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市町村課 １ 

行政サービス改革について（はじめに） 

  総務大臣通知｢地方行政サービス改革の推進に関する留意事項について｣ 
                              （H27.8.27付） 
 
第１ 地方行政サービス改革の推進に関する主要事項について 
 １ 行政サービスのオープン化・アウトソーシング等の推進 
  （１）民間委託等の推進 
  （２）指定管理者制度等の活用 
  （３）地方独立行政法人制度の活用 
  （４）ＢＰＲの手法やＩＣＴを活用した業務の見直し 
    （特に窓口業務の見直し及び庶務業務の集約化） 
 
 ２ 自治体情報システムのクラウド化の拡大 
 
 ３ 公営企業・第三セクター等の経営健全化 
 
 ４ 地方自治体の財政マネジメントの強化 
 
 ５ ＰＰＰ／ＰＦＩの拡大 

第２ 地方行政サービス 
改革に関する取組状況・
方針の見える化及び比較
可能な形での公表 

総務省実施 

「地方行政サービス改革の取組  

 状況等に関する調査」 



市町村課 

行政サービス改革研究事業について（対象の選定） 

２ 

＜事業目的＞ 
 県内で行政サービス改革が進んでいない業務分野等について、導入による 
メリット・デメリット等を検証し、導入推進に向けた方策を研究。 
 
 

★市町村課で県内の状況・課題を確認。 

 ①公共施設の民間委託、指定管理について＜県内の状況＞ 
 
  ○可能な業務（施設）から取組が進められている 
   ・自治体直営となっているものは、新規開設施設 
    または施設内に存在する別部署が管理しているなどが多い 
 
  ○委託先、指定管理先が限定されている 
   ・指定管理先決定前に当該施設での説明会出席を求めている 
   ・複数施設を包括的に委託し、スケールメリットを出す 
   ・隣接する県施設と一括で委託し、選定作業も共同で行う 
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行政サービス改革研究事業について（対象の選定） 

②窓口サービスについて＜県内の状況＞ 
 
  ○庁舎構造などから、総合窓口が設置できない 
   ・特に町村では庁舎内の各窓口機能が近接し、必要性が薄い 
   ・繁忙期の来庁者の待ち時間解消のため、庁舎を改装し総合窓口化 
 
  ○業務規模から、民間委託のスケールメリットが出ない 
   ・窓口業務の業務量が少ない/委託のコストに見合わない 
   ・委託先となる事業者の存在 
    （民間企業側で事業可能性を調査している自治体も存在）    
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窓口サービス改革について（県内） 

＜窓口における行政サービス改革の状況 H30.2月確認＞ 
 

 １．本庁と出先機関の体制（25団体中） 
 
  ① 分庁方式：本庁舎以外の庁舎に窓口機能と業務担当課が存在 
        【本庁舎に全ての業務担当課が存在しない】 
 
        ８市（能代、横手、大館、男鹿、鹿角、北秋田、にかほ、仙北） 

 
  ② 総合支所方式：本庁舎以外の庁舎に、窓口機能とほぼ全機能が存在 
          【本庁舎に全業務担当課】 
          
        ４市町（秋田、由利本荘、大仙、三種） 

 
 
  ③ 出張所方式：本庁舎以外の庁舎に窓口機能のみが存在 
         【本庁舎に全業務担当課（※①②に出張所が存在する場合を除く）】 
 
        ４市町（湯沢、潟上、小坂、美郷） 

 
  ④ 本庁舎のみ 
 
        ９町村（上小阿仁、藤里、八峰、五城目、八郎潟、井川、大潟、羽後、東成瀬） 
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窓口サービス改革について（県内） 

＜窓口における行政サービス改革の状況 H30.2月確認＞ 
 
 

 ２．本庁舎以外の窓口機能について（16団体中） 
 
     本庁舎以外の庁舎において可能な用務？ 

 
  ① 証明書発行のみ可能 
        ２市町（大館、美郷） 

   
  ② 証明書発行とライフイベント単位の申請まで可能          
        ５市町（男鹿、鹿角、由利本荘（一部）、小坂、三種） 

 
 
