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行財政改革と「行政経営品質」

京都府における行財政改革については、「財

政健全化指針」（1999 ～ 2003 年度）に基づき、

バブル崩壊にともなう税収の大幅な減少に対応

するため、給与・事業費の一律削減等に取り組

むとともに、「経営改革プラン」（2004 ～ 2008

年度）に基づき、内部組織・業務の簡素化等に

取り組んでまいりました。

2006 年には、こうした取り組みを進める庁

内組織として「京都府行政経営改革推進本部」

を設置し、2009 年からは、「府民満足最大化プ

ラン」（2009 ～ 2013 年度）を策定して、①府

民ニーズ第一の視点 ②地域協働の推進・事業

仕分けの視点 ③業務プロセスの徹底した簡素

化の視点 ④人材強化育成の視点 ⑤持続的・

安定的供給の視点の 5つの視点から、取り組み

を進めています。

「行政経営品質」については、府民満足最大

化プランに基づき、人材強化育成の視点から、

職員の意識改革や組織力の向上等に取り組んで

います。

「経営品質」とは

「経営品質」とは、組織が理想とする姿と現

状とのギャップを認識・分析し、「今ある姿」

ではなく「ありたい姿」に向けて、組織の能力

をいかに高めていくかについて、「対話」をし

ながら実践的に取り組んでいく手法です。

「経営品質」には 4 つの考え方があり、1 つ

は「顧客本位」です。評価の基準は、自分にあ

るのではなく、顧客にあるという考え方です。

2 つ目は、「独自能力」です。横並びではな

くオンリーワンをめざすことで、その組織に合

った「全体最適」が図られるというものです。

3 つ目は、「社員（職員）重視」です。「顧客

満足」をもたらすのは「職員満足」であると考

え、職員一人ひとりのやる気を重視しています。

4 つ目は「社会との調和」です。組織は地域

社会の一員であり、利益を社会に還元し、地域

を輝かせるために、支援・発展に協力するのが

「組織」だという考え方です。

「経営品質」の考え方は、1987 年にアメリ

カで、卓越した顧客主導の経営システムを持つ

企業を表彰する制度として、マルコム・ボルド

リッジ賞が創設されたことから始まります。

この賞は、製造業だけでなくソフト産業や行

政にも適用できる「経営改革」の考え方を国家

賞として創設したもので、企業の生産性向上や

社員モラルの高揚、顧客満足度の向上に大きな

成果を収め、アメリカ経済を復活させたと言わ

れています。この手法は、現在、世界 80 以上

の国や地域で取り組まれています。

我が国でも、1995 年に財団法人社会経済生

産性本部が「日本経営品質賞」を創設しました。
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これは、自己評価だけではなく外部の視点か

