
ISSN：2187-1132 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  2019 No.５（2019 年８月号） 
 

 

 

 

 

 

●レポート：政策論説 地方自治体の政策情報とエビデンス 

宮脇 淳 （北海道大学法学研究科教授） 

 

●レポート：政策シグナル 公共性の相対化 

 宮脇 淳 （北海道大学法学研究科教授） 

 

●レポート：アジアリンク 米国にとっての多国間協議のデメリット 

 宮脇 淳 （北海道大学法学研究科教授） 

 

●レポート：事例研究 幼児教育・保育の無償化に伴う保育の質の確保に向けて 

東 史人 （株式会社富士通総研 行政経営グループ） 

 

●レポート：事例研究 行政手続コストのさらなる削減に向けた課題整理   

中辻󠄀 裕 （株式会社富士通総研 行政経営グループ） 

 

 



 

 

2 

地方自治体の政策情報とエビデンス 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 
 

はじめに 

エビデンスによる政策展開とは、政策選択の背景となる政策情報の見える化・可視化とその共有を意味

する。それは、地方自治体の政策議論と政策決定に関して、極めて重要な要因となっている。たとえば、

公の施設や特定の政策の地域にとっての必要性を何で判断し、事業計画の前提となったコスト計算はいか

なる根拠で試算したのか、試算に対していかなるリスクを認識したかなどプロセスを含めて明確にするこ

とである。特定の利害関係者間や政治的パワーゲームによる調整ではなく、当該政策を選んだ理由を明確

に住民や納税者に説明することを担保した議論の展開が必要となる。とくに求められる点は、特定の選択

肢だけを示すのではなく、複数の選択肢を示し背景にある情報を共有しつつ比較を行うことで選択に対す

る客観性を担保することが可能となる。議会としての行政へのチェック機能は重要である。しかし、民主

的コントロールは、それだけではない。情報公開請求、住民監査請求、住民投票、行政事件訴訟等住民の

問題意識や直接の政策参加意識が徐々に高まる中で、自治体経営の面からも政策情報の見える化・可視化

が不可欠な課題となっている。 

 

１. 政策論・過程論から情報論へ 

 

従来の政策議論は、政策論、すなわち政策の内容を一定の価値観による評価する議論が行われ、政治的

なパワーを中心に展開されてきた。しかし、提示された政策の内容に対する価値観からの是非の議論では、

多くの場合、お互いの価値観の違いによる主張に止まり、政策自体を進化させることはできない。この改

善のためまず取り組まれたのが PDCA サイクルを軸とする政策過程論である。政策を決定しただけでな

く、その内容が適切に実施され効果を生んでいるかのモニタリングの展開等である。そして、情報通信革

命の時代に入り、内容そして実施過程はもちろんのこと、その前提となる情報・データがいかなる質でい

かなるコンセプトの中で形成され活用されているかの検証を行うこと、すなわち政策情報論が極めて重要

視される時代となった。政策思考の前提となっている情報に目を向けると同時に、その情報の蓄積と伝達

をめぐる人間集団の権限や責任の構図・機能、具体的には議会、行政、そして住民の行動に強い影響を与

える。情報政策論の中心となるのが、エビデンスによる政策思考である。 

政策論説 
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２. 法的エビデンスと政策的エビデンス 

 政策ではエビデンスに基づく判断が必要となり、そのことは同時に住民等に対する説明責任を果たす意

味合いからも重要となっている。ただし、留意すべき点がある。それは、エビデンスのふたつの類型に対

する認識である。ふたつの類型とは、法的エビデンスと政策的エビデンスである。 

法的エビデンスとは、過去の出来事に対する適法・違法、適切・不適切等を判断するための情報であり、

政策的エビデンスとは、将来の姿を描き組織や事業のあり方を判断する情報である。政策的エビデンスが

不可欠とする将来に向けた推測的証拠は、常に不確実性、すなわち、リスクを必然的に抱えざるを得ない。

この不確実性を有効に活用するには、民間企業で常態化しつつあるリスクマネジメントの充実の視点を地

方自治体や指定管理者制度でも徹底する必要がある。 

特に、民間化政策の場合、民間企業等は事業のリスクが明らかでなければ積極的な参入は行えない。な

ぜならば、リスクのデメリットが顕在化した際に、当該事業でいかなる対応が求められ、その結果、どの

ような費用負担が発生する可能性があるのかの検討が必要となるからである。民間企業等は、常に、合理

的な意思決定や経営判断を行うためのリスクの洗い出し、責任負担などを検証することが求められており、

適切なリスク判断ができて初めてノウハウを最大限活用できる提案を行うことが可能となる。そのため、

リスク分担では発生する可能性のある事象、その事象の発生する原因、その際にとるべき選択肢、費用や

損害の負担について具体的に検討する必要がある。民間化政策のリスクマネジメントで重要な点は、地方

自治体や民間企業等がそれぞれの立場でリスクを認識するだけでは不十分であり、リスクの認識、リスク

の分担の相互の認識の共有・協議から進めることである。こうした取組みを支えるのが、政策的エビデン

スである。 

政策的エビデンスを法的エビデンスと同様に位置づけてしまうと、外部環境変化への対応が常に遅延し

実質的な負担を拡大させるとともに、地方自治体と民間企業間の信頼関係の形成を困難にする。不確実性

から生じるリスクを受け止めないことは、公共サービスの改善のチャンスを制約し、政策の進化を失わせ

る要因ともなる。また、地方自治体では足元の2-3年の視野だけでなく、10-20年といった経済社会の構造

的変化を見据えた議論が必要であり、そのためには長期的視点からの推測的証拠の形成と活用を行える組

織的体力の養成も重要となる。視野が長期化すればするほど、リスクは輻輳化し拡大する。不確実性を生

み出す変動要素は、時間軸の長さと共に拡大するからである。しかし、その輻輳化し拡大するリスクをマ

ネジメントする視点が不可欠である。 

 

