
地方公共団体では、効率的な組織で迅速に成果を

あげることが従前にも増して強く求められており、

このため、人的な資源である職員のさらなる活用や

育成のあり方（一般に人的資源管理と呼ばれる）が

重要な課題となっている。人的資源管理には、人事

給与制度や人材育成、福利厚生など様々なテーマが

あるが、これらは組織メンバーの働く意欲（モチベ

ーション）をどう維持し、高めるかという点に深く

関係する。こうしたことから、本稿では、職員のモ

チベーションを高めるための仕組み（インセンティ

ブ・システム）に焦点を当て、検討を行うこととし

た。

≪本稿の要旨≫

・地方公共団体において、職員のモチベーションを

維持し、高めることが重要な課題となっている。

・インセンティブ・システムを立案するにあたり、

経営学の学問的成果を参考とすることが適当であ

る。

・インセンティブ・システムの構築においては、特

に人事評価制度や現場レベルでの取組に着目する

ことが重要となる。

・運用面では、「第一線管理者」の役割が重要である

ことから、彼らに対するリーダーシップ教育を重

点的に実施すべきである。

組織が成果を挙げ、その目標を達成していくうえ

で、構成員（メンバー）がモチベーションを持って

働くことが重要な条件であることに異論はないだろ

う。組織は、メンバーのモチベーションを引き出す

ことができなければ十分な成果を得られないのであ

り、このことは特に企業において、広く認識されて

きた（３．（２）参照）。

もちろん、地方公共団体にとっても、そのことに

変わりはない。地方公務員制度改革の中核をなす

「能力・実績主義の人事管理」も、地方公共団体とい

う組織のメンバーである公務員のモチベーションを

いかに維持し高めるか、ということを主要な目的と

していると考えられ、実際、多くの団体において、

「能力・実績に応じた人事・給与制度」や「人事評価

制度」が導入されつつある。

この背景として、地方分権の流れの中、また高齢

化の進展、低成長時代にあって、地方公共団体それ

ぞれが強く自立を求められ、同時に本格的に成果を

問われる時代に入ったということが指摘できよう。

地方公共団体にとっても、企業同様、メンバーのモ

チベーションを高めることが重要な課題となってい

るのである。

ここで留意しておきたいのは、地方公務員を取り

巻く環境は、モチベーションという観点から見れば、

相当厳しいものだということである。

地方公共団体の財政状況の悪化は、給与水準の抑

制を招き、また、既存施策の見直しにより住民や関

係団体の反発を受けることも少なくない。組織のス

リム化と職員の高齢化による、昇任スピードの低下

やポスト不足もモチベーションに影響しよう。行政

課題が高度化、複雑化する一方、新規採用が抑制さ

れていることから、若手・中堅職員にとっては、総じ

て仕事上の負担が大きくなっているとも考えられる。

２．職員のモチベーションを高めるこ
との意義

１．はじめに
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こうしたことからも地方公共団体にとって、メン

