
．はじめに

われわれは企業経営の研究者であって、地方自治体の研究者ではない。しかし地方自治体

の行政改革委員として自治体に関わり、行政改革をつうじて企業組織との比較で行政組織を

経営学的視点から考察しようとした。そこでは利潤に縛られてマネジメントが利潤追求に向

けられている企業経営にないものを、行政経営では求められるのではないかという期待も

あった。 フォレットや バーナードの学説もその実践的有用性が行政経営にも

示されるのではないかと期待して学んできた面もある。ただ行政組織は多目的組織であるが

ゆえに、諸目的間の整合をいかに得るかも大切であって、とくに合併した市では、旧町村の

利害関係の調整も大きな目的になっている。フォレットがいうような調整し、整合し統合す

る動態的プロセスをいたるところで必要とし、まさにフォレット学説を活かせる現実の場に

なっている ）。

行政組織は一般に地域独占的であって、競争優位性を確得し確保するために厳しく競うこ

とはきわめて少ない。しかも公務員は日本人採用を原則としていて、日本人というだけで外

国人と競争して昇進していくようなシステムになっていない。そのために語学や海外事情を

学ぶ意欲が少なく、外国人から刺激を受けて内なる国際化を進める必要性をあまり感じてい

ない。いわば人材鎖国のゆえに行政職員が切磋琢磨して、自ら鍛えあう誘因を欠くところが

あって、行政組織を鍛え直す機会も少なく、行政改革においても結局は財政改革にとどまり

やすい。自己変革体として行政組織を見れば、最適人材を外部から選抜していく機会がきわ

めて少ないので、競争への意欲を下げてしまう。優秀な人材を外部からも集めるためには、
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仕組み、働き方、評価方法、そしてガバナンスのあり方も問われ、それをどのように変革し

ていくのかも行政改革の一環として考える必要がある。

．行政経営の見方

行政管理と行政経営の違いは、行政職員に対してのインセンティブや行政職員のモチベー

ションに注力して、いわば人的資源への動機づけを重視することによって行政改革など組織

目的の効果的な達成を意図しているのが、行政経営である。この意味で行政経営には本質を

見抜く経営的センスが必要であって、行政改革・財政改革に成功すれば、行政職員の給与水

準もラスパイレス指数 をめざすものであって、職員の協働意欲を高める工夫に力を入れ

ている。このことは性悪説のように厳しく行政職員をモニタリングして、自由裁量の幅を狭

めていくのでは、それら職員の意欲をかきたてられない。

むしろ行政経営では行政職員への自由裁量の幅を大きくして、経営的センスが反映されや

すい仕組みのもとで、その主体的、能動的活動を生かして、枠組みそのものを変革していく

ような発想を生み出す組織文化の形成を重視している。

われわれが研究対象を広げて行政経営に取り組んだのは、経営学が利潤追求の学であると

いう偏見から脱するためであるが、企業エゴイズムは生活者の論理から規制されていると共

に、企業経営の内在的論理から主体的、能動的に自己革新してエゴイズムを克服していると

見ている。たしかに経営は社会的制度として全体社会の社会的承認をえるために社会的拘束

を受けるが、それは他律的であって、自らの能動的活性を生かす組織目的の達成のための機

能的自律性を有しているから、ここに企業倫理と企業の社会的責任を内包させておけば、自

律的にも社会的制度として行動していることになる。この他律と自律には、場合によっては

コンフリクトが生じるが、これをいかに調整し整合していくかも経営者の役割であって、自

ら社会的制度としての経営の擁護者でなければならない。全体社会の社会的承認を必要とす

る社会的制度としての自己存在の自覚を経営者がもてば、コンフリクトの解決はしやすい。

行政経営にはガバナンス論や戦略論が含まれているが、保守的、閉鎖的な行政組織には、

枠組みそのものを変革する意思は乏しい。それは競争優位性を獲得したり確保しなくとも、

地方交付税交付金等で生存を保たれているからであって、地方債も消化されないということ

はない。いわば地域独占として手数料や使用料を値上げしたり、歳出を削減できる項目も多

いからである。いわば 組織スラック （サイヤートとマーチ）いう贅肉もあって、削減に

よって急速に組織が痛むというわけではない。組織の統廃合を含めて、組織改革によってア

ウトソーシングなどを利用すれば、さらに費用を削減する余地が大きいということで ）、行

政改革でメスを入れることは多面にわたる。すなわち地方自治体を行政経営的視点で見れ

ば、改革の余地が大きいのであって、財政改革だけが行政改革ではないけれども、コスト削

減が必然的に組織改革をもたらす側面も少なくない。
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地方自治体は行政経営的思考になじんでいないが、そこでは法学、財政学・経済学の加え

