
「ＮＰＭによる都市経営・自立と発展を目指して」（要旨） 
講師 関東学院大学 大住莊四郎 

 
 
 関東学院大学の大住でございます。今日、この後ろのプレートに書かれていますけれど

も、構造改革宣言ということで、構造改革にかかわる重要なメッセージをお話しできれば

と思っています。 
 先ほどの工程表のご説明の中にも既に出ていますＮＰＭ、最近こういう感想をお持ちの

方は多いと思うんですが、３文字の英語の単語が多いな。３文字並んでいる。ＮＰＭ、日

本語にしようと。私も七、八年ぐらい前によく言われました。ＮＰＭを紹介すると、これ

は何だと言われまして、ニュー・パブリック・マネジメントの略語ですと申し上げるんで

すが、日本語に訳すとどうなるんだと。訳しても直訳ですから、よく伝わらないんですね。

よく悩むんですけれども、今日の重要なテーマですので、構造改革、ＮＰＭとはそもそも

何なのかというお話を申し上げると、目指すところは経営改革です。江南市、あるいは江

南市役所の経営改革なんですけれども、経営改革によってどうなるのか、どう変わるのか、

もっと言いますとどのようによくなるのか、こういうお話をしていきたいと思っています。 
 まず、ＮＰＭですけれども、ニュー・パブリック・マネジメント、英語の略語でありま

す。今日、冒頭に市長から構造改革推進宣言がありました。構造改革とＮＰＭはどういう

関係にあるのか。これはすぐ明らかになることです。 
 実は、構造改革自体は小泉総理が就任早々政権の大きな柱として掲げておられましたけ

れども、別に目新しい言葉ではないんです。構造改革なんていうのは日本語の四文字熟語

ですから、使い古された、ありふれた言葉です。これは日本でもそうですし、あるいは海

外でも、こんな現象、こういう動き、こういう運動は相当前からあるんです。一言で言い

ますと、構造改革を迫られた政府や行政が構造改革を進めるためにとった手法や考え方が

ＮＰＭなんです。そういう関係なんですね。構造改革を進めるためにいろんなことをやっ

てきたんですけれども、いろんな取り組みを総合しますとＮＰＭというふうに呼ばれるよ

うになったということです。 
 そもそもそれは何だということですが、これは先ほど市長のご説明にもありましたし、

工程表の冒頭の説明にもありました。これは日本の話ではありません。１５年から１０年

前の海外の地方政府のお話なんですが、行政を取り巻く２つの環境変化がありました。１

つは予算制約が強まってきた。歳入が増えなくなる。税収が伸び悩んで収入がない。右肩

上がりではなくて、右肩下がりになってしまった。それだけではありませんで、もう一つ

重要なことは、公共サービスへの需要が増えてきた。これは日ごろ、行政の職員の方、あ

るいは議員の先生方もお感じになっておられると思いますけれども、少子高齢化が進んで

まいりました。特に高齢化が進んでまいりますと、基礎自治体に対する行政需要が格段に

増えてきます。 
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 それだけではありません。おそらく日本経済もそうなんですけれども、先進国経済は軒

並み成熟化をしております。成熟化といいますと、よく地方自治や地方行政、あるいは地

方財政の世界でナショナルミニマムという言葉があります。ナショナルミニマムの水準を

おそらく越えてしまった。 
 ナショナルミニマムというのは、例えば日本ですと、日本国民が、江南市民の方であれ、

あるいは青森市民の方であれ、那覇市民の方であれ、等しく受ける公共サービスの水準の

ことをナショナルミニマム、最小最低限の水準のことを言います。このレベルまで行政サ

ービスの水準を上げるのは簡単なんです。これは地方分権の議論とも関係するんですけれ

ども、ナショナルミニマムの水準まで公共サービスを引き上げるには、中央集権でやった

ほうがいいんですね。統一的に、国で公共サービスの中身、レベル、水準を決めまして実

行していけばいいんです。 
 ところが、幸いなことに日本経済も高度成長を過ぎまして、おそらくナショナルミニマ

ムの水準は達成したであろうと思われます。ナショナルミニマムの水準を越えていきます

と、地域によって、あるいは１つの地域、江南市であっても、江南市民の方々一人一人の

要求、ニーズは変わってきます。多様になってくるんですね。これはおそらく街頭で江南

市民の方にアンケートをとるとわかります。一人一人の市民の方は、これが必要、あれを

やってくれ、子育て支援大事、あるいはうちはおじいちゃんおばあちゃんがいるから高齢

者福祉をもう少し何とかしてほしい、いろんなことを要求されると思うんです。要求の中

身が変わってまいります。これこそ多様化なんです。公共サービスへの需要の増大と多様

化です。お金がないのに公共サービスの需要が膨らんでくる、多様な要求を突きつけられ

る、こういう状況です。 
 今の日本の状況はそうなんですが、１５年から２０年ぐらい前、例えば英国やニュージ

ーランド、オーストラリア、あるいはスウェーデン、デンマーク、こういった国で、この

２つの環境変化がございました。お金がないのに、もっといろんな公共サービスを、こう

いうことを言われるわけですから大変です。 
 じゃあどうするかということなんですが、これまでの行財政改革論は左のアプローチで

す。二者択一論、負担を引き上げるのか、あるいは公共サービスを削減するのか。お金が

ないなら、負担を引き上げて、歳入を無理やり増やそう。税率を引き上げて、利用料を引

き上げる。それができないなら、公共サービスの水準をカットする。こういう議論が今の

日本でもそれなりにまかり通っていると思います。 
 ところが、１５年から２０年ぐらい前、ＮＰＭを生んできた諸外国、先進国、先ほど私

が申し上げました英国やニュージーランド、オーストラリア、あるいはスウェーデンです

とかデンマーク、これは福祉国家と言われる国々です。こういった国々でも二者択一論が

とれなくなっていたんです。当たり前ですよね。既に国民負担は相当高い水準になってい

ます。日本は今それほど高くないんですけれども、３０％を越え、４０％、５０％、こん

な国もあります。そうしますと、これ以上国民負担を引き上げようとしますと、税金を引
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き上げるなら、きちっとした説明を国民にしないと納得しないです。納税者の反乱が起き

