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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。 

 具体的には、地方分権改革による「国と地方の仕分け」や、独立行政法人改革や市場化

テストによる「官と民の仕分け」といった政府機能の厳格な絞り込みのほか、道路特定財

源等の見直しを契機として、行政と密接な関係にある公益法人への支出の見直しや、政策

の棚卸しなど、国民の目線で無駄の根絶に向けた取り組みがなされている。 

 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の事例を対象に幅広く調査を行い、各取組の考え方、

手法、成果、課題等の我が国の行政への応用可能性を想定して整理・分析することにより、

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。 
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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。 
 

図表 ヒアリング調査の対象 

 区分 企業、団体名 

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 

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 

*区分内の整理は、ヒアリングの実施順による 
 

図表 文献調査対象リスト 

・ 遠藤（2005）『見える化-強い企業をつくる「見える」仕組み』 
・ 遠藤（2006）『BBT ビジネス・セレクト 2 「事例に学ぶ 経営と現場力」』 
・ 正木（2006）『トヨタ方式で成功する企業改革―仕事の「見える化」で成果が見える』 
・ IBM ビジネスコンサルティングサービス戦略コンサルティング フィナンシャル・マネジメ

ント/サプライチェーン・マネジメント（2006）『実践!「経営の見える化」プロジェクト―利
益を生み出す経営管理システムの作り方』 

・ 村木・杉本（2007）『コスト削減の“見える化”』 
・ 匠（2007）『顧客見える化―なぜ、CS 向上が企業の成長につながらないのか？』 
・ 鈴木（2007）『みんな DENSO が教えてくれた―「55 項目」の見える化が、結果を出すリー

ダーを育てる』 
・ 五十嵐（2008）『「見える化」で管理・間接部門まるごと大改革』 
・ 石原（2008）『見える化でわかる!プロジェクトマネジメントの進め方』 
・ 長尾（2008）『すべての「見える化」で会社は変わる―可視化経営システムづくりのステップ』 
・ 五十嵐（2003）『新版 目標管理の本質―個人の充足感と組織の成果を高める』 
・ 金津（2007）『モチベーション目標管理―成功・失敗事例と技法に学ぶ運用実務』 
・ 今野（2005）『目標による管理(MBO)―「目標管理」を根本から見直す』 
・ 近江（2006）『製造業の高レベル目標管理法―トヨタに学びたければトヨタを忘れろ』 
・ 高橋（2007）『金融機関〈一般職員〉のための目標管理と評価制度の活用法』 
・ 元井（2007）『目標管理と人事考課―役割業績主義人事システムの運用』 
・ 日本経済団体連合会出版（2008）『最新・目標管理シート集』 
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第Ⅱ章 業務の分析・「見える化」の考え方と事例 
 

 本章では、官民における事例分析を基に、業務の分析・「見える化」の考え方を整理する。 

 

図表 対象事例（業務の分析・「見える化」） 

区分 企業、団体名 

民間 食品業Ｂ社 

金融業Ｅ社 

輸送業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 
尼崎市 
西之表市 
北上市 
岩手県 

 
 以下、まず、【取組みの動向】を整理し、次にインタビュー調査を実施した企業・団体の

取組みを【事例概要】にて整理する構成を基本に整理・分析する。 
 
 
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」（業務を可視化すると共にそれを共有化して、業務改善に

結びつけること）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

みには後述する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。 
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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  
 
 
（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。 

http://www.realcom.co.jp/trend/vision/vol3/info_inventry.pdf�
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 ・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、以下の事例分析においては、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する。 
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【事例概要】 

 
（1）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。 

 

≪取組み内容≫ 

 

■部門目標進捗状況の可視化 

Ｂ社工場では、事故率や製品不良率などの指標単位で目標が設定されており、計画に照

らした進捗や現状が全てリアルタイムでモニターされるなど、徹底した管理と合理化が図

られている。 

また、本社レベルでは、2-3 年前より全社の経営方針や業績情報（販売シェア等）を可視

化し、共有化を図るため、モニターが設置されている。目標到達期限に近いタイミング（年

度末）には、カウントダウン表示がなされる。 

間接部門では、「効率化」がミッションであるため、合理化が積極的に実施されている。

業務フローの洗い出しも行われている。改善・見直しの過程では、アウトソーシングする

ことで効率化できるものは、その対象になっている。 

 

■業務改善運動 

一方、Ｂ社事業部レベルでは、効率化よりも販売増が命題とされており、その方向性か

ら業務改善運動を実施している。現場レベルにおいて成果を挙げた、あるいは貢献した改

善・工夫に関する取組を積極的に評価（評価）するとともに、そこで培われたノウハウ（ベ

ストプラクティス）の普及を意図している。 

なお、業務改善運動の普及・展開においては、単に成果発表や成果事例の共有化のため

の情報提供だけでは機能しない。これは官民同じである。ファシリテーション機能が必要

で、同社では専門チームがそれに従事している。ここでは、ベストプラクティスと評価さ

れる取組（販売方法、交渉術等）を普及させるため、事業所単位での支援を実施している。

このようにしない限り、成果は普及・浸透しない。また、真似をすることは良いことだ、

という啓発（プライドを持って盗め）も行われている。その他、ベストプラクティスとあ

えていわず、別の表現を用いるような工夫も取り入れている。 
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■ブランド・ポートフォリオ 

Ｂ社では競合他社との差別化を図るため、『ブランド・ポートフォリオ 1

 

』を作成してい

る。これは、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可視化するもので

ある。このブランド・ポートフォリオそのものは一枚の紙にまとめられるが、その前提は

しっかりとした分析と検討がベースになっている。構成するものとして、『プロダクト・ポ

ートフォリオ』や『イメージ・ポートフォリオ』などがある。 

例：資生堂グループのブランド・ポートフォリオ 

http://www.shiseido.co.jp/ir/library/s0107anu/html/anu32000.htm 

                                                   
1 「多くの場合、ひとつの企業がいくつものブランドを持っています。複数のブランドをブランド体系

によって整理し、また伸びる市場のブランド、きびしい競合状況のブランドを分類し、どのブランドに

企業の資源を投入すべきかを判断する意思決定の枠組みをブランド・ポートフォリオといいます。これ

によって究極的には企業ブランドを高めていく方向と強い独立ブランドを多く抱えていく方向とがあり

ます。花王やサントリーは前者であり、P＆G やネスレは後者です。日本の企業は前者のケースが多いで

す。」 『ブランド 価値の創造』石井淳蔵（岩波新書）より 

http://www.shiseido.co.jp/ir/library/s0107anu/html/anu32000.htm�
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（2）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。 

 

≪BSC 導入の背景・目的≫ 

90 年代以降、金融業界各社では試行錯誤を続けながら経営改革を進められていた。E 社

でも様々な改革が実行され、現在は、BSC が軸となっている。 

E 社では、金融業界再編の過程で進められた統合を機会に、各社のマネジメント・ツール

の中で良いところを取り入れるという方針の下、BSC を軸とする経営改善ツールが構築さ

れることになった。経営における問題を「見える化」することで、改善につなげるための

経営改革ツールとして、BSC を位置付けている。 

BSC の導入の背景として、E 社のなかでは、統合を経てより巨大な組織となり、経営方

針がきちんと組織全体に浸透していない、という危惧があった。統合が進められた結果、

セクショナリズムが横行するなど、経営資源の全体最適が図れていない状況であり、社員

数万人の組織では、上から下まで経営方針を浸透させることができるツールが不可欠であ

ると考えられた。そのような状況の中で、E 社では、以下のような目的で BSC を導入する

ことになった。 

 

＜BSC の導入目的＞ 
○バランスの取れた目標設定 
・短期の財務目標と中長期の経営課題への取組をバランスさせる。 
・営業と事務・リスク管理／内部統制をバランスさせる。 
・本部と営業店をバランス。本部からの一方的な目標示達・評価ではなく、双方向おコミュニ
ケーション・協働を実現する。 

○共通プラットフォームの構築 
・大型組織における戦略管理と業績評価の共通プラットフォームを構築する。 
○組織・個人のリンケージ 
・BSC により明確化された全社・部門の戦略を各組織階層を通じて個人の目標管理までカスケ
ードする。 

・個人の日々の活動が全社戦略の実現につながることを明確に認識できる仕組みを確立する。 
（出典）Ｅ社資料をもとに作成 

 

E 社では、BSC 導入の際には、「短期と中長期」「営業と事務」「本部と営業店」という 3

つの軸のバランスがきちんと取られるようにするよう留意した。通常、これらの視点、関

係においては、いずれもコンフリクトを生じやすいため、それらを踏まえながら、制度設

計の際には実務面からの調整が行われた。統制と実務の間での絶妙なバランスが必要であ
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り、対話と共同による調整と問題解決が進められた。 

 

≪取組みの概要≫ 

■BSC の導入プロセス 

E 社における BSC の導入プロセスは以下の図表の通りである。 

BSC は企画部門が主導して導入が進められた。他方、BSC の推進に当たっては、CSR 推

進室も関与した。企画部門はトップダウンによる指示を行い、CSR 推進室は改革の推進を

盛り上げる立場にあった。改革を進めるためには双方の機能が必要であった。 

 

＜BSC 導入プロセス＞ 
 フェーズ 1 フェーズ 2 フェーズ 3 フェーズ 4 
フェーズ 米州導入期 全社導入開始期 統合準備期 CSR・BSC 融合期 
主要テーマ ・ガバナンスの強

化 
・派遣社員と現地

社員のコミュ
ニケーション 

・部門制の高度化 
・戦略管理と業績

評価の共通プ
ラットフォー
ム構築 

・統合会社の戦略
共有（共通の戦
略マップ＋個
別スコアカー
ド） 

・統合マネジメン
ト 

・全員参加経営モデ
ルの確立 

・BSC 推進体制の強
化 

 

主な課題 ・カスケード方法
の確立 

・リスク管理・内
部統制との統
合化 

・戦略の可視化・
明確化 

・全社共通 KPI の
設定 

・全社カスケード
ダウン 

・KPI の絞込み 

・業績評価の高度化 
・各種CS/ES調査等、

様々な経営管理
ツールの統合度
アップ 

（出典）Ｅ社資料をもとに作成 

 

フェーズ 1 では、米国にある支店（日本人と現地採用の米国人が在籍）のマネジメント

改善のために BSC が試行的に導入された。この過程において、BSC は欧米人のみならず日

本人の考え方にも合うということが認識された。具体的には、BSC の考え方は日本的な経

営に通じる側面がある、という点が試行を通じて確認された。 

しかし、運用面では日本人と外国人の間に違いが生じる。目標設定の際には、日本人は

100 点が当たり前であると考えて、無理な目標設定はしない。しかし、米国では高い目標を

立てるかわりに、90 点でもよいという考え方である。したがって、日本において BSC を導

入する際には、「如何にしてチャレンジをさせるか」という点が、導入・運用のポイントと

考えられた。 

日本の経営では、一般的にボトムアップが基本であり、トップは全体を俯瞰し、戦略方

針を示して指示をする。この考え方を前提に、E 社の BSC では、下から上に対して、一つ

上の階層にある組織同士が、戦略や方針について議論できるように工夫されており、最終

的には重要な経営情報が現場の部店のところで統合されるようにしている。この結果、社

員全員の参加が実現されている。 

このように E 社において、BSC は、経営理念の浸透、戦略管理、業績評価を支える機能
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を果たしているとともに、それらを通じて CSR 経営を実現する仕組みが構築されている。

経営マネジメントを実施するうえで BSC を無視できないようになっている。 

なお、BSC において、戦略マップは自らの立ち位置を示すという重要な役割を果たすと

ともに、今期の方針を考える際の起点となる。 

 

■BSC の成果と課題 

E 社では、BSC の構築と運用を通じて、組織全体の経営の「見える化」は達成したと判

断しているが、最終的には「自立して改善し、学習する組織」を目標としている。すなわ

ち、現状、BSC を通じて組織の問題は見えるようになったが、次のステップとして、問題

から個別・具体の課題を抽出し、それを解決するためのツールが必要であるとの認識に至

った。 

 

■具体的な課題解決手法としての「シックス・シグマ」の導入の検討 

現在、BSC を通じた「見える化」と一体となった課題解決の手法として、E 社では、「シ

ックス・シグマ」の導入が検討されている。BSC では問題の可視化はできるが、その解決

には各現場の経験と勘に頼らざるをえず、企画部サイドにおいてこのような課題を克服す

ることが必要と認識されていた。 

課題抽出と解決の方法として、シックス・シグマの導入が検討された理由の一つは、課

題と解決方策の双方を論理的に導出できる点にある。組織が大きく、かつ立場が異なる部

門が多い E 社では、全員が納得するアプローチをとることが不可欠であるため、シックス・

シグマはこれに対応できる最適の方法と考えられ、導入のための検討が進められた。 

また、改善ツールとしての BSC とシックス・シグマの併用は、非常に親和性が高いこと

がこれらを導入した企業によって認識されており、双方のツールがセットされることで、

より高い成果が実現されるという期待があった。すなわち、BSC において、経営全体を可

視化し、シックス・シグマにおいて、統計とデータに基づいて、課題解決のための要素（要

因）と方策が可視化される、というシナリオである。 

これまでの試行を踏まえると、シックス・シグマの導入では、問題・課題の定義と、そ

れを裏支えする実績に関するデータベース構築が大きなハードルとなる。データ収集も非

常に時間を要する。しかし、一旦データが収集されれば、課題の原因が抽出され、自ずと

改善方策が明らかになる。また、導出された結果については、統計的な裏付けがあるので、

皆が納得するということである。 

シックス・シグマの活用目的は、最終的には中期計画の達成に資することにある。計画

達成のための障害となっている課題を特定し、それら課題解決のために活用する。なお、E

社では、現在、BSC とシックス・シグマを浸透させるため、管理職研修等で BSC と解決策

を出させる内容のプログラムを提供している。そして、試行、研修、成功体験、そして口

コミを通じて、課題解決手法としてのシックス・シグマの浸透を目指している。 
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【インタビュー】 
・ 当社のような統合された大きな組織の経営を「見える化」するためには、そのためのツール

や仕組みが必要であり、また、その取り組みを進めるためには、組織全体の共通言語が必要
になる。 

・ これらの取り組みの仕掛けはトップダウンにより、現場に業務の「見える化」を促し、改善
をするためのきっかけを与えることが重要であると考える。 
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（3）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。 

• 人員数を増やすことなく事業規模の拡大に対応するべく、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。 

 

 

