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まえがき

現在の行政における窓口業務は，所管部署ごとに行われ

ているのが一般的である。このため，例えば引越しなどに

より，その地域への転入手続きを行おうとした場合などは，

転入届，国民健康保険・国民年金の住所変更，児童手当認

定申請などのほか，各種の申請・届出手続きのため，住民

は各所管部署が設ける窓口を渡り歩かなければならない。

これは行政の仕組みが縦割りになっていることに起因す

るが，これが横断化され，すべての申請・届出手続きが１

か所で完了するようになれば，住民の利便性は飛躍的に向

上する。

本稿ではこの課題を解決する行政窓口サービスの統合化，

すなわちワンストップサービスを実現するための総合窓口

支援システムを紹介するとともに，今後の電子自治体構想

の動きの中で，行政窓口サービスがどのように発展してい

くのかを紹介する。

自治体における窓口業務の現状

先に述べたように，自治体における窓口業務は所管部署

単位に設けられている場合が多いため，申請・届出を行う

場面において，さまざまな不満を抱き問題点を感じる住民

が多いと思われる。

具体的には，

どの窓口に行けばよいかが分かりづらい。

複数の窓口を渡り歩かなければならない。

手続きに時間がかかりすぎる。

（手続きを行える時間が限定されている。）

目的に対して必要な手続きの種類が把握できない。

（複数の手続きが必要な場合，手続き漏れがある。）

他の行政機関での手続きとの関連性が把握できない。

（警察署，税務署，保健所など。）

といった点があげられる。

総合窓口サービスの導入

これらの住民側からの不満点や問題点を解決する手段と

して，各種の窓口業務を統合化するための総合窓口サービ

スがあげられる。

表１に一般的な家族が引越しをした場合における必要な

手続きの例をあげるが，総合窓口サービスの導入により，

これら複数の手続きを 1か所で行うことのできる，ワンス

トップサービスの実現が可能となる。

しかし自治体側から見た場合には，これを実現するため

に，一つの自治体が持つ手続きの種類が増大するばかりか，

これらの手続きの中には，他の行政機関との関連性を持つ

場合も少なくないため，窓口担当者は種々の手続きに対応

する必要を迫られ，これを支援するための総合窓口システ

ムへの要求が必然的に高まることとなる。

また，総合窓口システムを導入する背景として，近年は

情報化への関心の高まりが著しく，企業や一般家庭へのパ

ソコンやインターネットの普及をはじめとする急速なイン

フラストラクチャーの整備，一方では省庁を主導とした行

政手続きに関するオンライン化の施策や法整備，さらにこ

れを受けて自治体による申請・届出書類の電子化や，それ

に対応するべく署名・押印の一部廃止，など行政を取り巻

く環境が著しく変化していることも見逃せない。
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表１　引越しにおける手続きの例�

氏　名� 続　柄�

富士  太郎�

富士  花子�

富士  大輝�

富士  未来�

富士  一郎�

富士  友子�

世帯主�

妻�

子�

子�

父�

母�

生年月日�

S40.02.14生�

S44.12.24生�

H08.05.05生�

H15.03.03生�

S04.01.01生�

S08.08.14生�

必要手続き�

社会保険，厚生年金�

扶養，3号被保険者，国民年金�

児童手当，幼稚園入学手続き�

児童手当，乳幼児医療�

国民健康保険，老人保険�

国民健康保険，老人医療�
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富士電機における総合窓口システムへの取組み

