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iJAMP 自治体実務セミナー 

先進事例に見る”財政再建の処方箋vol.1“ 
～業務委託による増収・経費削減と財政健全化法の課題～ 

 

日時：平成２０年１１月１７日(月)１３：００～１８：１０ 

場所：砂防会館「シェーンバッハ・サボ－」 

次第： 

主催社挨拶 時事通信社 

                  代表取締役社長 中田 正博 

協賛社挨拶 （株）ベルシステム２４ 

                  代表取締役社長 内田亮 

【第一部：基調講演】 

「自治体の財政再建とアウトソーシング」 

                  総務省 自治行政局 局長 久元喜造 

【第二部：アウトソーシングの先駆的実践例】 

「行財政改革と市民サービスの向上をめざして」奈良市 企画部長 森本恭平 

「進む滞納整理･実績と多角的な取り組み」船橋市 税務部 参事 兼 納税課長 高仲延和 

「自治体のコールセンター活用事例と今後の可能性」 

           （株）ベルシステム24 常務執行役員 CRM事業本部長 川島紀幸 

【第三部：財政健全化法を取り巻く課題と解決に向けた先進事例】 

「健全化判断基準等の算定状況と今後の課題」総務省自治財政局財務調査課長 高田寛文 

「土地開発公社等の長期保有土地の解消に向けた全市的な取組と解決」 

                          川崎市 総合企画局長 三浦 淳 

「夕張市の公的資産評価を終えて─その分析と望ましい処理方法」 

         東急リバブル（株） ソリューション事業本部 第四部 部長 鈴木伸宏 

《閉会》 

 

 13：05～13：10 主催社挨拶 時事通信社 代表取締役社長 中田正博  

・三位一体での財源の減少、世界規模の金融危機。 

・政府は税制体制の見直し、道路財源を１兆円地方へまわす話が進んでいる。 

・これからはアンテナを高くし、時代に取り残されないよう努力が必要な時

代、情報が重要な時代。iJAMP、官庁速報など、行政のプロに役立つよう

な情報提供を進めていく。使いやすさを高めるアイディアをいただきたい。 

・来年１月２８日に、インフルエンザの爆発的な感染に行政は何が出来るか、

何が必要かを、第一線の研究所、行政担当者より情報提供いただく。ぜひ次回も参加を。 
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 13：10～13：13 協賛社挨拶 (株)ベルシステム２４ 代表取締役社長 内田亮  

・弊社は自治体と県民、市民をつなぐコールセンターを運営し、①市民の満

足度の向上、②職員の業務の効率化、③コストの縮減を図ることに取り組

んでいる。 

・業務遂行のため、安価なスタッフの提供、コールセンター運営のノウハウ

の提供、また、そのようなことから本セミナーを協賛させていただくこと

となった。普段の業務の参考となることがあれば幸い。 

・自治体のニーズに対応していくよう頑張りますので、ご指導、ご鞭撻を。 

 

・・・・・・基調講演・・・・・・ 

 

 13：14～13：42 「自治体の財政再建を加速するために ～アウトソーシングの基本的な考え方～」  

・講師：総務省 自治行政局長 久元喜造 

 ○アウトソーシングは財政再建のためだけにやるものではない 

・タイトルに失敗したと思っている。アウトソーシングは、財政再建のため

だけに行うものではない。 

・(参照：p1)人員削減しても、「法」で定められている定員(教育、警察、消

防、福祉など)があり、削減には限界がある。 

・(p4)地方公共団体への義務づけなど、地方公共団体の仕事は増える一方、

地方を縛る法律は増える一方。 

・(p6)１２月に第２次勧告が出る。組織の話ばかりが報道されるが、「義務付け・枠付け」の見直

しにも注目を。 

 