≪取組みの背景≫ 

現在の経営改革の柱として、2010 年の拠点再整備を視野に入れ、事業規模拡大とともに、

向こう２年間で 20 パーセントの効率化を実現することを目指している。 

業界全体が厳しい経営環境に置かれているという状況の他、将来的には少子高齢化が進

み、高い品質の労働力を潤沢に確保する事が難しくなるという状況を見越した計画内容に

なっている。業界のサービスの基本は労働集約的であり、いかにして少ない人数でサービ

スの質を高めるのかを考え、20％の生産性向上を目標とした。コストの削減ではなく、サ

ービスの内容、質を維持・向上させながら改善を行うという意味で、「生産性の向上」をキ

ーにしている。 

生産性向上の基本は、直接部門においては自動化、IT 化の促進や業務工程管理の見直し

による省力化が中心である。間接部門については、各部門の実務プロセス全体を視野に入

れて、改善の余地、方法を整理・分析している。ここでは外部コンサルタントを活用して

おり、BPR の手法でアウトソーシング、プロセス見直し、省力化を進めている、 

最終的な目標は、中期経営戦略の期間内における事業規模の拡大（約 20%）を、トータ

ルで 3％の人員増加で賄うことを目指している。ここでは、退職者不補充を軸に現場への重

点配置・再配置をあわせて進めて行くこととなっている。また、営業部門は流通構造の変

化に対応した人員削減を進める。 

 

≪取組みの内容≫ 

C 社では、様々な場面で「見える化」を活用した経営改善が実施されている。 

 

■各生産本部 

現在、生産本部(注: オペレーション現業をマネジメントする部門)にて、業務フローを可

視化し、効率化の実現方策の検討を進めている。仮設を設定し、現場も含めたインタビュ

ーを行い、無駄を洗い出している。ここで、一応 20％以上の効率化に向けたプランが策定

されたため、次は本社部門への展開を予定している。 
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■輸送現業部門 

輸送現業部門では、一律の人員削減はそのままサービスレベルの低下につながってしま

う恐れがある。一般客以外に、補助が必要な方やよりきめ細かい対応を求める VIP といっ

た客層も存在するため、顧客のセグメント毎にメリハリのある対応が求められる。 

整備部門では、今次の改革とは別に常時「見える化」の考え方を基にした「ダッシュボ

ード」を設置しており、前日の不具合の状況などについて、数値や赤・青・黄などのビジ

ュアルで現状が分かるような仕組みを導入している。 

 

■本社部門 

本社部門では、会議、資料作成、データ探し、稟議手続きなど、時間を要している業務

について分析し、テンプレ化、共有データベース化、電子化等による効率化を進めようと

している。 

業務改革において常に難しいのは本社部門への展開である。特に経営の中枢に近い部門

においては、自らの役割は改革を推進し管理監督することであるという意識が強く、変わ

らなければならないのは自分たちであるという認識が薄いというのが一般的である。改革

は現状否定と裏腹で、従来の自己の仕事に対する否定と受け取られてしまう部分もあるが、

中枢部門がプライド一切を捨て、当事者意識を持って自らの構造改革に踏み込んでいくと

いうことが全社改革を推進する上では重要である。この点は官民同じではないか。 
 

■共有する指標 

顧客満足度は、全社的にも重要な経営指標として位置付けられており、国内および海外

の同業他社をベンチマークして、独自の指標による目標値を設定している。 

また、毎月の給与明細の表面に、お客様からのコメント（お褒めの言葉）をプリントし

ている。これも、お客様からの評価が最終的に会社に収益をもたらし社員の給与につなが

っているのである、ということを実感させる工夫の一つである。 

 

■改善へのインセンティブ 

改善に向けてのインセンティブとして、一つは評価制度がある。全社の経営計画をベー

スに部門ごとの方針・目標が設定され、それを基に個人が業績目標を立てる。業績目標の

達成度は報酬にも一部結びつけている。 

また、改革では取組や努力がきちんと「認知される」ということが重要である。人は、

ほめられると努力する。ほめることを意図的に改革に取り入れる仕掛けが重要である。最

終的には、ポイントとして集計され、表彰されるという仕組みであった。金銭的な報酬で

はなく、他者からほめられる、認められることが有効である。 

また、評価というとどうしても減点主義に陥りがちであるが、プラスの志向を引き出す
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ため、加点主義の視点に立ち、無難に過ごすよりも難しい課題にチャレンジすることに対

しプラスの評価する仕組みを取り入れていくことが重要である。 

改革における運動論的取組は有効である反面、継続することは非常にパワーを要する。 

民間企業では、先行きが厳しい状況に置かれると改革、運動を進めやすくなる。今のま

までは経営が立ち行かない、という状況を理解すれば人は動く。意識も変わる。これは非

常に分かりやすい。その点行政においては、どのようなことが改革を促すインセンティブ

となるのか、想像しにくい。 

 
■目標の設定方法 

改革では、分かりやすい目標、シンボルが大事である。「○○で no.1」も、その一つである、

これを目指す場合、自身がどのポジションに位置しているのか、上にどのような企業がい

るのか、非常にクリアに分かる。仮想敵国を作るという感じである。 

実務レベルでの目標、ベンチマークを何にするか、どうすれば良いかの基本は現場に考

えさせることが大事である。たとえば、とある部門で 5％削減は適正かどうか、やってみな

いと分からない。 

しかし一方、改革では単純な積み上げの発想ではダメである。高い目標を与えながら適

当な水準に落とすことが重要である。先の拠点での試行では、シミュレーション上では 30％

の効率化も不可能ではないという診断であったが、その場合プランが計算通りに行かなか

った場合のリスクに対応できないという可能性が懸念された。結果、一定のバッファを持

たせるという意味で 20％の効率化目標で落ち着いた。 

 
■コンサルタントの役割 

改革において外部コンサルタントを入れることも有効である。改革では部門の利益、都

合が主張され、身内だけでは調整が難しいことがしばしばである。その中でコンサルタン

トが公正かつ客観的な立場で関与することによって納得性が増し、改革が進めやすくなる

という側面もある。 
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（4）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。 

 
≪取組みの背景≫ 

D 社は規制産業であり、かつてはライバルもなくまた需要予測も容易であったが、しかし、

市場の自由化が契機となり、競争環境が取り入れられたことで、市場でパイの取り合いが

生じた。ここで戦略的な思考と行動が初めて必要になった。特に、変化を先取りした戦略

の共有と迅速柔軟な対応が重要な課題となった。このことが「成果契約システム」導入の

直接的な背景となった。 

同社では、BSC の考え方を基にしたマネジメントの仕組み「成果契約システム」が実施

されている。本部、支店が社長と契約を交わす。それに基づいて目標が管理される。2000

年に一部の支店で暫定運用を開始し、2002 年より本格運用が始められた。 

 

 



 16 

≪取組みの概要≫ 

■仕組みの概要 

基本的な考え方は成果に基づく契約、そして評価という仕組みであり、現在は全社で展

開されている。また、部門間の取引においても「経済付加価値」を定義し、それを指標化

することにも取り組まれている。バーチャルな取引ではあるが、コスト、競争などの概念

を取り入れるために社内取引の概念を取り入れた。ここでは、『資産コストレート』を算定

して、利益を指標化(付加価値管理の指標設定)した。利益を生む構造、コストを可視化した。 
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 当初の試行では様々な指標を共通で設定することを考えた。しかし、これは失敗した。

データを収集するだけで終わってしまう。また、導入することや管理化することのみに注

力が集まる。必要性に関係なく、制度のみが残ってしまう。 
 

 
 

そこで、BSC の考え方を取り入れて、まずは重点戦略が何かを明確にすることにした。

これによりベースとなる資料は 1-2 枚になった。また、個々の経営指標の意味も整理された。 

同時に中長期的に取り組むべき課題、方策についても整理された。短期の利益のみでは

なく、教育、育成を目的にした研修の意義も整理された。また、安定供給、安全など当社

として絶対的に順守しなければならない視点も落とし込みができた。 
 
■BSC の作成 

BSC は部門、支店が作成するが、支店以下でも自主的に作成されている。企画からは特

に指示はしない。施策の数、重点化、指標・目標も部門長、支店長が決定し、社長と契約

を交わす。 

社長、企画部門ともに基本的には細かい指示は出さない。現場の個性、特徴を最大限尊

重している。地道な活動、アウトプット的なものも認められている。 

評価では、各組織の重点戦略に基づくものと、ユニバーサルの視点からの目標によるも

のがあり、それらを合わせて評価点が算定される。 
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このように現場の自主性により BSC を作成しているので、当然、支店によって目標、戦

略が異なる。特に横並びで整理するようなことはしない。 
ただし、ユニバーサルの視点からの目標は上から落とされる。これは本部が采配する。（以

下に示されている指標は、□は支店で管理、■は社長と契約の目標を意味している。） 

 

 
指標については、結果、プロセス、いずれでも良く、定量的な指標を用いることとして

いる。この点は、支店長の個性が反映される。自己目標は納得感を生む。設定される指標

の例としては、「CSR のメッセージの理解度」「研修の SD 値」「QC 活動の回数」などがあ

る。 

 
■BSC の活用 

部門、支店の自主性に任せているが、当の責任者は経営管理のツールとして、その必要

性を高く評価しているようである。むしろ、これがないと管理が困難とのことである。社

長との契約という点が推進力になっている。また、1-2 枚にコンパクトに整理されており、

誰もが分かりやすい。企画部門は、ひたすらプロモーションに徹している。 

得点が 1000 点をクリアした場合、社長から賞状が出される、また、社内新聞でも取り上

げられる。これがインセンティブになっている。なお、他の点数は公表していない。個人

目標については、報酬にはリンクさせていない。管理職は一部関連しているが、全体とし

ては目標と報酬は関連させていない。外的要因により目標に著しく影響を及ぼした場合に

は個別の調整が事後的に行われる。落雷による停電や、災害などの場合には、そのままに
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は評価しない。 

BSC の対象は平成 19 年に拡大した。間接部門も対象である。 

 

■運用の鍵 

制度は、すぐに形骸化する。BSC でもメンテ、プロモーションに多くの時間を投じてい

る。主に企画が対応している。 

モニタリングは四半期ごとに行っている。企画部門が現場に行っている。制度が動いて

いる、見られているということが大事であるとの認識である。なお、進捗は年に２回、経

営層が出席する「計画調整委員会」に提出する。 

その他、現場に経営陣が出向く役員キャラバンも、制度運営において重要である。 

当社の経営は短期ではなく、長期的な視点が求められる。現場もそのように認識してい

る。BSC の目標にも長期的な取り組みとして重要なことは積極的に取り入れること、とい

う考え方に現場は納得する。また、技術に支えられている会社なので、技術、ノウハウの

伝承も重要である。このような視点も BSC に取り入れられている。 

BSC の作成と運用では、プロセス改善につながるとは限らない。直接的には関係しない。

BSC では、地道な取り組みを指標化し、その達成結果を測定、評価することによりＰＤＣ

Ａを着実に回し、プロセス改善に努めている。ただし、業務改善提案制度の提案数等を目

標としている部門もある。改善の推進には、まず全体としての改善目標が必要となる。ボ

トムアップのみでは改善は実現しない。 

 

■制度の成果 

職場に、目標値が貼られているところも少なくない。以前はほとんどなかった。個人の

目標が示されている視点もある。BSC によって、ベクトルが示されるため、組織が一丸と

なって取り組むことが、より容易になった。当然ながら全員が意識しているか、というと

必ずしもそうではない。 

BSC によって、支店長は自律性を持つようになった。支店経営の重要性に光が当てられ、

現場がやりやすくなった。また、裁量権根も拡大した。職員のモチベーションも高まって

いる。 
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（5）小売業Ｆ社「経営戦略進捗マネジメント」「業務改善運動」 

• 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。 

• 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。 

 

≪取組みの概要≫ 

■業務改善運動 

F 社の全社全部門（間接部門、海外拠点を含む）にて、年 2 回の業務改善運動が実施され

ている。経営トップが直轄している制度であり、総合企画部門が運営している。年２回、

特定のテーマ（クイック・レスポンス、顧客接点、など）が出され、その観点からの業務

改善を各部門が実施することとなる。各部門では、約 20 人程度を単位として実施されてお

り、常勤正社員のみならず、非常勤社員、派遣社員、アルバイト、納入業者からの派遣者

も参加することが義務付けられている。 

 取組みによって改善された成果は、具体的な数値にて計測され、共通フォーマットに記

入の上で報告がなされる仕組みとなっている。それを経営レベルにて審査の上で、優秀な

取組みが表彰される。表彰に際しては、大々的な発表会が行われるとともに、ナレッジ・

マネジメントの観点から、社内の様々なツールにて共有化される。また、最優秀の取組み

については、社内の要所でポスターでも発表・共有されている。 
 審査にあたっては、役員が積極的に参画して熱心に審査を行う。この点も、社内での真

剣な取組みを促すもととなっている。 
 

■顧客満足度 

 F 社として、顧客満足の最大化が極めて重視されている。特に、「商品の価値」で勝負し

ている企業として、単に直接の顧客接点のある販売部門のみならず、商品開発、マーチャ

ンダイジングから販売までの一貫した取組みが必須である。そのために、徹底的に販売デ

ータを分析すると共に、徹底的に顧客の声を聞いて、仮説構築を行っている。 
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■BSC 

 業務改善運動に、現場からのボトムアップの要素も組み込まれているのとは別に、BSC

は、経営トップから下におりてくる仕組みとして機能する。 

 指標（販売現場）としては、顧客満足のほかに、売上げ・利益・品減りの 3 指標が設定

されている。既述のような顧客満足分析を活かした仮説構築と、これら指標とをいかに組

み合わせるかは、現場の知恵となる。 
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（6）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。 

 

≪取組みの概要≫ 

■「見える化」に対する取り組み 

Ｇ社において、「見える化」については、建設業という業態のため、従来から工程表や組

織図を作成して業務に取り組んでおり、ある意味「見える化」を早くから取り入れている

と言える。 

最近では、J-SOX 対応にあわせて各業務のフローの見直しが実施された。内部統制の監理

部門が指導して、書類を統一化している。具体的な例として、「業務フローチャート」を作

成し、伝票の流れや業務フロー、時間を可視化することにより、ムダが見えるようにして

いる。また、「業務マトリクス」では、リスク管理表を作成し、リスクコントロールの方法

について規定している。Ｇ社では、これらのツールを業務の合理化に使えると考えている。 

 

