
． はじめに

地方自治体はバブル的垂れ流しをして、巨額の累積債務をさらに増やしてきた。そこには

慎重姿勢を欠落させていて、物事の本質を見抜く論理性や、将来の見通しという洞察力、直

感を欠くものであった。これでは行政経営的なガバナンス力を欠くものであって、ガバナン

ス的に大きな問題を抱えているのに、主観的認識の偏りや共同主観の幻想のゆえに、地方自

治体はいくらでも地方交付税に依存し続けられるという妄想を脱しえていない。ガバナンス

のあり方が問われることが少ないのもその理由であろうが、自ら主体的にガバナンスを担う

気力、情熱を欠いていて、下請け根性に汚染されて、日常的な組織ルーチンを既存の枠組み

の中で遂行していれば良いというドグマに陥ったことにもよる。そこで自治体の制度的要

因、組織的要因に関わらしてガバナンスを論じていくことにする。

今日の自治体の巨額の債務は常軌を逸した状況であって、理論的には理不尽さをぬぐい切

れない逸脱状況なのに、それを平然として次世代にツケを回すやり方は、まさにガバナンス

上の大きな問題を抱えている。行政改革もそのために実施されているが、財政上の問題とし

て歪曲化されて、ガバナンス的欠陥として論じられることはきわめて少ない。目先の財政上

のバランスを取れればそれで良いとする考え方で、経営破綻はありえないという発想に基づ

いている。しかしこのようなバブル的発想の終焉は必ずやってこようし、それが多くの自治

体に伝播する日もそう遠くはない。そこで国策としてバブル的発想を一気に潰してしまった

のでは、自治体も立ち行かなくなってしまう。国も地方も巨額の累積債務をガバナンス上の

失敗とは認めていないし、自治体も長年放置した無作為を反省することも少ない。行政の舵

取りこそガバナンスなのに、それを忘れている。
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． 行政組織のガバナンス

コーポレート・ガバナンスの概念については、業務遂行状況やリスクの把握、フィード

バックという点では、日米間で大差はないが、会社の大まかな方向、戦略の決定という舵取

りや経営資源の配分においては、欧米とは差異がある。日本では各事業部門の部決を尊重す

るし、大勢の経営幹部のボトムアップによる企業の舵取りと言う指揮になる。しかし欧米で

は、経営者が策定した戦略を社外取締役が精査して承認し、各種の委員会が経営者の業績評

価、役員人事や報酬の決定をする。

ある時期までの日本企業の経営スタイルは、会社が大規模化して事業部門の数が増える

と、各部門の裁量を尊重し、部門間のオペレーションの重複や競合についても上からの権力

的な調整はあまり行わず、少なくない取締役、経営幹部がそれらの案件をすり合わせて、ボ

トムアップにより企業の舵取りをしていたので、環境変化に対応しての全体的整合性が取り

にくかった。

かってにくらべて、フロンティアの領域は縮小して、その所在は断片化している。事業立

地が崩壊しつつある企業にとっては、立地を含めて大胆な戦略が必要になっている。だが、

経営資源の再配置を行おうとすれば、不採算部門からの撤退など、社内の利害対立が先鋭の

問題に取り組まざるを得ない。それは取締役の数を減らして迅速な意思決定にしたとして

も、ガバナンスを変えない限り、状況変化に対する十分な解決策とはいえない。

それゆえガバナンスを担うトップは幹部の人心を掌握しつつ、守旧派の抵抗があっても改

革を含む戦略を完遂していかねばならない。少なくともトップはもっぱら権力統制に頼るの

ではなくて、取締役会との信頼関係を構築しておかねばならない。これを欠くと、事なかれ

主義に脱してしまう。反対意見も戦略に基づく判断がなければならない ）。

他方、行政組織には企業のような取締役会も社外取締役も存在しないけれども、首長・執

行部と議会との良き意味での緊張関係が必要であって、旧守派の議員の抵抗があっても行政

改革の筋道を立てて、ガバナンス上の問題点はあったとしても、トップのある程度の実践力

が必要であって、自己の統治、戦略に反対する議員、行政幹部もそれに代わる自分らの代案

を示す必要がある。既得権益の擁護のために反対されては、改革は推進されないし、環境変

化に迅速に対応していく必要があるから、抵抗があっても改革を押し進める信念をゆるがし

てはならない。

行政組織においてはタテ割り行政ということもあって、各事業部門の自由裁量を尊重して

いて、首長といえども聖域化されている領域もあって、人数大勢の行政幹部のボトムアップ

による組織の舵取りになっていて、首長が策定したガバナンス上の戦略も実質的には骨抜き

にされやすい。首長が 社外取締役 的な人材を行政組織に導入して、行政幹部との政策上

の緊張関係をもたらそうとしても、それを阻まれたり、顧問に登用しても、情報の非対称性

によって力を発揮しにくい状況におかれる。行政改革委員も行政幹部との信頼関係を築いて

いないと、あるいは利害関係上の調整をうまくやっていないと肝心な情報の入手がむずかし

くて、的確に状況を判断できない。行政幹部がボトムアップ意思決定の重要な担い手として
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大きな権限を有しているので、ここに人間的なつながりをもっていないと、原案的なものを