３. 財政情報のエビデンスの質 

 地方自治体の政策形成をめぐるエビデンスの中で、重要な要素となるのはたとえば財政情報である。

予算をどこに配分しどれだけ支出するかだけでなく、財政情報に着目し、官民連携に向けた制度運営の

改善の視野を広げていく必要がある。その視野の原点は、未来とリスクをみることである。  

財政情報を支える公会計の大きな目的は、財政民主主義の充実を通じた財政統制の進化と自治体経営

の質的健全性の向上にある。前者の財政民主主義の充実を通じた財政統制では、財政法の諸原則に基づ

き議会の審議・議決で予算が成立し、議会の議決通りに執行しているか否か決算を通じて確認すること

が中核的課題となる。すなわち、予算・財政の民主的コントロールによる妥当性の担保である。さらに、

財政統制を進化させるには、予算・決算プロセスの妥当性に加えて、財政情報の質に関する適正性の評

価が必要となる。適正性を担保する評価軸は、①責任の明確化、②有用性の重視、③保守主義の重視、

④帰属の明確化である。 

①責任の明確化は、当然に予算の管理・執行等に関する責任の所在を明確にすること、②有用性の重

視とは、住民が財政について認識し理解するために必要な内容になっていること、④帰属の明確化とは、

財政支出に伴って生じた資産・負債等ストックの帰属がどこにあるかを明確にすることである。 

そして、これまで以上に今後に向けて重視することが求められるのが、「③保守主義」である。保守

主義とは、将来も含め住民に不利益を与える情報を予め確実に住民に伝えることを意味する。この点は、
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財政法の単年度主義とやや異なる側面をもつ。単年度主義は、予算の歳入・歳出は会計年度で決められ

た期間ごとに区切って議決を受けることで、財政の透明性を確保することを意図している。しかし、保

守主義の原則では、将来の歳出や何らかの住民負担が不可欠あるいは不確実性はあるものの発生する危

険性がある場合は、それに関した財政情報すなわち将来のリスクを認識・共有し、予算の是非を判断す

ることが求められる。このため、議決対象となる予算自体は単年度主義が基本となるものの、予算審議

の前提となる情報として将来に与える影響等を明確にすることが保守主義の基本となる。したがって、

議会で単年度の予算を審議・議決する場合に議決対象となる予算書だけでなく、その予算書の注記や参

考資料で将来に与える影響等を明確にし、それを認識・理解した上で審議・議決することが必要となる。

さらに、リスク情報自体に大きな進化をもたらす情報化時代が到来し、エビデンスの質が 20 世紀と 21

世紀の今日において大きく異なってきている点にも留意する必要がある。 

 

４. 経済性のエビデンスの質 

民間化政策で常に求められるのは、経済性の向上である。経済性とは、最少費用で最大の効果を実現

することであり、これは民間企業等、地方自治体を問わず、すべての経済主体に共通する原則である。

政策の効果は、事業目的と位置づけられているサービス提供の質であり、地域や時代によって可変的な

性格をもつ。これに対し、経済性が発揮されているかどうかの判断は、効果との対比における費用の最

小化の視点から評価することが中心となる。この費用の最小化、すなわち経済性のエビデンスにおいて

留意すべき点がある。 

第1は、費用の最小化は絶対的評価ではなく、効果との関係における相対的評価であり、費用が増加

していてもそれを上回る効果の向上がある場合、あるいは費用が不変でも効果が向上している場合には

経済性は発揮されていることになる。逆に、費用が減少していてもそれを上回る効果の悪化が生じてい

る場合等は経済性が発揮されておらず低下していることになる。費用を単純に削減することだけで経済

性を判断することは、公の施設の機能の質を低下させる要因となる。 

第2は、単年度の収入支出の関係に止まらず、中長期的視野をもって財務リスクの認識と分担を行う

ことが重要となる。ある時点において費用を最小化したとしても、将来に負担を先送りし潜在的リスク

を拡大させていれば、経済性は実質的に悪化する。こうした点は、財務情報としての企業会計と公会計、

さらに税務会計との関係、そして地方自治体の予算制度と民間企業の財務運営との違いも十分認識し判

断していく必要がある。 

そして、最終的に民間化政策では、「民主的コントロール」と「資本の増殖」という両者のバランス

が適切か否かのエビデンスとそれに基づくモニタリングが重要となる。民間化の対象が公共サービスで

ある以上、民主的コントロールは公共性の目的を実現するため不可欠となる。一方で民間企業等の社会

的使命は資本等の増殖を図り経済社会活動を持続的に展開することである。この両者のバランスが如何

に形成され、維持向上が図られているかエビデンスを通じて検証する必要がある。 
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公共性の相対化 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 

政策論説でも整理したように民間化は、正確には民営化と異なり地方自治体の公共サービスについてその

提供を民間企業等に委ねる仕組みである。なぜ、民間化の取組みが必要となっているのか。それは、①地方

自治体だけでなく、民間のノウハウを活用することによって公共サービスの持続性と共に質の向上を実現す

ること、②公共サービスの効率性を高めて、人的資源や財政に関する制約を「①」の実現と共に克服するこ

と、にある。しかし、地方自治体によっては、民間化に伴う管理運営を従来からの上下関係・縦型ガバメン

ト関係の発想で展開している事例も少なくない。民間化による公共サービスに対する民間企業等の創意工夫

の発揮やノウハウによる管理運営の動機づけは何か、その本質を共有する必要がある。 

民間企業等は、たとえば株式会社の場合。第一義的に投下した資本の増殖を図り自らの持続的発展を実現

することを本質とする組織体である。これに対して、地方自治体は公共の福祉の増進を実現することを本質

としている。この公共の福祉の増進が、民間企業等に公の施設の管理を委ねても実現できるか、どの程度実

現できるかが判断ポイントとなる。 

 

①公共性の相対化 

創意工夫・ノウハウは、民間企業等にとって独立した法人格として適正な自由度を前提として市場で持続

的に成長し、投下資本の増殖を実現していくために必要不可欠な存在である。そのため、公共性や公共の福

祉の増進に関しても、私的自治の原則、契約における信義則、取引の安全等私法上の規範によって相対化さ

れる領域があることを認識する必要がある。たとえば、指定管理者制度を通じて民間企業等の創意工夫・ノ

ウハウを活用するには、適正な自由競争の確保や契約の原則を尊重することが大前提である。資本主義・自

由主義を基本とする日本において、法的にも契約内容が自由競争を阻害ないし著しく制約する場合は、無効

や取消の対象ともなり得る。それは、地方自治体側に指定管理者に対する指定の取消権があるのと類似の意

味をもつことになる。指定管理者制度等民間化政策を具体的に考える場合、政策的・法的にも公の施設の管

理運営に対して自由度等の視点を公共性判断とのバランスにおいて可能な限り組み込む姿勢がまず地方自

治体側の課題となる。 

 