  ③ ①②以外の行政手続まで可能 
        ９市（秋田、能代、横手、湯沢、潟上（一部）、大仙、北秋田、にかほ、仙北） 
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窓口サービス改革について（県内） 

＜窓口における行政サービス改革の状況 H30.2月確認＞ 
 
 

 ３．本庁舎の窓口機能について（２５団体中） 
 
     複数の用務で訪れた来庁者が訪れる窓口の数？ 

 
  ① 証明書発行の集約処理窓口が存在 
      住民担当課証明、税務担当課証明（一部除外あり）を一元処理可能 

  
       10市町（秋田、能代、男鹿、湯沢、由利本荘、大仙、北秋田、にかほ、仙北、藤里） 

        ・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、仙北） 

 
  ② 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 
      （対象とする業務の範囲は団体によって異なる）  

     
        ７市（秋田、能代、男鹿、由利本荘、北秋田、にかほ、仙北） 

        ・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、にかほ、仙北） 
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窓口サービス改革について（県内） 

＜窓口における行政サービス改革の状況 H30.2月確認＞ 
 

 ４．証明書申請様式の種類・数について（25団体中） 
 
     下記のうち、複数の証明書発行のために訪れた来庁者が記載する様式の数？ 
      ・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 

 
  ○ 様式無（窓口聞き取りによる）の団体：２団体 
      ※予備的、並列的に存在する場合を含む 

  
  ○ １様式に統合している団体：４団体 
 
  ○ ２様式に統合している団体：10団体 
      住民担当課証明、税務担当課証明の２様式としている 

   
  ○ ３様式以上の団体：９団体 
      税務担当課証明以外を複数様式としている団体が多い 

            

【統合された様式の例】 
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窓口サービス改革について（利点と課題） 

＜行政サービス改革の要請＞ 
 
 ①質の高い公共サービスを継続的に提供し続けること 
 ②限られた行政資源を効果的・効率的に活用すること 

＜窓口サービス改革の目的＞ 
 
 ○多様化する業務、来庁者の目的に速やかに対応 
  ・ワンストップ化、証明書発行の一元化 
  ・申請様式の統合、ワンライティング化、 
   申請書作成支援 

 
 ○サービスの担い手側（職員）の負荷軽減 
 ○処理の効率化と行政コストの削減 
  ・窓口、受付に関する重複業務の確認、整理 

  ・本庁、支所、出張所間の事務、権限の整理   
   ※大規模合併後、支所等の窓口配置職員の割合が高い状態（業務量に差） 

 

☆質の高い公共サービス 
 
 
☆行政資源の有効活用 
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窓口サービス改革について（利点と課題）   

①証明書申請 
 様式の統合 

・市町村の状況に応じた多くの手法がある 
・可能な取組から進められる 

取組例 想定される利点と課題 

○質の高い公共サービス（来庁者） 
 ・申請ごとの記入が不要となる 

○行政資源の有効活用（行政側） 
 ・業務処理フローの共通化が可能 
  （②に繋がる） 

 ②証明書発行窓口 
  の一元化 

・様式ごとの収納処理や  
 申請書の保管方法に 
 ついて検討、変更する  
 必要がある 

○質の高い公共サービス（来庁者） 
 ・ワンストップで証明書を受領可能 

○行政資源の有効活用（行政側） 
 ・複数課に所在する窓口担当職員を集約可能 

・対象にできる業務と 
  すべきでない（担当課 
  の他の業務と関連が 
  深い等）業務の仕分け 
  が必要となる 
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窓口サービス改革について（利点と課題）   

