策を立ててみるということを行いたいと思います。さらに、会の最後には、具体策

を実践するための計画書をまとめます。 

当然のことながら、前向きな具体策を立てることで課題の全てが一度に解決できるわけではあ

りません。しかし、状況を悲観して行動に移さないのではなく、具体策をまとめる過程を経るこ

とが、自身のモチベーションアップや、周囲の職員と共に実践していくことでお互いに波及する

ような好循環へと繋がっていくのではないでしょうか。 

今回の会議が、参加者各自が生き生きと活躍していく一助となり、その結果、参加者及びその

所属大学において好循環が生まれるきっかけになれば幸いです。 

〇1日目 

1. 分科会Ⅰ

業務上の悩み・課題解決に対し、前向きに取り組んだ事例およびその結果得られた効

果などについて、複数の参加者に事例報告をしていただきます。発表とその後の質疑応

答を通じて、参加者が新たな気づきを得ることで、今までの自分になかった視点（仕事

の捉え方の転換や業務に対する考え方の変化）を発見する機会とします。 

2. 分科会Ⅱ

事前課題において明らかにした現在抱えている悩み・課題と、さらに分科会Ⅰにより

得た気づきを整理し、深める時間とします。 

ワールドカフェ方式で多くの参加者とディスカッションを行います。 



 

    

