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日本の災害時法制と公の施設 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 
 

はじめに 

地方公共団体のスポーツ施設、ホール、図書館等の公の施設は、住民の福祉の増進を目的として住民の

利用に供するために設けられている。公の施設に関して、2003 年の地方自治法改正施行により導入され

た指定管理者制度（地方自治法第 244 条の 2）は、わずか 15 年後の 2018 年４月段階で総事業数 7.6 万件

（うち市区町村たる基礎自治体約 6.1 万事業）1 を超え、公の施設の約４割が民間企業等 2 による指定管

理者制度に移行し急速に拡大してきた。一方で公の施設は災害発生の場合には、当然に住民の福祉の増進

の面から避難等に対する積極的な対応が求められる施設でもある。こうした公共性を持つ施設に対する指

定管理者の役割を如何に考えるか、日本の災害時法制の特性も踏まえつつ検討する。 

 

１. 公の施設の機能 

2003年の地方自治法改正施行による指定管理者制度導入前は、公の施設は公益法人等にその管理が委ね

られてきた。いわゆる管理委託制度（以下旧管理委託制度）である。しかし、行政改革、規制緩和、公共

サービスの向上に向けた官民連携展開の視点から、公益法人改革の一環として旧管理委託制度を見直し公

の施設の管理運営を多様化するため指定管理者制度が設定されている。 

指定管理者制度の実務を踏まえて、指定管理者が担うべき公の施設の管理対象について精査する必要が

ある。実際の指定管理者選定に関する要求水準や審査、モニタリーグ内容は、公の施設の中の「ホール」、

「児童館」、「図書館」、「体育館」等の特定機能を担うことを基本に設定されている。このため、公の施設

の住民の福祉の増進という大きな目的と、指定管理者が担う特定機能の間に実務的に乖離が生じやすい実

態にある。具体的には、公民館や図書館などの指定管理者が公の施設であることをもって、どこまで被災

した住民を受け入れ、その後のケアを行う法的な必然性があるか、また、避難者の最終的な退去等の権力

的行為はどこまで可能か、そして被災に伴う指定管理者自体のリスク分担等も論点となる。 

もちろん、第一義的には地方公共団体と指定管理者間で締結される「協定」内容によることになるが、

協定において詳細な内容を規定している例は少ない。また、その内容の適正性も課題となる。加えて、「公

の施設」=「単一の機能」（たとえば、「公の施設」=「図書館」等）の場合はもちろんのこと、公の施設の

複合化によりいくつかの機能を担う施設で、指定管理者自体が複数存在する場合や性格が異なる施設が合

築され一体化する場合、公務員と指定管理者が混在する場合など、より複雑な構図が現実には生じている。 

公の施設が複合化・多様化する中で、どのような領域で指定管理者は機能と責任を負うのか不明確にな

りやすい。このため、具体的には、公の施設に対する地方公共団体の設置責任と指定管理者の管理責任の

範囲の明確化が必要であり、それに伴うリスク分担の明確化も必要なこと、住民から見た場合、地方公共

団体の直営か指定管理者による管理か、単独機能か複合化しているかなど形態には関係なく、自ら生活す

る地方公共団体の「公の施設」として認識していることへの対処などを視野に入れて検討する必要がある。 

 

２. 災害時のガバナンス 

（１）災害時の法体系 

災害時の公の施設の機能と指定管理者の対象業務の関係を検討する際に重要となるのは、まず災害時

の意味と日本の災害時の法制の特徴である。簡単に災害時と言っても時間軸で見た場合、平時の防災か

らはじまり、被災者救援、救助、復旧、復興等に時間軸によって分けられる。その中で、日本の災害に

                                                   
1 総務省自治行政局『公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査結果』(2019.5)による。 
2 「民間企業等」とは、株式会社、NPO 法人、学校法人、医療法人等を示す。 
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関するこれまでの法制度は、防災の段階が大半を占めており、地方公共団体においても防災行政を中心