③本庁と支所等間の
業務、権限整理 

取組例 想定される利点と課題 

○質の高い公共サービス（来庁者） 
 ・支所等で受けられるサービスの増加 

○行政資源の有効活用（行政側） 
 ・本庁／支所間で日常業務量に差が存在した 
  場合、支所で完結する業務を増やすことで 
  平準化が可能となる 

 ④総合窓口の設置 

・支所等の業務の一部を   
  本庁に 集約する場合と 
  の比較が必要 

○質の高い公共サービス（来庁者） 
 ・各課での受付分の対応時間が短縮可能 
  （待ち時間は影響少） 
 ・来庁目的に応じた手続のワンストップ化 

○行政資源の有効活用（行政側） 
 ・重複処理を排除することで業務の効率化 
  と処理時間の短縮が可能 

・対象とする業務につき、   
  全庁で整理が必要 
・窓口の形態によっては 
  エキスパート職員の確   
  保が必要 

 ⑤窓口業務の 
  民間委託 

○質の高い公共サービス（来庁者） 
 ・委託先職員（専従）による対応時間短縮 
 ・民間ノウハウによるサービス向上 

○行政資源の有効活用（行政側） 
 ・労務管理・教育研修は委託先が担う 
 ・窓口対応の正規職員を圧縮可能 
  （企画立案など新たに必要な業務へシフト） 

・個人情報など秘密保持 
 の厳格化 
・偽装請負対策として、 
 指揮命令系統やフロア 
 の区分などに配慮 
※民間委託が単純な経  

費節減に繋がらないこと
に注意すること 
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窓口サービス改革について（先進事例） 

質の高い公共サービス 
＋ 

行政資源の有効活用 

課題 ・合併により面積的に広域となり    
    多くの支所と窓口業務が存在 
   ・窓口担当職員削減への対応 

対応 ・庁内業務全般の重複確認と 
    窓口業務効率化に向けた検討 
         ・庁舎建替を契機としない 
    総合窓口化／民間委託の検討 

対応 ・小規模自治体での総合窓口化と 
    民間委託の業務量確保 

課題 ・合併後の窓口サービス水準維持 
    （統合された庁舎（地域）） 
   ・窓口対応職員削減への対応 

課題 ・庁舎の新築と窓口サービスのあり方     
   ・窓口対応職員（臨時非常勤）の任用 
    管理の効率化 

対応 ・総合窓口の導入と 
    アウトソーシングの一体的推進 

福岡県須惠町：他自治体
との広域連携による委託
業務量の確保 

ほか、総務省「業務改革モデルプロジェクト」等 

熊本県宇城市：AI等によ
る業務効率化、自動処理
技術の活用 

愛媛県西予市：総合窓
口、予約制窓口、オン
ライン窓口、申請書記
載支援などの組み合わ
せ及びマイナンバー
カードの活用 
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行政サービス改革について（先進事例①） 

＜経緯など＞ 
 H17.10 大栄町・北条町が合併。本庁を大栄に、分庁を北条に配置。 
 H27.10 分庁（北条）を総合窓口化し、当該窓口機能を民間委託。 
 H29.7   庁舎を大栄に統合、北条には総合窓口（民間委託）を配置。 
      ・業務委託先：(株)共立メンテナンス（地元雇用６／常駐４体制）            

＜特徴＞ 
○人口約1.6万人（三種町・美郷町に類似） 
○面積約57㌔㎡（井川町に類似） 

＜課題＞ 
 ○合併後、本庁以外の旧自治体（地域）における窓口機能の維持 
 ○小規模自治体における委託業務量の確保 
  ・本庁（大栄）の窓口業務改革（ワンストップ化及び総合窓口化を目標） 
  ・事務処理センターに庁内の庶務業務を集約 
  ・実施済の総合窓口（北条）と合わせて、委託業務量を確保          
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行政サービス改革について（先進事例①） 

【執務室を区分】 
 左：委託先／右：行政 

＜留意すべき点（窓口の民間委託）＞ 
 
○契約の締結に向けて 
 ・委託内容に直結する仕様書を定めるため、委託前に業務の精査が必要。 
  仕様書の前提として、窓口のそれぞれの業務の「事務マニュアル」作成    
  に一定の時間を要した。 
 ・契約期間中の事務追加は、変更契約等が必要となる（手間と経費）。 
 
○契約の内容 
 ・スケールメリットを出すためには、特に小規模自治体ではできるだけ 
  多くの業務を委託対象とすべき。 
 ・単純に委託契約と臨時職員雇用をコスト比較した場合、コストアップ。 
  市民サービスの向上と、窓口対応職員に経験値の 
  蓄積（継続雇用できる）されることがメリット。 
 
