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国土交通省行政効率化推進計画等の取組実績 

 

 

１．公用車の効率化 

 

（これまでの取組） 

公用車について、本省においては中央省庁再編時から平成１５年３

月までの間に１４台削減した。 

職員運転手については原則退職後不補充としている。 

また、幹部用車については幹部職員以外も利用しており、効率的な

運用に努めているとともに、アイドリングストップ、霞ヶ関ノーカー

デーの実施、低公害車の導入による燃料費の削減、運転業務の民間委

託や共用自転車の利用により、経費の削減に努めているところ。 

 

（今後の取組計画） 

公用車について、不規則・緊急な事態への迅速な対応の確保や職員

運転手の雇用問題に留意しつつ、交換時期等を勘案し、平成２５年度

までに１１７台削減する。 

職員運転手については原則退職後不補充の方針を遵守する。なお、

補充する時は、再任用制度を活用する。 

  また、共用利用の一層の推進等さらなる効率的な運用に努めるとと

もに、アイドリングストップ、霞ヶ関ノーカーデーの実施、低公害車

の導入による燃料費の削減、運転業務の民間委託や共用自転車の利用

により、経費の削減を図る。 

  これらの取組については、３年後に見直しをする。 

  なお、国土交通省所管の独立行政法人等に対しても、同様の効率化

を進めるよう要請する。（平成２５年度までの間で順次実施） 

 

 

583台(15年3月末）→575台(15年度)→565台(16年度)→562台（17年度） 

                        （▲２１台）  

平成17年度予算における削減効果        ▲11,273千円 
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２．公共調達の効率化 

 

【一般競争、公募型指名競争入札等の推進】 

 

（これまでの取組） 

  公共調達については、会計法令に基づき、競争に付すことが適当で

あるものについては、原則、競争入札による調達に努めてきている。 

 

（今後の取組計画） 

①公共工事について、不良・不適格業者の排除及び適正な施工の確保

のための措置を強化するとともに、一般競争入札による調達を逐次

拡大する。一般競争入札による調達の割合（競争入札に付した件数

に占める一般競争入札の割合）を含め、一般競争入札の実施状況を

毎年度公表する。 

（一般競争入札（詳細条件審査型一般競争入札を含む。以

下同じ。）については件数・金額ともに公表しており、

調達割合については今後実施。一般競争入札は逐次拡大

してきており、その方策を検討しながら引き続き実施。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

②上記以外の公共調達について、適切な入札参加資格を設定するとと

もに適正な履行の確保に配慮しつつ、一般競争入札による調達を逐

次拡大する。また、一般競争入札による調達の割合（競争入札に付

した件数に占める一般競争入札の割合）を含め、一般競争入札の実

施状況を毎年度公表する。 

（一般競争入札の推進） 

平成１６年度以降も引き続き実施。 

（実施状況の公表） 

平成１６年度分より毎年度実施。 

一般競争入札（詳細条件審査型一般競争入札を含む。以下同じ。）

については件数・金額ともに公表しており、調達割合については毎

年度秋頃の直轄工事契約関係資料取りまとめ時に公表。一般競争入

札は逐次拡大してきており（平成１３年１０月３１日付けで詳細条

件審査型一般競争入札導入）、その方策を検討しながら引き続き実

施。 
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一般競争による調達を拡大するため、随意契約によるものはその

適否に対する審査をよりいっそう厳しく行っておりその結果、一般

競争が適当と認められるものについては一般競争を実施するよう

努めている。 

また、現在、公表項目、内容及び公表時期等について地方機関等

に対し意見照会を行っており、その具体的実施に向け引き続き調整

中。実施状況については、平成１７年度第２・四半期中に公表予定。 

 

③公共調達について、公募型指名競争入札等の受注意欲を反映した指

名競争入札の拡大を図るため、公募型指名競争入札等による調達の

割合（指名競争入札に付した件数に占める公募型指名競争入札等の

件数の割合）に関する目標数値を本年末までに定め、毎年度その実

施状況を公表する。 

（目標数値の設定） 

平成１６年末までに設定、以後必要な場合はその見直

しを図る。 

（実施状況の公表） 

平成１６年度分から５年間実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 特定建設工事共同企業体（特定ＪＶ）の結成の義務付けは原則と

して廃止する。義務付けた場合は、毎年度その理由を公表する。 

国土交通省における公共工事の入札については、１億円以上の工

事についてはすべて公募型指名競争入札等の受注意欲を反映した

指名競争入札の対象として実施するとともに、１億円未満の工事に

ついてもその対象とする試行を行うなど、その指名競争入札におけ

る調達割合が既に約３割（金額ベースでは約６割）に達しており、

目標数値を約４割として引き続き、受注意欲を反映した指名競争入

札の着実な推進を図る。 
実施状況の公表は、毎年度秋頃の直轄工事契約関係資料の取りま

とめ時に公表。 
なお、物品及び役務の公共調達については、平成２０年度までに

平成１６年度指名競争入札の実施件数のうち、５％以上を一般競争

入札に移行する予定であり、実施状況については、平成１７年度第

２・四半期中に公表予定。 
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（結成義務付けの原則廃止は実施済み。理由の公表につい 

ては平成１６年度以降実施。） 

 

 

 

 

【適切な競争参加資格の設定等】 

 

（これまでの取組） 

物品及び役務（以下、「物品等」とする。）の公共調達について、 

①調達する物品等の受注実績を求める場合には、「同一又は類似」す

る物品等の調達規模・数量と「同等」もしくはそれ以下となるよう

に設定している。 

②物品等の調達物の仕様・納入期限等を設定する場合は、発注者が

低限必要とする仕様等に留め、過大・過剰、喫緊な調達とならない

ように努めてきた。 

 

（今後の取組計画） 

物品等の公共調達について、 

①民間部門からの受注実績も一般競争等において競争参加資格にお

ける過去の実績として適切に評価するとともに、その旨を入札公示

等に予め明記する。 

②物品等の調達物の仕様等を設定するに当たっては、必要 小限の性

能・機能を定めるにとどめ、限られた業者しか入札に参加すること

ができないこととなることのないよう一層徹底する。 

（①及び②について、平成１６年度以降も引き続き実施） 

 

  ①、②を含め本計画策定後、各地方局契約担当課長会議・担当者会

議等において取り組みを周知し、引き続き、運用の徹底を図っている。 

 

 

【予定価格の適正な設定】 

 

（これまでの取組） 

予定価格の設定については、会計法令を遵守するとともに、調達分

結成義務付けの原則廃止は実施済み（平成１５年５月２６日付

け）。理由の公表については平成１６年度以降実施。 
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野の市場調査や過去からの受注・納入実績、および発注者間の情報交

換等を踏まえ、逐次、適切に設定してきている。 

 

（今後の取組計画） 

  物品等の公共調達について、取引実例に係る市場調査をインターネ

ットなどを活用し幅広く行い、予定価格のより適正な設定に努める。 

（平成１６年度以降も引き続き実施） 

 

予定価格の設定については、積算資料を活用したり複数の事業者

から参考見積を徴し必要な検討を加えることなどにより適正に算

出している。 

また、価格変動の激しいものは、インターネットを活用して常に

市場状況を把握し予定価格へ反映させている。 

 

【随意契約の適正な運用等】 

 

（これまでの取組） 

公共調達について、 

① 随意契約による場合には、会計法令の定める要件に合致するかど

うかの確認を適正に行っている。 

②ＷＴＯ政府調達協定に定める随意契約案件について、契約締結前後

に契約者、契約価格及びその理由等を官報に掲載してきている。 

 

（今後の取組計画） 

公共調達について、 

①随意契約による場合には、会計法令の定める要件・手続きに合致す

るかどうかの確認を引き続き適正に行う。 

（平成１６年度以降も引き続き実施） 

 

随意契約によるものはその適否に対する審査を引き続き適正に

行っている。 

 

②一定金額以上の随意契約案件について、国土交通省ＨＰにおいて、

契約の相手方、契約金額、随契理由等をまとめて公表する。 

（ＷＴＯ政府調達協定に定める公共調達案件（物品等１，
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６００万円、建設工事７億３，０００万円、建設コンサ

ルタント業務等７，３００万円）について、平成１６年

度分より実施。） 

 

