
【国土交通省】

府省 部局
業務
改革
番号

業務改革の取組内容

国土交通省
大臣官房

運輸安全監理官
③

企画第二係長は、平成１８年４月１日に新設後、「安全管理規程に係るガイドライン」の策定・改正や、「小規模事業者ガイドライン」の策定など、運輸安全
マネジメント評価の評価方針等を作成してきたところ。
その結果、企画第二係長の業務内容である「運輸安全マネジメント評価の評価方針・計画の作成」等が定型化された。また、「運輸安全マネジメント評価
の実施対象の選定」業務についても、鉄道モード等において大規模事業者を優先した評価の順位付けを確立できたことにより定型化がなされた。
このように、現段階において、運輸安全マネジメント評価に伴う業務が定型化されたことから、企画第二係長のこれらの業務を合理化した上で企画第一係
長の業務に統合することにより、業務効率化・業務改革を行う。

国土交通省

大臣官房
官庁営繕部

整備課
特別整備室

③
霞が関の官庁施設を対象とした中長期改修計画に基づく新たな改修サイクルを構築し、同サイクルの運用を「要領」として整理して職員で
共有化するとともに、業務実施体制を従来の「施設ごとの担当」（4名）から「建築・電気・機械の専門分野ごとの担当」に見直すことにより、
年度ごとの改修計画がより合理的かつ効率的に作成できる体制に見直す。

国土交通省
総合政策局
技術政策課

③
運輸技術、気象業務に関連する技術に関する研究・開発の企画立案について、交通運輸分野の政策課題の解決への貢献に焦点を当て
て研究・開発分野を絞り、重点化を図る。また、これまで技術係において実施してきた研究等の成果について、整理・電子化を行った上で、
それらを基に企画係と一元的に実施することにより、同種業務の合同化等、業務及び業務実施体制の効率化を図る。

国土交通省
総合政策局

総務課
土地収用管理室

③
管理係で行っている直轄事業の事業認定業務のうち、地方整備局からの事前相談対応等について、これまでの相談内容のデータベース
の作成や、事業認定に当たってのチェックポイントなどのマニュアルを整備することで、事業認定の事前相談対応に係る業務を定型化・軽
減した上で、室内の職員に地区担当を割り振って対応することにより合理化する。

国土交通省
土地・建設産業局

地籍整備課
③

地籍調査の適切な実施のために行う指導・研修業務については、指導内容を具体化するマニュアルの作成と研修業務の定型化により、
業務の効率化・簡素化を図るとともに、実施体制の集約化により合理化する。

国土交通省
土地・建設産業局

建設業課
③

建設業法に基づく工事現場に配置する技術者の問合せに関する業務について、過去の問合せ内容、回答及び関係資料を体系的に整理
しマニュアル化することで、問合せ対応を容易化するとともに、当該整理内容を課内で共有し、相談対応の一部を課内で分散して対応する
よう合理化する。

国土交通省
水管理・国土保全局

総務課
③

予算関係資料の作成業務について、過去の資料をデータベース化して検索しやすくすること等により効率化し、都道府県等からのデータ
集計・報告業務について、データを報告様式にリンクさせるシステムを導入して効率化することにより、予算担当係の業務分担を見直し、
合理化する。

国土交通省
水管理・国土保全局

治水課
③

流域における治水対策の企画・立案、計画業務について、これまでの検討の蓄積等を踏まえ、留意点等を整理するとともに、具体的対策
内容や関係機関との調整状況等を収集・データベース化し、参照しやすくすることで業務の効率化を図る。

国土交通省

水管理・国土保全局
水資源部

水資源政策課
水源地域振興室

③
ダム事業中止に係る生活再建に関し、事業実施に関する業務と、予算等制度の調整を図る業務をそれぞれ行ってきたところ。これまでの
経験が蓄積され、両業務を整理しマニュアル化することにより定型化できるようになったことから、両業務を集約化することとし、業務の効
率化を図る。