て、会計学、経営学の知（知識、知恵、スキル）が必要であって、減損会計や引当金の考え

はなく、 みなし償却 という軽減策がなされている。そこでフルコストの減価償却の手法

になじむことが大切である。地方自治体の地方公営事業会計では一般会計からの繰入金に

よって黒字を装うことが多いが、これがコスト意識をあいまいにしてしまう。退職金などの

引当金を負債に計上していないから、コストを過小に表示されてしまい、これでは公企業で

も採算が取りやすいという錯覚をもたらす。そのために地方公営企業会計の部門がふえたけ

れども、そのほとんどは民間の企業会計基準では大幅な赤字になってしまい、事業の継続

性、そして中長期の持続可能性が問われる。早期撤退しかない公営企業事業も少なくなく、

民間譲渡したりして出血赤字を止めなくては、本体の行政組織自体も急速に悪化して、いわ

ば 突然死 してしまう ）。

地方自治体という行政組織も一般に行政官僚制のもとで住民との関係は太いロープでつな

がっているというよりは、その関係性は閉ざされがちである。そのために住民が行政組織の

内部情報に接する機会が少なく、議会・議員をつうじての間接的な民主主義であっても、ど

れほど住民主権が真剣に検討されているかということである。この点、行政経営では明確に

ユーザー・住民志向を示すので、住民の意向がきわめて大切になる。したがって、議員の住

民に対しての責任は重い。行政職員も議員・議会に対して適切に情報を提供していないと、

議員も的確に情報を分析して意思決定はできない。意思決定・情報システムとして行政組織

を見た場合には、かなりの問題を抱えていて、 年度から地方公営企業会計の大きな変更

に対しても、一定の情報をつかんでいるはずなのに、その情報を議員に提供していないか

ら、巨額の金をかけての市立病院の新病棟建設を医師の確保や採算をあまり考慮せずに、容

易に議員が認めた面がある。

行政改革委員はそのような減損会計の導入や みなし償却 の廃止や退職金などの引当金

の負債計上などは担当の職員から聞いていないし、ずっと後で他の機関から聞いて知ったこ

とであって、 年度から実施される会計制度改革への対応を急がねばならない。長年（

年）行政改革委員として行政組織に棲み込んで行政職員に接触してきたので、個人的には信

頼を得て、公私にわたった情報を得てきたけれども、それでも行政改革に必要とする情報を

入手することは容易ではない。それは機密情報でなくてもそうであって、自ら主体的に他の

市や県などから情報を入手して、その議論をつうじて自治体から情報を引き出すしかない。

行政組織では内と外の区別が明確になされていて、組織の境界は厳密である。 バー

ナードのように組織の貢献者として組織メンバーを組織内外の壁にとらわれない捉え方はな

されていない。少なくとも行政組織の境界の壁は厚い。

地方自治体の行政経営では国の基準、規制によるコントロールを少なくして自由裁量の幅

を広くする機能的自律性を高め、そのために地方交付税や補助金などのひも付きを減らすた

めに地方自治法の改正をめざしている。国の画一的行政を脱するためにも、文脈，地域の特

性・状況にあわせての地域の独自性を発揮しうる行政職員の資質の向上や行政経営の質的レ

ベル向上を目指すべく、政策官庁に相応しい創造的能力の育成のための組織的学習に力を入
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れている ）。国との上下関係、下請け的機関から脱して、国と地方が対等のパートナーシッ

プをめざすので、失敗を恐れずに挑戦し修羅場も経験しうる行政経営的組織への転換をめざ

している。そこでは明るい将来展望を切り拓くべく、行政職員を鍛えぬく場でもあって、こ

となかれ主義を排除している。そのために狭い枠組みに閉じこもることなく、組織間の連携

を重視するし、組織間ネットワーキングを内包させている。

われわれは組織の類型を重視しているから、企業経営と行政経営を区分して論じ、社会的

正義、公正、社会貢献を基軸にして生産性、能率の向上を論じる。 とも区別して論じ

るから行政職員は有償労働をしており、そして国の出先機関に準じた処遇になっている。さ

らには類似組織規模と比較して行政職員の給与水準を考えている。それは住民の平均給与水

準よりも高くても、政策官庁としての知的創造性の発揮、情報・知識発信、知識・知恵創造

が求められるからである。行政組織もグローバル経済に組み込まれているので、行政職員も

イニシャティブを発揮すべくグローバルな思考のもとで行政組織を運営していくことにな

る。そのためにより高度の組織的学習を必要としており、非連続的変化に対応していくべく

行政職員は自ら自己を鍛えていくことが求められている。このレベルはかなり高く、それに

見合った報酬も当然といえよう。

われわれの視点は地方自治体の行政改革推進の立場から行政経営を経営学的に論じたが、

そこからどのような理論を抽出できたかとなると心もとない。たしかに経験を重視し経験か

ら学ぶことが多いのであるが、しかし理論を作り出すとなると容易な作業ではない。暗黙知

を共同化し、さらに表出化させられないもどかしさというよりは、 バーナードや

フォレットを超える理論的枠組みが出てこないという現実である。行政組織にも戦略的

組織ルーチンが存在し、ダイナミックに変革されていくが、それとて既存の枠組みで十分に

説明されるし、仮説発見的なものをえたわけではない。むしろ行政学的行政管理の領域でも

バーナードやフォレットの思想と理論は十分に役立つことを地方自治体の行政改革をつうじ

て実感できたのでる。それゆえ逆に、フォレットやバーナードの学説を腰をすえてじっくり

と学ぶことの重要性を認識できたのであって、それは研究生活の出発点に再度もどることに

なる。さらにミシガン研究や、 マーチと サイモンの オーガニゼーション

（ ）などの古典をしっかり学ぶ必要性に気づくのであって、新聞などの断片的知識に

頼っていては体系的にまとめることがむずかしい。現場、現実からフィードバックしたいと

ころは少なからず存在するが、それはバーナードやフォレットの理論と比較していうと、些

細なことであって、地域コミュニティの人間協働から積み上げていくフォレットの学説で十

分に論じられることであって、ただ日本の地域の文脈の影響力に注意すればよいことであ

る。

フォレットの学説で自治体を論じることには何ら違和感がないのは、もともとフォレット

はパブリックな組織の研究に論拠をおいているとともに、普遍性を有し、なおかつフォレッ

トの状況の法則に示されるように ）、条件適合性を織り込んでいて、全体的整合性を追求す

るという点で、状況によっては非合理性を内包させて、条理に適うやり方を追求することも

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）

）
）



行政経営と組織メンバー（数家）

できる。利害関係者の利害対決の調停においても、論理性を欠いても文脈依存的な条理に適

うやり方で調停する方がコンフリクトを解決しやすいということは少なくない。

逆に上からの改革において合理的に権力を行使して対立意見を抑圧する方法もあるけれど

も、実行段階ではその効力は疑わしく、非合理的であっても条理に適うやり方が、対立者の

合意、納得をえられやすく、感情的なしこりの少ないものになる。さらに沈潜してこの論理

を整理して単なる体験談に終わらせることなく理論的に体系化していくことになるが、条理

に適うというのも理論的に体系化しうるといえよう。

行政経営の担い手のトップは首長であるが、最終的な責任者に対して的確な政治的判断を

下すための戦略本部の支え、助言が必要である。十分な知識と状況対応能力を持った専門家

を育成して、迅速に状況を把握し、それに機敏に行動しうる専門知識・判断能力を持った人

材の確保・育成とその組織的配置が不十分であっては ）、組織の持続可能性もむずかしくな

る。機械的なローテーション人事のもとでは、コンフリクト、危機対応の専門知識・判断能

力を持つ人材を適切に組織的に配置していないと、コンフリクト、リスクの管理もうまくい

かない。とくに行政組織は企業組織とは異なって、規制機関としての側面を持つだけに、臨

機的な危機対応、安全管理を先駆して心がけておかねばならない。事故、事件に関しての権

限や連携も強化しておかねばならない。自治体の境界を越えた災害が起きた場合の損害賠償

を含めた自治体間の協力システムの形成が重要であって、とくに県境を越えた市町村との情

報共有、相互支援などの仕組みを構築するとともに、事故被害の補償措置を強化しておく必

要がある。広域消防組合も県境を越えると、とたんにアクセスが悪化しているが、広域の補

償体制も不可欠である ）。

地方自治体の行政経営において、経営資源の内部蓄積は不十分であって、外部経営資源活

用型行政経営にならざるをえない ）。それゆえ日本の大企業を中心とする経営資源の内部蓄

積とその活用型経営とは異なる行政経営にならざるをえない。市町村は国や県をプロトモデ

ルとして 模倣の経営 の面もあるが、外部の経営資源を活用せざるを得ない状況で、コン

サルタントもよく利用している。われわれは人材育成を含めてコアの面で、経営資源の内部

蓄積を求める。人材しか経営資源をほとんど有していない地方自治体は少なくないが、それ

でも首長が人材育成に力を入れているケースは意外に少なく、人件費削減のもとで人材育成

投資を遂行しているケースはさらに少ない。むしろ行政職員の ワーク・モティベーショ

ン を下げていて、その弊害に気づいていないのが現状である。

地域においては優秀な人材を採用しているにもかかわらず、行政組織を効率的なものにし

ていないのは、外部経営資源の活用を高める仕組みを構築していないからであって、情報経

営資源を外部とリンクして求めれば、財政危機の市町村でもやれることは多い。行政組織で

は過剰に根回しして、組織内の調整に努力するわりには効率が悪いのは、根回しが コンフ

リクト・マネジメン につながっていないからである。フォレットの言う 全体的整合性

を考慮していないからである。

小さな市では国や県など外部経営資源依存型と規定しうるし、地方分権、主体的な行政経

）
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営を求めていても、それは極めて限定された領域である。国の経営資源、地方交付税、県の

