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第Ⅰ章 はじめに 

 

1．調査研究の背景・目的 

政府は、「経済財政改革の基本方針 2008」（平成 20 年 6 月 27 日閣議決定）において、「官

から民へ、国から地方へ等の基本的視点に立って、事業の仕分け・見直しを行いつつ、ム

ダのない政府をつくる」と掲げ、政府機能見直し、いわゆる「ムダ・ゼロ」の実現に取り

組んでいる。 

 一方、経済財政諮問会議の有識者議員提出資料（平成 20 年 4 月 15 日、5 月 19 日）にお

いて、「政府に残った機能については、民間経営ベストプラクティスの導入などにより、効

率的な政府を目指す」などとされ、「経済財政改革の基本方針 2008」において、「目標によ

る組織管理（21 年度試行）、業務の分析・「見える化」（20 年度試行）」が盛り込まれたこと

を踏まえ、政府機能の改革のためには、国の業務そのものについて、民間企業の先見的な

知見や優れた経営手法を導入して、その発想ややり方を見直す必要がある。 

 このような背景を踏まえ、本調査では、民間企業を中心として、いわゆる業務の分析・「見

える化」及び組織目標管理について幅広く調査を行い、今後において、我が国における同

種の改革や改善のための基礎資料を幅広く収集・整備するために実施するものである。 

 

2．調査研究の実施方法 

 本調査研究は、「組織目標管理」『業務の分析・『見える化』による改革」を実践している

民間企業、地方公共団体へのヒアリングおよび文献調査により実施した1。 

 

図表 ヒアリング調査の対象 

 区分 企業、団体名
見える化によ
る改革 

民間企業 食品業Ｂ社
金融業Ｅ社
運輸業Ｃ社
エネルギー業Ｄ社
小売業Ｆ社
建設業Ｇ社

地方公共団体 佐賀県
三重県
兵庫県 尼崎市
鹿児島県 西之表市
岩手県 北上市
岩手県

目標管理制度 民間企業 自動車業Ａ社
食品業Ｂ社
運輸業Ｃ社
エネルギー業Ｄ社

地方公共団体 三重県
岐阜県 多治見市

*ヒアリングの実施順による 

                                                  
1 各事例の詳細は報告書本文を参照。 
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第Ⅱ章 業務の分析・「見える化」の考え方と事例 

 

1．民間企業の事例 

【取組みの動向】 

 民間企業における「見える化」（業務の『可視化』とその『共有』を活用して業務改善を

行うこと）への取組みは、実態として多くの企業にて実施されているが、その取組みには

組織目標管理制度のような共通性は見られず、企業によってまちまちの取組みである。ま

た名称も、必ずしも「見える化」と呼称していないケースも多い。 

 

（1）「見える化」が実施される業務改善の枠組み 

 民間企業において「見える化」が実施される業務改善の枠組みの例として、例えば以下

のようなものがある。このような業務改善の枠組みの主要な構成要素として、業務の「見

える化」が実施されている。 

 

図表 「見える化」が実施される業務改善の枠組み例 

業務改善の枠組み 概 要

BPR 

・ ビジネス・プロセス・リエンジニアリング。
・ 業務プロセス全体を可視化して、「顧客にとっての価値を産み出す活動」とそ

うでない活動とを区別して、後者を廃止・削減することで、仕事の進め方の抜
本的な改革を行うもの。主に、トップダウンとして進められる。 

・ 高度に分断化された組織運営への反省が立脚点となっており、顧客価値を生み
出すための組織横断的な新たな一連のプロセスの構築が目指される。 

「カイゼン」 

・ トヨタにおける生産方式見直しの総称であり、非常に広い概念である。 
・ 導入はトップダウンであるが、「見える化」の具体的な取組みである｢カンバン｣

｢アンドン｣などは、QC サークルによる業務改善などに結びつけられ、ボトム
アップとして実施される。 

・ カンバン： 部品とカンバンとを同時に動かすことで現状（渋滞、不良品発生）
を容易に把握できるようするもの。 

・ アンドン： 生産ラインや機械の稼動状況を一目で把握できるようにするも
の。 

シックス・シグマ 

・ 統計学の手法を応用して、不良品率の低下や顧客満足度の向上を図る取組み。
元々は製造部門を念頭にした手法であったが、営業部門・企画間接部門、サー
ビス業などにも適用されるようになった。 

・ 日本の QC サークルが参考にされたといわれるが、トップダウンの改革として
実施される点で異なる。 

棚卸 

・ 元々は、企業が決算等の目的のために、保有する資産（商品、原材料など）の
種類、数量、評価額などを、全て実地に調べて（＝可視化して）評価すること
を意味する。 

・ 近年それが転じて、企業経営における業務プロセスの見直しにも、その概念や
用語が用いられるようになっている。（*1） 

・ 現状の業務プロセスの全体像を可視化して、「効率的な業務」「価値を生み出す
業務」などの観点から見直しを行う手法である。 

・ 組織（部門）全体の業務プロセスを行うため、また情報システム等の見直しを
伴うこともあり、トップダウンにて実施されることが多いと思われる。 

（資料）諸資料を基に MURC 作成 
（*1）：たとえば、吉田健一「情報資産棚卸がもたらすオフィスワーカーの生産性向上」2004 年など。 

http://www.realcom.co.jp/trend/vision/vol3/info_inventry.pdf  
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（2）「見える化」への取組みの実務 

