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旅費業務の効率化に向けた改善計画 

平成 2 8 年７月 2 9 日 

旅費・会計等業務効率化

推 進 会 議 決 定 

国の機関における旅費業務については、効率化を図るため、近年累次の取組が

なされてきた※１が、なお満足できる効果を上げるに至っていない※２。このため、

今般、各府省において実際に事務処理に長期間を要した事例※３を取り上げ、関

係者に対し、交通費、宿泊料、日当等、旅費の各項目の精算手続について実際に

時間を要した要因に踏み込んだヒアリングを行い、分析したところ、次のような

原因が浮かび上がった。 

ⅰ 旅費精算は旅費業務処理の最終段階に位置しており、次の業務の制約を受

けず、特定の期限も定まっていないため、他の業務も担当する職員にあっては、

業務処理の優先順位を他業務に対し劣後させがちであること。 

ⅱ 旅費の適正な支出を確認するため、多数の担当者が起案文書の同じ項目を

チェックすることや同一内容を確認するために複数の書類を添付することが

行われており、必要以上の手続や調整を要する結果となっていること。これは

また、担当職員において旅費業務処理への着手を躊躇させる一因となってい

ること。 

ⅲ 現場における業務の細目の標準化が未熟であり、組織ごとの基準のバラツ

キを生じさせる要因となっていること。 

ⅳ 平成 26 年９月に本格稼動した「旅費等内部管理業務共通システム（以下

「SEABIS」という。）」が、地方官署も含めた多様な業務について、安さだけで

なく時間コストを含めた合理的な旅行経路の選定に対応しきれていないこと

に加え、各府省ごと、組織ごとに存在する基準のバラツキの統一や人間がチェ

ックする項目の削減にまで SEABIS開発前に踏み込んでいなかったことなどか

ら、担当職員が行う旅費業務の円滑な処理を十分に支援できていないこと※４ 

これらの事柄は、出張を行った職員等に長期間の立替負担を強いているだけ

でなく、微々たる差額をめぐって個々の旅程における最安値を極限まで追求す

るあまり、かえって担当職員の業務処理に要する時間コストを無視した処理と

なり、トータルコストを増大させて大きな非効率を生じさせていると考えられ

る。 

当会議は、以上のような問題認識に立ち、職員が付加価値の低い業務に費やし

ている時間を、より建設的なものに振り向けることが、全体として真に国民のた

めであり、かつ、経済的であるとの理念に立って、下記のとおり、職員の意識改

革、実務の合理化・標準化及びそれを支援する SEABIS改修等を行うための総合
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的な計画を決定する。会議の構成府省は、各項目について、当該項目の末尾に付

した時期に、できるところから速やかに適切な措置をとることとする。 

※１ 概略は別紙１参照 

※２ SEABIS で処理された約 40 万件の旅行案件（平成 26 年９月１日から 27 年 12 月２日ま

でのデータ）のうち、支払期間目標である１ヵ月（30日）以内に支払を終えた案件は 15

万件超に留まっており、全体の３分の１しか支払期間目標を達成できていない。 

※３ 別紙２参照 

※４ 現在、地方支分部局も含めて概ね全ての官署において、SEABIS を利用することで、旅

行案件の発生から旅費の支払まで一貫した電子的処理が可能な状況にあるが、処理の一

部で SEABIS を使用せずに紙等で処理している官署もある。 

 

 

記 

 

１ 担当者の意識改革等 

 

ⅰ 担当者が旅費の業務処理において次を徹底するよう、必要な措置を講ずる。

これにより、職員が旅費精算を後回しにすること等をはばかり、迅速な旅費

業務の処理を尊ぶよう意識を改革し、実務を定着させる。 

【計画決定後速やかに】 

 

ア 旅費の精算については、速やかに起案（例：旅行終了日の翌日）・決裁

（例：起案受領日の翌日）を行う（処理に時間を要する複雑な案件であっ

ても、着手は速やかに行う）。         （別紙２：問題①対応） 

 

イ 課室長は、作業状況を把握し、特定の職員に業務負担が集中している場

合には業務配分等を見直す。         （別紙２：問題①対応） 

 

ウ 起案者・決裁者の休暇・休職中のときは、処理代行者を指定する。 

（別紙２：問題③対応） 

 

エ 旅費を使用した職員等からの必要書類の確実かつ速やかな提出を確保

するため、旅行前に（精算時に必要となる添付書類を記載した）チェック

シートを当該職員等に配布する。       （別紙２：問題⑤対応） 

 

