
第 次改訂にあたって

本書、 面接試験 問 は、 問シリーズの 番目の本として平

成 年に世に出されました。面接試験を受ける受験者をターゲットと

想定していましたが、発売当初より取り上げたトピックスや管理の考

え方などが論文試験にも使えると評判になり、多くの方にご利用いた

だくことができました。

平成 年の第 次改訂では、受験者が面接官の質問に着実に答えら

れるように、以下の 点を念頭に内容を改めました。

第 に、面接試験で取り上げられそうな最新の話題を加えました。

また、どのような視点を持って考え、回答するかという流れを意識し

た内容としました。

第 に、管理者として理解しておくべき管理の基本と管理理論を明

確に区分し管理理論編としてまとめました。管理、監督者を目指す皆

さんに、人事管理、組織管理などでの理論的なバックボーンを理解し

てほしいと思っています。

第 に、面接試験の実践に即した内容とするため、事例式の問題数

を増やし、面接に関係するテクニックもいくつか取り入れました。

このたびの第 次改訂では、基本的に第 次の改訂と同様の視点で

見直しを図ったわけですが、この間に起きた出来事として東日本大震

災及び福島第一原発事故を意識せざるをえません。防災に関する考え

方、原子力の安全性に関する意識、日本のエネルギー政策、想定外の

事象への対処、広域的な行政間の協力関係作りなど多くの点で再考し

ていかなければなりません。今まで我々が取り組んできたことや常識

と考えられてきたことを根底から見直すことを迫られています。

今、皆さんは大きな社会変化の中に身を置いています。そのことを

意識して、ひとり一人がしっかりとした考え方を持って面接に臨まな

ければなりません。その意味から、第 次改訂についても次の視点で

内容の見直しを行いました。

第 に、課題編は、特に重要となっている話題や汎用性のある話題



に絞り込みました。防災問題は、東日本大震災後見直されており、自

治体の置かれた地理的状況によりその違いがより顕著になるものと考

えられます。本書では汎用性のある話題に留めましたが、自治体の現

実の取り組みを十分研究することをお勧めします。

第 に、管理編の項目を増やし、理論的バックボーンの充実を図り

ました。実際に仕事を進める上で管理者には特に説明責任を求められ

る場面が多くなります。管理者は、現象として起きていることを整理

し説明しますが、そこに理論的な裏付けがあれば、考え方にも幅がで

き、リアリティと迫力をもって伝えていくことが可能です。

第 に、事例式の項目を大幅に増やし、内容も充実させました。事

例式は本書の最も特徴的な部分で、面接を受ける皆さんが一番知りた

い部分として読まれることと思います。実際の面接でのやり取りに加

え、面談シートの書き方などの実践的な内容を知ることができると思

います。今回は特に 業務系職員 の面接問題を加えたことや 面接

シート についてより実践的に捉えていただくため、修正前と修正後

を比較し、修正の仕方を示しました。

本書は昇任試験用となっていますが、管理者が日常的に使うであろ

う管理の常識や管理理論が示されていますので、実務書としてもお手

元に置いていただくと便利かと思います。

皆さんは試験に受かることを念頭に本書を手にしたことと思います。

合格することは新たなステップにつながり喜ばしいことですが、私た

ちがそれ以上に素晴らしいと思っていることは皆さんが試験に向けて

努力する姿です。日頃の職務とは別に時間のない中で勉強を進めるの

は大変なことです。初めて受験する方、何度か落ちてあきらめかけて

いる方、方法論が分からず回り道をしている方もいるかと思います。

ですが、勉強を通して蓄積した力は必ず仕事にも生かしていくことがで

きます。本書がさらに多くの皆様に利用され、お役に立てば幸いです。

平成 年 月

地方公務員昇任試験問題研究会



面接試験 問・目次

、 、 頻度順の星印

課 題 編

高齢化と健康づくり

子育て支援と待機児

自治体と雇用

産学公の連携の促進

都市型観光

人口減少社会

地球温暖化防止対策

ごみとリサイクル

震災廃棄物の処理

被災地支援

帰宅困難者対策

安全・安心のまちづくり

高齢者と消費者行政

特定非営利活動と行政

コミュニティの活性化

ワンストップサービス、ノンストップサービス

個人情報保護

ネット社会

自治体経営

格差社会



地方分権の流れ

ファシリティマネジメント

指定管理者

シティセールス

多文化共生

産業政策

管 理 編

意思決定

意思決定の原理

部下の不祥事防止対策

職員のメンタルヘルス

危機管理と管理職

人事戦略

問題係長の指導

大量退職時代

フォーマルとインフォーマル

自己啓発

管理者としてのコスト意識

組織の連携を図る課長の調整力