 上記のように「見える化」が実施される業務改善の枠組みも多様であり統一的なもので

はないが、「見える化」への実際の取組みも以下に示すように多様である。 

 

○ 「可視化」の対象（1） 

何を可視化するかについては、以下のようなバリエーションがある。 

（現状と改善結果を見せる） 
 ・業務フローを可視化して、非効率な部分を発見すると共に解消して、その結果を再び可視化

する取組み。 
 ・業務内容・手続などを可視化して、非効率な部分を発見する共に解消して、その結果 を再

び可視化する取組み。（品質向上運動など） 
 ・ブランドの市場での競合状況を可視化すると共に、数年後の変革方針（こういう競合状況に

持っていきたい）を可視化する取組み。 
（計画・方針・戦略そのものを見せる） 
 ・策定した計画・方針・戦略そのものを可視化する取組み。 
（目標に対する進捗状況を見せる（年、四半期、月、週日）） 
 ・計画目標の進捗状況を可視化する取組み。 
 ・主要な指標の進捗状況を可視化する取組み。 

○ 「可視化」の対象（2） 

同じく可視化の対象として、業務の全体像を可視化する場合と、業務の特定の部分を可

視化する場合とがある。 

（業務の全体像を可視化する場合） 
 ・「戦略計画」「戦略体系」「業務工程」など 
（業務の特定部分を可視化する場合） 
 ・「業務の問題点・課題」「重点施策・指標」「特定の個別業務」など 

○ 「共有化」の対象 

可視化の対象と同様に、共有化の対象にも、以下のようなバリエーションがある。 

 ・自らの部門内での共有化 
 ・組織内他部門での共有化 
 ・組織内全体での共有化 
 ・組織外での共有化 

 

このような多様な取組み動向を踏まえて、本調査研究では、上記「可視化の対象（1）」

の 3 種の分類（「現状と改善結果を見せる」「計画・方針・戦略そのものを見せる」「目標に

対する進捗状況を見せる」）をカバーするとの観点から事例を収集して、その取組みの概要

を整理した。  
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2．地方公共団体の事例 

 

【取組みの動向】 

 バブル崩壊期以降の経済情勢の悪化とそれに対応した景気対策の負の影響（地方債の増

額）や2、いわゆる三位一体の改革に伴う地方財政改革やなどの影響もあり、地方公共団体

では行財政改革を進めることが重要課題となっており、現在は国の指示の下、各団体で改

革プランを策定し、実行している3。このような流れの中、業務分析・「見える化」による改

革4も、既存の事業の見直しや効率化方策として様々な背景、内容の取組みが実践されてお

り5、これらを総括的に整理することはやや困難であるが、「組織全体の取組み」と「個別の

取組み」に着目して事例整理すると、以下のように類型化できる。 

 

図表 地方公共団体における、業務分析・「見える化」の改革の類型 

区分 概要、背景 
組織全体の取組み
 
 

・ 業務棚卸し（行政評価）： 業務棚卸し法により各課の仕事の洗い出
し・体系化を行ない、行政評価を中核とするマネジメント改善に取
組む事例。 静岡県、仙台市、四日市市等 

・ 行政コスト計算書: 人件費や市町村等に対する補助金など、資産形
成につながらない当該年度の行政サービス提供のために使われた費
用と収入を対比したもので、どのようなサービスにどれだけのコス
トがかかっているか決算期に合わせて可視化するもの。総務省推奨
方式の下、各団体で実施。 

・ 業務量調査: 業務（仕事）に投じられた人件費コストを可視化し、
事業のフルコスト算定や、定数配置などに活用するもの。 

・ 業務改善運動： 現場発意の業務改善提案と、それを推奨・普及さ
せるための運動的改革、民間企業でいう「QC 活動」の地方公共団体
版。2000 年にスタートした福岡市の「DNA どんたく」が今次のブー
ムの起源6。他に、経営品質改善からの発展した事例もある。 

個別の取組み ・ 窓口業務の集約化： 住民登録、納税証明書発行、介護保険の申請
など、従来は各担当課の窓口において個別に対応していたいわゆる
「窓口サービス」を一箇所の集約化し、ワンストップ化するもの。
コールセンター設置も類似の事例。 

・ 総務事務の集約化: 給与計算や旅費清算などの業務担当を一元化。
併せて業務の一部をアウトソーシングして効率化する。 

（出典）MURC による整理 

                                                  
2 総務省「地方財政白書」、財務省「予算・決算」等より。 
3 平成 17 年３月 29 日付「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」において、各地方

公共団体に対し、「集中改革プラン」の策定と公表が要請された。 
4 「見える化」とは基本的に、「対象の全体像を洗い出して把握すること」「それを一定の構造(例えば目的-
手段など)にて体系化すること」「そしてそれを関係者間で共有すること」が要件に満たされているもので

あると考える。この用語の定義によれば、改革手法として新しい概念でなく、また、実際の適用場面（事

例）も経営全体から現場に至るまで、また業種等にも関係なく広く浸透していることから、本調査では、

「見える化」と称している例のみに捉われず、「見える化」のこのような定義に該当するものを対象とする。 
5 「見える化」という表現を用いて改革を進める事例としとて、佐賀県（地方自治体の業務プロセスマネジメントを『見

