
地方自治体のバランス・スコアカードの策定について

＜国東市税務課業務を事例とした戦略マップ策定に係る実践的

ケース・スタディおよび自治体経営における「認識論」の考察＞

益 戸 健 吉

Ⅰ はじめに

バランス・スコアカードによる戦略経営は、短期的な財務的視点にのみ偏った業績評価

の弊害を解消するために、人材等の目に見えない無形の資産の評価の視点や顧客の視点を

取り入れた中長期的な視点での経営を志向するものであり、顧客創造の視点を、企業経営

に構造化することを可能にするものであると思われる。

日本の地方自治体総体のミッション（使命）として、「住民の福祉増進を図ることを基

本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施すること」（地方自治法第１条の

２）が掲げられている。また、行政の基本原則「最小の経費で最大の効果」「組織運営の

合理化」「法令遵守」などが地方自治法第２条第１４項、第１５項、１６項に掲げられている。

さらに、自治体の総合計画には様々な分野での夢が花と咲いているように見える。

それは、生きている花だろうか。自治体職員の夢として共有されているだろうか。

現代官僚制度は、「規則による規律の原則」「明確な権限の原則」「明確な職階制構造の

原則」等の１２の原則により、意思決定は目の前の事象への対応のみならず、法律・規則・

基準に照らし合わせて、迅速に安定的・公平に執行でき、指揮命令系統の一元性確立によ

り上下関係の摩擦が防止され、人的費用は削減される。反面、そのことは、法令、規則通

りに、あるいは、上席決裁者や国、県の指導どおりに業務を行っていくこと自体が目的化

していき、現場職員の主体的な判断を回避させ、あるいは、住民の視点や現場職員の視点

に立った法令・規則の見直しや組織変革の機運を回避する組織風土を生む恐れがある。

法律・規則の範囲内のことしかできず、前例がなければ、意思決定はかなり困難となり、

上位機関の決済がなければ実施できないため、意思決定に時間がかかり、単一の職務に特

化した分業となるため、同一地域に、道路、農道、林道が３本走るという状況や、たらい

回しにされるなどの現象を引き起こす。時代が工業化の高度成長期から変化の激しい成熟
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した高度情報化社会に変わり、集権化した官僚制度、すなわち行政管理を志向したシステ

ムは時代に合わなくなったため、組織の統治原則・機構設計の変革の必要がある１。

使命感を持って、現状を分析し、ビジョン（目標）と戦略を立て、行政課題を解決して

いく戦略経営志向型の行政組織と前例主義、無謬主義、手続主義の官僚制は相いれない面

があるが、行政経営の内実を中央集権的な「官僚制」と�使命―目的―戦略―実行―評価�

の５重性の統一である「戦略経営制」の２重の制度として組織を構築していくことが必要

であると思われる。

バランス・スコアカードの特徴である、目標達成の戦略を４つの視点間の縦の因果関係

で構造化し動態化して表現し、４つの視点の戦略実行を横の因果関係で実現していく手法

には、現実の行政経営課題に切り込み、行政組織を人間的なものに変えていく有用性があ

るのではないかという観点と、経営理念、使命（ミッション）、ビジョン、戦略、人に働

きかけて協働的な営みを発展させて企業の目的を実現していくこと、さらには、国民・住

民の立場に立つこと、これらすべては「認識２」に関わっているのであるという２つの観

点から、筆者の実践をケース・スタディとして、論考して行きたいと思う。

Ⅱ バランス・スコアカードの構造

１．バランス・スコアカードの起源

バランス・スコアカードは、１９９２年にロバート・キャプラン教授とコンサルタントのデ

ビット・ノートンの論文により誕生したが、米国で、民間企業経営において、あまりに株

主の評価を重視するあまり、経営の視点が短期的な財政的成果に偏り、中長期的な企業の

成長を維持する顧客や従業員を軽視していた傾向を是正することから発生した、多面的な

視点間の因果関係を内包した業績評価システムであった。戦略マップの登場により、戦略

を４視点間の�原因―結果�あるいは�目的―手段�の因果関係のある論理性のある認識

（一本の筋を通した多様な像の連続）として可視化したことにより、戦略の網羅性および

１ 筆者要約、永田潤子（２００３）「パブリック・セクターの経済・経営学第９章ポスト・ウェーバーの組
織・人事制度を考える」pp．２７８―２７９）、永田は今日の行政組織のさまざまな問題は職員の資質や心が
けに原因があるのでなく、時代に合わなくなった「官僚制」に問題があるとしている。

２ 「Ⅴ 結びにかえて」で説明
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Ｎ期 Ｎ＋１期 Ｎ＋２期 Ｎ＋３期 

財務の視点 業績 業績 業績 戦略連鎖による 
業績改善 

業績 業績改善 業績改善 
×戦略Ａ ×戦略Ａ’ ×戦略Ａ” ×戦略Ａ’” 
業績 業績改善 業績改善 業績 
×戦略Ｂ ×戦略Ｂ’ ×戦略Ｂ” ×戦略Ｂ’” 
業績 業績改善 業績改善 
×戦略Ｃ ×戦略Ｃ’ ×戦略Ｃ” ×戦略Ｃ’” 

業務プロ 
セスの視点 

学習と成長 
の視点 

顧客の視点 

誤った「業績」認識・・・財務の視点のみの評価 

正しい「業績」認識・・・「学習と成長」→「内部プロセス」→「顧客」→「財務」の過程的総合評価 

業績結果、有形の資産 
財務の視点 

顧客のニーズを満足 
(顧客の創造)
顧客の視点 

目で見えない無形の資産 
人材と変革の視点 

顧客、財務利害関係 
者、 

および従業員を満足 
業務プロセスの視点 

ビジョン 
実　現 
戦　略 

企業理念 
ミッション(使命)

