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今日のテーマは「やる気と働きがいのある組

織つくり」です。今、企業では、「やる気」、モ

チベーションに関心を高まっています。モチベ

ーションは、組織と個人をつなぐ媒介物です。

「やる気」がないと生産性が上がらない。一方、

モチベーションが高いのは、働く人にとってや

りがいがある証拠です。

最初に申し上げておきたいことが 2点ありま

す。1 点は、私は、最近の公務員バッシングに

違和感を覚えているということです。公務員は

いくら攻撃しても反論しない。叩き放題になっ

ています。的を射ている場合もありますが、事

実に反することもあって、マスコミは、事実と

かけ離れた例外的なことを取り上げて、一般的

な事実であるかのように報道します。しかし、

かたよった情報、間違った事実の報道について

は、客観的に正していくスポークスマンをおく

必要を感じています。

もう 1点は、公務員は既得権を守ろうとする

だけでは、世論の支持が得られないということ

です。公務員の組織、人事、マネジメント、働

き方について、こちらから提言していくことが

必要です。現在は、いろいろと環境が変化して

いますので、従来のような組織や働き方には限

界があることを否定できないと思います。働く

側からマネジメントを提言する。そこで指針に

なるのは「やる気」と「働きがい」です。

今、国、地方を問わず、公務員改革の議論が

盛んに行われています。そのなかでよく言われ

るのは、民間企業との比較です。確かに民間の

よいところを採り入れていくのは大切です。し

かし、その議論には欠けているものがあります。

民間企業は利益を上げることだけが役割だと思

われていますが、最近は「顧客満足度」も重視

されるようになりました。さらに、顧客の満足

度を上げるためには、従業員が満足しているこ

とが必要です。従業員が満足していないのに、

お客さんを満足させることはできない。

ところが、公務員の場合、なぜか、職員を満

足させることは良くないことであるかのような

風潮があります。民間がこれだけ苦しんでいる

のに、公務員だけいい思いをするのはよくない

といわれる。しかし、これは間違っています。

職員の満足度が低く、良いサービスができなけ

れば、住民にとっても損です。公務員改革を考

えるときには、原点に返る必要がある。住民の

ためによい仕事をして、貢献してもらうために

は、モチベーションを上げないといけません。

モチベーションを上げようとすれば、職員を満

足させることが必要になる。モチベーションを

上げ、成果を上げることは、住民満足度も上が

ることになります。

なぜ、行政の組織やマネジメントが

変わらないのか

では、そのためにどうすればいいか。現状を
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みると、大幅な組織改革が必要です。ところが、

