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 府省共通の取組である行政効率化推進計画で、出張旅費効率化の観点から、割引制度の情報

収集と 大限の利用促進が求められ、旅費の取扱等が大きく変更された。職員は多種多様な割

引商品群の中から、より安価な商品の特定に大きな負担を強いられている。旅費関係事務に当

たり、割引商品等の比較・選択を、専門的なノウハウを有する旅行代理店等へ無償でアウトソ

ーシングすることで、旅費関係事務の効率化を図る取組について発表する。 
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1. 旅費法が定める旅行の基本的考え方 

 

(1) 実費弁償の原則 

私達が公務上必要な旅行に伴う経費である旅費は、

旅費法（以下「法」という。）第４６条第１項「（略）

当該旅行における特別の事情に因り又は当該旅行の性質

上（略）その実費をこえることとなる部分の旅費又はそ

の必要としない部分の旅費を支給しないことができる」

及び同条第２項「各庁の長は、旅行者がこの法律又は旅

費に関する他の法律の規定による旅費により旅行するこ

とが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の

性質上困難である場合には、財務大臣に協議して定める

旅費を支給することができる。」と規定しているように、

旅行中に必要となる交通費、宿泊料等の経費に充てるた

めに支給される費用であり、実費弁償が原則とされてい

る。 

 

(2)   事務簡素化のための定額支給 

一方、現実に必要とされた一切の旅行のための費用を

弁償するためには、旅費の算定に当たり、旅行者が提出

する証拠資料に基づいて個々の旅費種目の支給額を算定

する証拠方式によることが前述の実費弁償の原則に即し

ているが、使用した費用が本当に旅行のために必要とさ

れた経費かどうかの判定は非常に難しく、旅行者や旅費

事務担当者の手数を増加させるだけではなく、制度が濫

用される恐れもある。そこで、旅費制度では、現実にど

れだけの旅費を必要としたかをいちいち詮索せず標準的

な実費額を支給するため、宿泊費や日当などは、手続き

的には簡単であり、比較的経費が節約できる定額方式を

多くの旅費種目に採用し、証拠方式と組み合わせて運用

している。 

 

(3)  経済的な通常経路・方法の選択 

旅費の計算は旅行命令等に従って行わなければならな

いが、国費の適正な支出を図るため、法第７条では旅行

は も経済的な通常の経路及び方法によるという旅費計

算の大原則を定めており、旅行命令権者もこの原則に反

する発令はできないと解されている。 

これにより、旅行者は、①ある区間を旅行する場合は

社会一般の者が通常利用する経路を選択しなければなら

ない。例えば、羽田空港から霞ヶ関までは数ある私鉄や

地下鉄を乗り継ぐのが通常の経路だが、②このように、

通常経路が２つ以上ある場合はそのうち も費用の安い

経路によって計算をすることとなる。③また、例えば、

往復の鉄道の切符を購入する際には、旅行に支障のない

範囲において往復割引切符を利用するなど、通常考えら

れる旅費使用の方法により旅行を行うこととなる。 

 

2. 旅費事務が複雑化した経緯 

平成１７年から１８年にわたる会計検査院の報告など

から財務省や厚生労働省、地方自治体などの不正経理問

題が報道等で取り上げられた（図－１）。その中の一つ

に出張旅費の不正請求問題があり、①割引価格の航空券

を使用しているのにも関わらず正規料金を取得していた

もの、②格安なパック旅行を利用し差額を取得していた

もの、③チケットを正規料金で取得し領収書を受け取っ

た後、払い戻しを行い、割り引きチケットを利用し差額

を取得していたもの、④通勤経路と重複しているにも関

わらず、２重に交通費を取得していたもの、⑤公務出張

によって得たマイレージを私的に使用していたものなど

があり、それらに関わった多くの公務員が処分を受けた。 

 国土交通省においても、１８００名以上の職員が旅費

を過大請求し交通費を不正に取得していたとして、うち

８１名が処分を受けている（図－１）。 
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 また、同時期に「居酒屋タクシー」と称されたタクシ