アウトソーシング

民間活力導入と新たな展開

住民対応（トラブルへの対応）

マスコミ対応

接遇での大切なポイント



管理職としての議員対応

住民説明会

組合活動

服務監察

公務員制度改革と人事・任用制度

進行管理

業績評価

説明責任が果たせる行財政運営

人材育成と管理職の役割

の進め方

職場のコミュニケーション

上司の補佐

連携

部下の育成

係員に汚職の疑いのあるとき

チームワークづくり

上司に対する報告・連絡・相談

プロジェクト組織の進行管理

コンプライアンス

自治体のガバナンス

分析

キャリア・デベロップメント・プログラム（ ）

ビジネス・プロセス・リエンジニアリング（ ）

ベンチマーキング



管理理論編

連結ピン

理論

理論

命令一元化の原則

スパン・オブ・コントロール

目標による管理

部下への権限委譲

組織の 要素

モチベーション

職員のモラール向上

権限受容説

事 例 式

管理職試験事例式 関係者調整編

管理職試験事例式 突発的な事故対応

管理職試験事例式 利害の調整

係長試験事例式 手を焼く職員

係長試験事例式 窓口トラブル編

係長試験事例式 新規事業編

係長試験事例式 上司からの下命の伝え方

係長試験事例式 保育園 事故編

係長試験事例式 保育園 サービス拡大編

係長試験事例式 専門職係長の対応



面接テクニック 同じ内容を問われたときの対応

面接テクニック 圧迫面接への対応

面接テクニック 一歩目立つ回答

管理職試験事例式 マスコミ対応

管理職試験事例式 トップ層への対応

管理職試験事例式 住民説明会後の対応

管理職試験事例式 新人職員の育成

管理職試験事例式 進行管理とホウレンソウ

面接試験特別編 業務系職員向け面接

面接試験特別編 経験者採用と人材育成

面接シートテクニック 面接シート 活用法

面接シートテクニック 短所を長所に変える

面接シートテクニック 面接シート の実際例



質問 従来、自治体の中でいわれていた 危機 と最近の意味する 危機 の

内容の変化についてお答えください。

回答 従来は震災に代表される、住民の生命財産を一瞬のうちに奪ってしまう

自然災害の発生を 危機 と考え、災害対策等を危機管理とみなしておりまし

た。しかし、最近では、人や物、情報など世界的な規模で流通するものの危機

によって、住民の生活に大きな影響を与える事象、さらには、自治体の内部で

発生する事故などにより、住民に不安を与えたり、信頼を失墜させるような事

象を広く 危機 と捉えるようになりました。

質問 もうすこし具体的に 危機 について、あなたの考えを述べてくださ

い。

回答 まず第 に、地震、大規模な鉄道事故など、通常では予測できない事態

が突発的に発生することにより、住民の生命、身体、財産等に被害が及ぶ事

態、もしくは住民の不安感が増大した場合です。

第 に、停電による業務停止や職員の不祥事など、外部からの加害や職員の

業務上の過失や違法、不当行為により、住民サービスに影響を与え、行政に対

する信頼を著しく損なうような事態が生じた場合です。

質問 行政における危機管理体制づくりについて、お答えください。

回答 危機というべき事態が発生した場合、組織内のそれぞれの部署は役割を

明確にして、さらにその役割を全うしなければなりません。大きな被害が予想

される場合には、全庁的に危機管理対策を統括する部署をおき、長をトップと

した庁内危機管理会議のようなものが設置され、重大な判断が迅速に決定され

る体制づくりが準備されなければなりません。事故や事件の対応では、指揮者

が適切な判断をするために、現場の状況をよく知っておくことが必要です。そ

のためには、情報が直ちにトップに伝わるような体制をつくりあげることが重

要です。また、現場で即断を求められることもあり、一定の権限が委譲された

分散型の体制づくりも求められます。

危機管理と管理職危機管理と管理職

管理編（管理職試験）



質問 管理職が自身の自己啓発を行うにあたり、求められている資質はどのよ

うなものですか。

回答 仕事を取り巻く社会経済情勢が大きく変化する中では、順調に推移して

いても問題のない仕事などないと、心がけるべきだと考えます。事務事業に要

する経費と成果の関係、住民サービスに対する受け手の評価などについて、絶

えず考えなければなりません。いかにして最少の経費で最大の効果を上げる

か、いかに効率的に質のよいサービスを住民に供給するかということについ

て、問題意識を持って前向きにチャレンジする精神を持っていたいと思いま

す。組織においてどのポストにいたとしても、公務員として、自己啓発を続け

ていきたいと考えます。

質問 具体的にあなたは、どのように自己啓発に取り組んでいきますか。

回答 新聞、書籍、テレビ、インターネットなどあらゆる道具を使って情報を

