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「質」の行革を担う人材育成

京都府文化環境部文教課長（当時 京都府自治振興課市町村行革担当課長）

中 越 豊

私は、京都府庁に入庁し、最初は税の現場に

配属され、納税者の方がたから税の重みを学び

ました。20 歳代前半は自由奔放な暮らしをし

ていましたが、やがて家庭を持ち、保育所行政

を担当しているときは、府内をくまなく回るこ

とができ、実践的に子育てについて学ばせてい

ただきました。

30 歳代は，バブル崩壊後、行政とは何なの

かについて悩みました。そのとき、立命館大学

大学院政策科学研究科の公募が始まったので、

手を上げて入学することができました。そこで、

行政にいては出会うことができない人たちに、

出会うなかで、人生における視座を得ました。

その後、府北中部地域の地域振興を担当する

ことになって、農村地域の定住化について取り

組みました。その頃は、まだ、農林行政のなか

に「定住化」という概念がなかった時代でした

が、農村への定住を希望する都市住民を募集し

て、現実の農村の暮らしを体験するプログラム

を実施し、参加者の中から定住者も生まれまし

た。地域の展望を拓くには、地域の人びとがま

とまりつつも、外に開かれた「小さな自治」が

重要であることを確信しました。その後、市町

村合併に関する情報提供を担当し、これからの

自治のあり方についてさまざまな場で議論をし

ました。その経験から「一人ひとりの職員が輝

く自治体像」として、京都自治総合研究所のご

縁で出版された『自治体改革第二ステージ』

（ぎょうせい）の一部を執筆させていただきま

した。

その後、園部地方振興局に異動となり、船井

郡・北桑田郡における任意合併協議会の事務局

を担当し、やっと合併の枠組みが定まったと安

堵したのも束の間、鳥インフルエンザが発生し

ました。これまで誰も経験したことのない事態

でしたが、多くの方がたから「自分にできるこ

とはないか？」と自ら申し出ていただき、献身

的な取り組みにより、何とか危機を終息させる

ことができました。ちょうど振興局が再編され、

府のあり方も大きく変わろうとするときでした。

当時、龍谷大学の富野暉一郎教授と、政策ベ

ンチャーで「農山村地域における QOL 産業」

について研究し、デンマーク、イタリアを調査

し、持続可能な産業への仕組みづくりの提言を

行いました。

それを実現すべく、産業政策、環境政策の担

当をしたあと、自治振興課で参事、市町村行革

担当課長に任ぜられました。

市町村行革担当課長になって

「行政改革」というと、職員定数削減など、

国からやらされる「改革」というイメージが、

多くの方の認識であったのではないかと思いま

す。本来の「行革」は、住民とともにある行革、

少なくとも住民に理解され、評価されるもので

なければなりません。

京都府立大学とは、いろいろな府政のテーマ

について共同研究をするスキームがありますの

で、そこで、大学の専門の先生と、幅広い観点

から「行革」を見つめ直すことにしました。そ
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のときの議論をまとめたのが、『もうひとつの