ー接待問題も報道され、メディアは「政府は財政の立て

直しを 重要課題とし、経費節減の努力を謳っているに

もかかわらず、このような事件により、官僚たちの本質

は依然と変わっておらず、血税を私物化していることが

明るみになった。国民の信用を失墜するのに十分であ

る。」との批判を展開し、これらは国会においても取り

上げられた。 

 このような状況を背景に政府は、「簡素で効率的な政

府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平

成１８年６月法律第４７号）に基づく行政改革の一環と

して、各府省に共通する物品や役務の調達、庁舎の維

持・管理、公用車の管理・運行、旅費支給などの事務に

ついては、内閣の行政効率化関係省庁連絡会議において

「行政効率化推進計画」（以下、「計画」という）がと

りまとめられた。計画では、公用車の効率化、公共調達

の効率化、公共工事のコスト縮減、電子政府関係の効率

化及び出張旅費の効率化等が求められた。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－１ 旅費過大請求事案概要 

 

3.  旅費事務の現状  

(1)   旅費業務に関する基本的な流れ 

 出張旅費の支給については、各種の通達や事務連絡が

発出されたが、「旅費業務に関する標準マニュアル」

（平成２０年１１月各府省等申合せ。以下、「標準マニ

ュアル」という。）によって整理され、「旅費業務に関

する標準マニュアル等についての事務の取扱について」

（平成２１年１０月１日国官会第９８５号。以下、「通

達」という。）に基づき現行の事務処理となっている。 

通達では、「旅行者は、旅費が国民の税金から支払わ

れるものであり、国費の適正な支出を確保する必要があ

ることに十分留意し、自らの責任において、旅行経路等

の選定及び旅費の請求等を行うこととする。」と定めら

れており、出張に当たり、旅行者又は旅行者に代わり旅

費手続きを代行する旅費事務担当者は、あらかじめ、旅

行経路等の選定を行い、「出張計画書」（図-２）及び

「旅行計画確認書」（図-３）を作成し、旅行命令簿

（案）と共に旅行命令権者の決裁を受けることとされて

いる。 

旅行を終えた旅行者は、旅費の精算手続きを行うこと

となるが、この際、旅費請求書や旅行命令簿と共に、航

空賃、鉄道などの公共交通機関、有料宿泊施設の領収書

や半券などといった、個々の旅費種目の支給額を確認す

るための書類を添付することとされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

図－２ 出張計画書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図-３  旅行計画確認書 

 

(2)  手続きに要する労力について 

旅費は、法第７条が定める「 も経済的な通常の経路

及び方法」により旅行した場合の経費に基づき計算され

るため、旅行経路等の選定についてもこの原則が適用さ

れる。 
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旅行者は、旅行命令権者が、時間コストも含めて公務

の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案し

た上で も経済的な通常の経路及び方法によるものと認

める場合以外は、既存又は無料の経路検索ソフトを用い、

初の用務地への到着予定時刻、 終用務地からの出発

予定時刻を基準として経路検索を行い、そこに表示され

た通常の経路及び方法のうち、 も安価なものを選択す

る必要がある。 

この際、通達においては、経費節減を徹底する趣旨か

ら、「パック商品を含めた割引運賃制度については、

大限の利用を図ること」とされている。 

パック商品は、正規料金等より安価な旅行の方法とし

て、積極的利用が推奨されており、旅費法との関係につ

いては、通常の旅費計算と比較して安価な割引の方法で

あり安価な分を、法第４６条第１項により減額して旅費

を支給するという運用上の解釈を行っている。 

パック商品を利用する場合は、通達によれば、「経路

検索ソフトの検索結果との比較を行い、通常の経路及び

方法のうち、 も安価なものを選択することとする」と

されている。さらに、パック商品の選択については、標

準マニュアルによれば、「なるべく複数（二つ以上）の

パック商品の情報（ＨＰ・パンフレット等）を比較検討

し、原則安いものを選ぶ」こととされており、旅行者や

旅費事務担当者が、正規旅費とパック商品の比較、また、

多様なパック商品の情報から安価なものを検索・選択す

ることに多大な労力及び時間を要している。 

加えて、正規旅費の交通費についても、 も経済的な

運賃の選択を求められており、公共交通機関において多

種多様な割引切符・運賃が設定されているため、旅行行

程に支障のない範囲での も安価な商品の選択や、旅費

請求時に添付を求められている確認書類の整理にも多大

な労力を要している状況にある。 

 

