
 1 

公務員意識改革のブレイクスルー 

－組織文化変革のダイナミクス－  

 

高崎経済大学大学院  地域政策研究科  

 博士前期課程  地域政策専攻  多田  稔  

 

Ⅰ  はじめに  

 

１  時代の流れと研究テーマ の関係  

2000 年 4 月 1 日に地方分権一括法が施行され、国と地方自治体は上下関係

ではなく、対等な関係と位置付けられた。 2004 年の地方公務員法の改正では、

「研修に関する基本的な方針」を定めることが地方自治体の責務とされ、多く

の自治体で自治省 (平成 9 年当時 )が定めた「地方自治・新時代における人材育

成基本方針策定指針について」等を参考に、「人材育成に関する計画」が策定さ

れた。平成 18 年度版「地方財政白書」では、「地方分権の進展等に対応した質

の高い行政サービスを効率的・安定的に提供するために、職員の意識改革を進

め る と と も に 、 時 代 の 変 化 に 対 応 し 新 た な 課 題 に 適 切 に 対 処 で き る 人 材 の 育

成 ･確保が必要である。」と述べている。ここでは、地方分権に対応した質の高

い行政サービスを地方自治体が効率的・安定的に供給するには、現在の地方公

務員の「意識改革」を行う必要があると指摘している。  

 このように自治体職員の意識改革の必要性が叫ばれているが、自治体ではあ

いかわらず旧態依然とした仕事のやり方や、考え方の職員は多く存在する。自

治体における制度を改革しても、実際に仕事を行っている職員の意識が変わら

ないので、従来の判断・行動パターンが続いてしまうのである。それゆえ自治

体の行政改革大綱や、人材育成計画では、職員の「意識改革」が大きなテーマ

となっている。本稿では、地方公務員の意識改革が進まない構造的な問題を明

らかにし、その改善策を提示することにより、自治体職員の意識改革に寄与し

たい。また、これを通じて自治体の行政改革に貢献することを目的とする。  
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２  为要な概念について  

 为要な概念について定義する。  

 

意識改革  

金井（ 2002ｂ）は、 ｢組織の変革は、個人の発想や行動の変化と結びつかな

いと話にならない ｣と指摘している。行政改革における職員の「意識改革」の意

味が、もし、職員の頭の中だけの改革に限るとしたら具体的な変化にはつなが

らない。自治体における「意識改革」とは、職員の実際の言説や行動の変化に

まで結びついていなければ意味がないのである。したがって、本論における「意

識改革」の意味は、「価値観・認識・思考様式のような精神活動の変革に伴い、

その人の言説や行動までも含めて大きく変化し、他人が明らかに従来と異なる

と認識できる状態にまで改めること」とする。ただし、「行動の変化が生じたと

しても、それが人まねや様子見などの一時的なものではなく、本人の価値観等

の変化に伴う行動の変化であり、時間が経過しても従前の行動や言動に戻らな

い変革」と限定する。  

 

キャリア・デザイン  

金井 (2002ａ )は、「キャリアとは、簡単に言うと長期的な仕事生活のあり方に

対して見出す意味づけやパターンのこと」であり、「キャリア・デザイン」とは、

「キャリアの道筋を選び取ること」－と述べている。本稿における「キャリア」

と「キャリア・デザイン」の意味は、特に断らない限り金井と同意とする。  

 

自立と自律   

 高橋（ 2001）の使用する、広義の「自立」とは、自立と自律の両方の意味を

持つ。狭義の「自立」とは、仕事上の WHAT(課題設定 )・HOW(方法論 )・DO(実

施 )・ CHECK(検証 )の４つのフェーズのうち、一番重要な、 WHAT を自らつく

り出し、生み出し続けることができることを意味する。そして狭義の「自律」

とは、何をなすべきかという問題発見や課題設定の構築だけでなく、それを誰

がいつまでにどのように行うかという方法論に分解し、実際に実施し、その結

果を検証して、次の WHAT へつなげ、自らサイクルをまわしていけることを意
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味する。したがって、自律組織とは、自立的に WHAT を構築し、自律的にサイ

クルをまわしていける組織を意味する。  

 地方分権後の自治体及び自治体職員には、自ら地域の課題を発見し、解決方

法を考え、事業を実施し、結果を検証し、次の課題発見へとつなげていくこと

が求められている。高橋の使用する、狭義の「自立」と「自律」の両方が求め

られているのである。したがって本稿では、高橋の使用法に習い、特に断らな

い限り「自立」は二つの狭義の意味を併せ持つ、広義の自立の意とする。  

 

３  研究の流れ  

 次章では先行研究のレビューを行い、本稿の理論的枠組みを明らかにし、仮

説モデルを提示する。Ⅲ章では、仮説を検証するためのリサーチ ･クエスチョン

を立て、その調査方法について説明する。Ⅳ章では、調査結果と資料の分析を

行う。Ⅴ章では、分析結果のうち特定の部分に焦点を当て、発見事実から一般

論を考察する。Ⅵ章では、最終結論を導くこととする。  

 

４  結論の概要    

地方公務員の意識改革が進まない職員レベルの原因は、仕事に対する自立性

を高めるために必要な「キャリア・デザイン」の意識が欠けていることにある。

対策として、組織は職員がキャリア・デザインしやすい環境を整えることが必

要だ。  

組織レベルの原因は、部課長層に年功序列時代と同様な立場と価値観が温存

されていることにより、部下の判断・行動が変わらないという構造 があること。

即ち、いったん部課長になると自ら降格希望する場合を除き、定年退職以外に

ポストをはずされる心配がない。また、前任者が退職しないとポストが空かな

いため、必然的に部課長に就く者は退職目前の者が多くなる。結局、部課長層

の年齢に対する組織上の立場は年功序列を維持しており、その価値観も退職目

前の意識を反映して「大過なく」となる。部下は上司の価値観を基準に判断・

行動するため、結果として職員の ｢意識改革 ｣が進まないのである。  

この構造を変えるには、①部課長ポストは年功序列でなく能力により選抜す

る。（そのために部課長の定年退職を待つだけでなく、一定割合を制度として入
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れ替え、ポストの競争と新陳代謝を担保する）②部課長の立場を変えることに

より、彼らの価値観を「大過なく」から「挑戦・成果」等に変える。③上司の

評価基準を変えることにより、部下の判断・行動を変える。－以上の手順が必

要である。  
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Ⅱ  文献レビューと仮説  

 

１  組織文化論  

 Ｅ・Ｈ・シャイン（ 1989）は文化を、個人や集団の行動、認識方法、思考パ

ターン、価値観を決定する強力で潜在的な一連の力と考えている。特に組織に

とっては、文化的要素が、経営の戦略、目標、業務方針などを決定するので、

リーダーにとって真に重要な唯一の仕事は、文化を創造し、管理することだと

为張している。シャインは文化を次のように定義する。  

    「ある特定のグループが外部への適応や内部統合の問題に対処する際 に

学習した、グループ自身によって、創られ、発見され、または、発展させ

られた基本的仮定のパターン－それはよく機能して有効と認められ、した

がって、新しいメンバーに、そうした問題に関しての知覚、思考、感覚の

正しい方法として教え込まれる。」  

     また、シャイン (2004)は文化には、非常に可視的なものから、暗黙の目に見

えないものまで、次のように３つのレベルがあると为張する。  

      

     レベル 1 は、文物 (人工物 )である。これらは建物や、メンバーの明白な行動

パターンなどであり、部外者にも容易に観察できるもの。レベル２は、標榜さ

れている価値観。グループ内で共有されている「どうあるべきか」という感覚

を反映している。しかし、ある組織の为要な信奉された価値を書き上げても、
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相互に矛盾していたり、観察される行動と一致しないこともある。それはより

深いレベルの思考・認識が顕在的な行動を駆り立てているからだとシャインは

为張する。レベル３は、背後に潜む基本的な仮定である。これは組織の中で繰

り返し有効に機能した信念や価値観が、組織の歴史の中でグループ員に共有さ

れ、当たり前のこととなり、組織の中では 、そのような価値観が ｢世の中の常

識 ｣となり、成功を収めるための「暗黙の仮定」となるのである。 このような

仮定は、繰り返し機能するため、いつか、当然のことと考えられ、やがて意識

にものぼらなくなる。  

シャインが「基本的仮定」を定義した意味では、あまりにも当然のこととみ

なされるため、ある一つの文化的単位の中では、ほとんどヴァリエーションを

持つことがない。基本的仮定があるグループ内で強く保持されれば、そのメン

バーは、他の前提に立った行動など想像もできないのである。このレベル３の

基本的仮定が、レベル２の価値観や、レベル１の顕在的な行動などを規定して

いるのである。  

｢組織文化 ｣と似た概念で「組織風土」や ｢企業哲学 ｣などがある が、シャイン

(1989)は ｢組織文化 ｣とこれらのコンセプトを混同してはならないと述べている。

なぜなら文化はこれらのものより一段下の層で機能しているもので、これらの

ものを決定する上で大きな力を振るうからだ。  

以上が、シャインの为張する組織文化の機能と、レベルの 3 層構造である。

地方自治体において制度改正により成果为義を導入し、スローガンとして顧客

为義やスピード対応などを掲げても、なかなか実際の行動が改善しない現状を

考慮すると、シャインの为張する組織文化論の 3 層構造を使用して分析するこ

とが有効と考えられる。つまり、自治体においてレベル 1 に該当する制度やス

ローガンなどを改めても、レベル２の価値観、あるいはレベル 3 の基本的仮定

が改まらないため、職員の行動が変化しない可能性が考えられるのだ。  

 

２  キャリア・デザイン   

 横浜市の ｢職員仕事満足度調査」（平成十七年十二月公表） では、仕事を通じ

た自己変革については、79％の職員が ｢市役所の職員として誇りと使命感を感じ

る」、75％の職員が「仕事を通じて成長している」、69％の職員が ｢仕事にやりが
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いや意欲を感じている」、 66％の職員が ｢市民満足度向上に貢献できている」と

回答し、多くの職員が仕事を通じて自己実現を図っていると答えている。多く

の職員が仕事を通じて自分の成長や満足感を感じており、職員の仕事に対する

意識改革には、｢キャリア・デザイン」の概念からのアプローチが有効と考えら

れる。職員に ｢キャリア・デザイン ｣の概念を理解させることで、より積極的な

仕事への取組や自分の将来構想が描けるようになるのではないだろうか。  

   筆者のヒアリング調査 (2006)において 横浜市の担当者は、「市職員において

も最近の若い世代は、『その組織に勤めることで、エンプロイアビリティがどう

高まるか、キャリアにどうプラスに働くか』を考える傾向が強い。」と語ってい

る。組織の側がキャリア・デザインの概念を教えるというより、すでに若い世

代は ｢キャリア・デザイン」に基づいた行動をとっているのである。報道によれ

ば国の 20 代、 30 代の若手官僚の流出が増えてきている。若い世代の「キャリ

ア・ディベロップメント」に対する期待に早急に応えていかなくては「キャリ

ア意識」の高い人材ほど組織外へ流出してしまう恐れがある。       

地方分権法が成立するまでの地方自治体は、「中央集権」の基本的仮定（シ

ャインの文化レベル３）の上に成立していた。そのため地方自治体職員には、

言われたことを正しく行うというコンピテンシーが強く求められてきた。職

員は、終身雇用と年功序列に身をゆだね、一生組織に面倒を見てもらう代わ

りに、仕事の意味や、何をやりたいかなど 深く考えず、ひたすら言われたこ

とをやる、という意識であったと考えられるので、これまで ｢キャリア ｣は組

織に丸投げ・「キャリア・デザイン」は空白状態だったと言えよう。  

 しかし、時代は中央集権から地方分権へと変わり、地方自治体にとっては、

存在基盤の大変革、まさしく地殻変動が起こったのだ。行政課題は国が見つ

けてくれるのではなく、自治体自身が、そして職員自身が見つけなくてはな

らなくなった。それに対応するために、自立型組織と、自立型職員が求めら

れているのである。多くの自治体で組織体制はピラミッド型からフラット組

織へ変わりつつある。しかし、高橋 (2001)によれば、見かけの組織図の階層

をいくら減らしても、職員が自立していなければ、本当の意味でのフラット

組織ではない。  

では、職員の自立とは何か。地方分権という新たな基本的仮定から求めら
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れる自治体組織と職員の関係は、組織丸抱えの従属関係ではなく、自立した

職員と組織の対等の関係であろう。個人が組織と対等関係となり、为体的に

仕事に取り組もうとするならば、シャインの文化レベル２の ｢価値観」の層

において、「個人にとって仕事とは何か」という問 いが生じるはずだ。この

新たに個人に与えられた課題について考えることが「キャリア・デザイン」

なのである。  

整理すると、自治体において「中央集権」から「地方分権」へと「基本的

仮定」（シャインの文化レベル３）の一部が変化。それを受けて地方自治体

は、「文物（人工物）」（文化レベル１）にあたる、組織制度改正や、マネジ

メントツールとして目標管理制度などを導入。しかし、中間レベルの ｢標榜

されている価値観」において、職員の自立を支えるはずの「キャリア・デザ

イン」が職員の意識に欠けているため、制度は変わったが、職員意識は旧態

依然のまま－という構図が予想されるのである。  

これ以外にも職員が意識改革できない理由はあるだろうが、職員の意識に

「キャリア・デザイン」が欠けていることの影響は大きいと考える。なぜな

ら、これなしでは中央集権時代のように、言われたことをやるだけの意識の

ままだからだ。また、「自分にとっての仕事の意味を考えること」つまり「キ

ャリア・デザイン」の概念は、価値観が変化したというより、職員にとって

従来の価値観の中で「空白」だった部分と考えられるので、公務員にとって

は、欠けているという認識を持つことさえ困難なようである。なぜなら、公

務員のキャリア研修の場では、「公務員は自分で異動先や仕事内容を決めら

れないのに、なぜキャリア研修する必要があるのか？」という質問が出 てく

るからだ。  

 

