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第Ⅰ章

はじめに

１．調査研究の背景・目的

我が国においては、
「定員合理化計画」や「減量・効率化方針」、「行政効率化推進計画」
等の計画や方針を策定し、それに基づく行政組織等の減量・効率化の取組により、国の行
政機関等の定員の純減を着実に実施してきたところである。このような取組には、行政の
IT 化、内部管理業務や現業、技能労務等のアウトソーシング、地方出先機関の出張所等の
統廃合等、既存の事務事業を前提にした効率化努力が大きく寄与したものとなっている。
このような既往の取組に加え、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。
この点、多くの民間企業においては、業務効率や生産性向上に向け、業務の流れや仕組
みを全面的に再構築するいわゆる業務改革（BPR）の手法を導入しており、本調査では、こ
のような業務改革（BPR）について調査を行い、それらの考え方、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した。
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２．調査研究の実施方法

本調査研究は、BPR 及び類似・関連する取組み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。

区分
民間企業

地方公共団体

図表 1 ヒアリング調査の対象
企業、団体名
製造業 A 社
金融業 B 社
製造業 C 社
サービス業 D 社
製造業 E 社
佐賀県佐賀市
岩手県
静岡県
千葉県松戸市
岩手県滝沢村

注）区分内の順序はヒアリング調査の実施順

2

第II章

BPRの考え方と取組事例

１．BPRの概要
（1）ビジネス・プロセス・リエンジニアリング（BPR）とは
ビジネス・プロセス・リエンジニアリング（以下、
「BPR」と言う）は、企業改革の代表
的概念・手法の 1 つである。BPRが大々的に取り上げられ、多くの企業で導入が図られる
ことになった発端は、1993 年に刊行されたマイケル･ハマー＆ジェイムズ･チャンピーによ
る「リエンジニアリング革命」1である2。以下では、まず、同書によるBPRの基本概念及び
典型事例について示す。
同書によると、リエンジニアリングの定義は、
「コスト、品質、サービス、スピードのよ
うな、重大で現代的なパフォーマンス基準を劇的に改善するために、ビジネス･プロセスを
根本的に考え直し、抜本的にそれをデザインし直すこと」である。また、この定義には、
「根
本的」
、
「抜本的」
、
「劇的」
、
「プロセス」という 4 つのキーワードを含むとしている。以下
は各キーワードの説明を抜粋したものである。



根本的：いったいなぜ現在それを行っているのか、そしてなぜそれを今の方法で
行っているのか、といった根本的な質問をすること。



抜本的：表面的な変革を行ったり、既存のものに手を加えたりすることではなく、
古いものを捨ててしまうこと。



劇的：業績において小さな改善や漸進的な改善を行うことではなく、大飛躍を達
成すること。



プロセス：ビジネス・プロセスを、1 つ以上のことをインプットして、顧客に対し
て価値のあるアウトプットを生み出す行動の集合と定義する。

同書では、アダム･スミスの「諸国民の富」以来追及されてきた業務の細分化・専門化に
よってプロセスが複雑化し、不便や非効率・コストをもたらしていることを指摘し、これ
とは逆にビジネス・プロセスの単純化が必要であると述べている。具体的に、リエンジニ
アリング後のビジネス･プロセスには、次の①～⑨の特徴が見られるとしている。
1

2

邦書は野中郁次郎監訳「リエンジニアリング革命―企業を根本から変える業務革新」。なお、リエンジニアリングの
概念が最初に提唱されたのは、M・ハマー（1990）Reengineering Work: Don't Automate, Obliterate だと言
われている。
平野雅章（1994）「BPR の挑戦」『組織科学 第 28 巻第 1 号』では、当時出版された多数のリエンジニアリングに
関する解説書の大半が「リエンジニアリング革命」を出発点としていること、また、米国の著名経済誌であるフォー
チュン誌やエコノミスト誌がもっぱら同書を取り上げていることから、同書を BPR の基準概念としている。梅沢豊
（1994）「リエンジニアリングの本質の組織論敵考察」『組織科学 第 28 巻第 1 号』では、同書が「米国でも、日本
でも、非常に大きな反響を呼んでいる」としている。また、同書の三枝匡による解説では、同書が「空前のベストセ
ラーとなって米国にリエンジニアリングの熱狂を引き起こした。それは 30 年以上にわたって凋落を続け苦吟してき
た米国人が、ようやく長いトンネルから抜け出したことを示す象徴的な出来事であった」と位置づけている。
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①以前にはそれぞれ別々に分かれていた仕事や業務が統合され、1 つにまとめられること
②従業員による意思決定
③ラインによる人為的な仕事の流れではなく、何の次に何が行われるべきか、という観
点からの必然的で自然な仕事の流れ
④標準化をやめ、異なる市場、状況、インプットに合わせた複数のパターンのプロセス
⑤仕事が組織の壁を越えて行われること
⑥チェック回数を減らし、経済的に意味があるときのみ管理を行うこと
⑦プロセスに必要な外部との取引の接点の数を減らすこと
⑧依然として複雑なプロセスと顧客との緩衝材としての「ケース･マネジャー」の存在
⑨仕事の分権化と集権化の組み合わせ
また、同書では、BPR の典型事例（成功事例）として、IBM クレジット、フォード、コ
ダックの 3 社における改革を示している。以下はその概要である。

企業名
・
・
IBM クレジット
・

・

フォード

・

・

コダック

・

図表 2 BPR の典型事例
改革の概要
同社は、IBM によるコンピューター、ソフトウエア、サービスの販売
に伴う融資を行う会社である。
初期には、現場の営業マンからの融資の要請から審査の完了までのス
テップに複数の部門・人員が関与し、平均 6 日必要であったため、こ
の間に顧客を失うことがあった。
これに対し、同社では、信用調査係やプライシング担当者などのスペ
シャリストをゼネラリストに代え、案件処理を助ける洗練されたコン
ピューター・システムを導入し、全作業を案件担当者と呼ばれる人が 1
人で処理することによって、審査にかかる時間を4 時間に短縮した。
同社では、間接費と管理コストの削減のため、支払部門の人員削減を
検討していた。北アメリカの支払部門には500 人以上の人員がおり、
注文から受け取り、支払に至るまでの複数の書類と確認プロセスが存
在していた。
同社は、結果的に支払いではなく調達のプロセスをリエンジニアリン
グした。具体的には、購買部門が注文をオンライン･データベースに入
力し、商品が到着すると受取窓口がデータベースを確認し、注文と一
致しているとコンピューターで自動的に小切手が発行される仕組みで
ある。これにより、支払いに携わる従業員を125 人にまで削減するこ
とができた。
最大のライバルである富士写真フイルムが使い捨てカメラを発表した
とき、同社はこれに対抗する製品の開発さえ行っていなかった。それ
までの製品開発プロセスでは、対抗できる商品を製造するのに70 週間
かかるはずであった。
同社では、CAD／CAM（コンピュータによる設計／製造システム）に
よって設計者の生産性を向上し、製品設計を統合するデータベースの
導入によって技師間の情報共有とチェックを可能にすることによって
製品開発プロセスを改革した。使い捨てカメラについては、半分の 38
週で製造まで行い、さらに、工作機械と製造のコストを25％削減した。

資料） M・ハマー＆J・チャンピー（1993）「リエンジニアリング革命―企業を根本から変える業務革新」
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なお、上記の 3 社による事例でも示されているように。BPR において重要なのが「情報
技術」である。同書では、BPR において情報技術が際立って重要な役割を担うとしており、
既存のプロセスをオートメーション化することとは異なるとしている。
これまでに見てきたように、BPRは、それまで社内の組織や個々の業務に焦点が当てら
れがちであった企業の改革において、「顧客の立場を組織の横断的なプロセス単位で捉え、
情報技術を活用することによって業務のやり方を根本的に再構築する」 3という新しい視点
をもたらすものであった。
他方、BPRの源流は日本企業による活動にあるとする説もある4。梅沢豊（1994）
「リエ
ンジニアリングの本質の組織論的考察」
『組織科学 第 28 巻第 1 号』によると、「リエンジ
ニアリング革命」は、
「本質的には、日本の“エクセレント・カンパニー”で創始され、米国
の一部企業にも導入されて効果をあげた、情報技術活用、顧客志向、プロセスベースの仕
事の進め方やその背後にある経営理念を体系化し、米国企業再生への指針として提示した
経営書」であるとしている。また、野中郁次郎（1994）
「リエンジニアリングを超えて」
『組
織科学 第 28 巻第 1 号』では、
「そもそもリエンジニアリングとは、日本型経営を分析して
その経営慣行を形式化し、その一部を情報技術の活用によってシステム化したものといっ
てよい」としている。
確かに、
「トヨタ生産方式」に代表されるような、日本企業の優れた仕組みの中には BPR
につながる要素が含まれている。野中郁次郎（1994）「リエンジニアリングを超えて」
『組
織科学 第 28 巻第 1 号』は、日本的経営が元来プロセス志向であること、複数の業務の同
時処理に情報技術を活用して行うといったことは日本のほとんどの企業で行っていること
を指摘している。また、上記のフォードの改革は、同社がマツダの株式を取得し、そこで
きわめて少人数で支払い業務を処理していることを目の当たりにしたことが契機となって
いると記されている。このような意味では、BPR は日本企業にとっても全く新しい概念で
はなかったと言える。
ただし、BPR が日本企業の強さの研究の結果として生み出されたものであったとしても、
「リエンジニアリング革命」はそれを発展・再構築したものであったがゆえに、両者には
相違点も見られる。これによって、日本企業が 1990 年代以降に新しい改革概念としてこぞ
って追及することとなったと考えられる。

3
4

野中郁次郎（1994）「リエンジニアリングを超えて」『組織科学 第 28 巻第 1 号』
「リエンジニアリング革命」では、「リエンジニアリングは日本から輸入された考え方ではない」と主張している。
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（2）日本におけるBPR
BPR が提唱された時期は、日本企業がバブル崩壊後の苦境に立たされており、大規模な
リストラクチャリングが行われ、変革を迫られていた頃であった。そのため、BPR は日本
企業からも危機を脱するための処方箋として期待をもって受け入れられた感がある。
BPR は日本的経営を取り入れて発展してきたものであることは既に述べたが、両者の相
違点により、日本企業が BPR を行う場合の課題もいくつか指摘されている。例えば、野中
郁次郎（1994）
「リエンジニアリングを超えて」
『組織科学 第 28 巻第 1 号』では、両者の
特徴を以下のように示している。
図表 3 日本的経営と BPR の特徴
目標の提示・方法

日本的経営

BPR

目標を多義的にあいまいな形

目標は明確に定義され、方法が明

で提示し、方向は示すが方法

示的に示される

は問わない
組織運営

中間管理職を基点としたミド

トップが意思決定を下すトップ・

ル･アップ･ダウンである

ダウン型

何が問題であるかを繰り返し

明確な前提からブレーク･ダウン

考える問題定義型

していく問題解決型

現場の経験や顧客との対面コ

マーケット･リサーチやベンチマ

ミュニケーションを重視

ークなどの分析的手法を重視

人材に対する考え方

多数平等

少数精鋭

プロセスの特徴

プロセスには重複が多く、同

冗長性を省いた最短のプロセス志

時並行で漸進的

向であり、変化はドラスティック

人海戦術を活用

情報システムを活用

問題の定義
重視する側面

実施方法

資料）野中郁次郎（1994）「リエンジニアリングを超えて」『組織科学 第 28 巻第 1 号』に基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルテ
ィング作成。

また、平野雅章（1994）
「BPR の挑戦」『組織科学 第 28 巻第 1 号』では、日本企業が
BPR を実施する際の課題として、以下の 4 つを挙げている。


戦略（事業分野／機能分野の絞り込み）が定まっていない企業が多い



IT 基盤が貧弱



余剰人員の処遇法が見えない



評価指向がない

このように、日本企業が BPR を実施するに当たっては、それが大規模な改革であるがゆ
えに、十分な検討・計画が必要であることは当初から指摘されてきた。本報告書で後述す
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る BPR や関連する取組み事例が、それぞれの企業の状況に応じて多様であることも、この
ことを反映するものである。
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（3）BPR実施の一般的ステップ
BPR は一般的に次のようなステップで実施される。特に、検討段階の目的・目標の設定
（①）
、分析段階の分析・課題の把握（③）、設計段階の戦略・方針の策定、実施方法の検
討（④）が重要である。
図表 4 BPR のステップ

資料）三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成。

なお、BPR の分析段階において使用される ABC、プロセスマッピング、ベンチマーキン
グ、BSC といったツールは、BPR に限らず、企業において多用されるものである。
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（4）BPRの関係概念
これまでに述べたように、BPR は組織全体に関わる大規模な改革である。民間企業が目
指したこのような「典型的な」BPR を行政機関で実施するのは、法律も含めた各種制約に
より困難である可能性もある。そのため、行政機関においては、BPR を業務改革全般とし
て広くとらえ、関係概念・手法も含めてそのエッセンスを抽出し、適用可能性を検討する
のがひとつのアプローチとして考えられる。
民間企業においても、BPR は継続的な改革の一環として行なわれており、他の多様な手
段との組み合わせにより実施されている場合が多い。次の 2 つの図表は、BPR の関係概念・
手法及び実施事例を示している。
図表 5 BPR 及び関係概念・手法（仮説）
発展・
再構築

社外も含めた
プロセス改革

日

SCM

BPR

本
的

分析ツール

経
営
手

・ ABC

・ アウトソーシング／BPO

・ プ ロセス マ ッ

・ シェアード・サービス

ピング

法

実現のための手法

・ ナレッジ・マネジメント

・ ベ ンチマ ー キ

・ シックス・シグマ

ング

・ 見える化

・ BSC

・ BSC／等

資料）三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティングがインターネット・文献検索により、BPR との関係に触れられているものを抽出・整理
した。
注） ソフトウエア等の IT 手法は含まない。

図表 6 関係概念・手法の概要及び事例
名称

概要

事例

（省略）

・ キヤノン
・ パナソニック

BPR

・ 富士通
・ ファンケル
・ 東京海上日動火災保険
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名称

概要

事例
・ エプソン
・ ロイヤルホテル、等

・ 企業活動の一部または全部を外部に ・ ソニー
委託すること。特に、社内の特定の ・ 日興コーディアルグルー
業務プロセスを切り離して委託する
アウトソーシン

場合をビジネス･プロセス・アウトソ

グ／BPO

ーシング（BPO）という場合もある。

プ、等

・ BPR の過程で特定のビジネス･プロ
セスの効率化のために検討されるこ
とがある。
・ 社内やグループ企業内で共通する業 ・ 富士フイルムホールディ
務を集約し、それらを扱う専門の部

ングス

門あるいは子会社を立ち上げるなど ・ イオン
してコスト削減やサービス向上を図 ・ ヤマト運輸
シェアード・サー
ビス

る仕組み。

・ 鹿島建設

・ アウトソーシングと同様、BPR の過 ・ 新日本石油
程で特定のビジネス･プロセスの効

・ サッポロビール

率化のために検討されることがあ ・ 帝人
る。

・ 三菱商事
・ 旭硝子、等

・ 業務の「可視化」とその「共有」を ・ JT 日本たばこ産業
活用して業務改善を行うこと。具体 ・ 三菱東京 UFJ 銀行
的な取組みは組織によって異なる。
見える化

・ 全日本空輸

・ BPR の実施過程で、ビジネス･プロ ・ 関西電力
セスの可視化が行われることがあ ・ 伊勢丹
・ 大林組

る。

・ 三井住友火災保険
・ 東京電力、等
・ 社員個人がバラバラに持つ知識・経 ・ 富士ゼロックス
ナレッジ・マネジ
メント

験やノウハウを社内全体で共有し、 ・ 資生堂
創造的なアイディアを生み出すため ・ 損保ジャパン、等
の仕組み5。
・ 初期の BPR において対象の外に置

5

林昇一・高橋宏幸他（2003）「経営戦略ハンドブック」
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名称

概要

事例

かれがちだった非定型業務の生産性
に焦点が当てられるようになったこ
とや、企業価値の源泉としての知
識・経験が重視されるようになった
ことによって注目を集めるようにな
った。
・統計学の手法を応用して、不良品率 ・ シマノ
の低下や顧客満足度の向上を図る取 ・ 東芝
組み。元々は製造部門を念頭にした ・ ソニー
手法であったが、営業部門・企画間 ・ 万有製薬、等
シックスシグマ

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。
・ R.S.キャプランと D.P.ノートンによ ・ 麒麟麦酒
って提唱された業績評価指標の体 ・ ミツカングループ本社、等
系。
・ 財務、顧客、社内ビジネス･プロセス、
従業員の学習と成長という 4 つの視

BSC

点を持ち、財務以下の尺度及び内容
は、因果の連鎖によって最終的には、
財務目的に結晶することになってい
る。BSC では、業績評価指標を企業
の戦略とビジョンに結びつけること
が重要と強調される。
・ 調達・生産・販売・物流からなる業 ・ イオン
務の流れ（サプライチェーン）を市 ・ 7&i ホールディングス
場の変化にすばやく最適化させて、 ・ オンワード

サプライ・チェー

企業収益やキャッシュフローを高め ・ 三井住友建設、等

ン・マネジメント

ようとする経営手法のこと。

（SCM）

・ BPR が社内のビジネス･プロセスの
最適化を図るものであるのに対し、
SCM は社外も含めた最適化を図る
ものである。
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資料）手法の概要は、林昇一・高橋宏幸他（2003）「経営戦略ハンドブック」、三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング（2009）「民間
企業等における経常的な効率化方策等（業務の分析・『見える化』及び組織目標管理）の国の行政組織への導入に関す
る調査研究報告書」等に基づき記述。事例は各社公表資料及びインターネット・文献検索により収集。
注） 「見える化」の事例のうち斜体で示してあるものは昨年度調査でインタビューを実施した企業。
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２．BPRの取組事例
本章では、官民における事例分析を基に、BPR の考え方を整理する。
図表 7 対象事例一覧
区分
企業、団体名
製造業 A 社
金融業 B 社
民間企業
製造業 C 社
サービス業 D 社
製造業 E 社
佐賀市
岩手県
地方公共団体
静岡県
松戸市
滝沢村
注）金融業 B 社については、同社の要請により、対象企業の事例としては掲載していない。

以下、まず、ヒアリング調査を実施した企業・団体の取組みの特徴を一覧として整理し、
次に、個別事例の詳細について示す。
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図表 8 対象事例の特徴
企業・団体名
製造業 A 社

改革の背景
・ バブル崩壊
後の不況
・ 課題分析の
結果、以下が
課題との認
識。
①ボトムアッ
プの改善だ
けにより業
績を伸ばす
ことの限界
②間接業務の
生産性向上

取組み概要（対象業務、実施期間、実施
方法、推進体制）
「シックスシグマ」の導入による全社的
改革の取組み
○対象業務
・ 全業務
○対象期間
・ 開始から 10 年以上経過現在も継続
中。
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○実施方法
・ 社長をはじめとするトップが手法
の勉強をするところから開始。
・ 開始から 10 年以上経ってまだ継続
的な取組みを行っている。
・ 方法論としてシックスシグマを導
入 。 最 初 は DMAIC （ Define,
Measure,
Analyze,
Improve,
Control）を導入し、引き続き、商
品開発などをシックスシグマクオ
リティで実施する手法を米国大学
と共同で開発。
・ 事業部門よりも間接部門（研究開発
部門）が先に導入。
・ 課題ごとにプロジェクトを立ち上
げ、DMAIC あるいは A 社開発の手
法の考え方の下に進める。
・ 一時期進めていた分権化は、現在は
逆方向。求心力を高める目的。
○推進体制
・ 社内の様々な事業部門から人材を
集めて経営改革推進本部を設立。

改革の成果／困難であった
点
○改革の費用
・ 経営改革担当者（全社員の
5%）×人件費程度
○改革の成果
・ 金銭的に直接影響のある
ハード・セービングと、直
接的には影響のないソフ
ト・セービングそれぞれで
評価。
・ ハード・セービングとして
は、年間数千億円の効果を
得ている。ソフト・セービ
ングの代表的効果として
は、検討の結果余剰となっ
た人材を他の仕事で活用
している。
・ DMAIC が共 通言 語とな
り、社内コミュニケーショ
ンが工場向上。
○困難であった点
・ 手法として難解な部分も
あり、理解の促進に時間が
かかる。
・ 定性的な部分で数値化で
きる部分をできるだけ数
値化することが求められ
るが、簡単ではない。

成功・失敗要因・工夫した点／教訓・今後の課題
○成功要因・工夫した点
＜推進方策＞
・ 歴代トップが重要性を認識し、トップのイニ
シアティブとして実施。
・ 全社員の巻き込みが重要。
・ モチベーションを上げるために、トップが現
場を訪問し、現場との対話を実施。
・ 表彰制度を導入。
・ イノベーションをプロセス・イノベーション
とバリュー・イノベーションに分けて定義。
両方に関して、横展開を行うためのベストプ
ラクティスの研修を実施。
・ どのようなことにも必ず無駄があるという
認識を持ち、つまらないことのためにどのく
らいコストがかかっているのかを把握。
＜取組みの見直し、評価＞
・ 全社展開を継続しながら、手法のブラッシュ
アップを図る。
・ 主管部門が各種指標をもとに、手法の浸透段
階を把握。
○教訓・今後の課題
・ ミドルマネジメントのモチベーションを上
げることが課題。
・ トップダウンとボトムアップの融合が重要
（トップダウンだけでは不十分）
。
・ イノベーションを加速する方法として、とに
かく高い目標を設定するようにしている。

企業・団体名

製造業 C 社

改革の背景
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・ 市場環境の変
化により、そ
れまで収益の
柱であった中
核事業の売り
上げが急激に
悪化。
・ 会社の機構改
編も含む大規
模な構造改革
が必要と判断
された。
・ 販売費・一般
管理費比率が
競合企業より
も高かった。

