
．はじめに

地方自治体の行政組織は環境変化にもかかわらず、固定的な概念的な枠組みでとらえられ

ていて、いわば機構的機能主義の枠組みのもとでメカニカルに組織構造を中心にして論じら

れている。概念そのものも動態的に変化するという捉え方ではないので、先入観や思い込み

にとらわれやすい。

しかし、われわれは、行政組織を行政経営の視点から動態的プロセスとしてとらえて、

フォレットの 創造的経験 のように ）、地方自治体の行政改革委員として行政改革

を担った経験を生かしている。改革と革新のプロセスを経る、ダイナミックな行政組織を考

察している。行政職員の主体的営為によって、行政組織は決して静態的なものではなく、事

実関係として動態的プロセスを経ている。このことを経験した行政改革委員の視点から相互

作用している 意味と意図の循環的応答 の動的な行政組織をプロセス志向的に論じてい

く。

フォレットは行政学者でもあるので、フォレットの学説を行政組織研究に用いるこ

とは何ら違和感はないが、さらに行政経営的に経営の本質をとらえているがゆえに大いに利

用できる。 バーナードや ドラッカーも必要に応じてその学説を利用しているが、

やはり中心はフォレットの思想と理論である。というのも行政組織と行政職員との関係性も

フォレットのいう動態的プロセスとして理解できるからである。

われわれ地方自治体の行政改革委員にとってメアリー・ ・フォレットの 創造的経験

（ ）は、個人と組織の同時的発展をもたらし、経験の創造性を重視した点で、個人の人
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間的成長をもたらしうるものである ）。そしてまた、行政改革は他者の経験も交織させて、

集合的な新たな観念をもたらし、組織的経験を行政改革委員にも与えてくれる。ここでの組

織は意味解釈の場でもあるから、行政職員も組織的経験の持つ意味を解釈し、これを行政改

革委員を加えて互いに分析し、評価し調整することにより新たな意味を与えることもでき

る。人、組織ともに自らの経験について主観的に何らかの解釈を行い、意味づけを行って自

らのうちに蓄積している。職員はそれぞれ自己の価値基準に基づいて事実認識を行ってい

る。その限りでは主観的な認識にすぎないが、しかし職員は共有し認識する共通の意味を

事実 と認めようとした。互いの経験の意味を重ね、折り合わせ、より確かな事実を求め

て協働する場こそが、フォレットのとらえる組織であって、行政組織もこのようにとらえる

ことができる ）。

機能の交織 として組織を考える場合には、この 機能 を行政組織などの 職務 と

してのみとらえることなく、地方自治体ではこのようなとらえ方が多いが、全体社会、国家

財政とのかかわり（関係性）の中に位置づける必要がある。地方自治体はともすれば国家財

政との関わりの中に位置づけようとはしない。地方財政がつねに国家財政を犠牲にして自己

の 職務 を達成しようとしていては、健全で健康的で有用な地方自治体を形成していると

は言えない。行政職員も組織の中で自ら果たす一つの職務や役割にとどまるものではなく

て、その職務が全体社会に奉仕するという、全体社会との関わりの中で自らの職務を位置づ

けるという意図を含んでいる ）。

このような位置づけが、社会性、公共性の名のもとに、行政職員に自己犠牲や愛他主義精

神を強要するものではなく、誰の内にもある 互酬性 、誘因─貢献関係に根ざしていて、

特殊な社会的使命というものではない。フォレットの用語では、行政サービスも機能を実現

するものであって、自己の組織での職務遂行が全体社会への奉仕ということになる。

．行政官僚制 対 フォレット

ウェーバーが論じた行政官僚制は組織名目説に立脚して、組織は目的達成のための手

段にすぎないが、日本では日本的経営の影響を受けて共同体的機能集団になり ）、さらに組

織そのものの実在化を実態的になして組織実在説に転じているのが日本の行政組織である。

そのために職員のための互助組織に転じやすく、ガバナンスを担う住民が手段化してしまう ）。

所有者支配ではなく経営者支配として行政幹部が実態を把握し、利害関係者の利害対立の調

整者として独自の機能を有している。行政職員は地域社会の活性化機能やインフラの再編に

知恵や調整能力を発揮しており、公正で的確な調停であれば、さらに住民、各種団体の信頼

を高めていく。公正で的確な取り扱いこそ、利害対立の溝に入り込んでも、コンフリクトを
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解決していくための基盤としての信頼関係を構築していけることになる。信頼関係のインフ

ラがあってこそ、地域の利害対立の調停を行政職員は容易になしうる。

地方自治体の行政組織は行政官僚制の組織原理に立脚しているにしても、地域社会に存在

して地域住民と無関係に存在しているわけではない。地域の伝統に非合理的な面があっても

地域のことを考えていかねば、実行力のある施策にはなりえない。コンテキスト・フリーの

考えは理論的には考えられるけれども、現実的ではなく、行政改革もそのような文脈で考え

ざるを得ない。また伝統の継続にはその中に毒を含むということを忘れてはならない。すな

わち市場原理とか経済的合理性というのは政治に従属するものであって、政治と経済は密接

に関係している。市場競争だけが独立して存在しているというわけではない。 ブラウ

の言う 社会的交換 という時差があっても互酬性、そしてその底にある人間としての互恵

的関係である ）。経済の取引とは、人間と人間の取引を意味する。

行政官僚制というのは支配 服従関係のもとでの上からの目線であるが、行政経営という

のは行政と住民の協働というガバナンス改革を意図しているだけに、下からの目線も重視し

た複眼的視点を有している。というのも住民は県境をこえる自治体同士の連携や合併を求め

たり、複数の自治体が独立行政法人のもとで複数の市立病院等が経営統合をしたり、ベース

のところを共同業務をすることが考えられるし、組織間関係を重視する視点を有している。

そして自己組織系のシステムとして自己変革を行政経営の固有のものと考えていて ）、連続

的な変身も可能である。当然、脱行政官僚制も考えられる。

行政職員は一般的に業務に関しての人脈に乏しい。幅広い外部のネットワークを持って、

お互いの人間関係を基礎にしながらさまざまな情報や知識をえることは少ない。それはただ

人脈を通しての情報、知識、アイデアを模倣するのではなくて、文脈に合わせて 共創 す

るオープンな施策である。

行政官僚制というのは標準志向が強く、その枠組みは強固なものであって、行政職員はこ

の標準規範に基づいて画一的に行動しやすい。原発事故によって節電経済に突入し、ピーク

フリー思想のもとで、この電力平準化が標準にとらわれない思想を導くとされているが、ま

さに画一的な標準志向から脱却して、ワーク・ライフ・バランス（ ）にもなじむ働き

方や生活様式を根本的に変える好機にもなり、組織にとってもパラダイム改革を求めやすく

なっている。タイムシフト、休日シフト、在宅勤務・テレワークシフトなど、生活様式や働

き方に大きな影響を与えるのが原発事故が発した節電経済であり、ライフスタイルの変化で

ある。労働生産性を高めながら在宅勤務を進めるには、業務目標の明確化や成果評価の公正

化を期する人事評価の確保など、課題が多いが、業務に対する意識改革が組織と個人の両方

に進むのであれば、在宅勤務やその他の就労形態の多様化も促進されよう。ここではジェン

ダーにもやさしい、多様性管理を必要とする。

それでは フォレットは行政官僚制の弊害をどのように見て、その克服の現実的な施

策を論じうる視点を与えたのであろうか。本稿はフォレット研究ではないので、そのポイン

トを論じて、フォレット学説の有効利用を行政組織においても考えてみたい ）。

）
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フォレットの 状況の法則 に基づく統合とは統一（ ）ではなくて、多様性を包