知ることができないので、案が作成されてからの若干の修正にとどまることしか出来ない。

組織の根幹に関与することはむずかしく、首長であっても同様なことが多い。それはボトム

アップによる組織の舵取りが日常的におこなわれているからである。

もともとガバナンスは企業統治よりも行政の統治の方が先行していて、支配統治機構とし

てガバメントが論じられていた。それが民主主義社会になって統治のあり方、誰のための統

治かということでガバメントからガバナンスに軸を移して、コーポレート・ガバナンスも論

じられるようになって、その考え方が行政組織にも及んでいる。支配、統治のあり方が動態

的に変化していて、株主主権・ストック・ホルダーから利害関係者・ステークホルダーへと

関心も移っている。行政のガバナンスには住民が大きな位置を占めるけれども、プリンシパ

ルーエージェンシー理論にもとづいて、ガバナンスの担い手としての住民が代理人としての

市長、議員、行政幹部にポリテックスを委託しても、その自由裁量の幅を法的に契約的にキ

チンと規定しているわけではない。代理人が逆にプリンシパルの権力を簒奪する場合もある

から、忠実な代理人として位置づけられるとは言えない。そのためにモニターコストがかか

り、徹底した監視はできない。それでも行政は情報の非対称性や住民を上回る専門的知識や

専門的能力によって、交渉上の有利な位置づけになるから、モニターされていても権力依存

関係を逆転させることもできる。むしろ住民は一方的依存関係のもとで拘束されて、

シーショアや フェファーの資源依存モデルに立脚すれば ）、住民は行政に多くのことを

依存して、その一方的依存関係によって住民は行政に支配されてしまう。将来の見通しがた

たず、不確実性が高まると、さらに住民は自らの意思決定を回避して、余計に行政に依存し

てしまう。 のような公と民のパートナーシップとしての連携はこれからのあるべき姿

の一つを示している。そこで行政組織の実質的なガバナンスの担い手は誰かと言うことにな

るが、今日の状況ではその担い手は複雑に組み合っていて、官を操る民も存在する。これに

制度論的な考察を加えておきたい。

従来、行政で論じられたガバメント論は政治制度論、統治機構論であって、われわれのい

うガバナンスのように統治のあり方を問うものではない。住民を主体にした委員会の活用も

その一つである。しかし今のところ、 委員会答申の取り扱いは、首長や議会の意向次第と

いう面もある。住民が参画した委員会が行政に対して厳しい意見を提出したとしても、首長

や議会がそれをそのまま受け入れて実行するとは限らない。審議会組織は、あくまでも政策

立案過程における補助的役割を果たすに過ぎない。それゆえ ガバナンス の意味を理解し

た議会や首長が選出されることも必要である。議会や首長といったガバメント部分の改革が

同時に行われなければ、ガバナンス改革は実際には進展しないのである と佐川康弘教授は

いう。行政の公的責任がどのようなものであろうと、 それぞれの自治体内で、目指すべき

統治のあり方のイメージが形成され、共有され、具体化されるという経験が独自に積み重ね

られていく以外にない。その一つ一つの過程自体が、実はガバナンス改革なのである ）。

まさに行政改革ではガバナンス改革を論じなければならないのに、現実には歳出削減、せい

）



ぜい規制改革に論及する程度であって、タウン・ミーティングにしても首長・執行部の

姿勢を広報する場になっている。また住民の方も市全体の施策を論じることなく、自己

利益に関する発言が多い。ガバナンスを論じる機会になっていない。

地方自治体のガバナンスにしても経営理念や価値創造が必要であって、地域の文脈を

無視した全国一律的・画一的な発想から脱すべきである。行政経営においても過去の配

分、均等にこだわると、何の特色もない平凡な地域、自治体になってしまう。予算配分

にしても一律、均等にこだわって、何でも無難な一律にしようという経営的発想のない

ことでは、補助金、助成金も一律に削減して特色のない自治体にしてしまう。物事の本

質を論理的にとらえて、さらに洞察力を活用しないから考えが偏ってしまう。ガバナン

スの担い手も物事の本質を見抜いて対応を考える手法をとらないので、住民、企業も一

律に縛られたり負担増を強いられるので、居心地の悪さを感じて、人口の流出をもたら

す。出て行く人や企業を責めても始まらない。すでに企業や人が自治体・地域を選ぶ時

代になっていて、買い物も精神論でもって地域で買いましょうというのでは、経済的効

用を無視して効果は少ない。納税者も当局が何に税金を使うかによって納税意欲も左右

される。徴税権力によって税金を奪い取るという発想では、住民の納税義務として応分

に負担しようという意欲を縮減してしまう。行政改革にしても歳出削減だけを目的とし

たものではないのだから、自由裁量の大きい行政経営的発想が求められる。ともすれば

施策の一律、画一化が推し進められて、ガバナンス改革に導く行政の枠組みを変える価

値創造にも逆効果になる ）。

今日では、行政組織でもガバナンスの重要性は認識されている。組織価値の向上、住

民サービスの質の向上、監視・監督、内部統制、法令遵守、透明性（情報公開）などが

柱になるが、住民のためにも積極的、前向きの組織統治がテーマになっている。タテ割

り行政のために、企業のカンパニー制のように業務を遂行する人間が枠に閉じこもって

意思決定する場合が多い。それゆえ市長や副市長は全組織的戦略構想を担うだけで、各

部課長は事業戦略を全体戦略と密接に関連させずに実行している場合が少なくない。し

かもボトムアップ的意思決定が多いので、全体的戦略もそれにひきづられて統治のあり

方としていかにトップ・リーダーシップが求められても、実質的に行政組織の枠に枠づ

けられている。

行政幹部はキャリア形成において、複数の部門のマネジメントを経験したり、組織横

断的な業務をこなす機会が与えられてきたので視野は広いが、あるいは出向してトップ

層に相応しい見識をもてるように、行政組織は人材を育成している。全体戦略を担える

ように 各事業の状況と戦略を踏まえて、全体としての有効な資源配分を行える視点は

行政幹部になる人は有している。けれども、タテ割り行政、ボトムアップ的意思決定の

ために、企業のカンパニー長的な行動になりやすく、なかなかタテ割り行政の利害関係

の枠付けから脱しにくい。

そのために昇進して副市長になっても、事業部門の利害を超えて、組織全体の事業

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）

）佐川泰弘 行政改革とガバナンス 、岩崎正洋編 ガバナンスの課題 東海大学出版会、 年。
