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酒々井町は、千葉県の北部、都心から50km

の圏内に位置し、人口２万人余りの小さな町

ですが、上水道・下水道普及率はそれぞれ

90％を超え、JRや京成といった鉄道や国道な

どの交通の利便性は高く、地域間格差のない

優れた都市機能を有するとともに、温暖で豊

かな自然環境に恵まれた町です。

また、昨年は東関東自動車道の（仮）酒々

井IC工事が本格化し、都市再生機構が進め

る南部地区新産業団地には、アウトレット

モールを展開するチェルシージャパン（株）

の進出が決定するなど、この町の持つ潜在

力は高く、今後も地域のポテンシャルを活

かしながら魅力あるまちづくりに取り組ん

でまいりたいと考えています。

しかし、地方分権時代の到来、三位一体改

革による地方交付税の削減、平成の大合併、

少子高齢化の進行等により、ここ10年で地

方公共団体を取り巻く環境は大きく変化し、

厳しい財政事情を背景に、多くの団体にお

いて行政改革の推進や定員の削減が行われ、

今後も行政サービスを維持していくために

は、職員の能力アップと意識改革が必要不

可欠であり、「職員が自ら課題を発見し、そ

の解決策を考え、そして実行する能力」が

どれだけ備わっているかによって、それぞ

れ地方自治体の将来の姿が大きく変わって

くるものと思っています。

また、地域を豊かにする「公共」はもはや

行政のみが担うものではなく、地域コミュ

ニティの力、「住民力」を発揮することが必

須であり、職員は職務以外にも、一住民と

して地域に貢献する意識と行動力を持たな

ければなりません。

こうしたことから、私は今年発足します

「地域に飛び出す公務員を支援する首長連

合」の発起人代表の一人として、そうした

活動を支援することとしたところです。

今後、地方行政を支える職員の皆さんには、

社会の変化に即応するとともに、自己研鑚

と自己改革を重ね、挑戦し続ける公務員で

あってほしいと念願しています。

もし、皆さんに迷いや戸惑いがあるときは、

是非、公務員となられた初心を思い出し、

全体の奉仕者として公共の利益のため、全

力を挙げてこれに専念して下さい。

羅　針　盤

羅

針

盤
酒々井町長 小　坂　泰　久

挑戦し続ける公務員に
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昭和45年横浜市立大学理学部数学科卒業。（株）内田洋行（情報システム部）へ入社。
一貫して公共ビジネスに携わる。
平成11年６月「行政情報研究所」を設立。所長として現在に至る。
平成17年１月「特定非営利活動法人　市民と電子自治体ネットワーク」を設立。
代表理事として現在に至る。
平成23年１月「電子自治体推進パートナーズ（自治体クラウド）」代表を務める。

特　集　「クラウドコンピューティング」特　集

　インターネットが生活の一部となり、電子行政サービスに対する住民の期待感、特
に各種申請・届出の電子化についての関心が高まっている。 
　このような住民のニーズに応えるべき各自治体で電子自治体の実現に向けたさまざ
まな取り組みがなされているが、個々の自治体による対応にはシステムの開発や法令
改正等に伴う運用等に多額の負担や職員の確保が必要となることが大きな課題となっ
ている。 
　総務省では、従来市町村ごとに構築・運用してきた情報システムを集約し、共同利
用を行うため、業務の処理方法も共通化する実証実験に取り組んでいる。 
　今回の特集では、財政状況が逼迫する中、共通の情報システムを共同利用すること
で、運用負担の軽減を図りながら、電子行政サービスを向上させる「自治体クラウド」
について取り上げ、クラウドコンピューティングの活用方法や可能性、自治体におけ
る導入事例を紹介する。 

行政情報研究所　所長 諸　橋　昭　夫（もろはし　あきお）

PART 1 地方自治体情報化の変遷と
クラウドコンピューティング活用

PART 2 クラウドサービスによる電子自治体化の推進について
千葉県総務部情報政策課

PART 3 「置賜
お き た ま

広域共同アウトソーシングによる
経費削減と住民サービスの向上」の取り組み
山形県長井市企画調整課
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行政情報研究所　所長 諸橋　昭夫

地方自治体情報化の変遷と
クラウドコンピューティング活用

はじめに

クラウドという言葉が多少先行している。

が、次のように考えられる。

コンセントを挿せば「電気」が得られる、

蛇口を捻れば「水」が出る。モバイル端末か

らは「公共サービス」を受けることができる。

19世紀の工業社会は「自家発電」にて産業

が成り立っていた。20世紀に入り巨大な発電

所が建設され、すべての企業に「配電ネット

ワーク」により電気を供給することが可能と

なった。情報社会においても21世紀中には、

巨大なIDC（サーバー群）と「情報ネットワー

ク」により、企業（行政も含む。）の多くが情

報・サービスを提供及び受給できる社会になるよ

うである。ユーティリティコンピューティング社

会であり、クラウドコンピューティング社会にな

ると予想される。

クラウドコンピューティングとは、新たな

技術ではなく、「ネットワークを介し、サービ

スを提供するサーバーを意識せずに機能を利

用するというコンセプトの下に構築された情

報システム群」といわれている。また、“さま

ざまな「デバイス」から「サービス」を受け

られる”こととも言う。

目次

蠢．情報通信技術（ICT）の歴史

蠡．クラウドコンピューティングとは

蠱．地方自治体情報化の変遷

蠶．自治体業務の５分類とクラウドコンピュー

ティング

蠹．基幹系業務システムとクラウド活用

蠧．内部系業務システム情報系システムとクラ

ウド活用

蠻．フロント系行政サービスとクラウド活用

衄．開発・テスト系、一時的業務系とクラウド

活用

クラウドコンピューティングを語るとき、や

はりコンピューター（情報）とインターネット

（通信）の進化と歴史を観る必要がありそうです。

蠢．情報通信技術（ICT）の歴史

・1960年～　汎用機時代

集中運用管理

・1980年～　PCの時代

分散運用管理

＜1995年のエポック＞

１．Windows95 蚰 TCP/IP通信のダイアル

アップ機能がバンドル
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２．サンマイクロシステムズ　蚰 Java

・1989（1993）年～　インターネット新時代

Webとブラウザ

ブロードバンドの普及

・2005年

「Web2.0 」 蚰 消費者向け無料サービス

・2008～　クラウド時代

「パブリッククラウド」

蚰 企業向け有償サービス

2005年９月、ティム・オライリーが「Web 2.0

とは何？」なる論文を発表し、以降「Web 2.0」

なる言葉が流行る。翌年８月、Google社エリッ

ク・シュミットCEOが講演の中で、「新しいコン

ピューティングサービスは、どこか“雲”の中

にあるサーバーから始まる。」「PC、携帯電話な

どどんなディバイスからでも、適切な（Webブ

ラウザー）アクセス手段があれば利用できる。」

と発言する。 …

蠡．クラウドコンピューティングとは

一般に、ASP・SaaS技術、グリッドコンピュー

ティング、仮想化技術等を用いて構築された情

報システムを、利用者が対価を支払った上でイ

ンターネットを通じてサービスとして利用する

という利用形態を指す。

○４つの利用形態

１．パブリック・クラウド（狭義のクラウド）

外部で管理しているサービスをインターネッ

トを介して利用する。

２.プライベート・クラウド

内部で管理しているサービスを専用線等を介

して利用する。

1．企業・研究所

2．学校

3．行政クラウド

…霞が関クラウド、自治体クラウド

３．コミュニティクラウド

４．ハイブリッド・クラウド

○３つの提供方法

１．アプリケーションサービス（「SaaS」）

salesforce CRM、

Google Apps など

２．ミドルウェア・プラットフォームサービス

（「PaaS」）

force.com

Google App Engine（GAE）

Microsoft Windows Azure など

３．ハードウェア・オペレーティングプラット

フォームサービス（「IaaS」）

Amazon EC2、AmazonS3

中国無錫（商業用クラウド・コンピューテ

ィングセンター）

富士通&Niftyクラウド　など

クラウドコンピューティングの定義を確認し

ておきたい。米国国立標準技術研究所（NIST）

では、３つのサービスモデル（提供方法）と４

つのデプロイメントモデル（利用形態）（ハイブ

リッドクラウドを含む。）を定義している。９つ

のマトリックス（カテゴリー）のどれもがクラ

ウドと言われる。（図１）

○クラウドコンピューティングと９つのカテゴ

リー（図１）

＜NIST（米国国立標準技術研究所）の定義＞

・３つのサービスモデル（提供方法）と４つの

デプロイメントモデル（利用形態）
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蠱．地方自治体情報化の変遷