摂した統合であって、日常生活経験と相互浸透している。 意味と意図の循環的応答 のプ

ロセスをへて他者の経験と円環的に相互作用している。対象と相互浸透して主 客統合的に

作用しあう ）。われわれは日常生活経験の相互浸透的な関係のもとでの意味解釈の重要性を

認識していて、文脈を作り変えていくプロセスも有している。住民はガバナンスの担い手と

して一定の規律のもとで多様性をもっていて、この多様性こそ変革の要因となっている。住

民は自己主義や功利主義に毒されることなく、対立を回避せず、他者との対話を通じてコン

フリクトを解決していく。人間協働には対立を調停していく局面もあるが、利己的にして利

他的な側面があるがゆえに、動態的に収斂していく人間協働の安定性をみる。それは日常的

生活経験の相互作用から生成してくる を有するからである。バーナードが協働体

系の を論じているのは、統一された共同目的というよりも多様性を内包

した共通目的を論じるからである。この共通目的も循環的相互作用を経てのことであって、

あらかじめ固定的に確定されているわけではない ）。共同目的と類似目的とを区分したら、

フォレットやバーナードは一枚岩の一体性を有するメンバーではなくて、メンバーの多様性

を許容しているし、むしろ多様性管理の原流をなすものである。

そこで、住民、行政組織、行政職員をどのような関係性でとらえるべきであろうか。われ

われはフォレットの学説の影響を受けているので、それぞれの主体と対象との間の 創造的

相互作用のプロセス と、そこからえられる 経験 を重視して、認識と主体と対象が、互

いに分かちがたく結びついていることに注目する。人間協働をとらえる際に、認識主体と対

象を切り離さず、主体と客体、主観と客観が同時に存在する状況としてとらえている。部分

の相互関連をどのように認識するかであって、しかも理論も概念も行為を通じて日々変わっ

ていく動態的プロセスとしてとらえている。経験を通じて対象を認識することの重要性を

フォレットは論じたが、こうした個々の経験が交織されることにより新たな知識が創造され

る。まさに という動態的プロセス思考であって、統合というコンフリクト解決の方法

こそが、組織の動態化の契機であるととらえる ）。

また、行政と住民の協働をどのように理解すべきであろうか。住民と行政はつねに相互作

用を続け、互いに形成されていくプロセスを経ていて、一方的に住民が行政に対して反作用

しているわけではない。住民が行政との関係性の深さと幅によって、その相互浸透の度合い

も異なるが、個々人の個別性や相違は住民と行政の相互作用のプロセスを経て変化し、有機

的に結合される。両者の関係性からも個々人、行政組織は影響される。このような影響しあ

う動態的プロセスに注目したいし、住民も一方的に行政の下請け化されるわけではない。行

政と住民の協働という概念的枠組みすら変化していく。住民と行政との間に何らかのコンフ

リクトや問題が起こった場合に、双方が自己調整機能を発揮して、それぞれの当事者が自ら

全体との関係を踏まえながら相互調整していくことになる。そのコンフリクトを 創発的価
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値 として認識することも大切である。

このように行政と住民との協働というのは、住民と行政組織が相互に主体的でありつつ、

互いに影響しあう関係であって、相互に主体化する動態的プロセスをもたらすような関係と

してとらえてこそ、真の協働である。ここでは自己成長的な主体的成長をともにもたらし

て、 フォレットのいう 創造的経験 を共にもたらす。ここでの事実関係は、主体と

客体の相互作用のプロセスにおいて認識されるのであって、経営スタイル、組織のセンスの

認識においてもそうである ）。行政と住民の協働における住民の思考と具体的経験はつねに

行政組織と相互に交織しあっているのであって、このようなストレスや緊張を伴う経験を通

して新しい状況のための方法に貢献しうる。知覚と概念、思考と活動の相互作用のプロセス

を動態的に見ることが大切である。フォレットは、ともすれば概念が実際に存在しているも

のと見誤り、それによってとらえられる現実、あるいはその概念から引き起こされる活動の

ものを見ようとしなくなる危険性を論じている ）。

行政組織、行政職員、住民の協働にしても、その概念（コンセプト）を固定的にとらえて

はいけないのであって、住民、職員、行政組織もいかにその経験を創造的にしていくかが問

われる。その概念的構図を活動をつうじて包抱してこそ、真の行政と職員、住民の協働に発

展していく。お互いの相違が明らかになり、互いの価値観がより明確にあらわれることによ

り、円環的応答が始めて可能になるとフォレットはいう ）。協働状況で用いられる 言葉

も問題があって、同一の言葉をそれぞれの主観によってとらえているために、互いに異なる

解釈を行っていることに注意しないと、健全な協働がえられない。それゆえ統合は、目的や

価値意識の変化を前提として、このプロセスの中で真のコンフリクト解決の道を模索するも

のであって、このプロセスには、つねに互いの相互作用から新たな価値が生まれる必要があ

る ）。

行政側のこれまでの習慣としては住民を支配しようとしたり、使われる役所用語が対立を

激化させたり、行政リーダーの不当な暗示や影響力によって、現実にはフォレットが論じる

ように統合の機会が見逃される場合が多い ）。真の行政と住民の協働のための全体状況がも

たらされるには、統合による新たな価値の創発が不可欠である ）。ちなみにフォレットの言

う価値とは、われわれの経験に根ざし、相互作用を通じて日々新たに生み出され、行為によ

り変化させられていくものであると認識されている。価値がつねにつくり出され、生み出さ

れるプロセスを 創発 という ）。

このように行政組織を支配 服従型の行政官僚制の枠を超えて、そして機構的機能主義か

ら脱却して、主体的で能動的な組織の動態的プロセスを経て、自己組織的な組織システムへ

と変革するのがわれわれの意図である。その担い手としての行政職員に対しても自発的動機

）
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づけに注目して、行政組織との誘因─貢献関係の統合的バランスをめざしている。公務員