財務と非財務 
のバランス 

利害関係者の 
バランス 

過去と未来 
のバランス 

外部と内部の 
バランス 

短期と長期 
のバランス 

過去 

現在 

未来 

戦略を組織員全体に理解させる戦略コミュニケーション活性化、そして戦略経営志向型組

織への変革などの有用性が生まれた。

２．バランス・スコアカードのバランスとはなにか

企業経営を、財務データをベースにした経営指標のみで業績評価するのではなく、社外

から見た事業評価と社内の視点から見た事業評価、および過去の実績の評価と将来性に対

する評価、そして、計量的指標による評価と主観的尺度による評価の多角的アプローチに

よる多面的な業績評価のバランスである。

３．バランス・スコアカード作成過程

バランス・スコアカードの策定について、５つの段階に分けて、分解する。

�第１ステップ：ビジョン（将来の目標）を策定し、現状とのギャップを埋めるために、

図１ 財務「業績」単一評価から４視点「業績」総合評価への転換

（出所）柴山慎一他「実践バランス・スコアカード」図表１―２をもとに筆者作成

図２ バランスの意味するもの

（出所）伊藤一彦・上宮克己「小さな会社にも活用できる！バランス・スコア
カードの創り方」図表２―４を基に筆者作成
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第 ５ ステップ 
測定 ・ 伝達 

戦略目標設定 目標実現 の 重要 成功要因 の 選定 

業績評価指標 
(数値目標 )の 設 

定 

具体的実行計画 
(=戦術 )の 実行 

業績評価指標 
の 測定 ・ 伝達 

財務 の 視点 

顧客 の 視点 

業務 プロセス 
の 視点 

人材 と 変革 
の 視点 

戦略 の 実行計画策定 と 実行 
第 ４ ステップ 第 ３ ステップ 

戦略 マップ の 作成 

第 １ ステップ 
ビジョン と 戦略 の 策定 

             
          

視 
点 
間 
の 
縦 
の 
因 
果 
関 
係 

各視点 の 間 の 戦略実行 の 横 の 因果関係 

第
２
ス
テ
ッ
プ 

視
点
の
洗
い
出
し 

戦略策定(ビジョン・戦略）・戦略実行(目標・戦術の 
設定実行）・業績測定・伝達の一気通貫の経営 

（出所）吉川武男「バランス・スコアカードの知識」を参考に筆者作成

図３ バランス・スコアカードのフレームワーク

戦略目標を策定する。SWOT分析３で、外部環境、内部要因を４つの視点も交えてクロ

ス分析して、ビジョンの策定、ミッションの再設定、戦略策定を行う。

�第２ステップ：４つの視点で戦略目標を策定する。

�第３ステップ：戦略目標間の因果関係を整理し、戦略マップに関係性を図解することに

より、戦略が論理的になる。また、図解し、画像として表現することにより可視化され、

組織の末端職員まで、戦略の理解がし易くなる。

�第４ステップ：戦略目標を実現するための重要成功要因を選定し、重要成功因実現のた

めの業績評価指標並びに具体的実行計画を策定し、実行する。

スコアカードの作成であり、「目的」と「手段」の横の因果関係付けを行う。

戦略目標が「上位目標」であれば、重要成功要因が「中位目標」、具体的実行計画が「下

位目標」となり、論理的な一貫性（＝因果関係）を表し、可視化する。実績評価指標によ

り「成果」を測定するが、将来性を意味する「先行指標」と過去の結果を意味する「遅行

指標」に分けられる。

なお、資源（人材・施設・備品・予算）配分や業務手順（条例・規則・マニュアル）の

改変を企図しない、戦略実行はありえない。

�第５ステップ：業績評価指標を測定し、達成状況を検証し、報告し、必要により、ビジョ

ンや戦略目標の修正を行う。

３ Ⅱ―２で説明
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４．行政バランス・スコアカード導入における問題点

�松尾貴巳の指摘

松尾貴巳は、千代田区の２００３年、２００４年の BSC導入時の問題点を次のように述べてい

る。①戦略マップやスコアカードを作成する現場ワークショップの負担、②予算編成との

関連での事業部戦略の前年度半ば作成が困難、③大胆な選択と集中は、行政においては政

治的判断が必要となる余地が大きく、BSCを通じた選択と集中が困難、④ KPI（重要業

績指標）の選択と目標を事業部ごとのレベルを一致させるのが難しく、福祉や安全の満足

度や事故率の測定は区の努力との因果関係は乏しかった、⑤成果のレベルを下げると戦略

マップが複雑になる、⑥スコアカードは視点間のウエイト付けと各課題の配点、各課題の

達成度で点数付けを行うが、性質や効果発現時期の違う指標を横並びに評価することに納

得が得られず予算配分や事業部長の業績評価に関連付けることが難しいこと、⑦顧客以外

の視点を組織に浸透させることが難しかったことである。

松尾は行政組織の BSCの課題を３つに総括した。第１は、選択と集中が難しいとして、

千代田区の場合の政治的な判断の必要性の問題だけでなく、統合し難い複数の政策・施策

が並列的に存在しているということや複数の性質の異なる事業が存在する場合は，評価の

ウエイト付けや達成度の比較評価も難しくなる。第２は、予算編成時に、戦略を立てるこ

とが必要であるため、戦略をかなり前もって明確にしなければならないことと、予算の裏

付けのないものを戦略として掲げるのが難しいことであれば、戦略を修正する必要があ

る。第３は、どのレベルの成果を評価としての選択幅の広い行政活動においては、指標選

択・目標選択の合理的な選択が困難である４。

千代田区は２００５年、戦略マップ、戦略課題の絞り込み、ウエイト付け、点数化を廃止し

たことで、「バランス・スコアカード」から「組織目標管理シート」に転換した。

日本の自治体で、バランス・スコアカードを導入している事例は極めて少ないのが現実

であり、千代田区のように、一度導入したが、中止した事例も複数ある。

松尾貴巳の行政 BSC導入の課題は、公共部門における総合計画から戦略経営への転換

の課題でもあると思われる。

�大住荘四郎の指摘

大住荘四郎は、総合計画から戦略経営に自治体が転換を果たすために必要なステップと

４ 松尾貴巳（２００９）「自治体の業績管理システム」中央経済社 pp．１９８―２０１
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して、①ビジョンが明確で、政策目標の優先付けがなされている、②個々の施策目標が具