〇2 日目 

3. 分科会Ⅲ

 申込用紙に記入された事例を参考にし、グループでケーススタディを行います。分科

会Ⅰで得た事例の知識、分科会Ⅱで深めた議論と、個々人の考えを基に、もし何らかの

問題のある職場に配属されたらどう行動するか、他の参加者と一緒に考えてみてくださ

い。  

 そして最後には、個人でこの会議を通じて得た学びや気づきを振り返りながら、参加

者自身の「現在の職場」において、悩みや状況に対してどのような前向きな具体策を作

っていくことができるか、計画書を作成します。 

4. 全体会

 2 日間の議論を振り返り、数名の参加者から計画書を発表していただきます。自ら発

表することで、目標を意識し実現に向かって一歩を踏み出していきます。 

6．参加申込 

国立大学一般職員会議ホームページ（http://kokudaipan.info/）の「APPLY」ページより、

（1）または（2）のいずれかの方法でお申し込みください。 

（1）「参加申込用紙（Excel）」をダウンロードのうえ、必要事項を記入して

info@kokudaipan.info までメールにてお送りください。 

（2）参加申込フォームから必要事項を記入のうえお申し込みください。 

  申込フォーム URL：https://goo.gl/3SlFTW 

申込の受付期間は、平成 28年 7月 4日（月）～7月 22日(金）18：00 です。 

申込にあたって疑問点などがございましたら、実行委員会（info@kokudaipan.info）までお

問合せください。 

7．参加費（事前振込） 

〔会 議 費〕1,500円（1 日目のみ参加の方に限り、1,000円） 

〔懇親会費〕3,000円（参加希望者のみ） 

※ 会議費は、資料の印刷費、グッズの作成費等、運営のための必要経費です。 

※ 会議費には、2日目の昼食代 500円を含んでいます。 

8．参加費の納入期間及び方法 

〔納入期間〕平成 28年 7月 4日（月）～7月 29 日(金） 

〔納入方法〕下記の手順で納入してください。 

＊ワールド・カフェとは 

ワールド・カフェとは、カフェのようなリラックスできる雰囲気の中で、メンバーの

組合せを変えながら、 4〜6 人の小人数で話し合いを続けることにより、深い相互理解

や新しい知識を生み出す話し合いの手法です。 

引用：男女共同参画推進のためのワールド・カフェ実践手引書（文部科学省） 



1. 上記 6．参加申込に従い、「参加申込用紙/参加申込フォーム」に必要事項を記入のう

え送信する。 

2. 実行委員会から送付される ID が記載された申込受理メールを確認する。

3. 申込受理メールから 1週間以内に下記の振替口座に参加費を振り込む。

※ 参加申し込み後 1週間を過ぎても申込受理メールが届かない場合は、実行委員会

（info@kokudaipan.info）までお問合せください。 

※ 振込の際は、通信欄に IDを記載し、お名前と併せて所属機関名をご記入ください

（通信欄がない場合は、お名前及び所属機関と併せて IDを記入してください）。 

※ 振込後に受領した「振替払込請求書兼受領書」または「ご利用明細票（振替受付

票）」などは念のため保管しておくようお願いします。 

＝注意事項＝ 

· 参加費納入にかかる手数料については、参加者負担でお願いします。

· 参加申込を受理した場合であっても、参加費の振り込みがない、または、振り込ま

れた参加費が不足していた場合、参加申込を取り消させていただく場合があります。

· 振り込まれた参加費については、実行委員会の責めに帰すべき事由がある場合を

除き返付いたしませんので、ご了承ください。

· 会議費・懇親会費ともに事前振り込みをお願いします。

· 振り込み完了後のキャンセル及び当日の会議欠席の場合、会議終了後 1週間以内に

実行委員会（info@kokudaipan.info）に連絡をいただければ、「着払い」にて当日

配布した資料及びグッズを送付します。

  ＝参加費払込口座＝ 

●ゆうちょ銀行（窓口・ＡＴＭ）から振り込みの場合

口座記号・口座番号 02200‐8‐137671 

加入者名 国立大学一般職員会議実行委員会 

●ゆうちょ銀行以外からの振り込みの場合

銀行名 ゆうちょ銀行 

金融機関コード 9900 

店番 229 

預金種目 当座 

店名 二二九（ニニキユウ）店 

口座番号 0137671 

口座名称 
国立大学一般職員会議実行委員会 

ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸｲｯﾊﾟﾝｼｮｸｲﾝｶｲｷﾞｼﾞｯｺｳｲｲﾝｶｲ 



9．今後のお知らせ 

＝重要＝ 

本会議に関する連絡はすべてメールにより行い、参加申し込みの際に入力頂いたメールア

ドレス宛てに送信します。また、資料等の事前送付のため、メールにデータファイル（圧縮

されたファイルを含む）を添付することがあります。 

そのため、申し込みの際は確実に受信できるアドレスを入力していただくとともに、可能

な限り添付ファイルのあるメールであっても受信できるアドレスとしてくださるよう、ご協

力をお願いします。 

また、国立大学一般職員会議ホームページ及び実行委員によるスタッフブログなどを開設して

います。今回の会議に関する情報のほか、過去の会議に関する情報も掲載されていますので、是

非ご覧ください。 

HP：http://kokudaipan.info/ 

BLOG：http://blog.kokudaipan.info/ 

Twitter：http://twitter.com/kokudaipan 

Facebook：http://www.facebook.com/kokudaipan 

10．実行委員会の連絡先 

〔メールアドレス〕info@kokudaipan.info 

※ 国立大学一般職員会議に関するご意見、ご質問など、お気軽にお寄せください。 

※ 電話や FAX等によるお問い合わせには対応できませんので、ご了承ください。 



第 10 回 コクダイパン会議 日程表

【1 日目】 

時刻 進 行 内 容 会 場 

13:00 開場・受付 

大講義室 
13:40 

14:30 

全体会 

オープニング 

会議全体の趣旨説明 

1 日目の趣旨説明 

アイスブレイク 

14:40 

15:55 

分科会Ⅰ 

（75 分） 

参加者による事例報告 

講義 B～C棟 

16:05 

17:45 

分科会Ⅱ 

（100 分） 

ワールド・カフェ方式による 

ディスカッション 

17:55 

18:05 

全体会 

1 日目の総括 

2 日目に向けて 

大講義室 

18:15 

20:30 

懇親会 豊中福利会館 

【2 日目】 

時刻 進 行 内 容 会 場 

9:00 開場・受付 

大講義室 

9:20 

9:30 

全体会 

2 日目のスケジュール確認 

2 日目の趣旨説明 

9:40 

13:40 

分科会Ⅲ・昼

食 

（240 分） 

グループワークによる 

ケーススタディ 

講義 C棟 

13:50 

14:10 

全体会・解散 2 日間の総括 大講義室 

※解散後に全体での集合写真の撮影を予定しております。 



アイスブレイク実施要領

１． 趣旨 

 多くの方が初参加であり、はじめてのコクダイパン会議を前に多くのみなさんが期待と

不安で緊張していることだと思います。 

そこでアイスブレイクでは、議論のための準備運動として、ゲーム感覚で進めることの

できるワークを行います。テンポよく進めるやりとりで緊張をほぐし、思いがけないこと

や共感できることなど、まずは多様な意見を楽しんでください。 

２． 進行要領 

（１） 実行委員から概要・進め方説明 

アイスブレイクの進め方について簡単に説明を行います。 

（２） ２つのテーマのうち、どちらかをグループで決定してください。（30秒） 

[テーマ１]あなたの一押しパン [テーマ２]心に残っている仕事 

（３） グループ内で ID が一番小さな人がテーマについて自由に話してください。（30 秒） 

（４） トークを聞いていたグループのメンバーは、全員がそれぞれ１つずつトークにつ

いて話し手に何か１つ質問してください。そのとき、質問者はヒーローインタビ

ューをする記者になったつもりで、話し手はインタビューされているヒーローの

つもりで、簡潔に回答しましょう。（１つの質問と回答で１分以内） 

（５） 全員の質問と回答が終わったら、先ほどトークした人の右隣の人が次にトークを

行います。（全員のトークが終わるまで、（３）～（５）を繰り返す） 

（６） 全員がトークを行ったら、残り時間はグループ全員でフリートークを行いましょ

う！ 



第 10 回コクダイパン会議 分科会Ⅰ実施要領 

【 平成 28 年 10 月 9 日(日) 14:40～15:55】 

１．趣旨 

 業務上の悩み・課題解決に対し前向きに取り組んだことについて、事前に依頼した複数

の参加者に事例報告をしていただきます。発表とその後の質疑応答を通じて、各参加者が

新たな気づき（仕事の捉え方の転換や業務に対する考え方の変化）を発見する機会としま

す。ここで得た気づきは次の分科会Ⅱ以降の基礎となります。 

２．進行要領 

 分科会 I は 3 回に分けて実施します。1 回につき 4 事例について発表と質疑応答等を行

います。参加者は 16 ページ「分科会 I 事例報告一覧」を参考に、聞きたい事例を選択し、

その会場に移動してください。各回 1つずつ選択することができます。 

事例報告① (発表 15 分・質疑応答 7分) →②の会場へ移動(5 分) 