取組み概要（対象業務、実施期間、実施
方法、推進体制）
・ 各部門には専任・兼任の担当者を配
置。
組織改革・業務効率化（シェアードサー
ビスを含む）の取組み
○対象業務
全業務
○対象期間
現時点で 5 年目になり、継続中。
○実施方法
・ 新たに中期経営計画を策定し、その
中で連結経営の強化や構造改革へ
の取組みという基本戦略を打ち出
した。特に、組織力強化と業務効率
化に重点的に取り組んだ。
 組織力強化は、社員能力向上の
取組み。
 業務効率化は、グループ全体の
間接業務の効率化を目指し、シ
ェアードサービス会社を設立。
・ シェアードサービス会社は、総務や
人事を中心とした間接業務を提供。
その中でも比較的定型的な業務を
集約し、標準化することによって効
率化を図っている。事業会社の総務
機能をほぼ全面的にシェアードサ
ービス会社に移管した。また、間接
財購買もシェアードサービス会社
に集約し、ボリューム効果を獲得。
○推進体制
・ 企画部門で、関連会社の管理を行って

改革の成果／困難であった
点

○改革の成果
・ シェアードサービス化に
よって間接業務の効率化
ができ、トータルコストが
約半分になった。
○困難であった点
・ シェアードサービスの業
務によっては、アウトソー
ス企業の決定時に、それま
での取引関係を断ち切る
ことになるケースも少な
くない。地場の取引先への
対応は難しい問題。

成功・失敗要因・工夫した点／教訓・今後の課題

○成功要因・工夫した点
・ 社長の強力なリーダーシップ。
・ 組織としての大きな方向転換や改革運動な
どに対して社員が一致団結して協力する企
業カルチャー。
・ 広報を中心とした関係部門が社員に向けて
会社の状況をリアルタイムに伝える情報発
信を継続。具体的には、イントラネットやメ
ールなど社内広報で社長のメッセージを社
員に伝達するとともに、社員用のアンケート
欄を設けて双方向のコミュニケーションを
可能にした。
・ マネージャークラスを対象とした研修など
の人材強化を実施。これにより、課題の議論、
自ら実施すべきことの明確化に加え、参加者
間のコミュニケーション・連携が強化され
た。
・ シェアードサービスによる集約化、標準化に
よりサービスが低下したと見られるケース
に対しては、本社の当該部門から、グループ
全体最適の視点により標準化し、今後サービ
ス水準が変わることを伝えるようにしてい
る。
○教訓・今後の課題
・ 組織強化・業務効率化の継続。今後、経済環
境や会社の業績が回復基調になったとして
も継続的に改革を実施していくこと。

企業・団体名

改革の背景

サービス業 D 社

・ 業務効率化の
活動はかねて
より実施。
・ 前社長になっ
たことにより
BPR の考え方
を導入。

取組み概要（対象業務、実施期間、実施
方法、推進体制）
いるところがシェアードサービスを
主管し、予算担当のところが組織強
化・業務効率化を主管。
「小集団活動」を通じた業務改革の展開
○対象業務
・ 営業部門、サービス部門の 70％。間
接部門。
○対象期間
・ 2003 年ごろから小さな形の BPR を
試行錯誤。現在の形で始めたのは 1
年前から。
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○実施方法
・ まず、トップダウンで、グループ内で
共通する業務は集中化。国内複数拠点
で共通の業務は共同で、会計や受発注
業務は本社で一括して実施。
・ 顧客から見えない部分については、小
集団サークルを作って改善を検討。ト
ヨタ系のコンサルタントが入って指
導。
・ 作業スピードを測定。
・ 実際に改善につながる内容は横展開。
・ 顧客に見える部分のサービス改善に
ついては、ブラインド・インスペクシ
ョンや顧客へのアンケート、口コミの
チェック等を実施。
○推進体制
・ 顧客満足と業務効率化を所管する業
務効率化推進部門。この部門にコンサ
ルから教わった手法を伝授できるス

改革の成果／困難であった
点

成功・失敗要因・工夫した点／教訓・今後の課題

○成功要因・工夫した点
○改革の成果
・ 作業スピードの短縮、人件費 ・ トップが改革の必要性について継続的に訴え
続け、同じベクトルに向かせていく。
の削減など、顧客から見えな
い部分の業務効率化が実現。 ・ 取組みを継続することで組織に根付かせてい
く。
○困難であった点
・ 部門のトップが常に現場にいるようにする。
・ TQC は 20 年前に行ったこ ・ 改善は提案だけではなく、結果をまとめ、実際
とがあったが、当時は形だけ
に PDCA を回して実践していく。
の活動で効果を実感するこ ・ サークル活動を一つずつ増やすことによって、
とがなく終わってしまった。
反対する人たちの周囲から固めていく。
・ トップダウンで実施したが、 ・ サークル活動によって出てきた「ワンポイント
社内の職種が多過ぎて進め
のアドバイス集」を事務局が作成し、イントラ
にくかった。
ネットで配信したり、冊子を配付している。
○教訓・今後の課題
・ 数値目標の達成を前面に出すと、それが目的と
なってしまうため、業務改革として何を実施す
べきか検討することがまず必要。
・ 顧客に見える部分のサービスの向上や新入社
員やアルバイトの教育は継続的な課題。
・ 業務効率化だけではなく、サービスの質を向上
させることが課題。

企業・団体名

製造業 E 社

改革の背景
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・ 資金が潤沢な
時にこそ本質
的な改革を行
うべきとの認
識の下、業績
好調時に大規
模改革を断
行。
・ その際、成長
と収益の双方
をバランス良
く実現する改
革が求められ
た。

取組み概要（対象業務、実施期間、実施
方法、推進体制）
タッフがおり、アドバイスを実施。
大規模 BPR と SCM による業務改革の
取組み
○対象業務
・ 全社を対象とした、抜本的な改革を
実施。
・ 制御機器部門では、国際的な拠点の
再編成を含む大規模な改革を実施。
○実施期間
・ 全体として 3 つのステージで行う
計画であった。
 第 1 ステージ（～2004 年）
：収
益体質づくり
 第 2 ステージ（～2007 年）
：収
益と成長のバランス
 第 3 ステージ（～2010 年）
：成
長構造の実現
○実施方法
・ 長期経営計画に基づき、抜本的な改
革を実施。
・ 主要事業部門である「制御機器」の
統括事業部門では、全社的な改革方
針に呼応して、「国際的な拠点の再
編成を含む大規模な事業プロセス
の改革」と「IT 技術を駆使した個
別の業務プロセスの改革」に一体的
に取り組んだ。
・ 拠点再編については約 100 億円の
投資を行い、これを 3 年で回収する
という目標を立てて実施。

改革の成果／困難であった
点

成功・失敗要因・工夫した点／教訓・今後の課題

○成功要因・工夫した点
○改革の成果
・ 製造固定費を約 90 億円圧 ・ 業績が良いときに、短期間で一気に改革を進
めた。業績の良いときに改革をすることで、
縮するという目標に対し、
中長期的なコスト構造を作り上げるための
90 億円超の圧縮を実現。
積極的な投資もすることができた。
改革に係る投資を 3 年で
回収するという目標を達 ・ 改革の準備として、グローバルで統一的な品
番体系が整備され、そこに設計図面がひもづ
成下。
くようにした。
・ 再編にあたっては 1000 人規模の異動があっ
たが、1 人もリストラせずに職種転換ができ
た。
・ 社内の理解醸成のために、対話、教育・研修
を充実させた。具体的には、「国際競争力の
あるものづくりの強化」を改革目標として明
示し、前向きな改革であることを継続的に訴
えた。また、改革を行わなければ中期的には
赤字に転落することを示し、危機意識を醸成
した。
・ 中国拠点では、グローバル拠点であるという
ことの認識を徹底させた。現地の作業員に対
しても、「何をすべきか」という問いを投げ
かけ、提案を促した。このように、責任を持
たせることによってモチベーションの向上
につながった。
・ なぜ業績が良いときにこのように短期間で
改 革を しな けれ ばな らな いのか とい う疑
問・抵抗感に対しては、目的・環境認識・必
要性などにつき、マネジメント層、現場リー
ダーを巻き込んで推進した。

企業・団体名

改革の背景

・ 首長の就任。
・ 困難な財政状
況を受けて、
問題がある事
業の見直しを
実施した。

岩手県

・ 知事の 2 期目
後半からトヨ
タ方式を導
入。仕事をも
っと効率的に
したいという
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佐賀市

取組み概要（対象業務、実施期間、実施
方法、推進体制）

改革の成果／困難であった
点

成功・失敗要因・工夫した点／教訓・今後の課題

○成功要因・工夫した点
○改革の成果
・ 既存事業の見直しにより、 ・ 職員の意識改革が重要。やったことがないこ
とをさせることによる小さな成功体験の積
追加的に無駄な支出が行
み重ねが改革の継続につながる。
○対象業務
われることを抑制（ゴミの
全業務
焼却炉を当初計画から 100 ・ 外部（民間）人材の登用の効果が大きい。民
間企業の感覚を持っている（利益を上げなく
億円低い金額で完了。下水
てはならないという必死さ）ことは大きく、
○対象期間
道事業の共同化で、施設建
スピード感が違う。外部から来た人材が、繰
4 年間（首長在任期間）
設費の 80 億円節減）
。
り返し言って、自らがやって見せて教えたこ
・ 意識改革により、職員から
○実施方法
とは、単に技術・知識を持ち込むということ
改善のアイディアが出て
・ 赤字の商業ビルの倒産、都市計画の
のみならず、職員の意識改革にも影響した。
くることもあった。
見直し等、既存事業･計画の見直し。
・ 総合窓口の設置によって職員の業務範囲が
○困難であった点
・ 水道事業の共同化
広くなることに対しては、研修マニュアルの
・ 複数の部門をまたぐよう
・ 総合窓口の設置、等
整備及び研修時間の増加で対応。
な改革の際に縦割りの壁
○教訓・今後の課題
が障害となること。
「厳密な意味での BPR」
・ 資金調達の自由度がない。 ・ 行政機関の場合には、
を進める以前に、「仕事の進め方の見直しと
いう観点からの業務プロセス改革」に取り組
む意義が大きい。
・ まず「①民間化・民営化」に取り組む必要が
あり、それで残った行政が実施すべき業務に
ついては、
「②共同化」を考えることが重要。
これらを実施した上で、単一の市役所でしか
できないものは、厳密な意味での BPR で対
応すべき。
○教訓・今後の課題
「トヨタ方式」を活用した業務改革の取 ○改革の成果
・ 業務のプロセスを見直す ・ 改革の取組みで重要なことは、時間管理と改
組み
革疲れにならないようにすること。
ことで、効率化を進めるこ
○対象業務
とができ、その結果、残業 ・ 時間管理は重要であり、長くても 1 年と期限
・ 役所の仕事の象徴的な部門である
を決めて、その期間の間に徹底的に取り組む
時間を減らすことができ
財政課と、残業が多かった農林水産
べき。改革の検討課題についてはいつまでに
た。
事業・計画の見直し、共同化、業務プロ
セス変更による改革の取組み

企業・団体名

改革の背景
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考えがあっ
た。
・ 3 期目に財政
制約が厳しく
なって、改革
推進が必要と
なった。
・ トヨタの奥田
元社長や張元
社長を通じ
て、トヨタの
元町工場のホ
ワイトカラー
の生産性向上
が参考になる
と知った。

静岡県

・前 知 事 の 就
任。科学的な
運用も必要と
いうことで
BPR を導入。
・現 知 事 に な
り、外部の目
を導入して更

取組み概要（対象業務、実施期間、実施
方法、推進体制）
部から開始。
・ その後、全庁に展開を図った。

改革の成果／困難であった
点

成功・失敗要因・工夫した点／教訓・今後の課題

結論を出すことを決めて取り組むべき。
○困難であった点
・ 改革疲れになることを防ぐためには、現場の
・ 改革の取組みを始めても、
ムードや職員の本音がどこにあるかを探ら
○対象期間
その成果が出たのかどう
なければならない。課長等のレベルでいかに
・ トヨタ方式に関しては 2 期目後半
かわからないうちに、別の
適格に状況を把握できているかが重要。これ
から 3 期目で退任まで。
改革のための運動が始ま
らの情報を引き出すためには、年に 2 回程
・ それ以外にも各種改革を継続的に
るなどすると改革疲れが
度、職場の課長や責任者が必要な時間を確保
実施。
出る。
して、一人一人の職員とコミュニケーション
・ 改革疲れになる原因とし
をとることが必要。
○実施方法
て、課長など上の人間が改 ・ 何年かごとにいろいろと名前を変えて改革
・ トヨタ系の会社でコンサルティン
革の大義（真の狙い）を適
を行うと現場がついて来なくなる。選挙で首
グを専門にしているところのアド
切に伝えていないことが
長が代わった途端に揺り戻しが来る。大きな
バイスを受けて取組みを進めた。
挙げられる。常に上に立つ
改革をすればするほどその傾向がある。組織
・ まずは残業を減らすことを目指し
者が改革の大義を伝えて、
風土として、いかに改革を定着させるかが問
た。その際、職場の片付け、挨拶と
それを忘れずにみなで取
題である。
いったことから取組みを開始した。
り組むことが重要。
・ 改革が後戻りしないようにさせることが重
要。成果が少しでも出たらすぐに全体で共有
○推進体制
して、ここからは戻らないようにしようと言
・ 10 人程度のドリームチームのよう
い続けることが必要。
な推進体制を構築。
・ 各部門からメンバーを選ばせると、
部門の代表になって改革が進まな
くなるためその方法は避けた。
・ チームのメンバーは年齢層もばら
ばらにし、現場の技術者を含めるよ
うにした。
○成功要因・工夫した点
業務棚卸表を活用した業務改革の取組 ○改革の成果
・ 行政のスリム化、人員の削 ・ 他の自治体が行っている事務事業評価を実施
み
せずに、業務棚卸表を中心に設定した実際に使
減、それらによるコスト削減
○対象業務
える仕組みとしている。その際、仕事量を増や
を実現。
全業務
さないような工夫が必要。
○困難であった点
・ ひとり 1 改革運動など、職員の意識改革を図る
○対象期間
・ ひとり 1 改革運動の当初に
取組みを継続的に実施。
平成 9 年から本格実施し、現在も継続。
提案に力を入れていたが、提

企業・団体名

改革の背景
に改革を推
進。

取組み概要（対象業務、実施期間、実施
方法、推進体制）
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○実施方法
・ 学者による指導の下で実施。
・ まずは課長級以上の幹部職員を対
象に、研修に注力。研修は、ゼロベ
ースで、効果や成果で物事を判断し
ようという内容とした。
・ 業務棚卸表を行政運営の中心に設
定。
 総合計画にある 166 の目標をい
ずれかの室に担当として割り当
て。
 アウトカムを達成するために必
要な業務やリソースを提示。
 進捗管理にも活用し、毎年 1 回
更新。
・ 新知事の下では、既存の手法の見直
しを行うこととし、積極的に透明性
を確保することが重要との考えか
ら事業仕分けを実施し、外部の目も
入れた。
・ 仕組みを下支えしているのが「ひと
り 1 改革運動」
 平成 10 年から実施。
 提案に終わるのではなく、実際
に改革した成果を報告する仕組
み。
 IT を活用して成果を見える化
して、組織で共有している。
 他の取組みを真似（横展開）し
ても成果としてカウントさ れ
る。
○推進体制

改革の成果／困難であった
点
案の場合、他人に取り組んで
もらうことが前提であるた
め、うまくいかない。

成功・失敗要因・工夫した点／教訓・今後の課題
○教訓・今後の課題
・ 事業仕分けで外部の目を入れるようにした。
・ 実際、事業仕分けは（作業の）ボリュームがあ
ったため、これが評価の一種だというのであれ
ば、これに関しては評価疲れがみられた。

企業・団体名
松戸市

改革の背景
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・ 市長のマニフ
ェストに入っ
ていたクリス
タルな行政の
実現。
・ 実施計画を策
定する際に、
今後、5 年間で
230 億円の財
源不足が明ら
かになった。
・ 短期的には、
公共サービス
の民営化、定
数の削減、人
件費（給与等）
の削減、一部
の公共サービ
スの見直しに
も取り組んで
きた。しかし、
そのような対
策だけだと縮
小均衡に陥る
懸念があっ
た。

取組み概要（対象業務、実施期間、実施
方法、推進体制）
・ 行政改革室を中心に展開。
業務棚卸と SWOT 分析を活用した改革
の取組み
○対象業務
・ 全業務
○対象期間
・ 業務棚卸：平成 15 年開始の第二次実
施計画策定時から継続的に実施。
・ SWOT 分析：平成 17 年に試行、平成
18 年から本格実施。
○実施方法
・ 従来は財源の裏づけが十分になされ
ていなかった総合計画と財源の両方
を一緒に検討するためのツールとし
て SWOT 分析を採用した。
・ すべての事務事業について棚卸を実
施した上で、SWOT 分析を実施。
・ SWOT 分析を通じて抽出された取組
課題を実施計画で実施するために予
算にひもづけ。
・ 廃止する事業のリソースについては
他の事業に充当することにした。部門
の中だけの見直しでは限界があるた
め。

改革の成果／困難であった
点
○改革の成果
・ 影響度や重要度を整理でき、
事業の方向性を示すことが
できた。
・ 全庁で、現状認識や問題意識
を共有化でき、全体を俯瞰
し、大きな課題の把握につな
がった。
・ ニーズの減少に対応した事
業の縮小や、市民や事業者等
に委ねていく事業について
明らかにし、実施計画に組み
込むことができた。
・ 毎年度見直しをする枠組み
を導入することにより、財源
と全体事業費との整合性や、
経済環境の変化に対応する
柔軟性が確保された。
・ 「目指す成果」
「目標」
「事業
費」を明記することにより、
わかりやすい計画となった。

○困難であった点
・ 分析を実施するために必要
なデータがそろっていない
こと。
・ 専門性が高い企画部門では
○推進体制
業務プロセスの見直しが困
・ 若手中堅 10 数名でプロジェクトチー
難。
ムを作って手法を検討し、SWOT 分 ・ 制度変更が多すぎることに
析を提案。
よって、業務プロセスを見直
・ SWOT 分析の実施は 8 つの部門ごと。
すことによる意欲がそがれ
・ 全体を見るのは総務企画本部。
るケースも見られる。

成功・失敗要因・工夫した点／教訓・今後の課題
○成功要因・工夫した点
・ SWOT の象限は民間で取り組まれているもの
とは異なるものを採用。強み、弱みも市役所と
松戸市全体で分けて記載。これにより、民に強
みがある部分は民にゆだねるようにするとい
う方向で検討。
・ SWOT 分析で抽出された取組み課題は全部で
123 あった。それらを実施できる計画にするた
めに、財政的な整合も取った。
・ それぞれの職員が持っている思いを解放し、右
脳的な場づくりを志向する「アクションラーニ
ング」等を試行。
・ 平成 20 年度からは、研修としてではなく、総
合計画の後期基本計画策定のプロセスに職員
参加、市民参加のプロセスを設計し、組織学習
を目指している。例えば、職員の主体性を引き
出すために、職員相互に「あなたの思いを聞く
職員インタビュー」を実施。
○教訓・今後の課題
・ 改革の取組みを押しつけられているという感
覚を持たれるアプローチでは抵抗勢力が出て
くる。最初からそのような人達が一緒になって
作り上げていくというアプローチにすべき。

企業・団体名
滝沢村

改革の背景
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・ 前村長の取組
み。前村長は、
行政が縦割
り、派閥、無
駄な残業等、
住民の考え方
とかけ離れた
取組みをして
いると感じ、
行政内部の改
革の必要性を
強く認識し
た。
・ 平成 6 年から
約 1 年半で全
職員に導入
し、情報の共
有化が進ん
だ。
・そ の 後 、
ISO14000 と
9000 との同時
取得を目指す
ことが決定さ
れ、これが大
きな改革のき
っかけとなっ
た。

取組み概要（対象業務、実施期間、実施
方法、推進体制）
経営品質を核にした経営改革の取組み
○対象業務
・ 全業務。
○対象期間
・ 経営品質の取組みは平成 12 年から平
成 18 年まで。

改革の成果／困難であった
点
○改革の成果
・ 財政の健全化。
・ 人材の成長（幹部のリーダー
シップ醸成、職員の自発的な
改革の取組み等）
・ 職員の意識や思考が変わり、
日々の業務が住民視点、効
果・効率の視点で進められる
ようになった。
・ 住民協働の推進による地域
経営への住民参画の拡大。

○実施方法
・ 職員 300 人のうち 60 人程度が参加し
て平成 14 年に行政経営理念、行動指
針を策定。その後、各部ごとのミッシ ○困難であった点
ョン・ドメインを策定。
・ 経営品質のフレームワーク
・ 行財政改革を総合計画の中に取り込
を滝沢村の組織、人材に合わ
んだ。基本構想の立案にあたっては、
せて浸透させていくことが
地域社会計画と位置づけ、地域住民も
難しかった。特に、全職員に
参画。基本計画はもっぱら行政が担う
理解を得ることが困難であ
ため、戦略計画と位置付けた。戦略計
った。
画には経営品質の要素も含めて計画
を実施するなかで経営品質の取組み
も動くような仕組みにした。
・ 組織のフラット化を実施。平成 11 年
に係長を、平成 14 年に課長補佐を廃
止。権限は部長、課長にかなりおろし
た。また、10 人程度であった課を 8
人程度にして、
「小さくて優れた行政
体」を目指した。
○推進体制
・ 庁内に 10 名からなるワーキンググル
ープを設置し、全庁について経営品質
のセルフアセスメント（自己評価）を

成功・失敗要因・工夫した点／教訓・今後の課題
○成功要因・工夫した点
・ 村長の強力なリーダーシップ。
・ 課長、部長を対象としたマネジメント研修の実
施。また、戦略を達成するためにはどのような
研修が必要かを自分たちで考えて実施。
・ 古い体質が残る総務部門に改革を率先する人
材を充当。
・ 拠り所になる経営理念や行動指針を策定した
ことで、小手先の改善策ではなく、真の目標と
して、職員から様々なアイディアが出てくるよ
うになった。
・ ミッション・ドメインの策定を通じて職員の積
極的な参画を促す上で効果があった。
。
・ 改革では対話を重視し、オープンな環境で議論
をするようにした。
・ 間接部門の経営理念を作るために、顧客の設定
を住民ではなく、第一義的には庁内の職員が顧
客ということで検討したことで、行動が変わっ
た。
・ 前例がないことについて、失敗してもよいから
挑戦することを続けてきた。チャレンジの取組
みが基になって滝沢村のモデルができた。
○教訓・今後の課題
・ 部長、課長のリーダーシップとマネジメントが
重要。
・ 改革では対話を重視し、オープンな環境で議論
をすることが重要。
・ 人材を育てるために一定の費用をかけること
が重要。
・ また、このような改革を通じて、自治基本条例
を策定するための機が熟してきたと考えられ
ており、今後 3 年程度で作ることを想定してい

