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2018 年 8～12 月の主な論文・記事 

 

１．執筆記事  

（１）『上山信一の続・自治体改革の突破口』「日経 BP ガバメントテクノロジー」連載 

・「第 3段階に入った公共インフラの民営化（上）―これまでの総括と今後の展望（上）」 

（2018年 8月 10日） 

・「第 3段階に入った公共インフラの民営化（中）―公共インフラの民営化と政府、 

受託企業、投資家の Win-Win-Win関係」（2018年 9月 10日） 

 

・「第 3段階に入った公共インフラの民営化（下） 

―今後の公共インフラの民営化は自治体の上下水道が主役に」（2018年 10月 10日） 

 

・「上下水道の民営化を進める近道とは―まずは評価と情報公開から」（2018年 11月 12日） 

 

・「たかが書式。されど書式：書式から変える現場改革―保育園の事例を手掛かりに」 

（2018年 12月 10日） 

 

（２）その他 

・「大住荘四郎先生を偲んで」（『経済系』関東学院大学 2018年 11月号） 

・「保育士たちを非効率な書類作りから解放しよう」（Yahooニュース、2018年 12月 16日） 

 

 

 

２．その他記事  

・「オプト、慶應義塾大学と共同で位置情報マーケティングの研究開発を推進 」 

（株式会社オプト プレスリリース、2018年 11月 6日） 

・「おかしなことはどうやったら変えられるのか」 （SFC CLIP 2018年 12月 6日） 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ .  執筆記事  



 

 

 

 

（１）『上山信一の続・自治体改革の突破口』 

日経 BPガバメントテクノロジー連載 



日経BPガバメントテクノロジー・メール            

2018-8-10 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

第194回 第3段階に入った公共インフラの民営化―これまでの総括と今後の展望

（上） 

 

 ここ数年、空港の民営化の話題が続く。関西空港に始まり、仙台、福岡、そして

北海道、熊本、高松、南紀白浜など全国で18カ所がすでに民営化され、あるいは計

画中である。空港だけではない。道路、図書館、アリーナ、美術館など、この 20

年ほどの間に公共インフラの民間委託や民営化がかなり進んだ。 

 

 この間に手法も段階的に進化した。第1段階は委託や指定管理者制度である。こ

れは当初は清掃や警備などの部分委託が中心だったが、近年は施設全体の運営を任

せる包括委託（下水処理場など）や指定管理者制度などが普及した。第2段階はPFI

（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）である。2000年頃から施設建設

をゼネコン等の民間企業が肩代わりする日本型のPFI が広まった。そして第3段階

が空港等の近年のコンセッション（運営権譲渡）ブームである。 

 

 この間に担い手となる企業も広がった。第2段階までは、ゼネコンを除くと担い

手はサントリーパブリシティサービスなどの専門企業、あるいは地元のビルメンテ

ナンス会社などだった。ところが最近の空港民営化には、三菱商事やオリックスな

ど大手企業が入ってきた。 

 

 「官から民へ」そして「不動産の金融化」は世界的な流れであり、公共インフラ

の民営化は今後も広がるだろう。しかし、空港の次には何が対象になるのか。また、

いつ、どこからどういう手法で民営化されていくのか、わかりにくい。上・中・下

の計3回にわたってこれまでのわが国の公共インフラの民営化を総括し、今後の動

向を考えたい。 

 

●「インフラビジネス」への関心の高まり 

 

 「公共インフラ」の民営化はこの数年、「PPP（パブリック・プライベート・パー 

トナーシップ）/PFI」というキーワードで語られてきた。旗振り役は内閣府と国土

交通省である。両者は特に、空港を対象にコンセッションの制度整備から普及に至

る過程で大きな役割を果たした。 



 

 （参考情報） 

  PPP/PFI推進アクションプラン（平成30年改定版） 

  （内閣府 民間資金等活用事業推進室） 

  http://www8.cao.go.jp/pfi/actionplan/action_index.html 

 

 民間側の関心も特に投資家を中心に高まってきた。例えば、三菱商事の 100％連

結子会社である丸の内インフラストラクチャーが、都市インフラ事業を推進すべく

日本初の総合型インフラファンドを組成した。同社は民間企業分を含む国内インフ

ラ事業を投資対象に投資事業有限責任組合（ファンド）を組成し、既に300億円超

の出資のコミットを得た。将来的には最大1000億円を上限に国内の機関投資家から

出資コミットを受ける予定という。 

 

 （参考情報） 

  三菱商事の報道発表資料（2017/12/11） 

  

https://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/pr/archive/2017/html/0000033757.html 

 

 7月19日には日経ビジネスイノベーションフォーラム「インフラビジネスの未来」 

（主催：日本経済新聞社）が開催された。地味なテーマだが400人の受講定員がす

ぐに埋まった。ちなみに、このセミナーで筆者は基調講演「公共インフラの今後と

民間セクターの役割 ～自治体の経営と財政の視点から～」を担当した。 

 

 情報提供のサイトも充実してきた。例えば「新・公民連携最前線」（日経BP社）

と「インフラビジネスJAPAN」（イノベーション推進センター）が全国の動きをくま

なく紹介している。 

 

●公共インフラの民営化は歴史の必然 

 