１．情報化とICT運用の歴史

・第１期（1960～1990年）：

プロセスの情報化（基幹系システム）

「汎用機・オフコン型」

蚰 集中/単独

・第２期（1991～2000年）：

内部の情報共有化（内部系システム）

「C/S型」

蚰 分散/単独

・第３期（2001年～）：

新たなBPR（プロセス改革）

外部との情報共有化（ナレッジ改革）

新たな行政手続きサービス（サービス改革）

「Web型」

蚰 分散/共有（内部）

・第４期（2010年～　）：

自治体クラウド

「クラウド型」

蚰 集中/共有（外部）

２．利用形態の変化

・1960年～　単独自己導入・開発・運用

：施設・ハードウェア・アプリケーション・

ビジネスプロセス（BP）

・1970年～　共同自己導入・開発・運用（広域

共同利用）

：施設・ハードウェア・アプリケーション・

ビジネスプロセス（BP）

・1980年～　メーカーAPP（富士通、NECなど）

市場へ、地域ベンダーAPP市場へ参入

：施設・ハードウェア・ビジネスプロセス

（BP）

利用形態 ハイブリッドクラウド 

プライベートクラウド コミュニティクラウド パブリッククラウド 提供方法 

特定の組織のために単独で

適用される。 

（当該組織またはサードパー

ティにより管理され、オンプ

レミスあるいはオフプレミス

で運用される。） 

いくつかの組織により共有され、

関心事を共有する特定のコ

ミュニティをサポートする。 

（当該組織またはサードパー

ティにより管理され、オンプ

レミスあるいはオフプレミス

で運用される。） 

不特定多数の人々や大規模

な業界団体などに提供される。 

（対象となるクラウドサービスを

提供する組織により共有され

る。） 

SaaS 
PaaS 
IaaS

1 
4 
7 
 

2（注1） 
5 
8

3 
6 
9

（注１）コミュニティクラウド&SaaS（カテゴリー２）：総務省による自治体クラウド実証実験

（図１）
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・1985年（昭和60年）委託運用団体　＜　自己

運用団体　逆転する。

・1990年～　右肩下がりの経済に

IT人材、ITコストの課題が表面化、汎用機か

らオープン化へ！

・2001年～　電子政府・電子自治体

共同アウトソーシング機運強まる！

オープン化、APP導入強まる…ASP・SaaS！

：ハウジング（施設のアウトソーシング）

：ホスティング（施設・ハードウェアのアウ

トソーシング）

：共同利用型SaaS/ASP（ビジネスプロセスの

みを保有）

・2009年～　自治体クラウド！

：SaaS/ASP（ビジネスプロセスのみを保有）

：BPO（フルアウトソーシング）

３．ビジネスプロセスアウトソーシング（BPO）

時代に求められるIDC

地方自治体の情報化の歴史は概ね上記の通り

である。今、自治体クラウド時代に突入しよう

としている。

総務省の「自治体クラウド実証実験」では、

全国３カ所のクラウドIDCとLGWANなどによ

り「SaaSクラウド」の実現を図ろうと計画され

ている。

北海道はHARP、京都府ではKKCそして佐賀

県ではユニシスが中心となりクラウドDCが設

置されている。

・地域IDC（ローカルクラウド）が見直される！

自治体クラウド時代は、ビジネスプロセスア

ウトソーシング（BPO）時代とも言われる。

自治体にとって検討しておかなければならな

いことは、

１．オンデマンド処理としてのクラウド利活用

蚰 グローバルクラウドDC

蚰 メーカーDC

（プライベートクラウド中心）

２．７割を占めるバッチ処理の利活用

蚰 紙に出力された多くの書類（納税通知

書&納付書など）の後処理

３．IDCとの距離と時間

蚰 ローカルクラウドDCが必須

などがある。

クラウドコンピューティングという言葉に

遊ばれてはならない。地に足をつけた運用が、

地方自治体には求められる。プライベートク

ラウドとしての地域IDCは自治体運営には欠か

せない。

蠶．自治体業務の５分類とクラウドコンピュ

ーティング

自治体業務システムは以下の５つの業務シス

テムに分類できる。

１．基幹系業務システム、

２．内部系業務システム、

３．情報系システム（庁内職員向け、地域住

民向けポータル）、

４．フロント系サービスシステム、

そして

５．開発・テスト系、一時的業務系

それぞれのクラウド活用の在り方について考

えてみる。

○自治体業務とクラウドコンピューティングと

の関係（図２）

自治体業務は大きく分けて５つに分類される。

自治体クラウドを語るとき、『NISTモデル』に自

治体５業務を当てはめて考えることが必要であ

る。（図２）
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蠹．基幹系業務システムとクラウド活用

基幹系業務の処理形態は、以下の４つに分類

できる。

１．オンライン処理

２．バッチ処理

３．後方事務処理

４．バックアップ処理

・処理形態

１．オンライン処理…狭義の自治体クラウド

総務省が推進している「自治体クラウド」は、こ

の“オンライン処理”である。プライベートクラウ

ド利用のIDCなら国内何処でも運用が可能である。

蚰 自治体クラウド（オンデマンド）：国内

IDC何処でも可能）

２．バッチ処理

自治体基幹系業務システムの2/3以上を占める

“バッチ処理”は、住民への通知業務が中心であ

る。特に税務システムにおける「納税通知書&納

付書」などは、一時期に大量の紙出力が発生す

る。（蚰少量紙出力は、オンデマンドに含む。）

蚰 大量の紙出力処理が存在！（この後処理

が課題となる。）

３．後方事務処理

ビジネスプロセスアウトソーシング（BPO）

を前提としたクラウド活用では、この出力帳票

のデリバリー課題は、やはり自治体に近隣のIDC

が求められる。車で１～２時間以内のローカル

IDCが必要となる。

後方事務処理は、帳票の出力のみならず裁断、封

入・封緘そして発送など一連の処理が求められる。

（アウトプット帳票のデリバリー→車で１～２時

間以内のIDC！）

蚰 BPO：地域（ローカル）IDCの確保

４．バックアップ処理

業務継続管理（BCM）は、自治体情報化の隠

れた処理として重要な位置を占める。バックア

ップ処理はその中でも中心的な処理である。他

地域のIDCが必要となる。

蚰 BCM：他地域IDC

○大分県&宮崎県における基幹系業務のクラウド

活用事例

自治体クラウド実証実験の一つである、佐賀県そ

して大分県&宮崎県事例は参考になりそうである。

１．オンライン処理

宮崎県延岡市の“旭化成ネットワークIDC”を

＜提供方法＞ 

SaaS

PaaS

Iaas

＜１基幹系＞ 

１．オンデマンド処理 
（グローバルIDC） 

２．バッチ処理 
（ローカルIDC） 

３．後方事務処理 
（ローカルIDC） 
4．バックアップ処理 
（他地域ローカルIDC） 
 

プライベートクラウド 
＜コミュニティクラウド＞ 

パブリッククラウド 
 

＜5業務・テスト系＞ 

＜5一時的業務系＞ 

＜利用形態＞ 

＜４フロント系＞ ＜情報系＞ ＜内部系＞ 

＜２内部系＞ 
人事 
財務 
文書 

「庁内ポータル」 「市民ポータル」 

＜３情報系＞ 
G／W
Mail等 

SNS

電子申請 
電子納付 
電子交付 

電子広報・提供 
電子公開 
電子公聴・相談（SNS） 

電子申告 
電子入札 
電子予約 

（図２）
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グローバルIDCとして活用。

２．バッチ処理

同上の“旭化成ネットワークIDC”をローカル

IDCとして活用。

３．後方事務処理

大分運用センター及び宮崎（延岡）運用セン

ターにBPOを予定。

４．バックアップ処理

佐賀県の“ユニシスIDC”をバックアップセン

ター（他地域ローカルIDC）として活用。

＊なお、SaaS（マルチテナントASP）は、行政シ

ステム九州の「Acrocity」が採用されている。実

証実験終了後より、本運用が予定されている。

蠧．内部系業務システム、情報系システムとク

ラウド活用

○内部系業務システムとクラウド活用

蚰 パブリッククラウド、プライベートクラ

ウドどちらも可能

蚰 国内外IDC どちらでも可能

NISTモデルの（１）、（２）、（３）。

・庁内ポータル（職員ポータル）

１．庶務事務

２．人事・給与

３．文書管理

蚰 フロント系サービス　→　電子公開（情

報公開サービス）へ連携

４．財務会計

蚰 フロント系サービス　→　電子広報・提

供…予算・決算&健全化比率などへ連携

○情報系業務システムとクラウド活用

蚰 パブリッククラウド、プライベートクラウド

どちらも可能

蚰 国内外IDC どちらでも可能

NISTモデルの（（１）、（２））特に（３）の

運用が重要か！？

・庁内ポータル

１．職員ポータル

蚰 内部系業務と連携

２．市民ポータル

蚰 フロント系行政サービスと連携

○パブリッククラウドに移行可能な「情報系ア

プリケーション」

１．電子メール

Gmail、Windows Live Mail

２．オフィスアプリケーション

Apps、Windows Live

３．Webホスティング

Amazon Web Services（AWS）

（S3・sDB・EC2）

４．動画ホスティング

Ustream、YouTube

出典：行政システム九州（株）
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・大子町観光協会「袋田の滝（Live中継）」

