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あ ら ま し

我が国は，本格的な人口減少社会に突入し，地域社会の持続可能性に対する危機感が

本格化してきた。そうした中，第二期地方分権改革の成果が各種法律の成立によって結

実し，制度面での環境整備は一区切りが付いた。今後は，各地方自治体が，地方分権改

革の具体的な成果を生み出していくことが求められる段階となった。将来に向けて厳し

い経営環境が予想される地方自治体が，持続可能な地域社会を維持・形成するためには，

PDCA（Plan-Do-Check-Act）サイクルに基づく経営基盤を確立し，高い実効性を伴って運
用することが不可欠である。しかし，多くの地方自治体ではPDCAサイクルが形骸化し，
経営が危機に立っている。

本稿では，地方自治体のPDCAサイクルを機能させ，自治体経営を確立するための重
要なポイントとして，富士通総研が考えるPDCAサイクルの起点，およびPDCAサイクル
の担い手の改革としての「経営の起点に資する総合計画の改革」と，「自治体経営を担う組

織・人材マネジメント改革」の在り方を論じる。

Abstract

Japan is now faced with a full-scale depopulating society and a sense of crisis regarding 
the sustainability of local communities is becoming evident.  With this situation in 
the background, the results of the second round of decentralization reform have been 
manifested by the establishment of various laws, and the environmental improvement 
in institutional terms has reached a certain point.  At this stage, respective local 
governments are expected to produce specific results in the decentralization reform.  
For local governments, which are expected to face a difficult management environment 
in the future, to maintain and form sustainable local communities, it is essential to 
establish a management foundation based on the plan-do-check-act (PDCA) cycle and 
operate it with high effectiveness.  However, the PDCA cycle has become emasculated 
in many local governments and management is at stake.  This paper presents important 
points in ensuring that the PDCA cycle of a local government functions to establish 
local government management.  Specifically, it discusses Fujitsu Research Institute’s 
idea of an ideal “reform of a comprehensive program contributing to the starting point 
of management” and “reform of organization and human resource management to 
assume local government management” as a reform of the starting point of a PDCA 
cycle and of the supporters of a PDCA cycle.
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「地方分権改革推進にあたっての基本的な考え方
（2007年5月30日）」では，地方分権改革の目指すべ
き方向性として，「分権型社会への転換」や「自己
決定・自己責任，受益と負担の明確化」などが示
されている。しかし，一般的には，地方分権改革
の必要性や効果があまり理解されていない。それ
は，地方分権改革がシステム（制度や仕組み，フレー
ム）を対象としているためである。
地方自治体は，地方分権改革で整備されたシス
テムを活用し，中長期的な視点で地域の特性と課
題を踏まえた政策・施策の効果を住民が受け取れ
るように推進していく必要がある。我が国のほと
んどの地域では，少子化・高齢化により将来に向
けて様々な問題の発生・拡大が明白である。これ
らの問題を解決するためには，地方自治体の担い
手である住民・議会・首長および職員が，抜本的
な意識改革と能力開発を行い，自らの権限と責任
のもと，自治体経営改革に取り組むことが必要不
可欠である。
一方，逼迫する財政状況を背景に，経営資源（予
算，職員，資産）が限られるという制約条件がある。
そうした中，各地方自治体は，図-1に示すPDCA
サイクルに基づく実効性の高い経営を確立・推進
することで，選択と集中に基づく中長期的な戦略
の推進と，急速な社会経済環境の変化に迅速に対
応した政策運営を両立させることが必要と考える。
しかし，ほとんどの地方自治体におけるPDCAサ
イクルは，以下に示す様々な問題点を有しており，
有効に機能していない。
・ 起点にも関わらず施策などの目的・目標が抽象
的，優先順位が不明，中長期的戦略が不在。そ
の結果，以降のPDCAサイクルが機能不全（問題
点①）

