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現在、多くの地方公共団体では、税収の減少傾向に歯止めがかからない一方、少
子高齢化の進展等に伴い財政需要が膨れ上がり、かつて経験したことのない極めて
厳しい財政運営を強いられている。
このような状況下、「総合窓口」の構築は、多種多様な窓口サービスに係る業務のプ
ロセスを抜本的に改革し、住民満足度の向上と高度化・効率化した事務処理を同時に
実現できる具体策として、その普及促進が大いに期待される取り組みと考えられる。
本稿では、全国モデルとなり得る総合窓口の構築に取り組んでいる地方公共団体を
対象としたコンサルティング業務の事例紹介を通じ、最適な総合窓口を構築する上
で必要不可欠な視点や、これを実現するために取り組むべき主要課題について述べ
るものである。
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ま　え　が　き

現在、多くの地方公共団体では、長期にわたる
景気の低迷や地方交付税の減額等の影響により、
財源が大きく落込むとともに、医療・福祉・生活
保護といった社会保障コストや老朽化した公共施
設の維持管理コスト等が増大し、極めて厳しい財
政運営を強いられている。
一方、今後さらに行政サービスに対する人々の
ニーズが多様化・複雑化し、大都市圏・地方圏を
問わず、居住地としての都市間競争の激化が見込
まれる中、人口の定住化を促し、安定的な税源を
確保する観点から、住民の満足度をいかに効果的・
効率的に高めるかが喫緊の政策課題の1つとなって
いる。
本稿では、住民にとって最も身近な行政サービ
スである窓口業務の改善・改革を主たる目的の1つ
として、過年度に富士通総研（FRI）が手懸けたA市
のコンサルティング業務の事例を紹介し、それぞ
れの地方公共団体の実態やニーズに最も適った窓
口サービスのあるべき姿を確立する上で必要不可
欠な視点や、その実現に向けた主要課題について
述べるものである。

当該業務の背景

A市は、平成19年4月1日現在の人口が約28万人、
県下第2位の人口規模を誇る都市である。A市の玄
関口である鉄道駅から西に約2㎞の位置にある現在
の市役所本庁舎は、市町村合併や地方分権の進展
等に伴い、取扱う事務量が大幅に増加したことか
ら、慢性的なスペース不足に悩まされていた。
このため、本庁組織の3分の1を超えるセクショ
ンを本庁舎から離れた場所に分散配置せざるを得
ない事態が生じ、市役所を訪れる市民にとっては、
どの窓口サービスをどの庁舎で受けられるのかが
非常に分かりにくく、利用しづらい状況にあった。
さらに、昭和50年代に建設された本庁舎は、耐
震診断の結果、災害発生時の救助・復旧活動を統
括する防災拠点に適用される耐震基準の6割程度の
耐震性能しかないことが判明した。

A市では、防災拠点にふさわしい耐震性能を備え
るべく補強工事の検討を行ったものの、工事には

数十億円もの費用がかかるほか、現在の本庁舎の
耐用年数を50年と想定した場合、20年以内には建
替えの時期を迎えることとなり、補強の効果は長
続きしないことが明らかになっていた。
このような状況を踏まえ、平成19年2月の市議会
において、鉄道駅前に広がる中心市街地に本庁舎
を移転・新設することが可決された。
もともと本庁舎は、50年前まで中心市街地に配
置されていたが、これが再び中心市街地に回帰す
るのは全国的にも極めて稀であり、今回の新本庁
舎建設は地方都市における中心市街地の活性化や、
市役所のあり方のエポックメーキングにもなり得
る取り組みとして、国や地方公共団体等から多く
の注目を集めている。

A市では、平成23年秋頃に予定されている新本
庁舎の開設を契機に、目指すべき新しい市役所の
姿を掲げた「新しい市役所プラン」と題した行政計
画の策定に取り組むこととなり、厳正な審査を経
て、FRIがプラン策定支援業務のコンサルタント
に採択された。
本業務において、最も重要視されたポイントの

1つは、あらかじめ当該プランの基本コンセプト
として掲げられていた「たらいまわしのない市役所
（ワンストップサービス）」を実現するため、A市に
とって最適な窓口サービスのあるべき姿を導き出
すことであった。