事例報告② (発表 15 分・質疑応答 7分) →③の会場へ移動(5 分) 

事例報告③ (発表 15 分・質疑応答 7分) →分科会Ⅱの会場へ移動 

３．注意事項 

・ 事例報告にあたって資料等が配布される場合がありますが、その取り扱いについては、

事例報告者の指示に従ってください。また、特段の指示等が無い場合でも、機密情報や

個人情報が含まれている場合がありますので、公開等をする際には、事例報告者の許可

を取るなどの対応をお願いいたします。 

・ 各会場の入り口にて、コメントメモを配布しております。事例報告の感想等をご記入

の上、各回終了後に設置 BOX へ入れてください（任意）。いただいた感想等は事例報告

者のフィードバックとして活用されます。 

・  そ の 他 事 例 報 告 に 関 連 し て 、 ご 質 問 等 ご ざ い ま し た ら 、 実 行 委 員 会

(info@kokudaipan.info)あてにご連絡ください。 



各事例報告から得た、新たな気づきや印象に残った点を記入してください。 

事例報告①  【Ｎｏ． 】 

・新たな気づき 

・印象に残った点 

事例報告②  【Ｎｏ． 】 

・新たな気づき 

・印象に残った点 

事例報告③  【Ｎｏ． 】 

・新たな気づき 

・印象に残った点 



ID 氏名 所属機関

病院防災担当としての体験～防災素人からの出発～

附属病院の防災担当としての業務には、様々な職種の知識が必要でした。担当としてスペシャリストとなるべく、災害医

療従事者研修などで勉強し、得た知識を新たな訓練の企画や病院内の文章・制度の策定としてアウトプットしました。そ

の経験を活かし、H27年9月に起きた常総市水害では災害対策本部支援や精神ケアチーム第一隊としての現地活動を

行いました。

【就職支援】「就活サポーター」の企画・運営

キャリア支援課に所属していたとき、就職活動を終えた上級生が下級生に対して相談業務を行う「就活サポーター」の

企画・運営をしました。3年間担当するなかで、毎年内容を見直し、参加者数の増加だけでなく職員の業務軽減にも繋

がりました。

届出なんて怖くない！～業務量削減と自治体対応～

自治体への届出書類作成が複雑かつ面倒＋自治体との対応がストレッサーになっていた。

その改善策として書類作成の省力化を模索すると同時に、業務への取り組み方・ストレスコントロールについて自身の

意識改革を行った。

その結果、業務量の7～8割削減を達成し、業務改善アイディア賞として学長から表彰をいただいた。

「考えて」仕事をするための新入職員向け業務マニュアル

新採用職員として経理の仕事を始めて半年、自分が苦労したこと、つまずいたことの記憶が鮮明なうちにと、「これさえ

読めば、大学経理初心者でも基本的な経理の仕事をできる」というマニュアルを作成しているところです。

もちろん、マニュアルを作ったからといって、それで全てが解決するわけではありません。自分で判断をしたり、上司に

相談をしたりするための取っ掛かりにもなるマニュアルのあり方を模索しています。

短時間勤務で働くということ

子育て環境の関係から出産後職場から遠方へ引っ越し、通勤時間が往復3時間かかるため、短時間勤務をしていま

す。その時間を資格試験の勉強時間や、仕事と子育ての気持ちを切り替える時間にあてています。

SNSを利用した学生との連絡体系

本学国際交流センターでは、留学生と手軽かつ素早くやり取りを行える仕組みを構築するため、SNSアプリケーション

「LINE」を活用することとしました。「LINE」のアカウントを作成し、同アプリをスマートフォンにダウンロードしている留学

生に対し、登録を呼びかけました。また、国際交流センターでのイベント情報や活動内容について、「Facebook」を用い

て情報発信しています。

職場における５Ｓ活動～５Sとは～

「５S」とは（整理、整頓、清掃、清潔、しつけ）を指します。

信州大学財務部では、㈱RICOHさんの５S活動を参考にしながら、５Sをともにした、職場環境の向上や仕事の効率化

等の活動を行なってきました。例えば、仕事中に人は物を探すために一年間に100時間以上費やしており、この時間を

削減すれば、より多くの時間を仕事に回すことができます。今回の発表では、これを含めた様々な事例に対して具体的

にどのような活動を行ったかを発表します。

「みんなでやろうBOX」の設置～支払決議書作成業務のゆるやかな分担～

財務部の中に学部ごとの担当者を置き、物品購入等の契約業務を行っている。イベント等、担当学部によって繁忙期

のズレが生じるため、忙しい学部の仕事を、他の学部の担当者がなるべく気軽にシェアできる環境を作った。

みんなで考える職場になるために（職員研修SSKKPの取組み）

青少年教育施設での出向時の取組みになります。自分たちが働く職場や仕事について、根本的なところから向き直せ

るような「職員全員の話合いの場」の設定（その前提として、共同意識醸成のための「人間関係づくり」）と、「このためな

ら、みんなで同じ方向を向いて仕事をしたい」と思えるような職員の活力の源となる「ミッション」の設定、そのミッション

達成のための具体的な実践（意味づけされた業務改善）を行いました。

文系研究科におけるJSPS特別研究員事業への申請促進活動

法学研究科の事務部に所属していたころ、学振特別研究員事業への申請者数が例年少ないことを課題として常々考え

ていた。この課題を解決するためには、学内で共通の通知だけではなく、研究科の学生にとって重要な情報を精査した