http://www.daigo-kanko.jp/

５．遠隔会議

V－CUBE

６．CRM

Salesforce CRM

７．開発テスト環境

Google App Engine（GAE）、Force.Com

Azure など

８．その他（SNS、共有など）

Facebook、My Space、Twitter、Skype など

蠻．フロント系行政サービスとクラウド活用

○フロント系行政サービスとクラウド活用

いわゆる“狭義の電子自治体”であり、行政

サービスの電子化を言う。電子自治体とは、“さ

まざまな「デバイス」から「行政サービス」を

受けられる”…フロント系サービス…のことを

言うのでしょう。

行政サービスとは、以下の「顧客（市民）戦

略サービス」、「パートナー戦略サービス」そし

て「商品戦略サービス」を言う。

蜷顧客（市民）戦略サービス

１．電子申請

２．電子納付（収納）

３．電子交付

４．電子申告

５．電子入札（調達）

６．電子予約（公共施設、公共図書館）

蜷パートナー戦略サービス

７．電子広報・提供

８．電子公開

９．電子公聴・相談

蜷商品戦略サービス

・公文書のデジタル化という商品

・行政サービスという商品　など。

１．クラウド活用

蚰 パブリッククラウド、プライベートクラウド

どちらも可能

「不特定多数の人々や大規模な業界団体などに

提供される」パブリッククラウド！

蚰 国内外IDC どちらでも可能

NISTモデルの（１）、（２）、特に（３）の運用

が重要！

２．基幹系業務システムとの関係

特に１．電子申請、２．電子納付（収納）そし

て３．電子交付の三つのサービスは重要である。

申請の半数は、公文書（証明書）の申請といわ

れる。この三つのサービスは一括したサービス

提供が求められる。

住民票、印鑑登録、戸籍謄本の写しそして税

に関わる諸証明など、すべてが基幹系業務シス

テムとの連携が必要である。

さらには、紙の証明書交付には一工夫が必要

で、自動交付機やコンビニ交付など他のサービ

スとの連携も求められる。

３．内部系業務・情報系業務システムとの関連

７．電子広報・提供サービスは、内部系業務

の財務会計との連携が必要である。予算・決算&

健全化比率など統計、さらには、多種の統計業

務との連携も求められる。

８．電子公開（情報公開）サービスは、内部

系業務の文書管理との連携が必要である。（ただ

し非開示文書の取り扱いには注意！）

９．電子公聴・相談（双方向コミュニケーショ

ン）サービスは、情報系業務のSNS等（Facebook、

Twitter、その他）の利活用が期待されている。パ

ブリック/SaaS（NISTモデル（３））クラウドの代
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表的サービスでもある。

＜参考＞

・佐賀県・武雄市、市役所にフェイスブック係ができる　　

まずツイッターから始まった（日経BP 11/02/23）

http://business.nikkeibp.co.jp/article/tech/20110218/218506/

衄．開発・テスト系、一時的業務系とクラウド

活用

○開発・テスト系とクラウド活用

１．パブリッククラウド、プライベートクラウド

どちらも可能

２．PaaS Amazon Web Services（AWS）

Microsoft Windows Azure

Nifty

３．国内外IDC どちらでも可能

○一時的業務系とクラウド活用

１．パブリッククラウド、プライベートクラウド

どちらも可能

２．SaaS salesforce CRM

３．国内外IDC どちらでも可能（但し個人情

報に係る業務は要注意！）

○国内行政府におけるクラウド活用事例

１．定額給付金支給管理システム（一過性業

務、２週間、310万円！）

甲府市他　2009/04～

・セールスフォースドットコム社：

「Salesforce CRM（SaaS）」、「Force.com

（PaaS）」（Salesforce over VPN）

２．エコポイント申請システム　（一過性業

務、開発３週間！）

日本政府　2009/07～

・セールスフォースドットコム社：

「Force.com（PaaS）」

３．郵便局（顧客&情報系）（開発３ヶ月）

郵政公社民営化　2007/10～

・セールスフォースドットコム社：

「Force.com（PaaS）」

４．「電子経済産業省　アイデアボックス」実

証実験

経済産業省　2009/00～

・セールスフォースドットコム社：

「Salesforce CRM Ideas（SaaS）」

５．「国民の声アイディアボックス」（経産省

アイデアボクス利用）

内閣府　2010/9/24～10/14

新成長戦略　～「元気な日本」復活のシナ

リオ～　提案受付

おわりに

自治体クラウドに期待される効果は、以下の

ように言われる。

１．「住民サービスの向上」、２．「業務の効率

化」、３．「抜本的なI Tコスト削減」だけではな

く、４．「仮想化技術によるハードウェア環境の

柔軟性・拡張性」、５．「災害時を想定した他県

とのバックアップ連携」、６．「開発後の運用保

守・改修にベンダーロックの無い透明性・競争性

を可能とする」ことも重要な効果とされている。

地方自治体の情報化は半世紀となる。情報通

信技術の進展と歩調を合わせ、地方行政の事務

効率化から行政サービス化へ向けた取り組みに

邁進している。汎用機の時代からクライアント

サーバーの時代へそしてWebの時代へと変遷し

てきた。さらなる効率化とサービス化へ向けク

ラウドコンピューティング活用の時代へ突入し

ようとしている。自治体の情報化に携わる多く

の方々が、地域住民とベクトルを合わせた情報

化へ邁進されますことを強く願っております。
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＜はじめに＞

千葉県及び県内市町村では、情報システム等を共同運営することにより、電子自治体の実現を図り、県

民の利便性及び行政事務効率等の向上に寄与することを目的として、平成16年５月に千葉県電子自治体共

同運営協議会（以下「協議会」という。）を設立しました。県総務部情報政策課がこの事務局となっており

ます。

協議会においては、これまで電子調達システムと電子申請システムを共同運営してきましたが、両シ

ステムとも機器等の契約期間満了に伴い、平成23年４月からクラウドサービスを利用する形に移行する

ことといたしました。これにより経費の大幅な削減や行政事務の一層の効率化、利用者の方々の利便性

向上を図ります。

蠢　電子調達システム

千葉県では、調達事務処理の電子化と入札に係る事務の効率化、透明性確保を目指して電子調達シス

テムを開発し、平成17年４月から運用を開始しました。また、平成18年４月からは、このシステムを県

とは別系列で県内市町村が共同利用しており、平成22年度の参加団体数は、28市町です。

次期システムのあり方について協議会で検討した結果、ITコストの削減と業務改革を図るために、現

行システムを全面的にリプレースし、ベンダーが運用するクラウドサービスを利用することにしました。

新システムには、現時点で、県及び県内42市町の参加が決定しています。

１　クラウドサービスを利用する理由

クラウドサービスの利用を決定した理由として、以下の５点があります。

（１）システムの管理運用面において、県、市町村が使用料の形で公平に負担できること。

（２）初期費用となる開発費がかからず、使用料としての均等払いになるため、市町村が途中から参加す

ることも容易となること。

（３）システムのバージョンアップ等の経費について、その都度市町村と調整して予算化する必要がなく、

迅速な対応が可能となること。

（４）災害やセキュリティ対策等が十分に施されたデータセンターを利用できること。

（５）将来、利用を他県にまで拡げ、県同士の連携や共同化も可能となること。

２　新システムの特長

新システムの主な特長として、次の点を挙げることができます。

千葉県総務部情報政策課

クラウドサービスによる電子自治体化の推進について

クラウドサービスによる電子自治体化の推進について　 PART 2
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（１）県側と市町側の２系列で運用されている現行システムを一本化するとともに、クラウドサービスを