企業・団体名

改革の背景

取組み概要（対象業務、実施期間、実施
方法、推進体制）
実施。若手からセルフアセッサーを
20 人くらい育て、のちには課長、部
長までセルフアセッサーの資格を取
得。

資料）ヒアリングに基づき三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング作成

改革の成果／困難であった
点

成功・失敗要因・工夫した点／教訓・今後の課題
る。
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【事例詳細】

（1）製造業A社「シックスシグマの導入による全社的改革の取組み」
■改革の背景
改革のきっかけは「失われた十年」であった。1960 年代、70 年代のように業績が伸び
なくなったことに端を発する。60～70 年代は、欧米をキャッチアップし、品質のよいもの
を安く作ることが大きな目標であった。つまり、欧米先進企業というお手本があり、それ
より安くてよいものは、現場でのボトムアップ的な「改善」によって作ることが可能であ
った時代である。
「失われた十年」を振り返った結果として、①欧米をキャッチアップする
段階は終わりつつあり、ボトムアップの改善だけでは業績を大きく伸ばすことは難しいこ
と、②直接部門の生産性向上に対しては様々な取組みが行われてきたが、組織全体の生産
性向上のためには間接部門の改革に取り組まなくてはならないこと、という 2 つの問題意
識が生じた。これらの課題を解決することとの指示が社長より出され、改革への取組みが
始まった。
その他に、当時は分権化を進めるために、本社部門を小さくして現場に権限委譲すると
いう取組みもなされていた。
（※一時期進めていた分権化は、現在では見直されている。分
権化推進当初は、法的に独立していないカンパニーもいずれは独立し、本社はホールディ
ングカンパニーになることを志向していた。しかしながら、個々の事業体の力量にもよる
が、過度な分社化はブランド力の低下という課題を引き起こすことも明確となってきたた
め、現在ではガバナンスを強化し、求心力を高めるという方向にある。）
■取組み内容（改革の内容・手順）
改革を行うに際して、社内の様々な事業部門から人材を集めて、経営変革推進部門を新
設した。手法論について言えば、TQC や TQM など他にも色々な選択肢が考えられた。し
かし、部分的な取組みでは、課題の解決には間に合わないだろうと考えられた。ボトムア
ップの改善だけでは不十分であるとの認識のもと、サーベイを実施し当時米国において採
用されていたシックスシグマ手法について詳細な調査を実施した。シックスシグマはトッ
プダウンで進めるという特徴を持っており、ボトムアップの補完として最適な方法論と思
われた。そのため、改革の方法論としてシックスシグマを導入することに決定した。
シックスシグマは、モトローラが開発した手法であり、その理論と実務について専門的
に教える教育機関の教育プログラムをもとに、まずは、当時の社長、役員など経営トップ
が率先してシックスシグマの手法等について勉強を行った。このことはシックスシグマを
全社で導入をするための象徴的な出来事となっている。同時に経営変革推進部門の改革推
進者を米国の教育機関に送り込むなどして改革専門家の育成を実施した。シックスシグマ
は、もともとは日本の改善手法を体系化したものであったが、日本人に苦手な暗黙知を形
式知化することを実施した点が大きな特徴である。シックスシグマの主要手法である、
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DMAIC（Define, Measure, Analyze, Improve, Control）はその代表例である。
（DMAIC
の概要、DMAIC の展開形態については、以下の図表 9、10 参照。）
図表 9 DMAIC の概要
現状把握
対策実施

Define

Improve
Measure
Control
Analyze
資料）山田秀編著 富田誠一郎／片山清志 著（2004）「TQM・シックスシグマのエッセンス」

図表 10 DMAIC の展開形態
ねらい
Define

ビジネスにおける
重要な問題の特定

Measure

Yes

現行プロセスの
能力は充分？

現状把握
再設計

No
Analyze
Quick Win
設定変更の
必要は？

Yes
現行プロセス
の改善

No
Improve

改善の成果
は充分？

No
新プロセスによる
パフォーマンス維持

Yes
Control

資料）山田秀編著 富田誠一郎／片山清志 著（2004）「TQM・シックスシグマのエッセンス」
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導入のステップとして、まず現状のプロセス改善のための DMAIC を導入したが、これ
に引き続き、新たな商品開発などをシックスシグマクオリティで実施する手法を米国大学
と共同で開発した。シックスシグマでは DFSS（Design for Six Sigma）という設計段階
でシックスシグマを織り込んだ手法があり、A 社の開発した手法はこれを発展改良したもの
である。
導入対象の目標は全社、全事業とした。A 社は従業員の多い企業であり、10 年程度かけ
て全社員の半分程度まで専門教育が修了している。
前述のようにシックスシグマの導入を主幹したのは、コーポレートに設置された経営改
革推進部門である。現在、経営改革推進部門には相当数の専任者が在籍するとともに、全
社の各カンパニー部門に専任の推進責任者がおり、各ビジネスユニット/各事業所にも専任
あるいは他の業務と兼任の推進担当者を配置している。兼任の者まで含めると、全社員の
約 5％が推進責任あるいは推進担当者となっており、理解の促進を図ったり、アドバイスを
行ったりしている。
A 社では各事業部門が抱える課題に対してシックスシグマ手法を活用したプロジェクト
を起こすことになっている。プロジェクトはシックスシグマのフレームワークである、
DMAIC（Define, Measure, Analyze, Improve, Control）あるいは前述の A 社開発の手法
の考え方の下に進める。
プロジェクトは、組織体制（事業部長－部長－課長－主任－それ以外の社員）に基づく
とともにクロスファンクショナルなメンバーで構成され、シックスシグマ推進責任者、推
進担当者（Senior Quality Leader －

Quality Leader）がこれを支援する。IT も活用

しており、各プロジェクトはシステムに登録され、プロジェクトの定義から内容などの書
き込み、進捗管理やそれらに対する上司からのコメントも反映できるようになっている。
どのようなプロセスにおいても見直しを行うと必ず無駄がみつかる。この無駄を見つけ
るためには DMAIC は非常に有力なツールである。COPQ（Cost of Poor Quality）という
言葉が使われるが、これは価値を生まない行為のためにどのくらいコストがかかっている
かということである。DMAIC を展開して、無駄を発見することにより、COPQ を減らすこ
とが重要である。A 社は製造業であり、世の中からいただいた資源などのリソースに付加価
値をつけて送り出すことが使命である。COPQ を撲滅したいと A 社が考える理由は世の中
からいただいたリソースを少しでも無駄にすることなく世の中に価値を付加して送り出し、
それを利益としていただきたいと思うからである。そのような意識で改革に取り組んでい
る。
経営改革推進部門や事業部、事業所の改革推進担当者は、日常的にこの手法を広めるた
めに、伝授できる人を増やす取組みを行っている。
■改革の成果
改革にかかる費用は基本的には人件費である。経営改革推進担当者（全社員の 5％(ただ
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し相当数の兼務者を含む)）×人件費である。
A 社の改革では成果を定量的に把握することにも力を入れている。改革の成果として、金
銭的に直接インパクトのあるものをハード･セービングと称し、直接的には金銭的な影響が
ないものはソフト･セービングと称してそれぞれ評価する。ハード･セービングとしては、
年間で数千億円の効果を得ている。検討の結果余剰となった人材を他の仕事で活用する場
合などがソフトセービングの代表例である。
また、その他の定性的な効果として、社内でのコミュニケーションが格段に良くなった
ことが挙げられている。これは、シックスシグマのフレームワーク DMAIC で考えるという
ことを浸透させたことによって、これが共通言語となったことが大きく寄与している。ま
たそのほかの効果としてはデータに基づき検討する文化が根付いたことである。A 社の特徴
はグローバルに展開していることであるが、もともと米国の手法であるシックスシグマは
欧米の社員には理解しやすいし、アジア人も最近は欧米の手法を勉強しているため理解が
早い。
■成功・失敗要因／工夫した点
改革(A 社では現在、一連の改革活動を「イノベーション」と称している)が続いている一
番の理由は、歴代トップがその重要性を認識して行動していることにある。当初改革に着
手した社長から現在の社長に至るまで、トップがイニシアティブを持って取り組んでいる
ことが大きい。
取組みを推進するためには、全社員を巻き込むことが重要である。社員のモチベーショ
ンを上げる方法として A 社では①社長による現場での対話、②表彰制度などを重視してい
る。
①は社長が現場を訪ねて、若い人と主に現場での改善の取組みについて直接話をすると
いうものである。前社長は任期中にグローバルで計 200 回くらい現場を訪れた。毎週 1 回
のペースである。この半分の 100 回くらいの訪問時に、現場で対話を行った。1 回に話せ
る人数はせいぜい 8 人程度であるので、直接対話した人数にすると 800 人くらいである。
また対話の時間も 1 時間半程度とその後の懇親会くらいではあるが、社長と直接会話する
ことにより、社長が自分の仕事をきちんと理解してくれるという点に感激し、効果が周囲
に広がるので、その影響は直接対話した数の 10 倍くらいに伝播すると考えている。
実際に、社長が現場に行ってもすぐに話ができるようになっている。これは、それぞれ
がシックスシグマのフレームワークに基づいて、課題をきちんと定義し、その解決のため
に取り組んでいる内容を紹介するので、
「私の課題はｘｘｘで、それを解決するために○○
という取組み、工夫をしました」という形での会話ができるためである。この取組みは社
長が交代しても続けられている。
A 社では、既存のプロセス改善であるプロセス･イノベーションと、新しい価値の創造で
あるバリュー･イノベーションを分けて定義している。シックスシグマで対象とするイノベ
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ーションは双方を対象としており、プロセス･イノベーション、バリュー･イノベーション
ともに横展開するためのベスト･プラクティス研修会を行っている。
②については、特筆すべき改善の取組みを行った社員を表彰しようというもので、事業
部門レベル、事業会社レベル、全社レベルのそれぞれのレベルで取り組んでいる。
A 社ではシックスシグマ導入後、改革を実際の経営とより強く結び付けるために BSC
（Balanced Score Card）を導入した。CTQ（critical to quality）ドリルダウンという、
顧客からの要求をドリルダウンして、課題を特定するという手法をすでに導入済みであっ
たため、これと BSC を組み合わせた A 社独自の手法を開発し展開した。
（※BSC では顧客
の視点を重視しているが、直接顧客と接することがない部門でも、全ての社員に顧客がい
るという考え方のもと、当該部門では各事業部門などの社内顧客を顧客として設定してい
る。
）
シックスシグマはデータドリブン（データに基づき取り組むもの）である。数値化され
ないものは理解されないという考え方に立っている。日本人としては、すべてを数値化す
ることに違和感がないわけではないが、定性的な部分でもできるだけ数値化し議論するこ
とが、組織内での共通認識を得る上でも重要である。
シックスシグマはもともと高度な統計の知識を要求するなど、ツールとしては負担の重
いものである。そのため、導入の負担を払拭することが難しい。これに取り組むことで、
どのくらい無駄な仕事が軽減されるか分からないという疑問を起こしがちである。A 社でも
10 年という時間をかけて組織への浸透を進めてきており、現在では疑問を持つ人は減って
きている。最終的な目標はグループを含めて全員に理解させることである。
イノベーションを加速するためのポイントの一つとして高い目標を設定することを意識
している。事業レベルでも個人レベルでも目標が低ければ改善を要求する。高い目標に向
かってどれくらい取り組んだかということが重要であり、そのためには失敗を許容する文
化を醸成することが必要である。
■今後の課題
課題のひとつはミドルマネジメントのモチベーションを上げることである。現場のなか
でも、若手は例えば社長や経営トップとの直接対話などで意欲を盛り上げることが可能で
あるが、ミドルマネジメントは日々忙しく立ち回っておりイノベーションへの意欲をかき
たてることはなかなか難しい。
シックスシグマはトップダウンであるが、それをあまりにも強調すると、現場で考えな
くなるという弊害も生じた。トップダウンとボトムアップの融合が必要である。
シックスシグマ手法そのものについてもブラッシュアップを図っている。ブラッシュア
ップについては、発想法など他の手法について研究を行い、A 社に合った形で現在の枠組み
に加えていくことを実施している。

28

（2）製造業C社「組織改革・業務効率化（シェアードサービス等）の取組み」
■改革の背景
市場環境の変化により、それまで収益の柱であった中核事業の業績が、急激に悪化して
きたことを受け、事業構造を転換させる改革に取り組むこととなった。あまりにも急激な
業績の悪化により、危機感が会社全体に浸透し、共有された。
C 社においては、新たに中期経営計画を策定し、その中で連結経営の強化や構造改革への
取組みといった基本戦略を打ち出した。具体例の１つとして、競合企業よりも販売費・一
般管理費比率が高いという状況に着目し、業務効率化推進と組織力強化を分かりやすいキ
ャッチフレーズにし、重点的に取り組んだ。
■取組み内容
組織力強化については、まず社員一人ひとりの能力の向上に取り組んだ。
業務効率化については、グループ全体の間接業務の効率化を目指し、シェアードサービ
ス会社を設立した。シェアードサービス会社は元々、C 社の孫会社に位置づけられていたが、
C 社の間接部門と協業して、
グループ全体にガバナンスを働かせつつサービスを導入してい
けるように、C 社の子会社として他の事業会社と横並びに位置づけなおされた。この際、孫
会社であった際に行っていた外販事業は、切り離して他の子会社に業務を移管し、プロフ
ィットセンターからコストセンターへ切り替えた。
シェアードサービス会社が提供するサービスは、総務業務や人事業務を中心とした間接
業務であり、その中でも比較的定型的な業務を集約し、標準化することによって効率化す
るようにしている。また、間接材購買もこのシェアードサービス会社に集約し、ボリュー
ム効果を獲得している。総務業務におけるサービスにおいても、事業会社の総務機能をほ
ぼ全面的にシェアードサービス会社へ移管した。移管された業務はシェアードサービス会
社が集約・標準化し、業務内容によってはアウトソース（外部の専門企業）活用によって
さらなるコスト改善を進めている。
■改革の成果
これまでは同じグループ企業であっても、業務品質の水準にばらつきがあり、業務アウ
トソース先も個々に決定していたが、シェアードサービス化によって、グループ全体にお
ける間接業務の効率化が実現でき、大きな効果をあげている。
ただし、シェアードサービスの業務によっては、アウトソース企業の決定時に、それま
での取引関係を断ち切ることになるケースも少なくない。シェアードサービス化によって
トータルコストが約半分になったが、地場の取引先への対応は難しい問題であった。また、
グループ標準を定めたことによってこれまでの業務が過剰だった場合には、業務品質の水
準が低下する。そういったケースへの対応もシェアードサービス会社だけでは対応しきれ
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ない難しい問題である。こういったグループ標準の作成や、ガバナンス面においては、本
社からのサポートが必要である。
■成功要因／工夫した点
業務プロセスなど種々の改革を強く推進する際には、特に経営トップのリーダーシップ
が成功要因の一つであったと考えられている。また、危機状態にある中、組織としての大
きな方向転換や改革運動などに対して社員が一致団結して協力するのは、変化に対してス
ピーディで柔軟な対応ができる企業カルチャーが根底にあったことも一つの理由として無
視はできない。
その企業カルチャーの上に、広報を中心とした関係部門が社員に向けて、会社の状況を
リアルタイムに伝える情報発信を続けたことも、社員の意識改革を進めた重要な要因であ
る。トップメッセージをイントラネットや社内向け広報紙面を使って、全社員に届けると
同時に、トップメッセージに対する社員のコメントや意見を集め、トップに届ける仕組も
設けている。トップメッセージに対する社員のコメントは、他のコンテンツに対するコメ
ントよりも数が多く、それだけトップメッセージに対する注目度、関心の高さが分かる。
さらに、トップからのメッセージだけではなく、上層部からその下の層へ順々と、それぞ
れの立場でそのメッセージを噛み砕き、それぞれの立場で取り組むべきことを伝え、組織
全体に改革の意識の浸透を図っている。
C 社では、改革を進める過程で、重要なポジションを担うマネージャークラスを対象とし
た研修など、人材強化にも力を入れていた。その研修プログラムを通して、様々な部門か
ら集まった選抜人材によって会社の課題が議論され、自ら実施すべきことを明確化すると
同時に、参加者間のコミュニケーション・連携が強化され、「現場の課題を解決しよう」と
いう機運も高まったと考えられる。
またグループ企業体制の改編を機に、グループ企業を同一社屋に集約するなど、人材交
流を強化した。事業会社間での人材交流が盛んになったことにより、ビジネス上の協力関
係や、互いのカルチャーの取り入れも促進され、事業組織だけでなく間接機能組織におい
てもシナジーが生まれている。
■今後の課題
組織強化・業務効率化の活動は、一時的なものではなく、継続していかなければならな
い。今後、経済環境や会社の業績が回復基調になったとしても継続的に改革を実行してい
くことが必要である。
■その他の業務改革の取組み（小集団活動）
C 社の子会社では、社内の様々な部門の人材を集めて、組織横断的な課題を解決する活動
を行っている。現場の一般社員が自部門だけでは解決できないような問題に気付いても、
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様々な制約があるために組織の枠を越えて連携することは難しい。しかし、一見特定部門
に限定された問題のようであっても、その問題が解決すれば恩恵を受けられる組織は他に
もあることも多い。問題に気付き解決する意識の高い社員は名乗り出て、一緒に問題解決
に取り組んでくれるメンバーを募集し、本業の合間に活動するのである。本来業務の合間
に、業務外として行う活動であり、自分の業務の中で「これをどうにかできないか」
「お客
様のために解決したい」という思いがモチベーションとなっている。
当初は、社内の部門横断で取り組むケースがほとんどだったが、今では社外の人たちも
メンバーに加えて活動するプロジェクトも出てきている。また、この活動を通じて商品化
されたものもある。
各プロジェクトには、活動をバックアップする役員を決め、成果が上がった場合には、
社内で表彰されたり、横展開したりできるようにしている。仮に失敗しても、マイナス評
価されることは無い。所属する部門の本来業務と関係ないことへの取組みを推奨すること
が会社としての支援であり、文化として根付いている。
■行政の業務改革に関するアドバイス
行政では、まず、トップが強いリーダーシップを持つこと、現場では何のために働いて
いるかという認識が重要である。民間企業でも、お客様との接点である営業は、何のため
に働いているか真剣に考えて取り組んでいる。一方で、お客様と接する機会の少ない開発
部門が、直接、お客様の話を伺いに行くことにも、C 社では取り組んでいる。
また、民間企業と比べて、危機に対する認識が甘いと思われる。例えば、国の債務の問
題など、もっと将来世代のことを考えるべきであり、危機意識の醸成が必要である。
そのためにも民間がどのように働いているかを理解してもらうことが重要であり、民間
企業の事例をより多く知って戴くことが必要ではないか。
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（3）サービス業D社「小集団活動を通じた業務改革の展開」
■改革の背景
7 年程前に、景気の影響等もあり、業績が悪化していたことが改革への取組みの背景にあ
る。その当時の社長が BPR という言葉を社員に伝えて、D 社として取組みを開始すること
になった。そのために、業務効率化を推進する部署が設置された。
それまで、D 社はサービス業であるため製造業的な考え方は合わないのではないかとい
う考え方があり、BPR は取り入れにくいと考えられていた。しかし、社長は、改善してい
くという考え方や方法については、製造業でもサービス業でも変わらない、BPR の改革手
法はサービス業にも使えるのではないかという意見を持っており、製造業の取組みを参考
とする BPR の取組みを始めることになった。
■取組み内容
2003 年に、社長から BPR の話があってからは、現場で試行錯誤をして、大きな改革で
はなく、小さなことから改革の取組みを実施した。それ以前にも、TQC の取組みを過去（20
年前）に行ったことがあったが、その時は形だけの TQC 活動であり、TQC の本質や効果
を実感することなく取組みが終わってしまい、継続的な取組みに結びつかなかった。トッ
プダウンで実施したが、社内の職種が非常に多かったため進めにくかったという事情があ
る。その結果、自然消滅のような形になってしまい、活動が止まってしまっていた。
今回 BPR を始めたときも、最初は TQC と同じような結果に終わるのではないかという
疑念があった。そこで、改めて製造業の生産性向上のための仕組みを考えてみることにな
り、3 年前にトヨタ生産方式に関するコンサルティングを専門的に行っているコンサルタン
トに入ってもらった。そのコンサルティングを受け、小集団活動を始めることになった。
全社で一度に取り組むとなるとまた同じ轍を踏む懸念があったため、一部の業務で実験的
に開始することになった。3～4 人の小さなチームが自分たちの身の回りでできる改善がな
いかということを考えるところから始めた。
数字を前面に出すと、取組みのベクトルが変わってしまう（課題の解決ではなく、数字
の達成が目的になってしまう）ので、定量的な目標は特に設定せずに改革の取組みを開始
した。
まず、トップダウンで事務など業務の集中化を始めた。国内に複数ある拠点で、共通の
業務を一緒に行うことになった。間接業務などの事務の集中化については、会計や受発注
業務を本社で一括してグループ会社のものまで対象とした。そうすることによって、各グ
ループの現場で対象業務に投入していた人材を削減することができ、また、材料の購買な
どの調達も効率化することが可能になった。
1 年前に新たな小集団活動として改革の取組みを開始した。以前の経緯があるため、社内
ではあえて TQC とは言わずに小集団活動と言っている。現在は、当初のパイロット部門以
外も取組みを行っており、241 サークルが組成されている。部門ごとに、かつ、職務・機
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能ごとにサークルを分けている。全社でみると、営業部門及びサービス部門の 70％が小集
団活動に取り組んでおり、間接部門でも同じように取り組んでいる。
241 サークルのすべてが同じ水準で活動できているわけではない。活動が止まっている
ものもある。
活動がうまくいっているサークルは、活動に対する部門長の考え方によるところが大き
く、全員が活発に取り組んでいるという特徴がある。
進捗を管理する方法として、サークルごとに活動報告書を作らせている。管理職になる
手前ぐらいの一般職がサークルのリーダーになり、そのリーダーが活動報告書の作成や業
務効率化推進部門とのやり取りをしている。取り組む改革活動の課題の設定に際しては、
サークルごとに問題点を挙げ、その中からテーマを設定する。リーダーもサークルに入っ
てその一員として活動している。
現段階では、活動が止まっているサークルをせかしたりはせず、他でのよい取組みを業
務効率化推進部門で教えるようにしている。実際、サークル活動によって出てきた「ワン
ポイントのアドバイス集」を事務局が作って、グループの社員を対象に、イントラネット
で配信したり、冊子を配付したりしている。アドバイスの例としては、備品設置の仕方が
わからないアルバイトの人のために、写真や図などの視覚的にも分かりやすい手引書を作
って、作業場所に張っておくなどである。
間接部門でも小集団活動に取り組んでいる。例えば 5S 活動など、事務作業を効率化する
ためにどうすればよいかなどである。
■改革の成果
顧客から見えない部分の業務効率化（投入時間の短縮、人件費の削減）に非常に効果が
あった。顧客から見える部分のサービスについては、改善活動を継続的に行っているとこ
ろであり、効果については今後把握していく。
■成功・失敗要因／工夫した点
トップが社員を同じベクトルに向かせること、また、取組みを継続することで、組織に
根付かせていくということが重要である。取組みに対して抵抗する勢力もいるが、サーク
ルを一つ一つ増やして、周りから固めていくという方法がよい。抵抗勢力は年齢層として
は上の人が多く、これまでのやり方を変えたくないと考えている。BPR を始めた当時の社
長は、この活動の必要性について訴え続け、現在の社長に改革の主旨は引き継がれている。
直近では、優秀サークルの発表会を計画している。以前の取組みのように、発表するこ
とを目的とするのはなく、改革の取組みを繰り返し実践していくための仕組みを作りたい
と考えている。メンバーで取り組んだ実感を味わえるサークルにできれば、モチベーショ
ンも上がり、組織に定着していくことが可能になると考えている。そのためには、改革の
成果の進捗が把握できるようにすることが必要であり、改革の活動を地に足のついた継続
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的な取組みにしていかなければならない。業務活動を実施する上で、自分たちの身の回り
の気づきが重要である。具体的な業務改革の手法については、業務効率化推進部門にコン
サルタントから教わった手法を伝えるスタッフが配置されているので、これらのスタッフ
が中心になってアドバイスしていく体制を構築している。
改革の活動は、改善の提案だけではなく、活動の結果をまとめ、実際に PDCA を回して
実践していくことで初めて継続的な改革の活動になる。改革活動の実践の中で、具体的な
やり方、手法、プロセスを覚えてもらう。
業務効率化推進部門では、顧客を対象にしたアンケートの集計、サークル活動の事務局
業務、業務の集中化、日々の苦情処理、ブラインド・インスペクションを行っている。ア
ンケート結果から、サービスの質の傾向をチェックしている。また、掲示板サイトなど、
口コミ情報のチェックも行っている。苦情については、原因を把握して解決する。そこで
出てきた問題を小集団活動にテーマとして与えて改善活動につなげてもらっている。
1 年前に小集団活動に取り組む前にも同じような取組みはあった。チームのメンバーで目
標を立てて改革の取組みをしていくものである。しかし、その活動は最初から出来上がり
を想定した活動になっていた。すなわち、年に 2 回は発表会があるため、極端な例では、
発表会の 2 週間前に成果を書く（作る）というものであり、本末転倒の取組みとなってし
まっていた。
そのような経緯もあり、現在は、
「人件費をいくらまで下げるために○○をする」という
目的設定ではなく、
「○○をすることによって、結果的に人件費が下がる」という考え方を
とるようにしている。例えば、これまでは会計の専門家が担当していた業務を IT 化してア
ルバイトの人でもできるような作業に変えていく等、である。
顧客から見える部分のサービスの改善が重要である。実際、マニュアルや PC を持って顧
客サービスを行うわけにはいかない。サービス改善のポイントを頭に入れて顧客サービス
を提供する必要がある。サービスの質を上げるために、業務効率化推進部門で顧客サービ
ス部門を対象に、日常的に、あるいは、四半期に 1 回などのタイミングで継続的にブライ
ンド・インスペクションを行っている。
また、新人社員やアルバイトに対する研修も行っている。新人に対する研修は 3 か月ご
とに、ビジネスマナーや業務に関する研修を実施している。アルバイトに対する研修は、
業務に関するものが中心である。
部門のトップは常に現場にいるようにしている。現場にいることで、取り組むべき課題
やスタッフの状況など、さまざまなものが見えてくるためである。
■今後の課題
サービスの質を向上させることが今後の課題である。トヨタ生産方式で教わったことは、
業務の効率化には非常に効果があった。他方、どのように質の高いサービスを提供できる
かは、トヨタ生産方式で答えを出すことは難しい。サービスの質の改善部分については、
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実際にサービスを提供するスタッフの側について、顧客と接しているところを見て教える
ことが必要になる。スタッフの行動観察などが必要となる。行動観察を実施して、どのよ
うにサービスを提供して、何が質の高いサービスなのか把握するということなど、試行錯
誤を行っている。
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（4）製造業E社「大規模BPRとSCMによる業務改革の取組み」
■改革の背景
電機機器の製造業 E 社においては、業績好調時に組織・拠点の再編を含む大規模な改革
を断行した。改革に当たっては、事業部門横断的に改革を断行するために新たに「業務改
革本部」を本社に設置して、改革推進･支援の役割を担うこととなった。
■取組み内容
取組みは、長期経営計画に基づく抜本的な改革として行われた。全体の改革は 3 つのス
テージで行われる計画であった。