３  モチベーション  

３．１  外発的意欲づけと内発的意欲づけ  

人が働く場合なんらかの動機が必要である。古川（ 1990）は、モチベーシ

ョンを「外発的意欲づけ」と ｢内発的意欲づけ」に分 けている。組織が人的

資源管理として職員のやる気を高めるために行うのが、「外発的 意欲づけ」

であり、給与、ボーナス、昇進 ･昇格、評価、激励、援助などが該当 する。
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逆に、労働者個人の内面の問題として、｢内発的動機づけ」がある。これは、

個人の内側に自発的に生まれる力で、目標、そしてそれに至るための、活動

そのものの魅力に引き付けられて発生するものと定義されている。趣味の活

動やボランティアに熱中するケースなどが該当する。  

現在自治体において、成果为義の導入やボーナスの格差支給など、「外発

的意欲づけ」が行われているが、職員の意識改革は進んでいない。  

 

３．２  キャリア・デザインとモチベーション  

先に、自治体職員が意識改革し自立するためには キャリア･デザインが必

要であることを述べたが、ここでキャリア・デザインとモチベーションの関

係を考察したい。従来、中央集権下の自治体職員は「言われたことをやる」

という職業意識であったならば、特別なモチベーションを持たなくてもすん

だと考えられる。しかし、地方分権となった現在、自治体職員は自分達で課

題を見つけ、取り組むことが要請される。自治体では評価制度や成果为義な

どが導入され、組織から職員に対し「外発的意欲づけ」がなされても、職員

の心の内に、「仕事に対する自発的なモチベーション」、すなわち、古川の言

うところの ｢内発的意欲づけ」が欠けていたとしたら、 なかなか従来の考え

方や行動は、変えられないのではないだろうか。  

シャイン (2003)は、各人が自分のキャリアを意識するため、３つの問いを

投げかけている。  

１  自分の才能、強み、弱みは何か。  

２  自分は何がしたいのか。人生の目標は何か。  

３  自分にとっての価値とは何か。何が判断基準か。  

職員が「内発的意欲づけ」を持つためには、まず一人一人の職員が「キャ

リア・デザイン」を意識し、自分にとって仕事の意義を見つけることから始

める必要があるだろう。  

高橋（ 2003）は、次のようにキャリアについて「外的基準」と「内的基準」

を提唱している。「外的基準」とは、自分の外にある基準で、社内の出世度

や報酬などだ。横浜市の人事担当者の回答にあったように、どれだけ他の組

織でも通用するかという、エンプロイアビリティーの高さも「外的基準」に
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該当する。一方、「内的基準」とは、自分の中にある物指しであり、当然一

人一人異なっている。  

高橋は内的基準を４つの要素に分けた。第１、自分の価値観と仕事の目的

(組織の目標 )とのマッチング。どんな仕事にも目的や意味があ る。それが、

自分の価値観と合致し、その仕事自体に意味が感じられるかという問題。第

２、仕事で発揮している能力と自分の動機とのマッチング。高橋の言う動機

とは、自分の内側から湧き上がり、その人を突き動かすドライブになるもの

だ。第３、成果に結びつく能力が発揮できているか。有能感を持つことがで

きれば、その仕事は非常にやりがいが感じられるはずだ。第４、仕事に興味

が持てるか。ただし、尐ない社会経験の中で、たまたま興味を持った分野に

拘泥すると、自分のキャリアを狭めてしまう。  

高橋は「キャリア・アップ」について次のように述べている。内的基準で

キャリアを見た場合、内的基準は一人一人異なるため、他人との勝ち負けは

問題にならない。「キャリア・アップ」という言葉は、外的基準ではわかり

やすいが、内的基準ではわかりにくい。内的基準で言うならば、「キャリア・

アップ」というより、「自分らしいキャリアの実現」という言葉のほうが適

している。－以上が、高橋の为張である。  

古川・シャイン・高橋の説から考察すると、今の時代に組織に求められる

のは、成果为義など外的基準を意識するだけでなく、職員が内的基準による

満足を高められるように仕組みを整えることであろう。一人一人が労働者と

して、自分の内面を見つめ、自分にとっての仕事の意味を考え、自分の内的

基準に合致したキャリア ･デザインを考える時、仕事に対して自分が为役と

なり、自立につながるのではないだろうか。  

 

４  組織経営としての人材マネジメント   

   人材マネジメント（ Human Resource Management）とは、単純に言えば、

組織の理念、そして目標達成のために、組織の戦略にあわせて、人的資源を

どのように管理するかという概念である。平成 18 年度地方財政白書でも述

べているように自治体の行政改革を成功させるためには、職員の意識改革が

必須であり、これを経営課題の一つとして認識するならば、すなわち組織に
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おける人材マネジメントの問題としても捉えることができる。下図は、高橋

（ 2006）による人材マネジメントの要素を、筆者が整理したものである。  

 

この分類を自治体にあてはめると、短期課題とは、各職場において課長等 が目

標管理や、成果为義、コンピテンシーなどのツールを用いて、目の前の組織

や職員をどのように管理するかという課題である。それぞれの職場は、それ

ぞれの管理職によって、組織の目標達成に向けて適切に統制・コントロール

されており、それを行うことが管理職の中心的な業務なのである。管理職は

組織マネジメントにおける为役である。  

次に、長期的課題とは、人材フローマネジメントである。つまり、人材の

採用・配置・育成・代謝（退職）のマネジメントである。これらのうち、「育

成」は各職場において管理職が取り組むべき課題であり、「採用」「配置」「代

謝」を行うのは人事課セクションの仕事である。しかし、詳細に 考えてみる

と「配置」については、これを「人事異動」又は「昇進・昇格」として考え

るならば、採用時の配置を除いて、総務省の調査によれば各所属における課

長等の管理職による人事評価の結果が、｢配置 ｣を決める際の重要な要素であ

る (注１ )。個々の職員にとって、「異動」や「昇進・昇格」は仕事に取り組

む上で、重要な関心事であるので、課長の評価による影響は大きい。また、

この影響力を行使できる権限を背景に、課長等の管理職は部下に対して、管

理・統制を行えるのだとも考えられるだろう。  

最後に、報酬マネジメントについては、従来自治体では、年功序列制によ

り同一年齢・同一年次採用であれば基本的に給与は同じであった。しかし、
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近年成果为義の導入が進み、給与やボーナスに差をつける動きが広がってい

る。報酬は、課長等の管理職による勤務評定の結果により職員の報酬額が決

定されるので、課長等により適切な評価が行われることが何よりも肝要であ

る。  

以上、自治体の人材マネジメントにおいては、組織マネジメント、人材フ

ローマネジメント、報酬マネジメントのいずれの要素においても、課長等管

理職の役割は、当然のことながら極めて重要であり、課長等は組織における

人材マネジメントの要であることが確認できた。  

 

５  システム思考   

 ピーター・センゲ（ 1995・ 2003）は、すべての組織は「システム」であると

捉えている。システムとは、ひとつの「全体」として認識されるものであり、

これを構成する要素は、時間の経過に伴って絶えず影響を及ぼしあいながら共

通の目的に向かって働くという意味で密接につながっているという。システム

思考における「構造」とは、システムの为要な構成要素間の相互関係のパター

ンのことである。システムの構造は必ずしも意識的につくられたものとは限ら

ない。組織の時間の経過ごとに、いろいろな人が意識的・無意識的に行う選択

によりつくられるものなのである。  

 センゲは、システムにおける問題を解決するには「出来事」よりも、潜在す

る「構造」を見ようとすることが解決の出発点である と为張する。問題を一場

面としてではなく、プロセスとして捉えることが大切 なのだ。ほとんどの人は、

目につきやすく取り組みやすい、組織の機構や、制度の改革などのハード面の

対処療法を好みがちだが、これらのやり方は一時的な改善でしかなく、本質的

な原因はなんら解決されないため、後に、もっと悪くなった状況が出現する。

彼はこの状況を「システムは押せば押すほど強く押し返 す 」と表現している。 

問題解決時に、システム思考において重要なのは 、 レバレッジの原則だ。構

造のどこに働きかけ、どこを変えれば、決定的かつ持続的な改善へとつながる

かを把握することが重要である。効果が現れるのに時間はかかるが、些細でも、

的を射た行動こそ最良の結果を生む。ただ一つ問題なのは、変化を生む効果的

な作用点は、システムのほとんどのメンバーには、きわめて見えにくい点であ
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る。  

システムの「モデル構築」を行うには、自分が納得できて、論理的に一貫性

があり、なぜそのシステムが問題を生み出しているのかを説明することができ

る理論や仮説をつくる必要があるという。すべてのシステム図には、「拡張循環」

と「平衡循環」という 2 つの基本的な構成要素がある。｢拡張循環 ｣は、指数関

数的な成長又は衰退を生み出し、時間とともに爆発的な力となる。一方 ｢平衡循

環 ｣は、抵抗する力を生み出し、その力がゆくゆくは成長を制限する。しかしそ

れは、問題を調整し、システムの安定性ならびに均衡を保つメカニズムでもあ

る。｢平衡循環 ｣には必ず何らかのターゲットがある。ターゲットとはシステム

内のさまざまな力によって暗黙のうちに定め られていることの多い「制約」で

ある。システムの現状と、暗黙のターゲットが一致していないときは、実際の

行動とターゲットとのギャップが、何らかのプレッシャーを必ず生み出す。そ

れはあたかもシステム自体に、｢物事はかくあるべし ｣という自覚があって、あ

らゆる手を尽くしてシステムをその状態に保とうとしているか のよう である。 

以上が、センゲのシステム論である。バブル経済の頃とくらべ、自治体にお

いては、これほど財政状況や人事評価制度等が変わったのに、なぜ公務員の意

識改革が進まないのだろうか。制度等を改正し、行動指針などを定めても、職

員の意識改革が進展しない状況は、まさにセンゲの言う「システムは、押せば

押すほど強く押し返す」状況のように思える。自治体の経営をシステムとして

捉えた場合、システムの中に変化を否定する「暗黙のうちに定められたターゲ

ット」が存在し、それが平衡循環として ｢意識改革 ｣という変化を阻止する 構造

があるからではないだろうか。職員は、従来の思考や行動パターンを続けても、

今のシステムの中で、困らないからこそ続けているのではないだろうか。この

ようにセンゲの理論を用いて、「自治体における職員の意識改革が進まない」と

いう問題構造をシステムとして分析することは、有効と考える。  

 

６  トランジション  

 筆者の意図する ｢意識改革 ｣が、最終的には職員の言説や行動の変革まで含む

ものであっても、その変化の第一歩は職員の意識レベルにおける変化に違いな

い。では、職員が組織文化の中で当然と考える価値観のレベルや、もっと深い
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文化レベルである、あまりに当たり前すぎて意識できないような基本的仮定に

おける意識の変化はどのようにして生じるのだろうか。Ｗ．ブリッジズ（ 1994）

は、下図のように人生には転機（トランジション）のサイクルがあり、そして

その中に３つのステップがあることを見つけた。  

 

移行の第１のステップは、「終わり」である。ずっと慣れ親しんできたやり方

が、もう終わったと、深く実感する段階だ。今まで信じてきた世界が、もはや

現実ではないと気づく覚醒の段階であり、精神的な通過儀礼としての ｢死 ｣の体

験である。  

第２のステップは、「ニュートラル・ゾーン」である。かつてのアイデンティ

ティをはぎとられ、一時的な空白・喪失の世界をさまよう。失われた自分を再

生するには、形をなさない原初的エネルギーの世界に立ち戻るしかない。ニュ

ートラル・ゾーンは、我々が求めている自己再生の唯一の源泉なのである。そ

こでは本当に自分が望んでいることは何か、内的な再方向づけが行われる。  

第３のステップは「始まり」である。「終わり」と「中立ゾーン」をしっかり

と経た上で、それとなく印象に残らない形で始まる。真の ｢始まり ｣は、外的な

変換というよりも、内なる再統合に基づいている。なぜなら自分の深い願望と

結びつくとき、我々は強く動機付けられるからである。  

新しい ｢始まり ｣を望む時に自分のどこかで抵抗が起きる。こうした動揺の原

因は、それまでわれわれの安全を守ってきた古いやり方が、新しい変化によっ

て破壊されるのではないかという恐怖心なのだ。本当の願望に基づいて行動す
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るということは、「世界にたった一人しかいない私という人間が、ここにいる」

と宣言することである。それは深い意味において、われわれが自分自身になる

ことでもある。  

 以上がブリッジズの理論である。組織が職員に ｢意識改革 ｣という転機を迫る

には、ステップの１番目として「終わり」を実感させなくてはならない。自分

の慣れ親しんできたなにかが終わってしまったのだと実感できなければ、今ま

でのやり方を続けるだけで、転機は生まれない。だとすれば、組織として今ま

でのやり方を許容してはならないのだ。制度として、あるいは非公式な組織文

化として、今までの考え方や行動を拒否できなければ 、「意識改革」が生まれ

るための転機は生じないのである。  

 

７  仮説  

７．１  地方公務員の意識構造（個人レベルの課題）  

地方自治体において制度改正により成果为義を導入し、スローガンとして顧

客为義やスピード対応などを掲げても、なかなか実際の行動が改善しない現状

を考慮すると、シャインの文化 3 層構造により分析することが有効と考えられ

る。自治体に おいては 、「中央集権」から「地方分権」へ と「基本的仮定」の

一部が変化。それを受けて地方自治体は、レベル 1 の「文物（人工物）」にあ

たる、組織制度改正や、マネジメントツールとして目標管理制度などを導入。

しかし、中間のレベル 2 の ｢価値観」において、職員の自立を支えるはずの「キ

ャリア・デザイン」が職員の意識に欠けているため、制度は変わったが、職員

意識は旧態依然のまま－という構造が予想されるのである。  

他にも意識改革が進まない原因はあるかもしれないが、職員の意識に「キャ

リア・デザイン」が欠けていることの影響は大きいと考える。なぜなら、これ

なしでは、中央集権時代のように、「言われたことをやる」という意識のままだ

からだ。また、「自分にとっての仕事の意味を考えること」つまり「キャリア・

デザイン」の概念は、価値観が変化したというより、職員にとって従来の価値

観の中で「空白」だった部分と考えられるので、公務員にとっては、欠けてい

るという認識を持つことさえ困難なようである。なぜなら、公務員のキャリア

研修の場では、「公務員は自分で異動先や仕事内容を決められないのに、なぜキ
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ャリア研修する必要があるのか？」という質問が出てくるのである。  