オ 特定の旅行代理店に多くの旅行手配を委託している場合、会計課が定期

的に当該旅行代理店に情報を求め、未請求案件を確認できるようにする取

り決めを行う。               （別紙２：問題⑥対応） 
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ⅱ ⅰの措置をシステム面でサポートするために必要な以下の SEABIS の改修

等を行う。また、SEABISの現行マニュアルについて、わかりやすさ向上の観

点からチェックし、所要の改善を行う。        【平成 28年度内】 

 

ア 旅費精算手続に関する起案/決裁の処理進捗を、課室単位で一覧で確認

できるようにする。             （別紙２：問題①対応） 

 

イ 起案時点で精算手続が滞ることを防ぐため、SEABISが、従前どおり起案

者に督促メールを送付することに加え、旅行終了日から一定期間経過後は、

当該起案者の決裁手続上の上位者に対しても起案者に督促メールが送付

されている旨を通知する※５。         （別紙２：問題②対応） 

※５ 通知する範囲については、今後、後述するタスクフォースにおいて決定する。 

 

ウ 決裁の途中で精算手続が滞ることを防ぐため、SEABISが、決裁者に督促

メールを送付する。また、旅行終了日から一定期間経過後は、当該決裁者

の決裁手続上の上位者に対しても決裁者に督促メールが送付されている

旨を通知する※６。              （別紙２：問題②対応） 

※６ 通知する範囲については、今後、後述するタスクフォースにおいて決定する。 

 

エ 決裁者の処理代行者が設定されている場合には、当該代行者に決裁依頼

メール及び上記の督促メールを送付する。   （別紙２：問題③対応） 

 

オ SEABIS の画面レイアウトについて、添付ファイルを展開した際に起案

画面の全面を覆わないように改め、添付ファイルを印刷しなくても画面上

で容易に確認作業ができるようにする。    （別紙２：問題④対応） 

 

カ 旅費精算の起案時において、添付ファイルがない場合に必要書類の添付

漏れがないか確認を促すアラートを表示する。 （別紙２：問題⑤対応） 

 

 

２ 業務処理の簡素化・標準化（担当者の事務の合理化による「迷う、悩む、

手間取る」の解消） 

 

ⅰ 経路については、①から④までのように選定することとし、そのために必

要なア、イ及びウの措置を講ずる。        （別紙３：概要①対応） 

① 経路を検討する際には、担当者は、SEABISにより表示される５つ程度

の経路（以下「５経路案」という。）のうち、最安の経路を選ぶ。 
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② 旅行命令権者は、公務の必要等諸事情に応じて、５経路案のうち最安

でないものを選ぶことができる※７。 

※７ 選定の考え方については、今後、後述するタスクフォースにおいて検討する。 

③ 旅行命令権者は、５経路案によっては必要な旅行を実施できないと考

える場合は、事前に会計課と協議した上で、５経路案以外の経路を選ぶ

ことができる。 

④ 会計課は、経路については、①から③までの検討を適切に行って選定

されたものであるかどうかの確認を行う。 

 

ア 上述の選定実務となるよう「旅費業務に関する標準マニュアル」（平成

20年 11月。以下「標準マニュアル」という。）に所要の修正を行う。 

【平成 28年度内】 

 

イ ５経路案については、後述するタスクフォースにおいて、 

・ 経路検索の際に、一般的な検索ソフトと同様、出発時刻又は到着時刻

の入力を必須とする等により、今般把握したような非実用的な経路を排

除 

・ SEABISでの表示方法は、経済的かつ合理的なものとなるよう、システ

ム面での実現性も含め検討 

し、これを標準マニュアルに反映する。       【平成 28年度内】 

 

ウ イの取組を踏まえ、SEABIS における経路絞込みのための改修の仕様を

確定し、速やかに SEABISを改修する。        【平成 29年度内】 

 

ⅱ 安価なパック商品の選定については、①から④までのように行うこととし、

そのために必要なア及びイの措置を講ずる。    （別紙３：概要②対応） 

 

