様式３ その他の効果の内訳、詳細等
整理番号
（システム）

整理番号
（手続）

手続名 または複数の手続のオンライン利用を一
体的に判断する場合の手続群の名称

手続を受け付けている
システム等の名称

その他の効果
（円）

その他の効果の内訳、詳細等
（その他の効果の内容、具体的な算出方法等）
■窓口対応時間外（夜間）にも申請を行うことができる時間の制約の解除効果（行政側）
＜効果項目説明＞
窓口受付時間外（夜間）にも申請を行うことができる。

＜算出方法＞
当効果を定量化するため代替業務として時間外（夜間）に一定時間窓口を空けることを想定し、これにかかる時間（人件費）を計上（オンライン申請件数に応じて各手続に
【時給（公務員）】×1.25（時間外割増手当）×【時間外窓口対応時間（夜間）】×【時間外窓口対応職員人数（夜間）】× 4 × 12
＜各要素の設定値と根拠＞
時給（公務員）：3,770 円/時間
人事院、総務省の公表資料を基に算出。

1
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・希少野生動植物種の譲渡し等の許可

環境省電子申請システム【e-Gov連
携】

147,012 時間外窓口対応時間（夜間）：3 時間/週
地方自治体にて実施されている時間外窓口対応の事例を基に「週単位の時間数」として設定。
<参考情報>
■中野区
夜間受付として週2回それぞれ3 時間（17時～20時） の時間外対応を実施。
■世田谷区
夜間受付として毎日5 時間（17時～22時） の時間外対応を実施。

時間外窓口対応職員人数（夜間）：23 人
時間外窓口は総合窓口として各地方事務所及び本省に1つ設けることを想定し、設定人数は役所・郵便局等の時間外窓口対応職員人数を参考にした。各窓口に対して対
置。

■窓口対応時間外（休日）にも申請を行うことができる時間の制約の解除効果（行政側）
＜効果項目説明＞
窓口受付時間外（休日）にも申請を行うことができる。

＜算出方法＞
当効果を定量化するため、代替業務として時間外（休日）に一定時間窓口を空けることを想定し、これにかかる時間（人件費）を計上（オンライン申請件数に応じて各手続に
【時給（公務員）】×1.35(休日割増手当）×【時間外窓口対応時間（休日）】×【時間外窓口対応職員人数（休日）】× 12
＜各要素の設定値と根拠＞
時給（公務員）
整理番号（手続）9と同様。
92,617

時間外窓口対応時間（休日）：7 時間/月
地方自治体にて実施されている時間外窓口対応の事例を基に「月単位の時間数」として設定。
<参考情報>
■中野区
休日受付として毎週日曜日または月1回、9 時～16 時で 窓口対応を実施。
■世田谷区
休日受付として出張所を含め毎週土曜13.5 時間（8 時半～ 22 時） の時間外対応を実施。

時間外窓口対応職員人数（休日）：23 人
時間外窓口は総合窓口として各地方事務所及び本省に1つ設けることを想定し、設定人数は役所・郵便局等の時間外窓口対応職員人数を参考にした。各窓口に対して対
置。

■補正業務処理業務・時間の短縮効果（行政側）
＜効果項目説明＞
補正を行う際、オンライン申請の場合にシステムの補正に係る機能を使用してe-Gov 経由で補正を行うと、 書面にて補正指示の作成や申請者に対する連絡を行うのに比
示郵送・返信に要する時間等）を短縮できる。

＜算出方法＞
オンライン申請の場合は不要となるマニュアルでの補正指示作成、補正指示郵送・返信、差替え書類の電子化等業務を対象として、これらにかかる時間（人件費）を計上
【時給（公務員）】×【年間オンライン申請件数】×【短縮された補正業務処理時間】
15,834 ＜各要素の設定値と根拠＞
時給（公務員）
整理番号（手続）9と同様。
年間オンライン申請件数：様式２を参照
現行システム保守業者より取得。
短縮された補正業務処理時間：0.7 時間/件
該当オペレーション処理時間を基に設定。