）六光昇 大機小機 日本経済新聞 年 月 日。



行政経営とガバナンス（数家）

ポートフォリオを冷静かつ客観的に見据えて、将来性もなく財政負担の大きい企業会計部門

のいくつかは縮小や売却という判断を下すことが求められるのに、出身部門や人脈に左右さ

れて、問題を先送りしたりする。このような判断は市立病院でも例外ではない。行政幹部が

他の部課長がライバルに見えて、内部抗争や権力抗争をしたりすることもある。なかなか自

己の部門の利害を離れて、全組織的視点から行政改革に真摯に取り組んで、そのようなガバ

ナンス改革を伴う方向で職場を改革するようにはなっていない。それは住民に対して十分に

業務内容を示しておらず、説明責任も果たしていない。住民には行政組織の組織改革がはっ

きりと見えないからである。行政組織が職員の互助的組織に転じていては、真摯に職務に取

り組んでいるとは思わないであろうし、ガバナンスや説明責任を軽視していると住民はとらえ

る ）。

現実の行政経営を担う首長や行政幹部のガバナンス状の問題点として、あまりにも教科書

的な見方であって、国の経済政策が不確実性を前提としないことを反映している。経済の

場 が内生的に変化し、均衡から不均衡に移行するという変化を伴う時間（リアルタイ

ム）の流れの中での経済の移行のプロセスが考慮されていない。そのために、安定と好況が

長く続くにつれて、リスクの過小評価傾向や自信過剰が生じ、借り入れ過多、歳出の膨張を

もたらす。実践的世界では、時間の経過の中で事態がどう変化するかというリアル分析と、

将来は不確実で客観確率での予測できないという つの軸をモデルに入れないと実践的では

ない。不確実性のもとでは将来予測についての客観的情報がなく、誰かの予測はつねに正し

かったということはなく、ガバナンスの担い手もそれがわからない。

不確実制下では、過去のデータにもとづく合理的将来予測のもとで最適行動をさぐると

いった標準経済学の単純な考え方を適用できない。むしろ逆に人々は不確実性に直面する

と、 近道発想 や感情に基づく将来予想をしがちになるので、期待形成は不安定になる。

しかも、その期待は主観的確率に基づくために、人によって異なり、同じ人であっても時、

状況によって異なることが多い。

政策は何らかのモデルにもとづいて採られるが、その政策は時間の流れるプロセスの中の

一瞬の 場 にふさわしい応答であって、今後も同じ政策を採り続けることが妥当であるこ

とを意味しているわけではない。分析データも 過去 の場と 過去 の経済主体によって

生み出されたものである。

理論的にはすぐれたモデルであっても、 前提 が現実と大きく遊離していたり、モデル

が経済の現場から受け入れられない場合には、理論的モデル自体のおかしさをまず疑う姿勢

の確立が、実践的には大切である。さらに政策効果の評価に当たっては、不確実性の下での

期待形成メカニズムとの関連を重視する必要がある。人々のマインドと行動は異質で多様で

あり、時間の経過するプロセスの中で、移ろい、他の人々や社会の動きによって左右されや

すく、常に変化する。それゆえ統計的な集計値だけによる分析では現実を捉えきれず、異質

の経済主体ごとへの政策の影響を分析してはじめて実践に耐えるモデルとなる。

ジェンダーの視点と関連するが、高齢者や非正規雇用者が少なかった過去のデータによっ

ていかに計量分析しても、その結果は 場 の異なる将来を予測する上で適切とはいえな

）砂川信幸 経済教室 日本経済新聞 年 月 日。



い。将来何が起こるかは客観確率で予測できないから、過去の合理性は通用せず、時間の経

過で状況が変化していくので、ガバナンスの担い手も、 場 の変化と行動の変化に焦点

を合わせる、 不確実性 （主観確立）を対象にする、 異質の経済主体を想定した構造

分析をするプロセスを経て、リアルタイム分析（時間の流れる中で生じる変化）を行い、政

策展開の後の姿につなげていく考えである ）。

市町村のガバナンス問題においても、グローバリゼーションを含めて時間の経過と共に状

況が変化するし、不確実性を大きくしており、過去の標準モデルでは対応できなくなってい

て、過去のデータに基づく合理性モデルはもはや通用しなくなっているのに、専門家や委員

会ではそれに固執するので、現実的でリアルタイムの対応ができないのに、ガバナンスの担

い手はそれを肯定して施策を実施して、借金を膨張させている。

行政組織のガバナンス機能は本質的な価値を提供するものであって、支配を目的とするも

のではない。全体的整合性を求めての調整、整合、統合をなす全体を俯瞰するコーディネー

ション機能を担っている。往々にして部分的最適化にとらわれやすいが，目的─手段関係に

還元されるものではない。行政が中心となる地域活性化施策にしても、長期的な戦略を策定

して、各種企業、スポーツ文化団体、 などを巻き込んで、地域活性化のためのガバナ

ンスが必要となる。各種イベントも活性化に寄与するが、たとえば自然環境と先端的技術を

活かした環境に優しい グリーンシティ などは実現可能である。地域の農家、職人・芸術

家や新興起業家の参加を促して市場機会を与えて育成し、住民の誇りや地元意識を高める地

域活性化施策もガバナンス機能と言えよう ）。

．地方自治体の制度的要因

行政改革の推進には制度的要因の考察が不可欠であって、市立病院、保育、教育、農業、

の分野では制度の壁を認識せざるをえないし、既得権益の強さを考えてガバナンスを論じざ

るを得ない。それでもガバナンスのあり方によって、その規制やルールの変更に力を入れず

して改革はなしえない。議論だけでは前に進まないので、的を絞って一つひとつ打ち破って

改革を進めていくことになる。そこで制度とは何かを制度の学説をつうじて、われわれの制

度の理解を深めていくことにする。 スコットの学説を中心として論じるが、新制度学

派といわれるものは幅広い。 マーチも優れた制度論を論じている。制度的岩盤を崩し

ていくのは容易ではないが、まず制度の理論的な考察からはじめたい。

長年にわたって地方自治体の行政各委員を担っていると、制度的考察の重要性がわかって

くる。いかなる制度も 閉じた体系 の中で、短期的な視点での合理的計算によって生まれ

たわけではない。制度化という という視点に立てば、制度は必ず 拓いた構造 を持

ち、何らかの変化や不確実性に対応できるようになっている。その不確定部分が、適正な判

断で運用される限り制度は安定的に存続しうる。しかしそれが、行為主体の恣意的な対応に
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任されて、名目と内実の乖離が大きくなると、制度の改変問題として表出する。社会制度が