うえでの広報が必要であると考えた。そこで、研究科広報用の独自ポスターを作成し、大学院生の目に触れる場所へ

掲示するなど、若手研究者の目線を意識したＰＲ活動を行った。

公用車の規程改正草案～問題があるなら変えればいいじゃない！～

公用車の規程が「事務の学部間等の事務連絡のために使用する」ことと（ぼやっとふんわ～りなんとなくそう読めるよう

に）なっている。しかし実態は、フィールドワーク等で教員も多く使用している。

そこで、現行の実態に合わせる、もしくは事務連絡にしか使えず、その他については財務部長（管理者）の許諾を事前

に行うことと（しっかりはっきりくっきり明確に）した規程草案を作成することとした。

エンジニアでもない普通の職員によるシステム開発～作品づくりから引き継ぎまで～

知恵は有るが、外注する金は無し。ならば自分で作るのみ。図書館職員として、オンライン業務マニュアル、図書の返

却ミスチェック機能、雑誌契約の支出額予測、大規模アンケートの集計、等の「システム＝作品」づくりを行ってきた。エ

ンジニアでなくとも、知恵と参考書とフリーソフトを組み合わせれば、課題解決のための作品をつくることができる。作品

の引き継ぎも大事な問題。図書館以外の業務にも応用できる発表にしたい。

6

74

81

信州大学

北見工業大学

非公開

99

46

島根大学青戸　準

12

11

大阪大学

香川大学
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革支援・学位授与

機構）

85

日髙　正太郎

西山　堯志

大阪大学

福島　優希10

9

8

報告者

第10回コクダイパン会議　事例紹介概要一覧

概要

京都大学

7

2

整理

番号

1

京都大学24 川元　美和

土屋　貴大39

37 田中　大貴

5

3

4

大橋　正明 筑波大学

酒井　直美

11

18

10

1

藤原　瞳 大阪大学

非公開



会場

ターム１

 （14：40～15：02）

ターム２

 （15：07～15：29）

ターム３

 （15：34～15：56）

報告者 大橋　正明(ID:1) 川元　美和(ID:24) 青戸　準(ID:74)

所属機関 筑波大学 京都大学 島根大学

事例

病院防災担当としての体験

～防災素人からの出発～

短時間勤務で働くということ

みんなで考える職場になるために

（職員研修SSKKPの取組み）

報告者 田中　大貴(ID:37) 福島　優希(ID:81)

所属機関 北見工業大学 大阪大学

事例

【就職支援】

「就活サポーター」の企画・運営

SNSを利用した学生との連絡体系

文系研究科における

JSPS特別研究員事業への申請促進活動

報告者 藤原　瞳(ID:11) 土屋　貴大(ID:39) 西山　堯志(ID:85)

所属機関 大阪大学 信州大学

香川大学（出向先：大学改革支援

・学位授与機構）

事例

届出なんて怖くない！

～業務量削減と自治体対応～

職場における５Ｓ活動～５Sとは～

公用車の規程改正草案～問題が

あるなら変えればいいじゃない！～

報告者 酒井　直美(ID:18) 日髙　正太郎(ID:99)

所属機関 京都大学 大阪大学

事例

「考えて」仕事をするための

新入職員向け業務マニュアル

「みんなでやろうBOX」の設置

～支払決議書作成業務の

ゆるやかな分担～

エンジニアでもない普通の職員

によるシステム開発

～作品づくりから引き継ぎまで～

上記から一つ選択 上記から一つ選択 上記から一つ選択

第10回コクダイパン会議 分科会Ⅰタイムテーブル

B棟

B118

教室

B棟

B107

教室

B棟

B108

教室

C棟

C102

教室

★各タームは時間になり次第開始します。会場への移動は迅速にお願いします。

★各会場入り口にて「コメントペーパー」を配布しております。感想等ご記入く

ださい。

★各会場では、なるべく「中央・前方」に着席してください。

（資料配布や質疑応答を円滑に進めるためですので、ご協力ください）

非公開

非公開



第 10 回コクダイパン会議 分科会Ⅱ実施要領 
【平成 28 年 10 月 9 日（土） 16：05－17：45】 

1．趣旨 
 分科会Ⅱでは、わたしたちが前向きに仕事に取り組むために必要なことについて考え、 

多くの参加者と自由な意見交換を行います。分科会Ⅱでは、課題の解決が目的ではなく、 

カフェのようなリラックスした雰囲気の中で、他のメンバーとの意見交換を通じて、多角的

な視点・意見に触れ、解決のヒントを収集することが目的です。

その後、分科会Ⅱで得た新たな気づきを基に 2 日目の分科会Ⅲでケーススタディを行い、

課題の解決方法の模索や「私の前向き計画書」作成につなげます。

2．進行要領 
 分科会Ⅱは以下のスケジュールにしたがって行います。前半は、参加者一覧に記載の  

グループでテーマに沿って自由に意見交換を行います。前半のグループは、経験年数を基準

にグルーピングしています。後半は他グループに移動して議論内容を聞くワールド・カフェ

を行います。経験年数の違いによる視点・意見の違いにも触れてみましょう。

※分科会Ⅱでは、事前課題の「お悩み可視化マップ」を使用します。

(1)  実行委員から概要・進め方説明（約 4 分 16：05－16：09） 
分科会Ⅱの進め方について簡単に説明を行います。

(2)  ターム 1：アイスブレイク（1 人約 1 分 16：09－16：15） 
 グループ内で自己紹介を行います。その際は、お悩み可視化マップの「Ⅰ：仕事で抱