 ○行政がやるべきこと、民に任せるべきこと 責任の所在が大切 

・p8）地方公共団体の事務・業務についての基本的な考え方は、「続ける必要があるか？」「職員

が直接行うべきか？」 → 「民間に出来ることは民間に」 → 「独立行政法人制度の活用」 

・これらの制度（PFI、指定管理者制度、法を改め「市場化テスト」の実施を可能に）は義務では

なく任意である。地方自治体のニーズから生み出された制度であり、そのメリット・デメリッ

トから選択すべきもの。 

・（p10）主体的な吟味無く民間委託を行っていくと、責任の所在が不明確となることから問題が

生じる。例えば、ホームページは職員が自分で自分の所の情報発信を行うという「マインド」

と情報発信能力を持つべき。 

・（p12）公の施設の設置の責任は自治体にあり、低コストで満足の出来るサービス、施設の機能

の発現が全う出来れば「指定管理者制度」だろうと「職員直営」だろうとどちらでも良い。山

奥などでは指定管理者が存在せず、職員直営しか出来ない場合がある。 

・（p14）「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」（公共サービス改革法） ①第３
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セクターがそのまま運営するなど、民間の競争原理が働いていない。民間参入が足りない。 ②

採算重視、マスコミ重視で、市民サービスが軽視されている。 

・指定管理者制度 ＝ 自治体に代わって、責任を持って平等取扱い、差別取扱いの原則を担うこ

と。 例：図書館では、誰がどの本を借りたかの情報はリークしてはならない。 → 入札に

馴染まない。倒産によるサービスの継続性や、情報のリーク、サービスの不平等など、民間で

は問題が生じる。 

・「住民票の交付は職員に限定」を、民間でも可能とするのが「公共サービス改革法」。 

 

 ○地方独立行政法人法 

・（p16）地方独立行政法人法：扱いにくい法律。国立大学を法人化するために設けられた法律。

対象業務は、①試験研究を行うこと、②公立大学の設置・運営、③公営企業相当事業の経営、

④社会福祉事業の運営、⑤一定の公共的な施設の設置・管理。 

・指定管理者制度：地方自治の自由な発想で、管理体制を設けることが出来る。必ずしも上記の

５つの業務だからといって独立行政法人化する必要は無い。 

 

○求められるものは自治体の知恵と責任遂行の努力 

・（p18）新しい「公共空間」の形成のイメージ 家庭や地域が担っていたことも、行政が担わな

ければならない時代となってきた。地域の知恵、ＮＰＯなどの民間の組織、知恵を使って仕事

の効率を高めていく。 

・求められるものは、①自治体の知恵、②責任遂行の努力。 

 

・・・・・・第２部：アウトソーシングの先駆的実践例・・・・・・ 

 

 13：44～14：26 「行政財政改革と市民サービスの向上を目指して」  

・講師：奈良市 企画部長 森本恭平 

○市役所コールセンター 

・(2p)財政改革がサービス水準の低下とならないよう、「市役所コールセンタ

ー」を設けた。①電話での問い合わせ窓口の一元化、②電話のたらい回し

をしない、③電話を待たせない、④夜間や休日など閉庁時でも利用出来る。 

→ 市役所を身近に感じてもらおう 

 

○合併の弊害 市の中での地域間格差 

・(4p)合併による奈良市の巨大化：面積２３．３８km2が２７６．８４km2に、人口２９，９８６

人が３７４，０２９人へと急増。 

・(5,6p)合併によるマイナスの効果：６，７００人の住民に９５人の職員（旧都祁村の場合）だ

ったものが、３７万人に２，９００人の職員となった。市の東西距離は３４kmに。 → 同じ
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市の中で地域間格差 

・(8p)西は生駒山を越えると大阪、東には豊かな自然（６０％の面積に４％の人口）。 

・(9p)様々な行政課題への対応：高齢化率２１．９％、特殊出生率１．１４人、昼夜間人口比率

９２．７ → 「奈良府民」や「奈良寝民」への行政サービスや情報の提供が必要。 

・市民の皆さんが仕事をしている昼間はみんな大阪にいる。住民票を取るにも市役所に意見を言

うにも仕事を休んでこないといけない → 行財政改革を行い、なおかつ、市民へのサービス

を効率的に提供したい。 

 