える化』するシステム構築の検討）、仙台市（若手職員による「仙台市改革・改善アクションプラン 提言-見える化大

作戦-」）、北九州市（業務戦略書による見える化の検討）などがある 
6 島崎（2007）「カイゼン運動からはじめる自治体経営革新」http://www.murc.jp/report/quarterly/200702/65.html 
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本地研究では、これらの具体の取組みのうち、「業務量調査」の取組みとして、岩手県北

上市、鹿児島県西之表市の事例、「業務改善運動」の事例として、兵庫県尼崎市、岩手県北

上市、経営品質賞の発展過程で業務改善に取り組んだ三重県、岩手県の事例を分析した。 

 

 

3．官民における取組みの相違点（業務分析・「見える化」） 

業務分析・「見える化」に関する官民の取組みの相違点を分析する。 

 

まず、民間企業の経営では、業務分析・「見える化」に関する取組みは、｢トップダウン｣

｢ボトムアップ｣双方の観点からの多様な層での多様な取組みが行われており、それぞれ所

期の目的に沿って機能する仕組みとなっている。また、仕組みがどうすればうまく回るの

かにも様々な工夫が見られる。 

 他方、地方公共団体では、業務分析・「見える化」に関する取組みは、コスト把握を目的

にした業務量分析や、現場における自主的取組みである業務改善運動などが代表例である

が、『改革によって実現する目標水準が必ずしも明確ではない』『問題の見える化によって

確認された問題、課題の解決に向けての展開や活用が不十分である』など、コスト削減を

実現する改革手法としては十分に機能発揮していないのが現状である。 

このような違いが官民において生じている最も根元的な理由は、民間企業における業務

分析・「見える化」があくまでも目的（＝業務効率化）の手段として実施されており、従っ

てそのような効率化の成果自体も厳しく問われるのに対して、自治体の場合にはともすれ

ば、導入すること自体が目的となってしまい、その活用や成果達成が余り問われてこなか

ったことにあると思われる。またその背景となる「危機感」の軽重にも差があると考えら

れる。厳しい経済環境の下、民間企業（の職員）の場合には組織存続及び自らの雇用維持

への危機感が強く、それこそ存続をかけて業務改善にとりくむケースも決して少なくない。 

その意味では、行政機関にとってのこのような取組みの成否は、どこまで真剣に追い込

んでいけるか、そのための仕組みをどう構築していくかということになろう。 
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業務の分析・「見える化」の事例一覧 

区分 団体名、概要 特徴、ポイント 

民間 

目標に対する進
捗を見せる（BSC
による見える化） 

金融業Ｅ社 
「組織全体の見える化」 

 組織を上から下までカスケードすることを目的として BSC を導入。 
 経営理念の浸透、戦略管理、業績評価を支えるためのフレームワークとして BSC を活用。 
 BSC により、組織全体の経営（及び課題）の「見える化」を実現。今後は、課題の具体的な解決に向けてシックス・シグマの導入を検討中。 

エネルギー業 D 社 
「成果契約システム」 

 BSC の発想を取り入れた「成果契約システム」（社長と本部・支店長との契約）が導入されている。 
 何に重点を置くのか、それはどのように測定されるのか、どの程度進捗したのか、などを可視化して、経営トップと共有するとともに、各部門内でも

共有されている。 
 各部門では、部門長が何を目指しているのかが明快になり、方向性のはっきりした業務展開がなされるようになっている。 

小売業 F 社 
「経営戦略進捗マネジメント」 

 現在は、BSC も導入されて、経営戦略（全社、各部門）とその進捗状況の「見える化」も進展している。 
 顧客満足度の徹底的な分解をおこない、それが上記の業務改善運動や BSC にも反映されている。 

現状と改善結果
を見せる（業務プ
ロセス・リエンジ
ニアリング） 

輸送業 C 社 
「業務フローの可視化」 

 各部門で、業務プロセスの見える化による改善に取り組んでいる。 
 同業他社をベンチマークとして、20～30％という高い目標の生産性向上を目指している。 
 改革への意識を高めるために、褒めることを全社的に重視している。また、顧客の声・顧客満足度も極めて重視している。 

小売業 F 社 
「業務改善運動」 

 全社にて「業務改善運動」が実施され、年 2 回での取組み・表彰が実施されている。各部門には各回の共通テーマに対する定量的な改善結果が求めら

れる。経営トップの真剣な参画（審査）が特徴である。 

建設業 G 社 
「業務フロー、工程の見える化」 

 従来から工程表や組織図を作成して「見える化」への取り組みを実施。特に、現場ではよいものを低いコストでいかに速く作るかという意識が徹底さ

れてきた。 
 全社で「業務改善運動」を展開・推進するための専門部署を設けて、業務改善に取り組んできている。 
 業務フロー、時間を可視化することにより、具体的な業務改善の成果が生まれている。 

戦略そのものを
見せる（ブランド
戦略の見える化） 

食品業Ｂ社 
「ブランド・ポートフォリオ」 

 部門により、様々な取組みがなされている。 
 具体的には、「ブランド・ポートフォリオの可視化」、「業務改善運動による課題・解決策の可視化」、「部門目標進捗状況の可視化」、などである。 
 特に、「ブランド・ポートフォリオの可視化」は、自社製品と他社製品の今と将来の状況をマッピングにより 1 枚の紙にて可視化するものであり、綿密