バッシングでは何も生まれてこないのであって、職員を正当に評価して、人的資源投資をし

て人材を育成して政策官庁へ脱皮することはさらに大切である。われわれが担った人事評

価、人事考課マニュアルについては、稿を改めて論じることにする。

．現行の行政組織

まず行政組織と比較される企業組織の現在の状況を見てみよう。飛躍的な技術進歩のため

に、家電メーカーのように、昨日の成功モデルは一挙に崩れ去る。しかし、これまで成功し

てきたのであるから、そのビジネスモデルの変更は極めてむずかしい。とくにビジネスモデ

ルの変更による成果が自らの退任後しか得られない現在の経営者にとっては、当面の収益を

犠牲にする決断はむずかしい。無私の精神、使命感を持つ経営者であっても、当面の犠牲を

大きくする決断はしにくい。下請けの大きな再編を含めて現状の変更にはつねに大きな壁に

ぶち当たるし、組織が大きいほど安定的な組織ルーチンが形成されていて ）、その壁は厚く

強固である。既得権益といえるほど大きな利益ではなくても、役員、従業員、退職者、取引

先に至るまで、現状から利益を得ている利害集団があり、さらに表に出ない現状維持の理由

は無数といえるほどある。非公式の了解事項も多数ある。

過去に成功した伝統ある大企業ほど、その遺産コストのゆえに現状の変更には乗り越えら

れないほどの大きな苦痛を伴う。多くの企業は自己の問題点を認識していて、やるべきこと

は分かっていても、破綻かそれに近い状態にならない限り、根本的な改革はできにくく、こ

れまで業績が急回復した日産自動車等もやるべきとわかっていたことを実行した結果といえ

よう。このことは諸外国の事例でも変わらずアップル、サムスン電子でも破綻寸前まで追い

込まれたが、大規模な経営改革で成長を加速させた。見方を変えれば日本の企業もとことん

追い詰められれば、事業モデルを再構築して再び成長する契機をつかむことも可能といえよう。

しかし問題は、企業とは違って、行動の結果がその存亡に反映されない行政組織のような

行動である。首長や議会の議員はその施策を次の選挙で信認を受けるが、今までの行政職員

は地方公務員法 条で業績評価を受けることになっていても、その基準は甘く財政が危機的

状況であっても、追い詰められることはなく、地方財政健全化法でいう 早期健全化団体

に転落するまで危機意識も欠如しやすかったといえる。いかに行政組織の現状維持の壁が厚

いとはいえ、財政破綻するまで待つわけにはいかないので、行財政改革を曲りなりにも推進

してきたが、その改革が一定レベルに達すると大きな壁にぶちあたり、むしろ規律が緩んで

職員の給与削減ももとにもどす圧力が高まって、改革を徹底させることはできない。その結

果として、行政改革は本丸を攻められず、周辺の弱小部門の切り捨てや、削りやすいところ

を削って住民サービスの質の低下を招きやすい側面を有している。健全な住民サービスを維

持しながらの財政支出の削減を考えないと、血の通った住民への経済負担の適正な施策には

ならない。ゴミ収集の有料化、手数料、使用料の値上げを推進してきたが、一方では法の期
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限が切れても施設・土地の無償貸与とか、使用料の大幅な減免、使用料の大きな価格格差な

ど不公正な面を大きく残している。これは明らかに既得権益者の優遇であって、しかもその

実態を不明確にして、情報開示にも消極的であるといえる。このように行政組織では現状固

定の壁があらゆる領域に及んでいて、行動の成果がその組織の存亡に反映されないので、現

実には行政組織は追い詰められるような経験をもつことがなく、一歩踏み込んでの行政改革

には利害関係者だけではなくて行政職員の現状維持の壁によってはばまれている ）。

このような組織の慣性の実態とその打破について、現実に即して論じてみよう。一度採用

した路線を踏襲していくことを、組織の慣性という。組織の慣性が生じる理由として、

サイモンのいう経営体の限定合理性の故であって、意思決定に際してあらゆる状況を把

握して、すべての選択肢を精査して意思決定を行っているわけではない。むしろ、手近で思

いつきやすく親しみのある選択肢、すなわち前と同じ選択肢に頼りがちになる。とくに前に

選択した結果が満足いくレベルであれば、同じ選択肢が選ばれ、一つの路線が形成されてい

く。またある選択肢を実施するには、さまざまなノウハウが必要になる。それゆえ一度修得

したノウハウは、再利用した方が効率的なために慣性が発生する。さらに、ある路線が長期

継続されると、その路線の踏襲自体があたかも当然と位置づけられて、組織の中からその継

続に疑問も湧きにくくなる。

慣性は組織の路線選択を狭め、意思決定の手間や労力を省く。また一度獲得したノウハウ

の利用につながる意味でも、効率性を高める。けれども慣性が働き、実は別の路線への切り

替えが望ましい状況にもかかわらず、既定路線に固定化した場合、組織の危機がもたらされ

る。これを 能力の罠 という。特定の交渉のノウハウがあまりにも深く蓄積されている

と、他の制度・仕組みを導入した方がよいにもかかわらず、蓄積されたものを生かす路線に

固執してしまう。埋没コスト・慣性を強化する経験の蓄積は、今日では組織の環境適応の障

害となる場合が少なくない ）。

一度ある路線をとると、その路線を踏襲し続けることの多いのが行政組織の特色であっ

て、組織の慣性が生じやすい。一度走り出した路線を踏襲し続けていく組織の慣性が組織全

体に及び、その後も同じパターンを取りやすい。前に選択した結果がまずまず満足いくレベ

ルであれば、他にレベル・アップしていく可能性があっても、同じ選択肢が選ばれ、一つの

路線が形成されていくだけではなくて、その仕方が踏襲され続ける。職員にとって慣れもあ

るが、一度取得したノウハウは再利用したほうが組織目的の達成に効果的であるからである

が、実態はその効力は枠組みに変化がない場合だけである。さらにある路線が長期継続され

ると、その路線が職員に当然と考えられて、前例踏襲主義が強化されて、組織の中から疑問

も湧かなくなってしまう。前例踏襲主義と組織の慣性が相乗して、環境が激変して切り替え

が望ましくなっても、既定路線が固定化されてしまっているので、地方自治体のように財政

危機がもたらされても、さらに地方交付税交付金に継続して依存できると妄想したりして、

本当の危機になってしまう。シングル・ループの枠組みの改良ですむならば、組織の慣性も

効率的な面があるので、その取得したノウハウの再利用が優先されようが、今、論じられて

）桃季 大機小機 日本経済新聞、 年 月 日。
）三橋平 組織学習理論への招待 、日本経済新聞、 年 月 日。
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いることは、枠組みの変革というダブル・ループの発想であって ）、蓄積した経験・ノウハ

