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北海道開発局における文書作成事務の
効率化に向けて
開発監理部

総務課

○佐藤 環
守谷 将

文書主義を原則とする「公文書等の管理に関する法律」が施行されてから、５年が経過しつ
つある。この間、北海道開発局では法律に則した適切な文書管理を推進する取組を行ってきた。
こうした取組により職員の意識の向上が図られていることから、今後も取組を継続していく一
方、文書事務の効率化についても検討していく必要がある。本稿では、当局における文書管理
業務のうち文書作成業務について、その現状とそこから見える課題を踏まえ、解決策及び今後
の効率化策を考えるものである。
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1. はじめに

2. 当局における文書作成業務の現状

行政文書の統一的な管理ルールを定めた「公文書
等の管理に関する法律」（平成２１年法律第６６号。
以下「公文書管理法」という）が平成２３年４月に
施行されてから、約５年が経過しつつある。公文書
管理法施行以降に作成された行政文書ファイルの中
にも、移管や廃棄される文書が出てきており、行政
文書のライフサイクルの一巡目が過ぎようとしてい
る。この約５年間には、総務省の「世界最先端ＩＴ
国家創造宣言」による電子決裁推進の取組や各府省
統一の新文書管理システムの稼働があり、最近では、
国土交通省でも他の行政機関に文書を発出する場合
の公印の押印を原則省略することにするなど、文書
管理及び作成業務の電子化・省力化の流れは加速し
つつある。
このような流れの中、国土交通省における平成２
６年度の決裁数は、文書管理システムに登録されて
いるものだけで約６３万件と、全府省中４位の数字
であり、その数の多くの部分を北海道開発局（以下
「当局」という）及び地方整備局等の地方支分部局
が占めている。行政機関の職員にとって文書作成業
務は当然の義務であるが、当局では、１つの課所で
１年の決裁数が数千件に及ぶ課所もあるなど、全体
の業務の内の少なくない労力を割いているのも事実
である。そのため、当局でも文書作成業務の省力
化・効率化は喫緊の課題となっている。
これを受けて本稿は、文書管理システムから得た
決裁簿のデータ等から、当局の文書作成業務の現状
分析とそこから見える課題を明らかにし、いくつか
の解決策及び効率化策から今後の文書作成業務のあ
り方を考えるものである。

本稿において用いるデータは、文書管理システム
からダウンロードした平成２３年度から平成２６年
度までの決裁簿を使用する。この決裁簿には、文書
管理システムに登録した全起案文書の、件名、文書
番号、起案課、分類、起案日、決裁日等々のデータ
が記録されている。なお、文中での「起案」とは供
覧と決裁（事務連絡を含む）のどちらも含み、「決
裁」と書いた場合は、供覧は含めず決裁文書のみの
扱いである。
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(1) 起案数と各開発建設部等が占める決裁の割合
当局では、平成２６年度の決裁数が約９万３千件、
供覧数は約１万６千件と、起案される文書が併せて
１０万件を超す状況が平成２４年度以降続いている
（図-1）。これは文書管理システムに登録されてい
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るもののみという留保付きだが、国土交通省全体の
決裁数の約１５％を占める数字である。平成２６年
度の当局の決裁数に占める割合が多い開発建設部等
を見ると（図-2）、札幌開発建設部が２２％、次い
で本局が１１％、室蘭及び帯広開発建設部が１０％
となっており、札幌開発建設部は他の開発建設部等
と比べて２倍以上の決裁数となっている。決裁数に
占める割合が少ない開発建設部は留萌及び稚内が
４％となっており、開発建設部の規模に応じた数と
なっている傾向が見られる。
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(3) 電子決裁率と決裁に要する日数
当局における電子決裁率は平成２６年度が２８．
５％と平成２３年度の３８％以来、減少傾向にある
（ただし、平成２７年度の電子決裁率は４月から１
２月までで、４６．４％である）（表-1）。平成２
６年度の起案から決裁終了までに要した平均日数
（閉庁日を除く）は、３．３３日（起案日を１日目
として計算）となっており、紙決裁の場合の平均日
数は３．５３日、電子決裁の場合は２．８３日とな
っている（表-2）。電子決裁の方が紙決裁よりも決
裁に要する日数が２０％ほど少ない状況となってお
り、電子決裁の利点が反映された形となっている。
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表-2 平成２６年度の決裁終了までの平均日数

