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全国の自治体は、行財政改革の一環として行ってきた職員定数の削減と、その結果
として若手職員数の減少による職員構成の変化に対応し、職員の生産性の向上など
の体質改善を迫られている。しかし自治体の多くは、職員が行っている業務について、
その内容や作業量を正しく把握できていないため、業務効率の向上が困難なものと
なっていると考えられる。
富士通総研（FRI）では、自治体の生産性向上を図るにあたり、まず現状の業務と人
的リソースのギャップを可視化することで、簡易な方法でアセスメントを行うツール
を開発し、適用を行ってきた。ここでは、ツールの概要と適用事例、および実際の適
用事例から得られた生産性改善の可能性についての紹介を行う。
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ま　え　が　き

自治体では逼迫した財政の立て直しのため、大
量の職員定数の削減を行ってきた。これは、民間 
企業のように選択と集中により特定の事業の見直
し等により実現されるのではなく、主に職員の新
規採用の停止により全体の職員数を徐々に縮小す
ることで実現されてきた。
今後の日本の経済状況等を考えると、自治体の
スリム化は一時的な応急策ではなく、より一層の
推進が求められる課題であるといえる。そのため
には、自治体を支える人材の確保や育成、事業の
生産性を高める工夫など、根本的な体質の改善を
図っていく必要がある。以下に紹介する「業務とリ
ソースのギャップ可視化ツール」は、組織の現状を
簡易な方法で診断できるアセスメントツールであ
り、自治体の生産性の向上のための足がかりとな
るものである。

自治体の現状

総務省が2008年10月31日に公表した「集中改革
プラン及び18年指針の取組状況」によれば、人件
費削減の取り組みとして行ってきた定数見直しに
より、2005年から2008年まで14年間で、全体の
10％以上にあたる約38万人にも及ぶ自治体職員数
の削減が行われてきた。直近の2005年から2008
年までの3年間においては、都道府県の教育と警察
部門を除く一般行政部門職員の8.5％を削減したよ
うに、近年の定数削減の取り組みは急ピッチであ
る。これらの定員削減は、新規採用抑制と、定年
退職等により減少する職員数の不補充により実現
されることが多く、結果的に自治体の職員構成は、
若年層の割合が少なく中堅層の割合が多い逆ピラ
ミッド型へと変化した。
このことは、従来は若手の職員が担務していた
業務も中堅職員が行うこととなり、一人当たりの
業務の生産性が劇的に向上しているのでなければ、
高コストな体質となっている可能性があることを
示している。現実には、定数見直しにより不足し
たリソースを、非正規職員の導入により補う対策
が多く見られる。しかしその結果、賃金水準の低
い非正規職員の増大による官製ワーキングプアの

形成や、自治体にとっての将来的な人材育成、業
務ノウハウの継承といった点での不安など、新た
な問題の発生が懸念されるようになった。

政策評価・事務事業評価の課題

自治体の職員数や職員構成が大きく変わる中、
効率的な業務処理のプロセスの実現と、将来的に
も安定した業務遂行能力を維持していくための組
織形成が、今後の行政経営課題であり、そのため
の経営管理手法が必要である。
自治体における経営手法として、政策評価や事
務事業評価を実施する団体は多い。これらの手法
は、事業等の実施量（アウトプット）よりも、もた
らした効果（アウトカム）の評価を重視するもので
あり、政策や施策の有効性を判断するための手法
と言える。
しかしその一方、個々の業務の投入リソースの
予実管理や生産性の評価については、定量的に行
われていない団体が殆どであると推定される。理
由としては、それぞれの業務の内容や、実施に必
要なスキルレベル、具体的な作業項目などが、一
部の業務を除いて担当職員以外は把握していない
場合が多く、作業量の見積りが困難であること、
さらに、職員がそれぞれの業務にどの程度の労力
を費やしたかといった実績を把握するためのシス
テムがないことが、挙げられる。
業務レベルでの予実管理が困難であることは、
政策評価や事務事業評価を行うに当たっても、事
業の優劣が計画に由来するものなのか、実施プロ
セスや職員の生産性に由来するものなのかを分か
り難くしている。
また組織運営においても、人事異動による業務
配分の見直しにあたり、業務の特性や量を客観的
に把握するデータがないため、所属長の経験や先
例にのみ基づいて属人的に行わざるを得ず、適切
な業務分担を困難にすることにもつながると考え
られる。
自治体のスリム化・効率化が叫ばれる現状にお
いて、業務を実施するために必要なリソースと、
投入したリソース等の情報の把握がなされておら
ず、自治体経営を行う上で、生産性の評価と適切
なリソースのコントロールができないことが問題
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である。

