
 

 

 

 

 

秋田県 窓口サービス改革研究会 

 

報告書 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年１月 

 

 

 

 



 

 

＜目次＞ 

 

 

 

 

１章．窓口サービス改革研究会の目的・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

 

２章．窓口サービス改革の検討  

２－１．検討の方向性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

２－２．報告書の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

 

３章．各手法の検討フロー 

３－１．検討の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

３－２．窓口関連業務体制を再編する場合・・・・・・・・・・・・・１７ 

３－３．窓口関連業務に外部委託を導入する場合・・・・・・・・・・４５ 

３－４．ＩＣＴの活用により業務の効率化を図る場合・・・・・・・・６７ 

３－５．来庁不要な申請手続体制を構築する場合・・・・・・・・・・７７ 

３－６．複数の手法から検討する場合・・・・・・・・・・・・・・・８８ 

 

４章．今後の課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９９ 

 

 

＜資料編＞ 

●県内団体の窓口サービスの現状と課題 

資料１．窓口サービスの状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０１ 

資料２．窓口サービスの課題など・・・・・・・・・・・・・・・・１０４ 

●窓口サービス改革研究会参加団体・・・・・・・・・・・・・・・・１２１ 

●研究会の検討経過・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２２ 

※研究会の資料などはＨＰ上で公開 

 



- 1 - 

 

１章．窓口サービス改革研究会の目的 

 

人口減少・高齢化がいち早く進む本県において、厳しい財政状況のもと、限られた人員

で質の高い行政サービスを効率的・効果的に提供しつづけるためには、行政資源を集中し

て活用できる体制づくりが必要となる。 

 

特に、市町村の窓口サービス機能は、今後多様化していく行政需要に幅広く対応するこ

とを求められる行政サービスの「顔」であり、その将来的なあり方については、市町村の

規模やサービスの需要、組織体制、庁舎の構造などのほか、地方交付税の基準財政需要額

算定に係るトップランナー方式の導入や、会計年度任用職員制度導入の影響などの新たな

要素も含め、考える必要がある。 

 

県内の市町村においても、 

①特に窓口など複数業務への対応が必要な部署で、業務効率の維持・向上を図るための仕

組みが必要だが、どういった対応が必要か 

＜業務規模が小さく、民間委託などの導入に懸念を感じている団体など＞ 

②職員が減少する中で、住民対応などのスキルを維持しつつ、サービス水準を向上させる

ために、どのような手順で検討を行い、取組を進めるべきか 

 ＜職員数が少ない、または年齢構成などに偏りのある団体など＞ 

③窓口機能が合併前市町村単位で存在するため、組織内の窓口担当職員の割合が高くなっ

ており、窓口機能をどこまで保持すべきかの検討が必要 

＜広域的な合併を行った団体など＞ 

など、それぞれ団体の状況によりさまざまな課題が認識されている。 

 

こうした窓口サービスの改革には、組織内において多数の部署が関わり、事務処理シス

テム、人員配置など様々な協議が必要となるほか、その結果が地域住民に直結するなど、

十分な準備と検討を要するが、効率的な業務執行により質の高い行政サービスを継続的に

提供し続けるためには、避けては通れない状況にある。 

 

こうしたことから、県内の市町村における窓口サービスの現状と課題を確認したうえ、

類似の課題や背景を抱える団体間での意見交換や、こうした課題を解決するための先進的

な取組の事例検討を目的として、手挙げ方式により、県と県内１３団体による「窓口サー

ビス改革研究会」を設立した。 
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２章．窓口サービス改革の検討 

２－１．検討の方向性 

 

窓口サービス改革の目的である「効率的な業務執行」と「質の高い行政サービスの継続

的な提供」を実現するために現在実施されている、あるいは検討されている手法を、以下

の４つに整理する。 

 

手法１ 窓口関連業務体制の再編 

 

【具体的な手段】 

・総合窓口化の実施 

・証明書発行窓口の一元化 

・手数料取扱の一元化 

・総合案内の設置 

・フロアコンシェルジュの配置 

・申請書などの様式の整理・統合 

・本庁、支所窓口間の権限整理 

（本庁担当課への処理集約または支所窓口への権限付与） 

効果 

・業務の効率化 

・職員がコア業務に専念できる環境の実現 

・来庁者の待ち時間の短縮 

・各種手続きのワンストップ化 

・来庁目的に対応して必要となる手続きの明示 

・窓口間の業務量の平準化 

手法２ 業務の外部委託の導入 

 

【具体的な手段】 

・窓口対応業務の外部委託 

・バックヤード業務の外部委託 

・庶務業務の集約と処理の外部委託 

・新たに発生する大規模業務の委託 

効果 

・業務量の縮減（業務負担の軽減） 

・職員がコア業務に専念できる環境の実現 

・休日対応を含めたスケジュール管理や採用、育成に要する業務の削減 

・窓口対応ノウハウの蓄積 
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手法３ ＩＣＴの活用 

 

 

【具体的な手段】 

・申請書の作成支援 

・総合窓口で入力した申請情報の共有（ナビ付申請書の導入など） 

・申請手続きや内部管理業務へのロボティクスの手法導入 

・窓口間のシステム連携による業務量平準化 

※他の手法と関連して検討される場合も多い 

効果 

・業務の効率化 

・窓口間の情報共有、情報連携 

・手続き漏れの防止 

 ・申請手続きの支援 

 ・必要な手続きの明示と所要時間の短縮 

手法４ 来庁不要な申請手続体制の構築 

 

 

【具体的な手段】 

・電子申請の導入（範囲拡大） 

・郵送申請の導入（範囲拡大） 

・コンビニ交付の導入 

・予約制の導入 

・テレビ電話機能を通じた窓口手続 

（支所窓口への来庁者と本庁担当課を接続して手続き） 

効果 

・来庁せずに各種手続きと証明書等の受領ができる 

・窓口の混雑緩和 

・コア業務に専念できる環境の実現 

  

窓口サービス改革の実施は、これらの手法によって生じる効果とそれぞれ実施に要する

コストを比較衡量して検討することになる。 
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２－２．報告書の構成 

 

各市町村において、窓口サービス改革の問題点や検討・確認したい事項と考えられてい

る内容（※「資料２．窓口サービスの課題など（P.104以降）」に記載）は、「検討の手順に

関する問題」と「具体の検討内容の問題」の２レベルに区分される。 

 

○検討の手順に関する問題：検討から実施までをどのように進めるか 

   ・課題解決に適した手法をどのような手順で選択するか 

 ・業務の棚卸しやＢＰＲの手法、検討の流れを確認したい 

 ・外部委託実施までの流れを確認したい 

○具体の検討内容の問題：各段階でどのような調査・検討を行うか 

・採否を決定するための検証をどのように行うべきか 

・導入による費用削減効果を確認したい 

・対象とする業務範囲をどのように決定するか 

 

これらの問題意識に対応させるため、報告書を次の構成とする。 

 

まず、２－１で整理した４つの手法毎に、検討の手順をフロー状に整理し、フローの各

パーツにおいてどのような調査・検討が行われているか、すなわち具体の検討内容を入れ

込む。 

 

具体的には、３章で検討のフローを示すこととし、３－１では４つの手法の検討に着手

する前提として共通して行われるフローを記載し、フローの部品に対応する形で、それぞ

れ調査・検討を行う必要のある内容を整理する。 

 

続いて、３－２から３－５で４つの手法を検討する際のフローをそれぞれ記載し、それ

ぞれの手法で調査・検討を行う必要のある内容を整理する。さらに、３－６として複数の

手法を複合的に検討する場合のフローをまとめ的に示す。 

 

最後の第４章では今後の課題として、地方独立行政法人への業務委託やロボティクスの

活用、広域連携の可能性など今回の報告書では対応できなかった内容に触れる。 
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３章．各手法の検討フロー 

３－１．検討の準備（共通事項） 

 

検討に着手する前提として、いずれの手法による場合であっても共通で行うべき事項

の検討フローとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③検討する手法を想定   〔→P.12〕 

・複数選択の可能性あり 

・モデル決定済の場合あり 

手法１ 

窓口関連業務 

体制の整理 

手法３ 

ICT の活用 

手法４ 

来庁不要な申請 

手続体制の構築 

手法２ 

業務の外部 

委託の導入 

 

【例】・類似団体の取組 

・導入によるコスト、メリット 

・検討全体の流れ、スケジュール管理 

【例】・実施（導入）時期、スケジュール 

・庁舎、システム改修の有無 

・支所窓口業務の存在 

①課題の明確化       〔→P.6〕 

他団体の 

対応状況 

自団体の現状 

②庁内検討体制の構築    〔→P.9〕 

各手法の検討へ 

 

各パーツ内の〔→P.○〕は 

対応する解説ページ 
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＜①課題の明確化＞ 

 

各団体における「課題」は、窓口サービス改革（検討）に取り組むきっかけであり、

団体の規模や組織体制、合併の状況や行財政改革の進捗状況によりそれぞれ異なるが、

取組に向けた庁内の問題意識の統一や、課題解決のために検討対象とする手法の選択、

調査対象とする業務範囲の設定、選択した手法による課題解決と費用対効果の判断など、

結果に直結することから、課題を明確にしておく必要がある。 

 

現行業務の課題点に関する具体的な調査は、後のフローで行われるため、ここでは検

討組織において課題と改善案を洗い出す、または窓口担当部署において認識している課

題を共有するなど、あくまで取組の大目的を把握するレベルで行われる。 

 

例）窓口サービス全体に関する課題を確認する場合 

【参照：平成２８年度業務改革モデルプロジェクト（総務省自治行政局行政経営支援室）「鳥取市」 

（以下、「H●●モデルプロジェクト「実施市町村名」」と記載。）】 

参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000475729.pdf 

    ＜確認された課題＞ 

     ・住所異動の繁忙期に窓口や待合スペースが混雑する 

     ・人事異動による職員スキルが一時的に低下する 

    ・窓口関連業務の民間委託が各部署で行われ、横断的な効果に至っていない 

 

例）現行の窓口支援システムを前提に課題把握と方向性検討を行う場合 

 【参照：H29 モデルプロジェクト「北見市」】 

  参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540314.pdf 

＜視点＞ 

・「市民の利便性拡大」と「事務改善による業務量の削減」の両立を課題 

＜対応の方向性＞ 

・システムの利用業務範囲を拡大する 

・受付後の事務処理を含めた業務改善を進める 

・窓口業務の集約化・外部化を図る 
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例）窓口サービスの課題把握と課題解決の方向性の洗い出しを行う場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「西予市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000490648.pdf 

    ＜プロジェクトチームによる洗い出し内容＞ 

    ・課題：窓口が各担当課に分散してわかりづらい 

     対応：窓口業務の一元化 

    ・課題：複数の部署に跨る手続で来庁者が各窓口を回っている、情報連携が不十分 

対応：手続きのワンストップ化 

・課題：高度な審査や相談業務について、担当者の不在や外部へ確認など対応に時間が必要 

 対応：予約制の導入 

    ・課題：申請書の記載に時間と手間がかかっている。 

     対応：申請書の作成支援 

    ・課題：支所から本庁担当者への手続についての問い合わせが多い。 

     対応：本庁への権限集約とオンライン窓口の導入 

    ・課題：単純事務を正規職員が行っている。 

     対応：窓口業務の非常勤職員対応またはアウトソーシング化 

 

例）自主的・主体的な業務分析を行うため短期・長期の課題を把握する場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「船橋市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540317.pdf 

＜短期的な課題＞ 

  ・職員の負担軽減（特に戸籍関係業務）に向けた業務効率化 

＜長期の課題＞ 

  ・窓口へのアクセスの確保（高齢人口の増加、公共施設の統廃合に対応） 

 

例）近隣団体との共同連携を視野に課題把握を行う場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「草津市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540323.pdf 

＜同市における課題＞ 

・事務の効率化・平準化、業務コストの削減、働き方改革への対応 

・民間事業者の参入促進による公民連携の推進 

＜近隣団体と共通の課題（将来的な課題）＞ 

・業務コスト削減とサービス向上の両立（共同での業務委託による解決の可能性） 
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例）近隣団体との共通課題を把握し対応方針を検討する場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「須惠町」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540329.pdf 

＜同町及び近隣団体における課題とその対応＞ 

・課題：正規職員が担う非定型的業務と外部委託可能な定型業務を整理し、職員を適正配置 

対応：外部委託による町職員の業務負荷の削減が必要 

・課題：小規模団体における外部委託についてスケールメリットを確保 

対応：近隣団体との連携が必要 

・課題：委託先事業者の確保 

対応：民間事業の受託も含めた地域における業務委託の受け皿組織が必要 
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＜②庁内検討体制の構築＞ 

 

窓口関連業務を行っている本庁・支所などの部署以外にも人員配置や情報連携システ

ム、雇用形態など影響が及ぶことから、関係各課で横断的な検討組織を設置して調査・

検討がなされている。新規の検討組織を立ち上げている団体のほか、行政改革を所管す

る既存組織などの下部組織として検討チームを配置している団体も多く見られる。 

 

先進団体の調査でも、部署間の調整・協力に強力なリーダーシップが必要との意見が

多く聞かれており、首長及び部局長、財政・人事担当部局への報告・情報共有ルートの

確立が重要とされている。 

 

事務局担当については、取組のきっかけにより異なるが、多くの場合、窓口業務を多

く所管している住民担当課（窓口担当職員の不足をきっかけとして検討を始めた場合な

ど）または行政改革を所管する企画担当課（行政改革の一環として計画を管理している

場合など）となっている。 

 

例）庁舎新築、システム入替のタイミングで総合窓口化と外部委託を行う場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「鳥取市」】 

参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000475729.pdf 

●行財政改革推進本部（本部長：市長／部長級組織） 

→下部組織：同窓口サービス部会（窓口サービスに関わる課長級組織） 

→検討組織：市民総合窓口ワーキンググループ（窓口サービスに関わる係長級組織） 

・市民課を事務局として設置 

 

例）外部委託の対象範囲を拡大しようとする場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「北栄町」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000490649.pdf 

  ●検討組織：包括委託推進会議（会長：副町長／課長級組織） 

・検討結果を北栄審議会（行政改革諮問機関）に報告 

 

例）窓口業務全般の分析と課題解決を目指す場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「西予市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000490648.pdf 

●組織機構検討委員会（会長：副市長／部課長級組織） 

→検討組織：プロジェクトチーム（窓口業務担当課） 

・行政改革担当課を事務局として設置 
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例）総合窓口化と外部委託を検討する場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「別府市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000475734.pdf 

●市業務改革モデルプロジェクト推進委員会（会長：市長／部長級組織） 

→検討組織：同推進部会（窓口業務所管部署担当者） 

・行革担当課と住民サービス担当課が実施担当 

 

例）現行の窓口支援システムを前提に業務の効率化を目指す場合 

 【参照：H29 モデルプロジェクト「北見市」】 

  参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540314.pdf 

●北見市ワンストップサービス推進会議（窓口業務所管課の課長級組織（既存組織）） 

・全体の進行管理：総務部総務課（同推進会議事務局） 

→作業部会：窓口関係課の担当職員による業務実態調査 

本庁戸籍住民課を中心にＢＰＲ 

※ほか、モデルプロジェクトの検討に市内民間事業者が参画 

 

例）自主的・主体的な業務分析を行う場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「船橋市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540317.pdf 

●働き方・業務改革推進本部（既存組織、本部長：市長／部局長級組織） 

→検討／実施組織：市民サービス向上部会（次長・所属長級組織） 

・企画担当課を事務局として実施 

※民間事業者（富士通株式会社・株式会社富士通総研）より資料提供 

 

例）近隣団体との連携可能性を検討する場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「草津市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540323.pdf 

 ●検討組織：「自治体クラウド」を構成する７市との協議会 

・各団体の行革担当課が主に所管 
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例）近隣団体との広域連携を推進しようとする場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「須惠町」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540329.pdf 

＜庁内検討（広域検討に先立って実施）＞ 

●検討組織：課長級及び実務者級のワーキンググループ 

・窓口業務について住民課 

・内部事務業務について総務課及びまちづくり課 

※ほか、団体業務のアウトソーシングの受託実績を有する事業者 など 

 

例）窓口業務と内部管理業務の効率化に向けて棚卸しする場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「宇城市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540332.pdf 

●市行政改革推進本部（既存組織、本部長：副市長／部局長級組織） 

→検討組織：全庁横断的な２プロジェクトチームを設置 

窓口業務プロジェクトチーム 

内部管理業務プロジェクトチーム 

・構成員：各業務担当課の他、人事、庁舎、財政、情報、法務など 
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＜③検討する手法を想定＞ 

 

各団体の窓口サービスの現状と把握された課題、類似の状況にある団体がどのような

対応を行っているかの確認（机上調査・現地視察）などから、検討する手法を想定する。 

 

各団体の現状と課題、目指すべき状態から手法の選び方は異なるが、業務の棚卸し等

によって確認した現行業務の課題に対して、複数または全部の手法を対象として広く検

討を行う場合と、課題解決のコンセプトモデルを先に決定するなど、限定した手法の効

果的な運用に向けて検討が行われる場合が存在する。 

 【課題と手法を幅広に検討する場合】 

 ・職員異動時に窓口対応スキルが一時的に低下する 

課題  ・来庁者が複数の窓口を異動して手続きをする必要があり、様式が複数にわたることから

確認作業に時間を要している 

・多くの支所が存在し、窓口担当職員の割合が高くなっている 

 ・窓口対応及び入力処理を外部委託し、委託先に経験を蓄積できるよう検討 

手法 ・本庁の窓口業務を総合窓口化し、申請書記入の一元化を検討 

・申請内容の入力をどの窓口でも可能にするため本庁支所間のシステム連携を検討 

【課題と手法を絞って検討する場合】 

課題 ・実施中の外部委託のスケールメリットが不足している 

手法 ・本庁の窓口機能及び庶務機能の一部などの業務委託範囲拡大を検討 

 

庁舎の新築・改築や業務システムの入れ替えをきっかけに住民サービスの向上を図る、

または中長期的な業務量拡大に対応するなど、広汎な課題を想定する団体ほど検討を幅

広に行う傾向があり、対して既に実施している総合窓口化や外部委託などの取組の効率

化を図る、または業務量の大幅な増が予定されるなど短期的かつ具体的な課題を有する

団体では一定の方向性について検討する傾向がみられる。（当研究会においても、総合

窓口化を実施している秋田市や男鹿市、由利本荘市では外部委託を、合併後の出張所機

能のあり方を課題としている美郷町では業務体制の再編をテーマになりうるとしている

のに対し、横手市や鹿角市では複数の手法が対象になりうると考えている。） 

 

４つの手法のうち「窓口関連業務体制の再編」は、窓口サービス改革の導入として検

討される場合が多く、その性質上、複数部署にまたがって重複する業務が存在する場合

に検討される。特に代表的な手段である総合窓口化は、ライフイベントなどによる一連

の手続きを行うために来庁者が複数の部署の窓口を巡る必要がある場合に、ワンストッ

プ化の手段として検討され、業務処理の面からも申請内容を一連業務で共有し、各窓口

に存在するバックヤード業務を集約するなど、効率化を図ることができる。 
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これに対して、「業務の外部委託の導入」については、委託対象とする業務を想定した