  ホームページへの公表は、毎年度秋頃の直轄工事契約関係資料の

取りまとめ時に公表。 
また、物品等の公共調達については、現在、公表項目、内容及び

公表時期等について地方機関等に対し意見照会を行っており、その

具体的実施に向け引き続き調整中。実施状況については、平成１７

年度第２・四半期中に公表予定。 

 

 

【落札率１事案への対応等】 

 

（これまでの取組） 

① 公共工事・建設コンサルタント業務等については、予定価格等の

事後公表、入札参加業者の応札状況・入札価格について、従前よ

り公表してきた。 

②見積書の徴取を行う場合は、会計法令に基づき、複数の者から見積

書を徴取し、契約金額の低減に努めてきている。 

③再度入札の実施に関する運用を取り決め、一定回数再度入札が繰り

返された際は、入札中止等の手続きを講じてきた。 

 

（今後の取組計画） 

公共調達について、 

①一定金額以上の公共調達について、落札率を一覧表にして公表する。 

（物品等にあってはＷＴＯ政府調達協定に定める１，６０

０万円以上、建設工事にあっては２億円以上、建設コン

サルタント業務等にあってはＷＴＯ政府調達協定に定

める７，３００万円以上の公共調達案件について、平成

１６年度分より実施。） 

 

   毎年度秋頃の直轄工事契約関係資料の取りまとめ時までに公表。 

また、物品等の公共調達については、現在、公表項目、内容及び

公表時期等について地方機関等に対し意見照会を行っており、その
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具体的実施に向け引き続き調整中。実施状況については、平成１７

年度第２・四半期中に公表予定。 

 

②参考見積を徴取する場合には、原則として複数の業者から徴取する

とともに、参考見積をもとに予定価格を作成する場合には、見積金

額の比較、取引実例との比較等を行い、より適正な予定価格の設定

に引き続き努める。 

（平成１６年度以降も引き続き実施） 

 

予定価格の設定については、積算資料を活用したり、複数の事業

者から参考見積を徴し必要な検討を加えることなどにより適正に

算出している。 

また、物品等の公共調達において価格変動の激しいものは、イン

ターネットを活用して常に市場状況を把握し予定価格へ反映させ

ている。 

 

③再度入札を繰り返すことは可能な限り避け、落札者がいない場合に

は、再度公告入札を行う。 

（物品等の調達案件については平成１６年度より実施。公

共工事等については引き続き、落札者がいない場合に再

度公告入札を行うことを原則とする。） 

 

 

 

 

 

 

 

【国庫債務負担行為の活用】 

 

（今後の取組計画） 

①コピー機、パソコン等の物品について、購入する場合や単年度賃貸

借を行う場合と比較して複数年度のリース契約を行うことに合理

性が認められる場合には、国庫債務負担行為による複数年度契約に

よることとする。 

物品等の調達案件については平成１６年度からの実施に向け、現

在、入札手続きや判断基準等について地方機関等に対し意見照会を

行っており、その具体的実施に向け引き続き調整中。 

公共工事等については平成１５年度中から実施しており、引き続

き、落札者がいない場合に再度公告入札を行うことを原則とする。
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②複数年度にわたる情報システムの開発等について、原則として国庫

債務負担行為による複数年契約により実施することとする。 

（①及び②について、平成１７年度概算要求に向けて検討） 

 

 ①②については、引き続き実施に向けて検討中。 

 

【調達手続き等の電子化】 

 

（これまでの取組） 

①物品等の政府調達手続の入札・開札の電子化は、「バーチャル・エ

ージェンシーの検討結果を踏まえた今後の取組について」（平成１

１年１２月２８日 高度情報通信社会推進本部決定）に基づき、電

子政府ｅ－ｊａｐａｎ構想の一環として、平成１５年度中に全省庁

において実施することとなっていることを受け、国土交通省におい

ても、電子入札（非公共事業）のシステムの整備を行ってきている

（平成１５年度の電子入札試行件数：２０件）。 

 

②総務省との連携により、物品等の入札時に用いる「競争参加資格登 

録」をインターネット上において実施できるような体制を整備して

きているところ（平成１３年１月１０日より受付開始）。 

 

（今後の取組計画） 

①物品等の政府調達手続の入札・開札の電子化については、平成１６

年度においては、平成１５年度に整備した電子入札システムにより、

電子入札試行件数を拡大して実施（約３００件）する。（平成１５

年度電子入札を実施した各局等の意見を基に、システム改良等を平

成１６年度早期に行い、予定件数を実施する。） 

 

平成１６年９月、システム改良を終えるとともに、全国４箇所で

応札者向け説明会を実施（申込者：１２００名）。      

更に応札者の要望に対応するため、追加説明会を一部実施。 

平成１６年９月、電子入札模擬練習用の機能を追加したＨＰの開

設するとともに、応札者向けＰＲパンフレットを作成中。 

   なお、国土交通本省及び地方機関等において、電子入札を順次、 

  実施中。 
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②総務省との連携により整備した、物品等の入札時に用いる「競争参

加資格登録」をインターネット上において実施できるような体制を

利用し、電算機処理等に係る事務処理コストの縮減を図る。 

（平成１６年度以降も引き続き実施） 

 

   引き続き、関係省庁と連携を図り、統一的な運用に取り組むとと

もに、インターネット上での登録実績が増加するよう、企業側にＰ

Ｒを実施。 

 

【その他】 

 

（これまでの取組） 

①物品等の公共調達については、計画的な購入等に努め、一括購入・

一括発注を行なうことが経済的に有益な場合は、その実施に取り組

んでいる（消耗品、印刷物など）。 

②本省の複数の部局で共通して使用する事務用品等について、一括購

入契約を行ってきている（平成１５年度：消耗品等１５３品目）。 

③文具等の適正な使用や両面コピーの推進等に努め、事務用品の使用

量の抑制に努めてきている。 

④広報記事などを電子的に読み込むことにより、常時閲覧できるよう

にして、環境負荷軽減や事務処理コスト縮減をしてきているところ

（平成１４年２月より現在まで実施：国土交通本省内）。 

⑤電話料金（携帯電話を含む）について、各社の割引サービスを比較

し、 適なものの利用に努めてきている。 

⑥庁舎屋上に太陽光発電システムを率先して整備し、電力を供給して

きているところ。（平成１４年１２月より導入、平成１５年度約５

万ｋｗｈ強） 
⑦既存の庁舎において、グリーン診断に基づくグリーン改修を実施し 

  てきているところ（平成１３年４月より実施）。 

 

（今後の取組計画） 

①物品等については、徹底した仕様の見直し・合理化によるコスト削

減を図る（過剰仕様等の排除）。 

②事務用品等の一括購入・一括発注を、引き続き推進する。 
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③文具等の適正な使用、両面コピーの推進等をさらに徹底して、事務

用品の使用量の抑制を図り、無駄な発注を避けることにより、一層

のコスト縮減を図る。 
④広報記事などを電子的に読み込むことにより、常時閲覧できるよう 

にして、環境負荷軽減や事務処理コストの低減を図る。 
⑤電話料金の割引制度の活用を、引き続き図る。 

⑥庁舎屋上に整備された太陽光発電システムの適正な保全を通じた

電力供給による環境負荷軽減やコスト縮減を図る。 

⑦電力供給契約の入札を実施する。 

⑧庁舎の光熱水費を削減するため、グリーン診断に基づくグリーン改

修の推進を図る。また、他の先進的事例を参考に、ＥＳＣＯ事業導

入の検討等を進める。 

（①～⑦については平成１６年度以降も引き続き実施。⑧

については、グリーン診断に基づくグリーン改修は平成

１６年度以降も引き続き実施し、ＥＳＣＯ事業導入の検

討等については、平成１６年度より実施。） 

⑨港湾空港直轄事業における電子入札の全面的導入等により、入札情

報サービス（ＰＡＳ）へのアクセス件数がアップし、同じコストで

の利用者の増加及び事務処理の効率化を図る（平成１５年度より実

施） 

 

  ①②③④⑤⑥について 

引き続き効率的な運用を実施、又は、実施に向けて検討中。 

 

