
3

はじめに

　全国を見渡すと、特色ある地域があり、地域のリーダーや自治体の
キーパーソンが大いに活躍している。また、事業の革新的な成功事例
が紹介されている。でもそこには、いわば甲子園球児のようなヒーロ
ーであり、名物監督のような人がいる地域であり、カリスマ公務員と
言われる人たちがいる。しかし、地方予選の３回戦程度の高校や選手
はあまり注目されない。大多数の普通の職員は、苦労しながらも、
日々の業務を一所懸命行っている。
　行政運営において、既存事業の見直しは様々な成功事例とともに語
られるが、これに対して、日常的な新しい事業を起こすためのまとま
ったものはこれまで少ない。
　自治体の現場では、毎年の予算編成、新しい計画づくり、そして、
首長のマニフェストの実行、緊急的な行政課題への対応など、新規事
業を創造していくことも少なくない。さらに、普段の課題から事業を
ボトムアップで構築していく事例もよくみられる。
　全国の自治体でみれば、新規事業をおこすことは、日常の風景であ
るが、職員一人ひとりにとっては、初めての経験となる場合が多い。
大多数の職員がどのようなスキルを磨いて、どのように事業を企画
し、実行に移すのか、を示すニーズは大きいのではないかと考えた。
　自治体内のスタートアップ（起業）やアントレプレナーシップ（起
業家精神）について、スポーツを例に考えてみよう。今の行財政改革
路線は、守り重視である。それもすべてをカバーしているのではな
く、ときおり穴もみられる。どこを守って、どこを捨てるか、そもそ
も方向性が一部誤っていたらどうだろうか。さらに、攻撃をほとんど
しないのであれば、得点はなく、対戦相手には勝てないだろう。 今
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の行政運営は、まさにこのような陥穽に落ちてはいないだろうか。現
状維持を目指しているのは、後退と同義ではないか。野球でもサッカ
ーでも守備重視は基本となるだろうが、これだけでは勝負に勝てな
い。
　残念ながら、福祉であるとか、文化、都市計画といった分野別の政
策研究は進んでいるが、分野を横断する基本原則や制度について掘り
下げる研究はあまり見られない。これを担う学問として行政学がある
が、これまで自治の現場で生かす試みが少なかったのではないか。
　行政とは、人々の交わりによって価値を生み出す創造産業として捉
え直していくべきではないだろうか。
　本書では、市民の豊かな生活のために新規事業をどのように考えて
いくべきか、できるだけ広い視点から、事業を捉え、そのつくり方、
継続の仕方、課題について明らかにしていきたい。すなわち、現場で
先輩から経験と勘で伝えられてきた「行政技術」について、できるだ
け体系的に捉え、かつ立体的に分析をして、実践で役立つような実務
を支援する試みを行ったものである。このため、第１編事業の考え
方、第２編事業の事例の２部構成とした。
　事業を考えることは、行政全体又は自治を考えることにつながる。
苦労しながらも、日々の業務を一所懸命行っている自治体職員の応援
歌に、少しでもなれば、幸いである。

2013年9月　
吉田　博　
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○このように活用を

■新人職員　そもそも行政が行うべき事業はどのようなものか。どの
ように事業がつくられていくのか。もし、不得意な仕事をまかされ
たらどうするのか

■中堅職員　効果的な事業をどのように立案するか。次の一手をアド
バイス

■ベテラン職員　後輩職員にどのように指導するか。周りを変えてい
く、自分の知識を生かして事業を展開するのはどうしたらよいか

■管理職　チームを変え、事業の成果を出すにはどうしたらよいのか

■マネジメント担当職員　大きな方向性を把握する。改革を進めてい
く手引きとして活用する

■NPO　行政に対する事業提案など、行政とのコラボレーションを
進めていく手がかりとして

■市民　行政の行動原理が理解できる。行政との協働や提案などの手
引きとなる
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第2章

　地方分権改革の下、自治体の業務は、なお、行政執行という言葉に
象徴的されるように、既存の法の執行といった「すでにあるものを適
切に運用する」といった静態的な見方が少なくない。
　これでは、与えられている権限と責任を果たしていることになるの
だろうか。