な調査・分析及び社内の討議を踏まえた結果を、1 枚にて表現して共有化している。 

行政 

業務投入量・コス
トの見える化 

岩手県北上市 
「業務量算定」 

 全業務（予算計上を伴わないものも含む）の投入量を全職員の申告により把握。加えて、減価償却費や公債費の利子分も含め、業務のフルコストを毎

年算定し、行政評価に活用している。 
 業務量算定の結果は定員管理の検討における有力な情報であるが、財政状況が厳しい中、事業費の縮減を目下進めており、ダイレクトには活用されて

いない。 

鹿児島県西之表市 
「業務量調査」 

 市の全仕事を対象に、実際に投じられた業務量を、月ベースにて職員の申告により把握。これにより、施策、事業単位での業務量コストの他、繁忙・

閑散期なども把握。 
 自己申告をベースとする業務量調査の結果をダイレクトに定数管理などにリンクさせない、という申し合わせもあり、業務量の実態は「見える化」で

きたが、結果を業務改善に反映させることは行われていない。 

業務改善運動 

岩手県北上市 
「きたかみ Ping!Pong!Pang!運動」 

 厳しい財政状況を背景に、前向きの改革の実践を通じて職員の意識改革、それを通じての改革のアイディアを導き出すことを意図して業務改善運動に

着手。 
 他先進地の取組を基本的に踏襲する形で実践。若手職員が積極的に改革に取り組むなど、改革の成果は見られるが、全長レベルでの明示的なコスト縮

減などには至らず、引き続き改善と向上に努めている。 

兵庫県尼崎市 
「YAA るぞ運動」 

 実施の背景は前掲の北上市と同様に厳しい財政状況を背景に、前向きの改革の実践を通じて職員の意識改革、それを通じての改革のアイディアを導き

出すことを意図して業務改善運動に着手。 
 複数年の実施を通じて、自主的な改善運動としての取組みは普及したが、運動によって生み出された様々なアイディア、成果を普及させることが今後

の課題。 

経営品質改善
運動 

三重県 
「率先実行取組／経営品質向上活

動」 

 マネジメント・サイクルの「DO」の部分に実務的な目標設定と改善取組みの実践を取入れた「率先実行取組」を導入。改善の視点は、BSC の考え方を

導入。 
 経営品質向上の実現・実行に向けて実務的な改善（簡素化）を導入。そのポイントは、①わかりやすい言葉で語る（難しく言い過ぎない）、②負担感を

軽減する、③多くの職員が参画する、④職場の内発的な取組を全力で支援する（総務部が言い過ぎない）、⑤達成感につなげる、ことにある。 

岩手県 
「行政品質向上運動（IMS 岩手マネ

ジメントシステム）」 

 トヨタ方式の改善方式を行政実務（ホワイトカラー業務）に本格的に導入した事例。知事の指示によるもので、県職員の減少の一方で、行政経営の水

準を維持するためには、必然的に職員の業務効率を高める必要があり、その実行のために試行的に実施。 
 IMS の基本コンセプトは、「業務の効率化」であり、それを測る単位として「時間」が、併せて「目標」が設定された。効率化目標は、部単位をベース

に全庁で 30%減が目標設定され、概ねこの水準を実現した。 
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第Ⅲ章 組織目標管理の考え方と事例 

 

1．民間企業の事例 

【取組みの動向】 

民間企業においては、ほとんどの企業が組織目標管理を行っている。以下、組織目標管

理を行うために必要な民間企業における一般的な目標・戦略体系の例を示す。組織の目標

管理制度に該当する「部門：『年度目標－年度計画』」が、全社レベルの経営計画と個人の

目標管理を結節させる役割を果たしていることが確認できる。 

 

＜民間企業における目標・戦略体系の一般的な例＞ 

全社：『組織ビジョン／組織理念』 
 
↓↑ 

『組織ビジョン』や『組織理念』は、組織として目指すべ
き方向性やどのような企業でありたいかを規定するもの
で、組織としての立脚点、存在意義を規定する最も重要な
ものである。通常は企業が存続し続ける限り、普遍かつ恒
久的なものである 

全社：『組織としての長期達成目標
－組織戦略』 
 
↓↑ 

『組織としての長期達成目標－組織戦略』は、『組織ビジ
ョン／組織理念』を達成するための手段として位置付けら
れ、『組織ビジョン／組織理念』を長期的にどのように達
成していくかを定めるとともに、『組織ビジョン／組織理
念』をより具体化した目標として、規定する。 

全社：『中期目標－中期計画』 
 
↓↑ 

『中期目標－中期計画』は、『組織としての長期達成目標
－組織戦略』を達成するための手段として位置付けられ、
企業ごとに期間は異なるものの、概ね３～５年の単位で達
成する目標を設定し、その期間に実施する具体的な計画を
策定する 

全社：『年度目標－年度計画』 
 
↓↑ 

年度計画（各年度の経営計画）については、全社の各部門
（営業部門、事業部門、間接部門を含む）、組織（本部、
支店、支社を含む）において、それぞれ年度計画を策定し、
その各部門の組織目標を事業・業務を実施する単位まで、
例えば、「部」－「課」－「係」－「チ－ム」というよう
にブレイク・ダウンがはかられる。 