ます。 
 負担を引き上げないなら公共サービスをカットする。これは無理です。時間が経てば経

つほど、一日一日、公共サービスの需要が膨らんでいきますから。現行の水準を維持する

ことも大変なのに、カットするなんてあり得ないです。大変だ。これはとんでもない課題

なんですね。 
 こういった難局を克服するために、先ほど私が申し上げたＮＰＭを生んだ諸国では、民

間企業の世界を覗いてみたんです。民間企業ですと、多分左側の二者択一論、例えば物や

サービスのお値段を上げる、価格を上げる、あるいは物やサービスの品質を下げる、サー

ビスの水準を下げる、こんなことをしますと、消費者の皆さんはだれも我が社の製品やサ

ービスを買ってくれません。買ってくれなくなりますと、企業は倒産します。ですから、

民間企業ですと、どんなに経営が苦しくなっても、あるいはどんなにコストがかさんで大

変な状況になっても、この左側の二者択一論はとれないんです。二者択一論をとった企業

は倒産をしていく。成功している企業は、二者択一論ではない、第三の道、第三の選択肢

を実践しているんですね。つまり、負担を引き上げずに、お値段を引き上げずに、サービ

スや製品の品質水準を維持する工夫を日常的にやっているんです。こういうことがわかっ

てきました。 
 そうしますと、行政でもできるんじゃないか、こういうふうに思う人たちが出てきたん

です。ですから、民間企業の経営に学んだんです。民間企業の経営の考え方や手法を行政

に適用することで、負担を引き上げずに、必要な公共サービスを提供する仕組みを作って

きたんですね。 
 冒頭の市長のお言葉にありましたが、実は今、日本を取り巻く環境はさらに厳しい状況

になっています。さらにもう一つ言いますと、江南市の場合、市町村合併のモデル、総務

省がご推薦のモデルをとれなかったんですね。そうしますと、右側の矢印です。地方分権

改革が進んでくる、三位一体改革が一年一年具体化をしてくるという状況です。本来です

と左側の選択肢もあるんですけれども、江南市さんの場合は右側になったということです。 
 そうしますと、下の台形の形は、私、何となく書いたつもりなんです。たとえ市町村合

併の道をとったところで、時間的な猶予が与えられるだけ。二、三年、四、五年。五年あ

るでしょうか。地方交付税交付金で多少潤うという期間が長くなるだけで、結果的に自治

体の構造改革、経営改革を進めないといけない状況になるんだろうと思います。江南市さ

んの場合はその選択肢をとられなかったですから、時間的な猶予があまりないということ

になると思いますけれども。 
 どうしてかというと、これは市長のお話にもございました。国の財政は火の車でありま

す。国と地方を合わせた借金の総額はとんでもない額になっています。明らかになってい

る額でおっしゃられたと思いますけれども、私は、特別会計を含めた部分も全部連結会計

にしますと、おそらく１千兆になっているだろうと思います。１千兆を超えている可能性
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があります。三セクを含めてよくわからない部分がありますから何とも言えないですけれ

ども、おそらく１千兆を超えているだろう。 
 そういう状況ですと、たとえ市町村合併に伴う交付税の特例措置を受けられることが約

束されたとしても、これは空手形に終わる可能性があります。全く空手形ではなくて、交

付税の総額をおそらくぐっと押さえられます。押さえられた交付税の中の枠どりぐらいの

意味しかないですね。枠どりでもあったほうがいいことは間違いないですけれども、なく

たって大したことないのではと思います。ですから、市町村合併の選択肢をとられなかっ

たことは、マイナスとは必ずしも言えないだろう。 
 どうしてなのか。市町村合併をしますと、そもそも自治体の経営改革どころではない可

能性があります。異なるお役所が一緒になるだけでなく、地域が一緒になるわけですので、

意思決定プロセスをきちっと作るだけでも大変な労力が掛かります。合併によりまして、

時間的な猶予が３年から４年先に伸びたということかもしれませんけれども、市役所の意

思決定の仕組み、地域の意思決定の仕組みをきちっと作るだけで同じぐらいの期間が掛か

りますから、私はそんなにマイナスだと捉える必要はないのだろうと思います。江南市さ

んの場合、ひょっとすると、合併をしなくてもきちっと自立できるような道が私はあるの

ではないかと思っています。これぐらいの規模で、決して大きくないですけれども、小さ

いわけではありませんし、都市基盤もそれなりにしっかりしておりますから、おそらく単

独でも十分都市経営ができるだろうと思います。財政的にはやや厳しいかもしれませんが、

でも、できないわけではない。とすれば、合併の選択肢をとるよりもはるかに短い期間で

江南市さんが、都市経営、自治体経営、あるいはお役所経営ができる組織に変われるので

はないかと思っています。ただし、変わる程度、必要性の程度を台形の縦の幅で示してい

ます。当然、こちらの道を選択された場合のほうが、より急ぎますし、緊急性があります

し、よりきちっとした仕組み作りをしていく必要があるのだろうと思います。 
 地方分権の意味ということですけれども、これも市長からお話がありました。これまで

の常識が通用しなくなる時代です。自ら意思決定し、自ら責任をとるということなんです

けれども、意思決定で一番重要なものは、江南市さんであれば江南市の数年先の将来像、

ビジョンを明確に描いていく。こういう姿にしたい。四、五年後、あるいは１０年後、こ

ういう江南市に変えていこう。発展した江南市の姿を描く。で、政策目標が決まっていき

ます。それを地域で決めていくこと、地域の責任で決めていくことです。地域価値なんて

いうことを言いますと結構大変なお話があるんですけれども、地域で、ビジョン、政策目

標を決定していく。決定し、実現をしていく。実現する責任も負うということ。だれに対

して責任を負うのかというと、恐らく市民の方に対して責任を負うということになるかも

しれません。 
 当然のことなんですが、この地域の価値を実現するために、「歳入の自治」を保証するこ

とが地方自治です。必要な財源は自ら確保する。税財源の移譲がありますから、ある程度

の基礎的な水準は移管されてくるわけですけれども、それ以上の部分については自らの責
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任で財源も手当しないといけない、こういうことになると思います。 
 先進事例に学ぶ。改革にも実は先進事例がございます。ＮＰＭに基づく構造改革、経営