○奈良を変える５つのプラン 

・(10p)アクション・奈良マニフェスト「奈良を変える５つのプラン」：平成１７年７月の市長選

での市民への約束 → 「市民参加アクティブプラン」「行財政の質的転換プラン」 

・(12p)市民参加アクティブプラン：２４時間電話対応の出来る「コールセンター」を設置し、市

民の声に応えます。「市民企画事業」を創設します。「市民政策アドバイザー制度」を設けます。 

・(13p)そこで、「コールセンター」の設置：デジタルデバイドの解消(年齢、地域間の情報格差)、

職員の業務の効率化(専門の職務に専念できる)。 例：桜の名所はどこですか？ 桜の開花の

時期はいつですか？ の問い合わせに観光課の職員は撲殺されている。 

 

○コールセンター設置に向け 

・(15p)コールセンター開設に向けた作業：予算は1千万円。何もわからないところからスタート、

６人みんな知らなかった。期限は切られている。1 千万円は「調査研究費」だと思っていたら

「事業実施まで含めた金だ。平成１９年１月から事業開始を」と市長に言われた。 → まず

は、電話問い合わせの件数、内容、対応の状況を分析した 

・声だけで対応する電話の接遇はとても大切。 

・(16p)毎日約２，５００件の電話(交換手を通して)。 

・(18～20p)業務の効率化や人件費への考察：職員対応では２．６倍の費用が必要となる。 

・(21p)具体的な作業を開始したら：職員の意識の改革、不協和音の発生や過度な期待 

・(22p)良くある電話問い合わせと、その回答の収集：問い合わせる市民の立場でのＦＡＱを考え

る。 → ２，３００件のＦＡＱの収集、ＦＡＱ検索ソフトの開発、購入 

・(23p)回答づくりが職員の意識改革のきっかけとなった。出来の悪い回答には叱りもした。 

・(24p)何もかも初めて：運営業者の選定と決定、契約方法。設置場所は市内か、市外か。単独設

置か、共同設置か。 → 公募型プロポーザル、長期継続契約、市外設置も許す、事業者から

の提案も合理的で効率的な提案なら許す。 → 共同と協働のパートナーとしての事業者 

・(27p)本格運用後は毎回広報紙のいつもの定位置にコールセンターの案内を掲載。ホームページ

の一番目につく場所に掲載。 

・(28p)年中無休、午前８時から午後９時、奈良市分として５名のコミュニケータを大阪市内に確

保。 → セキュアな環境、IDによるセキュリティ管理、耐震、防火対策 
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○これからの課題、取り組み 

・(33p)運営開始以降の検証：利用者の満足度、組織や事務事業改善のための応答履歴の分析 

・(34,35p)これからの展開：①問い合わせに答えるだけ から 呼びかけへ、②市の事業への参

加受付や施設利用の申込も受け付けたい、③市からの呼びかけ電話「納税呼びかけセンター」

など。 

・(36p)今後に向けての課題：①件数を伸ばす(市外への広報、露出頻度を高める)、②庁内の積極

的な情報提供の必要性(職員の認識・意識の変化、ＦＡＱの充実)、③事業者への願い(コミュ

ニケータの習熟度向上は応対時間の短縮につながる)、④３桁番号は可能か（１１０番のよう

な）。 

 

○職員へのインセンティブを 

・一つの業績をあげることで、業務のポジションに反映すれば、職員のやる気となる。私は、平

成１８年４月の新任課長から、今回の業績で企画部長に昇任。 

 

 14：27～15：04 「進む滞納整理・実績と多角的な取り組み」  

・講師：船橋市 税務部 参事兼納税課長 高仲延和 

・千葉県船橋市は、成田空港も近く、陸海空のそろった街。 

・平成１５年から１９年度の４年間での徴収率の伸び（４．３８％）、滞納額

の縮減率（△４．９２％）は中核市でトップ。 

 

○多角的な取り組み 

・人材の活用と民間活力の導入：①職員が行う本来業務(公権力の行使)、②臨時・非常勤職員が

行う職員の補助的な業務、③民間活用(委託)した業務 → コンビニ収納。納入通知書等の印

刷から封入、封緘等の業務。納税コールセンターによる「電話催告」 

・市税コンビニ納付の状況(曜日別納付状況) 