体的かつ数値化されていること③ビジョンや組織目標が組織全体に浸透し共有されている

ことをあげている。

それらのステップをクリアし、戦略計画を策定し、戦略マネジメントを実行し難い、次

の問題があると述べている。

本来、戦略マネジメントはミッションが明確でシンプルな組織に適用しやすいのである

が、反対に、日本の基礎自治体は市民サービスの執行機関として業務の範囲が広く、ミッ

ションが明確でなく、数多くの政策目標があるため、ミッションやビジョンの明確化はし

ばしば困難になっていること、次に、地方分権改革が道半ばであり、基礎自治体の専管事

項が少なく、自立的な意思決定が困難であることが、ミッションの再定義、ビジョンの策

定にあたり、明確化・具体化の程度に影響を及ぼしている５。

Ⅱ 戦略マップ

１．戦略マップの意義

戦略マップは、経営戦略を、顧客の視点（＝顧客の立場からの認識）、財務の視点（＝

経営の継続性や投資家の立場の認識）、内部業務過程の視点（＝業務を進捗管理する認識）、

学習と成長の視点（＝社員の認識を戦略実行に向けていくための認識）という４つの視点

に、４重化した認識を、相互の�原因―結果�あるいは�目的―手段�の因果関係を可視

化して、１枚のシートに表現する。

戦略マップの登場は、経営戦略を４重性として、構造化したことで戦略の網羅性を向上

させたこと、また１枚の紙に可視化したことで、戦略の理解可能性が高まり、組織構成員

の認識に浸透することが容易になったこと、そして、絶対化しがちである前例主義・手続

き主義・無謬主義の「官僚制」を「内部業務過程の視点」として相対化し、また、人間の

認識の一般性として、目に見えるため偏重してきた「財政的な指標」を短期的な「財政的

な視点」として相対化することが可能になり、各視点を「相対的独立６」の関係で、さら

５ 大住荘四郎（２００５）「NPMにおける経営革新」学陽書房 pp．２２１，２２８
６ 相対的独立とは、つながっていると同時につながっていないこと。切り離すことができないにも関わ
らずその一方がある限界の中では他方と関係なしに変化できること。三浦つとむ（１９６８）「弁証法はどう
いう科学か」講談社 pp．７８―８４
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表１ SWOT分析概念図

内部環境
外部環境

比較優位（強み） 比較劣位（弱み）

成長機会 積極的攻勢 段階的施策

脅威 差別化戦略 防衛的施策

にいえば他の視点やミッション（使命）との因果関係で、分析・把握することが可能と

なった。

２．戦略の策定

戦略経営を、行うためには、ビジョン・ミッションの策定と、ビジョン実現のための戦

略策定が前提である。

SWOT分析はビジョンの策定、ミッションの再定義、戦略目標を導出するモデルであ

り、バランス・スコアカードはビジョンと戦略目標を組織全体に浸透させ、すべての経営

資源を活用して中期的なビジョンと戦略目標の実現を図る経営管理モデルであり、明確な

ビジョンや戦略がなければバランス・スコアカードは有効に機能しない。

SWOT分析（特に外部環境分析を重視）により、価値判断を明確に打ち出したビジョ

ン（将来像）とこれに基づく政策目標の優先付けによる具体化を図る。そして、政策目標

達成のため、戦略（施策・事業体系）への連携を明示する。

なお、大住荘四郎は、日本の自治体で SWOT分析が戦略ビジョンの適用にまで至らな

いことがある理由として、次の３点をあげている。

①自治体の場合、外部環境と内部要因との境界が明確でないために、内部要因を外部環

境に入れて分析している。市役所と自治体という二つの側面があり、二つの視点を明

確に区別し分析を進める必要がある。

②市民アンケートによる外部環境分析がしばしば使えないものになっている。統計上の

偏りの大きさ（生活に身近な話題・施策を重視する傾向にあり、判断に当っての十分

な情報が提供されない）がある。

③施策間での重要度のわずかな相違を予算配分に差をつけられない７。

７ 大住荘四郎（２００５）「前掲書」pp．２１７―２２９
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関係性 

学習 と 
成長 の 
視点 

業務管理過程 
内部業務 
過程 の 視点 改善 した 製品 ・ 

サービス 提供 

戦略的 
職務群 

新製品 ・ 新 サー 
ビス 創造 

戦略実行 
基盤育成 

無形資 を 戦略 
へ 方向 づけ 

顧客 の 
視点 

生産性戦略 

戦略的 IT
投資 

組織変革 
の 方針 

顧客管理過程 

イメージ 

収益増大戦略 

地域社会 への 
貢献 ・ 環境向上 

製品 ／ サービス の 属性 

財務 の 
視点 

技術革新 、 刷新 規制 と 社会 

顧客価値向上 

　 
　 
・ スキル 　　　　　　 ・ システム ･ 組織文化 
・ 知識 ・ データーベース ･ 戦略 への 方向付 け 
・ 価値観 ・ ネットワーク ･ チームワーク 

人的資本 情報資本 組織資本 

従業員 への 価値提案 ← やる 気 、 有能 、 習熟 ← 　 無形 の 資産 の 相乗効果 

価格 ・ 品質 ・ 入手可能性 
・ 品揃 え ・ 機能性 

サービス ・ 
パートーシップ 

ブランド ・ パート 
ナーシップ 

顧客 への 価値提案 (顧客 の ニーズ を 満足 )