改革を進めた事例は、海外にはかなりの数があります。数え切れないほどではないかもし

れませんが、数えるのは大変なぐらいあります。日本にも、数は少ないですけれども、経

営改革に成功している――成功しているといっては言いすぎですね。うまく進んでいる事

例がございます。近くでは愛知県瀬戸市さんがあります。山の頂からということで登山で

考えますと大体７合目ぐらいまで来ています。あと３合目分ぐらい残っている。７合目ま

で行っている瀬戸市さんがあります。 
 先進事例があることというのは、ある意味で幸いなんです。どうしてかというと、経営

改革、構造改革のひな形、モデルがあるからです。海外のモデルですと、そんなもの、日

本にそのまま適用できないではないかとよく言われます。そのとおりです。海外は海外の

事情で進めています。基礎自治体さんの担っている役割、行政のお仕事の範囲が全然違う

んです。ですから、そのまま持ってくるわけにはいかないんですけれども、幸いなことに

近くに愛知県瀬戸市さんというきちっとした先進事例があります。 
 先進事例から学ぶべきものは、経営改革のやり方、ひな形、モデルであろうと思います。

これがあるかないかでずいぶん違うんです。瀬戸市さんほど近くはないんですが、たとえ

ば三重県庁さんの改革のお話は私もよく伺う機会がありますし、何人か友人がおります。

そういった方々、例えば梅田次郎さんという方、総務局の次長だった人ですが、改革の旗

振り役をされていた非常にご苦労された方だと思いますし、たまたま当時の大蔵省から出

向していた村尾さん、彼とも私は友人なのでよくしゃべるんですけれど、ものすごく苦労

されています。 
 どうして苦労されたのか。三重県庁は日本の改革の先進事例です。先進事例にはお手本

がないんです。海外にお手本がありました。でも日本にお手本がありませんから、試行錯

誤をしないといけない。改革のモデルがないですから、改革を通じてどういう姿にしたい

のか、改革のゴールです。三重県庁ならどういう県庁の姿にしたいのか。あるいはその将

来の姿に近づけるために、どういう手順で進めていけばいいのか、進め方、シナリオ、こ

れもないんですね。白紙で始めないといけない状況だったから大変な思いをされたのでは

ないかと思います。 
 これから江南市さんが経営改革、構造改革に取り組まれるわけですけれども、三重県庁

さんのようなご苦労は恐らくないと思います。更に言いますと、愛知県瀬戸市さんはかな

りご苦労されました。私は、改革のゴールとシナリオを市の職員の方と一緒に作りました

けれども、日本で実践する最初の事例ですから、やはり大変な思いをしました。でも江南

市さんの場合、日本での実践事例があります。これは随分違いますね。苦労がないとは言

いません。だけども、苦労が半減する、２分の１で済む、こういうことは申し上げたいと

思います。 
 ニュー・パブリック・マネジメントとは、とよく言われることをまとめています。この
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お話を詳しくするつもりはありません。１９８０年代の半ばぐらいから、海外、ニュージ

ーランドやオーストラリアやアメリカ合衆国でもそうです。英国、北欧諸国、最近ではフ

ランス、あるいはドイツ、こういった国々にも広がっていますし、隣の韓国でも、すべて

ではないですけれども、例えばソウル特別市なんていうのは東京都と比較にならないぐら

い経営改革が進んでいます。全世界、ＮＰＭが広がってきています。 
 どうしてＮＰＭが広がってきたのかといいますと、今日私が冒頭に申し上げたような状

況、環境の変化があるんです。歳入が増えない、収入が増えない中で、公共サービスの需

要が膨らんできた。高齢化に伴って、社会の成熟化に伴って膨らんできたし、多様化して

きた。こういう状況に対応するためにＮＰＭを実践しているんですね。 
 ＮＰＭ、市長の言葉にもありましたが、新しい価値観の１つ、業績成果主義を実践する

こと、あるいは顧客主義を実践すること、こういうお話があったと思います。ところが、

これは意外と大変なんです。どうしてなのか。 
 例えば、おそらく近隣の自治体さんの中でも、事務事業評価をはじめとした行政評価を

導入されている自治体さんがあるんですが、行政評価とは結局何だと言われましたら、行

政の仕事の業績や成果をチェックする仕組みなんです。業績や成果をチェックする仕組み

を導入すれば、業績成果主義になるか、顧客志向になるか。顧客志向と業績成果主義、業

績成果志向はどういう関係にあるか。これは簡単です。だれのための業績成果なのかと聞

かれますと、顧客のためです。市民が顧客ですから、市民のための業績成果なんですね。

ですから、同じことを言っているんです。 
 行政評価を導入すれば、業績成果志向になるか。ならないんです。簡単にはなりません。

どうしてなのか。業績成果主義、業績成果志向を阻むような組織の仕組みが恐らく今の日

本のお役所にはあるんですね。日本のお役所だけではないです。今日お配りしている資料

の中で「業績成果主義とは見えるＮＰＭ理論」、コピーがありますが、海外でもそうだった

んです。英国の例を書いていますけれど、昔ながらのお役所の仕事の進め方を撤廃しない

といけません。業績成果主義というからには、業績成果を達成しやすいような組織に変え

ないといけないんですね。 
 ２つのことを私は書いています。これは予算のお話と、通常の意思決定の仕組み。行政

ですと法令。法令といいますとどこまで運用でしのぐかということになると思うんですが、

手続き、これは市役所の内部で手続きとして作っている部分が相当あります。法令手続き

でガチガチに縛られている状況ですと業績成果志向になりません。例えば現場の係長さん

が何か工夫をしようとしても、勝手にできない。上司にお伺いを立てて、上司のみならず、

総務系の部局にお伺いを立てて、こんなことをしていますととんでもない労力が掛かりま

す。その協議をしている間に疲れ果ててしまう。これだと大変です。権限を現場に移譲し

て、どんどん下ろしていって、現場で判断をしていただくようにする。日常的な業務はす

べて現場で処理していただく。そのかわり、業績や成果を厳しくチェックする仕組みを入

れる。これが行政評価の本質なんですね。 
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 予算についても、海外ですとグローバル予算が普通です。日本の自治体さんは枠配分予