ウが改革の足枷になりやすい状況になっている。

組織の一体化のモデルのもとでは、異質の発想を排除しやすく、 集団浅慮 にも陥りや

すい。自らが所属する職場や組織が正しい判断を行うという確信をして、論拠もなく過度に

楽観的になったりする。自己組織のイメージを覆す情報は無視し、一部に異論があっても認

めたがらない。その結果として、ある事業目標の達成をめざす時に、財務的リスクや代替手

段の検討不足が生じ手元資料を偏見や主観的認識に基づいて分析し評価してしまう。組織一

体化モデルの下で議論した結論は、一方向に突っ走る傾向があり、保守的なものはより保守

的な方向へのバイアスがかかる。その結果として、事業のリスクとリターンのバランスが崩

れ、事業目標を達成できる確率が低下してしまう。行政組織ではその 集団浅慮の罠 に対

しても一般会計等からの繰入金でごまかしてしまう。

行政改革においてはこのような負の共同幻想を打ち破る仕組みの構築に力を入れていて、

最終的に求められるのは経営トップ、トップ層の資質に求められる。まず従来の慣行から距

離を置いて、自らは批判的な評価者としての立場を取って、意思決定の場で、最初から自分

の好みや希望を主張しないことが求められる。そして、過去の経営上の失敗事例を冷静に分

析して、その情報を共有できる環境づくりが求められる。たとえば、過去の大きな失敗につ

いて、その背景や意思決定プロセスなどを反省して、その情報を共有することも大切といえ

よう。

行政組織が陥った失敗の本質が解明されることが少ないが、失敗の本質をトップ自らが認

識して、資料として詳細に記述しておくことも大切である。これは 集団浅慮の罠 に陥ら

ない方策の一つといえよう。目の前の現実を否定し、自分の思い込みに固執するだけでは、

将来の行政経営に悪影響を及ぼしかねない。すでに行政組織を取り巻く環境は激変してい

て、地方交付税依存にも大きな限界があり、税収も減少している。まさに最少のコストで最

大効果の実現が財政危機の対応には不可欠であって、首長・行政幹部自らが過去の栄光にと

らわれることなく、危機意識を認識できる組織風土づくりの先頭に立ってこそ、行政改革は

推進できる ）。

一般的な組織一体化モデルの下では、包摂よりも排除の論理を優先させるので、一人で考

えれば当然気づくが、集団だと見落として大きな過ちを犯してしまう 集団浅慮の罠 に陥

りやすい。投入資源量に基づく政策効果は間違いなのに、それにならされて、最少経費で最

大効果の実現という発想を持ちにくくしている。地方交付税依存を当然視し、過度に地域文

脈を評価して、将来リスクに対する認識が不足していないかをチェックする機能が弱体化し

ている。この構造的要因の変革も大切である。

行政組織は責任の問題もあって、細部では厳密性、正確性を要求されるので、あいまいな

新規のことに着手することはリスクを大きくする。そのために自治体独自のイノベーション

や施策は失敗しやすいこともあって、回避される。一方、行政職員は世評とは異なって 勤

勉の精神 から逸脱しているわけではない。整理、整頓、清掃、清潔、しつけの は日本

の大企業と同じく職員に律せられていて、真面目で勤勉の精神は行政職員の姿といえよう。
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そして倫理的、公共的な態度は一貫して持ち続けていて、地域社会の住民の価値基準が行政