うえ、業務手順をマニュアル化するなどして業務量を把握する必要があり、これが受託

可能性のある事業者との協議や見積もりの徴収などの前提となる。従って、外部委託は、

支所で行っていた窓口機能全てを外部委託した鳥取県北栄町のように、委託対象業務が

概ね確定している場合や、従前より窓口サービス改革を進めていく過程で業務と課題を

整理した結果、ルーチン化可能な大規模業務が存在し、担当部署の業務負担となってい

る場合などに検討され、団体が窓口サービス改革に着手する最初の取組として検討され

る例は少ない。 

 

 「ＩＣＴの活用」は、システムによって効率的に処理できる業務が存在する場合に検

討されるが、基幹システムの更新をきっかけに業務手順の改善と新システムの要求仕様

を検討する場合など、他の手法と複合的に行われる場合が多い。千葉県船橋市の「ナビ

付申請書（大日本印刷株式会社）」の採用や、熊本県宇城市によるロボティクスによるふ

るさと納税関連業務の処理など、特定の手法の効率的な運用を目指して検討される場合

も存在する。 

 

「来庁不要な申請手続体制の構築」については、窓口繁忙期の混雑や庁内での待ち時

間が課題となっている場合に検討されるほか、今後の来庁者の高齢化や、人口減少に伴

って窓口の集約などが行われる場合への対応ともなりうる。 

 

 

例）窓口サービスの方向性共有のためコンセプトモデルを設定する場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「神戸市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000475726.pdf 

  ●プロジェクトチームで同市の窓口サービスの将来像（コンセプト）を設定 

   ＜コンセプトの内容＞ 

・提供する窓口サービスの内容（総合窓口、電子申請、コンビニ交付等） 

・窓口サービス全体のあり方（業務内容、組織体制、施設設備、システム等） など 

※コンセプト設定のための基礎調査は、窓口の現状や課題・ニーズについての組織の方針や

計画、トップの発言、各部門の意見、庁内で共有されている課題など、イメージ共有が可

能な程度に留める（詳細な調査は以降の段階で行う） 
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例）庁舎新築時に目指す状態を想定する場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「鳥取市」】 

参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000475729.pdf 

＜目指す状態とそのための手法＞ 

・市民総合窓口、福祉総合窓口、税務総合窓口を整備し、手続時の窓口移動を減らす 

  ・案内相談体制の充実とＩＣＴによる効率化、アウトソーシングを同時並行で進める 

＜他団体の対応状況と事業者の状況調査＞ 

  ・横断的な外部委託を行った先進団体と受託事業者にインタビュー 

   導入内容と導入時に重視した事項のほか、導入後の課題などを確認 

 

例）現行の窓口支援システムを前提に業務の効率化・平準化を行う場合 

 【参照：H29 モデルプロジェクト「北見市」】 

  参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540314.pdf 

＜検討する手法＞ 

・システムアシストによる業務の平準化や効率化 

・業務集約や外部化できる業務範囲と業務モデルの設定 

・本庁支所窓口間での業務平準化による効率化 

 

例）近隣団体との広域連携を推進しようとする場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「須惠町」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540329.pdf 

   ＜検討する手法＞ 

    ・共通の基幹システムを基盤に共同実施範囲の拡大 

（外部委託と業務の効率化による） 

 ＜同町と近隣団体における初期条件＞ 

・基幹業務システムの調達、運用を近隣３町と共同実施 

基幹業務システム：パッケージシステムをカスタマイズ（４団体共通仕様） 

住民情報系、税務業務系、福祉・教育業務系、水道事業系、内部情報系

（庶務事務・人事給与等）の全 37 業務 
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例）課題に対応した手法を一覧化してそれぞれ検討を行う場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「船橋市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540317.pdf 

  ＜課題の具体化と検討する手法＞ 

 ・具体の課題：申請書記載内容の重複による負担が存在する 

         来庁目的に関連した手続きを明確にする必要がある 

         聞き取り内容の後工程への引き継ぎが必要である 

         手続き全体の可視化（説明用ツール）が必要である 

対応する手法：本庁における申請書作成と手続き案内のワンストップ化 

・具体の課題：担当課ごとに証明書を発行しているため重複業務が存在する 

対応する手法：本庁における証明事務の集約とアウトソーシング化 

・具体の課題：職員スキルの差の解消と窓口ごとの業務量の平準化が必要 

対応する手法：本庁と出先窓口の入力業務集約とアウトソーシング化 

  ・具体の課題：出先窓口と本庁担当者との連絡に時間を要する 

        複数回の来庁が必要となる場合がある 

対応する手法：ＩＣＴを活用した出先窓口の取扱業務拡大 

 

例）ＢＰＲの手法による窓口・内部管理業務の棚卸しを行う場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「宇城市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540332.pdf 

＜検討する手段＞ 

・窓口関連業務 

外部委託 

総合窓口化 

ＲＰＡなどの手法を用いた業務の効率化 

・内部管理業務 

業務の集約化 

外部委託 

ＲＰＡなどの手法を用いた業務の効率化 
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例）近隣（連携可能性）団体が選択したコンセプトモデルから重複部分を確認する場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「草津市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540323.pdf 

＜各団体の課題と解決手段を確認＞ 

課題：職員の業務負担軽減、コスト削減、職員が注力すべき業務に専念できる環境づくり 

手段：業務の外部委託 

課題：窓口サービスの向上と業務集約による効率化 

手段：総合窓口化 

窓口バックヤード業務及び庶務業務の処理集約 

郵送・電子申請事務の処理集約 

マイナポータルの活用 

コンビニ交付の実施 

課題：窓口の混雑緩和 

手段：マイナポータルの活用 

窓口サービスの自動化 

   ＜コンセプトモデルの設定と確認＞ 

・事務局で複数のコンセプトモデルを設定 

・参加各団体が将来的なサービスのあり方を検討して近似するコンセプトを選択 

・各団体のコンセプトの重複部分を確認 

・重複部分のうちから共同して外部委託できる範囲を探る 
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３－２．窓口関連業務体制を再編する場合 

本項では窓口関連業務体制の再編に類する手段をテーマに選定した場合のフローを示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務の外部 

委託の導入 

来庁不要な申請 

手続体制の構築 

ICT の活用 
窓口関連業務 

体制の再編 

①調査対象業務の選定     〔→P.21〕 

 
●業務の内容に着目した選定 

・窓口関連の全業務を対象 

・ライフイベント関連業務を対象  など 

●所在する庁舎に着目した選定 

 ・全窓口が所管する業務を対象 

・総合窓口が所管する業務を対象 

・支所などが所管する業務を対象  など 

②業務内容／業務フロー調査  〔→P.23〕 

 

●①で調査対象とした業務を棚卸しし、各業務のボリュームや手順、庁内の重複業務

などを確認のうえ、これを取りまとめた基礎資料を作成する 

＜調査業務のレベル＞ 

・各部署で実施している「業務」を一覧化 

・業務を分解した具体の「業務手順」単位で調査 

＜調査項目＞ 

・業務量（同手順に要する時間、対応人員） 

・業務量（件数（月次・年次別）） 

・手続き内容（詳細） 

・必要提出様式（窓口記載・事前準備） 

・選択した手段に適合するか（各課所の判断）     など 

各パーツ内の〔→P.○〕は 

対応する解説ページ 
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③調査結果分析（課題整理）  〔→P.27〕 

 

●集計した業務棚卸しを分析し、選択した手段に適合する「業務手順」等を抽出 

＜（例）業務体制の再編に適合する「業務手順」＞ 

・異なる部署で重複して行われている「業務手順」を抽出 

 → 整理・統合の可能性のある業務量として把握 

＜（例）総合窓口化に向けて配置を集約すべき「課所」＞ 

・ライフイベント関連手続きで連動する「業務手順」を抽出 

 → 集中配置すべき業務として所管課を把握、動線を想定 

●このほか、必要に応じて検討すべき課題を抽出するための追加調査をして分析 

・来庁者アンケート（申請時の満足度調査） 

・業務担当者ヒアリング（業務執行時の課題） 

・来庁者の平均滞在時間の試算 

・先進事例の調査、ヒアリング、視察 

④対応方針決定        〔→P.30〕 

 

●新たな取組（手段）の対象となる業務を選抜するための基準を設定 

 ＜総合窓口化の判断基準（例）＞ 

 ・専門性が低く、かつ発生件数の多い業務 

 ・住民の利用率が高い業務 

●庁内検討体制において、新たな取組（手段）を確定 

●選定した業務と新たな取組（手段）をイメージ化 

・新たな体制（組織・人員・システム） 

・新業務フローの設定 
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業務整理（本庁支所間） 

支所窓口を維持した整理 

 

⑤本庁各課所業務の整理〔→P.35〕 

 
●総合窓口化（ワンストップ化） 

●証明書発行窓口の一元化 

●総合案内の設置 

●フロアコンシェルジュの配置 

●申請様式の整理 

⑥支所業務の整理

〔→P.37〕 

支所統合を伴う整理 

 
●本庁と支所の権限整理 

●本庁への入力業務集約 

●支所分担業務の拡大 

●申請入力の分担処理 

●支所窓口の代替機能 
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業務体制の再編 

を選択 

⑦効果の試算        〔→P.39〕 

●取組（手段）の効果を試算 

・申請処理時間 

・年間業務量 

・来庁者の平均滞在時間（待機時間含む） 

などをモデル（ライフイベント単位）で比較 

⑧体制を再編する業務の確定  〔→P.42〕 

●対象となる業務を確定 

・現担当課との調整（本庁支所間を含む） 

⑨業務体制の構築      〔→P.43〕 

 

●新体制稼働までのスケジュール管理 

・新業務フロー・マニュアルの確定 

・組織体制と人員配置 

・フロアレイアウト（来庁者の動線想定ほか） 

・申請書様式の整理統合 

・システムの導入 

・支所への権限付与 

・規則等の整理 

検討終了 

具体の手続きへ 



- 21 - 

 

＜①調査対象業務の選定＞ 

 

窓口関連業務のうち複数部署間で重複する業務が存在し、業務体制の再編による効率

化の可能性がある業務を調査対象として選定する。調査対象とした業務について業務量

や業務フローなど、現状を確認する。 

 

全窓口業務を対象に棚卸しを行って課題を抽出する場合のほか、調査目的から、業務

内容や業務を行っている部署などによって調査対象業務を限定する場合がある。 

 

具体的には、ライフイベント関連業務の総合窓口化を念頭に調査を行う場合は各ライ

フイベントから発生する一連の手続きに限定され、本庁と支所窓口間の権限を整理しよ

うとする場合には本庁・支所双方の窓口で手続きを行っている業務に対象が限定される。 

 

 なお、全業務を対象に棚卸しを行った団体からは、業務担当者の「調査疲れ」との話

も聞かれるなど、調査対象となる業務担当者の負荷にも配慮した調査範囲の設定が必要

となる。 

 

例）Ｈ２７．６内閣府通知の窓口２５業務（本庁・支所）を対象とする場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「高山市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000475724.pdf 

＜調査目的との対応＞ 

・ＢＰＲの手法によって業務重複を排除し、市の業務範疇を明確化 

・効率的効果的な窓口業務のあり方を定める（総合窓口化を想定） 

 

例）複数の所管部署のあるライフイベント関連業務を対象とする場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「別府市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000475734.pdf 

＜調査目的との対応＞ 

    ・窓口での「たらい回し」を無くすことを主目的（総合窓口化を想定） 

・ライフイベント単位で窓口業務を把握 
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例）ライフイベントと関連する窓口業務（１２１業務）を対象とする場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「彦根市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540320.pdf 

＜調査目的との対応＞ 

・総合窓口化の対象と想定して調査 

※事業者向けの窓口サービスを除く 

 

例）庁内の全業務（約 1,100 業務）を対象とする場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「河内長野市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540326.pdf 

＜調査目的との対応＞ 

・全業務の棚卸し（業務の性質、業務量、実施方法の把握） 

・近隣市町村との連携の可能性を確認 
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＜②業務内容／業務フロー調査＞ 

 

①で調査対象とした業務を、以降の分析に必要なレベルに分解するとともに、それぞ

れ必要な調査項目を設定し業務の現状を確認する。併せて現在の業務フローを確認する

場合もある。 

 

調査レベルは、調査対象「業務」を所管している部署毎に一覧化し、業務を実施する

際の「業務手順」単位で行うのが一般的である。なお、事前に調査要領において「業務」

を各部署の業務分担表から選び出すのか、申請書単位で選び出すのかなどを決定してお

く必要がある。 

 

基本的な調査項目は、「業務手順」ごとの業務のボリューム（時間、人員、申請件数（月

次・年次）など）と業務の分野、実施内容となる。これにより、業務手順の重複など業

務体制を整理すべき項目を判別し、削減可能な業務量を把握することができる。 

 

このほか、調査目的により、例えばライフイベント関連業務の総合窓口化を想定して

いるような場合には、関連するライフイベントの種類と現在の処理フロー（来庁者が提

出する様式や業務に利用するシステムなど）、業務集約に対する現在の所管部署の判断な

ど、総合窓口化可能な業務手順を判別するための調査項目が設定される。 

 

以上を各部署から集計し、判断の基礎資料として一覧化する。 

 

例）業務フローを中心に確認を行う場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「高山市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000475724.pdf 

＜総合窓口化が可能な業務手順を確認＞ 

・ライフイベント関連業務全体の業務フローを作成（職員アンケートより） 

・重複する業務手順を確認（窓口受付における本人確認の重複など） 

※併せて外部委託の可能性を確認 

＜本庁支所間の業務の見直し可能な業務手順を確認＞ 

・現行の業務フローより 

※「集約化」「分散化」の 2 方向から確認 

 

 

 

 



- 24 - 

 

 

例）担当ヒアリングとライフイベント単位の業務内容調査を行う場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「別府市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000475734.pdf 

＜調査手順と内容＞ 

●窓口担当職員インタビューによる現状と課題の確認 

・窓口受付業務に関わる者（電話交換、受付担当職員、フロアマネジャー）からヒアリング 

●業務の棚卸し 

 ライフイベント単位で業務内容を可視化するために３種の調査表を作成 

①ライフイベント別の業務フロー 

 ライフイベント別に発生する業務と発生条件、来庁者の動線を確認 

 ライフイベント「転入」「転出」「転居」「出生」を対象（「死亡」は先行実施） 

 ②業務一覧 

総合窓口化可能な業務の内容を確認するもの 

＜調査項目＞ 

・申請対象者 

・必要な申請書（名称） 

・申請時に必要なもの（添付・証明書など） 

・関係するライフイベント 

・窓口の場所         などを整理 

③業務別処理一覧 

業務を処理単位（審査・システム入力等）に分解し、各業務量などを確認するもの 

＜調査項目＞ 

・処理内容 

・担当 

・手続き時の住民の動き（待合・窓口） 

・平均処理時間 

・アウトソーシングの可否に関する判断（理由）     など 
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例）ライフイベント単位で現在の業務内容調査及びフローを調査した場合 

 【参照：H29 モデルプロジェクト「北見市」】 

  参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540314.pdf 

＜調査手順＞ 

●業務処理の性質を受付／処理／審査の３ステップに区分 

●各手続を以下の５種に区分 

α必要となる手続は  → 総合窓口で受付するか 

→ 業務所管課窓口へ案内するか 

β最終的に交付物が  → 発生しない 

              → 即時交付 

→ 事後交付 

＜調査項目（調査目的に沿って設定）＞ 

  ・関連するライフイベント 

  ・手続きによる交付物の有無、交付方法 

  ・業務量（処理件数／処理に要する時間） 

  ・受付を行っている窓口（本庁／支所） 

  ・手続きの手順書や手続説明用パンフレットの有無 

 

例）業務内容調査において総合窓口化と外部委託の可能性を含めて調査する場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「彦根市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540320.pdf 

 ＜調査手順と内容＞ 

●調査表により、１人当たりの年間業務量を把握（人単位の調査） 

・予算要求事業単位で対象事業を選抜 

・予算要求事業を事務分担における事務名、届出書・申請書単位に分解 

●調査表を確認後、職員インタビューで内容を精緻化 

・各業務の事務処理フローを仕分け 

「フロント（窓口で直接応対）」 

「ミドル（即日交付や即時対応のための書類点検や書類作成、決定等の業務）」 

「バック（即日交付や即時対応を要しない内部処理や審査・決定等の業務）」 

・外部委託の可否についての意見・判断 

外部委託の可否について、業務担当課の意見と国の指針を踏まえた整理を突合 

・業務量（正規職員の工数削減等の効果算出） 

各業務の役割分担（正規職員／臨時職員）や従事割合等を把握 
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例）近隣団体と共同で業務内容調査を実施し連携可能性を調査する場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「河内長野市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540326.pdf 

＜調査手順＞ 

●業務単位で概要を確認 

   ●ヒアリングにより業務課題を抽出 

   ●業務課題を仕分け 

外部委託、広域連携、業務集約、業務手順見直しによる解決の可能性 

＜調査項目＞ 

  ・業務量（大／中／小で把握） 

・実施体制（正職員・非常勤・臨時職員対応、委託実施など） 

・事務の種別（窓口、内部管理、イベントなど） 

・連携の可能性の判断（広域連携／庁内連携／連携不適） 
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＜③調査結果分析（課題整理）＞ 

 

②の一覧を分析することにより、業務体制の再編の対象となる「業務手順」を抽出で

きる。また、ライフイベント関連の手続きを所管している部署をワンフロア化しようと

する場合など、ライフイベントをきっかけに連動する「業務手順」と処理フローを抽出

することで、集中配置すべき業務とこの場合の来庁者の動線などを想定できる。 

 

これによって、現在の業務体制が有している課題が具体化・可視化される。 

 

ここで業務体制の再編による効率化の可能性や、課題をさらに具体的に確認するため

ため、追加調査として所管部署や担当者のヒアリング、来庁者アンケートなどを行う場

合もある。 

 

例）調査した業務手順を分解して課題解決の可能性の観点から整理する場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「高山市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000475724.pdf 

＜総合窓口化のメリットが大きい業務を確認＞ 

●業務手順を「窓口」「待合」「完了」「その他」に分解 

・窓口 → 総合窓口での申請書一括作成（システム入力）により、業務の重複が解消 

・待合 → システム入力時間が削減可能 

・完了 → 効率化の余地は少ない 

・その他→ 効率化の余地は少ない 
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例）来庁者の滞在時間短縮に向けた課題整理・分析を行う場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「別府市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000475734.pdf 

＜課題の抽出＞ 

・来庁者の滞在時間の短縮化 

・組織間の情報共有による市民サービスの向上 

   ＜課題の整理＞ 

●改善すべき業務手順を確認 

  ・ライフイベント単位の平均手続時間と平均滞在時間を把握、試算 

  ・ライフイベント関連手続のうちで時間を要している手続きを確認 

●先行してワンストップ化している「おくやみコーナー」を評価 

・ワンストップ化の効果を把握 

担当職員ヒアリング及び利用した住民へのアンケートより 

・制度の評価把握と改善策を検討 

 