全体(紙+電子)

紙決裁のみ

電子決裁のみ

3.33 日
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図-2 平成２６年度の起案数に占める各開発建設
部等の割合

(2) 各部門が占める決裁の割合
同じく平成２６年度の決裁数の内の部門ごとの割
合を見てみると（図-3）、管理部門（建設行政課、
公物管理課、事務所等の管理係）が全体の３８％を
占めている。次いで、総務部門（総務課、職員課、
人事課、事務所等の管理係を除いた総務課）が１
７％、用地部門が１４％となっている。上位３部門
のみで全体の約７０％となっており、これは当局に
おいて、起案数の部門ごとの偏りが大きいことを示
している。特に管理部門は起案数が多く、一つの課
で数千件の起案数がある課もある。
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図-3 平成２６年度の決裁数に占める各部門別割合
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(4)文書の施行先と決裁区分の割合
当局における決裁文書の内、施行先が判明してい
るものを見ると（施行先の入力はシステム上、起案
の必須要件ではない）、平成２３年度以降、施行先
が当局内部だけのもの（国土交通省本省宛て及び職
員個人宛てのものを除く）は各年度とも２５％前後
となっている（表-3）。
表-3 各年度の外部文書と内部文書の数とその割合
H23 年度

H24 年度

H25 年度

H26 年度

外部文書

40，491

49，620

56，650

55，471

内部文書

14，915

16，550

19，731

18，473

内部率

26.92％

25.01％

25.83％

24.98％

※施行先が入力されている決裁文書のみを対象
※国土交通省本省及び職員個人宛て文書は外部文書として
扱っている

次に、平成２６年度の決裁文書の決裁区分（最終
決裁者の役職の区分）の内訳を見ると、局長決裁が
１％、部長決裁が９％、次長決裁が１０％、調査官
決裁が７％、所長決裁が２４％、課（室）長決裁が
４６％となっている（図-4）。事務所等の決裁の多
さから所長決裁が課長決裁に次いで２４％と約４分
の１を占めている。

(2) 非効率な決裁
文書作成業務の省力化・効率化のためには、起案
部長
数を減らすとともに、決裁手続きの省力化・効率化
9%
も必要である。例えば、当局で見られる決裁では、
次長
10%
決裁者が多数に上るものが多くある。この中には、
過去からの決裁ルートをそのまま使用していたり、
調査官
課(室)長
形式的に決裁ルート上に決裁者を組み込むことによ
7%
46%
って、本当に必要な者のみに決裁が回っているとは
思えないものも見受けられる。他にも、申請課が決
所長
24%
裁をした副申等について、担当課がその副申等を受
けて起案をする案件等で、担当課の合議課として申
請課が決裁ルート上に含まれているものがある（図
-6）。案件にもよるが、これは申請課が同じ決裁を
二回しているとも考えられ、どちらか一回の決裁の
図-4 決裁文書の決裁区分内訳
みで完結するのが可能なものもあるだろう。一回に
出来ればその分決裁ルートの効率化や起案数も減る
3. 当局における文書作成業務の課題
ことになる。そして、このように二重になっている
(1) 膨大な起案数
当局の文書作成業務の課題として考えられるのが、 決裁には、その案件の取扱要領等においてそのよう
に定められているものがあり、これら取扱要領等の
決裁文書と供覧文書を併せて年間１０万件を超す起
扱いも課題である。
案数である。しかし、そもそも起案数が多いことそ
れ自体は悪いことではない。文書主義を原則とする
公文書管理法が目指す適正な文書作成の意識が当局
職員に根付いている証拠という見方もできる。だが、
申請課
担当課
③申請
起案文書を細かく見ていくと、明確に無駄と言える
起案はほとんどないが、要領や規定の改正及び起案
⑧許可
や施行方法の工夫などで減らすことのできる起案が
⑥申請課と合議
①起案
④受付
いくらかあることがわかる。これらは主に２（４）
で見た内部宛てに施行する文書に見られるものであ
る。例の一つとして、本局で起案・決裁した文書を
各開発建設部へ発出し、開発建設部がそれを受付・
②決裁
⑤起案
⑦決裁
起案・決裁したあと各事務所へ発出し、最後は事務
所が受付・供覧を行う（図-5）という流れをたどる
案件によっては、①、②と⑥で同じ意思決定を２回行っているものがあり、
どちらかを省略することが可能なものがある。
文書がある。このような、本局→開発建設部→事務
所という流れや、あるいは事務所→開発建設部→本
図-6 二重決裁と思われるものの略図
局という流れの起案文書について、どこかで周知方
法等を工夫し、起案を省略できれば、起案数の削減
になる。
また、文書管理システムの操作の不慣れによって、
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図-5 本局→開発建設部→事務所と発出される
文書の流れ