要求する規範と人々の価値意識、あるいは社会の実態にズレが生じてくると、制度も変化せ

ざるをえない。制度化された規範とメンバーが抱く価値観の間の亀裂によって、社会の安定

や厚生が脅かされるからである。

地方自治体の行政改革においても制度改革、組織改革に関わることが多く、その実行可能

性を高めるためにも官僚制的組織といわれる行政組織の執行上の重要性を顧慮しなくては、

どのような優れた改革企画や組織設計も絵に描いた餅になってしまう。

行政改革を含めて制度改革の力を過大評価するのが行為主体的なアプローチに多いが 実

行可能性という点では、慣習、慣例、道徳的規範、法令などの制度は、行政改革の力を過大

評価させない。ただ財政改革についてはある種の設計主義によって改変されなければならな

い。財政改革には十分は論拠が存在しているので、制度的制約が大きくても、早々と改革し

ていかねばならない。ただこのような場合でも、地域の文脈を無視して、理論的に切り離す

のではなくて、制度や社会オーダーの複雑さを見詰めて、過激に実施することがどのような

副作用を随伴するのか、とくに 意図せざる結果 が生まれる可能性について十分に吟味検

討して、改革を推進する基本的姿勢は欠かせない ）。

一般に組織は経済的、技術的要因だけではなくて、制度的、文化的要因にも影響を受けて

いる。とくに行政組織は制度的、文化的要因によって制約を受けやすく、しかも制度の変わ

りにくさのために制度が組織を強く制約している。行政組織にとって制度は強みにも弱みに

もなるが、これまでは制度的要因がむしろ行政組織の強みであった。しかしそのために経済

的、技術的要因が第二義的になって、それが財政的危機、累積債務を巨大化した。地域にお

いて制度の影響は個人・企業、産業間ネットワークへと及び、それゆえ制度的優位の確立が

重要になる。制度的優位を確立するためには、 重層的で認知的、規範的な支援、そして複

雑な制度のメカニズムを理解すること、 制度的変革に関しての一貫した姿勢やビジョンの

提示、 制度変革を実行するための事業システムや組織間関係を構築することである。

行政組織にとって制度的優位を確立することは大切だが、そのための制度の規範的、規定

的、認知的要因の重層的構造を理解すること。そして一貫した姿勢やビジョンを示すことに

よって認知と規範に影響を及ぼし、ルーチンを変革していくこと。さらに組織の個体群、組

織フィルード内の他組織との関係の構造を通じて、規制がもたらす硬直的な利害関係をほぐ

して、その関係を組み直していくことが必要である。新制度学派の組織論ではしばしば制度

を所与のものとして扱う傾向があるが、制度、とりわけ規制的支柱は利害対立のプロセスの

産物である。それゆえ制度の変革を考察するには、資源依存モデルの視点、パワー・影響力

という視点を導入することによって、利害対立のプロセスを解明できよう ）。

専門的組織は認知的で、規範的なプロセスを通して支配を行う。そのような性質が他の集

団よりも顕著である。…専門的組織は、管轄権を主張し支配を行なおうとする領域を定義す

る認知的枠組みを打ち立てる。…単に知識それ自体だけでは、支配は保障されない。専門的

組織の権力が実現されるには、（しばしば国家の助力を得て）社会的および政治的な構造が

）猪木武徳 経済教室 日本経済新聞 年 月 日。
）梅木眞 制度の構造と制度的優位の確立─甲州ワイン産業の事例を通じて─ 日本経営学会 会大会、
報告レジメ、 年。



創造されて、管轄権の主張が擁護され なければならない ）。

市立病院の医師の場合が典型的であるが、 専門職の行為者と政治の行為者との間に見ら

れる相互関係は時代と場所によって極めて大きな多様性と複雑性をみせるが、両者の相互関

係は成功を享受したすべての専門職者にとって明瞭に見られる。いくつかの例を見ると、専

門職組織と実践家たちが、初期の段階において、競合者に対し管轄権の主張を打ちたて、そ

の擁護に大いなる成功を収めたために、国家の指定する業務に従事する供給者 個人であ

れ法人であれー に対する統制を行う際に助力をなすように求められてきた。米国における

医療専門職の強力な地位はまさにそのようなものであり、国家権力に代わって一つの領域を

支配するとともに、国家権力と分かち合いながら医療界を牛耳る権限が与えられている。そ

の他のケースでは、国家が率先して支配構造を創造したが、専門職組織によって取って替わ

られ保持されてきた ）。多くの専門職者は、自ら影響を及ぼそうとする活動に直接的な権

威を自ら付与するような地位にいないから、 専門職者は自分らの提案について責任が問わ

れないので、資源の利用可能性や施策の実行可能性を考慮しない勧告や改革を提案するとい

う傾向が強くなっている。そのような無責任さは、あらゆるレベルにおいて合理的計画の提

起が急速に蔓延するという事態を招いたと （ ）は主張している ）

歴史重視の制度主義者 は、 制度を比較的広く緩やかな概念としてとらえ、 定

型的規則、承認手続き、および政治と経済の様々な組み合わせにおいて人々の関係を構造化

する標準的な仕事慣行 （ ）を含むものとしている 。ちなみに スコットに

よれば、制度とは 行為者に権限を与えたり、制約を課したりすることにとどまらず、行為

者を構成するもの とみなされる ）。

多くの制度主義者と共通している ホールも 長期にわたる政策が持続性という尺度

によって測られる時に制度の果たす役割の大きさを強調するのであるが、それだけではな

く、制度的取り決めが急激に政治的変化をもたらす場合も指摘している ）。

またスコットは、制度的環境への集合的反応として次のようにいう。 制度はまた、制度

的圧力への反応行動も含め、組織にとって何が適切な行動方法であるかをも構成する。ある

種の産業ないし組織フィールドにおいて適切かもしれない戦略は、別の領域では禁止されて

いるかも知れない。ある状況下で成功裏に追求されている戦術は、他の状況下では考えられ

ないことかも知れない。組織の構造ばかりか戦略までもが制度によって形づくられている

と制度論的な強調をスコットはする ）。組織の個別的な反応として、黙従、妥協、回避、反

抗、操作があるが、 スコットは、 制度的諸規則と技術的諸規則との間にある対立、

より正確に言うと、手続的必要条件と成果的必要条件の間にある対立がどの程度であるか

は、理論的に主張されるべきではなく、経験的に評定されるべきなのである。より特定的に

言えば、もし組織が成果的要求と手続的要求の双方に直面する場合には、それらに応答する
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ことは（実際的であると同時に）合理的なことである ） という。

スコットは、組織と環境を双方的な関係性で見るから、 組織は環境によって影響された

り、環境による侵入を受けたりすることさえあるが、組織はまた、これらの影響の企てに対

し、創造的にまた戦略的に反応することも可能である。組織は類似した圧力に直面している

他の組織と協力して行動することによって、環境からの要求に対し、時には反撃、抑制、出

し抜き、あるいは要求の再定義を行うことができる。しかも、組織の集合的行動は、権限に

もとづいて課される要求を再解釈や操作したり、あるいはそれらに対し挑戦や反抗したりす

るなど、組織の個別的な企てを俳除することはない。組織は、自己が位置する制度的環境の

産物ではあるが、大部分の現代的組織は、棋士によって利用される歩としてではなく、チェ

ス盤を積極的に利用する棋士（ ）として構築されている ） と主体的で能動

的な行為主体と見ている。

スコットの制度的な見方によれば、解釈システムとしての文化、ネットワークとしての社

会的構造 習慣化されたルーチンを通して、組織を制度的文脈の中に埋め込んで組織を異種

であっても同型化していく機能を制度は有している。事実、規制的制度支柱は、組織を取り

巻く物事的要因、規制的・制裁的要因、プロセスとして論じられてきた ）。認知的視点で

は、認知フレームがいったん形成されると、それは固定化されて持続的になり、ものの見方

に関する一貫性を促進することになる。認知フレームはやがて他の組織に共有され支持され

て、 当然の ものとされるようになる。認知フレームが異なれば、産出物に関するコンセ

プトに大きな相違が発生する。認知フレームの違いはある意味で、独自性の源泉になってお

り、それが産業や企業の優位性をしばしばもたらしている。ただし、環境や状況変化がある

ので、認知フレームに基づく優位性は長期にわたる持続可能性を保障されているわけではな

い。環境の変化によって強みが弱みに転じる場合もあって、とりわけ過去の成功経験は既存

の認知フレームを強化するので、とりわけ新しい環境への適応能力を低下させてしまうこと

は、今日的現象である。とくにパラダイムシフトが起こるような環境変革の時期において

は、認知フレームの学習棄却が重要な課題になるが、これは現実の組織、とくに行政組織に

おいては極めてむずかしい ）。

このようにして制度的要因の考察は組織のガバナンス研究に欠かせないが、 ツッ

カーや スコットなどが著名である。ただ制度の強調点の差異によって、規制的、規範

的、認知的という つの支柱に区分されるが、近年では、認知的支柱に注目する人が多い。

制度に関する認知的な概念化では、意味の共通的枠組みが社会的媒介により構築されるこ

とを演じる中心的役割を強調する ）。スコットによれば、制度は文化、社会構造、ルーチ

ンによって担われていて、担体としての社会構造について次のようにいう。 規範重視の理

論家と規制重視の理論家は、構造の規範的な側面（権威）ないし強制的な側面（権力）のい

ずれかを強調し、構造を統治システムと見る傾向がある。そのような統治システムは、コー

）前掲書、 頁。
）前掲書、 頁。
） 初版の 頁から 頁に拡大されている。
）梅木眞 新制度学派組織論と地場産業のネットワーク 流通経済大学論集 卷、 号、 年。行
政組織においては、政治力をテコにする改革は一定の効力を有する。
）スコット、前掲書、 頁。