利用することにより、システム経費を大幅に削減できること。

（２）入札参加資格申請について、事業者から各自治体に電子申請と書類送付を行い、各自治体ごとに審

査していたのを、県・市町共同窓口を県庁内に設置し、申請受付と資格審査の一元化を図ることによ

り、事業者の利便性向上並びに県及び市町の審査事務の効率化、経費削減ができること。

（３）これまで、県側と市町側、及び業種区分（工事・測量等・物品・委託）ごとに最大８枚必要だった

ICカードやIDを１つに統合することにより、事業者の負担が軽減されること。

（４）入札説明書や設計図書等について、期間と場所を指定してCDによる配付や閲覧等により対応して

いたのを、インターネットを通じて提供することにより、事務経費の削減と談合防止が図れること。

現行 

次期 

事
業
者 

事
業
者 

ひとつのシステム上で、全参加団体申請可能に！ 

各団体に申請・送付 

共同受付窓口に 
一括送付 

千葉県 

○○市 

○○市 

千葉県 

○○市 

○○市 

申
請
共
同 

受
付
窓
口 
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３　具体的な効果

次期電子調達システムは、平成23年4月から５年間の契約となっています。この間の主な具体的効果と

して、現時点で次のとおり見込むことができます。

（１）共同利用参加団体の増加

現行システムの参加団体は県と28市町ですが、次期システムについては平成23年４月の稼働開始時

点が県と29市町、平成23年の秋（平成24年度から有効となる名簿申請）からの利用開始が９市町、さ

らに平成25年秋からの利用開始が４市町で、合計42市町が既に契約済みです。未参加の市町村からも

問い合わせがありますので、今後さらに参加団体が増えることも想定されます。これは、前述のとお

り、クラウドサービス利用によりシステム経費が大幅に削減できること及びイニシャルコストがかか

らないため途中参加も容易であることが大きな要因と思われます。

（２）システム経費の削減

県の現行システムは、開発費、機器賃借費、維持管理費等で909百万円かかっています（５年分）。

一方、新システムについては、平成23年度から27年度までの県の利用料負担見込みは385百万円であ

り、現行より57％の大幅削減となります。また、市町についても、新システムの利用料負担は５年間

で総額561百万円と見込まれ、参加団体も増えるため、１団体平均のシステム経費は現行のほぼ半額と

なります（現在、独自システムで運用中の千葉市分を含む。）。

（３）事務経費の削減

県・市町の共同窓口を設置し、入札参加資格申請の受付及び審査を一元化することにより、各団体

ごとに必要だった受付・審査要員が削減でき、参加市町全体では約10億円（５年間）の効果が見込ま

れます。また、従来のサーバ等機器類は県にありましたが、クラウド化することによりその維持管理

が不要となるため、この要員（職員）の削減により約１億円の効果が見込まれます。

（４）入札参加事業者の負担軽減

入札参加資格申請の受付・審査窓口を一元化することにより、事業者の方の郵送費、書類の枚数や

作成費（添付書類が一部で済むため）が削減できます。また、前述のとおりICカードも１枚となるた

めこの費用も削減できます。さらに、入札説明書等をインターネットを通じてダウンロードすれば、

説明会場等へ出向く人件費や交通費が削減されます。このように事業者にとって様々な経費が削減で

きるだけでなく、紙の使用量や交通負荷を軽減できるため、エコロジー推進にも寄与できるものと考

えられます。

４　新システム導入へのハードル

以上、新システムの長所や効果を挙げましたが、ここに至るまでには県及び市町の担当者（情報シス

テム担当、物品調達担当、工事・設計担当など）が何度となく協議を重ねました。担当者が持ち帰った

課題への対応を各参加団体の中で検討し、後日その意見を持ち寄って再度協議する―この作業の繰り返

しです。

たとえば、県の現行システムの維持管理契約期間は平成22年１月まででしたが、市町村共同利用のシ
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ステムの維持管理契約期間は平成23年３月までとなっており、新システムへの切り替え時期をいつにす

るかという課題がありました。これは、最終的に県の現行契約を延長して市町側に合わせました。また、

入札参加資格者名簿の有効期限が県の中でも物品関係と工事関係とで異なっており、市町の中でもバラ

つきがありましたが、これも統一を図りました。そのほか、業種区分、入力項目（必須と任意）、必要添

付書類などなど各団体で異なる事項をできるだけ統一しました。

もちろん、現状の事務処理方法を変えずに電子化することも不可能ではありませんが、それでは高額

なうえ、却って複雑で使いづらいシステムになってしまいます。後々のシステム改修も難しく、さらに

高額な負担となってくるでしょう。当然、共同利用への参加は難しくなります。

クラウドを共同利用するためには、参加団体が長年行ってきた事務処理を見直し、業務改革を図るこ

とが避けて通れないハードルであります。単なるシステム経費の削減効果（これも大変大きいですが）

だけでなく、その導入のためには事務の見直しが不可欠であり、自治体職員が汗をかいて事務を見直す

ことにより行革が進むこと、これこそが最大の効果ではないかと考えます。

蠡　電子申請システム

協議会では、平成18年度から電子申請システムの共同利用も行っており、こちらは、県と市町村が同

一の機器を使用しています。電子申請システムについても、電子調達システムと同様の理由から、平成

23年４月からクラウドサービスの利用に切り替えることとしました。新システムは、県と20市町で共同

利用します。

電子申請システムは、行政への各種手続きが24時間365日いつでもどこでも行えるものであり、住民の

負担軽減と利便性の向上、事務の効率化を図る観点から、ネット社会の今日では、不可欠なものと考え

られます。しかしながら、一部の手続（職員採用試験申込み、駐輪場申込み、健康診断申込み等）を除

いて利用件数が少なく、利用実績１件当たりのコストは約６千５百円もかかっております。この改善が

大きな課題でした。

１　新システムの特長

システムの利用件数が伸びない原因としては、本人認証を必要とする手続において、住基カードの取

得やICカード読取装置の購入等の負担を申請者に求めていること（そのため本人認証を必要とする手

続については、これまで１件の利用もない。）、また、本人認証の不要な手続についても、利用者のパ

ソコンに特定のソフト（一太郎ビューア）のインストールを求めるなど利便性を欠く面があったことが

挙げられます。そこで、次期システムにおいては、

（１）特定のソフトウェアを必要とせず、ブラウザのみで使えるシステムとすること。

（２）携帯電話からも利用できる使い易いシステムとすること。

（３）他県で利用実績の多い施設予約機能を追加すること。

等の改善を図りました。これにより、利用件数の増加に結び付けたいと考えております。
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クラウドサービスによる電子自治体化の推進について