として展開してきた経緯がある。しかし、近年の自然災害の多発を踏まえ、自然災害を完全に克服する

ことはできないため、防災と同時に減災や被災後の対処等の観点が強く意識されてきている。 

 具体的な日本の災害時法体系は、自然災害や原発事故等も対象とする「災害対策基本法」が基礎とな

っており、本基本法は理念的内容にとどまらず計画立案や実務対応等も含めた実施法的側面を有してい

る。災害対策基本法は、災害時の国、都道府県、市区町村などの役割を規定しており、そこでの役割分

担の基本は「現場中心主義」である。現場中心主義では、応急対応の第一次的責任は市区町村等基礎自

治体が負うこととされており、災害通知、避難勧告等基礎自治体の首長の権限とされる。これに対して

広域行政体である都道府県は、後方支援としての機能を担うとされ、災害対策基本法の下で調整事務を

中心に展開する。以上のように、災害救助等災害時は現場中心主義で基礎自治体が中心に位置づけられ

ており、基礎自治体の公の施設の役割も潜在的に大きいことになる。仮に、避難所指定を受けていなく

とも、被災した住民等が救援・救助を求めてくることは念頭に置く必要がある。 

 また、災害時に具体的に機能する「災害救助法」に基づく行為は、避難所の設置、物資提供、炊き出

し等広範に規定されている。災害救助法は、①誰が救助するか、②どのように救助するか、③費用負担

は誰がするかを規定し、「被害者の保護」と「社会の秩序の保全」の実現を目的としている。但し、具

体的な基準は通知等で定めることになっており弾力的運用を可能にしている。特に、公の施設に密接に

関連する避難所機能では、避難だけでなく、防災拠点、情報発信拠点、各種サービス拠点としての役割

を担うことが定められており、避難所のマニュアルの作成、避難者のプライバシーの確保、全体的運営

秩序の確保等広範な機能が求められる。公の施設においても避難所に指定され機能する場合、同様の機

能が求められることになる。 

そして、こうした避難所等の運営も含め災害救助の事務取扱要綱によって、（ア）平等の原則、（イ）

必要即応の原則（必要を越えた援助は行わないこと）、（ウ）現在地救助の原則（観光客等訪問者も含め

て災害地で対処すること）、（エ）職権救助の原則（救助は職権で行い異議申し立ては原則認めない）の

４原則が示されている。以上の４原則は通知であり直接的な法的拘束力はないものの、実務面では強い

指針となっているのが実態である。また、前述したように災害救助は現場中心主義であり基礎自治体が

基本となる一方で、災害救助法の中心は都道府県であり、公の施設を中心とした救助においても市区町

村等の基礎自治体と都道府県間の捻じれ構造が存在する点にも留意しなければならない。 

 

（２）指定管理者の機能と位置づけ 

指定管理者にとって特に重要となるのは、被災支援及び災害援助の時点である。食料や医療品等の備

蓄など防災対応については、事前に施設管理運営の一環とする場合、地方公共団体と指定管理者との協

定において管理に含める防災の機能の範囲とそれに伴う費用・リスク分担を明確に定めることが原則と

なる。公の施設の躯体に関連した耐震性強化や防災機能の充実等は、設置者としての地方公共団体の役

割となる。 

まず、災害という当事者に帰すべからざる理由によって指定管理事業の実施が困難となり、指定管理

事業自体を継続することができないと判断される場合には、協定に基づき当該事業は停止とすることが

基本となる。経営困難や成果低迷等指定管理者が公の施設の管理を継続することが不適切と地方公共団

体が判断し実施する解除権の行使や指定の取消とは異なり、地震、暴風雨、洪水、騒乱、感染症の発生

等当事者の責に帰すべからざる事由による場合の措置である。 

従って、災害対応を検討する場合、まず、指定管理事業自体の停止事由の設定と判断が必要となる。

なお、当事者の責に帰すべき事由ではないことから、（a）施設の修繕費用等は極軽微なものを除いて

地方公共団体側の原則負担となること、（b）事業停止に伴う指定管理料の取り扱いについても、指定

管理者の責に帰すべき事由ではないことから地方公共団体と指定管理者がそれぞれ応分負担すること

など、周辺事項のリスク分担の明確化も必要となる。 
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（３）自助・共助・公助 