補助金、助成金、情報経営資源に過度に依存していて、この点で、外部経営資源依存型の例

といえる。しかしわれわれがいう外部経営資源活用型行政経営は、もっと広範囲の組織間の

連携のもとで内外の経営資源を活用していく。自治体の各種の委員会の委員を広範な領域か

ら募り、公募もふやしていく。ここでは金銭的に動機づけられることはきわめて少ないので

あって、社会的使命、ミッション、社会貢献が委員を動機づけていて、業界、業界団体とい

う特定のローカルな利益を追求するものではない ）。

今日の地方自治体の多くは、財政が危機状況にあって、その重荷に耐えかねないほど痛ん

でいる。この歪みこそ行政組織の本質を表出させていて、見えない部分も見えてきている。

そのような時に行政組織を研究することは、その根本原理の本質的把握に適していて、それ

は企業組織とも共通する組織の本質の表出でもある。もともと組織は サイモンの言う

限定合理性 のもとで言われるように、不合理、不条理なことも内包していて、行政組織

も不完全で情報の偏在性も存在している。行政改革という切り口から見ると、このことが良

くわかるし、行政職員にだけに責任を押しつけることはできない。住民、市民も行政組織を

完璧なものとして捕らえて、その機能不全、組織の歪み、組み合わせの問題点を軽視して、

行政職員を能力的に非難している。冷静に判断すれば、地域において行政職員は比較的にす

ぐれていて、高卒の優秀な人材は少なくなく、学歴や形式で判断できにくい鍛えあげた能力

を持っている人も多い。旧帝大卒の専業主婦は学歴エリートとしてみられやすいが、高卒の

職員の少なくない人が自ら主体的に自己を鍛えあげて、その長年にわたる努力が自己を変身

させていて、磨きあがっているのに、世間の評価は低い。企業のように金銭的収入によって

その能力が判断できないがゆえに、ノンエリートは実力を積み上げても正当に評価されず承

認されにくい。逆に学歴エリートは過大に評価されがちで、ここに眼に見えない学歴格差の

尺度が存在している。

われわれとしては市町村レベルであっても、法律をはじめとして学ぶべきことは多く、法

改正、政策変更、施策の枠組みの変化などのよって、つねなる学びを要求されている。この

点で公務員は勤勉であって、世間の印象とはかなり異なっている。行政改革という切り口か

ら見ると、行政職員の優秀さが見えてくる。それを組織内外の人々が認め評価してこそ、行

政職員の協働意欲は高まる。このイメージの力は大きい。行政改革の推進に当たってもこの

ような配慮が必要であって、さらに改革の失敗に対しては、その失敗から学ぶことも多いか

ら、 敗者復活 施策を超えて、再挑戦の機会を与えるべきであって、 排除の論理 のもと

では人はすぐに傷ついてしまう。とくに減点法の世界になりがちな行政組織では、行政職員

は些細なマイナスの評価を恐れるのである。それゆえ行政改革の推進にうかつに乗れない面

があって、二律背反する気持ちになったりしている。そこで共通目的、コミュニケーション

のあり方を再検討して、改革に向けて行政職員を動機づける組織づくりが、とくに市町村に

求められる。

行政経営のリーダーシップ論や経営戦略は述べていないが、これらが重要ではないという

ことではなくて、紙数の関係もあって、他日を期したい。首長のリーダーシップはとくに大

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）

）松行康夫・松行杉子 公共経営学 丸善、 。



行政経営と組織メンバー（数家）

切であって ）、ただ首長としての職責を果たしているだけでは、今日の行政改革はむずかし

い。さらに行政職員の下から沸きあがるような創発的戦略は、 ミンッバーグが言うよう

に行政経営においてはますます重要になる ）。また ポーター流の競争優位戦略はあ

まり認識されてこなかったが、特別事業会計の事業部門だけではなく、組織本体の財政にお

いても大切である。この認識を欠くと、住民の流入は求めにくいし、簡単に住民は流出し

て、さらに人口減を招く。この点で、これは地域経営と行政経営は密接に関係していて、わ

れわれの行政改革では関連付けて実践してきたが、ここでは述べない。

． フォレットと行政経営

行政組織も行政経営理念を大切にしながら、文脈に適合すべく守るべきは守り、変えるべ

き事は変えて、厳しい行政経営環境への適応力を高めていかねばならない。しかし行政組織

には独自のクセがあって、組織内で情報が滞留したり、反応が鈍く時間がかかり、取り組み

に真剣度を欠くこともしばしばである。行政改革は財政改革だけではなくて、ガバナンス改

革、マネジメント改革に踏み込まないと、効果はあげられない。個人個人が活性化して全体

的整合性を求めて自律しないと、この淀みは解消されない。そこで部門ごとに大きな権限委

譲を進めて、自律の力を高めると共に、それぞれの自己の職務に垣根を作らないで 全体的

状況 を意識したガバナンスの担い手になる仕組みを整備して ）、環境変化に機敏になる組

み合わせを考えて、個と全体が機能的に結びつく工夫が、機構的機能主義に陥るのを避け

る。これは全的個のホロニック経営と同じであるが、フォレットの言う 機能的統一体 で

もある ）。

行政組織が主体的に地域社会に溶け込んで、公式的、非公式的の両面にわたる効用の還元

などで地域社会への幅広い貢献をしないと、行政組織は住民、地域から浮いてしまう。この

ことは行政職員にとっては第二義的になっているが、少なくとも行政組織を取り巻く環境は

激変しているのに、職員の環境認知（ ワァイクのいう 環境 ））は既存の

枠組みで取捨選択をしている。これは不都合なことは見ないという傾向をもたらして、現実

的に世間的ズレをもたらしている。

たしかに地方自治体の事業には独立採算運営が構造的にむずかしいことが少なくないが、

そのために一般会計などからの繰入金負担を大きくしている。しかし財政規律化に先手先手

の布石を打たないと、後での負担を大きくして財政破綻を招きやすい。

市では組織のスリム化を断行して部長級のポスト数を半減させたが、スリム化を自己目

的にしているわけでないので、状況の変化にあわせて必要に応じて増やすことを拒否してい

）
）
）深尾光洋、森田泰子 企業ガバナンス構造の国際比較 日本経済新聞社、 。ガバナンスを経営上の
意思決定の仕組み、業績に密接に利害を持つ主体相互間の関係を調整する仕組み、そして株主、住民が経
営陣をモニタリングしまたコントロールする方法として論じる（ 頁）。
）
）



