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ドラッカーに学ぶ公務員のためのマネジメント入門（３）

マネジメントで
公務員63万人削減可能性を最少化せよ

１．マネジメント必要性

淡路富男（行政経営総合研究所代表）

http://members.jcom.home.ne.jp/igover/

※未定稿のため誤字などはご容赦下さい。

※関連した情報は上記のURLを参照下さい。

１．知識労働者としての公務員とは

◆知識労働者の定義と範囲

これからの知識社会で重要な役割を果たすのが、専門知識を保

有する知識労働者である。知識なくして土地、資金、労働とも意

義あるものにはなりにくい。公務員の多くが知識労働者に該当す

る。ドラッカーは、この知識労働者のことを下記のように説明す

る。

－知識労働者とは－

ドラッカーは知識労働者を「筋力や熟練ではなく、頭脳を用いて

仕事をする」と表現する。また、専門化された高度な知識が生産的

に活用されるよう「地位やその知識のゆえに、日常活動において、

組織全体の活動や業績に対して、重要な影響をもつ意思決定を行う

経営管理者や専門家」とも説明する（経営者の条件）。

知識労働者は、頭脳を用いて仕事をする人であり、日常活動において、組織

全体の活動や業績に対して、重要な影響をもつ意思決定を行う経営管理者や専

門家である。知識労働者としての公務員は、この役割を果たさなければならな

い。そこに社会における公務員としての存在意義がある。

ドラッカーは、研究活動を行う科学者や心臓外科医から公務員、小売店の店

長、保険会社の保険請求処理部門で働く者まで、多様な職種を知識労働者とし

て例示する。最近では、知識労働者の一形態として、高度技能者（テクノロジ

スト）に注目する。知識労働と肉体労働の両方を行う人材である。公務員の中

では、技官・技術職員がこれにあたる。
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◆知識労働者の特徴

では公務員を含む知識労働者はどのような特徴を持つのか。ドラ

ッカーは、知識労働者の特徴を「経営者の条件」「プロフェショナ

ルの条件」などの複数の著書で説明しているが、それらを整理する

と下記のようになる（図表参照）。

（１）知識労働者は知識資本家である。中核的な資本である知識を持った専

門家である。

知識は専門化し他と結合することで有力な資源になる。他の生産手段は、

知識が伴わない限り生産的にはならない。よって知識労働者には資源の成

果に貢献する責任がある。

（２）知識労働者は意思決定者である。可視化しにくい専門知識を有した自立

性の高い意思決定者である。

知識労働者は方向の明示は受けるが、担当する領域では誰よりも適切に

意思決定し、成果をあげることが求められる。意思決定はトップの専有物

ではない。知識労働者にも必要なものである。

（３）知識労働者は協働者である。知識労働者と組織とはお互いを必要とする

協働者である。

生計の糧は組織に依存するが、保有する専門知識は他の専門知識と結合

することで、組織と社会に大きな成果をもたらす。結合を妨げる過度な縦

割り組織の存在などは公務員の役割を損なう。組織が知識労働者を指揮命

令するといった発想は幼稚すぎる。

（４）知識労働者は挑戦者である。自分

の仕事に誇りをもち、機会、達成、

自己実現を重視し、経済的な安定よ

り、自立、裁量を求め、成果をあげ

て社会から認められることを望む。

知識労働者にとって自立と挑戦はモ

チベーションの源泉である。後手行政、

前例踏襲、目標不明な行政はあり得な

い。知識労働者である職員の意欲を低

下させる。

◆自覚なき公務員

以上の内容からすると、知識労働者である公務員が担うべき役割は重大であ

りかつ期待も大きい。その活動は社会に多くの貢献と成果をもたらす。しかし、

協働者協働者

知識専門家知識専門家 意思決定者意思決定者

成果挑戦者成果挑戦者

公務員は、知識労働者である
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自らを、このような特徴を有する知識労働者として自覚し、行動している公務