被災によって指定管理者の事業被害も生じるが可能な範囲で被災者救護を行うことは、指定管理者が

地域の一員として災害時に「自助」・「共助」の役割を果たすことであり、住民同様に求められる点で協

定とは関係なく必要な対応に努めるべきである。しかし、「住民自ら」あるいは「住民相互の連携」で

は対応できない状況、すなわち「公助」が求められる段階では、地方公共団体が主体となって役割を果

たすことになる。 

この点を検討していくに際して、第１は、指定管理者にも求められる被災時の自助・共助の範囲は何

かの問題である。具体的には、被災者の「救援」の範囲が基本となる。救援とは、困っている人に手を

差し伸べることであり一時的な保護に該当する。その後の救護等は中長期的に保護し、看護や治療を行

う段階では、公助として地方公共団体が速やかに環境整備を行う必要があり、公の施設としての図書館

等の特定機能たる指定管理事業は停止し援護活動を行うことが基本となる。 

第２は、平時（日常時）と危機時のすみ分けである。指定管理者制度の活用は平時を基本とし、指定

管理者の責に帰すことができない災害等危機時においては、指定管理者が協定に基づき設定している公

の施設への管理権を停止し、公の施設の設置者たる地方公共団体が設置者責任の視点から対応する体制

が必要となる。具体的には、公の施設の避難場所としての環境整備や被災による破損場所の基本的な修

復などであり、また、救援から救護に移行する際の被災者の退去、移動等も地方公共団体の役割となる。

そして、最終的には復旧等が一定レベルまで達成できたと地方公共団体が判断するに至った時に、事業

停止を解除し指定管理事業を再開することが基本となる。 

第３は、要求水準やそれに基づくモニタリングとの関連問題である。たとえば、図書館の単独機能を

担う公の施設の場合、多くは図書館機能としての管理運営の要求水準をベースに指定管理者への審査や

モニタリングが実施される。そこに、防災や災害対応等危機時の公の施設としての機能をどこまで盛り

込むか、あるいは、指定管理者に求める能力として防災や援護への対応能力をどこまで盛り込むのかの

問題である。明確に盛り込まれている場合は、指定管理者も必要なコストを踏まえた上で指定管理料を

設定し対応することになる。しかし、要求水準や協定ではその内容が不明確な場合だけでなく、本来的

に公の施設の指定管理者としての位置づけをもって対応する範囲は限定的とならざるを得ない。 

さらに具体的な事例として第４に、協定等には明記がなく、地方公共団体の防災計画等により一定の

備蓄を事実行為として指定管理者に求めることである。住民や民間に強制力のない防災計画に基づき指

定管理者に協定締結後に備蓄等を求める行為は、如何なる法的行為なのか。要請か、指揮監督に基づく

行為かなど、精査する必要がある。その上で、協定等の協議見直しを行う必要が生じる。地方公共団体

の指揮監督権の有無問題の延長線上でもあり、類似した問題として、指定管理者は利用者だけでなく民

間人たる職員の安全を確保する必要があり、公務員ではない民間職員に対して配慮する必要がある。 
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官民連携のコンプライアンス 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 