国土交通省
道路局

環境安全課
道路環境調査室

④ 道路環境計画に関する情報のデータベース化及び提供に関する業務を民間委託することで、業務の効率化を図る。

国土交通省
住宅局

住宅生産課
住宅瑕疵担保対策室

③
瑕疵担保履行法施行以来の業務の実施状況を踏まえ、保険法人に対する指導・検査等についてマニュアルの整備を行うとともに、ノウハ
ウが蓄積されてきたことを踏まえ指導係の業務を他の担当で分担することにより、効果的・効率的な業務実施体制に見直す。

※符号欄は、「国の行政の業務改革に関する取組方針」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



国土交通省
住宅局

住宅総合整備課
③

業務係の公営住宅に関する補助金業務について、当該業務の処理手順を標準化することにより業務の効率化を図る。一方、同課公共住
宅管理係は公営住宅の管理に関する業務を行っているが、業務係が行う補助金業務を標準化した上で公共住宅管理係に一元化すること
により公営住宅管理業務を一体的に行うことができ、補助金業務を含めた公営住宅全体の管理業務の効果的かつ効率的な業務実施体
制を図ることができる。よって、業務係の業務について効率化を図り、かつ公営住宅管理に関する業務の実施体制の見直しを行う。

国土交通省
鉄道局
国際課

③

当該専門官は、先進国の高速鉄道計画におけるコンフリクト（発注側と受注側の利害相反）問題の未然防止の取組等種々の業務を担っ
ている。一方、近年東南アジア諸国等途上国においても高速鉄道計画が増加し、途上国を担当する同課国際協力室でも、同様な業務へ
の対応が必要となっている。
また、高速鉄道プロジェクトを有する途上国数は先進国のそれを上回る現状から、業務の一元化による効率性を検証し業務分担の見直し
を行った結果、アメリカ等の先進国案件をブラジル、ベトナム等の途上国を主に担当している同室に移行、集約させる。これにより当該専
門官の業務を縮減するとともに、蓄積されたノウハウを途上国担当での検討・取組にも活かすなど効果的な業務執行を行う。

国土交通省
自動車局
旅客課

③

旅客課内における業務必要性や業務量の平準化を図る観点から業務量を不断に見直し、旅客課地域交通室企画係長（地域住民の生活
に必要な輸送の確保に関する企画立案・調整）に関する業務について、その親和性・効率性を勘案して、同室調整係長（自家用有償旅客
運送）に一元化し、地域輸送である自家用有償運送も含め地域生活輸送の確保に係る施策を一体として企画調整するとともに、これまで
両係長が行っていた自家用有償旅客運送及び自家用自動車貸渡業に係る統計等の定型的業務を抽出した上で、入力様式を統一、整理
して入力集計を効率化し、賃金職員を活用して対応する等の業務実施体制の効率化を行う。

国土交通省
自動車局

環境政策課
③

環境政策課内における業務必要性や業務量の平準化を図る観点から業務量を不断に見直し、環境政策課地球温暖化対策室燃料係長
に関する業務（自動車燃料及び自動車燃費の公害防止に係る企画・立案）について、その親和性・効率性を勘案して、同室次世代自動車
係長（次世代自動車の環境性能の評価に係る企画・立案）に一元化し、通常の自動車から次世代自動車まで一体的に自動車環境性能に
係る政策を企画立案するとともに、燃費に係る統計等の定型的業務を抽出し、賃金職員を活用して対応する等の効率化を行う。

国土交通省
海事局
外航課

③
海事局外航課輸送第二係が行っている日本船舶・船員確保計画の認定事務について、マニュアルを作成し、業務を定型化した上で、安定
的な国際海上輸送の確保等に係る事務を担当する企画係が従前から所掌する企画立案事務とこれを一体的に実施することとする業務の
効率化を行う。

