
 

1 

 

第８回 制度・地方行財政ワーキング・グループ 議事要旨 

 

1. 開催日時：2016年3月16日（水） 15:15～17:15 

2. 場    所：中央合同庁舎4号館 12階 共用1208特別会議室 

3. 出席委員等 

主査 高橋 進    日本総合研究所理事長 

委員  牧野 光朗   長野県飯田市長 
同  佐藤 主光   一橋大学経済学研究科・政策大学院教授 

同  山田 大介  株式会社みずほ銀行常務執行役員 

同  伊藤 由希子 東京学芸大学人文社会科学系経済学分野准教授（オブザーバー参加）  

同  鈴木 準    株式会社大和総研主席研究員 （オブザーバー参加） 

髙鳥副大臣 他内閣府事務局 

 

（１）公共サービスイノベーション関係ヒアリング 

・資料１の窓口業務の民間委託モデル自治体の選定について、来年度のスケジ

ュールとして標準仕様書をつくるという理解でよいか。８団体を選定し、対象

４業務とは８掛ける４という理解でよいか。 

→スケジュールは、改革工程表のとおり。詳細は、小委員会等と相談しながら

進める。大まかな目安としては、夏までに、モデル自治体において現在行わ

れている窓口業務の業務フローの分析、コスト計算などを終了する予定。年

内に、民間委託を想定した標準委託仕様書、業務フローの素案を作成し、モ

デル自治体に示して、具体的な発注の準備をしていただく予定。翌年度にモ

デル自治体で民間委託を試行、その成果を整理した上で、平成30年度当初に

は、より精度の高いものを全国展開する予定。 

 業務の数は、自治体それぞれの希望に沿うため、すべての自治体が４業務

全てについて行うものではない。住民基本台帳、戸籍業務については、既に

実施している自治体もあり、マイナンバー、国民健康保険は半分ぐらいとい

うイメージ。 

 

・全市町村から、10団体しか応募がなかったのか。外部委託のメリットが全国

に共有されていないのではないか。 

→工程表では６団体程度と想定しており、少ないとは考えていない。予算措置

等を含めてタイミング良く平成29年度に民間委託を実施することを検討してい

る自治体が限られることに加え、マイナンバー関係で現場が混乱していること

もある。応募には至らなかったにせよ、各自治体の改革担当部署からは問い合

わせが相当あり、自治体の関心は高いと感じている。それらの結果として、応
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募いただけたのが10団体ということ。 

 

・民間委託の実施状況について、小規模自治体は、検討もしたことがない場合

があるが、民間の受け手から見ると、工夫すれば委託できると考えるか。 

→窓口業務の民間委託は余り広まっていない。近隣の自治体が実施すると、周

辺の自治体も実施する傾向。 

→小規模の自治体での実績は多くない。10万人規模以上のところが非常に多い。

相談を受けるケースは増えてきている。 

 小規模自治体で委託すると少人数規模になるため、派遣との疑義が生じや

すく、コンプライアンス上の問題も生じる。複合した業務の集約、総合窓口

化等、業務を幾つかまとめて委託する方法であれば、民間業者とのメリット

も含めて、共存できる。 

 

・資料１ P.5、実際に業務を委託しているところからの分析か。 

→メリットに関しては、実施した経験がある、あるいは実施を検討している自

治体の数を集計。課題に関しては全数。 

 

・資料１ P.6、住民票の写しについては具体的な分析があるが、これは他の業

務についてもあるのか。 

→資料１ P.5の結果を分解したものがP.6のグラフである。全体の傾向として、

業務ごとの差異はほとんどないため、一例として住民票の写しの交付につい

て示している。他の業務についても提示できる。 

 

・委託実施後、民間委託を打ち切った自治体に関する具体的な事情を知りたい。 

→現時点では分析が進んでいない。今後、検討を進めていく上で、非常に重要

なデータが含まれていると考えられるので、打ち切った自治体に対して、ヒ

アリングを行いたい。 

 

・定員削減、事務量等、いわゆるメリット等を定量的に計測している自治体は

あるのか。 

 

・資料１ P.7、経費削減効果については試算の必要があるが、現場で具体的に

数字を算出するのは難しい。効果を計測する簡便なツールを、国費を投入して

でもつくるべきではないか。 

→コスト計算ツールについては、官民競争入札等監理委員会で、業務フローコ

スト分析という手法の開発をやっている。一定の調査を要するため、手間と
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経費がかかる。今回はモデル自治体に協力をいただき、内閣府で調査経費を

負担し、業務フローコスト分析を行い、具体の調査過程も含めて、その成果

を自治体に提供したい。 

 