官民間のガバナンスの充実に向けてコンプライアンス（compliance）関係を向上させることは喫緊の課題

である。なぜならば、たとえば指定管理者制度は、審査、協定の内容、実施を通じた情報共有、モニタリン

グの充実等に至るまで、全体として体系的にコンプライアンスの構図を向上させることが、現在の場当たり

的・パッチワーク的対応を克服し、制度の持続性と進化性の確保に向けて不可欠となっているからである。 

コンプライアンスは、「応じること・従うこと・守ること」を意味している。コンプライアンスの言葉は、

民間企業が法令や社会的倫理を遵守することの意味として主にこれまで活用され、近年、公金執行の適正化

や官民連携の活発化を受け、2000 年代に入り国や地方公共団体等の公的部門でも内部統制とそれを支える

コンプライアンスの重要性の指摘へと広がっている。コンプライアンスの本源的目的は、民間・公的組織を

問わず、法令や倫理等に基づく活動を定着させ、社会的な信頼性を組織として確保し向上させることにある。

この意味から、単に形式的に法令を守ること（いわゆる「依法主義」）ではなく、指定管理者制度において

積極的に官民の組織価値と連携価値を高めていく姿勢が本質的には求められている。 

地方公共団体のコンプライアンスの根幹は、地方公共団体に対する住民（自然人・法人等）の信頼感を確

保し高める努力を行うことにある。地方公共団体の職員・組織は、民間企業の位置づけと異なり地域全体に

対する貢献者として、公平・中立な姿勢が前提となる。そこで求められるコンプライアンスの姿勢は、異な

る価値観や利害関係に真摯に向き合う地道な姿勢である。特に、地方公共団体では、多様な価値観との協働

関係を形成し維持することが求められることから、より高く強く柔軟なコンプライアンスの形成が必要とな

る。 

もちろん、コンプライアンスの実践的核となるのは、法令に基づく自治体経営の展開である。国・地方公

共団体を問わず公務員、そして公的組織の根本原則は法令に基づく職務の展開にある。この点は当然といえ

るものの、その前提として地方公共団体の職員自体が組織的に法令の基本的知識を十分に理解し実践する力

を自ら備える必要がある。特に官民連携の場合、地方公共団体を律する法令等だけでなく、民間事業者の活

動を律する私法関係、そして両者の新たな関係を形成することが求められる。すなわち、①行政活動の中核

を形成する公法分野のみならず、民法・商法等の私法分野の知識までもが公務員に不可欠と認識すること。

民間を律する法令や会計制度等を理解した上での連携が、官民の相互信頼関係を形成する前提となることを

認識し、地方公共団体の職員に求められているコンプライアンスの質と範囲を拡充することが必要となる。

②法令の根底にある倫理や社会的規範などを意識すること。倫理とは、人間行動に関する選択を規制する内

面的規範であり、規範の内面化には、客観的な社会規範としての価値観の習得が前提として必要となる。加

えて、倫理観には人間としてどこの国、どこの地域、いかなる時代にも共通した規範と、国、地域や時代等

で倫理的価値観が異なると同時に多様化が進んでいる規範も広範に存在し、この倫理的価値観の多様化が対

立を生む要因ともなっている。特に、地方公共団体の場合、法令ではカバーされていない領域や法令の適用

において実質的にかなりの裁量権を有する場合も多い。その意味から、現場と接している地方公務員の倫理

観や使命感等は、多様でかつ一層高い水準が求められることになる。③不正・不祥事を防止すること。この

防止には、内部統制が重要な意味を持つ。内部統制とは、自発的に組織をガバナンスすることであり、目的

は、業務の有効性・効率性の確保、業務情報の信頼性の確保、業務活動に関する法令遵守の確保、などが挙

げられる。内部統制を機能させる要素としては、統制環境の把握、リスク認識と対応、統制活動、モニタリ

ング機能等があり、新規採用職員へのコンプライアンスの浸透は、今後、さらに重要な課題とならざるを得

ない。 

 

 

政策シグナル 
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米中貿易摩擦と実体経済 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 

 

（資料）内閣府資料等より作成。 

 

６月末の大阪サミットでの米国・中国の首脳会談の結果とその実効性によって世界経済は大きく影響

を受ける。米国の対中貿易赤字は 1980年代ではほぼゼロであり、その後 2000年代に入り急速に拡大し、

2017年では 3,752億ドルの赤字となっている。こうした動きは、米国の世界経済に占める製造業のシェ

アにも現れており、2000 年代に入ってからそれまでの 20％台から急速に低下している。また、アジア

に目を転じると、アジア経済に占める中国の割合は 1980 年代の 10％台から 2010 年代では 50％にまで

拡大し、日本の割合は 20％台へと低下してきた。こうした構造的な変化が堆積する中で、米中の関税戦

争が激しくなる構図となっている。米国の対中国追加関税政策による影響が大きいのは、テレビ、自動

車、精密機器部品等となっており、米国の国内経済にももちろん影響を与える。米国経済の最終需要に

対する内外需の依存度をみると、内需が米国、日本が 80％台後半、中国 70％台、韓国・台湾・カンボ

ジア・タイ・ベトナム等が 50％前後、そしてシンガポールは 30％程度となっている。当然にアジア経

済の新興国における外需依存は大きい。その依存の相手国としての米国、中国そして日本の割合は国に

よって異なるものの、そのマイナスのネットワークの影響は徐々に浸透しつつある。日本も例外ではな

く、足元の日本経済は、実質的な悪化傾向を強めている。2019 年１-３月期（Q1）の成長率は、実質年

率で 2.1％成長となり数字上は好調な姿を示したものの、その実態は大きく質を悪化させた。内需は、

ぼぼ横ばいの動きとなり、成長率を牽引した外需を輸出と輸入に分けると、輸出は減少、輸入も減少と

なり、減少した輸出以上に輸入が減少したため、「輸出－輸入」の外需数字が拡大したに過ぎない。米

国と中国の貿易摩擦がある中で、世界経済の減速による影響は日本経済の製造業に影響を与え始めてお

り、産業活動や景気動向の先行きに関しても製造業を中心に慎重な見方が拡大している。今後の米中協

議の進展は、日本経済そして国内政治の動向にも影響を与える。 

 

  

アジアリンク 
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物流課題のある地域での対応策 

株式会社富士通総研行政経営グループ 石田 喬彦 

 

はじめに 

物流は、産業競争力の強化、豊かな国民生活の実現と地方創生を支える社会インフラであり、地域の

住民や事業者にとって欠くことができないインフラの一つである。しかし昨今、サービスモデルの多様

化に伴う顧客の要求レベルの高度化、人件費や燃料代高騰等によるコスト増により、物流事業者を取り

巻く環境は厳しさを増し、需給ギャップ等からインフラの維持が困難となり物流サービスレベルの低下

した地域では、事業者の事業継続や新規事業の創出等が困難となっている。 

このような地域の物流課題の解決には、物流にかかる各ステークホルダー（物流事業者、荷主事業者

等）の抱える課題やその原因の認識の一致、地域や事業者の特性等を踏まえた方向性や対応策を協働で

検討・実践していく必要がある。 

本稿では、東北地方のある県をフィールドとしたプロジェクトを踏まえつつ、物流課題解決に向けた

課題の整理と、その課題解決に向けた方向性について述べる。 

 

１．地域における物流の現状・課題 

（１）地域特性 

東日本大震災の発災から 8年が経過し、復興・再生を果たした地域が増えてきた一方で、依然とし

て住民の帰還や産業の立地（再生）等が思うように進まず、住民や事業者の活動が震災前のレベルま

で再生していない地域もある。 

このような地域では、さまざまな支援措置により事業者の操業再開や新規立地が進んでも、未だ集

配送が行われない、あるいは従来どおりの条件での配送サービスの維持が難しい、等の課題が顕在化

している。 

住民の暮らしを支える地域の雇用を生み出し、足腰の強い地域社会を作っていく上で、物流インフ

ラの整備は喫緊の課題として捉えられるようになった。 

 