国土交通省
海事局

検査測度課
③

海事局検査測度課放射性物質係が行っている放射性物質及び放射性物質によって汚染された物の輸送の安全確認審査及び同課放射
性廃棄物係が行っている放射性廃棄物の輸送の安全確認審査について、マニュアルや審査様式の整備により当該業務を定型化するとと
もに、過去の一定期間の輸送情報を整理したリストを整備することで類似の輸送などの前例の検索を容易にすることにより、業務を効率
化。これにより、放射性廃棄物係が行っている事務を放射性物質係の所掌範囲につき実施することとする業務の効率化を行う。

国土交通省
港湾局

海岸・防災課
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
平準化する。

国土交通省
港湾局

産業港湾課
③

国際バルク貨物輸送の効率化のための企業連携について、従前本省において行っていた業務の一部を各地方整備局に委ねることによ
り、現行の２係体制から１係体制へ見直す。

国土交通省
国土技術政策総合研

究所
③

類似した２つの研究課題で重複して実施されていた海外事例調査を一元化して実施すること等により、研究室間及び研究者間の業務分
担の見直しを行い、研究実施体制の効率化を図る。

国土交通省
国土地理院

測地部
物理測地課

③

現在、測量業務において従来型の測量形態からグローバル・ポジショニング・システム(GPS)等のグローバルナビゲーションサテライトシス
テム(GNSS)化が進むにつれて、グローバルナビゲーションサテライトシステム(GNSS)を利用した標高測定のためのジオイド・モデルの高精
度な整備は必須となっているところ、ジオイド・モデルの整備に当たって、同じ物理測地課内の重力係において整備している重力測量によ
る重力データ等の既存データを活用すること等によりジオイド測量の効率化を図り、また、重力係とジオイド係の業務を一体化して実施す
ることで業務全体の高精度化・効率化を図る。



国土交通省
小笠原総合事務所

総務課
③

小笠原総合事務所総務課の所掌事務のうち、小笠原諸島の振興に関する調査、企画に関する事務について、本省において実施する調
査、企画業務の補助に限定し、調査、企画の主たる内容を国土交通省本省に集約することにより、業務の効率化、高度化を図る。

国土交通省 地方整備局 ③ 各事務所の設計・積算・技術審査業務に関する補助業務等を民間委託し、定員を合理化する。

国土交通省 地方整備局 ③ 各事務所の品質検査業務に関する補助業務等を民間委託し、定員を合理化する。

国土交通省 地方整備局 ③
港湾事務所等における契約に係る支払い等業務を、本局担当に集約して一括実施することにより業務量を削減・業務実施体制を効率化
する。

国土交通省 地方整備局 ③
各事務所における一定の築年数を経過した橋梁数と担当職員数を比較し、事務所間の業務量の格差を是正するため、１人当たりの橋梁
数の少ない事務所について合理化する。

国土交通省 地方整備局 ③
各事務所における特殊車両通行許可申請件数と担当職員数を比較し、事務所間の業務量の格差を是正するため、１人当たりの申請件
数の少ない事務所について合理化する。

国土交通省 地方整備局 ③

各事務所における
・耐震対策等の大規模地震対策の実施状況を踏まえ、事務所間の業務量を耐震対策が必要となった構造物数等の指標に基づいて
・河川管理施設数や長寿命化計画の策定状況を踏まえ、事務所間の業務量を河川管理施設数等の指標に基づいて
・許可工作物の管理者に対する指導の状況を踏まえ、事務所間の業務量を指導を要する許可工作物数の指標に基づいて
定量的に比較し、人員配置を見直すことにより、業務量格差の是正を図る。

国土交通省 北海道開発局
③
④

開発建設部の諸手当認定や給与支払い事務等については、上位の組織に集約するとともに、当該業務に係る補助的業務については民間委託等を活用
する。このほか、定型的な業務について、マニュアル等を整備し業務を効率化した上で、再任用職員を活用することにより業務実施体制を効率化する。