業務とリソースのギャップの可視化

自治体の業務の生産性を評価し、向上を図るた
めには、アウトカムやアウトプットとインプット
を定量化する必要がある。自治体の業務のアウト
カムやアウトプットは、利益や生産物の量といっ
た形で定量化することが困難なものが多い。
そのため、ここで紹介する「業務とリソースの
ギャップ可視化ツール」では最終的なアウトプット
やアウトカムではなく、業務自体の難易度と必要
な業務量を指標とすることで、簡易な方法での可
視化を可能とした。ツールを適用した可視化手法
について以下に示す。
①業務体系の整理
まず、可視化する現状の業務についての業務体
系の整理を行う。職務分掌事項等を用いて、業務
を細分化する。業務の粒度としては、それぞれど
のような作業を職員が行うのかを具体的にイメー
ジでき、難易度評価が可能なレベルまでブレーク
ダウンする。ここでは、例えば「住民に対する相談
業務に関すること」というような分掌事項があった
場合、職員が実際にその相談業務を行っているの
か、相談業務を外部委託していて、職員は管理の
みを行っているのか、あるいは相談業務に関して
他部署と連絡調整を行っているのかが明確となる
ように留意する必要がある。
②人的資源の調査
対象組織の職員構成について職員種別や、職位
について調査する。また職位により人的資源量に
重み付けを行うため、それぞれの時間あたり単金
を算定する。
③業務難易度の評価
細分化・体系化した業務について、それぞれの
業務単位に、その業務を実施するために求められ
る知識と判断力を図-1に示すような評価軸で5段階
に分類を行う。業務に必要となるスキルについて
は、それぞれ固有の要件があり、当然この2軸です
べてを測ることはできないが、本ツールでは、業
務の特殊性の評価よりも、業務を一般的な評価軸
で見た場合の相対的な位置づけを評価することに
とどめ、この2軸での評価を行うこととしている。

また、この知識と判断力のレベルについて、組
み合わせパターン毎に難易度レベルの対応付けを
行う。この難易度レベルについては、各自治体の
職員の役職・職位等を参考とし、それぞれの業務
を実施できる人材のモデルを想定しながら対応表
を完成させる。（図-2）
④業務量の調査
業務単位に、実際に職員がどの程度の時間をか
けて実施しているかの調査を行う。
⑤ギャップ（生産性）の分析
生産性の評価指標として、職員が業務を行うこ
とで生み出される付加価値を直接数値化すること
が困難であるため、便宜的に「リソースポイント」
という考え方で評価を行う。リソースポイントは、
その業務を行うために必要な業務量に対し、難易
度レベルに応じた重み付けの係数を掛けたものと
して表される。
業務のリソースポイント値は、業務単位に業務
量を集計し、それぞれの業務に設定した難易度レ

評価区分

1

2

3

4

5

知識レベル指標

評価区分

1

2

3

4

5

判断力レベル指標

所定の手順または指示のとおりの方法に従って仕事
をすればよいので、ほとんど判断を必要としない。

行政事務に関する一般的な知識

担当事務に関するマニュアル、規程類に示される実務
知識

担当事務の限られた範囲の専門的知識および関連す
る事務に関する一般的な知識

担当事務全般に関する専門的知識および関連する事
務の限られた範囲の専門的知識

所属の事務全般に関する体系的な専門知識

マニュアル、規程等の適用に当たって軽度な判断を
行う。

事務の処理にあたって定められたルールがないが、
概括的な仕事のやり方は示されており、その範囲内
での状況変化に対応した部分的判断を必要とする。

決められた方針に沿い、自己の判断によって臨機な
対応を行うことが多く、広い範囲の応用的判断を必要
とする。

企画力、分析力、応用力等をもって高度で複雑な判断
を必要とする。

図-1 知識と判断力のレベル評価軸
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ベルに応じ、時間単金により算出した係数を掛け
て算出する。従って、業務が同じ量であった場合、
難易度レベルの高い業務ほど、リソースポイント
値は高くなる。
また、人的資源量についても同様にリソースポ
イント値に換算し、両者の合計値を比較すること
で生産性を数値化することができる。すなわち、
業務のリソースポイント値の合計が、人的資源の
リソースポイント値の合計を上回るほど生産性が
高いと評価することができる。

適　用　事　例

本ツールを実際に適用しアセスメントを実施し
た事例を元に、分析の観点についての解説を行う。
最初のケースは団体Aの福祉部門の施設に対し
て、分析を行ったものである。この分析は、業務
の実施に特殊スキルが必要とされるため難易度が
高いとされている福祉施設業務について、客観的
な評価方法で業務の生産性を見える化し、将来的
な業務運営のあり方を検討するために行ったもの
である。
この団体では、難易度のレベルに対応する人材
モデルを概ね以下のように定義した。

L5 総括係長レベル
L4 係長レベル
L3 主査レベル
L2 主任主事レベル
L1 主事レベル
L0 短期雇用職員レベル

この条件で、業務量のリソースポイントと人的
資源のリソースポイントの試算結果の合計の比は、
0.86であり、全体としては生産性が低いといえる。
この内訳は、図-3に示すとおりである。この図
から読み取れることとして、一番ギャップの大き
な部分は、L1相当の人的資源の不足であり、それ
に対し、逆にL2相当の人的資源は余剰となってい
る。この施設の業務の特性は一部の業務を除いて
比較的難易度の低い業務が中心であるが、一方配
置されている要員の多くは中堅クラスであり、結
果的にコストパフォーマンスが悪くなっている。
この改善のためには、人的資源の配置に柔軟性の
ある民間部門への業務委託等によりコストダウン
を行う等の検討が必要である。
次のケースは、団体Bの住民向け窓口部門に対し
て分析を行ったものである。この分析は、職員定
数の削減により、職員の多忙感の増大や、長時間
勤務化の傾向が強まる中、職員の働き方を見直す
ための取り組みの一環として行ったものである。
団体Bでは、難易度のレベルに対する人材モデル
を概ね以下のように定義した。