バーのモチベーションを高めるための適切な方策を

講じる必要性が高いのである。

（１）モチベーションとは何か

モチベーションとは、目標・目的に向かって行動

を起こし、方向付け、それを支える心理的エネルギ

ーと定義できる。つまり、モチベーションが高まれ

ば、人はより積極的に行動し、仕事に投じる努力が

増え、その結果、仕事の成果も高まることが期待で

きる。

組織が持つ様々な資源の中で、「人」という資源

は、その能力が同じであっても、心理的エネルギー

によって組織への貢献度合いが異なってくるという

特性を持つ。

したがって、組織にとっては、メンバーのモチベ

ーションをうまく引き出し、仕事への心理的エネル

ギーを高めるように促すことが大きな関心事となる。

なお、モチベーションには個人差があり、したが

って、同じ仕事をしていても、人によってモチベー

ションの高さは異なる。さらには同じ人であっても、

同一の状況下で常に同じようなモチベーションが生

じるわけでもない。組織が、メンバーのモチベーシ

ョンを高めようと思っても単純・簡単には行かない

のであり、モチベーションのこうした性質を前提と

して制度を設計することが不可欠となる。

（２）モチベーションを高める方策

主に企業を研究対象とする経営学では、モチベー

ションを始めとして、組織メンバーの心理にかかわ

る研究が、一つの重要な研究分野を形成している

（組織行動論や組織心理学と呼ばれる）。

これは、企業において、モチベーションをはじめ

とするメンバーの心理的側面が企業の組織目標達成

の重要な要因になっていることを示すものである。

すなわち、企業の利益創出や中長期的な成長にとっ

て、メンバーが高い意欲を持って働ける条件・環境

づくりが重要になるということである。

一方、行政分野におけるこの種の研究や取組は企

業に比べれば乏しいのが現状であり（注１参照）、し

たがって、企業分野における取組を参考とすること

が欠かせない。

もちろん、企業で導入されている手法を地方公共

団体がそのまま導入することはできないが、組織で

働く人の行動・心理という点では、共通することも

多いはずである。したがって、地方公共団体におけ

るモチベーション向上方策を検討するにあたっては、

企業組織を中心に豊富な研究蓄積がある経営学の学

問的成果を参考とすることが適当であろう。

（３）インセンティブ・システムのあり方

以下では、経営学者が提示するモデル（伊丹・加

護野、２００３「第１１章インセンティブ・システム」）

に依拠して、企業組織におけるインセンティブ・シ

ステムについて簡単に説明する。

①メンバーが企業組織に求めるもの

企業はメンバーが仕事をして収入を得るととも

に、人間関係をもつ場であるが、メンバーが企業

に求めるもの（欲求）については、いくつかのも

のがあり、これをＡ・マズローが提示した「欲求

階層説」をベースとして分類すると、以下のとお

りとなる。

【欲求階層説】（Ａ・マズロー）

人間の欲求は低次のものと高次のものに分け

られ、低次の欲求が満たされたときに限って、

１段階上の高次の欲求が出現する。すなわち欲

求は階層をなしており、最高次の欲求である自

己実現欲求は、行動によって報酬を得るもので

はなく、行動そのものを目的とし、尽きること

がない。

【欲求の５階層】

ａ生理的欲求：食欲や睡眠など生きていくた

めに必要なものへの欲求⇒収

入

ｂ安 全 欲 求：衣、住など安全にかかわる欲

求⇒雇用の保証、安全な職場

ｃ愛 情 欲 求：家族、友人、所属を求める社

３．企業組織における
インセンティブ・システム
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会的な欲求⇒職場の良好な人

