
【国土交通省】

府省 部局 符号

業務改革の取組内容

国土交通省 本省内部部局 －
配布資料はできる限り事前に参加者に送付することや会議の開催時間は勤務時間内の適切な時間帯に設定すること等を定めた、会議の
効率化のためのガイドラインを策定し、各部局に周知。

国土交通省 本省内部部局 ①
不要不急の休日出勤等を抑制するため、職場のパソコンへのリモートアクセスの導入を促進。

国土交通省 本省内部部局 ①
国土交通省が過去に答弁作成、合議、メモ入れした国会質問全てについて、質疑者、答弁者、質問内容、答弁作成部局、合議部局等を
データベース化し、キーワード検索を可能とすることで、担当割り振りや答弁作成を容易化・迅速化。

国土交通省 本省内部部局 ①
部局毎に電子決裁で処理するのになじむと考えられる案件を整理している（復命書、海外渡航申請等）。また、専決規定の積極的な活用
（休暇簿処理に係る決裁を局長決裁から課長決裁に変更する等）や押印数の削減を図っている。

国土交通省 大臣官房官庁営繕部 ①
地方支分部局管内の官庁施設の老朽度合などの情報について、官庁施設情報管理システムの導入により各部局からインターネットでの直
接入力が可能となり、本省のとりまとめ担当係を合理化。（１人合理化）

国土交通省 総合政策局 ③
PPP/PFI推進業務に関し、地方公共団体における課題把握、相談対応等について、課内の職員に地区担当を割り振って対応することによ
り、担当係の業務量が軽減することから、現行の２係体制から１係体制へ見直し。（１人合理化）

国土交通省 総合政策局 ③
業務を重ねていく中で調査手法の習熟に伴い、調査対象担当者の明確化や真に必要な調査項目の精査などを行い、調査業務の軽減図っ
たところ。これを踏まえ、当該業務を他の係に集約化。（１人合理化）

国土交通省 総合政策局 ③
多国間及び二国間との各種国際会議等における連絡調整業務を行っているところ、これまでの業務経験を蓄積の上、共通部分の連絡調整
方法をマニュアル化し、その定型化を行ったことにより、業務の改善・軽減を図り、現在の体制から一本化を行う。（１人合理化）

国土交通省 国土政策局 ③
国土形成計画に係る調整業務と、国土の基本的な政策に関する調整業務とを統一的に行う体制とすることで、より効率的・効果的な業務実
施体制に見直し。（１人合理化）

国土交通省 国土政策局 ③
調査業務について、多大な調整業務等の発生する離島住民に対するヒアリングのセッティング等を外注することで業務の効率化を図り、企
画業務と統一的に実施する体制に見直し。（１人合理化）

国土交通省 土地・建設産業局 ③
「法人・土地建物基本調査」の業務が、電子回答の導入や調査業務の外注等により業務の効率化を図り、合理化。（１人合理化）

国土交通省 土地・建設産業局 ③
建設関連業（測量、コンサルタント、地質調査）の登録業務及び経営分析業務について、業者数の減少傾向や登録システムの改善によるシ
ステム内のデータの利活用により業務が効率化してきたことから、業務実施体制の見直しを図り、合理化。（１人合理化）

国土交通省 都市局 ③
大都市圏行政について、政策課題が都市再生等へ移行していることを踏まえ、大都市部の都市再生業務の体制を見直し、集約化すること
により合理化。（１人合理化）

国土交通省 都市局 ③
環境影響評価法における都市計画の手続きに係る業務について、近年、同法の対象となる大規模施設の都市計画が減少していることか
ら、都市環境に関する業務の体制を見直し、集約化することにより合理化。（１人合理化）

国土交通省 水管理・国土保全局 ③
決算に関する業務について、社会資本整備事業特別会計の廃止を契機に業務の執行体制を見直し、業務の平準化を図ることにより合理
化。（１人合理化）

※符号欄は、「国の行政の業務改革に関する取組方針」（平成26年７月25日総務大臣決定）における各項目への該当を、以下のとおりに示すもの。
　①…行政のＩＣＴ化の推進、②…業務の必要性の見直し、③…業務の実施体制の見直し、
　④…民間能力等の活用、⑤…行政のオープン化・双方向化、「－」…その他（業務改革の推進体制の整備等）