 なぜ公共インフラの民営化が進むのか。4つの動きに着目して整理しよう。 

 

 第1は、世界各国に共通する国と自治体の財政危機である。財政当局はとにかく

支出は抑えたい。インフラの投資と維持管理の費用もなるべく民間に負担してもら

いたい。日本も例外ではない。1999年にPFIが法制化され、下水処理場から美術館

まで様々な建物の新規建設にPFIが使われた。さらに2011年には同法が改正され、

既存インフラについても料金収入があればコンセッション方式による民営化が可能

となった。 

 

 第2は民間の金融ビジネスからの参入である。この20年の間にありとあらゆるア 

セットの金融商品化が進んだ。特に不動産と金融の融合は著しく、不動産の証券化

を経て上物REIT（不動産投資信託）が出現した。さらに、最近ではホテルや病院な

ど分野特化型のREITまで出てきた。 

http://www8.cao.go.jp/pfi/actionplan/action_index.html
https://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/pr/archive/2017/html/0000033757.html


 

 公共インフラについても主に海外で空港や上下水道が民営化され、民間の投資対

象となった。公共インフラの収益性（ROI：投資利益率）は高くない。しかし、世界

的なカネ余りの中で公共インフラは長期の安定投資先として魅力的である。しかも

リーマンショックのような投資環境の激変のリスクが増している。代替投資の対象

としても「公共インフラ」への関心が高まる。 

 

 第3は新興国の伸長である。新興国では港湾、空港、道路など公共インフラ投資

が盛んだが、資金も技術もない。そこで先進国企業が政府と組んで機械をパッケー

ジ輸出する。資金調達では先進国の投資家を募り、インフラファンドで対応する。

そうした中からフランスのベオリア（上下水道）、バンシ（空港）など、先進国発祥

の専門企業がグローバルオペレーターへと育っていった。 

 

 第4は規制緩和と情報公開の進展である。考えてみれば道路、上下水道、港湾、

空港などは、もともと「公共インフラ」として民間投資になじまないとされてきた。

公平と平等を旨とする官僚制と民主主義に照らせば、社会の基盤を支えるインフラ

を特定の民間企業に任せるといったことは論外だった。また企業もかつては巨額の

資金を長期にわたって寝かせ、しかも利幅の薄い事業には興味が薄かった。短期の

投資でもうかる仕事がいっぱいあったのである。 

 

 ところが状況は変わった。政府の事業運営の実態が情報公開されるようになり、

企業は公務員集団よりも効率的で質の高いサービスを提供できることが分かってき

た。入札制度も整備された。そこで業務委託から始まり、やがて投資についても競

争の中で企業を選び、経過を情報公開しさえすれば、民間に任せてもよいと考えら

れるようになった。そして民間側もITを駆使すれば複雑な収支予測や契約手続きも

クリアできるとの自信を得た。 

 

（参考）日経ビジネスイノベーションフォーラム「インフラビジネスの未来」での 

     筆者の基調講演の資料は筆者ホームページに掲載 

     

http://shinichi-ueyama.com/%E8%AB%96%E6%96%87%E3%83%BB%E8%A8%98%E4%BA%8B%E

F%BC%88%E5%85%A8%E6%96%87%E6%8E%B2%E8%BC%89%EF%BC%89/  

 

（次号に続く） 

 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 

http://shinichi-ueyama.com/%E8%AB%96%E6%96%87%E3%83%BB%E8%A8%98%E4%BA%8B%EF%BC%88%E5%85%A8%E6%96%87%E6%8E%B2%E8%BC%89%EF%BC%89/
http://shinichi-ueyama.com/%E8%AB%96%E6%96%87%E3%83%BB%E8%A8%98%E4%BA%8B%EF%BC%88%E5%85%A8%E6%96%87%E6%8E%B2%E8%BC%89%EF%BC%89/


日経BPガバメントテクノロジー・メール            

2018-9-10 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

第195回  第3段階に入った公共インフラの民営化（中） 

        ―公共インフラの民営化と政府、受託企業、投資家のWin-Win-Win関係 

 

 前回は、公共インフラの民営化が日本で本格化しつつあることと、その背景を解説し

た。今回はより具体的に、インフラを所有する政府、運営を受託する企業、そして投資

家（コンセッションの場合）の3者にとって、民営化がどういうメリットをもたらすのか考え

たい。 

 

●費用も効果も大幅に改善 

 

 公共インフラの民営化には、最近ブームのコンセッション（公共施設運営権)のほか、

部分委託、包括委託、指定管理者制度、PFI（プライベート・ファイナンス・イニシアティ

ブ）、そして株式会社化などの手法がある。  

 

 このうち指定管理者制度は発足から 15 年がたち、成果が明らかになりつつある。筆

者が概観したところ、おしなべてコストは 2～3割、苦情は 3～5割減り、イベントや施設

の運営では来場者数が 3～5割は伸びるケースが多い。  

 

 指定管理者制度の導入当初は、「公務員の高い人件費を民間の非常勤職員の報酬に

置き換えるから安上がりになる」とその効果を短絡的に理解する向きが多かった。だが

最近は作業手順の合理化や集客・増収に向けた民間らしい創意工夫の効果も出てきた。

収益改善にコスト削減は必須だが、それを超える成果を出すにはサービスやコンテン

ツの価値を増し、施設稼働率を上げ、リピーターを増やし、客単価を上げる。つまりアッ

プサイドの効果が大きい。 

 