原価構造 
の改善

資産 の 有 
効利用 

収益機 
会 の 拡 

顧客価値 
の 向上 

長期 の 株主価値 

経営 の 目的 

３．戦略マップのひな形（＝テンプレート）

戦略マップは、現状とビジョンのギャップを埋めるための戦略目標間の因果関係付けに

より、戦略目標を構造化した戦略目標マップ（図解）である。

なお、４つの視点で経営を構造化する認識を示しても、「思考前提の変革８」を意識的に

行わなければ、過去の実績値のため一番わかりやすく、また、伝統的な経営判断思考であ

る「財務の視点」にとらわれてしまう。

［図４］「戦略マップのひな形」は、無形の資産としての人的資本・情報資本・組織資本

を挙げ、それを基盤とした、内部業務プロセスの改善を通じて、顧客の視点での価値創

出・向上を図ることにより、生産性向上と収益増大を通じて、財務業績の向上を達成する

構造であり、無形の資産を戦略実行基盤として位置付けている。

８ 筆者要約。日本経営品質賞の考え方における「組織改革の視点」として次のように述べている。第１
に、思考前提の変革である。民間企業においても「利益の極大化」「コストの最小化」などの固定的な経
営に対する考え方が、顧客軽視、企業倫理軽の欠如、従業員軽視などにつながり、企業の長期的な成長
の妨げになりうる。このような固定的な発想の存在に「気付き」、組織全体で変革を進めるものである。
大住荘四郎（２００５）「前掲書」pp．２３４―２３５

図４ 戦略マップのひな形の例

（出所）ロバート．S．キャプラン，デビット．P．ノートン「戦略マップ」図表７―１、１１―４をもとに筆者作成
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Ⅳ 国東市税務課における戦略マップの導入事例

１．国東市税務課の改革の経緯

筆者は、２００９年４月、大分県国東市役所税務課に課長として赴任した後、職員とともに

税務事務改革・組織改革を実行してきた。

国東市は、４つの小さな町が２００６年に合併した人口３万４千人の小さな市であるが、税

務事務は税務課と３つの総合支所地域総務課が所管している。

� 改革の課題

本庁税務課は、４月最高者１１１時間であったが時間外勤務が多いという問題と税金の滞

納が増えているという２つの問題を抱えていた。

� 改革の視点について

幼稚な筆者ながら、関西学院大学院で学んだ、次のような「一般論」（改革像）の認識

を持っていたため、その４つの認識で税務の課題に問いかけて９いった。

①バランス・スコアカードの「顧客」「財務」「内部業務」「学習と成長」４つの視点

で、目標・現状・戦略を構造化する認識（改革像）。

②業務の専門性の有無と業務知識の要否で、業務を切り分けて、職員の人件費コスト

と外部化した場合のコストを比較したうえで、民間委託化、パート化・機械化を

行っていく「活動別基準原価管理」の業務改善認識（像）。

③資源とは、人、金、物、情報、時間であるという認識。

行政では、現金主義のため金（予算）に偏った認識である。

④他の自治体と特定の業務を比較して、優れた効果を実現している自治体の業務のや

り方をベスト・プラクテイスとして選定し、学び、自団体の業務のやり方の改善を

図るベンチマーキングの行政評価像・行政改革認識（像）。

� 戦略の策定と実行

「時間外勤務をいかに減らしていくか」という課題は「職員が健康に働ける環境の確保」

９ 人間の認識は、５感器官を介した像であり、感情像であるが、他の哺乳類と異なるのは本能からでな
く、千人千様の５感情像により現実に�問いかける�認識である。それゆえ、「一般論」を持って、問い
かけ得るか否かで、無限に現象する現実に斬り込んで立体化・構造化して課題をあきらかにし得るか否
かを決する。人材育成の根拠はここにある。
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を切り口として、総合的な戦略を立て、できるものから実行し、１０月末の時点で、戦略の

ほとんどが実行できるめどが着いた。

「滞納をいかに減らしていくか」は、大分県特別滞納整理班より派遣を受けた県職員に

滞納整理のノウハウを学び、宇佐市役所納税課をベストプラクティスとして、執行基準策

定「内部業務プロセスの視点」戦略を立て、さらに、滞納システム導入と組織改革という

「学習と成長の視点」戦略を立て、実行した。

課員意見を基に、討議資料を作り、意見をまとめるという作業をくり返した。

５月税務課職員ミーティングの業務改善討議資料の要点は次のようになる。

業務改善の「目的」は、「税務課職員の労働時間を適正なものとする」と「本来の事務

に集中する時間を確保することにより、適正な事務を執行し、市民サービスの向上を図る」

の２つとし、効率化の２本の柱として、繁忙期の事務を他の時期にシフト�業務の平準化�

と補助的作業を臨時職員や委託に回す�税務課職員がすべき仕事の整理�とし、効率化の

ための環境整備は、�人員配置の適正化�と、�ITシステム改善�、そして、�税務組織編

成の効率化�の３つであった。Ⅳ「具体的な方法」は、［表２］［表３］［表４］を使用し

て行った。

表２ 具体的な方法

①繁忙期の平準化
軽自動車税の納期を４月から５月に変更

国民健康保険税仮算定廃止、納期を４月から１０期を、７月から９期に変更

②税務課職員がすべきこと
の整理

納付書・督促状発送事務の臨時職員雇用

大量反復的な作業を正規職員が行っているが、臨時職員で対応

給与支払い報告書・確定申告書入力作業を職員から業者委託へ

申告時期に臨時職員雇用

③手間（人件費）と節約額比
較のうえ、中止作業の抽出

職員宛の納付書を抜き出して、各職場に送付する作業

表３ 作業の見直し表

作業の見直し項目 対応

６月

①納付書の発送作業（封入・計量）
Ａ 市県民税６千通、年金特別徴収１千通。
人× 日＝ 人役

Ｂ 介護保険１千通。 人× 日＝ 人役
Ｃ 督促状２千通 人× 日＝ 人役
②職員分？百通を抜き出し、職員に配布する作業中止
人× 日＝ 人工

③臨時職員ができる作業、全て挙げて下さい。

臨時職員１人雇用、または他課の援助
Ａ ８日、９日封入、計量
Ｂ１０日、１１日封入、計量
１６日発送

Ｃ１７日、１８日抜取り
２１日発送

郵送料５００通×４６円＝２３，０００円
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８月の税務課職員ミーティング、９月上旬の税務課と総合支所地域総務課の協議に使用

した「税務事務改革討議資料」の要点をまとめる。「税務の問題点」が１５項目あげられ、

その問題点を解決する戦略として、「業務改善の方策」に７つの目的と１６の「戦略対象―

戦略（重要成功要因）―効果―手続き―準備すべきこと」をあげたが、その一部を、［表

５］に示す。これは、業績評価指標の設定なきスコアカード（＝戦略進行管理表）という

べきものであると思われる。なお、上記以外の戦略は、［表６］のとおりである。

右列作業は手間（職員人役≒人件費）含むコスト比較の上、臨時職員や外部化
（出所）石原俊彦「行政評価導入マニュアル Q&A」２００２，中央経済社図表５―１７を参考に筆者作成