②相対化の限界 

もちろん、公の施設の管理という公共サービスを対象とするため、民主的コントロールによる公共性・公

益性からの制約は必要となる。しかし、適正な自由度や民間企業等の独立性・自立性を大きく阻害する内容

では民間化政策の成果は期待できず、公共性の面から大きく制約する必要がある場合は、直営や管理委託等

他の手段を選択すべきである。 

民間化政策を地方自治体が選択する場合、まず、公共性、公益性の面を踏まえ適正な自由競争と民間事業

者の法人の独立性等を担保することがどこまで可能か当該施設の機能面も含めて精査し、仮に自由競争の導

入が当該施設の公共性等を大きく阻害するあるいは制約する場合は、具体的に理由を明確にした上で、直営

等の選択肢を検討することである。この点を精査せず、単に一過性のコスト削減を重視して指定管理者制度

に移行しても質の向上や持続性において大きな課題を抱えるだけでなく、住民への公の施設を通じた公共サ

ービス提供の質を最終的には劣化させることになる。民間化を地方自治体が選択する際には、官民両者を通

じた体系的な判断が必要となる理由はここにある。 

 

 

 

政策シグナル 
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米国にとっての多国間協議のデメリット 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 

米中の経済対立が、両国だけでなく世界経済全体に影響を及ぼしていることは周知のとおりである。

世界の二大経済大国間の紛争的対立は、二国間問題にとどまらない。政治問題が絡んだイランやトルコ

への米国の制裁措置により、金融市場も含めた経済そして国際政治全体への動揺も続いている。こうし

た動きは、世界経済全体の不透明感を高めると同時に、政治的ジレンマを深刻化させる。なぜ、米国は

様々な多国間協議を離脱し、二国間協議を重視する姿勢を示しているのか。その最大の要因は、自国の

利害を追求するには二国間協議が極めて有利となることによる。本来、二国間協議では、常に相手国の

利益と自らの国の利益の差を認識しつつ、両者の合理的な妥協のため、政治的・経済的観点からの利益

均衡を目指すことになる。しかし、外交交渉における二国間協議は、相手国との主張の何らかの一致を

目指すものであり、政治経済的パワーが強い国ほど有利となりやすい。このため、本来は双方の利益向

上を目指すべき外交交渉が、一方の国のみの利益拡大となりやすいのは当然のこと、結果として双方の

国の利益が低下する状況も生み出す危険性も持っている。二国間協議では、どこまで行っても当事国間

の利益配分のみが問題となり、世界全体の厚生がどこまで拡大するかは副次的要因であり劣位とならざ

るを得ない。そして、一方の国が特別の優位性を持つ場合、交渉結果は優位国の利益に偏りやすいため、

当然のこと交渉は対立的となる。 

これに対して多国間協議は、参加している国の.個別の特別利益は劣位とされ、参加国全体の利益拡

大が優先する構図となる。こうした多国間協議のメリットは、①二国間協議で生じやすい経済的・軍事

的優位性による一方的利益の確保を抑制し、相対的に小国の結束を高める結果となり、政治経済大国に

とっては不利になりやすいこと、②二国間協議に比べて経済社会全体の厚生を視野に入れた展開が期待

できること、③一方で多国間協議の場合は、協議のロジを司る事務局内の枢軸への影響力が協議結果に

決定的な影響を与えること、④協議においては、自国の利益を多数国の利益として主張できることが不

可欠となり、全体の利益となることの根拠を明確にしていく必要性があること、などが挙げられる。こ

のため、今回のトランプ政権による米国の国益を最優先する保守姿勢では、多国間協議の場は不利とな

る。 

ひとつの統治権に基づくルールが適用される国内の交渉とは異なり、政府間の外交交渉では、「何ら

かの合意」を実現することが目的となる。この「何らかの合意」とは具体的な成果の追求であり、①国

際的法的合意。②政治的合意。③既存紛争解決、④将来紛争回避の類型がある。①国際的法的合意は、

最も拘束力の強い成果であり国際法に基づき恒常的に法的効果が約束された合意である。しかし、こう

した合意は両国、あるいは多国間の利害が完全あるいは一致しないと実現できない。これに対して政治

的合意は、法的拘束力は弱いものの政権間の合意に基づくものであり、政権に変化がない限り一定の効

力を有する。しかし、国家間合意であっても政権に変化が生じた場合、内容の解釈等に違いが発生しそ

の効力が大きく揺らぎ、新政権によって別の政治的合意が行われることが多い。今回のオバマ政権から

トランプ政権への米国での意向が、従来の政治的合意にも大きな変更を生じさせている。③既存紛争解

決は、すでに顕在化している国家間問題に対して対処することを目的としており、何が争点かが明確に

なりやすい。反面、明確なだけに利害が対立しやすく合意に至ることが難しい場合が生じる。現在の、

米国を中心とした貿易問題もこうした側面をもっている。④将来紛争回避は、今後に予測される紛争を

予め認識し対立を防止することを目的にした政府間合意であり、北朝鮮を中心とする構図がこうした一

面を有している。③の既存紛争解決に比べて争点を明確にせずに議論できるため、協議の場は形成しや

すい反面、双方の利害が明確に共有できないため、協議が実質的に進まない構図を生みやすい。 

 

  

アジアリンク 
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幼児教育・保育の無償化に伴う保育の質の確保に向けて 

株式会社富士通総研行政経営グループ 東 史人 

 

はじめに 

我が国における急速な少子化の進行並びに幼児期の教育及び保育の重要性に鑑み、総合的な少子化対

策を推進する一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るため、2014年度以降、段階的に

拡充されてきた幼児教育・保育の無償化であるが、この10月の消費増税に伴い、増税による歳入増分を

財源とした、子育てのための施設等利用給付が創設される。具体的には、幼稚園・保育所・認定こども

園等を利用する3～5歳児クラスの子ども、住民税非課税世帯の0～2歳児クラスの子どもの利用料が無料

になる。 

現在、各市町村は10月からの無償化に向け、施設や利用者の認定をはじめとした施行準備に追われて

いるが、10月以降の新制度施行後は、不正受給の防止や、保育の質等において不適切な施設の指導・監

査が重要となってくる。特に、新制度により新たに給付対象となる施設・事業（認可外保育施設や一時

預かり事業等）の中には、これまで自治体が認可等しておらず十分に指導等が行き届いていない事業者

や、事業体として十分な経営・運営体制とは言えない零細な事業者も多数含まれ、特に都市部では指導・

監査の対象事業所も大幅に増加することが見込まれることから、不正受給の防止や事業者への指導等に

対する必要十分な準備が求められる。 

本稿では、幼児教育・保育の無償化という急造の制度の施行に伴い、自治体としてどのような対応が

必要か、弊社が内閣府から受託した事例調査等を基に、提案する。 

 