府省 部局 符号

業務改革の取組内容

国土交通省 水管理・国土保全局 ③
河川整備基本方針・河川整備計画に関する河川環境の整備・保全に係る自治体・住民との連携に関する業務について、他の係との業務分
担を見直し、集約化することにより合理化。（１人合理化）

国土交通省 道路局 ③
予算執行・予算管理（経理）・決算に関する業務について、社会資本整備事業特別会計の廃止を契機に課内の業務体制全体を見直し、決
算に関する業務を集約化することにより合理化。（１人合理化）

国土交通省 住宅局 ③
住宅建設の見通しや住宅資金の調査等に関する業務を担当する係と、住居費や家賃制度の企画研究を行う係を統合し、住宅市場の分析
等をより効率的・効果的に実施する体制に見直し。（１人合理化）

国土交通省 住宅局 ③
市街地の良好な景観形成に資する建築関係業務について、景観形成に関する企画立案、制度運用に係る指導等の業務や制度の普及計
画、調査研究に係る業務はそれぞれ別の係に担当させることにより、より効率的・効果的な業務体制へ見直し。（１人合理化）

国土交通省 鉄道局 ③
総務課貨物鉄道政策室が行っている国際貨物に関する業務について、親和性・効率性を勘案し、貨物鉄道の業務に係る研修等を実施する
ことにより、鉄道関係の国際業務全般を担当する国際課に一元化する。（１人合理化）

国土交通省 鉄道局 ③
施設課鉄道防災対策室では超電導リニアの大深度地下利用による防災対策業務を行っているが、防災対策も含めて施設全体を効率的に
審査するため、処理手順の標準化を行うことにより、審査担当である施設課において大深度地下利用にかかる業務を一元化することとし
た。（１人合理化）

国土交通省 鉄道局 ③
技術企画課技術開発室は、超電導リニアにおける大深度地下利用実用化のための技術課題検討事務を行っているが、処理手順の標準化
を行うことにより、課題検討も含め審査担当である施設課において大深度地下利用にかかる業務を一元化することとした。（１人合理化）

国土交通省 海事局 ③
総合的な政策の企画・立案に関する事務の総括業務のうち、政策の企画・立案、決定、公表等に際する局内各課との調整業務等につい
て、処理手順の標準化を行うことにより、総合的な政策の調査、情報収集、企画立案事務を実施する係に一元化。（１人合理化）

国土交通省 海事局 ③
環境の保全に関する国際協定のおける制度の調査及び企画立案に関する事務を、処理手順の標準化を行うことにより、国際機関等との連
絡・調整に関する事務を実施する係において実施することとして合理化。（１人合理化）

国土交通省 海事局 ③

「プレジャーボートユーザー対策」業務について、業務の内容を分析し、舟艇の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する
企画立案業務と近似するものと判断したため、業務の親和性を考慮し、一元化。（１人合理化）

国土交通省 港湾局 ③
5年に一度全国で実施している統計調査にかかる業務が一旦縮小する見込みであることを踏まえ、他の担当者に対して港湾計画・物流に
関する研修を実施することにより、業務を集約化。（１人合理化）

国土交通省 港湾局 ③
・補助事業に係る交付決定や財産処分など、従前本省において行っていた業務の一部を地方整備局に事務委任することにより、業務量を
平準化（１人合理化）

国土交通省 航空局 ③

・航空機の機上装置や地上施設の高度化に伴う新経路導入に係る基本方針の作成関係業務のピークを終え、到着機の降下経路への展開
が一旦縮小したことを踏まえ、新経路導入担当の27年度以降の業務（巡航中の飛行経路への導入業務、出発後の上昇経路への導入業
務、到着機の降下経路への導入業務等）量の分析及び業務実施体制の見直しを行い、新経路設計のマニュアル整備及び新経路導入に係
る業務処理手順の標準化を行うことにより、出発機の上昇経路への導入担当に集約化することとした。（１人合理化）