Tamaki Sato, Masaru Moriya

効率性が落ちている事例も見受けられる。現在の文
書管理システムは稼働してからまだ１年ほどしか経
っていないためか、決裁ルートや代理・代決の設定
の操作間違いや文書管理システムで使用されている
語句の勘違いなども多く、決裁が正常に効率良く回
らないこともある。これは文書管理システムのメリ
ットが削がれるだけではなく、文書管理システム自
体に対する忌避にも繋がるので、対応が必要となっ
ている。
(3) 効率化と適正化のバランス
文書作成業務において必ずついて回る問題が、そ
の効率化と適正化のバランスである。毎年実施して
いる文書事務に関する点検調査においても、依然と
して当局の規定では禁止されている簡易決裁（余白
を使用した決裁）が行われている文書を見つけるこ
となどがあり、規定等が完全に守られているとは言

い難い。また、過去には、職員が公文書の偽造等を
行い、無断で国有地を売却した事案などもあり、決
裁手続きや文書管理、公印の管理などでずさんな処
理があれば、大きな問題を引き起こす可能性もある。
また、効率化をしすぎると、逆に文書管理や文書作
成業務が軽んじられるという可能性も考えられ、延
いてはそのような重大な事案を引き起こしやすくす
るということも考えられる。このような観点からす
ると、どのような点を効率化するかは慎重な検討を
要する。

4. 課題を踏まえた解決策・効率化策
２で見た現状及び３での課題を踏まえ、ここでは
当局の文書作成業務について、これからの解決策・
効率化策を考えたい。
(1) 起案数の減少策
a) 「北海道開発局通知文書等一覧」の活用
決裁数の減少及び起案業務の省力化という観点か
ら、総務課では平成２６年１１月から「北海道開発
局通知文書等一覧」（以下「通知文書等一覧」とい
う）をイントラネットに掲載している。これは、各
課発出の内部宛て通知文書をまとめて掲載するもの
で、その目的のひとつには文書の検索性の向上があ
るが、他にも総務課では各開発建設部等の受付作業
や起案作業の省略という点も考慮している。例えば、
通知文書等一覧の開始以前は、大臣官房長等から周
知依頼があった「○○運動週間の実施について」と
いう文書などを本局の総務課で受付・決裁を行い、
開発監理部長等の名義で本局内と各開発建設部に文
書を発出していた。これを受け各開発建設部では、
その文書を受付・決裁を行い、開発建設部長名で部
内と事務所等に周知を行っていた。通知文書等一覧
開始以降は、このような案件では、本局で受付後、
通知文書等一覧で周知する旨の決裁をとり、全職員
に通知文書等一覧上のみでの周知を行っている（図
-7）。
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全職員
⑤周知

全職員宛てにメールにて一斉周知
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⑥
閲
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④掲載