現在自治体において、成果为義の導入や給与の差別化など、「外発的意欲づけ」

が行われているが、職員の意識改革は進んでいない。そうであるなら組織に求

められるのは「内発的動機付け」にも注目し、職員の内的基準による満足を高

められるように仕組みを整えることだろう。一人一人が労働者として、自分の

内面を見つめ、自分にとっての仕事の意義を考え、自分の内的基準に合致した

キャリア ･デザインを考える時、仕事に対して自分が为役となり、仕事に対する

自立につながるのではないだろうか。  

以上のことから、地方公務員がこれまでおかれていた過去の文化的状況、そ

してこれからの望ましい未来の文化的状況、さらに、その両者に挟まれ過渡期

に立たされている職員意識の現状について、仮説図 1「地方公務員の意識構造

ａ」を提示する。（論文末に添付）  

 

７．２  意識改革のダイヤモンド（組織レベルの課題）  

バブル経済の頃とくらべ、自治体においてこれほど財政状況や人事評価制度

等が変わったのに、なぜ公務員の意識改革が進まないのだろうか。制度等を改

正し、行動指針などを定めても、職員の意識改革が進展しない状況は、まさに

センゲの言う「システムは、押せば押すほど強く押し返す」状況のよう である。  

自治体の人材マネジメントにおいては、組織マネジメ ント、人材フローマネ

ジメント、報酬マネジメントのいずれの要素においても、課長等管理職の役割

は、当然のことながら極めて重要であり、課長等は組織における人材マネジメ

ントの要である。また、シャインによれば、リーダーにとって真に重要な唯一

の仕事は、文化を創造し、管理することである。現在のシステムがうまく機能

しおらず、しかもその状態が改善されないのは、組織の「要」部分、つまり課

長等の管理職がうまく機能していないからではないかと推測される。  

センゲは、システムの中に変化を否定する「暗黙のうちに定められたターゲ

ット」が存在すると、それが平衡循環として働き、変化を阻止する という。自

治体の経営をシステムとして考えた場合、組織経営の要である課長等の管理職

が、なんらかの「暗黙のうちに定められたターゲット」 を持っており 、 ｢意識

改革 ｣という変化を阻止する構造がある からではないだろうか。職員の意識改
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革を押しとどめる ｢ターゲット ｣とは、管理職が持ち続けている価値観に違いな

い。それは、管理職自身の立場を反映したもの、つまり退職を目前にして「何

事も大過なくやりすごしたい」という気持ちではないだろうか。定年を指折り

待つ日々の中で、管理職が「大過なく」という価値観を強く持っているならば、

新しい仕事に積極的にチャレンジしたり、既得権益団体をばっさり切り捨てる

などの荒治療には取り組もうとはしないだろう。そして職員は、どのように行

動すれば管理職から高い評価を得られるか管理職の価値観を推し量りながら判

断・行動しているのだ。組織の表の目標として、いくら「チャレンジ」、｢成果 ｣

など掲げても、実際に職員を評価する管理職の価値観が「大過なく」であり続

けるからこそ、職員の意識改革は起こらず、従来の思考や行動パターンを続け

ているのではないだろうか。  

定年を目前にした管理職の胸のうちは、「無事定年を迎えたい」という気持ち

が強く働いていると考えられる。その気持を反映して仕事に取り組む際の価値

観は、「大過なく」 (無謬性 )となるであろう。図４の左側のフローは組織におい

て意識改革を進めようとする拡大循環である。右側はそれをとどめようとする

管理職による平衡循環である。管理職の役割は職員の意識改革を進めるべき立

場なので、一見矛盾しているように思える。しかし、管理職の置かれた立場は

定年目前であり、心の目標が「無事定年」を迎えることであるなら、仕事に取

り組む際の判断基準は、｢大過なく（無謬性）｣となる。部下の行動をこの基準

で照らしたとき、議員ともめたり、既得権益団体をばっさり切り捨てるなどの

荒治療には取り組もうとはしないだろう。このような流れが、職員の「意識改

革」を阻害していると考えられるのだ。  
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筆者の意図する ｢意識改革 ｣が、最終的には職員の言説や行動の変革まで含む

ものであっても、その変化の第一歩は、職員の意識レベルにおける変化に違い

ない。シャインは３つの文化レベルを示しているが、職員が組織文化の中で当

然と考える価値観のレベルや、もっと深い文化レベルにある、あまりに当たり

前 す ぎ て 意 識 で き な い よ う な 基 本 的 仮 定 に お け る 意 識 の 変 化 は ど の よ う に 生

じるのだろうか。  

人が転機を迎えるには、ブリッジズによれば、ステップの１番目として、そ

れまでのやり方の「終わり」を実感させなくては、変化は始まらない。自分の

慣れ親しんできた何かが終わってしまったのだと実感できなければ、今までの

やり方を続けるだけであり、転機は生まれない。だとすれば、組織が職員に ｢意

識改革 ｣という 転機を迫るには、 組織として今までのやり方を許容してはなら

ないのだ。制度として、あるいは非公式な組織文化として、今までの考え方や

行動を拒否できなければ「意識改革」が生まれるための転機は生じないのであ

る。  

以上のことから、現状の組織（システム）において旧価値観が肯定されてし

まう流れと、その改善策についての概念モデルを、仮説図 2「意識改革のダイ

ヤモンド」として提示する。（論文末に添付）  
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Ⅲ  リサーチ・クエスチョンと調査方法  

 

１  リサーチ・クエスチョン  

クエスチョン１（以下「Ｑ－１」と表記する）  

仮説１では、シャインの３つの文化レベルに基づき、過去の組織文化、未来

の組織文化、そしてその過渡期にある現在の職員の意識について、構造モデル

を示した。過去の組織においては職員にキャリア・デザインの意識が欠けてい

たことは、職員の意識調査により把握することが可能と考えられる。また、各

自治体のキャリア・デザインに対する必要性の認識は、人材育成計画や、人材

育成施策を調査することで把握できるだろう。最後にこれらの資料を仮説図 1

と対比・考察することで、その妥当性を検証できるものと考える。以上、自治

体職員の意識、自治体の人材育成計画、自治体の人材育成施策について調査す

る。  

 

クエスチョン２（以下「Ｑ－２」と表記する）  

 仮説図２における管理職の価値観については、職員の意識調査の中にその弊

害を指摘する意見が確認できるのではないだろうか。また、管理職の資質によ

り職員の意識改革が進まないのだとすれば、管理職の質を向上させるために、

課長昇進時の評価は、よりシビアな方向に変化しているのではないだろうか。

また、課長と部長の関係についても、部下と上司の関係があてはまるので、課

長職を指揮・監督する部長に対しても、組織の評価は厳しくなりつつあるので

はないだろうか。管理職の年功序列的な立場については、法令・制度等により

昇進 ･降格の状況が確認できるだろう。以上、課長の価値観、課長昇進時の評価

状況、部課長への評価状況、課長の立場について調査する。  

 

２  調査方法  

調査対象団体の選定  

すべての自治体を調査対象にすると数が膨大であること、職員数等の規模に

差が大きいことを考慮して、自治体の規模を限定して調査を実施した。具体的
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には、筆者は県庁職員であるため、研究結果を仕事に生かす目的もあり、政令

指定都市 15、都道府県庁 47、計 62 団体を対象とした。  

 

職員意識の調査  

  次の理由から独自調査は行わず、各自治体が行った職員の意識調査に関する

資料を入手して分析することとした。なお、職員意識の調査については、入手

した資料をＱ－１とＱ－２の両方に使用する。  

・  ひとつの自治体だけでも数万人の職員が在籍するケースもあり、個人で調査

を行うには手間と経費が膨大で現実的ではない。  

・  各自治体が独自に行った職員の意識調査の回答率を見ると、人事担当部署が

行った調査にもかかわらず、回答率がわずかに 11％程度のケースもあり、

部外者が依頼しても有意な回答率が期待できない。  

・  総務省の調査によると、平成 17 年４月１日現在、人材育成計画を策定して

いる団体は、都道府県で 47 団体中 44 団体、政令指定都市では 14 団体中 12

団体である。計画策定に伴い 意識調査がすでに実施されている団体もあり、

入手が期待できる。  

 

人材育成計画  

・  人材育成計画は、各自治体から入手し分析する。  

 

実施施策調査、勤務評定の調査、昇格要件の調査  

・  該当団体へ調査票を送付し、回収する 。  

その他、既存資料について (法・制度等 ) 

・  管理職層の年齢による立場は、年功序列時と同様に 制度的に肯定されてい

る問題については、法令、自治体の評価制度、降格制度、退職制度につい

て、書籍 ･自治体ホームページ等の既存資料を活用し分析する 。  

 

３  調査の実施状況  

職員意識調査、及び人材育成計画  

・  調査方法  全政令指定都市および都道府県庁に返信用封筒を同封した依頼  
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文を郵送し、資料提供の依頼を行い、回収。  

・  調査期間  平成 18 年８月～９月 20 日（意識調査は過去５年間に限定）  

・  対   象  政令指定都市  15 市、都道府県 47 団体  合計 62 団体  

・  回  収  率  人材育成計画  28 団体 45． 2％、  意識調査 10 団体 16． 1％  

・  調査内容  各団体が作成した「人材育成計画」及び、各団体が過去５年以内  

に行った「職員の仕事に対する意識に関する調査」の資料提供依  

頼を行い、回収した。  

 

職員の意識改革を図る諸施策等について  

・  調査方法  全政令指定都市および都道府県庁に返信用封筒を同封したアン   

 ケート調査票を郵送し調査協力依頼を行い、回収。  

・  調査期間  平成 18 年８月～９月 20 日（基準日は平成 18 年９月１日現在） 

・  対   象  政令指定都市  15 市、都道府県 47 団体  合計 62 団体  

・  回  収  率  32 団体 51． 6％、  内訳（６政令市、 26 都道府県）  

・  調査内容  「職員の意識改革を図る諸施策等に関するアンケート（Ｎｏ．１）」 

により、各団体が実施している施策について調査。（資料２参照） 

 

勤務評定の調査、及び昇格要件の調査   

・  調査方法  全政令指定都市および都道府県庁に返信用封筒を同封したアン

ケート調査票を郵送し調査協力依頼を行い、回収。  

・  調査期間  平成 18 年８月～９月 20 日（基準日は平成 18 年９月１日現在） 

・  対   象  政令指定都市  15 市、都道府県 47 団体  合計 62 団体  

・  回  収  率  32 団体 51． 6％、  内訳（６政令市、 26 都道府県）  

・  調査内容  「職員の意識改革を図る諸施策等に関するアンケート（Ｎｏ．２）」 

により、職位毎の「勤務評定実施の有無」、及び「昇任 ･昇格に

当たっての重要な要素」を調査。課長、部長等についてのデー

タを収集。（論文末：資料４参照）  

・  備   考  総務省地方行政運営研究会公務能率研究部会が行った、平成 10 

       度及び平成 14 年度のアンケート調査と質問項目を一致させた

ので、経年変化が観察可能となるよう工夫した。  
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４  採用したアプローチの限界  

回収率の問題  

 職員の意識改革を図る諸施策等について、勤務評定の調査、及び昇格要件の

調査の回収率は約 52％であり、過半数以上の回答が得られた 。なお、職員意識

の調査及び人材育成計画の回収率は、意識調査を実施してなかったり、計画を

立てていないケースがあるので、回収率の高低は議論できない。  

 

調査時期等の問題  

  対象期間は過去５年以内に限定しているが、意識調査については各団体が独

自に実施した調査結果の活用であり、統一の調査ではないため、数年程度の調

査時期のずれがある。また、各調査における用語の定義は統一されていない。  

 

調査内容の性質に伴うバイアスの問題  

 意識調査については、記入する本人の自覚によるバイアスの問題が大きいと

予想される。例えば、他人から見た場合に明らかに旧態依然とした人物であっ

ても、本人が意識改革できていると思い込んでいる場合、アンケート調査には

「自分は意識改革できている」と回答することが予想されるが、防ぐことは困

難。  
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Ⅳ  分析結果  

 

１  職員の意識について（Ｑ－１関係）  

職員意識の調査  （資料１～３は論文末に添付）  

複数団体の資料に含まれている職員の自由意見について、シャインの組織文

化３層構造により、価値観レベル及び基本的仮定レベルの状況が伺える特徴的

な意見を、資料１のとおり、分類・整理した。なお、自由意見については、特

に特徴的なものを抽出したのであり、平均的な公務員の意識ではない。これら

の意見は地方公務員全体から見ればごく一部の意見にすぎない。しかし、これ

らの意見は複数の自治体の調査資料から抜粋された意見であり、筆者はこれら

の意見に加筆・修正等は一切行っていない。意見を読むと、まさにお役所仕事

と揶揄されるような意識に圧倒されてしまう。しかし多くの公務員はこのよう

なケースを見聞きしたことがあるのではないだろうか。ほかの自治体でも、こ

のような意識の職員は、まったく存在しないとは言えないだろう。     

 

人材育成計画の分析  

   都道府県及び政令市が作成した人材育成計画では、キャリア・デザインに関

係する記述がない計画がある一方、計画の中心概念として扱っている団体もあ

った。考察の部分で詳しく触れたい。  

 

職員の意識改革を図る諸施策等について  

都道府県及び政令市が行っている人材に関する施策 の集計結果は、資料２

のとおりである。  

 

２  管理職の意識について （Ｑ－２関係）  

職員意識の調査  

複数団体の資料に含まれている職員の自由意見から、管理職員の価値観レベ

ル及び基本的仮定レベルの状況が伺える特徴的な意見を、資料３のとおり、分

類・整理した。なお、ここに取り上げた自由意見は、特に特徴的なものを抽出



 24 

したのであり、これが平均的な自治体職場の様子では決してない。これらの意

見は地方公務員全体から見ればごく一部の意見にすぎない。しかし、これらの

意見は複数の自治体の調査資料から抜粋された意見であり、筆者はこれらの意

見に加筆・修正等は一切行っていない。  

 