・船橋市納税コールセンター：平成１９年１０月に開設。事業費１２，３９８千円に対し、納付

確認１２８，０９３千円と約１０．３のＢ／Ｃ。 

・派遣法の対象業務とならないため、「業務委託」で契約。個人情報の保護関係については、契約

書に記載。Ｐマーク、企画書の提出を求め、プレゼン方式で。 

・分庁舎の占用の部屋で対応。執務場所と電話代は市が負担、その他は受託者が負担。３名＋管

理者１名。 

・その他の主な取り組み：①差し押さえの強化 → 債権や動産(貯金、ゴルフ会員権、還付金な

ど)、②休日・夜間納税相談 → 訪問型から来訪型への移行  など 

・公金徴収一元化：６名で班結成。担当課から未収分を移管。 → 担当課で手を焼いていた滞

納者も、「債務対策班に移管します」の文書が届くと、即刻納入してくれることも。制度を周

知したアナウンス効果は極めて高かった。 
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○職員のモティベーション、誇りとやり甲斐が大事 

・縦割り行政といわれる役所、徴収こそ一元化を図るべき分野。 

・職員のモティベーション無くしては進まない。限られた職員と予算で、これまで以上の成果を

出せるよう、職員が誇りとやり甲斐を持てるよう頑張っていきたい。 

 

 15：06～15：40 「自治体のコールセンター活用事例と今後の可能性」  

・講師：(株)ベルシステム２４ 常務執行役員 川島紀幸 

・保育料や介護保険料など、税以外の催告業務の受注が増加。 

○アウトソーシング活用のメリット 

・人材育成、経験・ノウハウ 

・催告業務：運用結果を分析し、より効率的な手法の開発や業務手順の改善

を繰り返し行っていく → １コール目は、平日午前中を中心に、２コー

ル目以降を平日夕方、土日祝日を中心に架電することにより、コンタクト

率のアップ。 

・滞納者の気持ちを理解した対応 知識、サービスマインドなど 

 

○コールセンター活用の今後 

・対話状況分析による、催告のアプローチ手法改善 

・複数自治体による共同コールセンターの運用 

・地域の民間企業と連携した、市民とのコミュニケーションの創出・実践 

・市民の声の分析によるサービス企画  など 

 

○ベルシステム２４の紹介 

・グループで業界最大級１９，０００席を運用。年間４億コール。 

 

・・・・・・第３部：財政健全化法を取り巻く課題と解決に向けた先進事例・・・・・・ 

 

 15：57～16：45 「健全化判断比率等の算定状況と今後の課題」  

・講師：総務省 自治財政局 財務調査課長 高田寛文 

・(1p)地方自治体の再建法(昭和30年の法律)：再建法はあるが、再建自治体

は無い → 法に不備がある。 → 自治体を破綻させるわけにはいかな

い → 平成１９年３月夕張市が再建団体に 

・平成２０年４月に比率等の公表はスタートした。平成２１年４月より健全

化法本格施行。 

・(3p)健全化判断比率等の対象について 

・(9p)健全化判断比率等の基本的な考え方：全体を捉える → 連結実質赤字比率、将来負担比



 - 7 -

率の導入 

 

○(10p)健全化判断比率評価に係る留意事項 

・基準を下回れば問題がないということでは全くない。法に基づき再建計画の義務付けがされる

基準であり、財政上大丈夫との意味ではない。 

・赤字・資金不足があれば、解消すべき。 

・連結実質赤字比率の数値上問題がないとしても、赤字会計については対処が必要。全体で黒字

であっても、会計毎に赤字があることへの対処が必要。 

・実質公債費比率、将来負担比率については、その要素の分析が重要。内容に応じて対処の方法

が異なり、分析が重要。 

・将来負担比率については、同じ水準でもいかなる債務償還ペースかが財政運営に大きく影響。 

・資金不足比率については、一般会計からの繰り出しの状況も合わせた分析が重要。 

 