◆第１ステージ ～2004 年

収益体質づくり

◆第２ステージ ～2007 年

収益と成長のバランス

◆第３ステージ ～2010 年

成長構造の実現

以下では、特に第 2 ステージ「収益と成長のバランス」を中心として、取組内容を概説
する。
第２ステージにおける「不断の構造改革」としては、「事業ドメイン構造改革（＝新技術
領域）
」及び「運営構造改革（＝既存領域）」の双方に取組むことによる｢事業価値の総和の
増大｣を目指すこととなった。

◆事業ドメイン構造改革： 新技術領域での事業価値創出

（成長実現）

◆運営構造改革： 既存領域での事業価値拡大 （成長拡大と収益改善）

この全社的な方針に呼応、同社の主力事業である「制御機器」の統括事業部門では、「業
務改革本部」とも連携（CFT：クロス・ファンクショナル・チームを発足）し「国際的な
拠点の再編成を含む大規模な事業プロセスの改革」と「IT 技術を駆使した個別の業務プロ
セスの改革」という大規模かつ多階層の業務プロセス改革に一体的に取組むこととなった。
そこで、グローバルコンペチタの動向など事業環境が厳しさを増す中、連続で過去最高益
を達成し比較的資金が潤沢な時に投資をして、国際競争力のあるコスト構造を作り上げる
ことを目指して改革を行った。これは、業績が悪化してからでは本質的な改革は難しいと
いう認識に基づいている。
そしてその成果として、2007 年度に業界最高水準である営業利益率 20％（03 年度では
16％の実績）の収益構造を作り上げ、事業価値を最大化することを目標としていた。
拠点再編については、約 100 億円の投資を行うとともに、これを 3 年で回収するという

36

目標を立てて実施した。以下、この部門における改革を主に取り上げ、具体的な取組とし
て、
①国際的な拠点の再編成、
及び②SCM による在庫管理業務プロセスの見直しについて、
説明する。
①国際的な拠点の再編成
E 社の制御機器統括事業部門は、国内外の拠点機能の見直しを行った上で再編成を実施し
ている。
＜再編成の概要＞
 国内拠点： コア技術力の強化（開発強化、コア技術の追求）
新商品開発スピードの加速（拠点の統廃合）
機能が移転した拠点には新規機能の付与（部門全体の価値強化）
 海外拠点： コスト競争力の強化（既存商品の中国開発生産拠点の強化）
再編前

再編後

◆国内：

◆国内：

・拠点Ａ： 商品企画・開発・生産

・拠点Ｅ： 新規企画･開発･生産

・拠点Ｂ： 商品企画・開発・生産

・拠点Ａ： 品質評価、購買調達

・拠点Ｃ： 生産技術

・拠点Ｂ： 顧客サービス

◆海外（中国）
：

◆海外（中国）：

・拠点Ｄ： 生産

・拠点Ｄ： 既存商品の生産拡大

具体的には、それまでの複数拠点での開発・生産を改めて、複数あった国内拠点も整備
し直して機能を集約させて、効率性を一層向上させることとし、また、戦略商品である新
規技術・商品の開発及び生産に特化することとした。
この過程で、国内生産子会社との合併統合も行っている。同子会社は元々本体にあった
機能（生産機能）の移管を受け出発したものである。子会社化の背景は、電機メーカーが
各地方に工場を建設するという拠点戦略の流れに沿ったものであり、地方自治体からの誘
致もあったためである。今回の合併統合は、子会社にあったノウハウを本体に取り込むと
いうことと、拠点統廃合や中国などの新拠点の設立・強化を、プロパー社員と一体になっ
て推進することにあった。その結果、若干の人件費増が見られたものの、全体の効果から
見ると十分に吸収できるものであった。費用としては、生産コア技術力強化・拠点整備・
移転コストが大きなものであった。
他方で、中国拠点は、需要の多い汎用品の開発・生産拠点として、コスト競争力の強化・
中国での新規ニーズ把握に努めることとなった。ただし、コスト競争力の強化といっても、
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人件費の安さだけを狙ったものではなく、競争力の高い労働力を確保すること、潜在市場
を獲得すること、グローバルでの開発・生産拠点を構築することが目的であった。
拡大する中国の市場で、グローバル競争力を確立することを意図したものである。一方、
新中国拠点でのコアの生産技術にも磨きをかけた。例えば、現地の部材を活用した開発設
計による効率性の高い生産体制の実現に加えて、「複数製品間の工法・設備を共有した生産
ラインの構築」
「混流生産ラインの構築」「生産とリアルタイムで品質検査データを抽出す
ることによる工程改善及びその結果としての不良品の削減」「無線 LAN 導入によるライン
レイアウトの柔軟な変更による変種変量生産の実現」などがそれに該当する。日本生産と
同等の品質レベル確保は、当然のこととして実現している。
なお、既存機能が他に移転した拠点については、会社・部門全体の価値強化の観点から
新たに求められる機能を付与して、引き続き同社の新機能拠点としての役割を果たすこと
とにしている。
②SCM による在庫管理業務プロセスの見直しなど
上記のような拠点の再編成に併せて、同部門では、グローバルな SCM の実施により在庫
管理業務のプロセスを中国新拠点も含め大幅に見直している。
それまでは、世界 5 極（中国、日本、欧州、北米、アジア）の在庫拠点が、それぞれ個
別に在庫を持ちかつ管理を行っていた。この方法では、各地の在庫状況に過不足が生じや
すく、また、その管理についてもばらばらであったため、納期遅れにも結びつきやすかっ
た。
1 日で出荷をしようと思うと、在庫補充をある程度効率的にしなければならない。同部門
では、その仕掛けをグローバルでコントロールする目的で、中国の生産拠点が全世界の在
庫状況を一元管理する仕組み（情報システム）を構築して、補充すべき量を必要な時に生
産する方法に改めた。これにより、中国の生産拠点が自らの役割として、世界 5 極の在庫
拠点の在庫水準を適切にコントロールして、受注の翌日には世界 5 極の在庫拠点から顧客
への出荷を可能とする仕組みを構築している。これまでは、日本に限定していた取組みを
中国拠点でも実施することとなった。
一方で、短期間での生産移管や拠点立上げ、中国・日本間のコラボレーション開発を具
現化するための IT 環境整備についても合わせて行なった。
■改革の成果
製造固定費を約 90 億円圧縮するという目標に対し、結果として 90 億円超の圧縮を実現
した。その結果、改革に係る投資を 3 年で回収するという目標も達成できた。
また、リーマンショックの影響で一時期、売上が大きく低下したが、中国拠点はその後
回復して業績が拡大している。同拠点における今年度下期の売上は、上期の 8 割増しであ
るなど、改革の成果が現れてきているところである。加えて、中国拠点での生産・在庫管
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理に関しては、外部の賞を受賞するなど、対外的な評価も高い。
■成功要因／工夫した点
E 社の改革が成功した要因として、以下の点が挙げられる。
・ 業績が良いときに、短期間（計画発表から新拠点設立・稼動まで約一年弱）で一気に改
革を進めた。業績が悪いときのコスト構造改革は短期的なことしかできないのが通例で
あり、今回のように業績の良いときに改革をすることで、中長期的なコスト構造を作り
上げるための抜本策に対する積極的な投資もすることができた。
・ 改革の準備として、それまでに品番の統一や工程の見直しが行われていた。統一的な品
番体系は、グローバルで行われ、そこに設計図面がひもづくようになっていたため、共
通の開発基盤が構築された。
・ 業績悪化に伴う拠点再編でなく、最高益の中で実施することから、雇用問題を発生させ
ないという点も重要であり、再編にあたっては 1000 人規模の異動があったが、1 人も
リストラせずに職種転換ができた。
・ しかし、最高益にもかかわらず、拠点再編を伴う構造改革を実施するにあたり、とくに
当事者の理解醸成が不可欠であり、そのための対話、教育・研修などを充実させた。


「国際競争力のあるものづくりの強化」を改革目標として明示し、前向きな改革
であることを継続的に訴えた。



また、改革を行わなければ中期的には業績悪化を招き、「業績悪化に伴う、追込
まれた構造改革」となり「雇用問題」を含めた施策を余儀なくさせられる。した
がって、好業績の今こそ改革の実行が不可欠との認識の徹底と危機感の醸成を図
った。



中国では、特にグローバル拠点であるということの認識を徹底させた。また、
現地の作業員に対しても「何をすべきか」という問いを投げかけ、提案を促した。
当事者自身が、責任を分担することによってモチベーションの向上につながった。
他方、工場の食事を充実させるなど、福利厚生にも力を入れている。

このような抜本的な改革に対しては、それがいかに全社的な危機に対応したものであっ
ても、
「直面する危機」ではなく「将来想定される危機」である場合、一般的には現場から
の大きな抵抗がある。
E 社の改革では、特に、なぜ業績が良いときにやるのか、なぜこのように短期間でやるの
かという疑問が呈された。このような抵抗感に対する対策としては、上記のような、目的・
環境認識・必要性などにつき、マネジメント層、現場リーダーなどを巻き込んで推進する
という方策をとった。
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■今後について
グローバルベースでの事業環境は、日々変化しており、同社では、すでに実行した構造
改革の成果を確かなものとし、さらに新たな改革につなげて行く努力が続けられている。
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（5）佐賀市「事業・計画の見直し、共同化、業務プロセス変更による改革の取組み」6
■改革の背景
佐賀市では、他の多くの自治体と同様に、財政的に困難な状況に直面していた。
次の図表 12 は、税収がほぼ一定水準にある中で、市債残高が急激に増加している状況を
示している。
図表 11 佐賀市一般会計決算額と市税、市債残高の推移（平成 3 年～13 年）
（単位：億円）

資料）佐賀市（2001）「佐賀市行政改革推進会議中間報告」
注） 3～11 年度は歳出決算額、12 年度は予算額（含 3 月補正額），13 年度は当初予算額

このような状況に対し、平成 11 年に就任した前市長の木下敏之氏は、行財政改革の各種
取組みを実施した。
■取組み内容
取組み内容は、大きく、①既存事業・計画の見直し、②共同化、③業務プロセスの変更
に分類できる 7。

6

佐賀市の改革内容は、木下敏之氏へのインタビューに加え、木下敏之（2008）「なぜ、改革は必ず失敗するの
か」に基づいて記述する。
7 木下敏之（2008）「なぜ、改革は必ず失敗するのか」では、市長就任時に重点課題として、①採算性のない事業
の廃止・縮小、②市役所の体質改善（人口減少と高齢化の時代にあわせた大幅行革と都市計画等の見直し）、③
産業振興策と子育て支援、教育の充実の 3 つに優先的に取り組むという方針を立てたことが示されている。ここで
は本報告書ではこれらのうち特に、①と②に焦点をあて、内容を 3 つに再分類して示すこととする。
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①既存事業・計画の見直し
既存事業・計画の見直しは、バブル崩壊後の景気対策として行った公共事業が財政を圧
迫していたため、事業費総額を徐々に減らすとともに、無駄な事業や計画を止めるという
目的で行われた。見直しを必要とした事業としては、下記が挙げられる。
図表 12 既存事業・計画の見直し対象
対象

1999 年当時の状況／計画

対応

＜既存事業＞
（A）中心市街地の再開発ビル 第三セクター、倒産寸前
「エスプラッツ」

倒産後、再建中。その後、市
役所が床を買取

（B）工業団地（土地開発公社） 半分以上売れ残り

2005 年 9 月売却完了

＜進行中の事業＞
（C）佐賀駅前再開発商業ビル

第三セクター、事業費 100

中止

億円
（D）新焼却炉建設

300t 炉、300 億円予定

200 億円に削減

（E）NTT・市共同ビル建設

市負担 30 億円

計画実施

（F）土地区画整理事業

事業費 210 億円、うち市

計画実施。ただし、170 億円

負担 50 億円

に削減。

各自治会に対する口約束

ほぼ白紙撤回

（G）道路、公園、公民館建設

として存在
資料）木下敏之（2008）「なぜ、改革は必ず失敗するのか」p.30 に三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティングが一部加筆。

上記の事業のうち、木下前市長が最初に取り組んだのは、進行中の事業である（B）佐賀
駅前再開発商業ビルの建設の中止と、既存事業である（A）
「エスプラッツ」の経営再建（倒
産）である。両者に共通しているのは、「再開発ありき」で事業が計画され、当初より採算
が見込めないにも関わらず、甘い見通しに基づいて計画が進められていたことである。
（B）については、議会で事業費 100 億円の支出も含めた建設計画が既に了承されてい
たものである。これに対して、市民の賛成派、反対派の議論等を経た上で、決まっている
予算を市長が執行しないという方法によって計画を中止した。
（A）については、市長が依頼した財務分析の専門家による確認の結果、倒産が必死であ
ることが判明した。そこで、実際に経営が行き詰まってきたところで、市としては支援を
行わず、半ば意図的に倒産に追い込むということを行った。他にも、都市計画は、かなり
以前に作られた計画がまだ生きている状況であったため、見直しを行った。その結果、現
状に照らして必要のない道路計画は全て中止された。
（D）の新焼却炉の建設に際しては、当初は 300 億円を計画していた。しかし、これは
前回焼却炉を建設した 15 年前の知識による設計に基づいている金額であった。そこで、元
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自治体職員で焼却炉の設計を担当していた専門家を正式に採用し、設計を見直して無駄な
ものを排除することにより、周辺工事も含めて 200 億円で建設を完了した。
上記に加えて、資産の売却も行われた。市営ガスは、2003 年 4 月に 33 億円で民間企業
に売却された。これは、国の政策により 2007 年までに天然ガスに全面的に返還することが
求められており、それを市で実施すると経営赤字に転落することが予想されたことが背景
にある。また、赤字で債務超過状態であった市営バスの観光バス部門の廃止を行った。
②共同化
共同化は、周辺自治体と共通の業務を一緒に行うことによって、全体及びそれぞれの自
治体の負担を軽減するための方策である。佐賀市では、下水道事業において共同化が行わ
れている。
当時の佐賀市では下水道の整備が遅れており、1999 年 3 月時点での整備率は 47.6％で
あった。下水道事業の共同化は、佐賀市周辺の大和町と諸富町という町8が、同じような時
期に下水道を作ろうとしていたことが背景としてあった。佐賀市では、下水処理施設の処
理能力に余裕があったので、両町の汚水を受け入れることにし、代わりに建設事業の負担
金も引き受けてもらうことにした。こうすることによって、約 80 億円を節減することがで
きた。下水道の整備率も 2005 年には 69.3％にまで向上した。
③業務プロセスの変更
業務プロセスの変更は、市の内部で、今後も継続していく事業のやり方を見直すもので
ある。
佐賀市では、総合窓口の設置という業務プロセス変更を実現している。総合窓口は、市
役所において、住所変更届・戸籍の届出・印鑑登録、住民基本台帳カード及び公的個人認
証等、また住所の変更に伴う国民健康保険、国民年金、老人医療、小中学校の指定、児童
手当、乳幼児医療等の手続きを一括して扱う窓口である 9。
総合窓口設置以前の佐賀市役所では、3 月、4 月の繁忙期には住民が 2 時間以上待たされ
ることや、窓口をたらい回しにされることもあった。総合窓口の設置によって、住民の待
ち時間は繁忙期でも 20 分もない程度まで減少し、たらい回しにすることもなくすことがで
きた。
総合窓口は、佐賀市における職員の意識改革の成果の現われでもある。そもそも総合窓
口は先進の松山市に出張した職員からの提案によって実現したものである。
また、住民からの高評価や他の自治体からの視察が相次いだことによって、職員に対す
るよいフィードバックが起きた。その後、佐賀市では、繁忙期の 3 月、4 月には土曜日も日
曜日も窓口を開けているほか、通常時も日曜日は開けるようになった。
佐賀市は 2005 円 10 月にこれらの町と合併している。当時既に合併の話があったために、それぞれが汚水処理
施設をつくると無駄になるという想定もあった。
9 佐賀市ウエブサイト（http://www.city.saga.lg.jp/madoguchi/）
8
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総合窓口以外にも、保育園と放課後児童クラブの担当の教育委員会への移管が行われた。
これは、子供が産まれた後のことは、ひとつの部署が一括して担当するべきだという考え
に基づいている。この縦割りの解消により、小学校の教室の有効活用が行われるようにな
った。それまでは、放課後児童クラブのために小学校の空き教室を使おうとした時に、空
き教室ではなく「余裕教室」であり、必要があるときに使うものなので、放課後児童クラ
ブに常時提供することはできないといった抵抗が学校側からあった。ところが、放課後児
童クラブの担当が教育委員会になったことにより、このような抵抗がなくなった。
■改革の成果／困難であった点
○改革の成果
改革の成果として、まず、既存事業の見直しにより、追加的に無駄な支出が行われるこ
とを抑制することができた。
例えば、ゴミの焼却炉では、外部の専門人材を登用し、設計の段階で無駄なものを省く
ことによって、当初計画の 300 億円より 100 億円低い金額で完了することができた。下水
道事業の共同化では、施設の建設に関して 80 億円の節減につながった。総合窓口の設置で
は、繁忙期に市民の待ち時間を大幅に削減することができた。
また、一連の改革の中で、意識改革を行った結果として、職員から提案が出てくるよう
になった。先に述べたように、総合窓口は職員からの提案でできたものである。他にも、
コストダウンにつながった職員提案の例としては、ごみ袋がある。それまで、ごみ袋は厚
手の材質のものを使っていた。これを薄くすることによって、年間 3000 万円コストダウン
につながった。また、あまりごみを出さないお年寄り向けには、極小ごみ袋を作るといっ
た取組みも実現した。
○困難であった点
改革において困難であった点は、縦割りの壁である。複数の部門をまたぐような改革に
なると、この壁が問題となる。
また、市役所には資金調達の自由度がない。基本的には、長期で 1 本しか借りることが
できないので、金利が有利な状況になったとしても短期間で借り替えることができないと
いう問題がある。実際、建設国債を発行できないプロジェクトの資金調達は、非常に難し
い。
■成功・失敗要因／工夫した点
職員の意識改革は重要な点である。
意識改革は、形式的には朝礼や身だしなみの改善から行われた。朝礼は毎日行い、いら
っしゃいませ、ありがとうございましたという声出しをする。身だしなみについては、庁
内でスリッパをはいている人を市長が注意するということもあった。
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また、取り組んだことがない仕事を体験することも効果があった。例としては、総合窓
口やコストダウンの取組みが挙げられる。職員が、自分の限界ぎりぎりまでやってみて小
さな成功体験をすることが、改革の継続につながる。取り組んだことがないことは最初か
らはできないので、市長自ら作戦命令書を書いていたとのことであった。担当者からは最
初は積極的でない反応があることもあったが、任された仕事はきちんと遂行していた。
他には、「外人部隊」（＝外から連れてきた、民間企業の経験者等）が活躍した。民間企
業の感覚を持っていることは大きく、利益を上げなくてはならないという必死さがあり、
スピード感が違う。外部から来た人材は、このことを市の職員に伝えるために、繰り返し
言って、自らがやって見せて教えた。これは、単に技術・知識を持ち込むということのみ
ならず、職員の意識改革にも影響した。
市民からの提案箱、職員の回答も含めて、市長がすべてを見ており、いい加減な回答を
行っているものは修正することも行った。
■今後の課題
行政機関の場合には、
「厳密な意味での BPR」を進める以前に、
「仕事の進め方の見直し
という観点からの業務プロセス改革」に取り組む意義が大きいと考えられる。
まず、
「①民間化・民営化」に取り組む必要があり、それで残った部分について、行政が
実施すべき業務に対しては、
「②共同化」を考えることが重要である。
これらの取組みを実施した上で、単一の市役所でしかできないものは、厳密な意味での
BPR で対応すべきである。