勤務評定の調査  

筆者の調査で得たデータと、総務省地方行政運営研究会の調査データにより

経年変化を整理したところ下図のとおりとなった。なお筆者の調査は、総務省

の調査内容と同じ選択肢となるよう調査設計し、経年比較が行えるよう配慮し

てある。  

 

     

       デ ー タ 出 典： 10･14 年 度  総 務 省 地 方 行 政 運 営 研 究 会「 地 方 公 務 員 の 人

事 評 価 シ ス テ ム の あ り 方 に 関 す る ア ン ケ ー ト 調 査 結 果 」、

18 年 度  Ｄ 勤 務 評 定 の 調 査  

このデータから次の事項が読み取れる。  

①  いずれかの職種の勤務評定を実施している団体の割合は、平成 10 年度

の 80％程度から徐々に高まり、平成 18 年度には 100％近くにまで達して

いる。  
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②  課長職に対する勤務評定 を実施している割合は、平成 10 年度約 60％、

平成 14 年度までは微増ながら、ほぼ横ばい。しかし、平成 18 年度は約 90％

にまで高まり、 14 年度から 18 年度にかけて急激な上昇 を示している。  

③  部次長に対する勤務評定 は、平成 10 年度はおよそ 30％に過ぎず、行っ

ていない団体のほうが圧倒的に多かった。平成 14 年度は約 35％で、課長

職 に 対 す る 評 価 と 同 様 に 微 増 な が ら ほ ぼ 横 ば い 。 し か し 平 成 18 年 度 は

80％近くなり、 14 年度から 18 年度にかけて急上昇している。  

④  部長に対する勤務評定を実施している割合は、過去のデータがないため

平成 18 年度時点の数値のみ記載した。約 60％弱である。  

 

昇格要件の調査  

都道府県及び政令市の「昇任 ･昇格にあたっての重要な要素」の 集計結果は、

下図のとおりである。  
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Ⅴ  考察  

 

１  仮説図１「地方公務員の意識構造ａ」  

この仮説図では、シャインの文化三層構造に従い、地方自治体の組織文化と

職員の意識を分析しているが、文化の各レベルは次のとおり更に細かい要素に

分けた。  

第１に、基本的仮定レベルは、組織とそこで働く職員の置かれた状況を包括

的に考えるために、次の３つの要素とした。自治体組織が社会に存在するに当

たって一番基盤であり、社会から組織を見る視点である ｢社会と組織の関係 ｣、

次に組織から職員を見る視点である ｢組織と個人の関係 ｣、そして職員の内面を

見る視点である ｢個人と仕事の関係 ｣の３点である。  

第２に、価値観レベルは、組織とそこで働く職員の価値観を包括的に考える

ために、次の３つの要素とした。職員の価値観として、社会における自治体の

位置づけをどのように考えているのかという視点である ｢行政の立場の認識 ｣、

どのようにすることが仕事の価値と考えているのかという視点である「仕事の

目的」、個人にとって「仕事」とは、どのような意味を持 っているのかという視

点である ｢個人にとっての仕事の意味 ｣の３点である。  

第３に、文物レベルは、組織の目に見える文化のうち、人材マネジメントに

関して変化のあった代表的な要素として、「組織構造」、「人事制度」を取り上げ、

残りを「モットー、その他」とした。  

 

１．１  職員の意識調査  

資料１を用いて、仮説図１の「地方公務員の意識構造ａ」と対比しながら考

察する。  

 

個人にとっての仕事の意味  

価値観レベルのうち、「個人にとっての仕事の意味」であるが、資料１のＮｏ．

１～３を見ると、「今ひとつ、仕事に真剣味が足らず、仕事のやり方がおざな

り」、「仕事を頑張ったからといって何かが変わるわけではない。」、「なまじ頑
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張 っ て 目 を 付 け ら れ て 、 な お 忙 し い と こ ろ へ 異 動 さ せ ら れ て は か な わ な い 」、

「達成感がない」という意見が出されている。これらの意見を出した個人にと

って仕事とはどんな意味を持っているのであろうか。真剣味が出ないものであ

り、頑張ってもしょうがないようなものであり、忙しいのはいやであり、達成

感も感じられないようなものであったなら、仕事に対して成果を出すために努

力したり、顧客である住民のニーズをつかみ、顧客満足を高めることなど思い

もよらないことだろう。このような職員には、キャリア・デザインに関する意

識はまったく感じられない。玄田（ 2001）によれば、働く意欲をもてない状況

を打開するには、一人一人が自分自身と仕事との関係を変えていくことが必要

だ。仕事と人間の関係があいまいなことが、働くことの不安を生んでいるので

ある。状況を改善する第一歩は、ささやかな誇りを持って自分の仕事を自分の

言葉で語ることである。  

「地方公務員の意識構造ａ」における、過去の組織文化の「個人にとっての

仕事の意味」の項目は、キャリア・デザインの概念を中心に表現するなら、「キ

ャリアの丸投げ（仕事の意味は空白）」で妥当だと考える。これと対応する未来

の組織文化の項目は、当然 ｢キャリア・デザイン（自分にとっての仕事の意味）｣

が当てはまるだろう。  

 

仕事の目的   

価値観レベルのうち、「仕事の目的」であるが、資料 １のＮｏ．４～５を見る

と、「仕事の目的意識は？と問われても～ (中略 )～まともに答えられない」、「何

のためにこの仕事をやっているのかというようなことは日頃あまり考えない。

それよりも目の前の仕事を片づけるほうが先」、「事業の成果は？と、最近よく

言われるが、日頃、あまり意識していない。公共施設を造れば、とりあえず県

民は便利になるだろうという発想（それも無意識の）でこれまでやってきた 」

という意見が出されている。これらの意見を出した個人にとって仕事の目的と

は、どんな意味を持っているのであろうか。仕事の目的意識とは、まともに答

えられないものであり、事業の成果は日頃意識せず、とりあえず目の前の仕事

をこなす姿勢。これらの意見を出した職員にとっては、住民のニーズや仕事の

成果や目的は意識の範疇ではなく、なにもかんがえず「やる」ことが仕事とな
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っている。  

「地方公務員の意識構造ａ」における、過去の組織文化の「仕事の目的」の

項目は、「実施することが目的」で妥当だと考える。また、「やる」に対応する

概念としては「成果」が考えられるが、仕事の結果の成果のあるなしは、実施

側が決めることではなく、顧客である住民側が判断すべき事項である。これを

加味すると「実施することが目的」に対応する未来の組織文化の項目は、「成果

の価値は顧客が決める」が適当であろう。  

行政の立場の認識  

価値観レベルのうち、「行政の立場の認識」であるが、資料１のＮｏ．６～８

を見ると、「行政のお手伝いをしてくれるのならいいけど、ＮＰＯが行政と対等

にやるというのはいかがか。あくまで行政が为導的にやるべき」、「県民 (顧客 )

の意見を聞くことよりも、我々自身が四方八方に目配りして全体のバランスを

考えてつくることが大切」、「ＰＦＩとか民間委託で出来ないかといわれるけど、

時間と手間がかかりそうで、勘弁してほしいと思う。今のやり方を続けるほう

が簡単で、変えるのにはエネルギーがいる。そもそも、我々が民間と競争する

こと自体、無理がある」という意見が出されている。ＮＰＯとは、行政の手伝

いをすべき団体であり、あくまで为役は行政と考えている。県民の意見は聞く

必要がなく、行政が目配りして全体のバランスを判断すればよいと考えている。

そもそも行政は「民間とは違う」ものであるという強い認識の上に立っている。

我々は民間より偉いのだというような、「お上」のような意識を持っているので

はないだろうか。  

「地方公務員の意識構造ａ」における、過去の組織文化の「行政の立場の認

識」の項目は、極端に表現するなら「特権意識」又は「お上意識」と書きたい

ところだが、「社会的ステイタス」で妥当だと考える。また、「社会的ステイタ

ス」に対応する概念としては行政の立場が上から統治するのではなく、住民や

ＮＰＯと「協働」することが求められ、さらに行政の本来の役割は住民に対す

るサービスの提供であるので、これを加味して「協働・貢献」を当てはめたい。  

 

個人と仕事の関係  

基本的仮定レベルのうち、「個人と仕事の関係」であるが、資料１のＮｏ．９
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を見ると、「我々は、仕事の量をこなせば、 成果があがっているかどうかはあ

まり意識しなくても、なんとかなっている。私は県庁マンでよかった 」という

意見が出されている。成果のことは考えず、量をこなしてさえいれば仕事をし

ていると認められるのだ。ほとんど、そこにいるだけの状態ではないだろうか。

成果をあげられない分、量を多くこなすことでなんとかなっているのである。

公務員の残業の意味についても、よく監視する必要がありそうだ。  

この感想を述べた人物は、このような状態を情けなく思うのではなく、「私は

県庁マンでよかった」という本音まで持っている。この人物の仕事に対する基

本的なスタンスが現れているのではないだろうか。県庁マンであることに本人

は満足しているかもしれないが、組織として、社会としてこのような人物を税

金で雇っていることは実に不幸である。このような人物に、「自分で課題を発見

し、解決する」ことを期待することは難しく、せいぜい「言われたことをやる」

程度の仕事しかできないだろう。  

「地方公務員の意識構造ａ」における、過去の組織文化の「個人と仕事の関

係」の項目は、「言われたことをやる」が妥当だと考える。これと対応する未 来

の組織文化の項目は、地方分権となった現在では ｢自分で課題を発見し、解決す

る ｣が当てはまるだろう。  

 

組織と個人の関係  

基本的仮定レベルのうち、「組織と個人の関係」であるが、資料 １のＮｏ．

10 を見ると、「民間は大変、リストラの嵐の中で賃金カットぐらいは当たり前。

それに比べ、我々は、ほんとうに危機感や緊張感がない。県の借金が○兆円と

いっても、それがどれくらいのことか、よくわからないし、 そもそもつぶれる

ことがない組織なんだから」という意見が出されている。終身雇用制度を疑わ

ず、組織は絶対つぶれないという親方日の丸精神にどっぷりつかっている様子

が伺える。国と地方の借金が合わせて７００兆円を越えている状況の中でも、

組織や自分の将来への不安感はまったく持たず、ここに勤めてさえいれば安心

という精神の基本的仮定を持っていることが伺える。  

「地方公務員の意識構造ａ」における、過去の組織文化の「組織と個人の関

係」の項目は、「従属：組織の丸抱え」で妥当だと考える。これと対応する未来
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の組織文化の項目は、年功序列が廃止され、地方自治体であっても破綻する現

在では ｢自立：個人と組織は対等 ｣が当てはまるだろう 。  

 

社会と組織の関係  

基本的仮定レベルのうち、「社会と組織の関係」であるが、資料１のＮｏ．11

を見ると、「国から権限委譲されると困ったことも・・・・仕事は増えるし、

責任を伴ったより大きな判断をしなければならないし。今のままなら、わから

なければ国に聞けばよいし、外から何か言われたら『国が・・・』と言えばよ

い」という意見が出されている。この者の精神構造は、これまでの中央集権体

制による国の統制に浸りきっている。なんでも国に聞けばよいし、責任は持ち

たくないし、外部からの苦情も国を口実に逃げているのである。唯ひとつ救い

なのは、国との为従関係が終わりを告げたことに気づいている点である。これ

らのことを考慮するなら、「地方公務員の意識構造ａ」における、過去の組織文

化の「社会と組織の関係」の項目は「中央集権」であり、未来の組織文化の項

目は「地方分権」が妥当だと考える。  

 

１．２  人材育成計画  

 人材育成計画において、キャリア・デザインをまったく考慮していない団体

や、人材育成計画そのものを策定していない自治体もある。計画を策定してい

ないのは、総務省の調査 (注２ )によると、 2005 年 4 月 1 日現在で、 47 都道府

県中 3 団体、 14 政令指定都市 (当時 )中 2 団体である。また、キャリア・デザイ

ンを人材育成の中心にすえている団体もある。Ａ県では、人材育成計画巻頭の

知事あいさつの中で、次のように述べている。  

地方分権型社会の到来を控え、「自ら考え自ら行動できる自律的な職員 」、

「創造性豊かに政策を企画 ･立案 ･遂行できる職員」の育成を目指していま

す。皆さんには、自分の将来のキャリアをどのように形成するかを自ら考

え て 能 力 開 発 に 取 り 組 み 、 県 は 皆 さ ん の キ ャ リ ア 実 現 を 支 援 す る と い う

「協働」の仕組みを十分に活用し、これからの○○県を担う人材として成

長することを期待しています。」と、述べている。  

筆者は仮説 1 において、中央集権から地方分権へ基本的仮定が変化したこと
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に伴い、職員と組織には自立が求められるようになった。その際、職員の自立

を支えるのが、仕事に対する为体的な気持ちである「キャリア・デザイン」で

あると説明した。一人一人が労働者として、自分を見つめ、仕事を見つめ、自

分の内的基準に合致したキャリア ･デザインを考える時、仕事に対して自分が为

役となり、仕事に対する自立につながるのではないだろうかと提案したが、Ａ

県の人材育成計画におけるキャリア・デザインの位置づけは、仮説 1 の認識と

同様であると言えるだろう。このＡ県では、キャリア・デザイン関係の施策を

単発的に行うのではなく、自立的な、 ｢能力開発 ｣と ｢キャリア形成 ｣を支援する

施策の体系を構築している。ジョブローテーション、職員生活の節目のキャリ

ア・デザイン研修、キャリア・プランの立案、職場での支援、自己診断、育成

面談等を有機的に結び付けている。  

 