ら評価し、企業の実態がどのレベルにあるか、

延べ 1000 時間かけて審査したうえで、評価レ

ポートとして報告し、優秀なものを公表・表彰

する制度です。

これまでの主な取り組み

京都府では、「行政経営品質」について、次

のような取り組みを行ってまいりました。

2004 年度：経営品質導入、アセッサー養成開

始

2005 年度：運営目標を通じた PDCA チェック

開始

2007 年度：府民サービス向上成果発表会開始

2008 年度：所属アセスメント実施(～ 2010 年

度）

2010 年度：サマーアセス（組織・業務・事業

についての総点検）実施

2011 年度：サマーアセス対応検討、部局アセ

スメント実施

アセッサー

アセッサーとは、経営品質に係る研修を修了

した者で、組織の現状を経営品質の観点からア

セスメントし、施策・事業の効果的効率的な取

り組みや、組織運営の改革・改善を支援してい

ます。現在、187 名のアセッサーが配置されて

います。最終的に、全所属へアセッサーを配置

して取り組みを推進したいと考えています。

「運営目標」と「明日の京都」

「運営目標」は、年度当初に、各部局長が担

当する業務に関して重点的に取り組むものにつ

いて知事と協議して設定しており、2012 年度

は、17 部局で 394 の目標が設定されています。

設定された目標については、各部局のアセッ

サーが、目標の達成に向けた支援を行うため、

府民の視点からコメントしています。

図 1 「明日の京都」のマネジメント

2011 年に、新しい京都府づくりのための府

政運営の指針となる「明日の京都」がスタート

しました。そのマネジメントシステムとして、

計画（Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善

(Action)という PDCA サイクルで全庁の施策運

営をマネジメントしています。「運営目標」の

ほか、社会の状況や行政活動の成果などを測定

した指標を他と比較可能な形で表した「ベンチ

マークレポート」や、専門家の協力を得ながら

課題解決を図る「アクションプラン」などを活

用しながら、次年度予算の検討等につなげてい

ます。（図１）

府民サービス向上成果発表会

2007 年度から、年度末に府民サービス向上

や業務改善の成果に係る発表会を開催していま

す。府民の視点から見てどれだけ行政サービス

が向上したか、どれだけ業務改善がなされたか、

発表事例を全職員で共有することで、全庁への

展開を図っていくことにしています。

アセスメント

2008 年度から 2010 年度にかけて、アセッサ

ーによるチームで、課・室を対象に、所属から

のヒアリングや対話を通じて職員の「気づき」

を促し、内発的な改革に結びつけられるよう、

改善提案を行いました。
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サマーアセス

2010 年度は、アセッサー 110 名、庁内アセ

ッサー 124 名が、経営品質の視点から全庁の組

織・業務・事業を総点検し、全庁に共通する課

題や部局固有の課題などについて、454 件の提

案を行いました。

この提案を受けて、2011 年度に、行政改革

推進本部に、①組織のあり方 ②人材強化育成

③業務プロセス再構築 ④住民ニーズに基づく

事業の再構築 ⑤行政経営品質向上の５つのプ

ロジェクトチームを立ち上げ、各部局の協力を

得ながら、その課題解決に取り組みました。

サマーアセスによる主な取り組み例

主な取り組み例としては、組織的な業務執行

力の低下、所属のマネジメントへの対応などで

す。

近年の組織のスリム化にともなって、それぞ

れの職員が目先の仕事に追われ、隣同士が助け

合うことが減り、先輩が後輩に教えることも少

なくなるなど、組織的な業務の執行力の低下が

言われるようになってきたことから、2012 年

度から、副課長（総括）をグループリーダーと

して配置しました。

また、全庁的に庶務機能を簡素化した結果、

監査などで指摘や注意される件数が増えるなど

チェック機能が十分に働かなくなってきたこと

から、所属長を補佐するリーダーとして、副課

長（総務）を置くことにしました。

さらに、経理事務の適正化等に向けて会計事

務の手引きを作成するとともに、職員の文書作

成能力、庁内の文書審査能力の低下等に対応し

て、文書事務手引きを改訂しました。

部局アセス

部局アセスは、部局を対象に、アセッサーに

よるチームで、部局ごとに強みと改善領域を洗

い出し、改善提言を行うことによって、組織力

の向上を図ろうとした取り組みです。2011 年

度に、知事部局や広域振興局など 15 部局で実

施しました。改善提言を受け、各部局で「職場

改善計画」が作成され、職場をより良くしてい

く取り組みが進められています。

「行政経営品質」に係る総括

京都府における「行政経営品質」の取り組み

は、今年度で 10 年目になります。職場では、

みんなで「対話」をしながら物事を決めていく

