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   Abstract   The aim of this paper is to examine the interview survey was conducted in order to clarify the 

problem of standardization for joint outsourcing of information systems in Uji City, Kyoto Prefecture. As a 

result, to discuss the improvement of business processes, it became clear that we must work to create 

opportunities to improve practice as well as system administration. 
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１．はじめに 

2010 年 7 月 30 日，総務省内に「自治体クラウド推

進本部」が設置された．自治体クラウドには，行政コ

ストの大幅な圧縮，実質的な業務の標準化の進展，住

民サービスの向上のための電子自治体の確立が期待さ

れている(総務省自治体クラウド推進本部，2010）． 

地方自治体の行政情報担当課における全体経費は，

2010 年 4 月時点で 4,083 億円であり，行政情報化を担

当する職員数は都道府県で 1,306 人，市区町村で

13,233 人を数える（総務省地域力創造グループ地域情

報政策室，2010）．地方自治体の情報化にかかる経費

は，財政状況が厳しい中，大きな負担となっている． 

特に地方自治体の中でも，市民生活に直接かかわる

業務を行う市町村での情報化は，住民への影響が大き

い．そのため総務省を中心として共同アウトソーシン

グ，ASP･SaaS の実施により，情報化にかかる経費負

担を軽減しようとする動きがこれまで進められてきた．

総務省は，2003～2006 年度までの共同アウトソーシ

ング開発実証事業，2008 年 10 月からの地方公共団体

ASP･SaaS 活用推進会議などにより，その活用につい

て検討を行ってきた (表 1) ．その結果は，「地方公共

団体における ASP・SaaS 導入活用ガイドライン」と

して 2010 年 4 月に公表されている(地方公共団体

ASP･SaaS 活用推進会議，2010)．その後，2009～2010

年度にかけて，自治体クラウド開発実証事業が実施さ

れた．本事業では北海道・京都府・佐賀県，大分県・

宮崎県・徳島県の 6 道府県 67 市町村を対象として実

施されている． 

京都府では，2005 年の共同アウトソーシング推進

協議会へ参加する中で，京都府下市町村との共同アウ

トソーシング事業を進めてきた．その結果，京都府で

は京都府共同利用型業務支援システム（以下，共同化

システム）が，2008 年 4 月より宇治市や綾部市など

で既に稼働している．このため，京都府の自治体クラ

ウド開発実証事業では，共同化システムを自治体クラ

ウドで活用するためのデータ通信実証などが中心とな

っている． 

このような地方自治体における情報化の問題点につ

いて，島田(1999)は，大手ベンダー依存度が高く，汎

用機に偏重し，既成ソフトウェア利用率が低いことか

ら高コストである点や業務プロセスと情報技術の統合

度が低く，現行組織構造を反映した情報システムであ

る点などを指摘している．また，電子自治体における

成熟度モデルによる分析から，人口規模と成熟度に正

の相関関係があることが明らかにされている(吉田・

島田，2010)．さらに，自治体情報システムの共同ア

ウトソーシングに対して，津田(2010)は，現在の業務

手順や帳票書式に固執するため，業務プロセスの改善

が伴わない点や共同アウトソーシング開始時期が揃わ

ない点などを指摘している．また，福井（2009）は，

共同アウトソーシングによる経費削減に活用しながら

も，ナレッジ・マネジメント視点の情報システム活用

による知識共有化の必要性を示している． 

このような地方自治体における情報化の問題点に対

して，共同化システムを利用することは，業務の標準

化に伴う業務プロセスの改善を進め，多くの市町村に

おける情報化に対する課題を一度に解決することがで

きると期待される．しかし，同時に共同化システムに

よる業務の標準化が，半ば強制的に行われることによ

る現場での問題点も生じていると考えられる． 

そこで，本研究では京都府共同化システムが既に稼

働されている京都府宇治市でのヒアリング調査から，

共同化システムにおける業務標準化の現状と課題につ

いて考察する． 

 



 

 