45

（6）岩手県「トヨタ方式を活用した業務改革の取組み」
■改革の背景
前知事が、2 期目の後半にもっと仕事を効率的に進めていきたいという考えのもとに業務
改革を開始した。3 期目に入り、財政状況が厳しくなってきたことも改革を継続する要因と
なった。その際、トヨタの業務改善の方法を参考にすることにした。
トヨタ方式を取り入れた理由は、前知事が奥田元社長や張元社長と業務改善について話
をしたことがきっかけである。工場の製造現場そのものではなく、トヨタ自動車の元町工
場の総務部での改善の取組み、すなわち現場のホワイトカラーの生産性向上が参考になる
かもしれないという話であった。
岩手県での取組みは、人員削減そのものを志向していたわけではなく、なるべく少ない
人数で仕事をできるようにしようと考えた。仕事量は増えていくのに対して、人員を拡大
するという方法で対応するのではなくて、既存の仕事をなるべく少ない人で効率的に行っ
て、余った人材を新しい仕事に振り向けるという考え方である。
ちょうどトヨタ方式のコンサルティングを専門にサービスし始めたトヨタ系の会社があ
ったので、岩手県にも来てもらうことにした。役所の業務改革をするために、業務の導線
から何から見てもらった。
■取組み内容
業務改革の取組みは、コンサルティング会社のアドバイスを受けて進めた。組織の中で
はまず財政課から取組みを開始した。財政課は前近代的な仕事のやり方をしており、改革
に対して抵抗するところであり、業務改革を実施することにより、他の部門に与える影響
も大きいと考えられた。また、農林水産部も最初の対象とした。岩手県では農林水産部は
よく残業をしている部門であった。そこで、これらを対象に改革を進め、全面的に展開し
ようと考えた。まずは残業をなくすことを目指すことにした。
残業時間を減らすというと、表面的に早く帰宅はするが家に仕事を持ち帰るなどのごま
かしもある。また、どれだけ残業時間を減らせるかという指標のとり方自体に議論もあっ
たが、何か具体的な目標が見える形でないと改革が進まない。残業時間を減らすことを通
じて仕事のプロセスを全部見直すようにして、仕事に従事している時間を減らすような形
にしていくことを目指した。
それまで役所では IT 化しているといっても仕事のやり方自体はまったく改革されていな
かった。紙を PC に変えた程度で本質的な部分での改革は進んでいなかった。そこで、これ
をきっかけに仕事の必要性から、仕事のプロセスに至るまで全部リンクして検討材料にし
ようとした。その際、各課に仕事の指示を出している財政課が夜中にヒアリングを行い、
膨大な紙を使っていた。そのようなことから、財政課から改革を進めれば改革が進むと考
え、財政課と農林水産部を対象として、業務改革を実施するための検討を行った。
その際、メーカーの工場などで、業務改善が進み、効率化が図られているところでは、
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職場がきれいに片付けられ、職員も挨拶がきちんとできるということが徹底されている。
そこで、業務改革の取組みはそのようなところから始めることにした。
実際、県内の企業でも本当に良い企業というのは、社内や工場内にごみひとつ落ちてな
い。従業員自身が会えば大きな声で挨拶をする。そのような例を参考に、職場も見える形
できれいにしていった。1 年かけて取組みを進め、コピーの置き方から文房具など備品の整
備から極々当たり前のことから改革を進めた。取組みの結果、ヒアリングの時間や予算要
求の際の資料の整理など、随分見違えるようにきれいになった。見える形で取り組むこと
が重要である。その部分がきれいになることで全庁的にも最も伝わりやすい。
改革に取り組むに当たって、これまでの改革への取組のように、知事のところに各部門
の局長が集まってどのようにするか検討する方法ではまったく改革が進まなかったので、
ドリームチームのような部隊を作り、そのメンバーを核として改革を進めていこうとした。
ドリームチームのメンバーは、各部門から選ばせると管理部門の事務職が選ばれるなど
その部門を代表するような形になってしまい、改革がまったく進まないため、そのような
方法はとらなかった。チームのメンバーは年齢層もばらばらにし、現場の技術者も含める
ようにした。ドリームチームを核に改革の進め方や取り組む内容などを考え、具体的な提
案を挙げてもらった。
ドリームチームの規模は 10 名程度とした。多すぎても機動的に動けなくなり、少なすぎ
ても部を背負ってくるような形になって現場から孤立してしまう。そのようなことから 10
名程度のメンバーにして、そのメンバーを改革を進める核とした。その際、意識の高い改
革を考えるのではなく、一般の職員が普通の現場で進められる、当たり前のことができる
改革にするために具体的な方法を提示して取り組んでもらうことが重要と考えた。
財政課はある種の象徴で、その存在が煙たがられたり羨ましがられたりするようなとこ
ろがあるので、財政課でやっていることは財政課だからやっていると思われがちである。
農林水産部で取り組んでいることが県庁全体として見ればある種標準的な改革であり、そ
こで徹底的に取り組むことが全体的に拡がることにつながる。
議論には、必ず技術系の人や現場の人が入るようにした。現場の技術者を含めるのは現
場での業務を通じて住民等の声を拾うことが目的である。改革内容としてどのようなこと
をするかについては、まずドリームチームで検討し、その後各課で考えてもらうようにし
た。その検討の取組みをドリームチームでサポートしたり、ハンドリングするようにした。
業務プロセスを見直す際には、実際に（改革に特に熱心な職員ではなく）普通の職員が
どのように改革に取り組めるかということが重要である。考え方として、ゼロベースで根
本的に見直すと言っても、現実にはある種の制約を十分に考えなくてはいけない。本来の
業務以外に、業務改革などの現場にとってはやっかいな取組みが持ち込まれてくると、で
きるだけ適当にうまく、あまり逆らわずにこなしておこうという感覚を持ちがちである。
それを少しずつでよいから変えていくことが重要である。劇的に変革しようとして刺激し
続けても、現場が疲弊してしまって継続的な取組みとしては難しい。
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■改革の成果
業務のプロセスを見直すことで、効率化を進めることができ、結果的に残業時間を減ら
すことができた。また、職場が目に見える形で整理され、きれいになった。
■成功・失敗要因／工夫した点
改革の取組みでまず重要なことは、時間管理と改革疲れにならないようにすることであ
る。
特に、時間管理は重要であり、だらだらと 2 年も 3 年も取組みを続けるべきではない。
長くても 1 年と期限を決めて、その期間の間に徹底的に取り組むことが重要である。改革
の検討課題についてはいつまでに結論を出すことを決めて取り組むべきである。そのよう
に取り組まないと、改革が進んでいかない。
二つ目に重要なことは、改革疲れにならないようにすることである。上層部では、改革
の取組みはいつまでに実施するもので、取組みの主旨などよく理解しているが、本庁から
離れた現場の出先機関等になると、同じように理解していることが難しい。改革の取組み
を始めても、その成果が出たのかどうかわからないうちに、別の改革のための運動が始ま
るなどすると改革疲れが出る。そのような状況になることが最も悪いため、改革疲れにな
らないようにするためにも時間管理が重要である。
改革疲れになることを防ぐためには、現場のムードや職員の本音がどこにあるかを探ら
なければならないが、知事や部長などでは把握できない。課長等のレベルでいかに適格に
状況を把握できているかが重要である。これらの情報を引き出すためには、年に 2 回程度、
職場の課長や責任者が必要な時間を確保して、一人ひとりの職員とコミュニケーションを
とることが必要である。
改革疲れになる原因として、課長など上の人間が改革の大義（真の狙い）を適切に伝え
ていないことが挙げられる。残業時間を減らそうという取組みも、一定期間が経過すると、
手段ではなく、それ自体が自己目的化して、単に数字を達成すればよいとなってしまう。
常に上に立つ者が改革の大義を伝えて、それを忘れずにみなで取り組むことが重要である。
実際、全員が改革の主旨を共有して本気で改革に取り組むことは難しい。全体の半分や 7
割程度の職員が、改革の主旨を理解して取り組めばよいと考えるべきである。
何年かごとにいろいろと名前を変えて改革を行うと現場がついて来なくなる。選挙で首
長が代わった途端に揺り戻しが来る。大きな改革をすればするほどその傾向がある。組織
風土として、いかに改革を定着させるかが問題である。すぐには組織風土は変わらない。
実際、目に見えて変わるということは表面的なものである。目に見えない形でも、組織の
根本が変わっていくことが重要である。それが目に見えるくらいの速度で変わればもっと
よい。とにかく改革が後戻りしないようにさせることが重要である。成果が少しでも出た
らすぐに全体で共有して、ここからは戻らないようにしようと言い続けることが必要であ
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る。
県庁の中では、知事が人事権を持っているため、トップが行革に非常に熱心であるとい
う姿勢が庁内に伝わると皆取り組むが、仕事の成果をできるだけ職員の人事評価に結びつ
けるべきである。改革への取組みを人事評価の柱に入れることが理想ではあるが、取組み
の成果をどのように測るかについては現実的には非常に難しいこともまた事実である。財
政課や各部門の企画で成果を出したり、市長村と協議するような立場で成果を出したりす
ることはトップから見て分かりやすいが、現場で仕事をしている職員の中にも非常に成果
を挙げている人がいる。それらを同じ県庁の中でどのように公平に評価し、処遇するかは
難しい。上の人間が現場での取組みを常に把握していること、その取組みを何らかの形で
評価しているということを現場に伝えることが重要である。自分が取り組んでいることを
トップに正当に評価されていると認識することで、職員のモチベーションが随分変わる。
トップが現場の取組みを把握しており、更に改革の取組みをすることが県民から求められ
ていて、そのため、自分達の組織をどのように変えていくかという改革の大義を全庁的に
認識させることが重要である。具体的な改革の方法は各現場に委ねられるため、勤務時間
はできるだけ有効に使って残業時間はできるだけ減らそうというシンプルな目標に集約化
する際には、そのことが自己目的化して手段が目的となって一人歩きしないようにするた
めの工夫が必要である。そのため、改革に取り組む前に、改革の責任者を対象としたディ
スカッションを重ねることが必要である。
組織の中では、官房が予算や人事などの権限を持っており、一番力が強いので、改革は
これらの力を持っている部門が進めていくべきである。成果が出てくれば、その部門で他
の用途に予算を使ってよいなどにすれば改革に取り組むインセンティブになる。経費を削
減した部門では、予算の使い方は任せるから自由に考えるような方法をとれば、節約のた
めのアイディアが出てくるようになる。ただし、枠予算のような形で、部門で自由に使え
るようにすると、経費を削減した部署の予算を部門で吸い上げて、他の関係ない部署で使
うなどすると、削減した予算の出し渋りが発生する。そこで、そのようなことが発生しな
いような方法は、官房の改革の責任者に考えさせるべきである。どのようにして改革の取
組にインセンティブをつけるか基本的な方法を官房で検討して、それを基に各部門でやり
やすい方法を検討することが必要である。
他の自治体の失敗した事例を聞くことも重要である。どこの自治体でも似たような改革
の取組みを行うが、なぜうまくいかなかったかを把握することが重要である。
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（7）静岡県「業務棚卸表を活用した業務改革の取組み」
■改革の背景
静岡県における行政改革は古くからの活動であり、昭和 54 年頃から行政改革大綱を制定
している。現在も続く活動のきっかけとなっているのは、平成 6 年に石川前知事が就任し
たことである。これは、行政の生産性の向上を行うことを目的として始めたもので、本格
的な活動の開始は平成 9 年からである。
職員を減らす、お金を減らす、といった資源に注目した活動はどこでも実施しているが、
そのような取組みでは、税収が増えるとやめることになり、対処療法的な手段である。静
岡県では、行政の質を上げるものでなければ改革につながらない、科学的な運用が必要で
あるという認識のもと、BPR も取り入れていくことになった。
石川前知事のブレーンとして行政改革を支えたのは、当時静岡県立大学情報学部長であ
った大坪檀教授（現静岡産業大学学長）と、同じく静岡県立大学情報学部の北大路信郷教
授（現明治大学公共政策大学院教授）である。大坪教授は、ブリヂストンでホワイトカラ
ーの生産性向上に取り組んでいた経験も有しており、静岡県の改革でも助言を得た。また、
北大路教授には、主に業務棚卸表を中心とした経営システム導入についての助言を得た。
■取組み内容
静岡県における行政改革の取組みの軌跡は、主に次の図表 13 のようにまとめられる。
図表 13 静岡県における行政改革の歩み
平成 6 年度

「行政の生産性向上」提唱、リエンジニアリング研修

7 年度

新行政改革大綱、文書・事務ハーフ運動

9 年度

業務棚卸表の導入

10 年度

組織のフラット化、ひとり 1 改革運動

11 年度

戦略的政策展開システムの導入
「魅力ある“しずおか”2010 戦略プラン（静岡県総合計画）」策定

14 年度

成果指標（158 項目の数値目標）設定
新公共経営（NPM）の本格的導入
総務事務センター設置、業務をアウトソーシング

15 年度
17 年度

評価を加えた業務棚卸表を県議会に提出
NPM 手法による予算編成（PDCA サイクルの活用）
総合計画の見直し（成果指標＝166 の数値目標）
キャリア・デベロップメント・プログラム（CDP）

19 年度

本庁組織の再編（目的別に部局を大括り化）

20 年度

行政活動評価要綱制定（県庁全体で行政評価に取組み）

資料）大坪檀・北大路信郷監修／静岡県編著（2008）「県庁を変えた『新公共経営』」
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改革の取り掛かりとして、まずは課長級以上の幹部職員を対象に研修に力を入れた。
研修は、意思決定をする際にゼロベースで、効果や成果を基に判断するという内容であ
った。具体的には、
「あなたの室で人員が半分に、予算が半分になったらどうするか？」と
いう課題設定で、本当に業務が必要か見直す（考える）という内容の研修を行った。この
試みが、
「文書・事務ハーフ運動」につながった。また、成果が重要であるという認識の共
有化につながった。
静岡県の行政改革・運営の全体像は、次の図表 14 で示す通りである。
図表 14 静岡県の新公共経営システム

資料）静岡県ウエブサイト（http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-030a/2.htm）

上記に示されるように、静岡県では業務棚卸表が行政改革・運営の中心となっている。
行政評価を平成 9 年度から導入し、作戦書として使ったのが業務棚卸表である。
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業務棚卸表は、総合計画の目的から主な業務活動までのロジックを目的－手段の関係で
表示している。総合計画の中にある 166 の目標を各室が受け持つことになり、そのそれぞ
れが業務棚卸表を作成することになっている。業務棚卸表を用いた目標体系は次のように
なっている。
図表 15 業務棚卸表を用いた目標体系

業務概要（室の業務の概要）

手段（目的）

大分類

中分類

大分類（室の主な施策）

中分類

小分類

中分類

小分類

手段（目的）

中分類（室員の仕事の概要）

小分類

手段（目的）

小分類（個々の仕事の内容）

小表（
目的から小分類までを表示）

目的→手段（目的）

総括表（
目的から大分類までを表示）

総合計画目的→任務目的（室の目的）

手段

資料）静岡県ウエブサイト（http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-030/gyotana/guide_2008.html）

業務棚卸表は、上記図表の通り、目的―手段のツリー構造になっている。上記図表で示
されているそれぞれの囲みは、上位目的を達成するための手段であると同時に、下位の手
段にとっては目的となっている。「室の目的」は中間アウトカムで、「業務概要」は具体的
な内容、大分類は施策の柱となっている。こうすることによって、大きな目標との関係性
が明確になっており、仕事の構造が「見える化」されている。
次頁の図表 16 は、業務棚卸表の総括表を示している。
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図表 16 業務棚卸表（総括表）

資料）静岡県ウエブサイト（http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-030/gyotana/guide_2008.html）

総括表の「困難度」の星（☆）3 つは、非常に難度の高い取組であることを示しており、
星 2 つは、実現可能性と不可能性が半々のものである。目標が簡単なものだけにならない
ように困難度をつけている。
また、費用対効果が見えるようにしている。人件費は 740 万円／人で計算している。業
務棚卸表の人件費の計には、管理職の人件費は含まれていない。これは、管理職の職務内
容の中心が、管理・調整業務であるためである。進捗管理も業務棚卸表でやっている。こ
のように、実際に業務棚卸表を活用して行政運営をしており、総合計画を達成するための
整合もとっている。
最初に業務棚卸表を作った平成 9 年の時には、約 1 年かけて業務棚卸表を作成した。一
度形ができると、次年度以降はそれほど難しくなく、時間もかからない。
次年度以降の業務棚卸表作成の作業でマイナーチェンジはいくつもあるが、ポイントは
棚卸表を作成するだけにとどまらず、実際に使うことである。また、必ず見直すことが重
要であり、見直し作業をルーチン業務にしてしまうことが必要である。毎年見直しするこ
とが当たり前になると、職員にとって苦しいものにはならない。異動があった時にも、異
動先での業務の説明に使えることもメリットである。業務棚卸表は、毎年 6 月に課室の長
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が中心となって作り直している。
業務棚卸表は、予算編成の際にも活用されている。
大坪檀・北大路信郷監修／静岡県編著（2008）「県庁を変えた『新公共経営』」では、業
務棚卸表と予算編成との関係について記載されている。それによると、予算編成に先立っ
て、各局長と財政室長、行政改革室長、総合計画室長等が、意見交換会を実施し、改善措
置などを踏まえた予算への取組み方針を確認する。ただし、業務棚卸表に基づく評価は、
室の作戦（ロジックモデル）全体を評価するため、予算の単位である事業評価とは異なっ
ている。両者の対応関係は、予算要求時に作成する「評価補完シート」に示されている。
業務棚卸表は、議員も参照するようになっている。業務棚卸表に示された目標をなぜ達
成できなかったのか、そのためには何をしなければならなかったのか考えることで PDCA
を回していく仕組みである。平成 15 年から業務棚卸表に基づく評価結果を決算特別委員会
の審議の資料に提出している。昨年度は業務棚卸表をもとにした議会発言が 91 件（これま
での最高）あった。今年度は同 62 件である。議員に提出することにより評価内容も充実化
してきた。議員からも一種の作戦図として使われている。
静岡県では、業務棚卸表を作るということが、すなわち行政評価であると考えられてい
る。業務棚卸表を作成することによって、目的の実現のためにどのような手段を講じるか
というロジックモデルで考えるようになることが重要な点である。
業務棚卸表を用いた運営に加えて、戦略展開というツールを利用している。業務棚卸表
はいわばボトムアップによる目標達成の仕組みである。しかし、総合計画については、地
道にボトムアップでのみ実施していくことは難しい側面もある。総合計画で挙げられた施
策を一気に実施しなければならない時にはトップダウンが重要であり、戦略展開はそのツ
ールである。戦略展開は民間で言うところの方針管理である。まず、知事が方針を作成し、
それに基づいて部長が方針を作るようになっている。方針管理は、知事の方針を各部長が
どの程度理解して、その上でその方針を組織で展開するための適切な方針を提示できるか
と言う、ある意味、管理職が試される機会でもある。適切なよい方針を提示できることが
よい幹部であることの証明にもつながる。例えば、今年度の大きな方針としては、静岡空
港の有効活用がある。これが棚卸表にも反映されるようになっている。
業務棚卸表を中心とした行政経営を支えているのが、職員による「ひとり 1 改革運動」
である。
ひとり 1 改革運動は、平成 10 年に始まった取組みであり、職員の意識改革を図り、1 人
ひとりの参加を促すことが目的である。当初は、提案が中心であったが、現在はアクショ
ン（成果）を公表する形になっている。具体的には、ITを活用してアクション（成果）を登
録する形になっており、入力された内容は誰でも見ることができる。「とにかく何でも成果
を入力してもらう」ことが重要である10。
また、他の人が登録したものと同様のことを行った場合には、その内容を別途入力する
10