（２）具体的な物流課題 

物流事業者、荷主事業者双方の視点で多角的にみると、例えば、物流事業者から見れば荷物がない

からインフラが維持できない、荷主事業者から見ればインフラがないから荷物を出せない、といった

鶏と卵のような課題の構造が明らかとなった。 

 地域特有の課題 全国共通の課題 

物流事

業者 

【ドライバー不足】 

・災害対応、東京 2020等の土木事業の需

要も旺盛であり、ドライバー等の人手が

確保できない。（ドライバーにとっては、

荷物の積み下ろしがないダンプ運転の

方が人気） 

【荷量が不十分】 

・荷量が少なく定期便を走らせても採算が

取れない。 

【コスト高騰】 

・燃料費・人件費等、自社では調整できな

いコスト高騰が継続している。 

【ニーズの多様化】 

・小ロット・多頻度化やきめ細やかなサー

ビスの安価な提供等、顧客ニーズが多様

化している。 

荷主事

業者 

【追加費用の発生】 

・定期便がなく、自社チャーターや宅急便

等を使うとコスト面で苦しい。 

【物価コストの上昇】 

・物流コストが上昇しているが、商品代金

に添加できない部分も発生し、原価を圧

事例研究 

 



 

 

8 

【製造・納品タイミングの遅延】 

・入荷貨物を物流事業者の最寄り拠点まで

引き取りに行かなければならない。 

・物流事業者の集配頻度が限られており、

かつタイミングが生産スケジュールと

合わない。 

迫している。 

 

定期便の集配サービス（宅配便では輸配送できない重量の荷物が主な対象）については、物流網が

整備されている都市部等と同等の頻度、料金等で、物流事業者側からの提供もしくは荷主事業者側が

利用することができない状況にあると整理できる。 

また、物流事業者にとっては、荷量の増加が想定できれば拠点設備等のインフラ投資も可能と思わ

れるが、今後数年間の出荷物流量がどこまで増加するか不確定要素が大きく、十分な数字が見込めな

い現状にあることも、物流事業者側の積極的な取組を阻んでいる課題と考えられる。 

 

２．地域の物流課題解決に向けたポイント 

（１）国や地域の動き・事例の活用 

物流課題解決に向けた様々な施策・取組を行っている国土交通省は、物流総合効率化法により、産

業の国際競争力の強化、消費者の需要の高度化・多様化に伴う貨物の小口化・多頻度化への対応、環

境負荷の軽減、物流業務に必要な労働力の確保等を目的に、複数者が連携して、流通業務の総合化（輸

送、保管、荷捌き～流通加工を一体的に行うこと）や効率化、輸送の合理化、環境負荷低減及び省力

化に資する事業に 2016年 10月から補助や税例特例等を行っている。 

2019年 5月末時点で 146の事例が認定されており、効率化や合理化を図る事例には、物流課題のあ

る地域で解決の参考になると思われる事例が散見される。 

分野 物流課題のある地域の参考になると思われる事業例 

輸送網集約 ・配送拠点（物流センター、倉庫等）の設置・共同利用 

・トラック予約システムの利活用 等 

共同輸配送 ・特定の小口宅配業者による地域内の一括輸配送 

・地域の荷主（同業他社等）連携による共同輸配送 

・貨物の空きスペースの有効活用 等 

モーダルシフト ・地方鉄道や路線バスの輸送力の有効活用 等 

 

また、上に挙げた認定事業以外にも、各地で様々な物流課題解決に向けたモデル事業や取組が行わ

れている。例えば、地理的に輸送コストが高く、荷量が十分に揃いにくい等の弱点がある高知県では、

いかに輸送コストを下げて地域産品を都市部や首都圏等の消費地に届けるかが大きな課題であった。

そこで、高知卸商センター協同組合が母体となり、組合員卸、近隣の卸、製造卸が連携して「株式会

社共同配送こうち」を設立し、物流条件が悪い主に中山間地域への共同輸配送を実施し、荷主事業者

の配送コスト削減を図った。さらに共同輸配送による出荷時間の厳格化等で、生産や人員の管理等も

徹底されるようになり、荷主事業者の残業時間の削減、利益率の向上等、企業体質の改善にもつなが

った。 

このような事例が少なからず出てきていることから、これらを参考とし、地域に合った、よりよい

対応策を導出していく必要がある。 
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（２）関係者による協議体の設置・合意形成 