２．京都府における市町村共同化の取り組み 

京都府では情報システムの単なる共同化だけでなく，

業務そのものの共同化を進めており，情報システム共

同化は，その中の一段階として位置づけられている．

その取り組みは，大きく三段階に分けられる(表 1)．

第一段階は，京都府・市町村共同化を推進する基盤の

構築である．京都府では，2003 年に府内全域を結ぶ

高度情報通信基盤である京都デジタル疏水ネットワー

クを構築した． 

第二段階は，本研究の中心となる京都府・市町村共

同システムの構築と運用である．京都府下では，1999

年より京都府町村会で共同開発された総合行政情報シ

ステム TRY-X が，京都府北部の小規模人口の 19 町村

において稼働していた．しかし，TRY-X は小規模な

町村対象のシステムであったため，中規模市町村でも

利用できる共同化システムの開発が進められた．2005

年には，府内全市町村と京都府の計 27 団体の参加に

より，京都府自治体情報化推進協議会（以下，推進協

議会という．）を設立した．そして，2006 年から推

進協議会を中心に共同化システムの開発に着手し，文

書管理システム，統合型地理情報システム，共同電子

窓口サービス，基幹業務支援システム（住民記録・税

業務・福祉業務系）などの運用を順次進めている．そ

の中でも，基幹業務支援システムの開発は，市町村の

中心業務にかかる共同化システムとして，京都府と府

下市町村が一体となって進められてきた． 

推進協議会の開発局は，京都府の業務推進課内にあ

り，参加団体間の各種調整にあたるとともに，障害発

生時の対応窓口となっている．共同化システムの経費

削減効果は，導入・運用経費で人口 1 万人当たり 1 億

2 千万円，制度改正経費で 3 割の経費削減である．今

後，導入団体の増加により，さらに経費削減可能であ

ると見込んでいる．2008 年からは住民記録・税業務

系，2010 年からは福祉業務系の基幹業務支援システ

ム運用が，宇治市と綾部市で開始されている(図 1)．

京都府では，さらに他県へも共同化システム利用の範

囲を広げていく予定をしている． 

第三段階は京都府・市町村による業務共同化である．

2009 年 6 月～7 月に府内 25 市町村及び府議会へ広域

連合の規約案が上程・議決され，同年 8 月の総務大臣

設立許可により，広域連合「京都地方税機構」が設立

された．同機構では，2010 年 1 月から，京都府や市

町村から移管を受けた滞納整理などの徴収業務を開始

している．業務共同化では，府・市町村がそれぞれ単

独で税業務を行う従来のやり方に対し，府・市町村が，

共同して事務を行うことにより，コスト削減や増収効

果について，スケールメリットを生かした効果を生み

出している． 

表 1 共同アウトソーシング・自治体クラウドへの総務省、京都府の取り組み 

総務省の取り組み
総務省
事業

総務省事業での
京都府の取り組み

1999年

2000年 「共同アウトソーシング協議会」設置

2001年
2002年

2003年
「文書管理システ
ム」実証事業

1.基盤の
構築

「京都デジタル疏水」構築・運用

2004年
「電子自治体のシステム構築のあり方に
関する検討会」設置

「庶務事務システ
ム」実証事業

「京都府・市町村行財政連携推進会議」
設置

2005年
「共同アウトソーシング推進協議会」を
地方自治情報センターに設置

「共同推進協議
会」に京都府、宇
治市参加

「京都府自治体情報化推進協議会」設立

2006年
「職員認証システ
ム」実証事業

京都府および府内市町村による各種業務
支援システムの共同開発に着手

2007年
「電子自治体の推進に関する懇談会」設
置

「文書管理システム」、「統合型地理情報
システム 」運用開始
「京都府税務共同化推進委員会」設立

2008年
「地方公共団体ASP・SaaS活用推進会
議」　設置

「共同電子窓口サービス」、「基幹業務シ
ステム（住民記録・税業務系）」運用開始
「京都府・市町村税務共同化組織設立準
備委員会」設立

2009年

「自治体クラウド・共同アウトソーシング推
進協議会」への発展改組
「地方公共団体ASP・SaaS活用推進会
議」 第一次中間報告

「京都地方税機構」設立

2010年

「地方公共団体におけるASP･SaaS導入
活用ガイドライン」公表
「自治体クラウド推進本部」設置
「自治体へのクラウド導入の全国的展開
に向けた説明会」開催

「基幹業務システム（福祉業務系）」運用
開始

2011年
「地方自治体へのクラウド導入の全国展
開に係る意見交換会」

京都府独自の取り組み

共同
アウト
ソーシ
ング
事業

自治体
クラウド

開発
実証
事業

(1)データセンター
機能実証、
(2)データセンター
間接続実証
(3)基幹システムを
含む
アプリケーション接
続実証

「TRY-X」運用開始

3.業務
共同化

2.共同
システムの

構築と
運用



 