ド、規範、および規範や規則を創造し、施行するものとして、さらに参加者の活動を監視

し、制裁を与えるものとして、認識されている。 ウィリアムソンなどの新制度派の経

済学者は、統治を行使するために設立された構造を、制度的諸力の主要な担体として強調し

ている ）。

ここでいうルーチンとは、規制的支柱では規約、標準的手続きであり、規範的支柱では服

従、義務の履行であり、認知的支柱では、実行プログラムである。そして文化とは、それぞ

れ規則、法律、価値、期待、そして範疇、類型化である ）。制度の認知的要素とは、、組織

を構成すための構成的規則として制度をとらえる ）。次に制度の維持と普及であるが、

ツッカーによれば、 文化の持続性が確実となるためには、内面化、自己報酬、または他

の媒介プロセスの存在が必要ではない。というのも社会的知識はひとたび制度化されると、

事実として、すなわち客観的現実の一部として存在し、それを根拠として直接的に伝達され

うるからである ）。制度学派は当然ながら制度的要因に重きをおく。

次に制度の維持と普及であるが、 ツッカーによれば、 文化の持続性が確実となる

ためには、内面化、自己報酬、または他の媒介プロセスの存在が必要ではない。というの

も、社会的知識はひとたび制度化されると、事実として、すなわち客観的現実の一部として

存在し、それを根拠として直接的に伝達されるからである ）。さらにツッカーは社会シス

テムにおける秩序崩壊の傾向にも論及して、脱制度化は広範に見られるという ）。

．議員と議会のガバナンス

行政組織のガバナンスというとふつうは首長のガバナンスと考えて、市長のトップ・リー

ダーシップとして論じられたりする。行政の舵取りは首長によって左右されているのは事実

だが、議会も大きなガバナンスの担い手であって、結集した議会の提言は大きな影響力を与

えるし、事実、法で定められた議会そのものの権限は大きい。それゆえ政党の党利党略で議

員が動いていては、議会の力を削いでしまう。住民全体の利益を考えて行動していれば、最

終意思決定権をもつ議会は、市長に対しても議会で認められた範囲内で意思決定を行う存在

であることを明確に示すことができる。住民にもこのことを示すことによって議会の権威が

高まり、住民も議会の活動に期待するのである。それゆえ職業的な議会議員がいてもよい

し、自己の業務と分担して議員を担うことも自由であって、生計を支える報酬が不十分なら

ば、兼業であってもよい。

組織論的には議会と言う組織をガバナンス的視点から考察されなければならないのに、そ

の考察はきわめて少ない。議員は利害代表として、あるいは選挙活動を通じて注目されてい

ても、議員個人には調査をする権限も、行政職員を従わせる職務権限はなく、個人的な影響
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力を有するにすぎない。議員から構成される議会に権限があり、最終意思決定権は議会が持