 

１．幼児教育・保育の無償化とは 

① これまでの幼児教育の段階的無償化 

我が国における急速な少子化の進行並びに幼児期の教育及び保育の重要性に鑑み、総合的な少子化

対策を推進する一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るため、2014 年度以降、幼

稚園の保育料から順次、段階的に拡充されてきた。 

これまでは生活保護世帯、住民税非課税世帯等が主な負担軽減の対象とし、第 2子以降への負担軽

減の拡充等、段階的に負担軽減を拡充してきた。 

 

② 子ども・子育て新制度に基づく 10月からの無償化 

幼児教育の負担軽減を図る少子化対策、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性を鑑

み、2017 年の「新しい経済政策パッケージ」、2018 年の「経済財政運営と改革の基本方針 2018」を

踏まえ、国と地方の協議を経て、2019年 5月に子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立、

10月 1日から施行されることとなった。 

無償化の対象と概要は次表の通り。これまでの認定こども園・幼稚園・保育所・小規模保育等に係

る共通の財政支援（子どものための教育・保育給付）に加え、新制度未移行の幼稚園、認可外保育施

設、預かり保育等の利用に係る支援（施設等利用給付）が新たに加わることとなり、支給要件を満た

した子どもが、市町村の確認を受けた対象施設・事業を利用した際に要する費用を市町村が支給する

こととなっている。 

 

 

 

 

 

事例研究 

 



 

 

8 

図表 1：子ども・子育て新制度に基づく 10月からの無償化の対象と概要 

対象 無償化の概要 

幼稚園、保育所、認定こども園等 3～5 歳：幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育

（標準的な利用料）の利用料を無償化 

0～2歳：上記の施設を利用する住民税非課税世帯を対象として無償化 

幼稚園の預かり保育 保育の必要性の認定を受けた場合、幼稚園に加え、利用実態に応じ

て、月額 1.13万円までの範囲で無償化 

認可外保育施設等 

・認可外保育施設 

・一時預かり事業 

・病児保育事業 

・子育て援助活動支援事業 

3～5 歳：保育の必要性の認定を受けた場合、認可保育所における保育

料の全国平均額（月額 3.7万円）までの利用料を無償化 

0～2歳：保育の必要性があると認定された住民税非課税世帯の子どもた

ちを対象として、月額 4.2万円までの利用料を無償化 

 

 

２．新たに追加される事務の流れ 

対象施設・事業の確認、利用者の給付認定を経て、対象施設・事業を利用した際に要する費用を市町

村が支給する流れとなっている。 

なお、現行の子どものための教育・保育給付の処理手法を施設等利用給付においても踏襲する、施設

等利用給付に係る特定子ども・子育て支援施設等の確認に都道府県の協力を求められる、支給方法とし

て現物給付と償還払いを選択できる、施設が代理受領する等、市町村の事務負担増を極力軽減すること

とされている。 

 

図表 2：幼児教育・保育の無償化に伴う新たな事務の流れ（内閣府） 
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３．無償化の実施に伴う留意点 

現在は、10 月からの無償化に向け、施設や利用者の認定をはじめとした施行準備が主な焦点となって

いるが、10 月以降の新制度施行後は、不正受給の防止や、保育の質等において不適切な施設の指導・監

査が重要となってくる。 

 

① 不正受給等の防止 

多くの自治体は、給付事務だけでも多くの事務負担があるため、それなりの監査体制が整う

一定規模以上の自治体を除き、事後的な監査等により能動的に不正を摘発できる余裕がないこ

とから、不正受給の防止には、まずは対象施設等や利用者の申請時（事前）に十分な審査を行

う等による未然防止が重要となる。 

利用者については、申請された児童の年齢や世帯の課税所得、施設の利用状況等について、

その事実を正確に確認することや、利用実績に基づく償還払い（利用者が先に利用料を支払い、

領収書等の支払証跡に基づき支給）を原則とすることが重要となる。 

また、対象施設等については、これまで多くの自治体で給付対象ではなかった、ベビーホテ

ルやベビーシッター等の認可外保育施設等の利用も新たに給付対象になるが、これら施設等は

認可保育施設・幼稚園・認定こども園とは異なり、指導・監査等を通じた自治体との接点が殆

どないために自治体が施設運営の内実を十分に把握できておらず、施設側も自治体とのやりと

りや事務手続に慣れていないことが想定され、不正受給や申請内容の誤りの発生が懸念される。

これら対象施設等については、都道府県等による認可や届出、指導・監督等を通じ信頼に足る

施設等であることを前提とすることでリスクを下げ、併せてこの無償化を機に関わりを深める

ことにより不正の未然防止だけでなく質の向上等を促していくことも重要となる。 

 

② 申請件数の増加に対する事務の効率的処理 

対象施設等の拡大に伴い、申請件数の増加が見込まれ、新たに対象となる施設等が多い都市

部の自治体を中心に、申請受付や審査等に係る業務量や負荷の増大が想定される。 

事務に対応できる人員や予算には限りがあることから、そうした制約の中、正確で効率的な

事務処理の方法、そのための申請手続や様式・添付書類等のあり方（簡素化・効率化）を検討

する必要がある。 

例えば、処理件数を圧縮し業務量を減らす方法として、利用者からの申請ではなく対象施設

等で集約された申請とすることも一つの方法である（但し一定の信頼に足る施設等に限る必要

がある）。また、利用者の認定・審査を省力化するため認可保育施設への申込や保育認定を前提

とする方法も考えられる。 

また、保育や福祉のシステムと住基システムとが連動、あるいはデータ連携することにより、

コンピュータによる処理を最大限活用し照合・確認等の作業の自動化・省力化を進めることも

重要である。その場合、申請者（対象施設等・利用者）からの申請情報も電子化されていなけ

れば大量の紙書類をデータ入力する業務負荷が生じることから、電子ファイル（Excelファイル

等）での提出を求める等の工夫も必要となる。 

ところで、①の審査の厳格化は業務量や負荷の増大につながり事務の効率化に反する。両者

はトレード・オフの関係になる場合が少なくないことから、審査の厳格化といかにバランスよ

く両立させるかが重要となる。特に対象施設等からの確認申請への審査においては、既に都道

府県等が認可申請や届出時に審査している他、定期的に指導・監督を行っていることから、こ

れらの情報を最大限共有・活用することにより、省力化・効率化を図る必要がある。 
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③ 不正防止や質の確保のための指導・監査体制等の準備 