また、電子申請については、特に複雑な又は自治体独自の取り扱いが少ないため、他県で利用してい

るクラウドサービスのシステムを基本的にノンカスタマイズで採用することにより、廉価で実績のある

システムを利用することとしました。

２　具体的な効果

次期電子申請システムも、電子調達と同様に平成23年４月から５年間の契約となっています。この間

の主な具体的効果を、現時点で次のとおり見込んでいます。

（１）システム経費の削減

県の負担額は、現行システムに比べ５年間で約２億円(▲85%)削減され、市町についても、参加１団

体当たりの負担額が約85％削減されると見込まれます。

（２）利用件数の増加

同様のシステムを既に導入した他県の事例を見ると、携帯電話からの申請や施設予約の件数が飛躍

的に増加していることから、新システムの利用件数は、５年間の契約期間内には現在の100倍程度にな

ると見込まれます。

（３）上記（１）及び（２）により、利用１件当たりのコストは、100円程度以下になっていくと見込ん

でおります。

＜まとめ＞

クラウド活用のメリットは、単なる共同利用による割り勘効果だけではなく、共通システムを利用す

るためには各自治体が業務を見直す必要があり、その結果、行革が進むことに大きな意義があると考え

ています。かつてのIT化では、とかく、少しでも多くの業務、多くの項目を電子処理することに主眼が

置かれ、その結果、往々にして従来の事務処理方法がそのままシステム化され、業務の見直しは進みま

せんでした。たとえば、様式そのままの入力画面を用意し、そこに入力させるために、特定のソフトを

必要とする等です。

しかし、クラウド利用には、事務処理方法の改善・共通化が避けて通れません。クラウド利用を契機

として利用者視点での業務改革を進め、それが、行政レベルで見ると結果として業務の統一、効率化に

よるコストの削減、行革につながるのだと思います。

今後とも、県と市町村の共同利用の更なる拡充に向け、また、他県との共同利用も視野に入れ、取り

組んでいきたいと考えています。



クリエイティブ房総　第81号16

置賜地域の状況

山形県南部の置賜地域を構成する米沢市、長井

市、南陽市、高畠町、川西町、白鷹町、飯豊町の

３市４町は、基幹系等12業務のASP（注）による共

同アウトソーシングを、平成21年４月から、長井

市を皮切りに順次利用を開始しました。これによ

り全体で40%の経費削減を図るとしており、長井

市は50%超の経費削減を実現しています。

共同化に向けての課題と解決策

共同化にあたっては、①各市町によって現

行システムの更新時期が異なり、移行時期の

歩調を合わせることが困難なこと、②共同化

で事業を行う場合、事業計画、システム仕様

作成、契約関係等において運営組織が必要と

なりますが、専門職員がいないため将来にわ

たって継続的な適正運営の実現が難しいこと、

③一部構成市町においてシステム更新時期が

間近に迫っていたこと等が課題としてありま

した。

そこで、これらの課題への現実的な対応策

を迅速に検討するため「置賜広域行政検討会」

において、主要ベンダー各社からの企画提案、見積りを参考にして勉強会を計７回開催し、実現可能

性についての検討を重ね、平成20年３月に共同アウトソーシングに取り組むことを明記した報告書を

取りまとめました。

課題を解決する方法として、①各市町は、現行システムの使用期間が満了したものから順次（５年

間かけて）参加することとし、そのための担保として、各団体間で参加時期を明らかにするための協

定書を締結すること、②職員の専門知識の不足、定期的な人事異動によるノウハウ継承の困難さを考

慮し、事例が少ないものの、職員の負担がかからないASPサービスを採用すること、③短期間で導入

するため、カスタマイズをせず標準パッケージのまま使用することを柱に取り組みました。

特　集　「クラウドコンピューティング」

山形県長井市企画調整課

「置賜
お き た ま

広域共同アウトソーシングによる
経費削減と住民サービスの向上」の取り組み
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共同化による効果

①財政改善の手法としてASPによる共同化を具現化

財政改善の手法としてASPによる共同化に取り組み、これまで自治体が課題としてきたコスト、セ

キュリティ、マンパワー、各市町のシステム更新時期の相違、業務の標準化への対応を図りました。

この取り組みが今後、ASPサービスの安定・充実（パッケージ機能の強化）へ寄与し、更には共同化

に対する不安感を減少し、共同化への取組意識を高め、他地域へと展開することを期待しています。

「置賜
おきたま

広域共同アウトソーシングによる経費削減と住民サービスの向上」の取り組み PART 3

共同化対象12業務 

①住民情報 ②各税 ③国保年金 

④選挙投票 ⑤福祉 ⑥介護保険 

⑦医療費助成 ⑧学齢簿 ⑨財務会計 

⑩人事給与 ⑪上下水道（料金・会計） ⑫後期高齢者医療 
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特　集　「クラウドコンピューティング」
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「置賜
おきたま

広域共同アウトソーシングによる経費削減と住民サービスの向上」の取り組み

②トータルコストの大幅削減を実現

システムの運用経費（システム移行、構築、研修、回線経費、保守費用に係るすべての経費）は、

各市町が単独導入した場合と比較して、７市町全体で約40％の削減を実現しました。また、山形県の

支援策として、県域高速ネットワークを無料で利用させていただいております。

そのほか、最新システム導入により業務の効率化が図れ、職員のリソースを有効活用できる、情報シス

テムの設置、運用に係る職員の負担が軽減し、本来業務に集中できるといった効果が期待できます。

長井市の現状と課題について

長井市は、平成21年４月から、共同アウトソーシングにより対象12業務が本稼働しました。現在、

本稼働後１年10カ月経過し、導入前と比較すると、「取り組みの効果」または「運用上の課題」が明らかに

なってきました。「取り組みの効果」としては、①システム運用経費の大幅な縮減（50％）、②ASPにより

システム担当職員の業務負荷の軽減、③新システム利用により業務担当者の業務負荷の軽減、④事務処

理時間圧縮による住民サービスの向上、などがあります。反面、課題としては、①ネットワーク不具

合によるシステム停止、②パッケージ機能不足による業務担当者の一部の業務負荷増加などがあり、

ネットワーク機器予備機配置、業務の処理手順見直し（BPR）及びパッケージの機能強化等により、

課題解決のための対応や取り組みを順次進めています。

お問い合わせ先　　長井市企画調整課

T E L ：0238－84－2111

U R L ：http://www.city.nagai.yamagata.jp/

E-mail：master@city.nagai.yamagata.jp

（注）ASP：ビジネス用ソフトウェアを中心に、インターネット経由でレンタルする業社のこと。
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県内情報

松戸市は、過去５年間の社会増加数を年齢別に

みると、30歳から44歳の子育て世代で流出超過

となっており、また、合計特殊出生率は、低下

傾向で平成19年では県や近隣市との比較で最下

位となっています。こうした傾向に歯止めをか

けるべく、本市では、子育てを応援する取り組

みとして、子育てすることがますます楽しく、

幸せに感じることができるように、様々な施策

を実施しています。

そうした取り組みの一つとして、平成22年10

月１日から子育て世帯を地域、企業、行政が一

体となって応援し、子供と一緒に安心して外出

できる地域づくりや、子育てが楽しいと感じら

れる環境づくりを促進するため、「子育てみらい

カードサービス事業」を始めました。

この事業は０歳から12歳までの子を持つ保護

者を対象に実施しており、特に平成22年10月１

日以降に出生した子を持つ保護者に対しては無

料で「子育てみらいカード」を進呈しています。

このカードを協賛店で提示することにより、協

賛店が定める割引、授乳・オムツ替えスペース

の提供、粉ミルク用のお湯の提供、キッズコー

ナー（遊び場）の設置、駐車スペースの提供な

どのサービスが受けられます。

また、「子育てみらいカード」を活用し、住民

票・印鑑証明書のコンビニ交付が受けられるサー

ビスも実施しています。このサービスは、全国

のセブン－イレブンで午前６時30分から午後11

時まで、年末年始を除きいつでも証明書を取得

できるもので、カードの利便性を高める取り組み

をしております。

これからの課題としては、協賛店・カード利

用者の増加とサービスの充実は相互作用の関係

にあると考えられますので、本市ホームページ

や、「子育てみらいカードサービス事業」の開始

と同時にリニューアルされた子育て支援情報サ

イトでのPR、発行対象者への案内の強化や出張

によるカード発行のイベントを実施するなど、

少しでも多くの方にカード取得をしてもらえる

よう、より一層の周知活動を行っていきたいと

考えております。

【問い合わせ】 I T 推進課

蕁 047―366―7399

松戸市

I T 推進課

「子育てみらいカード」で

子育て応援

当事業に協賛頂いている事業者様に
配布しているポスター

子育てみらいカードのイメージ
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1 導入経緯
流山市議会では、市民に開かれた議会を目指

しており、議会改革の一環である議会の透明化
を図るため、全国で初めてスマートフォン（携
帯情報端末機）を活用した議員別採決システム
を平成22年９月定例会から導入しました。各議
案の議員別採決結果は、インターネット議会中
継で放映されるほか、翌日にはホームページに
掲載され、その後に発行される議会だよりにも
掲載することによって、議会の見える化に心掛
けています。流山市議会では、平成13年に「地
方分権検討協議会」を設置し、地方分権に係る
事項を調査研究するとともに、現在に至るまで
議会改革について協議検討してきました。地方
分権検討協議会は、現在では「議会活性化推進
特別委員会」に改編されていますが、この間、
対面演壇方式の導入、議員定数の見直し、本会
議のインターネット議会中継の導入、一般質問
の一問一答方式の導入、議会基本条例の制定、
議会報告会の開催、反問権対象者の拡大、一日
一常任委員会の試行及びユーストリームを活用
した委員会のインターネット録画中継の試行な
ど、議会改革に取り組んできました。
平成21年10月には、「市民に開かれた市議会の

実現に向けて、更なる情報発信と情報通信技術
（ICT）の推進を求
める決議」を全会
一致で可決し、具
体的方法について
積極的に協議し、
実施することにな
りました。この決
議内容を受けて、

スマートフォンによる電子採決システムを導入
したものです。

2 システムの概要
スマートフォンによる電子採決システムは、プロ

ポーザル方式による業者選定を行い、NTTドコモが
提案したシステムに決定したものです。このシステ
ムは、ICカード（議員１人につき１枚）をICカード
リーダーで読み取ることによって、議員の議場への
入退出を管理し、また、電子採決システムと連動さ
せることによってセキュリティを保持するものです。
スマートフォン「HT－03A」の画面に議案ごとに
「賛成」「反対」のボタンが表示され、各議員がボタ
ンを押すと議場内のモニターに議員ごとの採決結果
（○又は×）が表示されます。
当初導入費用は約130万円。２年目以降は約50