ち、その中で日常の意思決定は市長が行う。具体的な行政サービス、業務遂行上の意思決定

は市長に枠付けされた範囲内で行政職員が担っている。議会─首長─職員と言う構図になっ

て、首長が議会を職務権限的に支配できるものではないし、住民の意思のあり方によって議

会を行政解決の場として変えることができる。ガバナンスの担い手としての住民は議会構成

を変える仕組みが必要だが、議員を通して、効果的で機動的なガバナンスを担いうる。

市の行政改革委員・会長として議会の議長や行革委員長とは会合やその他で接してきた

が，意外に欠けていたのは議員との個々の接触ではなくて、議会としての関係性である。議

会そのものの理解を欠いた面もあって、ここでは議会の組織的な権限や議会が決める条例、

予算の承認、副市長などの一部の人事の同意など、有する権限は大きい。これは個々の議員

の権限と区別されるものであって、ガバナンスを論じるにあたっても、議会の権限と役割に

ついて検討しておく必要がある。住民はこのことをよく理解していないから、議会は一般に

軽視されていて、その事務局も小粒で議員活動に十分な配慮がされていない。議会と首長と

の良き緊張関係がなくて、馴れ合いになっていることも少なくない。

これまで地方自治体の議会は政治的に考察されてきたが、われわれは制度的、組織的に考

察してそのガバナンス機能を論じる。そして議員の経営的センス、行政経営の担い手として

新たな概念づくりを求めているが、その政治的知覚は固定化されていて、今日の行政経営の

枠組みになじまない硬直化したものである。そのために議員定数の削減はあっても、議会の

位置づけは旧態依然であって、しかも議員の位置づけも当選回数やインフォーマルな秩序は

強固である。ベテラン議員にとって新人議員は半人前扱いになったりして、それが新人の発

言力を抑圧している。本来は住民の票によって議員に選出されたのであるから、住民の意思

として対等であるべきであるが、ベテラン議員の発言力は大きい。しかもそれは住民全体の

利害を規範的に達成しようとするものではなくて、特定の利害集団、人々の利害、既得権益

を代弁しがちであって、むしろ行政改革の足枷になっている。

われわれは経済性、合理性一点張りではなくて、地域の感情や条理を考慮していて、机上

の論理を押し付けるものではない。フォレットの状況の法則に適合すべく調整し、整合して

いくプロセスは重視しているけれども、一定の方向づけに対しては一貫した姿勢をもってい

て、これをグラつかせてしまうと、行政改革は推進されない。ほとんど金銭的報酬を得てい

るわけではないから、信念、志、使命というものが改革の支えであって、非難されて非経済

的報酬もマイナスになる場合もあるので、誘因─貢献理論では説明出来ない状況もある。む

しろ時間や金銭を費消して、しかも非難されていては損な役回りであるが、改革への使命感

と志を強固にもたないと挫折してしまう。このことは業界団体や行政組織を敵視することで

はなくて、いかにコンフリクトを調整し、整合して改革を推進することに力を入れている。

これまで専門家、学識経験者はガバナンスを担う自治体などの委員として、いわばガバナ

ンスの代理行為やガバメント側の視点で結論づけることが多かった。それゆえ住民の生活感

覚は変化しているのに、ガバメント側のにおいが刻印されていて、それは住民にとって、あ

るいは新しいコンセプトのもとでは違和感をもたせて、住民の生活感覚とはかけ離れた施策

を実施したりする。たしかに民主主義のもとでは住民は自治体のガバナンスの担い手ではあ

るが、現実には地区や団体の利益を実現すべく議員を利用し、議員も議会で意見を集約して



論じ合い、それを議会の決定として行政組織や首長に伝えて実現していく担い手にはなって

いない。いわば特定の利害を持つ人々の要望を議員個人として首長や行政組織にこれをして

くださいとお願いする（命令したり、従わせる権限は議員にはない）という個々的要望のお

願い型になっている。

たしかに議員は個人としてガバナンスの関しての調査権はなく、首長や職員に対して命令

を発したり、経営権限・職務権限に従わせる公式的な執行権はない。しかしそれは議員個人

に関してであって、議会は首長をしのぐ最終意思決定権を有していて、議会そのものは議員

同士が議論し合って、多数決で決定したことは、自治体はその意思決定に従わなければなら

ないので、制度的には議会権限は住民の想定以上に大きいものがある。それゆえ行政経営の

ガバナンスを論じるにあたって、議会の役割などを論じることは欠かせない。

議会のメンバーたる議員は住民や地域の人・団体の声・圧力を行政に届けるだけでは、自

治体全体の利益や全体的整合性を欠いて、部分的で枠の狭いものになってしまう。議員は自

治体のガバナンスを担う人として、地域で論じ合ってきた課題や問題を議会と言う場でそれ

らを共有して論じ合うことが議員としての任務でもある。行政組織は公正、正義、法令など

ルールにもとづく手続きによって運営されていて、特定の団体・人によって恣意的に運営さ

れているわけではなく、上級官庁の監査を受けている。自治体全体がどうあるべきかを規制

的、規範的な制度的支柱として適正に管理、運営される建前になっている。そこで地域全体

の課題とは異なる個々人の問題、課題、願いは公共性、社会性が問われて、それがない場合

は軽視されてしまう。行政におねだりすれば良いというものではない。つねに自治体全体の

利益が優先されるルールになっている。たといその課題が個人的なものと見えても、その課

題解決によって住民全体の利益になることを論理的に、心情的に説明できて理解されれば、

それは行政を動かして実現される可能性も高いであろう。

住民も本来的にガバナンスの担い手であるから、なんでも議会や首長にマル投げしていて

は責任を果たせない。議会のあるべき姿を検討すべきであって、議員も自己の当選のみを考

えずに、制度的、環境的な諸問題の変化に対応して、議会はどうあるべきかを自ら検討し

て、生じた課題を改善できる議会構成に自ら主体的に努力することによって変えられる仕組

みを構築していく必要がある。

これまで議員はバラマキ施策や利益の分配によって選挙民を手なづけられたかも知れない

が、もう財政が破綻に近い状態では、逆に住民負担をどのように配分していくかが主な課題

になっている。一般会計からの繰入金によって企業会計（介護保険、水道、市立病院など）

が黒字化するように作為されていることなど、事実関係を的確に住民に示すことが議員の任

務である。とくに住民への負担配分については住民に納得のいくわかりやすい説明が必要で

あって、住民に事前に何の相談、連絡もなく、一気に国民健康保険税を（黒字なのに）議会

の議をへて大幅に値上げすると、議会だけではなくて、行政にも住民は不信感をもつであろ

う。行政職員も議決さえ取れればよいという態度では、行政職員は傲慢だとして職員バッシ

ングを加速させるであろう。相互不信というのは一番悲しい状況である。これでは安心、安

全に至るまで社会関係資本が崩壊して、住民にとってきわめて暮らしにくい状況になって、

住民の流失、転出を招く。国の地方自治体への地方交付税の配分を考えると、人口減、住民

の流失は由々しき問題である。
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議員も議会を政争の場にするのではなく、議会のあるべき姿を議員同士で論じ合って、議