るわけではない。これは権限のもたれあいを減らし、組織の機動力を高めるべく 個の自律

性 を強化している。ただ部課間の壁ができないように 横串 を入れる行政改革推進室を

改革の事業拠点にしている。

行政改革推進室を設置しても、改革を牽引きしていくリーダーシップの機能発揮に組織的

な問題があると、優秀なリーダーでも力量を発揮しにくい組織風土がある。とくに職員の意

識改革を求めるパラダイム変革ともなると、抵抗が大きく、枠を超えるネットワーキング思

考にもなかなかなじまない。職員は自己の思考、感覚を外に向けて柔軟に開放することはき

わめて少ない。さらに環境変化や行政周辺のものを鏡に写し取るように、瞬時に自分の中に

取り込んで企画していく トランス のような役割を果たせば、十分に改善・改良をもたら

して有効に機能していく。

行政改革の推進に当たって、その推進を担う行政組織や行政職員を論じざるを得ないが、

そのことは バーナードや ドラッカーを用いても十分に論じることができる。

しかしわれわれは、このような研究に用いられることが少なかった フォレットの学説

を照射して、その学説の有効性、切れ味を行政経営の視点から試してみたい。フォレットは

経営学史的にはかなり研究されてきたのでわれわれは屋上に屋を重ねることを避けたいが ）、

しかし、フォレットを現実の行政改革や行政組織、組織メンバーに有効活用するにはどのよ

うにすればよいのか、そしてどれだけ効力をもっているのかを行政経営的に論じることをし

たい。とくに実務に関わる人はフォレットという名前も知らず、行政職員にとってもフォ

レットには行政学者の面があっても、名前は知られていない。

そのようなこともあって、フォレットの学説を引用したり下敷きにして論じるが、この

フォレットの学説は日本のローカルな自治体の経営やコンフリクトの解決にも役立ってい

て、われわれ行政改革委員もフォレットの思想や理論を大いに利用している。そこで本稿で

はフォレットの経営学史的な研究を意図しないが、その現実適応性に力点を置いて論じてい

る。とくに交渉や調停というコンフリクト・マネジメントには力を入れていて、ここの領域

ではフォレットの思想、理論、創造的経験が大いに活きている。このことを実験的に 市で

は実施していて、フォレットは行政改革推進に役立っていることを示している。

われわれはこのようなミクロ・レベルのコンフリクトの解決には裁判所の調停においても

フォレットの強みを示しているが、マクロ・レベルはわれわれの視野の外にあるので、フォ

レットの効力は定かではない。そこでフォレットの文献を丹念に読む必要があるが、他日を

期したい。

フォレットにおいては、利害関係者というよりも関係当事者の利害を統合する主体的な調

整者としての行政経営者は、全体状況からの統合策として授与された非人格的な 命令 に

すべての人が同意し参加することになる。ここでは組織と状況の相互調整がなされ、状況の

発展は関係する諸要素の円環的相互作用によって創造され続ける動態的プロセスとしてとら

えられる。すなわち意思決定もその動態的プロセスの結果であると共に、その要因であると

考えて、ここでは近代科学合理主義の因果関係的発想から脱している。住民から行政を委託
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された行政経営者は、正当性をもつ専門経営者といえるが、これは住民から経営権限を委譲

されたというよりも，主体的に経営を営み自由裁量の幅をえて、いわば機能的に経営権限が

職務に配分されている。その理由として、利害関係者の諸機能を創造的に統合化することに

よって生じるからである ）。

このように行政組織の行政管理者は、利害関係者間ならびに関係者と組織との関係に利害

対立がふつう生じるが、生産的な 建設的コンフリクト をもたらす統合を図る必要があ

る。そのために行政経営者は、利害関係者たちの状況を科学的、非人格的に分析して、客観

的な状況の法則を発見して、コンフリクト解決をもたらす統合的意思決定を下すことにな

る。ここで注意すべきことは、すべての利害関係者がつねに等しく関与するというわけでは

ないから、各状況をどのように分析するかが問題である。平坦にどれも重要というのではな

くて住民、職員、業界団体、各種団体などの利害関係者を統合する経営といっても、すべて

に等しく配慮する経営ではなくて、状況的にウェイトづけがなされて、声の大きい力のある

関係者の利害が突出しないように、他の利害関係者との利害や理念の差異、矛盾、対立など

に配慮して、絶えず統合を求めてそれぞれに働きかけることが大切である。この動態的プロ

セスを欠くと新たな対立が表出して、結果的に自らの経営的な立場が否定されかねない。そ

こで行政経営者は利害関係者のすべての利害を統合するという職能は、これらの関係性のも

とで参加的であり、戦略的でもある ）。

ここで注意したいことは、住民は面倒だから、あるいは行政には無知だから、行政経営者

に丸投げしておけば、それでことは足りるというガバナンスを欠く発想と行政経営者への過

大評価である。客観性、正確な情報、社会的事実などへの過度な重視のもとづく落とし穴で

ある。（部分知にもとづく）専門家の神格化と事実に対する度を過ごす支持が問題をもたら

す。行政経営者など専門家に任せていけば、客観的な事実が発見されてすべてが思いどおり

にいくと考えてしまう 心の固定的な状態 に陥る危険性である ）。専門家の部分知のもと

では、往々にして部分知をつなぎ組み合わせて総合知へとつながっていないから、 想定

外 のことが生じる。フォレットの言う全体的整合性とはこの総合知に関わっている。関係

性を分断した思考では総合知に至らない。バーナードの 組織のセンス もこのような総合

知との関係性への直感力、洞察力、想像力を論じている。

今日の地方自治体においては住民の転入、転出はきわめて重要なテーマであるが、住民は

フォレットのいう集団原理、調整過程をどのように実践していくべきであろうか。フォレッ

トのいう群衆の行動でない地域住民の原理とは、次のようなことを言う。

責任ある立場として、当事者意識を持って、 相違の統合 をめざす。

自分自身を肯定して、一方的に人に従属するのではなくて、事実に基づいて意見を述べる。

（予断や偏見にもとづく）結論を持って臨まない。

その場で出た解が、一時的なものであることを忘れない。常に新たな問題が生成している。

これらのことを自分自身に課すだけではなくて、他者にも同じく求める ）。

）高橋公夫 フォレットの経営者論 三井泉編 フォレット 文眞堂、 頁。
）高橋、前掲稿、 頁。
）西村香織 フォレットの経験論 三井編、 頁。
） 山下剛 フォレットの社会論 三井編、 頁。