静岡県へのインタビューより。
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必要はなく、IT システムで「私たちも実施」ボタンを押すだけでよいようになっている。
この場合でも成果が 1 件分に数えられることになっている。ひとり 1 改革運動は、このよ
うに職員の意識改革に貢献し、参加の裾野を広げるとともに、具体的な改善を展開してい
く仕組みとなっている。
ひとり 1 改革運動の取組件数は、増加傾向にある（図表 17 参照）
。平成 10 年度～21 年
度までの累計取組件数は約 12 万件で、うち約 10 万件が改革成果である。
図表 17 ひとり 1 改革運動の取組件数の推移

資料）静岡県ウエブサイト（http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-030a/4-2.htm#kensusuii）
注） 「改革成果」は自ら改革・改善を実施した件数、「提案」は自らの所属では解決できない課題の解決策を提案した件数

静岡県では、本年度に新たな知事が就任して、既存の手法の見直しを行うこととし、県
の施策に積極的に透明性を確保することが重要であるという考えから、新たに事業仕分け
を実施し、評価に外部の目も入れるようになったため、評価の機能は強化されたといえる。
また、業務棚卸表に示される「目標達成に必要な各手段」をパッケージとして取りまと
め、それを一つのプログラムとして捉える、プログラム評価についての取組も開始した。
費用対効果については、県民も非常に興味を持っているため、プログラム単位で費用対効
果が見えるようにするなど、分かりやすくしていくとのことであった。
■改革の成果
静岡県では、このような行政改革の成果として、行政のスリム化及び人員の削減、それ
らによるコスト削減を実現している。
平成 10 年度～14 年度に見直された事業数は、累計で 5,819 事業であり、これによる改
善額は累計 1,907 億円に上る。
また、行政評価のPDCAサイクルと予算編成のサイクルを連動させることによって、平成
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21 年度当初予算は、平成 16 年度に比べて 322 億円圧縮でき、投資的経費は平成 10 年度
のピーク時から 3,010 億円削減（4 割に圧縮）することができた 11。
更に、アウトソーシング、指定管理者によって、毎年 10 億くらいの削減効果が出ている。
職員数についても、以下の図表 18 が示すように、継続的に削減しており、効果を上げてい
る。
図表 18 静岡県の一般行政部門における職員数と人件費の削減成果
年度

10～14

15～17

計画

500 人

250 人

期間計

509 人

287 人

84 人

158 人

116 人

104 人

－

累計

509 人

796 人

880 人

1,038 人

1,154 人

1,258 人

－

1,258 人

16,005

17,943

8,170

9,036

10,314

11,263

－

72,799

実績
削減額（百万円）

18

19

20

21

22

500 人

合計
1,250 人

資料）静岡県資料

ひとり 1 改革運動も経費削減につながっている。以下の図表 19 は、平成 21 年度のひと
り 1 改革運動の効果を数値換算したものである。
図表 19 ひとり 1 改革運動取組成果（平成 21 年度）

資料）静岡県ウエブサイト（http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-030a/4-2.htm#kensusuii）
注） 効果額等は、取組成果のひとつの目安として、見込みも含めた各所属の自己申告値を集計したもの。
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静岡県へのインタビューより。
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■成功要因／工夫した点
○成功要因
静岡県における行政改革の成功要因としては、業務棚卸表を中心として、実際に使える
仕組みにしていることがあげられる。
他の自治体で行われているような事務事業評価は、職員に大きな負担がかかること、ま
た、このような評価は予算の査定の時に行われていることから、二重の作業になることも
あって、実施していないということである。
作業負担が大きくなると評価疲れにつながる可能性が高いという認識から、なるべく作
業負担を増やさない形で、継続的に実施していくことができる仕組みにすることが重要で
あると考えられている。
また、職員の不断な意識改革への取組みが改革を下支えしている。提案ではなく、成果
を報告させること、また、他の取組みを真似をして（横展開して）も成果と見なされるな
ど、職員が取組みやすい仕組みとなっていることもポイントである。
■今後の課題
県民がもっと大きな削減を求めているかもしれないので、そのためにはどのような手段
があるかを見極めていかなければならないことが認識されている。
また、アウトソーシング、指定管理者で毎年効果を出しているものの、責任の所在や住
民の安心感という問題も別途あるため、どこまでを行政、どこまでを民間がやるべきかは
難しい問題である。少なくとも実施主体の行政としては、きちんと監視できる体制が必要
であるという認識が持たれている。
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（8）松戸市「業務棚卸とSWOT分析を活用した改革の取組み」
■改革の背景
昭和 62 年から研修の一環として、業務棚卸しなどを実施してきた。現在の市長が平成 6
年に、行政リストラを掲げて就任し、一連の改革のスタートをきった。それ以降は、経済
情勢あるいは政治情勢を見ながら、行財政改革を継続的に実施してきている。
直近では、総合計画の見直し時に大きな財源不足が判明したことが、改革の大きな契機
となっている。
現行の総合計画は、平成 10 年度から平成 32 年度と非常に長い計画であり、その中の第
２次実施計画が平成 15 年度から 19 年度の 5 年間を対象としていた。その実施計画を策定
するときに、評価の考え方も取り入れ、すべての事務事業について棚卸を行い、計画期間
の 5 年間の財源を初めて確認した。その段階で、今後 230 億円程度の財源が不足するとい
う状況が明らかになり、これを受けて行財政改革が必要であるという認識が共有された。
■取組み内容
行財政改革の取組みを進めるなかで、特に、民間的な手法を導入する NPM について、参
考になる部分は取組みに取り入れてきた。
行財政改革計画を策定した目的は、行財政改革を確実かつ適切に進めることであった。
短期的には、公共サービスの民営化、定数の削減、人件費（給与等）の削減、一部の公共
サービスの見直しにも取り組んできた。しかし、そのような対策だけを進めていくと縮小
均衡に陥ってしまう懸念があった。
そこで、行財政改革のもうひとつの枠組みとして、中長期的な改革が必要という認識が
共有された。中長期的な改革については、十分時間をかけて検討していく必要があったた
め、平成 16 年度から具体的な検討を始めた。
最初に、市職員若手中堅 10 数名でプロジェクトチームを作り、分析ツールについての検
討を進め、松戸市として SWOT 分析や、ABC/ABM への取組みについて提言を行った。
その後、平成 17 年度から SWOT 分析と ABC/ABM の 2 つの手法を中心に組織として
の取組みの可否についての検討を進めた。検討の結果、SWOT 分析を活用することが決め
られた。
SWOT 分析が用いられた理由は、短期的な改革では財源を確保するために、どちらかと
いうとコストを削減することを中心に検討してきたが、目指すべきものとして、総合計画
に目を向けるべきという認識が改めて共有されたためである。総合計画は、従来は理想を
語っていくものであり、財源の裏付けは十分には検討されていなかった。その結果、財源
の手当のため、行財政改革を検討することになってしまっていた。そこで、総合計画と財
源の両方を一緒に検討できないか、ということが問題として提起された。その際に、検討
を進めるためのツールとして SWOT 分析が適切であると考えられた。内部の人間だけで取
り組むことには限界があるため、関東学院大学の大住莊四郎教授を会長とする第 3 次実施
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計画策定有識者会議など専門家からの指導を受けながら、平成 20 年度からの第３次実施計
画の策定に向けて SWOT 分析を実施した。
SWOT 分析を行うに際しては、業務棚卸の考え方を取り入れて、すべての事務事業を棚
卸しした上で分析を行った。松戸市には 23 の政策があるため、SWOT 分析を実施する際
には、23 の政策の単位で実施することとし、すべての事務事業を対象とした。
本部は全部で 8 つ（市長事務部局 5 本部、教育委員会、消防、病院事業）あり、それぞ
れに企画管理室があり、本部長のスタッフ的な役割を担っている。各企画管理室の職員が
担当課と議論しながら SWOT 分析を行った。
SWOT 分析の導入に際しては、平成 16 年度が研究期間であった。平成 17 年度に 1 度試
行的に分析を行っている。これは第２次計画のローリングの期間でもあった。SWOT 分析
が使えるということで、平成 18 年度の初めから本格的な取組みをスタートしている。
各部門に SWOT 分析に活用する作業シートの作成を依頼していた期間は、作業ベースで
2 カ月程度であった。実際には、公開している SWOT 分析の表よりも細かい作業シートを
作った。その検討の中で市民価値（BSC における顧客価値的な概念）についても検討を行
った。
SWOT の象限の名称は民間で取り組まれているものとは異なる。強み、弱みも、市役所
と松戸市全体で分けて記載している。このように分けることで、民に委ねるべき部分（民
に強みがある部分）は委ねるようにする。SWOT 分析を通して策定された「戦略シナリオ」
が実施計画の「取組課題」になっていて、予算もひもづいている。これはこれまでの計画
書の記載方法と異なることである。
SWOT 分析を通じて抽出された取組課題は全部で 123 であった。第 3 次実施計画は、そ
れらの取組課題を確実に実施できる計画にするために、財政的な整合もとれている。廃止
する事業のリソースについては他の事業に充当するという考え方である。部門内で廃止と
拡充する事業が完結する形にはなっていない。これは、部門の中だけの見直しでは、限界
があるためである。財務部門で 3 年間の財源の大枠を提示して、その中で事業の計画額を
推計してもらう。大枠をはみ出てしまう部分については、行財政改革推進会議などで、全
庁的に調整する。
SWOT 分析に基づく松戸市の包括戦略を下図に示す。
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図表 20 松戸市の包括戦略

資料）松戸市資料
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■改革の成果
改革の成果には、次のようなものがある。
図表 21 SWOT 分析を通じて得られた改革の成果
・

影響度や重要度を整理できたので、事業の方向性を示すことができた。また、説明理
由も明確になった。

・

他本部の政策についても議論し、現状認識や問題意識を共有化できたので、全体を俯
瞰し、大きな課題の把握につながった。

・

ニーズの減少に対応した事業の縮小や、市民や事業者等に委ねていく事業についても
明らかにし、実施計画に組み込むことができた。

・

毎年度見直しをする枠組みを導入することにより、財源と全体事業費との整合性や、
経済環境の変化に対応する柔軟性が確保された。

・

「目指す成果」
「目標」
「事業費」を明記することにより、わかりやすい計画となった。

資料）総務省ウエブサイト「地方公共団体における行政改革の取組みについて」（http://www.soumu.go.jp/iken/）

■成功要因／困難であった点
○成功要因
撤退も含めた提案については、行財政改革推進会議に検討結果を提示して、フラットベ
ースで議論を行った。会議では比較的意見を言いやすい環境であったこともあり、撤退も
含めた検討結果を受け入れてもらうことができた。実際には、そこで全く新しい考え方を
提示したわけではない。検討メンバーの頭にあったことが、SWOT 分析に基づいてきちん
とした形で提示されたため、受け入れられたのではないかと考えられる。
人材育成のための研修についても様々な段階で取り組んでいる。かつては、課長は戦略
策定、係長はマーケティングの研修プログラムを組んでおり、ともに、1 年かけて作り上げ
ていくプログラムになっていた。
また、気づきを生むための場づくりとして、アクションラーニング（ドクターマーコー
ド） 12 に基づく研修を試行したこともあった。
ロジックモデルや BPR 等は左脳的な考え方、取組みであるので、それよりは、それぞれ
の職員が持っている思いを解放し、右脳的な場づくりを志向するものである。合理化を進
めていくと、職員の中に窮屈感、やらされ感が出てくる。そのような考えに陥らずに、も
っと自分たちの長所に目を向けようという発想が重要である。欠点を埋めようとすると、
それを埋めるということだけで、それ以上のものは生まれないため、このような研修を導

12 アクションラーニングは、グループで現実の問題に対処し、その解決策を立案・実施していく過程で生じる、実
際の行動とそのリフレクション（振り返り）を通じて、個人、そしてグループ・組織の学習する力を養成するチーム学習
法のこと。（参考）NPO 法人日本アクションラーニング協会（http://www.jial.or.jp/al/index.html）
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入した。
そして、平成 20 年度からは、研修としてはではなく、総合計画の後期基本計画策定のプ
ロセスに、職員参加、市民参加のプロセスを設計し、組織学習をめざしている。
例えば、インタビューを通して、職員の主体性を引き出すという仕組みを取り入れてい
る。対象は全職員であり、1200 人が実施した。「あなたの思いを聞く職員インタビュー」
というようなものであり、職員が相互にインタビューをする。松戸市の良さや暮らしやす
さ、将来のありたい姿などを職員相互に聞いてもらう。
この取組みは、市民向けにも実施している。職員が市民に対してインタビューをするも
のであるが、これは参加者の満足度が高い。未来について一緒に考えるというアプローチ
をとると、市民の表情が生き生きする。逆に、行政が作ったものに対してどこが足りない
か聞くというアプローチをとると、どうしてもネガティブな回答になる。行政と市民が一
緒に作った計画であるから自分たちも一緒にやろうということになる。
改革を進める上での抵抗勢力はあまりないが、それは現在のような長所を引き出すアプ
ローチに変えたところが大きい。改革に取り組む側が押しつけられているという感覚をも
つアプローチであると抵抗勢力が出てくる。最初からそのような人達が一緒になって作り
上げていくというアプローチにすべきである。対立する人は必ず存在するが、計画ができ
てから見せる場合と、プロセスから見せる場合とでは協力度合いがまったく異なる。
○困難であった点
課題としては、分析を実施する上で必要なデータが揃っていないことであった。また、
事業の撤退や縮小については、普段から考えていないことであるため、抽出することが難
しかった。対象事業を抽出したとしても、意思決定をしてから実行に移すまでに非常に時
間がかかる。第 3 次実施計画の計画期間は 3 年であるが、3 年の間に撤退できる事業はそ
れほど多くない。サービスを廃止する場合には、現在の利用者に納得のいく説明と代替措
置などのための時間が必要となる。
■その他の業務プロセス改革の取組み
行財政改革を進めるなかで、市民サービスを低下させないことは大原則である。直接的
な市民サービスについては、アウトソーシング、指定管理者等でサービスの質を維持・向
上することが可能である。しかし、このような方法で効果が導出できるのは限られた部門
であると考えられる。そのほかに、内部事務的な部門を見直すことも重要であり、具体的
には、出退勤管理、出張の管理、文書管理（決裁が終わった文書の整理や公開請求があっ
たときに出しやすいようにする作業）などに、業務の標準化・集中化による方法が使える。
業務プロセスの見直しが難しい部分は、専門性が高い企画部門である。それ以外の業務
についてはプロセスの見直しに取り組んできた。しかしながら、現在は、特に福祉などで、
制度変更が多すぎて、業務プロセスを見直すことへの意欲がそがれている。
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■その他（ABC を実施しなかった理由）
ABC 分析は検討は行ったものの、実施はしなかった。
ABC 分析を実施しなかった理由は、自治体の場合には規模が小さいため、そこまで精緻
にやる意味がないと考えたためである。そのなかにあっては、市民課、支所などの市民サ
ービスを提供する部門では、ABC/ABM を導入すれば効果が出そうではあった。しかし、
実際には、特に支所では、税や料金の徴収、福祉の手当の受付なども行っており、業務数
が多く、ABC/ABM を行うには煩雑である。
なお、国民健康保険を対象に試行し、いつくかの業務改善を実現させた。しかしながら、
特に福祉部門ではあまりにも制度変更が多く、ABC 分析を実施し翌年から制度が変更され
ると、何のために実施したのか分からないという話になる。もう少し、動的な見方をする
改善手法でないと、活用は難しい状況にある。
しかしながら、ABC のなかの職員の業務分析部分だけをとりだして活用している自治体
もあり、目的を絞って取り組むことにすれば、自治体においても活用可能ではないかと考
えられる。
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（9）滝沢村「経営品質を核にした経営改革の取組み」
■改革の背景
平成 6 年～平成 18 年まで在職していた前村長の取組みがきっかけとなっている。
前村長は、役所が縦割り、派閥、無駄な残業等、住民の考え方とかけ離れた取組みをし
ていると感じ、行政内部の改革の必要性を強く認識した。
前村長の考えは、民間の感覚を取り入れていくということであった。村長就任の最初の
挨拶で、職員にむかって「弊社のみなさん」と呼びかけたことは、民間感覚の現れとして
象徴的に受け止められている。
まず、平成 6 年の就任当時から情報公開を実施した。文書管理システムを導入し、パソ
コンを入れたことにより、仕事のやり方が変わった。従前は課長や係長のみが握っていた
「情報のピラミッド」が崩れ、全職員が一緒に情報を見られる（共有化できる）ようにな
った。当初は 3 年計画でパソコンを全職員に導入するという計画であったが、前倒しで、1
年半くらいで導入することになった。このときに導入した文書管理システムは自治大臣表
彰を受けた。
その後、ISO14000 と 9000 を同時に取得することを目指すことが決定された。その狙
いは、民間の参考にできる部分を取り入れて改革を進めていこうという考え方であり、NPM
の一環である。この取組みが大きな改革のきっかけとなった。職員にとっては大変労力の
かかる作業であったが、外部の評価を入れることは大きな意義があると考えられた。
ISO9000 の取得が非常に難しかった。水道事業所や廃棄物処理というような製造業に近
い事業については取組みやすかったが、一般の窓口のようなサービス業務については難し
かった。しかし、全庁で展開したため、一つの部門が失敗すると全庁での認証が得られな
いとのことで、各課の課長が頑張って取り組んだ。その結果、ISO14000 と 9000 を同時
に取得することができた。同時に取得したのは全国初ということであった。
しかし、この ISO 導入の過程で、平成 12 年に審査員から ISO による改革の限界を指摘
され、
「経営品質向上プログラム」についての説明を受けた。村の三役と経営企画担当で同
プログラムの話を聞き、組織変革には良い方法だと考えて、導入することを決めた。前村
長は、同プログラムが人材を育てる仕組みと考えた。
■取組み内容
「日本経営品質賞」のフレームワークに基づき、行政経営品質の向上活動を展開するこ
とにした。平成 12 年度においては、行政経営の品質について「全庁」、
「企画課」、
「生活環
境課」及び「福祉課・基幹型介護支援センター」の 4 つをアセスメント対象として外部機
関によるアセスメント（評価）を実施したほか、庁内に 10 名からなるワーキンググループ
を設置して、全庁についてのセルフアセスメント（自己評価）を実施した13。若手からセル

13

滝沢村ウエブサイト（http://www.vill.takizawa.iwate.jp/hinsitu3）
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フアセッサーを 20 人くらい育て、のちには課長、部長までセルフアセッサーの資格を取っ
ていくようにした。
経営品質には 8 つのカテゴリーがある。最初は全部の課が自分たちのカテゴリーに沿っ
てプロフィールを書き出すことをした。記述グループは若手が担当したが、最初は、プロ
フィールが記載できない状況であった。一旦挫折をしたが、時間をおいて考えてみると、
プロフィールを記載できなかった職員たちが、悔しいので再度取り組んでみるということ
になり、取組みを進めて、結果的には記載することができた。
最初の評価では 400 点程度で B 評価であった。この結果を受けて平成 14 年頃から改善
活動に入った。最初は、指摘を受けた箇所について確認をし、指摘に基づき 1 つずつ学ん
でいくようにした。その段階では戦略やマーケティングなどと結びつけて考えることはし
なかった。改善も小手先のもので、深く検討したものではなかった。
改善活動の最初の 1～2 か月の間は、
目先の細かい部分での改善に関する議論をしていた。
議論を重ねるなかで、小手先の改善を検討する前に、村としての何か大きな目標があるの
ではないかという認識に立つに至った。民間企業における経営理念、使命が必要というこ
とである。職員に不足しているものは核になるものだということに気がついた。そこで、
職員 300 人のうち 60 人程度が参加して、平成 14 年に滝沢村行政経営理念とそれに基づく
職員の行動指針を策定した。その後、各部ごとのミッション・ドメインを策定したところ、
この取組みが職員の積極的な参画を促す上で効果があった。自分たちの組織が何を目標に
していたのかについて職員みんなで考えた。例えば、水道事業を担当している部門では、
「最
高の水をお届けします」というミッションを掲げた。拠り所になる経営理念や行動指針が
掲げられることで、職員から様々なアイディアが出てくるようになった。
組織に関してはフラット化を行った。それまでは、課長、課長補佐、係長という体制で
あったが、平成 11 年に係長を、平成 14 年に課長補佐を廃止した。組織をフラットにする
ことによって情報がすぐに伝わるようにした。また、10 人程度であった課を 8 人程度にす
るなどして、組織も小さく、
「小さくて優れた行政体」を目指した。この場合の小規模とは、
人数だけでなく、サービスを民間に委ねるということも指す。権限は部長、課長にかなり
降ろした。そうすることによって、現場が動きやすくなった。肩書はなくし、職務内容も
変わったが、給与体系はそのままにした。職員は、途中からは自発的に動くようになった。
平成 17 年には第５次総合計画がスタートした。新たな総合計画の策定にあたっては、従
来型の総合計画の体系を改め、総合計画の基本構想の立案に当たっては、地域社会計画と
位置付け、地域住民も参画し、協働で取り組むことにした。総合計画の基本計画はもっぱ
ら行政が担うため、戦略計画と位置付けた。さらに、戦略計画には経営品質の要素も含め
て計画を実施するなかで経営品質の取組みも動くような仕組みにした。民間委託などもそ
の枠組みの中に入る。現状、戦略計画の進捗状況は評価しているが、一つひとつのサービ
スが効率化したかについては評価できていない。
経営品質への取組みだけで 5～6 千万円程度の費用がかかっている。この費用の中には、
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講演会、コンサルティング、セルフアセッサーの取得料金等が含まれている。
図表 22 経営品質の考え方－経営を見る共通の枠組み（フレームワーク）－
・ 卓越した経営（エクセレンス）をめざして経営を良くするには、いまどうなっているのか、現
状を正しく認識し、課題を明らかにして、部分ではなく、経営全体の視点から改善や革新を行
っていくことが不可欠です。私たちは、経営全体をもれなく、だぶりなく見ることができ、業
種、業態の組織にも共通する枠組み（フレームワーク）を提供しています。
・ この枠組み（フレームワーク）は、大きく「組織プロフィール」と「８つのカテゴリー（経営
要素）
」から構成されています。
・ 「組織プロフィール」は、自らの経営がどのような環境にあるのかを正しく認識することを目
的に、大きく３つのステップとしています。第一に「組織の理想的な姿」を明らかにします。
第二に理想的な姿から現状を振り返ります。第三に、現状認識から課題を明らかにして、将来
に向けて作る過程から、いまここで何を変えなければならないかを明らかにします。この３つ
のステップを通じて、あなたの組織の目指す姿や大切にしている価値を明らかにします。