③決裁
通知文書等一覧を使用していない図－５と比べて、開発建設部と事務所で
の作業が省略され、作業が本局の一つの課で完結している。

図-7 通知文書等一覧使用時の文書の流れ
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なお、この時に開発監理部長等の名義による文書は
発出していない（発出した場合、施行先に受付作業
が生じるため）。これにより、開発建設部や事務所
での受付作業や決裁作業が省略できることとなった。
周知文書のこのような扱いが広がれば、２（２）で
見たような起案数が多い管理部門を擁する事務所の
総務課等の起案数の減少にも資することになると考
えられる。
b) 各案件の取扱要領等の改正
３（２）では、決裁を実質的に二回行っているこ
とになるような案件の見直しや、案件ごとの取扱要
領を改正することで、起案数を減らすことができる
事例があるのを見た。しかし、このような取扱要領
の改正は、各課各係それぞれの所掌で、実務の実態
を個々に判断するものであり、本局総務課としては
改正を促すのみに留まる。
これら作業手順や取扱要領の見直しは、今後、起
案数が多い部門を中心に、担当課のヒアリングなど
を通して、実際に起案しなくてもよい文書を特定し
ていく作業が必要になる。
(2)文書作成業務の効率化策
a)効率的な決裁ルートの設定方法の周知
３（２）の課題として、決裁ルート上の決裁者が
多数に上る決裁が多くあるということがあった。こ
れは電子決裁の利便性と操作方法の周知の不足が理
由としてあると思われる。例えば、紙決裁では、閲
覧のみすればよい者にも決裁を回付する必要がある
が、電子決裁ではそれらの者を「同報」とすること
で、その者が不在の場合で閲覧できない時でも決裁
が進んでいく。また、決裁途中で修正が入った場合
は、紙決裁の場合は再度決裁者に説明する必要がで
るが、電子決裁の場合はシステム上で決裁者に修正
したことを知らせることができるので、決裁を再び
最初から始めなくても修正することができる。電子
決裁は文書管理システム上で、現在の決裁者を確認
することができるため、決裁者の不在時等に代理や
代決を設定することで次に進めることが可能である。
このような利点が２（３）で見たように、電子決裁
が紙決裁よりも起案から決裁までかかる時間が少な
い理由だと考えられる。このため、紙決裁から電子
決裁への切り替えと決裁ルートの効率的な運用方法
の周知を更に進めていくことが求められる。
b) 当局の文書管理規則等の改正
aでは主に、文書管理システムによる電子決裁を
通しての効率化を考えたが、文書の中には文書管理
システムのみで決裁することが困難なものがあるの
も事実である。例えば、幹部に対面説明を要する決
裁や災害時等の緊急を要する決裁、そして起案時に
多量の添付資料を必要とする文書等が考えられる。
現在当局の公印規則では、公印を必要とする文書は
全て文書管理システムにより公印申請を行うことと
されているため、紙決裁を行った文書についても、
必ず文書管理システムへの登録作業が生じている。

そこで、公印規則を改正し、文書管理システムによ
らない公印申請を行えるようになれば、恩恵を受け
る文書が膨大であるため、効率化に係る効果は大き
いものと考えられる。
(3)効率化と適正化のために
３（３）で見たように、文書作成業務は効率化だ
けを求めるのではなく、適正化への配慮も必要であ
った。文書業務の適正化については、当局では、担
当者会議、文書整理月間、イントラネットや日々の
文書審査等で折に触れ周知しているところであるが、
現状では文書作成に関わる職員全てが文書作成業務
についての必要な知識を有しているとは言い難い状
況である。このような状況の中、とることができる
策として、研修による方法が考えられる。当局では
今までのところ、特に研修を実施していない。しか
し、文書業務のみに関する研修ではなく、新人研修
や係長研修などの各段階の研修で文書業務に関する
講義を持つことが出来れば、職員の知識の向上に資
するものと考えられる。実際に本省では、新人及び
係長研修において、文書業務に関する研修が行われ
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ている。また、この講義に効率的な文書管理システ
ム等の使い方も併せることで、３（２）で見た文書
管理システムの操作の不慣れさからくる効率の低下
も抑えることができ、効率化と適正化のバランスも
取れると考えられる。これらの研修については、ど
のような方法があるかなど、これから具体的に考え
ていく必要があるだろう。

5. おわりに
本稿では、ここまで、当局における文書作成業務
の現状から課題、そして解決策・効率化策を見てき
た。拙い論ではあるが、ある程度の方向性は示せた
ように思う。文書主義の原則は行政機関の職員の基
本である。だが、文書の作成や管理は負担になると
おろそかになりがちな業務でもある。本稿中は効率
化と適正化を相反するものとして扱ったが、効率化
が業務の負担を減らし、減らした分をいくらか適正
化の作業に当てられれば、それが一番良い方向だと
考える。それを目指して、これからも文書業務の効
率化と適正化のバランスを探って行きたい。

