
 
 

 
 

自治体ビジネス・フィールドワークによる
現場起点の業務改革・改善 

Business Reform and Improvement through Business Fieldwork for 
Local Government 

あらまし  

ここ10年，自治体を取り巻く環境は常に変わり続けており，自治体内部でも職員の意識

が大きく変わっている。自治体内では業務改革を進めているが，業務の現場では環境変化に

よる業務量の増加と人員削減で対応が追いつかない状況であり，計画と現場との間でギャッ

プが生じている。このギャップを解消し業務改革を進めるためには，現場を見える化し，事

実起点で改革・改善活動に反映していく仕組みが必要である。富士通では，人を主役にプロ

セスとITが一体となった全体最適化により継続的な改善を図るフィールド・イノベーショ

ンを提唱している。この考え方に基づき，現場の見える化を実現する富士通独自の手法「ビ

ジネス・エスノグラフィ」を用いた「自治体ビジネス・フィールドワーク」を提供し，現場

起点の業務改革・改善につなげている。 
本稿では，その概要と手法および分析事例を紹介し，その適用効果を検証する。 

Abstract 

The environment surrounding local governments has been constantly changing in the last 
decade and staff ’s awareness has significantly changed within local governments, where 
operational reform is under way.  In the field, however, an increase in business volume and 
staff downsizing due to environmental changes have created a gap between plans and actual 
progress.  To close this gap and proceed with reform, a system of visualizing the actual 
situation and reflecting it in reform and improvement activities is required.  Fujitsu 
proposes Field Innovation for continuous improvement by totally optimizing interactions 
between people, processes and IT.  Based on this concept, we provide Business Fieldwork 
for local government using Business Ethnography.  It is Fujitsu’s original method for 
visualizing the actual situation, and can be used for business reform and improvement 
starting with the field.  This paper presents its outline and method together with analysis 
examples and verifies the effect of its application. 

 

坂梨千尋（さかなし ちひろ） 
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ワークの推進に従事。 
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ま え が き 