⑦について 

既に国土交通本省、気象庁等５部局において一般競争入札を実 

施し、契約を締結するとともに、現在、国土交通大学校、札幌管 

区気象台等において一般競争入札の官報を公告中。 

 また、電力供給契約の入札実施に向けて、本省より地方機関等 

に対し検討を要請し、地方機関等で実施準備中。 

 主なものとしては、国土交通本省で行った合同庁舎第３号館の 

電力入札を実施した結果、 

 従来の電力供給契約 → 平成１７年度使用見込額 

              ▲４８，０００千円 ▲２１％ 
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⑧について 

引き続きグリーン診断に基づくグリーン改修の推進を図る。 

また、現在、ESCO事業導入にあたっての評価方法や効果検証方 

法等の課題整理を行っているところ。 

 

⑨ＰＡＳへのアクセス状況 

４０３,０００件（１５年）→ ５４６,０００件（１６年） 

   【行政コスト削減に関する取組】
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３．公共事業のコスト縮減 

 

（これまでの取組） 

平成９年度に「公共工事コスト縮減対策に関する行動指針」を踏ま

えた行動計画を策定し、工事コストの低減について取組を実施。 

平成１２年度に「公共工事コスト縮減対策に関する新行動指針」を

踏まえ「国土交通省公共工事コスト縮減対策に関する新行動計画」を

策定。従来の工事コストの低減に加え、ライフサイクルコストの低減

等を含めて基本的視点とし、総合的なコスト縮減について取組を実施。 

平成１４年度の国土交通省・関係公団等の工事コスト低減は、平成

８年度と比較し、１３．６％、物価の下落を含めると２１．３％とな

っている。 

さらに、平成１５年３月に、「国土交通省公共事業コスト構造改革

プログラム」を策定し、コストの観点から公共事業の全てのプロセス

を見直す「コスト構造改革」の取組を開始。 

平成１５年度から５年間で、平成１４年度と比較して１５％の総合

コスト縮減を達成することを目標としている。 

 

（今後の取組計画） 

平成１５年３月に、「国土交通省公共事業コスト構造改革プログラ

ム」を策定し、平成１５年度から５年間で、平成１４年度と比較して

１５％の総合コスト縮減を達成することを目標としている。 

コスト構造改革を実現するための施策として、①事業のスピードア

ップ８施策、②計画・設計から管理までの各段階における 適化１４

施策、③調達の 適化１２施策、計３４施策を５年間で取り組んでい

く予定。 

なお、具体的な施策としては、以下のとおり。 

 

平成１９年度までの５年間で１５％の総合コスト縮減率を達成す

ることを目標とし、鋭意コスト縮減に努めているところ。 

平成１５年度の総合コスト縮減率は、国土交通省・関係公団等で６．

１％（物価の下落等除く）となった。 

平成１７年度における具体的な施策の取り組み状況は下記の通り。

【行政コスト削減に関する取組】 



国土交通省 / 13 

 ○構想段階における住民参加手続きガイドラインを策定し、推進。 

（平成１５年６月３０日に、「国土交通省所管の公共事業の構想段

階における住民参加手続きガイドライン」を策定。ガイドライン

に基づき、各事業において、住民参加の取り組みの推進を図る。） 

 

ガイドラインに基づき、各事業において、住民参加の取り組みの推

進を図っている。 

 

 ○空港整備事業の迅速化。 

（羽田空港再拡張事業において、環境アセスメント、漁業補償等の

各種手続を速やかに実施した上で、新設滑走路及び連絡誘導路の

整備を設計・施工一括発注方式で行うことにより事業の迅速化を

図り、平成２１年１２月までに供用する予定。） 

 

平成１６年７月２７日に設計・施工一括発注方式を採用した一般競

争入札を公告し、平成１６年度末までに入札を実施する予定。

平成１７年度予算では、新設滑走路・連絡誘導路等の設計及び工事等

を予定。     

 

 ○地籍調査に関する各都道府県の連絡調整協議会を活用して公共事

業との連携を図る。 

（平成１５年１月に都道府県に対し、地籍調査事業推進のための連

絡会議の設置及び開催について通知を発出。平成１６年度以降は、

より多くの都道府県において連絡会議の設置及び活用が進めら

れるよう、引き続き働きかけを行っていく。） 

 

地籍調査の担当者会議等において連絡会議等を通じた公共事業担

当部局との連携強化を働きかけた結果、多くの都道府県や市町村等に

おいて、連絡会議や打合せ等を通じた連携強化が進められている。 

 

 ○用地幅杭打設から３年または用地取得率が８０％になった時のい

ずれか早い時期までに事業認定申請手続きに移行すべきというル

ールを周知徹底するとともに、用地取得の進捗状況等の公表を図る。 

（適期申請ルールについての徹底を図るとともに、インターネット
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等を活用して、用地取得の進捗状況、事業の見通し、事業期間延

長の場合の理由や対応策等を公表するよう義務付けた通達を平

成１５年３月２８日に発出。 

 これに基づき、各地方整備局等において、平成１５年７月から用

地取得の進捗状況等の情報について、ＨＰを活用し公表を開始。

関係公団等にも同様の取り組みを求めるため、７月３１日に、関

係省庁、関係公団本社等間において申合せを実施。 

 また、所管補助事業においても同様の取り組みがなされることを

促すため、都市、河川、道路及び港湾の各事業部局より各地方整

備局等あて、適期申請ルール等について地方公共団体に周知する

よう通知。 

 地方公共団体等にも同様の取り組みを求めるため、各地方ブロッ

クごとに、都道府県等の間においても申合せを実施。 

 平成１６年度以降も、標記取り組みを実施していく。） 

 

平成１６年度に引き続き、適期申請ルールを周知徹底するととも

に、用地取得の進捗状況等の公表を図る。 

 

 ○営繕事業に関する技術基準等を統一し、各省庁施設の整備における

合理的な設計、工事書類等作成の効率化を推進。 

（平成１５年３月、１７の技術基準類及び工事書式類が「統一基準」

として決定され、同年４月より運用を開始。 

 これらのうち、工事標準仕様書は、大規模な改定作業を平成１５

年度に行い、平成１６年度版として取りまとめた。新たに「木造

工事共通仕様書」が「統一基準」として決定され、平成１６年４

月より運用を開始。） 

 

平成１６年度に、新たに医療関係施設の基準について検討を行い、

統一基準として平成１７年度から運用開始を予定。 

 

 ○高規格幹線道路における追越区間付き２車線構造の導入。 

（平成１５年７月２４日に道路構造令（政令）を改正。今後、本政

令に基づき、地域に応じた道路整備を行い、コスト縮減と整備効

果の早期発現を推進。） 
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改正された道路構造令に基づき、地域に応じた道路整備を推進す

る。 

 

 ○都市内の渋滞対策として乗用車専用道路の導入。 

（平成１５年７月２４日に道路構造令（政令）を改正。今後、本政

令に基づき、地域に応じた道路整備を行い、コスト縮減と整備効

果の早期発現を推進。） 

 

改正された道路構造令に基づき、地域に応じた道路整備を推進す

る。 

 

 ○インターチェンジを簡易な形式に見直す。 

（インターチェンジの構造をトランペット型からダイヤモンド型

など、簡易な形式に見直すための道路構造設計等を実施中。見直

した道路構造設計による、地元設計協議等を実施。） 

 

見直した道路構造設計による、地元設計協議等を実施し、準備の整

ったところから事業を実施。 

 

 ○経済性に優れた新技術の活用を促進するため、数値目標を設定し、

一定割合の工事において新技術を試行する。 

（平成１６年度早期に数値目標を設定予定。） 

 

平成１６年度中に、平成１９年度までに新技術を導入すべき工事件

数の割合の目標を設定し、新技術の積極的な試行を図る。 

 

 ○官庁施設の運用段階における省エネルギー対策を推進するため、エ

ネルギー消費に係る施設の使用状況を踏まえた判断指標や施設運

用マニュアル等を新たに整備し、光熱水費の縮減を支援・指導。 

（平成１５年６月に、官庁施設の運用段階における機能発揮の効率

化のための方策の検討に着手。平成１６年度末までに、判断指標

等を整備。） 

平成１６年度末までに、判断指標等を整備し、これを基に平成１７

年度以降、各省各庁を指導していく。 
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 ○既存ダムに排砂バイパス等を整備することによる堆積土の浚渫費

用の縮減。 

（現在直轄１ダムで排砂バイパスを整備中であり、平成１５年度よ

り直轄１ダムにおいて、関連工事に着手。平成１６年度以降にお

いて、計画堆砂量より土砂の堆積が進んでいるダム等において、

随時排砂バイパス等の整備を検討。） 

 