職員にも反映されているとも言える。それは特定のリーダーが職員に浸透させたと言うより

も、地域社会で住民の間で伝承された努力・勤勉というエートスを反映している。それがさ

らに鍛え磨かれて、組織文化として行政職員に定着しているといえよう。

マスコミの公務員批判には、職員の一部例外を誇張したものが多く、行政改革においても

生真面目に誠実に実行していて、行政改革委員として感動をおぼえることも少なくない。残

業手当の予算が制限されていることもあって、長い時間のサービス残業を無報酬でこなして

る人も少なくなく、地域社会において人間として立派な人も少なくない。

民間企業に就職していればもっと多くの年収を得られたであろう人も少なくなく、 ロー

カル・エリート と言えるだろう。しかし部長級であっても、その才能・能力に比して、年

収が大企業と比べて決して高いとは言えない。年収においてはピラミッド組織の上下の格差

は市町村においては小さく、上下の格差は民間に比して縮小されている。それゆえ職員は矜

持や社会貢献、非経済的報酬に意義を見出している。そのために行政職員の功績を正当に認

めることが大切であって、それを評価する内外のシステムを構築しないと、今後どのような

能力が必要なのかを共に考えなくなってしまう。

地方自治体の行政職員は大きな時代の変化の転換期という認識は薄いけれども、時代は非

連続的に変化している。郵政省の研修所で経営管理を教えていたときに、イギリスの郵政公

社がどのようにして民営化されたかを論じたが、郵政省の職員にとっては関心のないことで

あった。しかし郵政公社を経て民営化された。地方自治体の職員も地方自治体自体が独立行

政法人になることを考えていないが、そのような非連続的変化はありうることである。ま

た、独立行政法人に採用された人が市町村に出向したり派遣されることも考えうるのであっ

て、公務員が定年まで雇用が保障されているとは限らない。現に再建準用団体に転落した北

海道夕張市の職員は退職を余儀なくされた人も少なくない。低収入によって転職せざるを得

ない状況に追いやられる人もみられる。

若手・中堅の職員も行政組織に囲い込まれるのではなくて、組織内外に機会を求める転職

可能能力を高めることは、自己保身のみならずに交渉力を高めることにもなる。 市では

年度から全職員に対して 人事考課マニュアル にしたがって人材育成のための人事評

価を行い、その成果によって昇進も容易にするが、恣意的な評価を排して客観的で合意しや

すいように基準づくりがされている。これで組織変革が一気に進むとは考えていないが、健

全な緊張関係が組織の緩みを是正してくれる。とり立てて処方箋を論じる気はないけれども ）、

目標による管理、挑戦、そしてセルフ・コントロールを重視した組織の活性化であって、特

定の人を取り除く排除の論理を求めるものではない。人材育成と包摂の論理を大切にしてい

て、行政職員の協働意欲を高めることに力点を置いている。そのために大いに評価に対して

の異議申し立てを認めるし，それをもって特定の人をマイナス評価するわけではない。市の

行政改革委員・会長として行政に関与する機会をえたことは、行政職員の人的資源管理上の

方略を考える契機になっている。行政の内部資料なので公表はしないが、地方公務員法 条

項にしたがって、職員の業績を評価して正当に位置づけて、努力、才能、業績に報いる誘

）根本忠宣、渡辺和孝 経済教室 日本経済新聞、 年 月 日からヒントをえた。



因─貢献関係は大切なことである。経済的報酬は抜群の業績であっても限られているが、社

会的報酬、威信、承認、評価づけ、昇進、重要な仕事を担わすことなどは大いに実施するこ

とができる。国のキャリア組のようなものは市町村には存在しないが、就職してからの人事

評価によっては加速的昇進もありうる。それは一回の成績で決まるものではないから、その

処遇にたいして他の職員の納得、合意もえやすい。

行政組織において職員の人材育成に力を入れるのは、職員の専門的知識・能力を高めるだ

けではなくて、人間協働のシステムとしての関係性を充実させ、さらに人間的成長の場とし

て活力をもたらすためである。個々人の能力を引き出し開発していくことも管理者・上司の

責務であって、上司と部下というのは、ともに専門的技能の習熟に加えて、鍛え磨き合う関

係でもあって、品性の高潔さも含めて人間的成長を高め合う関係でもある。セルフ・コント

ロール、組織と個人がともに自己を生かし合う関係を構築してこそ、組織のダイナミズムは

維持される。メンバーの決断と信念を重視するのも、ことなかれ主義を排除するからである ）。

ここでは継続的プロセスとしての調整、整合が重視される。

多くの地方自治体は過剰に地方交付税に歳入を依存しているので、国による各自治体の意

思決定への過剰介入が、自治体の横並び的な行動を促進し、自律的な行政経営革新を阻害し

ている。しかも単サイクルの人事異動と減点主義によることなかれ主義をもたらして、住民

との継続的な渉外活動を低下させている。ネットで入手しうるデータを収集するのは意思決

定するのに際して参考にはなるが、やはり地道に住民や利害関係者と接して、定性情報を集

め、それを積極的に活用しないと、行政と住民の協働にしても、きわめて対象領域を限定さ

れたものになってしまう。

そのためにも各担当者の決済権限の拡大や、定性情報の有効活用を促進するような組織づ

くりが求められるし、行政組織では収益性は低くても将来性（公益性）の高い案件はもっと

積極的に着手して、そこが企業組織との違いにもなる。行政組織の自律的な経営革新を通じ

て、定性情報を入手する職人的な現場担当者を育成する組織の環境づくりが地域社会の諸組

織、個人への本当に必要な支援になるだろう

行政組織には現状を維持し明日もそうあって欲しいという組織の 慣性の法則 がとくに

働きやすいのは、そこに既得権益も含まれているからである。その独占的事業システムの下

では、競争がなかったり競争が著しく制限されているので、強力な 組織の慣性 が働いて

いて、それを放置していると職員の互助組織化したり、時には既得権益の擁護のために暴走

したりして、行政にとって都合の悪い委員ははずしたりする。圧倒的に権力をもつ行政組織

は露骨な権力の行使はかえって効力のないことを熟知しているので、巧妙に抵抗勢力を押し

つぶす手立てを講じて、しかも 阿吽の呼吸 のように責任の所在を不明にしてしまう。

民間企業でも組織の 慣性の法則 が働くけれども、他組織との競争や、思わぬイノベー

ションや急速な変化が出現するために、既得権益にもかかわらず、組織環境に適合しなけれ

ばならない。そのために、いやおうなしに、変化する明日に備える準備をしておかねばなら

ない。行政組織のように競争が制限されている組織体では、合併特例優遇期をへて地方交付

税の減少が大きくて確実であるのに、その変化を無視したり、場合によっては法令を変える
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運動をしたりして、変化を忌避しょうとする強力な力が組織ルーチンとしても働く。外郭団