間関係

ｄ尊 厳 欲 求：自らが他よりも優れていたい

という自尊の欲求（自尊心、

社会的評価、名誉など）⇒職

場での社会的認知、名誉、評

価、意義のある仕事

ｅ自己実現欲求：自分が何をできるか確かめ実

現しようとする欲求⇒仕事の

面白さ

②企業が与えるインセンティブ

メンバーの欲求に応えるために組織が与えるイ

ンセンティブは、次の５つであるとされる。それ

ぞれのインセンティブに対応するメンバーの欲求

の種類を（ ）に記す。

Ａ　物質的インセンティブ

金銭的報酬がその典型例。この欲求はある程

度満たされると、意欲を高めるものとしての意

義は限られるのが普通である。（生理的欲求、安

全欲求）

Ｂ　評価的インセンティブ

メンバーに与える組織の評価が、メンバーに

心理的な影響を与える。ただし、評価を与える

のは必ずしも上司には限られず、仲間内での評

価ということもありうる。

上司による評価は物質的インセンティブの基

礎として使われることが多いが、物質的な配分

がなく評価のみであっても、それだけで欲求を

満たす基礎となりうる。また、評価されること

により、メンバーが自己実現の度合いを認識す

ることとなり、その結果自己実現欲求を満たす

ことにもつながる。（尊厳欲求、自己実現欲求）

Ｃ　人的インセンティブ

職場で接する人々、特に組織を率いる人の人

間的魅力というインセンティブと、職場という

グループに所属していることによるインセンテ

ィブの２つの側面がある。（愛情欲求）

Ｄ　理念的インセンティブ

思想や価値観を達成意欲の源泉とするような

インセンティブ。組織の経営理念に共鳴して、

メンバーが意欲をもって働く。すなわち組織が

掲げる使命感や価値観がメンバーの力を引き出

すのである。（尊厳欲求、自己実現欲求）

Ｅ　自己実現的インセンティブ

仕事を達成することにより自分自身で満足感

を得られる状況を組織がつくる、という形での

インセンティブ。仕事の種類に工夫を加え、権

限の自由を与えることにより仕事の面白さを追

求できる状況をつくるといった形もありうる。

（自己実現欲求）

③インセンティブ・システムの設計

１）インセンティブ・システムがメンバーの行

動に及ぼす影響

組織は、様々なインセンティブを組み合わせ

ることによって、メンバーの意欲を引き出す必

要があるが、インセンティブ・システムは、メ

ンバーの行動に影響を及ぼし、場合によっては、

組織目標の達成を阻害することすらあるという

点に留意が必要である。

例えば、個人業績を重視した制度は、個人の

意欲を高め、メンバー間の競争を促す一方で、

他のメンバーとの協力・協調が十分ではなくな

ったり、組織として共有すべき重要な情報を個

人が抱え込んでしまうという問題や、個人がリ

スクをおそれることにより、保守的すぎる行動

を選択するといった問題が生じる。また、評価

を容易にするために短期的成果を重視した制度

を設ければ、メンバーの行動は短期的な視点で

行われるようになり、中長期的な組織の成長が

考慮されないという課題も生じるのである。

２）インセンティブのうまい組み合わせ

組織としては、インセンティブ・システムが

メンバーの行動に及ぼす影響をトータルに考え、

制度設計を行う必要がある。望ましいインセン

ティブ・システムのあり方は、個人や組織の事

情、労働市場の事情などの状況に応じて変わっ

てくるが、伊丹・加護野は「インセンティブの

うまい組み合わせ」に見られる特徴として、以

下の３つを挙げている。

（ｉ）物質的なインセンティブへの依存度合
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いをあまり大きくしないこと