現在直轄１ダムで排砂バイパスを整備中であり、平成１５年度より

直轄１ダムにおいて、関連工事に着手。引き続き、計画堆砂量より土

砂の堆積が進んでいるダム等において、随時排砂バイパス等の整備を

検討。 

 

 ○除草に伴う刈草処理と利活用に関する地域住民との連携。 

（既に、一部の河川においては、刈草の処理として、地元酪農家や

農業関係者による無償の引き取りを行っており、従前の処分費の

軽減にも大きく寄与。 

 平成１６年度以降において、地元住民等との調整を図り、全国展

開を推進。） 

 

引き続き地域住民との連携調整を図り、除草に伴う刈草の利活用を

推進する。 

 

 ○道路管理における道路構造物の総合的資産管理システム（アセット

マネジメントシステム）の構築、運用。 

（高度成長期に多数建設された道路構造物について、「延命化」に

よる更新時期の平準化、維持管理から更新までのトータルコスト

縮減を図るため、アセットマネジメントシステムを構築するとと

もに、同システムを支援する技術開発や体制等の整備を図り、平

成１６年度より全国の直轄国道で導入する。） 

 

橋梁延命化のための三大損傷（疲労、塩害、アルカリ骨材反応）に

対する予防的修繕のマネジメントを強化する。 
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○公共工事について、適切な競争参加資格の設定等により、不良・不

適格業者の排除及び適正な施工の確保のための措置を強化すると

ともに、優れた企業による競争を推進するため、業者選定に当たり

技術力を評価できる環境を整備する。 

（企業の持つ技術力評価を適切かつ効率的に行うため､全国の直轄

工事の工事成績データベースを構築し、平成１６年度運用を開始。

また、各地方公共団体への工事成績情報の提供・交換方法を順次

検討する。 

 また、工事成績が一定以下の業者について競争参加資格を認めな

い措置の導入（平成１５年度より試行開始）等、過去の成績を適

切に反映させるとともに、民間部門からの受注実績も一般競争等

において競争参加資格における過去の実績として適切に評価す

る。） 

 

平成１６年度に全国の直轄工事の工事成績データベースを構築。ま

た、国土交通省直轄工事の一般競争入札、公募型指名競争入札、工事

希望型指名競争入札について、工事成績が一定以下の業者について競

争参加資格を認めない措置を導入（一般競争入札は平成１６年６月、

それ以外は平成１６年１２月）。 

 

 ○総合評価落札方式の活用を推進する。 

（公共工事において、価格だけでなく技術や品質を含めた競争の促

進を図る。特に、公共工事の入札に係る総合評価方式の実施に関

する毎年度の目標値を前年度までの実施状況を踏まえつつ定め

（平成１６年度については今後設定）、総合評価方式の採用を推

進する。 

 また、地方公共団体等に対し、総合評価方式に関する情報の普及

の一層の推進を図るため、事例集の作成等を引き続き実施。） 

 

総合評価方式について、平成１６年度においては総発注金額の２割

以上を行うことを目標として実施中。 

また、事例集（改訂第２集案）およびパンフレット、活用ガイドを

作成し、地方公共団体への周知を図ったほか、事例集の改訂作業を進
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めている。 

 

 ○ＶＥ方式、設計・施工一括方式等の技術力による競争を推進する。 

（公共工事について、ＶＥ方式・設計・施工一括方式等を活用する。

特に、入札時ＶＥの実施に関する目標値を定めて、入札時ＶＥの

採用を推進する（平成１６年度以降に実施）。 

 また、大規模かつ技術的な難易度の高い工事において、入札後契

約前ＶＥを実施（平成１６年度中に試行開始）。 

 独立行政法人等において、入札・契約の公正性、透明性に十分配

意しつつ、民間の技術力を活用した交渉方式を試行的に実施する

よう要請する。） 

 

入札時ＶＥ方式について、昨年度以上の件数を実施することを目標

として実施中。（平成１５年度：６８９件） 

入札前ＶＥ及び入札後契約前ＶＥ方式について、羽田空港再拡張事

業において平成１６年度に実施予定。 

公共工事の品質確保とコスト縮減を図るための新たな方策である

入札後交渉方式については、水資源機構において技術提案付き価格合

意方式（平成１６年２月～）、都市再生機構において双方向提案型入

札時ＶＥ方式(平成１６年７月～)などによって活用を開始。 

 

 ○電子入札システムの活用を引き続き図る。 

（電子入札システムの活用を引き続き図る。） 

 

電子入札について、引き続き、全ての建設工事等を対象に実施。 

 

 ○ＰＦＩセミナーや民間ヒアリングの実施により、官民共通認識の形

成を図り、ＰＦＩ方式の導入を推進する。 

（平成１６年度中に、ＰＦＩに関わりのある民間事業者、金融機関

等に個別ヒアリングを実施するとともに、全国９会場で民間事業

者、地方公共団体等を対象にセミナー等を開催。） 

 

民間事業者、金融機関等に個別にヒアリングを実施し、１０月～１

２月にかけて「平成１６年度国土交通省ＰＦＩセミナー」を全国８会
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場で開催した。今後とも引き続き民間等ヒアリングの実施等により、

官民共通認識の形成を図り、PFI方式の導入を推進する。 

 

 ○積算価格の説明性・市場性を向上するとともに、積算にかかるコス

ト、労力を低減する「ユニットプライス型積算方式」への移行を検

討し、試行する。 

（平成１６年度中に、舗装、道路改良、築堤護岸について試行を開

始。） 

 

平成１６年度の後半から舗装工を対象に試行に着手したところ。試

行結果を勘案しつつ平成１７年度は道路改良工・築堤護岸工と順次試

行を拡大する予定。 

 

 ○インターネット等を活用して大口取引を適切に把握し、それを積算

に反映する。 

（超大口価格調査の実態について把握するとともに、インターネッ

ト等を活用した見積公募について、具体的な実施方法を検討。 

 超大口価格を採用する予定工事を抽出し、平成１６年度中にイン

ターネット等を活用した見積公募について試行。） 

 

平成１６年度は、インターネットを使用した見積の公募について試

行に着手したところ。平成１７年度は、積算への反映について試行を

する予定。 
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４．電子政府関係の効率化 

 

【業務・システムの 適化と行政組織等の減量・効率化】 

 

（１）各府省に共通する業務・システム 

（これまでの取組） 

平成１６年２月１０日に開催された第５回ＣＩＯ連絡会議にお

いて、 適化の対象となる業務・システムが決定されたところ。 

 

（今後の取組計画） 

人事・給与等の内部管理業務については、人事・給与等の業務・

システムの 適化計画等に基づき定員削減等の目標を定めた効率

化措置等の合理化計画を策定する。（上記の 適化計画等に基づき、

合理化計画の策定に着手する。） 

 

人事・給与関係業務情報システム導入計画を策定。平成１９年

度末導入へ向け、関係部局と調整を開始する予定。 

 

（２）個別府省の業務・システム 

（これまでの取組） 

平成１６年２月１０日に開催された第５回ＣＩＯ連絡会議にお

いて、 適化の対象となる業務・システムが決定されたところ。 

 

（今後の取組計画） 

①個別業務・システム４件（旧式（レガシー）システムを含む。）

について 適化計画を策定する予定。（「業務・システムの見

直し方針」を策定の上、平成１７年度末までのできる限り早期

に「 適化計画」を策定する予定。なお、旧式（レガシー）シ

ステムについては、「業務・システムの見直し方針」の策定に

加え、刷新可能性調査を実施し、それらの結果を踏まえ「 適

化計画」を策定するものとする。） 
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自動車登録検査業務電子情報処理システム（ＭＯＴＡＳ）に

関する 適化計画の策定に向けて刷新可能性調査を実施中。 

 

気象資料総合処理システム等に関する業務・システムの見直

し方針、 適化計画を策定。 

 

共用電子計算機システム（つくば地区旭庁舎）に関する業

務・システムの見直し方針、 適化計画を策定。 

 

汎用電子計算機システムに残存していた機能をパソコン、サ

ーバ等の経済的、効率的なシステムへ転換し、汎用電子計算機

システムの運用を廃止することによりランニングコストを削

減。 

 