体にしても組織自体を存続させることを目的として、そこに出向している行政職員でさえ

も、その組織の存在理由に疑問をもっても、個人の正義や良識などは無視されて、組織存在

にどれだけコストがかかろうとその利権のために維持される。

市場競争がないがゆえに、職員の互助組織化、かばい合い、既得権益の正当化、住民軽視

という長年の慣性は、住民サービスの質の向上も建前化して、自己権益の擁護ということに

本音が存する。組織防衛のためには、都合の悪い部分を隠蔽したり、言い逃れを繰り返す人

を昇進させたりして、組織慣性の上で組織擁護の行動基準しか持てなくなってしまう。行政

官僚制というのは組織の 慣性の法則 をもたらしやすいだけではなくて、利権、拡大も追

求しやすい組織になっている。それは危機的財政状態に陥ってもそうであって、行政改革を

推進していても、歳出拡大、組織の膨張をもたらす力は強い ）。

行政組織は産業の競争力が問われることが少ないこともあって、人事評価も行政能力、組

織目的達成労力に加えて、仕事への態度、意欲、関心など主観的な指標のウェイトを大きく

しているので、労働力の質を高めると言うより、横並びになりやすい。適切なルールの下で

の自由な競争は組織効率を高めるが、不適切なルールの下では競争が歪められて、仕事達成

への意欲を削いでしまう。不適切なルールとは、あいまい、過少、過剰なルールである。行

政組織では 無誤謬性 という形を優先させているので、個人の創意工夫を削るような過剰

なルールになりやすい。ルールの不適正な運用とは、一貫性を欠く適用や事後的にルールを

つくり適用するケースである。行政組織では過少なルールということはなく、過剰なルール

をしかも厳格に適用しようとするから、職員の自由を奪いやすく、企画においても自縄自縛

になりやすい。過剰なルールが枠組みの変革を抑圧している ）。

行政組織のもう一つの問題点は、行政組織そのものの肥大化を監視する機能が弱体化して

いるので、ルールの一貫性を欠く適用や、便宜主義的に事後的にルールを作り適用するケー

スであって、そのことが行政組織を職員の互助組織化をもたらして、新規採用者を極端に抑

圧し、さらに自分らの定年延長を意図して、若者の昇進スピードをさらに遅らせている。市

場競争と競合する分野でも、市場競争を回避する不適切なルールを作って、一般会計の負担

を大きくする繰入金をあいまいな基準の下で増大させている。事後の赤字補填から事前予算

制度に移行しておかないと、各事業会計の繰入金への歯止めのない不適切なルールになる。

負担の公平性ということなくして、改革への合意形成はむずかしい。

これまで日本の行政組織においては特殊行政能力を育成してきたから、市場の論理とは直

接的に関連を待たせない、いわば労働市場の内部組織化をなしてきたので、転職には有利と

は言えない。そのかわりに雇用形態に安心感をもたらしていて、民間のようにたやすく解雇

されない。ただ財政状況の悪化によって 代の職員に退職勧奨があったり、管理職は 歳で

退職するよう勧奨されて、ほぼ該当者は実質的にやめざるをえない状況になっている市町村

も少なくない。 市に置いては管理職の人は 歳で退職しており、年金生活の 歳までの

年間をどのように過ごしていくかが課題になっている。小さな市なのに職員数が類似団体と

）ドラ 経済気象台 朝日新聞、 年 月 日。
）西村和雄 アダム・スミス 、日本経済新聞、 年 月 日。



比較すると多いのは事実であって、旧町村の合併によって類似施設の統廃合が一足飛びに出

来ない状況もある。面積も広くて、地元の住民にとって、利便性を欠くとして、それぞれの

施設の存続を望んでいる。

他方、行政組織もそれぞれの職場単位で暗黙の了解事項や暗黙知を形成していて、それは

外部の部外者にとってはとらえにくく理解しにくいものになっている。そのため理念、施策

としての行政改革は論じえても、それを実行していく具体的な仕組みとなると行政職員の協

力なくして行政改革は推進されないのである。すなわち本格的な行政改革の推進に当たって

の、行政職員の改革意欲、貢献意欲にポイントをあわせた研究は少ないが、その積極的な改

革意欲を高める工夫こそ行政改革には不可欠である。この点、職員の給与水準を一律に下げ

ることは抵抗が大きいが、効力も小さい。しかし、住民の行政職員に対しての感情的反発や

その長期持続的雇用形態への嫉妬もあったりして、ガバナンスの担い手としての行政職員と

はなかなか感情的に融合しない。行政職員は国家官僚制的組織形態に組み込まれているの

で、住民に必ずしも顔を向けているとは言えず、地方交付税や債務に依存した歳入なので、

自主財源をもたらす納税者の納税の意義を軽く見ている側面がないとは言えない。行政職員

と一般住民との間にはその思考様式・行動様式にズレがあったりして、意外に住民と行政の

協働にはコンフリクトが生じやすい。両者のパートナーシップがもとめられているが、協働

には自発的協働から強制的協働という広範囲の内容を含んでいて、場合によっては行政側か

らの住民への強制的協働ということになりうる。あるいは行政と住民の協働と言う名のもと

で住民を下請化して自己の枠組みの中に組み込んでしまって、それは自発的協働というもの

になりにくくなっている。

行政組織は住民に対しての政策的誘導が上手なだけに、住民はむしろ行政組織に依存しそ

の枠組みの中で行動することが楽であることに気づき、それに折り合うように行動するよう

になる。いわば住民は行政に抱きこまれるような形になり、委員もそのような基準でえらば

れやすくなる。癒着ということも生じやすいのは、行政側の配慮によって委員が選ばれてい

て、むしろ公募委員は迷惑と思われたりして、公募委員が広い領域で募集されているわけで

はない。 御用学者 と言われても仕方ない人もいて、行政組織の委員に任命されるのを自

己の箔付けに利用している。

行政改革においては行政職員と対立する施策も少なくなく、首長は選挙公約によって選出

されているので、公約と行政職員の利害が大きく対立することも少なくない。ここで行政改

革委員として両者の利害対立をどのように調停していくかである。あらゆる領域にわたって

コンフリクト・マネジメントは不可欠であって、行政組織を取り巻く利害関係者との交渉や

調停は決して容易ではないので、かなりの交渉力や調停力を必要としている。また行政職員

にしても、県の下水道浄化センターの市への移管問題にしても、これは市に重い財政負担を

強いられるので、県へのねばり強い依存的弱者から強者への交渉が必要である。

市立病院にしても医大への医師派遣への腰をすえた交渉を必要としており、まさに行政職

員の交渉力や調停力を高めないと現状をさらに悪化させてしまう。人的資源の育成にしても

一定の枠づけられた幅に終わってしまうから、外部委託も欠かせないのであって、どのよう

にかね合わせてバランスの良い整合性を高めていくかである。もちろん行政職員も行政改革

委員との駆け引きもあって、手の内を見せないから、あるいは情報の非対称性が大きいか
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ら、両者が融合して行政改革を推進しているとは言えず、それぞれの立場から対立しながら