例）業務の平準化を課題として把握した場合 

 【参照：H29 モデルプロジェクト「北見市」】 

  参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540314.pdf 

＜課題を抽出して分析＞ 

●現状：本庁と３総合支所、５支所出張所で住民異動届・戸籍届の処理を確認 

・支所出張所に比して本庁の対応件数が多い（時間外処理となる） 

・窓口ごとの来庁状況や繁閑時期により手待ち時間も発生 

●分析：住民異動届に関して「受付後の処理について業務の平準化が必要」と判断 

●手法：住民異動届の入力処理について遠隔分散・協調処理の可能性を検証 

    ・複数ある窓口のうち即時対応作業を抱えていない窓口で入力を可能にする 
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例）近隣団体との連携を含む業務の効率化に向けた課題を分析する場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「河内長野市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540326.pdf 

＜窓口業務の課題＞ 

  ・一連の手続きに来庁者が複数の階移動が必要 

  ・窓口の待ち時間が長い 

  ・正職員が定型業務に対応している 

  ・複数の部署に現金徴収事務が存在する 

＜内部業務の課題＞ 

・書類の印刷、封入封緘等の単純定型業務を多くの部署で正規職員が行っている 

   ＜業務の広域連携に関する課題＞ 

（周辺団体と共同処理している福祉関係、まちづくり関係業務の一部について） 

    ・高齢化の進展や人口減少による業務量の変動への対応が必要 

    ・専門的知見や許認可の判断など専門性を継承できる体制が必要 
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＜④対応方針決定＞ 

 

調査対象とした業務について、改善の方針（大枠）を決定する。 

 

多くの場合、業務手順を新たな取組の対象とするかの選定基準を定め、これにより判

断がなされている。 

 

必要に応じて、選定した業務について、新たな業務フローの作成や、これを執行する

体制（組織・人員・業務システム）を想定する。 

 

例）総合窓口（４窓口体制）を設置しようとする場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「高山市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000475724.pdf 

＜具体の方針＞ 

・「ライフイベント」「証明書」「社会保障」「その他」の４窓口体制構築を構築 

※定型的な業務の多い「証明書」窓口から、段階的に総合窓口化することも検討 

 

例）総合窓口（３窓口体制）を設置しようとする場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「鳥取市」】 

参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000475729.pdf 

●「市民総合窓口」、「福祉総合窓口」、「税総合窓口」の３総合窓口体制を構築 

・「市民総合窓口」 

主な証明書をまとめて発行・交付 

ライフイベントに伴う手続きを一括して受付 

・「福祉総合窓口」 

来庁者の世代状況や状況にあわせて窓口を再編（子育て、障がい、高齢者、社会福祉） 

・「税総合窓口」 

窓口集約とともに、ライフイベントに伴う税・料の還付・精算等の手続きを集約 
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例）来庁者のスムーズな動線確保と申請時の負荷軽減を実現しようとする場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「南城市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000475736.pdf 

＜検討項目＞ 

・庁舎レイアウト（人員配置） 

・システム更新 

・届出様式の簡素化 

・申請書の記載支援 

 

例）来庁者の滞在時間と負担が少なく、信頼性の高い窓口を目指す場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「別府市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000475734.pdf 

   ＜実施に向けた検討項目＞ 

   ●窓口のワンストップ化 

・ワンストップ窓口のコンセプト（明確化） 

専門性が低く発生割合の高い業務をワンストップ窓口へ 

高度な専門知識を基に市民への相談や説明等を行う業務は各業務担当部署の窓口へ 

・ワンストップ窓口の運営方式の想定 

    ワンストップ化した窓口の受付と事務処理方式の検討 

運営方式に適合した新業務フローの決定 

業務処理担当者（コンシェルジュ、窓口担当など）の役割を明確化 

    ●申請書の最適化 

     ・ライフイベント単位で必要な申請書の重複を確認 

     ・様式の集約、複写化、システム入力の各手続きへの反映などを検討 

    ※ほか、人材育成や人員配置、窓口レイアウトなどを検討 
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例）業務集約による効率化を行う場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「船橋市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540317.pdf 

   ＜実施に向けた検討＞ 

・証明書発行／証明郵送請求の集約 

   各窓口での証明書発行業務を集約 

郵送請求への対応業務を集約 

集約によって生じる窓口担当のアイドルタイムを郵送請求の対応に充てる 

・本庁と出先窓口の入力業務集約 

   出先窓口における異動入力を本庁に集約 

 

例）庁舎新築のタイミングで総合窓口化を行う場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「彦根市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540320.pdf 

●総合窓口化の対象業務を検討 

 ・業務担当課との調整 

・計３１業務（調査対象業務中２５．６％） 

業務総合窓口（証明窓口）にて９業務 

総合窓口（各種申請・届出）にて２２業務 

●組織体制を検討 

・総合窓口担当課を設置 

市民課・保険年金課を中心としたライフイベントに係る各種申請・届出を総合窓口へ 

その他の課所管のライフイベント関連の簡易業務を総合窓口へ 

・総合窓口内に別途「証明窓口」を設置 

証明書交付を一元化・迅速化 

・総合窓口内に「ワンストップ市民相談窓口」を設置 

窓口／移住／市民活動コンシェルジュ機能 

来庁者・移住希望者・活動的市民に対する案内・相談・支援 

 

 

 

 

 

 

 



- 33 - 

 

 

例）近隣団体との共同外部委託を検討する場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「草津市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540323.pdf 

＜検討項目＞ 

  ●組織、人材について 

   ・委託業務量の想定 

・委託要件（仕様）設定 

・契約主体 

・費用負担 など 

  ●執務スペースについて 

   ・設置場所と配置 

・必要な設備整備 など 

  ●情報、業務システムについて 

   ・各業務のシステム利用状況 

・各団体のシステムとの連携 

・改修・新規調達の必要性 など 

 

例）総合窓口を設置する場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「宇城市」】 

参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540332.pdf 

＜対象業務の選定基準＞ 

・住民の利用率が高い業務 

  ＜選定業務＞ 

・住民担当課の業務（住基関係、戸籍関係、マイナンバー関係） 

・付随する業務と税務課の証明書発行業務、福祉関係課業務 

・年間取扱件数が多く、処理時間も比較的長い業務（住民異動届や死亡届等の戸籍関係） 
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例）近隣団体との連携を含む業務の効率化を行う場合場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「河内長野市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540326.pdf 

 調査結果から抽出した各業務の課題に関する対応を決定 

＜窓口業務に関する課題に対して＞ 

・各課の窓口機能を総合窓口化し、総合案内としてのコンシェルジュを配置 

・窓口関係各課を１階に配置し、外部委託するバックヤード業務の執務スペースを集約 

・「市民課総合窓口」「福祉総合窓口」をそれぞれ設置 

＜定型的業務に関する課題に対して＞ 

・業務フローの最適化 

  ・定型的業務を扱う事務センターを設置し、業務を外部委託 

   ＜広域連携（可能性）業務に関する課題に対して＞ 

    ・業務の共同化（外部委託） 
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＜⑤本庁各課所業務の整理＞ 

  

総合窓口化を含めて、本庁の部署間で業務の整理を行う場合、十分な調整と協議が必

要となることから、④の判断基準による機械的な判定ののち、現在の業務担当課のヒア

リングを行うことによって判断を精緻なものとされている場合も多い。 

 

特に、総合窓口化については、庁舎の新築・改築に伴ってワンストップで申請手続を

完結できる大規模な総合窓口を設置する場合、庁舎内の窓口へ案内する総合案内とフロ

アコンシェルジュを配置する場合が多い。 

 

このほか、庁舎の模様替えなどを伴わずに受付窓口で聞き取りした情報を関係部署で

共有し、民間事業者が提供するシステム経由で来庁者の申請をサポートする、いわゆる

「ワンライティング」や「書かない窓口」化や、業務の整理に伴って申請様式の簡素化

を図るなど、住民サービスの向上を向けて業務フローが整理される場合が多い。 

 

このほか、総合窓口化の前段階として、証明書発行窓口の設置やこれに伴う手数料取

扱いの一元化から着手する場合も存在する。 

 

 研究会では、鳥取市の総合窓口化に向けた検討のほか、民間事業者のサービスから船

橋市の窓口ワンストップ化の検討に協力した大日本印刷(株)の「ナビ付申請書」の導入

などの事例を紹介した。 

 

例）本庁窓口を総合窓口化し、集約した定型的業務とともに外部委託する場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「北栄町」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000490649.pdf 

＜業務体制の再編＞ 

 ・本庁の各部署が所管していた窓口機能を集約してワンストップ化 

・ふるさと納税の対応など定型的業務を集約して効率化 

・既に実施している支所窓口業務とともに外部委託の対象とする 
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例）事務センターを設置し窓口・内部管理業務を集約する場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「宇城市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540332.pdf 

＜判断基準＞ 

・年間従事時間が比較的長い業務 

・業務内容が類似している業務 

＜整理可能と判断した業務＞ 

・総務課『職員給与』 

・教育総務課『教育委員会職員の給与、服務に関する業務』 

・会計課『会計審査・出納業務』の一部 

・各部署共通の『郵便の発送業務』   など 
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＜⑥支所業務の整理＞ 

 

支所側の業務の整理としては、合併時の旧役場など出先機関の窓口を複数有している

団体がサービス水準を維持しようとする場合などに、本庁舎と支所窓口間で業務体制の

再編が行われている。このとき、支所窓口を維持して業務内容のみを整理する場合と、

支所窓口自体の整理を行う場合がありうる。 

 

このとき、各窓口が行っている入力業務を本庁側に引き上げるなど業務を集約する方

向で対応する場合と、支所単体で完結する業務・権限を増やす分散方向で対応する場合

がある。 

 

 研究会では、支所窓口への来庁者がテレビ電話システムで本庁担当者と直接やりとり

する、ＮＴＴコミュニケーションズ(株)の「ビデオカンファレンスを利用した窓口サー

ビス」のコンセプトなどを紹介した。 

 

例）支所窓口の外部委託を検証する場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「高山市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000475724.pdf 

●支所窓口業務の外部委託の可能性 

・支所窓口業務が少量多種のため、支所単位の外部委託では財政効果が確保しがたい 

・支所単体で完結可能な業務を増やす必要がある 

＜支所窓口業務に関する検討事項＞ 

・支所のみでは完結できない業務を抽出 

 →システムの利用に制約がある場合 

 →高度な判断または専門的知見が必要となる場合 など 

・課題が存在する業務（業務手順）を特定し見直し 

※専門性の高い判断業務は見直し後も本庁が担う 
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例）本庁と支所窓口の権限を整理する場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「北栄町」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000490649.pdf 

●合併後に存在した支所を本庁に統合し、支所窓口機能を民間委託 

・出張所窓口で全ての証明書発行を可能とする（交付請求書様式を統一） 

・申請等の業務は支所窓口で預かりとする 

受理不可、交付物などの支所窓口での受取可能 

・相談業務を全て本庁対応とする 

 

例）住民異動届を遠隔分散・協調処理する場合 

 【参照：H29 モデルプロジェクト「北見市」】 

  参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540314.pdf 

  ●各窓口間の業務平準化に向けた対応方針とその試行 

・各窓口で受付した住民異動届のうち、即時処理の必要のないものを遠隔処理依頼 

・住民基本台帳システムへの仮入力・照合処理を、遠隔で分散して実施 

・進捗管理は窓口支援システムで行い、処理可能な拠点が順次処理（早取り処理） 

・試行の結果判明した課題と対応策を検討 

一部システム改修が必要となる 
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＜⑦効果の試算＞ 

 

取組実施（導入）による効果を試算する。 

 

１件当たりの処理時間と処理件数などは調査によって判明しているため、これに基づ

いて重複している業務を除いた新フローの処理と現行のフローを比較することで、業務

の効率化効果や費用節減効果を試算できる。このほか、総合窓口化によって窓口間の移

動や待機に要する時間が縮減できるため、来庁者の平均滞在時間などで比較する場合も

ある。 

 

試算に当たっては、モデル的な家族とライフイベントの発生を設定し、それぞれどの

程度効果が発生するかを試算している場合が多い。 

 

例）一般的な世帯モデルを設定し、ライフイベント単位で効果を比較する場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「南城市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000475736.pdf 

＜サービス向上効果（時間縮減効果）の試算＞ 

  最大で約３０％の時間短縮が見込まれる 

・申請書記載時間の短縮 

タブレット経由で申請事項をシステム入力することによる 

  ・窓口間移動時間の短縮 

総合窓口で完結する場合／総合窓口受付後に各課で手続きする場合の２パターンで比較 

  ・窓口での手続時間の短縮 

ライフイベント単位で新フローによる一連の手続きをシミュレーション 

＜歳出削減効果の試算＞ 

  ・業務効率化に伴う処理時間短縮効果に、外部委託化を合わせて歳出削減効果を試算 
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例）工数、費用、処理時間についてライフイベントごとの効果検証（試算）を行う場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「鳥取市」】 

参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000475729.pdf 

＜工数による比較＞ 

※外部委託の効果として把握 

＜費用による比較＞ 

※外部委託の効果として把握 

＜処理時間による比較＞ 

・モデル的な家族構成について、ライフイベントごとに試算する 

→ 出生及び死亡に関して、処理時間の短縮効果は限定的 

→ その他ライフイベント関連業務については、２～３割程度の処理時間が短縮可能 

 

例）ライフイベント別に平均滞在時間と年間業務量を比較する場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「別府市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000475734.pdf 

   総合窓口化（ワンストップ化）によって生じる効果を試算 

   ＜ライフイベント別の平均滞在時間と年間業務量を比較＞ 

・３パターンで試算しそれぞれ比較 

①現在の状況 

②コンシェルジュ配置後（来庁者がコンシェルジュの申請書作成支援を受けた場合） 

③ワンストップ窓口設置後 

    ・３パターンについて、それぞれ導入コストとメリットを比較 

 

例）業務集約の段階別に効果を試算する場合 

 【参照：H29 モデルプロジェクト「北見市」】 

  参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540314.pdf 

  ＜集約の段階により設定した３つのモデルケース＞ 

   ①証明書窓口と証明書郵送請求を集約し、外部委託するケース 

→業務を集約しても人的コストが増となる 

    ②①に加え、ライフイベント手続を集約し外部委託するケース 

→業務を集約しても人的コストが増となる 

   ③②に加え、ライフイベントに関連する手続きを集約し外部委託するケース 

→集約効果により歳出削減効果が見込まれるが、事務整理を要する 
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例）削減可能時間の試算と実施前後の運営経費の比較を行う場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「船橋市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540317.pdf 

＜証明書発行／証明郵送請求の集約（外部委託）による効果＞ 

  ・証明書発行業務を集約し、発生するアイドルタイムで郵送請求に対応 

→ 削減可能時間＝現在の時間外勤務から試算 

  ・集約業務を外部委託した場合 

外部委託により人件費削減と繁閑に配慮した人員配置の実現 

    → 現在の人件費と集約後の業務委託料を比較（運営経費の比較） 

＜本庁と出先機関窓口の入力業務集約による効果＞ 

  ・出先窓口における異動入力を本庁に集約する 

   → 削減可能時間分の人件費を効果として試算 

 

例）単独での業務委託効果と共同での業務委託効果を試算する場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「草津市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540323.pdf 

＜単独での業務委託効果（現在の運営費との比較）＞ 

  ・外部委託の準備・運用費用と、正規職員が実施した場合の人件費を比較 

   α委託対象と想定した業務量より委託料及び準備費用を試算 

β委託対象業務に要している費用（調査した作業所要時間×年間発生件数） 

γ委託によって可能となる職員再配置により削減できる時間外手当 

削減効果額＝α－（β＋γ） 

＜共同での業務委託効果（単独実施と共同実施の比較）＞ 

  ・全団体が委託した場合に生じる間接費、共通経費分を削減可能として試算 
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＜⑧体制を再編する業務の確定＞ 

 

基準により選定し、効果を検証した業務について、庁内検討体制において実施内容を

確定する。 

 

例）総合窓口化と窓口支援システムによるアシストを実施する場合 

 【参照：H29 モデルプロジェクト「北見市」】 

  参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540314.pdf 

＜実施内容＞ 

●来庁者向け確認事項の可視化・ツール化 

・必要な手続を一覧可能なツールの作成 

（全体の手順や内容、確認事項をまとめており、応対時に来庁者へ提示する） 

●後工程処理担当者向けの引継ぎ事項の可視化・ツール化 

  ・外部委託時の仕様書としても利用 

●業務マニュアルの整備方法をフォーマット化 

  ・受付時にチェック事項の整理を行うための項目など 

●業務の効率化に向けた座席配置のモデル化 

  ・業務フローと整合性のある配置の検討 

 

例）３総合窓口体制における各窓口、総合案内の業務分担を設定する場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「鳥取市」】 

参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000475729.pdf 

＜新たな業務分担＞ 

●住民対応の多い３分野（住民／福祉／税務）がそれぞれ総合窓口を設置 

・共通化した様式による申請書の受け付け 

・申請内容のシステム入力 

・当該分野の窓口（ローカウンター）への来庁者案内 

●来庁者向けの総合案内とフロアコンシェルジュ（巡回）を配置 

来庁者を目的毎に案内（所管は住民担当課） 
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＜⑨業務体制の構築＞ 

 

新体制の稼働に向けたスケジュールの設定など、準備作業を行う。 

 

既に検討されている場合もあるが、本格運用に向けた組織体制や人員配置、業務スペ

ースのレイアウト、システムの導入・改修の可否などについて調整・準備を行い、各種

様式などを含む規則等の整理や新業務フローやマニュアルの改訂などを行う。 

 

例）窓口の対応スキルを確保する場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「北栄町」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000490649.pdf 

●対応スキル確保のためマニュアルの充実と研修を行う 

・総合窓口化による業務範囲の拡大に伴い、幅広い業務知識を身につける 

・外部委託の受託事業者従業員の応対スキルを確保する 

・外部委託の審査・判断業務にあたる職員のスキルを確保する 

※総合窓口化、外部委託済みの出張所窓口では、委託範囲の運用マニュアルと職員用の審査

マニュアルを整備し、適宜加筆修正を行いながら対応 

 

例）取組実施までのロードマップを作成する場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「彦根市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540320.pdf 

＜「快適」な窓口サービスの実現＞ 

・総合窓口化 

・マイナンバー対応 

 ＜「親切」な窓口サービスの実現＞ 

・ワンストップ相談窓口 

・庁舎レイアウト変更 

・窓口ＦＡＱのデータベース化 

 ＜サービスを支える仕組み・体制強化 

・申請書式の統合 

・総合窓口システム導入 

・窓口・発送業務の外部委託 

・職員スキル研修 
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例）総合窓口化に先だって業務体制の再編を実施している場合 