えている課題・悩み」を各自発表してください。

(3)  ターム 2：トーキングタイム（50 分 16：15－17：05） 
テーマ「わたしたちが前向きに仕事に取り組むために、必要なことは何か？」

 テーマに沿ってグループ内で自由に意見交換を行います。テーマについて思ったこと、

あるいはお悩み可視化マップをもとに前向きに仕事に取り組むために必要だと思うこと

など、自由に意見を出し合ってください。まとめ方や形式にルールはありません。メン

バー各々が積極的に意見を出して沢山のヒントに触れてください。

同時に、ターム 3 でのホスト役 1 名（ワールド・カフェで自グループに残って説明す

る役）を決めてください。

【トーキングタイムの進め方】

①課題・悩みのグルーピング

アイスブレイクで発表した課題・悩みを付せんに書き出し、模造紙に貼り付けます。

似通った課題・悩みをまとめてみましょう。

②課題・悩みの原因の書き出しと共有

お悩み可視化マップのⅡ及びⅢで分析した「課題・悩みの原因」を各自付せんに書

き出し、読み上げて発表した上で模造紙に貼り付けます。

ワールド・カフェとは、カフェのようなリラックスできる雰囲気の中で、メンバーの組
み合せを変えながら、4～6人の少人数で話し合いを続けることにより、深い相互理解や
新しい知識を生み出す話し合いの手法です。 

引用：男女共同参画推進のためのワールド・カフェ実践手引書（文部科学省） 



③意見交換

上記の作業で共有した課題・悩みとその原因について、「わたしたちが前向きに仕

事に取り組むために、必要なことは何か？」という観点から、原因に対する違った

視点からの捉え方や、前向きに仕事をするために必要な方策等について意見交換を

行います。出た意見は付せんに書いて貼りつけたり直接模造紙に書き込んだりしな

がら整理しましょう。

※ターム 2 での模造紙の使い方イメージ 

※模造紙に直接書き込んだり、絵や図を用いてもＯＫです。

(4)  移動・準備等（5 分 17：05－17：10） 
 ホスト以外のメンバーは、同じ教室内の違うグループへ移動してください。移動先の

グループは自由に選んで構いませんが、メンバー同士でなるべく移動先のグループが重

ならないようにしましょう。

(5)  ターム 3：ワールド・カフェ（35 分 17：10－17：45） 
①他グループでの意見交換（20 分 17：10－17：30）

【ポイント】 
分科会Ⅱは課題解決を目的としたものではなく、解決に向けてのヒントを得る場です。
課題解決を意識するよりも、他のメンバーの視点や考え方から新たな気づきを得て、前
向きに仕事に取組むための考え方や方策のヒントを得ることを意識しましょう。お菓子
をつまみながら、リラックスした雰囲気でどんどん意見を出し合いましょう。 

わたしが前向きに仕事へ取り組むために、必要なことは何か？ 

△△な 

悩み 

□□□□ 

な課題 

▲▲な 

悩み 

 ●●な 

悩み 

◎◎が 

課題 原因○○ 

原因×× 

原因◎◎ 

原因◆◆ 

改善策 

違う 

捉え方 

違う 

視点 

改善方法 



まず、ホストは自グループでのトーク内容について他グループから移動してきたメン

バーに説明します。次に、他グループから移動してきたメンバーは、ホストの説明を

聞いての感想や気づいたことをコメントしつつ模造紙に書き込みます。

------ 移動（ホスト以外のメンバーは最初のグループに戻る）------ 

②自グループでのまとめ（15 分 17：30－17：45）
  他グループに移動したメンバーは、移動先で聞いたトーク内容を報告し、全員で共

有します。その後、分科会Ⅱのまとめとして、トーキングタイムやワールド・カフェ

を通して得た気付き、感想等を各自付せんに書き出し、グループ内で発表します。 

なお、気付き、感想を書いた付せんは以下のスペースに貼り付け、後日見返してみま

しょう。また、分科会Ⅲでの「私の前向き計画書」作成の参考としてください。

3．留意事項 
✧ 各タームは時間通りに始めます。参加者全員でタイムキープを心がけ、スムーズな進行

を意識しましょう。

✧ トーキングタイム、ワールド・カフェでは、自由に意見を出し、どんどん発言してくだ

さい。あなたの発言が、他の人の発言のきっかけとなります。

【ポイント】 
他グループでどんな意見がでていたのか、自グループの他のメンバーに説明するこ
とを前提に、聞いてみましょう。また、他グループの意見や情報について、思った
ことや新しい意見などがあればぜひ発言してください。 

付せんスペース（直接書き込んでも OK） 



お悩み可視化マップ
＜様式＞第10回コクダイパン会議 事前課題 

Ⅰ 仕事で抱えている課題・悩み

Ⅱ Ⅰで挙げた課題・悩みの原因：

Ⅲ Ⅱで挙げた課題・悩みの原因を分析してみよう：

短期戦長期戦

組織

個人

・今回のコクダイパン会議のテーマは「前向き思考のススメ～つながるグッドサイクル～」です。
会議当日は、参加者の事例発表、グループワークによる意見交換等を通じて新しい視点を見つけ、前向 