・個人情報の扱いに関する不安点について、ガイドライン等をつくることで解

決するか。 

→個人情報に関して、ヒアリングをした範囲では、実際の情報漏洩リスクへの

不安というよりも、住民の不安、民間事業者が住民の情報を扱うことへの住

民からの反発への懸念が大きいと感じた。実際に民間委託をしたところ、予

想に反して住民から余り苦情がなかったという話も聞いており、また情報管

理に関する様々な工夫をされている自治体もあるので、先行事例の横展開に

より、そうした不安はある程度払拭できるのではないか。 

 

・優良事例の横展開は実施しているか。 

→標準委託仕様書や業務フローをつくるだけではなく、どのように実施すれば

うまく民間委託できるかを含めて、優良な先行事例のノウハウ等も整理をし

た上で、公共団体に情報提供していきたい。 

 

・「民間委託モデル自治体」は、窓口業務を対象としてボトルネックをあぶり

出した上で、標準委託仕様書をつくる流れだと記憶しているが、正しいか。既

存の制度や法律がどのように縛り、緩和等を検討する余地があるのか。「業務

改革モデルプロジェクト」と、どのような連携をとるのか。小規模自治体の扱

いをこれからどう理解するべきか。 

→内閣府では、比較的短期で改革の成果を上げる観点から、現在の法制度の枠

組みの中で、現場での具体の業務において、民間委託する上でハードル、ネ

ックになっている部分を少しでも下げること。具体的には標準化できるもの

は標準化をし、これまで個々の自治体ごとに行う必要があった余分な検討の

手間を少しでも下げて、入り口を広げることによって、民間委託を実施しや

すくする支援を行う。 

 総務省は、それから一歩先に進み、総合窓口化、ICTの活用等をもって、業

務の改善を含め、先行的にモデル的に実施いただける自治体と一緒に検討す

る趣旨と理解している。 

 民間委託の実施が難しい規模は小規模自治体であるが、受け手がいない、

束ねても業務量は多くないため民間に委託するほどではない、管理経費を支

弁できるほどの業務量がない等、問題の偏りがあり、必ずしも委託という方

法がベストの解決策とは限らないケースもある。 



 

4 

 

 外部委託、民間委託によって効果が出しやすい規模は、人口10万人前後ぐ

らいからであると、ヒアリングなどを通じて感じているところ。一方で小規

模自治体でも、前向きに委託を検討したいという自治体もあるため、課題の

確認、整理を含め、５万人ぐらいの都市の方にも御協力いただき、10万人前

後あたりを中心に、いろいろな規模のモデル自治体に御協力いただき、それ

ぞれの規模の課題についても整理をした上で、まとめていきたい。 

 

・アウトソーシングのボトルネックは職員にノウハウが蓄積されないこととよ

く言われる。解決策として、パフォーマンスを比較・評価できるようにするた

め、地域間、自治体間での情報の共有化、モニタリングができる仕組みづくり

等が考えられる。ノウハウの蓄積について、自治体のアウトソーシングにおい

て、どこまで深刻な問題として捉えているのか。実際に成功している自治体は、

今、どのような対応がなされているのか。 

→アウトソースとノウハウの蓄積の問題について、現場としては、深刻に受け

とめられている方が多い。官民競争入札等監理委員会の地方小委員会に参加

する現職首長の委員からも、ノウハウの蓄積が職員から失われることは大き

な問題だという意見をいただいている。単にその業務のやり方がわからなく

なるといった問題だけではなく、窓口業務を通じて市民と直接対話をしてい

く場面が失われることに対する危機感もある。日ごろから市民と接する中で、

市民の考え方や要望等を聞くことで、行政職員としての基本的な資質のレベ

ルアップができる、職員の育成の観点から重要、貴重な職務である、との御

認識。 

 また、自治体の公共サービスは、民間委託したとしても、最終的な判断の

責任を自治体が持たなければいけない。現場の状況がわからないままに判断

をするということは望ましくないため、また適切に民間事業者を評価、指導

するためにも、一定の経験を維持したいという意見も多い。職員の現場の感

覚を維持しながら、民間委託するという落としどころを探る必要がある。 

 

・コスト計算ツールについて、例えば指定管理者制度や民間委託を実施するに

当たり、要するコストについて、エクセルで基本的な情報を入力すれば算出で

きる簡易なツールをつくり、徐々に精緻に検討する等のサポートがあるとよい。 

→どのクラスの職員がどのくらい業務にかかわっているのか、計測を要する部

分があるため、簡易なツールを作ることは難しいのではないか。一方、他の

自治体では、この業務に関してこれぐらいのコストを要しているという情報

があれば、それをベースに、個々の自治体ごとの事情を加味してある程度の

判断をつけることは可能であり、事例を紹介していくという方法でもって、
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入り口を下げることはできる。コスト計算を行った諸元、過程を含め、事例