部門：『年度目標－年度計画』 
 
↓↑ 

年度計画に示される各「部」の目標を達成するための手段
として、各「課」レベルの目標、実行計画として示される。
最終的には、組織の目標が個人の目標までブレイク・ダウ
ンされる。このように、部門計画は、全社・部門の上位計
画と各現場の個人目標との結節機能を果たす役割を持つ。

個人：『年度目標－年度計画』 

部門計画を基に設定。これにより、個人の目標達成状況が、
個人が所属している単位（例えば、「チーム」「係」）の目
標達成に影響を及ぼすことになるため、組織目標は最上位
から個人に至るまで、「目的」－「手段」の関係が構築さ
れ、それぞれの目標が整合する仕組みとして機能する。 

 

本調査研究では、可能な限り幅広い業種における実例から成果と要因を分析するため、

自動車業Ａ社、食品業Ｂ社、運輸業Ｃ社、エネルギー業Ｄ社における取組みを分析した。 
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2．地方公共団体の事例 

【取組みの動向】 

 地方公共団体における組織目標管理の事例を概観すると、大別して 2 つの流れが確認で

きる。一つは、行政評価システムの発展の過程において、施策体系や組織を対象に評価を

行うことから発展させて、対象施策や事業と組織との関係を明確化させることで、目標管

理ツールとして発展させてきたという流れ（行政評価発展型）。もう一つは、人事評価制度

の発展の過程において、主に管理職を対象にした業績評価（組織評価）を行うことから発

展させて、組織の目標管理および評価のツールとして導入されたという流れである（人事

評価発展型）。なお、実績としては多くないが、地方公共団体のトップと幹部職が目標や課

題解決等についての協約を締結する例（広島市、福井県等）も、「具体的かつ測定可能な目

標が対象組織に設定されていること」「予め決められた一定の期間ごとにその進捗状況が測

定されること」「そして目標と進捗が関係者間で共有されていること」などがら、組織目標

管理としての機能を果たす取組みの類型の一つである（トップと幹部の協約型）。 

 

図表 地方公共団体における組織目標管理の発展類型 

区分 概要、背景 

行政評価発展型 

・ 行政評価制度を発展させる過程で、組織のミッションや目標の
視点から評価したり（仙台市「業務マネジメント表」、刈谷市「戦
略計画」等）、或いは事務事業の上位にある施策等の管理および
評価責任者として特定の部課長を選任したりする（三重県）な
どを通じて、組織目標管理としての機能を発揮する。 

・ 行政評価制度の発展過程において、成果（アウトカム）の実現・
達成を形骸化させないようにする方策として、組織目標を明確
化させる、或いは施策と組織の単位を整合させる、という方針
で導入・発展。 

人事評価発展型 

・ 組織の長（部課長）である幹部を対象にした人事評価の中で、
特に業績評価部分の評価項目において、組織として取り組むべ
き事項を取り込むことで、組織目標管理としての機能を発揮す
る。 

・ 「公務員制度改革大綱」(2001 年 12 月 25 日閣議決定)において、
『2006 年度を目途に能力・実績重視の人事制度確立』との方針
が示されたことで近年、取組みが拡大。 

トップと幹部の協約型 

・ 市民、県民に対する説明責任を果たす、ということを実現する
ため、年度当初にトップと幹部が課題解決や施策・事業の実施
に関する合意を協約として締結し、公表する。 

・ 首長の政治公約等の実現等がベースになっていることから、一
般に政治的に導入される。近年のマニフェストを具体的に実行
するという側面もある。 

（出典）MURC による整理 

 

 本調査研究では、行政評価発展型の事例として三重県、人事評価発展型の事例として岐

阜県多治見市を分析した。 
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3．官民における取組みの相違点（組織目標管理） 

 ここでは、これまでの整理を踏まえて、組織目標管理に関する官民の取組みの相違点を

分析する。 

  

まず、民間企業の経営では組織目標管理は、各社ともに中期及び年次経営計画を具体的に

実行するためのツールとして、不可欠のものとして存在している。民間企業では、株主に

対して経営陣が示す経営目標・ビジョンの実現に向けて、各部門の役割分担、責任、目標

がセットされ、それらが各社員個人の目標につながる連鎖構造になっている。すなわち、

組織目標管理は、民間では、経営の根幹を成す経営計画と、その実現を支える組織・個人

の目標を結節する必須の制度として機能・役割を果たしている。また、その実現のために

は、成果を生み出すプロセスに着目した組織横断的な取組みも多く見られる。 

 他方、地方公共団体では、先駆的に取り組んでいる団体においても組織目標管理の実践

は、行政評価制度、人事評価制度、目標管理制度などの諸制度の発展プロセス、そしてト

ータル・システム開発の途上の中で、役割、位置付けがなど必ずしも明確ではなく、試行

錯誤の状況にある。 

 

このような違いが官民において生じている理由は、①民間企業の経営計画は全社の取組

み・機能を網羅し、数字の形で収斂する形・内容で構成されていこと、併せて②各目標が

必達のものになっていること、の 2 点に集約される。行政においては、①の要素のうち、

全てを数値化することは困難である、という問題がある。また、②についてはアウトカム

目標の場合は特に「外部要因の影響が大きいので目標必達は困難」という問題がある。し

かし、②については民間企業も同様であることから、目標設定及びその管理の導入を阻害

する直接的な理由にはなりにくい。他方、①については、主要諸外国の業績マネジメント

において、既に実現し運用されている事例があることから、これらの取組みが参考になる。 
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「組織目標管理」の事例一覧 