■電子データが保存されることによる業務時間の短縮効果（行政側）
＜効果項目説明＞
申請書や添付資料が電子データとして保管されることによって、同様の手続や同様の申請者からの再度の申請が行われた場合などに、過去の申請データをシステム上で
が短縮される。
＜算出方法＞
過去情報を参照する際の保管済申請書類を捜す業務を対象として、これにかかる時間（人件費）を計上。
【時給（公務員）】×【年間オンライン申請件数】×【書類の検索等に要する時間】
11,310 ＜各要素の設定値と根拠＞
時給（公務員）
整理番号（手続）9と同様。
年間オンライン申請件数
整理番号（手続）9と同様。
書類の検索等に要する時間：0.5 時間/件
担当課職員へのヒアリング内容を基に設定。

■受付結果通知のための連絡に要する時間・業務の短縮効果（行政側）
＜効果項目説明＞
申請が受付された旨を連絡する際オンライン申請の場合はe-Govより通知を行うことができるため、 書面申請の場合は電話・メール・郵便などにより申請者に連絡する時間
＜算出方法＞
電話・メール・郵便等での申請者への受付結果通知業務を対象として、これにかかる時間（人件費）を計上。
【時給（公務員）】×【年間オンライン申請件数】×【短縮された受付結果連絡業務時間】
＜各要素の設定値と根拠＞
5,655 時給（公務員）
整理番号（手続）9と同様。
年間オンライン申請件数
整理番号（手続）9と同様。
短縮された受付結果連絡業務時間：0.25 時間/件
担当課職員へのヒアリング内容を基に設定。

■窓口での申請受付対応に要する時間・人の削減効果（行政側）
＜効果項目説明＞
書面申請の場合に、職員が窓口にて申請の受付を行うのに要する時間・職員数を削減できる。
＜算出方法＞
窓口での申請受付対応業務を対象として、これにかかる時間（人件費）を計上。
【時給（公務員）】×【年間オンライン申請件数】×【所要時間（申請処理時間）】×【提出しなければならない省庁の数】
＜各要素の設定値と根拠＞
時給（公務員）
5,655 整理番号（手続）9と同様。
年間オンライン申請件数
整理番号（手続）9と同様。
所要時間（申請処理時間）：0.25 時間/件
担当課職員へのヒアリング内容を基に設定。
提出しなければならない省庁の数：1 省庁/件
e-Gov各手続ページ に掲載されている 「申請書様式」・「添付書類・部数」 情報を参照。

1

整理番号
（システム）

整理番号
（手続）

手続名 または複数の手続のオンライン利用を一
体的に判断する場合の手続群の名称

手続を受け付けている
システム等の名称

その他の効果
（円）

その他の効果の内訳、詳細等
（その他の効果の内容、具体的な算出方法等）

■公文書（許可証）発行のための連絡に要する時間・業務の短縮効果（行政側）
＜効果項目説明＞
公文書（許可証）を発行する際、または届出が受理された旨を連絡する際、オンライン申請の際は書面で許可証を発行する場合でe-Gov より自動で通知を行うことができる
る。
＜算出方法＞
電話等での申請者への許可証発行通知業務を対象として、これにかかる時間（人件費）を計上。
【時給（公務員）】×【年間オンライン申請件数】×【短縮された許可証発行連絡業務時間】
3,393 ＜各要素の設定値と根拠＞
時給（公務員）
整理番号（手続）9と同様。
年間オンライン申請件数
整理番号（手続）9と同様。
短縮された許可証発行連絡業務時間：0.15 時間/件
担当課職員へのヒアリング内容を基に設定。
■申請書類を保管する業務・時間の削除効果（行政側）
＜効果項目説明＞
書面申請の際に申請書類を保管するために必要な業務・時間を削減することができる。
＜算出方法＞
管理簿への記入、書類保管室への書類保管等業務を対象として、これにかかる時間（人件費）を計上。
【時給（公務員）】×【年間オンライン申請件数】×【申請書類保管業務時間】
＜各要素の設定値と根拠＞
2,262 時給（公務員）
整理番号（手続）9と同様。
年間オンライン申請件数
整理番号（手続）9と同様。
申請書類保管業務時間：0.1 時間/件
担当課職員へのヒアリング内容を基に設定。