4.   アウトソーシングの狙い 

(1) アウトソーシングの趣旨 

「旅費、謝金・諸手当及び物品管理の各業務・システ

ム 適化計画」（平成２１年７月１日各府省情報化統括

責任者（ＣＩＯ）連絡会議決定）において、業務の効率

化を図るとともに、利便性向上を図るため、各府省等は、

平成２１年度から、パック商品の検索や確認、チケット

手配等の外注化（以下、「アウトソーシング」とい

う。）を逐次実施することが決定された。これを踏まえ、

標準マニュアルでは、旅行者や旅費事務担当者が多種多

様なパック商品の情報から安価なものを検索・選択する

ことに多大な時間を要している実態を踏まえ、専門的な

ノウハウを有する旅行代理店等に、アウトソーシング

（旅行経路・方法の検索、提案業務を含む）を行い、よ

り一層業務の効率化と旅費の節減を実現することとされ

ている。 

具体的な実施方法としては、旅行代理店等がパック商

品を選択する基準及び旅行代理店等が行う業務を示した

「パック商品、チケット手配等アウトソーシングモデル

仕様書等について」（平成２１年７月１日各府省申合せ。

以下、「モデル仕様書等」という。）に基づき、企画競

争等を経た上で専属の旅行代理店等を選定することとさ

れている。 

 

(2)  アウトソーシングの現状 

モデル仕様書等に基づき、各府省等は試行等を行うこ

ととされ、国土交通本省においては平成２１年１１月か

ら平成２２年１月までの間、試行が行われた。  

各府省等は試行の結果、平成２３年２月の各府省等申

合せにて、平成２３年度以降にアウトソーシングを本格

実施することが決定されたことから、国土交通省におい

ては、職員の国内出張について、職員からの依頼に応じ

てパック商品及び国内線航空券・ＪＲ券等の手配等を旅

行業者に一元的に実施させ、業務の効率化、パック商品

等の利用拡大及び旅費の効率的な使用を図ることを目的

にアウトソーシングをすすめている。 

 本局においては、①業務の効率化、②経済性、③立替

払の解消、④職員の利便性に重点に置いて企画競争を実

施した結果、（株）タビックスジャパン札幌支店を業務

実施業者として、平成２６年８月２５日から平成２７年

９月３０日までの間に手配する国内出張について、アウ

トソーシングを実施している（図－４）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-４  本局アウトソーシング 

（北海道開発局イントラネット抜粋） 
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5.  手続きと負担軽減等対策 

(1) 基本的な流れ（図－５） 

 チケット等の代金を会計課から直接、業務実施業者へ

支払うため、事前に、出張予定のある職員と業務実施業

者との間で代理受領等指示書を取り交わす。 

出張予定が判明した時点で、①旅程情報（図－６）を

作成して業務実施業者へ提出し、チケット等の検索を依

頼する。②出張伺いを行う際に添付する出張計画書（図

－２）及び旅行計画確認書（図－３）は、業務実施業者

から提案された検索結果をもとに作成する。③旅行命令

発令後、職員は業務実施業者へ発券を依頼し、業務実施

業者は出張予定日の前日までにチケット等を配送する。 

④出張終了後の旅費請求時には、航空機の半券、特急

や有料宿泊施設の領収書のほかは、これまで必要とされ

ていた安価なパック商品やチケットであることを証明す

る各種の確認書類を添付する代わりに業務実施業者から

受けた確定後の旅程情報（図－６）及び請求書のみを添

付する。 

図-５  フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-６  旅程情報 

 (2)  外注にあたっての配慮と成果 

 本局においては、本省におけるアウトソーシングを 

参考としつつも、当局の旅費事務実態に合わせ、職員 

が使いやすく、事務の軽減につながるよう、独自に以 

下のような方法を検討し、実施した。 

 