表５ 税務課討議資料 �業務改善の方策
住民福祉向上←適正・公平な課税←＜業務改善⇔職員資質向上：労働環境改善＞

目的 対象 戦略 効果 必要な手続 準備すべきこと

①繁忙期
の業務分
散 に よ
る、効率
化

軽自動車
税の納期

納期を４月から５
月に変える

確定申告と軽自動車
賦課の時期が離れる

１２月議会で税条例改
正案提案

納期変更に伴う、市役
所と納税者双方の利点、
欠点調査。
県内全団体の納期およ
び国保仮算定の実施状
況調査。

国民健康
保険税の
納期

仮算定廃止、納期
を４月～翌１月か
ら７月～翌３月に
変更

確定申告、軽自動車
賦課の時期とずれ
る。仮算定業務廃止

１０月国保運営協議会
で了承を得て、１２月
議会で税条例改正案
提案

③税務申
告事務の
効率化

確定申告
システム
導入

H２２
確定申告システム
導入

正規職員を判断を要
する業務に特化。機
械化により、業務を
定型化・標準化。コ
スト削減

H２２当初予算要求１０
月下旬に新規事業要
求

県内全団体調査。導入
のメリット・コストの
調査―機械化による省
力化業務見える化。

税務申告
の会場、
日程、受
付体制

・グループ制活用
し、地域総務課総
務担当職員と地域
総務課長に確定申
告事務をしてもら
う。
・出張申告受付場
所、日程を整理。
・年金だけ申告者
等を申告免除等
（条例３６の２①）

申告事務負担軽減に
より、市民税、資産
税、収納担当職員
の、適正な課税・収
納業務の時間確保。
年金受給者の申告の
手間軽減。
税務組織の総合支所
方式簡素化の前提。

９月中に地域総務
課・総務部長の了解
を得る。総務職員も
税務申告の研修参
加。申告会場の整理
は、市長決裁と区長
会報告必要。
非課税年金受給者の
取扱い決定。

県内全団体申告事務・
会場の調査を踏まえ、
９月中に、申告会場の
整理案を作成。役所と
市民双方ののメリッ
ト・デメリット整理。
職員時間外勤務の状況
見せる化。

表４ 作業分類および自前作業と外部化作業等の切り分け

事 業 知 識

事業知識が必要
自前作業 職員がすべき仕事

事業知識が不要
外部化委託等委託しても良い作業

専
門
性

専門性が高い
核となる作業

（事業知識必要・専門性高い）
委託する作業

（事業知識不要・専門性高い）

専門性が低い
新人の作業

（事業知識必要・専門性低い）
臨時職員や委託化作業

（事業知識不要・専門性低い）
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新人・嘱託員 正規職員 

・非定形一般業務 
　窓口・庶務事務 
　など 
・非定形専門業務 
　企画・計画・相談 
　などの判断業務 

嘱託員・アルバイト・ＩＴ化検討 アウトソーシング化 

作業分担の見直しによる業務改善の考え方 

作業分担の見直しによる改善 

・定形専門業務 
　運用管理業務な 
　ど(アウトソーシ 
　ング化検討)
・定形一般業務 
 ルーテインワーク 
 的作業(嘱託員・ア 
ルバイト活用・IT化)

非 
定形的 

定 
形 
性 

定形的 

標 
準 
化 
に 
よ 
る 
作 
業 
の 
定 
型 
化 
・ 
非 
専 
門 
化 

非定形 
一般業務 

非定形 
専門業務 

定　　形 
一般業務 

定　　形 
専門業務 

非専門的 専門的 専門性 

図５ 税務課職員討議資料 �税務改善の方策 作業分担の見直し

（出所）関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科２００９夏季集中講義「地方
自治体情報システム」木村公則講師配布資料により、筆者作成

直営か外部化するかの業務の切り分けは、［図５］により考え方の統一を図った。

大分県全市町村の税務組織、税務業務のやり方、ITの活用状況の詳細なアンケート調

査を行い、それを基に、宇佐市役所と日田市役所の徴収組織、課税組織、ITの活用状況

の視察を行い、総合支所に基本的に窓口業務のみ残す「税務組織編制本庁一元化」案と「確

定申告システム、滞納整理システム導入」案を税務課職員が作成したが、現場職員自ら

表６

目的 対象 戦略

②単純作業アルバ
イト化、又は委託
（機 械 化・IT化）
正規職員が、コア
業務専念実現

業務全般 臨時職員雇用（単純かつ大量の手間の業務）

給与支払報告書、確定申告書の入力作業 業者委託

資産税、市民税国保税長寿医療、介護保
険料

臨時職員雇用あるいは、納付書封入作業に他課
の援助

各税目の納税通知書発送作業 職員及び職員家族納付書抜き取り配布中止

④４つのタコツボ
税務組織を改革 総合支所方式の体制 税務課担任事務と総合支所担任事務の見直し、

組織体制の見直し。総合窓口化。

⑥定型的・専門性
のない作業を委託 地目見直しに係るシステム入力業務 緊急雇用交付金活用による業者委託

⑦収納事務の効率
化

税等の滞納整理事務手順 業務手順マニュアル化（宇佐市の事例参考）「２１
年度収納業務年間スケジュール表」他

納税不能と判断される滞納者 滞納処分の執行停止（地方税法１５の７①）を駆使

特別徴収・口座振込 推進する。他団体の方法をまねる。

現年分 電話催告等 小額債権等は、他班協力が必要か

滞納管理システムがない 新システム導入等を図る

税の延滞金 本税徴収の手段として使用
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作った改革案である。