 団体名、概要 特徴、ポイント 

民間 

中期経営～年度
計画～個人目標
の一貫した体系
的マネジメント 

自動車業Ａ社 
「目標とプロセスのブレイク・ダウン」 

 全社で一貫性のある中長期の経営方針を立て、経営トップから個人まで、一貫性のある方針管理を実施。 
 全社での方針（目標）を達成するために、目標と方策を具体化。人事制度（育成・評価）と連動させることで、目標達成のモチベーション

の向上をはかっている。 
 方針管理を PDCA としてまわすための能力をつけるために TQM を活用。方針を管理するために、上位組織と下位組織（上司と部下）の双

方向のコミュニケーションを重視。 

食品業Ｂ社 
「目標の連鎖」 

 中期計画・年度計画を活用して、「目標の連鎖」を重視した目標管理制度が導入されている。 
 組織から個人の業績の連動も、相対的に明確になっている。 
 個人の評価は、「業績目標」と「行動目標」の双方を組み合わせた観点から実施されている。 

輸送業Ｃ社 
「個人に留意した目標の連鎖」 

 中期計画・年度計画を活用して、「目標の連鎖」を重視した目標管理制度が導入されている。 
 しかし個人の業績については、組織目標との連携は相対的に厳密ではない。また間接部門の目標設定に当たっては、その業務の内容面を踏

まえたものが設定されており、適切な評価を可能にしている。 
 組織横断的な取組みを行っていることも同社の特徴であり、この点も行政機関の参考となると考えられる。 

建設業Ｇ社 
「目標のブレイク・ダウン」 

 営業目標について、全社→部門→個人でブレイク・ダウンして設定。 
 各管理単位で方針（目標達成の手段）を設定し、それをもとに PDCA をまわす。方針の設定は、各管理単位で自ら設定し、コミットメント

を持たせている。 
 数値目標がない部門では、経営会議で成果を発表させるなど、インセンティブを持たせる工夫をしている。 

行政 

行政評価制度発
展型 

三重県 
「みえ行政経営体系による県政運営」 

 様々な改革ツールを導入・実践してきした三重県は、複数のツールによって、Plan-Do-See の推進を進める総合的なマネジメントシステムと

して、平成 16 年 3 月に「みえ行政経営体系」を構築。 
 組織目標管理は、総合計画を基本とする政策体系に従って実施。この政策体系（「政策」-「施策」-「基本事業」-「事務事業」）に従って評

価及びマネジメントが実施されており、現在は、「施策」の責任者を、副部長または総括室長、「基本事業」の責任者を室長とすること、ま

た、施策と組織単位を可能な限り一致させることで、組織目標管理として機能させいる。 

人事評価制度発
展型 

岐阜県多治見市 
「組織目標管理（目標管理による勤務評定制度）」 

 人事評価制度を発展させ、組織目標－個人目標による組織目標管理制度を構築。総合計画を中核とする政策体系は別途存在。「組織目標管

理」は、施策・事業の目標管理連携しながらも、別枠組みとして実施・運用されている。 
 目標志向への意識改革を主たる目的に、評価の際には公平性、と客観性を重視。目標に応じて難易度が設定されるとともに、各課における

難易度のレベルの調整も実施し、全体としての水準の整合を図る。 
 組織目標の内容、成果は全て公表されている。 
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第Ⅳ章 事例の総括（グッド・プラクティスのエッセンス） 

 

1．業務の分析・「見える化」 

官民双方による業務の分析・「見える化」についての、グッド・プラクティスの情報を分

析した結果、以下のようなエッセンスが得られた。 

 

（１）効率化の手法 

 以下に示すように、全般的に多様で幅のある取組みがなされており、官民共に傾向値の

ようなものを示すことが難しいのが特徴である。組織全体を対象とした業務改善運動や業

務フロー見直し改善、組織・部門戦略（バランススコアカードなど）などから、個別部門

の指標や市場ポジショニングの共有まで、様々な取組みがなされている。しかし、その定

義である「業務の『可視化』とその『共有』を活用して業務改善を行うこと」は、どの事

例の場合にも共通して当てはまっている。 

 

○取組みの動態性 

 官民双方において、その取組みは何れも試行錯誤の連続であり、「決定版」（確立された静態的

なベスト・プラクティス）のような取組みは現時点では存在しない。 

○取組みの目的の多様性 

「見える化」とは、「業務の『可視化』とその『共有』を活用して業務改善を行うこと」と定

義できる。しかし、その取組みの背景・きっかけ・目的はまちまちである。 

また、「共有の対象」も、自らの組織内の場合、組織内他部門の場合、組織外（アカウンタビ

リティの確保）の場合と、まちまちである。 

○「見える化」の対象の多様性 

「見える化」として、①業務の「全体像」を対象とする場合と、②その「特定部分」を対象と

する場合、とに大別される。何れの場合にも、上記に示した取組みの定義には違いはない。①の

事例は、「業務棚卸表」「戦略体系」「業務工程表」などであり、また②の事例は、「業務の問題点・

課題」「重点施策・指標」「特定の個別業務」などである。 

○取組み単位 

「見える化」への取組みの単位としては、ア）縦（垂直）の業務ラインや組織に従って構築さ

れる場合と、イ）組織横断的に横（水平）に構築される場合、とに大別される。 

○取組み実践のイニシアティブ 

見える化による業務効率化に取組むのは、a)経営層からの「トップダウン」の場合と、b)現場

（部門）からの「ボトムアップ」の場合、とに大別される。 

○他の仕組みとの連携 

「見える化」への取組みが、目標管理制度（中期計画の方針展開、BSC など）との直接的な

連携がある場合から、全くない場合まで、幅がある。 

 