 著者は2000年より2年間自治体職員として勤務し

たが，その頃と比較して，自治体を取り巻く環境も

職員の意識も大きく変化していることを感じる。 
 自治体を取り巻く環境変化は，当時から少子・高

齢化の進展，市民生活・ニーズの多様化，厳しい財

政状況，情報技術の進展などが挙げられていた。こ

れに加えて近年では，地方分権・三位一体改革の進

展，市町村合併による地域社会の再編や相継ぐ社会

保障制度の改革などが挙げられる。 
 このような中，自治体では行政改革部門（以下，

行革部門）を中心に業務改革を進めてきている。そ

の結果，自治体においても職員の人員削減はタブー

でなくなり，業務改革は当たり前のこととして受け

入れられている。行政窓口の現場では，「市民」を

「お客様」と呼ぶことが当たり前になるなど，職員

の意識は確実に変わってきている。 
 しかし，業務の現場では環境変化による業務量の

増加と人員削減で対応が追いつかず，改革はなかな

か進まないのが実情である。行革部門と現場である

業務部門の双方で，「現場の抵抗が大きく，計画が

進まない」「業務を回すのが手一杯で，検討する余

裕がない」といったような負担や悩みが増大して

いる。 
 業務改革が進まない原因の一つとして，業務改革

計画と現場との間のギャップが挙げられる。これは，

業務改革計画が法令・条例などの公式手順に基づい

ており，現実とのギャップを埋めている現場運用の

実情が考慮されていないことが多いためである。そ

のため，現場の理解が得られず，計画が頓挫
と ん ざ

してし

ま う こ と が 多 い 。 BPR （ Business Process 
Reengineering）はトップダウンで推進しなければ

ならないとよく言われるが，それを実行するのは現

場の職員であり，やはり現場の納得が得られないと

計画実行性の担保は難しい。 
 2000年当時でも，行革部門・IT部門が現場の実

情を把握していないことに起因する問題は指摘され

ていた。これに対し，行革部門では，現場のヒアリ

ングやアンケート調査，現場のメンバを交えた検討

会などを開催してきた。しかし，この手法では，通

常業務で忙しい現場の負担が大きく十分な協力を得

るのが難しい。また，職員が気がついている問題・

課題しか抽出できず，必ずしも現場の実情を浮き彫

りにできないといった問題がある。業務改革計画と

現場とのギャップを解消するためには，現場を見え

る化し，そこから改革・改善活動に反映していく仕

組みが必要である。 
 富士通では，人を主役にプロセスとITが一体と

なった全体最適化により継続的な改善を図るフィー

ルド・イノベーションを提唱している。(1) フィール

ド・イノベーションでは，改革の対象となる課題領

域をフィールドととらえる。そして，フィールドで

実際に起こっている事実を見える化することにより，

そこにかかわる人々の意識を変え，関連するプロセ

スを継続的に改善し，ITが役に立つところにITを

駆使し全体最適化につなげていく。 
 著者らはこのフィールド・イノベーションに基づ

いた手法として，変化し続ける自治体の現場の実態

を業務改革・改善につなげていく「自治体ビジネ

ス・フィールドワーク」を提供している。自治体ビ

ジネス・フィールドワークは，現場の見える化を実

現する富士通独自の手法「ビジネス・エスノグラ

フィ」(2)を用いて，自治体業務のスペシャリストが

現場の実態に基づいた業務改革・改善提案を行う

サービスである。 
 本稿では，自治体ビジネス・フィールドワークに

ついて，概要とその手法および分析事例を紹介する。 

自治体ビジネス・フィールドワークの概要 

 自治体ビジネス・フィールドワークは，以下の作

業を通じて各部門間の情報共有を図るとともに，職

員の業務改善に対する「気づき」を促し，業務改

革・改善を支援する。 
（1） 第三者の目で，お客様の現場の実態を把握 
（2） 行革部門と業務部門の間での現場の実態を

共有 
（3） 業務エキスパートが，業務改革・改善を提案 
 （1）では，ビジネス・エスノグラフィに精通し

た富士通のフィールドワーカ（調査員）が直接現場

に入って，インタビューや現場観察により実態を調

査し分析する。 
 （2）では，（1）で作成されたフィールドワーク

報告書によって，各部門で現場の実態を共有する。

この報告書は，業務を知らなくても，現場の状況が

把握できるよう工夫されている。 
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 （3）では，（1），（2）の結果に詳細な分析と業