国土交通省 北海道開発局 ④
本局・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的業務について民間委託や再任用職員を活用
し、業務実施体制を効率化する。

国土交通省 地方運輸局 ③

業務に必要な力量を習得するための教育・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、職員一人ひとりの技量の維持・向上を図ることにより、効率的な業務実施体制の構築を進める。また、時期
的な業務の増大に対しては、管区機関から支局等に応援要員を派遣するなど、機動的な人員配置で対応することで、業務実施体制を効
率化する。

国土交通省 地方航空局 ③
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、中部空港及び那覇空港に発着する
航空機の発着日時に係る調整業務の定型化を行った。これにより対空援助業務を実施する要員が交通量が減少する夜間時間帯におい
て当該業務を補完することが可能となり、要員の配置の見直しを図る。

国土交通省 地方航空局 ④
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11 年法律第117 号）及び民間の能力を活用した国管理空港等
の運営等に関する法律（平成25年法律第67号）に基づく空港運営事業の民間委託化に伴い、土木維持管理業務等を民間事業者へ移管
する

国土交通省
地方航空局・

航空交通管制部
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上で、交通量が減少する夜間時間帯等において、以下の取組を行う
ことにより、業務の効率化を図る。（２名を要する業務を１名で実施するための業務フローを構築）
・レーダー調整席を他セクターのレーダー調整席と統合して業務を実施
・４つの地区で分担している国内ATFM（交通流管理）席の１つを他地区ATFM席に統合して業務を実施
・レーダー対空席を他セクターのレーダー対空席と、また、レーダー調整席を他セクターのレーダー調整席とそれぞれ統合して業務を実施
・管制席（データ計算席とレーダー調整席）を統合して業務を実施
・レーダー対空席を他セクターのレーダー対空席と統合して業務を実施

国土交通省 地方航空局 ④
平成10年６月に成立した中央省庁等改革基本法第22条９号「航空交通管制に用いる機器の整備等において、民間の能力を活用するこ
と」に基づき、保守業務の民間委託を実施する。



国土交通省 航空交通管制部 ③

航空交通情報システムの再配置整備により、当該システムによる航空通信を実施する業務を行う業務室と、各空港の運用状況の把握及
び航空機のダイバートに関する調整を実施する運航情報調整業務を行う業務室を統合し、また、業務マニュアルを整備することにより、運
航情報調整業務を実施する要員が随時、航空交通情報システムによる航空通信を実施する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しを図る。

国土交通省 地方航空局 ③
航空の安全及び行政サービスの低下を来さないことを前提に、航空需要が少ない空港をＲＡＧ（リモート対空通信）化することにより業務の
効率化及び業務実施体制の 適化を図る。

国土交通省 地方航空局 ③
航空衛星運用官については、５つの衛星業務ごとにそれぞれ技能証明が求められるが、運輸多目的衛星から準天頂衛星利用への移行
も見据えつつ、衛星航法業務と衛星通信技術業務については、１人の職員に両方の技能証明を取得させることによって、試行的に相互に
業務の補完を行うこととし、当該業務を実施する要員配置について段階的に見直し、業務の効率化を図る。

国土交通省
航空局

交通管制部
管制課

③

全国の４管制部を東西地区に分けて担当していた航空路整備（※）に関して、統合管制情報処理システムの導入により、運用方法や管制
要件が異なる管制部ごとに整備していた航空路管制システムの機能を統一化することが可能となり、整備マニュアルを策定したことで2名
の航空路整備担当を１名に集約化する。
※航空路整備：外国管制機関との境界も含めた国内空域の広域をカバーし管制業務を行うための無線施設（レーダー）、対空通信施設及
び管制システム等の整備

国土交通省
航空局

交通管制部
運用課

③
航空情報の作成、管理及び提供業務について、必要な訓練、また業務マニュアルを整備することにより、飛行場に係る情報を担当する要
員が随時、航空路に係る情報の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しを図る。