という、組織風土が定着してまいりました。

京都府の都合ではなく、府民の目線から考え

るようになり、府民のために仕事をしていくと

いう意識が定着してまいりました。

昨年度、アセッサーにこれまでの９年間の

「経営品質向上」の取り組みについてアンケー

トを実施したところ、161 名のアセッサーのう

ち 144 名から回答があり、約 70 ％から「大変

効果があった」「ある程度は効果があった」と

の回答がありました。

「府民第一の視点が浸透した」「業務改善、

府民サービス向上の取り組みが増加した」「意

見交換の機会が増え、職場の風通しが良くなっ

た」という回答がある一方、「個々の職員まで

浸透していない」「成果が実感できない」とい

う意見もありました。

2012 年度からの取り組み

2012 年度からは、これらの課題を踏まえ、

これまでの「経営品質向上」の取り組みを次の

ように大幅に見直し、定期的に二役（知事・副

知事）に取り組み状況の報告を行っています。

①「行政経営品質」を主管課の業務に位置付

け外部専門家（参与等）による支援を行う

②全部局で「職場改善計画」を策定し、部局

を中心に取り組む

③府独自にアセッサーを養成し、養成数を拡

大するなど、研修体系を見直す
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④民間企業や他の自治体の取り組みを参考に

業務改善に取り組む

⑤経営品質メルマガを定期的に配信し、取り

組みの「見える化」を図る

マネジメント塾

多忙な管理職向けに、時間外に「マネジメン

ト塾」を開催しています。「コーチング」を活

用した組織風土改革の取り組み、組織マネジメ

ントの実例、時間外労働削減の取り組みなど、

民間企業の取り組み事例に学ぶセミナー（勉強

会）を開催しています。

経営品質メルマガ

「経営品質」の取り組みを「見える化」する

とともに、民間企業や自治体での優れた取り組

みの全庁での共有化のために、経営品質メルマ

ガを定期的に配信しており、これまで 25 回発

行しています。内容としては、アセッサー養成

研修時の知事訓示や、マネジメント塾で取り上

げた民間企業の事例、三重県、鳥取県、尼崎市

などの自治体の改善事例などを紹介しています。

公所課題点検

2012 年度は、公所における課題等について、

外部の視点から点検を行いました。これまで監

査で指摘があった公所やサマーアセス等で課題

とされたところ、6 部局の 21 公所（府税事務

所、下水道事務所、保健所、土木事務所など）

を選び、公所長等へインタビューをし、本庁所

管課と公所長にフィードバックを行いました。

フィードバックは、①人員や予算の削減、設

備の老朽化、後継者不足等に直面している公所

には、陣中見舞いや現場との意見交換などによ

る丁寧なフォローが必要であること ②様々な

制約から府民サービスの向上などに踏み出しに

くい公所には、組織マネジメントについて学ぶ

機会を設けること ③様々な現実に直面し日常

に忙殺され改善や変革に取り組むのが困難であ

る新任公所長には、改善や変革に係るノウハウ

やスキル等について支援を行う必要があること

などについて行いました。

「府民サービス向上・業務改善」発表会

～ 京力グランプリ ～

優れた行政経営品質向上の取り組みについて

全庁全職員で共有し、事例を庁内外に発信する

ことで府民の理解と共感を得ることを目的に、

発表会を開催しています。2012 年度から、こ

れまでの「府民サービス向上部門」に、新たに

「業務改善部門」を創設し、プログラムも「半

日」から「一日」に拡大し、全部局から事例を

発表していただく、若手職員が審査や運営に参

画するという形で大幅に発表会の内容をリニュ

ーアルしました。その結果、2012 年度の取り

組み件数は 400 事例となり、2011 年度の 200

事例から倍増しました。

各部局での主な取り組み例

中丹広域振興局では、局全体で独自の組織力

向上ビジョン、運営方針、行動指針を策定し、

局長をトップに局全体で推進体制を構築し、全

職員による１室１課題解決に取り組んでいます。

知事直轄組織（知事室長グループ）では、秘

書課を中心に、知事室長と各課との運営目標進

捗報告会を議会毎に開催しています。府民総合

案内・相談センターからの府民意見については、

グループ全体で共有しています。

知事直轄組織（会計管理者）では、毎朝副課

長会議を開催し、会計通信を月 2回定期的に配

信しています。会計事務の手引きの作成・配布

を行い、月 1回業務の棚卸しを行っています。

総務部では、総務部憲章や課訓・所訓を作っ

たり、部独自の取り組みの発表会を開いたりし

ています。とりわけ、政策法務課では、「法務

ドクター」を置いて、各部局の取り組みを法的

な側面から支援しています。

府民生活部では、若手職員を主体にプロジェ
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図 2 政策企画部の取り組み