個人の側から見れば、そもそも物質的イ

ンセンティブは、ある程度満たされればそ

れほどには意味をもたなくなる一方、組織

の側からしても、配分できるインセンティ

ブには制約がある。（例：総額が抑制された

状態での人件費。）

（ｉｉ）インセンティブの特定少数者への集中

を避けること（インセンティブの分散）

メンバーの多くが何らかのインセンティ

ブの分配を受けられるようにすること。日

本企業の年功人事は、「年齢」によって地位

と給与を分配し（長期に雇用される中で、

多くの人が最終的にはインセンティブの分

配を受けられる。）、実力によって仕事の権

限や自由を分配するという側面があるとさ

れる。

（ｉｉｉ）非減算的インセンティブの発見と効果

的な利用

少しでも減算的（原資に限りがあり、メ

ンバー間でパイの食い合いとなるようなイ

ンセンティブ）ではないインセンティブ

（非減算的インセンティブ）を利用すること

により、多くの人にインセンティブを与え

ることが可能になる。例えば、評価の軸を

多様に用意することなどが想定される。

適切なインセンティブ・システムを構築する

ことは容易ではなく、また状況に応じて変化さ

せていくべきものであるが、企業においてこれ

を容易にするのは、「組織の成長」であるとされ

る。組織の成長により、物質的インセンティブ

の原資が拡大するのみならず、権威の源泉や誇

り、組織の格などが大きくなることで、評価

的・理念的・自己実現的なインセンティブの源

泉を拡大・多様化することにつながるというの

である。

（１）制度構築の前提条件

地方公共団体におけるインセンティブ・システム

の構築にあたっては、地方公共団体を取り巻く状況

や組織メンバーである公務員のモチベーションを規

定する要因についても考慮することが必要となる。

①地方公共団体を取り巻く状況

財政的制約や低成長時代、組織スリム化への社

会的要請などから、物質的な面での組織の成長・

拡大を期待することは困難であろう。これは、物

質的インセンティブを使いにくい状況になってい

ることを意味する。

地方分権が進み、地方公共団体の権限は大きく

なりつつあるものの、実態としては、財政難もあ

って、地方公共団体独自の施策展開は大きく制約

されていると考えられ、これにより、職員にとっ

てはやりがいや達成感を得やすい仕事に出会う機

会が減少している可能性が高い。これは、自己実

現的インセンティブの点で、負の影響をもたらす

であろう。

②公務員のモチベーション規定要因

公務員のモチベーション規定要因については、

企業従業員と比較した場合、一定の特徴を有する

ことが先行研究において指摘されている。

この分野の代表的な研究者である田尾（１９９９）

は、非金銭的報酬に強い関心を向けることが多い

地方公務員については、今以上に内発的な動機付

け要因が重視されることは明らかである、と述べ

ている。同様に、大阪府が実施した調査の分析結

果においても、職員の仕事に対する積極性に影響

を与えているのは仕事の自律性や仕事そのものか

らくる動機づけ、仕事の達成感である、とされて

いる。（『大阪府職員意識調査報告書』（２０００））

（２）インセンティブ・システム構築のポイント

インセンティブには様々なものがあり、これらの

いずれに力点を置き、またどう組み合わせるかがポ

イントとなるが、地方公共団体は民間企業に比べれ

４．地方公共団体における
インセンティブ・システムの構築
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ば付与しうるインセンティブの面で制約が多いと思