国土交通省 地方航空局 ④
三沢（事務所）及び当該官署が管轄している青森（出張所）や場外航空保安施設の用に供する機械施設（発電設備、ＵＰＳ、空調設備等）
の運用、保守管理について、保守業務の外注範囲の拡大、緊急時の対応体制等を外注業者へ実施させることによって、業務実施体制等
の見直しを図る。

国土交通省 管区気象台 ④
空港出張所（３官署、１８人）を廃止し、地域航空気象官署である新千歳航空測候所に３人移管し、差し引き１５人のうち１４人を再配置、１
人を定員合理化する。

国土交通省 管区気象台 ④
空港出張所（２官署、１２人）を廃止し、地域航空気象官署である仙台航空測候所に１人移管し、差し引き１１人のうち８人を再配置、３人を
定員合理化する。

国土交通省 管区気象台 ③
地域航空気象官署における飛行場予報業務について、管轄する空港の観測・監視機能の充実や予報作業ツールの改善により現業業務
体制の効率化を実施し、所要の定員合理化を行う。

国土交通省 気象衛星センター ④ 次期静止気象衛星の運用について、管制業務のＰＦＩ化を実施することにより要員配置の見直しを行い、所要の定員合理化を行う。

国土交通省 運輸安全委員会事務局 ③
専門官（航海データ解析等担当）が主として担務していた船舶事故等調査における航海データ回収・解析業務について、回収・解析手法
に係るマニュアルを整備するとともに、個々の事故調査官に対する研修・訓練体制を構築して 、同業務の知識・能力を向上させ、事故調査
官自らが通常の調査の一過程として行うことを可能とすることで、業務実施体制の効率化を図る。

国土交通省 運輸安全委員会事務局 ③
軽微な事故等調査報告書の作成に係る業務について、標準的な作成要領の整備に伴う業務の定型化により業務量を軽減するとともに、
再任用短時間勤務職員において同業務の処理を可能とすることで、業務実施体制の効率化を図る。

国土交通省 管区海上保安本部 ③
海上交通センター情報課において、海上交通情報機構処理システムの改修を行うことにより、原稿読み上げソフトを使用した音声確認が
可能となり、誤情報発信防止に係るダブルチェック体制を省力化することが可能となることから、夜間当直を2名体制から１名体制に見直し
を行い、所要の定員再配置を行う。

国土交通省 管区海上保安本部 ③
整備マニュアルの電子化、部品や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を行い、整備に関連する諸作業の効率化
を図ることにより、整備士が実施する整備作業全般を効率化し、業務の実施体制を効率化する。



国土交通省 管区海上保安本部 ④
航路標識の保守・点検業務について、消灯などの緊急時に必要な体制の確保に留意しつつ、灯台見回り船により行っていた業務を外注
化（用船化）できる箇所について、業務の実施体制を効率化する。

国土交通省 管区海上保安本部 ③

全国の光波標識について、船舶の通航実態等を調査の上、廃止しても安全性に影響がないと評価された標識を関係者の理解を得た上で
廃止することによる効率的な整備･管理を図り、告示事務の減量化が図られることに加え、予算要求事務については、管区本部から本庁
への予算要求手続の効率化（関係施設・機器の基礎データベース化による基本データ入力の省力化、複数の様式の統一化、積算手法の
簡素化等）を実施し、業務の実施体制を効率化する。

国土交通省 管区海上保安本部 ③
海上交通センター整備課においては、交代制勤務により24時間の即応体制をとっているところ、一律一ヶ月周期により実施していた保守
点検周期の検証等を行い、機器の特性及び重要度等に応じた点検周期へ業務の効率化を図り、現状、日勤２名と夜勤1名体制による交
代制勤務について、機器障害時等の緊急時の即応体制を確保しつつ、３直1名の当直体制に見直しを行う。