(1)に示した参考事例から最適解を導出するだけでは解決につながらない。重要となるのは、物流

に係る各ステークホルダーで認識を合わせ、課題解決の方向性に理解を得ることである。特に物流事

業者と荷主事業者は、それぞれの立場での事情や思惑があるため、個別の協議では双方の理解が得ら

れる方向性が見出しにくい。解決に向けては、荷主事業者側の荷量・出荷のタイミング等のニーズを

整理しつつ、物流事業者のニーズとのマッチング（もしくは、双方の歩み寄り）を図っていく必要が

ある。 

そこで、関係する複数の荷主事業者と、地場／全国規模の複数の物流事業者、加えて、地元自治体

や国の関係機関が会する協議会を設置し、弊社が事務局となり、複数回にわたって協議を行った。協

議会では、前述の国や他地域の取組情報の提供に加え、荷主事業者、物流事業者それぞれへのアンケ

ート・ヒアリング調査結果の共有などを行い、荷主、物流事業者双方の特性やニーズを全構成メンバ

ーで理解するとともに、解決に向けた対応策の方向性を協議した。 

 

３．物流課題の解決の方向性 

1(2)で整理した課題は、荷主事業者、物流事業者各々の自助努力だけでは解決しえないものもあり、

中長期的な視点から、物流事業者同士、荷主事業者同士の連携や、物流事業者・荷主事業者双方が連携

して対応していくことが求められる。 

先進的な物流課題対策や物流効率化策等も参考にしつつ、課題が属する主体（物流事業者、荷主事業

者、物流・荷主事業者共通）ごとの、今後の具体的な対策の方向性は、以下のように整理される。 

 

（１）物流事業者に求められる対応 

① 物流事業者間マッチングによる路線便の集配サービス提供体制の確保 

特定の地域での配送が実施できない、あるいは、実施できるもののサービスレベルが他地域

と比較して十分に確保できない事業者が、当該地域での配送を実施している事業者に業務を委

託することで、当該地域での配送の実施、あるいはサービスレベルの水準へ維持を検討する。 

具体的な取組としては、物流事業者のニーズ・シーズを踏まえたマッチングを実施し、当該

地域での配送実績のある物流事業者へ自社の配送を委託することや、特定業者への貨物集約を

検討することが考えられる。 

 

（２）荷主事業者に求められる対応 

① 荷物の集約による荷量不足の改善及びトラック共同手配（ロット便インフラ構築）による 

物流コスト削減 

個々の荷主事業者による物流事業者の手配を、複数事業者による荷物の集約、共同手配する

ことにより、物流コストの削減を図っていく。 

具体的な取組としては、各社による入出荷状況の棚卸の上で、地域単位等での入出荷ニーズ

の共有・調整・管理のモデル化等により、複数の荷主が集配タイミングを合わせることで、荷

量確保と定期的な集荷の実現を図ることが考えられる。 

 

② 既存の宅配便物流インフラの活用による物流コストの削減 

従来ロット便としてまとめて配送を依頼していた荷物のうち、宅配事業者が扱える荷物につ

いては、宅配事業者の利用を検討する。 

具体的な取組としては、宅配可能に持つに係る入出荷状況の棚卸を行い、取扱い荷物のうち、

宅配便を活用できるサイズ・重量の荷物を選別・選出し、可能なものについては宅配物流網を

活用すること等が考えられる。 
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（３）荷主事業者・物流事業者双方に共通して求められる対応 

① トラックの空きスペース情報の共有（可視化）と荷主ニーズのマッチングによる物流の 

効率化 

貨物事業者が有するトラックには、既に路線便として稼働しているトラック等であっても、

満載ではなく一定程度空きがあって追加で貨物の積載が可能なケースや、1 日の中で稼働して

いる時間帯が限定され他の時間帯は空いているケースなどが存在する。その空きスペース、空

き時間について、荷主のニーズと合致する範囲において活用する可能性を検討する。 

具体的な取組としては、定期的な物流利用がある荷主事業者間や荷主・貨物事業者双方発で

の情報発信・共有の仕組みづくりを行い、特定の時間帯は空きのあるトラックの情報を共有し、

当該時間帯に集荷を依頼することなどが考えられる。 

 

② 最新技術導入による取組の高度化 

最新技術の中には、物流に活用できるものも存在し、それを適切に組み合わせることによっ

て、業務の効率化を図ることも可能でないかと考える。 

具体的な取組としては、AIによる個別荷主の入出荷、在庫調整や、特定地域の自動運転によ

る配送業務の自動化や倉庫業務の自動化等のオートメーション化等が考えられる。また、離島

等の地理的に不利な地域を中心にドローンによる物流実験が実施されているが、そのような技

術を活用していくことも中長期的には実運用に至ることが可能であると考える。 

 