国土交通省 国土地理院 ③
地形図等整備業務について、技術開発によって、座標値等のデータから地形図等をより効率的に整備する方法を導入し、合理化。（１人合
理化）

国土交通省 海難審判所 ③ 再任用職員の活用等により、地方の定員を中央で重要な課題を担う部署に再配置するなど、人員配置を見直す。（１人合理化）



府省 部局 符号

業務改革の取組内容

国土交通省 地方整備局 ③
各事務所の27年度以降の業務量を分析し、研修を実施した上で各業務を別担当に集約化（21人合理化）

国土交通省 地方整備局 ③

各事務所におけるそれぞれの事業の進捗による工事発注業務等の業務量の変化を踏まえ、同一の業務を行っている官署で職員１人当た
りの業務量の格差を是正するため、事務所等間の業務量を、工事発注件数等の指標に基づいて定量的に比較し、人員配置を見直す。
（150人合理化）

国土交通省 北海道開発局 ③④

・特殊車両通行許可業務及び共済組合に関する事務について、基幹的な部署に集約するとともに、特殊車両通行許可業務の一部を民間
委託。
・各開発建設部において、業務分担の見直しを行うとともに、工事の設計・積算、監督業務に関する補助業務等を民間委託。
（38人合理化）

国土交通省 北海道開発局 ③
広報・広聴業務の共通性、繁閑時期を考慮し、係毎に各業務を担当するライン制から、機動的に人員配置が可能となるスタッフ化を推進。
（１人合理化）

国土交通省 北海道開発局 ③
工事の設計審査及び設計基準の設定等に伴う業務について、業務実施体制の見直しを行うとともに、補助的業務については、再任用短時
間勤務職員を活用。（1人合理化）

国土交通省 地方運輸局 ③

・一般乗合旅客自動車運送事業等の経営改善業務について、再任用職員を活用する。
・中小企業等協同組合に関する業務については、近年新設等の動きが無いこと、既存協同組合にかかる決算報告、役員・定款変更に関す
る業務が定例・定型的な業務であることから、マニュアルを整備することによって業務の属人性を軽減した。さらに、集計等においてもシステ
ム化により効率化を図ることとした。これらにより、監理係及び業務係にて同業務を集約化することとした。
（２人合理化）

国土交通省 地方運輸局 ③
造船法施行規則第５条関係の集計・報告業務及び小型船舶登録法の船体識別番号にかかる事務並びに各種会議・講習会（廃船処理協議
会・中小造船業舶用工業経営技術講習会）開催の立案・調整に関する業務について、再任用短時間職員を活用する。（１人合理化）
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国土交通省 地方運輸局 ③

船舶への危険物積付検査事務、船舶安全法及び海防法の規定による型式承認業務、ＳＯＬＡＳ法に基づく各種証書交付事務などのマニュ
アルの更なる見直しを行う。また、部内の3名の係長を短期異動により２課の業務を習得させ、不在時・繁忙時等に他課の業務応援体制の
構築を図る。（１人合理化）

国土交通省 地方運輸局 ③

・福祉タクシー等による福祉輸送に関する制度的助言やタクシー事業者・福祉団体・自治体等との連絡調整に関する業務等について、現在
配置されている再任用職員を活用する。
・鉄道事業の索道業務（許認可、調査統計業務）については、事業者数の減少傾向により業務量に変化が生じていることを踏まえ、業務を
課内他の職員で分担するとともに、他課再任用職員も活用する。
・鉄道バリアフリー補助金・地域鉄道活性化等を所管する計画課において、業務の実施体制を見直し、業務の関連性に応じて、他の専門官
や係に業務を分配することとした。
・都市計画に関する業務は近年数件程度である状況を踏まえ、計画専門官の業務についてマニュアル化するによって属人性を軽減すると
ともに、その内容を研修し、計画係に所掌を統括させることでの見直しを行う。
・検定業務が減少傾向にあることを踏まえ、整備課における業務実施体制の見直しを行う。また、表彰業務については、現時点の表彰対象
事業数を維持することの必要性を精査した上で、表彰規則を改正し、表彰対象事業場数を削減することで業務の効率化を図った。
・総務課課長補佐の担当する業務について、再任用職員を活用する。
（６人合理化）