（２）効率化の水準 

 官民の取組み実態として効率化の目標水準には多様なケースが存在しており、具体的に

は、①組織の経営層から効率化の目標水準が設定される場合、②特定の目標水準を自主的
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に設定する場合、③特に目標水準が設定されないものの部門間競争の仕組みにより可能な

限り高い水準が目指される場合、などがある。 

 特に①の場合においては、25-30％の増減が改善目標とされることが多い。この水準は、

「かなり努力しないと決して達成できないが、達成が不可能ではない水準」であることか

ら用いられるものである。また逆に、「努力せずに達成できてしまうとき」「努力しても達

成できないとき」には、職員はやる気を失うことが多いことも、官民の多くの事例にて実

証されている。この 25-30％という水準を達成するには、「雑巾絞りの積み上げ」では無理

であり、「仕事の進め方の抜本的な改革」を必然的に伴うため、改革を実現するのに適した

水準である。 

 また③は、全組織的な業務改善運動が実施され部門間で競うような場合であり、定量的

な効率化の成果を必ず示すことが要求されることから、特定の目標水準が設定されなくて

も、実践としては可能な限り高い水準の効率化に全組織的に取組むこととなる。 

 

（３）客観的な検証 

 「見える化」への取組み目的次第で、誰がどのような視点で共有しチェックするかは異

なっている。現場で確認して終わる場合から、経営層が丹念にチェックする場合までまち

まちである。 

○モニタリング・共有の頻度 

「デイリー（日次）」から「半期」まで、非常にまちまちである。この点は、組織目標管理に

おいても同様のことが指摘できる。 

○検証に用いる指標 

検証に用いられる定量指標は、少数（3 程度）の指標が組織横断的もしくは特定組織内にて共

有されて、マネジメントされる場合が多い。また定性指標は、各部門の業務特定等を踏まえて設

定される場合が多い。 

 

（４）運用上の工夫 

 「見える化」への取組みを推進する上では、その運用上で様々な工夫がなされている。 

○共有の方法 

可視化の「共有」のために、イントラネット、ネットワーク、紙媒体、社内掲示、など様々な

媒体を駆使している場合が多い。 

○「見える化」による業務効率化への「やる気」を産む仕組み 

 客観的な検証により業務効率化の効果を挙げることに加えて、如何に現場のモチベーションを

高めていくかも、高水準での効率化を実現する観点からは重要である。 

 改革に向けた現場の「やる気」を醸成するために共通して見られた特徴は、「経営トップが参

画すること」「現場の『自主性』に任せること」「現場の『危機感』を醸成すること」「現場を徹

底的に『褒める』こと」「現場ときれいごとではない『本音』で検討すること」である。 

○推進組織の役割、位置付け 

組織内部の推進組織は、客観的な検証役を担って全社的な取組みの総括（取り纏め）を行う場

合と、各部門の取組みの支援を行う場合、とに大別される。 

○外部専門家の活用 
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 一般的に、見える化に代表される業務分析を実施する場合には、外部専門家（学識者、コンサ

ルタントなど）が関与することでその有効性を一層高めているケースが多い。これは、客観性・

公平性の確保、組織内説得力の確保（現場や経営トップからの反論や批判をおさえることでもあ

る）、実践力の確保（すなわち実施支援）、などの観点でこれらの外部専門家が有効に機能するか

らである。組織内部のみで改革に取組む場合には、とかくギクシャクした空気を生み出しがちで

あるが、外部専門家がかかわることで、円滑な実施が可能となるケースが多い。 

○組織・個人にとってのインセンティブ 

改善成果の職員個人への反映（処遇の改善等）状況は、直接的ではないケースが多い。仕事の

やりがいにつながることの方が、より重視されている。 

 特に業務改善の一環として見える化への取組みが実施される場合には、その成果は、経費（す

なわち予算）の削減やより少ない工数・人数での部門目標達成などの形でも現れることとなる。

一般的にはこのような現象は現場からの反発を招きがちであるが、多くの民間企業の事例におい

てはむしろ逆に、社員のやる気やモチベーションを高める効果につながっている。 

 

（５）業務特性 

「間接部門」「企画部門」における「見える化」を如何に進めて業務効率化を進展させる

かは、官民の何れの事例においても、その取組みの難しさを抱えている。 

例えば、後工程の部門を仮想的に「顧客」と見立てることや、定性指標中心の改善目標

を設定すること、などにより対応している場合が多い。 

また、単に「○○計画策定」のような１／０（やったか、やらないか）になりがちな業

務の場合にも、それを評価するために内容を分解して「○○を△％改善する計画」などと

して、その立案とその進捗（△％画進捗しているか）を評価するなどの工夫がなされてい

る。このような業務内容を詳細に分解することで指標設定が可能になるとの考え方は行政

機関にも参考となる。 

 現業部門の場合には、営業計数に加えて、顧客満足度、クレーム発生状況、事故発生件

数（率）、ミス発生件数（率）、無事故継続期間、などが指標化されている。 

 