おわりに 

小ロット・多頻度化等のニーズの多様化、人件費や燃料コストの増加、ドライバー不足等からくる課

題は、地域の物流において今後さらに深刻化していくことも懸念される。現時点では、事業者の個別努

力や、物流事業者と自治体や交通事業者等との協定等で地域物流が維持されているケースも多いが、根

本的な問題解決には至っていない。 

先にも述べたように、物流は、産業競争力の強化や地方創生を支える社会インフラであり、地域の事

業者の経済活動にとって欠くことができないインフラである。これからの地域経済・産業の活性化のた

めにも、その地域の物流にかかる各ステークホルダーが会し、地域特性や荷主・物流事業者などの特性

を踏まえた課題の整理を行い、対応策を共に見出し実践していくことが必要となる。 

富士通総研が支援した、事例に挙げた地域以外にも、同様の物流課題を抱える地域は全国に多数ある

と考えられることから、本事例等を踏まえ、今後も多くの地域課題の解決を支援していきたい。 
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市町村の支所業務の適正化に向けた取組事例 
～機能の見直しに活用可能なデータの取得方法～ 

株式会社富士通総研行政経営グループ 本保 勝義 

 

はじめに 

我が国の市町村は、「平成の大合併」以降、重複した業務及び議会機能の集約化と効率化、これらに

よる経費削減等に取り組んできた。その一方、合併により面積が広がった自治体では、行政区（旧自治

体の単位）、学区、地理的条件や住民の人口分布を勘案して支所・出張所を設置1 することで住民の利便

性向上、地域コミュニティの維持、防災拠点としての活用を目指してきた。 

各自治体内に設置された支所・出張所は、その後の行政改革や業務改革により統合や機能の縮小、廃

止を繰り返してきたが、ICTの普及に伴う業務の電子化、将来的な人口減少と少子・高齢化の進展に伴

う行政窓口ニーズの変化、窓口の業務量減少と施設の余剰、職員の平均年齢の上昇等に伴う人件費等の

コスト増への危惧等を背景に、更なる見直しが余儀なくされている。 

本事例は、市町村合併で広域となった自治体において、各地に設置されている支所機能を見直すため

に客観的な調査データに基づき適正な支所業務の在り方と職員体制の配置を導き出したものであり、同

様の事情を持つ多くの自治体においても参考になるものである。 

 

１．本事例の背景 

（１）人口・地形等の特徴 

事例とした自治体は、10 回以上の編入合併を繰り返した結果、東西と南北の距離が 2 倍以上の細

長い市域となっている。 

また、人口は 30 万人規模であるが、鉄道駅や幹線道路の周辺の人口増加地域以外では、人口減や

少子・高齢化が進んでおり、市内での地域差が大きくなっている。 

 

（２）市民センターの設置状況 

市の施設である市民センターは、身近な行政機関として各地域に均等となるよう市域の長辺（約

40km）に沿って約 40か所設置されており、全てのセンターで以下の 4つの機能を有している。 

 
図１ 市民センター機能（事務分掌） 

 

 

 

 

 

                                                   
1 地方自治法では、普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府

県にあつては支庁（道にあつては支庁出張所を含む。）及び地方事務所、市町村にあつては支所又は出張所を設けること

ができる規定されている（地方自治法第 155 条第 1 項） 

支所機能

収納業務 市税、国保料、後期高齢者医療保険料、市営住宅等

税務関係 市税申告受付、軽車両、軽自動車税、証明書発行等

戸籍・住基関係 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、証明書発行等

福祉関係 生保（傷病届、診療依頼書発行）、児童手当受付等

保険・年金関係 国保資格（被保険者証交付）、後期高齢者・老人保健資格
（被保険者証交付）、介護保険資格者証・受給者資格証明証
の交付、国民年金資格、医療費助成資格 等

公民館機能

講座開設 定期講座の企画・開催

人権学習・生涯
学習の推進

人権学習・生涯学習の推進、人権・生涯学習推進協議会との連
携

貸館業務 貸室予約受付、使用許可決定、使用料の徴収

地域各種団体
等との連絡調整

各種団体の年間行事確認などの連絡調整、公民館利用者団体
の登録、学習援助活動等

施設維持管理 公民館の設備及び備品の維持管理

地域自治
機能

地 域 の 実 情 把
握等の業務

自治連合会等の各種団体との月例報告・定例会議出席、学区
要望作成にかかる意見聴取、地域行事の出席、入学式・詩行式
等の祝辞市長代読、道路側溝等の維持修繕や家事等の現場確
認、市街灯・防犯灯新設・修繕の設置場所確認 等 防犯機能

警戒体制時の待機業務

警戒体制時の情報収集、連絡調整業務

災害時の避難所開設作業

平時における防災設備等の確認

平時における地域の自主防災団等の連絡調整

事例研究 
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（３）市をとりまく環境の変化 

市民センターは、ワンストップサービスを維持すべく、多様化する市民ニーズや制度改正等に対応

し新たな手続を追加してきたが、近年では、総利用者数がピーク時よりも 30%程度減少し維持費に見

合わなくなってきている一方で、交通の便が良い場所にあるセンターは窓口が混雑し拡充要望がある

等、地域によって状況が異なってきている。 

様々な課題を踏まえ、効率的なセンターのあり方を検討するため、画一的な業務を実施している前

提の中で地域差が生じているであろう、各センターの業務実態を定量的に把握することとなった。 

 