 きに仕事に取り組むためのヒントを見つけてもらいたいと考えています。
・そのために、まずはあなた自身が前向きに仕事に取り組めない理由、前向きになろうとしてるのにうま 
くいかない原因、もっと前向きになるために試行錯誤していることなどについて、このマップを用いて
整理・分析し、可視化した状態で会議に臨みましょう。

おつかれさまでした！このマップはコクダイパン会議当日
使用します。記入の上、忘れずお持ちください。



お悩み可視化マップ

① 

＜記入例＞第10回コクダイパン会議 事前課題 

Ⅰ 仕事で抱えている課題・悩み
ex 定時で帰れない。 

Ⅱ Ⅰで挙げた課題・悩みの原因：
ex①休職している人の分の仕事をぜんぶ抱えている。 

②業務分担おかしいよ…暇そうな人に仕事振ってよ課長（；_；）
③計画がうまくたてられない

Ⅲ Ⅱで挙げた課題・悩みの原因を分析してみよう：

おつかれさまでした！このマップはコクダイパン会議当日
使用します。記入の上、忘れずお持ちください。

短期戦長期戦

組織

個人

難易度Dゾーン 
最も解決が困難

難易度Cゾーン 
個人の裁量で解決可能

だが、困難を伴う

難易度Bゾーン 
組織の問題だが

解決に向けてアプローチ
可能

・今回のコクダイパン会議のテーマは「前向き思考のススメ～つながるグッドサイクル～」です。
会議当日は、参加者の事例発表、グループワークによる意見交換等を通じて新しい視点を見つけ、前向 

 きに仕事に取り組むためのヒントを見つけてもらいたいと考えています。
・そのために、まずはあなた自身が前向きに仕事に取り組めない理由、前向きになろうとしてるのにうま 
くいかない原因、もっと前向きになるために試行錯誤していることなどについて、このマップを用いて
整理・分析し、可視化した状態で会議に臨みましょう。

難易度Aゾーン 
すぐ解決できそう

 