 例えば本連載第185回で紹介した大阪城公園の指定管理者制度の場合、かつて大阪

市は年間約4000万円の維持費を負担していた。ところが 20年間の計画で民間に委ね

た後は、彼らが駐車場、レストラン、売店のほか、トラムや歴史文化イベントなどに約50

億円もの投資をした。その結果、来場者、収入が大幅に増え、3年後には大阪市に 2億

円弱の収入をもたらしている。 

 

 指定管理者制度に次いで注目したいのは、数年前から始まったコンセッションである。



コンセッションでは、事業費が数百億円規模の案件が多く、中には関西空港と伊丹空港

のように 1 兆円を超える例もある。運営を受託する企業にとっても、そこに投融資する

企業にとっても、リスクもリターンも大きい。だが空港、下水道、アリーナ、有料道路など

で導入が進んでいる。コンセッションでは、導入時に収支改善の期待効果がバリューフ

ォーマネーとして計算され契約金額に反映される。発注側と受託側の双方が納得をし

た上での契約だからメリットは明確だ。しかし長期にわたる契約であり、始まったばかり

の国内事例の成果の検証はこれからだ。 

 

●かつての民営化推進とは異なる背景  

 

 さて、このように公共インフラの民営化が拡大する背景には何があるのだろうか。世

界のトレンドに沿った政府の意向が働いているのは間違いないが、それだけでは企業

も自治体も動かない。現場の具体的事情としては、第一に公的インフラを担う現場部局、

例えば下水道局や道路公社の都合がある。これら現場部局はかつて民営化反対の急

先鋒だった。労働組合が高賃金と雇用を守るために政治力を駆使して反発した。国鉄

改革はその典型と言えよう。  

 

 だが、こうした状況は近年激変した。現場では団塊の世代の退職が続く一方で若手の

技術人材が不足し、財政も余裕がない。そんな中でどんどん老朽化する設備の更新に

対応しなければならない。人も金も足りない中、各地で効率的な事業経験のノウハウを

積んできた企業に、運営や場合によっては更新まで任せようという流れが生まれつつ

ある。  

 

 第二に民間企業の動きである。例えばフランスのヴァンシやヴェオリアなどの公共イ

ンフラの運営受託企業は、これまで培ったノウハウを各地で生かしてビジネスを成長さ

せたいと考える。さらに機材を納入していた企業も運営受託に参入し、業態を高度化さ

せたい。 

 

 第三に投資家だが、これまでは低収益でかつ長期に資金を寝かさなければいけない

公共インフラへの投資にはあまり興味がなかった。だが近年は世界的な金余りに加え

て、有望な投資先が減っている。リーマンショックのような株価乱高下にも直面しており、

安定的な投資先をポートフォリオの中に組み込みたい。そんな中、上下水道や道路、

空港などの公共インフラは長期安定の投資対象として新たな価値が見いだされてい

る。 

 

 以上 3 つの事情を総合すると、公共インフラの民営化を巡っては政府、受託企業、投

資家の 3者間に共存共栄のWin-Win-Win関係が成立しつつあると言えよう。  

 

（次号に続く） 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 



日経BPガバメントテクノロジー・メール            

2018-10-10 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

第196回 第３段階に入った公共インフラの民営化（下） 

―今後の公共インフラの民営化は自治体の上下水道が主役に 

 

 前回と前々回は公共インフラを民営化するメリットや日本での普及の歴史を紹介した。

今回は今後の展開を考えたい。 

 

●上下水道に注目 

 

 わが国の社会資本は、合計で約 953兆円（2014年度、内閣府推計）ある。内訳を分野

別に見ると、最大が道路の約35％、次いで農林漁業、治水、下水道が約10％ずつで並

び、その次に文教施設（8.1％）、水道（6.0％）である。ちなみにコンセッション（公共施設

等運営権制度）で話題の空港はわずか 0.5％ に過ぎない。 

 

 これらのうち道路、漁港、ダム、文教施設のほとんどは、料金収入を伴わない。PFI

（プライベイト・ファイナンス・イニシアティブ）の対象にはなるが、コンセッションや包括

委託には向かない。また学校運営は民営化しにくく、ダム、堤防、漁港などはコンクリー

トの塊であり日々の運営という概念になじまない。となると今後、民営化の可能性が高

い分野は料金徴収があって日々の運営がなされている下水道と上水道ということにな

る。 

 

 すでに浜松市が下水処理場の一つにコンセッションを導入し、成果を出している。 

ほかにも宮城県、奈良市、大阪市などが水道や下水道事業の施設（例えば浄水場、処

理場）へのコンセッション導入を考えている。将来の財政支出を抑える観点から政府も

支援しており、今後の導入は増えるだろう。 

 

 しかし、上下水道は地形、人口密度等によって経営環境が大きく異なる。また自治体

が所管することから、民営化の決定過程では様々な地域事情が影響する。地域それぞ

れに不確定要因を抱えており、その“筋目”をうまく読み取らないと単なる過剰期待と空

騒ぎに終わりかねない。 

 