① 旅行行程の検討の際、担当者が自らパック商品を探す場合には、１つ

の旅行代理店や１つのインターネットサイトの中で最も安いものを選

択するものとする。 

② 旅行命令権者は、公務の必要等諸事情に応じて、最も安いもの以外の

パック商品を選ぶことができる。 

③ 旅行命令権者は、選択したパック商品がパック商品を使用しない場合

より高価なものとなる場合、公務の必要等諸事情を満たすパック商品が

ない場合等には、パック商品によらない旅行命令を出すことができる。 

④ 会計課は、パック商品については、金額及び当該商品に夕・朝食代が

含まれているかを領収書で確認することとし、パンフレットの添付は求
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めない。担当者は、領収書に夕・朝食代の有無の記載がない場合には、

旅行代理店に記載を依頼することとする。 

なお、パック商品によらない旅行については、旅行命令権者がパック

商品によらない理由の確認を行うこととし、会計課は理由確認を行わな

い。 

 

ア 上述の選定実務となるよう標準マニュアルに所要の修正を行う。 

【平成 28年度内】 

 

イ SEABISにおいて、パック商品を使用しない標準的な料金（交通費及び宿

泊費）を自動で算出し、パック商品使用時の総額との比較が容易にできる

ようにする。                  【平成 29年度内】 

 

ⅲ パック商品・航空機等の使用に係る精算決裁に必要な書類については、確

認事項を下表のように整理し、標準マニュアルに所要の修正を行う。 

【平成 28年度内】 

 

書類 確認事項 

パック商品の領収書 

（精算決裁に添付） 

パック使用の事実 

パック料金（夕・朝食の有無などの内訳

を含む。） 

パック使用が（不使用の場合より）安価

であること。 

航空機の搭乗半券※８ 

（精算決裁に添付） 

搭乗便 

運賃種別コード 

航空機の領収書 

（精算決裁に添付） 

航空機の請求金額 

宿泊先の領収書 

（旅行命令権者において確認） 

パック商品を使用しない場合の宿泊の

事実の証明 

※８ 紛失等により搭乗半券がない場合は、「搭乗証明書」を添付する。当該証明書に運

賃種別コードの記載がない場合は、旅行命令権者において運賃種別を確認し、確認し

た旨を添付する搭乗証明書に記録する。 

 

ⅳ 目的地周辺に自宅等がある場合には当該自宅等に宿泊することを推奨す

る。その際、目的地から自宅等までの交通費が発生する場合は、目的地内巡

回交通費に相当する日当定額の 1/2 を上限にその実費を支給することとす

る。このため、標準マニュアルに所要の修正を行う。 【平成 28年度内】 



6 
 

 

ⅴ 旅客取扱施設利用料等については、航空賃として支給することとし、標準

マニュアルに所要の修正を行う。          【平成 28年度内】 

 

ⅵ 旅行命令の変更決裁の要否の判断及び手順については次によることとし、

標準マニュアルに所要の修正を行う。        【平成 28年度内】 

（別紙３：概要③対応） 

 

① 旅程変更等が生じた場合に、旅行命令簿記載事項（用務、用務先、旅

行期間等）に変更があったとき又は旅行命令簿記載事項に変更は生じな

いがキャンセル料が発生するときは、旅行命令の変更の決裁手続を行う。 

② 旅行命令の変更の決裁手続は、原則として、変更の事実発生の日の翌

日までに完了する。 

③ ①による旅行命令の変更の決裁手続を要しない場合であっても、精算

の際に用いる旅程表等の修正は行う。この修正も、原則として、変更の

事実発生の日の翌日までに完了する。 

④ 旅行中の旅程変更等に係る②及び③の修正は、現場の旅行者・旅行命

令権者から連絡を受け、旅費担当者等が SEABIS を操作するなどの方法

によって行う。 

 

ⅶ 航空会社が顧客に提供しているマイレージ等のサービスについては、公務

により発生したものは公務により活用することを原則とし、次のように事務

を処理することとする。このため、標準マニュアルに所要の修正等を行う。 

【平成 28年度内】 

（別紙３：概要④対応） 

 

① 一定の要件を満たし、公用マイレージの活用による公費節減が見込ま

れる場合には、旅行命令権者は職員に対し、公用マイレージカード（以

下「公用カード」という。）の作成を求める（公用カードの作成を求めな

い場合は、要件を具備しないことを旅行命令権者が確認しているので、

重ねて理由書を作成する必要はないものとする。）。 

② 公用カードを作成した場合における、 

・ 公用カードの口座番号・パスワード等の旅費担当者への登録 

・ 出張者の公用カードへのマイレージの登録 

は現行どおり行う。 

③ 旅費担当者は、出張者の旅行終了後、公用カードのマイレージ残高等

を確認する。また、特典交換可能なマイレージが貯まっている者に対し
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て、次回以降の出張でマイレージを使用することが可能であることを周