これまでの行政改革、公務員制度改革では、具

体的な話が述べられていない。その責任の一端

は、我われ研究者にもあります。行政の組織や

人事について議論する人は、ほとんど行政学者、

政治学者です。彼らは制度についての話はしま

すが、モチベーションとか組織づくりについて

は得手ではありません。「成果主義」を採り入

れて、「やる気」のあるものには手厚く、そう

でないものには厳しくという抽象論になる。モ

チベーションや生産性を研究するのは、日本で

は経営学者が中心です。しかし経営学者にとっ

ては、役所の組織は勝手がわからない。したが

ってほとんど発言しない。一種のエアポケット

のようになっています。

また「やる気」を起こさせようと思うと、一

人ひとりの職員のホンネに耳を傾けて、組織に

とっても、住民にとっても、働く人にとっても

望ましい、「三方良し」の解決策が必要です。

しかし、そうした耳を貸す姿勢が今まで欠けて

いました。これまでの組織改革は、大きな枠組

みを変えずに議論してきたと思います。

現在、自治体の財源不足もあって、給与が削

減され、組織もフラット化されて、ポストが減

少しています。管理職手当も下がっている。ア

ンケートなどで職員の声を聞くと、給与や手当

の削減によって、モラールが低下してきている

ことがはっきりわかります。理論的にいうと、

納得できない理由で給与カットされると、仕事

のどこかで手を抜こうという心理が働く。心理

学の「衡平理論」です。さぼろうとする気持ち

が働く。しかし、給与が下がっても、その分、

休みが増えるとか、市民からねぎらいの言葉を

かけられると、埋め合わせができます。反対に

バッシングされると、一層、割に合わないとい

う気持ちになる。それは、住民への不利益で返

っていきます。

さらに、分権化によって仕事環境が変わって

きています。単純な仕事が減って、自分で考え、

政策立案する仕事が大きな比重を占めるように

なる。そうすると求められる能力も変わってき

ます。今まで以上に、高いモチベーションがい

る。つまり、待遇は悪くなる一方なのに、世間

からバッシングされる。「やる気」が低下せざ

るを得ないにもかかわらず、これまで以上に

「やる気」を出さないといけないという、大変、

厳しい状況におかれているわけです。

何がやる気と能力の発揮を

妨げているか

では、「やる気」を削いでいるものは何か。

公務員のアンケートを分析してみると、いくつ

かのポイントが浮かび上がってきます。1 つは、

過剰な管理職、細かすぎる人事評価、そして集

団主義です。

過剰な管理「職」

管理職が多いと、若い人がのびのびと仕事が

できない。若い公務員は、「細かいことにまで

口出しをされる」「それなら勝手にやってくれ、

という気持ちになる」と、たくさんの人が書い

ています。何が問題か。組織をつくる時に、処

遇の論理から出発していることが大きな原因で

す。確かに処遇は大事です。しかし、管理職の

処遇を重視するあまり、管理される側への影響

を軽視し過ぎている。処遇は大事で、モチベー

ションや生産性にもかかわりますが、、若い人

たちの「やる気」との両立を図っていくことが

必要です。

過剰な評価、過剰な管理

次に「評価」です。最近は成果主義が採り入

れられ、人事評価がされるようになっています

が、それには大きな問題があります。公正な評

価が求められるため、細かい評価をしてしまう。
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正しい評価は、細かい評価と同じでないばかり