●上下水道の事業特性を踏まえる 

 



 空港やアリーナと上下水道は同じ公共インフラといっても性格が大きく異なる。上下水

道は前者2つと比べると、市民生活に直結し、機能障害はすぐに衛生や浸水など“安全

問題”につながる。だから政府も今後の施設の老朽化や財源の確保を考え、早めに経

営課題を“見える化”し、合理化を進めたいと考える。多くの首長もそう思っているが、民

間企業のようなスピードでは改革は進まない。 

 

 例えば多くの場合、民営化や広域化で効率化した方がいいと関係者は思っている。 

しかし、例えば「首長の手柄にしたくない」と議会の対立会派が意に反して反対する。市

民に身近なテーマなので二元代表制特有の政治的なねじれ（議会 vs. 首長）の犠牲に

なりやすいのである。また上下水道の末端工事は地元の零細企業に任されている。彼

らが現状維持を望み、議員たちに働きかけて「水道は命の水。直営が安全」といった議

論を展開し、変化を拒む事例も見受けられる（実際は、現場作業の多くが直営ではなく

なっているにもかかわらず）。 

 

 このように上下水道の民営化は、自治体が主体であり、首長だけでなく議会の同意を

必要とすることから一筋縄ではいかない。次回はそのなかでどうやって進めていくとい

いか、解説する。 

 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 
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第197回 上下水道の民営化を進める近道とは――まずは評価と情報公開から 

 

 前回は、今後の公的インフラの民営化の中心はおそらく上下水道になるが、実現に向

けては、個々の地域事情、そして首長と議会の二元代表制の政治状況によっては一筋

縄ではいかないといった事情を解説した。今回はその上で、現実に各自治体がどうす

れば民営化を進められるのか、具体策を提案したい。なお、以下は筆者が大阪府、大

阪市、東京都、新潟市等各地の上下水道事業の現状分析にかかわった経験に基づく共

通的考察である。 

 

●個々の自治体で具体的にどう進めていくか 

 

 上下水道の民営化の対象と範囲は個々の自治体が置かれた状況に合わせて考えて

いく。「民営化」というとかつての国鉄や郵政、大阪市営地下鉄のように事業体全体、つ

まり水道局や下水道局全体を丸ごと株式会社にするイメージがある。だがこれは誤解

である。 

 

 上下水道の民営化は、事業体の一部（例えば浄水場、処理場、管路など一部施設）に

ついて行われる場合がほとんどである。丸ごと株式会社化する、あるいはコンセッショ

ン（公共施設等運営権制度）にしても事業全体を民間企業に委ねる例はまれである。な

ぜなら事業全体となると公共性が極めて高い。災害時対応を含む民営化に伴うリスク

を管理する必要がある。また、全ての機能を民間に委ねると、自治体側が契約更新時

の発注能力や技術の目利き力を失ってしまう可能性がある。だから一部機能を行政機

関に残しておくべきという判断もある。 

 

●民営化対象の切り出しと手法の選択 

 

 さて、水道も下水道も施設は大きく「管路」と「施設（浄水場、下水処理場、ポンプ場な

ど）」に分かれる。これらに適用される民営化の手法には、前回解説したコンセッション

や、包括委託、部分委託などがある。その上でさらに施設建設や運営では PFI （プライ

ベイト・ファイナンス・イニシアティブ）を使う場合もあり、まさにケースバイケースであ

る。 

 



 さらに実際の民営化の検討プロセスでは、多種多様な施設、場所、機能について、具

体的に受け手となる民間事業者がいるかどうか、そこの能力はどうかも精査する必要

がある。その洞察の上に事業全体をどう切り分け、どの部分（施設、場所、機能）にどう

いう民営化手法を適用するかを設計する。そのうえで競争入札を経て実際の事業者が

現れ、条件が整ったときにやっと民営化が実現する。 

 

 地域によっては受け手となる事業者が現れない場合もある。例えば古くて大きな「A

浄水場」が老朽化していて高コストだったとする。どこも自信がなくて受け手が現れなか

った場合には、例えば「A 浄水場」と新しい「B 浄水場」を抱き合わせで包括委託に出し

てみる、といった臨機応変の工夫が必要だ。最終的には例えば 7 つの下水処理場のう

ち 2つはコンセッション、3つは直営、1つは廃止、1つは包括委託といったまだら模様

の答えになることもあるだろう。管理運営形態は公共性、競争性そして持続性の 3つの

視点からベストミックスを探求する。 

 

 ちなみに、管路については従前から地元の事業者が日常的な維持管理や改修を受

託している（部分委託）。だが、さらなる効率化を目指すなら、例えば広いエリア全体の

管路の維持管理はもとより、更新までセットで丸ごと大手企業に 30 年間にわたって任

せるといった手法（包括委託）がありうる。 

 

 この場合、民営化の対象となる業務は実は現場作業ではなく、個別工事の地元業者

への発注業務となる。実際、多くの自治体では技術職員が不足し、民営化の準備作業

をやる職員すら足りない。冗談のような話だが「民営化の作業自体を民営化したい・・」

といったつぶやきすら耳にする。要は民営化イコール現場の作業の外出しというかつ

ての常識、固定観念は捨てる必要がある。 

 