 

 
３．宇治市へのヒアリング調査 

 (1) ヒアリング調査対象 

ヒアリング調査の対象は，京都府宇治市役所である．

宇治市は京都府南東部に位置し，市域面積 67.55k ㎡

であり，京都や大阪の衛星都市として，2005 年の国

勢調査では，京都市に続く京都府下第 2 位の人口

189,591 人を有している．ヒアリング調査は，住民記

録系，税業務系，福祉系共同化システムが稼動してい

る宇治市の市民課，資産税課，国民健康保険課，及び

情報部門である IT 推進課の職員に対して，実施した． 

調査は，共同化システム導入に携わった 40 歳代の

課長・係長級職 4 名を対象として行った．質問では，

地方自治体における情報化の問題点に関する既往研究

を参考に (a) 情報システム構築，(b) 業務標準化，(c) 

知識共有化の 3 つの視点から，共同化システムに対す

るヒアリング調査を実施した(表 2)． 

 

(2) ヒアリング調査結果 

(a) 情報システム構築について 

共同化システムでは，大手ベンダーの既成ソフトウ

ェアをベースにしたものを，クライアントサーバ型で

開発している．宇治市では，汎用機型からクライアン

トサーバ型のシステムへ移行したため，汎用機運用経

費を大幅に削減できている．さらに制度改正に伴うシ

ステム改修作業が，推進協議会に一元化されているた

め，宇治市職員による制度改正の細かな把握やシステ

ム改修の指示，検証作業が大きく省力化されている． 

一方で，推進協議会におけるシステム保守管理は，

大手ベンダーでなく，地元の開発業者に頼んでいるた

め，対応への不安の声も聞かれた．同時にシステム仕

様書，基本設計書などが現場に完備されない状況とな

り，共同化システムが各市町村の現場職員にとって，

ブラックボックス化し，その内容について精通した職

員がいなくなることに対する懸念が，今後の不安とし

て示されていた． 

細かなところでは，CSV 出力によるデータ活用が可

能となった点や画面が Windows システム的となり，親

しみやすくなった点などの感想が聞かれた． 

 (b)業務標準化について 

京都府での共同化システム成功の鍵は，推進協議会

方式により，当初に足並みを揃えて全市町村から分担

金を徴収するのでなく，共同化システム利用時に初め

て分担金を出すという仕組みを作ったことであるとい

う意見があった．システム開発では，中規模人口市町

村での利用を目的とし，当初参加の宇治市が中心とな

って，宇治市業務を標準としたシステム仕様を作成し

た．そのため，共同化システム導入に伴う宇治市での

業務プロセス改善は，あまり進んでいない．今後，他

の市町村も共同利用していく中で，業務標準化が進ん

でくるだろうとのことであった． 

また，システム開発に伴う業務プロセスの点検には，

現場職員の業務知識，システムに関する知識などの力

量が問われるが，現状業務分析は，十分できたという

感想であった．しかし，市の組織・体制にかかわるよ

うな業務プロセス改善は，議論する場がなく，現行組

織体制を反映した情報システムとならざるを得なかっ

たという反省点があげられた． 

さらに，業務上，稀に生じる事例へのシステム対応

について，今後の課題が示された．小規模人口市町村

における稀な事例は，件数自体が少なく，個別対応可

能としてシステム対応不要となることが多い．しかし，

表 2 宇治市における共同システム導入後の現状と課題 

(a) 情報システム構築 (b) 業務標準化 （ｃ）知識共有化

現
状
・
改
善
点


・既成ソフトウェアをベースにして開発し
た．

・汎用機型からクライアントサーバ型へ移
行したことによる運用経費削減．

・制度改正に伴うシステム改修作業の省
力化．

・CSV出力によるデータ活用が可能となっ
た．

・画面が親しみやすくなった．

・共同化システム成功の鍵は，推進協議
会方式により，システム利用時に分担金
を出すという仕組みを作ったこと．

・TRY-Xは人口の少ない町村仕様であっ
たが，中規模人口の市町村で，共同利用
できるシステムを宇治市仕様で構築した．

・中規模市町村仕様のため，制度改正に
伴う更新部分も，宇治市が主導している．

・各市町村での細かなニーズに対応しな
いことに対する不満が存在する．

・市町村間のワーキンググループを設置

・開発時の市町村間のワーキンググルー
プによる協議の中で，業務に対する職員
の資質向上がみられた．