国土交通省 海上保安庁総務部 ④
試験センター航行援助技術課がこれまで実施してきた技術開発に関する業務について見直し、外注可能な業務について洗い出しを行い、
既存機器の測定・検証、新たな機器等の導入に伴う実証実験データ収集等の業務を外注化し、業務の実施体制を効率化する。

国土交通省
海上保安庁
海洋情報部

③
電子計算機システムの管理業務について、過去の保守形態や事象対応等の類型事象を整理し、マニュアルを整備するなどの定型化、簡
素化を行い、電子計算機システムにおける保守及び運用の業務実施体制の効率化を行う。

国土交通省
海上保安庁
海洋情報部

③
JICA研修業務における水路協会との役割について、対民間の業務調整については同協会が行うこととする見直しを行い、業務実施体制
の効率化を行う。

国土交通省
海上保安庁
海洋情報部

③
海底地形調査に係るデータ解析について、データノイズを詳細に確認しながら除去する作業が必要なところ、データノイズ除去作業の一部
電子化による解析業務の効率化を行い、業務実施体制の効率化を行う。

国土交通省
海上保安庁
海洋情報部

③
地殻変動観測に係るデータ解析について、解析時に詳細な検証を行う必要のない精度の高い観測データに関する解析作業の一部電子
化による解析業務の効率化を行い、業務実施体制の効率化を行う。

国土交通省
海上保安庁
海洋情報部

③
海洋汚染調査における分析スケジュールの見直しを行い、これまで調査後に採取試料を全数即時分析すべきとしていたところを、代表試
料の即時分析及びそれ以外の他の資料は維持保管し、後刻外注化により分析する工程とに分けることにより、当庁ですべき分析手順に
おける手法の効率化を実施し、業務実施体制の効率化を行う。

国土交通省
海上保安庁
海洋情報部

④
省庁、地方自治体が外注しているシステム運用、データ整備等の調査を実施し、外注可能な業務について洗い出しを行い、紙媒体資料の
デジタル化及び収集・保管しているデータの形式統一化の業務について外注化し、業務の実施体制を効率化する。

国土交通省
海上保安庁
海洋情報部

③
海図編集工程を見直すことで、紙海図及び電子海図の編集における作業項目の統合、資料の逐次処理による処理のスピードアップ及び
簡素化等を進め、業務実施体制の効率化を行う。

国土交通省 管区海上保安本部 ③
警備情報収集業務を見直し、情報収集･分析対象に優先順位を付すことにより、情報収集対象の合理化を図り、業務執行体制を効率化す
る。

国土交通省 管区海上保安本部 ③
事件･事故の対応について、同一又は近接部署の巡視船により迅速に対応できる体制を構築することにより、巡視艇かわぎり及び巡視艇
いずなみの複数クルーの定員の合理化を行う。

国土交通省 管区海上保安本部 ③
事件・事故発生時の初動措置をまとめたマニュアルを整備し、事件・事故情報入手時の対応要領を定型化することにより業務実施体制を
効率化する。

国土交通省 管区海上保安本部 ③
機関（エンジン等）の日頃のメンテナンスについて、整備マニュアルを整備し、機関の点検手順等を定型化することにより、機関の保守・管
理業務を効率化する。

国土交通省 管区海上保安本部 ③
通信機器の取扱いについて通信マニュアルを作成することにより、情報収集・情報分析・対処方針立案業務に従事する者であっても一部
の通信機器を取り扱えるようにすることにより業務を効率化する。



国土交通省 海上保安庁交通部 ③
ディファレンシャルGPSセンターにおいては常時２名体制の４直の交代制勤務により業務対応しているところ、昼夜間の業務量を踏まえ、
日勤２名･夜勤１名体制の３直による当直業務体制への効率化を行う。

国土交通省 管区海上保安本部 ③
外国船舶の立入検査について、立入検査マニュアルを整備することにより業務を定型化し、書類確認等の時間を短縮化することにより業
務実施体制を効率化する。