員がどれだけいるかである。個々には意識のある公務員もいるが、評価できる

行動に移している公務員は、全体としては少ない。多くは、下記のように、こ

の危機的状況でも自ら行動を変えることを拒む。

［責任放棄］：縦割り組織で自ら結合を嫌い、半分の効果にも届かない政策

・施策・事務事業を作り続けている。

［決定放棄］：住民・国民の抵抗が大きい政策は、先送り志向で意思決定を

遠ざけ、社会の課題を必要以上の難題にして予算を浪費している。（も

ちろん政治家はもっと浪費しているが）

［切磋放棄］：終身雇用から組織との緊張感に欠け、高い目標に向けて努力

をすることが少ない。

［挑戦放棄］：前例踏襲を多用し、現在や未来の課題を過去の古びた方法で

対処している。これでは永久に成功することはない。

［成果放棄］：責任を負うことを避け、決めない、向上心のない、挑戦しな

い組織が、格段に難しくなった現代の課題から成果を産出することな

どはあり得ない。現実に成果は少ない。

これでは、多様化、複雑化，高度化した時代における、社会の専門家として

の公務員の能力を発揮することはない。この社会の専門家としての気概と能力

の不足から、住民が支払った税金だけでは、社会的課題を解決することができ

ない。さまざまな理由をつけて、莫大な借金（国債の発行）をして対応するこ

とになるが、その殆どが成果に結びつかず、現在と将来への国民の不安を拡大

させ、借金と課題が同時に山積するだけになる。それでも公的組織は、省益か

ら過大な予算を申請し、政治家が集合する立法府の「ばらまき体質」を防止す

る行政府の役割さえも放棄している。

◆「日本の破綻生活：４０万円の収入で１００万円の支出をする生活」

財務省は10月、2011年度末の国の借金が、過去最高の約1024兆円に達

すると発表した。中央政府、地方政府、社会保障基金を含めた日本の債務残高

の国内総生産（GDP）に対する比率は、2011年の時点で212.7％で世界最

悪である。

公的組織の地方経営、国家経営の能力不足には底がない。国家経営は４０万

円の収入で１００万円の支出をして国民生活を維持している。この差額は当面

は痛みを伴わない住民・国民からの借金である。しかし、この生活の先は「痛

み」ではなく「生活破綻」であることは、小遣い帳の収入で学用品の購入を決

めている小学生でもわかる。
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公的組織の使命は福祉の充実ではあるが、その原資を生み出す成長戦略が成

果を産出しなければ、ギリシャやイタリアのように増税と社会保障費の削減し

か政策の方策がなくなる。さらに、住民・国民の所得を吸い上げる増税で得た

税金を、経営能力がない公的組織が担うことは、税金の価値を最小にし、さら

に社会を荒廃させることは確実である。現在の公的組織の経営能力では、増税

は最悪の選択になる。

事実、1991年のバブル崩壊から、莫大な借金の投入にもかかわらず、日本

は年々貧しくなっている。今年、生活保護の受給者は過去最高（昭和２６年度

：204万人）を記録し205万人、3.4兆円の支払いになった。現在の日本の

一部は、戦後の混乱期の社会情勢に戻ってしまった。

一部の自治体を除いて、経営オンチの現在の公的組織・公務員に「税金」の

活用を任せることは適切ではない。公的組織の「肥大病、浪費病、借金病」の

3大持病はさらに悪化し、最後の体力さえも蝕むことになる。

◆社会の専門家としての役割を果たすために

公務員は今すぐに「覚醒」しなければならない。知識労働者としての自覚を

もち、行政府に所属する社会の専門家としての自らの専門知識を高め、それを

他と結合することで社会に貢献できる力を身につけなければならない。住民意

識、経営意識、コスト意識で組織の規律を高め、意義ある仕事ぶりと成果を産

出しなければならない。

公的組織と公務員はこの能力が徹底して不足している。持病の治療には、社

会への真摯な姿勢をも求めるマネジメントの考え方と体系が、役に立つことを

認めなければならない。さらにマネジメントの基本機能であるマーケティング

とイノベーションは必須のものとしなければならない。

車の運転方法を知らなければ車を正しく動かすことができないように、人は

知らないことや能力が不足するこ

とを上手に行うことはできない。

同じように公務員がマネジメント

を知らないとすれば、その能力が

なければ、公的組織を成果に向け

て動かすことはできない。公務員

がマーケティングを知らないとす

れば、住民・国民が支持する政策

を策定することはできない（図表

参照）。事実、できていない。

公務員はマネジメント能力を身

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は

民
間
組
織
の
手
法

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
は

民
間
の
金
儲
け
の
手
段

福祉を担当する
公務員の私には

必要はありません

福祉を担当する
公務員の私には

必要はありません

公務員の我々には
マネジメントは不要です

成果を出せない組織の典型
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につけて初めて、社会課題に関する知識労働者、専門家としての役割を、組織