算という言葉が定着をしていますけれど、使い道をできるだけ自由にする。つかみ予算に

する。つかみであげるから、どう使ってもいい。大事なのは業績成果だ。成果を出せばい

い。そういう仕組みに海外では転換しているんです。この２つを変えない限り、恐らく業

績成果志向にはならないです。 
 お役所の仕事の中で、この作業というのは結構大変だと思います。法令や手続きの縛り

でガチガチになっている。あるいは予算の仕組みですと、予算編成から始まって、膨大な

労力が費やされているはずなんです。ここの部分の膨大な労力を軽減し、そのかわり、業

績成果を達成してもらう。業績成果を達成することを厳しく課していく。こういう仕組み

なんです。 
 では、構造改革とは何だということですけれども、これもまた英語の３文字があります。

バリュー・フォー・マネー。ＮＰＭを生んだ国の１つ、英国で一時はやった言葉です。１

０年ぐらい前です。マネーというのは、これは税金、国民負担です。バリュー、これは価

値です。当たり前だ。マクドナルドのバリューセットではありませんが、バリュー、これ

は公共サービスの価値です。フォーというのは交換ですから、国民負担、税金に見合った

公共サービスの価値を提供してくださいと、そういうふうに紹介されています。これを確

保することが構造改革なんです。これまで確保してこなかったという意識があるからなん

です。 
 このバリュー・フォー・マネーの本当の意味は、私もあまり最近は見ないんですけれど

も、昔見たことがあります。英国の下町に行きますと、バリュー・フォー・マネーという

紙があります。それはどこにあるかというと、商店のお買い得商品コーナーです。これは

お買い得商品です、それぐらいの意味なんです。行政のサービスもお買い得商品にしまし

ょう、こういうことを１０年ほど前、英国の行政の人達は自分達から発案していったんで

す。 
 構造改革、バリュー・フォー・マネー全体で見れば、生産性を上げることです。 
 生産性を上げるには２つのアプローチがあります。１つは有効性を確保すること。これ

は何だということですけれども、行政に置き換えて言いますと、政策目標をきちっと決め

る、やるべきことを決めるということです。市民のニーズや、あるいは江南市なら江南市

の役割に合致した政策目標を立てていく。もっと言いますと、これを逆に裏返して言いま

すと、市民のニーズが少なくなっている、あるいは市の役割に合わないことはやめるとい

うことです。そういう部分に予算を投入しますと、生産性が下がります。できるだけ市民

のニーズの多いところ、あるいは市の役割が期待されているところに予算を手厚く重点配

分していくこと、これが１つです。 
 もう一つ、個々の生産性を上げることです。１つ１つの政策目標が決まったら、その政

策目標を達成するために工夫をすること、創意工夫をすること。この２つで生産性が上が

るんですね。江南市役所さんの生産性が上がります。この２つを実践することが構造改革
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ですし、もっと言いますと、これがＮＰＭです。 
 恐らく、先ほどご説明のありました工程表はこの２つのことを細かくシナリオに落とし

ているんです。手順化しているんですね。手順で落としているんです。絵に描きますとこ

うです。上の三角形と下の台形、どちらが偉いとか、どちらが上だとかいうことではあり

ません。上の三角形の部分、政策の企画立案というふうに書きました。これは江南市が目

指すべき将来像、ビジョンを設定し、政策目標を決める。今日は議員の先生方もいらっし

ゃいますのでちょっと申し上げますと、マニフェスト的なものをお考えいただければいい

と思います。マニフェストです。いついつまでに何をどうする。政策目標をきちっと掲げ

る。物によっては数値目標まで掲げる。こういうことをギリギリとやっていきますと、大

事な政策目標は何か、緊急性のある政策目標は何か、価値判断を問われるんです。価値判

断をしていかないといけません。政治的な価値判断を問われるんです。ここの部分が先ほ

どの構造改革の第一の柱なんです。これは結構大変です。きちっと市民のニーズを把握し、

ニーズの増えている部分、膨らんでいる部分に予算を重点配分する。あるいは市の役割が

高まっている分野に重点化をしていく。こういうことが必要です。 
 政策目標は決まりました。政策目標を達成するために、執行部である行政の職員の方は

最大限努力をしましょう。施策展開、事業の立案ということになります。目標は決まって

いますから、その範囲で生産性を上げることが大事になります。事業の立案、業務の進め

方を変えていく。 
 もう一つは、サービスを提供する供給主体として一番相応しい方々に役割を担っていた

だく。行政がやらないほうがいい場合も最近増えていますね。ＮＰＯの皆さん、地域の皆

さんに自らやっていただくような仕組みを作っていく。市民参加とか協働とか言われてい

ますけれども、こういった部分をどんどん膨らませていく。地域のニーズに合ったサービ

スは地域で組み立てていただく。地域で選んでいただく。地域の市民の方に選んでいただ

く。こういう仕組み作りをしていくことで生産性が上がってまいります。この２つを実践

することが構造改革であり、ＮＰＭなんです。そのための工程表が先ほどのご説明の中に

あったと思います。 
 左側に枠がありますけれども、多分役割分担があるんだと思います。政策の企画立案を

する人、政治的な価値を決める方は、当然、政治家の皆様、政治家の先生方です。市長を

はじめ、議員の皆様方と、恐らく執行部の幹部の方々だと思います。政策目標を決めると

言いましても、目標だけ勝手に決めるわけにはいきませんので、こちらに目配りをしなが

ら決めないといけません。ですから、行政の幹部の方々、どこまでなのかは市役所によっ

て多少違いますけれども、当然この上の役割を担っていただくと思います。大半の行政の

職員の方々は下の部分です。 
 経営改革でどういう姿を目指すのかということですが、１枚の絵で描くと、こういう簡

単なものになります。経営改革の目的は意思決定のプロセスを変える、抽象的な言葉にな

ってしまいますけれども、一言で言うとこれです。意思決定のプロセスを変えるといいま
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したら、意思決定にはいろんな意思決定がありますから、政策形成を変えていく。政策の