“自治体改革”－住民満足度向上へつなげる』

（企画・京都府立大学京都政策研究センター、

青山公三・小沢修司・杉岡秀紀・藤沢実編著、

公人の友社、2014 年 3 月 25 日発行）です。

内容を端的に言うと、これまで行革は、国か

ら枠をはめられる行革であり、数字や量の行革

でした。しかし、本来はそういうものではなく、

「質」の行革でなければなりません。そして、

行政職員にとって「働きがい」とは、いろいろ

な制約があるなかで、「自治」をつくっていく

ことです。「自治」とは、自律であり、自分た

ちから発して、地域の課題を解決していくこと

です。これは行政職員のみならず住民も同じで

す。「自治」をどう作るのかということが「行

革」だということを、この本では提起しました。

行革担当になって、そういう視点から府内全

市町村を回りました。それぞれの市町村で、ど

ういう考えをもって、どういう取り組みをして

いるのか、どういった悩みがあるのかについて

聞いていきました。

その聞きとった内容を、これからの行革の鍵

を握る視点として、① 行政の役割を再定義し

て地域社会における行政事務の最適化を進める

取り組み、② 行政の質の向上や適正化を進め

る取り組み、③ 事務負担の軽減や効率化を進

める取り組み、④ 職員が住民とともに学び、

議論し、住民と協働する環境を整える取り組み、

⑤ 住民理解の促進や住民満足度につながる取

り組みの 5つに分類し、市町村の取り組みのエ

ッセンスを紹介しています。

これからの人材育成と行政改革

人材育成

一番重要なテーマとして、人材育成がありま

す。人材育成は、すべてのファクターに絡んで

くるので、基本的なところです。

これまで、人材育成は職員研修の範疇で取り

組まれていいましたが、もう少し広く、現場を

担う人材を育てていく方向に変わっていく必要

があります。現在、どこの市町村でも、京都府

もそうですが、「求める職員像」には、そうし

たことが書かれています。それをどう具体化す

るのかが、「行革」の一つの切り口として重要

です。

政策評価

自治体では、いろいろな政策評価が取り組ま

れていますが、それがたんなる作業になってし

まっていて、住民から重視されていない。職員

も、何のためにしているのかがわからないとい

うところがあります。とはいえ、非常に重要で

すから、「質」を変えていく必要があります、

住民の満足度を高めていくために、政策評価の

仕組みと政策づくりとをリンクしていくことが

求められていると思います。

公共施設のマネジメント

時代が変化していくなかで、公共施設のマネ

ジメントのあり方も、いろいろハード、ソフト

面を含めて、中長期的な視点からあり方を見直

していくことが必要です。

「命を守る」サービス

自治体には、税外債権、奨学金の返還など、

いろいろな債権があります。これを全庁的に管

理する体制が必要とされています。しかし、そ

れだけではありません。来年から「生活困窮者

自立支援法」が施行されますから、発想を転換

して、納税者＝債務者ではなく、生活者だと定

義をし直し、その住民を真ん中において、「命

を守るサービス」を提供することが必要です。

市町村には「命を守るサービス」がひととお

りそろっています。生活保護や就労支援、子ど

もの教育や福祉サービスは、それに当たります。

これまで、そういったサービスは、各部署に分

かれて行ってきましたが、これからは、その住
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民を真ん中において「お節介」をする、つまり