■業務改善に対する取り組み 

Ｇ社では、数年前から業務改善運動を実施している。具体的には、業務改善運動の取組

を報告してもらい、提案内容に応じて賞を授与している。報告の際には、提案者自ら実施

したことについては「事例報告」として報告してもらい、会社のルールを変えるなど、主

管部門が対応することで改善効果が期待できる着想については、「提案」という形で報告し

てもらうこととしている。その際、必ず、効果を金額で（改善によっていかに利益に貢献

するか）報告してもらうようにしている。例えば、財務関係、購買関係の規程を変更する

ことで、全社的に具体的な改善効果が規定できるものなどである。 

Ｇ社では、以前は、TQC のような大会を全社で実施していたが、イベント的に行うと根

付かないと考え、現在そのような大会は行っていない。現在は、改善運動を推進する部門

を設置し、業務改善運動が根付くよう全社の旗振り役を担うとともに、改善事例の審査を

行っている。 

また、月に 1 回メールニュースを配信し、現場の取組を促すようにするとともに、業務

改善の取組状況について報告させるようにしている。現場では、実際に取組をしていても

報告していないケースが多く、そのような取組を吸い上げることが重要であるという認識

である。 

 業務改善運動を全社で行った最初の 1 年間は、管理部門からの提案が多かったというこ
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とである。これは従来から業務改善に取り組んできた事業部門よりも、管理部門のムダの

方が多いという状況による。しかし、最近では管理部門からの提案が減少し、相対的に事

業部門からの提案が増えてきている。これまで報告がなされていなかった部門からの提案

が報告されるようになったことも大きいと認識している。 

もともと現場では、コストダウンや Value Engineering などの改善活動を行っており、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いるため、業務改善活動は

組織に浸透している。 

業務の決裁ルールは本社が作るものであり、現場は勝手に作ることができない。 

Ｇ社において、以前は階層がたくさんあったが、何階層も設けることの必要性を考え、

機械的にチェックできるものは機械に変えることで、人手による業務を見直し、業務を削

減した。例えば、人事部門が担当していた社会保険加入手続きを含めた従業員の福利厚生

の機能は支店ごとにあったが、それらの機能をまず本社に一元化し、その後、グループ会

社にアウトソーシングしたということである。ムダを削減するということは、人員と部署

を減らすことと認識している。 

 

■具体的な業務改善の例 

Ｇ社では、情報の共有化と決裁を分けて考え、電子的稟議システムの導入をきっかけに、

意志決定者の数を減らした。特に標準決裁期間を設けているわけではないが、どこにいて

も決裁文書を見ることができるため、すぐに決裁がなされるようになっている。会議資料

はペーパーレス化が浸透し、コピー、配布のムダがなくなったということである。 

5%の改善目標では、あまり改善効果は見込めないが、最初から 50%の削減目標を設定す

ると、業務改善が進むと考えられている。Ｇ社では、50%までの削減を求めることはしない

が、25%や 35%の削減目標を達成できるようにしないと、取組のモチベーションがわかない

と考えている。実際に、経理部門では 25%の要員削減を達成することができたということ

である。これは、勘定体系（システムも含む）、GL、伝票などをすべて見直し、ムダな業務

はすべて止め、機械化を進めることにより、人員を削減した結果、可能になったものであ

る。また、これにより、決算の集計作業を早めることも合わせて可能になった。具体的に

は、エラー（間違い）が発生しない業務については、人手をかけてチェックしないように

したということである。 

 

■その他 

Ｇ社では、全社員の半数以上は現場におり、次々と現場を変わり、プロジェクトも変わ

ることになる。そのようなことから、現場でイニシアティブを持って、業務改善に取り組

むことが必要であると考えている。 

Ｇ社のジョブローテーションの期間は、新入社員について、職種に応じて 2 年から 7 年

間で 3 部門を経験させることとしている。 
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【インタビュー】 
・ 業務改善活動への取り組みは組織に浸透しており、現在は現場からのすぐれた提案を組織全

体に展開することに注力している。業務改善もターゲット（目標値）を決めて、どこまでや
るのかを明確にしないと取り組みが進まない。目標値の設定に当たっても高すぎず、低すぎ
ず、うまくモチベーションを持って取り組めるように設定することが必要である。 
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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

個別の取組み 

。他に、経営品質改善からの発展した事
例もある。 

・ 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 

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、問題・課題の可視化とその改善を実施す

る機能、役割を持つ「業務量調査」と「業務改善運動」を中心に整理する。 

なお、上記整理のうち、個別の取組みについては、いずれもサービス向上および業務効

率化（人員削減など）において既に効果・効率性を実現しているが 7

 

、今次の調査において

主たる対象とすべき組織全体の改善取り組みではないので、インタビュー調査の対象とし

て取り上げないこととした。また、組織全体の取組みのうち、行政コスト計算書について

は既に手法が確立されていること、業務棚卸し（行政評価）については、主に説明責任や

計画・組織目標管理を目的に運用されており、予算や業務プロセス見直しなどの改善方策

として成果を挙げている顕著な例が確認できないことなどから、これらもインタビュー調

査の対象としないこととした。 

 このような整理を踏まえて、以下では、「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、岩手県の事例を取り上げる。 

                                                   
7 総務省「行政改革事例」、地方自治機構「アウトソーシング研究会」による。なお、米国、英国、カナダ

などの中央政府レベルでは、総務事務の集約化（シェアード・サービス）による改革が積極的に実施され

ている。詳細は、総務省行政管理局委託調査：三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング実施（2007）「諸外国

における行政組織等の減量・効率化に係る諸改革及び経常的な改善取組の状況に関する調査研究」を参照。 
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（1）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。 

 

≪背景・経緯≫ 

北上市の行政評価は、組織のミッション定義からスタートする施策評価と全事業を対象

とする事務事業評価により構成されており、平成 18 年度より本格実施されている。「業務

量算定」は、行政評価の一区分に位置付けられており、行政評価システムの検討過程にお

いて、フルコストを把握するために評価の一項目として実施されることになった 8

 

。 

【インタビュー】 
・ なお、現在の行政評価システムは、計画、予算、評価が一体化しており、形態としては理想

系を実現している。しかし、近年の急速な財政状況悪化により、通常の運用では予算編成が
出来ないので、運用面において課題に直面している。従って、現状は毎年、行政評価の実施
手順、内容を変更している（そうせざるを得ない状況）。 

 

≪取組内容≫ 

北上市では、通常の行政評価は、4 月より始まり 12 月末の予算査定までが実務的なプロ

セスとなる。業務量算定は、このうち 4 月に各課の業務棚卸しのタイミングと併せて実施

される。業務量算定は、事業コストのうちの人件費部分を算定するために実施するもので、

区分上は「細事業」レベルで、各職員が年間の業務量を入力する形で実施・集計される。

全市レベルで業務における人件費コストが算定されるようにするため、算定対象事業には、

主として管理職の業務を示す『共通内部事務』が設定されており、最終的には算定された

この業務量も他の事業コストと同様に事業費に配賦されるようになっている。このように

課内の間接事務も一般事業コストに取り入れるよう工夫されている。 

業務量の入力単位は、年間業務量を「1.00」とし従事した事業に充てた業務量に合わせて

配賦される。従って、業務量算定のベースは、「割合」であった『実時間』を示すものでは

ない。また、年間を通じた概算実績として入力するため、繁閑は可視化されない（これら

の点は西之表市と異なる）。このように、業務量算定は、事業評価において、コストの可視

化の一部として実施するものであり、各課の定数の調整のための資料として取り扱われる

ことはない（しない）。（下記図表の様式 2-0 参照） 

                                                   
8 詳細は「北上市における経営改革」 http://www.nira.or.jp/outgoing/monograph/entry/n080303_233.html その

他、同市の取組は、財務省財政制度審議会において、コスト分析の先進事例として取り上げられている。
http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/siryou/zaiseidg/181201e.pdf 

http://www.nira.or.jp/outgoing/monograph/entry/n080303_233.html�
http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/siryou/zaiseidg/181201e.pdf�
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 実務的には、業務量算定に続いて、資本の減耗を示す減価償却費や公債費の利子分が算

定され、これらも業務コストに配布されるようになっている。（下記図表の様式 3 参照） 

 

図表 業務量算定表（上）、事業費算定表（下）のサンプル 

 

 
（出典）前掲:北上市における経営改革より抜粋 

 

図表 事務事業評価におけるコスト情報の掲載例（平成 20年度評価） 

 
（出典）北上市 
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なお、個別事業レベルの業務改善の方法として、各事務事業評価書には「業務改善チェ

ックシート」が導入されている。しかし、これはあくまでも業務改善を促すための自己点

検ツールであり、政策企画は個別に確認、指導するようなことはしていない。 

 

図表 業務改善チェックシート 改善項目の確認と評価 

 
（出典）北上市 

 
【インタビュー】 
・ コスト分析は、行政評価の一部として実施されている。データは定員管理などにも活用しう

るが、現実はそのように活用していない。財政状況が厳しい中、予算縮減を進める過程で、
職員の業務改善も必要であるが、意欲を削ぐという意味で、そこまではやれない。 

・ また、業務量算定の結果をダイレクトに隊員管理に活用するとなると、正しい情報が把握で
きない（現場が正しく申告しない）という問題も生じる。 
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（2）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。 

 

≪背景・経緯≫ 

前市長下、平成 16 年度において行政評価の導入の検討が本格的に開始された。選挙によ

る市長交代後も引き続き行政評価の検討が進められたが、新市長となった現市長は、事業

の成果を測る行政評価よりも組織再編に関心があり、行政評価をむしろ業務量分析に活用

したいという意思を持っていたこともあり、急遽、業務棚卸の考え方をベースにした行政

評価制度の設計に着手することになった。これを踏まえた当時の担当者は、この意向を踏

まえて以下のようなコンセプトで行政評価システムの設計に着手した。 

 評価の基本単位は仕事 

 仕事の単位で業務分析を実施 

 その上で、仕事と総合計画をリンク 

 

≪取組内容≫ 

業務量調査は、既存の事務事業レベルを大分類として、これ以下に事業を構成する活動

（中分類）、そして手順を示す小分類により構成される。これらには、事業費の支出が伴わ

ない仕事も含まれる。この大―中―小分類の構成内容は、各課単位での協議・調整により

決定された。この単位の調整は、以降の業務量調査、そして行政評価においても重要な役

割を果たすため、導入時には、ここの決定と調整に時間が投じられることになった。 

そして、各課で決定された単位を基本に、各職員が実際に業務に投じた時間を月次で入

力する。ここでのルールは、以下の通りである。なお、業務量調査の申告において、担当

課の査定、チェックは一切行なわれない。基本は全て自己申告で、課での決裁手続きによ

りほぼ確定される、とのことである。 

 アイドルタイムを含むかどうかは各位の判断に委ねる 

 業務量調査の結果はダイレクトに定数配分、組織再編には活用しない 

 

前者のルールから、業務量調査は厳密な定義、ルールの下で実施されたものではないこ

とが読み取れる。この点について、以下のような考えが前提となっていた。 

 定義論争で忙殺されることを回避 

 業務量の実態がある程度可視化されればよいとの判断 
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図表 業務量調査のサンプル 

 
（出典）業務量調査を踏まえた組織機構改革 http://www.soumu.go.jp/iken/pdf/070328_5_22.pdf 

 

各職員が入力した業務量は、大―中―小の各段階で統合され業務量（時間）が算出され

る。また、現在は上位体系ともリンクしており、施策レベルでの投入時間コストの算定も

可能となっている。 

 

業務量調査の結果、各課（係）において、繁忙期／閑散期において業務量に大きな差異

があり、全市トータルで見た場合、定員より少ない人員投入で業務運営が実施されている

ことが確認された 

 

図表 業務量調査の結果（全市:平成 19 年度評価） 

全体

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

全庁共通　Ｆ×Ｈ

各係固有  E×H

 

（出典）西之表市 

http://www.soumu.go.jp/iken/pdf/070328_5_22.pdf�
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 また、業務量調査実施の結果、各課・係レベルでの分析においても繁忙期と閑散期の差

異、そして各課・係の固有業務と他課業務が可視化されるなど、改善に向けての基本情報

が整理できるようになっている。 

 

図表 業務量調査の結果（全市:平成 19 年度評価 行政経営課・企画調整係分） 
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0

0.5

1

1.5

2

2.5

合計

/ ４月

合計

/ ５月

合計

/ ６月

合計

/ ７月

合計

/ ８月

合計

/ ９月

合計

/ １０

月

合計

/ １１

月

合計

/ １２

月

合計

/ １月

合計

/ ２月

合計

/ ３月
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表彰

長期振興計画進行管理

調査・照会への回答（固有
業務で設定しているもの以
外）

中分類（活動） (すべて)

データ

大分類（事務・事業）

固有業務
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合計
/ ４月
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月
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月
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馬毛島関連事務
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統計にしのおもて作成事業

提案制度事業

陳情・請願対応事務

長期振興計画進行管理事
務

中学校統合（跡地利用）推
進事業

中学校統合（スクールバス）

中分類（活動） (すべて)

データ

大分類（事務・事業）

 
（出典）西之表市 

 

なお、同市では、業務量調査によって、各課の業務量の概要は可視化されたが、それを

マネジメント改善に活用することは全く行なわれていない。これは、「正直な申告（実態把

握）」と「それを踏まえた活用」において、本質的なジレンマが生じる点にある。すなわち、

もし、業務量調査に応じてダイレクトに定数配分を行なうとすれば、各課は現状以上の業

務量申告を行なうからである。 
【インタビュー】 
・ 業務量調査は、平成 18 年に本格実施が開始され、翌 19 年度も実施され、各課の業務特性、

繁忙閑散の有無、実質の業務量などが明らかになった。結論として驚くべきは、多くの課に
おいて、業務量は、定数以下の人員にて対応可能な水準であった、ということである。これ
は、職員がアイドルタイムを除く実質の業務量を申告したからであり、他方、このような申
告を促すために、結果の直接活用を担当課が行なわなかったからである。 

・ 平成 20 年度、市政 40 周年と重なったこともあり業務量調査は一時中断となった。 
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（3）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。 

 

≪背景・経緯≫ 

北上市では、市職員の研修講師に招いた関西学院大学の石原俊彦教授から業務改善運動

の意義を指導され、それを契機に改善運動に取り組むこととなった。厳しい財政事情を背

景に「前向きの改革」を推進することで、職員のモチベーションを維持することが導入意

図であった。これを基に平成 16-17 年度に先進地（尼崎市、福岡市、富士市、山形市）視察

等が実施され、平成 18 年度より、これら先進事例を参考（真似）に業務改善運動が本格実

施されている。 

 

図表 きたかみ Ping!Pong!Pang!運動の概要 
・ 北上市では、業務の効率化及び職場の活性化並びに市民サービスの向上を目的に、平成 18

年度から全庁的業務改善改革実践運動「きたかみ Ping!Pong!Pang!運動」を実施しています。 
・ 各職場、各職員が自らの課題を自らの手により見つけ、これを解決していくために、全職員