万円で、スマートフォン（30台分）の使用基本
料金だけで済みます。

3 今後の動き
本システムは、議会のICT推進の一環として導

入し、現段階では、電子採決にのみ利用していま
す。今後は、スマートフォンの機能を活用して、
会議の開催通知や緊急連絡用などにも活用し、議
会全体の改革に取り組んでいきたいと思います。
また、現在、先の決議を受けて、流山市議会

ICT推進基本計画が策定されており、今後、この
中の計画事項を実行することで更なる議会の透
明化を図り、市民に開かれた議会の実現を目指
していきます。

【問い合わせ】

流山市議会事務局　蕁 04―7150―6099（直通）

流山市

流山市議会事務局

スマートフォンで
議会採決

地域情報
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「デマンド型乗合タクシー導入の経緯」

袖ケ浦市では、平成19・20年度に、市内の公

共交通のあり方について検討を行いました。こ

の中の課題のひとつに、平成15年から運行して

いたコミュニティバスの収支の改善があり、よ

り地域需要に即した運行形態へと変更すること

としたものです。

これを受け、22年10月より、それまでの、「定

時定路線型」の運行形態から、利用者の要求に

応じて合理的なルートを設定し、乗合で目的地

まで運行する「デマンド型（区域運行型）」へと

変更し、また、少ない需要を考慮して、運行車両

もマイクロバスからセダン型のタクシー車両へと

変更しました。

「運行方法」

デマンド型の乗合タクシーは、平川地区を旧村

単位で２つに分け、それぞれ週３日ずつ、地区内

と、近隣の「商店や医療機関等が集積している地

区」や「交通の結節点」まで運行しています。

運行回数は１日６便。他の交通機関との接続

を考慮した時刻表を設定し、各便「お出かけ便」

と「お帰り便」を設け、できるだけ同方向の利

用者が乗合になるよう配慮しています。

なお、利用者は事前登録をし、実際に利用す

る３日前から前日までに予約を入れます。

１回あたりの運賃は、小学生以上が300円、

障害者手帳や療養手帳を持つ人は無料としてい

ます。

「地域からの反応」

当市のデマンド型の乗合タクシーは、特に高齢

者等の交通弱者が利用し易い設計となっています

が、スムーズな運行を図るために採用している「事

前登録」や「事前予約」を不便に感じるといった声

が聞かれます。また、一方では、「運転手の心遣い

に感動した」、「ドア・ツー・ドアの運行になって利

便性が良くなり、買物時など助かっている」といっ

た声も寄せられています。

「今後の方針」

まだ、導入後間もないこともあり、多くの方

に利用される状況には至っていませんが、今後、

周知活動を充実させるとともに、実際の利用者

等に意見を聴くなど、更なる利便性の向上につ

なげたいと考えています。

また、地域の方々とも協議を重ね、共に持続可

能な公共交通を作り上げていきたいと思います。

【問い合わせ】 企画課

蕁 0438―62―2111（内線264）

地域情報

袖ケ浦市

企画課

デマンド型乗合タクシー
を運行しています
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長岡市は、新潟県のほぼ中央に位置し、市内中

央を日本一の長さと流水量を誇る信濃川が流れ、

市域は越後山脈の守門岳から日本海まで広がる人

口28万３千人のまちです。平成17年から平成22年

までの間で周辺市町村と３度の合併が行われ、現

在、旧長岡市地域に本庁、合併した旧市町村10地

域に支所がおかれています。

平成22年４月１日現在で、長岡市の聴覚障害者は、

1,201人、そのうち手話が可能な方は、およそ200人

です。手話通訳員は本庁福祉相談課に１名配置され

ており、勤務時間は９：30から16：30で、１日に手

話で対応する方は、４人程度となっています。

合併前から旧長岡市では、手話通訳者・要約筆

記者派遣事業、手話通訳者設置事業を実施し、聴

覚障害者へのコミュニケーション支援を行ってい

ました。一方、合併した支所地域の旧市町村では、

一部で派遣事業の実施はありましたが、コミュ

ニケーション支援事業を実施していない町村が

ほとんどで、合併により、長岡市の制度に統一さ

れたことで、多くの地域でサービスが拡大しまし

た。しかし、手話通訳者が本庁にしか配置されて

いないため、支所地域にお住まいの聴覚障害者の

なかには、直接窓口で手話を使って相談を受けよ

うと、バスやタクシーを乗り継ぎ、本庁福祉相談

課を訪れる方もいらっしゃいます。

わざわざ時間やお金をかけて、直接、手話通訳

者に会わなくても、ファックスやメールあるいは

支所の窓口での筆談などほかの方法があるのでは

とお考えの方もいらっしゃると思いますが、先天

性のろう者は自分で書くことが苦手な方が多く、

また、書いてある文章の意味を正確に理解できる

方はごく少数です。このため、手話によるコミュ

ニケーションが欠かせないとのことです。

このように支所地域と旧長岡地域のコミュニケー

ション支援に格差があることから、長岡市の「ろう

あ者福祉協会」や「手話奉仕員の会」からは、支所

への手話通訳員の配置要望が寄せられていました。

しかし、実績や対象者は少ないため、費用対効果等

を勘案し、支所への手話通訳員配置に代わる有効な

方策を検討することとなりました。

近年、情報通信機器の進歩でテレビ電話が簡単

に利用できるようになっています。本庁の手話通

訳員がテレビ電話で支所とやり取りできれば、代

替可能と考え、現在、稼動しているテレビ会議シ

ステムの利用を確認したところ、ウェブカメラと

マイク等を用意すれば、増設可能な環境にありま

した。早速、準備を進め、支所との調整や機器の

設定等で３ヶ月程度の時間を要しましたが、平成

22年８月10日からテレビ電話による手話通訳を開

始しました。

これまでの利用実績は、月に１、２件程度ですが、

市域が広く、豪雪地帯や交通の便の悪い地域も多い

ことから、当市の聴覚障害者のコミュニケーション

支援に有効な手段と考えており、今後、さらに周知

を図り、利用を進めていく方針です。

【 問い合わせ 】福祉相談課　障害活動係

蕁 0258－39－2218

県外情報

新潟県長岡市

福祉相談課

テレビ電話で手話通訳
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伊藤綜合法律事務所　弁護士　伊藤　義文

臨時的任用職員に対する一時金の支給
平成22年9月10日最高裁判所第二小法廷判決

（平成20年(行ヒ)第432号、裁判所時報1515号268頁、自治体法務研究2010年冬号119頁）

（Ｂ子） 臨時職員は、地方公務員法（以下「地公法」）上、（１）緊急の場合、（２）臨時の職に関する場合

などに任用することができるとされているのでしたよね（地公法22条２項、５項）。

（Ａ夫） 本来はそうだね。しかし、そのように厳格に運用されていないことも間々あるんだ。これは、地方公

共団体の職員の定数を、条例によって定める必要があること（地自法172条３項）と

関連している。いったん定数条例を制定した後に地方公共団体の事務量が増加したに

もかかわらず、定数条例を改正して増員することが難しい場合がある。非常勤あるい

は臨時職員についてはこの条例で定めるべき定数に含まれないことから、人員確保の

ために臨時職員を採用し、恒常的に、常設的な事務に従事させてきたというケースが

ある。地公法の規定からすれば問題のある運用といわざるをえないのだけどね。

（Ｂ子） ところで、地方公共団体の職員に対する給付については、まず、地方自治法（以下「地自法」）に

定めがあるのでしたよね。

（Ａ夫） そうだね、ただ、地自法上、常勤職員と非常勤職員とでは支給の内容に差があって、常勤職員は、

法律上支給が義務付けられる給料、旅費（同法204条１項）の外、条例の定めにより同条２項に定め

る期末手当等の各種手当の支給を受けることができるとされ、これに対して非常勤職員は、「報酬」

と「費用」の支払いを受けるものとされていて、非常勤職員が手当の支給を受けることができると

はされていないんだ。

（Ｂ子） 地方公務員について、常勤と非常勤とは法律上明確に区分されているのですか。

（Ａ夫は人事課長、Ｂ子は人事係職員）

〔事案の概要〕
Ｚ市のＹ市長は平成７年度から16年度にかけて各年度の６月及び12月に同市の地方公務員法22

条５項の規定による臨時的任用職員（以下「臨時職員」）のうち、１週間当たり３日（ただし、
正規職員より１日あたりの勤務時間が15分短い。）以上勤務する者で、６月15日及び12月１日の
各基準日にそれぞれ２ヶ月以上在職し、かつ、支給日現在において在職する者に対し、一律に一
時金（以下「本件一時金」という。）を支給してきた。
本件一時金の支給を受けた者は、平成16年６月に761人、12月に810人にのぼり、この年度に支