② 

③ 

←横軸：解決にかかるスパン→ 

↑ 
縦
軸

原
因
の
所
在
↓ 



第 10回コクダイパン会議 分科会Ⅲ実施要領

【平成 28年 10 月 10日(月・祝) 9:40～13:40（240分）】

１．趣旨 

第 10回コクダイパン参加者である皆さんには、翌日からご自身の職場にて、ぜひ以前よりも前向

きに物事を捉え、積極的に行動してほしいと思っています。分科会Ⅲでは、そのコンパスともなる具

体的なご自身の行動計画を立てます。 

そのために、分科会Ⅰ「事例報告」で得た知識や気付き、分科会Ⅱ「ワールド・カフェ」で得た自分

にはない新しい捉え方や見方と個々人の考えをもとに、とある問題を抱えた状況において、自分なら

どう前向きに行動し現状を打破していくのか、グループで考えてみましょう。グループ内での議論に

加えて、グループ間での情報共有を行うことで、様々な前向きな解決策・行動計画を自分自身の中

に吸収させていきましょう。 

そしてそれらをヒントに「私の前向き計画書」を作成し、明日からの行動につなげていきましょう。 

２．進行要領 

分科会Ⅲは以下のスケジュールにしたがって行います。参加者一覧に記載のグループ毎に着席

し、示されたケースについて、グループ内で意見交換を行い、前向きな解決策を導き出してください

（ケースは当日発表します）。 

ケーススタディは 2回行います。ペアとなる 2つのグループが同時に 1つ目のケースについて考

え、お互いに発表した後、グループのメンバーをチェンジし 2つ目のケースについて同様に考えてく

ださい。 

なお、グルーピングは、経験年数とコクダイパン参加回数をもとにしています。 

各グループに設置しているホワイトボードは自由に使っていただいて結構です！ 

また、各グループの作成したホワイトボードの内容については、報告書作成時に活用させていた

だきますので、各グループに 1人いる実行委員、サポーターが写真撮影を行います。 

(1)  アイスブレイク（20分 9:40－10:00） 

 みなさん席につきましたら、簡単な自己紹介を行いましょう！ 

その際、他のメンバーは、その人の第一印象や自己紹介の内容から、ニックネームをつけてく

ださい。命名されたニックネームについては、ネームカードに記入し、名札フォルダーにつけて

おきます。分科会Ⅲでは参加者どうし、遠慮なくニックネームで呼びあいましょう！ 

(2)  ケーススタディ 1回目（80分 10:00－11:20） 

 アイスブレイクが済みましたら、いよいよケーススタディです。 

1つ目のケースについて、同時にペアとなる 2つのグループがそれぞれ考えます。 

前向きな解決策が整いましたら、お互いのグループで発表を行ってください。自分たちのグル

ープでは気づかなかった新たな視点に気づくかもしれません。 

10:00－11:00 各グループで意見交換、解決策のまとめ 

11:00－11:10 1グループ目の発表 

11:10－11:20 2グループ目の発表 



  (3)  ケーススタディ 2回目（80分 11:20－12:40） 

 続いて 2回目のケーススタディを行います。2回目のグループは 1回目のグループから半数

程度メンバーを入れ替えた形となります。2つ目のケースについて同様に議論を交わしてくださ

い。 

 なお、メンバーを入れ替えましたので、さきほど命名されたニックネームとその由来について、

まずは簡単に紹介しましょう。 

11:20－11:30 自己紹介（ニックネームの由来） 

11:30－12:20 各グループで意見交換、解決策のまとめ 

12:20－12:30 1グループ目の発表 

12:30－12:40 2グループ目の発表 

(4)  私の前向き計画書の作成（60分 12:40－13:40） 

いよいよ第 10回コクダイパン会議の集大成です。 

分科会Ⅰ「事例報告」分科会Ⅱ「ワールド・カフェ」分科会Ⅲ「ケーススタディ」を通して学んで

きたことを、明日からのご自身の行動計画に落とし込みましょう！どんな小さなことでもかまい

ません。その第一歩が、職場での好循環（グッドサイクル）を生み出し、職場や大学をよりよい

ものとすることに繋がっていきます！ 

完成後、もし時間に余裕があれば、グループ内で発表・共有してみましょう。 

 計画書は、一部の方の分について、第 10回コクダイパン会議報告書作成のために、写真で

撮影させていただきます。また、クロージングの全体会にて挙手もしくはこちらからの指名で発

表していただきます。 

【ポイント】 

  まずは現状を分析し、的確な課題を設定することが大切です。次に、課題・問

題点は何が原因で発生しているのかを見極め、解決策（ご自身の明日からのアク

ション）につなげていきましょう。 

計画書の作成にあたっては、グループのメンバーの意見を聞きながら進めて

いただいてもかまいません。 

【ポイント】 

  グループ内で、あらかじめ発表者や書記、タイムキーパーの役割を決めておくと、

スムーズに議論が進みます。 

また、自分ならどう考えるか、積極的に意見交換しましょう。小さな内容に思えて

も、それが大きな気づきにつながるキッカケとなります！ 

【昼食】 

こちらから昼食の時間は指定しませんので、参加者は分科会Ⅲの間に自由に昼

食をとってください♪ 



分科会Ⅲ タイムスケジュール

参加者は、各部屋に着きましたらご自身のグループの席に座り、下記のタイムスケジュ

ールに従って、分科会Ⅲを進めてください（詳細は実施要領を参照）。 

各グループの席には、ケーススタディ①②で扱うケースが 2つ置かれていますので、①→

②の順で取り組んでください。

 ホワイトボードや付箋を適宜使用し、各グループの考えをまとめましょう。 

※昼食は、分科会Ⅲの間に自由に取ってください！ 

9:40－10:00 アイスブレイク 

10:00－11:20

ケーススタディ① 

10:00－11:00 意見交換・解決策まとめ 

11:00－11:10 1グループ目 発表

11:10－11:20 2グループ目 発表

11:20－12:40

ケーススタディ② 

11:20－11:30 自己紹介 

11:30－12:20 意見交換・解決策まとめ 

12:20－12:30 1グループ目 発表

12:30－12:40 2グループ目 発表

12:40－13:40 私の前向き計画書作成 



 私 の 前 向 き 計 画 書 
 

             

          ID：     大学名：             

 

氏名：                       
 

タイトル 

 
 

 現状・問題点（まずは現状について客観視し、問題点を整理してみよう！） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 原因・課題（次に、現状の問題が起こっている原因を考え、解決すべき課題は何か考えてみよう！） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 解決策（原因・課題を解決するために、あなたが明日から取り組む前向きなアクションプランを計画

しよう！） 
 
 
 
 
 
 

 

 

       ２日間お疲れ様でした！ 明日からぜひ前向きに、好循環（グッドサイクル）を生み出していこう！     

 

 

 

 



第 10回コクダイパン会議 参加者アンケート 
 
※このアンケートへの回答は、今後のコクダイパン会議及び関連する取り組みの企画・運営以外の目的には使用しません。 
 また、アンケート結果の公表時等において回答者が特定されることはありません。 
 
１.会議に参加するにあたって 
1-1.所属機関における、コクダイパン会議開催の周知状況を教えてください。（複数回答可） 
 □ メールによる周知  □ 学内掲示版・ＨＰへの掲載  □ 紙媒体での配布・回覧 
 □ その他の方法（                              ） □ 周知はなかった 
1-2.所属機関において、コクダイパン会議参加に対する何らかの支援はありましたか？（複数回答可） 
 □ 出張扱い・代休日の措置          □ 旅費の一部支給       □ 旅費の全額支給   
 □ 参加費（懇親会費を除く）の一部支給  □参加費（懇親会費を除く）の全額支給   
  □ 懇親会費の一部支給                             □ 懇親会費の全額支給          
  □ その他の支援（具体的に：                       ） □ 特に支援はなかった 
1-3.所属機関において、何らかの支援があった方にお伺いします。その支援はどの程度あなたの参加意向に影響しました

か？ 
 □影響した（支援がなければ、参加しなかった）   
 □ あまり影響しなかった    □ 影響しなかった（支援なしでも参加した） 
1-4.第 10回コクダイパン会議のことは何を通じて知りましたか？ 
 □ コクダイパン会議のＨＰ又はブログ  □ コクダイパン会議のＭＬ □ 所属機関からの通知   