総合支所地域総務課の了解を得た後、１０月末に市長に提案し、了承を得た。

２．国東市税務課改革における戦略マップの導入

戦略マップを作成するに当たっては、税務課において特に課題となっている次の６点に

ついて、筆者は１１月から戦略マップの作成を行い、予算要求、組織要求、人員要求に使用

し、税務職員には、庁内イントラネットで伝えた。

①国民健康保険税仮算定廃止、②軽自動車税納期変更、③住民税課税データ入力民間委

託、④臨時職員および業務委託要求、⑤確定申告システム導入および組織改革、⑥滞納

整理システム導入および祖組織改革

それらの戦略マップを総合して「図６徴収組織の戦略マップ」「図７課税組織の戦略

マップ」を作成した。

通常の戦略マップは、「目標」の戦略マップのみの形式であるが、それと異なり、「現状」

の戦略マップ、「目標」の戦略マップを作り、「現状」と「目標」のギャップを埋める「戦

略」を書き込む形式の戦略マップを作成した。

SWOT分析から「目標」「戦略」を導かず、 現状の問題点を市と市民等の視点で分類し、

因果関係を考え、それぞれの視点ごとに目標（ビジョン）を定め、それを達成するための

戦略を策定し、戦略を達成した特定の視点での戦略目標により、他の視点にどのような、

影響が発生するかという分析を行った。その認識の経緯をそのまま、戦略マップという形

で表したのであるが、現状分析、戦略、戦略目標を一覧できるので理解しやすいのではな

いかと判断した。
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図６
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図７
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Ⅳ 今後の課題

１．スコアカードの意義

スコアカードは４つの視点に構造化された戦略目標を、目標達成のための「重要成功要

因」、重要成功要因達成のための「業績評価指標」、業績評価指標達成のための「実行計画

（戦術）」と横の因果関係で進行管理する認識を１枚のシート（紙）に表で可視化したもの

である。業績の達成の測定と評価は、次期のビジョンと戦略の修正に使用される経営のサ

イクルの起点となる。

２．今後の課題

スコアカードを以上の意義に鑑み、暫定的に作成したが完成していない。

遅行指標を設定し、空欄を埋め、活用を検討することを今後の課題としたい。

Ⅴ 結びにかえて

自治体経営において、行政サービスを協働して提供する職員も、行政サービスの対象と

表７戦略実行計画および業績評価表

戦略
目標

重要成功要因
戦術 先行指標

評価指標
対象 必要な手続 実行期限 達成度

〈
責
任
命
権
限
〉
一
元
化

Ｈ
２２
組
織
改
革

税務事務を総合支所地域
総務課から本庁一元化

３総合支所
地域総務課

地域総務課の了
承

２００９年１０月中旬ま
で地域総務課了承 １００％ 戦術実行

・県内１７市町村との税務
組織比較
・優良先進団体を見つけ
る

県内１７市町
村の税務組
織

・アンケート１７
団体実施
・税務課、支所
職員２市視察

２００９年１０月中旬

１００％ 〃

市長の決定 市長 組織改革案の市
長説明・合意

２００９年１０月末に市
長説明 １００％ 〃

Ｈ
２２

Ｉ
Ｔ
導
入

他市町村状況調査 １７市町村 アンケート調査 ２００９年１０月 １００％ 〃

滞納整理システム導入 当初予算 ２０１０年新規事業
要求１０月下旬

・２００９年１０月下旬
・２０１０年３月上旬

予算査定
クリア１００％
予算議決１００％

〃

確定申告システム導入 当初予算 ２０１０年新規事業
要求１０月下旬

・２００９年１０月上旬
・２０１０年３月上旬

予算査定クリア１００％
予算議決１００％ 〃

申告データ入力委託 ９月補正 ８月予算査定
９月予算議決

２００９年９月 予算議決
１００％ 〃
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なる住民等も、人間であり、人間が人間である根源は特殊な「認識」の発生にある１０こと

から、「認識」とはなにかを問うことから始めなければならない。

１．人間の認識とはなにか

� 人間と動物との違いはなにか

人間と人間以外の哺乳類の違いは、哺乳類はその脳が描く外界の反映である像は脳その

ものの本能が描くが、人間は本能よりも、その人の生活過程で創られたその人の認識がそ

の像を大きく描かせる。外界からの反映である像をもその人なりに修正して描いてしまう

ばかりか、外界とはほとんど関係のない空想の、あるいは本物と信じている像までも描い

てしまう、すなわち、人間は創像できる。もう１つの違いは、目的意識をもって自分なり

の像を描いて、すなわち創像して、目的とする対象に働きかけて、対象を創り変えていき、

その結果として自分自身も創り変えていくことは、人間以外の哺乳類にはできない。

人間の生理学は脳の１つの機能である神経が統括する「神経生理学」ないし「本能生理

学」に対し、それに重層的に関わるかたちで認識が直接にあるいは媒介的に統括する「認

識の生理学」であるという場合１１の、本能生理学は人間以外の哺乳類が対象であり、認識

生理学は人間が対象であるということができる。

� 認識とはなにか

①認識の概括

認識とは対象の頭脳における反映であり像である。この脳細胞が結ぶ像とは、５感器官、

つまり、目、鼻、耳などの感覚器官をとおして脳細胞のなかに像として結ばれるものであ

るが、その認識＝像の内実に立ち入れば、感性としての像であり、５感情から合成された

像、すなわち認識とは、５感情像であるが、人間は、誕生以来、自らの認識（５感情像）

を基に外界に常に問いかけ、さらに、新たな認識（５感情像）を結び、合成することを無

数に繰り返すのである。

②認識が感情であり、個性的であり、問いかけ像であることは誕生に始まる

１０ 瀬江千史（１９９５）「医学の復権」現代社 p．２１０生命体一般ののなかにあって、人間の特殊性は、脳細胞
の機能としての特殊な認識の誕生にある。人間以外のすべての生命体が、本能によって統括され、本能
によって外界と相互浸透するのに対して、人間は、本能から相対的に独立した認識を主体とすることに
よって外界と相互浸透してゆく存在となった。

１１ 薄井担子、瀬江千史（１９９３）「看護の生理学�」（１９９３）現代社 pp．３３―３４
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認識は赤ちゃんの誕生の瞬間に頭脳活動として生まれ、はたらき始めるが、母親によっ