最適な窓口サービスの基本コンセプト

近年、ワンストップサービスを実現するための
具体策として、全国的に「総合窓口」の導入に取り
組む地方公共団体が増えつつある。
一般に総合窓口とは、市町村を中心とする地方
公共団体が、比較的定型的な窓口サービスと専門
性の高い窓口サービスを分類した上、主に前者を
ワンストップ化するために窓口業務を総合化（1箇
所とは限らない）し、「住民をたらいまわしにしな
い窓口」を設置して各種手続き（申請・届出の受付、
証明書の交付等）に対応することをいう。
総合窓口の現状について、平成18年6月にFRI
が政令都市（15）、一般市（764）および特別区（23）
の計802団体に対し、独自に行ったアンケート調
査（有効回答数390団体、有効回答率48.6％）によ
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ると、約3分の1の地方公共団体から「すでに総合窓
口を設置している」との回答があったものの、提供
サービスの内容には大きな差があることが明らか
になった。
例えば「国民健康保険加入者で小学生の子どもが
いる新住民」は、転入時に住民異動届、国民健康保
険の異動届、国民年金の異動届、学校指定の4つの
基本的な手続きが必要となる。しかし、アンケー
ト調査結果によるワンストップサービスの対応率
は、住民票関係98.5％、国民健康保険関係80.0％、
国民年金関係60.8％、教育委員会関係57.7％とば
らつきがあり、総合窓口を設置していると回答の
あった地方公共団体において、転入時に必要な基
本的手続きが必ずしもワンストップで実施されて
いない状況にあることが推測できた。（図-1）
さらに、総合窓口を導入済みと回答のあった複
数の地方公共団体を対象に、別途、視察を実施し
た結果、窓口サービスの提供形態についても、「①
単に住民の利用頻度が高い窓口サービスを所管す

るセクションを同一フロアに配置している」、「②
窓口サービスの受付窓口は1箇所に集約するが、実
際の事務処理の流れは従来通り、各セクションが
実施している」、「③フロアの全面的なリニューア
ル、新たな業務支援システムの導入等を通じ、事
務処理の流れを抜本的に見直すとともに、縦割り
型から横断型に行政組織を刷新する」など、様々な
パターンがあることが把握できた。
また、各地方公共団体の規模（人口、職員数、財
政力等）によって、総合窓口の検討対象とすべき
サービスの種類とこれらを所管する庁内セクショ
ンの数には差があるとともに、本庁舎のフロア改
修や業務処理システムの開発等、総合窓口の構築
に投じることが可能な初期投資額にも大きな隔た
りがある。
このような状況を鑑み、A市における基本コンセ
プトの策定においては、新本庁舎の開設が単なる
建物の建替えではなく、市民と行政の垣根を解消
し、A市が全く新しい市役所に生まれ変わったこと
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図-1 総合窓口を導入済みの地方公共団体におけるワンストップサービスの内容
（出典：平成18年6月の富士通総研による独自アンケート調査結果）
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を、内外に深く印象付けるべく、市民にとって真
に便利で利用しやすいワンストップサービスの提
供を大前提条件として掲げ、その実現のために最
も望ましいと考えられる総合窓口のあるべき姿を
導き出すこととした。
これによって、A市に対する市民の満足度を飛
躍的に高めるのは無論のこと、「戸籍・住民異動」、
「税金」、「福祉・健康」および「年金・保険」など、
市民にとって身近な窓口サービスに係る事務処理
の流れを抜本的に刷新し、業務の高度化・効率化
を同時に達成することを目指した。

窓口サービスに係る実態把握の重要性

A市にとって最適な窓口サービスのあるべき姿を
導き出すにあたっては、平成19年4月現在、A市の
本庁組織全64セクションにより提供されているす
べての窓口サービスの実態をくまなく洗い出した。
調査シートの設計においては、一つひとつのサー

ビスの名称、市民や事業者がサービスを利用する
主たる動機、年間当たりの処理件数のほか、サー
ビス相互の相関関係を明らかにし、受益者である
市民の目的が似通ったサービスの統合化や、手続
きに必要な添付書類の削減による市民負担の軽減
等、業務プロセスの改革方策の検討にも有用な基
礎データの取得にも十二分に配慮した。
調査の結果、現在、本庁組織で提供中の窓口サー
ビスは全1,020メニュー、年間処理件数は平成18
年度実績で約73万件にもおよび、その種類は主た
る利用者によって「市民向けサービス」、「事業者向
けサービス」、「市民および事業者向けサービス」に
大別できた。（表-1）
併せて、市民の利用頻度が特に高い（相対的に年
間当たりの受付件数が多い）窓口サービスを所管し
ている計23セクションの実務者（主査・主任クラス）
を対象に、「窓口業務の現状」、「窓口業務の総合化
に対する考え方」、「窓口業務の総合化に対する意
見・要望」などを把握するために、延べ約40時間に