知する。 

④ 公務出張により発生したマイレージを私用のマイレージカードに登

録することは、引き続き自粛する（なお、公用カード作成者でない者に

航空会社が付与するマイレージは公務での活用可能性がないため、私用

のマイレージカードの管理は旅行者本人に委ねる。）。 

⑤ 法人向けプログラムについては、現在の導入例を参考にして、活用方

法を検討し、活用拡大を図る。 

 

ⅷ 日当については、次の扱いとし、標準マニュアルに所要の修正を行う。 

【平成 28年度内】 

 

ア 現在日当の概ね半額を充てることとされている目的地内巡回交通費に

ついては、100km以上の旅行において発生するものは交通費を実費支給す

ることとし、日当は支給しない。 

 

イ 現在日当の概ね半額を充てることとされている諸雑費については、

100km以上の旅行においては支給する。 

 

ウ 100km未満の旅行においては、従前同様、（諸雑費が生じた場合を除き）

日当は支給しない。 

 

ⅸ 旅費業務に係る決裁階層については、以下の考え方で簡素化を図ることと

し、標準マニュアルに当該考え方を組み込む等の所要の修正を行う。 

【平成 28年度内】 

 

① 各担当者（起案者、旅行命令権者、支出官等）ごとに、審査項目につ

いて不要な重複のないよう分担し、その明確化・重点化を図る。 

② 決裁者の数や分担は、旅行命令権者や支出官等（会計課長等）が、不

要な重複のないよう整理し決定しておく。その際、同じ審査項目を審査

する者を、国内出張では３人以上、外国出張では４人以上置かないこと

を基本とする。 
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３ 計画の実施体制等 

 

本計画の各項目については、現場の事例に則して原因を把握し、担当者の意

識を改革しつつ、担当者レベルでの「迷う、悩む」を排し、手間を必要最小限

にしようとするものである。したがって、本計画を進めて旅費業務の改善を図

るに当たっては、このような考え方を貫きつつ、現場の担当者レベルまでの速

やかな徹底を旨として、以下のⅰ～ⅳにより取り組むものとする。 

 

ⅰ 本計画の各項目については、各府省は、別紙４のスケジュールを踏まえ、

できるところから速やかに取り組むものとする。 

 

ⅱ 計画の推進、各府省の取組の統一性の確保等のために必要な連絡調整を行

うため、当会議の下に、構成府省の実務者クラスからなる「旅費業務効率化

推進タスクフォース」を置く。 

 

ⅲ 旅費業務効率化推進タスクフォースの庶務は、内閣官房行政改革推進本部

事務局が、内閣官房情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室、総務省行政管理局、

財務省主計局、経済産業省商務情報政策局の協力を得て行う。その際、以下

の各事項については、それぞれ示した担当が必要な調整、措置をするものと

する。 

 

ア 標準マニュアル内容の修正案作成及び旅費支払期間の当面のモニタリ

ング 内閣官房行政改革推進本部事務局 

 

イ 旅費法上の協議諸手続の効率化 財務省主計局 

 

ウ SEABISの改修等 経済産業省商務情報政策局 

 

エ SEABIS の各府省の利用状況把握及び利用に向けた支援 経済産業省商

務情報政策局（協力：内閣官房情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室、総務省

行政管理局） 

 

ⅳ 本計画については、計画の検討に当たり分析した旅費の各項目の精算手続

について、本計画の実施後も、経済情勢や交通費、宿泊料等の市場動向を定

期的にチェックし、冒頭に掲げた理念に沿って必要な更新を行うものとする。

また、現場において今後生じる課題認識を機動的に捉えて対処するための取

組を進めることとする。 
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このため、旅費業務効率化推進タスクフォースにおいて、必要な連絡調整

を行うものとする。 



【別紙１】 近年の主な取組（旅費業務の効率化）

◆ 規程類等の全府省統一化・標準化（「標準マニュアル」の作成）

◆ 決裁階層の短縮化・合理化（国内出張における旅行命令権者は、原則課長クラスなど）

◆ パック商品の確認・チケット手配等出張手配のアウトソーシング（経産省においてモデル仕様書の作成）

◆ 旅費業務の電子化（紙による旅行命令簿の廃止など）

◆ 財務省を中心に、制度運用上の解釈や取扱いを再整理・標準化した統一的ガイドラインを作成

・ 既存の経路検索ソフト等の活用ルールを明確化 ・ 航空機や新幹線のぞみ利用ルールを明確化
・ パック商品の活用推進と取扱いの標準化 ・ 日当、宿泊料の減額調整等を標準化・統一化 など