の参加により自由な発想の下に改革・改善への取り組みを実践しています。 
◇目的  
・ 北上市の各職場及び各職員が主体性をもって、自らの課題を自らの手により見つけ、これを

解決していくために、全職員の参加により自由な発想の下に改革・改善への取り組みを実践
することにより、業務の効率化及び職場の活性化並びに市民サービスの向上を図ることを目
的とします。  

◇基本方針  
・ 改善に向けた取り組みを全職員が共有し、認め、評価することを通じて、職員の意識改革へ

の動機付けとなることで、失敗を恐れることなく、変革への挑戦を続ける組織文化へ改革し
ていくことを理念とし、各職場の状況や必要性に応じて自主的に取り組むことを基本方針と
しています。  

（出典）北上市 

 

≪取組内容≫ 

北上市における業務改善運動は、各課からの自主的な改善提案を基本としている。提案

内容について、特段の制限は設けられておらず、改革、改善に繋がるような身近なものも

対象になっている。北上市における改善運動の目的は、効率化、節減の実現にあるが、こ

れを過度に強調し、各課に押し付けるとモチベーション低下を招くので、そのようなこと

方針は示されておらず、楽しい行革の実践をモットーにしている。とのことである。 

推進体制は以下の通りである。 
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 業務改善委員会  庁内公募。若手中心 20 名で構成。 

 改革改善アドバイザー 石原俊彦教授 

 事務局   政策企画課 

 

改善運動の成果は、公開で行なわれる発表会で公表され、共有されるようになっている。

他自治体職員、市民、議員など、誰でも出席可能であるが、実態は職員および他自治体職

員が大半を占めているようである。また、発表会には地元企業からも参加しているが、こ

れは受賞対象外で、審査員として成果発表会に協力している。 

 北上市によれば、業務改善推進運動を支えるインセンティブは、部長のポケットマネー、

最優秀チームの全国大会への派遣などである。事務局としては、改善事例報告を庁内に普

及させるべく、改善事例の分析・類型化、ニュースレターによる紹介を行なっている。と

りことである（しかし、実際には真似、普及は不十分との認識）。 

 

図表 第2回きたかみPing!Pong!Pang!祭 スナップ 

 

（出典）北上市業務改善改革実践運動ニュース「№27 Ping!Pong!Pang!祭まるごと特集号」 
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図表 第 2 回きたかみ Ping!Pong!Pang!祭 受賞一覧 

ピンポンパン賞 賞建設部都市計画課「緑のカーテン大作戦」 

・ 夏の日差しを和らげるため、窓辺にアサガオとサヤインゲンを植えて窓に緑のカーテンをか

けた。快適な空間を創出すると共に、緑化推進と景観形成業務を担う職員の意欲向上にもつ

ながった。 
ピンポンパン賞 保健福祉部こども療育センター「手洗い後は、ＭＹハンカチで！」 

・ MY ハンカチの使用を促すことにより、節約や生活習慣が身につくことをめざしたもの。子

どもたちにもわかるようにペープサート(紙人形劇)の実施やポスター作成を実施。職員も

日々の療育の中で一緒に取り組み啓蒙した。 
オーディエンス賞 企画部地域づくり課広聴広報係「電子メールでイー送信」 
・ これまでは紙に印刷し記者クラブの箱へ入れていた報道機関への情報提供を、電子メールで

の送信に変更し、タイムリーな情報提供と紙の節減をめざしたもの 
奨励賞 水道部工務課管理係「水道施設の管理技術の統一化」 
・ 施設設備のマニュアルを作成し、誰でも操作ができる状態をめざす。さらに、定期的にマニ

ュアルを用いた講習会を行い、職員の技術向上をめざしたもの 
奨励賞 生活環境部市民登録課「職員個々による習熟度の目標管理」 

・ 各業務の項目の緊急度を設定したチェックシートを作成し、自分の不得意な業務を把握す

る。半年後に再び習熟度合いを検証し、係員の習熟度合いの変化を検証し目標管理をするも

の 
奨励賞 農林部農政課「あいのり♡～広報誌にノッケテケロの巻～」 

・ 毎月発行される北上市農協の広報誌である『あぜみち』に農政課からのお知らせのコーナー

を１ページ設け、情報の周知を図るもの(5・9 月号に掲載) 
奨励賞 保健福祉部児童家庭課障害福祉係「窓口業務のマニュアル化」 

・ 窓口業務マニュアルを作成し、担当者を講師として係内で学習会を行うことにより、担当者

が不在の場合でも、窓口受付や電話照会に対応できることをめざしたもの 
奨励賞 教育委員会スポーツ振興課「市内 16 箇所で窓口新設！北上全域スポーツバンク」 

・ ニュースポーツ用具の申請箇所を２箇所から 16 箇所(各地区交流センター)に設置すること

で、市内全域でのニュースポーツの普及をめざしたもの 
奨励賞 商工部観光物産課「コロコロ手造りパンフレット～～表は白黒 中身はジューシー～～」 

・ 北上コロッケの全取り扱い店舗のパンフレットを自主制作することにより取り扱い店舗の

増減に随時対応する。また、変更ごとの印刷を必要数印刷することにより、経費の削減をめ

ざしたもの 
奨励賞 教育委員会黒沢尻幼稚園（めんこいキッズ）「地球を守ろう「アース・マモリンジャー」」 

・ お手伝いレンジャー、もったいないレンジャー、リサイクルレンジャーのキャラクターを保

護者からの公募により作成し、保育の中で楽しみながら地球環境保護に意欲的に取り組ん

だ。 
奨励賞 財務部資産税課「隗より始めよ！21世紀型「電脳オフィス」」 

・ 書類の整理・廃棄、仕事をしやすい環境づくりをすることにより、事務室をシェイプアップ

して作業効率を向上させたもの 
奨励賞 教育委員会江釣子幼稚園「エコプロジェクト「モッタイナインジャー出動」」 

・ モッタイナインジャーを結成し、身近な資源を大切にすることを、保育の中で子どもたちに

伝える活動を行った。職員も業務の中で工夫しながら、資源の無駄づかいを無くした。 
ロビーズベスト賞 財務部財政課「みんなで作る仕切りマニュアル（北財 Wiki）」 
・ 事務を手順ごとに分解した仕切りマニュアルを作成し、事務処理の統一性を図るもの。事務

処理のポイントが分かるので、改善箇所が明確になる上、初めての事務でも円滑に処理でき

る。 

（出典）北上市業務改善改革実践運動ニュース「№27 Ping!Pong!Pang!祭まるごと特集号」 
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図表 業務改善と見える化 

（出典）北上市業務改善改革実践運動ニュース「№29 特集：知っていますか？業務の“見える化”」 
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図表 北上市における平成 18 年度の業務改善運動の実施（成果）類型 

 
（出典）総務省「全庁的業務改善改革実践運動（きたかみ Ping!Pong!Pang!運動）」 

 

北上市によれば、自主的・前向きの改革としての業務改善運動は、成果を得ている、と

のことである。また、他市との交流、情報交換、そして庁内での情報共有含めて、積極的

に改革に取り組むという姿勢、方向性は業務改善運動を通じて組織的として確認されるよ

うになった、とのことである。これら改革における推進機能を果たしたのが、業務改善運

動の中核を担った若手（20-30 代）であった。通常業務の枠では、提案、実施などがやりに

くいことが、この業務改善運動ではオープンな機会を与えられ、それが積極的な行動に結

びついたようである。 

他方、提案された業務改善の内容は、目に見える形でのコストの縮減、効率化ではなく、

この提案内容については、今後、更なる発展・進化の余地がある。また、業務改善運動に

参加していない職員、課は未だ多くあり、参加層拡大も今後の課題である。 

 
【インタビュー】 
・ より事務改善につながる内容の改善運動へと発展させること、それらの成果を数値で示すこ

とが次のステップとして重要である。今の市の財政状況を克服するためには、業務改善では
全く不十分であり、事業やサービス廃止を含む抜本的な見直しが必要である。アウトソーシ
ングも限界にきている。 

・ 業務改善運動に全てを期待できないが、最終的には市の経営に寄与するものでないといけな
い。サービスの改善し、事務効率の向上などにおいて、更なる余地があると考えている。 

・ 業務改善運動に取り組む自治体のうち、北上市は最も規模が小さい（約 10 万人）。このよう
な運動を推進、継続するにはやや規模が小さすぎると考えている。 
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（4）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。 

 

≪背景・経緯≫ 

尼崎市の業務改善運動「YAA るぞ運動」は、2000 年に実施された福岡市の業務改善運動

「DNA どんとく」を参考（真似）にして開始されたものである。福岡市の改革では、「実務

の課題からの改善方策の検討」を基本に、計画的にかつ成果を実現するという意味で実効

的に進めるというものであったが、尼崎市では、実務課題の有無に限定されず、現場レベ

ルでの問題意識が基点であれば、どのようなものでも改善として評価する、というアプロ

ーチが採用された。担当者によれば、「尼崎市の職員の水準、カルチャーを考えた場合、課

題からのアプローチは理想であるが、難しい（進まない）」と判断された、とのことである。 

同市の業務改善運動は、併せて実施された行革プランの内容が減量一辺倒のもので、職

員の意識低下が懸念され、それを払拭するために検討されたものである。前市長の下で改

善運動の実施が検討されたが、現市長（白井市長）が、その考え方に同意し、フェーズ 1

（2003-2005）が実施された。以降、現在はフェーズ 2（2006-2008）、そしてフェーズ 3

（2009-2011）の実施が予定されている。 

 

図表 地方自治体における業務改善運動 

 
（出典）島崎耕一（2007）『カイゼン運動からはじめる自治体経営革新～あなたが変われば役所が変わる～』 
http://www.murc.jp/report/quarterly/200702/65.html 

http://www.murc.jp/report/quarterly/200702/65.html�
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≪取組内容≫ 

同市の業務改善運動は、各課からの自主的な改善提案を基本としている。課長補佐や係

長（キャプテン）などの現場の取りまとめ役が中心になって、現場から自主的に提案する

仕組みになっており、管理職である課長（監督）は参加しないことがルールになっている。

これは、実施以降、見直されていない。担当者によれば、優れたキャプテンは、人事異動

後も積極的に提案を続ける、という傾向があり、また現業部門や出先の職員が積極的に取

り組む姿勢、傾向があるという点も特徴と指摘している。実績は以下課の通り。 

 

図表 尼崎市における業務改善運動の取組実績 

 H15 H16 H17 H18 H19 H20 
参加人数 1915 1361 1128 1798 1043 818 
参加チーム数 113 76 64 89 51 41 
発表希望チーム数 45 34 27 11 9 7 
発表参加チーム 20 16 16 11 9 7 

（出典）尼崎市 

図表 尼崎市における業務改善運動の実績 

 
（出典）島崎耕一（2007） 

 
【インタビュー】 
・ 実施以来、職員の自首性を尊重している。当初に計画していたが、業務繁忙等により挫折し

た場合でも、特にペナルティなどはない。上表における「参加チーム数―参加チーム数」は、
途中で辞退したチーム数も含まれている。 
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図表 尼崎市における業務改善運動のエントリーシート（平成 20 年度版） 

 
（出典）尼崎市 
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改革を推進する担当課の役割は、現場が積極的に改革に取り組めるよう支援することと

なっている。リーダー研修がその主たる支援内容であるが、途中で参加希望チームが辞退

に陥らないように、声賭け、情報提供などの支援を随時に実施している、とのことである。 

自主的な行動を促すインセンティブとしては、これまでの経験からトップ（三役）が関

与することの影響が大きい、とのことである。具体的には、市長の表彰、市幹部による現

場視察などである。なお、初年度は、ワールドカップ・サッカーにちなんで、「YAA るぞ

CAP」と称して発表会が大々的に実施されたが、現在は予算が減額されたこともあり、大規

模なことを実施できないようである。 

改善運動の成果は、資料集の形で整理され、各課に配布されている。この資料は、下図

表にあるように現場においても手軽に展開が図れるよう、全ての事例について『○○化』と

表記している。内容としては、直接的な効率化（コスト削減、質の向上）を実現したとい

う顕著な例は少ない。担当者によれば、「当初の課題設定のところで、より高度の要求をす

れば、それに応じた水準のアウトプットが期待できるかが、そのようなことを求めていな

いのが一つの原因ではないか」と指摘している。（以下、良いと評価された事例の一部） 
 「職員が倒れる順番が分かる化」 職員の健診データを分析して、客観データに基づ

く予測型の健康管理指導を実施。職員にも高く評価。ソフト化し市民への健康指導に
も応用。 

 
 「現場の発案による収入の増やす化」 ゴミ収集車の車体の広告宣伝を募集し、

年間 720 万円の収入増加を実現。（歳入増加は一般会計に） 
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これら事例のように改善効果が目に見える、顕著な事例は限定的であるが、以下の点は

改革の成果であると現場では認識されているようである。 

 

 職員の自発的な改善の実現： 現場職員の素朴な問題意識、改善行動を可視化し、

さらにはそれを実現するスキームとして有効に機能。このような仕組みがなけれ

ば、改善は「面倒くさいこと」として取り上げられなかった。また、予算調整に

は関係しないが、改善として有効な芽も紡いでしまう。職員の前向きな意識、行

動に働きかけることが重要。 

 リーダーの育成： 自主性に基盤を置いていることから、改革に取り組む人材の

中から次世代のリーダーを発掘できる。実際に発表会には人事課の管理職が毎回

出席している。また、リーダーとして成果を挙げた人材は、現在、ほぼ確実に管

理職に昇進している。直接の関連はないが、取り組み姿勢を前向きに評価され、

結果、人事（昇進）にも反映される、という意識が醸成されつつあるのは事実で

ある。 

 
【インタビュー】 
・ 実施 6 年目ということもあり、参加者が減少している。ネタ切れ、という感もある。現在は、

優秀チームが全国大会に参加できる、ということが大きなインセンティブになっている。 
・ 他方、間接部門を中心に改善運動に、ほとんど関与しない課もある（10-15%くらいの課は未

実施）。自主性を基本にしているので、担当課として「ヤレ」とはいえない。 
・ 事例集が完成した。また、ナレッジ共有のためのイントラの整備も進んだ。本来であれば、

他の課で成果を挙げた取り組みを他の課において真似ることで、市全体で業務改善の成果が
共有でき、結果、効率が促進される、という流れを期待しているが、マネが普及しない。コ
ンテスト形式を採用し、かつユニークな取り組みを評価するという仕組み事態の問題もある
が、カルチャーとして「真似し」はアホにされやすい。 