入手することに努め、国や県から正式な通知が届いてから準備するのではな

く、事前に情報収集を行い、自分としての見通しを立てて準備を進めていきま

す。また、職務に関係する知識ばかりではなく、一見職務に関係しないような

ものでも、住民生活にかかわるものと捉え習得に努めていきます。

面接官の視点

もちろん自分が受け手となって、絶えず知識や技術を習得しようとする意

欲を持ち続けることは大事です。しかし、自分が発信者となって、同僚や部

下の自己啓発を手助けすることは、管理職自身の成長にもつながるのではな

いでしょうか。部下に対し を行うとしても、上司自らが率先垂範して

自己啓発に取り組み、その姿を部下に見せることによって、職場に学習する

ムードを醸成する必要があります。また、今日の社会情勢の中で、管理職が

仕事に対してチャレンジ精神を持って取り組んでいくことが求められていま

す。面接においては、受験者の積極性をアピ ルすることが重要です。

面接官の視点面接官の視点

回答の 向上心のない人はいないものである。ただ、眠っている人
はいるので揺り起こすこと。
回答の

自己啓発



事例式面接の意義

面接試験における事例問題は、何のために出題されるのでしょうか。管理

者が具体的な課題に遭遇した際、短時間にその問題点を整理し、どう対応し

ていくのかという、管理職としての実践的な対応能力や手腕を試しているの

ではないでしょうか。

その点で、論文試験との違いが明らかになります。論文試験の場合には、

事前準備が十分でき、用意したものが出ることもしばしばあります。一方、

面接試験では、課題を多角的に捉え多方面からの質問を受けることになり、

予期しない質問がくることもよくあるものです。それらの質問にどう答える

のか、どう答えたらよいのか、短い時間の中で受験者は、頭をフル稼動させ

て答えていくわけです。十分準備していなければ慌てた姿を面接官にさらす

こととなり、面接官にその資質、能力を見抜かれてしまいます。

しかし、恐れることはありません。慣れることでスムーズに答えることも

できていくものです。背伸びせず、あなた自身のことばで表現できるよう日

頃から少しずつ訓練を重ねていただきたいと思います。

出題形式

主任面接官が事例問題を 回程度読み上げます。受験生は、その問題につき

分程度考える時間を与えられます。その間に事例問題のポイントをつか

んで、回答していくというものが多いようです。メモを取れる場合は別途指示

があります。

出題例

面接官 今から事例問題を読み上げます。 回繰り返しますので、よく聞い

てください。そのあと 分間、考える時間を与えますので、内容を整理して答

えてください。

関係者調整編関係者調整編

事例式（管理職試験）



（事例） 市では、市立 保育園を廃園とし、建物だけを民間の法人に売却

し、保育園として運営してもらうことを決定しました。保護者への説明会も何

度か行われました。その後、地元町会から地元の施設として、売却せずに使わ

せてもらえないかと市議会議員を通じて陳情が出て来ました。また、保育部長

より、 保育園の職員につき分限免職できないか検討してほしい旨の指示があ

りました。あなたは課長として、どう対応しますか。

（ 分間の考慮時間）

主任面接官 分経ちました。それでは、お答えください。

回答 はい。この段階で、地元の要望への対応と保育部長への対応を早急にす

る必要があると考えます。まず、地元の陳情に介在した議員のもとへ伺い陳情

の具体的内容についての事情を聴取いたします。また、併せて市としての考え

方もお伝えし、市の保育行政の動向や 保育園のある地区における保育事情を

説明し、今後とも協力を依頼します。次に、議員から聞いた事情を基に地元の

町会長宅に伺い、事情を聴取して参ります。陳情の理由、代替策は可能かどう

か、要望に関する地域の盛り上がりなどの様子を聞いてまいります。

さらに、保育部長には、分限免職の可能性については地方公務員法等につき

調査の後、回答する旨伝えます。

面接官甲 市として決定した事項が地元からの陳情で覆ることはありますか。

回答 このケースに限っていえば、基本的にはないと思います。なぜならば、

市としての決定は、保育園をなくすということではなく、運営主体を代えてい

くとするもので、保育需要は依然あるが、効率性、コスト面や運営の自由度な

どを勘案して民間へお願いするという決定を下したものだからです。その意味

から、単なる市立施設の廃止ではないので、地元の要望があっても困難かと思

います。

面接官甲 すでに決定したことだということで、地元の要望を簡単に切ってよ

いのでしょうか。今回は、議員を通じて陳情をしていますが、その点はいかが

回答の 課長として対応すべきポイントを的確に捉えることと、各
方面への配慮が重要である。
回答の

関係者調整編