・ 総合計画の優先順位や戦略と，経営資源配分の連
動性が希薄（問題点②）

・ 分析・評価の形骸化，行政評価の目的の不在，適
切に分析・評価するためのノウハウの不足（問題
点③）

・ 行政評価結果に基づく計画見直しや経営資源最
適化の連動性が希薄（問題点④）

・ PDCAサイクルを運用する組織・職員の自覚およ
びノウハウの欠如（問題点⑤）
これらの問題点を解決することが自治体経営改

ま　え　が　き

我が国では，グローバル化，超高齢化，少子化
による本格的な人口減少，悪化を続ける財政状況
などが同時に進行する中，それらが及ぼす甚大な
影響と抜本的な対策の必要性・重要性がようやく
クローズアップされてきた。地方自治体の経営に
おいても，住民税や固定資産税などの歳入の減少
と，後期高齢者の増加に伴う扶助費の増加などに
よる歳出の増大という両面でマイナスの影響を与
え続けており，持続可能な自治体経営を維持・形
成していく上での難易度が上がっている。
一方，我が国の第二期地方分権改革は，地方分
権改革推進法（2007年4月施行）に基づいて始ま
り，「地域の自主性及び自立性を高めるための改革
の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」
（2011年4月成立の第1次一括法～ 2014年5月成立の
第4次一括法）や，地方自治法の一部を改正する法
律（2011年法律第35号）の成立として結実し，制
度の整備は一区切りついた。更には，能力および
実績に基づく人事管理の徹底などを目的とする「地
方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正
する法律」（2014年5月成立）により，地方自治体
の重要な担い手である地方公務員の職務遂行能力
の向上を促進する制度も整備された。これらを受
け，各地方自治体は，自己決定・自己責任による
経営の確立が急務となっている。
本稿では，地方分権改革の担い手である地方自
治体（特に市区町村）が取り組む先進的な事例を
通じて，持続可能な経営の確立に必要な条件を論
じる。特にニュー・パブリック・マネジメントの
考えに基づき，1990年代後半から重要な経営基盤
として導入が進みながら，ほとんどの地方自治体
で形骸化しているPDCA（Plan-Do-Check-Act）サ
イクルについて，有効に機能させるために重要な
以下の二つの改革ポイントを詳論する。
（1） PDCAサイクルの起点の改革として「経営の
起点に資する総合計画の改革」

（2） PDCAサイクルの担い手の改革として「自治
体経営を担う組織・人材マネジメント改革」

地方分権改革による抜本的な経営改革の必要性

内閣府・地方分権改革推進委員会がまとめた

ま　え　が　き

地方分権改革による抜本的な経営改革の必要性
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（1） 計画の策定手続きや内容に関する形骸化要因
・ 議会の議決要件のため，議員（更に背後の有権者）
の様々な要求・要望を反映させる必要性

・ 首長の意向を踏まえ，住民を始めとする多様な利
害関係者の要求・要望を反映させる必要性

・ 議会答弁に代表される行政特有の抽象的で具体
性に乏しい計画内容

・ 網羅的で優先順位が不明な計画内容
（2） 計画の実効性に関する形骸化要因
・ 厳しい財政状況下で計画推進に必要な財源の
不足

・ 政策企画部門と予算編成部門の縦割りによる計
画と予算の不一致

（3） 計画のモニタリングに関する形骸化要因
・ 計画の進捗状況や目的・目標の達成状況をモニタ
リングする仕組み・制度が不十分

・ モニタリング結果に基づき計画を見直す仕組み・
制度が不十分
従来は，議会議決を伴う基本構想の策定義務が
あったことから，ほとんどの地方自治体では総合
計画を策定すること自体が目的化してしまい，策
定された計画のマネジメントはないがしろにされ
ていた。策定義務が撤廃されたことにより，今後，
各地方自治体は，策定した総合計画に基づき経営
することを目的とするべきである。すなわち，経
営に資する総合計画とするための抜本的な改革が
必要である。富士通総研が考える総合計画の改革
の主な方向性は，以下のとおりである。

革の重要ポイントである。特にPDCAサイクルの
起点である総合計画に関する問題点①と，PDCA
サイクルの運用主体である組織・職員に関する問
題点⑤の解決が極めて重要である。以下では，コ
ンサルティングの実践例を通じて，この二つの問
題点の解決方策を示す。

経営の起点に資する総合計画の改革

● 総合計画の改革の必要性と方向性
旧地方自治法では，総合的かつ計画的に行政を
運営するため，市町村に対して地方議会の議決に
基づく基本構想の策定を義務づけていた。多くの
自治体では，この基本構想を含めた総合計画を策
定し，市町村行政の最上位計画として施策や行政
サービスを執行する根拠として位置づけてきた。
しかし，第二期地方分権改革の重要事項である「国
から自治体に対する義務付け・枠付けの見直し」
の一環として，地方自治法の改正（2011年8月1日
施行）に伴い，基本構想の策定義務が撤廃された。
その理由は，基本構想を含む総合計画の形骸化に
あると考える。多くの地方自治体では，多大なコ
ストを費やして総合計画を策定したにも関わらず，
ほとんど機能していなかった。「綺麗に印刷された
計画書が山積み」「多くの職員が読んだことがない」
「ほとんどの住民は存在を知らない」などの表現が，
総合計画の形骸化を如実に物語っている。
これまで，総合計画が形骸化してきた主な要因
は，以下に示すとおりである。