給された本件一時金の総額は6689万円となっていた。
なお、本件一時金の支給について、当初Ｚ市の条例、規則及び内規に規定はなかった。
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（Ａ夫） いや、地公法にも地自法にも明確な基準は置かれていない。ただ、国家公務員については、人事院

規則15－15に、非常勤職員の一週間の勤務時間は、原則として常勤の職員の４分の３を超えない範囲に

おいて各省庁の長が任意に定めるとする規定があって、一応参考になるものとされている。

（Ｂ子） 判決は、臨時職員に対しては、手当の支給を一切認めていないのですか。

（Ａ夫） いや、そういうことではないようだ。判決によると、臨時職員について、（１）当該臨時職員の勤務

に要する時間に照らして、その勤務が通常の勤務形態の正規職員に準ずるものとして常勤と評価でき

て、かつ、（２）支給される当該手当の性質から見て、当該臨時職員の職務の内容及びその勤務を継続

する期間等の諸事情にかんがみ、その支給の決定が合理的な裁量の範囲内であるといえる場合には、

地自法204条２項すなわち、常勤職員に適用される手当として支給が適法であるとされている。

ただ、判決の事案では、本件一時金の支給を受ける臨時職員の勤務時間が正規職員の６割に満た

ないことから、常勤とは評価できないと判断して、本件一時金の支給を違法としている。

（Ｂ子） それと、判決の事案は、そもそも本件手当の支給を根拠付ける条例が

なかったのですよね。

（Ａ夫） そうだね。昭和31年の地自法の改正により、「普通地方公共団体は、い

かなる給与その他の給付も法律又はこれに基く条例に基かずには、これ

を第二百三条第一項の職員及び前条第一項の職員に支給することができ

ない。」（平成20年法律第69号による改正前の同法204条の２）とする規定

が設けられた以上、条例上の根拠がなければ本件手当の支給は違法と判断されることになる。

（Ｂ子） では、具体的にどの程度の内容を条例で定めておく必要があるのでしょうか。

（Ａ夫） 判決は、地自法上、常勤、非常勤のいずれについても、その給与の額と支給方法を条例で定めな

ければならないとされている（同法203条５項、204条３項）ことにかんがみて、「職員の給与の額及

び支給方法に係る基本的事項」については条例で定めなければならず、これを条例が規則に委任す

ることは違法であるとしている。

（Ｂ子） 長い間働いてくれているパートさんは、仕事も分かっている方が多いし、正規職員からすれば助か

ることも多いのですが、法律上の人事の仕組みからはいろいろと問題があるということなのですね。

（Ａ夫） 残念ながら冒頭に述べたような臨時的任用は、「地方公共団体の任用のルールを紊(みだ)す。」な

どと厳しく批判されてきたところだ。臨時職員にとっても、正規の常勤職員と同じような仕事をし

ているのに、身分保障がないために身分が不安定などの問題がある。

（Ｂ子） 私たちとしても、臨時職員の給与体系や規定については、早急に見直しをしないといけませんね。

（Ａ夫） この判決も、補足意見ではあるけれど、「本判決の言い渡し後は、臨時職員に対する手当等の支給

については、地方自治法204条２項及び同法204条の２の要件との関係で、その適法性を早急に調査

すべきである。…条例改正のために要する合理的な期間を徒過してもなお条例の改正がされず、違

法な支出を継続する場合には、もはや過失がないとはいい難く、今後の司法判断において厳しい見

解が示される可能性があることを留意すべきである。」として、こうした運用をしている自治体に対

して警鐘を鳴らしている。急いで取り掛かる必要があるだろうね。

自治判例情報
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法改正の経緯と概要
昨今の著しい景気の落ち込みに伴う医療保険加入者の経済状況の悪化等は、医療保険財政にも深刻な
影響を及ぼし、保険料の大幅な上昇が避けられない状況にありました。そこで、関連法令の改正により、
保険料の上昇を抑制するための様々な財政支援措置が実施されることになりました。その中でも今回は、
国民健康保険法の改正による、市町村が運営する国民健康保険（以下「市町村国保」という。）の保険料
軽減のための措置を紹介していきたいと思います。

①　市町村への財政支援措置の延長
低所得者の数に応じて国や都道府県が市町村を財政的に支援する事業と、市町村が共同で負担する高
額な医療に要する費用に対する交付金事業が引き続き実施されることになりました（平成22年５月19日
施行）。これらの事業はこれまでも行われてきましたが、平成22年度から平成25年度までの４年間延長さ
れることになりました。これらの措置により、１世帯平均で年間約１万２千円の保険料の上昇を抑制す
る効果があるとの試算がなされています。

②　市町村国保の広域化
財政の安定化を図るべく、都道府県単位での市町村国保の運営の広域化を推進するための措置が設
けられました（平成22年５月19日施行）。具体的には、都道府県の判断により、市町村国保の広域化
や財政安定化推進のための市町村に対する支援の方針を定めることや、市町村の拠出により医療費を
賄う共同事業を拡大することなどができるようになりました。そして市町村は、市町村国保の運営に
際しては、定められた方針を尊重するように努めるものとされています。本法改正を受けて千葉県に
おいても、平成22年12月に「千葉県国民健康保険財政安定化等支援方針」（千葉県ホームページ
〈http://www.pref.chiba.lg.jp/hoken/kokubo/documents/shienhoshinzenbun.pdf〉参照）が策定さ
れており、今後、市町村国保の広域化が進められていくことになるでしょう。

③　短期被保険者証の交付対象の拡大
国民健康保険料の滞納により無保険状態となっている世帯においても、子どもが必要な医療を受け
ることができるよう、有効期限が６カ月の短期保険証を交付することになりました。これまでも中学
生以下の子どもについては、短期被保険者証制度が実施されていましたが、今回の改正により対象と
なる範囲が高校生世代（18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間）にまで拡大されました（平
成22年７月１日施行）。

今後の課題
不景気が続いていることに加え、高齢化社会の進展などにより市町村国保の運営は益々厳しいものに

なると予想されるため、今回の法改正による措置にとどまらず、今後も更なる制度改革が必要になって
いくものと思われます。

国民健康保険法の改正について
～医療保険制度の安定的運営を図るための財政支援措置～

愛知大学法学部　助教　山本　未来
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■ヨツカイダーってなに？

みなさん、「ヨツカイダー」をご存知です

か？その名のとおり、四街道にちなんだキャ

ラクターではありますが、今はやりの、いわ

ゆる「ゆるキャラ」ではなく、市の職員有志

と四街道出身の世界で活躍したプロレスラー

「TAKAみちのく」さん、そして四街道在住の漫

画家「長谷川裕一」さんとのコラボレーション

で誕生したご当地覆面レスラーです！（注）

TAKAみちのくさんとの偶然の出会いから、

ご当地覆面レスラーが誕生した訳ですが、私は

かねてより「何か四街道の名物が欲しい!」と考

えていました。たとえば宇都宮と言えば「餃子」

のように、四街道と言えば、これ！と言える何

かです。四街道を説明する時、千葉と佐倉の間、

東京から成田空港に向かう途中、など場所的な

説明しかできないことが悔しかったのです。

■四街道をなんとかしないと

ところで、偉そうに言ってますが、私が地域お

こしを意識し出したのは実はそんな古くはあり

ません。入庁後、用地買収に始まり、家屋評価、

さらには生活保護のケースワーカーとなんでも

屋だった私は、平成16年に全く予期せず財政課

へ異動したのです。思えばこの異動がターニン

グポイントになった気がします。その頃当市で

は千葉市との合併問題が最終局面を迎えており、

議会は賛成反対同数に割れ、当初予算も成立せ

ず、暫定予算が組まれた年だったのです。そし

て合併の是非を問う住民投票が実施され、市民

は合併しない道を選択しました。愛着ある四街

道が残ったのはうれしいことですが、自立もま

た茨の道です。当時、確かに市の基金は豊富に

ありましたが、昭和40年代の団地開発により人

口を増やしてきた当市は、目立った産業もなく、

法人税の割合がきわめて低いのです。今まで高

額な個人市民税を納めていた団塊の世代が次々

に定年退職を迎えたとき、市の財政はどうなっ

てしまうのだろう、歳出削減だけでなく、歳入

が増えるような施策を打って行かなければまず

いのではないか、などと考えるようになったの

です。市の名物を作りたいというのも、四街道

の名前が少しでも有名になって、四街道が選ば

れる街になって欲しいという思いからです。

■みんなで叫ぼう!「ヨツ・カイ・ダーッ!!」

こんな思いから誕生したヨツカイダーです

が、リアルヒーローであるがゆえに、TAKAみ

ちのくさんの協力が不可欠です。有志とはいえ

市の職員がヨツカイダーを応援することは、特

定の企業の支援になるのではないかと内部でも

批判されることがあります。それでもやっぱり、

街に、子供たちにヒーローは必要なのです。私

はヨツカイダーの活躍が、街や子供たちを元気

にすると信じ、これからもヨツカイダーを応援

して行きたいと思っています。

（注）ヨツカイダー誕生の詳しい経緯については、

ぜひ月刊「地方自治職員研修」3月号をご覧下さい。

職員有志でプロデュースした
ご当地プロレスラー「ヨツカイダー」で

地域おこし

四街道市
政策推進課 和田　浩史
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皆さんの思考や組織は、壺の中から出られなくなったタコ
の様に、専門の考え方感じ方が沈殿し、他分野の人が何をし
ているのか良く分からないという状況になっていませんか。
今、行政へのニーズが多様・専門化する中で、こうした組
織のタコツボ化が問題になっています。（詳しくは丸山眞男
「日本の思想」を参照）
そこで、タコツボ化を自覚する皆さんにお薦めしたいの