◆ 1200種類ともいわれる判断基準は大幅に簡素化

平成２０年５月 「ITを活用した内部管理業務の抜本的効率化に向けたアクションプラン」
（内部管理業務の抜本的効率化検討チーム決定）

平成２０年１１月 「標準マニュアル」（各府省等申合せ）（以降、平成22年、同24年の２回改訂）

平成２２年８月 「旅費業務等の抜本的効率化について」
（各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議申合せ）

平成２６年９月 SEABISの本格稼働

◆ 旅行の終了から旅費の支給までに1ヵ月以上を要している件数の割合が全体の４割以上にのぼる状況

（全体の平均は約41日）

◆ 各府省においては、「旅行終了から２週間以内に旅費の請求をし、１ヵ月以内に旅費を支給すること」を原則として

旅費支給の迅速化に取り組む

◆ 本府省で利用開始。 平成27年４月から地方支分部局でも利用開始

◆ 決裁の電子化、入力情報の形式チェック（記載漏れ、金額の積算ミス等）の自動化

◆ 精算払の原則化、近距離で頻度の多い出張における一括精算処理（月に１回程度）

◆ 決裁階層の簡素化（旅行命令権者、支出負担行為担当官・支出官の２階層による決裁）

◆ 業務処理の標準化（各種帳票類の記載事項の標準化を図る）

◆ 旅費計算業務等の外部委託化（旅費計算や出張申請の入力、申請書類の作成等の外部委託化）

平成１６年９月 「物品調達、物品管理、謝金・諸手当、補助金及び旅費の各業務・システム最適化計画」
（各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議決定）（以降、平成18年、同21年、同24年の３回改訂）

◆ 物品調達、物品管理、謝金・諸手当、補助金及び旅費の各業務については、ＣＩＯ連絡会議において、必要な業務見

直しを実施し、「官房基幹業務・システム最適化計画（仮称）」を２００４年度（平成１６年度）早期に策定する

◆ 上記の各業務について、業務処理に係る様式、記載事項の統一等の標準化、決裁階層を含む業務処理手順の簡素

化、標準化を図る。また、各業務の外部委託を検討する

平成１５年７月 「電子政府構築計画」 （各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議決定）

◆ 行政のＩＴ化と業務改革を一体的に進めることは、極めて重要。旅費精算や人事給与など、各省ばらばらであり、
省庁によっては、局でさえ違うところもある。内部管理業務・ルールについて、徹底して見直しを行い、スリム化を

図った上で、そのＩＴ化を進める

平成２６年６月 「ｅ ガバメント閣僚会議」（菅官房長官／冒頭ご挨拶）

◆ 各府省事務次官等からなる｢旅費・会計等業務効率化推進会議｣（議長：内閣官房副長官（事務））を立ち上げ、内
閣官房行政改革推進本部事務局が中心となって、旅費業務の実態を調査分析

◆ 今夏（平成28年）を目途に、旅費業務の合理化・効率化に向けた改善計画をとりまとめ。旅費システムについては、
同計画を踏まえ、費用対効果に十分留意しつつ機能改修を行い、業務の一層の省力化を図る