行政改革を担っているが、それぞれの相手に対して不満を持っているのは当然である。ここ

でも フォレットの言うように、調整、整合、統合のプロセスを必要としており、現実

にはどのように利害を折り合わせるかである。折り合わせのつけ方やすり合わせによって、

一定の合意を経て改革を実施し次のステップと進めている。

フォレットは、問題に直面してこれを解決するプロセスそのものを重視したのであるが、

問題解決の継続的プロセスの中で、ある状況から次の状況へと変化させていく契機を与え、

そのプロセスで問題を解決していくのが統合のプロセスである。フォレットにとっては統制

はプロセスであり、統制は諸要素の相互関連的な調整作用である。こうした調整をつうじて

統合的統一体・機能的統一体として組織を統制することが、フォレットのいう管理のプロセ

スである。すなわち管理を自己統制のプロセスと捉え、組織に参加するすべての人々が管理

的機能の遂行者として捉えると、リーダーにも相互作用の考え方を適用して、組織はつねに

円環的応答によって動態化されているプロセスととらえて、リーダーシップもその流れの中

にあり、流れを円滑に継続させていくための 作用 として考えられる ）。

．行政職員への誘因─貢献関係

行政組織にとって強さと弊害の両面性をもつ 部課縦割り に部課横断的な総合調整機能

という 横串 を通すことの重要性が行政改革推進室をつうじて論じられている。しかし縦

割りの職務権限との 横串 の調整がむずかしいのは、 市では行政改革推進室（総務課長

兼任）にそれほどの力がなく、首長の意向を反映していても、各部課との利害対立の調整が

容易ではないからである。そこで行政改革委員が目標を高く広く長期的なビジョンのもとで

設定して、実際の実行は行政職員が着実、綿密に行うことを期待している。行政経営戦略も

行政改革委員の担うところであるが、戦術も時には論じる。行政職員の提示した案は戦術で

あっても戦略ではないから、戦略をカバーできない。日本では行政官僚制といえども、決し

て機械的な組織ではなくて、日本的風土を反映して有機的である。上司の意図を良くつか

み、忠実にそれを遂行していく誠実さが求められる。つねに住民のニーズをとらえるととも

に、自ら主体的に自己を鍛え磨いていく努力が必要であって、行政組織も人材育成のための

機会を与え、投資を怠ってはならない。財政改革中であっても、大局的な着眼のもとで中長

期を展望して人材投資に力を入れていくことが求められる。そして人材育成プログラムにおい

て内外の承認、認められたいという行政職員の欲求に対応した評価システムも必要である ）。

人事考課マニュアルは包摂の論理にもとづいて人材育成に力を入れていて、職員を排除や阻

害しようとするものではない。人権、ジェンダー・コンフリクトの解決やワーク・ライフ・

バランス（ ）に力をいれるのも、人材を有用な人的経営資源として考えていて、謙虚

に自己成長を目指す人間を支援し、全組織的改革プロジェクトを推進していく改革である。

）前掲書、三井泉、 頁。
）太田肇教授の承認欲求に関する 承認とモチベーション （同文館、 ）などの諸著書を参照のこと。



そのためにも行政官僚制にもとづく 縦割り の組織形態に 横串 をどのように入れる

かが重要であって、ここにまた行政改革推進室の大きな任務がある。部課横断的な総合調整

機能なくしては、フォレットの言う全体的整合性は得られず、既存の既得権益が固定化され

てしまう。今や、首長の陣頭指揮の下で組織改革が推進されているが、 横串 をいれなく

ては、いかに行政改革をスローガンにしていても改革に向けての水平的コンフリクトの解決

をしながらの相互的調整機能の発揮はむずかしい。

ただ、権限をめぐっての行政組織の利害対立が大きいだけに、 横串 を入れる人々が主

体的で、意識的、意図的な努力を持続させなければ、部課縦割りの行政組織に部課横断的な

総合調整機能を現実的に機能させることはむずかしい。交渉や調停のコンフリクト・マネジ

メントを欠くと、あるいは日常的反復の改革プロセスを欠くと、行政改革自体の改革は若干

の修正、補充に終わってしまう。

行政組織は組織の一体化モデルのもとで、多様性を排し上下が機能的に秩序付けられてい

ると言われてきたが、情報通信技術の急速な進歩で組織内外のつながりが容易になった割に

は、これまで意識されなかった世代間の認識ギャップも大きくなっている。 代の定年前の

職員は正規雇用のままで現行の年収を保証されるような定年延長の施策形成に熱心である

が、若手にとっては、そのような取り組みは、組織の持続可能性や人材の流動性を高める取

り組みにマイナスと考えられていて、高年齢層の自己能力の 共同主観 とは大きなズレが

生じている。若手にとっては、むしろ広範囲に進める組織間のネットワーキングや外部委

託、各種の連携をつうじて、退職世代の持つ知恵や経験を伝承させていく仕組みを考えてい

る。もちろん職員 の知恵や経験を無視しているわけではないが、余計な 口出し や干

渉を避けたい気持ちは若手に強い。画一的に行政職員を論ずるわけにはいかないのである。

このことは男女職員のジェンダー問題にもかかわってくる。つまり情報通信技術の急速な

進歩で男女間のつながり、アクセスはしやすくなったけれども、それと同時に、これまで意

識されなかったジェンダーバッシングのような断絶が進みつつある。仕事と家庭の両立支援

策があれほど論じられて、 施策の定着を試みたのに、逆に出産後の仕事では過重な労

働負担になったりして、少子化の歯止めは弱体化している。これまで地域市場で埋もれてい

た価値を提供できる戦略をどのように企画・立案し実行するためのオープン・グローバルノ

ウハウをどのように開発し蓄積していくかにしても、女性労働に必要な多様性管理にして

も、一歩後退しているように見える。行政改革の一環としてされていた残業規制もなし崩し

的になくなり、そのことが労働時間の短縮と逆行して，子育て環境を悪化させているように

思える。ワークとライフは相互浸透して、生産性にも寄与すると言う側面が、目先の利益の

ために無視されている。ユーザーはライフに根ざしている。

に対しても誤解があって、ライフを通じての異なった仕事への発想の仕方や企画に

活かせることを無視して、二項対立的にワークとライフをとらえている。ますます高付加価

値を生み出す異質の発想が必要であるのに、同質の発想に閉じ込めようとしている。組織

ルーチンでさえもダイナミズムを求められる今日なのに、その動態的プロセスを無視してい

る人も多い。相互主体的な動態的プロセスを 円環的対応 として論じたフォレット（

）の思想や理論は今だに理解されていない。女性の相互理解に基づく 円環的応答

力 が弱いわけではない。異質性、多様性、相違の意義がまだ理解されていない ）。
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フォレットも バーナードも利他主義的な倫理性を論じても、決して社会的報酬

を含めて互酬的社会関係を軽視せず、むしろ重視したし、誘因─貢献関係という枠組みの中

でシステム的な相互作用を論じている。 施策もその一環のなかでとらえられていけ

ば、ライフがワークを駆逐するようなものではない。まさにワークとライフの互酬的なバラ

ンスの形成であって、フォレットやバーナードの理論になじむものであり、地域市場、家庭

で価値を提供できる戦力と結びついている。子育て中であっても在宅勤務であっても、自己

統制は求められ、自ら鍛え磨く基本的姿勢は変わらない。そうでないと職場に復帰後の自分

の能力発揮に困る。既存の組織の枠組みでは身につけられない知識やスキルを家事労働を通

じて身につけることが出来るし、子育てを通じて社会の関係性というものを学習することが

出来る。 施策は労働の質を高めて、コンフリクト解決にも大いに貢献できる。

そこでバーナードの誘因─貢献の均衡モデルを、 カッツと カーンはどのようにみ

たであろうかを見てみよう。カッツとカーンが維持的入力として論及している、 システム

における人員雇用とその維持保有は、機械的モデルでは無視している。古典的アプローチに

おける組織設計の焦点は、組織によって提供された報酬や組織メンバーの動機付けにはほと

んど注意を払っていない。 マートン、 グルドナーや パーソンズの研究よりも先

駆したバーナードは、明らかに 経営者の役割 （ ）で記述しているように、その問題

を認識していたし、均衡仮説（誘因─貢献理論）を提示していた。バーナードは、人々が組

織に参加し、組織の機能付けに自分らのエネルギーをもって貢献する代わりに、自分らが受

け取る金銭的報酬やその他の報酬をその代償として受け取ると主張する。安い賃金労働の変

わりに失業ということになれば、人々は安い賃金労働を受け入れるだろう。マルクス主義の

観点では、労働者が受け取る報酬と労働者が投入し費消した努力とにインバランスがある。

けれどもバーナードは、個人が組織から去るよりも組織にとどまることを選択する限りにお

いて、そのシステムは均衡が存するという。多くの組織において超過勤務・残業は、誘因─

貢献仮説が仮定しているように、組織の安定性を示している。けれどもそこにはまた、変革

の期間があって、統合されたコンフリクトの解決があるというバランスと、本質的に綱引き

があるバランスとを区分するための何らかの理由がある ）。バーナードの誘因─貢献理論

は経済的誘因に加えて社会的誘因の効用の大きさを認識しているので、一時的に経済的に不

満であっても、 マーチと サイモンが不満でも組織にとどまる（受忍の限度）に

論及しているように、一定の許容水準がある ）。

行政改革には内面的に動機付けられている職員を少なからず必要としていて、いわば、

組織人として心理的契約を自覚した人である。できるだけ多くの有能な、そして意欲的な

改革の担い手が、その改革の理念を外から強いられるのではなく、逆に自ら求めて、そのな

かに入り込むことで改善は成功への端緒を得ることができる。改革を内面化できるかどうか

である。モチベーションの理論でいえば動機の一部に改善を位置づけることができるかどう

）
） レヴィンの
準停止的均衡をも論じ、緊張を伴う、新しいレベルへの均衡へと安定させる（ ）。
） マーチ、 サイモン オーガニ
ゼーションズ （土屋守章訳）ダイヤモンド社、 。
）田尾雅夫 自治体の人材マネジメント 学陽書房、 、 頁。