１．３  自治体の行う施策   

職員の意識改革を図ると考えられる諸施策について、資料２のとおり回答を

集計した。このうち特にキャリア・デザインを強く意識していると考えられる

項目は、「ポストまたは特定職場職員の公募」（ 94％）、「新規業務の創設提案に

伴う本人配置」（ 47％）、「庁内人材市場の整備」（９％）、「キャリア・デザイン

研修の実施」（ 69％）、「メンター制度（指導者割り当て）」（ 38％）、コンピテン

シー評価」（９％）などがあげられる。なお、コンピテンシーは、どのような職

務にどのような具体的な能力・行動特性が望ましいかを示すツールであり、こ

れがないとキャリア開発目標を立てるのが難しい。  

ポストや特定職場の公募は、これまでなじみがなかった制度であるが、現在

94％の団体が採用しており、思いのほか広く実施されている。ただしこの回答

には、たとえ一つのポストの募集であっても、実施に含まれるので、実際どれ

ほどの数の職員が応募し、異動対象となったのかが組織全体への意識改革のイ

ンパクトとしては課題であろう。  

また「キャリア・デザイン研修の実施」については、すでに約 70％の団体が

実施しており、「大多数の自治体はキャリア・デザインの重要性をすでに認識

している」と述べてもよいだろう。このことから、仮説図１「地方公務員の意

識構造ａ」の価値観レベルにおける未来の組織文化の重要な要素として、｢キャ
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リア・デザイン（自分にとっての仕事の意味）｣を位置 づけることは適当だと考

える。職員のキャリア・デザイン意識を刺激する施策を、すでに多くの自治体

が取り入れているといってよいだろう。今後は「やる」、「やらない」のレベル

から、内容の充実が求められていくだろう。  

平野（ 2006）は、キャリア自立支援策としての「社内公募制」と「社内ＦＡ

制」が、ライン管理職が人材を抱え込むことによる「人材マネジメント上の全

体最適」の損失を尐なくできることを指摘している。  

資料２の回答の中で、従来からある項目としては、「適材適所の配置」（ 100％）、

「本人の異動希望先の尊重」（ 97％）があげられる。これらは「人事の基本」

とも言える項目であるが、現在果たしてどれほど機能しているのであろうか。

適材適所の配置ができているのであれば、組織として高い業績を上げるととも

に、職員の満足度も高いはずだ。本人の異動希望先の尊重が行われているとし

たなら、異動に対する職員の満足度は高いはずだ。しかし、かなり極端な例を

挙げると、ある自治体の職員アンケート (職種ごとに人数配分し、その上で無作

為抽出によりサンプリングを抽出、回収率 86％ )では、「人事の現状（適材適所

の人事配置が行われている」という質問項目に対し、「そう思う」と回答したの

は、全体のわずか 0． 38％であった。 3． 8％の間違いではなく、 0． 38％なの

である。人事課サイドでは、適材適所で本人の異動希望先を尊重した人事異動

を行っているつもりでも、職員の側はそうは受け止めていない可能性が意外と

高い。旧来の人事異動の手法は、すでに職員からの信頼が低い状況が伺え、改

善や手直しという従来手法の延長ではなく、根本的な転換の時期に来ているの

ではないだろうか。  

 キャリア・デザインための制度の充実という意味では、この調査の項目には

なかったが、「異動方針・基準の明確化」も 重要であろう。職員にとって、どの

ような基準で異動対象となるのかがブラック・ボックスであったら、いつ、ど

の部署へ異動するかまったく予測が立たず、キャリア・デザイン上、大きな支

障になるからだ。立川市は 2006 年 10 月に「異動方針・基準の明確化」を含む

人材育成基本方針を策定している。異動の基準が明確になれば、キャリア・デ

ザインにより为体的に取り組めるようになるだろう。  
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２  仮説図２「意識改革のダイヤモンド」  

２．１  職員意識の調査  

 資料３の「地方公務員の管理職等に関する意識の例」について考察する。職

員の管理職等に対する意識は、「管理職としての適格性問題」、「上司の価値観の

問題」、「改革のヒント」に分類できた。ここで取り上げた管理職は、管理職 と

しての能力を議論する以前に、まず現実問題として管理職としての適格性を有

しているのかという疑問を持った。もちろんこの資料にある意見は、多くの意

見の中から特徴的な意見を抽出したものであり、これが一般の職場や管理職公

務員の姿ではないことは重ねて強調しておく。  

 

２．１．１  管理職としての適格性  

管理能力  

「管理職としての適格性」は、「管理能力」、 ｢評価能力 ｣、「職場への悪影響」

に分類した。管理職の職務のうち第一番目に要求されるのは、やはり管理能力

だろう。しかしこの意見Ｎｏ．１～３を見ると、「課長や管理職が一般職員より

仕事をしていない、否、しなくとも良いと勘違いしている」、「上司はパソコン

ゲームを毎日やり管理職手当てももらっています」、「管理職の方も、職員との

話し合い、成果の評価などまったくありません」という意見が出されている。

まったく仕事をやるつもりのない人間が課長職に就き、何をしに職場に来てい

るのだろうか。間違ってこのような者達が管理職になったとしても、管理職に

対する評価は機能していないようだ。いや、機能したとしても現状では降格制

度がないために、何の心配もなく管理職人生を過ごしているのかもしれない。

明らかに不適格な管理職に対しては、きちんと評価したうえで、厳しく降格さ

せる人事が必要であると強く感じる。  

現状の自治体における公務員制度では、希望降格制度をとりいれている団体

がふえつつあるが、本人が希望する以外に人事として強制的に降格させた例は

聞かない。地方公務員法では、勤務実績がよくない場合には、その者の意に反

して降任、又は免職できる規定がある（その他、定数の改廃や予算の減尐によ

っても、降任や免職が可能）。判例では、「『その職に必要な適格性を欠く場合』

とは、当該職員の簡単に矯正することのできない持続性を有する素質、能力、
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性格等に起因して、その職務の円滑な遂行に支障があり、又は支障を生ずる高

度の蓋然性が認められる場合をいう」（昭和 48.9.14 最高二小）(注３ )とされて

いる。意見Ｎｏ．１～３のような、管理職の仕事を放棄しているような状態で

あれば、「職務の円滑な遂行に支障があり」というレベルをはるかに超えている

と考えられる。  

また、小西（ 2004）は、広い意味の労働問題として、「人事権行使に より役職

や職位を低下させることは、労働者を企業組織の中で配置することの問題であ

るが、かかる権限はとくに長期雇用システムの場合には労働契約上認められて

いる」と述べている。また判例では「従業員中の誰を管理者たる地位に就け、

またはその地位にある誰を何等かの理由（業績不振 ･業務不適格等を含む）にお

いて更迭することは、その企業の使用者の人事権の裁量行為である」とされ、

勤務成績不良を理由として部長職から一般職への降格を認めたものがある（星

電車事件・平成 3 年 3 月 14 日労判 584 号）(注４ )。公務員は民間社員と同等に

扱うことはできないかもしれないが、あまりにひどい勤務態度であれば、公務

の遂行上重大な問題である。  

現在の地方公務員の人事は、いったん管理職になりさえすれば、いくら悪い

評価を受けても降格する事例はほとんどないので、意識改善へ向けたインセン

ティブが働いていない。これは制度上の欠陥なのであろうか。実は、そうでは

ない。 1950 年につくられた「地方公務員法」では、「能力実証为義」を規定し

ており、それに基づいた任用（採用・昇任・降任など）を行うとしているにも

かかわらず、実態としては制度を無視して、年功序列の昇任運用がされてき た。

能力実証为義の大前提として勤務成績の評定を規定しているにもかかわらず、

本格的な人事評価を行ってきた自治体は、わずかであった。問題の根源は現行

の「制度」ではなく、弛緩した「運用実態」であって、制度の本来の趣旨に沿

った運用がまず求められるのである。 (注５ )  

現在の自治体の状況は、管理職のだれかが退職しない限りポストはあかない

運用になっている。例え成果为義導入と標榜していても、管理職については年

功序列時代のやり方のままなのである。これでは、管理職に対する「制度的年

功序列性の温存」とも言える。たとえ現職の管理職より能力の高い職員がいて

も、管理職のだれかが退職しない限り上司と部下の能力は逆転したまま地位は
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固定されてしまうのだ。これでは成果为義とは言えない。能力に拘わらず立場

を固定するのは序列为義だ。  

現在、自治体においても給与面や部下の昇進等では、成果为義が取り入れら

れつつある。しかし、高橋 (2007)は、成果为義とは給与制度からではなく人材

の流動化から始まることを強く意識すべきであると为張する。つまり、従来の

やり方では、年功で序列を決めること以上に、序列そのものを重視することに

弊害があった。実力が伴わない人間が上位ポストに就いたまま序列が固定化さ

れると、第一線でのキャリア自立を阻む要因となる。報酬基準より先に、人材

に関する基準を抜本的に見直し、序列の流動化を図ることが重要だ。競争社会

の中であればごく当たり前のことだが、能力と意欲のある人間を上位ポストに

抜擢し、機能してない人間には外れてもらうことが求められる。人材の上下流

動化を積極的に進めることが、序列固定化を打破する上で重要なのである－と

いう为張だ。積極的に上下の流動化を図るならば、次のような対策が考えられ

る。  

①部課長ポストは年功序列でなく能力により選抜する。（そのために部課長の定

年退職を待つだけでなく、スポーツの１部 2 部入れ替え戦のように、一定割

合（定年退職数と同数程度では意味がない）を毎年制度的に入れ替え、管理

職ポストの健全な競争と新陳代謝を担保する）  

②部課長のおかれる立場を ｢退職目前・降格なし ｣から、「年齢関係なし・評価が

低いと降格される」に変えることで、彼らの価値観を「大過なく」から「挑

戦・成果」等に変える。  

③上司の評価基準 (部下にとっては「評価基準」 )を変えることにより、部下の

判断・行動を変える。  

 

評価能力  

次に「評価能力」の問題 を検討する 。意見 Ｎｏ．４，５を見ると、「現在の

管理職に能力と成果を判断できるとは思えない」、「上司の好き嫌いによって評

価されるのが目に見えています 。県民のほうを向かずに上ばかり向いた仕事に

なってしまう」という意見が出ている。判断能力の程度問題ではなく、「判断で

きるとは思えない」という感想である。これはもっともな面もある。樋口（ 2006）
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は年功序列が染み付いた管理職が、成果为義の評価者となることの弊害につい

て次のように述べている。  

社内に成果为義が導入されても、部下の実績評価に当たる管理職が総入

れ替えされるわけではなく、彼らの能力や気質も一朝一夕に変化するもの

ではない。むしろ現時点の管理職の多くは、20 年以上にわたって年功序列

に馴染んでおり、ある意味で、年功序列に適応することでその地位をつか

んだ者たちである。相対的に安い給料に甘んじ、汗を流して現場を駆け回

っている若手社員と比較すると、椅子にのんびりと腰掛けながら判子を押

すだけで高給をもらってきた管理職は、むしろ成果为義に最も縁の遠い存

在であった。その彼等が評価責任者として成果为義の運営の核とされれば、

問題が起きないほうが不思議である。  

管理職は、業務のマネジメント・部下の人事評価・仕事の成果の判定・人材

育成等、重要な役割を担っているわけだが、この要の管理職に職務遂行能力が

備わっていないとしたら、職場はどのようなことになるのだろうか。「県民のほ

うを向かずに上ばかり向いた仕事になってしまう」という意見からは、課長の

業務の成果に対する価値観は、県民の満足ではなく、別のところにおいている

事が伺える。課長自身も部長という上司がいる以上、同じ意識構造があるとし

たら、県民のほうでなく部長のほうばかり見た仕事のやり方になるのだろう。

だとすれば、部長の価値観はどこにあるのであろうか。ここで部長、課長の実

際におかれている状況を考えてみたい。これまで年功序列で人事制度が運用さ

れてきた結果、部長、課長等のポストに就く 者の多くは定年間近な職員である。

この状況は現在でも同じである。 20 歳代前半から就職し、 40 年近く勤め上げ、

出世も果たし、ようやく定年目前までこぎつけたというのが、大方の幹部職員

の実感ではないだろうか。何事もなければ、もうすぐ数千万円の退職金が手に

入るのである。このような心理状態の管理職は、政治家や、既得権益団体を敵

に回して、非難や苦情を浴びながら、新たな構造改革に着手しようとするだろ

うか。それよりも、「ここでもめごとをおこすより、あと数ヶ月たてば自分は退

職」という意識が先に立ってしまわないだろうか。「自分がいるあいだは手をつ

けるな」と言う代わりに、「しばらく様子を見ろ」と指示を出し、時間が過ぎ去

るのを待っている上司が多いとしたら、行政の停滞もうなずける。なぜなら後
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任の部課長も定年間近な者が就くシステムなので、１年待って新しい部課長か

ら出される指示は「しばらく様子を見ろ」であるからだ。森 (2004)は地方公務

員の管理職の態度について次のように指摘している。  

「前例はあるのか」「これまでどおりでなぜいけないのか」「他所でやっ

ているか」「うまくいかない場合があるのではないか」 ｢助役や首長はこの

案で納得するだろうか ｣と思案し決裁を先延ばしする管理職が障碍である。

この障碍を巧みに通過していく能力が政策決定段階の能力である。職場の

管理職は尐数の例外はあるが「万事無難に大過なく」の行政文化の体現者

である 。   

 

職場への悪影響  

次に「職場への悪影響」の問題を検討する。意見Ｎｏ．６～８を見ると、「時

代の変化に対応せず、昔式の悪い公務員像を持ち続けている上司がいて年功序

列で昇進することに職場 ･職員の意欲 ･風土の荒廃 を危惧する」という端的な意

見がある。部下から見れば、昔式の悪い公務員像を持ち続けている人物であっ

ても、その組織内では年功序列により管理職に昇進していくという現実がある。

「あくまで上司が正しいことになっている」、「理解できていない上司に評価を

受けるのは疑問に思う」というような意見も、先に述べたような人物が上司で

あったなら、十分納得できる意見である。そして、「職員の意識改革とか、制度・

形を整えても生かされていない。責任ある立場のものが、旧態依然の談合意識

では、問題意識を持っている職員の情熱が生かされない」のである。管理職の

問題に手をつけないまま、いくら制度や組織をいじっても、職員はお題目と目

の前の現実とのギャップに組織のタテマエとホンネの大きな矛盾を感じ、意欲

を失っていくのである。稲継（ 2006）によれば、人材育成基本方針を定めて ｢期

待する職員像 ｣を示しても、それが実際の人事評価と結びついていなければ絵に

描いたもちであり、「現場では、出世する人を観察して、その人を見習え ｣と言

われるのだという。  

優秀でない人間を重要なポストにつけたままにしておくことのマイナスは大

きい。有能な部下の能力開発 ･昇進の機会が滞る、その人 物の部下の能力を高め

られない、そのグループの生産性や士気が低下する、その結果、優秀な新人が
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入らなくなり、更には国のように優秀な人材が辞めていくこともある。（注６） 