大分類 中分類
メニュー数 処理件数 代表的なサービスの内容

小分類

271,254182

74,25860

40,49829

205,569298

18,01772

4,33427

12,27062

66,21183

27,170157

732,042 － －1,020

45312

12,00838

戸籍・住民
異動

出生届・婚姻届・離婚届・死亡届の受付、戸籍謄本・戸籍抄本の発行

転入届・転出届・転居届の受付、住民票の発行

所得税・市民税・県民税の申告相談、所得（課税）証明書の発行

児童手当・老人保健受給資格認定の申請受付、身体障害者手帳の交付

総合健診・各がん検診の申込受付、乳幼児医療費助成の申請受付

国民年金加入届・国民年金種別変更届の受付

介護保険資格認定の申請受付、国民健康保険料の納付受付

一般旅券・町名変更証明書の交付

防犯灯設置補助金・防犯灯電気料補助金の申請受付

交通安全教材（信号機・標識等）の貸出し

転入学校指定通知書の交付、就学援助費の申請受付

各種講座・イベントなどに関する問い合わせ受付

中小企業向け融資の申請受付、農地基本台帳の閲覧・交付

公害に関する苦情の受付

土地利用法規制に関する問い合わせ受付、建築確認申請の受付

道路占用許可・使用許可申請の受付

市議会の傍聴受付

戸籍

住民異動

税金税金

福祉

健康福祉・健康・
年金・保険 年金

保険

生活

防犯
生活・防犯・
交通安全

交通安全

教育教育

生涯学習等
生涯学習・文
化・スポーツ

産業振興産業振興
②事業者向けサービス
 ・メニュー数 72
 ・処理件数 18,017

③市民および事業者
　向けサービス
 ・メニュー数 329
 ・処理件数 109,985

環境環境

まちづくりまちづくり

道路
法定外公共物境界立会い申請の受付河川
水道料金・下水道使用料の領収、下水道使用開始届の受付上下水道

その他

道路・河川・
上下水道

その他

合計

①市民向けサービス
 ・メニュー数 619
 ・処理件数 604,040

表-1 提供中の全窓口サービスの概要
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も及ぶ面談方式によるヒアリング調査を実施する
ことにより、職員の生の声を出来るだけ多く吸上
げ、窓口サービスに係る現状や課題をより実態に
即した形で詳細に洗い出すことに尽力した。

最適な窓口サービスのあるべき姿

前項までに掲げた基本コンセプトおよび実態把
握の結果を踏まえ、「より親切で早く、わかりやす
い」市民本位の便利な窓口サービスを実現するため
に、「戸籍・住民異動」をはじめ、市民の日常生活
にとって身近でかつ処理件数の多い市民向けサー
ビスはすべて、新本庁舎の低層階に構築予定の総
合窓口でまとめて提供することとした。
さらに、「一般旅券（パスポート）の交付」や「転入
学校指定通知書の交付」のように、「戸籍・住民異
動」との関連が深い窓口サービスについても、上記
と同じ総合窓口で提供することとし、メニュー数
では全体の約54％（約550メニュー）、処理件数で
は約78％（約57万件）を総合窓口の対象サービスと
して選定した。
これらのサービスを提供する受け皿となる窓口
カウンターも、従来の各セクション別・縦割り型
の形態から、サービスの利用者である市民の視点
から見た目的別の形態に大きく転換を図ることと

した。（図-2）
総合窓口に集約し提供する窓口サービスの選定
や、窓口カウンターの構成を明らかにする過程で
は、実際に当該業務に従事する職員からの意見・
提案を十二分に反映させ、その実現に向けた前向
きな理解と協力を最大限に引出すため、市民向け
窓口サービスを所管する主たるセクションに属す
る実務者を構成メンバーとするワーキンググルー
プを編成し、密度の濃い議論を展開した。
さらに、全国モデルとなり得るより充実した総
合窓口とする観点から、市役所で必要となる手続
き・制度を総合的に案内できる「市役所コンシェル
ジュ（注）」や、証明書の請求および申請・届出書類
の記入等をきめ細かくサポートする「フロアマネー
ジャー」といった新たな役職の導入による案内・取
次ぎサービスの拡充、専門的知識を必要とする福
祉等の個別相談は、市民を歩かせずに、担当セク
ションの職員自らが出向き、対応することなどを
プラン中に位置付けた。
その他にも、これまで窓口に出向く必要があっ
た申請・届出や施設予約等の手続きを、24時間い
つでもインターネットでオンラインから行える電
子申請サービスの拡充や、複数の手続きをまとめ
た申請書の簡略化等、様々な創意工夫を凝らした
窓口サービスを提供することを提案し、プラン中