平成２８年４月 「第二次報告書」 （国・地方ＩＴ化・BPR推進チーム決定） （平成27年6月「第一次報告書」策定）



【別紙２】 問題パターン

起案/決裁が滞留した原因
（各省（※）へのヒアリングにより把握）

◆他の業務を優先（※）

・旅費以外の業務が多忙のため、当該業務を優先
・旅費は優先度が高くないと思い、他の業務を優先 など

◆旅費案件が溜まり、他の旅費案件から順番に処理
・決裁者が一日の処理件数を決めている
・金額が僅少（3000円以下）であるため後回し など

◆一定量、旅費案件が溜まらないと処理しない

◆起案者・決裁者の休暇・休職中に、他の者が代わりに処理して

いなかった

◆旅費業務・SEABIS操作に不慣れ（※）

（※）「不慣れ」の要因として、画面の見づらさを指摘する声あり

◆（旅行者本人が）必要書類（出張計画、搭乗半券等）を未提出

◆（旅行代理店が）必要書類（領収書等）を未提出

改善の方向性

◆添付漏れに対するアラート表示
※添付すべき書類が不足していて、差戻しが発生

◆システムのマニュアル、画面構成（※）の手直し
※添付ファイルを開くと審査画面を覆う形でファイルが表示され、審査内容との

突合が面倒

→添付ファイルを印刷して確認するケースあり

◆局課において起案／決裁を代行する者を指定

◆旅行代理店と取り決め・未請求案件を定期的に確認

（※）総務、財務、経産、警察、文科、厚労、農水、環境省

◆失念 案件に気付いていない、処理済みと誤認 など

◆ （本人のみならず）上位者（※）に対し、起案者/決裁者に督促メー
ルが送付されていることを通知

【サポート】

・決裁の代行者にも通知メールが届くようにする

「旅費精算は後回しでよい」という意識を改革
◆旅費の精算は、速やかに起案（例：旅行終了日の翌日） ・決裁

（例：起案受領日の翌日）を行う

（複雑な案件で時間がかかる場合はあるが、その場合も着手は速やかに）

◆課室長は作業状況を把握し、（特定の職員に業務負担が集中している

場合）業務配分等を見直す

【サポート】
・処理を本人任せにせず、起案／決裁状況を「見える化」する
（例）各課の起案／決裁の処理状況を一覧で随時確認できるようにする

※実際の決裁時間をみると、短時間で終わって
いるものも多い

◆旅行前に（精算時に必要となる添付書類を記載した）チェックシートを
旅行者本人に配布

問題③

問題④

問題⑤

問題⑥

問題①

問題②

※起案者/決裁者の決裁手続上の上位者



改善後現状

（１）SEABISで経路検索

（２）表示された結果から経路を選択

（３）旅行命令権者による審査

（４）会計課等による審査

旅費精算の決裁

旅行

旅行計画の決裁

行程の作成

＜フロー＞

出張案件
発生 • 最初の用務地への到着予定時刻、最終用務地からの出発

予定時刻を基準として経路検索

① 検索結果は、２０件程度、所要時間に関わらず
安い順に表示

【東京～大津の例】

米原経由（ひかり利用）

京都経由（のぞみ利用）

• 米原経由と京都経由、どちらを認めればよいか悩む

• 選択された経路が「最も経済的な通常の経路及び
方法」であるかを担当者が個別に判断

（例）「最も安価な経路」を選択しているのか。

① 検索結果は、５件程度の合理的な経路のみを安い順に表示※

京都経由（ひかり利用）

米原経由（のぞみ・こだま利用）

京都経由（ひかり利用）

京都経由（のぞみ利用）

選択肢の合理化

決定手続の
具体化

【審査内容】

• SEABISに表示された経路を選択しているかを確認

• （SEABISに表示された以外の経路を選択している場合）

事前協議の内容に沿ったものとなっているかを確認

審査内容の
簡素化・統一

② 「最も経済的な通常の経路及び方法」は
米原経由なのか、京都経由なのか悩む

【決定手続】

② 原則としてSEABISに表示された5件のうち、最も安価
なものを選択

公務の諸事情に応じて

画
面
ス
ク
ロ
ー
ル

③ 5件中の他の経路を選択可能：旅行命令権者の判断
※選択できるケースは、会計課との間であらかじめルールを設定

④ SEABISに表示された以外の経路を使用する必要がある
場合（緊急を要する場合など）：旅行命令権者が事前に
会計課と協議した上で、使用の可否を判断

※表示候補のルール化、仕様検討に当たっては、今後各省と調整

（注）赤字は変更あり、黒字は変更なし
【別紙３】 概要① 「経路」



改善後現状