○窓口の運用 
 ・偽装請負と判断されないよう、指揮命令系統など 
  労基署とは事前に相談している。  
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行政サービス改革について（先進事例②） 

＜経緯など＞ 
 H17.2 10市町村合併 
      ・国内最大の基礎自治体。旧高山市に広大な山間部などを有する 
       町村が合併したため、人口規模に比して面積が非常に大きい 
                （人口が1,5倍、面積が15倍、職員数倍増、地方債残高約5倍） 
      ・本庁舎（旧高山市役所）と９支所（合併前町村役場）が存在。      

＜特徴＞ 
○人口約9.2万人（横手市に近似） 
○面積約2,118㌔㎡（北秋田市の倍、東京都と同規模） 

＜課題＞ 
 ○窓口機能が10カ所（支所は全業務可、面積が広く集約不可）に存在。 
  ・本庁に連絡して対応する事務も多く、来庁者の待ち時間が生じる。 
  ・本庁窓口担当と支所窓口担当間で業務量に差が存在する。 
 ○本庁を含め窓口担当職員が全職員の約2割を占める状況。 
  ・本庁及び支所の窓口事務効率化の要請（ボトムアップ型の提案） 
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行政サービス改革について（先進事例②） 

＜留意すべき点（業務分析）＞ 
 
○検討対象業務 
  内閣府が委託可能としている25種類の窓口業務を対象。 
 
○検討方法 
 ①25種類に対応する同市の業務を調査対象として抽出。 
  【1次業務（調査対象業務）：本庁8課54業務／支所56業務】 

 ② 1次業務を来庁者の手続レベルに分解し、複数課が関係する窓口業務の 
   重複部分を確認。 
  【2次業務（来庁目的に対応する各課業務）：本庁131業務／支所139業務】 

   ③2次業務を具体的な実施内容に分解し、各業務の所要時間（＝民間委託する 
  場合の業務量）を確認。 
  【3次業務（業務マニュアル化可能なレベル）：本庁671業務／支所673業務】 

 
○検討結果 
  調査対象業務のうち約6割を委託（削減）可能と分析。 
   
  【例：「証明書交付」手続を分析する場合、各課の関連する業務のうち、 

      ・総合窓口化による業務削減が可能な部分 
      ・支所単体で処理完結可能とし本庁との連絡業務を削減可能な部分 
      ・委託により職員による直営業務を削減可能な部分 
      を抽出し、これに該当する3次業務分の時間（＝業務量）を削減可能と判断】 
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まとめ 

 窓口サービスに関する課題と現状は、自治体によって異なるが 
  ○ 住民サービスの向上 
  ○ 業務の効率化     
 を主題とする点で共通。 
  ● 「コスト削減効果」のみから、取組の判断はされていない 
          ・窓口対応の臨時職員の給与と委託料を単純比較するとコストアップになるが、 
     臨時職員の任用業務や教育、出勤ローテーションなどに必要な（職員管理の） 
     コストのほか、住民サービスや業務効率化をトータルで判断している。 
         

＜導入にあたって＞ 
 検討、準備作業に一定の期間が必要となる 
  ○ 業務、権限など庁内の組織的な調整 
  ○ 委託先事業者など、庁外からの情報収集   
  ○ 庁舎の構造に手を加える必要が生じる可能性 
  ● 総合窓口や民間委託に一挙に進むのではなく、可能な部分から取組    

庁舎の構造と組織の形態が大きく変更される 

  庁舎建設を予定 
  ・検討している 
  自治体 

窓口サービス 
改革を進める 
大きなきっかけ 
のひとつ 

庁舎の
新改築 

窓口サービス改革研究会 

○本日の「議題５」の内容 
 ・H30年度実施 
  手挙げ方式の研究会と全市町村   
  向けの報告会 
 ・参加自治体の課題と対応方針を  
  検討 
 ・議論の方向性に応じ先進事例の    
  紹介          など  可能な部分から取組を進めようとしている自治体 