たしかにフォレットは米国人（ ）であって、日本人ではない。しかしフォレッ

トの思想、理論は日本の神と仏の神仏習合のように相互浸透させて習合と共通した統合的プ

ロセスを論じている。対決ではなくて対論で解決を図り、他者を排斥、排除したわけではな

い。この点でフォレットは二項対立図式を取らず、意味と意図の循環的応答の繰り返しとい

う対論プロセスを論じている。異質、相違をコンフリクトとは捉えず、異質性を排除する意

図は有していない。フォレットは実におおらかな精神のもとで、統合的解決を目指したが、

何でも受け入れているのではなくて、状況の法則のもとで取捨選択をしている。調和、共

生、そして環境への順応を重視していて、何もかも征服の対象とする考えを拒否している。

さらに言葉が概念を規定することが多いが、概念には誤解や偏見を生む面もあるので、

フォレットは状況の変化に合わせての概念作りも論じている。教条的に概念を固定化させる

ものではなくて、中味の変化に応じての概念づくりであって、 というのがフォレット

の思考様式である。時代によってハレンチ（破廉恥）のように言葉の意味が変わるように、

概念も随分違う意味に転じてしまう場合がある。概念の変容、新たな概念づくりをフォレッ

トが論じているのは、全体的整合性を追求するにあたって、国と国とが対峙すると簡単に譲

れなくなるように、対決をさけて対論にウェイトを置いてコンフリクト解決へと導くのであ

る。

日本人の精神には共生の思想があり、それが二項対立図式では受け入れられない自然にも

及ぶが、フォレットの統合的解決は、 ユーリーや フィッシャーなどのハーバード流

交渉術でいうウィンーウィン解決の源流をなしている ）。ひとつのオレンジの配分をめぐっ

ての姉妹の争いを双方の欲する皮と実を取る解決は、あまねく有名であるが、この事例は

フォレットが用いた事例であって、フォレットの業績が引用されなくて、忘れられている場

合が多い ）。

（ワーク・ライフ・バランス）施策におけるワークとライフにしてもフォレットの

図式では、ワークとライフを対立させて二項対立的にとらえるのではなくて、ワークとライ

フを相互浸透させていて、共生させていく。それぞれに問題点が生じるのであるが、それを

障壁を設けて隔てるものではない。洞察力、想像力、イメージ力を持って未来を展望してい

けば、双方を利する関係性の構築も決してむずかしいことではない。

日本人の精神基盤の底流に調和、共生、順応があるので、フォレットの思想、理論は受け

入れやすいし、事実、日本的なコンフリクト解決に有用な理論を提供している。

われわれが再び フォレット研究に力を入れたのは、流行を追わず経営理念に信念

を持ち、こだわりの基本姿勢を持って経営を考え、実践したからである。物質的な豊かさを

追求する大量生産─大量消費型の工業社会はもはや日本の得意とするものではなくなってい

る。環境、エネルギー、資源に加えて、むしろ安心、安全、健康、医療がこれからの大きな

テーマになっていて、それに応える地域の国際戦略が求められる。 市では安全、安心、健

康、医療、そして自然環境で人々を魅する誘因があり、それをグローバルに考えていけばよ

い。それを支える地域の中小企業の技を磨くためにどのように自治体が支援していくかが課
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行政経営と組織メンバー（数家）

題であるが、工場誘致という画一的な思考から脱する必要がある。安らぎ、祈りの場として

人々を誘引することもできようし、観光資源になる古い街並みも保存ざれている。文化、歴

史、宗教も地域にとって人々を魅する重要な資源といえよう。

われわれはフォレットの学説にもとづいて を考えるから、ワークとライフを二項対

立図式でとらえない。ワークとライフは相互浸透しており、両者を調整し、整合し、統合し

ていけば、家事労働、育児、ライフはワークにも生産基盤を与える。ライフ自身がワークで

あり、ワーク自身がライフということもありうる。それゆえワークとライフをバランスさせ

るというよりも状況にあわせて統合するものであって、ワーク自身が楽しみにもなりうる。

それゆえ など非金銭的労働であっても楽しみであり、ライフはワーク資源の宝庫でも

ある。ライフは労働時間に加算されていなくても、ワーク的要素もあって、現実にはワーク

とライフが相互浸透していて、表裏一体をなすことも少なくない。それゆえ 施策は柔

軟で弾力的なものでなければならず、欧米の モデルに刷り込まれることなく、状況、

文脈に合わせて現実に即して柔軟に対応していけばよい。法的規制を課し強化すると、

は形骸化して、ワークとライフは対立概念になって実践知を生かす余地をなくしてし

まう。少なくとも施策には歴史的制度依存性があって、制度的補完性も見ておかねばならな

い。状況に合わせての移植であって、現実的状況を無視しては施策が 枯れてしまう。そし

て思考方法においても部分知・分析知はあくまでも部分知であって、一定の前提条件のもと

で成り立つ。しかし 施策は部分知をつなぎ組み合わせての総合知を必要としており、

そうでなくては実践的に根づかない。総合知のもとで経営全体との全体的整合性が求められ

るのであって、これを抜きにした権利追求では、職場の現状とはそぐわなくなって、本筋か

らはずれた 施策になって、バッシングも生じやすくなる ）。

．組織メンバーと組織的能力

ここで言う組織メンバーとは誰のことかということになるが、 バーナードは貢献

者を組織メンバーと規定しているから顧客、従業員、住民もメンバーといえる ）。潜在的顧

客も言えるかもしれないし、当然に非正規雇用者は組織メンバーである。行政組織では非正

規職員・雇員への労働支払いは人件費ではなくて物件費に分類されているように、厳密に規

定された障壁のために行政職員とは呼ばれていない。しかし現実には、その比率は増大して

いて、しかも女性が多く、組織にとっては十分な貢献者であっても、金銭的報酬で報いられ

ることは少ない。身分階層制のように処遇に大きな格差が設けられていて、現実に格差是正

の施策が実施されているところはきわめて少ない。女性の非正規雇員は結婚して専業主婦に

なるからたいした問題ではないというのはジェンダーバイアスであって、共働きを必要とす

る現実を知らない幻想の世界の話である。

バーナードの組織概念では、貢献者と組織メンバーを同一に取り扱っていて、組織の境界

）上林憲雄編 変貌する日本的経営 中央経済社、 、上林憲雄 日本型ワーク・ライフ・バランスの
実現に向けて 頁。
） バーナード 経営者の役割 （山本安次郎 田杉競、飯野春樹訳）ダイヤモンド社、 。