か、むしろ細かく評価すれば不正確になります。

能力だけでも 10 項目以上ある。そして、各項

目を 5 段階、10 段階で評価しているケースが

あります。職員が専門性をもって仕事をしてい

ないのに、まして生産性の成果を測る尺度もな

いのに、どうやって 10 段階で評価するのか。

自治体に聞いてみると「他の市がやっている

から」。ではその他の市に聞くと、「コンサルタ

ントが提案したから」。コンサルタントに聞く

と、「細かくしないと高く売れないから」と。

薄い報告書だと何百万円もとれないから、分厚

くする。それに振り回されているわけです。過

剰な評価、細かい評価ほど、何が評価されてい

るかわからなくなります。かえって働く人を萎

縮させ、上司の顔色をみながら仕事をすること

になります。当然、不満も大きくなります。

評価の基本は、根拠がある場合には差をつけ、

理由や根拠がない場合には差をつけない方がい

い。そういう意味では、3 段階がベストです。

誰がみても「よくできる人」、誰がみても「も

うひとつの人」、それ以外の人ぐらいで充分で

す。細かく評価しなくても、一人ひとりの仕事

の分担をはっきりさせ、仕事ぶりが「見える」

ようにすれば、自ずと評価は定まってきます。

成果主義は、人間はお金で動く、給料を上げ

れば「やる気」を出す、という考え方です。と

ころが公務員の場合、お金によって「やる気」

を出す人は少ない。お金はむしろ、不満の原因

になることが多い性質をもっています。不満や

不公平感を抱かせない制度づくりが、ポイント

になります。本来、評価にしても、報酬にして

も、水や空気のようなものであるのが一番いい

と思っています。仕事をするのに、どのように

評価されるか、それによって報酬が上がるか下

がるかといったことを考えず、任しておけば悪

いようにはされないという信頼感のもとで仕事

に専念できるのが、一番望ましい状態です。

評価は、また管理でもあります。不祥事が起

きると管理を強化する方向になる。過剰な管理

には大きな弊害があることを知っておく必要が

あります。一つは自分から「仕事をやってやろ

う、これは自分の仕事だ」という前向きの意識

ではなく「やらされている」という感覚をもた

らす。当然ながら自立を妨げる。そして、「集

団主義」を引き起こします。

官僚主義、集団主義

「官僚主義」とは、ルールをタテにとって杓

子定規に決められたことしかしないことです。

官僚主義は外部の圧力から自分たちを守る最良

の防御手段です。住民やマスコミからの批判が

強くなればなるほど、官僚主義が強くなります。

管理強化が進んだ自治体の議員や住民の話を聞

くと、以前なら「これをやってくれないか」と

頼むと、たいてい聞いてくれた。ところが今は

「規程でこうなっています」「それは私の権限

ではありません」と拒絶されるケースが増えた、

と言っていました。それは結局、住民のために

ならない。

そして不祥事が起こると、管理強化される。

疑問に思うのは、管理を強化すれば不祥事がな

くなるでしょうか。実際に自治体の例をみると、

決して不祥事はなくなっていません。それには

根拠があります。研究によると、自尊心が低下

すれば違反が増える。叩かれたり、一挙手一投

足まで管理されると、自尊心、プライド、誇り

が奪われる。そうすると不祥事が起きやすくな

ります。周りが監視しても、本人が自分をコン

トロールすることにはかないません。プライド

を傷つけると、自分で判断したり、責任をとっ

たりする感覚も低下します。さらに、組織的な

不祥事が発生するケースもあります。最近、警

察で組織ぐるみの不祥事がたくさんありました。

証拠品の紛失や、捏造。事件の件数を過少申告

する。これらは、規律が緩んでいるというより、
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過剰な管理によって、正義感が薄れ、市民の利

益よりも、上司の目や機嫌を損ねることに意識

が向いているために起きています。

これまで、役所では、集団で仕事をするのが

常識でした。モチベーション、マネジメントと

いう観点から考えると、集団主義は見直さない

といけません。若い人にとっては、上司と一緒

に仕事をすると、のびのびと仕事ができない。

自然に受け身になります。上司や先輩がいない

方が、はるかに能率が上がる。これからは、個

人の分担や責任を明確にしていくことが必要で

はないでしょうか。日本では民間企業も含めて

集団主義といわれていましたが、最近は民間企

業でも個人単位で仕事をするケースが増えてい

ます。欧米は、もちろんそうです。

やる気の源泉は何か？

では、前向きな「やる気」、質の高いモチベ

ーションを高めて、仕事の能力を上げるには何

が必要かを考えてみます。

各地で活躍しているスーパー公務員を訪ねて、

彼らが何によって動機づけられているかを探っ

てみました。そうするといくつかの特徴がある

ことがわかりました。1 つは自律的に仕事をし

ていることです。管理されたり、強制されたり

して受け身で仕事をしているのではなく、自分

の意思や判断で仕事をしています。2 つめは、

組織の中だけではなく、市民、社会から認めら

れる機会に恵まれていることです。

阪神淡路大震災や東日本大震災のときに、公

務員が大活躍をして、周りから感謝されました。

そこに公務員の「やる気」を引き出すヒントが

隠れています。目の前にある問題を解決し、目

標を達成するために、管理されたり、強制され

たりせずに、自律的に仕事をしました。ところ

が、元の職場に戻ると、またモチベーションが

元に戻るケースが多い。

公務員のアンケートで、どんなことに「やる

気」が出たかを調べてみると、ほぼ半数の人が

「周りから認められた時」でした。これを、マ

ズローは「承認欲求」と呼んでいます。「認め

られたい」「褒められたい」「感謝されたい」と

いう気持ちです。今日のアンケートでも、「上

司や同僚から褒められた時」「市民の役に立て

た時」「感謝の言葉や笑顔に接した時」「仕事や

地域で成果を認められた時」「担当を与えられ

て的確な評価をされた時」と、多くの人が周り

から認められた時に感じています。公務員にと

って、周りからの感謝や評価、認められること

が、最も重要なことがわかります。

また、スーパー公務員は、組織の外側を向い

て働いていることがよくわかりました。市民、

社会を向いて仕事をしている。そこに大きなポ

イントがあります。

注目すべきことは、これらのいずれも、コス

トがかからないことです。どんなに財政状況が

厳しくても、働きがいを高め、モチベーション

を上げることができるなら、組織にとって望ま

しいことです。だからといって、給与や待遇を

切り下げていいというわけではありません。心

理学者のハーズバーグは、「給与は不満の原因

になる」と言っています。

改革のポイント

では、改革のポイントについて考えてみたい

と思います。

組織はフラットに

従来の仕事というのは、与えられた業務を粛

々とこなすということでした。ところが、その

ような仕事の多くは IT 化、民間委託、民営化

などによって減ってきています。最後まで残る

のは、プロとして専門性の高い仕事です。行政
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図 1 「事務処理型組織」と「プロ型組織｝