現状、認可保育施設への監査を実施している市町村は、新たな給付に関する監査項目を追加

し給付額の妥当性を確認することが必要となる。また、現状は監査対象ではない認可外保育施

設等も給付対象となるため、新たに国の基準に則した確認・監査が必要となること、認可保育

施設と同様に助成対象となるサービスの利用料に関する妥当性の確認も必要となることから、

監査体制の強化や新たな監査基準の作成等、市町村の準備が必要となる。 

一方、ノウハウや体制面での不足により現状の対象施設へも指導・監査が十分にできていな

い市町村は、今回の新制度の施行に合わせて監査を行う体制を構築することが求められるが、

これまで未実施なのは体制が整わない、手が回らない等何らかの事情があってのことと考えら

れ、新規の体制整備は必ずしも容易ではないことから、極力、都道府県の施設監査に任せ、実

施内容を最小限とした上での体制整備が重要となる。 

実地での確認監査を行う場合は、施設運営や保育環境等の様々な状況に対する専門的な知見

での評価や助言が求められるため、保育士や栄養士、会計士（社会福祉法人会計の知識が必要）

を含めたチーム体制であたることが望ましいが、課内に資格や経験を有する職員がいない場合

は、他の部署からの支援を受けるか、外部委託による招聘により人員を確保する必要がある。 

 

④ 監査の適正化と効率化(負担軽減)の両立 

①では、不正受給の防止には、対象施設等や利用者の申請時（事前）に十分な審査を行う等

による未然防止が重要としたが、一方で、対象施設等の数が多い場合、給付前の厳格な審査は

迅速かつ短時間での給付の妨げとなることから、一定の確認がとれれば給付を優先し、無償化

対象の施設・法人の施設運営や保育環境、会計等の厳格な監査による事後チェックにて補わざ

るを得ない場合も考えられる。 

厳格な事後チェックには、従前から監査経験のある市町村には難しくないが、監査未実施の

市町村は膨大な監査の知識を新たに学習し経験を積む必要があり、この様な市町村は比較的規

模が小さく十分な専任体制の整備、網羅的な監査の実施が困難な場合も少なくないことから、

例えば保育料や利用料、施設の状況等、最低限の厳格性の担保に必要な範囲等を絞る、提出書

類等の電子化（Excelファイル等）により電子的なチェックを可能とすることで指導・監査を受

ける施設等と市町村の両方で提出書類の入力や審査の誤りを減らす等、省力化・効率化(負担軽

減)を進める必要がある。 

併せて、入力されたデータを活用して、過年度に実施した確認監査の検索や、同一児童の重

複登録等の発見が容易にできるようになるため、児童名簿や従業員名簿の電子化や関係機関で

の共有は必須であると考えられる。 

また、施設等利用給付に係る指導・監査は、各法に基づく都道府県の指導監督や立入調査と

は実施の観点や内容が異なることから、内閣府の示す運営基準に関する確認・監査に限定して

注力することで業務の重複を避け、都道府県内の自治体で施設等に求める資料や様式等を統一

する等、都道府県と連携し、自治体・施設等双方の負荷軽減と効率化を図ることが重要となる。

そのためには、市町村間での監査の標準化や水準向上、情報共有のために市町村が集まる場を

都道府県の主導で設置・運営していくことが必要となる。 
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４．都道府県のリーダーシップの必要性 

３の各項で見たように、無償化に伴う確認・認定・給付事務や指導・監査業務を、円滑かつ効率的・

効果的に実施していくためには、体制・ノウハウが十分でない市町村が多い中、重複する部分は都道府

県にて担当する、都道府県や市町村間での差異を統一し一定水準に向上する等、様々な点で、都道府県

のリーダーシップによる市町村の支援が非常に重要となる。 

 

 

おわりに 

10 月からの幼児教育・保育の無償化において、円滑に給付事務が進み、軌道に乗った後は、不正受給

の防止や、保育の質等において不適切な施設の指導・監査が重要となってくる。 

新制度により給付対象を大幅に拡大することは、サービスの量的な拡充を意味する。待機児童等への

対応の緊急性から量的な拡充が優先されるのは止むを得ない部分もあるが、量的拡充の進展に伴い、質

の確保も問われるようになる。 

新制度の対象となる施設・事業の中には、これまで自治体が認可等しておらず十分に指導等が行き届

いていない事業者や、事業体として十分な経営・運営体制とは言えない零細な事業者も多数含まれるこ

とから、特にこのような施設等に対しては、利用者保護や保育の質の向上に向け、必要十分な指導・監

査等が求められる。 

今後、市町村が必要十分な指導・確認監査ができるよう、市町村向けの研修パッケージ（テキストや

カリキュラム）を弊社にて作成中である。この完成と各都道府県への展開により、市町村の取組を支援

していきたい。 
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行政手続コストの更なる削減に向けた課題整理 

株式会社富士通総研行政経営グループ 中辻󠄀 裕 

 

 

はじめに 

2017年６月に閣議決定された「規制改革実行計画」において、政府は ICTの徹底的な活用等により、

行政手続コスト（行政手続に要する事業者の作業時間）を 2020年３月までに 20%削減する目標を掲げて

いる。 

その調査審議を行ってきた内閣府の規制改革推進会議の行政手続部会の資料1では、行政手続コスト削

減に向けた各府省の基本計画に含まれる行政手続について、事業者ヒアリングにより削減方策を実行す

る前のコストを把握した上で、削減方策を実行した場合の削減効果の見通しを示している。報告による

と、国の手続に関する事業者の行政手続コストは、年間３億 2,277万時間、人件費ベースで 8,208億円

であった。削減方策を実行することにより、毎年約 7,136万時間、人件費ベースで約 1,815億円の削減

（削減率は 22.1%）となる見通しである（図表 １）。 

このような全体的な見通しを、当初の目的である事業者の具体的な生産性向上につなげるためには、

行政手続を行う主体である事業者等の目線で、行政手続コスト削減に資する具体的な改善点を洗い出し、

改善効果を積み上げて目標達成に結び付けることが欠かせない。 

本稿では行政手続のうち、特に中小企業からも簡素化の要望が多い政府調達手続を例に、具体的な削

減方策を設定し、それを実行した場合の削減効果について、株式会社富士通総研が総務省より受託した

業務内で算出した事例2を紹介する。 

 