員定数はどの程度の数で、議会費はどの程度が自治体規模、状況に合わせて適切であるか

は、自ら論拠を持って提案できる。それが議員の良識、品性というものであって、それがで

きてこそ住民は議員に安心して議会活動を付託できる。

自治体の行政幹部が実質的なガバナンスを担っていることも少なくなく、それは企業の経

営者支配と類似している。不確実性が増えて、かなりの専門的知識や人脈を必要としてくる

と、行政幹部にとって交渉上の有利な位置づけになって、情報の非対称性を巧みに利用する

ことができる。首長もガバナンス上、行政幹部に頼らざる得ない面があって、審議会・委員

会の委員の人選に行政幹部が深くかかわっていて、事務サイドが結論も誘導している。御用

学者ではなくても使いにくい委員は排除されやすい。中立、公正、平等の名の下で無難な人

選がなされるので、画期的な情報をもたらすことはない。いわば凡庸な結論でいいわけで

あって、組織ルーチンに組み込まれた行政職員にとって、異端、多様性は処理しにくいの

で、それは少数意見として聞いておくだけで、施策に組み入れない。逆に議員は行政の意向

を先取りして言う方が、行政職員に評価されやすい。誘因─貢献関係の図式がくずれるとい

うことはない。

ただ行政組織では企業のように金銭的誘因を短期的に多く提供できないので、昇進、重要

で価値ある仕事への従事による仕事のし甲斐、承認などの 誘引の方法 はバーナードが論

じるように多様である。意外にも行政職員への動機づけ要因の考察が十分ではないので、行

政改革のビジョンも示せず、不安による揺さぶりはあっても、改革を意欲的にして将来の展

望を切り拓くことはできにくい。ガバナンス構造が現状肯定的になっているので、改革によ

る将来展望ということにはなりにくく、ちまちました歳出削減に力を入れるので、先行投資

もやりにくく、気分も落ち込んでしまう。行為主体的な行政経営的発想があれば、先行投資

もふえて将来展望も描きやすいといえる。

地方議会で何が論じられているかを知る住民はきわめて少なく、 市のように加入率 ％

の があり、かつ議会中継がなされ、さらに再放映されていれば、もっとガバナンス

内容が知られて良いはずだが、現状ではそうではない。だが少しづつ、実際に議会で議員が

質問し、それに市長や行政幹部が答えているのを映像で見るのは、臨場感もあって効果的に

議会のことが知ることが出来る。そして市会議員もよく勉強して質問するようになり、行政

側もその対応としてよく勉強して具体的に回答するようになってきた。議員の資質が上がれ

ば，議会も行政組織も活性化して、行政官僚制に対しても横串を組織横断的に入れやすく

なっている。環境の変化によって、行政組織内部の部課間の内部調整を必要とする案件もふ

えていて、行政改革の推進には横串をいれることが不可欠になっている。ただ、議員や行政

改革委員には執行権がないので執行を強制できないが、行政改革推進室を中心とする横串を

入れるプロジェクト・チームの編成を要請することはできる。

行政改革推進には管轄や権限をめぐってコンフリクトが生じるから、その上の上司が良き

調停人として調停を担う責務がある。副市長や総務部長を中心として、部長同士の意見対立

も調停したり、交渉事項を出来たらウィンーウィンの関係にもっていくことが大切であっ

て、権力抗争にならないように注意を払いたい。行政組織内部の人間ではないので、顕在化

していないコンフリクトはとらえにくいが、議会と首長・執行部との良き緊張関係のもと



で、潜在的なコンフリクトをあぶりだすことが部分的には可能である。

行政改革委員として議会の動向に注意を払いたいし、その論じられている内容を知れば、

ダブって論じることは防げよう。最近は行政改革に関わるかなり高度な内容が他の市町村と

比較して論じられていて，他市がそれも隣の類似した市が行政評価などを実施しているの

に、なぜ当市が実施されていないかなどを資料を整理して議員が行政当局に質問しているの

は、具体的かつ現在の進捗状況がよくわかる。行政改革委員の質問に対して行政幹部が答え

ていないことを、議会の議員の質問に対しては答えているし、それなりに回答の準備をして

いることがうかがわれる。 の議会中継放映の影響は大きい。

議会はもっとガバナンス力を発揮すべきであって、首長も議会に認められた範囲内で意思

決定を行い、行政職員もその指示のもとで行政サービスを担う。議会は住民の代表が集合し

て自治体の意思決定する役割を担い、首長は議会の許可を得てガバナンスを行う役割を担う

関係を再認識すべきである。

．ガバナンスの担い手としての住民

われわれが地方自治体のガバナンス改革において、首長・執行部と議会・議員との良き緊

張関係を求めたのは、馴れ合い、かばい合いではなくて、思想、理念、利害の対立があって

もそのコンフリクトを解決しての真の協働主義の実現を二項対立図式を超えて求めたからで

ある。フォレットは意味と意図の循環的応答という動態的プロセスを論じて、二元的思考様

式から脱却している。フォレットは変化していく動態的プロセスを対立する諸力においても

用いて、コンフリクトを生産的にする 建設的コンフリクト を論じたが、コンフリクトの

すべてを建設的あるとは論じていない ）。

ここでは業界団体、利害団体とのだけの協調主義ではなくて、労働組合や市民団体、コ

ミュニティの団体を含む複合的な協調主義を経ての協働主義である。すなわち地方自治体の

ガバナンス、政策決定に各層の団体を組織的に組み込んで、フォーラム型の合意形成のガバ

ナンスを行うことである。コンフリクト・マネジメントを踏まえた協調主義のガバナンスの

もとでは、企業と労働者にコンフリクトが発生しても 建設的コンフリクト として双方に

とって生産的であって、双方にメリットのある結果になる。

地方自治体においての日本的協調主義は政策立案プロセスに企業だけが組み込まれてい

て、地域の労働者は不在であった。利益集団だけが組織的に政策に組み込まれた協調主義で

あったがゆえに、財政は膨張しやすくて多くの住民にとって恩恵の少ないものになってい

た。というのも業界団体・利益団体は地方自治体の多くの審議会・委員会、それに付随する

非公式の調整を介して政策プロセスに関与して、しかもヘゲモニーも握っていた。この日本

的協調主義では、双方に利益のある妥協を促し、現実の政策の実行を円滑にするものであっ

たが、それはいわば限定されたメンバーの権益に偏り、一般市民の権益が反映されにくくし

ていた。議会中継、公聴会、開かれた政策協議などで住民も情報を入手しやすくなってきた
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が、まだまだ民意を反映したものとは言えない。

他方、行政職員は自己の利益誘導ではなくて、専門的知見を活かして利益団体間の調整を

適切に行い、特定の利害団体だけが得をするような不公平な取り扱いを避けてきた。公務員

としての職業倫理はしっかりと有していて、目先の選挙目的のための短期的な視野に立つ議

員などの政治的圧力からもある程度遮断されていて、大まかな政治家の行政デザインの下

で、細部を詰めるべく一定範囲の自由裁量の余地、専門的能力のもとで、一貫性のある政策

を実行しうる仕組みをもたらして、行政組織をマネジメントしてきたといえる。政策論議に

ついての真剣な論議を担うのは首長・議員だが、政争、足の引っ張り合い、もしくはすべて

おまかせ型 では、建設的な進歩をもたらすコンフリクトは生じない。行政職員の知識、

知恵を借りるなどして、お互いに政策改善に努めるなど、政策面でより良い代案を打ち出し

てこそ住民の代表としての議員といえよう。政策に関して意味のある選択肢を住民に提示し

てこそ、一種の馴れ合いのコンフリクト回避、もしくは意味のない足の引っ張り合いから脱

して、住民本位のガバナンスがなされよう ）。

ただ現在では、住民が本格的にガバナンスを担うには、若干の不適合が見られる。自ら鍛

えてガバナンスを担えるようにパワーアップして適合をもたらす努力が住民にも求められ

る。住民にも新しい環境変化に対応していくコンピタンスを高めて新しい状況へと整合して

いくことが生活者の論理としても必要になってくる。女性の地位向上によって女性のガバナ

ンス能力を高めてこそ、次元の高い統治レベルへと地域の資源を活用していける。不適合か

ら適合へのプロセスは決して目標を下げて現状に合わせるのではなくて、目標との不整合を

整合して行くように地域を底上げしていくことが大切といえよう。安易に現状を肯定して、

目標と実力が適合しているというようでは、新たな環境変化への整合的適応は出来ない。制

度的変化にも注目する必要がある。地域の安全ネットを強化するためにも住民の不断のガバ

ナンスを担う努力を必要とする。

住民にとって経済的、技術的要因がいささか劣っていても、文化的、制度的要因がすぐれ

ていれば、社会関係資本も充実していて、潤いある楽しい生活も可能である。経済的に劣位

であっても、楽しく希望のもてる生活が営みえて、生活に張りが持てる。ローカルな地域で

は強い刺激がなくても、日々の生活に充実感を感じる、生きがいのある生活を可能にしてく

れる。良きガバナンスの下で生活の充実、楽しさがあれば、それは希望の持てる生活であっ

て、出世、金持ちになることが希望の持てるすべてではない。文化的要因に恵まれた生活も

希望の持てる生活であって、われわれはそれを生活者の論理として論じている。生活者の論

理、組織の論理、市場の論理をいかに調整し整合して、全体的整合性をえていくかがわれわ

れのテーマであって、今日が多元的な組織社会であっても組織の論理の限界にも自覚的であ

らねばならない。

住民を含めて人間というものは主観的解釈のもとで意味づけをして、とくに受験、就職、

結婚、葬式といった出来事に過度に意味づけしてきた。また商品経済化もそれを大いに利用

してきた。特定のイベント依存思考は、他の重要な諸要因を軽視したり、目をそむけてしま

うので、思考を単純化して、自分の主張する意見に反する議論に対しては、既得権益者、
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陰謀 などのレッテルを貼って、頭から考慮せずに、いわば無条件に排除してしまう。