 【参照：H29 モデルプロジェクト「北見市」】 

  参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540314.pdf 

  ●システム活用による申請書の記載支援 

・「窓口支援システム」導－職員の受付応対（聞き取り）によりシステムから申請書を出力 

・住所等の必要情報を可能な限り出力（４情報は住基台帳と連携した宛名データ参照） 

・住民異動届作成時のデータを後続の関連手続きの申請書に反映 

  ・申請書の記載説明、記載台での事前記載、処理内容の確認に要する時間を短縮可能 

●分野別の窓口表示 

・来庁目的に合わせた分野別の窓口表示（課名表示からの変更） 

●フロアマネージャー(窓口案内係)の導入／番号発券機の導入 

 ・来庁者の一時対応及び動線整理 

●窓口事務全体での本人確認手順の統一化（事務整理） 

・市規則により受付時の本人確認の実施手順を統一化 

●手続き時の押印省略 

・本人確認と署名を前提とし認印は省略可とする 

●申請書様式の見直し・様式の標準化 

・各申請書類を「共通フレーム」と必要な「様式部品」の組み合わせに変更 

●証明交付のワンストップ化推進 

・複数種類の証明書を一括取得可能とし、申請書様式を統合 

●ライフイベント窓口のワンストップ化 

・住民異動届と、国保・後期高齢者医療・介護保険・国民年金の資格異動を一括受付 

・ライフイベント関連手続きを一括して受付可能とする 

（手続きを所管部署からの事務受任または所管部署への案内に整理） 

●「手続きチェックシート」の配置 

・各ライフイベントに伴って必要となる関連手続きのチェックシート 

・分野や目的から順にたどるように設計 

・市ホームページに掲載し、住民の事前確認も可能 
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３－３．窓口関連業務に外部委託を導入する場合 

外部委託に類する手段をテーマに選定した場合のフローを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①調査対象業務の選定     〔→P.48〕 

 
委託先想定 

 

来庁不要な申請 

手続体制の構築 

ICT の活用 業務の外部 

委託の導入 

窓口関連業務 

体制の整理 

②業務内容／業務フロー調査  〔→P.50〕 

 

ⅱ 共通部分に同じ 
④地方独立行政法人 〔→P.54 〕 

 

③民間事業者      〔→P.52〕 

 

●業務の内容に着目した選定 

●所在する庁舎に着目した選定  など 

●①で調査対象とした業務を棚卸しし、 

各業務のボリュームや手順、庁内の 

重複業務などを確認のうえ基礎資料 

を作成する 

＜調査業務のレベル＞ 

・各部署の「業務」を一覧化 

・業務を分解した「業務手順」単位 

で調査 

＜調査項目＞ 

※調査目的に応じ設定 

各パーツ内の〔→P.○〕は 

対応する解説ページ 

●法人設立の判断 

・先進事例確認 

・地域連携の可能性 

・メリットコスト比較 など 

●候補事業者の想定と事前協議 

・受託可能な事業者の存在 

 ・委託時の条件を付すか 

 地域の事業者、地域雇用 など 

委託事業者なし 
委託事業者あり 
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⑤調査結果分析（課題整理）    〔→P.55〕 

 
●集計した業務棚卸しを分析し、選択した手段に適合する「業務手順」を抽出 

＜外部委託に適合する「業務手順」＞ 

 ・業務の性質 

 ・各課所による判断 

→ 委託可能な業務、業務量を把握 

●ほか、必要に応じて検討すべき課題を抽出するための追加調査をして分析 

※外部委託については法令上の問題点の整理が必要となる 

⑥対応方針決定                〔→P.57〕 

 

業務の外部委託 

の導入を選択 

⑦効果の試算                 〔→P.61〕 

 

●確定した取組（手段）の効果を試算 

・委託費用と現行の人件費の対比（運用経費の比較） 

・窓口の改装に要する費用を含めた比較（初期費用を含めた比較） 

●新たな取組（手段）の対象となる業務を選抜するための基準を設定 

 ＜外部委託の判断基準（例）＞ 

・例外処理が少なくマニュアル化が容易 

・業務量が一定以上見込める業務 

●庁内検討体制において、新たな取組（手段）を確定 

●選定した業務と新たな取組（手段）をイメージ化 

・新たな体制（組織・人員・システム） 

・新業務フローの設定 

・新たな業務マニュアルの作成 

 ※新業務フローとマニュアルは委託仕様書としても活用される 
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●定めた基準により対象となる業務を確定 

・現担当課との調整 

 ・委託先事業者との協議 

⑨業務体制の構築       〔→P.66〕 

 

●新体制稼働までのスケジュール管理 

 ・新業務フロー・マニュアルの確定 

 ・団体側と委託事業者の配置調整（組織・人員） 

 ・フロアレイアウト（委託事業者スペースの区分） 

検討終了 

具体の準備 

手続へ 

⑧委託対象業務の確定     〔→P.65〕 
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＜①調査対象業務の選定＞ 

 

業務の外部委託による業務の効率化とコア業務への職員の集中を図るために、窓口関

連業務のうちで外部委託の可能性がある業務を調査対象として選定する。各団体におけ

る判断のほか、法令上の制限なども踏まえて選定することとなる。 

 

ただし、外部委託においては一定の委託業務量を確保し、スケールメリットを出す必

要があるため、窓口関連業務以外の庶務業務や内部管理業務、ふるさと納税の返礼など

比較的単純な業務を加えて広く調査対象とする場合がある。逆に、ライフイベント関連

業務の集約と合わせて外部委託を検討する場合など、調査目的から調査対象業務を限定

する場合がありうる。 

 

総務省において、「地方公共団体の窓口業務における適正な民間委託に関するガイドラ

イン（参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000543071.pdf）」と、関連する通知集（参

考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000543073.pdf）が取りまとめられており、このう

ち内閣府通知の窓口２５業務を対象として調査が行われることが多い。 

 

 なお、調査対象となる業務担当者の負荷にも配慮した調査範囲の設定が必要となる。 

 

例）Ｈ２７．６内閣府通知の窓口２５業務（本庁・支所）を調査対象とする場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「高山市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000475724.pdf 

＜調査目的との対応＞ 

    ・現行の業務フローの課題を確認するため、業務を幅広に棚卸し 

・必要に応じて追加調査を実施 

 

例）市民向けの窓口サービス業務（２０３業務）を調査対象とする場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「鳥取市」】 

参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000475729.pdf 

＜調査目的との対応＞ 

 ・総合窓口化と外部委託の対象業務を確認 

＜調査対象＞ 

・ライフイベントにかかる市民課窓口業務を中心 

・窓口業務以外のアウトソーシングを検討する業務を含む 

※事業者向け窓口サービスを除く 
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例）予算化されていない人件費事業を含む全事業を調査対象とする場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「北栄町」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000490649.pdf 

   ＜調査目的との対応＞ 

    ・外部委託可能な業務を抽出 

※保育士（臨時職員）と短時間勤務職員を除く全ての職員を調査 

 

例）職員インタビューの結果から調査対象業務を選定する場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「須惠町」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540329.pdf 

＜インタビュー対象業務＞ 

・窓口業務（異動、印鑑登録、証明、資格得喪、相談対応など） 

・各部署で共通して発生する事務業務（文書受付、施設管理など） 

・職員が対応している業務や負荷が発生している業務（水道検針など）  など 

 

例）複数団体共同での外部委託の可能性のある業務を調査する場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「草津市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540323.pdf 

＜窓口業務（住民異動に伴う主な手続き）のうち共同外部委託の可能性のある業務＞ 

  ・住民異動手続き 

・戸籍異動手続き 

・印鑑登録、証明書交付 

・証明書発行(住民票の写し、戸籍謄抄本等) 

・小中学校の手続き 

・国保、後期高齢の各種申請 

・介護、医療、障害関係の各種申請 

＜バックヤード業務のうち共同外部委託の可能性のある業務＞ 

  ・総合窓口対象手続きのバックヤード業務 

・年間件数の多い各種入力、通知 

・発送業務•会計事務（支払審査、物品台帳処理、収入振替処理） 

・学校、子ども、障害福祉、保険年金、税関係等の業務 

・会計調書作成事務 
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＜②業務内容／業務フロー調査＞ 

 

①で調査対象とした業務を、以降の分析に必要なレベルに分解するとともに、それぞ

れ必要な調査項目を設定し業務の現状を確認する。併せて現在の業務フローを確認する

場合もある。 

 

調査レベルは、調査対象「業務」を所管している部署毎に一覧化し、業務を実施する

際の「業務手順」単位で行うのが一般的である。なお、事前に調査要領において「業務」

を各部署の業務分担表から選び出すのか、申請書単位で選び出すのかなどを決定してお

く必要がある。 

 

基本的な調査項目は、「業務手順」ごとの業務のボリューム（時間、人員、申請件数（月

次・年次）など）と業務の分野、実施内容となる。これにより、業務手順の重複など業

務体制を整理すべき項目を判別し、削減可能な業務量を把握することができる。 

 

このほか、調査目的により、例えばライフイベント関連業務の総合窓口化を想定して

いるような場合には、関連するライフイベントの種類と現在の処理フロー（来庁者が提

出する様式や業務に利用するシステムなど）、業務集約に対する現在の所管部署の判断な

ど、総合窓口化可能な業務手順を判別するための調査項目が設定される。 

 

以上を各部署から集計し、判断の基礎資料として一覧化する。 

 

例）業務実態を調査し現行事務処理フローを整理する場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「鳥取市」】 

参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000475729.pdf 

＜調査項目＞ 

・業務概要 

・ライフイベントとの関連性 

・対象者（市民／事業者） 

・サービス提供を受ける要件 

業務段階別サービス処理手続きのフロー（フロント・ミドル・バックに区分） 

・１件当たりの処理時間（段階別） 

・年間処理件数（※月ごとの繁閑差に留意） 

・対応する職員種別（正規／非常勤／臨時など） 

・外部委託に関する法的制約の有無      など 
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例）業務内容調査とヒアリングを組み合わせて外部委託可能業務を抽出する場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「北栄町」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000490649.pdf 

   ＜調査項目と手順＞ 

・「業務量」「業務の性質」の把握 

・「業務の性質」からヒアリングを行う業務を選抜 

    ・職員ヒアリングにより外部委託可能性のある業務を抽出 

     →委託の可能性が高い業務：「窓口」「庶務」など定型的な作業が含まれる業務 

定型的な作業が含まれる業務をさらに実態調査 

 

例）自団体の職員インタビューにより調査棚卸表を作成し広域連携の可能性を調査する場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「須惠町」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540329.pdf 

●自団体のインタビューにより業務棚卸表を作成（業務一覧） 

 ＜調査項目＞ 

・現状業務の棚卸し（業務概要、業務手順など） 

・部署・担当者の判断 

業務集約化やアウトソーシングの可否について（業務量、専門性など） 

当該部門の現状と今後のあり方について（業務の必要性、人員体制など） 

部門横断的な業務最適化の施策及び効果と実現可能性について（集約の可能性など） 

システムの状況について（共同調達している基幹業務システムの課題、改修の必要性） 

     部門固有の業務最適化の施策及び効果と実現性について（テレワークの可能性など） 

●業務棚卸表に基づいて連携先団体における業務量を把握 

  ＜調査項目＞ 

  ・標準的処理時間 

  ・年間発生件数 

※先行調査した自団体の業務量を参考記載して配布 
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＜③委託先想定：民間事業者＞ 

 

①で調査対象とした業務について、業務内容等の把握と並行して委託先となる事業者

の存在を確認する必要がある。 

 

窓口業務のみを委託するか、その他の庶務業務等を含むかなどによって異なるが、団

体の窓口業務受託経験のある事業者のほか、民間の人材派遣事業者、地域において対応

の可能性がある団体などに事前調査がされている。 

 

また、地域における雇用や障害者の働く場の創出など、外部委託による業務の効率化

に限られない場合、事前の調査・調整が重要となる。 

 

例）民間事業者の参加資格と選定方法について事前検討する場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「鳥取市」】 

参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000475729.pdf 

   ＜参加資格＞ 

・委託事業の確実性及び効率的な業務実施の担保が必要 

・事業者の経営状況等について合理的な範囲で条件を設定 

   ＜選定方法＞ 

・事業者の有するノウハウを評価可能な方法が必要 

 

例）先進事例の確認時に受託可能性のある事業者を調査する場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「北栄町」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000490649.pdf 

●先進団体の事例調査に併せて実施 

・委託状況確認時に可能性のある事業者を確認 

・確認した事業者のうち 

県内に拠点を有する事業者（（株）共立メンテナンス）からヒアリング 

事業者の多い関西圏などを調査 
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例）外部委託にあたり地域経済活性化等の効果創出を含めて検討する場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「別府市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000475734.pdf 

   ＜候補事業者の抽出条件＞ 

・長期的に本市に存在しているなど地域に根付いた事業者であること 

・継続的な人材の確保・育成が可能であること 

・適切なガバナンス体制を有していること 

   ＜条件を満たす事業者との協議内容＞ 

    ・執務スペース 

    ・人材の確保 

・セキュリティ、契約内容 など 

 

例）業務委託の市場性を確認する場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「彦根市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540320.pdf 

＜確認事項＞ 

・事業者の拠点がある都市からの距離 

・想定される業務量 

・現在の職員の継続雇用の可能性    など 

 

例）受託可能性のある団体を性質別に検討する場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「須惠町」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540329.pdf 

＜可能性のある団体＞ 

・民間事業者 

・同町のオープンイノベーションセンター 

・地方独立行政法人 

＜検討内容＞ 

・法人の性質と受託可能な業務の範囲 

・期待される業務品質 

・住民サービスの向上効果 

・歳出削減効果       など 
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＜④委託先想定：地方独立行政法人＞ 

 

外部委託先の可能性としては、地方独立行政法人法改正に伴い新設された「申請等関

係事務処理法人」がある。地方独立行政法人法に処理可能な業務が規定され、民間事業

者では実施できない「公権力の行使に当たる業務」を含め一連の窓口関連業務が委託可

能であるほか、地域に受託可能な民間事業者が存在しない場合にも業務委託が可能とな

るメリットがある。 

 

しかし、この制度はＨ３０年度の業務改革モデルプロジェクト「掛川市」において検

討対象とされているものの、設置事例は存在しておらず、法人の設立・運営に関するノ

ウハウも存在しないため、当研究会では設置による効果などの検証はできていない。 

 

なお、地方独立行政法人への業務委託のメリットについては、法人の設立事務及びそ

の後の運営（受託事務量の確保）を含めて、検証を行う必要がある。 

 

例）地域独立行政法人で可能となる事務の確認のほか、メリットとコストを比較する場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「須惠町」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540329.pdf 

   ＜制度のメリット＞ 

・公権力の行使に当たる業務を委託可能 

・事業、予算執行、雇用形態の柔軟性 

＜デメリット＞ 

・法人の設立・運営等に係る負荷 

・人材の確保、労務管理など 

 

例）窓口業務への地方独立行政法人制度の活用を検討しようとする場合 

【参照：H30 モデルプロジェクト「掛川市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/iken/02gyosei04_04000095.html 

   ＜検討内容＞ 

・業務範囲 

・法人と市が担う事務を整理し新業務フローを作成 

・業務量確保のため、広域での地方独立行政法人の設立の可能性 

※報告書は H30 年度末に公開予定 
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＜⑤調査結果分析（課題整理）＞ 

 

②の一覧を分析することにより、業務体制の再編の対象となる「業務手順」を抽出で

き、これによって現在の業務体制が有している課題が具体化・可視化される。 

 

ここで外部委託による業務の効率性や、課題をさらに具体的に確認するためため、追

加調査として法令上の制限や先進事例の取扱い、所管部署や担当者の判断に関するヒア

リングを行う場合もある。 

 

また、複数団体が連携した外部委託についても検討がなされている。モデルプロジェ

クトでは外部委託の広域連携実施を視野に入れた検討が行われているほか、当研究会に

おいても興味を示した団体が存在する。 

 

 一般に、外部委託等の導入にあたっては、各担当部署で業務の棚卸しを行った後、基

準を定めて委託の対象業務を選定し、各部署の処理フローを改めることになる。これら

の調査・検討を複数団体で行ったうえ、十分な費用対効果を得られる形で実施すること

は、特にカスタマイズの進んでいる窓口業務において困難との結論に達した団体も見ら

れたが、複数団体が同一の業務システムを導入しているなど、共通性が強い団体間では

業務の最適化と併せて検討されている例がある。 

 

例）本庁・支所それぞれの業務の外部委託可能性を分析する場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「高山市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000475724.pdf 

＜本庁の窓口関連業務＞ 

・外部委託可能業務：市民課住民係分 13,385 時間 

・不可能である業務：市民課国保係分 4,103 時間：判断業務が多いため 

市民課業務係分 3,800 時間：専門性の高い業務が多いため 

その他     医師等との連携が必要、相談業務と不可分な業務など 

＜支所の窓口関連業務＞ 

・支所単体では業務量を確保できない 

・複数の支所をパッケージ化するなどして業務量を増加させる必要がある。 
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例）近隣団体間の業務量や業務フロー、課題の違いなどを確認する場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「須惠町」】 

参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540329.pdf  

＜総論＞ 

・基幹業務システムを共同調達している 

・同一システム利用により窓口業務フローに大きな違いは見られない 

・事務処理負荷の軽減が課題と考えられている 

→ 近隣自治体間で広域連携の可能性のある業務が存在する 

 ＜窓口業務の差異＞ 

・業務の役割分担（担当：正職員／臨時・嘱託職員）が異なる 

・業務における確認回数が異なる（事務ミス、リスクへの考え方の違いから） 

→ 一部業務において業務量（時間）に差が存在する 

＜その他事務業務の差異＞ 

・業務の役割分担（担当：正職員／臨時・嘱託職員）が異なる 

・事業者への委託業務に違いが見られる 

・業務の実施頻度が異なる 
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＜⑥対応方針決定＞ 

 

調査対象とした業務について、改善の方針（大枠）を決定する。 

 

多くの場合、業務手順を外部委託の対象とするかの選定基準を定め、これにより判断

がなされている。 

 

必要に応じて、選定した業務について、新たな業務フローの作成や、これを執行する

体制（組織・人員・業務システム）を想定する。特に外部委託においては偽装請負との

判断を受けないよう、業務スペースの区別や業務の受け渡し手順について十分な検討が

必要となる。 

 

請負手続きについては、内閣府より「地方公共団体の適正な請負（委託）事業推進の

ための手引き（参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000441007.pdf）」が公表されて

おり、契約に当たって注意すべき事項などが取りまとめられている。 

 

例）幅広に棚卸しした課題から適切な手段を選択する場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「高山市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000475724.pdf 

＜窓口サービス全体について＞ 

・総合窓口を導入 

・関係する各部署を横断した形で包括的な外部委託を実施 

（現在は各部署個別に外部委託） 

＜支所機能について＞ 

・支所窓口業務量が少ないため委託先が確保できない 

→ 市社会福祉協議会への委託を検討 

（現在支所窓口で「福祉サービス総合相談支援センター」業務を受託） 

・業務量確保（支所で処理完結する業務の増）に向け、本庁との職務分掌の見直し 
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例）総合窓口化と外部委託の対象業務を判断する基準を設定する場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「鳥取市」】 

参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000475729.pdf 

●総合窓口化及び外部委託の範囲を設定するための基準 

＜基本的な判定基準＞ 

   ・フロント業務：窓口での直接対応など 

    → 高度な相談を伴わない基本的な受付・交付は委託可能 

   ・ミドル業務：受付後の書類点検、書類作成、決定など 

    → 検認作業（市職員対応）以外の確認・作成は委託可能 

   ・バック業務：即時／即日対応を要しない内部処理、審査、決定 

    → 送付、台帳管理等多くの事務で委託可能 

＜具体の判断を行う際の視点＞ 

   ・外部委託の範囲（一括委託／段階的な範囲拡大の可能性） 

   ・契約期間 

・導入までの準備期間（スケジュール管理） 

・経費試算（コスト／メリット） 

・各業務段階の最適な担い手（正規／非常勤／臨時／外部委託） 

・想定されるリスクとこれに対する対応 
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例）総合窓口化と外部委託の可能性を２段階で判断する基準を設定する場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「彦根市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540320.pdf 