■申請書類作成に要する時間の短縮効果（利用者側）
＜効果項目説明＞
データ入力が可能なオンライン申請は、書面にて申請書類を記入するのに比べて申請書類作成に要する時間を短縮できる。

＜算出方法＞
システムにて申請書類を作成する場合とマニュアルで作成する場合の時間の差を短縮時間として計上。
【年間オンライン申請件数】×（【必要書類枚数（申請書等）】×【申請書一枚当たりの記入/入力短縮時間】+【必要書類枚数（添付書類等）】×【申請書一枚当たりの作成短縮時
＜各要素の設定値と根拠＞
年間オンライン申請件数
整理番号（手続）9と同様。
1,805 必要書類枚数（申請書等、添付書類等）
整理番号（手続）9と同様。
申請書一枚当たりの作成短縮時間：0.01 時間/枚
該当オペレーション処理時間を計測し、これを基に設定。
必要部数：1 部
e-Gov各手続ページに掲載されている 「提出先」情報を参照。
時給（国民）：2,315 円/時間
総務省作成の「行政手続きのオンライン利用の範囲の判断に係る実施要領（案）」内「別紙1 費用対効果の検証方法等について」に記載の労働単価を設定。

■申請書類の保管スペースの削減効果（行政側）
＜効果項目説明＞
書面申請の際に提出される申請書類の保管スペースを削減することができる。
＜算出方法＞
添付書類を含めた申請書類を対象として、これらの保管にかかる費用を計上。
（【必要書類枚数（申請書等）】+【必要書類枚数（添付書類等）】）×【必要部数】×【年間オンライン申請件数】×【保管スペース費】
＜各要素の設定値と根拠＞
年間オンライン申請件数
38 整理番号（手続）9と同様。
必要書類枚数（申請書等、添付書類等）
整理番号（手続）9と同様。
必要部数
整理番号（手続）9と同様。
保管スペース費：1.6 円/枚
「オンライン利用に関する費用対効果の考え方について」（H22情報通信技術（ＩＴ）担当室）の記載を参考。

■申請書類のための紙代の削減効果（利用者側）
＜効果項目説明＞
書面申請の際に使用する、申請書類等にかかる費用を削減できる。
＜算出方法＞
添付書類を含めた申請書類を対象として、これにかかる費用を計上。
【年間オンライン申請件数】×（【必要書類枚数（申請書等）】+【必要書類枚数（添付書類等）】）×【必要部数】×【用紙単価】
＜各要素の設定値と根拠＞
年間オンライン申請件数
14 整理番号（手続）9と同様。
必要書類枚数（申請書等、添付書類等）
整理番号（手続）9と同様。
必要部数
整理番号（手続）9と同様。
用紙単価：0.6 円/枚
A4用紙の市場価格を調査し設定。
■窓口対応時間外（夜間）にも申請を行うことができる時間の制約の解除効果（行政側）
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122,510

整理番号（手続）9と同様。
■窓口対応時間外（休日）にも申請を行うことができる時間の制約の解除効果（行政側）

77,181

整理番号（手続）9と同様。
■補正業務処理業務・時間の短縮効果（行政側）

13,195

整理番号（手続）9と同様。
■電子データが保存されることによる業務時間の短縮効果（行政側）

9,425

整理番号（手続）9と同様。
■受付結果通知のための連絡に要する時間・業務の短縮効果（行政側）

4,712

整理番号（手続）9と同様。
■窓口での申請受付対応に要する時間・人の削減効果（行政側）

4,712

整理番号（手続）9と同様。

■公文書（許可証）発行のための連絡に要する時間・業務の短縮効果（行政側）
2,827 整理番号（手続）9と同様。

■申請書類を保管する業務・時間の削除効果（行政側）
1,885

整理番号（手続）9と同様。

2

整理番号
（システム）

整理番号
（手続）

手続名 または複数の手続のオンライン利用を一
体的に判断する場合の手続群の名称

手続を受け付けている
システム等の名称

その他の効果
（円）

その他の効果の内訳、詳細等
（その他の効果の内容、具体的な算出方法等）
■申請書類作成に要する時間の短縮効果（利用者側）
必要書類枚数（添付書類等）以外、整理番号（手続）9と同様。