務エキスパートの知見を加え，事実に基づいた業務

改革・改善提案を行う。改革・改善施策の検討では，

その適用効果もできるだけ可視化するように工夫し

ている。 
 以下，（1）や（2）で使用するビジネス・エスノ

グラフィの概要と手法および報告書について，その

特長を説明する。 

ビジネス・エスノグラフィの概要 

 ビジネス・エスノグラフィは，米PARC社との協

業で学んだフィールドワークをベースに富士通独自

に開発した現状調査分析手法であり，業務の現場に

入り込んで実際の姿を生々しく表出し，事実起点で

分析する。第三者の視点で現場を観察することで，

現場での業務の工夫や課題，公式手順との違いやそ

の背景を明らかにできるところに特長がある。

2010年5月現在63社で適用実績がある。 
● 作業の流れと手法 
 ビジネス・エスノグラフィでは，事前のインタ

ビューと現場観察で洗い出された事実をもとに，

データセッションと呼ばれるグループ討議を経て，

フィールドワーク報告書としてまとめていく（図-1）。 
 事前インタビューでは，業務部門にインタビュー

を行い，課題認識や業務に対する思いなどを確認

する。 
 現場観察では，図-2に示すシャドーイング手法を

用いる。シャドーイングでは，フィールドワーカが

対象者に影のように寄り添い，詳細な記録を取り

フィールドノートとしてまとめる。シャドーイング

時に発生した事実を客観的にありのままに記録する

ため，読み手が対象者の1日を追体験することが可

能となる。2009年度の事例では，1日分のフィール

ドノートが131ページに及んだものがある。 
 また，窓口を訪れた住民の待ち時間や動きを調査

する「住民調査」をオプションとして用意している。

職員側の調査結果と照合することにより，窓口業務

の問題点を住民側の視点で明らかにすることができ

る。住民調査では，シャドーイングの場合と異なり，

住民から目立たない場所で定点観測する（図-3）。 
 データセッションには現場観察を行ったフィール

ドワーカだけでなく，自治体業務のスペシャリスト

とお客様担当者が参加し，様々な観点で気づきを抽

出して現場での定性的な課題を明らかにしていく。

2009年度の事例では，4日間の観察で1127枚の

フィールドノートに対して810件の気づきを抽出し

ている。 
 さらに，フィールドノートより抽出した定量デー

 

インタビュー：トランスクリプト

現場観察：フィールドノート

観察事実の記述（個人別・時系列） 観察事実，気づきの共有・追加と
分析観点（現場の課題・工夫）抽出

データセッション：気づき一覧

観察の気づき

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
報
告
書会話の書き起こし

分析軸への
マッピング・検証

 
図-1 ビジネス・エスノグラフィの流れ 
Fig.1-Flow of Business Ethnography. 
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（b）文書やシステムの
使われ方を観察

（a）現場の人同士が
話している場面を観察

図-2 シャドーイング風景 
Fig.2-Shadowing. 

 

 

図-3 定点観測風景 
Fig.3-Fixed-point observation. 

 

（a）本編

（d）フロー編

（b）観察事象・
インタビュー編

（c）定量編

（e）動線編

図-4 フィールドワーク報告書イメージ 
Fig.4-Sample fieldwork reports. 

 

タや住民調査結果をもとに，職員作業時間や動線，

お客様待ち時間を分析し，業務フローも作成する。

これにより，先に抽出した定性的な課題の裏付けを

行う。 
 このように，ビジネス・エスノグラフィでは

フィールドワーカ主体で調査するため，現場職員の

負担を最小限に抑えることができる。 
● フィールドワーク報告書のイメージ 
 前節で述べた作業を経て，最後に，抽出した分析

観点を軸として報告資料を作成する。報告資料のイ

メージを図-4に示す。 
 インタビュー開始からフィールドワーク報告書作

成まで5週間程度で行い，中間報告後，必要に応じ

て詳細分析を加えて改革・改善提案の検討を行う。

以下，詳細分析の事例と提案事例を示す。 

分析および改革・改善提案事例 

 ここでは，特定団体の事例ではなく共通的に見ら

れた事象を基にして分析事例や業務改革・改善提案

の事例を紹介する。 
● 窓口業務での分析事例1 
 ビジネス・エスノグラフィでは，職員作業時間を

業務コードで分類すると同時に「会話」や「立ち歩

き」などの行動でも分類している。同様の業務であ

れば，その差異により問題点を確認することができ

る。図-5は窓口業務での行動分類割合を比較したも

のである。一般的に，窓口業務であればお客様との

会話時間が大半を占めるが，A団体では職員との会

話時間が長くなっている。その点に着目して分析す

ると，難しい事例が発生した場合にほかの職員に相

談する時間が長いことが判明した。これに対しては，

相談事例の共有化やマニュアルの整備を提案し，そ

の効果を職員との会話時間の削減として示している。 
 また，B団体では窓口対応中にもかかわらず立ち

歩きの割合が高い。動線調査結果と照合すると，窓

口対応中に利用する業務端末やコピー機が離れた場

所に設置されていることが分かり，レイアウトの変

更や機器の配置の見直しにつながっている。 
● 窓口業務での分析事例2 
 ビジネス・エスノグラフィには，現場での思い込

みを可視化する効果がある。現場でのインタビュー

「相談が多く，深い専門知識が必要であり負担に

なっている」と言われていた事例で，窓口職員の手

続き所要時間（窓口で受付けた手続の受付から交付

までにかかる職員作業時間/件）ごとの件数・所要

時間の構成比を示す（図-6）。件数比率で見ると，

簡単な案内や証明書の発行がほとんどである10分
以内の手続きが61％を占める。所要時間比率で見

ると，22％である。定量的に可視化して検証する

と，手続きの大半は深い専門知識が不要であり，簡
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職員との会話
25％

立ち歩き7％
帳票チェック

15％

システム入力
20％

お客様との
会話 30％

そのほかの作業3％

職員との会話
12％

立ち歩き12％

帳票チェック
9％

システム入力
19％

お客様との

会話 46％

そのほかの作業2％

（a）A団体 （b）B団体  

図-5 窓口業務の行動分類割合 
Fig.5-Breakdown of actions performed in counter service and customer service. 