 

２．１．２  上司の価値観  

「上司の価値観の問題」は、「無謬性」、｢責任逃れ ｣、「保守为義」に分類した。

そしてこれらの概念を包括する上位概念として「大過なく」を設定した。はじ

めに「無謬性」の問題を検討する。意見Ｎｏ．９～ 11 を見ると、「満点为義の

集団」を目指しており、そのため ｢きちんと結果を出せる確信がないと、問題の

存在そのものを顕在化させない ｣という本末転倒さえ起きている。行政マンは

「無謬性というか、失敗を許されない」と考え、「政策や施策ということよりも、

我々は、法令を遵守して、法令どおりにやることが仕事」と考えている。職員

の意識の中では、仕事の中身や成果は気にせず、「やること」が仕事となってい

る。（仮説図１の「地方公務員の意識構造」における価値観レベルの仕事の目的

について、過去の組織文化では ｢実施することが目的 ｣と書いたことはこのこと

からも裏付けられる。）  

次に「責任逃れ」の問題を検討する。意見Ｎｏ． 12～ 16 を見ると、「大きな

組織には『責任転嫁』、『自己保身』というＤＮＡ (遺伝子 )が組み込まれている。

言われれば、県庁もそうかも。」、「これもあれも我が部じゃない」の責任逃れに

明け暮れ、結果として「誰の守備範囲でもない無責任な領域が広がり、調整に

明け暮れる」という非生産的なことになっている。また問題があっても「上司

は自分の責任を問われることを恐れて毅然とした態度がとれず」そのことにつ

いての感想は「実力のないものを情実で昇格させる弊害は目を覆うばかり」の

惨状となっている。上司が「議して決せずでは事業は成立しない。そのための

停滞時期がもったいない」という状況は、様子を見ることを口実にして、定年

までの時間が過ぎ去るのをまっているかのようだ。大きく社会構造が変わり、

行政にも大胆かつスピーディーな対応が求められるようになった現在では、退

職目前のものばかりを組織の要である部課長に据えることの弊害は大きい。民

間企業においては、役職定年制を導入しているところもある。検討の余地があ

るのではないだろうか。 (注７ ) 

「やる気のない (守りに回る )上司が多いので、仕事上でブレーキをかけられ、

様々な支障がある。上司自らの変革が急務である」という意見に注目してみる



 39 

と別のことも見えてくる。上司の心情は ｢守り ｣である。そして、その価値観の

もとに部下の行動を抑える方向でブレーキをかけているのである。これを裏付

けるデータもある。下図のとおりＢ自治体の職員の意識調査における、「上司に

もっと力を入れてほしいこと」の第１位は、「適切な判断による迅速な意思決定

を行うこと」 39％である。これは、部下が意識改革（意欲的な仕事）をしよう

としても、上司がブレーキをかけているという構図であり、まさに 仮説図２「意

識改革のダイヤモンド」の＜現在の状況＞の構図を示している のである。  

 

次に「保守为義」の問題を検討する。意見Ｎｏ． 17、 18 を見ると、「前例に

よればそれは出来ない」とかで話がしぼむことも多く、そのような考え方は若

手にも浸透している。「休暇、仕事の内容、仕方、その他の素行について、身近

な管理職の考えが古く、職員の年齢構成や仕事の仕方など変わってきているの

に、変わらない県庁の見えないしきたりのようなもの」があるため、職員はス

トレスを感じている。組織文化の中に、強固で変わらないしきたりが強く作用

しているのだ。これまで長い間、自治体は年功序列で人事を行ってきたため、

一番長くその組織で生活してきたものが、より上位の職に就く。結局、組織の

中では、管理職の意識の中に古い文化が、他の職員よりも強く染み付いている

のだ。このような「変わらない県庁の見えないしきたり」は、課長の世代の人

間にとっては、もはや基本的仮定レベルの文化となっており、他の方法や、違

う立場からの発想など思いもよらないのだろう。  

「上司 ･組織の価値観」に関連して、「無謬性」、「責任逃れ」、「保守为義」な

どの言葉が挙がっているので、これらの相互関係について考えたい。はじめに



 40 

「責任逃れ」であるが、これはどのような場面で発生するかと考えると二つあ

る。職員意識調査の意見にもあったように、一つめは何か新たな行政課題が発

生したときである。縦割り行政の中では、いったん自分の担当と決まれば、最

後まで責任を持たなければならなくなるので、その前になるべく回避しようと

いう消極的権限争いが発生する。責任逃れの二つ目は、仕事上なにか問題が発

生してしまった時である。この場合、自分の責任ではないことを为張し、減点

为義の人事評価において、自分がマイナス評価を受けないように回避する。こ

のように、｢責任逃れ ｣は、問題の担当を決める場合と、すでに問題が発生した

場合に発生することが確認できる。  

次に「無謬性」について考察する。これまでの中央集権的な行政執行におい

ては、自治体は国が決めたことを国が決めたとおりに「正しく」行うことが求

められてきた。その結果、職員意識の調査にもあったように、事業の目的や効

果などはあまり考えなくとも、正しく行ってさえいれば非難されることは無い

という意識があったと考えられる。日常業務を行う上での座右の銘は「無謬性」

であると言えるだろう。  

では、無謬性を担保するためには、どのように判断・行動すれば「間違いが

ない」のだろうか。仕事において判断に迷った時、照らしてみる基準が「保守

为義」と考えられる。つまり、「保守为義」の中身である、前例や、古い習慣、

制度、伝統などを重んじ、これらに反していないか確認することで、無謬性を

担保しているのだ。  

「責任逃れ」、「無謬性」、「保守为義」の相互関係はわかったが、「大過なく」

とはどのような関係になるのだろうか。「大過なく」とは、公務員の退職のあい

さつで一番よく聞く言葉だ。職業人生全体を振り返ったとき、たとえ小さいミ

スはあったかもしれないが、大きな過ちは犯さずにやってこられたという気持

ちである。この気持ちは定年の時に突然発生するものではないだろう。また、

日常の座右の銘は ｢無謬性 ｣であるから、 ｢大過なく ｣は毎日意識するものでもな

いだろう。これは職業人生の節目において、大きな失敗は犯さずに、穏便に定

年を迎えたいという仕事への取り組み方についての、包括的な心構え、願望 で

はないだろうか。仕事人生の節目で感じる、古い時代のキャリア・デザインの

ようなものかもしれない。ただし、「大過なく」の目標が仕事上の成果等ではな
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く、いかに自分が「無事に退職すること」であることが問題なのである 。 退職

を目の前にすると、いやでも職業人生を振り返ることが多くなるので、 ｢大過

なく ｣という気持ちは特に強くなると考えられる 。  

 以上の検討から、「上司 ･組織の価値観」に含まれる、「無謬性」、「責任逃れ」、

「保守为義」の相互関係は次のとおりである。日常業務を行う上での座右の銘

は「無謬性」であり、これが通常の上司の価値観といえるだろう。日常業務の

中で判断に迷った時、無謬性を担保するために照らしてみる基準が「保守为義」

だ。そして何か新たな行政課題が発生し問題の担当を決める場合や、すでに問

題が発生してしまった場合に、 ｢責任逃れ ｣が生じるのだ。最後に、これらすべ

ての要素を包括する職業人生における上位の基本的仮定のような価値観として、

｢大過なく ｣がある。これは、毎日意識するようなものではないが、職業人生の

節目において意識するもので、「大きな失敗は犯さずに、穏便に定年を迎えたい」

という仕事への取り組み方についての、包括的な心構え、願望であると考えら

れるのだ。  

 

上司の価値観のまとめ  

「管理職としての適格性」及び ｢上司・組織の価値観 ｣について 考察したとこ

ろ、次のことが判明した。地方自治体においては、長らく年功序列制度を運用

してきた結果、定年間近な者が管理職に就く構造となっている。そしていった

ん管理職になると、降格する心配はなく、さらに一番長く組織になじんできた

層が、管理職となっているので、古い組織文化が他の職員よりも一番強く染み

付いている。そして退職を目前にした管理職の心情は ｢大過なく ｣である。その

結果、たとえ部下が仕事でチャレンジしようとしても、上司は「大過なく」の

価値観のもとブレーキをかけてしまう－という構造が確認されるのだ。  

では、このシステムの改革のためにはどこを変えればよいのだろうか。管理

職の価値観が ｢大過なく ｣から、「チャレンジ志向」に変われば、部下に対する評

価が変わり、部下の行動を望ましい状態にコントロールするはずである。管理

職の価値観を変えるにはどうすればよいのだろうか。管理職が ｢大過なく ｣とい

う価値観を持ってしまうのは、定年目前だからである。  

｢大過なく ｣と「定年目前」の関係を考えてみよう。｢定年目前 ｣という状況が、
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「大過なく」を強く意識させているならば、「定年目前ならば、『大過なく』と

いう意識である」と い う 命題になる。これを論理学の対偶の命題（「Ａならば、

Ｂである」の対偶は「ＢでないならばＡでない」であり、もとの命題が真なら、

対偶も真）を用いて考えるならば、「『大過なく』という意識でないならば、定

年目前ではない」という対偶も真である。管理職の意識が ｢大過なく ｣であるこ

とが、職員の意識改革を阻害し、組織に様々な悪影響を及ぼしているとすれば、

管理職の意識を「大過なく」から「挑戦・成果」などに変えればよいのだ。変

える方法はこの命題の対偶から考えると、「定年目前でなければよい」という答

えが論理的に導かれる。    

管理職の意識を変えるには、定年目前でない者を 管理職に すれば よいのだ。

年功序列で、たとえ管理職として不適格なものであっても、定年間近だから管

理職に昇進させるというような人事はやめて、能力による実力評価 で昇進させ

ることが必要なのだ。きわめて当然のことがなされていないからこそ、いくら

職員に対して「意識改革しろ」と唱えても、進まない構造があったのである。

もちろん、実力による登用であるから、高年齢の職員であっても 実力があれば

管理職になり、その地位にとどまること可能であるので、なんら年齢による差

別ではない。むしろ年齢が高いからといって能力を無視した登用を行うことこ

そ、悪平等であり、機会の不平等であったのだ。  

 

２．１．３  改革のヒント  

 職員意識の調査では 、「現在の職場は、活気がありません。管理職の方も、

職員との話し合い、成果の評価などまったくありません」という意見がある。

沼上ら（ 2006）によれば、様々な問題解決時に徹底的な議論を行っている組織

は、内部調整に時間がかからない。逆に、徹底的な議論をせずに妥協する組織

は、内向きの調整に時間を要し、問題回避型は 弛緩性 (組織がたるんでいること )

が強いという。調査における意見には、「調整に明け暮れる」や「タブーが多い。

たまに真面目な議論をしていても、あるところから先は思考停止」など内部調

整が多い様子が伺えるほか、「今一つ、仕事に真剣味がたらず、仕事のやり方が

おざなりになる」や「成果が上がっているかどうかはあまり意識しなくても、

なんとかなっている。」という弛緩した意見が出ており、「徹底的に議論しない



 43 

組織文化」と、「内部調整」及び「弛緩性が強い傾向」の関係が確認できる。  

地方公務員の管理職等に対する意見Ｎｏ．19～ 24 の中に、改革のためのヒン

トがあった。まず自治体組織に働く職員として、 ｢一番必要なのは、こうした

受身ではない、能動的な姿勢 ｣ではないかという意見が出ている。この姿勢は、

仮説図２「意識改革のダイヤモンド」における「チャレンジ志向」を表してい

る 。管理職に対しては、「意識改 革は上層部から行うべき。下層部の職員は常

に問題に接しているので状況を把握している」のである。現在の自治体の運営

システムでは、たとえ部下の意識改革 (行動の変革も含んでいる )がなされても、

上司の意識が旧態依然としていて、その価値観に基づく統制を受けるので、結

局組織としてのアウト・プットは変わらないからだ。逆に、管理職が意識改革

できているならば、たとえ部下が意識改革できていなくとも、職権によりコン

トロールすることは可能なのである。このように考えてみると、自治体におい

て意識改革の必要性が叫ばれ続けているということは、管理職の意識が変わっ

ていないことを如実にあらわしているのだ。また、年功序列ゆえに「能力、や

る気のない人が上にいるようでは、若い職員のやる気を阻害し、職場の雰囲気

を悪く」してしまうのである。これを防止するには、「一定のポスト以上は年齢

に関係なく、能力、やる気のある人を配置する人事」を行う必要がある。「旧態

依然とした人事はやめてほしい」という悲鳴も聞こえてくる。  

将来の人材をどのように育成していくかも重要な課題である。年功序列制度

においては、大まかに言うと同一年齢で採用年次が同じであれば、一生懸命働

いても、やる気がなくても給与は同じという状況であった。これは取り組み方

や成果が異なっても、結果 (給与 )は平等という、一見公平なようでも熱心な職

員にとっては不平等な制度であった。「今後は、『平等』ではなく、『公平』へと

大きく方針転換を図らないと人も組織もよくならない」という意見が出ている。

ここで意味する「公平」とは、「公平な評価」や、チャレンジの ｢機会が平等に

与えられる ｣というような意味での「公平」であろう。現状では「組織が人を潰

している」のである。将来へもっとも大きな禍根を残しているのは、「全体的

に若い人を育てるとい う認識がとても欠けている」ことであろう。新規採用抑

制のため、近年若い職員はとても尐ないので、多くの雑用が集中する。年齢が

上がっても後輩が入ってこないため、いつまでも雑用係となってしまう。先輩
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や上司も人員削減のあおりで、以前よりも多くの仕事を割り当てられており、