国土交通省 地方運輸局 ③

・窓口業務が輻輳した場合や申請事務が繁忙となった場合等には、スタッフ制を活用して、支局内の他部門（特に輸送・監査業務経験のあ
る職員を中心として）からの職員の配置（応援態勢）を行う。
・同じ事務所内の専門官を併任発令し、臨時的・時期的な業務の増大時には、併任を活かして機動的に対応する。
・倉庫業、旅行業、旅行業者代理業等やホテル及び旅館の登録に関する業務を支局から本局に集約化。また、支局の運輸企画専門官が
大きな役割を果たしていたバリアフリー教室や自治体との地域交通調整等に関し本局がサポートしていく。
・自動車運送事業の発達、改善及び調整等に関する業務について、各種申請については支局ホームページ上で、申請様式を用意し併せて
注意意事項も掲載することで、窓口や電話による問い合わせの減少及び対応時間の短縮により業務の効率化を図り、臨時的・時期的な業
務の増大については、支局スタッフ制による機動的な人員配置で対応する。
・登録部門では、申請件数が比較的午前中に偏る傾向があり、支局におけるスタッフ制を活かし、午前中の時間帯に他部門から所要の職
員を登録部門へ配置することで、日単位の最適配置を行う。
・印鑑照合取扱業務を簡素化し、事務手続きの省力化を図り、また、登録オペレーター業務をすべて非常勤職員対応に振替える。
（10人合理化）

国土交通省 地方運輸局 ③

・教育・訓練プログラムを策定し、状況に応じて職員が複数の職種（船舶検査官、船舶測度官、外国船舶監督官）を兼務できるよう、技量の
向上を図る。
・外国船舶監督業務（入港外国船舶へ立入り、国際条約に適合しているか等について確認）は、現在、船員の訓練・資格要件等のソフト面
と、船舶の構造・設備及び海洋汚染防止設備等のハード面で担当者が別れているが、ハード・ソフト両面の研修（座学研修、乗船研修、OJT
など）を実施し、外国船舶監督官業務全般にわたる知識を習得させ、全ての者がソフト面・ハード面の両方を担当することを可能とした。これ
により両業務を同一の者が行うことに相乗効果や重複の排除による効率的な業務実施を実現し、ソフト面の担当者を合理化。（６人合理化）

国土交通省 地方運輸局 ③

・総務課が所掌している連絡・調整業務並びに情報公開、個人情報開示業務等については処理等が定型化していることもあり、手順等を定
め業務の効率化を図り、同業務を同課の他の職員で分担する。
・貨物課専門官については、中小企業等協同組合関係業務を担当していたものであるが、部内他課（旅客一課）職員の人的応援体制を構
築するとともに、課内の業務量分散化を図る。
（２人合理化）
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国土交通省 地方運輸局 ③

・総務担当業務（庶務担当業務）については、定型的な業務が多いことから業務手順を整備することにより、属人性を減らし当該業務を他の
総務企画担当へ振分け合理化を図る。
・既に実施しているスタッフ制を活かし、研修等の実施や経験者の配置等により、他部門の人員についても繁忙期に対応できる体制を強
化。
（２人合理化）

国土交通省 地方運輸局 ③
労働条件・安全衛生等業務及び各種許認可申請の審査並びに調査・統計等の業務について、現在配置されている再任用職員を活用す
る。(２人合理化）

国土交通省 地方運輸局 ③
・自動車の登録・自動車抵当等の業務について、短時間再任用職員を活用する。（１人合理化）

国土交通省 地方航空局 ③

・近隣空港における運航援助情報業務（飛行計画の審査、運航に必要な航空情報の提供、発着調整等）を、飛行援助センター（運航を支援
する拠点空港）に集約する。
・航空需要を分析し、需要が少ない空港についてリモート対空通信化。
・空港事務所における給与・会計等の内部管理業務のうち、給与計算・支払業務・共済業務について、本省航空局に集約。
（13人合理化）

国土交通省 地方航空局
③・
④

・マニュアル等の見直しによるＯＪＴ期間の短縮及びＯＪＴ修了時の技能レベルの高度化を図るとともに、運用監視業務・巡回管理業務等の
集中を回避するため、自官署及び管内官署の年間・月間保守業務のスケジュールを調整し、各業務の平準化を図る。
・保守業務の民間委託及び業務の集約管理の実施。
（23人合理化）

国土交通省 地方航空局 ③

・時間帯による交通量や業務の増減等を勘案し、必要な訓練を施したうえで、交通量が減少してきた夜間時間帯において、ターミナル・レー
ダー管制担当席を統合し、当該業務を実施する要員の配置の見直す。（１人合理化）

