
「県民の本音」を起点にした 
これからの政策形成

デザイン思考の活用について 
滋賀県職員若手有志からの提言



活動の動機



「対話・共感・協働の姿勢を大切に仕事しよう」
滋賀県職員になったとき、 
政策をつくるとき等に言われることです。



県民のみなさん、 
県の政策に、 
そのような印象を持たれているでしょうか？

私たち県職員は、 
その視点・姿勢で、 
県民のみなさんと向き合えているでしょうか？

「対話」「共感」「協働」が大事。 
そう言いながらも、実際の政策形成の過程では、 
事務分掌や組織のルールにとらわれ、 
その視点・姿勢が忘れられているのではないか。 
お互いが顔のみえない存在になっているのではないか。

私たちはこう考えました。

理想・・・

現実・・・



「県民の本音」を起点にし 
組織の枠を越えた 
「共感」に基づく政策形成を実践したい。

想いをひとつに 
県職員の若手有志が集まり 
1年間のプロジェクトを立ち上げました。



私たちが取り組んだこと



図について、Redesigning Theather "The Design Thinking Process" より引用
http://web.stanford.edu/group/cilab/cgi-bin/redesigningtheater/the-design-thinking-process/

Empathize（共感）
ユーザーがどういう行動をしているのか観察したりインタビューし
たりすることで、事実情報を集め、そこからユーザーの気持ちに共
感していく。

Define（問題定義）
共感したことのなかでどれが解決すべき問題なのかを定義する。

Ideate（創造）
定義した問題をどうやって解くか、色んな手立てで考える。

Prototype（プロトタイピング）
金銭的・時間的コストをかけず、何をやろうとしているのか共有し
ながら、何回もやり直してよいものにしていく。

Test（テスト）
制度化・製品化する前に一回生身のユーザーに試してもらって、自
分たちの仮説が効果があるのかを検証する。

The Design Thinking Process
取組みにあたり 
私たちが参考にしたのは 
デザイン思考（Design Thinking）という、 
問題解決の姿勢・プロセスです。

デザイナーがデザインの過程で用いる思考法を 
主に 5つのプロセスに分け 
ビジネスや組織イノベーションに応用したものとして 
注目を集めています。



デザイン思考では

「人への共感を起点にした問題発見」 
「迅速かつ反復的な見直し・検証」

を大切にしています。

この姿勢・プロセスは、 
「対話・共感・協働」という考え方に 
相通じるところがあると 
私たちは考えました。



「デザイン思考」とは、問題・課題を克服して「イノベー
ション」つまり「変革」を起こすためには、「与えられた
課題を解決する」「ソリューション（＝解決策）を見つける」
よりも、「現場に入り、隠れている本当の課題を見つけ出
すこと」が重要であり、「課題解決にはアイデアをたくさ
ん出し、解決策となりうる簡単な試作品やサービス、いわ
ゆるプロトタイプをたくさん作ること」が必要だという思
考法です。

本県も人口減少局面を迎え、これまでに経験したことのな
い新たな時代に入っています。「成長よりも成熟」「競争よ
りも共生」の社会づくりを進めていくためには、県政のあ
らゆる分野においてこれまでのやり方や考え方から脱し、
県政に変革を起こしていく必要があります。

私たち行政もいま一度現場に入り、固定観念を排除して「本
当の課題は何なのか」と課題を再定義し、たくさんのアイ
デアを出し合いながらその課題の解決に向けて挑戦してい
くことが必要だと感じています。

滋賀県ウェブサイト「知事談話『デザイン思考とは？』」より引用

http://www.pref.shiga.lg.jp/chijishitsu/shokuin/20160901.html

2016年 8月、三日月知事は 
デザイン思考の研究・実践で有名な 
スタンフォード大学「d.school」を視察し、 
帰国後の知事談話で、デザイン思考について 
左記のように述べています。

しかし、現在の組織体制や制度の中で 
実践するには、様々な制約があります。

そこで、私たちは、まず業務時間外の活動として 
デザイン思考に基づいた 
実践的なロールプレイを行うことにしました。



Phase 1 

問題発見

まず、参加メンバーの関心事にそったテーマを設定。 
それぞれのテーマに関わる人物が 
滋賀で暮らす上でどんなことを思っているのか、 
観察やインタビューといった定性調査を 
チームで行い、問題を発見しました。