 このように民営化の対象は、目に見える施設や設備の維持管理だけではなく、改修

や更新の作業、そして設計や事業運営そのものまで含まれる。納税者からすれば下水

道局は税金の対価として約束したサービス、例えば「毎月〇〇円の料金で床下漏水の

確率が 0.3％に抑えられる」などの成果を出してくれればいい。公共工事で“性能発注”

という言葉があるが、インフラの民営化も同じである。住民から見たアウトカム（成果）と

バリューフォーマネー（直営時代と比べた改善効果の差分）を最大化する方法を現実的

かつ柔軟に考えていく。 

 

●まずは現状の“見える化”から始める 

 

 その意味で個々の自治体が最初に行うべき作業は、ひたすら現状分析の評価、つま

り数字による“見える化”である。その上で、今の設備、人員、予算を抱えたまま事業運

営していくと将来どうなるかをシミュレーションする。政策評価と将来予測が大切だ。 

 

 例えばある自治体の例でいうと、ここは最近、下水道事業の将来予測をした。すると

今のやり方をずっと続けた場合、人口減少と収入減に加え、老朽化に伴う設備更新費

用がかさみ、15 年後から大幅な赤字に陥るとわかった。それだけではない。道路の陥



没やポンプの故障がじわじわ増えていた。ところが維持管理の予算と人員は増やせて

いない。そもそも設備更新作業を発注する職員の数すら足りない。さらに維持管理費の

増額要求の作業すらままならないくらい人手が不足していた。 

 

 こうして将来の事業と収支の絵姿を“見える化”していくと、おのずから危機回避のた

めの早めの打ち手が分かってくる。例えばある市では、規模の大きな古い浄水場の運

営はなるべく早く民間企業に任せ、その延長線で設備更新もその企業に委ねるのが得

策とわかった。この自治体の場合、過去にも民営化の議論があった。しかしその時は

「再雇用職員を使えば外注より安い」「職員の雇用は守ろう」といった議論で沙汰やみに

なったらしい。だが今や問題は毎年の維持管理費ではなく、将来の設備更新費用と技

術者の不足が問題だとわかってきた。 

 

 このように事実と数字をもとに現実を見据えていくと、民営化といっても多種多様とい

うことがわかる。上下水道の場合、民営化とはもはや役所では対応できない設備更新

に民間の技術、資金、人材を導入すること、そしていいパートナー企業を早めに確保す

るために日常の維持管理の段階からその企業にお願いし、日常の運営のなかから準

備を始めてもらうのがよい、といった新しい公民連携の姿が見えてくる。 

 

●80年代のステレオタイプ論からの脱却 

 

 このように多くの自治体の上下水道の民営化は、これまでの国鉄、郵政などの民営

化とは目的と内容が異なる。空港コンセッションの場合は、まだ国鉄民営化に似ていた。

管制を除く、空港の事業と施設のほぼ全部を民営化する作業だった。しかし上下水道

は違って、むしろ逆である。そこでは公務員の余剰ではなく、技術者の不足が問題であ

る。また、経費の節約が課題ではなく、前倒しを含む投資の最適化が課題になってい

る。 

 

●早い者勝ちの世界 

 

 さらに言えば、上下水道の民営化は自治体間の競争でもある。リスクに早く目覚めた

自治体はいいパートナー企業を確保し、早くから WIN-WIN関係が構築できる。ところが

何もしないでいると、どこの企業からも相手にされない。揚げ句の果てに、高い金を払

ってあまり能力が高くない企業に助けを求め、苦労することになる。あるいは隣接する

市区町村に救いを求めたり、不利な条件のもとで事業を経営統合されたりする運命に

なりかねない。 

 

 「地元の水は自分で管理したい」という市町村は多い。それならば、今の段階から維

持管理に企業の参画を仰いでおくに越したことはない。設備更新をどうするかはその

上で改めて考えればよい。上下水道の民営化は、多かれ少なかれ、程度の差こそあ

れ、全ての自治体で考えなければならないテーマなのである。 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 
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第198回 「たかが書式。されど書式」：書式から変える現場改革 

     ――保育園の事例を手掛かりに 

 

 「人手不足」「働き方改革」「ワークライフバランス」が注目を集め、公務の世界でも現

場主導の改革が盛んになってきた。現場の職員が自ら無駄な仕事を見直し、手続きを

簡素化し、なるべく IT化していく動きである。 

 

 ところが、こうした動きから取り残されがちなのが現場の各施設、特に保育園、介護施

設、保健所など専門職員の職場である。これらにおいては昔ながらの仕事や書式が温

存され、一方で人手不足が深刻である。今回はある市役所の公立保育所の実態を手掛

かりに、こうした現場の改革アプローチを考えたい。 

 

●保母さんは 23％の時間を事務処理に投入 

 

 今回は市内の約 70 カ所の保育所に対して「困っていること」「改善したいこと」が何か

をヒアリングし、またアンケートを実施した。想像通り、「人手不足」「処遇の不満」などヒ

ト関係のコメントが多く上がってきたが、特徴的だったのが「書式」にまつわる苦情だっ

た。 

 