経営の起点に資する総合計画の改革

図-1　自治体の経営基盤のPDCAサイクルと問題点
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織縦割りの弊害によるPDCAサイクルの形骸化の
防止を図った。特にCheck（分析・評価）からAct
（改善・改革方策の検討），更にPlan（計画の策定・
見直し，予算や職員などの経営資源配分の見直し）
への連動に各部門が責任を持つことを徹底した。
また，権限と責任が整合しない計画の策定，お
よび推進体制が，適切な自治体経営を阻む根本要
因であることを明確にした。その上で，日本の地
方自治における二元代表制をモデルに，総合計画
の位置づけや在り方に対する首長・議会・住民そ
れぞれの権限と責任を明確にした（図-2）。
更には，有限な経営資源を自治体経営の制約条
件に設定し，優先度や選択と集中の観点から，総
合計画を以下の2構成とした。
（1） 優先的な経営資源配分のもとで中長期的に推
進する「戦略編」

（2） 限られた経営資源の相対的な配分の見直しに
より，短期的な社会経済環境の変化に対応して臨
機応変に施策を見直す「分野別編」
有限な経営資源を自治体経営の制約条件である
ことを明確にした。図-3に示すとおり，市が実施
する施策や事務事業について，
・ 限られた経営資源を優先的に配分することで，目
標達成を目指す重要度・優先度の高いもの

・ 優先的に配分された残りの経営資源の相対的な
配分にとどまることで，事前に設定した具体的な
目標達成にこだわることができないもの
に分類することが可能となった。
これによりA自治体は，議会や住民の真の期待に
応える，責任を持った経営を推進・実行する組織
へと大きく舵を切り始めた。なお，本章で述べた
経営起点の総合計画の改革は，自治体の経営上位
層がその権限を適切に行使するとともに，次章で
述べる組織・人材マネジメントの改革と連携する
ことによって，より高い自治体経営を実現する。

自治体経営を担う組織・人材マネジメント改革

●  自治体経営における人材や組織の課題
地方自治体の役割は，地方分権改革がもたらす
事務・権限の移譲などにより，果たすべき役割が
拡大，高度化傾向にある。一方，高齢化と経済環
境の厳しさによって，福祉を必要とする住民が増
加しており，地方自治体が従来から担ってきた業

自治体経営を担う組織・人材マネジメント改革

・ 今後の自治体経営における基本構想・基本計画・
実施計画の位置づけ，役割，機能の見直し

・ 位置づけ，役割，機能に応じた，計画の構成・内
容の見直し

・ 計画策定の進め方や手続きの見直し
・ 計画の実効性を担保する経営資源配分との連動
性の見直し

・ 計画の進捗・成果の測定と，迅速かつ適切な見直
しのためのモニタリング方法の見直し
次節では，富士通総研が有する自治体経営改革
に関する知見・ノウハウを活用したコンサルティ
ング実践例を通じて，総合計画の改革のポイント
を論ずる。
● A自治体が取り組む総合計画の改革のポイント
実効性の高い自治体経営を確立するためには，
基本構想の策定義務の撤廃を契機に，総合計画の
抜本的な改革が不可欠であると富士通総研は考え
ている。自治体経営に関する豊富な知見に基づき，
総合計画が形骸化する根本的な要因を分析し，そ
れを踏まえた総合計画の改革の方向性を打ち出し
ていた。
一方，A自治体は首長のリーダーシップのもと，
選択と集中を伴った長期的視点で効率的・効果的
なまちづくりを推進するため，PDCAサイクルに
基づく本格的な自治体経営の確立を進めていた。
その一環として最初に取り組んだのは，PDCAサ
イクルの起点となる総合計画の改革だった。議員
を始めとする利害関係者の関心が非常に高い総合
計画の抜本的な改革を断行するためには，経営トッ
プである首長から庁内の経営に関わる関係部門ま
でが一体となって推進することが重要である。改
革に当たり，首長・副首長，および経営戦略部門
で構成する経営戦略本部が設立され，富士通総研
もコンサルタントとして参画した。富士通総研は，
A市における自治体経営の問題点とその要因の洗
い出し，経営改革の方向性を示した上で，総合計
画の抜本的な見直し内容に基づく経営方策につい
て，経営上位層の理解を得ることに注力した。本
部以外に，財政部門，人事部門，行政改革部門な
どPDCAサイクルの各パートの責任部門が参画す
るプロジェクトチームにおいて，それぞれが所管
する既存業務が円滑に連携できない要因とその改
善策を検討することを重視した。これにより，組
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示す。
（1） 組織経営上の課題
行政組織の経営資源（人材や予算）が縮減する中，
限られた資源をスピーディーに有効配分し，柔軟
に活用する必要性が高まっている。前章で述べた
とおり，首長のリーダーシップを発揮しやすい仕
組みの構築に加え，部課長レベルにおいても，適
切なマネジメントを促す体制・制度を整えること
が課題となっている。