て全く違う胎内生活を経て、ひとりひとり違う外界に出て行くので、誕生の瞬間の赤ちゃ

んの生理のあり方、すなわち、認識のあり方＝誕生の仕方は、偶然的な一回性であり、そ

の瞬間に、一気に押し寄せる外界からの反映を強烈に受けて、強烈な快・不快の感覚とと

もに原形的な感覚像・感情像が生まれる。

赤ちゃんの誕生時の像は、自身の生理構造と外界のあり方で、１人１人違うものであり、

この初像（＝原形となる感情像）の感覚・感情をもとにして、他を反映させ、他に問いか

けていくが、こうした像の積み重ね（＝感覚の積み重ね）が、量として膨大になるにつれ

て、感覚像から感情像へと質的に変化していく一連の流れから、個性的感覚から個性的感

情へ、つまり個性の誕生となる。

純粋な反映像は誕生の瞬間の一回きりであり、その後は、この初像を土台に他を無数に

反映させ、問いかけを無数に重ねていき、無意識に反映に対して取捨選択し、関心のある

ことは、問いかけを深め、関心のないことには、無意識的に無視（反映をシャットアウト）

することを積み重ねてきている１２。これは、同じ事象を見ても見る人の頭脳に描かれる像に

は、それぞれ個性があらわれてくることを意味し、人間の認識は個性的ということである１３。

③生命の歴史に認識の発生をたどる

脳の発生は魚類段階であるが、魚類は地球の激動変化の産物である海と直接に海流が誕

生し、それに対応進化して、海流の中を泳ぎ切る運動器官（筋肉、骨）と食専門の代謝器

官（内臓）を誕生分化させ、２つの器官を統括するために、中枢である第３の器官「脳」

を分化誕生させた。

海と陸が相互に交代する繰り返しから、海と陸の境界が鮮明になり、魚類が両生類から

哺乳類へと進化するに従って、地球規模の環境の大激動に対応して、感覚器官は発達し、

ヒレは手足へと発展し、哺乳類は、運動器官のみならず、代謝器官、統括器官も含めて、

運動性を体全体で創りだし、脳の飛躍的な発達による知能の向上と、運動に見合う代謝能

力の発達と、それに規定される運動能力の驚異的な発達を遂げた。

１２ 認識が感情であるとは、自分の経験に培われて感情となった認識を変えることが容易でないことを意
味する。リンゴの無農薬栽培に世界で初めて成功した木村秋則が、森の木が病気にならず害虫にも喰わ
れないことに気付き、生態系による土づくりと根の重要性が見えたのは、８年の失敗の後に、自死に入っ
た山中であった。石川拓治（２００８）「奇跡のリンゴ」幻冬社

１３ 筆者要約、海保静子（１９９９年）「育児の認識学―こどものアタマとココロのはたらきをみつめて」現代
社、薄井担子（１９９６）「［改訂版］看護学原論講義」現代社
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サルはしっかりと樹上生活を取れるようになり、他の大地を疾走する哺乳類と比べ、そ

の運動の威力を見れば退化しているようだが、四肢がそれぞれ連動しながらも、それぞれ

別個に動かせるようになり、脳が四肢・十指を一般的に、かつ個別的に、２重構造で統括

を行えるようになり、サルの脳は他の哺乳類に比べて、実態的、機能的に複雑な発展を遂

げた。

猿類の誕生は、草から木へ進化を遂げようとしていた樹木での生活により大地や草原よ

り、動きが複雑かつ微妙な樹木で、木の上にいる自分が揺れ、外界も揺れる、また、樹上

から見た眺めの違いから、外界の反映は複雑・微妙な像として形成され、外界の反映であ

る認識＝像を単純な運動の像だけでなく、その動く像の２重像・３重像を描く実力をつけ

た結果、外界からの全き反映でない像、すなわち、「反映でもあり、反映でもないという

もどき像」を描く実力を持った。

このもどき像がしばしば脳に発生するにつれて、人類へなりかかっている猿類は、その

像の真偽を確かめる方向へと運動しはじめる、いわゆる、問いかけ的認識の源基形態（原

形）である。

人類の「夢」発生は、この問いかけ的認識が相対的に独立化して、本当の「問いかけ」

が完成化し、像がきちんと二重化するようになった頃からである１４。

④他者の立場に立つ認識とはなにか

人間の認識は現実の世界を見ながら、同時に、未来の世界を創像するような、現実の世

界と観念的な世界を２つつくり出す世界の二重化と、現実の自分以外に観念的な世界の中

でそれに相対している観念的な自分をつくりだす自分自身の二重化を行っている、これを

観念的な二重化という１５。

観念的二重化により、「自分の自分化」から、さらに、他人の立場に立って考える「自分の

他人化」が行えることが、必要であるが、経験していないことは創像することが難しい１６。

１４ 生命体の３５億年の進化は、単細胞段階から、カイメン段階、クラゲ段階、魚類段階、両生類段階、哺
乳類段階を経て来た（４つ足哺乳類→猿類→人類）本田克也・加藤幸信・浅野昌充・神庭純子（２００７）
「看護のための「いのちの歴史」の物語」現代社、南郷継正（２００７）「なんごうつぐまさが説く看護学科・
心理学科学生への“夢”講義�」現代社

１５ 三浦つとむ（１９６８）「弁証法はどういう科学か」講談社 PP．７７―８６
１６ 南郷継正（２００７）「前掲書」は、看護技術論の「認識の技」の説明の中で、『あしながおじさん』のみ
なしごジルージャがふつうの家のなかに一度も踏み入れたことがなかったため、家の戸口から先を想像
しようとしてもできなかったくだりを引用して、「経験したことのない」相手の立場に立って考えること
の困難さ、そして、看護の場面でさまざまな病人のこころを考えることの困難さを述べている。「経験し
たことのない事項」は本能がしっかりとはたらく動物には可能であるが、本能のはたらきがほとんどな
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⑤「わかる」認識とはなにか