が、本書です。TQM（Total Quality Management）は、世界
をリードしてきた日本の製造業界で広く展開された品質向

上の手法で、トヨタの「カイゼン」などが知られています。
一見すると、TQMは、一握りの部門による高難度な活動に

見えます。しかしTotalの言葉が表すとおり、組織全体の総合
的な活動を定義しています。例えば、マニュアルで決められ
たとおりの対応をしたとしても、そのマニュアル自体が悪け
れば、住民が満足する質のサービスは提供できません。その
逆もしかりで、質が良いサービスを提供するには、特定の部
門だけでなく、全ての組織が一丸となった活動が必要です。
TQMには、当たり前品質・PDCAサイクル、図表を使っ

た手法など、品質向上活動のツールが様々に存在します。
本書は、行政マネジメントのhow to 本と比べると少し毛色
が異なりますが、TQMの入門書として分かりやすく解説さ
れていますので、部署・プロセス・職級に応じた取り組み
が可能です。
一人ひとりの行動は小さくても、タコツボから脱して、

組織全体が機能すれば、思わぬ効果や新しい発想が生まれ
ます。地域主権が叫ばれるこの機会に、TQMのスパイスを
利かせて、一人ひとりの「気づき」を、組織全体での「実
践」に変えてみてはどうでしょうか。

TQM品質管理入門

山田　秀 著

日本経済新聞出版社

意見の広場

テーマ： 受動喫煙について

約20年前のこと。本市に就職し、１日勤務を終えて
帰宅すると数回、家族が言いにくそうに私に聞いた。
「あんた、煙草吸うの？」「え？」「だって、毎日煙草臭

いよ」…それまで我が家に煙草を吸う者は誰もいなかった。
分煙などなかった当時、ヘビースモーカーの上司が複数お
り、１日中職場で煙草に燻された結果である。髪や服に臭
いが染み付き、眼や鼻は煙でやられ、時には机の上のボヤ
消し騒ぎ。懐かしい…古きよき（？！）時代…。
それを思えば今は天国である。職場で深呼吸ができ

るのだ。空気はきれいなほうが気持ちよい。
【銚子市・匿名】

あ～あ、セブンスターが300円から400円に値上げか～。
そんなことを思いつつ、なかなかタバコとの付き合いが
止められない毎日が続いていた。そんなある日、自治研
修センターの禁煙についての研修に参加する機会を得た。
愛する人のため、まわりの人たちのための禁煙に取

り組むことを決意する。就業規則で禁止されるから、
非喫煙者よりも多くの税金を払っているんだからとか、
そんな議論でタバコと付き合ったり、止めたりするこ
とが本当に正しいのだろうか。お金と命のどちらが大
切か、秤にかけること自体恥ずかしく思う。

【銚子市・匿名】

いまや分煙は当たり前となっている。しかし先日受
講した研修会で、喫煙場所を分けても、喫煙者から出
る呼気や衣類に付着している成分による受動喫煙もあ
ると聞いて驚いた。ベランダのホタル族も完全ではな
いのである。軽い煙草ほど、深く吸い込みやすく心筋

梗塞や肺がんも増えるそうである。受動喫煙による健
康被害は科学的根拠が示されているが、職場やレスト
ランでの受動喫煙による健康被害の証明は難しく、補
償を行う制度もない。受動喫煙をなくす最良の方法は
禁煙。自分の健康のためにも喫煙者の禁煙チャレンジ
をサポートしたい。 【銚子市・安藤智子】

先日、自治研修センター主催の研修会に参加した。
タイトルは「たばこのこと、知っていますか？」とい
うもの。研修会開始前、施設の外の消煙場所（喫煙場
所？）は、多くの参加者で賑わっていた。もちろん私
もその一人。誰もが「“禁煙”の研修に来てタバコを吸
っていては…」と言いながらも一服。そして約２時間
の研修後。やっぱり外に出た瞬間にタバコに火を。そ
れでも、いつもより青空に向かって強く煙を吐き出す。
“受動喫煙”の防止とは、他の人に迷惑をかけないよう
にタバコを吸うということかも…。違った、志は高
く？“禁煙”！ 【銚子市・匿名】

くわえタバコで会議や仕事ができた時代、１日60本ほ
どの受動喫煙原因物をくゆらせていました。家族からは
ストレートな表現で「煙い、外で吸って」や「いい加減
にやめれば」等々、日々厳しい叱咤の嵐を受けておりま
したが、馬の耳に念仏とばかりに無視し続けた結果。と
うとう天罰が下ったのか十数年前に突然体調を壊し、そ
の後強制的な禁煙生活に入り現在にいたっています。
今にして思えば、職場の物言えない人達にとっても

「受動喫煙」の加害者という迷惑千万な輩であったと深
く反省の今日このごろです。 【銚子市・匿名】

お薦めの 1 冊

●推薦：高橋　和行（流山市）
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▲ 流山総合運動公園 
流山セントラルパーク駅からわずか徒歩5分ほどで広がる森の
中にあるような公園。 
運動場、体育館、アスレチック等様々なスポーツが楽しめる。 

▲ 利根運河水辺公園 
利根川と江戸川を結ぶ日本有数の内陸運河にあり、特に春
は桜が美しい。 

郷土紀行 郷土紀行 
写真で見る 写真で見る 

流山市 
流山市 

　流山市は、千葉県北西部、都心から25キロ圏に位
置する人口約17万人の市です。 
　平成17年には、東京都心との直結鉄道つくばエク
スプレスの開業により、市内に3駅が誕生し都心まで
20分台とさらに好アクセスになりました。 
　また、森や公園が数多く点在し、自然の豊かな恩恵
のもとにうるおいや癒しのある環境で暮らせるまちとして、
利便性と快適性を備えています。 

「都心から一番近い 
　　　　　森のまち」 

　特に、働きながら子育てをするファミ
リーにむけてサポート。通勤途中に、子
どもを駅前で送り迎えできる駅前送迎保
育ステーションは、働くパパ・ママに大
人気です。市内2駅前にあって、全認可保
育園へ子どもを送迎するのは、全国でも
流山市だけです。 

▲ 流山おおたかの森駅前広場 
秋葉原まで25分。駅直結のショッピングセンターは、週末
には市外からも大勢のお客さまでにぎわう。 

働きながら 
子育てができるまち 

 駅前送迎保育ステーションバス　 
市内全認可保育園へバスで送迎することによって、自宅
から離れた保育園へも入園できるようになっている。 

▲
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市外へ市の魅力を発信 
主に首都圏からの転入を促すために、市外へのプロモーション活動を強化しています。 
昨年度はJR秋葉原駅で9ヶ月間、今年度は首都圏ターミナル駅25駅での大型駅貼り広告は、メディア等でも話題に。 
さらに、季節ごとにイベントを開催し、交流人口を増やしています。 
様々なPRにより、この5年間で人口が約1万人増加、特に30歳代の人口が増えました。 
今後は、主に携帯用の市PRサイト「CUTECUTE」にて流山市ファンを増やしていくよう企画中です。 

▲ 「母になるなら、流山市」・「父になるなら、流山市」大型ポスター　  
　   都内と横浜市から流山市に転入されたファミリー2組がモデルとなった。 
 

▲ 森のマルシェ 
毎月第3土曜日にオープン、こだわりの食が集結したマルシェ（市場）。 
今年度は7回開催し、のべ3万人以上の来場があった。 

▲ CUTECUTEトップ画面 
主に30歳代女性をターゲットに、コ
ンテンツを企画。トップ画面がかわ
いらしく、「市のサイトではないみ
たい?」とも。 