コーディネートする。「お節介」であっても、

住民が必要とするサービスを提供する。

とっかかりは、「滞納」です。滞納する背景

には生活の困窮があります。多重債務に陥って

いる住民もたくさんおられ、弁護士など、行政

以外の専門機関とネットワークを組んで、支援

していくということまで視野に入れて、債権の

管理をしていく必要があります。

本来、自治体の債権は、債務者である納税者、

また税の滞納者の方の生活を破壊してまで、集

めてはいけないものです。例えば、多重債務者

から債権を回収したとしても、他の必要な債務

に当てていくとか、必ずしも税だけに当てると

は限りません。役所の中で、そういった合意形

成がされているのは、府内では、京丹後市や舞

鶴市です。

京都府は、市町村の行政をよりよいものにし

ていくためのお手伝いをするのが、ミッション

です。その一環として、2013 年 10 月から 11

月にかけて、4 つのテーマで市町村に共通する

課題について、情報交換・意見交換会を開催し

ました。解決の鍵は現場にありますので、現場

での知恵を共有しようと取り組みました。その

うちの 1つ、人材育成意見交換会についてご紹

介します。

人材育成意見交換会

人材育成については、人事課の担当者だけを

集めてもあまり意味がないので、前半と後半に

分け、前半は講演と実践事例を、後半に府内自

治体の人事担当者が、これからどのような人事

評価制度をつくっていくのかについて話し合い

ました。私は、組織マネジメントの基本はドラ

ッガーにあると思っていますので、最初に、

「ドラッガーのマネジメント十原則」について

紹介し、問題提起をさせていただいました。

前半に行った講演会では、京都府立大学の杉

岡秀紀講師に、「新しい公共とソーシャルデザ

インのすゝめ」と題してお話いただきました。

お話では、「これから求められる公務員像」と

して、「鳥居型人材」を紹介されました。「鳥居

型」というのは、横に「広い知識に裏付けされ

た見識」（教養・リベラル・アーツ）をもち、

縦に「課題発見・解決」と、「専門知識・技

術」の 2本の柱を掘り下げていく力をもった公

務員です。「まとめ」では、① 地域公共材：つ

ながる、つづける、② ソーシャルデザイン：

つくる、つっつく、③ 鳥居型人材：つちかう、

つぐむ、つかむとし、それらの「つの力」をも
．

った人材が求められていると話されました。

スーパー公務員の実践事例

実践事例は、府外から愛媛県西予市、府内か

らは宮津市、南山城村、京丹波町、精華町、綾

部市、久御山町の方がたに話していただきまし

た。

愛媛県西予市

「未来せいよ創造プロジェクト

西予市は、清家祐一さんにお話していただき

ました。

彼は、合併前の宇和町役場に入り、公民館の

主事になられました。当時、行革担当課が、現

場を知らずにいろいろ言ってくるとして、ずい

ぶん激しい交渉をされたそうです。その後、合

併して西予市になったのですが、やはり公民館

に従事されていましたが、行革課との交渉が評

価されたせいか、行革担当に引っ張られました。

彼も、「行革」って何をしたらいいのかと悩ん

だそうです。そして、2010 年に「未来せいよ

創造プランプロジェクト」を実現しました。

これは、交付税の算定替えへの財政対応のた

め、若手職員 90 人により、17 部門で行革チー

ムを編成し、全事務事業 1470 の見直しを行い、

改善・改革案を策定するものです。半年ほどか
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けて徹底的にヒアリングなどを行い、399 事業