（１）宿泊あり（新幹線・航空機使用）の旅行案件発生

（２）パック商品の選定

（３）審査

旅費精算の決裁

旅行

旅行計画の決裁

行程の作成

＜フロー＞

出張案件
発生

 パック商品の使用は可能か？

 複数（2つ以上）のパック商品を比較し、原則安いものを探す

(ｲ) 担当者が自ら探す

（例１） ２つ以上の旅行代理店/２つ以上のインターネットサイト

から探す

（例２） １つの旅行代理店/１つのインターネットサイトから探す

(ﾛ) 専属の旅行代理店にパック商品の提案を依頼

 複数（2つ以上）のパック商品を比較し、最も安いものを選択

(ｲ) 担当者が自ら探す場合には、検索範囲を１つの旅行代理

店や１つのインターネットサイトで足りるものとする。

(ﾛ) 専属の旅行代理店にパック商品の提案を依頼

（例）・用務先近くの設定のパック商品がない
・パックを申し込む時間的余裕がない

⇒ パック商品を利用しない

（注）旅費節減のため、パック商品使用の推奨は継続

 不使用の理由を書面で確認

※ パック商品を使用しない場合

 不使用の理由の確認は不要
「新幹線パック商品等の利用確認書」等の添付も不要

 パンフレットでパック内容（夕・朝食の有無）、金額の確認

 パンフレット等を添付（ＰＤＦ化、コピー）

 パンフレットの添付は不要（パック商品の領収書で代替）

※ 領収書に夕・朝食代の有無を記載するよう旅行代理店に依頼

 パック商品の領収書を添付

 パック商品の領収書でパック金額の確認、支払の事実の確認

 パック商品の領収書を添付

 （選択した）パック商品がパック不使用の場合より安価かを

確認

 SEABISで自動化

 （選択した）パック商品がパック不使用の場合より安価かを

確認

 経路検索ソフトにてパック商品と同じ経路を検索し、

旅費総額を算出（SEABISの入力欄に交通費を手入力（・入力内容

が正しいことを検算）

 パックを使用しない場合より安価かを目視で確認

SEABISへの行程入力時に
行う経路検索の結果を自動
反映

パックを使用しない
場合より高価な場合
はアラート表示

（注）赤字は変更あり、黒字は変更なし

（例） 「新幹線パック商品等の利用確認書」
「割引航空券等利用確認書」

 ただし、最も安いもの以外のパック商品を使用する必要がある

場合には、旅行命令権者が利用の可否を判断

※パック不使用の場合より安価な場合のみ使用可能 ※パック不使用の場合より安価な場合のみ使用可能

【別紙３】 概要②
「パック商品の選定」



改善後現状

＜旅行命令（旅行計画）
変更決裁を行う＞

（該当省庁：５省庁）

＜旅行命令（旅行計画）

変更決裁を行わない＞
（該当省庁：１０省庁）

旅費精算の
決裁

旅行期間

＜フロー＞

旅行命令（旅行
計画）の決裁

⇒旅行命令の
発令

出張案件発生

旅行中に
旅程の変
更発生

旅行前に
旅程の変
更発生

旅費精算の
決裁回付

旅費精算の
決裁回付

旅費精算の
決裁回付

（例） ・行きの新幹線を１本遅らせることになった ・新幹線ではなく飛行機で行くことになった

旅行命令（旅行
計画）の
内容修正

旅行命令変更の
決裁

（作業せず）

（ア）これに統一

② 旅行命令簿記載事項（用務、用務先、旅行期間等）以外の事項に変更が発生した場合

※ 原則として、命令変更の
発令（変更の事実発生の日）
の翌日までに手続を完了

領収書、搭乗半券
等を添付

旅行計画を呼び出す
（旅程がコピー）

領収書、搭乗半券
等を添付

旅行計画を呼び出し、
内容修正

旅行計画を呼び出し、
内容修正

（イ）内容修正は、旅程
変更の事実発生の日の
翌日までに完了

領収書、搭乗半券
等を添付

（内容修正
不要）

（旅行終了後）

（例） ・用務先がＡ県庁からＢ県庁に変更 ・旅行期間が１日延長

＜旅行命令（旅行計画）
変更決裁を行わない＞

改善後現状

① 旅行命令簿記載事項（用務、用務先、旅行期間等）の事項に変更が発生した場合

現状から変更なし

旅行命令（旅行計画）の変更決裁を行う

※ キャンセル料が発生する旅程の変更が生じた場合も同様とする。
（該当省庁：全省庁）

：旅行命令は旅行命令簿を提示して行う（旅費法４条４項）

：キャンセル料が支給されるには旅行命令の取消が必要（旅費法３条６項）

下記、最左フロー図
（緑枠）に相当

（旅行命令変更の
決裁不要）

変更発生の都度、
決裁回付する手間

が発生

精算の段階でまとめて