＜外部委託を機械的に判断する基準＞ 

・フロント業務：高度な相談が伴わなければ受付・交付ともほぼ委託可能 

・ミドル業務 ：検認業務は市職員実施、その他の確認・作成業務はほぼ委託可能 

・バック業務 ：送付・台帳管理事務などほぼ全ての業務で委託可能 

＜具体的な選定基準＞ 

    業務担当課職員へのインタビュー調査から機械的判断を調整 

・審査の定型性と専門性 

・予定される業務量（一定数の確保が可能であること） 

・１件当たりの処理時間（時間を要しない業務であること） 

 

例）外部委託対象業務と業務フロー見直し業務の選定基準を設定する場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「須惠町」】 

参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540329.pdf  

＜外部委託対象業務を選定する基準＞ 

・住民担当課窓口業務、児童手当関連業務、税証明発行業務（総合窓口化の可能性）より 

・３団体とも一定の業務量が確保できる（合計で年間 2,000 時間程度確保可能） 

・外部委託により職員と事業者の間で複雑な役割分担が発生しない（業務効率性） 

→ 選定基準より「住民票等の発行業務」と「証明書の発行業務」を選定 

→ 業務量確保などの観点から「支出命令書等の作成業務」を併せて対象業務とする 

＜業務フローの見直し対象＞ 

・住民票の写しの発行 

・税証明の発行 

・支出命令書等の作成 

→ 選定業務について外部委託を想定した新業務フローを作成 

→ 外部委託に際して最適化が必要な業務手順を抽出 
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例）窓口・内部管理業務の外部委託を判断するための基準を設定する場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「宇城市」】 

参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540332.pdf 

＜窓口業務の外部委託判断基準＞ 

業務効率性より年間業務のボリュームが多い業務を対象 

・年間取扱件数（1,000 件以上） 

・１件あたり処理時間（10 分以上） 

 ※いずれも充足する業務 

＜内部管理業務の外部委託判断基準（いずれも充足する業務）＞ 

アンケートより外部委託に親和性の高い工程を対象 

・年間従事時間（200 時間以上） 

・定型業務が該当業務に占める割合（50%以上） 

※いずれも充足する業務 
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＜⑦効果の試算＞ 

 

取組実施（導入）による効果を試算する。 

 

１件当たりの処理時間と処理件数などは調査によって判明しているため、これに基づ

いて重複している業務を除いた新フローの処理と現行のフローを比較することで、業務

の効率化効果や費用節減効果を試算できる。 

 

総務省より「窓口業務の民間委託による効果についての参考事例集（参考ＨＰアドレス 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000590634.pdf）」が公表されており、それぞれ市民サービス

の向上、業務の効率化、経費の節減の観点から把握された効果が例示されている（モデ

ルプロジェクト以外の団体）。 

 

なお、外部委託では 

・委託先への経験値の蓄積と安定的な業務の実施 

・繁閑による業務量の増減に対応した人員体制の構築 

・採用や指導、スケジュール管理に要する正職員の業務負荷の低減 

などが一般的なメリットとされる。コスト面では、正規職員による窓口対応に比して低

減可能とされるが、従来臨時・非常勤対応していた団体ではコスト低減を明確な目的と

されていない。 

 

研究会参加団体において、委託先事業者の存在と導入による費用対効果の確認が懸念

事項とされたが、いずれも業務量の確保と関係する問題となる。一定の業務量を確保で

きない場合、事業者側・団体側とも費用に見合う効果が得られないため、窓口業務にあ

わせて単純業務などを外部委託する、または庁舎管理なども含め包括的に委託している

先進団体も存在するほか、複数団体の連携も同様の観点から検討されているものといえ

る。 

 

業務量の確保については、対象とする業務の種別や支所を対象とするかなど各団体の

前提条件により大きく異なることから、費用対効果を研究会の検討対象とできなかった。

なお、参加団体のうち、秋田市では総合案内機能とフロアマネージャーの配置、代表電

話対応を外部委託しているが、庁舎新築に伴う総合窓口化の一環として新規に委託した

ものであり、県外の実施団体からは、行政コスト縮減ではなく住民サービス向上の観点

から導入しているとの説明が多かった。 
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モデルプロジェクト実施団体では、業務の棚卸しと設定した基準により算出した業務

量から費用対効果を確認しているが、導入前後の運用経費（人件費の差）で把握するも

の、導入経費も含めて比較するもの、臨時職員の管理や委託先事業者のモニター業務を

含めて比較するもの、委託業務量を複数の場合に分けて比較するものと様々であった。 

 

 なお、研究会の中で、総務省から地方独立行政法人への窓口業務の委託について説明

を受けたが、これについても法人の設置・管理に要する団体側のコストと確保可能な業

務量が想定できない状況では、解決策となりうるかの判断は下しがたい。 

 

例）外部委託によって効率化可能な業務時間から効果を把握する場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「高山市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000475724.pdf 

   ●検討対象業務のうち、効率化可能な割合を算出 

    ・60%＝外部委託可能と判断した業務に要する時間／検討対象業務全体に要する時間 

 

例）工数、費用、処理時間それぞれの効果を検証（試算）する場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「鳥取市」】 

参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000475729.pdf 

＜工数による比較＞ 

・事務処理フローから外部委託可能な工数を算出し、現在と見直し後を比較 

→ ７７％＝外部委託可能 53,000 時間／現在の業務従事 69,000 時間 

→ ５９％（正職員対応業務のみ） 

＝外部委託可能 17,000 時間／現在の業務従事 29,000 時間 

＜費用による比較＞ 

・職員別の工数に年間平均処理件数と職種別の人件費単価を乗じて算出して比較 

→ 外部委託後費用 157,000～197,000 千円／現在の業務費用 190,000 千円 

※現在臨時職員が対応している業務について、外部委託の費用対効果は限定的 

＜処理時間による比較＞ 

→総合窓口化の効果として把握 
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例）総合窓口と庶務業務を合わせた外部委託による削減効果額を試算する場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「北栄町」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000490649.pdf 

＜外部委託可能＞ 

・検討対象業務のうち（1,518 手順／年業務時間 335,058 時間）、11％が外部委託可 

・正職員対応業務の削減可能時間×（正職員人件費単価－民間人件費単価） 

＋臨時対応業務の削減可能時間×（臨時職員人件費単価－民間人件費単価） 

＝8,645 千円／年の削減効果が生じると試算 

 

例）本庁・出張所窓口の外部委託による削減効果額を運用コストから比較する場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「別府市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000475734.pdf 

＜出張所窓口業務＞ 

・運用コスト（人件費）を試算して比較 

  ※同市の想定受託先は社会福祉法人でありコスト削減以外に福祉面の目的設定あり 

＜本庁窓口業務＞ 

・証明書発行業務及びコンシェルジュ業務について運用コスト（人件費）を試算 

  ・把握した業務量に正規・非正規職員の割合から算出した平均人件費を乗じて算出 

 

例）広域連携により３町の業務フロー最適化効果を試算する場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「須惠町」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540329.pdf 

＜広域連携により３町の業務フローが最適化された場合の効果＞ 

  ・効率化前後の処理に要する時間により比較 

効果（時間）＝３町の現行処理時間の計－３町の業務フロー最適化後処理時間の計 

＜連携業務の外部委託と最適化による効果を試算＞ 

  ・現行フローと新業務フローの費用により比較 

効果（費用）＝｛現行業務処理時間（年間／正職員）×正職員人件費＋ 

         現行業務処理時間（年間／臨時・嘱託職員）×臨時・嘱託人件費｝ 

         －｛新業務フロー処理時間（年間／正職員）×正職員人件費＋ 

           新業務フロー処理時間（年間／臨時・嘱託職員）×臨時・嘱託人件費

＋委託業務処理時間（年間）×委託分人件費（ヒアリングによる）｝ 
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例）外部委託による人件費削減効果、再配置可能人員、歳出削減効果を試算する場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「宇城市」】 

参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540332.pdf 

  ●調査結果より条件を設定して試算 

＜条件＞ 

・外部委託による効率化可能時間（調査結果より） 

・職員１人当たりの人件費単価（給与費） 

・外部委託に要する費用（既存の委託契約または事業者ヒアリングより） 
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＜⑧委託対象業務の確定＞ 

 

基準により選定し、効果を検証した業務について、庁内検討体制において外部委託す

ることを確定する。 

 

例）外部委託対象業務を確定する場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「須惠町」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540329.pdf 

＜委託対象業務＞ 

   ・住民票等の発行業務 

・証明書の発行業務 

・支出命令書等の作成業務 
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＜⑨業務体制の構築＞ 

 

新体制の稼働に向けたスケジュールを定め、準備作業を行う。 

 

既に検討されている場合もあるが、本格運用に向けた組織体制や人員配置、業務スペ

ースのレイアウト、システムの導入・改修の可否などについて調整・準備を行い、各種

様式などを含む規則等の整理や新業務フローやマニュアルの改訂などを行う。 

 

総務省からは、入札契約時の参考として「市区町村の窓口業務に関する標準委託仕様

書（参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540329.pdf）」といくつかの代表的な業

務手順書が示されている。 

 

例）外部委託の導入スケジュールを設定し、効果検証方法を定める場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「須惠町」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540329.pdf 

＜外部委託導入スケジュールの作成＞ 

・同町における証明書発行窓口における証明書発行関連業務と支出命令書等の作成補助業務 

（小中学校及び保育所等の支出に係るもの等）を先行実施 

・委託対象業務及び業務フローの精査 

・各種申請書等の様式改善 

・公募に向けた仕様書等の準備、レイアウトの変更 

プロポーザルにより、対象業務に対する理解、受託実績、人材の確保・育成、事業継続性（財

務状況等）、個人情報管理等の法規制への対応体制、価格を評価 

   ＜ＫＰＩによる導入後の効果検証＞ 

・窓口業務 

住民満足度、窓口での待ち時間、クレーム件数、ミス発生件数、歳出削減効果 等 

・事務業務 

ミス発生件数、業務実施の期間や所要時間、歳出削減効果 等 
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３－４．ＩＣＴの活用により業務の効率化を図る場合 

ＩＣＴの活用に類する手段をテーマに選定した場合の具体的なフローを示す。 

 （※単体の導入ではなく、他の場合と複合して検討される場合が多い） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

窓口関連業務 

体制の整理 

 

来庁不要な申請 

手続体制の構築 

ICT の活用 業務の外部 

委託の導入 

①調査対象業務の選定     〔→P.70〕 

 

 ●システムを利用する業務（業務手順）に着目した選定 

 ●更新されるシステムの機能に着目した選定 

②業務内容／業務フロー調査  〔→P.71〕 

 

●①で調査対象とした業務を棚卸しし、各業務のボリュームや手順などを確認の 

うえ基礎資料を作成する 

＜調査業務のレベル＞ 

・各部署の「業務」を一覧化 

・業務を分解した「業務手順」単位で調査 

＜調査項目＞ 

※調査目的に応じ設定 

以降でＩＣＴ利用による効率化の可能性を検証するため、 

現業務でのシステム使用状況（システム名、業務工程、操作内容等） 

選択した手段を実施する場合、システム改修の必要性（担当課の判断） 

選択した手段を実施する場合、新システム導入の必要性（担当課の判断） 

を確認する調査項目が必要となる 

 

各パーツ内の〔→P.○〕は 

対応する解説ページ 
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④対応方針決定        〔→P.73〕 

 

⑤効果の試算         〔→P.74〕 

 
●システム等を導入した場合の効果を試算 

・業務処理時間の比較 

・来庁者の平均滞在時間（待機時間含む） 

などをモデル（ライフイベント単位）で比較 

  ・一部窓口などで試行した場合は満足度調査を実施 

ＩＣＴの活用 

を選択 

③調査結果分析（課題整理）  〔→P.72〕 

 

●集計した業務棚卸しを分析し、選択した手段に適合する「業務手順」を抽出 

●ほか、必要に応じて検討すべき課題を抽出するための追加調査をして分析 

・業務担当者ヒアリング（業務執行時の課題） 

・情報部門担当者ヒアリング（可能性とコスト算定） 

・民間事業者ヒアリング（パッケージ、仕様、見積もり） 

・先進事例の調査、ヒアリング、視察 

●新たな取組（手段）の対象となる業務を選抜するための基準を設定 

基準はシステム導入による効率化とコストを比較するものになる 

＜ＲＰＡの導入の判断基準（例）＞ 

・業務量のボリュームが大きい 

・作業内容とＲＰＡの親和性（データ読取・入力・チェックなど） 

●庁内検討体制において、新たな取組（手段）を確定 

●選定した業務と新たな取組（手段）をイメージ化 

・新たな体制（組織・人員・システム） 

・新業務フローの設定 

・新たな業務マニュアルの作成 

 ※新業務フローとマニュアルは仕様書としても活用される 
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⑥ＩＣＴ導入業務の確定    〔→P.75〕 

 

⑦業務体制の構築       〔→P.76〕 

 

検討終了 

具体の手続きへ 

●定めた基準により対象となる業務を確定  

・現業務担当課との調整 

 ・ベンダー等との協議 

●新体制稼働までのスケジュール管理 

 ・新業務フロー・マニュアルの確定 

 ・システムの仕様、運用開始時期 

 ・フロアレイアウト 
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＜①調査対象業務の選定＞ 

 

窓口業務のうちでＩＣＴの活用による効率化の可能性がある業務を調査対象として選

定する。業務体制の再編などと併せて調査される場合も多く、現在システムを利用して

いる全業務を対象とする場合（システム改修を前提とするなど）のほか、特定のシステ

ム導入を前提として調査を行う場合がある。 

 

ＩＣＴの活用による業務の効率化に向けて、窓口関連業務のうちで可能性がある業務

を調査対象として選定する。システムの更新や改修が予定され、現在同システムを利用

している業務全てを対象に調査を行う場合と、効率化を図りたい業務が特定されており

その効率的な実施に向けて導入するシステムの運用方法を検討する場合などがありう

る。 

 

 いずれの場合であっても、システム担当部署と協議のうえ、調査範囲の設定が必要と

なる。 

 

例）ライフイベント届出に伴って発生する手続きが含まれる業務分野を調査対象とする場合 

 【参照：H29 モデルプロジェクト「北見市」】 

  参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540314.pdf 

＜調査目的との対応＞ 

 ・本庁、支所窓口間における業務量の平準化 

 ・処理の共通化とシステム連携による入力処理の遠隔分散・協調処理の可能性検証 

＜調査対象業務＞ 

 ・ライフイベントの起点となる住民異動手続を対象 

 

例）住民異動を起点とした手続き（転入・転出・転居）を調査対象とする場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「船橋市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540317.pdf 

＜調査目的との対応＞ 

・申請書作成支援システムの導入効果を調査 

（システムと対応させるため現行の申請書単位で調査） 

・スモールスタートを想定し、対象を限定 
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＜②業務内容／業務フロー調査＞ 

 

①で調査対象とした業務を、以降の分析に必要なレベルに分解するとともに、それぞ

れ必要な調査項目を設定し業務の現状を確認する。併せて現在の業務フローを確認する

場合もある。 

 

調査レベルは、調査対象「業務」を所管している部署毎に一覧化し、業務を実施する

際の「業務手順」単位で行うのが一般的である。なお、事前に調査要領において「業務」

を各部署の業務分担表から選び出すのか、申請書単位で選び出すのかなどを決定してお

く必要がある。 

 

基本的な調査項目は、「業務手順」ごとの業務のボリューム（時間、人員、申請件数（月

次・年次）など）と業務の分野、実施内容となる。これにより、業務手順の重複など業

務体制を整理すべき項目を判別し、削減可能な業務量を把握することができる。 

 

このほか、ＩＣＴ利用による効率化の可能性を検証するための調査項目として 

・現業務でのシステム使用状況（システム名、業務工程、操作内容等） 

・システム改修の必要性（業務担当課／情報担当課の判断） 

・新システム導入の必要性（業務担当課／情報担当課の判断） 

などが設定される。 

 

以上を各部署から集計し、判断の基礎資料として一覧化する。 

 

例）現行の申請書単位で業務内容ヒアリングを行い、業務フローを作成する場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「船橋市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540317.pdf 

   ＜調査内容＞ 

・業務フロー図：業務全体を俯瞰する 

・業務記述書：業務の流れを詳細に記述 

・ＲＣＭ（リスクコントロールマトリクス）：業務上のリスクや課題の共有 

発生時のコントロール 

※マニュアルとして利用可能なレベルで作成 
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＜③調査結果分析（課題整理）＞ 

 

②の一覧を分析することにより、ＩＣＴの活用による効率化の対象となる「業務手順」

を抽出でき、これによって現在の業務体制が有している課題が具体化・可視化される。 

 

ここでＩＣＴの活用による業務の効率化の手法や、課題をさらに具体的に確認するた

めため、追加調査として望ましい業務フローについて先進団体における対応、サービス

事業者との協議、所管部署や担当者の判断に関するヒアリングを行う場合もある。 

 

例）現行申請手続の課題を把握し申請支援システム導入による効果を確認する場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「船橋市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540317.pdf 

＜業務担当者がリスク・課題と認識している事項＞ 

・問題のエスカレーションや手戻りによる業務負荷の発生 

窓口での質問が定まっていないことにより審査作業が遅延する 

他部署における手続の案内ミスによりクレームが発生する 

異動入力のミスや手戻り（前行程の修正内容が確認できないなど）が発生する 

＜「ナビ付き申請書」を導入した場合＞ 

    ・質問事項の統一化、業務の均質化、手書き項目の減少により審査の遅延が減少 

    ・申請書のナビゲーション機能によりクレームが減少 

    ・入力、修正事項の明確化により手戻りを減少 

     

※「ナビ付き申請書」 

大日本印刷(株)が開発した申請書作成支援システム。 

・来庁者がシステム上で来庁目的を選択することで、必要となる手続きと申請書を特定し、

提出先窓口へのガイドを受けられる。 

・複数様式提出の場合、従前の入力内容が他様式に反映され、省力化・効率化が図られる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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＜④対応方針決定＞ 

 

調査対象とした業務について、改善の方針（大枠）を決定する。 

 

多くの場合、業務手順をＩＣＴの活用の対象とするかの選定基準を定め、これにより

判断がなされている。 

 

必要に応じて、選定した業務について、新たな業務フローの作成や執行体制（関連す

る組織・人員、業務システムの仕様）を設定する。 

 

例）現行の申請手続を申請支援システムの対象とするかの判断基準を設定する場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「船橋市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540317.pdf 

＜判断基準＞ 

当該手続が異動手続と同タイミングで実施されているか 

（手続の現状や頻度、業務量） 

当該手続を対象とすることに実施上の課題、問題点はあるか 

（手続上の課題の有無） 

当該手続は異動手続と同時に行うことが理想的か 

（導入の必要性） 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

例）ＲＰＡに適した業務を選抜するための基準を設定する場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「宇城市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540332.pdf 