事務処理型 プロ型

のプロとして使命を果たすために、これからの

公務員は、「プロ型」に変えていかないといけ

ない。そうしないと、いくら志が高くても、大

きく変えることはできません。

具体的な改革のポイントは、組織をフラット

にすることです。今のように階層がたくさんあ

る組織は、非効率です。欧米などは、日本とず

いぶん違います。役所に限らず、どんな組織で

も、4 階層で充分です。中間管理職が減ると、

処遇が悪化すると思われがちですが、処遇と役

職は切り離すことが必要です。余った管理賞は、

専門職として、スタッフ的な質の高い仕事をす

る方向に変えていく。図 1は、それをイメージ

化したものです。アメリカの組織は「プロ型」

に近いものとなっています。どんな部署でも可

能というわけではありません。契約、許認可は

階層が必要です。企画、広報、調査の部署は、

フラッﾄにできる。それによって職員の団結が

削がれることは決してありません。

可能な部署は個人担当制に

次に、可能な部署は個人担当制にして、権限

と責任を明確にすることです。浮いた人は新規

事業を担当してもらう。入庁 3年程度で自立で

きることが必要です。管理職は、管理責任はと

るけれども、仕事は基本的に任せる。

専門職のキャリアアップコースの増加

3 つめは、専門職型のキャリアアップコース

を増やすことです。従来、専門職は管理職につ

けなかった人や、ルートから外れた人を処遇す

るという位置付けでした。これを本来の姿に戻

していく。

役所の中に閉じこもらず、社会に出ていく

また、これからの公務員は、一人ひとりが住

民の中に入って仕事をすることが必要です。住

民と接して、住民に評価されながら仕事をして

いくスタイルに変えていく必要がある。公務員

は役所で机に向かって仕事をしています。市民

からみると、何をしているかわからない。住民

の中に入っていけば、住民ニーズがつかめます。

住民と接していると、住民の公務員に対する評

価が高まります。当たり前のことですが、普段、

顔をあわせている人を悪くいったり、批判を浴

びせたりすることはできない。そういう意味で

も、住民の中に入って仕事をし、住民を味方に

つけていくことが大切なのではないでしょうか。

興味深いのは、学生や採用当時の職員は、

「プロ型」の組織をイメージしています。「住
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民のためにこんなことをしたい」と夢をもって