・ 「８つのカテゴリー（経営要素）」は、自らの目指す姿に近づくための活動をどのように行っ
てきたのか、その結果はどうだったのか、そしてこの過程から何を学習してどう改善と革新を
行うのか、について、漠然と議論するのではなく、もれなく、だぶりのない経営要素に分け、
相互関連性に注目しながら、重要な経営課題を発見します。フレームワークは以下の通りです。

資料）経営品質協議会ホームページ（http://www.jqac.com/NewWebSite.nsf/StaticDetailLink/1_5?opendocument）
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■改革の成果／困難であった点
○改革の成果
滝沢村では、経営品質向上プログラムによる成果として以下を挙げている。
図表 23 滝沢村の行政改革の成果
・

財政の健全化

・

新価値創造事業の創設

・

補助金の公募化

・

各部内での住民参加による計画づくり

・

住民要望等の処理＜住民協働の推進＞

・

人財育成

資料）滝沢村資料

また、このような取組みの成果の一つとして、滝沢村では平成 18 年度の「日本経営品質
賞」に申請し、地方自治体部門受賞を受賞している。その際には、次のような評価を得て
いる。
図表 24 日本経営品質賞・地方自治体部門賞受賞の際の評価
総合評価：
『求める価値を戦略的に考え、行動している』レベル
・

組織の目的とそれを実現する理想的な姿を組織全体で共有し、現状とのギャップを認
識し戦略的に行動している。

・

組織内での対話が活発に行われ、他部門との協力関係が構築され、それぞれの目標は
組織全体の目標との一貫性がとられている。

・

顧客や市場の変化に対して現場は顧客価値実現の原則にもとづいて行動し、行動した
結果から新たな方法が創造され始めている。

・

それにより、活動結果、総合結果ともに改善傾向が見られ、競合を上回っている。

滝沢村役場の『強み』
【住民視点による独自性のある効果的な事業への見直しと実践】
・

年々財政規模が縮小する中で、限られた資源を活かし最大限の事業効果を発揮するた
めに、住民と協働して策定された総合計画にもとづき、「既存事業の見直し」と「滝沢
村に新しい価値をもたらす事業の創造」とをリンクさせ、全体最適の視点で効果の高
い事業への見直しを実践している。

【戦略思考による業務プロセスの革新と進化】
・

これまでの「総合計画とリンクさせた予算編成プロセス」から「重点方針に基づく優
先順位づけによる新予算編成プロセス」への進化や、現場での意思決定に対応できる
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柔軟な予算再配分措置など、戦略思考をもったプロセス革新が実行されている。また、
住民協働に向けた「自立した住民」の育成プロセスは各部門の共通課題として取り組
まれ組織をあげて各プロセスで成果をあげている。
【住民視点、効果・効率的視点重視の意識・行動改革】
・

「理想に向けた原理原則」で自ら考え行動するという村長の考え方の徹底により、
「住
民との協働による幸せ地域社会の実現に必要な「聴く」姿勢やコミュニケーションが
重視され、結果として、職員一人ひとりの意識や思考が変わり、日々の業務が住民視
点、効果・効率の視点で進められている。

【理想の姿共有による、縦割り意識・文化を打破した部門間連携の強い組織の実現】
・

自治体固有の根強い縦割り意識文化にあって、毎朝の各部の部長が顔を合わせるミー
ティングによりスピードある意思決定を実現している。また、組織のフラット化によ
り階層構造を打破し、現場職員の責任感を醸成している。これらを通じて、「住民との
協働による幸せ地域社会」という理想の姿を共有した各職員が、住民への価値提供の
ために部門をこえて仕事を理解し、お互いを尊重し、強い部門間連携が組全体で図ら
れている。

滝沢村役場への『改善・革新に向けての提言』
・

最重要顧客創造プロセスの検証

・

住民との協働に向けた「納得と共感」のためのコミュニケーション能力の向上

・

マネジメントの良い仕組みや活動の共有

資料）滝沢村ウエブサイト（http://www.vill.takizawa.iwate.jp/hinsitu10）

○困難であった点
経営品質に基づいた、改革を進めていく上では、経営品質のフレームワークを滝沢村の
組織、人材に合わせて浸透させていくことが難しかった。特に全職員に理解を得ることは
なかなか困難で、
「なぜ必要なのか」とか「今の仕事の仕方が悪いのか」などの声も多く寄
せられた。
しかし、経営品質活動を多くの職員が参加するプロジェクトチームでの設置や一職場一
改善運動の実施など、村長以下、職員が一体となり継続的に取り組むことによって、徐々
に職員への浸透が図られていった。
■成功／工夫した点
滝沢村では、主に経営品質向上プログラムを通じた行政改革を通じて、
「成功した点」と
して次のようなものを挙げている。
・

行政経営理念の制定、部のミッションの検討

・

幹部のリーダーシップ、意思決定の仕組みの変革（経営会議、部長ミーティング）
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・

現場への権限委譲（フラット化、収入役廃止など）

・

住民本位の新総合計画策定

・

職場内対話の活性化、目的の共通認識（投票制の導入、方針展開導入）

・

職員のモチベーション。住民との協働化指向。

資料）滝沢村資料

上記のうち、特に、前村長のリーダーシップが重要な成功要因であったと認識されてい
る。そもそも職員は、経営品質向上プログラムは自分の仕事だとは考えていなかった。そ
のような状況の中で改革を実現できたのは、前村長に強い意志があったためである。前村
長は、職員全員に向かって挨拶する場があると、「絶対にやり遂げます、抵抗する人は黙っ
て見ていてください。
」というメッセージを発し、常に改革に取り組む職員を応援する姿勢
を示した。
実際に改革に取り組んでみて、問題であることに気付いたのは、部長、課長のリーダー
シップとマネジメントである。従来の年功序列の人事制度では、課長に昇格すると、いわ
ゆる「上がり」の状態で、すべて下に任せるとなるか、すべてを管理して一方的に指示を
与えるタイプになるかいずれかとなりがちである。そのような問題に気づいたため、課長、
部長を対象としたマネジメント研修を実施することにした。
また、戦略を達成するためにどのような研修が必要かを自分たちで考えて実施している。
例えば、住民協働にはファシリテーションスキルが必要であるので、当該の研修を行って
いる。このような人材育成の取組みは、継続的に行っていかなければ、改革を続けていく
ことはできない。自分たちで課題を設定して考えるグループワークも有益な取組みである。
間接部門については、経営理念を作るときに苦労した。「日本一顧客に近い行政活動」と
いう理念から考えると、サービスの対象としては顧客（村民）である。間接部門にとって
は、最終的な顧客は住民かもしれないが、第一義的には庁内の職員だということで検討し
てもらった。古い体質の残る総務部門に改革を率先する人材を充てたことによって改革が
進んだ。このような取組みの結果、間接部門である会計課が、各課で行っていた公共料金
納付を一括して処理するなどの対応が行われるようになってきた。
平成 14 年から、部長が職場の一角にフリーアドレスのような形で集まって会議ができる
ようにした。朝、始業前に集まって、職員が見ているところで喧喧諤諤の議論を行うよう
にした。改革では対話を重視し、オープンな環境で議論をすることが重要である。
滝沢村が他の地域と異なっていたことは、人口が一気に増えたことである。それに対応
するために、なんでもやるしかなく、とにかくやってみるという土壌があった。その土壌
の上に新たに来たリーダーが、組織変革を対話重視で行ってきた。特に、人材を育てるた
めに一定の費用をかけるという方針で進めてきた。
そのような中で、これまで取り組んだことがないことについて、失敗してもよいからや
ってみろということで挑戦することを続けてきた。そのようなチャレンジの取組みが基に
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なって滝沢村のモデルができた。
■今後の課題
行政サイドでは経営品質の取組みを行い、住民においては平成 12 年に地域デザイン14を
策定した。
議会では議会基本条例の制定を検討している。これらの取組みをつなげるものとして自
治基本条例が必要ではないかと考えている。自治基本条例を作っている自治体は結構ある
が、滝沢村では住民の機運が盛り上がったときに行うことが想定されていた。
住民協働とは、提供するサービスをみんなで役割分担するということであり、どの主体、
セクターがサービスを提供すれば品質・コスト等の面から最適かということである。その
ことを常に考えていく姿勢が重要であり、住民が望むことを行政が何でもしてしまうと行
政が肥大化してしまう。滝沢村では、地域住民が自分たちで道路を整備したり、自発的に
他地域と景観形成住民協定を締結したりするようになった。
そのような観点から、現在は自治基本条例を作るのによいタイミングと認識されており、
今後 3 年程度で作ることを検討している。

14 滝沢地域デザインでは、今後の社会情勢を見据え、より快適な生活環境が整備された村の将来像を描き、村民
の意見が反映された地域ごとの整備方針を策定している。村の 21 世紀前半におけるまちづくりの指針とするもので
あり、目標年次は平成 37 年（2025 年）。地域住民自らが、この計画の策定段階から参画している。（資料）滝沢村
ホームページ（http://www.vill.takizawa.iwate.jp/design）
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第III章

BPRの取組事例の特徴、得られた示唆

ここでは、前章で見た BPR の取組事例の特徴について分析し、そこから得られた示唆を
まとめる。

１．改革の取組み内容
今回調査対象とした民間企業及び地方自治体の BPR の取組及び目的・手段・業務別の整
理をそれぞれ図表 25、図表 26 にまとめた。
今回、事例として取り上げた民間企業と地方自治体の取組みの違いとしては、民間企業
では、IT の見直しを含めた抜本的な BPR の取組みがなされている事例が見られるが、地方
自治体ではそのような取組みは見られないことである。それは、民間企業では、システム
投資がコスト削減や売上や収益の増加見込みに見合った予算の範囲内あるいは経営・業務
運営上での必要に応じて実施できる一方で、地方自治体はあくまでも歳入・歳出の予算の
範囲内で実施しなければならないという制約によるものと考えられる。
他方、民間企業と地方自治体の取組みに共通することとして、1）全業務を対象とした
BPR の取組みがなされていること、2）戦略・方針の策定や組織・体制の見直しといった上
流からの、かつ、抜本的な改革の取組みがなされている事例が見られること、3）課題の抽
出・分析のために、「見える化」に取り組んでいること、4）コスト削減や業務の効率化だ
けでなく、
（製品）サービスの品質の向上や顧客満足度の向上までを含む改革の取組みがな
されている事例が見られること、などが挙げられる。
BPR の取組を進める上で、特定のフレームワークを導入していたのは、民間では、
「シッ
クスシグマ」を活用した製造業 A 社、地方自治体では、SWOT 分析を活用した松戸市、経
営品質に取り組んだ滝沢村が挙げられる。
業務棚卸を実施した静岡県、松戸市は、達成すべきビジョン・目標をもとに、施策と事
業を「目的－手段」の関係として体系化した上で、必要とされる BPR の取組みを全庁的に
実施しているという観点から、トータルな業務改革の取組みと言える。
また、滝沢村では、当初、情報公開のために取り組んだ ISO から経営品質への取組みに
進化し、継続的な BPR の取組みが組織に根付いていることが特徴的である。
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図表 25 民間企業の BPR の取組／目的・手段・業務別の整理
業務改革の目的
業務改革の方法・手段

企業名

⑩その他 （収入 増 加 等 ）

⑨セキュ リティ ・ 情 報 管 理 強 化

○

⑧情報共 有・ナ レ ッ ジ マ ネ ジ メ ン ト

○

⑦職員の 気づき 、 行 動 変 革

⑥ 組織の活性化、職員のモチベーション向上

○

⑤意志決 定・合 意 形 成

④資源配 分の最 適 化

○

③ 製品・サービス品質向上、顧客満足度向上

②時間短 縮、効 率 化

①業務の 省力化 、 コ ス ト 削 減

製造業 A 社

○
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金融業 B 社

製造業 C 社

サービス業 D
社

製造業 E 社

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

対象業務

①見える化（戦略、組織、業務、目標・成果）
②戦略・方針の策定
③組織・体制の見直し
⑤マネジメントツール導入（シックスシグマ）
⑨業務改善運動
①見える化（業務、目標・成果）
②戦略・方針の策定
③組織・体制の見直し（一部）
⑥標準化・定型化（ルール、規程、事務）
⑦集中化・一元化
⑧ＩＴ化・自動化
①見える化（戦略、組織、業務、目標・成果）
②戦略・方針の策定
③組織・体制の見直し
⑦集中化・一元化（シェアード・サービス）
⑨業務改善運動
①見える化（業務、目標・成果）
⑥標準化・定型化（業務実施方法）
⑦集中化・一元化（統括組織の設置）
⑨業務改善運動（小集団活動）
①見える化（戦略、組織、業務、目標・成果）
②戦略・方針の策定
③組織・体制の見直し
⑦集中化・一元化

注：上記の図表は、今回のヒアリングをもとに三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングによって作成したもの。

全業務

商品・事務・システム
関連の全業務

全業務

全業務

全業務

図表 26 地方自治体の BPR の取組／目的・手段・業務別の整理
業務改革の目的
業務改革の方法・手段

自治体名

○

○
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静岡県

松戸市

滝沢村

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

⑩その他 （収入 増 加 等 ）

○

⑨セキュ リティ ・ 情 報 管 理 強 化

⑧情報共 有・ナ レ ッ ジ マ ネ ジ メ ン ト

⑦職員の 気づき 、 行 動 変 革

⑥ 組織の活性化、職員のモチベーション向上

○

⑤意志決 定・合 意 形 成

○

④資源配 分の最 適 化

○

○

③ サービス品質向上、顧客満足度向上

岩手県

○

②時間短 縮、効 率 化

①業務の 省力化 、 コ ス ト 削 減

佐賀市

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

対象業務

②戦略・方針の策定
③組織・体制の見直し（民間化・民営化）
⑦集中化・一元化（共同化、アウトソーシング）
①見える化（組織、業務）
⑥標準化・定型化
⑨業務改善運動（組織全体での業務改善運動）
①見える化（業務棚し：戦略、業務、目標・成果）
②戦略・方針の策定
⑥標準化・定型化
⑦集中化・一元化
⑨業務改善運動／⑩提案・公募
①見える化（業務棚し：戦略、業務、目標・成果）
②戦略・方針の策定
⑤マネジメントツール導入（SWOT 分析）
⑥標準化・定型化
⑦集中化・一元化（アウトソーシング）
①見える化（戦略、組織、業務）
②戦略・方針の策定
③組織・体制の見直し（フラット化）
④権限・責任の見直し
⑤マネジメントツール導入（経営品質）
⑥標準化・定型化
⑦集中化・一元化（アウトソーシング）
⑨業務改善運動

注：上記の図表は、今回のヒアリングをもとに三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングによって作成したもの。

全業務

全業務

全業務

全業務

全業務

以下では、今回の事例調査結果をもとに、業務改革の方法・手段について、分析を行う。
①見える化
見える化については、業務改革を実施するために必須の手段であり、官民を問わず改革
に取り組むほぼすべての組織が、自らの目的に基づき必要な対象について、見える化を実
施している。
今回の事例では、大きく分けて、改革の検討・準備段階で「業務棚卸表」
「戦略体系」な
ど組織全体及び全事業を対象にして、組織全体の改革の方向性や改革の対象となる業務の
位置付け・目的等を明確化する場合【静岡県、松戸市、滝沢村】と、改革の実施段階で「業
務の問題点・課題」
「達成目標・成果指標・実績」
「業務プロセス」など特定項目を対象に
して、具体的な改革の取組み課題の抽出、取組み内容の検討など、改革に向けた具体的な
取組みに関係する諸要素を明確化する場合【製造業 A 社、金融業 B 社、サービス業 D 社】
に、見える化が活用されている。
②戦略・方針の策定
戦略・方針については、より抜本的で組織全体及び全事業の改革を実施するために必須
の手段として、トップのイニシアティブのもと、官民問わず策定されている。
【製造業 A 社、
金融業 B 社、製造業 C 社、製造業 E 社、佐賀市、静岡県、松戸市、滝沢村】
改革に必要となる戦略・方針を策定するためには、組織全体がその策定にコミットする
ことが、組織全体での改革の展開において重要である。そのため、戦略・方針の策定段階
からなるべく多くの職員を参加させるボトムアップの試みも有効である。
【滝沢村】
③組織・体制の見直し
組織・体制の見直しを伴う改革にも、組織全体及び全事業を対象とする取組みと特定の
組織・事業を対象とする取組みがある。
組織全体及び全事業を対象とした組織・体制の見直しは、トップのイニシアティブが必
要であり、戦略・方針の策定と合わせて実施されることでより効果を上げ得る。
【製造業Ａ
社、金融業 B 社、製造業 C 社、製造業 E 社、佐賀市、滝沢村】
滝沢村のように、組織のフラット化を導入することにより、組織の中で情報が伝わりや
すくなるとともに、組織の機動力が上がり、改革がスピーディに進むというメリットがあ
る。
製造業Ａ社のように、以前は分権化を進めるために、本社部門を小さくして、現場に権
限委譲するという取組みもなされていたが、現在では、分権化推進よりガバナンスを強化
し、求心力を高めるという方向で集権化を進め、組織・体制の見直しが図られている事例
もある。
また、製造業 E 社では、大規模な組織改革の一環として、本社と国内生産子会社の合併
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統合を実施し、子会社にあったノウハウの獲得と拠点統廃合や新拠点の設立・強化の一体
的推進を図った。
今回の事例の中では見られなかったが、特定の組織・事業を対象とした組織・体制の見
直しについては、組織全体及び全事業を対象とした組織・体制の見直しと比較すると、現
場の状況に即した業務改革を現場の判断でより迅速に行う上で効果的である。
④権限・責任の見直し
官民ともに、権限・責任の見直しまで踏み込んだ業務改革を行うことは、組織存亡の危
機に直面して抜本的に組織を見直したり、まったく新しい組織形態を構築するなど、トッ
プのイニシアティブのもと、抜本的な組織・体制の見直しが必要とされる場合【滝沢村】
でないと、特に管理職など既得権者による抵抗が大きいため、手段として採用することが
難しい。
滝沢村のように、組織のフラット化とセットで、権限・責任の見直しを行うことにより、
職員の自発性が促進されるなど、組織の活性化が図られ、現場が動きやすくなるというメ
リットがある。滝沢村では、肩書きをなくし、職務内容も変わったが、給与体系はそのま
まにしたことで、職員に与える影響について配慮している。
⑤マネジメントツール導入
製造業 A 社のシックスシグマ、松戸市の SWOT 分析、滝沢村の経営品質といったマネジ
メントツールやフレームワークは、戦略策定、経営課題の抽出や分析、進捗管理、業績評
価など、種々の目的に活用されている。
これらの事例から、トップのイニシアティブのもと、これらツールの導入目的と活用方
法が明確であり、自己の組織や事業の特徴を踏まえて、導入及び運営の体制がきちんと整
備されていれば、改革を進める上で一定の効果が得られると考えられる。
しかし、予算や人員の手当だけでなく、導入・運営体制を構築するための人材育成にも
時間とコストがかかることから、試行期間を設けた上で、本格導入の意思決定を行うこと
が望ましいと考えられる。【松戸市、滝沢村】
今回の事例でも、製造業 A 社のように 10 年を超える長い時間とコスト、労力をかけて、
マネジメントツールを導入して、改革に取り組んでいる事例が見られた。
⑥標準化・定型化
事務・業務の実施方法、ルール・規程などにおける標準化・定型化は、業務改革におい
て官民問わず必ず取り組まれている手段である。標準化・定型化を行うことで、業務の省
力化、コスト削減、時間短縮、効率化といった目的が達成できる。また、それらだけでな
く、標準化・定型化により、サービスの質の向上を図ることも可能である。
【金融業 B 社、
サービス業 D 社、佐賀市、静岡県】
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業務における各種課題の解決策を検討する際に、いかに解決手段の標準化・定型化を図
ることができるかが、業務改革における鍵である。
行政機関の業務では、窓口業務、総務事務（給与事務、旅費等）、文書管理業務、外部委
託管理業務（原課が発注・管理する業務）などの業務が、標準化・定型化に適した業務と
して取り組まれている。【佐賀市、静岡県、岩手県、静岡県、松戸市、滝沢村】
⑦集中化・一元化
事務・業務の集中化・一元化は、標準化・定型化と同様に、業務改革において官民問わ
ず必ず取り組まれている手段である。集中化・一元化を行うことで、業務の省力化、コス
ト削減、時間短縮、効率化といった目的だけでなく、サービスの質の向上を図ることが可
能になることも、標準化・定型化と同様である。【金融業 B 社、佐賀市、静岡県、松戸市】
ただし、集中化・一元化を行って効果を上げるためには、一定規模（量）の事務・業務
があることが前提となる。
行政機関の業務では、システム構築業務、調達業務、人事・人材育成関連業務、総務関
連業務（福利厚生、給与計算等）
、受付・電話対応業務、資産管理業務、外部委託管理業務
（システム管理、ビル管理等、組織全体に関わるもの）などの業務が、集中化・一元化に
適した業務として取り組まれている。【佐賀市、静岡県、松戸市】
⑧ＩＴ化・自動化
ＩＴ化・自動化は、業務の省力化、コスト削減、時間短縮、効率化のための有力な業務
改革の手段であり、これらに取り組むためにはトップの意思決定が必要である。実際に、
民間では、トップのイニシアティブのもと、抜本的かつ業務全体に関わるＩＴ化・自動化
による改革の取組みが実施されて一定の効果を上げている事例も多い。【金融業 B 社】
しかし、予算の制約のある行政機関では、民間のような抜本的かつ業務全体に関わるＩ
Ｔ化・自動化の取組みが実施されることは難しい。業務全体に関わるＩＴ化・自動化には、
一定規模以上のコストがかかることになり、果たしてそれだけの費用対効果が得られるか
がこれらの取組みを実施する上での問題となる。
⑨業務改善運動
業務改善運動は、ボトムアップの典型的な改革の取組みであり、職員のモチベーション
向上、職員の気付きや意識啓発に効果を発揮する。職員が自発的に取り組める改革手段で
あり、組織としても取組みやすいため、行政機関で取り組むところも多い。組織に業務改
革の文化を浸透・定着させる手段としても有効である。
この取組みが継続的に、組織全体で実施されるためには、参考になる改革の取組みが組
織及び職員の間で共有されたり、すぐれた取組みを対象とした表彰制度を設けたりするな
ど、組織及び職員においてメリットが享受できる仕組みが構築されることが必要である。
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【製造業 C 社、サービス業 D 社、佐賀市、岩手県、静岡県、滝沢村】
⑩提案・公募
提案・公募制度も、業務改善運動と同様に、ボトムアップの典型的な改革の取組みであ
り、様々なレベルの業務改革の手段のアイディアを募るために効果を発揮する。より実現
可能な改革の提案を引き出すためには、単なる提案に終わるのではなく、実際に改革した
成果を報告する仕組みを整備することも有効である。
提案・公募制度において、業務改革の優秀な提案に対する表彰制度を整備することも、
業務改革のアイディアを募るために有効である。
【製造業 A 社、製造業 C 社、サービス業 D
社、静岡県】
上記のように、地方自治体においても民間企業の知見やツールを活用した改革の取組は
広がってきたところである。
諸外国でも行政機関の改革は継続的に行われているところである。以下では、英国及び
米国の事例を参考として紹介する。
英国では、民間企業や第三セクター自体による公共サービスの提供が増加しており、「公
共サービス産業」として今後も拡大することが見込まれている。以下に英国の公共サービ
ス産業の概要を示す。
＜参考＞英国で発達する公共サービス産業
英国では、公共サービスを提供する産業が 20 年ほど前から継続的に成長してきている。
これは、政府サービスに対する需要が増大・多様化する中で、どのようにして質の高い
公共サービスを提供するかという課題への対応として民間や第三セクターの活用が増えて
きたことが背景にある。
このような状況を受け、ビジネス・企業・規制改革省（Department for Business
Enterprise & Regulatory Reform：BERR）では、公共サービス産業に対する包括的なレ
ビューを 2008 年に実施している15。
同レビューでは、公共サービス産業（Public Service Industry: PSI）を「公共サービス
を政府に代わって、あるいは、政府に対して提供する全ての民間企業また第三セクター組
織」と定義し、このようなサービスを活用することの利点として次の 4 点を挙げている。
・競争や契約の過程を経ることによって、便益（費用の削減、質の改善、イノベーション
等）が生じる。
・大きな費用削減効果が見込まれる。
15