図１に富士電機が提唱する総合窓口の導入イメージを示

す。また，図２には総合窓口システムを導入する場合に必

要なシステム構成を示す。

富士電機では総合窓口システムの導入により，

住民を，待たせない，迷わせない（歩かせない）。

手続きの合理化，処理の迅速化を実現する。

知識共有化により，サービス水準の向上，窓口サービ

スの均一化に寄与する。

業務知識を電子化〔データベース（DB）化〕する。

を基本コンセプトとしている。

以下に，これらを実現するための富士電機における取組

みを述べる。

４.１ 総合窓口システムに対する要件

窓口業務の知識データベース化

窓口業務の総合化を実施することにより，従来各所管部

署職員が担当していた各種の窓口業務を，総合窓口の担当

職員が対応しなければならなくなる。

そのために，総合窓口の担当職員に対する教育などによ

るスキルアップが必要となるが，現実的にすべての業務を

把握することは限界がある。この問題の解決手段として各

種の窓口業務を知識データベース化して情報共有すること

により簡単に引き出せる情報システムが必要である。

またシステム開発を行うにあたっては，知識データベー

スの更新が容易に行える構造とすることにより，日常の窓

口業務を行いながら，その結果を常にフィードバックでき

るように留意する必要がある。

大部分の窓口業務に対応

システムを導入しても，業務対応範囲が狭くては利用価

値は低いと言わざるをえない。しかしながら，自治体が持

つ手続きの種類は膨大であり，導入当初からすべての業務

を電子化して支援することはきわめて困難である。

そこで導入手順として住民基本台帳にかかわる手続き業

務を対象として，取扱件数が多いこと，申請・届出の電子

化が容易であること，複数の所管部署がかかわる業務であ

ることを基準に対応（支援）業務を行い，自治体における

手続き電子化の可否や利用効果などを見極めながら，順次

適応範囲を拡大していくことが望ましい。

そのためにも取扱業務の拡大が容易に対応できる構造と

しておく必要がある。

関連手続きの案内

要求された手続きだけではなく，関連する手続きの案内

をすることにより，住民サービスの一層の向上が期待でき

る。

例えば，引越しをした場合を考えてみると，運転免許証

を所有していれば警察署に行って住所変更（住民票が必要）

も行う必要があるし，動物を飼っている場合には保健所へ

の届出も必要になる。

そこで，転入手続きを行う際には他の行政機関が取り扱っ

ている関連した手続きの内容や，取扱機関の所在地，受付

時間といった情報を提供することにより，住民は何度もい

ろいろな行政機関へ足を運ぶ必要がなくなるばかりか，手

続き漏れに対する心配から開放されることになる。

申請書・届出書の記入負荷軽減

一般に複数の手続きを行う場合，それぞれの手続き様式

に住所や氏名，生年月日，性別といった個人の情報を，何

度も記入または入力しなければならないが，そのような煩

わしさを解消するため，一度入力した情報を他の様式に転

写する機能を持たせ，記入負荷の低減を実現させる必要が

ある。

また近い将来において，住民基本台帳法改正案に基づく

住民番号および住民基本台帳カードが導入された場合には，

カードの基本情報である個人情報を利用できることも考慮

しておかなければならない。

また電子化された様式に記入誤りがないかを確認する機

能（JavaScript
〈注〉

などの技術を利用して実現できる）を持た

せることにより，記入した申請書・届出書の初期誤りを検

出し，利用者および行政機関に対する負担低減を実現する

〈注〉JavaScript：米国 Sun Microsystems, Inc. の商標
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部署担当者�

案内担当者�窓口担当者�

所管部署� 所管部署�

無人案内�
コーナー�

所管部署� 所管部署�

住民�

☆総合窓口システムにより利用者サービスを一括受付け�

図１　総合窓口のイメージ

知識�
DB

所管部署端末�

所管部署端末�

総合窓口端末�
サーバ�

1F

2F

様式�
DB

図２　システム構成
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ことも忘れてはならない。

各種手続き処理の統一化

住民の利便性の向上，窓口担当者における業務効率や誤

り防止の観点から，各種手続き処理を統一化することは重

要な課題である。

また，情報化を推進するうえでデータの統一性（日付が

西暦か和暦か，などの記入内容に関する定義）を持たせる

ことも重要である。

４.２ 富士電機の総合窓口システムの特徴

対話型検索による行政相談と案内

住民の目的を入力することにより，手続きが必要かどう

かを判断するための情報を質問形式で提示し，その回答を

基に，必要な手続きや案内を知識データベースから引き出

して提示する，といった一連の業務の流れを対話型で行え

る。

これにより住民の目的に対して，総合窓口担当者の業務

の知識レベルに依存しない，すなわち，どの窓口担当者で

も均一で漏れのない手続き情報の提示が実現できる。

テレビ会議により所管部署が窓口担当者をサポート

特殊な相談内容などにより，総合窓口担当者の業務知識

や知識データベースの情報でも十分に対応しきれない場面

においても，テレビ会議システムによりその場に居ながら

にして，所管部署担当者（専門家）のサポートを受けるこ

とができる。

テレビ会議システムは住民，総合窓口担当者，所管部署

担当者の 3 者会議方式を採用することにより，住民の生の

声を伝えることができるようにしてある。

また，ここで得られた情報は，知識データベースに容易

にフィードバックできるため，その後の業務に対する貴重

な情報資産とすることができる。

申請書・届出書の電子化

従来，紙ベースで行っていた申請書・届出書を電子化す

ることにより，データベース技術を活用してどこからでも

容易に必要な情報が取り出せるようになる。

これにより，従来は所管部署窓口においてあらかじめ準

備しておかなければならなかった申請書・届出書を，総合

窓口で一括して提示できるようにするとともに，不要な資

源の浪費といった環境問題への取組みにもなる。

また情報を電子化することは，今後展開されていく庁内

の各種業務システム（住民基本台帳ネットワークや，文書

管理システム，財務・決済システムなど）との連携を容易

に実現するための足掛かりとなる。

バリアフリーへの対応

行政サービスの平等性の観点から，バリアフリー対応が

容易に行えるようにしてある。

これは単に，空間的制約の緩和・解消などに代表される

ハードウェア的な対応のみを示すものではなく，手続きを

行ううえでの入力のサポート（キーボードやマウスが利用

できなくても音声による入力が可能，視覚や聴覚に障害が

あっても音声・点字による認識が可能など）や，さまざま

な言語への対応など，ソフトウェア的な対応が必要に応じ

て自由に追加できることを意味する。

総合窓口の業務の流れ

図３は，総合窓口システムを実際に運用する場合におけ

る業務フローを示す。

具体的な流れを順に追うと次のようになる。

総合窓口において住民の目的・相談内容から，図４の

手続きの流れに従って必要な行政手続きを検索する。

特殊な相談内容などにより，総合窓口担当者が十分に

対応ができない場合，図５の流れに従ってテレビ会議シ

ステムにより所管部署担当者（専門家）からサポートを

受ける。

ここで相談相手となる所管部署は，総合窓口担当者か

らの指定が可能であるため，所管部署側の担当者は総合

窓口担当者から指名を受けた場合のみ相談に応じればよ

い（窓口に所管部署の職員を常に配置しておく必要がな

い）。
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（1）住民が窓口担当者に相談�

（2）相談内容から必要な情報を検索�

（3）テレビ会議により所管部署と相談�

（4）様式に必要事項を入力�

（5）入力内容を確認して出力（印刷も可能）�

（6）受付け処理�

（7）発　行�

窓口担当者の対応�
可能�

不可�

図３　業務フロー

手続き画面�
手続き内容�

☆庁内で行う手続きのご案内�
　××届を行って下さい。�
　××手続きを行って下さい。�
　××手続きを行って下さい。�
　　　：�
�
�
☆庁外で行う手続き�
　××機関で××変更を行っ�
　て下さい。�
　　　：�

住民�

案内�
担当者�

総合窓口端末�

☆相談内容から，必要な手続きを検索する。�
　庁内，庁外の両方で手続きを表示することができる。�

質問に解答すると，�
必要な手続きの一覧�
が表示される。�

図４　手続きの流れ（手続き検索）
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申請書・届出書に必要事項のみを図６の手順で入力す

る。

重複する項目（住所や氏名，生年月日，性別など）は

転写されるため，何度も入力する必要がない。

また，様式自体が初期誤りを検出する機能を持ってい

るため，記入漏れや誤りが防止できる。

入力内容を図７の手順で確認して提出する。

他の手続き機関への案内などの場合は，印刷して住民

に提供する。テレビ会議により所管部署担当者に入力内

容を確認してもらうことも可能である。

行政窓口サービスの今後

申請・届出手続きの電子化，行政ワンストップサービス

は，「行政情報化推進基本計画の改定について」（1997年12

月20日閣議決定）に基づく，省庁別アクション・プランの

策定，「経済新生対策」および「ミレニアム・プロジェク

ト」など，国を中心とした官民一体のプロジェクトとして，

今後ますますその進展の度合いを早めていくことが予想さ

れる。

その中で，今後は自治体内部での総合化から，自治体間，

あるいは自治体と他の行政機関とにまたがったサービスの

提供へと展開され，さらには，KIOSK端末に代表される

ような場所を選ばないサービスの提供により，住民は真の

ワンストップサービス，ノンストップサービスを享受でき

ることになるであろう。

あとがき

以上，電子自治体構想の動きの中で行政窓口サービスが

どのように発展していくのか，また富士電機においてはそ

れにどのような対応をしているかを述べてきた。

表２に現在富士電機が提供可能な総合窓口システムの機

能を示すが真に住民の利便性を考慮した場合，自治体間や

異なる機関とサービス窓口を連携する機能など，今後の課

題として残されている。

今後は，政府の動向および他の自治体情報システムとの

連携を見据えて，より住民のサービス向上につながるシス

テムの展開を図っていく所存である。
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窓口者映像�

部門担当者映像�

TV会議�
映像�

TV会議�
映像�

案内画面�

住民�

案内担当者�

☆窓口担当者が困ったときは，所管部署担当者と相談する。�
　相談は，市民－案内担当者－所管部署担当者の3者テレビ�
　会議で行う。�

所管部署端末�

所管部署担当者�

図５　手続きの流れ（テレビ会議）

××届�

氏名　　　○山　×夫�
住所　□□県△△市○○町�

△△手続き�

本人氏名　○山　△太�
住所　□□県△△市○○町�

住民�

申請書�
・案内�

案内�
担当者�

総合窓口端末�

☆相談内容から必要な案内や様式を呼び出して表示できる。�
　入力チェック機能により，誤りが検出された場合は訂正�
　する。�

氏名，住所など�
の重複項目は何�
度も入力する必�
要なし。�

図６　手続きの流れ（申請書・届出書の入力）

××××の�
変更手続きの方法�

△△市××機関の地図�

取扱い機関 △△市××機関�
受付時間　平日AM10:00�
　　　　　　　～PM5:00�
　　　　　土日AM10:00�
　　　　　　　～PM3:00�
必要書類　住民票1通�
�

××届�

氏名　　　○山　×夫�
住所　□□県△△市○○町�

印�

住民�

☆利用者は申請手続きを行う。�
　庁外の手続き案内の場合は，その内容に従った処理を行う。�

庁外へ�

申請�

図７　手続きの流れ（提出）

表２　富士電機が提供する機能�

相　談�

公共施設設置端末�
（駅，郵便局など）�

申　請�

○� ○�

○�

○�

○�

○�

将　来�

役所の総合窓口�

民間施設設置端末�

家庭・企業の端末� 将　来�

○�

住民 IDカードなどの�
個人認証により可能�

将　来�

将　来�

発　行�



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