作り方を変える。事業の立案の仕方を変える、仕事の進め方を変える、いろんなお立場に

よって中身が変わってきます。どういうふうに変えるのか。実は左のこの先の部分、書い

ていませんが、業績成果志向、業績成果主義で政策を作っていただく、事業を立案する、

仕事を進めていただく、こういうことです。 
 でも、そんなことを言いましても、どうやれば変えられるのか。ハウをお示ししないと

いけません。これは右側です。１つは、組織の行動原理を変える。これは大事です。変え

る人が得をする仕組みに変える。恐らく普通の行政の組織ですと、変えない人が得をする

仕組みです。変えたって得をしないんですね。何で変えるんだと責められる。現場の係長

さんが工夫をしよう、こういうふうに変えたいんだけれど。そんな余計なことはするなと。

これが多分普通の組織だと思います。そうではなくて、変えることが大事ですから、変え

た人が得をする仕組みに変えないといけません。 
 もう一つ、変えろと言うんだけれども、どういう根拠で変えるのか、根拠づくりが必要

です。それが変革に必要な情報作りになりますし、ＮＰＭでいろんなことを申し上げてい

ますけれども、いろんな手法があります。やり方があります、方法があります。方法をき

ちっと整備し、方法に従って意思決定をしていただく。こういうことが必要です。この２

つが大事なんです。 
 ここから先は、恐らく工程表を１つ１つ歩んでいただく段階になりまして、詳しくお話

しする機会があるかと思います。この絵で２つだということを申し上げましたので、下の

現場、執行部門のところから見ていきますと、１つは意識改革です。これは結構大変な話

なんですけれども、意識改革をどう進めるのかということと、もう一つは、意識改革とと

もに現場の生産性を上げるための情報と手法を整備していく必要があります。いろんなこ

とが並んでいますけれども、これ全部やらないといけないということではありません。一

気に全部やるというわけではありません。必要な情報や手法を少しずつ適用していけばい

いんです。大したことではないんです。 
 本当に大変なのはこっちなんです。トップマネジメント。先ほどの上の三角形の部分で

す。これは２つあります。１つは、ビジョンや政策目標をきちっと作っていただくことな

んです。どうしてなのか。地方分権になるからなんです。地域のことは地域で決める。地

域のことの中で一番大事なものはビジョン、政策目標なんです。価値を決めることなんで

す。どういう江南市を造るのかを決めることなんです。 
 どうやれば決められるのか。これも多分先ほどの工程表に書かれていました。戦略計画

という言葉がありました。総合計画とどう違うのか。お話しすると長くなりますからやめ

ますけれど、戦略計画の策定。戦略計画というのは、ビジョン、政策目標をきちっと決定

し、それを実現するための計画なんです。どうやれば作れるのかということですけれども、

どこかに書いているかもしれませんが、戦略計画をつくる方法論があるんです。これに従

って進めていただければ、多分間違いなくできます。大したことはないんですね。愛知県
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瀬戸市役所でも、かなり大変な思いはしましたけれども、戦略的な次期総合計画がほぼま

とまってきました。手法、方法をきちっと使っていただければ大丈夫です。 
 こちらの部分、財政がどういう状況なのか。現状と将来の見通し、これがないと政策目

標は決められません。どれだけお金が使えるのか。どれだけの予算が組めるのか。そもそ

もそういう情報がなければ、経営資源、予算の情報がなければこちらは決まりませんから、

両方作って行きましょうということです。 
 また似たような図が出てきました。今日は構造改革とＮＰＭがテーマですから、１枚の

絵に落としてみました。左側の枠、第一の改革・改善、第二の構造改革と書いています。

両方構造改革と言ってもいいと思いますけれども、第一の改革・改善、これは執行部門、

現場の生産性を上げることです。１つ１つ、個々の部門、部局、事業の生産性を上げてい

く、施策や事業の生産性を上げていくことです。業務を改善し、業務の改革をし、またカ

タカナが出てきましたけれども、業務のプロセスを再構築していく。こんなことが必要に

なってきます。 
 これと、上の部分、第二の構造改革、政治的な価値をきちっと選んでいただく、選択を

していただく。ビジョン、政策目標を決める。政策目標を決めていきますと、政策目標間

の優先順位づけが必要になってきます。何が大事か、何をまずやるべきか。 
 右側の枠の中に、先ほどの絵の中にありましたけれども、市長さんと市の経営陣が第二

の部分の役割を担っていただく。政治的な価値の選択です。政策目標を達成することを前

提に予算をつけます。つかみ予算です。グローバル予算、包括予算と書いていますけれど、

各部長さんに予算編成の権限を与えます。執行の権限も与えます。だけど、１つだけ大変

なことがあります。総額は減ります。当然ですけれども。総額は減りますけれども、限ら

れた予算の額を最大限活用してくださいね。自由に使っていいよ、こういう仕組みです。

後で目標が達成されたかどうかチェックされます。 
 執行部門は生産性を上げること、政策の向上が目的です。 
 では、議会はどうなのか。こちらなんですね。ＮＰＭが描いている姿というのは、恐ら

く明確な役割分担をしていきましょうということなんです。そうすると、議員の先生方も

役割が変わるんです。どうしてこんないい加減なことをお前は言うんだと言うんですけれ

ど、例えば私、３年前、２年前、去年も１度行きましたが、三重県議会の先生方と何度か

議論しました。知事が変わってしまいましたから最近どうなったかわかりませんけれども、

前の北川知事の時代、北川独裁だということを小声でしゃべっている議員さんが多かった

です。どうしてか。県議会で北川知事に質問し、要求しても、これは北川県政のビジョン

にないからだめと、ことごとく拒否された。このままだと議会の役割って何なんだ。議会

が空洞化してしまう。何とかしたい、こういう思いが改革派の議員の先生方にあったんで

す。何のことを言っているかというと、三重県議会の過去の議論は、政策目標やビジョン

ではなくて、こちらです。個別案件、ここの下水道の整備計画をこっちではなくて、こっ

ちにしろとか、こういう個別の議論です。道路の整備計画は、ここまで引くならここまで
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やれ。あと５００ｍ延ばせ。個別案件、事業の立案にかかわるような議論しかなかったん