1,620
必要書類枚数（添付書類等）
整理番号（手続）16と同様。
■申請書類の保管スペースの削減効果（行政側）
必要書類枚数（添付書類等）以外、整理番号（手続）9と同様。
40
必要書類枚数（添付書類等）
整理番号（手続）16と同様。
■申請書類のための紙代の削減効果（利用者側）
必要書類枚数（添付書類等）以外、整理番号（手続）9と同様。
15
必要書類枚数（添付書類等）
整理番号（手続）16と同様。
■窓口対応時間外（夜間）にも申請を行うことができる時間の制約の解除効果（行政側）

1
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・管理口座の開設申請書

環境省電子申請システム【e-Gov連
携】

122,510

整理番号（手続）9と同様。
■窓口対応時間外（休日）にも申請を行うことができる時間の制約の解除効果（行政側）

77,181

整理番号（手続）9と同様。
■オンライン申請優遇による、添付書類の入手のための移動時間の削減効果（利用者側）
＜効果項目説明＞
オンライン申請を行うことによって添付書類の省略等優遇措置がある場合、添付書類入手のための移動時間を削減できる。
＜算出方法＞
オンライン優遇措置によって不要となる、登記簿謄本取得のための手数料を計上。
【時給（国民）】×【年間オンライン申請件数】×【移動時間（登記簿謄本または登記事項証明書取得）】

＜各要素の設定値と根拠＞
21,031 時給（国民）
整理番号（手続）9と同様。
年間オンライン申請件数
整理番号（手続）9と同様。
移動時間（登記簿謄本または登記事項証明書取得）：1.817 時間/件
「行政手続のオンライン利用の範囲の判断に係る実施要領」（総務省）にて指定された「移動距離の削減効果」算出式・設定値を使用。
■補正業務処理業務・時間の短縮効果（行政側）
13,195

整理番号（手続）9と同様。
■電子データが保存されることによる業務時間の短縮効果（行政側）

9,425

整理番号（手続）9と同様。
■窓口での申請受付対応に要する時間・人の削減効果（行政側）
提出しなければならない省庁の数以外、整理番号（手続）9と同様。

9,425
提出しなければならない省庁の数：2 省庁/件
e-Gov各手続ページ に掲載されている 「申請書様式」・「添付書類・部数」 情報を参照。
■オンライン申請優遇による、添付書類の入手のための待ち時間・処理時間の削減効果（利用者側）
＜効果項目説明＞
オンライン申請を行うことによって添付書類の省略等優遇措置がある場合、添付書類入手のための待ち時間を削減できる。
＜算出方法＞
オンライン優遇措置によって不要となる、登記簿謄本取得のための手数料を計上。
【時給（国民）】×【年間オンライン申請件数】×【所要時間（登記簿謄本または登記事項証明書取得）】
＜各要素の設定値と根拠＞
8,102 時給（国民）
整理番号（手続）9と同様。
年間オンライン申請件数
整理番号（手続）9と同様。
所要時間（登記簿謄本または登記事項証明書取得）：0.7 時間/件
法務局ホームページの登記簿謄本取得のための平均時間についての情報より設定。

■手数料の印紙納付に要する時間の削減効果（利用者側）
＜効果項目説明＞
手数料が必要な手続の場合、電子申請の場合は電子納付が可能なため、書面申請の際に手数料を納付するために必要な収入印紙の購入にかかる時間を削減できる。
＜算出方法＞
印紙納付にかかる時間（収入印紙の購入等）と電子納付にかかる時間（インターネットバンキングでの振込み等）にかかる時間の差を短縮時間として計上。
【時給（国民）】×【年間オンライン申請件数】×【所要時間（収入印紙購入）】
＜各要素の設定値と根拠＞
時給（国民）
整理番号（手続）9と同様。
6,945 年間オンライン申請件数
整理番号（手続）9と同様。