図表 １ 分野別の行政手続コストと削減時間の見通し 

 
出典）行政手続コスト削減に向けて（見直し結果と今後の方針）（行政手続部会）（2019年 7月改定） 

注）「削減時間の目標」について、各府省の基本計画において手続ごとに目標設定していない場合は、削減率

20%を乗じて計算し、分野ごとに積み上げている。 

                                                   
1 行政手続部会「行政手続コスト削減に向けて（見直し結果と今後の方針）」（令和元年７月改定） 
2 平成 30 年度「政府調達における行政手続コストの算出に係る整理・分析等支援業務の請負」（株式会社富

士通総研受託） 

削減対象となる

分野別行政手続
作業時間（金額換算） 削減時間の目標（金額換算） 削減率

営業の許認可 1億3,812万時間（3,512億円） 2,825万時間（718億円） 20.5%

社会保険 1億2,211万時間（3,105億円） 2,922万時間（743億円） 23.9%

調査・統計 2,379万時間（605億円） 561万時間（143億円） 23.6%

労務管理 1,627万時間（414億円） 330万時間（84億円） 20.3%

補助金 1,301万時間（331億円） 260万時間（66億円） 20.0%

就労証明書 556万時間（141億円） 164万時間(42億円） 30.0%

商業登記 276万時間（70億円） 55万時間（14億円） 20.0%

入札・契約 115万時間（29億円） 23万時間（６億円） 20.0%

計 3億2,277万時間（8,208億円） 7,136万時間（1,815億円） 22.1%

事例研究 
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１．統一参加資格申請手続とその具体的な行政手続コスト削減方策 

（１）統一参加資格申請手続の概要 

政府調達手続は、効率化のため、府省共通の情報システムが運用されており、手続を電子申請する

ことも書面申請することも可能である。「物品・役務」及び「一部の公共事業」の政府調達に関わる

電子調達システム3（調達総合情報システムと政府電子調達（GEPS））（図表 ２）は総務省が所管して

おり、行政手続コストの削減に向け、その利便性向上、特に、３年ごとに更新申請が必要となる、調

達総合情報システムにおける統一参加資格申請時の申請書・添付書類等の提出方法の見直しが求めら

れている。 

 

図表 ２ 政府電子調達システムの概要 

 

出典）政府電子調達システム等の利便性の向上について（行政手続部会 総務省資料）（2018年 12月） 

 

                                                   
3 政府電子調達システムとは、公共事業を除く政府調達の手続の電子化に係る取組の一環として、政府が行

う「物品・役務」及び「一部の公共事業」の調達手続に係る競争参加資格申請から入札・契約（支払いを含

む）までの一連の業務を電子化するための府省共通の情報システムのことを指す。 
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（２）具体的な行政手続コスト削減方策 

2018 年 12 月の行政手続部会において、総務省は、統一参加資格申請手続など、政府電子調達シス

テムの利便性向上に向けた方策・計画を説明している（図表 ３）。 

それによると、2020年３月までに、営業経歴書や誓約書及び役員等名簿の提出を不要化し、申請書

記載事項として入力することに替える措置（営業経歴書等の申請書への一本化）や、調達総合情報シ

ステム上の申請フォームへの入力時に全角／半角自動入力変換を行ったり、入力エラー箇所を的確に

表示したりする等のシステム改善を実施することで、システムを利用する事業者の利便性を向上させ、

それにより行政手続コストを 20%以上削減する目標となっている。なお、営業経歴書等の申請書への

一本化は、2018年 11月末に既に実施済みである。 

本稿では、これらの具体的な削減方策を実行した場合の行政手続コスト削減効果を算定した事例を

紹介し、それを踏まえて今後の課題について整理する。 

 

図表 ３ 政府電子調達システムの利便性向上に向けた方策・計画 

 

出典）政府電子調達システム等の利便性の向上について（行政手続部会 総務省資料）（2018年 12 月）を基

に筆者編集（以下同様） 

 

２．統一参加資格申請手続に関する行政手続コスト削減額の算定 

（１）１件当たりの従前の作業時間と削減後の作業時間 

以下は、2018 年６月に実施したアンケート調査4に基づき、統一参加資格申請に係る作業時間を算

出した事例である。 

インターネット申請と書面（郵送又は持参）申請に掛かる作業時間を①添付書類の取得・作成と②

申請書の作成・提出に分けて算出している。特に作業時間を多く要する添付書類の取得・作成にも焦

点を当てていることにポイントがある。なお、社内説明や決裁（稟議）などの社内手続時間は、企業

の組織体制や慣習・風土に左右され差異が非常に大きいことから算定に含めていない。 

 

                                                   
4 政府電子調達システムに登録されている競争参加有資格者（7,868社）にアンケートを実施し、回答が得ら

れた 718 社を集計。 

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度以降

添
付
書
類
の
削
減

シ
ス
テ
ム
の
改
善

【営業経歴書や誓約書
及び役員等名簿】
申請書記載事項への

一本化を実施
（2018年11月末）

【登記事項証明書及び納税証明書】
2020年度以降、法人番号等を活用した行政機関間のバックオフィス連携による提出不要化に向けて対応中

【財務諸表】
財務諸表等の内容をオンラインで確認する手法等、原則提出不要化に向けて検討中

新元号の対応、申請画面の入力文字に係る半角・全角
カナの自動入力変換、入力エラー箇所の的確な表示等

を実施予定

政府電子調達（GEPS）との統合に向けた検討

2020年3月までに行政手続コスト
20％以上削減
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① 添付書類の取得・作成 

 統一参加資格申請手続では、これまで主に、登記事項証明書や納税証明書、営業経歴書、誓

約書及び役員等名簿、財務諸表等の５種類の添付書類の取得・作成5が必要であった。 

アンケート調査により、これら５種類の添付書類の取得・作成に従前掛かっていた平均作業

時間を算出すると、総作業時間は 195 分となっている。また、2018 年 11 月末に実施された営

業経歴書等の申請書への一本化により 30分削減され、165分になると算定される（図表 ４）。 

なお、(a)登記事項証明書の取得や(b)納税証明書の取得では、書類取得のために登記所や税

務署に出向く必要があり、その往復時間や手続時間が含まれている。(c)営業経歴書の作成や

(d)誓約書及び役員等名簿の作成では、申請書記載事項として必要事項を入力する必要がある。

(e)財務諸表等の取得では通常、当該手続とは別に作成されていることが多いが、申請用に集

め、修正等を行う作業が含まれる。 

 