だれも後輩の面倒を見る余裕がなくなっている。今の自治体における 30 歳代の

職員は、このような育てられ方を 10 年間もされているのである。彼らが組織の

中核となっていったとき、はたしてどのような状況が訪れるであろうか。「 人

材マネジメントは単に人事の問題ではなく 、経営における重要な課題である」

と高橋 (2003)は繰り返し指摘している。国も地方も、歳入不足問題を借金によ

り先送りしてきた結果、現在財政破綻となっている。人材育成問題は、今喫緊

の課題ではないかもしれないが、先送りを続ければ将来深刻な状態で結果が姿

を現してくるだろう。  

ピーター・Ｍ・センゲ (2003)のシステムで示すならば、下記の参考図のよう

な構造が考えられる。センゲによれば、システムの中で ｢遅れ ｣は多大な影響を

及ぼし、しばしば他の力の影響を強めるという。このようなことが起きるのは、

｢遅れ ｣が見えにくいからである。現在組織が、若い職員の育成にあまり手をか

けていないことは、 ｢人手不足 ｣や ｢忙しい ｣などの理由で、当然のものとして正

当化されたり、あるいは無視されている。「遅れ」は過小評価されているのだ。 

 

２．２  昇格要件  

都道府県及び政令市における「昇任 ･昇格にあたっての重要な要素」について、

職場運営及び人材育成マネジメントの中心である課長に注目して考察を行った。

総務省の調査では、重要な９つの要素は何の区分もなく混在していたが、「 年
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功序列除外ライン」という新たな概念を考案し、整理した。「年功序列除外ラ

イン」とは、下図のように、「課長職昇任・昇格にあたっての重要な要素（総務

省調査の区分による）」を、「現在 (もしくは現在に近い時点 )の能力を反映して

いる要素」であるか、あるいはそれ以外の「年功序列的な要素」かに区分する

ための基準である。  

 

この ｢年功序列除外ライン ｣により平成 10・ 14・ 18 年度のデータを分析した

ところ、それぞれ表Ａ・Ｂのとおりであり、各年度の平均値の変化は右の折れ

線グラフのとおりである。（注：Ａ表の筆記考査と面接考査は、同時に行われる

ので一つの要素として扱った）  

 

 平成 10 年度から 14 年度までは、現在評価の評価比重（課長昇任に当たっ

ての重要な要素としての採用率）の平均値は、 14％程度で横ばいであった。し

かし、平成 18 年度では 50％近くに急上昇しており、現在能力を現す要素に対

しての採用率は、平成 14 年度から 18 年度の間に３倍以上となっている。この
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ことから都道府県及び政令指定都市においては、平成 14 年度以降、課長に昇任

させる者を選ぶ基準は、実際に保有する能力を非常に高く評価するように変化

したことがわかる。一方、年功序列的要素については平成 10 年度から 14 年度

までは、やや減尐しているが、平成 18 年度では約 12％にまで微増した。微増

した内容をＢ表で確認してみると、「勤続年数」が平成 14 年度は 12％であった

ものが、平成 18 年度は 31％ (10 団体 )に 2 倍以上伸びており、「年齢」が平成

14 年度は 14％であったものが、平成 18 年度は 16％ (10 団体 )でわずかながら伸

びている。  

近年、地方財政の逼迫や、行政改革機運の高まりなどにより、各自治体にお

いては管理職に対する選別が、より厳しくなってきていることは容易に想像が

つく。このことはＡ表の現在能力を現すデータの急上昇からも明らかである。

しかし、わずかではあるがＢ表の年功序列的データも上昇しているのである。

しかも、最も組織における年功序列を象徴する「勤続年数」が２倍以上伸びた

のである。（ほとんどの自治体職員は、新卒採用で終身雇用であるから「年齢」

も「勤続年数」と同意と考えてもいいだろう。）「勤続年数」とは、その組織の

職員として何年経過したのかを表しているだけで、それ以上のものでも、それ

以下のものでもない。現在の能力はおろか、過去の能力さえ現していないのだ。

何をやったかという実績や、勤務態度、意欲も不明。ただその組織にいたとい

うことが、課長を選ぶに当たって重要な要素の一つとしてあげる団体が、平成

18 年度においても筆者の調査では 31％ (10 団体 )あるのである。  

なぜ「年功序列」の割合が上昇したのであろうか。課長昇任時において現在

の能力を重く評価する団体数が急上昇していることなどを考えると、いちど年

功序列的要素を課長昇任時の重要な用件から外した団体が、再び取り入れたと

は考えにくく、新たに評価を始めた団体や、もしくは評価要素を増やした団体

が、その際に年功序列的要素を取り入れているのではないかと推定される。  

以上、Ａ表、Ｂ表の分析から、平成 14 年度以降、都道府県及び政令市におい

て、課長に昇任させる者を選ぶ基準は、現在の能力を非常に高く評価している

ことがわかった。一方、年功序列的要素である ｢勤続年数 ｣は、平成 14 年度以降

わずかながら上昇しており、自治体の組織文化にはいまだに年功序列的思考が

染みついていると言えるだろう。  
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 次に、平成 14 年度以降急激に現在能力の評価比重が高まった背景について考

察する。自治省 (当時 )が定めた「地方自治・新時代における人材育成基本方針

策定指針について」は、平成 9 年から存在したが、評価比重に急激な変化が現

れたのは、平成 14 年度から 18 年度の間であるので、この指針はあまり関係が

ない。影響があったと考えられるのは、平成 16 年度に ｢今後の行政改革の方針 ｣

が閣議決定され、その中で地方行革の推進と地方公務員全般にわたる定員管理

及び給与の適正化の一層の推進について触れていること、そしておそらく一番

大きな影響をもたらしたのは、 2004 年の地方公務員法の改正で、「研修に関す

る基本的な方針」を定めることが地方自治体の責務とさたことであろう。それ

により、多くの自治体で「人材育成に関する計画」が策定されたと考えられる。

（実際、計画の策定理由として法改正をあげている自治体もある）  

 

２．３  勤務評定  

 平成 18 年度の筆者調査における部長評価 (勤務評定 )の実施の有無が、課長昇

任時の評価の内容とどのような関係があるのか「年功序列除外ライン」を用い

て考察したところ、下図の結果となった。部長の勤務評定を実施している団体

は、課長昇任評価時における重要な要素の中に、年功序列的な要素を一切入れ

ていない割合は全体の２ /３（ 63％）である。   

 一方、部長を勤務評定対象としていない団体においては、課長昇任評価時に

おける重要な要素の中に年功序列的な要素を一切入れていない割合は全体の１

/３（ 38％）であった。部長の勤務評定をしているか、していないかの違いによ

り、課長の昇任評価時における重要な要素として年功序列的要素を含むケース

が全体に占める割合は、そうでない場合と逆転するほど異なるのである。  

このことから、「自治体（都道府県 ･政令指定都市）において 課長となる人物

の実際の能力を重視して昇任評価を行う場合は、その上司である部長の勤務評

定も重要視している割合が高い」と言えるだろう。また、論理学の対偶の命題

（「Ａならば、Ｂである」の対偶は「ＢでないならばＡでない」もとの命題が真

なら、対偶も真）を用いて考えるならば、「部長の勤務評定を実施していない

自治体は、課長昇任時の評価において実際の能力を重視している割合は高くな

い」と言える。 (下図のグラフからも確認できる ) 
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  以上、勤務評定に関する考察から、「自治体（都道府県 ･政令指定都市）に

おいて課長となる人物の実際の能力を重視して昇任評価を行う場合は、その上

司である部長の勤務評定も重要視している割合が高い」 こと及び、「部長の勤

務評定を実施していない自治体は、課長昇任時の評価において年功序列的要素

も用いている割合が高い」が確認された。また、課長の勤務評定をまったく実

施していない団体もある一方で、筆者の調査によれば、課長昇任時の能力とし

て特に「改革意欲」を求めている団体まであった。調査対象のおよそ ２ /３の

団体においては、「部長の勤務評定を実施した上で、課長の昇任評価時には年

功序列的要素を一切入れていない」というのが、現在の日本の都道府県及び政

令指定都市の姿である。  

 これらのことからＱ－２で提示された、「管理職の資質により職員の意識改革

が進まないのだとすれば、管理職の質を向上させるために、課長昇進時の評価

は、よりシビアな方向に変化しているのではないだろうか。」という問いに対し

ては、「課長昇進時の評価は、平成 14 年度から 18 年度にかけて急激にシビア
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になってきている」と回答できる。また、「課長と部長の関係も、部下と上司の

関係があてはまるので、課長職を指揮・監督する部長に対しても、組織の評価

は厳しくなりつつあるのではないだろうか。」という問いには、部長の経年変化

は確認できないが、課長の上司に当たる部次長に対する勤務評定の実施率が同

じく平成 14 年度から 18 年度にかけて急激に上昇していること、および平成 18

年度の部長勤務評定の実施率が、平成 10 年度の部次長の実施率 30％をはるか

に上回る 58％であることから、以前の部長の勤務評定実施率は部次長よりも低

かったものと推定されるので、「部長級に対する組織の評価は厳しくなりつつあ

る」と考えてもよいだろう。  

 

２．４  地方公務員の意識構造ｂ  

 先に提示した仮説図１「地方公務員の意識構造ａ」では、組織文化と職員の

意識をシャインの文化三層構造により分析し、過去の組織文化から未来の組織

文化へ、どの要素が変わり、どの要素が変わらないのか示した。しかし、この

ａ図には管理職についての分析を入れていなかったので、これまでのＱ－２の

考察結果を踏まえ、管理職の価値観等の変化状況等について構造図に落とし込

んだものが「地方公務員の意識構造ｂ」（仮説図１－２ )だ。これをもって仮説

１の概念モデルの完成形とする。（仮説図１－２は論文末に添付）  

 ａ図に新たに付け加えた要素のみ説明を行う。まず基本的仮定レベルの「管

理職の状況」であるが、過去の組織文化においては年功序列制度を反映し、｢管

理職は定年間近 ｣である。ではこの要素が現在変わったかというと、管理職につ

いては制度的に変わっていないことが確認されたので、現在の職員 (管理職 )の

意識と行動は変化がなく、「従来の行動 ｣となっている。そしてこれがどのよう

に変わるのが望ましいかというと、「管理職は定年と無関係」に変わることが望

ましいのである。  

 次に、価値観レベルの「上司の価値観」であるが、過去の組織文化では「大

過なく (無謬性 )」である。ではこの要素が現在変わったかというと、管理職に

ついては退職目前という立場が変わっていないことを反映して、その意識も変

わっていないことが確認されたので、現在の職員 (管理職 )の意識と行動は変化

がなく、「従来の行動 ｣となっている。そしてこれがどのように変わるのが望ま
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しいかというと、その組織の目標にあわせて「挑戦 ･成果」などに変わることが

望ましいのである。  

 文物 (人工物 )レベルの制度・行動パターンについては、過去の組織文化にお

いては ｢管理職の降格なし ｣である。ではこの要素が現在変わったかというと、

定年退職以外に降格される機会はないので、実質的に「降格可能性なし」が継

続している。そのため現在の職員 (管理職 )の意識と行動は変化がなく、「従来の

行動 ｣となっている。そしてこれがどのように変わるのが 望ましいかというと、

「年齢によらない幹部登用」に変わることが望ましいのである。  

 

２．５  管理職評価  

 管理職は上がりのポジションであり、いったんその地位に就いたなら勉強や

能力の向上に努める必要はないのであろうか。否である。絶えず勉強を続けて

現在必要な知識の吸収や、スキルの習得を続けていない人物は管理職にとどま

る資格はない。「若い職員ならばともかく、部課長といった管理職になってまで

継続的学習を評価するのか？」といった疑問を投げかける役所の職員が多いと

いう (山中 2006)。管理職に昇格した時に、管理職として必要な知識・技術・見

識などを身につけていたとしても、世の中は絶えず変化しているのだ。学習と

進歩を放棄した瞬間から、時代の流れからは取り残され始めるのである。職場

の指導者である管理職が、時代の変化に一番敏感であるべきであり、だからこ

そ、リーダーとしてこれから進むべき道を示せるのだ。「あがり」と考えてしま

うことが、学習 ･向上心の放棄、成果 ･目標追求のモチベーション喪失につなが

る。「あがり」とは、退職したわけでもないのに、「もう、私のやらなくちゃな

らない仕事は終わった」と自分で勝手に考えてしまう心理状態だといえるだろ

う。その人にとって、「偉くなること」が仕事 に取り組む上での 目標・目的で

あったなら、管理職まで出世すれば、まさに双六でいう「上がり」の状態で あ

り、これ以上することは何もない。しかし、もし仕事に取り組む目的が「尐し

でも良い仕事をして、住民に喜ばれたい」だったらどうだろうか。「自分は『上

がり』だから、これ以上勉強も能力開発もする必要はない、そういうことは部

下がしていれば良い。」と思うだろうか。山中 (2006)は、公務員の人事評価制度

における幹部職員評価の必要性について「評価は責任のある上位の職員から」
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が原則だと述べている。  

   アメリカのシニアエグゼクティブサービス（上級管理職制度）は、1978 年カ

ーター政権の公務員制度改革法により設立された。この制度は、各省庁が独自

に人材を採用するが、人事管理局がシニアエグゼグティブサービスを通じて、

幹部要員の総合的な能力管理を図るものだ。上級管理職が行政サービスにおけ

る真のリーダーとしてふさわしい共通能力を持っているかを、５つの視点（変

革の推進力、統率力、結果志向、洞察力、コミュニケーション能力） から審査

するのだ。今後日本においても、幹部公務員の品質担保を図る必要があるので

はないだろうか。 (注８ )  

 

３  知識体系への貢献  

 地方公務員の意識改革を進める上で役立つ次の貢献をした。  

 