浮き彫りになったのは、 
統計やアンケートといった定量データからは隠れてしまう、

滋賀で暮らす人々それぞれのしんどさや、 
地域との距離感に対する戸惑いです。

その結果、滋賀に暮らす 
様々な人物像（ペルソナ）を描くことができました。

やっと作り出せた 
友達との「居場所」が、 
就職や結婚を機に変わり…。
宮川 拓也 
（草津市在住 28歳 男性 会社員） 

同じ言葉、同じ思い出、同じ感覚。 
持ってない私は置いてけぼり。
高橋 侑季 
（草津市在住 25歳 女性 会社員）

自分でない誰かになりたくて。
藤沢 守 （野洲市在住 13歳 男性 中学生）

私、滋賀に 
「移住」しました。
加藤 美花 
（大津市在住 35歳 女性 主婦）

QRコードから各人物のストーリーを読むことができます。 
http://policylab.shiga.jp/phase2/



Phase 2 

アイデア＆プロトタイピング

ペルソナが抱える問題を解決するための 
「未来アイデアソン」を、 
年齢・職業など多様な人々と一緒に開催。 
様々な立場からの解決策を見出しながら、 
参加者同士ができることを考え、 
アイデアにまとめました。



様々な人たちとアイデアを練りあい、逐次検証することで、
「誰をどう幸せにしたいのか」を 
クリアにしていくことができました。

QRコードからアイデアや検証の経緯をご覧いただくことができます。 
http://policylab.shiga.jp/phase2/



私たちが学んだこと



その結果、私たちは「対話・共感・協働」の行政を進めるうえで
重要となる姿勢・プロセスを 4つ学ぶことができました。

・政策の起点は「語り得ない本音」にある
・部局を越えたチームで「○○さん」を幸せにする

・行政の都合で考えない、オープンな課題解決
・失敗を恐れず、行動しながら、答えを探し続ける

全てが、県庁では未経験のやり方による政策立案でした。



政策の起点は 
「語り得ない本音」にある

相手の言葉、目に見えるデータが 
本当にそのままの意味かどうかはわからない。

表情・言葉のニュアンス・場の雰囲気… 
すべてを感じて 
背景を読み取ることで 
やっと少し「政策」に近づく。



部局を越えたチームで 
「○○さん」を幸せにする

行政の課題は 
福祉や教育、地域づくりという単一ジャンルで 
区切ることができない。

仕事の分野を越えて政策に関わることで、 
チームの視野が広がり、ひらめきが生まれる。



行政の都合で考えない 
オープンな課題解決

滋賀県に関わりをもつあらゆる立場の人が 
行政の都合でつくった課題ではなく 
「○○さんを幸せにする」という目的で集まる。

それぞれの役割を確認したうえで、 
自分ができることを自覚する。



失敗を恐れず、行動しながら 
答えを探し続ける

意思決定に時間がかかりすぎて 
職員のチャレンジを後押しできない組織、 
また職員が新しいアイデアを出しても 
チャレンジできる余裕すらない組織に、 
成長はない。

対象者の声の再確認、 
現場でのスピーディな「トライ＆エラー」が 
良い政策をつくりあげる。



得た学びを、個人と組織に還元するために



これまでは受け身の姿勢になっていました。国からの通知を市町へ形式的
に流したり、調査・照会もただ機械的に表計算処理をするだけでした。問
い合わせに対しても、ただ表面的な回答が多かったように思います。

Policy Lab. Shiga で学んだことを踏まえ、通知や照会等については、受
け手の現場で対応しやすくなるよう、相手の気持ちに配慮するようになり
ました。また、制度改正の際には、現場でどういった課題があるのか、注
意して耳を傾けるようになりました。

私の所属で開く講演会では、選択式のアンケート結果をもとに企画してい
ました。しかしその講演会で参加者の悩みが解消されたり、学びが生かさ
れているようには見えませんでした。

そんななか Policy Lab. Shiga での取組みを受け、企画の際には、アン
ケートではなく、現場や電話越しの何気ない会話を重視するようになりま
した。

すると会話の中から「話を聞くだけでは、自分への取り入れ方がわからな
いし、考える時間がない」といった本音が見えてきました。これらの声を
起点にして、受け身の講演会をやめ、複数名で交流しながら実践につなが
る学びを得るためのワークショップを開くようになりました。

1年間の学びを元に
私たちは、個々の仕事の中で
新たな姿勢を取り入れ始めています。

私の仕事はデスクワークが中心で、現場に行きたいとは思いなが
らも、「◯◯が落ち着いたら。時間ができたら」と先延ばしにし、
なかなか足を運べていませんでした。

Policy Lab. Shiga での取組みを契機に「直接会って話すこと」
を第一に考えるようになり、フットワークが軽くなりました。今
は「なぜ・どうして」の観点から、会話に出て来た言葉を掘り下
げることを意識しています。また、訪問時に得たキーとなる情報
は、些細な内容であっても係内で共有するようになりました。