 
・ 「YAA るぞ運動」の第三期に向けて、実質的な意味・水準の改革にどのようにつなげるか。

また、全市での共有（マネ）をどう実現するか、を検討している。また、管理職の参画のあ
り方、そして団塊世代の大量退職以降、職員の若返り（新卒の採用）が進む中、改革運動の
カルチャーをどのように伝えていくのかが鍵であると考えている。 
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図表 尼崎市における業務改善運動普及のための成果事例集（一部抜粋） 

 

 

 

 
（出典）尼崎市 
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（5）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。 

 

≪背景・経緯 9

三重県では、平成７年度以降、北川前知事時代より、行政経営体系を整備するために、

行政評価システムや行政経営品質の向上活動、ISO14001 の導入など、様々なツールを活用

した行政改革を進められてきた。北川前知事が 2 期務めた後、平成 15 年に現野呂知事の下

では、全体最適化を目指した県政の発展を意図して、各改革ツールの関係、位置付けの整

理が進められ、現在の「みえ行政経営体系」が構築された。 

≫ 

 このような過程・整理を経て、「みえ行政経営体系」が完成した。同体系において「PLAN」

として、県民しあわせプラン（総合計画）、戦略計画（2 次実施計画：4 年ごと）、県政運営

方針（短期計画）を、また、「DO」として率先実行取組を、そして「SEE」として、みえ政

策評価システムが位置付けられた。そして、県政のマネジメント全体に係るものとして、

経営品質向上活動、環境マネジメントシステム（ISO14001）、危機管理の 3 つの仕組みが取

り込まれる形になっている。 

 

≪取組内容≫ 

「率先実行取組」は、マネジメント・サイクルでは、「DO」の部分に位置付けられ、平成

11 年から、本格実施されている。率先実行取組は、幹部職員それぞれが「Ⅰ ミッション・

あるべき姿」を書き出し、「Ⅱ 具体的取組内容」として、4 つの視点（1．施策の実現に向

けて、2．業務プロセス等の改善、3．人材育成と学習環境の整備、4．顧客の理解と対応）

ごとに、当該年度の具体的取組内容と定量的な取組目標を設定し、進捗状況を 9 月、12 月、

3 月に確認し、見直すことで運用されている。この取組みの対象は、幹部、管理職で、補佐

級以下は任意で目標を設定することになっている。 
【インタビュー】 
・ 平成 14 年度から幹部職員を対象として、「1．施策の実現に向けて」の実績を人事評価に反

映（連動）しているが、平成 20 年度の今年から、試行的に、管理職の一般職員も人事評価
に反映するようにしている。以前から、勤務評価制度などは、人事評価に連動しようとして
いたが、組合の抵抗が強く実現できなかった。率先実行取組の「1．施策の実現に向けて」
では、定量的な取組目標は、アウトカムを書いてもらうようにしているが、なかなか難しく、
アウトプットを目標としているケースが多い。 

                                                   
9 詳細は本報告書 pp.72-73 参照。 
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率先実行取組 10

 

の基本コンセプトは、BSCの考え方が取り入れられている。なお、BSCの

「顧客」「財務」「プロセス」「人材育成」の 4 つの視点のうちの「財務」は行政の目標には

合わないことから、「施策の実現」という視点に変えられている。 

図表 三重県における経営品質賞の考え方 

（出典）三重県 

 

【インタビュー】 
・ 経営品質アセスメントそのものは、人間ドックのようなもので、単に診断をするだけである。

改善のための答えやアイディアを教えてくれるものではない。改善のためのノウハウを与え
てくれるのは BSC の視点であり、率先実行取組は、その実行を促すものである。 

 

実際の率先実行取組の内容は、1）ミッション・あるべき姿を掲げること、2）率先実行

取組の内容を後任への引継事項にしていること、3）3 年に一度アセスメント（所長、室長

                                                   
10 経営品質向上の取組を評価する仕組みとして、「率先実行大賞と」いう制度を作っているが、これは率先実行取

組とは別物である。「率先実行」という言葉が三重県における経営品質向上のキーワードになっているため、多様な

場面で使用されている。 
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のマネジメント診断）をすることなどにより、短視眼的な取組とならないよう制度として

担保されている 11

検討プロセスは以下の通りである。まず、関係者間においてプロフィール（誰に何を提

供するのか、パートナーは誰か、所属を取り巻く環境はどのように変化しているか）が繰

り返し検討され、率先実行取組で掲げているミッションやあるべき姿が再認識される。次

に、組織のあり方、改善点、強み、弱みが話し合われ、率先実行取組に盛り込んでいくこ

とが抽出・整理される。このような検討は 1 年ごとに実施される。なお、3 実際の運用面に

おいて、「率先実行取組で掲げるミッションの再認識をできるような職場での取組」が必要

であるという考えの下、率先実行取組がPDCAに従って、きちんと回っているかを検証する

ツールとして、経営品質向上における『簡易アセスメント』が実施されている。この『簡

易アセスメント』では、経営品質について、8 つの観点（カテゴリー）からチェックされる

ことになっている

。 

12

 

。 

図表 簡易アセスメントシート（カテゴリー１ 所属長のリーダーシップ） 

 
（出典）三重県 

                                                   
11 三重県全庁の組織運営の成熟度を把握し、今後の改善活動につなげるため、平成 18 年度に日本経営品質

賞審査基準に基づくアセスメントを受検。その結果を受けて、平成 19 年度から 3 年間をかけて「みえ行政

経営体系」の様々な仕組みについて改善に着手している。具体的な改善取組のアクションプランは次を参

照。http://www.pref.mie.jp/SKEIEI/HP/mietaikei/18_keihin_assess.htm 
12 「所属長のリーダシップ」「組織の社会的責任」「顧客の理解と対応」「戦略の策定と展開」「人材育成と組織能力

の向上」「仕事の進め方」「情報の管理と活用」「所属の活動結果」である。 

http://www.pref.mie.jp/SKEIEI/HP/mietaikei/18_keihin_assess.htm�
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【インタビュー】 
・ 話し合いは、「室」または「所」で行うことが望ましいが、全員集まることもできないので、

パターンを分けて行っている。全員がどこかのカテゴリーに入るなど、いろいろなパターン
がある。プロフィールという根幹の部分については、全員が関わるようにしてもらっている。
幹部は、以前からオフサイトミーティングなどを自主的に開催して、話し合いをしていた。 

 

率先実行取組は、現場における自主的な取組みが基本であることから、制度を所管する

総務部は支援の立場に徹することとしているようで、ガイドラインの提示と通知はするが、

後は各部局に任せ、各部局で今年は誰がアセスメントのメンバーになるとか、どの部署が

行うかなど、各部局で計画を立てて確実に実施してもらうようにしている、とのことであ

る。そのように中で、トップからの支援、指示は改革推進に非常に有効である、との認識

から、総務部ではトップに対して働きかけを行なうことが、率先実行取組を機能させる重

要な鍵になっていると認識しているようである。従って、所管の総務部では、担当者を集

めて指導したりはせず、実施に当たっての相談にのる程度である、とのことである。 

 
【インタビュー】 
・ 経営品質向上に取り組んでいる自治体のなかで、三重県はうまくいっている唯一の事例では

ないか。アセスメントは負担になり、なかなか定着しない。負担を軽減し、取り組みやすい
ように独自に簡易アセスメントを考えたのは三重県だけである。アセスメントがチェックす
るだけのシートになると意味がない。話し合うことが重要である。経営品質アセスメントは、
行政評価や行政監査とは見るものが違う。 

 
・ 経営品質向上を組織に定着するためには、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、ことが必要である。 

・ 特に、①と④が重要であり、三重県の中でもかなり実行されている。職員に伝わらなかった
らやっていないことと同義である。経営品質のセミナーで聞いてきたことをさも難しく語る
人がいるが、それでは伝わらない。経営品質向上は組織風土改革であるので、100 人が聞い
たら、100 人が分かるようにしなければならない。⑤についても、率先実行大賞の発表会を
するなど、取組ができている。一番難しいのは③であり、思うようにできていない。あまり
にも負担感を軽減するために、何もしなくてもすんでいく人が多すぎる。②と③は相反する。
多くの職員を参画させようとすると負担感を感じる人が多い。 

・ 定着していない、うまくいっていない自治体は、これらの逆をしているのではないかと思わ
れる。特に、難しく言い過ぎたり、総務部があれこれ言い過ぎているのではないか。 

 

 

率先実行取組は、平成 11 年度から取り組んできていることもあり、総務部の認識として

は、平成 14 年度頃以降は、組織全体において定着している、との認識である。これを裏付

けるように、職員から見たマネジメントシステムの現状に関する調査（19 年度実施）では、

「趣旨・内容を概ね説明することができる」が 23.4%、「説明はできないが趣旨は概ね理解

している」が 53.9%、「名前を知っている程度」が 20.4%で、趣旨を理解している職員は 8

割弱となっている。 

また、経営品質向上活動の取組効果としては、１）改善活動そのものによる効果（接遇
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力の向上、事務効率の向上）、２）「経営品質マインド」の浸透による効果（幹部職員のマ

ネジメント能力の向上、各職場、職員による自主的な改善）、「判断軸の形成」という効果

（「顧客本位」等が職場の共通言語となる、自由闊達な職場風土の醸成）など、が指摘でき

る。来庁者アンケートにおいても、職員の対応に対する満足度が上がるなど、効果が垣間

見られる。 

 

図表 来庁者アンケート結果 

  17 年度 
（対象：1679 名） 

18 年度 
（対象：1650 名） 

19 年度 
（対象：1650 名） 

20 年度 
（対象：1700 名） 

職員の対応 
良い 84.4% 85.0% 89.8% 90.1% 
悪い 1.4% 1.7% 1.9% 1.1% 

（出典）「経営品質について」三重県総務部人材政策室副室長 福永和伸（2008 年 12 月 15 日）より抜粋 

 
【インタビュー】 
・ 率先実行取組について、今後は、率先実行取組を戦略展開の中核の仕組みとして明確に位置

付ける。担当職員レベルにおいても、自分たちの業務の進捗管理に活かせるようにするとと
もに、どの業務にも適した運用ができるように、より一層、シンプルで使いやすい仕組みを
目指す。 

・ 経営品質向上活動については、経営品質の考え方について、戦略展開の主要な仕組みである
率先実行取組の現場での実践活動を通じて理解・浸透され、職員の内発的な改善活動につな
がるよう、率先実行取組のさらなる定着化をはかっていくことが必要である。 

・ アセスメントについては、アセスメントを通じた気づきにより、そのレベルを高めていくと
ともに、具体的な改善活動に重点を移しながら、各部局がその状況に合わせて柔軟に取り組
むことができるよう引き続き見直していくことが必要と考える。 



 51 

 

（6）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。 

 

≪背景・経緯≫ 

岩手県では、2000 年より行政品質向上運動（経営品質改善運動）を実施している 13

IMS 実施は、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、また、組織レベルで強み、

弱みを洗い出して改善を行なう必要がある、との知事の考え、方針が実施の背景あった。

この方針を背景に、全庁的な業務改善実施に向けて具体的な方法の検討が進められ、「業務

改善といえばトヨタ」という方向性から、まず、県内にあるトヨタ系列のカントー自動車

工業の改革担当者を招き、トヨタ式の業務改善の基本的考え方について情報提供を得た。

次に、この情報を基に、知事・幹部による本社工場への視察（本社ホワイトカラー部門）

が実施された。トヨタ方式の改善、改革は、「人を如何にして育成するのか」「不断に改善

に取り組む姿勢、心を如何に養うのか」に焦点が当てられているということに知事は共鳴

し（手法ではなくマインドが重要）、トヨタ方式の改善運動を取り入れた IMS が実施される

ことになった。IMS の設計、実施においては、トヨタ方式の経営改革を専門とするコンサ

ルタントが（2004 年度半年間、2005 年度は一年間）雇用された。 

。岩

手マネジメントシステムIMSは、この行政品質向上運動実施の中で、2006-07 年に実施され

た改善取組の一方法である。 

 

≪取組内容≫ 

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」が設定されている点にある。効率化目標は、部単位をベースに全庁で 30%

減が目標設定されている。少しの取り組みで目標に到達するような水準（例：5-10%）では、

抜本的な改善、改革が生み出されないので、より高い水準として 30 という数字が採用され

た。しかし、この 30 に合理的な根拠はない。職員一人当たりの年間勤務時間が約 2000 時

間なので、30%縮減により一人当たり 600 時間の効率化が目標としてセットされることにな

る。 

                                                   
13 これまでの取組経緯、内容等は次を参照。

http://www.pref.iwate.jp/list.rbz?nd=2585&ik=1&pnp=55&pnp=129&pnp=2585 

http://www.pref.iwate.jp/list.rbz?nd=2585&ik=1&pnp=55&pnp=129&pnp=2585�
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【インタビュー】 
・ このような高い水準の目標は、職員にとっては不評であった。しかし、必達のものとしてセ

ットされ、実行された。 
・ 高い目標水準が、各課における検討を本気にさせたと言える。しかし、引き続きこのような

高い目標の設定と実施を求めることは実務的には困難（非現実的）である。 

 

初年度（2005 年）は、庁組織の持つ多様な特性を持つ農林水産部において試行が実施さ

れた。続いて、各課に展開された。この IMS の本格実施の際には、まず、トヨタ業務改善

の基本である整理整頓（5S）が各課で推進された。これによって、業務の要／不要を見分

ける視点、そして成功体験が養われた。また、この整理整頓については、年間を通じてチ

ェックされる仕組みが導入され、抜き打ちでチェックされ、片付いていないデスクには、

推進担当（管理職）からレッドカードが与えられ、即座の改善が指示された。 

 

図表 5S による改善例 

   

改善前：左 課の中央にキャビネットがあり、課を分断していました。また、動線や採光上の障害ともな

っていました。 改善後：右 課を分断し、動線上も障害となっていたキャビネットの小島を全て撤去す

ることを目標に５Ｓを実施しました。結果、目標は達成され、課内の見通しはよくなり、また、光を遮っ

ていたものがなくなり、室内も明るくなりました。 

   
改善前：左 人目にふれない倉庫の中も、このような状態でした。執務室のキャビネットを減らすために

は、倉庫の収納場所を確保する必要があります。改善後：右 保存年限の切れている書類を中心に徹底し

て廃棄した結果、執務室のキャビネットも減らせる効果を生み出しました。また、整頓されているため、

書類を探す時間も大幅に短縮されました。 
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改善前：左 机の上も以前は、このような状態でした。作業スペースも少なく、また、見た目も悪い。職