務の量も増え続けている。しかし，その担い手で
ある地方公務員の数を見ると，2004年をピークに
減少を続けており，増え続ける業務量に対応でき
る範囲を越えつつある。このように，地方自治体
の人事政策の関心は，職員の「量」から「質」へ
の変化が見られる。限られた職員の能力を高める
こと，そして，その能力を最大限に発揮させるこ
とが不可欠となっている。
そこで，組織経営と人材育成の観点から，大き
く次の2点を今後の地方自治体における課題として

図-2　自治体の二元代表制と総合計画などの在り方

図-3　有限な経営資源下における目標の在り方
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必達目標としての性格が強く，その達成に向けて優先
的な資源配分を行う必要性がある



必達目標としての性格はない

目標の達成の程度（目標と実績との乖離）とそのような
状況となった要因について，説明責任が発生する
（Responsibility：応答責任，遂行責任）

目標の達成・未達成について，結果責任が発生する
（Accountability：結果責任）



FUJITSU. 65, 6 （11, 2014） 27

最新の自治体経営改革コンサルティング

（2） 人材育成上の課題
現在の地方公務員の年齢構成を見ると，特に

30代半ば以降の職員数が絞られた状況にあり，将
来の管理監督職の担い手不足による管理監督職の
若返りが見込まれている。限られた若手人材を将
来の管理監督職として，計画的かつ早期に育成す
ることが課題である。
これら二つの課題を解決するヒントとして，本
章では，富士通総研が支援する地方自治体の事例
を用いて，今後の組織・人材マネジメントの在り
方を示す。
● 組織目標と個人目標の連携を目指した事例
組織経営上の観点について，前述のA自治体の施
策や事業を所管する部課長の目標管理の仕組みを
基に紹介する。
これまでA自治体では，部および課単位で，期初
に組織目標を設定し，別途，個人業績目標の設定
も行ってきた。しかし，この点については，多く
の地方自治体と同様，組織目標からブレイクダウ
ンした内容を個人業績目標として掲げるという概
念は示されているものの，実際には，組織目標と
個人業績目標の関係が，部や課によってばらばら
な状況を生み出していた。また，部課長が組織目
標に対してどのような責任を果たし，組織目標の
達成状況が部課長個人にどのような影響を与える
のかも，曖昧な状況であった。
そこで，このような状況を改革する方策の一つ
として，A自治体では，新たに「基本計画目標」「組
織目標」「個人業績目標」の三つを連携させた目標
管理ツールを試行導入した。年間の取組みに沿っ
て本施策の特徴を紹介する。
（1） 目標設定時
目標設定時（4月）には，5年間の基本計画に基
づく計画目標，その達成に向けて今年度，部や課
が重点的に取り組む組織目標，更にその達成に向
けて部課長が果たす責任を明記した個人業績目標
の3層構造が一覧できる「目標設定シート」を新た
に設けた。
（2） 期中検証時
組織目標に関して，新たに期中（9月～ 10月）
に検証するタイミングを設けた。その際に市長と
部長が合意した見直し内容を，当該年度中の改善
事項とするだけでなく，予算編成プロセスと連動

させることで，次年度予算に反映した。また，施
策評価の検証結果を，組織目標の中間検証時に目
標管理の様式内に転記することで，指標による施
策の成果と合わせて，組織目標の期中検証を可能
にした。
（3） 期末評価時
期末評価（3月：年度末）に関しては，組織目標
の達成状況と部課長の評価を一覧できる様式とし，
組織目標の達成状況を踏まえて，部課長個人の業
績評価を行った。個人業績評価は，組織目標と実
績の乖離理由を分析し，明らかにすることが重要
である。その乖離理由が部課長の責任範囲である
場合に限り，部課長の個人業績評価にもその結果
を反映させるという考え方を採用した。
このように，計画目標，組織目標，個人業績目
標を連携させることで，組織目標達成に対する部
課長の責任を明確に自覚させる。そして，組織目
標が未達成であったときの応答責任に応えられな
い部課長については，そのことを個人の責任とし
て問うことのできる仕組みとなっている。
また，人事政策は，人事部門だけに閉じる話で
は決してなく，地方自治体の経営資源として最も
重要な人材の在り方を決めるものである。A自治
体においても，個人業績目標の在り方を戦略企画
部門が議論を先導しながら，人事部門，行革部門，
財政部門も参画する会議体によって議論を行って
きた。