□文教速報・文教ニュース   □ 友人・知人から □ その他（                    ） 
1-5.コクダイパン会議に出席することによって、あなたが「得たい・身につけたい」と考えたものの中で、当てはまるも

のを選んでください。（複数回答可） 
 □モチベーションや新たな目標  □新たな視点やアイディア  □仲間・人脈 
 □ 自主性・積極性  □ その他（                               ） 
 
２.会議全体について 
2-1-1.事前に、コクダイパン会議のＨＰ、ブログ、Facebookはご覧になっていましたか？ 

（HP）        □よく見た □ときどき見た □ほぼ見なかった □まったく見なかった 
（ブログ）   □よく見た □ときどき見た □ほぼ見なかった □まったく見なかった 
（Facebook） □よく見た □ときどき見た □ほぼ見なかった □まったく見なかった 

2-1-2.上記で「ほぼ見なかった」「全く見なかった」を選んだ方について、その理由を教えてください。 
（                                                        ） 
2-2-1.会議の日程（スケジュール）についてご意見をお聞かせください。 
 □長い  □ちょうどよい  □短い 
2-2-2.その他、日程や開催時期についてのご意見を自由にご記入ください。 
（                                                        ） 
2-3.参加費についてご意見をお聞かせください。 
 □高い  □ちょうど良い  □安い 
2-4-1.お配りしたグッズの感想を教えてください。 
 □満足 □まあ満足 □普通 □やや不満足 □不満 
2-4-2.どんなグッズなら嬉しいですか？自由にご記入ください。 
（                                                        ） 
2-5-1.「全体会」の満足度を教えてください。 

□満足   □まあ満足  □普通  □やや不満  □不満 
2-5-2.満足な点、不満な点について、自由にご記入ください。 
（                                                        ） 
2-6-1.「アイスブレイク」の満足度を教えてください。 

□満足   □まあ満足  □普通  □やや不満  □不満 
2-6-2.満足な点、不満な点について、自由にご記入ください。 
（                                                        ） 
2-7-1.「分科会Ⅰ」の満足度を教えてください。 

□ 満足   □ まあ満足  □ 普通  □ やや不満  □ 不満 
2-7-2.満足な点、不満な点について、自由にご記入ください。 
（                                                        ） 

※裏面に続きます 



 
2-8-1.「分科会Ⅱ」の満足度を教えてください。 

□ 満足   □ まあ満足  □ 普通  □ やや不満  □ 不満 
2-8-2.満足な点、不満な点について、自由にご記入ください。 
（                                                        ） 
2-9-1.「分科会Ⅲ」の満足度を教えてください。 

□ 満足   □ まあ満足  □ 普通  □ やや不満  □ 不満 
2-9-2.満足な点、不満な点について、自由にご記入ください。 
（                                                        ） 
2-10-1.「懇親会」の満足度を教えてください。 

□ 満足   □ まあ満足  □ 普通  □ やや不満  □ 不満 
2-10-2.満足な点、不満な点について、自由にご記入ください。 
（                                                        ） 
2-11.会議に参加することによって、あなたが「得られた、身に付けることができた」と考えるものの中で、当てはまる

ものを選んでください。（複数回答可） 
 □モチベーションや新たな目標  □新たな視点やアイディア  □仲間・人脈 
 □ 自主性・積極性  □ その他（                             ）  
2-12.今回のコクダイパン会議実行委員会の対応（事前連絡や当日の運営等）について感想やご意見をお聞かせください。 
（                                                       ） 
 
３.今後について 
3-1-1.今回のコクダイパン会議に参加して、業務に対する姿勢に変化はありましたか。あてはまるものを選んでください。 
 □めっちゃ前向きになった □まあまあ前向きになった □変化はなかった  
 □やや後ろ向きになった □とても後ろ向きになった 
3-1-2.上記の理由をお聞かせください。 
（                                                       ） 

3-2.今回のコクダイパン会議に参加して、「私の前向き計画書」をもとに職場に戻ってからやってみようと考えているこ
とをご記入ください。 

（                                                        ） 
3-3.今後のコクダイパン会議で実施してほしい企画や取り上げてほしいテーマがあれば、自由にご記入ください。 
（                                                        ） 
3-4.次回コクダイパン会議の開催地の希望があればご記入ください。（自薦も可です！） 
（                                                        ） 
3-5.今後もコクダイパン会議に参加したいと思いますか？ 
 □ 自費であっても、参加したい  □ 開催地による（東京・大阪等の大都市周辺であれば） 
 □ 開催地による（地方の大学であれば）  □ 近距離であれば参加したい 
 □ 所属機関において費用面等での支援があれば、参加したい  □ 参加を希望しない 
3-6.コクダイパン会議に関する今後の活動の企画・運営スタッフになることに興味がありますか？ 
 □ ぜひやってみたい！ □興味がある  □現時点ではない 
 
４.その他 
4-1.その他、感想やご意見など自由にご記入ください。 
 
 
 
 
 
 
アンケートへのご協力ありがとうございました。最後に、ID と氏名をご記入ください。 
 
 ID:             氏名：                     
 
 コクダイパン会議にご参加いただき、誠にありがとうございました。またお会いできる日を、実行委員一同、 
 心より楽しみにしております。 