は動態的プロセスである。バーナードの広義の組織メンバーには顧客・住民が含まれ、ある

意味で顧客が最大の貢献者といえよう。これに対して行政学的な組織概念では、組織の境界

は明確に区分されて ）、行政組織の組織メンバーとは正規の行政職員に限定されていて、非

正規メンバーへの支払いは物件費として処理される。この格差の大きい非正規雇員は短期雇

用が原則である。ただ元公務員で再雇用された非正規の人々は前職の部長、課長級によって

年収は若干異なるが、一気に年収が大幅に減少するのが原則である。それでも行政職員とい

う意識はある。

ところで今日の地方自治体のメンバーには住民も含まれると考える人が増えてきて、そし

て行政職員は住民の職務代理人として忠実にプリンシパルたる住民の望むところを実現しな

ければならないと考える基本的枠組みが形成されつつある。ただここでの住民は抽象的な概

念としての住民であって、むしろ具体的な住民は疎外されたりしている。これは行政官僚制

にもとづく行政学的行政管理とは見方が違うが、行政経営にはなじむ思考であって、住民本

位の行政経営ということになる。

ここで行政経営のガバナンスとマネジメントを論じることになるが、ガバナンスの担い手

は住民であって、そのために行政組織を監視し監査することになる ）。ただ住民は企業の大

株主のように発言力を強化して、監査機能を強化させることはないが、ある意味での両者の

緊張関係が行政組織の体質を改善してくれる。

経営学的行政経営ではつねに企業経営と比較したり重ね合わせて考察するので、行政組織

の組織間関係、とくに連携を重視する。行政組織はつねに閉じ込められた自己充足的な組織

ではないので、今日の状況では、組織間関係、ネットワーキングを重視した思考に転換しな

いと行政組織の環境適応はむずかしく、大げさに言えば行政組織の持続可能性は難しい。

国、県の下請け的な連鎖はあったが、これはむしろ市町村の経営センスを奪うものである。

そのために地方自治体は未だに政策官庁への脱皮はできていない。自ら主体的に経営資源を

動員していく組織的能力を高めるような行政経営的センスを磨いていないからである。ダイ

ナミック・ケイパビリティを生かして ）、自主、主体的なガバナンスを首長、議員、行政幹

部も営んでいないからである。

行政組織は地域社会など環境から影響を受けると同時に、その施策や国からの資金の導入

によって環境に対しても影響を与える主体的応答的な存在である。また他者の経験を通じ

て、組織にとって有用な知識を学ぶことができるので、国への情報依存度は高い。ただすで

に不要になった知識を新たに必要とされる知識に置き換えることには積極的ではないが、民

間ではそれに積極的な企業は少なくない。能動的な学習活動を行う自治体は少なくないが、

それは高次学習というよりも低次学習である ）。ちなみにここでいう 低次学習とは、過去

の行動を繰り返し行うことを通じて、より適切な知識を獲得して、組織活動を修正していく

組織学習であり、組織のあらゆる階層で日常的に発生しうる。一方、高次学習とは、なにが
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起こっているのかをその因果関係を遡って捉え直して、妥当性を失った組織の既存の認知枠