国土交通省 地方航空局 ③

・時間帯による交通量や業務の増減等を勘案し、必要な訓練を施したうえで、朝及び夕方を除く交通量が減少する昼間時間帯において、運
航援助情報業務席及び飛行場情報業務席を統合する。
・外国航空会社との調整業務について、長年積み重ねた調整内容について業務マニュアルを整備し、一部調整業務の定型化を行った。こ
れにより、他業務を実施する要員が一時的に当該業務を補完することが可能となり、当該業務を実施する要員の配置の見直す。
（５人合理化）

国土交通省 地方航空局 ③

・時間帯による交通量や業務の増減等を勘案し、必要な訓練を施したうえで、朝及び夕方を除く交通量が減少する昼間時間帯において、対
空援助業務席及び運航援助情報業務席を統合する。
・時間帯による交通量や業務の増減等を勘案し、必要な訓練を施したうえで、データリンク通信により通信回数が減少してきた深夜から早朝
時間帯において、エリア別通信担当席を統合する。
（２人合理化）

国土交通省
・地方航空局

・航空交通管制部
③

保守業務の外注化後、業者への業務指導・訓練等を徹底することにより、職員立会の回数を減らせる検証ができたことや、監視装置の計
測データ及びイベント記録等を有効活用することにより、保守時の記録が省略化できたため、業務の効率化が図られた。（２人合理化）



府省 部局 符号

業務改革の取組内容

国土交通省
・地方航空局

・航空交通管制部
③

・航空機の運航に関する調整業務について、空域が隣接するロシアの管制手法の変更を踏まえ、レーダーや新たに導入するロシアとの専
用電話を使用することによる管制区域間の航空機の受け渡し方式を導入し、ロシア当局との度重なる調整を行った上で、航空機の前後の
距離間隔の短縮を図り、業務効率化を行った。
・時間帯による交通量や業務の増減等を勘案し、必要な訓練を施したうえで、交通量が減少する夜間時間帯において、運航援助情報業務
席及び飛行場情報業務席を統合する。
・航空衛星運用官については、業務ごとの技能証明が求められる衛星航法業務と衛星通信技術業務について、相互の技能証明を取得さ
せ、夜間時間帯の一部業務について、試行的に業務を実施する要員が相互に業務を補完することにより、要員の配置の見直しを図る。
（７人合理化）

国土交通省 管区気象台 ③

地域航空気象官署における管轄する空港の飛行場予報業務（空港の予報・警報に係る作成・発表業務）について、動画カメラ、監視ツール
（報知機能）の充実及び飛行場予報作業マニュアルの改善など技術面の向上に取り組み、飛行場予報業務を効率化するよう体制の見直し
を行った。（５人合理化）

国土交通省 管区気象台 ④
空港出張所における観測業務の一部民間委託及び解説業務の地域航空気象官署への集約により、航空関係者に対する適切な気象情報
が確保される体制を整備した。（37人合理化）

国土交通省 運輸安全委員会 ③
事故等調査報告書の作成に係る業務について、業務量及び業務処理の属人性の軽減を図るため、同報告書の作成過程における処理要
領等を見直し、定型的に整理した。（１人合理化）

国土交通省 海上保安庁本庁 ③

海上保安庁本庁において、諸外国の研修員に対する海洋情報業務に関する技術研修の一部を公益法人に委託、各種の解析・収集・管理・
提供に係るプログラムの構築・見直しによる手入力の自動処理化、観測・調査・分析に係るマニュアルの見直し・簡素化などを行い、業務実
施体制を効率化
（14人合理化）

国土交通省 管区海上保安本部等 ③④

・各管区において、以下の取組等により合理化
①航路標識の保守・点検業務の外注化、
②必要性が低下した航路標識の廃止により航路標識告示関係事務の減量化、
③航路標識関係の予算要求事務マニュアルの見直しを行い要求額算出の簡素化・効率化、
④船舶交通の安全に必要な各種情報提供の一部を自動音声化し、原稿の手動入力及び放送原稿の確認業務の効率化・省力化、
⑤航空機整備業務に係るマニュアル整備・資機材の管理事務の簡素化・作業手順書等の様式の統一化
（90人合理化）
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