図表 ４ 添付書類の取得・作成に掛かる１件当たりの平均作業時間 

 

 

② 申請書の作成・提出 

 統一参加資格申請手続の申請書の作成は、インターネット申請と書面（郵送または持参）申

請で作業内容が異なる。インターネット申請では、調達総合情報システム上の申請フォームに

必要事項を入力し、添付書類を電子化して添付し送信する。一方、書面申請では窓口等で申請

様式を取得し、必要事項を記入して申請書を作成し、添付書類とともに郵送または持参する。 

 インターネット申請における申請書作成・提出に従前掛かっていた平均総作業時間は 88 分

であり、2018 年度に実施した営業経歴書等の申請書への一本化や、2019 年度に実施予定の全

角／半角自動入力変換や入力エラー箇所の的確な表示等のシステム改善により 24分削減され、

64分になる見込みである（図表 ５）。 

 

 

 

 

                                                   
5 「①添付書類の取得・作成」に関しては、次項で示す「②申請書の作成・提出」とは異なり、インターネ

ット申請でも書面申請でも作業内容・時間がほぼ同じと想定し、インターネット申請と書面申請分けた行政

手続コストの算出はしていない。 

2019年度 2020年度以降

削減対応前

営業経歴書、誓約書

及び役員等名簿の申

請書への一本化

登記事項証明書、

納税証明書の

提出不要化

平均作業時間
削減後の

作業時間

削減後の

作業時間

(a)登記事項証明書の取得（写し） 53分 53分 0分

(b)納税証明書の取得（写し） 59分 59分 0分

(c)営業経歴書の作成 36分 11分 11分

(d)誓約書及び役員等名簿の作成 23分 18分 18分

(e)財務諸表等の取得 24分 24分 24分

195分 165分 53分

添付書類の

取得・作成

作業内容

計

・(a)営業経歴書、(d)誓約書及び役員等名簿ともに申請書本体に一本化
（提出不要）

・(c)営業経歴書は記載事項のうち、申請書と重複部分（約7割）が
記載不要（25分削減）。

・(d)誓約書及び役員等名簿は、申請書への記入内容は変わらないが、
誓約書の提出に伴う会社印が不要となるため、押印に要する時間が
減少（5分削減）

・①登記事項証明書、②納税
証明書とも行政機関間の
バックオフィス連携によって
提出不要（作業時間0分へ）
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図表 ５ インターネット申請における申請書作成・提出に掛かる１件当たりの平均作業時間 

 

 

書面（郵送または持参）申請における申請書作成・提出に従前掛かっていた平均総作業時

間は 154分であり、2018年度に実施した営業経歴書等の申請書への一本化により 11分削減

され、143分になっていると算定される（図表 ６）。 

 

図表 ６ 書面申請における申請書作成・提出に掛かる１件当たりの平均作業時間 

 

 

2019年度 2020年度以降

削減対応前

・営業経歴書、誓約

書及び役員等名簿の

申請書への一本化

・システム改善

登記事項証明書、

納税証明書の

提出不要化

平均作業時間 削減後の作業時間 削減後の作業時間

①申請フォームへの入力 44分 34分 34分

②添付書類の電子化・添付準備 34分 20分 6分

③送信（システム受領の内容確認を含む） 10分 10分 10分

88分 64分 50分

※システム改善とは、全角／半角自動入力変換やエラー箇所の的確な表示等を指す

作業内容

計

インター

ネット申請

・システム改善による申請事項入力作業の
効率化（10分削減）

・添付書類の削減（５種類→３種類）による
PDF化等の作業時間の削減（14分削減）

・添付書類の削減
（３種類→１種類）による

PDF化等の作業時間の
削減（14分削減）

2019年度 2020年度以降

削減対応前

営業経歴書、誓約書

及び役員等名簿の申

請書への一本化

登記事項証明書、

納税証明書の

提出不要化

平均作業時間 削減後の作業時間 削減後の作業時間

①窓口等での様式取得・申請書作成 89分 89分 89分

②添付書類のコピー・添付準備 28分 17分 6分

③郵送または窓口持参 37分 37分 37分

154分 143分 132分

書面（郵送

または持

参）申請

計

作業内容

・添付書類の削減（５種類→３種類）による
印刷等の作業時間の削減（11分削減）

・添付書類の削減
（３種類→１種類）による
印刷等の作業時間の
削減（11分削減）
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（２）事業者全体の行政手続コスト削減額の試算 

① 利用者数 

統一参加資格（物品・役務）は３年毎に更新する必要があり、2013～2015年度（３年間）の

申請手続件数は 77,008 件となっている。申請方法別の内訳は、インターネット申請が 61.7%、

紙申請が 38.3%である。削減額算定にあたり全体の申請件数は一定とし、インターネット申請

比率が2020年３月までに実施される調達総合情報システムの利便性向上により80%に向上する

と仮定した。 

② 従前の行政手続コスト 

申請方法別に事業者全体の総作業時間を算出し、平均人件費単価（2,543 円/時間）6を乗じ

て行政手続コストを算定した。 

インターネット申請と書面申請を合わせた事業者全体での従前の総作業時間は 23,739 千分

（395,650時間）、行政手続コストは約 10.06億円と算出される（図表 ７の上段）。 

③ 削減後の行政手続コストと削減額 

 営業経歴書等の申請書への一本化や全角／半角自動入力変換、エラー表示等のシステム改善

を含め、2020年３月までに実施される予定の調達総合情報システムの利便性向上により、イン

ターネット申請割合が 80%になると仮定した場合、削減後の総作業時間は 18,852千分（314,200

時間）、行政手続コストは約 7.99億円と見積もられる。 

手続の頻度である３年当たりの総削減時間は 4,887 千分（81,450 時間）、削減額は約 2.