を新たなものと置き換える組織学習である ）。高次学習での知識は組織の既存の価値前提

にもとづいて獲得され、高次学習の実現は組織に大きいインパクトを与えるが、その発生は

きわめて少ない ）。行政改革も過去の行動の単なる修正よりも、なぜ今日において大きな行

政改革を必要とするのかの因果関係にまで遡及して行う組織的学習を目指している。行政組

織の仕事の進め方の根本的変革、しがらみ・組織慣習からの脱却、そして行政組織の方向性

への根源的な問いをなしてこそ、改革は実りのあるものになる。

ただ行政改革は一部の抵抗を除去することにも力を入れて方略を考えないと、それに対処

することもできず、手抜きされた組織の変更になってしまう。組織的学習過程を通じて地道

に改革を遂げていくという基本姿勢も大切である。支持と抵抗の両側面に眼を向けて、考察

していくことが必要である。

組織目的を効果的に達成するためには、行政職員の資質を高め、さらに適切な誘因─貢献

関係によって職員の協働意欲・やる気を高めていく必要がある。その動態的プロセスにおい

て、順を追ってのやり方でないと、着実な能力アップはむずかしい。ところが首長によって

は、選挙向けに自己の業績を住民にアピールするために、地域調整手当補正後のラスパイレ

ス指数を 以下にする市もあるが、当該市の職員においても急激な職員数の削減、給与水準

の引き下げで、仕事が忙しいのに給与水準がさがるのは、職員の協働意欲を削ぐという発言

を、実感として聞いて同意できた。

市では給与の ％の削減を、行政改革推進手当的な名目でその半分のカットに緩和し

た。社会的報酬を含めての誘因─貢献関係のバランスをバーナード的に重視するからであ

る。対話等をつうじて生身の職員に対して精神論だけではうまくいかない。もちろん 理想

の恩恵 、社会的使命や改革理念に共鳴する利他主義的行為を取る職員も少なくない。しか

し同一個人が誘因─貢献関係にもとづく報酬を求めても、それはまた組織メンバーとして当

然のことである。さらに自治体の政策官庁への脱皮を実現すべく人材育成に力を入れると共

に、公助、互助、自助の適切な配分と共に、個々人が自ら鍛え抜いていくべく、自助を支援

するような報酬の付加も必要であって、それは自助への補助金・助成金とも言える性質のも

のであって、その奨励給的な様相のもとで職員にとっては自分らの存在価値を認めてもらっ

ているようなものであって、その意味で物質的誘因とはいささか異なる金銭的報酬は職員に

対して意欲喚起への効力を有している。この意味でバーナードは金銭的誘因と物質的誘因を

慎重に区別している ）。

たしかに世間の印象とは違って行政職員は公式的、非公式的に仕事が忙しく、じっくりと

勉学、読書に長い時間を割けないために、なじんだ経験にもとづいて判断する傾向が強い。

われわれ行政改革委員とは違って、実務経験はきわめて豊かであるから、良く言えば地に足

をつけた判断、意思決定といえるが、それは一定の仕事の流れのもとで組織ルーチン化され

て、その囲いの中で判断しがちである。それは組織環境が変化しても、過去、過去経験の連

続線上の発想になりがちなのに、自分の主観的判断では新聞や本を読んで設計思想を修正し

）田尾、前掲書、 頁。
）田尾、前掲書、 頁。
）



てきたという。すでに住民の奪い合いで市町村間の競争が激化していて、新たな流入人口の

増加、流出人口の減少を意図して、新たな人々のニーズを切り開くような斬新な発想が求め

られている。

時間の貴重さを強く認識して、仕事の流れをスムースにする時間の有効性を高める施策が

必要なのに、未だに調整コストや調整時間をかけすぎている。行政改革委員としては、行政

職員が日常業務を離れて世の中の変化を捉えたり、行政経営のガバナンスとマネジメントの

実践を学ぶ学習機会を与えて、新たな発想をもてるようにする。行政組織の動態的プロセス

をより機能的にして、粗削りで完成度が低くてもよいから、本質を見抜いた施策を地域の文

脈に適合させて考えてもらいたいものだ。日常業務を離れての行政幹部の研修、学習機会が

大切なのだが、議会対策やルーチン枠にはまり込んで、なかなか新発想をもたらしにくい。

クロズドな行政官僚制の枠を超える発想が今日の組織環境の変化の時代には必要であって、

組織的能力を高める設計思想をもつべき行政幹部こそ行政改革の核をなす担い手であるか

ら、日常業務を離れての世の中の動向を捉える習慣を身につけてこそ、行政改革の機敏な必

要性が良く理解できるのである。

行政幹部が世間的な受けをねらう華やかな手法をとることなく、地に足をつけて物事を判

断しているのは分かるが、それはこれまでの経験知に頼りすぎて、結局は過去の延長線上の

発想に陥ってしまう。状況の変化を織り込んでいないのであって、そこで行政改革委員が学

んだことや本の内容を示して、新たな構想的発想をもたらすように行政幹部に刺激を与えて

いる。別に行政経営の理論や技能を教え込んでいるわけではないが、新たな施策を打ち出す

斬新な発想は欠かせない。

そのために別途の組織内学習や組織間学習の場を全組織的に広げる必要があって、今日の

激変する状況ではさらに特定の領域に熟知した専門家養成が大切である。ただ専門家の持つ

それぞれの部分知をいかにつなぎ合わせて組み立てていくかの総合知の取得が行政幹部に求

められている。この経営資源を動員していく総合知を高めないと、部分知の寄せ集めに過ぎ

なくなって、組織的能力は部分的にしか機能せずに、組織全体の動態的プロセスを活性化さ

せることはできにくい。

われわれは自治体の行政改革委員を担っているけれども、ガバナンスの才能があるわけで

はないが、既存の考え方や行政の仕組みにとらわれない姿勢を貫いていて、それを若い職員

に受けついで欲しいといっている。地方自治体の財政の持続可能性を高めるためには、行政

職員の改革意欲と活力を引き出すことであって、公務員バッシングはそれに逆行する。職員

の協働意欲を高めるには、 ブラウの社会的交換理論のように合理的判断にもとづくも

のだけではなくて、非合理的な嫉妬や感情を含めて、バーナードのいう誘因─貢献関係の全

体的整合性に注目すべきである。特化した部分知にもとづく部分的合理性にとらわれやすい

が、誘因には総合知が必要であって、たとえば昇進、地位を求めるのであれば、その誘因は

きわめて限定された人のためだけのものであって、組織メンバー全体としてそのような誘因

をもって貢献を引き出す糧にしたら、すぐに資源は尽きてしまい、かえって職員の不満を増

大させる。

そこで将来世代が健全に生活できるように、現代世代が整合合理的に発想していけば、そ

の使命も崇高な 理想の恩恵 になって、貢献意欲を高めたりする。地域社会では子や孫が
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負担で苦しまないようにするのが現役世代の責務であるという警句は効力を発揮しており、