所要時間（収入印紙購入）：0.6 時間/件
下記印紙購入所用時間と電子納付所要時間の和を設定。
印紙購入所用時間：0.44 時間/件
「行政手続のオンライン利用の範囲の判断に係る実施要領」（総務省）にて指定された「往復交通費の削減効果」算出式・設定値を使用（郵便局数を事務所数として使用）
※主に郵便局で購入すると考えて以下により算出（コンビニエンスストア等でも購入可能だが、基本的には一種類しかおいていないため除外する）。また郵便局は全国に2
より記載）。
電子納付所要時間：0.16 時間/件
該当オペレーション（オンライン振込み）を実施し、その結果を基に0.16時間と設定。

■捺印申請に要する時間の削減効果（利用者側）
＜効果項目説明＞
オンライン申請を行うことによって、申請書類に必要な代表印の押印に要する捺印申請手続を省略することができる。
申請主体が法人の場合に該当するとする。
＜算出方法＞
申請書への代表印押印のための時間（社内審査・押印処理等）にかかる時間を計上。
【時給（国民）】×【年間オンライン申請件数】×【所要時間（捺印申請手続）】
5,787 ＜各要素の設定値と根拠＞
時給（国民）
整理番号（手続）9と同様。
年間オンライン申請件数
整理番号（手続）9と同様。
所要時間（捺印申請手続）：0.5 時間/件
該当オペレーション処理時間（承認プロセスのみの場合と承認プロセスに付随して捺印申請を要する場合）を基にこれらの差分を設定。
■受付結果通知のための連絡に要する時間・業務の短縮効果（行政側）
4,712

整理番号（手続）9と同様。
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整理番号
（システム）

整理番号
（手続）

手続名 または複数の手続のオンライン利用を一
体的に判断する場合の手続群の名称

手続を受け付けている
システム等の名称

その他の効果
（円）

その他の効果の内訳、詳細等
（その他の効果の内容、具体的な算出方法等）
■オンライン申請優遇による、添付書類入手のための発行手数料の削減効果（利用者側）
＜効果項目説明＞
オンライン申請を行うことによって、添付書類の省略等優遇措置がある場合、添付書類入手のための発行手数料を削減できる。
＜算出方法＞
オンライン優遇により取得不要となる登記簿謄本または登記事項証明書取得のための手数料を計上。
【年間オンライン申請件数】×【手数料（登記簿謄本または登記事項証明書取得）】

3,500
＜各要素の設定値と根拠＞
年間オンライン申請件数
整理番号（手続）9と同様。
手数料（登記簿謄本または登記事項証明書取得）：700 円/枚
登記簿謄本・登記事項証明書の発行手数料を使用。
■申請書類作成に要する時間の短縮効果（利用者側）
必要書類枚数（添付書類等）と必要部数以外、整理番号（手続）9と同様。
3,241

必要書類枚数（添付書類等）
整理番号（手続）16と同様。
必要部数：2 部
e-Gov各手続ページに掲載されている 「提出先」情報を参照。
■オンライン申請優遇による、添付書類入手のための交通費の削減効果（利用者側）
＜効果項目説明＞
オンライン申請を行うことによって添付書類の省略等優遇措置がある場合、添付書類入手のための交通費を削減できる。
＜算出方法＞
オンライン優遇により取得不要となる登記簿謄本または登記事項証明書取得のために登記所へ出向くための往復交通費を計上。
【年間オンライン申請件数】×【往復交通費（登記簿謄本または登記事項証明書取得）】

3,190 ＜各要素の設定値と根拠＞
年間オンライン申請件数
整理番号（手続）9と同様。
往復交通費（登記簿謄本または登記事項証明書取得）：638 円/件
「行政手続のオンライン利用の範囲の判断に係る実施要領」（総務省）にて指定された
「往復交通費の削減効果」算出式・設定値を使用（登記所数を事務所数として使用）。
※記簿謄本/登記事項証明書を発行する法務局（登記所）は全国に50個所
■公文書（許可証）発行のための連絡に要する時間・業務の短縮効果（行政側）
2,827