として紹介することで、取組みを検討する自治体にも有益な情報が提供でき

ると考えている。 

 

・資料２ P.4において、工程表では住民１人当たりコストを１つのポイントと

して考えていた。１人当たりコストが比べられることによって、具体的なボト

ムアップのアクションにつながるため、１人当たり行政コストを明示してほし

い。 

→窓口業務というセグメントを設定し、どれぐらいコストを要しているのかを

算定しなければならないがどのように算定するのか。各自治体で歳出削減効

果、改革をやった場合には算出しているが、按分等のルールが統一化されて

いない。「業務改革プロジェクト」を実施する中で、ある程度統一的なルー

ルや住民１人当たりコストの算出方法を、総務省として示したい。 

 

・小規模自治体の取組みでは効果が出にくいと言われているが、広域化、共同

化が必要と考えている。飯田市では定住自立圏の枠組みで、14市町村で戸籍サ

ーバーの共同化をやることによって、５年間で１億2,000万円の削減効果を出せ

ると試算している。共同化が図れるところを図れば、生活圏、経済圏が一緒の

ところは将来的に他市町村の窓口でも行政サービスを受けられるステップにな

る。現在はサーバーの中に壁をつくり、各市町村における相互のやりとりはで

きないようにしているが、本来はそういった住民サービスの向上を考えたとき

に、まずは共同化によってコスト削減して、さらに行政サービスの向上につな

げることは小規模自治体でもできる。 

→飯田市は定住自立圏の取組みで非常に連携が進んでいる。「業務改革モデル

プロジェクト」において、このように共同で取組むモデルの自治体が手を挙

げてくれないか期待しているところ。複数自治体のやり方が違うと調整に手

間がかかるため、フラットに考えた場合、複数自治体が手を挙げるというこ

とはハードルが非常に高いが、小規模自治体では委託をするにもロットがな

いと受け手の民間事業者はいないため、複数自治体にまたがって実施できる

モデルを見つけ出したい。 

 

・個人情報の取扱いについてはどのように解決しているのか。 

→個人情報保護に関しては受託が決定し、従事者が決定した時点で個人の誓約

書をとり、自治体に提出している。実際に個人情報の保護をしていくために

は、教育が必要。個人情報保護は各人の認識によって変わる。個人の認識を

いかに高く持っていくかが重要。毎月、個人情報の流出につながるミスを防
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ぐための回避策が行われているかチェックリストをつくり、士気を高める。

常にそういった意識を忘れない。そのように実際の教育方法をとっている。 

  個人情報保護に関しては、市民、住民の方が不安を感じている。実際に具

体的な大きな事故などが起きたことは今のところないと把握しているが、地

方に行くほど、センシティブな情報を一般の民間企業の社員が扱うことが不

安なのではないか。今までは、公務員が取扱うことが世間の一般論だった。  

 受託した自治体の中では、事前に一般市民に向けて情報開示をして意見聴

取をする、住民説明会を開催する、民間委託の広報をする等に取組むところ

もある。いかに本当の住民の声を拾い上げることができるのか。それに対し

ての不安をどう払拭させる説明ができるのかにかかっている。 

→個人情報については教育に尽きる。自治体のセキュリティーシステム等は、

民間と比べて脆弱なところが多いため、社員に対して定期的に徹底的に情報

保護の研修、教育を行っている。 

 故意に盗み見したり、情報を漏らしたりということは今まで一度もない。

事務ミスによる情報漏えいにつながる証書の誤発行等の場合も、おわびも行

って、責任を持って最後まで回収するところまでやる。 

 自治体によっては、住民情報が入っているシステムを扱う場合、仕様での

制限として同じ区市に住んでいない社員を求める場合も若干ある。受託者と

しては苦しいが、そのような制限も１つ方法としてはある。 

 

・委託を進める、あるいは、委託を受ける上で何が引き続き課題と考えている

か。 

→小規模自治体の多くが総合窓口。住民記録業務、福祉業務、保険業務、医療

関係、全課の業務を窓口で受けている。業務が多岐にわたればわたるほど、

難しくなる。加えて福祉業務の場合、相談業務につながり、委託範囲外にな

り、職員に引き継がないといけない。しかしその際の職員の定数が削減され

ているため、不在の場合がある。 

 受託が長くなると社員のスキルが上がる。様々な相談に対して答えること

も可能になる。窓口業務の委託に関しては業務の範囲の幅が広がると考えて

いる。最初の仕様で決めても、社員のスキルが上がるにつれて業務範囲が、

広がっていくのではないか。その経過を常に自治体と協議をしながら仕様の

範囲の見直しをする必要がある。 

一方で、課題としては、委託の範囲が広がれば広がるほど職員のノウハウ

の蓄積、継承の問題が生じることである。 

→複数業務になると、教育パワー、人の定着が下がるという課題がある。業務

が単一のところを集中的に覚えて遂行することはできるが、複数業務を一度
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に対応しなければいけないと、人をアサインする上での適性をしっかりと見