既得権益者もエゴイズムを肥大化させるわけにはいかないのである。抽象的に将来負担とい

うと外国の人々が負担するのかというような認知レベルのことになり、あまり切実感はな

い。しかし、子や孫の負担を軽くするというスローガンには利害関係者も反対しにくく、世

代間格差是正ということとは与えるインパクトが違う。物語の効用やイメージの力は大き

い。ストリーを語るのも委員の仕事といえる。年金や受益は誰かが負担しないと持続可能性

をなくすので、まさに （みんなでともに力をあわせて）で負担を分担し合うこ

と、それが正義であり公平であるという感覚を持つことは、自己も当事者意識を持って対処

しうるし、生活保護費の捻出も天から金が降ってくるわけではない。

行政職員も事実関係をキチンと住民に知らせておくべきであって、それが住民に苦痛を与

えることでも、正確に知ってもらう方が、住民協力もスムーズに運ぶからである ）。改革は

ごみ収集の有料化など、住民にとっても辛いことが多いが、それほどやっても改革効果が上

がっていないのではないかと、住民の疑心暗鬼も生じるが、その苦痛に耐えかねて、改革が

中途半端に終わってしまうことも少なくない。行政職員も人件費の削減や人員削減は身近に

痛みを感じ、単年度限りの 歳以上の早期退職勧奨措置は、年金生活に入るまでの期間が長

いだけに、その苦痛に耐えかねて、それを途中で改革を拒否するのも、立派な選択肢のひと

つといえるが、（通例は課長級以上は 歳で退職）現実は個人の退職勧奨拒否ということに

なって、片隅に追いやられて針の筵ということもあろう。このことは急激に実施するのと、

漸進的に実施するのとでは大差があって、ふつうでも 年もたつと 歳代の職員は年齢構成

上急速に減ってしまう。自然の流れを待つのもひとつの方法であるが、それではトップとし

て改革を住民にアピールしにくく、改革イメージを物語れない。

行政組織は公益事業会社と比較しても厳しく監査されているだけに、職員の規律も厳しい

面がある。そこで住民の職員に対しての信頼感を基盤にして、そしてその仕事ぶりを認める

承認欲求を充足させてこそ、職員の協働意欲・やる気は高まる。給与や評価など可能な限り

透明性を高めて、各人がそれぞれの仕事ぶりが分かるような情報公開を徹底していけば、お

互いの嫉妬感情を抑えられよう。健全な形で透明性を高めれば、お互いの信頼感はさらに高

まり、働くことに意欲的になろう。相互の信頼感は取引コスト・調整コストを下げるだけで

はなくて、働く人に幸せを感じる健康で強い組織を形成しうる ）。

信頼関係の構築は、合併した自治体ではとくに必要である。市町村が合併するとそれぞれ

の文脈が異なることもあって、当初は結束力が低下する。そこで組織の理念やビジョンを明

確化して共有させて、それを全体に浸透させるべくコミュニケーションを有効利用して組織

の結束力を高める工夫が必要である。過去のように組織の一体化モデル一点張りではなく、

個人の立場も尊重して、組織の一体感と個人の自律性・自発的貢献とを両立させるべく、時

間をかけた両立支援策が双方の知恵によって形成されるべく組織フォーラムの場も必要であ

る。職場の人材育成の方法も行政官僚制の枠にとらわれることなく、組織の場を活用した職

員の閥やしがらみにとらわれない自律的で主体的な仕事の進め方による動機づけも大切で

）稲生信男 協働の行政学 公共領域の組織過程論 頸草書房、 。
）大野裕 こころの健康学 日本経済新聞、 年 月 日夕刊。



あって、それが統一されたものでなくても組織の結束力を高め、ひいては組織の強さ、競争

力を高める。このことは利潤を追求していなくても組織の持続可能性を高めて、やはり組織

の強さといえるものである ）。

経営資源を動員していくのが組織的能力であるが、そのためにはコア・コンピテンスを高

める人材育成が欠かせないが、人材育成・活用の方法として、 仕事の幅を広げる経験が多

い、 チャレンジングな仕事の提供がある、 仕事を通じた達成感がある、が効力をもたら

している。組織のまとまりとして、 上司と部下のコミュニケーションがある、 ビジョ

ン・理念の浸透がある ）、が重要になっている。市町村は領域が狭く比較的にまとまりやす

いが、それでも組織の強さをもたらす結束力が強いとはいえない。個人の価値観や行動様式

の多様性のために、組織のビジョン、理念を組織ルーチンに価値浸透させる必要があって、

組織的な仕事経験を通じた人材育成能力の育成・開発には頻繁な人事異動は逆機能に作用し

やすい。仕事を離れての外の訓練や研修を受けさせているが、むしろ日々の仕事を通じての

経験が人材育成には役立つ。学びの多い 良質の経験 が人を育てるが、その総量は限られ

る。またリスク認識の高まりによって、挑戦し甲斐のある困難度の高い仕事が、若年層を中

心とした育成過程にある人に割り振られることも少なくなっている。本人もリスクを背負う

仕事を回避したりする。このことが の機能を低下させている ）。

行政組織では企業組織との連携や組織間ネットワーキングも人材育成のため 良質の経

験 になりうるから、行政の目先の都合にとらわれることなく、職員の人材育成という視点

に重きを置いて、単なる外部委託ではなくて、組織間のコミュニケーションを頻繁にして、

人材育成に幅をもたらすことも大切である ）。また市立病院、介護・看護施設、宿泊保養セ

ンターにしても、競争優位性という視点が必要であって、助成金、補助金、繰入金で化粧し

て表面的に健全を装うのは、後で苦しくなってくる。それぞれ組織の強みをもたらすべく人

材育成が不可欠であって、それは画一化を脱して組織の中核を担いうる潜在能力の高い職員

に挑戦し甲斐のある困難度の高い仕事を意図的に与えて、失敗してもフローして、実務をつ

うじて経験を十分に活かせるような有効な能力開発を推進していける組織づくりが大切であ

る。それは個人の自律的貢献を組織的能力の向上とむすびつけるものであって、全体的整合

性をもたらすような両立である。行政組織では組織としての一体感を維持しつつ、多様な型

の個人の自律的な貢献を引き出すことがパラダイム的にも求められるので、組織ルーチンに

その変動要因を内包した仕掛けを構築しておく必要がある ）。組織ルーチンとは無関係の個

人の自律的貢献戦略では、行政組織は実際的な機能はしない。

行政組織には人間関係の良き絆もあるけれども、組織にとって逆機能のしがらみも少なく

ない。このしがらみ、腐れ縁が網の目のように張巡らされて、利害関係を土台にして利己利

益を協同して追求するとなると、それは強固な力を発揮する。そして組織に濃密に張巡らさ

れたしがらみ・絆の不分離の関係は、メンバーの判断や行動において不確実性を少なくし、

判断に迷わなくても済むように役立っている。また、しがらみの網の目はその存在を脅かす

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）

）守島基博 経済教室 日本経済新聞、 年 月 日。
）守島、前掲書。
）守島、前掲書。
）大月博司、藤田誠、奥村哲史 組織のイメージと理論 創成社、 。
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ような情報をろ過したり、都合の良いように解釈したりできるようなフイルターの役割をし

ている。これは逆に、変化への抵抗要因にもなる。今日では既存の価値意識に固執するほ

ど、変化に対しては障害にもなる ）。

このような視点のもとでの行政組織は、制度的慣行、しがらみ、絆、組織ルーチンなどに

よって、行政組織の改革をむずかしくしており、その組織文化に深く食い込んで組織ルーチ

ンが形成されて合法性を楯に何ら問題はないとして、アウトカム（ ）よりも自分の

働きやすさ、居心地のよさを優先して、共同体的様相を帯びて、効果的に組織目的を達成す

ることは第二義的な問題に転じてしまう。それゆえ意識的、意図的にこの枠から脱するべく

大きなエネルギーを投入しての行政改革でないと、組織改革というのは組織機構のレッテル

の張替えに終わってしまう。それは予算の効率化などの入力の効率化を軽視しているからで

あって、時間やコストに対しては厳しい態度をとっていないので、メンバー間の切磋琢磨や

厳しい競争はないといえる。何よりも大切なのは、住民に対しての結果報告責任であって、

そのためにも情報公開の徹底や市政モニターや公募委員などの市民参加や、市民フォーラム

の実施が求められる。

．おわりに

行政経営は企業経営とくらべて、法的規制をより受けやすく、財政を含めて複眼視点を必

要としている。経営責任よりも法的責任にウェイトをおいて思考されるので法律的知識は欠

かせないけれども、それにとらわれていると、行政経営の革新の幅を狭めてしまう。そのた

めに大胆な施策の実施にあたって様々な伝達経路を探って、しかも住民とのコミュニケー

ションが大切である。施策が肉付けされても魂を吹き込む首長のリーダーシップは理念的に

も欠かせない。住民に将来展望を示し、期待をもたせる施策を夢ではなく、具体的説明を丁

寧にやらないと、あるいはイメージの力を利用して物語らないと、住民は理解しにくいので

協力を得られない。懇切丁寧に説明せずに手を抜いていると、行政職員に対しても不信感を

もたらしたり、公務員バッシングに導きやすい状況になる。そのために財政再建だけを目的

としては、住民の期待はしぼんでしまう ）。

行政経営では経済学的な論理性だけを強調するものではない。イメージの力やアートが持

つ求心力など、幅広い要因について目配りをして、人材育成には力を入れて経営資源を動員

する組織的能力を高める。論理性、合理性は欠かせないけれども、住民サービスの質の向上

を目指す限り、特定目的に特化する部分人としてではなくて、全人としての住民の諸要求に

対応していく複眼視点を必要としている。ただ機能的な部分人は全く全人から切断されてい

るわけではなく、フォレット的に部分人と全人は相互浸透している。 施策もワークと

ライフを分断して考えるべきではない。両者が区分しにくい状況であっても、全人あっての

部分人であるという認識を欠いてはならない。往々としてこの関係性を逆転させたりして、

）田尾雅夫 現代組織論 頸草書房、 、 頁。
）上山信一、伊関友伸 自治体再生戦略 日本評論社、 ．上山信一 行政経営 の時代 出
版、 。同 行政の経営改革 第一法規、 。



倒錯の手段─目的関係をもたらすことがしばしばである。行政経営のガバナンスは、このこ

とをはっきりと認識している。部分知と総合知との関係性の探求も大切なテーマである。

主な参考文献

淡路富雄 民間を越える行政経営 ぎょうせい、 。

田尾雅夫 市民参加の行政学 法律文化社、 。
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