 保育所は多数の子どもたちの世話を様々な雇用・勤務形態（常勤、非常勤、パートな

ど）の職員が担っている。その管理に様々な書式を使う。また父母との連絡や集金など

の業務も多く、父母に書いてもらう書類も多い。数えてみると職員の出務簿、業務日誌、

スタッフシフト表のほか、父母が書く登降園簿、その集計表、出納簿など驚くほど多数

の書式とそれらの集計の事務仕事がある。 

 

 これを時間ベースでみると、保母さんは勤務時間の 23％を事務処理に割いていると

わかった。保母さんの本来業務は子どもたちの世話であり、事務処理は少ないほうが

いい。ここが改善できると、もっといい保育ができるし、人手不足問題にも貢献できる。 

 

●「書式」が生み出す非効率 

 

 調べていくと「書式」の処理は現場にとって予想以上の負担になっているとわかった。



例えば父母が記入する登降園簿では、「文字が判別困難」「24時間制と 12時間制の時

刻表記が混在」「他の園児の欄に誤記」「欄が小さく書きにくい」「記入漏れ」などの問題

が日常的に頻発していた。 

 

 これらは書式を変えれば解決する問題が多い。だが現場からはなかなか言い出せな

い。各種書類は最終的に「本庁」に提出し、延長保育料や給与の算定の基になる。本庁

は書式変更のせいで起きる間違いや混乱を恐れ、なかなか変えたがらない（一方で各

園の書式は必ずしも同一ではなく、その集計作業は煩雑を極め、本庁も苦労している

のだが）。保育園でも本庁でも職員は忙しい。結局、今までの書式のまま、何も変わら

ない日々が過ぎていくのだった。 

 

●ITやAIでは目の前の課題は解決しない 

 

 「書式の問題」というと、識者はたいてい「ITを入れたらいい」「出勤簿もシフト表も保育

記録も全部タブレットに入れて全員で共有すべき」と言う。これは理屈としては正しいが、

導入の具体的な道筋が見えない。 

 

 各園は忙しすぎるし、自ら改善案を出すような保母さんもいない。彼女たちの本務は

子どもたちの世話であり、業務の見直しなどは苦手だ。本庁スタッフは一般の公務員な

ので業務改善に取り組む基礎的な能力はあるが、保母さんの仕事や心理、現場の実

態に精通していない。そんな組織にいきなり IT コンサルタントを投入しても現場の意見

集約すらできない。おそらく作業は迷走するだろう。従っていきなり IT 化を進めるのは

現実的ではない。 

 

●まずは書式と手続きの標準化、集約から 

 

 ではどこから始めるのか。現場主導で「書式」を変えることから始めるのが近道だろう。

本庁が現場の意見を聞きながら書式を統一、簡素化する。また提出用の日誌と保存用

の日誌を別々に書くといった無駄な作業が不要になる書式に変える。出務票も全園で

共通の書式と記載ルールとする。 

 

 集計作業も本庁に移す。要は各園がバラバラでやっている書式とその記入作業を標

準化する。その上で個々の書式の集計作業は本庁が吸い上げて一元的に行う（外注し

てもいい）。すると間違いも減り、集計も効率化され、現場の負担は下がる。 

 

●たかが「書式」されど「書式」 

 

 現場改善というと通常は、「職員の自主性」「創意工夫」「試行錯誤（いい意味で）」「自

ら PDCA」といったキーワードが出てくる。また「迷ったら顧客の意見を聞く」「なるべく IT

化する」というのが正攻法である。 

 

 だが保育所のような施設は非営利の専門職集団である。また、顧客は幼児であり、意



見を聞くのが難しい。そして父母は保育の実態に精通しておらず、わが子を受け入れ

てもらえただけで感謝し、苦情はなかなか出てこない。仮に出てきても保母さんの人手

不足や業務改善につながるヒントは少ないだろう。 

 

 こういう場合は、まずは「書式の改善」という一見さ末な小さな事柄から手を付けるの

がいい。そこから始め、しだいに業務プロセスの見直し、人材育成の課題などの大きな

本質課題に進んでいくのがいいだろう。 

 

 役所は書類を重視する。だからその様式をあえて現場発、各園からの意見で変える。

すると現場は自信をもつ。現場に小さな成功体験を積んでもらい、見直しの成果を毎日

感じてもらう。そこから日々の業務に追われながらも、新しい発想や改善活動への理解

が始まる。現場の専門職場の改革は「たかが書式」「されど書式」から始めることをお勧

めしたい。 

 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 
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保育士たちを非効率な「書類作り」から解放しよう―

―カタチから入る待機児童対策 

上山信一  | 慶應義塾大学総合政策学部教授 12/16(日) 22:27  
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 待機児童問題は依然、深刻だ。保育所の建設はすぐには進まず、場所が確保できても今