きわめ、能力の高い人を入れなければいけない。そうすると賃金を上げなけ

ればいけないため、コストが上がるといった悩みがある。可視化したり、マ

ニュアル化したり等、我々ができる範囲を広げていくということを考えてい

る。 

 

・経費削減効果に関するソリューションはどのように提供しているのか。 

→請け負った自治体には削減効果が必ず出ている。今まで正職員が行っていた

業務を我々の社員が行っているからである。１人当たりの単価が違うため、

削減効果が必ずある。   

自治体の企画課等と民間委託について打合せをすると、正職員の削減がで

きるから、対象課として市民課があがる。非常勤職員だけで窓口を担当する

場合も、管理業務があるため、単体で見れば予算が上がる。一方で包括委託

の場合、労務管理、リスク管理、何かあったときの責任という、見えないリ

スク、コストの削減ができる。自治体の決算上の単体の、例えば市民課の決

算等では、削減されていないかもしれないが、全体で見て考えてほしいと提

案しているところ。 

→職員の工数が減らず、効果が出ていないという指摘を受けたことがある。複

数年で見ると確実に削減効果は出る。職員の給与レベルから比べると半分以

下のためで、確実にその分の削減効果はある。加えて、窓口業務は繁閑の差

が大きく、人の貼り付けを柔軟にすることによって削減効果を図れるという

提案をしている。 

 

（２）地方行財政改革の経済効果について  

・改革の経済効果を何で測定するか。データの制約と因果関係の問題があり、

委託調査で探るのも１つの手だと思うが、もう少し我々で勉強して因果関係

等々について整理する必要があるのではないか。特に設備投資と賃金について

議論が始まっているが、例えば飯田市では経済的自立度という形で活性化を測

っている。飯塚市では中心市街地の活性化ということで、例えば街中の一定時

間当たりの歩行者数や飲食店の新規開設店数などまで見ている。柔軟な頭で先

進自治体の事例を集めるところから始めて整理するというプロセスを経なけれ

ばなかなか答えが出ないのではないか。 

 

・マクロ分析から入るよりは個別のミクロ分析から入ったほうがよい。例えば

自治体によっては、中心市街地の活性化事業に取り組んだ結果として売上高が

伸びたが、実は伸びたのは一瞬で、その後、また売上高が下がってしまったと
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いうことがある。空き店舗数の変化や DID を用いて、取組をしている自治体と

していない自治体を分けて、何らかの取組により前後で何か変わったかなどの

分析を、サンプリングで調べてみるということから始めないと、仮説が出てこ

ない。地域の取組がどのように地域経済に波及して、福利厚生の向上や公共サ

ービスの改善につながっていくのか。それがわからないで、いきなり設備投資

の話はしようがない。 

 

・設備投資については、研究開発やソフトウエアなど、企業はハードよりソフ

トのほうに力を入れている。設備投資だけを見ていても、企業行動の活発度を

見ていることにはならない。賃金と似たような話になってしまうが、雇用など

を見たほうがよいのではないか。 

 

・地域レベルの指標について、自治体の財政指標とはどのようなものか。代表

的な財政力指数でもよいし、使い方は色々とあると思う。 

 

・ある地域が他の地域とどのように関係しながら活性化していくのかを見るた

めには、もう少し空間的な依存関係を見て、分析モデルをつくらないといけな

い。ある市の工業と財政だけ取り出してみても因果や影響を測ることは難しい。 

説明可能な仮説・周辺地域との取引関係をふまえた分析が必要である。 

 

・RESAS には自治体関係者だけ使うことができる企業間取引データがある。これ

はある自治体に存在している企業が他地域の企業とどのように取引しているの

かという帝国データバンクのデータである。そういった自治体関係者ならでは

の、特性を活かした分析をしていただきたい。 

 

・賃金は重要だが、より身近な指標として雇用がある。雇用全体そのものだけ

ではなく、例えば女性の就業率や、高年齢者の就業率などを用いて地方の頑張

りを評価することも考えうるのではないか。 

 

・難しいのは循環要因と構造要因の区別。経済・財政一体改革は経済社会構造

を変えることを狙っているので、たまたま循環的に賃金や雇用が上向いたとい

うことでは妥当しない。産業競争力会議の KPI の評価も同じ課題を抱えている

と思うが、改革効果としては生産性の上昇がなければならない。生産性上昇率

がどの程度向上したかは１～２年では測れず、数年経ないと測れないことを理

解した上で、しかし、測れないから測らないということではなく、足元からモ

ニターしていくという関係者の間の認識が必要ではないか。 