います。しかし半年もすると、組織になじみ、

当初もっていた意欲がだんだん失われていくと

いう現象がみられます。

「プロ型」にすれば、意思決定が迅速で機動

的になります。モチベーション、責任感も高ま

る。責任の所在が明確になる。上司は悩みなが

ら評価しなくても、自然とその人の評価が定ま

り、それを追認すればいい。納得感も生まれま

す。長期的に考えれば、「プロ化」は、改革の

目標になるのではないでしょうか。

やる気と潜在能力を引き出す

マネジメント

自立性を高めるには

スーパー公務員、ずば抜けたモチベーション

を発揮している人たちの条件の特徴の一つは、

自律的に仕事をしていることです。自律的に仕

事をさせるためには何が必要か。時間による管

理を緩めていくべきではないでしょうか。時間

による管理は制約ですね。欧米に限らず、韓国

の役所でも、たいていのところが短時間勤務や

フレックスタイム制度を採り入れています。役

所をできるだけ働きやすい環境にして、少しで

もよい仕事をしてもらうという、市民との合意

があります。そのためには、働き方をもっと柔

軟にする。部署の枠を超えたプロジェクトチー

ムを多用する。プロジェクトの仕事は、命令に

従うではなく、横のコミュニケーションが重要

となります。「プロ型」の組織です。

さらに、最近は、役所でも FA 制度を採り入

れているところがあります。ここに行きたいと

手をあげる職員の意欲を買って、できるだけ希

望をかなえる。これまで、希望どおりの異動を

させると不公平になるとして、異動は人事の専

管事項でした。しかし、これは考え直さないと

いけません。その突破口が、FA 制度だと思い

ます。

また、組織のフラット化に合わせて、個人の

裁量権を拡大させることが必要です。確かに管

理職への権限移譲は進んでいますが、末端にま

で及んでいない。大切なのは、住民や市民と直

接接する末端の職員に、権限や裁量権を与える

ことです。

管理の手法には、「川上」と「川下」があり

ます。「川下」というのは成果や役割を果たし

ているかということ。「川上」は態度や意欲で

す。日本では「川上」の態度や意欲で管理する

傾向があります。そのためには頑張っていると

ころを見せないといけない。細かいところまで

口を出されて、何を評価されているかわからな

いのでは、圧迫感だけが残ります。もちろん

「川下」の成果や役割は、成果主義とは違いま

す。成果主義は、成果を上司がみて評価して処

遇に差をつけることです。ここでいう成果は、

処遇に差をつけることとは別のことです。仕事

をして成果を上げる、役割を果たしている限り、

途中のプロセスについては本人の裁量に委ねる。

残業しなくても、有給休暇をめいっぱいとって

も、仕事をきちんとこなしていればいい、とい

えるようにしていく。それが、ここでいう「川

下」の管理です。

職場環境の見直し

見直していかなければならないのは、職場環

境です。役所は、大部屋で仕事をしています。

大部屋で仕事をするのは、事務処理型の仕事を

するには便利です。顔をあわせて、一緒に作業

していくには適している。しかし質の高いモチ

ベーション、質の高い仕事をするとなると、大

部屋は不向きです。電話は鳴るし、周りから話

しかけられし、そのような状況では、自律的に

仕事ができない。じっくり考え込んでいると、

「君、ちょっと暇そうだな。これやってくれ」

と、上司から仕事を押しつけられる。忙しそう
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に電話をしたり、書類をつくっていると「よく

頑張っている」と思われる。韓国は、机の間に

間仕切りがあります。アメリカの市役所は、窓

口でも個人のブースがある。なかには日本型の

大部屋を採り入れているという国もありますが、

隣の席との間は 3ｍほどの空間があります。日

本でいう大部屋とは違う。

このように、職場を分離的な環境にしていか

ないと、いい仕事はできないし、働きがいも生

まれません。

認められる機会の増加

そして、もっと認められる機会を増やしてい

くことが必要です。そのために表彰制度を採り

入れる。市長賞とか議会事務局長賞とかではな

く、職場レベルで賞を採り入れる。この点は、

欧米で進んでいます。それによって職場の雰囲

気がよくなり、一人ひとりが楽しく仕事ができ

るようになります。

また、日本では、管理職が部下の手柄を自分

のものにするのは当たり前のように思われてい

ます。しかし、アメリカでは厳しく禁じられて

います。自分の名前で仕事をし、発信する機会

を増やしていく。行政職だけではなく、現業職

も、住民の中に入っていって活躍する機会はあ

ります。バスの運転手は、地域の交通事情をよ

く知っているので、安全教室を開くとか、給食

調理員は食育の講習をする、ごみ収集の職員は

ごみの減量の講習や、各家庭をまわってごみ収

集のニーズを聞くなど、活躍の場を広げること

で、市民の公務員に対するイメージはよくなり

ます。住民や社会の中に入っていって、そこで

評価されることで、公務員の足腰を強くなり、

不条理な待遇の悪化をくい止める力にもなりま

す。

さらに、NPO や NGO、ボランティア、民間

企業の人たちと、協働する機会を増やしていく

ことです。社会でも通用する人材を育てていく。

これからは、公務員だからといって、定年まで

勤めることを前提にするのではなく、役所の外

で活躍したい、資格をとって独立したい、とい

う選択肢もできることを見据えながら、キャリ

ア設計していく。そういう時代になってくると

思います。

最後に

予算や人員が減少するなかで、これまで以上

に意欲や能力を引き出そうとすると、従来のよ

うな組織のあり方では不可能です。

ポイントは、まず、「事務処理型」の、階層

の多い組織から「プロ型」に変えていく。2 つ

めは、給料やポストなどの、意欲や能力を引き

出す資源がだんだんと先細りになっているため、

発想を変えて、外部資源で動機づける。外を向

いて仕事をし、そこで評価されるようなモデル

に変えていく。それが住民サービスを向上させ

ることにもつながり、行政に対するイメージア

ップにもつながると思います。

（この原稿は、2013 年 6 月 22 日に開催した「セミナ

ー」での講演禄を編集したものです。）
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