L5 課長補佐レベル
L4 係長・主査レベル
L3 主任レベル
L2 主事レベル
L1 嘱託職員レベル
L0 アルバイトレベル
この条件で、業務量のリソースポイントと人的
資源のリソースポイントの試算結果の合計の比は、
1.00であり、生産性については低くはない。

知識・判断力と難易度レベルのマッピング例
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図-2 知識・判断力と難易度
レベルの対応例
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図-3 団体Aの分析結果
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しかし図-4に示す分析結果を見ると、この組織
ではL3、L2相当の業務量がともに多く、つぎに
L1の業務が続いている。しかし、人的資源はL2、
L1共に不足しており、L3相当の人的資源で不足
をカバーしているものと考えられる。事実として、
この組織においては、L1相当（嘱託職員）と評価さ
れた窓口担当業務について、L3クラス（主任）も含
め全員のローテーションで実施しており、それが
主任クラスの業務負荷を高めてしまっていること
が判明した。

効　　　果

「業務とリソースのギャップ可視化ツール」は、
それ自体が業務の生産性を向上させるものではな
いが、組織における業務と人的リソースの間の問
題を「見える化」することにより、業務効率化のた
めの改革方針を見つけることが可能となる。
具体的なコンサルティング事例から、主なケー
スを以下に示す。
（ケース①）
特定の専門知識（福祉介護や土木設計等）が必要
な業務においては、専門外の職員からは業務の難
易度が高いように見える。このため、ベテラン職
員がすべてを実施していたが、業務の難易度を可
視化することにより、専門知識さえあれば、経験
の少ない要員でも実施可能な業務が多くを占めて
いた。これらの業務をアウトソーシング化（指定管
理者への移行等も含む）、嘱託職員に任せることで、
ベテラン職員はより高度な業務に専念できる。

（ケース②）
比較的単純・定型的な窓口対応業務について、
ベテラン職員も新任職員も全員が均等な当番制で
受け持っているため、ベテラン職員しか出来ない
業務を、開庁時間内に処理することが出来ず、時
間外に行うことが定常化してしまっている。当番
のローテーション比率の変更や、一部を嘱託職員
へ任せることで、業務負荷の均等化が図れる。
（ケース③）
業務に必要となる法制度等の知識量が非常に多
く、業務自体は定型的であるが、難易度が高い。
この分野では職位よりも、その職場での経験年数
の多い職員の方が業務を効率的に実施できる。要
員削減により、このような業務を一人の職員が実
施していたため、3年毎の人事異動により、すべて
のノウハウがリセットされてしまう。複数の職員
が係るような業務分担でカバーしあう必要がある。
このような業務改善のためのスナップショット
的な「見える化」の活用に加え、本ツールにより継
続的に「見える化」を行うことで、組織にとっての
業務と人的リソース配置の最適化により高い生産
性を維持するための経営ツールとしての活用が期
待できる。
また、職員の業務効率化に止まらず、事業を外
部に委託する場合においても、事務のサービスレ
ベルを確保するために、どういったレベルの要員
を何人確保する必要があるのかを明確にするため
に、このツールを活用することも考えられる。
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図-4 団体Bの分析結果
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む　　す　　び

自治体では、多岐に渡る事務事業を行ってきて
いるが、それら個々の業務についての業務分析や、
効率化施策の実施は試みているものの、全庁とし
ての業務と人的資源のバランスの最適化について
は、十分に検討されることがなかったのではない
かと推察される。
また、人材育成の観点からも、その自治体にとっ
てのコアスキルは何であるのか、次世代を担う職
員にコアスキルが引き継がれているのかという点
について、明確なビジョンを持って人員配置を行っ
ている団体は少ないのではないかと考えられる。
自治体の予算も組織も、右肩上がりの成長はも
はや前提となり得ない以上、特定の部署や事業の
みの効率化の検討や、目先の業務をこなすことだ
けに注力するのではなく、自治体全体での生産性
向上と人材育成の戦略を持たなければ、生き残る
ことができない時代になったと考えるべきである。

この戦略を考える上で、本論文で紹介した「業務
とリソースのギャップ可視化ツール」は、有効な現
状分析を容易に実現できるツールとして、効果を
発揮するものと考える。FRIでは、本ツールを活
用することで自治体の体質改善が円滑に行われる
よう、個々の業務における標準的な業務量モデル
の構築や、複数団体における相互ベンチマークの
実施などを行い、生産性評価の精度向上などに取
り組んで、更なる支援力強化を図っている。これ
により、今後は今まで以上に有効なコンサルティ
ングを提供できると考えている。
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