その結果として、自分の意見に反する主張の中で取り入れるべき部分を見つけて、さらに

対立を調整し整合して高次元への議論として互いに高めあうということができなくなってし

まう。妥協はしても対立的な枠組みを変えようとはしない構図になってしまう。あまりにも

因果関係を単純化しすぎるので、 陰謀説 は受け入れても、それに議論を過度に集中させ

るので、その他は思考停止になってしまい、相互のシステム的関係は見なくなってしまっ

て、たとえ部分知としてすぐれていても、そのような単純すぎる因果的枠組みでは、多くの

他の要因との関係性を欠くので、部分知は全体的枠組みにつながらないのである。それはす

なわち、全体的整合性を欠く思考として、幅広い対話を欠くだけではなくて視野をきわめて

狭くして、思考停止をもたらしてしまう ）。

このような住民の思考ドグマは、自治体のガバナンスのあり方にも反映し、一方的に政治

家を非難したり、公務員バッシングに走る。その二元論的正邪の独善は、むしろ自己の判断

基準を歪めて、思考停止に陥ることに気づかないのである。住民は確かにガバナンスの担い

手であるが、何でも受け入れられるものではない。ガバナンスの担い手にふさわしい自己研

鑽が求められる。

ガバナンス構造としての行政と住民の協働は、職員と住民がガバナンスの価値を共有し

て、住民に役立つ施策を企画し実行していくことが行政職員の使命であって、住民を利益を

生み出す対象にすべきではない。 が組織の原則であっても、そこには

（みんなともに力を合わせて）を伴う仕組みがないと、住民は行政組織にとっ

て外部の存在として、行政は住民との共存をなしえない存在になってしまう ）。ジェンダー

バイアスを克服して、女性を含めて住民を味方にしてこそ行政組織は有機的に機能する。

行政組織が金の誘惑に負けてずさんな行動をするとは考えないけれども、累積債務は巨大化

しており、しかも返済意欲は乏しい。行政組織は住民の批判に対して謙虚に応える姿勢をも

たないと、やがて地域社会を敵に回して自滅してしまう。自治体も自滅するリスクを背負っ

ている。

行政職員も住民感情を考えれば、法令などで保障された権利を使い切るのは当然とは考え

ないで、住民と共生していくためにも遠慮という態度も求められるのであって、学歴エリー

トだからと言って傲慢であってはならない。住民の反発を大きくして、施策の実行をむずか

しくする。職員も高学歴であっても住民よりおとる面があると自覚できれば謙虚に対応がで

きて、学ぶこともふえる。謙虚な職員に対して、事情によく精通している住民は、あえて教

えてくれようし、的確な判断のもとになる。職員の丁寧な言葉遣いに住民はどれだけ安心す

るかである。そうであれば、職員がそれぞれの仕事の達成を不安や恐怖をもって励んでも、

報いられない努力もあることを住民は感じ取って職員に対してもやさしくなれるのである。

住民も行政職員を敵視していては事は解決しない。職員も減点されないように目立たない処

世術ではなくて、住民に対して存在感をはっきりさせることも大切であって、そうしてこそ

行政職員として自己を正当に認識できて、承認もえやすくなる。

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）
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行政職員も切磋琢磨して自己を鍛え磨く姿勢が大切であって、甘やかされていては退化し

ていくことを自覚して、公務員は特権層であるという甘い認識はもっていなくても、自ら鍛

えるという気概が必要である。行政職員にとってもっと承認され尊敬されたいという思いが

あるが、そのことが逆に自他ともに傷をつけて、むしろ自分の不運を他人のせいにしたりし

て、責任転嫁をもたらしやすい ）。また行政職員がいかほど努力しても解決できないことが

こともあって、法令だけではなくて、制度的、組織的にできないこともある。快刀乱麻を断

つわけにいかないのが現実であって、それを行政職員に無理強いすることは出来ない。奉仕

精神といっても職員の家庭生活を犠牲にするものではない。

．おわりに

住民には本当にガバナンスの担い手としての施策や意思表示の舞台が設定されているであ

ろうか。住民主権を実現していく具体的な施策とはどのようなものであろうか。思い込みや

先入観で言われていることも多いが、それが実効力のある住民のガバナンスをもたらすであ

ろうか。与えられた構図が住民の実質的なガバナンスを保障するものであろうか。女性の住

民に対して議員や委員になりうる制度的、組織的な工夫がなされているであろうか。ジェン

ダー視点からの検討も大切である。ガバナンス構造にジェンダー的なバイアスがないであろ

うか。これらを形式論で論じて終わっているが、ジェンダー・コンフリクトが隠されていな

いであろうか。住民本位のガバナンスとは、広範囲にわたるジェンダーバイアスの克服であ

る。統制型のガバナンスから合意型統治には、点検すべきことが多い。

行政改革にはガバナンス改革が必要ではあるが、理念や価値にかかわるガバナンスの改革

には時間がかかり、中長期の視点が大切である。住民は個々の案件については関心が高くと

も、行政のガバナンスについては関心が低く、行政の理念や価値を論じる機会もきわめて少

ない。首長と直接対話するタウン・ミーティングにおいても、ガバナンスが論じられること

もなく、フォーラムにしても同じことが生じよう。ガバナンスは住民にとって重要な舵取り

だけに、ここを徹底的に論じないと行政改革も小手先のことに終わり、若干の歳出削減で良

いとされてしまう。それゆえ住民にとっても行政のガバナンスのあり方を問うことが大切で

ある。そこを抜きにしては行政の枠組みは変わらない。住民本位のガバナンスにしても、そ

れはスローガンに終わり、実行可能性の低いものにしてしまう。ここが自治体のガバナンス

論の不思議さである。

現実にガバナンスを担う行政職員も、行政経営的センスをもってマネジメントを担うべく

専門的知識や能力を磨き、現場の職員も職務権限を活かして環境に適合した意思決定を内発

的動機づけのもとで行うことが大切である。その貢献を行政組織が評価して認めてこそ（人

事評価マニュアルを超えて）、職員は仕事への励みを高め、それが長期にわたって持続す

る。

）曽野綾子 人間にとって成熟とは何か 幻冬舎、 年。
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