ですね。北川県政のもとで、ビジョン、施策展開がバシッとできていますから、個別にこ

ちらの議論、事業の議論を議員の先生方が取り上げても、それはだめですね。それは政策

目標に掲げていないでしょうと、ことごとく突っぱねられてしまった。 
 ＮＰＭが想定している世界というのは、役割分担をきちっと分けていきます。こちらの

部分、具体的な事業の立案や実施については執行部門にお任せします。政策目標の決定に

ついては、これは政治の世界です。当然ですけれども、議会は政治機能を分担していきま

す。政治機能というのは、こちらではなくて、こちらです。きちっとした政策目標をもと

に事業の議論を組み立てていくなら入
はい

れるんですけれども、この議論なしにこちらだけ注

目をつけていくことは、執行部門の権限を侵犯することになるんです。 
 三重県議会の改革派の議員の先生方と懇談をし、恐らく北川独裁を打ち破るには、業績

成果主義に立つ監視、議会はまずチェック機能、監視機関ですから、政策目標を達成して

いるかどうかチェックをしようじゃないか。きちっと見ていけば、執行部は問題がかなり

出てきますから、目標が達成されていないとすれば、代替案を出していこう。かなり大変

なんですが、抜本的に政策体系を組み替えられる可能性がある、こういうお話をしました

し、もう一つ、今日はあまりお話し申し上げませんけれども、最近、市民参加、協働、こ

ういう議論が出ています。その市民参加や協働も、執行部が主体となった市民参加、協働

の議論が大半なんですが、議会で市民参加をやってもいいじゃないか。これも１つのルー

トですね。だって、議員の先生方は市民の代表者ですから、こちらを通じてきちっとした

政策提案をしていく、こういうこともできます。 
 ですから、ＮＰＭというのは、こういう新しい姿が恐らく生まれるんだと思います。構

造改革の後にはこういう姿になります。 
 今までの既得権益、それぞれのお立場の方、この階層の中にはいろんな人達がいますし、

この中にもいろんな人達がいるでしょう。議会の先生方にもいろんなお立場があるでしょ

う。失うものもあります。でも、新しく得るものもあります。ひょっとすると、個別の改

革のプロセスでは、交渉ごとが多くなると思います。実務的な交渉の積み重ねが本当は改

革なんです。これは全体像をポーンと描いていますけれども、構造改革、経営改革という

のは、恐らく個別の交渉です。しかも、実務的な交渉です。更に言いますと、実務的交渉

になりますと、損か得かという話になります。変な話をしますと、構造改革は痛みを伴う、

経営改革も痛みを伴う、こんなことを言います。でも、痛みしかなければ、だれも改革を

しないんです。私だってしませんね。構造改革は痛みを伴う、痛みを我慢しろ。こう言わ

れたって私は我慢しません。嫌だと。だから、抵抗勢力になります。 
 海外のＮＰＭを実践した諸国、構造改革に成功してきた諸国を見ていきますと、少なく

とも痛みだけではないんです。失うものもあるかもしれないけれども、得るものも相当あ

るんです。このままだとだめですから、このままだと組織は崩壊しますから、維持できま

せんから、こういう仕組みで納得してください、こういう良い面がありますよ、そういう
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仕組みなんです。実務的な交渉が改革なんだと。 
 改革のシナリオ、どういう手順で進めるのか。先ほどの工程表にもありましたが、まず

どこからやるか。現場からやる。執行部からやる。執行部も変える。業務改善のための制

度設計をしていく。あるいは経営情報を作っていく。現場を変えて、トップマネジメント、

価値、ビジョンや役割、ミッション、政策目標をきちっと作り直していく。現場の改革を

もう少し組織全体で体系化をしていく。こういう流れになっています。 
 具体的に何をやるのか。執行部門の生産性の向上、これは現場職員の方々です。業務改

善運動、業務改善をしよう、業務改革に発展させていこう。このお話は今日はしません。

抜本的な業務改革です。この３つのプロセスがあるんだろうなと思います。 
 瀬戸市の資料なんですけれども、業務改善に３つのステップがある。これは瀬戸市の磯

村さんがお作りになった資料です。第一段階から第三段階まであります。瀬戸市役所の職

員の方々、行政経営を始める、ＮＰＭを導入する前から既に個人技で業務改善に取り組ん

でいる職員の方が何人かいました。数は多くなかったですけれど、私、正確にはわかりま

せん、７人なのか、１０人なのか、大体そのぐらいの数字だと思います。その職員の方が、

何年かに１度人事異動で移ります。そうすると、その後に来た後任の方が、あっと気がつ

くんですね、風通しの良さ、仕事のやりやすさを実感するんです。彼がやったと。その人

が異動するたびに、その係が良くなるんですね。そういう人が何人かいた。ところが普通

の人はわからない。一般の職員の方は知りません。知りませんから、瀬戸市役所でこんな

いいことをやっている、こんな良い事をやった事例ということを当然職員の方は知りませ

ん、市民の方もわからない。それでは困るので、とりあえず今までやってきた改善の事例

を集めてくださいと。 
 ご覧になった職員の方はいらっしゃるかもしれませんが、業務改善事例集、６０ぐらい

の事例集をつくりました。データベース化したんです。いろんな改革事例がありました。

単純な改革事例、一番わかりやすい、すぐ頭に浮かぶのは、財政課の職員の方が、多分江

南市の資料もあったと思いますが、各市の予算書がファイルになって置かれているんです

ね。あいうえお順に並んでいます。現場の職員の方が必要なファイル借りていって、コピ

ーをとったり、メモをとったりして、また返しに行くんですけれども、あいうえお順にな

っていますから、元の場所に戻さないといけないです。そうすると、江南市さんだと「か

きくけこ」だと。どこだろうと迷うんですけれども、見ていた財政課の職員の方は、大変

そうだなと思ったんですね。背表紙に赤で斜め線をだっと入れました。そうすると、江南

市さんは「かきくけこ」だと、こんなことを考えなくても、線の位置でぱっとわかるんで

す。考えるまでもない。こんなことも業務改善です。 
 過去の改善事例をもとに、自分達すべての係で改善活動に取り組もうじゃないか。これ

は第二段階です。１係１改善運動ということをやりまして、１つの係で１つの改善課題を

登録していただいて、半年間という期間を切りました。半年間で改善を実践していただく。

いい改善をした事例は、行政経営委員会という外部委員会、私も副委員長で入っています
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けれども、その場で表彰する。表彰するだけではなくて、市報に掲載する。当然、報道陣