　政策とは行政課題があり、それを解決するための方向性を示すもの
である。
　政策は、抽象的なレベルから具象的なレベルに向け、政策（policy）
⇒施策（program）⇒事業（project）という三段階に分けることが
できる。村松（2001）は、「ある問題を解決するための一連の解決技
法の幹であり枝であるから分離すること自体に無理があり、むしろ一
本の『政策の樹』を捉える方が実態に即しているからである。しかし
狭義に理解すれば、三つに分ける趣旨から推して、骨格に当たる部分
だけを政策と定義することができよう１」と整理している。
　政策の概念は多義的であるので、ここでは、この三段階の体系を踏
まえて論じていく。
　現場の職員にとって、一般的に政策は所与であり、その傘下の事業
の新設、廃止を考えることが多い。しかし、実態としては、事業⇒施

１．政策とは

政策と事業について
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策⇒政策という逆の流れもある。政策も「子育てしやすいまちづく
り」といった大きな括りの目標を持つものが多く、保育所整備や子育
て支援事業、乳幼児の医療助成など様々な施策を考えられるので、事
業から、政策の中身を充実していく意味での逆方向の流れは珍しくな
いだろう。
　「政策」を法律の定義でみてみると、「行政機関が、その任務又は所
掌事務の範囲内において、一定の行政目的を実現するために企画及び
立案をする行政上の一連の行為についての方針、方策その他これらに
類するものをいう」（行政機関が行う政策の評価に関する法律第２条
２項）。予算のように数字で表現されたものでも政策と考えられる。
首相や自治体の首長、あるいは政府高官が口頭で表明する方針も政策
と見なされる２。

（１）対応分類
　課題に応じて対処療法的な事業と、そのような課題を生起させない
環境づくりのための社会の免疫力を高める事業がある。前者を対処事
業、後者を基本事業と呼ぶことにする。対処事業は、数値目標との比
較で評価も可能であるが、基本事業になるとそのプロセス評価が大切
であるほか、時間を要する事案となってくる。
　病気になれば医療費がかかり、そもそも病気にならない予防医学を
浸透させた方が社会的コストは低い。離婚して母子家庭で生活が厳し
くなって、児童扶養手当を受給するよりは、離婚に至る前の相談やケ
アなどを充実させた方が社会的リスクは軽減されるだろう。
　何か問題が起きてからの対処コストはそれなりの規模を要請される
ことになるので、未然防止のための基本事業の取り組みも遅れてはな

２．事業の分類
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らない。生活保護は、生存権保障の最後の砦であるが、いかに保護か
ら抜け出すかという取り組みでは職業訓練などは大切であるが、実
は、それ以前として、生活保護に至らないような雇用対策、さらに
は、教育政策などが重要となる。
　しかし、問題は、このような予防的、構造的な対策である基本事業
に対して、予算が付きづらいのだ。事業責任主体の議論も生じ、社会
的な問題になって初めて予算が措置される傾向があり、事前の基本事
業ができるか否かで、その自治体の「器量」が問われる、と言えそう
だ。

（２）ベクトル分類
　自治体の現場で日々業務が執り行われている。ここでは、規範、制
度、政策を執行するベクトルと、政策化、制度化、規範化に向けたベ
クトルがある。政策の循環の中で考えると、前者が、「還り」の方向
であり、後者が「往き」方向である３。一般的には、法の執行という
観点から、環りが、主な行政の役割と考えられてきたが、往きの力が
ないと、現場力を生かすこことができず、生き生きとした仕事になっ
ていかない。