筆者は、ある講義１７で２つのことを感情として「わかる」体験をした。

千人が千人個性的な認識を持っており、また、同じ表現にたいして千人千様の受け取り

方があるということを「わかる」体験は、授業の実習であった。言っていることと現実に

思っていることとの違い、あるいは、同じことばを受け取る人によって、ひとりひとり違

うことを思い浮かべていることを、現実に、お互いの認識を話し、聞き、また、確かめる

という作業を何回も繰り返すことを通じてであった。

もう１つは、どのような視点で問いかけるかにより違った認識を得るということを感情

として「わかる」体験であり、それは少女ポリアンナの「うれしいことさがし」のように

「自分の好きなところさがし」を千個まで自ら書き出していく実習であった。自分の好き

なところはなかなかも思いつかず、「うれしいこと」や幼児期まで返っての「楽しいこと」

を探し、また、日常生活の中で探し、それを通じての「自分の好きなところ」であった。

違ったように自分が感じられ、世界が違って見えてきた。

人間は心をこめて、５感を駆使して、くりかえし１８自らの事実に向き合う（問いかける）

ことで、対象を自らの感情となし、また自らの感情を対象となすことにより、はじめて「わ

かる」といえるのだと思われる。

２．人間が一般論を持って現実に問いかけることの意味

現実は無限、認識は有限、そして表現はさらに有限である。しかし、人間の有限の「認

識」は無限の「現実」に、「一般論」として一本の道を通すことができる。

その一つの方法が、現実の無限に変化する対象から共通な性質を集め、あるいは、異な

る性質を集める中で、個々の事実の共通性を抽出した論理の特殊性レベルの一般的認識か

ら、事実全体に共通する本質論レベルの一般性を導き出して世界を立体化していくこと、

つまり一般的な認識（一般論）の視点で現実に問いかけ、たとえば、目の前の赤鉛筆は

い人間にはなかなか分かることができないとして、患者の心（気持ち）を読む（わかる）術（技）、患者の
心（気持ち）を穏やかにする術（技）、患者の心（気持ち）を持ちこたえさせる（精神力をつける）術（技）
という認識に関わっての認識の技を、後天的に自分の努力（訓練）で培うことの必要性を述べている。

１７ 関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科加藤雄士准教授「地方自治体人材開発論」２００８年度秋学期
後期講義

１８ 大分県前臼杵市長後藤國利は１９９７年市長就任から退任までの１２年間、「フロム市長トウ職員」を８５３通、
全職員に書き続けた。繰り返しの上にも繰り返して訴え続けることにより臼杵市職員の認識は感情レベ
ルで変わったものと思われる。石原俊彦（２００１）「地方自治体の事業評価と発生主義会計」中央経済社
PP．１７９―２２０
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（出所）薄井担子「［改訂版］看護学原論講義」図１を参考に筆者作成

図８ 現象―認識―表現の構造

「色」「筆記用具」「文房具」あるいは「無機物」という共通性で問いかければ、「鉛筆」は

「赤い鉛筆」「文房具」「無機物」と「個別」「特殊」「一般」と３重に立体化して認識でき、

色は可視光線の組成の差によって質の差がみられる色覚という「一般」的認識を持って問

いかければ、「赤い」を特殊性としてとらえることができる。１９

なお、薄井担子は、千葉大学看護学部の実習２０で、「狼に育てられた子」をシング牧師

が人間ではないように見える現象はヒトが狼集団の中で生活すれば生じ得る変化であると

見抜いて人間と断定し、インド原住民族チュナレムが化け物として思ったかを取り上げ、

チュナレムは限られた地域の限られた人との交わりしかない日常経験レベルの経験的な現

象レベルの認識しか持ってなかったこと、シング牧師は「人間一般＝（人間はヒトとして

遺伝形質を持ち、人間社会の中で人間として作られていく）」を媒介し（＝で問いかけ）た

から、異様な存在形態を、特殊性として位置付けることができたので人間であると判断で

きたとしている。

１９「検査データ」は異常がなく、原因不明の疼痛を訴える仮病と診断された「入院患者」に対して、看護
学生が単に「話を聞こう」ではなく「ケアを通してコミュニケーションを図ろう、話をゆっくりお聞き
して気持ちを知るようにしよう」という方針で「痛みのある部分をゆっくりさすりながら」耳を傾けた
ところ、満州から夫が死に命からがら子供４人を連れて引き上げ、無一文からの日本の生活を語り、疼
痛の原因はそのとき傷ついた人々の痛みではないか、時々、夢にうなされて助けてという叫び声で目を
覚ますことがあることを涙ながらに語った。認識の技も使い患者の「神経」を知らず知らずに運動形態
に置くことにより針・灸レベルで痛みを治した看護学生の事例が紹介され、検査「データ」、人間の痛み、
筋肉、神経、認識、夢、看護について説いている、南郷継正（２００７）「前掲書」PP．１１３―１３５。人間とは何
かを、認識、生活過程、社会的関係、生い立ち、生理的構造の歴史（過程）的なミックス（複合体）として
捉え、対象となる人間の人生すべてを丸ごと問いかけていくことの重要性が説かれていると思われる。

２０ 薄井担子（１９９６）「前掲書」PP．８１―８９、J. A. L. シング（１９７７）「狼に育てられた子」福村出版
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図９ 感性的認識―表象的認識―一般的認識の構造

筆者作成

現実は無限に現象し、変化し、運動しているが、心をこめて問いかけるか、あるいはど

のような視点で問いかけるかによって、見る人の頭脳に描かれる像は違ってくる。世界に

孤立して存在するものはなく、すべて他とのつながりにおいて存在しているのであり、対

象とした事実と事実の間にある因果関係を探り、「原因―結果」あるいは「目的―手段」の

過程的構造論として一般化した認識のフレームワークを提示できれば、世界に１人とし

て、同じ認識を持つ人はいないが、ともに、同じ夢を持つことができるかもしれない。

現実の経営課題に切り込み、現実を分析し、目標を立て、戦略を立て、戦術を実行して

いくときに、どのような「一般論」の視点を持って問いかけるかによって、現実を平板的

にしか見られないか、あるいは、無限に立体化・構造化できるかの差が表れてくると思わ

れる。
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