の方も入っておられますし、ホームページにアップしようじゃないか。どんどん外へいい

情報を出していく。これは、やられた職員の方は良かったみたいですね。こういうことを

やりました。 
 第三段階、各係で改善活動をしていただくことは大事なんですけれども、ところが業務

改善の中には、１つの係で終わらない、例えば他の係、係ならいいんですけれど、他の課、

他の部にお伺いをしないと進められないようなテーマが結構あるんですね。特にお金の使

い方に関係しますと、財政課さんと協議をする、こんなことが必要なってきます。そうす

ると、協議をしている間に疲れてしまう、こんなことがしばしばでした。愛知県瀬戸市も

そうだったんです。部門をまたがる改善活動は、ほっといてもだめですから、処理する受

け皿を作り、実施をさせる。ちょっと外科的な手術なんですけれども、こういう仕組みを

入れて取り組んでいく。これは第三段階です。 
 民間企業ですと、部門をまたがる改善課題は経営陣が引き取るんですね。経営陣が業務

命令でやらせるんです。同じ仕組みを行政にも取り入れた事例、三重県庁さん、あるいは

福岡市役所さんもそうです。瀬戸市役所さんも同じようにやりました。市長命令でやらせ

る、こういう仕組みを噛ませていきました。 
 二番目の１係１改善運動ですけれども、係の数だけということなんですが、こういうこ

とです。業務改善、これは何だとよく言われるんですが、実は民間企業の業務改善には改

善の定石があります。やめる、減らす、変える、３つの定石です。無駄な業務はやめる。

無駄な業務というのは価値を生んでいませんから、やめたほうがいいです。無駄なことは

やらないほうがいい。やめられなければ、業務を減らす、軽減をすることで乗り切れない

か。これも職員の方は助かるはずです。そんなことに労力を費やすぐらいなら、もっと生

産的な仕事をされたほうがいいと思います。それでも無理なら、仕事の進め方を変える。

これが業務改善の中身です。やめる、減らす、変える。こういうことをやりますと、こん

なことが達成できますよということです。 
 業務改善を進める上で何をやったか。瀬戸市さんの基本シートです。これは事務事業の

くくりを作ると言うことなんですけれども、事務事業の基本シートです。各課、各係で何

を目指すのか、役割や使命、展望は何を目指すのか、顧客はだれ、成果目標は何、指標を

とりましょう、事業費をとりましょう、人件費をとりましょう、こういうものを実は同時

並行で作っていきました。各係で課題を出していただくための経営情報です。 
 事業の見直しシートというものを作りました。課題を出してください。問題はどうして

起きたのか、原因を書いてください。係長さんに考えてもらいました。状況を示すデータ

があればいいですね。あるべき姿はこうですよ。これに近づけるためにどうしますか、ア

クション、行動を書いてください。こういうような作業を通じて、現場の業務改善を着実

に一歩一歩積み上げていっている、これが瀬戸市です。 
 もう一つ、ちょっと余計な話、これは忘れていただいても構わないんですが、抜本的に
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やろうとしますと、業務フローの絵を描いていくんです。ここまで瀬戸市さんはやってい

ません。実はどうしてこんな話をしているかというと、関東のいくつかの自治体さんでこ

ういう作業をしているのでということなんですが、市役所の業務で、例えば市民課の窓口

業務、業務フローがあります。何本か業務フローがあります。一番最後に予算編成業務フ

ローとあります。市民化の窓口ですと、市民の方が申請書、例えば住民の異動届の書類を

出される。窓口の職員の方がまず受け取られて、必要な書類をチェックされる。チェック

をした後で、異動届ですから、入力する職員の方に、後ろに渡す。受け取られた職員の方

は、その書類を見ながら、パンチ入力するんですね。プリントアウトする。プリントアウ

トしたものを、提出された書類と合っているかどうかチェックをする。これ、すべて業務

のプロセスです。業務プロセスをだーっと見えるように絵に描きまして、複数の自治体さ

んでやりますと、例えば他の市役所さんで、非常に少ない人数で効率的に同じ業務をこな

している例があったとします。そうしますと、どうしてその市はパフォーマンスが高いの

か、効率的なのか、要因をきちっと分析し、その要因を自らの自治体の業務、現場に適用

していきます。そうすることで生産性が上がっていきます。そういうことを示した絵なん

です。 
 こんなことをやっていきますと、現場が本当に変わってきます。抜本的に変わる。どう

いうふうに変わるのかといいますと、業務負担が軽くなります。本来やるべき業務に市役

所の職員の方が集中できます。さらにもう一つ、別のプロセスを合わせていきますと、例

えば市役所の職員の方がやるべき業務と、パートの方や、あるいは外注したほうがいい業

務を振り分けていく。そうすることで市役所の職員の方の業務負担が軽減し、予算は節約

されて、市役所の職員の方の仕事のやりがいが飛躍的に上がっていきます。職場の活性化

が進んでいくんですね。 
 上のほうの部分、トップマネジメントの部分です。戦略マネジメントと書いています。

この作業も、多分工程表の中にあったと思います。まず何をやるか。これは先ほどご覧い

ただいた瀬戸市役所さんの基本シートでも書かれていたことなんですが、こういったもの

をまず作る必要があるんだろうと思います。 
 この資料は神奈川県逗子市のマニュアルからとってきたものなんです。事務事業のくく

りを作りましょう。これは都市整備部、土木です。土木関係なので、くくりを作りやすい

です。道路、市街地整備、これはわかりやすいですね。それぞれに役割、使命をきちっと

言葉で書いてください。逗子市の強み弱みをきちっと書いてください。言葉だけではなく

て、数値があれば良いですね。強み弱みというのは、近隣の自治体さんや類似団体との比

較の中で逗子市が良いか悪いか出てきます。この中に入っている事務事業を列挙してくだ

さい。これは何をしているかというと、行政サービスの束、行政サービスの単位を作って

いるんです。こういうものができますと、それぞれの行政サービスで抱えている課題、実

はこの右側にばーっと項目が並ぶんですけれども、課題は何か。課題があるとすれば、目

標が描けます。目標は何か。目標を導くための資料なんです。当然、１つ１つの行政サー
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ビスには顧客がいます。顧客の立場に立ってゴールを描いてください。課題を認識し、ゴ