① 決算期及び担当者の異動時期をはずした契約期間

（８月～９月）とした。 

② 業務実施業者を選定する企画競争においては、職

員の負担軽減のため、チケットを職員へ持参させ

ることや休日等の問合せが可能であるかなど、職

員のニーズに応じた対応の能力をより高く評価し

た。 

③ 旅程情報については、一人での旅行や複数名によ

る旅行の形態があり、また、それぞれ異なる各課

等の旅費事務実態を踏まえ、旅行者自らが手配す

ることを前提としたが、複数名による同一行程の

旅行についても１枚の旅程情報（図－６）で手配

依頼ができるよう工夫した。 

④ 旅程情報の提示をする際に、旅行計画確認書（図

－３）との重複を避けるため、行き先又は出発若

しくは到着希望予定時刻といった必要 小限の事

項のみを記入させると共に、各行程ごとに通信欄

を設け、業務実施業者との連絡が密に行えるよう

に工夫した。 

⑤ 業務実施業者からのチケット等提案時には、職員 

自らが作成する旅費請求書に活用できるよう、項

目別（日当・宿泊料等）・級別を明らかにした

「パックとの比較計算表」を提出させるよう工夫

した。 

⑥ 業務実施業者との入金確認に当たっては、アダム

スでは通信文字数に制限があるため、発議を分割

せざるを得ないが、支出負担行為入力表内訳に支

払先内訳等を記載をするなど、工夫・活用するこ

とで、これまで同様、支払い人数上限を設けず、

一度にまとめて発議することを可能とし、旅費事

務担当者（発議者）の負担増を回避した。 

⑦ 業務内容を広く周知し、理解を求めると共に意見

を取り入れるため、局内担当者説明会を実施する

とともに、今後の改良点等をリアルタイムに周

知・徹底できるようイントラに掲載した。 

 

業務開始後３か月経過時点において、その定着効果に

ついてアンケート等により検証した。平成２６年１１月

請求分を対象として、全出張件数のうちアウトソーシン

グを利用した出張件数を調べたところ、約９１％の出張

での利用実績があった（図－７：次頁）。 
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図-７  利用実績 

 

なお、未利用の約９％の内訳は、官用車による出張や

日額旅費が適用となる出張、私事旅行を含む出張など概

ね利用対象外の出張とである（図－８）。 

 

図-８  本局アウトソーシング業務範囲 

 

さらに、アウトソーシングに係る局内担当者説明会出

者を対象に、アウトソーシング利用等に関するアンケー

ト調査を実施したところ、５１名中４５名（約８８％）

から回答を得、その結果、アウトソーシングを利用した

ことがある職員は約９６％であった。当該職員の中でア

ウトソーシングの導入後、安価なチケット等の検索につ

いて効率化が図られたと感じた職員は約８６％であり、

その理由として、証明書類（ＨＰ画面等）の添付やパッ

ク商品の比較が不要となったということからも、業務の

効率化に一定の成果があったと考えられる。また、チケ

ット等代金の支払いが会計課から直接、業務実施業者へ

支払われることについては、旅費事務担当者による集金

が不要となり楽になったとの回答が約９１％とあるよう

に、立替払の解消もその成果といえる。 

一方で、災害対応等による旅行命令変更時には、業務 

実施業者をとおして手続きを行うため、自己手配よりも

時間を要し、ストレスを感じるとの意見があることや、

約９８％の回答者が確定前の旅程情報の内容について、

空席状況及び料金等の確認を行っているように、職場の

旅行実態や予算との調整に時間を要している状況も見受

けられた。 

また、手配可能な航空会社の追加やバスを取り扱って

ほしいとの業務拡大要望の意見もあることから、業務開

始３か月目時点のアンケート結果としては、約９割とい

う利用実績及び担当者の肯定的意見から、その定着が図

られ、職員の負担軽減に寄与していると考えられる。 

 

6.  まとめ 

これまで述べたように、旅費支給事務は過去の経緯か

らより厳格な運用が求められ、職員は、多種多様な割引

き商品群の中から、より安価な商品の選択という専門的

な知見を必要とする業務を強いられてる。一方、旅費支

給事務は、北海道開発局本来の事業を円滑に推進するた

めのサポート的業務であることから、旅費法の趣旨にも

あるように、できるだけ職員の負担を軽減し、簡素で効

率的な事務処理が必要である。 

旅費のアウトソーシングは、業務実施業者と無償契

約を締結することで国費の支弁を伴わないものであるこ

とから参加希望業者に限界はあると思われるが、より使

いやすく、より効率的なものとなるよう改善しながら全

道各開発建設部に展開していきたい。 

 