●年間業務従事時間のボリュームがあり、かつＲＰＡにより代行可能な工程が多い業務 

 ＜窓口業務をＲＰＡの対象とする際の判断基準（いずれも充足）＞ 

・年間取扱件数（1,000 件以上） 

・1 件当たりＲＰＡ化できる時間比率が高い（50%以上） 

＜内部管理業務をＲＰＡの対象とする際の判断基準（いずれも充足）＞ 

・年間従事時間（200 時間以上） 

・定型業務が該当業務に占める割合（30%以上） 
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＜⑤効果の試算＞ 

取組実施（導入）による効果を試算する。 

 

１件当たりの処理時間と処理件数などは調査によって判明しているため、これに基づ

いてシステム等を導入した場合のフローと現行のフローを比較することで、業務の効率

化効果や費用節減効果を試算できる。 

 

モデル的な家族とライフイベントの発生を設定し、それぞれどの程度効果が発生する

かを試算する場合のほか、対象とする窓口を絞って試行する場合がある。 

 

なお、ＩＣＴの活用の手法は、他の手法と関連して実施される場合が多く、繁忙期の窓

口の混雑を緩和するため来庁せずに申請手続きを可能とする（電子申請の拡大）、総合

窓口で受付・入力したデータを他部署窓口と共有する、窓口間で業務量を平準化するな

ど、多くの場合に関与する。 

 

 将来の職員減少への対応や、支所などが統合された場合のサービス機能の維持、来庁

が困難となる高齢者への対処などの必要性に対応することが期待されるが、システムの

共通化はその前提として業務の平準化が求められるため、複数団体による共同実施を検

討しやすいテーマと考えられる。 

 

例）システム連携による窓口間の遠隔分散・協調処理を試行する場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「北見市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540314.pdf 

●一部の窓口間で遠隔分散・協調処理を試行 

・処理依頼登録からおおむね３０分以内にいずれかの拠点で処理 

・状況によって３０分以上処理されずに残る事象も確認 (最終的に処理) 
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例）申請支援システム導入の効果を試算する場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「船橋市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540317.pdf 

＜窓口滞在時間の削減率を試算＞ 

・世帯モデルを設定し、転入手続きについて比較 

  ・異動届の記入時間など、９．５％の削減が可能 

  ・申請書作成にマイナンバー（４情報）を利用した場合、１６．２％までの削減が可能 

＜手戻りの発生件数を検証＞ 

  ・実際に発生した手戻り（週当たり４５件）中、約４５％が回避可能 

＜住民満足度の把握＞ 

  ・従前から継続して窓口サービスに関する満足度を把握 

  ・手続き全体について満足・やや満足との回答が９５％（前年比４．１％増） 

 

例）ＲＰＡの効果を実証実験する場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「宇城市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540332.pdf 

＜ふるさと納税及び時間外申請についてのＲＰＡ（実証）＞ 

・業務フローの修正 

  ・歳出削減効果の検証 

  ・メリット、デメリット評価 

＜住民異動届処理のＲＰＡ（可能性検証）＞ 

  ・将来的な可能性として 

  

 

 

＜⑥ＩＣＴ導入業務の確定＞ 

 

基準により選定し、効果を検証した業務に対してシステム等を導入することを庁内検

討体制において確定する。 
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＜⑦業務体制の構築＞ 

 

新体制の稼働に向けたスケジュールを定め、準備作業を行う。 

 

既に検討されている場合もあるが、本格運用に向けた組織体制や人員配置、システム

の配置や業務スペースのレイアウトなどについて調整・準備を行い、各種様式などを含

む規則等の整理や新業務フローやマニュアルの改訂などを行う。 

 

例）異動届の入力等を各窓口で遠隔分散・協調処理するために必要な環境を確認する場合 

 【参照：H29 モデルプロジェクト「北見市」】 

  参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540314.pdf 

●新業務フロー処理に対応したシステム環境を整備する必要がある 

＜改修・追加が必要となる機能＞ 

・遠隔処理の進捗状況の管理を行う機能 

・処理ステップごとの進行状況を記録、進行させる機能 

・排他制御（同一申請の重複処理防止）機能          など 
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３－５．来庁不要な申請手続体制を構築する場合 

来庁不要な申請手続体制の構築に類する手段をテーマに選定した場合のフローを示す。

（※他の手法と複合して検討される場合が多い） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

窓口関連業務 

体制の整理 

 

来庁不要な申請 

手続体制の構築 

ICT の活用 業務の外部 

委託の導入 

①調査対象業務の選定     〔→P.80〕 

 

②業務内容／業務フロー調査  〔→P.81〕 

 

●業務の内容に着目した選定 

●対象とする申請書に着目した選定 

●①で調査対象とした業務を棚卸しし、各業務のボリュームや手順などを確認の 

うえ基礎資料を作成する 

＜調査業務のレベル＞ 

・各部署の「業務」を一覧化 

・業務を分解した「業務手順」単位で調査 

＜調査項目＞ 

※調査目的に応じ設定 

各パーツ内の〔→P.○〕は 

対応する解説ページ 



- 78 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③調査結果分析（課題整理）  〔→P.82〕 

 

●集計した業務棚卸しを分析し、選択した手段に適合する「業務手順」を抽出 

●ほか、検討すべき課題を抽出するために追加調査して分析 

・業務担当者ヒアリング（業務執行時の課題） 

・情報部門担当者ヒアリング（可能性とコスト算定） 

・先進事例の調査、ヒアリング、視察 

④対応方針決定        〔→P.84〕 

●新たな取組（手段）の対象となる業務を選抜するための基準を設定 

基準はシステム導入による効率化とコストを比較するものになる 

＜来庁不要の手続きの判断基準（例）＞ 

・相談、確認等対面の必要な手続きが含まれていない 

・本人確認の必要がない（または他の手段で担保できる） 

・成果品を手交する必要がない 

●庁内検討体制において、新たな取組（手段）を確定 

●選定した業務と新たな取組（手段）をイメージ化 

・新たな体制（組織・人員・システム） 

・新業務フローの設定 

・新たな業務マニュアルの作成 

 ※新業務フローとマニュアルは仕様書としても活用される 

⑤効果の試算         〔→P.86〕 

 

●来庁不要の手続きとした場合の効果を試算 

・費用面での比較 

・サービスの向上の観点からの比較 

※必要性の判断において、行政窓口とのアクセス難の解消（繁忙期に著しい混雑が

生じている、支所統合によって窓口が遠隔地となってしまう、冬期間など窓口を

訪問することが難しい）も根拠となりうる 
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来庁不要な申請 

手続体制の構築 

を選択 

検討終了 

具体の手続きへ 

⑥対象業務の確定       〔→P.87〕 

 

●定めた基準により対象となる業務を確定  

・現業務担当課との調整 

・情報担当課との調整 

⑦業務体制の構築       〔→P.87〕 

 

●新体制稼働までのスケジュール管理 

 ・新業務フロー・マニュアルの確定 
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＜①調査対象業務の選定＞ 

 

窓口業務のうちで、来庁せずに申請手続きを完了できる可能性がある業務を調査対象

として選定する。全窓口業務を対象に調査を行う場合と、既に郵送申請などで対応して

いる業務を電子申請に対応させるなど、対象を絞って調査する場合がある。 

 

 一般に業務システムの改修や導入を伴うため、業務担当部署及び情報担当部署と協議

のうえ、調査範囲の設定が必要となる。 

 

なお、「コンビニ交付」も来庁不要な体制の構築の１類型といえるが、対象業務や費用

が概ね確定していることから、以降の手続き中、業務フローの修正と費用対効果を試算

し、導入の可否が決定される。 

 

例）窓口サービス全般を調査対象とする場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「神戸市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000475726.pdf 

＜調査目的との対応＞ 

・郵送申請や電子申請の拡大に適した手続を抽出 

 

例）現在郵送申請を受け付けている業務の効率化を図る場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「北見市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540314.pdf 

＜調査対象業務＞ 

・住民票請求 

・戸籍証明請求 

・印鑑登録証明請求 

・所得課税証明書請求 

・納税証明書請求 

 

例）テレビ電話機能を用いた遠隔申請の可能性を検証する場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「船橋市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540317.pdf 

   ●出先窓口への来庁者と本庁担当舎がテレビ電話機能を通じて応対可能な申請業務の有無 

    ・理論上、機器の能力からは全業務が実施可能 

・運用上、対応業務の選定が最大の課題 
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＜②業務内容／業務フロー調査＞ 

 

①で調査対象とした業務を、以降の分析に必要なレベルに分解するとともに、それぞ

れ必要な調査項目を設定し業務の現状を確認する。併せて現在の業務フローを確認する

場合もある。 

 

調査レベルは、調査対象「業務」を所管している部署毎に一覧化し、業務を実施する

際の「業務手順」単位に分解して行うのが一般的である。なお、調査の水準を合わせる

ため、「業務」を各部署の業務分担表から選び出すのか、申請書単位で選び出すのかなど

を調査要領で決定しておく必要がある。 

 

基本的な調査項目は、「業務手順」ごとの業務のボリューム（時間、人員、申請件数（月

次・年次）など）と業務の分野、実施内容となる。これにより、業務手順の重複など業

務体制を整理すべき項目を判別し、削減可能な業務量を把握することができる。 

 

このほか、来庁しないで手続きすることによる不都合（内容修正や交付のため、結局

来庁が必要になるなど）がないか、導入に関する業務担当課の判断などを予め確認して

おく必要がある。 

 

以上を各部署から集計し、判断の基礎資料として一覧化する。 

 

例）現行業務調査を一覧化し、郵送申請、電子申請に適した手続きを抽出する場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「神戸市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000475726.pdf 

＜調査目的との対応＞ 

・現行業務における郵送申請、電子申請の導入状況を確認する 

＜調査項目＞ 

・窓口手続きの内容 

・業務の性質が３線処理（受付・処理・交付）のいずれに当たるか 

・郵送申請・電子申請の導入状況                    など 

 

 

  



- 82 - 

 

＜③調査結果分析（課題整理）＞ 

 

②の一覧を分析することにより、来庁不要な申請手続きの構築の対象となりうる「業

務手順」を抽出でき、これによって現在の業務体制が有している課題が具体化・可視化

される。 

 

ここで、課題をさらに具体的に確認するため、追加調査として先進団体における対応、

サービス事業者との協議、所管部署や担当者の判断に関するヒアリングを行う場合もあ

る。 

 

例）電子申請・郵送申請の対象業務拡大に向けた課題を確認する場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「神戸市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000475726.pdf 

    ＜調査結果から確認された課題＞ 

     ・住民の利用頻度の高い手続きに対応していない 

     ・オンラインで完結しない場合がある（添付書類の提出、交付書類の受取、手数料支払等） 

    ・データの取り込み、入力に職員の業務負荷が生じる 

＜追加調査項目＞ 

システム改修の必要性確認が必要 

・現在の業務のシステム使用状況 

・調達／改修予定 

・処理におけるシステム利用状況 

 

例）証明書郵送請求処理に関する課題を具体的に確認する場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「北見市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540314.pdf 

   ＜業務処理の効率化に向けたを具体的課題＞ 

・紙台帳管理や集計処理に時間を要している 

・問い合わせに対する状況確認と問合せ対応に時間を要している 

・複雑な郵送請求に関する処理や確認の手順が増えている 

・手戻り処理が多く発生している 

・職員の知識や経験に依存する割合が高い 
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例）テレビ電話機能を用いた遠隔申請の可能性を検証する場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「船橋市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540317.pdf 

   ●出先窓口への来庁者と本庁担当舎がテレビ電話機能を通じて応対することを想定 

   ＜想定される課題と可能性調査＞ 

    ・利用するシステム 

・プライバシーの確保 

・対応する職員の呼び出し 

・来庁者の本人確認手段 

・対応業務の設定（対応業務外の場合の取扱） 
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＜④対応方針決定＞ 

 

調査対象とした業務について、改善の方針（大枠）を決定する。 

 

多くの場合、調査対象とした業務（申請手続）を来庁不要の対象とすべきかの選定基

準を定め、これにより判断がなされている。 

 

必要に応じて、選定した業務について、新たな業務フローの作成や執行体制（関連す

る組織・人員、業務システムの仕様）を設定する。 

 

例）郵送申請・電子申請の対象とする業務を選定する基準を設定する場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「神戸市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000475726.pdf 

＜郵送申請・電子申請の対象業務の選定基準＞ 

・「対面での対応を必要としないこと」 

・「添付書類や申請書が郵送や電子で扱えること」 

・「手数料等の徴収が発生しないこと」 

※具体的には、受付・処理・交付の３線処理のうち 

受付：内容が容易であること、押印が必要ないこと 

処理：処理・審査内容が容易であること 

交付：交付時の説明が容易であること、窓口での交付が不要であること 

などから対象業務を抽出したうえ、担当部署とのヒアリングを経て対象業務を確定。 

   ＜対応方針＞ 

    ・組織、人材：事務センターを設立し、運営を外部委託する 

           設立時の所管は経営企画部門が担う 

    ・施設設備 ：費用を比較のうえ、庁舎外施設を賃借して設置 

    ・システム ：対象業務のシステムを改修し、事務センターに端末を設置 
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例）遠隔分散・協調処理の試行結果を受けて処理内容・手順の整理を行う場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「北見市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540314.pdf 

   ＜処理・手順の整理＞ 

・業務フローの明確化（「審査」手順の位置づけを明確化） 

・前工程での確認事項を後工程に引き継ぎ 

・書類管理と受け渡し方法の明確化 

※一部システム改修を含む 
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＜⑤効果の試算＞ 

 

１件当たりの処理時間と処理件数などは調査によって判明しているため、これに基づ

いてある業務を来庁不要の手続きとした場合のフローと現行のフローを比較すること

で、業務の効率化効果や費用節減効果を試算できる。 

 

電子申請など導入後の利用率が想定できない場合は、事前にニーズ調査を行って効果

を把握されている。 

 

例）郵送申請・電子申請のシステム構築及び事務センターの外部委託効果を試算する場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「神戸市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000475726.pdf 

 ＜費用面の試算（システム導入経費を含めて比較）＞ 

・効果＝１件当たりの処理時間×年間発生件数×各雇用形態から算出した平均人件費単価 

      －（業務委託料＋事務センター導入経費） 

＜ニーズの把握＞ 

  ・ＷＥＢアンケートにより、郵送申請・電子申請へのニーズを把握 
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＜⑥対象業務の確定＞ 

 

基準により選定し、効果を検証した業務を来庁不要の手続きとすることを庁内検討体

制において確定する。 

 

 

 

＜⑦業務体制の構築＞ 

 

新体制の稼働に向けたスケジュールを定め、準備作業を行う。 

 

既に検討されている場合もあるが、本格運用に向けた組織体制や人員配置などについ

て調整・準備を行い、各種様式などを含む規則等の整理や新業務フローやマニュアルの

改訂などを行う。 

 

例）具体的な運用方法を定める新業務フローとプロセスシートを作成する場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「神戸市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000475726.pdf 

   ＜業務フローとプロセスシートの作成手順＞ 

    ・窓口業務を「届出」「申請」「証明書交付」に３区分 

    ・申請形態を「窓口」「郵送申請」「電子申請」に３区分 

    ・現在の業務フローを作成 

・郵送申請／電子申請導入後のフローを作成 

・郵送申請／電子申請＋事務センター導入後のフローを作成 

    ・各業務フローに対応したマニュアルを作成（外部委託にも利用） 
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３－６．複数の手法から検討する場合 

業務の棚卸しから、複数の手法を複合的に検討する場合のフローをまとめ的に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

窓口関連業務 

体制の整理 
来庁不要な申請 

手続体制の構築 

ICT の活用 業務の外部 

委託の導入 

①調査対象業務の選定     〔→P.90〕 

 

●業務の内容に着目した選定 

 ●所在する庁舎に着目した選定 

②業務内容／業務フロー調査  〔→P.91〕 

 

●①で調査対象とした業務を棚卸しし、各業務のボリュームや手順などを確認のうえ

基礎資料を作成する 

＜調査業務のレベル＞ 

・各部署の「業務」を一覧化 

・業務を分解した「業務手順」単位で調査 

＜調査項目＞ 

※調査目的に応じ設定 

各パーツ内の〔→P.○〕は 

対応する解説ページ 
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③調査結果分析（課題整理）  〔→P.94〕 

窓口関連業務 

体制の整理 
業務の外部 

委託の導入 

来庁不要な申請 

手続体制の構築 

ICT の活用 

●集計した業務棚卸しを分析し、選択した手段に適合する「業務手順」を抽出 

●ほか、検討すべき課題を抽出するために追加調査して分析 

④対応方針決定        〔→P.95〕 

●新たな取組（手段）の対象となる業務を選抜するための基準を設定 

●庁内検討体制において、新たな取組（手段）を確定 

●選定した業務と新たな取組（手段）をイメージ化 

⑤効果の試算         〔→P.97〕 

 

いずれかの手法を選択して検討へ 

●新たな取組（手段）の対象とした場合の効果を試算 

・委託費用と現行の人件費の対比（運用経費の比較） 

・窓口の改装に要する費用を含めた比較（初期費用を含めた比較） 

・サービスの向上の観点からの比較 
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＜①調査対象業務の選定＞ 

 

検討の目的を踏まえ、解決すべき課題が存在する可能性のある業務を調査対象として

選抜し、業務量や業務フローから現状を確認する。 

 

庁内の全業務を対象に棚卸しする場合のほか、窓口業務または窓口関連業務を対象と

する場合、特定の性質の業務（申請書のある業務など）や特定の部署の業務に対象を絞

る場合などがある。 

 

団体の全業務を対象に棚卸しを行い、全ての手法を検証する場合、調査量・分析量と

もに膨大になることから、業務担当者の調査に要する負荷にも配慮のうえ調査範囲の設

定が必要となる。 

 

例）窓口業務全般（４５８業務）から広く課題を洗い出す場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「西予市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000490648.pdf 

  ●検討組織に参加する窓口担当部署の所管する全業務を対象 

 

例）Ｈ２７．６内閣府通知の窓口２５業務を調査対象とする場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「宇城市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540332.pdf 

●窓口２５業務を対象 

・ほか外部委託、ＲＰＡの導入、業務の集約の可能性があると思われる業務を対象 
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＜②業務内容／業務フロー調査＞ 

 

①で調査対象とした業務を、以降の分析に必要なレベルに分解するとともに、それぞ

れ必要な調査項目を設定し業務の現状を確認する。併せて現在の業務フローを確認する

場合もある。 

 

調査レベルは、調査対象「業務」を所管している部署毎に一覧化し、業務を実施する

際の「業務手順」単位で行うのが一般的である。なお、事前に調査要領において「業務」

を各部署の業務分担表から選び出すのか、申請書単位で選び出すのかなどを決定してお

く必要がある。 

 

基本的な調査項目は、「業務手順」ごとの業務のボリューム（時間、人員、申請件数（月

次・年次）など）と業務の分野、実施内容となる。これにより、業務手順の重複など業

務体制を整理すべき項目を判別し、削減可能な業務量を把握することができる。このほ

か、調査目的に対応した調査項目が設定される。 

 

以上を各部署から集計し、判断の基礎資料として一覧化する。 

 

例）現状の業務フローとマニュアルから業務課題を確認する場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「西予市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000490648.pdf 

  ＜調査項目＞ 

   ・業務内容の分類 

・処理時間 

・マイナンバー関連業務に該当するか   など 

    → 調査結果から現行の業務フローとマニュアルを作成 
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例）業務効率化に向けて業務内容と業務フローのほか支所業務特有の状況を調査する場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「高山市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000475724.pdf 