ール、目標を設定するための資料なんです。 
 こういう作業をしていただきますと、１つ１つの行政サービスごとに何を目指すべきか、

課題と目標がきちっと示されることになります。 
 ところが、大事なことは、価値判断が入っていないんです。例えばこの都市整備部の行

政サービスは、道路を優先すべきなのか、あるいは公共下水を優先すべきなのか、こんな

価値判断は出てきません。 
 冗談でよく言うんですけれども、私は２月まで新潟市に住んでいました。新潟市という

のは道路はいいですよ。田中角栄さんの遺産がまだ生きていますね。高速道路並みの幹線

道路が東西に３本走っています。本当の高速道路も走っています。プラス１本。道路が非

常にいい。近隣市のみならず、同じぐらいの中核市と比べて非常に恵まれている。だから、

道路はもういいじゃないか。ちょっと道路整備はやめましょう。こんな価値判断ができる

かもしれません。いや、そうじゃない。道路は大事だ。どうしてかというと、新潟市は政

令市を目指しています。今の現市長は１８年度から政令市、大新潟市に移行するんだ。大

新潟市は日本海の玄関だとすれば、拠点都市、ハブ都市的な機能が重視される。そうする

と、インフラは命なんです。道路が多少整備されているからといって、道路に強みがある

からといって、道路整備をやめるわけにはいかない。近隣市や日本海の中核市が追随でき

ないレベルまで引き上げたほうがいい、こういう価値判断もできるかもしれません。 
 強み弱み、これは内部の分析なんですけれども、この場合は逗子市、今申し上げている

のは新潟市の内部の分析なんですが、内部の強み弱みの分析だけでは何を優先すべきかと

いう価値判断が出てこないんです。新潟市の場合も道路に強みがあるという結論になった

としても、道路は今後優先分野として取り上げられるのか、あるいはそうじゃないのか。

実はこのシートからは出てこないんですね。価値判断をするためのシートは別に作らない

といけません。これは戦略計画手法の中の１つの分析のフォーマットです、様式です。Ｓ

ＷＯＴ分析と書いています。また英語が出てきましたが、今度は４文字です。ＳＷＯＴと

いうのは、強み弱み、StrengthとWeaknessのＳＷです。成長機会が Opportunity、Ｏで
す。Threat、脅威です。組織、その団体の強み弱み、これは内部の分析です。縦の、成長
機会、脅威、これは外部の分析なんです。成長機会、脅威、これは民間企業で使っている

手法なので、わかりにくいです。ちょっと置き換えてみました。 
 例えば市民ニーズと市の役割、増えている分野は強化しないといけません。たとえそれ

が江南市さんの強みであれ、弱みであれ、これは強化しないといけません。重点分野です。

そうではなくて、市民のニーズが減少している、あるいは市の役割が低下している、こう

いった分野は軽視をしていく。撤収をしていく必要があります。重点分野とそうじゃない

分野を市民ニーズ、市の役割をもとに振り分けていくんです。こういう作業を瀬戸市でも

やりました。この作業のやらずに、これだけで議論をすると大変なことになります。ビジ

ョンや政策目標の優先順位づけは実はこういう作業なんですね。具体的にどう進めるのか、
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これは必要なときにまたお話しする機会があると思います。 
 瀬戸市の第五次総合計画の基本構想の骨子です。基本計画はまだできていませんけれど

も、こんなものができましたということです。これは今日はお話をするのはやめますけれ

ど。 
 ニュー・パブリック・マネジメント、あるいは構造改革のお話です。何をするのかとい

うことですが、マネジメントとは、経営のシステムを変えることなんです。経営のシステ

ムを変えていこう。いろんなアプローチや手法が出てくると思います。でも、そんなに多

くないです。重要な手法、アプローチは、たかだか２つか３つです。大したことないです。

２つか３つをきちっと適用していただければ、抜本的に変わります。 
 何が変わるのかというと、意思決定の仕組み、プロセスが楽になりますし、職員の方の

業務が軽減されるだけではなくて、やりがいのある職場環境になります。おそらくトップ

の方からしますと、意思決定に迷うことがなくなります。意思決定が非常に楽になります。

いろんな手法を紹介するコンサルタントの方は多いんです。こんなこともやる、あんなこ

ともやる。パシフィックさんは違いますけれど。これは間違いなんです。手法は、何かを

変えよう、何かを動かそう、ここをこうしたいという意志があって初めて使えるものなん

です。何でもかんでも手法を導入してはだめなんですね。現場のこういうところを変えよ

う、業務改善をしよう。業務改善には業務改善をやる方法論があります。今日も少しお話

ししましたけれども、それを適用していただくことで初めて業務改善ができるんです。業

務改善手法を形式的に導入されただけでは現場は変わりません。意志があって初めて手法

は生きます。現場からやりましょう、トップマネジメント改革を広げましょう。手順を間

違えなければ、そんなに難しくないです。工程表だといろんなことが書かれて、大変そう

だなとお感じになるかもしれませんが、大変じゃないとは言いませんけれども、難しくは

ないです。 
恐らくこれから三位一体改革、地方分権改革が進んでいきますと、ただでさえ厳しい財政

状況が更に厳しくなります。冒頭に申し上げたことなんですけれども、予算の制約が厳し

くなる中で、市民の方からの要求が高まっていくし、更に都市間競争も恐らくこの近隣の

地域でもかなり厳しくなっていくと思うんです。そうすると、限られた経営資源、予算を

いかに有効に市の発展のために使っていくのか。これが問われていくはずです。 
 そういうときに、例えば今日お話ししたＮＰＭでよく使われている方法論を適用すれば、

意思決定がものすごく楽です。ないときと比べて楽です。もう一つ、現場の改革手法をき

ちっと取り入れていただけますと、ただでさえ地方分権で現場職員の方の業務負担が重く

なっています。とんでもない状況になっています。どんどん現場に仕事が下りてくる。現

場の職員の方は簡単に仕事をやめるわけにはいかないですね。現場の改革手法、改革の方

法論をきちっと取り入れていただくと、業務負担が軽減します。軽減するだけではなくて、

業務のやりがい、当然、業務の振り分けをしていきます。やるべき仕事、市の職員が直接

担っていただく仕事はここまでだ、これをやりましょう。それ以外の仕事は、ほかの例え
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ばパートの方とか、外部委託をしたりとかいうことで、限られた予算の範囲内で、あるい

は大幅に削減された予算と定員の中で、よりやりがいのある職場環境を作ることができる 
ということを申し上げて、今日は終わりたいと思います。 
 

以上 
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