○253,658千円（１５年度）→155,444千円（１６年度） 

→０円（１７年度） 

              （▲100％）

平成17年度予算案への反映額      ▲155,444千円 

この取組みによる平成１７年度までの削減見込額 

                    ▲253,658千円 

 

②旧式（レガシー）システムの新システムへの移行状況に合せて、

業務の合理化を図る。このため、旧式（レガシー）システムに

関する 適化計画等に基づき、定員削減等の目標を定めた効率

化措置等の合理化計画を策定する。（刷新可能性調査結果を踏

まえた 適化計画等に基づき、合理化計画の策定に着手する。） 

 

刷新可能性調査結果を踏まえた 適化計画等に基づき、合理

化計画の策定に着手。 
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（３）オンライン化に対応した減量・効率化 

（これまでの取組） 

「電子政府構築計画」（平成１５年７月１７日ＣＩＯ連絡会議

決定）に基づき、手続の簡素化・合理化に係る５項目（必要性の

乏しい手続の原則廃止、申請・届出等の頻度軽減、添付書類の省

略・廃止、処理期間の短縮、変更手続の簡素化）について、平成

１５年１２月までに検討し、結論を得たところ。 

 

（今後の取組計画） 

①直近３ヵ年の申請・届出等件数が０件の手続３件について廃

止する予定。（手続の廃止に必要となる法令改正を平成１５

年度までに実施したところであり、平成１６年度中に施行予

定。） 

 

現在３件とも廃止済み。 

 

②年２回以上の申請・届出等を義務付けている手続２件について

頻度軽減を図る予定。（頻度軽減に必要となる省令改正を平成

１６年度中に実施予定。） 

 

頻度軽減に必要となる省令改正を平成１６年度中に実施す

るため、現在作業中。 

 

③法令に義務付けのない添付書類のうち、８件について廃止する

予定。また、公表資料等の活用により６５件の添付書類につい

て添付省略を図る予定。（概ね平成１６年度中に所要の措置を

講じ、添付書類の廃止・省略を図る予定。） 

 

法令に義務付けのない添付書類のうち、１件についてはす

でに廃止し、４件は今後廃止する予定。また、公表資料等の

活用により６５件の添付書類について概ね平成１６年度中に

添付省略を図る予定。 
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④決裁の合理化・電子化を進めることにより処理期間の短縮を図

る。（国土交通省オンライン申請システムと総合文書管理シス

テムとの連携等による決裁の合理化・電子化を進めており、引

き続き処理期間の短縮を図る予定。） 

 

決裁の合理化・電子化を進めており、引き続き処理期間の

短縮を図る。 

 

電子決裁システムの整備による事務の効率化を図る。 

 

本省電子決裁率（/１ヶ月） 

平成１５年４月 4.7％ →平成１６年１１月  15.2％ 

【行政コスト削減に関する取組】 

 

⑤各種許可・認証等の変更手続１８件について簡素化を図る予定。    

（概ね平成１６年度中に所要の措置を講じ、変更手続の簡素化

を図る予定。） 

 

各種許可・認証等の変更手続２件について簡素化を措置済

み。残り１６件について概ね平成１６年度中に簡素化を図る

予定。 

 

⑥不動産鑑定士試験の受験申込みについて、電子申込みを可能

にするシステムを整備することによる国民の利便性の向上、及

び事務処理の効率化を図る。（平成１６年度より実施） 

 

不動産鑑定士試験の電子申込みを可能にするシステムを検

討中。【行政コスト削減に関する取組】 

 

⑦海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）及び船舶運航事業

者等の提出する定期報告書に関する省令（昭和２６年運輸省

令第５４号）により規定されている旅客船事業に係る報告書

の提出について、電子化による提出者負担の軽減、事務の効

率化を行う。 
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平成１６年度より、同申請はオンライン化されており、運

航事業者は電子化された報告様式をインターネットで提出す

ることが可能となっている。 

【行政コスト削減に関する取組】 

 

⑧特殊車両通行許可事務について、電子申請システムを活用した

場合において申請の審査及び許可証の発行等に要する処理時

間を短縮。（平成１６年度より実施） 

 

平成１６年度より取組みを開始しており、今後も継続的に実

施。 

【行政コスト削減に関する取組】 

 

⑨平成１１年１０月から一部の港で試行的に導入していた、港

湾管理者及び港長に対する入出港届、係留施設使用許可申請

等について、従来の紙による手続に替えて、インターネット

等を利用した手続を可能とする電子化（港湾ＥＤＩシステム）

の本格運用を平成１５年６月より開始し、利用者の利便性の

向上及び行政事務の効率化を推進する。（平成１５年度より

実施） 

 

・申請件数（／１ヶ月） 

平成１１年１０月：５４１件 

→平成１６年１１月：４１,７９５件 

 

 

【行政コスト削減に関する取組】 

 

⑩平成１５年７月２３日より、港湾EDIシステムとSea-NACCS（通

関情報処理システム）、乗員上陸許可支援システムを相互に接

続した輸出入・港湾関連手続のシングルウィンドウ化（税関、

入国管理局、港湾管理者、港長、検疫所等に対する申請手続が、

インターネット等を通じ一度の入力・送信で完了する事ができ
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る手段）を実現し、更なる利用者の利便性の向上及び行政事務

の効率化を推進する。（平成１５年度より実施） 

 

・シングルウィンドウシステム申請件数（／１ヶ月） 

平成１５年７月：３８２件 

→平成１６年１１月：１８,１４８件 

 

【行政コスト削減策に関する取組】 

 

⑪航空運送事業者に係る運賃・料金及び事業計画の変更届出の

オンライン化（電子申請の実現）により、利用者負担の軽減

及び事務処理の効率化を図る。 

 

・電子申請率 

０％（取組み開始年度）→ 76.7％（14年度） 

→ 86.8％（15年度） 

                       （▲10.1％） 

【行政コスト削減策に関する取組】 

 

⑫直轄国道の道路占用許可申請手続きについて、インターネット

を活用したオンライン申請を行った場合における申請者の負

担軽減及び利便性の向上、並びに申請の受理から許可等までに

要する事務処理の効率化を図る。（平成１２年度より実施） 

 

平成１２年度より取組みを開始しており、今後も継続的に実

施。 

【行政コスト削減に関する取組】 

 

⑬観閲式及び総合訓練の参加申し込みをインターネットでも受

け付け、利用者の利便性向上、事務処理の効率化を図る。 

 

インターネットによる申し込み件数と全体に占める割合の

増加 

1,615件・18％（１２年度）→ 3,332件・35％（１６年度）



国土交通省 / 26 

【行政コスト削減に関する取組】 

 

⑭データ入力ソフトウェアー（気象庁登録船舶全６７０隻に配

布済）の活用により、報告者負担の軽減及び事務処理の効率

化が図られているため、引き続き、電子媒体による観測報告

の増加を推進する。（平成１７年度以降も引き続き実施） 

 

観測報告総数に対して電子媒体による報告の占める割合が

増加 
１１%（１１年）→２８%（１６年） 

【行政コスト削減に関する取組】 

 

【国家公務員給与の全額振込化】 

 

（これまでの取組） 

給与の支給について、職員の協力を得て、全額振込化に努めてき

たところ。 

 

（今後の取組計画） 

今後とも引き続き、給与の全額振込化について、職員の協力を得

つつ推進し、平成１７年度末までに、山間・僻地等全額振込が困難

な地域を除き、原則として１００％の実施を目指す。 

（ｅ－Ｊａｐａｎ重点計画－２００２等

に基づく人事・給与等業務の見直しの動

向等にも注視しつつ、推進を図る。） 

 

給与の全額振込化について、職員の協力を得てその推進に努め

る。 
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５．アウトソーシング 

 