度は保育士不足が立ちはだかる。国も協力して保育士の住宅手当増額など様々な優遇策が

講じられている。また保育記録や勤怠管理などへのタブレットの活用も提唱される。だが、

人手不足はなかなか解消しない。なにかほかにできることはないのだろうか。  

 ある自治体の公立保育園の現場の実態を調べた。すると保育士の勤務時間の２３％が書

類づくりなどの事務作業に使われ、しかも書式の不備などで書き込みに苦労し、さらに父

母の記入間違いの書き直しや計算のやり直しに大きな時間が消えていた。私立ではもっと

ましだが公立施設では保育園に限らずこうした問題が多い。介護施設、保健所など専門職

員の多い分野は人手不足の中、日常に追われるあまり、昔ながらの非効率な仕事のやり方

や複雑な書式が温存されがちだ。。そしてますます人手不足に拍車がかかる。  
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 筆者は長年、大企業や自治体の改革をプロデュースしてきた経営コンサルタントである。

その経験にもとづき今回の実態調査の結果をどう改善に活かせるか考えてみた（少しでも

参考になれば幸いである）。  

●保育士の時間の 23％は事務処理に消える  

 今回、調査した自治体には市内に約 70 カ所の公立保育園があった。まずは現場の実態

を知るべく「困っていること」「改善したいこと」が何かをヒアリングし、またアンケー

トをした。想定通り、「人手不足」「処遇改善」などヒト関係のコメントが多く上がって

きたが、特徴的だったのが”本庁”つまり市役所本体が定め、現場が書いて提出しなければ

ならない各種の「書式」にまつわる苦情だった。  

 例えば保育士には様々な雇用・勤務形態（常勤、非常勤、パートなど）があり、その管

理に様々な書式を使う。また父母との連絡や集金などの業務も多い。数えてみると公立保

育園には、職員の出務簿、業務日誌、スタッフシフト表のほか、父母が書く登降園簿、そ

の集計表、出納簿など驚くほど多数の書式とその集計の事務処理があるとわかった。  

 これを時間ベースでみると現場の保育士は勤務時間の 23％を事務処理に割いていると

わかった。  

 いうまでもなく保育士の本来業務は子どもたちのケアであり、事務処理は少ないほうが

いい。これが軽減できると、もっと保育に時間とエネルギーが割けるし人手不足問題にも

貢献できるだろう。  

●「書式」が生み出す非効率  

 調べていくと「書式」の処理は現場にとって予想以上の負担とわかった。例えば父母が

記入する登降園簿では、「文字が判別困難」「24 時間制と 12 時間制の時刻表記が混在」

「他の園児の欄に誤記」「欄が小さく書きにくい」「記入漏れ」などの問題が日常的に頻

発していた。  

 これらは書式を変えれば解決する問題が多い。だが各種書類は最終的に「本庁」に提出

し、延長保育料や給与の算定の基になる。変えるとなるといちいち本庁に問題提起しなけ

ればならない。各園の現場は本庁の業務を知らないのでなかなか言い出しにくい。一方の

本庁は書式変更のせいで起きる間違いや混乱を恐れ、なかなか変えたがらない（一方で各



園の書式は必ずしも同一ではなく、その集計作業は煩雑を極め、本庁も苦労しているのだ

が）。かくして保育園でも本庁でも職員は事務処理に追われ、たいへん忙しい。多くの人

が毎日、使いにくいと思っているのだが「変える」のは無理だと思っている。かくして今

までの書式のまま、何も変わらない日々が続いていく。  

●IT では目の前の課題は解決しない  

 「書式の問題」というと、企業人や識者はたいてい「IT を入れたらいい」「出勤簿も

シフト表も保育記録も全部タブレットに入れて全員で共有すべき」「いずれ AI が」と言

う。これは理屈としては全く正しい。  

 だが、各園は忙しすぎる。自ら改善案を出す保育士や園長はほとんどいない。そもそも

彼らは子どもたちの世話のプロであり、業務の見直しなどは苦手だ（会社員や公務員とは

違う）。子供たちに向き合うことが第一優先で「効率改善」や「改革」といった概念自体

が浸透していない（病院で「患者の命」が第一優先で効率化は後回しなのと同じだ）。本

庁スタッフは一般の公務員なので業務改善に取り組む基礎的能力はあるが、こんどは保育

の仕事の内容や保育士たちの心理に精通していない。  

 公立保育園といえども「組織」である。企業や本庁で常識的に考えられる業務改善や IT

導入といった解決策は有効だ。だが「解決策」はそれを現場で導入する人間がいて初めて

機能する。理屈の上では正しくても担い手がいない場合は導入できない。そんな現場にコ

ンサルタントを投入しても現場の保育士たちは本音を明かさない。真の課題の把握すらな

かなかできないだろう。  

●保育士が主導する書式と手続きの標準化、集約から  

 ではどこから始めるのか。筆者は現場の保育士が主導して「書式」を変えるのが近道と

考える。現場の意見を聞きながら本庁が書式を統一、簡素化する。例えば「提出用の日誌

と保存用の日誌を別々に書く」といった無駄な作業を廃止する。出務票も勤務体系の多様

化にあわせて用紙の色を変え、字も見やすくして全園で共通の書式と記載ルールとする。  

 勤務時間や経費の集計作業もなるべく本庁に移す。要は各園がバラバラでやっている書

式とその記入作業を標準化する。その上で個々の書式の集計作業は本庁が吸い上げて一元



的に行う（もちろん外注してもいい）。すると間違いも減り、集計も効率化され、現場の

保育士の事務処理の負担は下がるだろう。  

●たかが「書式」されど「書式」  