員は、よく使う書類を並べていると話しますが、一つ一つ使う頻度を尋ねると、よく使う書類は数冊、あ

とは滅多に使わない書類がほとんどです。自分にとっては効率的だと思っているのですが、実はムダなモ

ノを並べているだけ。モノの見方や固定観念を変えるためにも５Ｓの取組みは有効です。 改善後：右 ご

覧のとおり、帰る際の机の上は、パソコンのみとなりました。情報の適切な管理という効果も生み出して

います。 

   
改善前：左 引き出しの中、以前は、このように同じ種類の文房具がたくさん。探すのにも時間がかかり

ます。引き出しの奥の物は、死蔵品に・・・・ 改善後：右 黒ボールペン、赤ボールペンと、１種類一

つしか入らない雛形をつくり整理しました。文房具一つ一つも大事に使います。必要な文房具もすぐに取

り出せます。雛形は、段ボールなどを活用して作りました。 

（出典）岩手県 
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下図表は、IMS の推進体制である。管理職が責任者、推進役となり目標達成に向けての

取り組みが各課において実施された。各課からの進捗報告は少なくとも月に一回のペース

で行なわれた。 

 

図表 IMS の推進体制（県庁全体の推進組織：左、各局の推進体制：右） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）岩手県 

 

続いて、30%の効率化目標に向けての計画、行動実践の検討が各課で進められた。この改

善提案、実践の内容は自由で、個人、グループ、いずれも問われない。自由提案、一人一

提案、ルーティン業務の見える化、グループ討議などを通じて、業務効率化（時間の縮減）

に向けて、自主的な行動が促された。実際には、個人の取り組みのみでは、すぐにネタ切

れになってしまうので、部、課での討議が頻繁に行なわれ、「どのようにすれば、効率化目

標を達成できるのか」が議論された。IMS は、目標必達なので、改善のユニークさではな

く、実効性と成果が問われる。よって、他の課において取り入られ、効率化目標達成に寄

与した取り組みのうち、参考（真似）にできるものは、自らの課においても実行された。

その支援のためのナレッジ共有サイトも設置された。 
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図表 IMS の効率化目標 
年間業務量の約 30％（▲2,309,442h）に相当する付加価値の低い作業等（ムダ）を削減し、 

生み出した時間を付加価値の高い事業へシフトすること等により、県民サービスの向上を目指す。 

部門 目標 

総合政策室 ▲60,000h 

地域振興部 ▲61,800h 

環境生活部 ▲78,000h 

保健福祉部 ▲163,783h 

商工労働観光部 ▲87,870h 

農林水産部 ▲273,905h 

県土整備部 ▲153,000h 

総務部 ▲90,184h 

総合雇用対策局 ▲3,600h 

出納局 ▲22,800ｈ 

盛岡地方振興局         ▲255,100h 

県南広域振興局        ▲177,600h 

花巻総合支局 ▲128,400h 

北上総合支局 ▲68,400h 

一関総合支局 ▲145,800h 

大船渡地方振興局     ▲105,600h 

釜石地方振興局 ▲76,800h 

宮古地方振興局 ▲142,800h 

久慈地方振興局 ▲111,000h 

二戸地方振興局 ▲103,000h 

教育委員会 ▲113,300h 

合計 ▲2,422,742h 

（出典）岩手県 

 

各部局においては、４月に IMS の目標設定とともに、その着手を開始し、4 月、5 月には、

主に改善手法等についての職員研修や上記 5S（整理、整頓、清掃、清潔、習慣）活動を実

施。5 月中旬以降から職員提案型の改善を中心に本格的に業務改善に着手。下半期(10 月)

からは、主要業務のプロセス改善にも重点を置く活動に展開が図られた。 

 

図表 IMS の効率化実績 

区分 実績 

目 標 ▲2,422,742h 

実 績 ▲2,397,672h 

進捗率      99.0％ 

改善提案件数(全庁) 19,845 件 

改善実行件数(全庁) 17,152 件 

（出典）岩手県 
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図表 IMS の改善事例 

○「市町村担当者専用ＨＰ開設による通知作業の改善」(地域振興部)  
 改善効果 ▲800h 時間 
市町村担当者専用のホームページから通知文書等をダウンロードできる仕組みとし、文書

の通知作業の効率化を図るとともに、送付漏れを防止する改善 
 
○「自然歩道補修業務の改善」(環境生活部) 
 改善効果 ▲360h 苦情減少 等 
苦情･報告を受けてからその都度対応していたものを外部委託によって計画的に劣化箇所

を把握し、迅速な補修を実現する改善 
 
○「GPS 等を利用した現場調査の改善」(環境生活部)  
 改善効果 ▲135h 
地図フリーソフトとＧＰＳを組み合わせ、山間部等における位置や経路等を正確かつ迅

速に把握、記録するなど、公園施設整備等の事前調査を効率化する改善 
 

○「市町村営工事の事後評価業務の改善」(農林水産部) 
 改善効果 ▲765 時間 
市町村営工事に係る事後評価を漁港漁村課において作成指導していたが、マニュアル整備

により市町村において作成できるようにした改善 
 

○「前年度版保健福祉環境部業務概要の廃止」(花巻総合支局)  
改善効果 ▲112h 時間 

利用頻度の低い前年度版業務概要(職員向け)の作成を廃止し、これに代え、現年度業務の課

題や推進方針を検討する業務レビューを実施することした改善 
  

○「実習方法の改善」(二戸高等技術専門校)  
改善効果 ▲45h 時間 

溶接実習に係る機器、作業台を整理したことにより、従来は 2 班(2 交代)指導員 2 人体制で

行っていた実習を 1 班指導員１人体制で可能とした改善  
 
※ 「改善効果時間」は、改善前と改善後の処理時間の比較により算出。 
（出典）岩手県 

 
【インタビュー】 
・ このような改善取り組みの成果は、実行されて始めて効果が発揮される。しかし、IMS では

取り組んだ時点で、年間の時間縮減見込みがカウントされる。従って、目標値は実績値によ
って支えられているのではなく、厳密には見込値である。 
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IMS の取り組みは、2006 年度、一年間をかけて全庁で実践され、以降、別の枠組みに引

き継がれている。その理由は以下の通り。 

 時間縮減のみでは効率化、サービスの向上は実現しない 

 全庁的かつ高度の目標の改善は、毎年、実施できるものではない 

 

現在は、各課の業務方針に照らして改革、改善を実践する「改革改善シート」へと移行

している。ここでは、時間以外の効率化、サービスの向上も取り組みの対象となる。また、

目標設定では、ベンチマーク手法が推奨される。改革改善シートは、個人、チーム、いず

れでも記載可能になっている。（例：税徴収務担当職員などはチームで記載する等） 

 
【インタビュー】 
・ IMS と現行の改革改善シートの運用を比較すると、正直、以前のような切迫感はなくなって

いる。また、改革・改善の示し方、という意味では現行の取り組みでは、成果実績を客観的
に数字等で示しにくい。 

・ なお、IMS で実践が徹底された整理・整頓は、現在も励行されており、執務環境は改革実践
時点と同様に、整理整頓されている。 
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3．官民における取組みの相違点（業務分析・「見える化」） 

 

 ここでは、これまでの整理を踏まえて、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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第Ⅲ章 組織目標管理の考え方と事例 
 

 本章では、官民における事例分析を基に、組織目標管理の考え方を整理する。 

 

図表 対象事例（組織目標管理） 

区分 企業、団体名 

民間 自動車業Ａ社 

食品業Ｂ社 

輸送業Ｃ社 

建設業Ｇ社 

地方公共団体 三重県 

岐阜県多治見市 

 

 以下、まず、【取組みの動向】を整理し、次にインタビュー調査を実施した企業・団体の

取組みを【事例概要】にて整理する構成を基本に整理・分析する。 
 
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。 

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・戦略体系の例として、

以下のような体系が想定される。 

 

＜民間企業における目標・戦略体系の例＞ 

全社：『組織ビジョン／組織理念』 
↓↑ 

全社：『組織としての長期達成目標－組織戦略』 
↓↑ 

全社：『中期目標－中期計画』 
↓↑ 

全社：『年度目標－年度計画』 
↓↑ 

部門：『年度目標－年度計画』 
↓↑ 

個人：『年度目標－年度計画』 

 

『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。 
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＜組織ビジョン／組織理念の例＞ 

1. 国際社会から信頼される企業をめざす。 
2. 活動する地域社会に貢献し、企業としての責任を果たす。 
3. 豊かな環境と社会づくりに取り組む。 
4. 質と信頼性の高い製品・サービスを提供する。 
5. 個人の能力と創造力を尊重し、成長を奨励する組織文化をつくる。 

 

『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。 

 

 ＜組織としての長期達成目標－組織戦略の例＞ 

○同業他社と比較して顧客支持においてトップになる。 

○グループの売上高利益率を●％増加させる。 

○Ｙ分野グローバルシェアを●％にする。 

 
『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。企業を取り巻く社会環境

や経済環境は常に変化しているため、毎年、もしくは一定のタイミングで中期目標期間中

に見直しをはかる（ローリングする）企業も多い。 

『年度目標－年度計画』は、『中期目標－中期計画』を年度ごとにブレイク・ダウンして、

年度ごとの達成目標を設定し、年度目標を達成するための実施計画を策定する。 

組織目標管理は、企業として定めたこれら目標を組織的に実施・展開していくために行

われるものであり、大きなフレームワークとしては各社とも共通しているが、その具体的

な展開方法は企業によって異なるものである。 

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。すなわち、「部」の目標を達成す

るための手段として、各「課」の目標を設定・位置付け、「課」の標を達成するための手段

として、各「課」の目標を設定・位置付けられ、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。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
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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していなくてはなら

ない。従って、上位の目標を達成するためには、下位の目標が達成されることが必要であ

り、そのような観点から、目標の達成においては、個人の目標達成に向けた貢献、頑張り

が極めて重要ということになる。 

 

組織目標管理は、「Plan」－「Do」－「Check」－「Action」の PDCA サイクルを回すこと

により、目的達成に向けた組織のマネジメントを可能にするものであるため、組織目標の

設定段階だけでなく、目標の進捗管理を行うとともに、目標達成度の評価を行い、その結

果をフィードバックして、経営の改善を図ることが重要である。 

組織目標管理の要諦は、組織（企業全体及び各部門）が目指すべき目標を見える化する

ことにより、組織のメンバーが組織の目標を共有化し、所属する部門の目標が全社目標に

対してどう位置付けられているが、メンバー自身の目標の所属する部門の目標に対する位

置付けを把握し、達成度を把握することで、全社目標に対する部門の貢献度、部門目標に

対する個人の貢献度を明らかにして、組織及び個人の達成意欲を高めることにある。その

ためにも、適切な目標の設定と公平な評価は重要なポイントである。 

今回ヒアリングをした企業においては、企業全体の目標を組織・個人に目標展開してい

くことは重要であるが、組織としての目標の達成は、事業・業務に直接携わる個人の貢献

によるところが大きいため、目標の設定に際しても、また、達成度の評価に当たっても、

直属の上司との対話を重視していた。これらコミュニケーションを通して個人に気付きを

与え、人材育成につなげていくことが重要という考え方である。 

  

官の組織目標管理を行う上での留意点として考えられるのは、以下のとおり。 

① 官は、制度的枠組み・ルールを作る、もしくは政策・施策という企画を立案する役割が中心

であり、民間企業のように、すべて企画から実施（オペレーションを含む）に至るまで一貫

して自らが直接行うことができるわけではなく、自分の組織で完結できる政策・施策、事業

等における役割は限られている。従って、民間のように上から下まで一貫し、整合の取れた

目標管理体系を作って運用することをすべての組織・業務で行うことは難しいとも考えられ

る。 

② 官の目標はアウトカムの達成に重点が置かれており、アウトプット目標が中心の民間企業と

は、達成に至るまでの時間、プロセス、外部要因等が異なる。従って、官に民間企業と同様

の目標管理制度を導入することを検討する場合は、組織としての目標はあくまでもアウトカ

ムであるが、個人に展開する場合は、アウトプット中心の目標とすることが肝要である。 

③ 組織目標管理で、経営全体を見える化することにより、各部門の目標の位置付け、個人の目

標の位置付けを把握し、経営上の課題を抽出・共有化することができるため、制度的枠組み

として活用する意義・メリットは大きいと考えられる。 

④ 組織目標管理の運用については、官と民の間で大きな相違があるわけではなく、民間企業の

経験や創意工夫が十分に活用できる。 

⑤ 特に、目標管理制度と人事評価のリンケージは、目標達成のモチベーションを上げるために

重要な課題であり、官での導入に際しては検討することが必要である。 
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【事例概要】 

 
（1）製造業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。 

 

≪取組みの概要≫ 

■組織体制 

Ａ社の組織は、プロセス別組織（技術、生産、調達、販売／等）と全社機能であるコー

ポレート組織（企画、総務、人事、財務、広報／等）で構成されている。全社で数十の本

部、数百の部、室､課、及び、数百の連結子会社がある。 

 

■組織管理の考え方 

Ａ社では基本的な考え方として、①人間を尊重し、業務を行う人の善意・意欲・自律的

な判断を引き出す仕組み、②人と組織による業務執行プロセスの中に、内部統制の仕組み

を組み込み、管理者が管理・監督ができる仕組み、が必要と考えている。 

経営の品質を維持するための基本的考え方として、PDCA を回していくためには、性善説

でないと回らないという考え方を持っている。補助的に組織内の監査や外部の監査機関は

必要であるが、職員が善意のもとに、意欲を持って、自律的に、自ら判断をしてＰＤＣＡ

を回すことが基礎になり、その上にいる室長や部長が自発的に回していく仕組みが必要と

いうことである。 

 

■目標管理の体系 

Ａ社には 5 階層の目標がある。（１）基本理念（経営管理を支える考え方である企業理念、

普遍的な考え方）、（２）企業ビジョン（ありたい企業像）、（３）中長期経営計画、（４）方

針（全社、本部、部門、連結子会社の 1 年間の経営計画）、（５）従業員ひとりひとりの個

人方針である。 

（４）方針については、全社で一貫性のある中長期の経営方針を立て、その中長期の経

営方針を年度方針→部門方針→個人方針に落とし込み、どこまで達成すれば上位の目標が

達成できるかを明らかにし、経営トップから個人まで、一貫性のある方針管理を行ってい
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る。業務プロセスを支えるために、個人については、経営理念を共有し、人材育成、人材

管理に注力すること、組織については、機能別組織、経営制度の改革が重要である。また、

その他、業務プロセスを支えるために、品質改善活動が重要である。これは、OJT を活性

化させるために、全ての部において、グループレベルで１事例以上の取組みを行うもので、

人材育成と成果発表まで実施する取り組みである。 

方針の管理体系については、まず、当年度の具体的な行動計画、取り組み課題である会

社方針を定める。これは中期目標を達成するために、今年は何を実施するかを定めたもの

である。この会社方針を、本部、地域、各部まで、方針として展開する。年央と年度末段

階で進捗状況をフォローすることとしている。 

 