について総額 6 億 1000 万円余りの削減に向け

た改革・改善案を策定しました。その中には、

事業を廃止するものもありましたが、新設した

ものあります。改善・改革案は市長に報告し、

市長が実現可能かどうかを判断しました。その

多くは取り組まれることになりました。この仕

組み自体も清家さんの構想で、もちまえのパワ

ーで役場内の合意を得て取り組まれました。

成果は、財政削減もさることながら、90 人

の若手職員が「自分たちで行政を変えていける

のだ」ということを実感したことです。人材育

成面としても、貴重な「芽」を育てることにな

りました。

また、この取り組みは、愛媛県が「共有と創

意工夫による行政改革の推進」のために設けて

いる「行革甲子園」でグランプリをとりました。

京都府宮津市

「1室 1 品職員チャレンジ研究」

宮津市の実践事例は、「1 室 1 品職員チャレ

ンジ研究」です。宮津市は 10 の室があります

が、本務以外のすべての「室」で、室のミッシ

ョンにそって民間事業者の新製品を一緒に考え

るという取り組みです。

財政状況が厳しい宮津市では、税源を確保す

るため、産業の立て直しが課題となっています。

そのため、農林水産物の新商品づくりや商工会

議所の商品づくりをサポートすることが求めら

れていました。この取り組みは、企画部門とタ

ッグを組んで制度設計をし、調査研究、企画立

案、試作までを事業者と一緒に行います。各室

で、職員 3 ～ 7 人程度でチームを編成し、7 室

で 10 チームができました。

研修としての狙いは、「市民の中に飛び込ん

でいく」「地域経済の実情を感じる」「民間の視

点・経営感覚、行動様式を学ぶ」「創造性・交

渉力を身につける」「国・府等の補助制度の探

求・活用」でした。

KTR 駅弁試食会や、地元のイベント、京都

市内のデパートで試作品を販売するなどをされ

ましたが、商品としては、10 安打数で 1 安打

でした。しかし、職員からは、「経営者の目線

を学んだ」とか「利益を得ること、商品を売る

ことの難しさを体験できた」「商品に対する探

求心、行動の早さを感じることができた」「お

客さんへの親しみを感じるような会話、気遣い

等接客のプロ働きが見られた」といった評価が

ありました。

宮津市は、財政が厳しいため、議会や市民の

目が厳しく、「何のためかが分かりにくい」と

いう批判もあったそうです。しかし一貫して、

「これは人材育成のためだ」と主張をされたそ

うです。現場職員と企業とがコラボする取り組

みを、全庁的にされたという事例です。

京都府南山城村

「魅力ある村づくりに向けたビジョンと職員像」

南山城村は、魅力ある村づくり推進室の森本

健次さんに話していただきました。

彼は、教育委員会で廃校活用に取り組むなか

で、地域づくりにめざめ、東京財団週末学校に

参加されたりしています。また、龍谷大学の

「LORC 未来の地域政策を“志考”する自治体

職員ゼミ」にフェローとしても参加されました。

幅広いネットワークで活躍されています。

報告は、総合計画を自分たちで手作りした取

り組みです。今までは、コンサルタントに外注

することが多かったのを、職員の頭と手で作り

ました。

この総合計画では、「産業再生」や「絆づく

り」「次世代担い手育成」「南山城保全」の 4つ

のプロジェクトをつくりました。そして、「村

で暮らし続ける」ために、それぞれのプロジェ

クトが連携します。「課題解決の戦略」では、

道の駅を中心とした「モリモトビジョン」がつ

くられました。

こうした構想を提案することができたのは、
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それまでの村づくりに成果をあげた実績があっ

たからです。廃校小学校に、カフェを誘致した

り、作家たちがマーケットを開催したり、イル

ミネーションを始めたりというきっかけづくり

を行ったり、「オシャレスポットに」に作りか

えました。それが評判を呼び、廃校小学校を中

心に新しい住民が増えました。廃校小学校に新

しい価値が生み出されたわけです。天下一品の

宣伝に使われるなど、テレビやマスコミに取り

上げられています。

いろいろ取り組んで発信すれば、話題を呼び、

またここで何かをしたいと定住者が現れてきま

す。南山城村にある童仙房は、明治に京都府が

主導して開拓した村で、「開拓魂」、自分の生活

を切り拓いていくという気概があります。定住

者にもそういう人が増えています。

一人が発信すれば、周りの人を巻き込み、い

ろいろなことができるという事例として、紹介

しています。

京丹波町

「地域支援事業」

京丹波町には、地域支援事業について話して

いただきました。

京丹波町は、2005 年に 、丹波町、瑞穂町、

和知町が合併して誕生した町です。したがって、

地域と役場の距離が遠くなるなど、住民に不満

がたまっていました。そこで、町長が「地域の

ためになることなら、何でもしろ」と、旧町ご

とに 2 人ずつ、6 人を地域支援担当者に配置し

ました。

6 人は、集まって何をしたらいいのだろうと

話し合い、まずは区長さんの話を聞いて回るこ

とになりました。区長さんに会って「何でもす

る」「何をしたらいいのか」と相談しましたが、

役所としてどういうサポートができるのかは、

考えなければならない課題となりました。

いろいろ考えた結果、生まれたのが、「地域

づくりコンサルティング ― 地域づくりへの思

いをカタチにする情熱サポート」事業です。ア

ンケートの企画や集計・報告書のサポート、ワ

ークショップの進行・演出サポート、新規活

動・地域の将来計画のプランニングサポート、

その他、各種相談アドバイスサポートを立案し

ます。自分たちで、プロ顔負けのパンフレット

も作りました。

さらに、旧小学校単位で 8 つの「地域振興

会」を設置し、共助や、自治の仕組みをつくっ

ています。合併して広域になると、住民自治を

充実させることが必要になってきます。住民に

任せきりでは、それはできません。とはいえ、

行政が全部お膳立てしてもできるわけではない。

行政は、住民とほどよい距離を保ちながら、ア

ンテナを張って、住民自治組織を育成する必要

があります。そうして作りあげたのが、「真の

住民自治組織」である「地域振興会」です。幅

広い取り組みと、女性の活発な活動が行われて

いる地域振興会も生まれています。

結びに

歳出削減や定数削減などを中心とする「量の

行革」から、職員の高い使命感とモチベーショ

ンに基づいた、住民自治の実現を志向する「質

の行革」へ向かって、新たな行政スタイルを実

現していくため、報告事例で紹介したように、

各自治体では、それぞれの地域課題への対応や、

組織文化を踏まえた取り組みが徐々に増えつつ

あります。これらは、試行錯誤を重ねつつ進化

の途上にあるものや、漢方薬のように、効果が

現れるにはじわじわと時間のかかるものもあり

ます。何のための行革なのかという、ミッショ

ンとビジョンをしっかりともち、住民、職員、

議会、首長などとのコミュニケーションを重ね、

当事者にしていく、現場の仕掛け人の方がたへ

エールを送ります。
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