われることから、より一層の工夫が求められよう。

以下では（１）で述べた地方公共団体の現状等も踏

まえ、制度構築にあたって特に留意すべき点を４つ

挙げたい。

①インセンティブ・システムとしての人事評価制

度の重要性

現在、地方公共団体においては、人事評価制度

の導入が重要な課題となっているが、『地方公共団

体における人事評価システムのあり方に関する調

査研究』（２００４・地方行政運営研究会公務能率研

究部会）によれば、人事評価システムの機能・目

的は以下の４つである。また、それぞれについて、

３．で示したインセンティブのうち、いずれと関

係があるかを示す。

（ｉ）計画的な人材の育成

人事評価により、どのような人材を求め、育

てていくかを評価基準として打ち出すとともに、

職員に対してあるべき方向性を示すことが可能。

職員はその方向に向けて努力・挑戦する。【自己

実現的インセンティブ】

（ｉｉ）コミュニケーションによる組織の活性化

人事評価は、評価プロセスの様々な局面で、

評価者と被評価者のコミュニケーションを必須

の要素とするため、これまで以上に組織内にコ

ミュニケーションが交わされることとなる。こ

れにより、職員の納得性が高まり、モチベーシ

ョンが向上するとともに、評価者のマネジメン

ト能力も試され、能力向上の強いインセンティ

ブとなる。その結果、組織の活性化へとつなが

る。【評価的インセンティブ、人的インセンティ

ブ、自己実現的インセンティブ】

（ｉｉｉ）継続的な組織業績の達成

住民の福祉の向上という行政目的の達成のた

めには、継続的に取り組むことが必要である。

したがって、評価は、困難な目標であっても中

長期的視点から意欲的に取り組むことができる

よう、すなわち業績を生み出すプロセスやその

根底にある意欲・態度をも評価対象とするよう

設計されるべきである。【自己実現的インセンテ

ィブ】

（ｉｖ）組織変革～挑戦する組織風土へ向けて～

人事評価の仕組み自体や評価の実施過程を通

じて、職員が意識改革をし、成長することによ

り、組織全体の文化・風土も変化し、組織自体

も成長する。これは、人材育成、配置・異動、

給与への処遇などトータル人事管理システムの

中で実現していくが、人事評価システムはその

根幹をなすものである。【理念的インセンティ

ブ、自己実現的インセンティブ】

人事評価制度は、実際の運用面において、とも

すれば給与や処遇への反映に目が向けられがちで

あるが、上記のとおり、様々な側面からインセン

ティブ・システムとして、メンバーのモチベーシ

ョンを高めるという性質を持つものであり、まさ

にインセンティブ・システムの中核をなすものと

言えよう。したがって、各団体においては、人事

評価制度が、本来の機能・目的を果たすことがで

きるよう積極的な取組が求められる。（※人事評価

制度は、その制度設計や運用を誤れば（例：業

績・成果を適切に反映できない評価基準を設けて

しまう。適切な評価を行えず被評価者の納得度が

低くなる。）、インセンティブとして機能しないど

ころか、かえって、モチベーションを低下させる

こともあるという点には注意が必要であろう。）

②現場レベルでのインセンティブ付与

先に見たとおり、インセンティブには様々なも

のがあるが、これらの中には、日々の仕事や上司

との関係で与えられるものも少なくない。

評価的インセンティブであれば、年１回（ない

し２回）の人事評価だけではなく、日常業務の中

での、個別の仕事に対する上司からの評価も重要

であろう。人的インセンティブでは、上司の行動

が直接部下のモチベーションに影響する（筆者が

大阪府職員を対象に実施したアンケート調査の分

析結果も、このことを裏付けている。注２参照）

し、また、職場での人間関係も、モチベーション

に影響を与えることは容易に想像できる。

さらに、自己実現的インセンティブにかかわる

ものとして、仕事そのものがモチベーションに与

18 自治大阪 ／ 2007 － 8

 自治大阪2007.08月号  07.8.24 11:54 AM  ページ 18



える影響も重要である。筆者が実施した前述の調

査結果からも、各人が担当する業務の性質・特性

が、モチベーションに影響を与えることが確認さ

れた。例えば、「担当業務の重要性や社会的意義が

感じられること」や「グループの中での業務の役

割分担が明瞭であること」は、明らかにモチベー

ションを高める要因であり、逆に、「担当業務が単

調であること」はモチベーションの低下要因とな

っていた。

このように、給与やポスト、人事評価といった

「制度」だけではなく、日々の業務の中にインセン

ティブとなりうる点は多く存在しており、職員の

モチベーションを低下させかねない要因が少なく

ない中では、これらを重要な要素と捉えるべきで

あろう。

こうした現場レベルでのインセンティブは、と

もすれば個人の、もしくは課・係レベルでのバラ

バラな対応になりがちであることから、５．で示

すとおり「組織的な取組」が行われるよう工夫す

ることが必要となる。

③理念的インセンティブへの注目

地方公共団体は、企業に比べると、組織として

の存在意義が明確であると考えられる。地方公共

団体は、住民のための組織であり、地域の発展に

貢献することを目的とする組織である。企業で言

うところの「経営理念」は比較的分かりやすく、

メンバーもそうした理念に共鳴して集まったとい

う色彩が濃いであろう。つまり、企業組織に比べ

れば、理念的インセンティブが機能する可能性が

高いと考えられるのである。しかも、このインセ

ンティブは「減算的」ではない。

地方分権、そして高齢化が急速に進む中、地方

公共団体が地域において果たすべき役割はさらに

大きくなるだろう。職員一人一人が、地方公共団

体という組織に所属し、そこで地域にかかわる仕

事をすることへの誇りや意義を感じられることは、

仕事への意欲を高める。これは、企業にはないア

ドバンテージであり、こうした利点をもっと意識

することが必要であろう。

もちろん、これらは一朝一夕になしうるもので

はないが、まずは、組織の理念やビジョンを明確

にし、地域における組織の存在意義を住民に周

知・説明し、理解を得ることが必要となろう。

④給与によるインセンティブ付与の限界

給与は物質的インセンティブの典型であるが、

企業においても物質的インセンティブへの依存は

避けるべきとされており、さらに人件費の抑制が

求められる中、給与分配によるインセンティブの

「減算性」はより強まると考えられる。また、４．

（１）で示したとおり、地方公務員は金銭的報酬へ

の関心が比較的低いとの研究結果も踏まえれば、

給与制度改革を、組織全体としてのモチベーショ

ン向上につなげるのは、容易ではないことに留意

しておく必要があろう。（ここでは、給与制度改革

についてモチベーションの観点から指摘したもの

であって、その意義を否定するものではない。）

（１）「第一線管理者」の重要性

ここでは、上記４．（２）①「人事評価制度」、②

「現場レベルでの取組」を行ううえで重要な役割を担

う「第一線管理者」（課長、グループ長、係長など、

第一線で働く職員を直接、管理監督する立場の職員

を想定）に注目したい。

まず、人事評価制度においては、「第一線管理者」

は部下の人事評価の実施者であり、人事評価におい

て重要なポイントとなる公正で納得のいく評価がで

きるかどうかは、彼らによるところが大きいと考え

られる。（先述の『地方公共団体における人事評価シ

ステムのあり方に関する調査研究』においても、評

価者訓練が人事評価の成否を左右するとされてい

る。）

現場レベルでの取組については、「第一線管理者」

の重要性はより一層大きい。部下の仕事に対する評

価を行い、それをフィードバックできるのは「第一

線管理者」であり、その巧拙が部下のモチベーショ

ンに影響を与えるだろう。部下の業務分担を決定す

るのも「第一線管理者」である。そのやり方次第で

５．「第一線管理者」に対する
リーダーシップ教育
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部下のモチベーションを高めることも可能である。