（これまでの取組） 

①以下の業務について、外部委託しているところ。 

・ 庁舎管理業務（警備、清掃、設備維持管理） 

・ 受付・案内業務 

・ 公務員宿舎管理業務 

・ ホームページの作成・管理業務 

・ 情報システム（庁内ＬＡＮ）管理業務 

・ 研修業務（語学） 

・ 統計・通訳業務 

・ 公用車関係業務（運転業務） 

・ 電話交換業務 

・ 定期刊行物・ポスター等の発送業務 

・ 秘書業務 

・ 審議会等議事録作成業務 

・ 翻訳・通訳業務 

・ シンポジュウム・セミナー・会議等のアレンジ業務 

②空港における警備、事故時の消火活動、医療救難活動の効率化を図

るため、国管理空港において現場業務を、また、航空交通管制機器

及び航空保安無線施設について保守業務を外部委託しているとこ

ろ。 

 ③道路運送車両法に基づく軽自動車の検査業務について、民間法人で

ある軽自動車検査協会を活用しているところ。 

 ④船舶安全法等に基づく船舶検査について、船級協会の検査を活用し

ているところ。 

 ⑤地方整備局等において、公物等の維持管理等に係る業務を外部委託

しているところ。 

 ⑥気象観測用の測器検定について外部委託しているところ。 

 ⑦海図の数値化・印刷・供給業務を外部委託しているところ。 

 

（今後の取組計画） 

 ①②⑤⑥⑦について 

今後とも引き続き、外部委託を図る。 

（平成１６年度以降も引き続き実施） 
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① ⑤について 

今後とも引き続き、外部委託を図る。 

 

・庁舎管理業務 

   業務委託費  172,222千円（平成１７年度予算額） 

 

・ホームページの作成・管理業務 

   業務委託費   24,349千円（平成１７年度予算額） 

 

・情報システム（庁内ＬＡＮ）管理業務 

   業務委託費  197,499千円（平成１７年度予算額） 

 

・公用車関係業務（運転業務） 

   業務委託費  127,870千円（平成１７年度予算額） 

 

・電話交換業務 

     業務委託費   4,332千円（平成１７年度予算額） 

 

  なお、庁舎管理業務については、平成１６年度まで業務の一部を 

外部委託していた中央合同庁舎第３号館及び国土交通省狸穴分室の 

空調運転等業務を平成１７年度において完全外部委託とする。 

 

  空調運転等業務従事者数 

  １名（１６年度）→０名（１７年度） 

 

また、電話交換業務については、休職・休業及び退職による職員

の欠員の補充を外部委託により実施している。 

今後における欠員の補充も外部委託とし、将来的には完全外部委託

とする。 

 

電話交換業務従事者数 

  １４名（１５年度）→１３名（１６年度） 

→１３名（１７年度） 
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②について 

（空港における警備、事故時の消火活動） 

消防救難業務従事者数 

１８４名（９年度）→１７２名（１６年度）          

→１７４名（１７年度） 

 

平成１６年度から１７年度にかけて人員数はほぼ横這いである

が、平成１７年度においては消防体制強化に伴う人員の大幅な増加

が見込まれているところであり、これら増加分については全て民間

に委託することとしている。 

 

（航空交通管制機器等の保守業務） 

管制技術官数 

１，７２９名（１１年度）→１，５８０名（１６年度）     

→１，５４３名（１７年度） 

平成１７年度予算案への反映  

▲３７名（うち外部委託分▲２５名）

 

平成１７年度においては、管制技術業務について更なる民間委託

を実施することとしており、平成３０年度までには、管制技術官を

平成１１年度の半数程度まで削減することとしている。 

 

⑥について 

気象観測用の測器検定については、完全に業務委託を行っており、

今後とも引き続き、外部委託を図る。なお、気象観測用の測器検定に

関し、新たに生じる業務がある場合には、引き続き業務委託を原則と

して検討する。 

 

⑦について 

海図の数値化ついては外部委託により全ての作業が完了したとこ

ろであり、海図の印刷・供給業務については現在全てを外部委託して

いるところである。 

今後とも引き続き、海図の印刷・供給業務について外部委託を図るこ
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ととする。 

 

 ③について 

自動車リサイクル法に基づくリサイクル預託金納付及び今国会審

議中の改正道路交通法案に基づく駐車違反の反則金納付の有無に

係る確認業務を軽自動車については軽自動車検査協会を活用する。 

（リサイクル預託金納付確認業務は平成１７年２月の施行にあわ 

せ実施。反則金納付確認業務は改正道路交通法の施行（平成１８

年予定）にあわせ実施） 

  

リサイクル預託金納付確認業務は平成１７年２月の自動車リサイ

クル法の施行にあわせ実施する予定。 

反則金納付確認業務は改正道路交通法の施行（平成１８年予定）に

あわせ実施する予定。 

また、軽自動車の検査業務に係る業務については今後新たに生じる

業務についても引き続き同協会を活用することを検討する。 

 

 ④について 

  今後新たに義務付けられる船舶の保安対策や排気ガス制限に係る

船舶検査についても船級協会を活用する。 

（平成１６年度中に実施） 

 

今年度から開始されている保安対策に係る船舶検査について、船級

協会による検査結果を活用しているところ（約１５０隻）。なお、今

後新たに義務付けられる船舶からの排出ガスの規制に係る原動機放

出量確認等についても船級協会を活用している。 

 

  上記①から⑦までに加え、新たに以下の事項に取り組む。 

 

 ○住民団体やＮＰＯ等による公園施設の整備・管理の促進を図る。 

（第１５９国会で都市緑地保全法等の一部を改正する法律が成立

したところであり、今後制度の積極的活用を図る） 

あわせて本制度が住民団体やＮＰＯ等によって積極的に活用され

るよう、制度の運用指針を検討しているところ。 
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都市緑地保全法等の一部を改正する法律は、平成１６年１２月１７

日に施行したところ。あわせて制度の運用指針についても策定済。今

後制度の積極的活用を図る。 

 

 ○航路標識の保守業務について可能なものから順次外部委託を図る。

（実施方策、課題等の整理・検討を進め、可能なものから実施） 

 

平成１７年度から、浮標交換業務の一部を外部委託することとす

る。 

 

平成１７年度予算案への反映額         ▲４，０５４千円 
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６．ＩＰ電話の導入 

 

（今後の取組計画） 

  費用対効果や技術面での導入に向けた検討を行う。 

（平成１６年１２月までに実施） 

 

IP 電話の導入に向けた検討を行った結果、平成１６年度中に本省等

の一定割合の回線を IP 技術を利用した通信サービスに移行する。 

また、費用面・技術面での動向を踏まえつつ、引き続き、導入規模

等について検討を続ける。 
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７．統計調査の合理化 

 

（これまでの取組） 

①時代の変化を反映した統計調査内容の抜本的見直し 

   国土交通省が所管する統計について改善を図るため、平成１５年

１１月に省内関係部局から構成される検討委員会を設置し、検討に

着手したところ。 

②ＩＴの活用 

   平成１５年度末現在、航空輸送統計調査等１１本の統計について 

オンライン化措置を講じてきたところ。 

③アウトソーシング 

   統計調査業務の一部又は全部の事務処理について、可能なものを

対象に民間委託を実施しているところ。 

 

（今後の取組計画） 

 ①時代の変化を反映した統計調査内容の抜本的見直し 

既存統計に関する抜本的見直しを行うとともに、新たなニーズへ 

の対応策として、環境、観光等の分野の統計整備について検討を行

う。（新たに整備する統計調査の実施に向けた所要の手続を平成１

６年度以降実施） 

 

交通統計について、社会経済情勢の変化等に的確に対応するた

め、既存統計に関する抜本的な見直しを行うとともに、新たなニー

ズへの対応策として、環境、観光等の分野の統計整備について検討。

【行政コスト削減に関する取組】 

 

 

 

②ＩＴの活用 

  以下の統計調査についてオンライン化を実施する。 

       （平成１６年度の早い時期に実施） 

・建築着工統計 

・建設工事統計 
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・住宅用地完成面積調査 

・建設業活動実態調査 

・建設関連業等の動態調査 

・建築物滅失統計調査 

 

 

既にオンライン化を実施 

・建設工事統計（大手５０社除く） 

・住宅用地完成面積調査       

 

平成１６年度中に実施予定 

・建築着工統計 

・建設工事統計（大手５０社） 

・建設業活動実態調査 

・建築物滅失統計調査      

 

平成１７年度中に実施予定 

・建設関連業等の動態調査  

【行政コスト削減に関する取組】 

 

③アウトソーシング 

統計調査業務の一部又は全部の事務処理について、可能なものを

対象に引き続き民間委託を推進していく。 

（平成１６年度以降も引き続き実施） 

 

現在、統計調査業務の一部の事務処理について、可能なものを対

象に民間委託を実施。可能なものを対象に引き続き民間委託を推

進。 

【行政コスト削減に関する取組】 

 