＜業務内容の調査＞ 

・調査の目的：職員が担うべき業務 

外部委託可能な業務 

業務体制を整理可能な業務 

各手段の費用対効果 などを確認する 

・調査レベル：「業務手順」単位と決定（職員アンケートによる） 

業務手順ごとに業務量や性質（外部委託の可能性など）を把握 

＜業務フローの調査＞ 

・調査の目的：ライフイベントごとの手続きの流れ（窓口／待合／完了）を把握 

各手続きで利用しているシステム等の情報を確認 

・現行の業務フローを作成 

＜支所業務特有の調査＞ 

・本庁業務担当課と支所窓口との役割分担を確認 

・特有の手順（本庁との連絡が必要など）、事情の有無を確認 

・業務フローが支所単体で完結するか、本庁を経由するかを確認 
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例）担当者アンケートにより業務量を把握し工程表と業務フローを作成する場合 

【参照：H29 モデルプロジェクト「宇城市」】 

参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000540332.pdf  

●業務概要／業務量把握 

 ＜調査項目＞ 

   ・業務概要 

・処理時間 

・担当 

・来庁者の動き 

・外部委託の可能性判断 

・業務集約の可能性判断  など 

●業務工程表の作成 

各工程の効率化の可能性を検証する 

・外部委託、業務の集約化、ＰＲＡ導入の可能性を判断（機械的に判定） 

・担当課ヒアリングによる可能性判断を精密化 

●業務フロー作成 

・業務の可視化 

・各工程効率化前後の比較のため 
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＜③調査結果分析（課題整理）＞ 

 

②の一覧を分析することにより、業務体制の再編の対象となる「業務手順」を抽出し、

現在の業務体制が有している課題を具体化・可視化される。 

 

ここで、課題をさらに具体的に確認するためため、追加調査として先進団体における

対応や、所管部署や担当者の判断に関するヒアリングを行う場合もある。 

 

例）追加調査により調査結果を精緻化するとともに課題を具体化する場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「高山市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000475724.pdf 

＜追加調査（内容の精密化）の実施＞ 

・職員アンケート 

業務量 

担当業務に関する課題 

委託可能性の判断    など 

・市民アンケート 

窓口業務の課題（提案） 

窓口業務への満足度  など 

＜具体的な検討を行う業務を抽出＞ 

 ・外部委託の可能性を検討する業務 

・統合（総合窓口化）の可能性を検討する業務 

●課題の具体化（棚卸し、職員アンケート、市民アンケートより） 

   ・受付業務の重複や入力業務の分散などがあり、業務の効率化が可能 

   ・申請書の集約により、内容確認時間の短縮が可能 

   ・時期による繁閑の差や、本庁支所間の業務量の差が大きい 

   ・来庁者が複数窓口を回る必要がある 

   ・目的の窓口がわかりづらい 

   ・待ち時間が長い、目安がわからない 

●特に支所業務に関する課題 

※支所業務については支所間の業務量の差も併せて調査し、権限集約・分散の両面から分析 

・業務量の少ない支所業務の外部委託可能性 

・支所完結業務（権限分散）の可能性と業務フロー 

・手続き終了までに複数回の来庁が必要か            など 
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＜④対応方針決定＞ 

 

調査対象とした業務について、改善の方針（大枠）を決定する。 

 

多くの場合、業務手順を新たな取組の対象とするかの選定基準を定め、これにより判

断がなされている。 

 

必要に応じて、選定した業務について、新たな業務フローの作成や、これを執行する

体制（組織・人員・業務システム）を想定する。 

 

例）分析した課題に対応する改善案を定める場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「高山市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000475724.pdf 

  ＜本庁窓口業務についての改善案＞ 

    総合窓口化 

    外部委託 

  ＜支所窓口業務についての改善案＞ 

    外部委託（複数支所業務のパッケージ化） 

    本庁支所間の職務分掌、権限の見直し 

    ＩＣＴによる手続き支援、業務効率化 
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 例）抽出した課題に対する改善案を具体化する場合 

【参照：H28モデルプロジェクト「西予市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000490648.pdf 

   ＜窓口業務の一元化＞ 

    ・全業務（窓口サービスに関連する全部署）を一元化の対象 

・来庁者の動線から窓口レイアウトを検討 

＜手続きのワンストップ化（出生・死亡・転入の３ライフイベントを対象）＞ 

    ・手続きが３以上の部署に跨がる業務（フローより）を抽出 

・現行フローを改善 

      受付順は処理後に申請者へ渡すものがある手続を優先（待ち時間を縮減） 

受付受理後、総合窓口の処理と並行して別の担当者が各課へ処理引き継ぎ 

重複手続や類似手続は集約して実施 

＜予約制の導入（調査と準備を事前に行う）＞ 

 ・業務フローに「相談」が含まれ、下記の条件を満たす業務を抽出 

   当該業務に対応可能な職員が限られる 

   庁外への確認業務を伴う、かつ事前に確認が可能 

   資料の準備が必要、かつ事前に準備が可能 

＜申請書の作成支援＞ 

    ・業務フローに「申請書作成」が含まれる業務を抽出 

    ・業務のシステム利用と申請書のシステム出力、申請書の記載項目を確認、検討 

＜本庁への権限集約とオンライン窓口の導入（支所来庁者と本庁担当者がオンライン面談）＞ 

    ・支所窓口から本庁への問い合わせ業務が発生する場合を確認 

＜窓口業務の非常勤化またはアウトソーシング化＞ 

・Ｈ２７．６内閣府通知に記載の２５の窓口業務を対象 

・ヒアリングにより委託可能性と業務量を確認 
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＜⑤効果の試算＞ 

 取組実施（導入）を判断するため、効果を試算する。 

 対象業務を確定した後に実施される場合もある。 

 

取組実施（導入）による効果を試算する。 

 

１件当たりの処理時間と処理件数などは調査によって判明しているため、新たな取組

を採用した場合の新フローのと現行のフローを比較することで、業務の効率化効果や費

用節減効果を試算できる。このほか、来庁者の平均滞在時間などで比較する場合もある。 

 

試算に当たっては、モデル的な家族とライフイベントの発生を設定し、それぞれどの

程度効果が発生するかを試算している場合が多い。 

 

例）外部委託による財政的効果を試算する場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「高山市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000475724.pdf 

  ＜外部委託による効果＞ 

・財政効果（試算）＝職員の人件費（人件費単価×窓口業務時間） 

－窓口業務委託に要する費用（事業者人件費単価×窓口業務時間×事業者利益率×消費税） 

    ・年間 18 百万円程度の負担軽減が可能、かつ一定の地域経済への波及効果が得られる 

＜総合窓口化による効果（期待効果）＞ 

・委託に向けた業務フロー整理との相乗効果 

※支所窓口のみでは業務量確保が困難であり、本庁との権限・事務フロー整理が必要 
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例）④の改善案に対応した効果を試算する場合 

【参照：H28 モデルプロジェクト「西予市」】 

 参考ＨＰアドレス http://www.soumu.go.jp/main_content/000490648.pdf 

  ●各改善手段を実施した場合の効果を試算 

    ＜窓口業務の一元化＞ 

・一元化による人員配置の整理により、削減可能な人件費を試算 

→ ５４％削減可能 

    ＜続きのワンストップ化＞ 

     ・ライフイベント毎の世帯モデルで所要時間を試算 

・改善シナリオ（フロー）により所要時間を試算して比較 

→ 所要時間を導入前後で比較（出生３２％、死亡１２％、転入４２％を削減可能） 

※取扱件数が異なるため、所要時間縮減効果と費用縮減効果とは直結しない 

＜予約制の導入＞ 

  ・以下の条件を満たす業務を予約制の対象とする 

業務フローに「相談」が含まれる業務であること 

   当該業務に対応可能な職員が限られること 

   庁外への確認業務を伴いかつ事前に確認が可能であること 

   資料の準備が必要でかつ事前に準備が可能 

    ＜申請書の作成支援＞ 

     ・現行フローによった場合の所要時間を確認 

     ・窓口での聞取等により申請書をシステム出力する場合のフロー作成 

     ・改善前後のフローを比較し、効果を試算 

    ＜本庁への権限集約とオンライン窓口の導入＞ 

     ・支所窓口から本庁への問い合わせが発生する業務を確認 

・問い合わせ業務の所要時間を確認 

・本庁に集約する業務とその場合のフローを想定 

     ・改善後のフローにより効果を試算して比較（システム設定時間を含めて比較） 

    ＜窓口業務の非常勤化またはアウトソーシング化＞ 

・委託により必要となる人員を試算 

・委託に係る減と委託事務の確認に係る増を含めて比較 
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４章．今後の課題 

 

 人口減少と高齢化が進む本県市町村の行財政資源は縮小が見込まれており、現行のサー

ビス水準を維持するための業務の効率化が避けて通れない状況にある。当研究会のきっか

けのひとつとなった、地方交付税の算定におけるいわゆるトップランナー方式の導入対象

に窓口業務を加えることは、２０１９年度は見送られたものの、２０年度以降の実施を目

指すとされている。また、「自治体戦略２０４０構想研究会」第２次報告に「破壊的技術」

との表現で触れられたＡＩ・ロボティクス（ＲＰＡ：Robotic Process Automation）は、

窓口業務のみをターゲットとした技術ではないものの、今回この報告書の内容とした外部

委託やＩＣＴの活用を越えた存在として発展する可能性があり、こうした全国的な動向に

留意する必要がある。 

 

今回、参加団体から検討したい事項として挙げられながら確認できなかった課題として、

このＡＩ・ロボティクスの活用のほか、複数団体による連携の可能性と地方独立行政法人

への業務委託がある。 

 

まず、ＡＩ・ロボティクスの活用については、特にバックヤード業務をＲＰＡによって

内製処理することで、受託可能な事業者が存在しない、委託先に対するガバナンスへの配

慮が必要であるといった外部委託の課題に対処することが考えられるほか、これまでのＩ

ＣＴによる職員を補助する形での業務効率化を越えて、業務自体を自動化できる可能性が

ある。ただし、ＡＩ・ロボティクス活用の対象とする業務量と導入の費用対効果の検証が

必要であることはもちろん、スケールメリット確保のために複数団体による共同実施を検

討する場合には、外部委託と同様に業務の平準化が必要となる。こうしたメリットと課題

の整理も含め、総務省の「地方自治体における業務プロセス・システムの標準化及びＡＩ・

ロボティクスの活用に関する研究会」の検討状況など、引き続き注視していく必要がある。 

 

複数団体の連携については、モデルプロジェクトでも外部委託の広域連携実施を視野に

入れたケースがあるが、ここでも業務の平準化が課題とされており、十分な費用対効果を

確保することは困難と結論づけている団体も存在した。これに対し、同一の業務システム

を導入しているなど、共通の基盤がある団体間で平準化に向けた検討がなされている例も

ある。このように、各団体における業務やシステムの状況、これまでの団体間の関係が大

きく影響するため、結論を一般化してとりまとめることができなかった。 

 

地方独立行政法人制度については、３－３において記述しているものの、設置事例は存

在しないため、効果などの確認はできていない。地方独立行政法人は、受託可能な民間事
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業者が存在しない場合でも、公権力の行使を伴う形で業務委託が可能であるほか、法人に

業務ノウハウが蓄積されること、複数団体が共同で設置することで業務量を確保できる点

などがメリットと考えられている。しかし、法人の設立手続きと健全な財政状態での運営

に一定程度関与する必要性や、給与・手当などのコストが地方公務員に準ずる法人を維持

するに足る受託事業量が確保できるのか、業務が標準化されていない複数団体から受託し

た場合コストダウンが可能なのかなど課題も多く存在すると考えられ、モデルプロジェク

トの結果（Ｈ３０モデルプロジェクト「掛川市」）により確認する必要がある。 

 

なお、以上の積み残した課題に共通して現れる、「業務量の確保」「業務の標準化」を

解決してそれぞれの手法を選択するためには、前提としてＢＰＲの手法などによる自団体

の業務分析が必要となることから、報告書のフローを活用いただきたい。 
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＜資料編＞ 

県内団体の窓口サービスの現状と課題 

県内市町村の窓口サービス改革の現状と課題を確認した。 

  

資料１．窓口サービスの状況 

 

①本庁舎と出先機関の組織体制（２５団体中） 

   市町村における本庁舎と出先機関の組織体制は以下のようになっている。 

なお、市町村合併時は㈠分庁方式であったが、その後㈡総合支所方式または㈢出張

所方式に移行した団体も存在する。㈣本庁舎のみの市町村は合併の無かった団体であ

る。 

 

   ㈠ 分庁方式：本庁舎に全業務担当課を集約しておらず、本庁舎以外の庁舎に窓口

機能を有する業務担当課が存在する（支所・出張所などを有する場合を含む） 

○８市 

能代市、横手市、大館市、男鹿市、鹿角市、北秋田市、にかほ市、仙北市 

       ・合併前団体の庁舎にそれぞれ業務担当課が分散配置：にかほ市、仙北市 

       ・業務担当課の一部が合併前団体の庁舎に分散配置：能代市、男鹿市 

       ・本庁舎近辺の複数分庁舎に配置：横手市、大館市、鹿角市、北秋田市 

 

   ㈡ 総合支所方式：本庁舎に全業務担当課を集約しているが、本庁舎以外の庁舎に

も窓口機能のほか、ほぼ全業務機能が存在している 

○４市町 

秋田市、由利本荘市、大仙市、三種町 

 

   ㈢ 出張所方式：本庁舎に全業務担当課を集約し、本庁舎以外には窓口機能のみが

存在している（※㈠㈡の市町村に出張所が存在する場合を除く） 

○４市町 

湯沢市、潟上市、小坂町、美郷町 

 

   ㈣ 本庁舎のみ 

○９町村 

上小阿仁村、藤里町、八峰町、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村、羽後町、東成瀬村 
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②本庁舎の窓口機能（２５団体中） 

   本庁舎における窓口機能は以下のようになっている。 

 

   ㈠ 証明書発行に関する集約処理窓口が存在（住民担当課と税務担当課証明（一部

除外あり）を一元処理できる） 

     ○１０市町 

秋田市、能代市、男鹿市、湯沢市、由利本荘市、大仙市、北秋田市、にかほ市、仙北市、 

藤里町 

       ・住民担当課窓口で処理   ：８団体 

       ・住民担当課以外の窓口で処理：２団体（にかほ市、仙北市） 

 

   ㈡ 各種申請の集約処理窓口が存在 

     住民担当課業務、福祉担当課業務を中心に、ライフイベント単位の届出申請を

一元処理可能な窓口が存在（対象業務は団体によって異なる）  

     ○７市 

秋田市、能代市、男鹿市、由利本荘市、北秋田市、にかほ市、仙北市 

       ・住民担当課窓口で処理   ：４団体 

       ・住民担当課以外の窓口で処理：３団体（北秋田市、にかほ市、仙北市） 

 

③本庁舎以外の窓口機能（１６団体中） 

本庁舎以外の出先機関で可能な用務は以下のようになっている。 

 

   ㈠ 証明書発行のみ可能 

     ○１町 

美郷町 

   

   ㈡ 証明書発行とライフイベント単位の申請が可能          

     ○５市町 

男鹿市、鹿角市、由利本荘市（ライフイベントの一部）、小坂町、三種町 

 

   ㈢ ㈠㈡以外の行政手続も可能 

     ○１０市 

秋田市、能代市、横手市、大館市、湯沢市、潟上市（一部）、大仙市、北秋田市、 

にかほ市、仙北市 
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④証明書申請様式の種類・数（２５団体中） 

   市町村窓口において取得可能な証明書（下記の８種に区分）の発行を申請するため

の様式は、以下のようになっている。 

   ・住民担当課関係：①戸籍関係 ／ ②住民票関係 ／ ③印鑑証明 

   ・税務担当課関係：④所得関係 ／ ⑤課税・非課税証明関係 ／ ⑥納税関係 

            ⑦資産関係 ／ ⑧家屋関係 

 

   ㈠ 様式が存在しない団体 

○２団体 

     ※基本的に聞き取りによって作成する（予備的、並列的に存在する場合を含む） 

  

   ㈡ １様式に統合している団体 

○４団体 

 

   ㈢ ２様式に統合している団体 

○１０団体 

     ※概ね住民担当課証明、税務担当課証明の２様式としている 

   

   ㈣ ３様式以上の団体 

○９団体 

     ※税務担当課証明以外に複数様式が存在する団体が多い 
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資料２．窓口サービスの課題など 

 

研究会参加団体において、窓口サービス改革に関する問題点と、現在検討または確認

したい事項、整理した４つのうちから今後検討が必要と考える手法を確認した。 

 

 【４つの手法】 

手法１ 窓口関連業務体制の再編 

手法２ 業務の外部委託の導入 

手法３ ＩＣＴの活用 

手法４ 来庁不要な申請手続体制の構築 

 

※市町村の人口規模や面積、職員数・窓口数などは、参考として記載している。（人口・面積・職員

数は県市町村要覧（H27国調ベース）より、窓口数は当研究会において確認） 
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【秋田市】 

人口：３１４，８６９人／総面積：９０６．０７㎢／職員数：２，５４４人 

総窓口数：９ヶ所／１窓口当たり人口：３４，９８５人 

窓口体制：本庁舎（１） 

市民サービスセンター（５） ※北部､西部､河辺､雄和､南部 

      駅東サービスセンター（１） 

    連絡所（２） ※岩見三内､大正寺 

窓口業務量：異動届の受理件数－繁忙時（３月）５，７９８件 

：異動届の受理件数－通常時（１月）１，９０３件 

 

＜窓口サービス改革に関する問題点＞ 

○職員減に対応した業務負担軽減や業務の効率化に向けた手法に関する情報の

不足。 

 

＜検討または確認したい事項＞ 

○手続きの業務量圧縮を目的に民間委託を行う場合に 

 ・県内で委託可能な民間事業者があるのか 

・職員を長期で雇用して配置できるか 

・職員、住民からの評価はどうなっているか 

について確認したい。 

○窓口機能（の一部）を民間委託する場合の手続き・手順を確認したい。 

 

＜今後検討を要する手法＞ 

 ○手法１「業務の外部委託の導入」を中心 

・手法１～４はそれぞれ着手済 

・マイナンバー関連で業務量が増加しているが窓口担当職員の増が見込めず、

引き続き外部委託の検討が必要と考えている（多くの部署との調整、リーダ

ーシップが必要） 
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【横手市】 

人口：９３，２４３人／総面積：６９２．８０㎢／職員数：１，５５６人 

総窓口数：１３ヶ所／１窓口当たり人口：７，１７３人 

窓口体制：本庁舎（１） 

条里北庁舎（１） 

条里南庁舎（１） 

     水道庁舎（１） 

Ｙ２ぷらざ（１） 

地域局庁舎（７） 

県平鹿地域振興局（１） 

窓口業務量：異動届の受理件数－繁忙時（３月）９４８件 

：異動届の受理件数－通常時（６月）２９２件 

 

＜窓口サービス改革に関する問題点＞ 

○窓口サービス業務の迅速性や正確性の確保（特に担当者の人事異動時） 

○窓口サービス業務の標準化 

○民間委託対象業務の絞り込みや導入コストの積算方法 

○マイナンバーカードの高齢者への普及率の低さ 

 