■目標管理の推進方法 

Ａ社では、組織が方針の推進主体となるが、実際に行動し、課題を解決していくのはひ

とりひとりの従業員であることから、全社における上位－下位、上司－部下の間で PDCA

管理のサイクルを回していくことが重要と考えている。方針を上位（中長期経営計画）か

ら下位（年度方針、部方針、個人方針）まで展開していくためには、人事制度（育成・評

価）と連動していないと、モチベーションが上がらない。上司は部下の方針が達成されな

いと、自分の方針が達成できない仕組みになっている。上司と部下の間の成果と貢献にか

かる双方向のコミュニケーションが重要ということである。 

方針管理の重要ポイントは、①重点を明確にすること、②トップ以下全員が参加するこ

と、③目標と方策を明確にすること、④実施と途中でのチェック・フォロー、⑤管理のサ

イクル（PDCA）である。結果を見定めることが重要であり、成果を上げ、企業体質強化に

繋げることが求められている。 

また、上位方針から下位方針への展開には、目的（上位方針）と手段（下位方針）の連

鎖が重要であり、上位方針達成のための「方策」と「目標」を具体化することが必要と考

えられている。また、結果だけでなく、結果にいたるプロセスをブレイク・ダウンするこ

とも重要と考えられている。 

Ａ社では、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（Total Quality 

Management）を活用している。TQM は業務プロセス改善の手法であり、現場に導入して、

その考え方を人材の能力アップに活かしている。 

 

■人材育成について 

Ａ社では、人材育成の基本は OJT と考え、現場での取り組みを通じて人材育成に務めて

きた。人材育成は「価値観の伝承」であり「ものの見方」を伝えることである。人材こそ

経営の要であり、企業の盛衰を決めるものと認識している。 
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【インタビュー】 
・ 行政機関への目標管理制度の導入については、以下のように考える。 
・ 行政機関の場合は、目標がない、または、定性的であるので、現場で具体的な目標が明確に

ならないことが問題である。方針を作るためには、上位目標を定め、その普及方策（実施方
策）を考え、コストを明らかにすることで、現場までの方針が策定できる。これを PDCA で
回していき、うまくいかなかったらやり方を変えることが必要である。現場の職員が、上位
方針を与えられたものという意識でまじめに実行するだけでなく、今後は、自ら「どうすれ
ばよいのか」を考えることが必要である。 

・ 当社では、方針管理を全社レベル、部局レベル、個人レベルでやっているが、国は、上位目
標を現場の目標に落とす際に、概念的なものしか提示できないのではないか。 

・ また、「見える化」というのは、目標・指標を考えてみることが一つのステップで、設定し
てみることがまた一つのステップである。 
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（2）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。 

 

≪取組みの概要≫ 

同社における組織目標は、全社中期計画に基づいてトップダウンで設定される。この中

期計画は、次の 3 年間を対象にしており、毎年、ローリング形式で作成・更新される。 

会計年度は、4-3 月で、年度当初（5-6 月）にトップダウンで計画策定に係る作業の開始

が指示される。企画部門より各部門に作業の指示が示されるのは 6-7 月で、以降、通常業務

に平行して計画策定にかかる検討と作業が事業部レベルで 11 月まで進められる。経営計画

の策定を通じて、経営陣と事業部がきちんと方針の握りあわせをする、というのが要点で

ある。海外にある子会社においても中期計画が策定されているが、1-12 月を基本としてい

る。なお、子会社と本社との計画は直接的には連動していない。 

 

中期計画に基づいて、各事業部門の目標がセットされる。設定された目標の水準に応じ

てボーナスの原資が各事業部に配分される仕組みになっており、最終的には部門における

個人別の評価により賞与に反映される仕組みになっている。 

個人レベルの目標管理については、「目標連鎖」を基本としており、達成した業績を基に、

本部―部－チーム―個人の各レベルに連鎖状に反映される。この個人レベルの目標管理は、

成果を示す『業績目標』と、取り組みのプロセスや姿勢を評価する『行動目標』により構

成される。管理職など上位ランクでは前者の評価基準が重視され、非管理職では後者の基

準が相対的に重視される。 

『行動目標』による評価は、OJT シートを活用して実施されており、職員の長所、短所等

に応じて 5-7 の課題が設定され、重要度等を勘案してウェイト付けされる。 

当部における認識であるが、この経営計画～組織目標～個人目標の連鎖によって、管理

職（組織の長）は、組織の課題、目標、そして職員の行動に至る全体を見通している。 

 

組織目標管理は、基本は上（経営陣）の意向、指示を基点としており、本社から遠い各

支店レベル等では、経営陣の動きが見えにくく、厳しい目標のみが与えられる、という印

象を持っている。なお、販売を担う各支店レベルの目標管理の手段として、毎月、支店長

会議が開催されている。 

 



 66 

なお同社には、目標管理制度とは別に、取り組みが優秀なチーム（プロジェクト単位）、

個人に対する表彰制度もあり、業績向上に向けてのインセンティブの一因となっている。

（追加報酬は一人一万円程度） 
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（3）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。 

 

≪取組みの概要≫ 

同社では、毎年ローリング方式で策定する中期計画ならびにそれを踏まえた年度経営計

画が目標管理の基本となっている。これを基に部門、個人の目標管理が行われている。全

体、部門、個人がきちんとつながっている。それ以外には特別のツールを整備していない。 
毎年、1 月頃には各部門でのレビューが実施され、それを基に次期計画の策定を進める。

3 月には経営企画で全体を統括し翌年度の経営計画を策定する。評価、計画には時間を要し

ている。 
 
■個人レベルの評価 

個人レベルの目標管理は、全てが数値に置き換えられないことを前提とした仕組みが構

築されている。個人が努力したとしても時々の影響を強く受ける場合がある。また個人レ

ベルの評価は、人材育成の面を重視している。当初の目標には直接関係しなくとも、積極

的な取り組みについては加点評価している。上司が貢献内容、度合を評価する。自主的な

取り組みは現場ほど熱心である。また、人が多く組織的な対応が常に求められる現場には、

ある程度類型化されたプリセット型の目標管理を入れているケースもある。 
 
■間接部門 

同社の間接部門ではかつては、計画策定はややもすると形式的であった。また、計画策

定自体が目標化し、その進捗管理や評価がおろそかになりがちな部分もあった。しかし、

計画策定一つをとっても内容、取組、成果などをブレイク・ダウンすれば評価は現実的に

可能となる。計画の過程で、効率化に目処が立ったのであれば、それは成果として認識さ

れるようになっている。この点については、行政機関の業務との類似性があるものとして

認識されており、計画策定そのものへの取組、貢献を評価する視点が重要であるとの見解

が示されている。 
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■組織横断的な取組み 

輸送会社のサービスは、シームレスであることが求められる。その実現のためには、部

門ごとの縦割り構造に横串を刺す機能が必要となる。CS はその代表例であり、ユーザーか

らの声を集約・分析しサービス向上を検討するための組織として「CS 推進会議」が設置さ

れている。もう一つはオペレーションである。一つの移動体を動かすのにも、多くの部門

が関与する。各部門の判断が全体として機能するよう、「オペレーション推進会議」を設置

している。これも横割組織である。その他、安全確保も横割での対応が必要となる。緊急

事態、大規模のイレギュラーに対応する部門横断の「クライシス・マネジメントセンター」

がその都度設置され、その長には各部門を束ね迅速な判断を下す権限が付与される。 
また同社グループ内にはオペレーション会社が 7 社あり、使用する移動体及びその運用

は基本的に別であるが、「同一ブランド」としての統一性を持たせ、また全体最適を図って

いくため、グループ会社が定期的に集まる仕組みを持っている。 
 
【インタビュー】 
・ 以前は計画策定については、ややもすると形式的であった。計画策定自体が目標ということ

になりがちであった。要は評価しないということである。しかし、計画策定一つをとっても
内容、取組、成果などをブレークダウンすれば評価は現実的に可能となる。計画の過程で、
効率化に目処が立ったのであれば、それは成果である。 

・ この点については、行政においても同様ではないか。計画策定そのものへの取組、貢献を評
価する視点が重要である。 
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（4）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。 

 

≪取組みの概要≫ 

 

■組織体制 

Ｇ社では、社長の下に東京本社（本社機能が集約されている）、支店（海外支店、その他

地方支店等）が位置付けられている。 
 
■目標管理の体系 

Ｇ社では、目標管理の体系は、最上位の「企業理念」→「基本方針」（3 年ごとに見直し）

→「基本年度施策」（毎年策定）→支店ごとの「運営方針」となっており、支店、グループ

会社は、「運営方針」をもとに PDCA を回している。 

目標管理の最も大きい単位は「支店」である。「支店」の下に「営業」、「管理部門」と「工

事事務所」がある。「工事事務所」ごとに、目標が付与されている。 

現在、経営企画部門は 5 年ごとに中計を策定し、3 年ごとにローリングして見直しを行って

いる。 

営業目標は、全社目標が支店に割り振られ、さらに、営業、工事事務所に目標が割り振

られる。工事事務所長が工事原価管理の権限を与えられている。また、管理部門では、営

業目標はないので、定量的な目標としては経費の目標が与えられ、一般管理費予算が割り

振られる。 

利益目標については、取締役会で決定した利益目標が支店長に与えられる。支店以下の

部門の目標の割り振りについては、支店長に権限委譲がされている。 

間接部門は、総本社管理支援部門として、事業部門に対する支援を行っている。人事部

門では、技術は人につくという観点から、いかに人材を育てるかを考え、教育制度を抜本

的に見直している。例えば、ナレッジ・マネジメントとして、IT を活用してノウハウを保

存し、誰でも使えるようにするなどである。 
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■目標管理の推進方法 

Ｇ社では、支店長は、少なくとも半期毎に上位経営層と目標値及びその達成状況の確認

を行っている。あまりに細かい目標を与えると経営の自由度が失われるため、営業利益や

経常利益などの大きな目標を与えることとしている。 

目標値達成のためのアプローチの方法はある程度支店長の裁量に任せている。原則とし

て個々に設定した目標を合計すると、外部に発表する目標数値と一致するようにしている。

現在の 5 年計画を策定する前は細かくミッションを規定していたが、そうすると創意工夫

をしなくなると考え、大きな会社としてのあるべき方向性を示して、各部門で考えてもら

うようにしている。個人の目標設定は自己申告させ、コミットメントをするようにしてい

るということである。 

Ｇ社では、社員にインセンティブを持たせるために、業績連動型給与を導入したが、う

まくいかず 1 年で止めている。その理由として、プロジェクトが長期間にわたること（情

報入手→提案→工事受注まで 10～20 年かかる）、また、プロジェクトにかかわった人に均

等に成果を割り振ることができないことなど、業績連動型給与の仕組みが建設という業態

には合わないと考えている。 

社員の評価は基本的には人事考課で行っており、7～8 年前に大きく評価方法を変えてい

る。以前は、社員は自分自身に対する評価は分からなかったが、現在は、給与額で自分の

評価が分かるようになっている。 

また、事業本部は、2 ヶ月ごとに方針を報告させている。数値目標がない部門では、経営

会議で発表させるなどの工夫をしている。 

 
【インタビュー】 
・ 全社レベルでの目標を各部門、個人に展開していくようにしているが、特に、現場でそれぞ

れの目標設定についてよく検討し、コミットメントをはかり、目標達成に向けた創意工夫を
してもらうことが、PDCA をまわしていく上で重要である。 
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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 
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 これを下図表の目標管理の連鎖に照らすと、左から右へのアプローチが先の「行政評価

発展型」や「トップと幹部の協約型」で、反対の右から左へのアプローチが「人事評価発

展型」となる。 
 

図表 方針展開・目標管理の連鎖とアプローチの方向性 
 
 

 

 

 

（出典）荒川、大塚、永柳、平野、左近、高崎（2008）を基に一部加筆 

 
 しかし、現状は行政評価発展型であっても、幹部の人事評価において業績評価として組

織目標化に関する事項が評価されるケース、またその逆もある。トップと幹部の協約型の

代表例である広島市では、協約ツールである「仕事宣言」と、行政評価システムが並存し

ており、両制度は別制度として相互関係は体系的に整理されていない。このように、いず

れのタイプも組織目標として民間企業のように体系的かつ一体的に運用されているもので

はない。 

これは、公的部門では、組織全体として達成すべき計画や目標体系が必ずしも明確では

ない、ということに起因する。全ての基礎自治体では、地方自治法に基づいて総合計画の

策定が義務付けられているが、実施する施策・事業や目標が全て示されているものではな

い。また、多くの場合、3-5 年程度で策定されており、また、同計画に基づいて策定される

年度計画等の多くは、投資的経費を中心とする重点化を主たる内容としており、民間企業

の経営計画のように、経営の根幹を成すような包括的な位置付けになっていない。また、

各課レベルでは、個別分野ごとの計画策定が法律により義務付けらけれていることが多い。

保健、福祉などの分野が代表例である。その他にも、上位政策の管理は企画課、中間の組

織目標は各課、そして個人目標については人事課がそれぞれ所管するなど、セクショナリ

ズムが背景にある場合も空きなくない。 

なお、次頁に整理しているように、近年、総合計画を軸とする経営マネジメントの実践

「行政評価発展型」や「トップと幹部の協約型」 

「人事評価発展型」 
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の実現を目指する動きもあるが、まだ発展途上の段階にある 14

 
。 

図表 総合計画から組織・個人への目標展開の導入事例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（出典）荒川、大塚、永柳、平野、左近、高崎（2008） 

 
 以下では、行政評価発展型の発展事例として三重県、人事評価発展型からの発展事例と

して岐阜県多治見市を取り上げる。 

                                                   
14 荒川、大塚、永柳、平野、左近、高崎（2008）「自治体経営におけるトータル･マネジメントの確立と人事マネジメ

ントの在り方」『季刊政策・経営研究 2008 Vol.4』参照。http://www.murc.jp/report/quarterly/200804/74.html 

http://www.murc.jp/report/quarterly/200804/74.html�
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【事例概要】 

（1）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。 

 

≪背景・経緯≫ 

 三重県では、平成７年度以降、北川前知事時代より、行政経営体系を整備するために、

行政評価システムや行政経営品質の向上活動、ISO14001 の導入など、様々なツールを活用

した行政改革を進めてきた。北川前知事が 2 期務めた後、平成 15 年に現知事である野呂知

事の基で、全体最適化を目指した県政の発展を進め、各改革ツールの関係、位置付けを整

理し、現在の「みえ行政経営体系」が構築された 15

 