 

（a）件数比率 （b）所要時間比率

31分～
7％

21～30分
9％

16～20分
9％

11～15分
14％

1～5分
43％

6～10分
18％

11～15分
16％

16～20分
15％

21～30分
19％

31分～
28％

6～10分
12％

1～5分
10％

 
図-6 手続き所要時間ごとの件数・時間割合 

Fig.6-Breakdown of number of cases per unit time and time required for each procedure. 
 

易な手続きの分業化などの可能性があることに気づ

くことができる。 
● 業務改革・改善提案例 
 期待される効果を具体的に示した業務改革・改善

案の報告イメージを図-7に示す。ここでは，問題に

対する原因分析を行い，課題解決のための施策を網

羅したあと取組みの優先順位まで検討し提案する。

ファイリングの見直しや機器配置の見直しなど，現

場ですぐ改善できることから，窓口機能の分離や外

部委託などの上層部で判断して実施すべき施策まで

提案している。すべて事実に基づいており，その根

拠も明確になっているため，現場も納得できるもの

になっている。 
 また，各施策案では，定性効果とともにできるだ

け定量効果算出するようにしており，行革部門にし

ても施策の優先度が判断しやすいなどのメリットが

ある。 
 

適 用 効 果 

 自治体ビジネス・フィールドワークは，2009年
よりサービスを開始し，7団体で適用している。対

象業務は，住記・国保窓口業務や福祉業務，システ

ム運用業務などである。 
 経営層と現場が一体となった業務改革・改善への

効果検証はこれからとなるが，適用した自治体の各

部門からは，以下のような評価をいただいている。 
（1） 業務部門 
・現場の状況がよく分析されている。 
・ちょっとしたことでも，かなり改善につながるこ

とが理解できた。早速取り組みたい。 
・ほかにすぐできる改善策に気づいたので，取り組

みたい。 
（2） 行革部門 
・数日の調査で驚くほどの情報が抽出できている。 
・現場の状況がよく理解できた。今後の計画に反映

していきたい。 
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図-7 業務改革・改善提案例 
Fig.7-Sample of business reform and improvement proposal. 

 

（3） 経営層 
・現場の状況が生々しく伝わる。 
・すぐに効果が出る取組みではないが，現場主体の

改善を進めるきっかけになる。 
 これらの評価を確認すると，現場の可視化から部

門間・経営層の一体感の醸成につながっていること

が分かる。 
 著者らの分析結果や改善提案を契機に，新たな気

づきの発見や意識改革につながっているという点で，

現時点でも自治体ビジネス・フィールドワークは十

分効果を発揮していると言える。 

む  す  び 

 本稿では，自治体ビジネス・フィールドワークの

手法とその効果について述べた。 
 適用事例では対象業務も団体規模も様々であるが，

共通的な気づきや課題が見られた。例えば，業務ノ

ウハウの共有や人材育成，人事ローテーションの問

題である。また，各現場では市民サービス向上や事

務効率化につながる様々な工夫が見られ，団体を越

えて共有すべき情報も多い。ほかに，類似団体との

比較分析の要望もあり，今後，適用業務や事例を更

に増やし，ベンチマークを取り，こういった声に応

えられるようにしたい。 
 自治体ビジネス・フィールドワークは，現場の状

況を改革・改善計画につなげる契機となるが，継続

的なプロセス改善活動の支援のあり方はこれからの

検討になる。富士通のフィールド・イノベーション

の担い手であるフィールドイノベータと連携した活

動を検討しているところである。これが実現すれば，

自治体の業務改革・改善を推進するパートナとして

更なる貢献ができると考えている。 
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