＜検討または確認したい事項＞ 

○窓口手続き業務の効率化と、業務の迅速性や正確性確保のための取組を確認

したい（窓口発券システムの導入と継続的な改善、地域局との Q&A や事象管

理の情報共有、マニュアル活用度の定量化、e-ラーニングを活用した個々の

スキルアップ、事務室内動線の改善、業務改善提案の吸い上げ、窓口混雑ア

プリのリリースを実施済み）。 

○窓口対応スキル向上のための取組を確認したい（地域局窓口との相互交流研

修の実施やヒヤリ・ハット事象の情報共有を実施済み）。 

○窓口業務の平準化のため、地域局窓口連携や窓口業務の外部委託の検討が必

要だが、その前提として業務の棚卸しやＢＰＲの手法により、委託対象業務

の選定や導入コストを検証する必要があり、そのための方法を確認したい。 

○来庁が困難な方や場合に対応するため、マイナンバーカードの普及を進めて

いるが、既に実施している広報活動やマルチ端末利用コンビニ交付、法務局

や情報システム部署との連携、マイナンバー交付申請補助サービスの他に、

マイナンバーの普及に向けた取組方法を確認したい。 
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＜今後検討を要する手法＞ 

 ○手法１～４の全て 

・業務体制の再編をＨ２９年度から全庁実施（ＢＳＣの手法による業務分析と

マネジメント、Ｈ３１年度は日単位での業務量確認を実施予定） 

・窓口申請ツールや窓口での番号発券システムを導入済 

・ＩＣＴ関係では、Ｈ３０年９月固定資産税の算定業務について、ＲＰＡ実証 

 を行った（情報担当部署がベンダーの実証試験と連携） 

・コンビニ交付を導入済 

・外部委託に関連して、退職者の知識・経験の活用について内部的な議論 

・地独法に対する委託までは検討できていない 
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【大館市】 

人口：７４，７０５人／総面積：９１３．２２㎢／職員数：１，３０８人 

総窓口数：１３ヶ所／１窓口当たり人口：５，７４７人 

窓口体制：本庁舎（１） 

総合支所（２） 

      出張所（９） 

      市民サービスセンター（１） 

窓口業務量：異動届の受理件数－繁忙時（３月）１，５００件 

：異動届の受理件数－通常時（６月）７００件 

 

＜窓口サービス改革に関する問題点＞ 

○窓口業務の民間委託やＩＣＴの利活用に向けた、対象業務の選定と具体的な

手続きの進め方、導入コストの検証。 

 

＜検討または確認したい事項＞ 

○窓口手続き業務へのＩＣＴ化に向けて、 

・コンビニ交付の導入方法（具体的な作業、留意事項）、導入前後における窓

口業務量の変化と導入後の住民からの評価法。 

・窓口業務を効率化するシステム（発券システムや窓口申請ツール、ＡＩ）

の導入方法と費用対効果。 

      ○窓口手続き業務の民間委託に向けて 

・対象業務の選定に向けた手順（棚卸しや事務フローの検討方法）や判断基

準（一部民間委託も含む）。 

・民間委託によって生じる業務量削減の費用対効果の確認方法。 

・民間委託による住民・職員からの評価。 

 

＜今後検討を要する手法＞ 

     ○手法３「ＩＣＴの活用」 

     ○手法４「来庁不要な申請手続体制の構築」 

・Ｈ３１年度、住基のシステム更新のタイミングで証明書発行にタブレット

を利用した受付導入を検討 

・Ｈ３１年３月からコンビニ交付導入予定 

・外部委託の検討の必要性の認識はあるが、現状は臨時職員等で対応可能 

・単独での外部委託は厳しいので広域的な委託が望ましい 

・受託可能な事業者が課題（指定管理も受託先が固定しつつある） 
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【男鹿市】 

人口：２９，０４６人／総面積：２４１．０９㎢／職員数：４５９人 

総窓口数：９ヶ所／１窓口当たり人口：３，２２７人 

窓口体制：本庁舎（１） 

支所（１） 

      出張所（７） 

窓口業務量：異動届の受理件数－繁忙時（３月）４０３件 

：異動届の受理件数－通常時（７月）１９２件 

 

＜窓口サービス改革に関する問題点＞ 

○窓口担当職員の減員に対応するための業務効率の向上と業務量の軽減。 

 

＜検討または確認したい事項＞ 

○ベテラン職員の確保と通常の民間委託ではできない審査や決定業務が可能と

なる「窓口業務の地方独立行政法人への業務委託」について検討の余地はあ

ると考えるが、その場合の業務委託の方法やその効果。 

 

＜今後検討を要する手法＞ 

     ○手法１「業務の外部委託の導入」 

・出張所を今後どうしていくのかが問題になっており外部委託について検討

（地独法の活用も含め） 

・現在の出張所は再任用と嘱託職員（規模に応じて１，２名）で対応 

・手法４「来庁不要な申請手続体制の構築」についても、「自治体クラウド」

の動きなども見ながら検討の視野に入れる 
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【鹿角市】 

人口：３２，１９９人／総面積：７０７．５２㎢／職員数：２６６人 

総窓口数：７ヶ所／１窓口当たり人口：４，６００人 

窓口体制：本庁舎（１） 

支所（５） 

市民サービス窓口（１）  ※ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内 

窓口業務量：異動届の受理件数－繁忙時（３月）７００件 

：異動届の受理件数－通常時（８月）３００件 

  

＜窓口サービス改革に関する問題点＞ 

○多くのサービスが縦割りとなっており、窓口の受付も個別対応のため、サー

ビス全体を利用者視点で再設計する必要がある。 

○市制施行時から存在する５支所の機能・あり方を検討する必要がある。 

 

＜検討または確認したい事項＞ 

○窓口手続きにおける負荷の軽減を目的として、帳票の標準化、受付内容の共

有などによりサービスデザイン思考のアプローチで総合窓口化を検討（住民

が何度も申請書の記入や提出をしなくて済む方法や、窓口が変わる度に要件

を伝えなくて済む状態を目指しており、タブレットを用いてワンストップで

対応できる状態が理想）したいため、 

・業務の集約化についての住民の反応 

・窓口申請ツールなどの活用やタブレットを用いたワンストップ化の事例 

・庁内の推進体制 

などを確認したい。 

○窓口手続きにおける業務量の圧縮を目的として、 

・ＢＰＲによる業務分析・改善を経た総合窓口化と、諸証明の交付のＩＴ化、

定型業務のアウトソーシングを検討するに当たり、団体職員によるＢＰＲ

の手法、流れや窓口業務のアウトソーシングの範囲（窓口業務に限るか庁

内全般とするか）、検討・導入の手順（苦慮した点）、内外からの評価を確

認したい。 

・業務のＩＴ化による窓口機能の最適化に向けて、コンビニ交付の導入方法、

費用対効果、導入前後の窓口業務量の変化について確認したい。 
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＜今後検討を要する手法＞ 

     ○手法１～４の全て 

・窓口業務を棚卸しして問題点と課題を把握し、各手法から解決法を検討す

ることになるのではないか 

・地方で民間委託が進まない理由は、地域に担い手となる事業者がいないこ

とと委託前よりもコストが掛かり増しになること 

・スケールメリットの観点からは、単独よりも複数の団体で対応できればと

考えている 

※Ｈ３１年３月からコンビニ交付導入予定 

  



- 112 - 

 

【由利本荘市】 

人口：７９，６５７人／面積：１２０９．５９㎢／職員数：９９８人 

総窓口数：１８ヶ所／１窓口当たり人口：４，４２５人 

窓口体制：本庁舎（１） 

総合支所（７） 

      出張所（１０） 

窓口業務量：異動届の受理件数－繁忙時（３月）６８１件 

：異動届の受理件数－通常時（９月）２０７件 

 

＜窓口サービス改革に関する問題点＞ 

○窓口業務の民間委託を今後検討する際の対象業務の選定と具体的な手続きの

進め方、導入コストの検証方法に関する情報不足。 

 

＜検討または確認したい事項＞ 

○可能な限り民間導入を進めながら、窓口手続きにおける業務量の圧縮を図り、

職員配置を検討したいため、民間委託に向けての事務フローの確認、導入に

よる費用対効果を確認したい。 

 

＜今後検討を要する手法＞ 

     ○手法１「業務の外部委託の導入」 

・現在、市民窓口センター（市民課から独立した窓口業務専門組織）に職員

７名という状況だが、今後の職員減少を考えると外部委託の必要性がある 

・受託事業者がいないことが課題 
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【大仙市】 

人口：８４，１２２人／総面積：８６６．７７㎢／職員数：９１０人 

総窓口数：８ヶ所／１窓口当たり人口：１０，５１５人 

窓口体制：本庁舎（１） 

支所（７） 

窓口業務量：異動届の受理件数－繁忙時（３月）１，０７０件 

：異動届の受理件数－通常時（６月）５００件 

 

＜窓口サービス改革に関する問題点＞ 

○市民課で全庁的な受付・案内業務を行っているが、繁忙期など、他部署への

案内やその他相談などにより、来庁者を待たせないための対応方法。 

○支所への来庁者が少ないため、窓口業務の民間委託では、直営の場合のコス

ト比較と併せて本庁のみか本庁支所全体を委託するかについて、地域間の違

いをも踏まえた検証が必要。 

 

＜検討または確認したい事項＞ 

○来庁目的に即した窓口手続きの明確化及び業務の効率化を図るため、全庁的

な受付・案内と市民課受付を分離（全庁受付及び総合案内専従の担当を配置）

する場合の 

・全庁的な受付・案内業務を行う課の位置づけや職員の配置方法 

・受付、案内専従の職員の身分（臨時職員の配置と業務委託のいずれが適当

か）や業務マニュアルの内容（総合窓口や総合案内設置による現行マニュ

アルの修正）、住民等からの問い合わせ内容が他部署に関わる場合の調整 

について確認したい。 

○窓口関連業務の効率化に向けて外部委託を行う場合、現行の市民課組織の再

編（総務事務を総合的に所管するセンターなど）も含めて検討したいため、 

・本庁支所全体の民間委託を行うべきか、行う場合はどの様に機構を再編す

べきか 

・窓口における民間事業者の体制（本庁と支所の人員配置／職員と民間委託

先職員の配置） 

・民間委託の範囲（委託業務の範囲と窓口の委託範囲） 

などについて確認したい。 
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＜今後検討を要する手法＞ 

 ○手法１「業務の外部委託の導入」 

     ○手法２「窓口関連業務体制の再編」 

・業務体制整理の必要性が高い 

・整理に伴って外部委託なども検討する必要がある 

・職員でなければできない業務の切り分け等が課題となる 

・総合案内業務の外部委託からであれば着手しやすいと考えられる 
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【北秋田市】 

人口：３３，５０５人／総面積：１，１５２．７６㎢／職員数：４８８人 

総窓口数：６ヶ所／１窓口当たり人口：５，５８４人 

窓口体制：本庁舎（１） 

総合窓口センター（３） 

      出張所（２） 

      宮前町庁舎（１） 

窓口業務量：異動届の受理件数－繁忙時（３月）６９７件 

：異動届の受理件数－通常時（８月）２７５件 

 

＜窓口サービス改革に関する問題点＞ 

○庁舎間（含む出張所）の距離が離れ、広域に渡っている窓口業務を効率よく

行うための手法。 

○窓口業務改革について参考とすべき先進事例の情報不足。 

 

＜検討または確認したい事項＞ 

○システム化により全窓口における情報共有が可能な業務とシステム化されて

いない業務とが存在するため、システム化による業務効率化の先進事例を確

認したい。 

○窓口業務の集約化や総合窓口化など窓口業務改革に向けた計画を検討するた

め、導入によるコストや業務効率の観点からのメリットやデメリットも含め、

先進事例を確認したい。 

 

＜今後検討を要する手法＞ 

     ○手法２「窓口関連業務体制の再編」 

○手法４「来庁不要な申請手続体制の構築」 

・国保担当手続きで窓口体制の整備を検討 

・実施に伴うシステム整備も必要となる 

※Ｈ３１年度からのコンビニ交付実施に向けて予算要求中 
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【にかほ市】 

人口：２５，５５４人／総面積：２４１．１３㎢／職員数：２９９人 

総窓口数：３ヶ所／１窓口当たり人口：８，５１８人 

窓口体制：庁舎（３） ※象潟、金浦、にかほ 

窓口業務量：異動届の受理件数－繁忙時（３月）９８５件 

：異動届の受理件数－通常時（７月）１６０件 

 

＜窓口サービス改革に関する問題点＞ 

○職員数（正職・臨職含め）の減少に伴う、職員の業務量増への対処方法。 

 

＜検討または確認したい事項＞ 

○既存業務の見直しと簡略化 

○窓口機能の集約化のための組織体制の変更 

○民間委託 
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【仙北市】 

人口：２７，５３３人／総面積：１，０９３．５６㎢／職員数：７１７人 

総窓口数：８ヶ所／１窓口当たり人口：３，４４２人 

窓口体制：庁舎（３） ※田沢湖、角館、西木 

      出張所（４） 

      総合情報センター（１） 

窓口業務量：異動届の受理件数－繁忙時（３月）４５５件 

：異動届の受理件数－通常時（７月）２１５件 

 

＜窓口サービス改革に関する問題点＞ 

○出張所における窓口業務の民間委託を検討する際の対象業務の選定や手続等

の進め方に関する情報。 

 

＜検討または確認したい事項＞ 

○可能な限り業務を民間委託することで職員の業務量軽減を図るため、対象業

務選定の手順や手続き等の進め方、民間委託に対する住民・職員からの評価

について確認したい。 

 

＜今後検討を要する手法＞ 

     ○手法１「業務の外部委託の導入」 

      ・業務の受託先（特に支所機能について）があるか 

      ※Ｈ３１年度からコンビニ交付導入予定 
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【八峰町】 

人口：７，５２５人／総面積：２３４．１４㎢／職員数：１０６人 

総窓口数：１ヶ所／１窓口当たり人口：７，５２５人 

窓口体制：本庁（１） 

窓口業務量：異動届の受理件数－繁忙時（３月）９１件 

：異動届の受理件数－通常時（９月）４６件 

 

＜窓口サービス改革に関する問題点＞ 

○特に休日の窓口対応について、対応職員の確保及び負担増。 

 

＜検討または確認したい事項＞ 

○他団体の対応状況とアウトソーシングの事例を確認したい。 

 ・庁舎窓口以外に庁内郵便局、ＪＡ窓口に証明書発行を委託してワンストッ

プサービスを実施。 
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【五城目町】 

人口：９，７７６人／総面積：２１４．９２㎢／職員数：１３８人 

総窓口数：１ヶ所／１窓口当たり人口：９，７７６人 

窓口体制：本庁舎（１） 

窓口業務量：異動届の受理件数－繁忙時（３月）２５０件 

：異動届の受理件数－通常時（７月）１００件 

 

＜窓口サービス改革に関する問題点＞ 

○窓口業務の民間委託やＩＣＴの利活用を検討する際の対象業務の選定と具体

的な手続きの進め方、導入コストの検証法に関する情報不足。 

 

＜検討または確認したい事項＞ 

○民間委託の対象業務の選定に向けた手順（棚卸しや事務フローの検討方法）

や判断基準（一部民間委託も含む）、民間委託による費用対効果、住民・職員

からの評価を確認したい。 
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【美郷町】 

人口：２０，３１１人／総面積：１６８．３４㎢／職員数：２２０人 

総窓口数：３ヶ所／１窓口当たり人口：６，７７０人 

窓口体制：本庁舎（１） 

      出張所（２） 

窓口業務量：異動届の受理件数－繁忙時（３月）３０４件 

：異動届の受理件数－通常時（６月）１０３件 

 

＜課題＞ 

○窓口機能に関する町民の利便性の向上と窓口業務の簡素化による職員の負担

軽減のバランスに関する考え方。 

○将来的な職員数の減少に備えて、窓口機能をどこまで維持すべきか（出張所

業務を証明書交付等に限定したが、フルセット機能を求めて来庁する住民が

ある）。 

 

＜検討または確認したい事項＞ 

○自動交付機やコンビニ交付などの手段が考えられるが、導入方法や対象業務の

選定基準、導入前後の窓口業務量の変化、住民からの評価、費用対効果につい

て確認したい。 

○現状の出張所機能を維持するために窓口業務の外部委託を検討する必要があ

るため、 

・他団体における出張所の業務内容、業務時間・曜日、配置職員の状況と住民

への周知 

・出張所の業務委託を行う場合の方法と費用対効果 

について確認したい。 

 

＜今後検討を要する手法＞ 

     ○手法２「窓口関連業務体制の再編」が必要 

・本庁窓口機能はほぼワンフロア（建設課窓口以外）のため、支所業務体制

（現在、出張所２カ所）整理の必要性 
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窓口サービス改革研究会 参加団体 

 

 市町村名 担当部署 

1 秋田市 
総務部 総務課 

市民生活部 市民課 

2 横手市 総合政策部 経営企画課 

3 大館市 総務部 企画調整課 

4 男鹿市 
市民福祉部 生活環境課(窓口担当) 

総務企画部 総務課(行革担当) 

5 鹿角市 総務部 総務課行政班 

6 由利本荘市 総務部 行政改革推進課 

7 大仙市 総務部 総務課総務班 

8 北秋田市 総務部 総合政策課政策係 

9 にかほ市 企画調整部 総合政策課 

10 仙北市 総務部 総務課事務事業移転室 

11 八峰町 総務課 

12 五城目町 総務課 

13 美郷町 総務課 

事務局 秋田県市町村課 

 

研究会への御協力と貴重な御意見をいただいた参加団体の皆様に改めてお礼を申し上げ

ます。 
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研究会の検討経過 

 

H29.8 

 

 

 

H29.11～H30.1 

 

 

 

 

 

 

H30. 3 

 

 

 

 

H30.5 

 

 

H30.8 

 

 

 

 

 

H30.11 

 

 

 

H31.1 

○「行政サービス改革に向けた研修会」 

・行政サービス改革の推進について 

講演：総務省より 

 

○窓口サービス改革に関する事例調査 

  ・県内自治体の状況調査 

  ・鳥取県鳥取市役所の先進事例調査 

・鳥取県北栄町役場の  〃 

・岐阜県高山市役所の  〃 

  ・机上調査 

 

○「窓口サービス改革研究会」 

・研究テーマの提示と参加団体募集 

・先進的な窓口サービスの取組について 

講演：鳥取県鳥取市役所より 

 

○「窓口サービス改革研究会（H30年度第 1回）」 

・参加団体における課題の確認 

 

○「窓口サービス改革研究会（H30年度第 2回）」 

 ・確認した課題に対する先進的な取組について 

講演：総務省より 

ＮＴＴコミュニケーションズ(株)より 

大日本印刷(株)より 

 

○「窓口サービス改革研究会（H30年度第 3回）」 

 ・課題と対応した取組のとりまとめ 

報告書（案）の検討 

 

○「窓口サービス改革研究会（H30年度第 4回）」 

 ・研究会報告書の公表 

 ・業務改革モデルプロジェクトの取組について 

  講演：総務省より 

     北海道北見市役所より 

 

  

 

 ※研究会の講演資料などは当課ＨＰ上でダウンロードできます 

 



 

  



 

 

 