。 

図表 みえ行政経営体系における PDS サイクルの主要な仕組み 

 
（出典）三重県(2004)「「みえ行政経営体系」による県政運営」 

                                                   
15 詳細は次を参照。http://www.pref.mie.jp/SHIAWASE/HP/keika/total/index.htm 

http://www.pref.mie.jp/SHIAWASE/HP/keika/total/index.htm�
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【インタビュー】 
・ これは、これまで様々なシステムや仕組みを導入してきたが、各システムの位置付けが分か

りにくいという課題があったことから、システムの位置付けをそれぞれ明らかにし、トータ
ルマネジメントシステムとして全体最適化を図ることとした。 

 

図表 みえ行政経営体系の内容 

■戦略策定（ＰＬＡＮ）： 県民しあわせプラン・戦略計画・県政運営方針 

「県民しあわせプラン｣は、おおむね 10 年先を見すえた県の方向を示した総合計画です。これ
を的確に実行するための中期（４年）の計画が、「県民しあわせプラン・第二次戦略計画」であ
り、さらに、単年度の県政運営の指針を示したものが、「県政運営方針」です。県政運営方針は、
第二次戦略計画を踏まえ、毎年度の県政運営をどのようにしていくのか、考え方を取りまとめた
ものであり、職員一人ひとりの業務遂行に際して拠り所となる 
ものです。 
 

■戦略展開（ＤＯ）の主要な仕組み： 率先実行取組 

率先実行取組は、職員が年度の始めに、上司や部下との対話を行ったうえで、自分たちの目指す
姿を明確にし、「今年度１年間で自分が何に取り組むのか」を、目標数値を付して宣言する、い
わば「職員の１年間の実行計画」です。現在のところ、管理職は必ず作成し、一般職員の作成は
任意となっています。この仕組みは、２つの重要な役割をあわせ持っています。一つは「戦略の
展開」、つまり、知事の示されるビジョンや戦略と常に一貫性を保って、職員全員が行動できる
ようにするという役割です。もう一つは「内発的改善の促進」、つまり、自分たちの目指す姿を
明らかにし、その実現に必要な改善活動を盛り込むというプロセスを通じて、職員が主体的に経
営品質向上活動に取り組むことを促すという役割です。 
 

■評価（ＳＥＥ）の主要な仕組み： みえ政策評価システム 

「みえ政策評価システム」は、県が取り組んだ施策や事業の成果、課題などを分析し、次の展開
につなげるための行政評価の仕組みです。施策、基本事業および重点的な取組の責任者が、取り
組んだ施策や事業などについて、多角的な視点から「どのような成果があったのか」「残った課
題は何か」などを分析し、評価表として公表することで、県民との情報共有をはかりながら、行
政の説明責任を果たします。また、評価を行う過程での関係者間の対話や協議、公表後の県民や
議会などからいただいたご意見を今後の県政運営に反映することにより、政策や行政活動の質の
向上に寄与します。 

（出典）三重県（2008）「「みえ行政経営体系による県政運営」のあらまし」 

 

 このように「みえ行政経営体系」では、「PLAN」として、県民しあわせプラン（総合計

画）、戦略計画（2 次実施計画：4 年ごと）、県政運営方針（短期計画）を、また、「DO」と

して率先実行取組を定め、「SEE」として、みえ政策評価システムを位置付けている。これ

らに県政のマネジメント全体に係るものとして、経営品質向上活動、環境マネジメントシ

ステム（ISO14001）、危機管理の 3 つの仕組みを取り込む形になっている。 

 三重県における組織実目標管理の仕組みは、実質的にはこれらマネジメント・ツールの

うち、「SEE」の『みえ政策評価システム』の発展過程において導入されてものである。 
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≪取組内容≫ 

 三重県における改革の基点になったのは、平成 8 年度に導入された事務事業評価システ

ムである。この事務事業評価システムは、その後、県の総合計画の体系と整合化される形

でバージョンアップされ、現在は、「政策」-「施策」-「基本事業」-「事務事業」という構

造になっている。この政策体系の構築過程において、体系と所管、組織との関係の見直し

が併せて進められ、「施策」の責任者は、副部長または総括室長、「基本事業」の責任者は

室長という形で整理されている。 

 
【インタビュー】 
・ 組織マネジメントの核となるのは、「室」または「所」で、「室」は 20～30 名程度、「所」は、

土木事務所のようなところもあるため、多いところでは 100 名程度の所もある。「室」及び
「所」の長は、50 歳前後で、組織運営上、必要な権限が付与されている。なお、施策によ
っては、複数の部局にまたがるようなものもあるが、組織再編などの機会には、施策と組織
がなるべく一致するよう見直しを進めている。これまでに全庁アセスメントとして、平成 11、
13、16、18 年度に見直している。 

 

 このように政策体系と組織、長の権限を整合させることで、マネジメントを進める仕組

みは、平成 14 年度にスタートした「三重のくにづくり宣言」第二次実施計画実施のタイミ

ングにおいて、従来の「管理」型システムから、「経営」型システムに転換することを目的

に、新総合計画の政策事業体系を構成する「施策」「基本事業」「事務事業」の構造に対応

して、組織を三階層（部長、総括マネージャー、マネージャー）にし、課を廃止し、チー

ム制、マネージャー制、プロジェクト組織を導入したことに遡る（呼称は現在異なる）。 

 

図表 三重県の組織フラット化と権限の明確化イメージ① 

 

（出典）三重県 
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図表 三重県の組織フラット化と権限の明確化イメージ② 

 
（出典）三重県 

 

 

 なお、このように、三重県では、施策体系と組織、権限を併せることで組織目標管理を

機能させているが、現状、施策や事業の評価を行うみえ政策評価システムと人事評価とは

厳密にはリンクしていない。 

 
【インタビュー】 
・ 人事評価と行政評価はリンクしていない。人事評価は、率先実行取組とリンクしている。も

ともと、率先実行取組の目的は、施策とも一定程度連動しているので、間接的には連動して
いる。 

 

 また、現状、施策レベルを対象に経常経費については枠配分予算の形式が採用されてお

り、権限上は施策レベルの予算の一部調整は、「施策」の責任者に委ねられているが、ヒア

リングによれば、責任者の考え方で、構成する「基本事業」「事務事業」の予算が調整され

るようなことは、ほとんど無い、とのことである。 
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（2）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。 

 

≪背景・経緯≫ 

多治見市においては、職員の育成を図り、職員の意欲の向上を図るため、平成 9 年度に

「多治見市職員勤務評定要綱」が施行され、勤務評定制度を通じた人材育成、職場の活性

化、職員のやる気の向上に取り組んでいた。続いて、平成 11 年 4 月には、第 3 次多治見市

行政改革大綱において、現在の勤務評定制度をよりよい制度とするために、目標による管

理の要素を人事評価に導入する方向性が示され、これに伴い平成 12 年 10 月に多治見市人

材育成基本方針が策定され、同方針に沿って平成 13 年度から現在の目標による管理制度と

リンクした勤務評定制度が導入されている。 

 

≪取組内容≫ 

同市における目標管理による勤務評定制度の目的は、「目標の達成とマネジメント体質の

強化」「能力開発（OJT による目標達成を通じての人材育成、管理監督者の指導育成力の向

上）」「公正な人事の確保（意欲の高揚、適正配置）」である。この勤務評定制度は、組織目

標と個人目標をリンクすることで、組織評価と人事評価のリンケージを図ることを基本に、

「実績を重視した評定」「評定結果を得点化」「処遇へ反映」「チャレンジ精神を評価する加

点主義」「面接重視のマネジメント」「勤務評定の公開」を特徴としている。 

 

目標管理による勤務評定制度は、3 月に企画課において施策課題一覧が策定され、4 月に、

施策マトリクス（総合計画、行政改革、市長指示事項、ISO 環境管理システム等）と組織の

基本使命等を基に、所属長により部・組織の目標が立案される。続いて、5 月に部長クラス

全員、三役、人事課長、企画係長での会議が開催され、目標の妥当性、難易度が検討され、

他の部署との間で横の調整を経て、組織目標兼管理職個人目標が確定する。これに従い、

個人目標が設定され、9 月に中間評価、そして 2 月に期末の評価が行われる。この評価は、

一次評定は課長が行い、二次評価は部長が行う（部内で均衡をとるよう調整）が、評価の

軸は、人材育成の観点から実施されている。 
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図表 多治見市の組織目標管理のフロー 

 

 

（出典）多治見市 
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図表 多治見市組織目標兼管理職個人目標管理シート（平成 19 年度総務課） 

 
（出典）多治見市 
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組織目標（兼管理職個人目標）は、各課とも 5 つの目標を設定し、重要度をもとに難易

度が付けられる。難易度は 4 段階（N1～N4：N1 が最も難易度が高い）でランク付けをして

おり、部署間で N1、N2 のレベルを比較・調整している。新規事業へ取り組む目標などは、

通常、難易度が高い N1 となる。 

 

設定された部課の組織目標は個人の目標にまでブレイク・ダウンされるようになってい

る。個人レベルでは、原則として 4 つの目標化が設定され、目標 1 から目標 3 までは、政

策的課題または業務改善についての目標が、目標 4 には通常の担当業務についての目標が

設定され、それぞれの目標には難易度・ウェイトが設定される。また、各目標には、期日、

指標、業務内容を記すことが求められており、うち業務内容には、目標達成のためにどの

ように取り組むかを具体的に記載し、評価時において、実績として何を行ったのかを対比

できるよう工夫されている。さらに、本来業務と関係しない独自の目標（例えば、自主研

究グループ活動などの自己研鑽、施策の紹介・普及活動、職員提案活動等）を 4 つの目標

以外に任意に追加設定できるようにしている。なお、独自目標については、ウェイト付け

を行わず、実績評定の点数に別枠で加点（最大 3 点）する形になっている。（従って、個人

の評価は 103 点満点） 

 

組織目標達成に向けた業務の実施に際して、年度当初に 5 人程度を単位にしたグループ

が編成され、グループ長が任命されるとともに、グループに対して担当する業務が割り当

てられる。グループ長は、課長補佐か係長級で、その業務を行うのにふさわしい人が任命

される。以前は辞令であったが、現在はこれを廃止し、途中で見直しができるようになっ

ている。グループ長の役割は、業務の進捗管理、先決権、課長と課員の調整などである。 

 

評価時には、達成度について 5 段階（T1：期待を上回る、T2：期待をやや上回る、T3：

期待通り、T4：期待をやや下回る、T5：期待を下回る）で格付けされるようになっている。

実績評価に当たっては、以下の「実績評定マトリクス」でポイントを決定し、得点が算出

される。なお、この達成度については、本人、一次評定者、二次評定者ができるだけ一致

するように面談を通じて調整が進められる。 

 

図表 多治見市の実績評定マトリクス 
 T1 T2 T3 T4 T5 

N1 100 90 80 70 50 
N2 90 80 70 60 40 
N3 80 70 60 50 30 
N4 70 60 50 40 20 

（資料）「平成 20 年度 目標管理による勤務評定制度マニュアル」（多治見市企画部人事課） 
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図表 多治見市の実績評定の得点算出例 

項 目 難易度 達成度 評定点 ウェイト 得点 

目標 1 N3 T2 70 30% 21 
目標 2 N2 T4 60 20% 12 
目標 3 N3 T3 60 25% 15 
目標 4 N4 T3 50 25% 13 

     計 61 
（資料）「平成 20 年度 目標管理による勤務評定制度マニュアル」（多治見市企画部人事課） 

 

評価結果は、給与、昇給・昇格など人事評価等において幅広く活用される仕組みになっ

ている。評価結果の給与・賞与への反映では、平成 14 年 6 月の勤勉手当から評価に基づく

反映が行なわれており、対象は上位／下位、それぞれ 10%が増減の対象になっている。処

遇面では、以下のように特に評定が低い場合には、「要指導職員」とし、本人に通知後、改

善されない時は降任させ仕組みになっており、実際に適用実績もある。 

 

図表 多治見市職員目標管理による勤務評定規程（一部抜粋） 

（勤務評定の活用） 

第８条 勤務評定の結果、勤務実績の良好な職員については、これを優遇又は活用して職員の士気を高

めるように努め、勤務実績の不良な職員については職務上の指導、研修の実施又は職務の一部変更

等を行い、若しくは配置替えをするなど適正な措置を講じるものとする。 

（出典）多治見市 

 

なお、人事評価のもう一方の側面である「能力・態度評定」は、目標を達成するために、

裏でどのような能力が発揮されたか、勤務態度が見られたか、について 8 項目（政策形成、

管理・統率、経営観念、指導・育成、決断力、折衝・調整、知識・技能、責任感）で評価

される仕組みになっている。 

 
【インタビュー】 
・ 平成 13 年 4 月に目標管理制度を導入し、研修を行うなど 2 年間の試行期間を経て、本格導

入した。当初、抵抗はあったが、なじみやすい制度や正確な評価になるように努めた結果、
徐々に組織に浸透した。評価結果は、報酬や勤勉手当、昇給に反映し、頑張った人が報われ
るようにした。 

・ 当初、試行段階では、個人の目標を積み上げて組織目標を作っており、コンサルタントを入
れて研修で組織目標を作っていたが、その後、考え方が変わった。従来はかっちりした実行
計画がなかったが、現在は実行計画を立てて取り組んでいる。 

・ 以前と比較して、時間外の飲み会が少なくなってきたこと、PC と向き合う仕事が多くなり、
コミュニケーションが減ってきている。そのようなコミュニケーション不足を解消するた
め、目標設定時及び 9 月、2 月に面談をするようにしている。 
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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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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。 
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○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

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。 
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○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、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。 

 具体的には、以下のように総括できよう。 

経営トップが参画すること： 「事実」であっても「演出」であっても構わないので、

経営トップが取り組みを重視している姿勢そのものを徹底的に可視化すること。 

現場の『自主性』に任せること： 裁量性が創造性を高めることを活用すること。 

現場の『危機感』を醸成すること： 経営危機などの制約条件の中で創造性が高まるこ

とを活用すること。 

現場を徹底的に『褒める』こと： 経営トップが出席した年複数回の成果発表会、優秀

なチームの表彰・報奨金、審査結果の共有（イントラ、社内報）などを行うこと。QC サー

クルの運動論的なアプローチの例も、多く見られている。 

きれいごとではない『本音』で検討すること： 抜本的な改革はきれいごとでは実施不

可能なのであり、本音を言える仕組みが構築されていること。 

 

○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。 
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○外部専門家の活用 

 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。 
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（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。 
 



 89 

 
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
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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。 
 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。 
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