 市場動向調査等の住宅関係の統計事務を民間委託することによ

り業務の効率化を図る。（平成１３年度より実施） 
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市場動向調査等の住宅関係の統計事務を引き続き民間委託する

ことにより業務の効率化を図る。 

【行政コスト削減に関する取組】 

 

④その他 

   以下の統計調査について、手続の簡素化等を図るための検討を行

う。 

・ 運輸関連事業投入調査（産業連関表作成のための特別調査） 

・ こん包業に関する投入調査（産業連関表作成のための特別調査） 

・ 内航船舶品目別運賃収入調査（産業連関表作成のための特別調       

査） 

・ 有料駐車場に関する調査（産業連関表作成のための特別調査） 

・ 船員労働統計及び内航船舶輸送統計調査母集団調査 

・ 海難統計 

・ 地方公共団体運輸関連施設調査（産業連関表作成のための特別    

調査） 

（手続の簡素化等を図るための検討を行

い、概ね次回調査より効率化を実施） 

 

手続の簡素化等を図るための検討を行い、一部の統計調査につい

ては概ね次回調査より効率化を実施。 

 

   法人土地基本調査で整備された法人名簿の他統計への活用によ

る作業の効率化を図る。（平成１１年度より実施） 

 

法人土地基本調査の提供名簿データ件数 

  ３１，４８３件（平成１０年調査） 

６３１，９６８件（平成１５年調査） 

【行政コスト削減に関する取組】 
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８．国民との定期的な連絡に関する効率化 

   該当なし 

 

９．出張旅費の効率化 

 

（これまでの取組） 

従来より、旅費法に基づき効率的な執行を行ってきたところ。 

 

（今後の取組計画） 

出張により航空機を利用する際には、割引制度の情報の収集に努め

その 大限の利用を図るものとする。 

特に、外国出張の際は、割引制度の適用が無い、日程が直前まで定

まらない等の事情がある場合を除き、原則、割引航空運賃を利用する

こととする。 

上記内容を周知徹底するとともに、同一地域、同一案件についての

複数職員の出張の必要性の見直しなどにより、以って出張旅費の効率

的な使用を図るものとする。 

（平成１６年度以降実施） 

 

・一般会計 

 710,016千円（割引運賃適用前）→689,199千円（17年度） 

 平成17年度予算における削減効果             ▲ 20,817千円 

・特別会計 

 130,665千円（割引運賃適用前）→122,177千円（17年度） 

 平成17年度予算における削減効果        ▲ 8,488千円 
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１０．交際費等の効率化 

 

（これまでの取組） 

交際費の使途について、国土交通本省においては平成１３年の省庁

再編時に見直しを行い、供花、 小限の外国要人への贈答品に限定し

たところ。 

 

（今後の取組計画） 

①交際費 

交際費については、部外者に対し、儀礼的、社交的な意味で支出

するという趣旨を徹底し、かつ、職務関連性を一層厳しく確認の上、

使用するものとする。 

（平成１６年度以降実施） 

 

引き続き適切な使用に努めるものとする。 

 

②福利厚生 

職員に対する福利厚生について、国土交通省共済組合と連携して、

民間との均衡を考慮しつつ、引き続き適切な水準とするように努め

る。             

（平成１６年度以降実施） 

 

引き続き適切な水準とするよう努めるものとする。 
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１１．その他 

 

①「節約」意識の向上 

（これまでの取組） 

業務を遂行する上で、職員一人ひとりが「節約」を意識して業

務に取り組むことは、コスト削減の重要な一部分である。従来よ

り、会議資料の簡素化、両面印刷・コピーの徹底、昼休みや不必

要な場所における照明器具の消灯、節水、パイプファイル等リサ

イクル等、コスト削減の基本的なことについて、職員の「節約」

に対する意識の向上を推進しているところ。 

 

（今後の取組計画） 

今後とも引き続き、職員の「節約」意識の向上を推進する。 

（平成１６年度以降も引き続き実施） 

 

平成１６年夏季期間中において、ノーネクタイ等の軽装を励行し

た。 

 

②法令協議等の資料のペーパーレス化 

（これまでの取組） 

法令協議の電子化など関係機関との連絡・調整等の業務につい

て、行政事務の効率化の観点から、情報の保護に留意しつつ、積

極的に電子メール等により資料を取り扱い、往来に要する時間等

の削減、資料のペーパーレス化に努めてきたところ。 

 

（今後の取組計画） 

国土交通省において一層の取組を推進するとともに、事務次官

等会議・閣議の案件表の電子メール等による配布等について関係

機関に要請する。 

（平成１６年度以降実施） 

 

平成１６年７月に事務次官等会議、閣議の案件表の電子メール

等による配布等について、関係機関に要請した。 
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③告示・通達データベースシステムの整備 

（これまでの取組） 

「国土交通省における行政情報の電子的提供の推進に関する実

施方針」（平成１３年１０月３１日国土交通省ＩＴ政策委員会決

定、平成１５年７月９日国土交通省行政情報化政策委員会改定）

を策定し、「告示・通達データベースシステム」の開発に着手し

たところ。 

 

（今後の取組計画） 

国土交通省ホームページ上において、国民が告示等を検索し閲

覧できる環境を整備する予定。（平成１６年６月末までに実施） 

 

平成１６年７月１日から国土交通省ホームページ上で、国民が

告示等を検索し閲覧できる「告示・通達データベースシステム」

の運用を開始した。 

 

④公益法人改革の推進 

（これまでの取組） 

「公益法人に対する行政の関与のあり方の改革実施計画」（平

成１４年３月２９日閣議決定）において、国から委託・推薦等を

受けて行う７７（国土交通省合計）の事務・事業の見直しが決定

されており、国土交通省においては、これまでに法令等（法律１

２本、政令１２本、省令６０本）の改正により３７の事務・事業

について措置したところ。 

 

（今後の取組計画） 

「改革実施計画」に定められた残る項目（４０項目）について

も、定められた期限（平成１７年度末）を大幅に前倒しして、原

則、本年中に全て法令上の措置を行う。（平成１６年中に実施） 

 

現在、残っていた項目のうち、２９項目について措置したとこ

ろ。 
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⑤タクシー事業に係る許認可手続の標準処理期間の短縮 

（これまでの取組） 

タクシー運賃の認可にかかる標準処理期間として一定の期間

（４～６ヶ月）を定めているが、特例的に一定範囲内の運賃設定

については自動認可運賃として短期間での認可を行っているとこ

ろ。 

 

（今後の取組計画） 

タクシー事業の機動的な事業運営を実施していく上で運賃をは

じめとする許認可手続きの標準処理期間を現行の２分の１を目途

として短縮を行う。（平成１６年度より随時実施） 

 

タクシー事業運賃等の許認可手続きの標準処理期間を概ね３

ヶ月とした改正通達を平成１６年１０月１日より施行した。 

 

⑥レンタカー事業者が行う有償貸渡許可申請に係る審査の見直し 

（今後の取組計画） 

レンタカー事業者が行う有償貸渡許可申請については車両毎の

審査を見直し、いわゆる白バス、白タク行為を防止するための措

置を講じた上で事業者ごとの審査に改める。 

（平成１６年度より随時実施） 

 

道路運送法施行規則の一部を改正する省令（平成１６年国土交

通省令第６２号）及び「貸渡人を自動車の使用者として行う自家

用自動車の貸渡し（レンタカー）の取扱いについて」の一部改正

について（平成１６年４月２８日国自旅第１７号）により措置し

た。 

 

⑦鉄道事業者に対する監査の効率化 

（これまでの取組） 

鉄道事業者の財務状況のチェック（会計監査）のためのマニュ

アル作り及び職員の業務遂行能力向上のための取組を実施してい

るところ。 
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（今後の取組計画） 

監査実績等を踏まえたマニュアルの拡充及び職員の業務遂行能

力向上のための取組の見直しを行うことにより、監査の効率化を

図る。（平成１６年度に平成１５年度作成のマニュアルに基づき

監査を行うこと等による当該マニュアルの拡充及び職員の業務遂

行能力向上のための取組の見直しを行い、より効率的な財務状況

の把握のための方策を検討する。平成１７年度以降、監査対象事

業者の拡大及び全運輸局の統一的な運用を確立するための検討を

行う。） 

 