図-2 あるべき姿のイメージ
（出典：A市「新しい市役所プラン」より）
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に位置付けることとした。
「新しい市役所プラン」は、主管課とFRIとの密
な議論や、市民・有識者で構成する委員会での検
討等を経て、平成20年3月、広く一般に公開された。
現在、A市では、あるべき姿の具現化に向けた準
備作業が本格化しており、平成23年秋頃に予定さ
れている新本庁舎の開設後には、全国の地方公共
団体から多くの注目を集めることが予想される。

あるべき窓口サービスの実現に向けて

A市における「新しい市役所プラン」の策定支援業
務、さらにこれまでコンサルタントとして、数多
くの地方公共団体を対象に、行政改革・業務改善
に係るコンサルティング業務を手掛けた筆者の経
験から、各地方公共団体のニーズに最も適った総
合窓口を構築するために取り組むべき主要課題は、
次のとおり整理できる。
①「住民をたらいまわしにしない」、「住民の待ち時
間や移動距離を最短化する」など、何を目的に総合
窓口を構築するのか、そのコンセプトを具体的か
つ誰にも分かりやすく可視化する。
②検討の段階から、実際に当該業務に従事してい
る職員を1人でも多く議論に巻き込み、窓口サービ
スの実態を的確に把握するとともに、サービスの
担い手としての当事者意識をしっかりと醸成する。
③窓口サービスを利用する住民側の視点に立ちつ
つも、提供側である各セクションの事務処理の高
度化・効率化や職員の負担軽減を図るための支援
方策を具体的に明らかにする。
このような主要課題に対して十分な取り組みを
経ずに、総合窓口を導入した地方公共団体では、
当該業務を所管する各セクションの理解と強力を
得ることができず、結果的に従前より住民とのト
ラブルが増加し、職員のモチベーションの低下を
招くなど、期待した効果を得ることが出来ないま
ま、途中で取り組みが頓挫する例も見受けられる。
あるべき姿の実現化に向けた取り組みの段階で
は、新たな窓口支援システムの開発や既存システ
ムの改修および業務マニュアルの整備等を通じ、

これまで職員の個々のスキル・ノウハウに頼って
いた業務を可能な限り標準化・共有化するなど、
BPR（Business Process Reengineering）を具体
的にどのように推し進めるのかも総合窓口の成否
を決める重要なキーポイントの1つといえる。

BPRによる代表的な効果としては、交付書類の
受渡しや定型的なデータ入力作業等、従来は正規
職員が対応していた業務の一部を非正規職員が実
施する、又は民間委託化することによる人件費の
圧縮、窓口業務に係る手続きの漏れや人為的なミ
スの発生防止、業務の処理に要する時間の短縮等
が考えられる。さらに、このような効果を引出す
ことは、より効果的・効率的な人員配置にも直結
するといえる。

む　　す　　び

近年、多くの地方公共団体において、これまで
第一線で活躍してきた、いわゆる団塊世代の職員
が一斉に退職する時期を迎える一方、職員の人件
費を削減するため、新規採用を大幅に抑える傾向
に拍車がかかっている。
このような状況のもと、筆者は、総合窓口の構
築を通じて業務プロセスを抜本的に改革し、より
少ない人員でより高度なサービス提供を実践して
いくことが期待できると考える。
現状では、主に住民満足度を向上するための具
体策として多くの注目を集めている総合窓口だが、
厳しい財政状況下、今後は地方公共団体における
BPRの有効手段として、その構築に取り組む地方
公共団体が増えていくことも予想される。

FRIでは、今後も引き続き、各地方公共団体の
ニーズに最も適った窓口サービスの実現をトータ
ルで支援し、住民から支持され続けるまちづくり
と持続可能な行政経営の実現に積極的に貢献して
いきたいと考えている。

（注）コンシェルジュは仏語で案内人をいい、ホテルなど

で顧客からの様々な要望に応える総合世話係的な職務

を担う。
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