今までは日々の業務に追われ、委託業者任せになり、ただ報
告書を読むだけで分かった気になっていました。でも、まず
事業の先にいる相手がどんな価値観を持っていて、どう幸せ
になりたいと考えている人なのか、事業担当者としてその洞
察に加わっていくべきだと考えるようになりました。

「県民」という漠然とした意識から、「個人」をしっかり思い
浮かべた仕事の仕方によって、モチベーションもあがりまし
たし、何より自分の仕事に対して、以前よりも誇りを持てる
ようになりました。



しかし、仕事における意識や行動を、 
個人レベルで変えていくには、限界があります。

デザイン思考の姿勢・プロセスを 
行政に根付かせるためには 
組織として、積極的にこのような活動を 
業務に取り入れる必要があると考えます。



また、既に県庁では 
部局をまたがる政策協議や協働事業によって、 
「対話・共感・協働」を趣旨とした 
様々な取組みが実施されています。

しかし、若手をはじめ現場に出向く職員の多くは、 
政策協議に直接触れる機会・環境がほぼありません。 
県民にも、政策形成プロセスが広く認知されているとは 
言い難いのが実情です。

これらは、 
職員個人の認識や政策の周知徹底の問題ではなく、 
組織のガバナンスの問題として 
捉えるべきと考えます。



そこで知事に、2つの提言を行います



提言 1. 

「対話・共感・協働」の姿勢は 
政策形成プロセスにどう反映されているのか、 
デザイン思考の姿勢に沿った、 
検証と見直し

「県民の本音」を反映した政策協議を行う時間があるか、 
事務分掌をこえてフラットに課題共有しあえているか、 
行政の都合で協働を進めようとしていないか、 
県民の声を再確認しないまま事業を完結していないか。

現在の政策形成プロセスにおいて、 
いま一度、デザイン思考の姿勢に沿った検証を行い、 
見直しを進めていくことを提言します。



提言 2. 

「県民の本音」を起点にした 
政策形成を行うための 
組織および環境の整備

多様化する社会において、 
「県民の本音」を起点にした政策形成を行うためには、 
県庁が、職員全員にその意識を浸透させた組織に 
生まれ変わる必要があります。

また、意欲ある職員が、 
積極的に「県民の本音」を捉え、政策に反映していくために、 
チャレンジを後押しする環境を整備することも求められます。

そこで、次のような取組みによって、 
デザイン思考を活用できる組織および環境の整備を 
行うことを提言します。

【取組み例】

• デザイン思考の活用をねらいとした全庁的な公募型タスクフォースを
設置し、部局を越えて集まった職員が、政策テーマに対して「県民の
本音」を起点にした問題発見・施策構築を試みる

• 組織の枠組みを越えた、問題発見・施策構築へのオープンな参加を可
能とするための基盤として、すべての政策形成の年間スケジュール・
プロセスを可視化し、情報共有する

• 若手職員から管理職までの全レベルで、デザイン思考の基礎知識につ
いての研修を行うとともに、希望する職員が、より実践的なトレーニ
ングを行う選択型研修に自由に参加できるようにする

※ これらの取組み例については、概要を下記ページにまとめています。 
http://policylab.shiga.jp/advocacy/



Policy Lab. Shiga の活動履歴

 
2017年 7月 7日、14日、21日、28日 
「政策立案のための問題発見トレーニング」 
滋賀県庁にて実施

2017年 8月 14日、29日 
「デザイン思考による政策立案を滋賀県で実践するための作戦会議」 
奥村家住宅、滋賀県政策研修センターにて実施

2017年 9月～ 2018年 7月（各チームで随時実施） 
「問題発見、政策のアイデア＆プロトタイピング」 
県内各地にて実施

2018年 5月 27日 
「未来アイデアソン #1 with 今プラス＆NCL湖南」 
滋賀県のコワーキングスペース 今プラスにて実施

2018年 6月 16日 
「未来アイデアソン #2 with D.Live」 
草津市立まちづくりセンターにて実施

2018年 7月 14日 
「未来アイデアソン #3 with 滋賀学生コミュニティ kaname」 
co-ba OMIHACHIMAN にて実施

2018年 8月 5日～ 22日（随時実施） 
「「県民の本音」を起点にした政策プロセス・予算編成・組織体制のあり方の提言」 
奥村家住宅、草津市立市民交流プラザなどにて実施



Policy Lab. Shiga の活動詳細は、ウェブサイトに掲載しています。 
あわせてご覧ください。

policylab.shiga.jp
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