変更内容の修正をする
と、なかなか精算起案に

着手しないおそれ

（ア）と（イ）により、
極力手間を省きつつ、旅行後

すみやかに精算起案に着手可能

※旅行中の変更発生の場合は、
現場の旅行者・旅行命令権者か
ら連絡を受け、旅費担当者等が
SEABIS上で操作可能

【別紙３】
概要③
「旅行命令変更手続」



現状 改善後

（１）公用カードの作成

（２）公用カード作成後の実施手続

 作成する場合、出張者は航空会社にカード作成を申請

 作成しない場合、旅費担当者が理由を確認する場合も。

 出張者は自省のルールに基づき、公用カードの作成を検討

※ 旅費担当者がマイレージ残高を把握し、出張時の活用を慫慂
※ 公用カードを作成をする場合を限定することにより、管理対象者が

減少し、旅費担当者の手間は限定的

 公務出張により取得したマイレージを、次回以降の出張で旅行者本

人が使用することが見込まれる場合（※）に作成

⇒旅行命令権者が（作成の要否を）判断

 作成する場合 ⇒ 出張者は航空会社に公用カード作成を申請

 作成しない場合 ⇒ 出張者は理由書の作成は不要

（旅行命令権者の判断によるものであるため）

手間の削減

マイレージの公務出張への活用促進

（注）赤字は変更あり、黒字は変更なし

① （変更なし）

② （変更なし）

③ 旅費担当者は、出張者の旅行終了後、公用カードのマイレージ残高等を

確認

④ 旅費担当者は、特典交換可能なマイレージが貯まっている者に対し、次

回以降の出張でマイレージを使用することが可能であることを周知
※ 旅費担当者によるマイレージ残高等の確認は可能だが、

原則として出張者本人が自ら管理

① 作成した公用カードの口座番号・パスワード等を旅費担当者に登録

② 出張者は、公用カードにマイレージを登録

③ マイレージを使用（無料航空券等へ交換）して出張する場合には、

その旨を旅費担当者に通知

※ 上記ルールを踏まえ「各府省の公費によるマイレージの有効活用のガイドライン」を改正、新たなガイドラインの内容は標準マニュアルに記載（従来のガイドラインは廃止）

（※）＜（特典交換が可能な）7,000マイルを取得できる場合の例＞
・東京-福岡を９往復した場合：約7,600マイル（割引運賃）
・東京-ワシントンを１往復した場合：13,474マイル（正規運賃）
・東京-北京を3往復した場合：7,878マイル（正規運賃）

 各府省において、（領収書や搭乗半券でマイレージ登録を

していないことを確認する等、）私用カードへのマイレージ登

録の防止措置を可能な限り講じる。

※ マイレージ登録の有無は、領収書や搭乗半券に記載されない場
合もあり、別途航空会社HPでの確認や電話問合せが必要

 私用カードへのマイレージ登録は自粛  私用カードへのマイレージ登録の自粛は継続

 私用カードの管理は旅行者本人に委ねる

• 旅行命令権者は、公務出張へのマイレージ活用促進のため、私用カードへの
マイレージ登録の自粛を周知徹底

• 公用カードを作成しない者については、出張で使用できるほどのマイレージ
取得が見込まれないため、旅費担当者が案件ごとに確認する手間を削減

• 民間企業においても、出張により取得したマイレージについては管理してい
ない（７社/ヒアリング対象７社）

【別紙３】 概要④ 「公用マイレージカード」



【 】は「旅費業務効率化推進タスクフォース」メンバーのうちの実施主体を示している。

３月

【財務省】

８月 ９月 １０月 １１月

計画の推進等

８月 ９月 １０月１月 ２月 ３月 ６月４月

【別紙４】 スケジュール

平成28年度 平成29年度

１月 ２月１１月 １２月１２月 ７月５月

 【行政改革推進本部事務局】

７月

担当者の意識改革等

【各府省】

【経済産業省】

業務処理の簡素化・標準化

【経済産業省】

【各府省】

【経済産業省】

【行政改革推進本部事務局】

改善計画策定後、

速やかに実施するもの

契約手続・

システム手直し
テスト

規程の改訂

仕様検討 契約手続・システム改修

仕様検討 本番運用

本番運用
完了したものから順次リリース

（改訂後の）規程施行

適宜

フォロー

旅費法上の協議諸手続の効率化

標準マニュアルの修正

反映

支払期間の

モニタリング

支払期間の

モニタリング

支払期間の

モニタリング

SEABISの各府省の利用状況把握、利用支援

できるところから速やかに取り組む