クトチームを作り、事務改善や業務のムダとり

に取り組んでいます。

教育委員会では、校長・副校長と事務局管理

職との意見交換会を開催したり、学校現場で新

採職員の研修を実施しています。

政策企画部の取り組み

政策企画部では、サンクスカードや部長表彰、

5S活動などに取り組んでいます（図 2）。

サンクスカードは、「ほめる」「感謝する」な

ど、職員がお互いを認め合う文化を醸成するた

めに取り組んでおり、昨年度は 3000 枚カード

が配布されました。

また、日々の地道な取り組みを成果に結びつ

けたチームや個人に対して、部長賞という形で

表彰しています。

さらに、5S（整理・整頓・清潔・清掃・

躾）活動として、自分の机の中やまわりをきれ

いにして 30 秒で書類が出てくるようにしたり、

各個人の保有する不要な文房具類を BOX に仕

分けて再活用したり、共通する事務用品の保管

スペースを作ったりして、ムダを省き、業務を

スムーズに進められるよう取り組んでいます。

2013 年度の主な取り組み

部局長オフサイト

2013 年度の主な取り組みのひとつに、部局

長オフサイトがあります。行政経営品質の取り

組みを全庁的なものにしていくには、知事と部

局長が心をひとつにして、府政運営の基本理念

を共有する必要があるということから、2013

年 4 月に、4 年ぶりに知事と部局長が集まり、

部局長オフサイトを開催しました。

「オフサイト」とは、気楽にまじめな話をす

る場で、立場や肩書きを外してお互いが本音で

語り合うものです。「あるべき論」を持ち出し

て相手を追い込むのではなく、問題を持ち寄り、

何故うまく行っていないのか、どうすればいい

のかについてみんなで話し合います。

また、「職員行動指針」の策定について検討

しています。自ら考え行動する職員、小さなこ

とまで一つひとつ上司の了解を得るのではなく、

状況を判断しながら最善最適に行動できる職員

づくりのための「指針」です。

さらに、仕事や職場に係る職員満足度につい

て、今後の取り組みに活かしていくため、政策

職員のやる気や働きがいを高める京都府「行政経営品質」向上の取り組み 25



企画部の職員を対象にアンケートを実施してい

ます。

また、各部局の優れた取り組み事例を全庁で

共有化し、今後の取り組みの参考としていただ

くため、アセッサーチームを中心に、京都府

「経営品質」優良事例集を作成しました。

「府民サービス向上・業務改善」京都物語

～ 職場の危機をチームワークで立ち向かって

いった「感動ストーリー」 ～

当時取り組んだ職員への取材やインタビュー

等を踏まえて、「経営品質」について理解を深

めていただくため、一般の職員にも親しみやす

い読み物として作成しています。（図３）

収録しているのは、①「簡易情報公開手続の

創設 ～楽に早く公開すれば請求者も府職員も

万歳～ ②京都ジョブパークの機能強化と利用

者サービスの向上 ～全国初、国と地方の完全

一体型ジョブパークの誕生とサービスを支える

理念・行動指針の策定～ ③動画で分かりやす

い情報発信 ～なぜ野生動物への餌やりはダメ

なのか！？ の３つだけですが、順次拡充して

いく予定です。（①、②の事例は、2012 年度の

発表会で、それぞれ「業務改善部門」「府民サ

ービス向上部門」で「最優秀賞」（グランプ

リ）を受賞しています）

図３ 京都府「経営品質」優良事例集

この「事例集」を活用して、より多くの職員

にも「経営品質」の取り組みについて知っても

らうため、各部局で「出前講座」を順次開催し

ています。

さらに、府民満足と職員満足の最大化に向け

て、「行政経営品質」の取り組みの全庁全職員

への浸透により一層努めてまいりたいと考えて

います。

（この文章は、2013 年 12 月 11日に開催した「公務労

働者のやる気と働きがいのある職場と組織づくり」研

究会での講演をもとに作成しました。）
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