・(21p)早期健全化の手続き 

・(25p)各団体の財政指標の公表により、住民自治の機能を働かせ、財政規律の確立を図るために

は、住民に財政指標の意味や意義が十分理解できるように配慮する必要 → 住民にわかるよ

うに説明、言い直すこと。 

 

○第３セクター関連 

・(28p)「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の施行を踏まえ、第三セクターの改革に関

するガイドライン等に基づき、経営が著しく悪化したことが明らかになった第三セクター等の

経営改革を進める。 

・(29p) 第三セクター等の改革にいて（平成２０年６月３０日自治財政局長通知）：地方公共団体

は、経営検討委員会(仮称)を平成２０年度中に設置し、検討を開始すること。「改革プラン」(仮

称)を平成２１年度中に策定すること。 

 

 16：47～17：22 「土地開発公社等の長期保有土地の解消に向けた全市的な取組と解決」  

・講師：川崎市 総合企画局長 三浦淳 

○高度経済成長期における「土地神話」と用地先行取得制度 

・(4p)昭和３０年代から４０年代にかけての高度経済成長期を通じ、地価は

一貫して上昇を続け、「土地神話」を生んだ。 → 「土地神話」のもと

で、用地の取得難に対応し、公共事業を円滑に推進するため、用地先行取

得制度が求められた。 

・(5p)住宅地地価(地下公示)の変動：年平均約１０％の地価の上昇、ピーク

だった平成３年の地価は昭和４５年に対して７．４倍。 
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○バブルの崩壊と長期保有土地の発生 

・(8p)平成３年頃のバブル崩壊により、地価は平成１７年まで下がり続けた → 地方自治体の

財政悪化 → 長期保有土地の発生と利息の増加 

・(9p)川崎市土地開発公社の土地保有状況：ピークの平成６年には、１，４３７億円。 

 

○(10p)財政危機宣言と行財政改革プランの策定 

・財政危機宣言(平成１４年７月) 

・行財政改革プランの策定(平成１４年９月)：①行政体制の再整備（３カ年で約1,000人の職員

削減）、②公共公益施設･都市基盤整備の見直し（すべての公共事業をＡ～Ｄにランク付け）、

③市民サービスの再構築 

・まずは我が身を切る：１万６千人の職員を１万３千人に 

・ソフト系サービスの見直し：敬老パス、老人医療費補助の見直し  など 

 

○川崎市における総合的土地対策の実施 

・(12p)国への要望活動と国の土地開発公社健全化対策（H12.7） 

・(13p)第１次総合的土地対策計画（H12.9 策定）：全国初の土地開発公社の経営の健全化に関す

る計画。目標 ＝ １，３１１億円の保有額を６カ年で６８６億円に縮減。 

・(15p)第２次総合的土地対策計画（H16.2 策定）：課題 ＝ 長期保有土地の縮減、用途不明確

地の解消 

・(17p)マイコンシティ事業用地の事業手法の転換：企業誘致の事業手法を「分譲方式」から「事

業用借地方式」に転換し、土地開発公社から再取得を実施 

・(17p)土地開発公社に対する無利子融資の実施：土地開発公社保有地の簿価上昇を抑制するため

に転貸債を活用し、公社への無利子貸付けを追加実施 

・(19p)第３次総合的土地対策計画（H18.2 策定）：現行の「第２次総合的土地対策計画」のロー

リングを実施。 

 

○(23p)おわりに 

・総合計画の策定と総合的土地対策：財政や全体計画との連携、調整 

・意思決定過程の透明化：政策・調整会議(月に２度開催)、公有地総合調整会議（副市長がヘッ

ド、課題が出る毎に開催）。 

・情報公開：情報公開制度がすでに確立していたので、8pのように計画は全て公表されていた。 

・信頼と勇気：一歩前に進む勇気、あとに引きずれば、引きずるほど大きくなる金利負担と次の

世代への負担。 

 