さらには、「第一線管理者」の、日ごろのリーダーと

しての行動それ自体が、部下のモチベーションを左

右するのである。

「第一線管理者」の重要性について、例えば（財）

中部産業政策研究所は、企業従業員を対象に実施し

たアンケート調査の結果を踏まえ、働きやすい職場

を作りあげていくための最も重要な要素として、「相

談しやすい上司がいて、部下一人ひとりにあわせて

指導育成していること」を挙げ、上司（第一線管

理・監督者）としては、他の人より仕事ができるこ

とよりも、まず第一にグループ全体の成果を考え、

部下に多くの権限を委譲すると同時に、部下を指導

育成することが重要であると提言している（中部産

政研（２００１））。

このように、インセンティブ・システムを機能さ

せるうえで、「第一線管理者」の果たしうる役割は相

当大きいと言えるだろう。即ち、「第一線管理者」を

インセンティブ・システムの重要な担い手として位

置付け、組織として適切に「教育」すれば、インセ

ンティブ・システムのより効果的運用が期待できる

のである。

（２）「第一線管理者」に求められること

繰り返しになるが、「第一線管理者」の最重要業務

は、部下をうまく使って組織目標を達成することに

あり、そのためには、部下が高い意欲を持って働く

ことができる環境をつくることが必要となる。した

がって、「第一線管理者」にはモチベーションやイン

センティブ・システムについての理解が求められる

とともに、部下がそれぞれどのような場合にモチベ

ーションを高めるのか、という点を把握する努力も

必要となる。また、自らリーダーとして適切に行動

することも当然求められるのである。

（３）リーダーシップ教育の重要性

（２）で示した「第一線管理者」としての役割を

果たすには相応の知識や経験が必要であり、かつこ

れは決して簡単なものではない。また、個人によっ

て、得手不得手もあろう。しかも、これまで、一定

の時間をかけて上司から部下に伝えられてきたノウ

ハウが、すでに始まっている職員の大量退職により

うまく継承されないおそれもある（注３参照）。こう

したことから、「第一線管理者」としての素養を身に

着ける作業を個人に委ねることは適切ではなく、組

織として、「第一線管理者」にインセンティブ・シス

テムを担っていると認識させ、かつ彼らに部下のモ

チベーション維持・向上の手法やリーダーとしての

適切な行動方法を習得させること、すなわち「第一

線管理者」に対する「リーダーシップ教育」が重要

となる。

上述のとおり、「第一線管理者」が部下に与える影

響は広範であり、かつ大きい。「第一線管理者」がそ

の役割をしっかりと果たすことは、インセンティブ･

システムが機能することの不可欠の要件なのである。

「リーダーシップ教育」は、その重要性に鑑みれば、

組織が職員に対して行う研修の中でも、最優先のテ

ーマであると言っても過言ではない。各団体におい

ては、必要に応じて専門家の助力も得ながら、「第一

線管理者」に対する教育を充実させることが求めら

れる。

なお、団体によってはこうした研修を十分には行

い難いことも予想されるが、他団体との研修の共同

実施や外部委託等の工夫も重ねながら、積極的に取

組むことが必要と考える。

脚　注

注１　村松（２００１、ｐ２１１－２１２）は、我が国の行

政学は強力な官僚制の統制が最大の関心事で

あったため、モラールやモチベーションにあ

まり強い関心を示してこなかったと説明して

いる。

太田（１９９９、ｐ７５）も、「改革をめぐる議論

は理念が先行しがちであり、公務員個人に焦

点を当てた分析や検討は少ない。」「人事院や

総務庁報告でも（中略）制度の対象となる公

務員個人についての踏み込んだ分析は見られ

ない。」と指摘している。

注２　土屋（２００３）は、大阪府職員へのアンケート
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調査結果を分析し、意欲を低下させがちな性

質をもった仕事（例：単調性の強い仕事）で

あっても、上司の行動の仕方によって、意欲

低下を防ぐことができるなど、上司の行動が

部下のモチベーションに影響を及ぼしている

ことを示した。

注３　門林（２００７）は、モデル市を用いたシミュレ

ーションによって、大量退職が進むことによ

り、今後、管理職への登用年齢が大幅に若く

なることを明らかにした。
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