07億円、削減率は 20.6%と試算される（図表 ７の下段）。 

逆に行政手続コストの 20%以上の削減という目標を達成するためには、インターネット申請

比率を 80%にまで高める必要があるということである。 

 

図表 ７ 行政手続コスト及び削減率（試算） 

 

 

                                                   
6 「行政手続コストの削減に向けて（見直し結果と今後の方針）」における事務局算出単価を使用 

【削減対応前】

申請方法別

内訳

手続件数

（件）

1件当たりの

作業時間

（分）

全利用者の

作業時間

（千分）

行政手続コスト

（千円）

インターネット申請 61.7% 47,514 283 13,446 ¥569,886

書面申請 38.3% 29,494 349 10,293 ¥436,252

全利用者 100.0% 77,008 - 23,739 ¥1,006,138

【営業経歴書、誓約書及び役員等名簿の申請書への一本化など（インターネット申請の割合が80%と仮定）】

申請方法別

内訳

手続件数

（件）

1件当たりの

作業時間

（分）

全利用者の

作業時間

（千分）

行政手続コスト

（千円）

【調査時点】との

削減率

インターネット申請 80.0% 61,606 229 14,108 ¥597,944 -

書面申請 20.0% 15,402 308 4,744 ¥201,067 -

全利用者 100.0% 77,008 - 18,852 ¥799,011 20.6%
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３．更なる電子調達システムの利便性向上に向けた対応策（案） 

「規制改革実施計画」では、事業者目線で規制改革・行政手続の簡素化・IT化を一体的に推進するた

め、「行政手続簡素化の３原則」（①行政手続の電子化の徹底（デジタルファースト）、②同じ情報は一

度だけの原則（ワンスオンリー）、③書式・様式の統一）を掲げている。以上３つの観点で 2020年３月

以降も含めた統一参加資格申請手続に伴う行政手続コストの削減の課題を次のように整理した。 

図表 ８ 簡素化の３原則の観点で見た統一参加資格申請手続に伴う課題 

 
 

（１）行政手続の電子化の徹底（デジタルファースト） 

 政府調達手続は、政府電子調達システムが運用され既に電子化されているが、2013～2015年度のイ

ンターネット申請の利用率は全体の 61.7%と、行政手続コスト削減率 20%以上を達成するための基準

となる利用率 80%には達していない。今後は、現在も書面による申請を利用している事業者に向けて、

インターネット申請を利用するメリットを示していく必要がある。 

（２）同じ情報は一度だけの法則（ワンスオンリー） 

 既に営業経歴書や誓約書及び役員等名簿の申請書への一本化によって、入力が申請書と重複してい

た項目は排除されている。今後も添付書類の撤廃が進むことで、申請時に重複して入力する項目が減

少していくことが期待される。 

 一方で、例えば競争参加資格の変更申請や更新申請時には、前回の入力データが自動的に復元され

て、変更点のみ修正・申請できるようになると、ワンスオンリーによる削減効果がさらに発揮される

と期待される。現在も入力内容が保存されている一時保存ファイルを利用することや、変更申請や更

新申請時に一部復元される項目があるが、担当者名や主たる事業の種類、競争参加を希望する地域な

ど、一から入力し直す項目も存在している。今後より再入力する項目を削減するためには、ID・パス

ワードの取得後に競争参加資格申請を行う仕様にすることで入力フォームのセキュリティを担保し、

入力データの復元項目の拡大や変更項目のみ入力するなどの工夫が必要である。 

（３）書式・様式の統一 

 インターネット申請の際、申請フォームの書式（全角／半角など）の自動変換機能が付くことで、

登録内容確認時のエラーの減少が期待される。一方で、初めてインターネット申請を利用する企業・

担当者にとっては、書面申請と様式が異なるために、申請フォームや入力マニュアルの確認など手間

がかかり、書面申請よりも作業時間がかかってしまう場合も想定される。 

インターネット申請では、一時保存ファイルを作成することができることから、分からない項目は

入力を一度中断して確認し、再度読み込むことで入力を再開することができる。しかし現在の一時保

存ファイルは、登録フォームから再度読み込みをしないと入力データを確認できない仕様となってお

り、システム上での使用に限られてしまう。例えばオフラインでも一時保存ファイルの入力データを

確認することができ、ファイル内の入力項目に直接データ入力することが可能になると、入力の際に

調達総合情報システムへ毎回アクセスする手間も省け、申請に係る作業時間が減少するだろう。 

簡素化の３原則 改善された（される予定の）点 課題として残っている点

行政手続の電子化の徹底
（デジタルファースト）

• 以下を含む、インターネッ
ト申請の利便性の向上

• 紙申請利用者の電子申請へ
の移行促進

同じ情報は一度だけの法則
（ワンスオンリー）

• 営業経歴書、誓約書及び役
員等名簿の作成時の重複項
目の排除

• 競争参加資格の更新、変更
申請時のワンスオンリーの
徹底（データ引継ぎの工
夫）

書式・様式の統一

• インターネット申請時の全
角／半角の自動入力変換

• インターネット申請時のエ
ラー箇所の的確な表示

• 紙による申請書類とイン
ターネットによる申請書書
式・様式の統一
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おわりに 

 本稿では行政手続のうち、総務省が所管する調達総合情報システムにおける統一参加資格申請手続

を事例として、具体的な削減方策を設定し、方策を実行した場合の削減効果を算定する手法と今後の課

題を整理した。紹介した今後の課題は、調達総合情報システムだけの問題ではなく全ての行政手続につ

いて当てはまる課題である。また、本稿で示した削減効果を定量的に算定する手法は、利用者目線に立

った行政手続の見直しやシステム改善に関する他の様々な取組においても適用することができ、今後の

更なる活用が期待される。 

 ただし今回紹介した方法では、社内決裁を取るための手続や必要書類等の社内説明など、企業の組織

体制や慣習、風土に影響する作業コストは算定に含めていない。これらの要素を含めると、社内決裁等

も含んだ行政手続コストはより大きくなり、企業や担当者による作業内容の見直しによって更なる削減

が期待できる。 

 さらに、競争入札参加資格審査に関する手続は、国だけでなく各地方自治体においても存在している

が、その申請書や添付書類の様式や項目は地方自治体ごとに大きく異なっており、申請する事業者はそ

れぞれの地方自治体に合わせた対応を行っているのが現状である。「競争入札参加資格審査申請書」を

含めた地方自治体における様式の標準化は、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」で現在議論を進めているところである7。様式の

標準化や共通項目を定めるためには大きな労力を要することが想定されるため、画像解析 AI や言語解

析 AI などで標準様式・項目を定めることが有効とされており8、今後の官民協働により行政手続の更な

る削減が期待される。 

 

以 上 

                                                   
7 第 16回行政手続部会 議事次第（書式・様式の統一の総務省からのヒアリング）（2019年４月 16日） 
8 「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 報

告書」（総務省）（2019 年５月） 
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