 17：24～18：08 「夕張市の公的資産評価を終えて － その分析と望ましい処理方法」  

・講師：東急リバブル(株)ソリューション事業本部 第一部 部長 鈴木伸宏 
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○国の市場規模 

・(4p)公益法人など２５，０００団体、第３セクター７，７００団体。 

・(5p)国・地方公共団体所有不動産は、面積にして国土の４０．７％、約４

５４兆円。法人所有不動産は、国土の１４％、約４９０兆円。 

・(8p)独立行政法人を１０１法人から８５法人へ削減 → ６，１００億円

規模の保有財産売却国庫返納等が見込まれる 

 

○公的不動産のソリューション事例 

・(24p)ＰＲＥ戦略（Public Real Estate）：①デュデリジェンス(物件の精査)、②ポートフォリ

オ策定(不動産の分類)、③スケジューリング(スケジュールの策定) 

・(29p)独立行政法人(旧)緑資源機構の事例 

・(30p)東日本電信電話株式会社の事例 

・(31p)中日本高速道路株式会社(旧 道路公団)の事例 

・(32p)旧 日本郵政公社の事例  など 

 

○夕張市について 

・(40p)夕張市は札幌や千歳空港までも近く「アクセス」の面、温泉があり「観光」の面、夕張メ

ロンや全国で通用する日本ブランドなど「知名度」の面、夕張映画祭など「文化」の面から魅

力が満載の土地であり、民間不動産屋からすれば、なんとかなる、魅力ある土地。 

・(41p)ポテンシャルに反して低い地価。 

・(42p)財政再建団体申請後も減り続ける人口 → 昭和３０年代には約１２万人いた人口が、約

１１，８５０人に。 

・(44p)財政破綻の原因：石炭から石油へのエネルギー政策の転換。 

①炭鉱閉山の後処理⇒ 多大な市の負担 １０年間で５３８億円 

②人口の急減⇒ 歳入の大幅減少 

③観光関連施設の整備⇒ 多大な財政負担 

④産炭法の失効⇒ 補助金・地方交付税の大幅減少 ← 本当の原因 

⑤不適正な会計処理⇒ 赤字決算の先送り 

 

○財政再建計画 

・(45p)職員数：２６９人(H18) ⇒ １０３人(H22) ４年間で１６６人減 

退職手当：H18:57月、H19:50月、H20年40月、H21年30月、H22年20月 

給与：地域給与制度の影響を含め基本給の平均３０％削減、及び各種手当の削減 

議員報酬(千円)：議長（371⇒230）、副議長（321⇒200）、議員（301⇒180） 

・(46p)市民の負担増加：市税の引き上げ、施設使用料の引き上げ、ゴミ処理の有料化、徴収対策

の強化  など 
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・(47p)解消すべき赤字額３５３億円。 

・(48p)財政再建団体になると：①再建計画で１８年間の大枠が決まっている（職員の給与、維持

管理費等）、②新しいものが建てられない、建物を壊したりする工事費も計上されていない、

③新しい歳入が確保できなければ、再建計画外の財政需要に対応できない（毎年度の赤字解消

が前提） 

 

○夕張市の状況 

・(49p)財政再建に向けて、不要な資産の処分が緊急課題 

①職員の大量退職による廃止公共施設の維持管理ができない 

②鑑定や測量にかかる歳出が確保できない 

③売却に関する専門知識とノウハウが不足している  など諸問題が満載 

・これらのソリューションとして弊社と業務委託を締結 ← 無償 

 

・(54p)藤倉市長、市職員の方々の熱意を持った真剣な対応 

・あれほど退職金や給与が減っても、市役所に残っている熱意ある職員。 

・(56p)頑張れ夕張! 

 

― 以上 ― 

 

○配付資料 

・セミナー資料「先進事例に見る”財政再建の処方箋vol.1“ 

         ～業務委託による増収・経費削減と財政健全化法の課題～」 

・地方行財政調査資料「都市のコールセンター開設状況調べ(平成20年9月1日現在)」 

・(株)ベルシステム２４ 会社概要 

・事例から学ぶ住民訴訟 

 