現在、平成１５年度作成のマニュアルに基づき鉄道事業者への会

計監査を実施しているところであり、この結果を踏まえて、監査を

より効率的に行うべく、マニュアルを逐次拡充しているところ。 

 

⑧倉庫業の登録に係る審査マニュアル等の整備 

（これまでの取組） 

倉庫業法に基づく倉庫業の登録については、地方運輸局等に対

して、法令の運用通達を発出し、これに基づく登録作業を実施し

ているところ。 

 

（今後の取組計画） 

業務の効率化及び行政サービスの向上を図るため、地方運輸局

等の登録担当官向けの審査マニュアルを作成するとともに、登録

希望者の立場にたった分かりやすい手引きを作成し、地方運輸局

等において希望者に対し配布する。 

（倉庫業登録申請の手引き：平成１６年４月作成・配布 

倉庫業チェックリスト：平成１６年４月作成・配布 

内部研修等：各地方運輸局随時実施 

処理期間：２ヶ月かかっていたところ２週間程度に短縮できる見 

込み。） 

   

倉庫業登録申請の手引き、倉庫業チェックリストについては発

表・配布しているところ。登録審査処理期間が２ヶ月かかってい

たところ、おおむね２週間程度に短縮可能となった。 
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⑨営繕関係資料の電子データ化 

（これまでの取組） 

印刷経費を削減するため、平成１６年４月に営繕関係の資料集

の中身を電子化したところ。 

 

（今後の取組計画） 

印刷経費を縮減するため、一部の営繕関係の資料集について、

試行的に電子データのみで運用する。（平成１６年８月に、資料

集をＣＤ－ＲＯＭ化予定） 

 

平成１６年７月に、資料集をＣＤ－ＲＯＭ化した。 

１５０万円（１５年度）→２万円（１６年度）   （▲９９％）

【行政コスト削減に関する取組】 

 

⑩災害復旧事業のデータベース化 

（これまでの取組） 

災害復旧事業（河川局所管（補助））については、突発的に被

災した施設を限られた時間の中で応急復旧、被災原因の把握、測

量、設計を行い適切な復旧工法を選択し申請しなければならない

ことから、計画的に実施する事業に比べ条件が厳しい。さらに、

災害は時間的にも地域的にもばらつくことから申請者である市町

村や都道府県の災害復旧担当者は、不慣れな場合も少なくない。

一方、近年の集中豪雨の多発等を考えても、円滑な手続きの実施

が必要であり、これまで研修等による担当者の育成を行ってきた

ところ。 

 

（今後の取組計画） 

毎年の災害復旧事業データを蓄積し、申請者が応急復旧の立案、

災害原因の推定と適切な対策工法の検索ができるデータベースを

整備する。（平成１６、１７年度にデータベースを作成予定） 
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災害復旧事業データを蓄積し、災害復旧事業の申請者が対策工法

等の検索ができるデータベースを平成１７年度に作成する予定。 

データベース完成後、各都道府県、市町村の災害復旧事業で活用

されることにより、適切かつ迅速な事業の推進を支援することとな

る。 

 

⑪船舶検査記録のデータベース化 

（これまでの取組） 

従来紙ベースで行っていた船舶検査の記録について、データベ

ース化の一部運用を開始したところ（平成１５年度）。 

 

（今後の取組計画） 

船舶検査における技術的な指摘事項の記録等、船舶検査の結果

のデータベース化の本格的な運用を実施する。 

（平成１６年度中に実施予定） 

 

検査結果（約１万隻）のデータベースの充実を図るため、プログ

ラムの整備など引き続き必要な作業を実施する。 

 

⑫航路標識事務所の海上保安部への統合 

（今後の取組計画） 

航路標識事務所を海上保安部へ統合する。（実施中） 

 

７７事務所（１２年度）→１８事務所（１６年度）→２事務所（１

７年度）（▲７４事務所（１事務所については、別理由による廃止））

 

平成１７年度予算案への反映額         ▲５７５千円 

 

⑬船員職業紹介業務における求人情報自己検索端末の導入 

（これまでの取組） 

地方運輸局等における船員職業紹介業務について、平成１４年

から求人情報自己検索端末を全国の地方運輸局等に設置し、申請

者負担の軽減、事務の効率化を図った。 
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（今後の取組計画） 

更なる申請者負担の軽減、事務の効率化を図るため、今後も求

人情報自己検索端末の増設及び当該端末のシステムの改善を行

っていく。（平成１７年度以降も引き続き実施） 

 

地方運輸局等における船員職業紹介業務について、求人情報自己

検索端末の増設及び当該端末のシステムの改善を行う。 

【行政コスト削減に関する取組】 

 

⑭気象庁が保有する観測データをＨＰに掲載すること等による業務 

  の効率化、国民の利便性の向上 

（これまでの取組） 

    気象庁が保有する観測データを気象庁ホームページにおいて

「電子閲覧室」として閲覧を開始したところ（平成１４年度）。 

 
（今後の取組計画） 

    今後とも引き続き、観測データをＨＰに掲載する。 

（平成１７年度以降も引き続き実施） 
 

気象庁ＨＰ電子閲覧室トップページ アクセス件数 
０件（１３年度）→月平均７２万件（１５年度） 
→月平均１０８万件 
                   （１６年１１月まで） 

【行政コスト削減に関する取組】 

 

⑮下水道業務における事務作業の効率化 

（これまでの取組） 

下水道業務に関連する報告書・資料等をホームページに掲載する

ことによる効率的で利用し易い行政サービスの実現、及び郵送等事

務作業の効率化を図る。（平成１３年度より実施）  

 

 （今後の取組計画） 

   今後とも引き続き、報告書等をホームページに掲載する。 
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報告書・資料等のホームページ掲載件数  

１０件（平成１３年度） → 累計６２件（平成１６年１２月） 

【行政コスト削減に関する取組】 

 

⑯国土情報のインターネット公開 

 （これまでの取組） 

国土数値情報及び国土画像情報（カラー空中写真）のインター

ネット公開により、国民の利便性の向上を図る。（平成１２年度

より実施） 

 

 （今後の取組計画） 

   今後とも引き続き、国土情報をインターネットで公開する。 

 

国土数値情報 延べ  １千ファイル（１２年度） 

       延べ１８５千ファイル（１６年度見込） 

国土画像情報 延べ０．８万枚（１２年度） 

       延べ９７３万枚（１６年度見込） 

【行政コスト削減に関する取組】 

 

⑰包括占用制度の利用の推進 

（これまでの取組） 

   河川敷地の占用申請において、通常は占用目的を具体的に特定し

た上で河川管理者へ詳細な書類を提出するが、河川敷地を一体的に

占用許可する特例（包括占用）の利用を推進することにより、市町

村が自ら具体的な利用方法を決定できるようになり実現する手続

の簡素化、事務の効率化を図る。（平成１６年度より実施） 

 

 （今後の取組計画） 

   今後とも引き続き、包括占用制度の利用を推進する。 

 

 包括占用制度の利用の手引きを作成し、当該制度の利用を推進する

こととしている。（１６年度中） 

 包括占用制度を利用した件数 １４件（平成１６年末現在） 

【行政コスト削減に関する取組】 
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⑱民間成果の地籍調査への活用 

（これまでの取組） 

民間成果の地籍調査への活用による調査の効率化を図る。（平成

１２年度より実施） 

 

 （今後の取組計画） 

   今後とも引き続き、民間成果の地籍調査への活用を推進する。 

 

地籍調査においては、民間の宅地開発等が行われた地域において、

既存の測量成果等を活用した地籍調査の実施や、国土調査の成果と同

一の効果があるものとして指定する国土調査法第１９条第５項指定

制度の活用等により、調査の効率的な実施を図っている。 

【行政コスト削減に関する取組】 

 

 

⑲建築確認・検査業務の民間開放 

（これまでの取組） 

建築確認・検査業務の民間開放を推進することにより、当該業務

の申請窓口としての指定確認検査機関が増加し、国民の利便性等を

向上させる。（平成１１年度より実施） 

 

 （今後の取組計画） 

   今後とも引き続き、建築確認・検査業務の民間開放を推進する。 

 

０機関（１１年度）→１０８機関（１６年末） 

【行政コスト削減に関する取組】 

 
 

 