かである ）。さらに田尾雅夫教授は、自己決定しうる選択肢が多くあるのに加えて、 有

能さを示したい、その気持ちを実現させてくれる仕事に内面的に動機づけられているが、こ

の気持ちに棹をさすような否定的な情報や報酬がもたらされたならば、動機づけの程度は弱

くなる。この意味でフィードバックは重要である。フィードバックは個人の役割を明らかに

してくれたり、習熟度や有能感を高め、いっそう動機づけにいたらしめることもある ）。

行政改革においても改革はモチベーションの問題であると自覚する首長は少ないが、 改

革に向かう心理とは、当事者の意欲を内面から駆り立てるようなしくみの構築を必要として

いる。自分の出番であるという気持ちにさせるような機会を多くすること、そして、その気

持ちを持続させるようなしくみを構築すること ） こそ、今日の地方自治体の行政改革に必

要とする。行政改革の推進に向けて、いかに職員を有効に動機づけるかである。

行政職員は行政組織の党首組織的要因を強調するのであるが、組織の類型や比較組織論的

研究においては、とりたててその特殊性を強調する意義は少ない。むしろ行政職員だから動

機づけにあたって、誘因─貢献関係の枠の外にあるわけではなくて、経済的報酬に加えて社

会的報酬は誘因としての意義をもっているけれども、それは バーナードも論じている

ように、企業においても同様のことが言える。改革の推進度合に応じて経済的報酬を変動さ

せることは意義のあることであって、事実、職員の ％給与カットを行政改革推進手当的な

色彩で 分の にカット率を引き下げたが、これは行政組織の効率を高めて、職員の改革意

欲を刺激している。さらに行財政改革を推進してカット率をなくすことが目標であり、改革

努力が報いられるステップが必要であり、精神論だけではうまくいかない。金銭的裏づけ

は、職員の努力、協力を具体的に認めることになり、職員の承認欲求も満たすことになる。

承認欲求を組織内外において充足できれば、一段の効力を発揮しうるから、住民も行政職員

を批判ばかりしていては、職員の意欲を喚起できない ）。

他方、地元の業者にとって行政組織は大きな顧客でもあって、権益、利益を追求する場に

なっている。一つひとつの利益はわずかであっても、安定性、継続性が得れるので、入札以

外の物品、サービスの購入者としての魅力は大きいし、支払いも確実なので、リスクが少な

くて、かつ持続可能性という点でも行政組織との取引には大きな誘因を有している。もちろ

ん場合によっては利益がほとんどなくて、短期的には割の合わないこともあるが、 不満で

もとどまる 領域があるので ）、赤字だからただちに取引をやめると言うわけではない。行

政の仕事はその時は赤字であっても、他のことで埋め合わせてくれたりして、 損して得を

取る 事も少なくない。中長期的にはバランスのとれた誘因─貢献関係になっている。こう

して業者にとっては、手堅くうまみのある取引になっていて、行政組織にとっても業者の本

当の原価というものを把握できていないので、業者が高めの原価をいうことも可能であっ

て、デフレで原価が下がっていても、高めに設定された納入価格を予算効率化のために値切

られるということもない。自治体の方が交渉力が弱い。

市町村においては入札の積算価格を自ら算定できないことが多く、国、県の基準に依拠し
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）前掲書、 頁。
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て積算するので、それらの資料を入手している業者にしては談合しなくても最低入札価格は

容易に算定できる。だからぎりぎりの入札価格で落札することもむずかしくなく、後は仕事

の調整である。このように地方自治体は業者にとって安定した、しかも支払いが確実で踏み

倒しがなく優良な取引相手になっている。そのことが行政職員の地位的立場を有利にする。

いわば業者は行政組織に依存する関係にあるから、行政は権力を発生させやすく、事実、

フェファーの資源依存モデルのように行政職員は、業者に対して優越的立場にある。こ

のことが行政職員の自由裁量の幅に関係するが、職員に優越的地位・位置づけをもたらす。

首長に対しても業者に同じような図式をもたらすが、細部の実務的なことは首長はよくわか

らないので、突っ込んでの交渉を担うのはやはり職務を担う職員であって、そこに支配的立

場を利用しての権力的な図式がえられる。

このような仕組みのもとでは、行政職員は業者に対して単なる取引の相手というだけでは

なくて、業者の選定しなおしや価格交渉をよりシビアにもなしうる自由裁量を行使する戦略

的地位にいるので、業者は非対等的な相手にもなりうるので、賄賂と言うことではなくて、

日頃からの人間関係やスキャンダルのなさが取引条件になったりする。ここでは地元の有力

業者も首長、議員をつうじてネットワークを有していても、行政職員にとっては対等の取引

相手ではなくなり、業者もその依存関係を暗黙に承認したりして、気をつかう存在になる。

これが職員の優越的地位による社会的報酬と言えるものであって、経済的報酬はえていなく

ても、誘因として効力を職員にもたらす。

行政職員の誘因は対内的な経済的報酬と社会的報酬に加えて、対外的なそれも加わって貢

献を引き出す多様な誘因をどのようにして提供できるかが組織に問われる。社会的使命、社

会性・公共性への献身と行政組織には理念、哲学の要因によっても魅するものがある。職員

の貢献意欲は経済的報酬だけに頼らなくても良いだけに、しかも長期的雇用など安定的環境

だけに、職員は不満であってもとどまる範囲を大きくして、転出・退職されるリスクは小さ

い。このことは職員への人材投資を容易にしてくれていて、中長期に誘因─貢献のバランス

を図ることも可能にしてくれている。短期の成果主義や能力主義に頼らなくても、誘因─貢

献関係のシステムに工夫を加えれば、職員の貢献意欲を高められる。

．おわりに

今日の地方自治体の行政職員には組織の環境変化に対応して機動的に行動することが求め

られる。自ら考え判断し、行動することは行政官僚制のもとでは少ないことであったが、今

やそれぞれの職場で素早く的確に行動する知識・知恵と主体的な判断力が職員全体に求めら

れている。企画部門もデスクワークだけではなくて、現場第一線の知恵・知識や意気込みな

どを聞けるように出かけて直接接することも大切である。現場の声を改革に生かすために、

そこに出かけて聞き取り調査をすることも環境適応には大切といえる。縦割り行政では部課

をこえる共同作業はしにくいが、行政改革で横串を入れるように、部課を超えるコミュニ

ケーション力や交渉力を鍛えなくては、組織の機動力は高まらない。さらに行政に関わる国

際的な常識を身につけてこそ、グローバルな視点で行政のあり方を考えることができる。



国 を意識させるマクロの財政的連動性を重視する視点も欠かせない。

行政職員は民間企業の社員と比べて、リスク負担料が少ないので、その職業生活の安定が

非経済的報酬として誘因になっている。自己の身分、職場、組織においていずれもリスクが

小さく、そのために予想確率も高い仕事に従事していて、そのことが精神的ストレスを小さ

くしている。行政組織を取り巻く環境はかつてとくらべて大きく変化してきたが、激変とい

う変化ではないから、対応がむずかしいというわけではない。国の増税路線についていけ

ば、地方財政も破綻を防ぎやすいし、地方財政健全化法でいう 早期健全化団体 への転落

の 指標のうち、一番気にされる 実質公債費比率 ％のラインも、地方自治体の制御に

よって十分にクリアできる程度の転落ラインである。それを突破して転落してしまうのは放

漫財政といえる。地方交付税という大きな援軍が下支えしているのに、 早期健全化団体

への転落は行政経営的には失格といえよう。

これまで住民、職員というコンセプトは男性を中心として考察されて、ジェンダー的に問

題を孕むケースも少なくない。職員の人材育成にしても公式制度として女性を差別している

わけではないが、人材育成の公式的な取り扱いにしても男には広範な領域に渡って人事異動

があるのに、女性は女性割り当てのポジションに数多く割りあてられる暗黙の了解事項が

あったりして、暗黙的インセンティブには男女間に差異が存したりする。確かに明示的イン

センティブ装置は男女間に区分を設けないものであっても、慣行や文脈上の非公式の制度が

男中心の統治をもたらしたりして、女性が非公式の制度のゆえにジェンダー的にハンディを

もたらされて、貢献意欲を削ぐケースも少なくない。ここにメスを入れないとジェンダー・

コンフリクトの解決はむずかしい。ここでは法の差別を論じてはいない。
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