 現場改善というと通常の組織の場合、「職員の自主性」「創意工夫」「試行錯誤（いい

意味で）」「自ら PDCA」といったキーワードが出てくる。また「迷ったら顧客の意見を

聞く」「なるべく IT 化する」というのが正攻法である。  

 だが公立保育園は非営利の専門職で構成される組織だ。私立の保育園とは異なり、経営

判断の機能も園長よりも現場から離れた本庁に集約されている。そして目の前にいる顧客

は幼児だから改善に向けたあり方や意見を聞くのは難しい。第 2 の顧客たりうる父母は保

育の実態を見ることはできない（できないので預けている）。そもそも待機児童が続出す

る中、わが子を公立園で受け入れてもらえただけで満足し、感謝する。苦情は言わないし、

出てきてもよりよいサービスを求める意見になりがちだ。保育士の人手不足問題や業務改

善につながるヒントは少ないだろう。  

 こういう場合は、まずは「書式の改善」という一見さ末な小さな事柄から手を付けるの

がいい。そこから始め、しだいに園全体の業務プロセスの見直し、人材育成の課題などの

大きな本質課題に進んでいくのがいいだろう。そして本庁の決めたルールや制度の問題な

どにも言及していく。  

 なぜなら役所は書類を重視する。だからその「書式」をあえて現場発、各園からの意見

で変える。それができると現場は自信をもつ。現場に小さな成功体験を積んでもらい、見

直しの成果を毎日感じてもらう。そこから日々の業務に追われながらも、新しい発想や改

善活動への理解が始まる。私立とちがって公立保育園は出先機関の位置づけでしかなく、

自ら改善、改革できる権限も気風も希薄になりがちだ。だからこそ、IT 導入や人事制度

の見直しなど”上から”の改革を待たず、現場発で「書式の改善」に取り組んではどうだろ

う。  

 そこから始め、本庁に対し現場の意見をあげていこう。専門職の職員は議論や改善活動

には最初は不慣れかもしれない。しかし現場発で「書式」の改善をやり遂げれたら、自信

もつくし、本庁ももっと意見を聞いてくれる。多くの市長は現場重視である。現場が声を



あげたら反応はいい。現場の専門職場の改革は「たかが書式」「されど書式」から始める

ことをお勧めしたい。 
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オプト、慶應義塾大学と共同で位置情報マーケティング

の研究開発を推進 

株式会社オプト(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 CEO:金澤 大輔、以下オプト)と株式会

社コネクトム（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:久米田 晶亮、以下コネクトム）が設置した

「オムニチャネルイノベーションセンター」は、 應義塾大学総合政策学部 上山信一教授と共同

で、位置情報マーケティングの研究開発を開始いたしました。  

 

 

昨今のデジタル環境の進化に伴って、生活者の消費行動の多様化・個別化が進み、企業のマー

ケティング活動にも個別最適化されたリアルタイム性・双方向性の高いコミュニケーションが求め

られています。小売有店舗事業者の販促活動においても、これまで主流とされてきた折込広告や

DM広告にかわる販促手法としてデジタルを取り入れた来店施策に注目が集まっています。 

 

オプトでは、そのような背景を受け、小売業のデジタルシフト支援を目的としたオムニチャネルイノ

ベーションセンター（以下 OIC）を 2018年 3月に設立し、多くの有店舗事業者の支援をおこなっ

てまいりました。今回、そうしたサービス実績を上山教授に評価いただき、共同研究への取り組み

が実現しました。上山研究室は、これまでに有店舗事業者含めた様々なマーケティング調査研究

のプロジェクトを 45企業で行っています。 

 

今回の共同研究の内容としては、本取り組みの趣旨に賛同いただける多店舗展開企業の保有す

る各種データを元に、上山教授が開講する「経営診断や市場競合調査」をテーマとしたゼミの学

生と、オプトが連携してマーケティング活用に向けた分析を行っていきます。そして、その分析結

果を元に、実際に企業のプロモーションを実行していくものとなります。 

   

https://www.opt.ne.jp/
https://www.opt.ne.jp/news/
https://www.opt.ne.jp/news/pr/


 

 

今回の取り組みでは、両社の知見を掛け合わせることで、位置情報マーケティングの新たな活用

の切り口を開発すると共に、マーケティング人材の育成を推進し、オムニチャネル市場の活性化

に取り組んでまいります。 

 

引き続きオプトでは、企業のオムニチャネル化を支援するための全体設計と実行、利便性の高い

購買の仕組み構築など、オムニチャネルを成功させるための新しい価値創造に取り組んでまいり

ます。 

  

以上 

■上山信一教授プロフィール 

・専門は企業の経営戦略、マーケティング、組織改革。 

・86年マッキンゼー入社後、機械、化学、製薬、出版等多くの大手企業のコンサルティングを手掛ける（92年から

共同経営者）。 

・2000年-2003年 米ジョージタウン大学研究教授等を経て 2007年から現職。 

・上山研究室ではゼミ生も参加し、年間 8-10社とマーケティング・市場競合戦略分析の共同研究を行っている（こ

れまでにドン・キホーテ、Oisix、クックパッド、ロート製薬、DeNA、メガネスーパー等と実施）。 