（６）国の行政への導入可能性 

 国の行政を想定した場合にも、たとえば以下のような観点からの「見える化」は取組む

意義があるものと考える。 

 特定部門の「バランススコアカード」 

 個別業務の「業務フロー」の可視化 

 組織的な「業務改善運動」 

 組織的な「業務効率化運動」 

 （特に現業部門での）「日常の業務改善」につながる見える化（重要指標の日次共

有など） 

 その際に課題となるのは、特に（４）にて言及しているような、職員のやる気を引き出

すような仕組みを如何に構築するか（しうるか）であると考える。経営層の積極的なコミ

ットメント及び組織全体的な取組みの双方を実現できるか否かが問われることとなる。 
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2．組織目標管理 

次に、官民双方による組織目標管理についての、グッド・プラクティスの情報を分析し

た結果、以下のようなエッセンスが得られた。 

 

（１）組織目標の設定 

組織目標は、組織による中期の成果導出をより確実なものとするために設定されるもの

である。そのために、組織としての理念・ビジョン・ミッション（使命）などを頂点とし

て、「期間」と「組織」の両面からより下位に展開（ブレークダウン）して、全体としての

体系を構築する方式が用いられる。 

まず「期間」については、「中期（3～5 年）⇒年次（年度）」という展開がなされると共

に、目標に向けた進捗状況や内外の環境変化をより柔軟に反映させるために「ローリング」

（毎年もしくは一定期間にて中期計画・目標を見直す）を行う場合も多い。 

 次に「組織」については、「全社⇒部門⇒部門責任者⇒担当者」という展開がなされる。

官民の双方に近年の特徴として、組織横断的な取組みも重視される傾向があり、組織目標

の設定に際しても「縦」（全社⇒部門）に加えて、「横」（全社⇒分野）の目標が設定される

場合も多い。 

 

（２）他制度との関係 

 民間企業においては、組織目標から部門責任者⇒担当者へと展開された目標が、そのま

ま個人としての業績目標（の一部）として設定され、人事評価に用いられる場合が多い。

しかし自治体においては、一般的には部門責任者の人事評価に用いられるところまでの場

合が多い。 

 自治体における政策評価（行政評価）上の目標と組織目標との整合は、まさに多くの自

治体にて課題となっており、試行錯誤が続いている状況である。依って立つべき計画・目

標がひとつに限定されないこと、複数の組織がそれら計画・目標を所掌していることがそ

の背景である。 

 

（３）組織目標の活用 

 組織目標は、組織のあらゆる階層にて活用しうる。民間ではそのような事例が多く見ら

れると共に、行政機関においてもそのように活用することが可能である。 

 経営層は、組織全体及び主要部門の成果導出（進捗状況）を管理するために組織目標を

活用する。また部門責任者は、組織全体の進捗を確認しながら自らの組織の進捗を把握し

て、次の段階での改善に結びつけていくために組織目標を活用する。併せて自らの目標達

成状況も確認して改善するためにも用いる。この部門や担当組織における目標達成状況は、

次期の当該組織のも目標水準や予算水準に反映される。また民間企業の場合には、当該組

織の定員数や組織改編の資料としても活用される。 
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 そして、担当者個人にとっての組織目標の意義は、自らの業務が組織内外にどのように

役立っているのかを把握する仕組みとして機能する点、その中での自らの目標に対する進

捗状況を把握しうる点に求められる。民間企業の事例において、個人レベルでの目標達成

状況は、処遇面に反映されることが多いが、その反映のさせ方は企業により大きく異なる。 

各層における組織目標の進捗管理には、PDCA サイクルが活用されて、定期的なモニタ

リングを実施することが多い。ただしそのモニタリングの期間は業務内容によって大きく

異なっており、毎日～半期と幅があるのが実態である。また、進捗管理を実施するのは当

事者のみではなく、上長（個人目標の場合）や経営企画部門（組織目標の場合）による他

者評価も実施されることが、（特に民間企業においては）一般的である。 

 このように組織目標管理の仕組みは、上位による下位の管理のためのツールという側面

が多い。しかしその一方で、目標達成の結果が組織の陣容・予算や個人の処遇に直結する

ため、それが下位にとってのインセンティブとして機能することにつながっている。 

 

（４）国の行政への導入可能性 

 組織目標管理は、組織全体及び各部門の経営（運営）状況を把握すると共にその相互関

係も明確になる仕組みであり、またそれらを組織内で共有できる仕組みであり、国の行政

にとっても導入の意義は大きいと認識する。 

このような組織目標管理の手法を国の行政へと導入する際には、以下のような点が課題

になると考えられる。 

 依って立つべき計画・目標を絞り込むこと： 明快な体系を構築しうることが、

組織目標が機能するための重要な前提条件となる。 

 特に国の場合には、自らの組織にて完結しない業務も多いため、それを踏まえた

体系を構築すること。併せて、それと整合する水準の指標・目標を設定すること。 

 組織目標管理を活かせるか否かは、組織の経営層の運用次第である部分も多く、

国の行政として如何にこの点を確保しまた工夫するかが鍵となること。 

 運用上の具体的な工夫は、官民の相違を超えて、民間企業の事例（経験や創意工

夫）が国に役に立つことも多いため、引き続き民間事例の収集・分析に努めるこ

と。 

以 上 