（３）アプローチ分類
　事業を行うにあたって、人へのアプローチとモノへのアプローチの
二つのアプローチがある。
　節電を促進する場合を考えてみよう。人へのアプローチでは、ウォ
ームビスで重ね着をして、なおかつ、家の中でも家族が一箇所に集ま
るようなことを促している。モノへのアプローチでは、家自体を断熱
効果が高く、かつ、自然エネルギーを活用した仕組みの整備を行うこ
とである。
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　一人暮らしのお年寄り対策であれば、町内会の声かけや訪問などが
人へのアプローチであり、高齢者と一緒に住むための家の増改築への
財政支援は、モノへのアプローチと言える。
　何かの事業を新たに企画しようとするときに、人に対するアプロー
チであれば、自分の部局の仕事であるが、モノに対するアプローチ
は、別のセクションということが出てくる。物事には二つのアプロー
チがあることを前提とすれば、複眼的な思考が可能となり、これを効
果的に組織の力とするような、柔軟な組織の組成と動かし方が求めら
れる。

　予算化された事柄だけが、事業ではない。通常、事業数を数えるの
は、予算事業単位で行うが、実際、○○推進業務という中に、事務費
が集約して措置されているもので、「業務」としては重要なものが、
数多くあるだろう。市民からの問い合わせや相談、さらには、情報を
求めている人と専門家とマッチングしたり、誰かを紹介するようなコ
ーディネート業務については、断片的で、なかなか定量化できず、独
立して事業費が確保されることはない。これに要する時間コストは少
なくないのであるが、人件費をこの業務に割り当てて示されることは
ほとんどない。行政評価の単位も、予算事業であるので、包括的にし
か対象とならないが、実際は、重要な機能を担っていると考えるべき
だろう。
　財源の制約のある中、これからの行政にとって重要なことの一つ
は、公共施設の利用促進、それによる○○の普及など、継続されてい
る事柄をいかにブラッシュアップしていくかである。行政も市民も目
玉事業に目を奪われやすいが、比較的地味なコーディネートによる地

３．事業の範囲
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域の着実な動きに対しても注目していくべきだ。

　自治体の仕事は、法令に基づき行われるのが基本である。憲法を頂
点として、様々な法令が存在する。自治体には、条例制定権が備わっ
ている。自治基本条例のような基本条例から、特定の政策の推進を図
るための個別条例まである。また、条例を根拠とした計画や基本方針
などがあり、これによって、具体的な施策が展開されている。
　また、地域の課題を解決しようとするのは、行政だけではない。市
民やNPOが自ら活動を行っており、協働又は支援、さらにはアウト
ソーシングなどを行うケースも増えている。
　さらに、パブリシティによって、行政が考える方向を市民に理解を
求め一定の行動を促進させるような手法もある。
　これら以外でも、自治体が行うイベントや情報提供によって、広く
市民への働きかけを行うことも政策を実行していく手段と考えられ
る。
　事業の手法としては、大きく権力的な手段と非権力的な手段があ
る。また、それぞれに、金銭等の給付によって行うものと、そうでな
いものがある（図表２－１）。
　罰則規定のある条例については、法的要件の構成や適用に慎重さが
求められる。
　また、経済的誘因によるものとしては、補助金や税の減免のほか、
側面支援として、一定の要件を満たす団体等に会場や機器の無償使用
を可能にする措置がある。
　さらに、ノウハウの支援として、自治体の職員が直接コーディネー
トに乗り出すほか、専門的な知識やノウハウが必要な場面において、

４．事業手法
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補助金 扶助費

税の減免

表彰制度

非金銭等給付

金銭等給付

権力的非権力的

罰則規定のある条例制定

直接サービス

情報の提供

行政が利用者

側面支援

ノウハウの支援

仕組みづくり、場づくり

図表２－１　事業の手法

関係の専門員の派遣なども広く行われている。
　直接サービスの給付については、介護保険などによって、必要な人
に必要なサービスが提供される仕組みであり、福祉分野においてさら
に拡大することが見込まれる。
　仕組みづくり、場づくりとは、自体が何らかのプラットホームを造
り、そこに市民や団体が参加し、そして活動に繋がっていくことが期
待できる支援の方法である。
　表彰制度は、民間団体等の活動の成果や栄誉を称えるものであり、
従来からある手法である。権力的というよりも、権威的な性格を持つ
が、それを励みにする団体、個人も数多く見られ、現在でもその意義
は失っていない、と言える。
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