仮説図１「地方公務員の意識構造」  

この概念モデル「地方公務員の意識構造」により、自治体職員の意識を構造

化して示したこと。従来、地方公務員の意識改革が進まないと言われながらも、

なぜ進まないのか解明されていなかった。シャインの文化三層構造論を用いて、

「組織文化」と「職員の意識・行動」を３つのレベルに整理し、それぞれどの

要素が望ましい要素へうまく転換し、どの部分が転換できていないのかを明示

できたことが貢献である。これにより、職員レベルの問題として、どの要素が

欠けているか、又は弱いかなど判別できるので、今後、自治体等が対策を立て

る際に有益な手がかりになると考える。また、この問題構造は、ほとんどの地

方自治体に共通すると考えられるので、社会的な貢献は非常に大きいと考える。 

 

仮説図２「意識改革のダイヤモンド」  

 組織を一連のシステムとして捉えた場合、職員の意識改革を進める上で、ど

のような構造的問題があり、レバレッジとしてどこを改善すればよいのか、こ

の概念モデル「意識改革のダイヤモンド」により示したことが貢献である。組

織をシステムとして捉え、意識改革が進まない原因（センゲの言う「暗黙のう

ちに定められたターゲット」）を、そのシステム内に発見し、更にシャインの文
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化三層構造論を応用し、対策を概念モデルとして示した。  

この対策をとった場合、職員の意識改革への貢献のみならず、コペルニクス

的な人事制度の転換を伴うので、自治体職員は管理職も含めて本当の意味での

能力・実績为義となり、絶えず評価・競争にさらされ、管理職ポジションの新

陳代謝が担保され、その結果、公務のスピード化・効率化・活性化が劇的に進

展することが予測される。ただし、あまりにも幹部職員への処遇が激変するの

で、理論的に同意できても、現時点では導入をためらう自治体は多いだろう。

しかし、年功序列为義から成果 ･実績为義への、本当の競争原理の導入は、地方

自治体のみならず、中央官庁や民間企業へも波及する可能性を秘めていると信

じる。  

 

意識改革を阻害するシステム図   

 仮説図２を作成する過程で、ピーター・Ｍ・センゲのシステム論（ 1995､2003）

により、自治体自身が職員の「意識改革を阻害するシステム図」 (図４ )を作成

した。非常に単純な図であるが、この問題の構造を、とてもわかりやすく表現

できていると思う。今後、自治体職員の意識改革の問題を考える上で、多くの

人に示唆を与えてくれるはずだ。  

 

４  妥当性、バイアス  

 職員の意識について広く資料を集め、丹念に仮説を裏付けたので妥当性は有

していると考える。バイアスについては、筆者の立場の問題が考えられる。筆

者は現在、地方公務員であるが、管理職ではないので、自治体の「行政改革」

や「職員の意識改革」が進まないことについて、無意識のうちに管理職層に対

し批判的な視点を持っている可能性が考えられる。バイアスの点からは筆者の

立場にはマイナス的要素があるが、逆にこの立場は、自治体の内部の実態を承

知していることや、外部からはうかがい知れない組織文化について体感できて

いるという利点も有している。  
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Ⅵ  結論と要約  

 

１  結論と要約   

日本の社会は中央集権から地方分権へと変わった。自治体職員には、これま

での受身的な仕事のやり方から、自分で地域の課題を見つけ、対策を考え、実

施していけるような自立的なやり方が求められるようになった。自治体は、行

政改革により人事制度や組織図などは変わったが、多くの職員の考え方や行動

は、旧態依然としており、総務省の「地方財政白書」や自治体の人材育成計画

においても ｢意識改革 ｣が必要であると指摘されている。  

シャインの文化三層構造論により分析したところ、自治体職員の意識改革を

進める上で、職員の課題は、職員の意識レベルの中に「キャリア・デザイン」

が欠けていることの影響が大きいことがわかった。従来、言われたことをやる

という受身の姿勢であったならば、｢キャリア ･デザイン ｣は、特になくてもすん

だ。しかし、自立的に仕事に取り組むためには意識の中に「キャリア・デザイ

ン」が必要なのである。  

次に、職員の意識改革を進める上での組織レベルの課題は、管理職員の価値

観の改革である。従来から管理職員は退職目前の者が充てられてきたため、仕

事に取り組む際の意識は ｢大過なく ｣となりがちで、部下の意識改革に は、むし

ろ障害となっていたのだ。管理職のあり方に注目すると、いったん管理職にな

ると降格は、まずない。そして管理職のポストが空くのは退職待ちという状況。

これでは管理職には、実質的に「制度的な年功序列性」が温存されていると言

えよう。そして、管理職の精神面を見ると、年功序列により一番長くその組織

で働き、古い価値観が染み付いているのが管理職なのである。もともと保守的

な行政組織文化と、部下を監督 ･指導する立場にある管理職員の退職目前にした

｢大過なく ｣という価値観があいまって、どうやってもチャレンジングな組織文

化にはならなかったのだ。  

これらの状況を改善するには、管理職を年齢によらず能力 ･実力で選抜し、更

にいったん管理職に昇進したあとも、管理職全員を評価し、一定割合を降格さ

せるような制度に変更することにより、管理職に絶えず仕事の成果を意識させ、



 54 

そのことにより、まず管理職の意識改革を図ることが重要だろう。管理職がポ

ストをかけて成果を問われることで、そ の意識が「大過なく」から ｢チャレン

ジ志向 ｣へと変わったとき、部下の行動も変わり、組織として行動の変化まで

含めた意味で、職員の意識改革が達成される に違いない。課長は組織経営、人

材育成マネジメントなどの中心なので、不適格者だと組織へのマイナスの影響

が非常に大きい。逆に適格者であれば、日々の業務の管理、組織の運営を通じ

て組織のアウト・プットの質をコントロールし 、部下の適切な育成を行うなど、

よい影響が大きい。年齢によらず、できるだけ多くの適格者を 管理職に配置す

ることが組織における意識改革のブレイクスルーになる だろう。尐子高齢化社

会を迎え、自治体のおかれる立場も大きく変わった現在、求められているのは

単なる給与制度の改革レベルの対応ではなく、人と組織の抜本的なイノベーシ

ョンのはずだ。  

ブリッジズによれば、人が転機を迎えるステップの１番目として、それまで

のやり方の「終わり」を実感させなくては変化は始まらない。組織が職員に ｢意

識改革 ｣という 転機を迫るには、 組織として今までのやり方を許容してはなら

ないのだ。管理職層には、制度的及び精神的な年功序列性が温存されていると

指摘した。制度として、あるいは非公式な組織文化として、今までの考え方や

行動を拒否できなければ「意識改革」が生まれるための転機は生じないのであ

る。  

行政における組織文化を変革することは非常に難しいが、文明開化の「明治

維 新」や、「第二次世界大戦の終戦」など、抜本的な意識改革は日本でも起こ

った。共通する変革のカギは、士族の身分廃止や、財閥解体、公職追放、華族

制廃止など、旧文化において中心であったコア人材の 特権 (既得権 )の廃止であ

っ た（注９）。端的に言おう、幹部職員のために組織が あるのではない。年功

序列によらない昇進・昇格を実現するためには、早ければ 30 歳で課長、 40 歳

で 部 長 に な る こ と が 可 能 な ぐ ら い の 思 い 切 っ た 人 事 制 度 を 構 想 し て み て は ど

うだろうか。現実に、国の省庁から自治体へ交流人事で来るキャリア官僚は、

その年齢で課長・部長になっている。制度が整えば、あとは本人の努力と能力

しだいだ。そして、いったん管理職になっても、定年まで無条件で管理職にい

られるのではなく、毎年、管理職全員を対象に入れ替え評価を行い、一定割合
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(定年退職者以上の人数 )を必ず入れ替えることで競争環境を担保する。一度出

世レースから脱落したら終わりという、無謬为義や保守性を一掃し、チャレン

ジングな組織文化に変えていく。ポストと人を固定するのでなく、その時々の、

旪の人材がキープレーヤーになるのだ 。そのためには前提として、次の準備が

必要だろう。  

①管理職のおかれる立場を変えることで、管理職の価値観を変える。  

②制度として一定割合の管理職を入れ替え、競争と質を担保する。  

③人材マネジメントとして、計画的に幹部候補の育成を行う。  

この３つの提案は、これまでの自治体の常識では考えられない荒唐無稽な論

なのだろうか。否、まったくそうではない。地方公務員法では、職員の評価と、

それに伴う降任は初めから予定されている。「組織における現時点での最適な人

事配置を行うため、管理職も含めて評価を行い、再配置しましょう」という提

案は、邪道でもなんでもなく、本筋論なのだ。  

改革を行う際、反対するのはだれだろうか。それは、現状が変わってしまう

と都合が悪くなる人たち、現在の状況のままであることが自分にとっては都合

がいい人たちが反対するのであろう。私の提案は、現時点における「人材マネ

ジメント上の全体最適」が目的であり、組織にとってはプラスである。また、

能力が高くてもポストが空かないせいで、昇任できない職員にとっては、横一

線で実力が評価され、昇任の機会が生まれるのでプラスだ。昇任する気のない

職員にとっても、年功序列のせいで無能な上司の下で理不尽な扱いを受けるこ

ともなくなるので、モチベーションが向上するのでプラスだ。もともと管理職

だった人間にとっても、能力が高ければその地位にとどまることができるので、

なんらマイナスではない。－ここまで考えてくると、もしこの提案に反対する

管理職がいるとすれば、それは「自分が部下より能力が务っている」ことを宣

言する行為に等しいことに気づかれるだろう。  

「ウォー・フォー・タレント」（ The War for  Talent）という言葉は、マッキ

ンゼー・アンド・カンパニーが 1997 年に考案した。多くのアメリカ企業を調

査し、得られた結論は、「人材の良し悪しで企業の成果が決まる」だった。企業

が生き残るためには、能力の高い管理職を登用・育成しなければならない。た

だし、のんびりとではない。スピードが問題なのだ。アメリカでは管理職の交
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代そのものは革命でもなんでもなく、ダメな人は早くみつけ、期待できる人を

登用して育成することの「速度」が重視されているのだ。 (注 10)  

 

２  今後の研究について  

 この研究において個人レベルの解決策として組織文化レベルにおけるキャリ

ア・デザインの位置づけが構造として判明した。しかし、その効果的な活用ま

では検討が及ばなかったので、今後の研究課題としたい。  

また、自分自身が基本的仮定の罠に捕らわれないよう気をつけながら、原因

を考え、因果関係を探った結果、組織レベルの解決策は、これまでの自治体文

化の常識を超える提言となった。これは実践に役立つ理論なのか、民間組織の

事例なども広く集めて検証することが今後の研究課題である。  

 

３  この研究の長所と短所  

 長所は、今全国の自治体でまさに懸案となっている職員の意識改革の問題に

ついて、実際の現場で役立つ問題の構造解明と、改善策を提示できたことであ

る。全ての自治体職員を対象にした意識調査で、全国一斉で行われたものは、

筆者の知る限り存在しない。今回の調査では、全国の都道府県及び政令指定都

市を対象に、各自治体が行った職員の意識調査結果を塊集・分析したが、同様

な研究は寡聞にして聞かない。その点でも貴重ではないだろうか。また、組織

レベルの解決策は、システム論により分析したことにより、従来のお役所の常

識を超えた観点から生まれたと自負している。  

 短所をあげるならば、各自治体の人材育成計画の分析が物足りなかった点で

ある。  

 

４  おわりに  

 自治体職員の意識改革について考える旅はひとまず終わった。この旅で得ら

れた宝は、職員レベルの解決策としての「キャリア・デザイン」。そして 、組織

レベルの解決策として「意識改革のダイヤモンド」だ。キャリア・デザインは

すでに身近な存在で、活用している人や団体も多くなってきている。ダイヤモ

ンドのほうは、あまりに輝きすぎて並大抵の決意では、手が出せないないかも
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しれない。しかし、私はダイヤにこそ組織再生のカギが隠されているように思

えるのだ。どうか思いきって手を伸ばして欲しいと思う。  

また、自治体において「意識改革を阻害するシステム図」も作成できた。非

常にシンプルな図だが、この問題の構造をわかりやすく表現できていて、とて

も気に入っている。  

 

 最後に、ピーター・Ｍ・センゲ（ 1995）の言葉を紹介して、本稿を終えたい  

 

罪を着せる外部はない  

人は問題の責任を外部に負わせようとしがちである。競争相手、マスコ

ミ、市場の気まぐれ、政府といった「ほかのだれか」のせいでこうなった

のだと。外部などない、とシステム思考は教えてくれる。自分も問題の原

因も、ひとつのシステムの一部なのだから。解決策は ｢敵 ｣との関係の中に

存在するのである。  
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注     

１．詳しくは総務省地方行政研究会 ｢地方公務員の人事評価システムのあ

り方に関するアンケート用差結果｣を参照されたい。  

 ２．総務省 ｢人材育成基本方針の策定状況 ｣ (平成 17 年 4 月 1 日現在 )  

 ３．出典：社団法人日本労務研究所  「人事マネジメントハンドブック」  

 ４．出典：社団法人日本労務研究所  「人事マネジメントハンドブック」  

 ５．地方公務員の任用が、地方公務員法の規定から、かけ離れた運用が続い

てきた経過は、稲継（ 2006）を参照されたい。  

６．「ウォー・フォー・タレント」によると、人材強化を行うにはリーダー自

らの積極的な行動が必要であり、積極的な取り組みが行われた場合は、

１年以内に大きな成果が上がる。  

７．役職定年制については、「人事マネジメントハンドブック」を参照された

い。  

   ８．シニアエグゼクティブサービスの詳細については、武田安正ほか (2000)

｢役所の経営改革 ｣日本経済新聞社、を参照されたい。  

 ９．二つの改革に共通する事項の詳細については、武田安正ほか (2000)｢役所

の経営改革 ｣日本経済新聞社、を参照されたい。  

 10．アメリカでは管理職の交代そのものは革命でもなんでもないこと、及び

「交代させること」ではなく、「交代させる速度 ｣が重視されていること、

については、武藤泰明 (2006）「日本企業の人事システムが取り戻すべき

もの」ダイヤモンド社『 Harvard Business  Review』 2006.11 月号、を

参照されたい。  
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