・共同化システム運用により，各市町村の
担当者同士で，業務上の不明点について
の情報共有化が進みつつある．

・今後，共同システム利用が広がれば，
宇治市がリーダーシップをとらなくてよくな
るため，労力が少なくなる可能性がある．

課
 

題

・地元の開発業者に頼んでいるので，対
応に不安がある．

・仕様書，基本設計書が現場にない．

・現場でシステムがブラックボックス化して
いる．

・宇治市仕様でシステム構築したため，業
務プロセスの改善があまり進んでいない．

・現状分析はできたが，組織・体制のとこ
ろは入り込めず，現行組織体制を反映し
た情報システムとなってしまった．

・稀に生じる事例への人口規模の違いに
よるシステム対応必要性の有無．

・今後，知識共有のための組織化などが
必要

・宇治市が最大人口規模市町村であり，
業務仕様をつくったため，なんでも宇治市
に聞かれる．



 

 

宇治市のような人口規模では，件数が多いため，シス

テム改修が必要となる．今後，中規模市町村仕様での

システム改修費用を，小規模人口規模も含めた市町村

の分担金で改修することに，異議が唱えられるのでは

ないかとの意見もあった．また，これまでのシステム

は，現場職員の細かなニーズに対応し，改修を重ねた

システムであったが，共同システムでのシステム改修

は，制度改正など全市町村共通のものだけである．そ

のため，共同システムは使い勝手が悪いという現場の

意見も存在していた． 

(c) 知識共有化について 

知識共有化では，開発時の市町村間のワーキンググ

ループによる協議の中で，同一業務に対する市町村間

の手続きの違いなどの新たな発見があり，職員の資質

向上がみられたとのことであった．また，市町村間で

同一システムが運用されていることから，処理に関す

る疑問点について，各市町村間で話がしやすい状況が

生まれつつある．この結果，職員同士の業務上の不明

点についての情報共有化が進みつつある．一方で，宇

治市が最も人口規模が大きく，システム仕様を定めた

ことから，問い合わせが宇治市に集中するという感想

もあった．今後，共同システム利用が他の都道府県ま

で広がり，宇治市より人口の多い市町村が参加すれば，

宇治市がリーダーシップをとらなくてもよくなるため，

宇治市職員の労力が少なくなる可能性があるとの意見

もあった． 

 

４．おわりに 

本研究では京都府共同化システムが既に稼働されて

いる宇治市でのヒアリング調査から，共同化システム

による業務標準化の現状と課題について考察した． 

京都府の共同化システムは，共同化システム利用時

に初めて分担金を出すという推進協議会方式にて，参

加市町村の開始時期が揃わないという共同化システム

の問題点を克服している．そして，京都府の強力なリ

ーダーシップの下で，中規模自治体でも利用できる共

同化システムを構築したことが大きな特徴である．そ

の結果，利用市町村では，既成ソフトウェアをベース

にした，クライアントサーバ型システムとなり，汎用

機型システム偏重の問題点が一度に改善されている．

そして，各市町村での制度改正に伴うシステム改修が，

推進協議会に一元化され，経費削減が図られている．

しかし，同時に各市町村において，共同化システムが

ブラックボックス化することも意識しておくべきであ

る． 

また，共同化システム開発に伴う業務プロセスの改

善については，組織・体制にかかわる議論ができなか

った．しかし，同一のシステム運用により，異なる組

織・体制にて業務を行う市町村間で，業務プロセスに

関する意識の共有化が進みつつある．今後，共同化シ

ステム改修の中で，他市町村との知識共有化を進めて，

組織・体制も含めた業務プロセスの改善について議論

していく場を作っていく必要がある．同時に共同化シ

ステムによる業務標準化の意義に対する現場職員の理

解を進める取り組みも必要であろう． 

今回のヒアリング調査は，主に共同化システムの基

本仕様を作成した宇治市における調査であった．今後

は共同化システム完成後に利用し始めた市町村での，

共同化システム利用後の業務プロセスの変化を調査す

る必要がある．このような課題を明らかにしていくこ

とにより，共同化システムは地方自治体の業務標準化

に，さらに貢献することが可能となるであろう． 
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図 1 京都府共同利用型業務支援システム画面 