の外に向けて果たせるようになる。マーケティング能力を習得することで、住

民・国民ニーズが反映した政策を立案することができるようになる。

公的組織が成果を出すには、組織の構成員である公務員が、自らの専門知識

とマネジメントに関する専門知識を習得しなければならない。専門バカになっ

てはいけない。もし公務員が、これらの能力なしで現状のやり方を続けるなら

ば，公的組織が社会に成果をもたらすことは永遠にない。「失われた20年」と

言われる現在の地方と日本の状況がそれを証明している。

◆日本なら公務員約67万人が解雇の対象になる

ギリシャの危機は、01年のユーロ参加による欧州連合からの大量の補助金

と04年の「アテネ五輪バブル」で莫大な資金が公的組織に流入し、市民と企

業、そして国がそれに頼りすぎたことに起因する。

もともとマネジメント規律に欠けたギリシャの公的組織は、その資金で意義

なき公務員の雇用拡大と財政規律を損ねる公共投資を増加させた。この迎合的

な政策は、公的組織と民間組織に見かけ上の規模拡大をもたらし、それを成長

と勘違いしたギリシャは歪んだ構造になった。

例えば、ギリシャの人口は約1千万人で観光が主産業である。しかし、労働

人口の４人に１人が公務員である（公務員は約70万人とされるが、ギリシャ

は公務員数を正式に数えたことがない）。その公務員の公的年金制度はOECD

諸国の中で断トツの高厚ぶりで、定年退職後の年金支給開始は60歳で、それ

までの給与の75％前後を受け取れる。

この肥大したゆるゆるの公的組織では、顧客中心で手間暇かかる観光サービ

ス業を上手に行うことはできない。競争の激しい他産業の育成もできない。こ

うしてギリシャは、豊富な歴史遺跡といった強みを活かすことも、取り組むべ

き課題を克服することもでき

なくなった。

資金は無限ではない。破綻

の事実を隠した「バラマキ政

治・行政」の代償は、国際的

な支援を受けるための国内事

業の徹底した廃棄である。「再

生計画」の最初は常に「既得

権の廃棄」が定石である。そ

のギリシャ政府の再生のため

の歳出削減策の中には、公務

公務員削減計画

削減対象の
約67万人

全体（平成20年）
国・地方320万人

286万人

ギリシャの削減計画を
日本に置き換えると

残りの
国・地方の公務員
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員給与の35％カット、公務員年金支給開始年齢の引き上げなどがあるが、20

15年までに、約70万人の公務員のうち、約15万人（21％）を解雇する項目

がある（ジェトロ：在欧州事務所）。日本に置き換えると、日本の地方（286

万人）と国（30万人）の公務員は合計で約320万人であることから、約67

万人（21％）の公務員が削減の対象になる（図表参照）。

◆失業した公務員の転職先は限られている

内向き姿勢で成長が止まり、経済大国から借金大国になった現在

の日本にとって、「ギリシャの危機」はドラッカーの言う「すでに

起こった未来」である。ただ、マネジメントからすれば、この危機

の未来は、イノベーションの機会でもある。その危機の未来がくる

前に、「肥大病、浪費病、借金病」の治療に挑戦し、成果をあげる公的組織に

変革する機会である。社会の課題解決を使命とする公務員として、これまでの

汚名をぬぐいさり、社会的な役割を果たす絶好の機会でもある。

公的組織が変わればその影響は大きく、民間組織の活力を飛躍的に向上せる

ことが可能になる。ドラッカーは様々な表現で

－公的組織にマネジメントが必要－

「公的組織と民間組織がマネジメントを効果的に実践することで、

国家組織は見違えるようになる。特に公的組織ほど今マネジメントを

必要としている組織はない。また直ちに大きな実りをもたらす」とす

る（明日を支配するもの）。

公的組織とその職員は、住民・国民生活の安定と発展のために、社会の専門

家である320万人の公務員能力を最大に発揮する手立てを、早急に学習しな

ければならない。公務員67万人の削減を「すでに起こった未来」にしてはな

らない。マネジメントが不得意でマーケティング嫌いの民間の常識とかけ離れ

た公務員が失業した場合の転職先は、極めて限られていることも忘れてはなら

ない。

（この項終わり）

本連載の内容は、当研究所のドラッカーに関連するマネジメント研修や講演

で、使用テキストとして配付していたものの一部を、要約・加筆・編集した

ものです。
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淡路富男（あわじとみお）

行政経営総合研究所代表

◆略歴

民間企業を勤務後、民間大手コンサルティング会社、（財）日本生産性本部主席経営

コンサルタントを経て、現在は行政経営研究所を主宰する。

民間企業の経営コンサルティングと並行して、「行政経営導入プログラム」を開発し地

方自治体での行政経営改革コンサルティング、総合計画の策定、行政経営研修、管理

職マネジメント研修、自治体マーケティング研修、講演で成果をあげている。自治体と

民間、経営とマーケティングのそれぞれ両方を熟知したコンサルタントである。

◆兼職

（財）日本生産性本部自治体マネジメントセンター主席コンサルタント、

（財）日本生産性本部コンサルティング部、パートナー経営コンサルタント

各自治体 長期総合計画審議学識委員

各自治体 行政改革推進学識委員

各自治体職員研修所 自治体経営研修講師、管理職向けマネジメント研修講師

◆専門領域：総合計画、行政経営改革、マネジメント、公共マーケティング

◆主な著書：『三鷹がひらく自治体の未来』（ぎょうせい）

『自治体マーケティング戦略』（学陽書房）

『民間を超える行政経営』（ぎょうせい）

『首長と職員で進める「行政経営改革」』（ぎょうせい）

◆コンサルティング、研修､講演のお問い合わせは下記に

MAIL awaji@jcom.home.ne.jp

URL http://members.jcom.home.ne.jp/igover/