２．業務量調査 

（１）調査手法の選択 

業務改善への取組では、業務プロセスを可視化し重複の解消や分散化等による効率化を目指す手法

が一般的であるが、既にセンターの業務プロセスは画一化されており、改めて業務プロセスを調査し

細かく改善しても高い効果は得られないことから、既存の業務プロセスの作業内容に則して各センタ

ーの業務量を把握し、業務量に応じた人員の再配置等の改善施策へと繋げることとした。 

 

（２）業務形態に応じた調査方法の設定 

業務量の正確な把握のため、現状のセンターの体制及び役割分担に応じ、業務の形態毎に複数の調

査方法で調査を実施した。 

窓口業務担当への調査では、業務実施者が各業務

に要した時間を記録するとともに、繁閑差等特殊な

状況を解消するため、複数の実績データ等と組み合

わせて平均的な業務量を予測した。 

非定型業務担当への調査では、時間帯別に実施し

た作業内容と要した時間を記録するとともに、実

働・非稼働の時間がどの程度あるかを現場にて測定

した。 

図２ 標準的な市民センターの体制 

 

３．調査結果の一例 

（１）来庁者の状況 

支所業務（窓口業務）の時間あたりの繁閑の状況として、9時半から 10時 15分までが最も混雑し、

15時以降は徐々に人数が減り、閉庁直前は待ち人数がほぼ 0人になることが判った。 

 

図３ センターへの来庁者の状況（調査期間中の平均値） 
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（２）来庁者の構成と交通手段 

きめ細かく設置しているセンターを維持すべき根拠として、高齢者や障害者が徒歩で来られる拠点

が必要と言われていたが、実態としては、来庁者における高齢者は 2割程度に過ぎず、また交通手段

も自家用車を使用する場合が多いことが明らかとなった。 

 
図４ 市民センターへの来庁手段（例） 

 

（３）非定型業務担当の稼働状況 

非稼働時間が 20％以上あること、支所長と次長の業務内容に多数重複があること、生涯学習専門員

は本来の役割である公民館業務に半分程度しか時間を割いていないこと等が明らかになった。 

 

図５ 非定型業務担当者の稼働状況（例） 

 

 

（４）年間の窓口業務の繁閑推測 

センターにおける支所業務（窓口業務）の処理件数と過去の統計情報とを合成し、年間の繁閑状況

を分析したところ、最も繁忙なのは 6月であること、年間平均を超える月は 2月、3月、6月、7月の

4 つの月であること、センターの利用目的は証明書発行が最も多く、市民税が確定する 6 月は届出処

理も多くなること、等が明らかになった。 
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図６ 市民センターの繁閑状況の推測（例） 

 

４．調査結果の活用 

（１）センター機能の見直し 

現在のセンターの職員体制の単純な削減では、残された職員への負荷が増し、結果的に住民サービ

スが低下する恐れがあることから、センターの利用状況及び非定型業務担当の作業状況から、センタ

ーの機能を以下のように見直すことが有効と導き出された。 

機能を拠点

に集約 

複数のセンターの拠点となるセンターを作り、業務の一部を集約することにより拠

点以外のセンターの機能を縮小し、業務実施者の削減へ繋げる。 

拠点以外のセンターでの処理件数が少ないこと、処理時間が拠点へ自家用車で移動

する時間よりも長時間であること等、調査結果を活用し集約する業務を選定する。 

機能の絞り

込み 

現状のセンター機能のうち、利用頻度が高い業務、短時間での処理が求められる業

務等の観点で、調査結果を活用して運用する業務を絞り込む。 

相談機能 現状のセンター機能のうち、地域自治機能については地域毎に対応が求められるた

め、調査結果の相談への対応時間を活用し必要な体制を検討する。 

 

（２）配置職員数の適正化 

センターの地域による繁閑差は、主に利用者数の多寡に起因することから、業務に対する処理時間

の適正値をとり、センターの利用者数等から必要となる窓口担当者数を推計したところ、概ね 30％程

度の人件費削減が可能となる試算結果となった。 

 

５．他自治体への適用可能性 

合併等により市域が広がり、地域毎に支所・出張所を設置したものの、支所機能のあり方を見直さな

ければならない本事例のような自治体は全国に少なくない。 

また、本事例は出先機関を対象にしているが、業務量の分析による業務・職員・組織の最適化は、出

先機関のみならず全庁的な課題である。 

富士通総研では、本事例だけではなく、多くの自治体にて同種のコンサルティングを実施してきてお

り、今後も、業務量を観点に更なる業務改善や内部コストの削減を目指す自治体を支援していきたい。 
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