A自治体では現在，この目標管理の仕組みを核
に，計画管理や人事評価，予算編成，施策評価を
一体的に展開する新たな行政経営モデルの構築を
目指している。今後，機動的な組織経営を目指して，
部課レベルの施策・事業，予算，人員に対する権
限と責任を明確にする流れが更に強まると考えら
れる。一方で，部課長向けの人材マネジメントは，
全庁的に共有すべき課題である。
● 人材育成基本方針を頂点とする人材育成・活

用サイクルの実現を目指した事例
人材育成上の観点では，将来の管理監督職を計
画的・効果的に育てる仕組みが必要である。地方
自治体にとって，最大の資産である人材をあるべ
き姿に育て上げるには，その到達点を描いている
人材育成基本方針をよりどころに，能力開発，人
材配置，評価・処遇といった一連の人材育成・活
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用サイクルを有効に機能させることが重要である
（図-4）。しかし，多くの地方自治体では，人材育
成の仕組みに含まれる人材育成基本方針，研修計
画，評価制度，処遇制度などの人事制度が，それ
ぞれ独立して整備・運用されており，人事政策と
しての全体最適が図られていない。
以下に富士通総研が支援し，コンサルティング
を実施した二つの自治体の事例を紹介する。
（1） B自治体の事例
人事制度の棚卸しと，各制度間の連携に重点を
置いた。各人事制度が，仕組み上も運用上も全く
連携していないという事実をまずは庁内で共有さ
せることから始めた。次に，これまで具体的な施
策への展開を図ってこなかった目指すべき職員像
について，構成要素を具体化し，研修計画や人事
評価制度に当てはめた。これを活用して，職員像

との関係が明確になるような制度の見直し方針を
作成した。また，職員像の構成要素を意識や行動
レベルに落とし込み，その達成度を職員に尋ねる
アンケートを実施することで，職員像の実現度合
いを定量的かつ定期的に測っている。
（2） C自治体の事例
職員意識調査の実施を支援しているが，ここで
は，一般的なES調査としての仕事のやりがいや職
場の満足度などを網羅的に尋ねる調査設計にはあ
えてしていない。具体的には，現行の人材育成基
本方針の柱ごとに設問を整理することで，人事政
策の成果指標としても扱いやすい調査設計とした。
そのほか，現行の人材育成基本方針で掲げた職員
像を「現状分析レベル・現状改善レベル・価値創
造レベル」の3段階に分解した上で，期待される意
識や行動の達成度について尋ねる設問を設けてい

図-4　人事政策体系のあるべき姿
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る。今後，この職員意識調査の分析結果を踏まえて，
人材育成・活用サイクルの実現に向け，次期人材
育成基本方針の策定や，人事部門における組織の
在り方を見直す予定である。
現在，人材育成に関するPDCAマネジメントの
実現については，富士通総研が支援する地方自治
体に限らず，ほかの地方自治体でも関心が高まっ
ていると考えられる。職員自らが成長プロセスを
見出すことができるように，各人事制度の関係性
を明らかにし，分かりやすくシンプルな人事制度
の再構築が期待されている。

む　　す　　び

将来の地域社会を取り巻く厳しい環境を見通す
と，補完性の原理や基礎的自治体優先の原則に則っ
た地方分権改革を推進し，各自治体が自己決定・
自己責任のもと，地域の実情に応じた効率的・効
果的な行政運営を実現する必要がある。しかし，
その重要性を理解し，本格的な経営改革に取り組

む　　す　　び

み始めた自治体は，まだ少数である。
本稿では，基本構想の策定義務の撤廃を受けて，
行政経営の起点となる総合計画の改革を通じて自
治体経営の確立に取り組む自治体の事例を紹介し
た。また，組織・職員の能力，およびモチベーショ
ンの向上に向けた組織・人材マネジメント改革に
取り組む自治体に対して，富士通総研が行ったコ
ンサルティング事例を紹介した。本稿で述べた内
容は，今後の自治体が経営を確立する際に重要な
ポイントである。権限と責任を整理し，事後の分析・
評価が可能で，具体的な総合計画を起点とした実
効性の高いPDCAサイクルに基づく行政経営の改
革は，その中心的な担い手である首長や行政執行
部に大きな緊張感を与える取組みでもある。しか
し，限られた経営資源のもと，より効率的・効果
的な行政サービスを提供し，地域活力の維持・向
上を実現するためには，これらの改革は不可欠な
ものと考える。
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