BERR （2008） Public Service Industry Review – Understanding the Public Service Industry: How
big, how good, where next?
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・サービス品質の低下が見られない。
・官民パートナーシップモデルの活用によって明確な便益（公共工事の期間内の完了等）
がもたらされる。
英国における公共サービス産業の市場規模は、2007/08 年度の売り上げで 790 億ポンド
と推計されている。同期間の付加価値額は 450 億ポンドで、雇用は 120 万人に達する。
公共サービス産業の市場規模は今後も成長することが想定されており、2010/11 年度まで
の伸び率は最も低いケースでも年間 1.9%で、最も高いケースでは 5.9％（中間ケースでは
3.4％）と推計されている。
公共サービスの提供形態は、マネージドサービス（Managed services）
、ICT サービス、
BPO、建設サービス、施設管理、専門サービスに分類されている。このうち、最も規模が
大きいのはマネージドサービスである。マネージドサービスには、利用者に直接提供され
る幅広いサービスを対象とし、刑務所の運営、NHS が財政支援を行う独立医療機関による
医療サービス、就学前児童のケアサービス等が含まれ、公共サービス産業全体の 44％を占
めるとされている。
本調査研究の第 1 章でも示したBPOの公共部門における規模は、2007 年には 53 億ポン
ドであり、2012 年には 75 億ポンドに成長すると推計されている。対象となる業務は幅広
く、パスポート審査発行業務もアウトソーシングされている16。

米国では、アウトソースの費用の増加を受けて、アウトソースに頼りすぎる傾向を見直
し、インソース化する動きが見られる。以下はその事例を示している。
図表 27 米国オバマ政権におけるアウトソースからインソースへの見直し
■米国オバマ政権における政府調達見直し方針
 オバマ大統領は 2009 年 7 月、コスト削減の一貫で、政府調達におけるアウトソース費用を
2011 年 9 月末までに 7％減らすよう求めた。米国政府は 2002 年から 6 年間で契約業者への
支払いが 5,000 億ドルにまで倍増しており、そのうち 4 割近くを占める入札無しの案件も 2
倍以上に増えている事態に対応した。
 特に、契約業者へのアウトソースに頼り過ぎる従来の傾向を改め、各省庁「本来のミッショ
ンに関する業務」については原則として省庁の職員にインソースすることを促した。これは、
連邦政府が長年にわたって様々な民間商用サービスを利用してきた結果、本来政府自身が実
施すべき仕事と、商用サービスを利用した方が賢明な仕事との境目が曖昧になってきており、
アウトソースされるべきでない政府の中枢機能までも民間に移行されかねなくなっているこ
とに対する懸念の表明であった。

16

NTT データウエブサイト「Digital Government」
（http://e-public.nttdata.co.jp/f/repo/675_e1001/e1001.aspx）
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■行政管理予算庁によるガイダンス
 省庁のインソース促進を監督する行政予算管理局（OMB）では、オバマ政権の政府調達の見
直しについて、全てのアウトソース案件を自動的にインソースにするのではなく、何をイン
ソースにするかを見極めるようアドバイスをしている。省庁がインソースすべき仕事の代表
的なものとしては犯罪捜査や政府契約の署名などがあるが、それ以外については明確な規定
もないため、省庁の職員がミッションを共有して職員がすべき仕事を明確にし、それ以外の
仕事に民間の契約業者にどう支援を求めるかを考えるステップが必要だと指摘する。
 さらに、インソースは必ずしもアウトソースより安いとは限らないため、インソースを増や
した場合の省庁の医療費や研修費用など、人件費負担の増加なども勘案することが重要だと
の指摘も出ている。
 OMB は、オバマ政権の政府調達の見直しはアウトソースの廃止を意味するものではない強調
しており、特に省庁で意思決定権を持つトップ層が主導してアウトソース偏重の是正に取り
組むことが予想されている。
■各省庁の取組例
 国防総省（DOD）では 2010 会計年度、契約業者への外注を減らす代わりに職員を 30,000 人
増やす方針で、このインソース一人につき年間 44,000 ドルのコスト削減効果があると見てい
る。
 国土安全保障省（DHS）では、2010 会計年度に 32,000 人の契約業者のポジションをインソ
ースする方針であるほか、100 万ドル以上の新規・継続の外注案件について、各省庁のミッ
ションに照らし、アウトソースに適するかどうかを判断するという。
 海軍では、今までアウトソースしていた業務について、今後 6 年間で 9,800 人分についてイ
ンソースする方針で、これによるコストはアウトソース費用の 40％減と見積もっている。
資料）株式会社 NTT データ Digital Government 編集局「米国マンスリーニュース」2009 年 10 月号
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２．改革の実施方法、推進体制
BPR の実施方法や推進方法について見ると、民間企業、地方自治体を問わず、ほとんど
の事例がトップダウンのアプローチをとっていることが分かる。
これは、戦略・方針の策定や組織・体制の見直しといった上流からの、かつ、抜本的な
改革の取組みがなされている場合は当然トップダウンによる取組みが必要であるが、その
他の事例においても、全業務を対象としているため、トップがビジョン・方針を提示し、
改革の必要性や重要性を訴えるメッセージを職員全体に向けて発していくことが、組織全
体を巻き込む上で必須であるということが指摘された。
事例からは、トップによる明確なビジョン・方針の提示や改革の必要性や重要性を訴え
るメッセージだけでなく、強力なリーダーシップを発揮して強力に改革を推進していくこ
とが極めて重要であることが分かる。トップが現場における改革の取組みを実際に見たり、
改革に関して現場の職員との直接のコミュニケーションをとったりすることも、改革を進
める上で重要である。
【製造業 A 社、製造業 C 社、佐賀市】
改革を実施するための推進体制として、改革の方向性や進め方を検討・決定し、改革の
進捗状況を確認するための組織全体での会議体や改革全体を推進し、現場での改革を推進
していくための推進組織やプロジェクトチームを設置する事例が多く見られた。【製造業 A
社、金融業 B 社、サービス業 D 社、製造業 E 社、岩手県、静岡県、松戸市、滝沢村】
トップが示した改革のビジョンや方針を具体化し、組織全体を巻き込んで推進していく
ためには、組織的な推進体制を整備することが必須である。

３．改革の目標、成果
改革の目標については、なかには事前に定量的な目標値を設定している事例【金融業 B
社、製造業 E 社】もあったが、定量的な目標は敢えて設定せず、定性的な目標を設定して
いるケースが多かった。【サービス業 D 社、岩手県、滝沢村】
コストや人員削減など、定量的な目標を設定することで、大きく改革が進むことはある
が、組織全体が疲弊してしまい、サービスの質の向上や顧客満足度の向上といったことに
つながっていないとの指摘もあった。
改革の成果については、いずれの事例においても、改革の目的に即した成果が多かれ少
なかれ得られている。民間企業では、コスト削減や生産性の向上、業務改善率などの指標
を設定して、成果を定量的に測定している事例も見られた。
【製造業 A 社、金融業 B 社、製
造業 E 社】地方自治体では、定量的に成果を把握できているのは、コストや人員、事務の
削減に関わるものが中心であった。【佐賀市、静岡県、松戸市】
定性的な成果としては、民間企業、地方自治体双方で、サービスの質の向上や顧客満足
度の向上が挙げられている他、改革の取組みを通した職員による気付きや意識啓発、行動
変革など、人材育成上の成果も指摘されている。
【金融業 B 社、サービス業 D 社、佐賀市、
静岡県、松戸市、滝沢村】
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重要なことは、改革の成果をきちんと評価して、次なる改革や計画につなげていくこと
である。改革を定着させる前提となるのが、評価の実施とフィードバックである。モデル
となる改革の取組み事例は、組織全体で情報を共有化し、横展開が可能である取組み事例
は、他の部門で導入していくことも、民間企業、地方自治体双方で見られたアプローチで
ある。
【サービス業 D 社、岩手県、静岡県、滝沢村】

４．改革を進める上で困難であった点
改革を進める上で困難な点として多く指摘されていたのは、組織に縦割りの壁があり、
部門ごとに決められている仕組みや独自の業務の方法があることである。
【製造業 E 社、佐
賀市】これに対応するのはトップの役割であり、組織横断的な取組みを行うための仕組み
や組織を整備することが必要である。
改革やそのためのツールに対する理解の促進も課題として挙げられていた。特に、ツー
ルが難解な場合には、
「ここまでやる意味があるのか」といった抵抗を生みやすい。これに
対しては、改革の推進部隊やアドバイザー的存在、外部のコンサルタント等が、現場の社
員の理解を助ける上での重要な役割を果たしていた。
【製造業 A 社、佐賀市、岩手県、静岡
県、松戸市、滝沢村】
また、これまでに様々な改革に取り組んでくると、改革疲れが出てくるため、改革の取
組みに対して、職員にネガティブな印象を与え、形式的な取組みしか得られなくなること
も問題である。改革に意欲的なトップのもとで次々に改革に取り組んでいると、異なる名
前の新しい取組みがまた出てきたというように見られるなど、拒否反応が出てしまう恐れ
がある。その際には、改革のタイムスケジュールを明確にし、決められた期間で成果を実
現するようにすべきとの指摘もあった。
【岩手県】
その他に、地方自治体では、改革を進める上で困難であった点として、改革の目標を設
定するために必要なデータがそろっていないことや資金調達の自由度がないことが挙げら
れていた。
【松戸市、佐賀市】

５．成功・失敗要因、工夫した点
BPR の取組みを具体的に進めていく上では、幹部のみならず一般の職員の協力が必須で
ある。通常の業務に加えて、追加的な BPR の取組みに対して、一般の職員の積極的な参加
を誘発していくためには、職員の当事者意識を高め、モチベーションの向上を図るための
仕組みが必要となる。
事例においても、計画段階からなるべく多くの職員を参加させる試みや業務改革の提案
を組織全体から募ったり、業務改革の優秀な提案に対する表彰制度を整備したりすること
で、ボトムアップ的なアプローチを取る事例が多く見られた。【製造業 A 社、製造業 C 社、
サービス業 D 社、静岡県、滝沢村】
また、組織内部には多かれ少なかれ改革の取組みに抵抗する勢力が存在しているため、
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これら抵抗勢力にも、改革の邪魔をしないで協力してもらうための働きかけが必要となる。
基本的には改革の必要性や重要性を説明して説得し、継続的に協力を求めるためのコミュ
ニケーションを取っていくことが重要であるが、これら抵抗勢力を巻き込み、改革の当事
者とするための仕掛けが必要となる。【製造業 A 社、サービス業 D 社、製造業 E 社、佐賀
市、静岡県、滝沢村】
改革を進める上で、専門的な知識やノウハウを持つコンサルタントや学者など、外部の
専門人材にアドバイスをしてもらったり、改革の方向付けや改革の支援をしてもらったり
している事例も見られた。
【製造業 A 社、佐賀市、岩手県、静岡県、松戸市、滝沢村】また、
一般市民も含めた外部の目を入れることによって、より厳しい評価を取り入れ始めた事例
もあった。
【静岡県】
業務改革の運動論だけでは何も変わらないという指摘もあった。仕事のやり方を変える
ようなインフラを整備し、実際にプロセスを変える環境にしなければ、時間が経てば元に
戻ってしまう。社員の行動を変えるためには、ルールを変えたり、業務プロセスの雛形を
作るだけでは難しく、物理的に仕事のやり方を変えるためのインフラ整備が必要であると
いうことである。業務の枠組みを固めてしまい、その枠組みに乗らなければ仕事ができな
いという状況にしてしまうという考え方である。【金融業 B 社】

６．改革の見直しについて
改革を標榜して強力なイニシアティブで改革をリードしたトップが交替しても、新しい
トップのもとで、取組み内容や改革の方法、ターゲットを変えて、改革が継続・進化して
いる事例が見られた。
【製造業 A 社、静岡県】
他方、トップの交替に伴い、改革の取組みが中止されたり、これまでの改革の取組みが
否定されたりするなどして、改革の揺り戻しが生じる事例も見られた。
どのようなすぐれた改革の取組みであっても、数年経てば組織の経営環境も変われば、
対応すべき課題も変わるため、改革の取組み内容については、継続的に見直しをしていく
ことは必ず必要である。従って、改革の揺り戻し自体が問題ということではなく、組織と
して、より質の高いサービスを効果的かつ効率的に提供できる体制や仕組みが構築できて
いるか、そのための不断の見直しの仕組み（PDCA サイクル）が、組織にビルトインされ
ているかが重要である。【静岡県】
トップが代わった途端に改革の取組みが頓挫したり、また、改革を短期的かつ形式的な
ものに終わらせたりしないようにするためには、改革を組織風土としていかに定着させる
かが重要であるという指摘もあった。【岩手県】
組織風土はすぐには変わらないため、定量的に把握できる変革の成果や定性的な目に見
える変化だけを成果として追い求めるのではなく、目に見えない形でも、組織の根本が改
革に向けた体質に変わっていくことが重要であると考えられる。
そのような観点から、組織としては、トップが交替して改革のアプローチ自体が見直さ
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れたとしても、改革の本質を組織全体で共有・定着していくことで、改革自体を後戻りさ
せないようにすることが重要である。
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第Ⅳ章

国の行政機関への導入・応用に対する示唆

本調査研究を通じて、国の行政機関への BPR 及び関連手法の導入に際しては、次のよう
なことが必要であると考える。
○明確なビジョン・方針の提示と組織への浸透
改革を実現する上では、トップ自らが、なぜ、何を目的に改革を行うのか、そのために
は何が必要なのかといった改革のビジョン・方針を明確にし、それを組織全体に伝えるこ
とが必要である。
明確なビジョン・方針を組織全体に浸透させることによって、改革のための手段・アプ
ローチにおいて試行錯誤があったとしても、ビジョンや方針が共有されているため、現場
が動くことを促しやすい。また、目的が明確であるため、改革の手段やアプローチが自己
目的化するということも防ぐことができる。
○トップダウン、ボトムアップ双方のアプローチ
改革の実現には、トップダウンとボトムアップの双方のアプローチが必要である。
まずは、トップが明確な改革ビジョン・方針を提示し、改革の実現に向けたリソースの
投入や環境整備のための意思決定を行うことが必要であり、その上で、実際の改革の取組
みについては、現場の職員の活動や機動力、提案力、創意工夫などが必要となる。
BPR は一般的にトップダウンのアプローチであることが特徴として挙げられている。し
かし、今回の調査から、トップダウンが強すぎると現場が考えなくなったり、形式的な取
組みに陥りがちであることが指摘された。業務を行う上での知恵や工夫は現場にあり、自
発的な取組みを誘発することでそれらをうまく引き出し、最大限活用するようなアプロー
チを検討することが必要である。
○改革を促進するための意識改革やモチベーションアップ
改革は、これまでの仕事のやり方を変えることにつながったり、業務そのものを見直す
ことにより仕事がなくなったり、人員削減が図られたりするなど、時に痛みを伴うもので
ある。
変革の度合いが大きいほど、大きな抵抗が生まれやすくなる。また、明確な反対を示さ
ない場合でも、改革に非協力的な職員が多ければ、組織全体としての改革が阻害されるこ
とになり、当初の目的が達成できなくなる可能性がある。
職員がより積極的に改革に取り組むように仕向けるためには、意識改革やモチベーショ
ンアップの方策によって職員全員を改革に巻き込み、改革の当事者としてコミットさせる
ことが重要である。そのためにも、方針管理の手法を用いた上司と部下の継続的なコミュ
ニケーションや自分で組織の課題を設定し、解決を図るための手段を考えさせるような研
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修等が必要である。
○改革を担う人材の育成
改革をスムーズかつ継続的に推進していくため、職員の意識改革や改革の手法・ツール
の理解促進等を図ることが必要であり、改革の推進のベースとなる人材育成は不可欠のも
のである。
本調査研究の対象とした企業及び地方自治体のいずれにおいても、改革を実施するため
に必要な知識やスキルを身につけるための研修など、人材育成のための取組みを実施して
いる。特に、立場によって改革への関与の仕方も異なってくるため、幹部、中堅、若手ご
とに、それぞれの層を対象に開発された人材育成のプログラムや研修などのきめ細かい取
組みが有効であると考える。
○継続的な業務改革の取組みによる定着化
業務効率化のための改革は、特定業務に関する限定的な目的のために行われるものでも
ない限り、継続的かつ組織的な取組みとして実施していく必要がある。
これは、組織全体でのビジョン・方針の浸透や、人材育成、意識改革、また、ボトムア
ップの取組みの積み上げなど、改革を組織に浸透・定着させるためには、様々な要素を考
慮した取組みを展開し、仕組みとして整備していく必要があるとともに、それは不断の見
直しが必要なものであるためである。
○効果の評価とそれを基にした改革（PDCA サイクルを回す）
改革が実際の成果につながっているか、当初の目的に照らして一定期間ごとに実績を適
切に評価し、そららの結果をフィードバックし、必要に応じて改革を実施していく（PDCA
サイクルを回す）ことが重要である。
本調査研究の対象組織のうち、当該改革に長期間取り組んでいるところでは、実績や評
価結果に基づき、従前の改革に新たな手法やツールを組み込んだり、これまでの改革を見
直して異なる改革手法を取り入れたりすることにより、改革の取組みを更に進化させると
いう状況がみられた。
また、効果を評価するに当たっては、現場の負担が過剰になっていないかを適切に把握
し、改革疲れを生まないように取組み内容を工夫することも、改革を継続する上で重要で
ある。
○インソースも見据えた柔軟な組織体制の見直し
業務改革を実施する上で、アウトソーシングは有効な手段であるが、逆に、一旦アウト
ソースした機能やリソースを集約・内製化することにより、効率化やサービスの質の向上
を図ったり、集権化を進めてガバナンスを強化したりすることも成果を上げるためには重
要な手段である。
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インソースとアウトソースそれぞれにメリットがあるため、組織の目的に応じて、業務・
機能のインソースとアウトソースのバランスを検討し、柔軟に組織体制の見直しを図って
いくことが、今後重要になると考えられる。
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