整理番号（手続）9と同様。

■申請等窓口への移動時間の削減効果（共管省庁）
＜効果項目説明＞
複数の省庁へ申請書類を提出すする必要がある場合、オンライン申請を行うことによって共管省庁の窓口への移動時間を削減できる。
ただし共管省庁は徒歩圏内（500m以内）にあるため、交通費は計上しない。
＜算出方法＞
環境省に加えて共管省庁へも申請書類を提出する必要がある場合の移動時間（環境省～共管省庁）を計上。
【時給（国民）】×【年間オンライン申請件数】×【所要時間（共管省庁への往復移動時間）】
＜各要素の設定値と根拠＞
時給（国民）
1,898 整理番号（手続）9と同様。
年間オンライン申請件数
整理番号（手続）9と同様。

所要時間（共管省庁への往復移動時間）：0.164 時間
複数の省庁窓口への提出が必要な以下の手続について共管省庁の数及び距離より算出（移動速度（徒歩）については実施要領にて示されている数値（5km/時間）を使用
地球温暖化対策の推進に関する法律に関する手続
提出先省庁：環境省、経済産業省 往復移動距離（環境省～経済産業省）：google map より0.41km（片道）× 2=0.82km
往復移動時間（環境省～経済産業省）：往復移動距離（0.82km）÷移動速度（徒歩）= 0.164 時間

■申請書類を保管する業務・時間の削除効果（行政側）
1,885

整理番号（手続）9と同様。
■申請書類の保管スペースの削減効果（行政側）
必要書類枚数（添付書類等）と必要部数以外、整理番号（手続）9と同様。

80 必要書類枚数（添付書類等）
整理番号（手続）16と同様。
必要部数
整理番号（手続）と同様。
■申請書類のための紙代の削減効果（利用者側）
必要書類枚数（添付書類等）と必要部数以外、整理番号（手続）9と同様。
30

必要書類枚数（添付書類等）
整理番号（手続）16と同様。
必要部数：
整理番号（手続）17と同様。
■窓口対応時間外（夜間）にも申請を行うことができる時間の制約の解除効果（行政側）
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13,182,097

整理番号（手続）9と同様。

■窓口対応時間外（休日）にも申請を行うことができる時間の制約の解除効果（行政側）
8,304,721

整理番号（手続）9と同様。

■オンライン申請優遇による、行政側業務の削減効果（行政側）
＜効果項目説明＞
手続によっては、書面で申請する場合に比べて、オンライン申請の場合の方が手続完了までに要する時間が短くなる場合があり、業務量の削減によるものがある。

＜算出方法＞
オンライン申請優遇措置により行政側業務内容が短縮される以下の手続を対象として、短縮された業務時間（人件費）を計上。
<優遇内容>電子申請で行った場合は他省による審査が不要となるため、標準処理時間が書面申請より7日程度短縮される。
<計上対象業務>共管省庁における起案・決裁等の審査業務及び環境省との審査進捗・終了確認のための電話等による連絡業務。
<当優遇措置の効果>利用者は商社等の法人が主となっており手続完了までの日数の短縮及び完了日の事前把握が可能なことで、利用者にとって大きなビジネメリッ
【時給（公務員）】×【年間オンライン申請件数】×【短縮された行政側業務時間（オンライン優遇）】
6,084,780

＜各要素の設定値と根拠＞
時給（公務員）
整理番号（手続）9と同様。
年間オンライン申請件数
整理番号（手続）9と同様。
短縮された行政側業務時間（オンライン優遇）：3 時間/件
オンライン申請の場合、以下に示す割愛可能な共管省庁との連絡業務にかかる時間を設定。
連起案・決裁等の審査業務及び環境省との審査進捗・終了確認等の電話業務
■オンライン申請優遇による、添付書類の入手のための移動時間の削減効果（利用者側）

2,263,018

整理番号（手続）17と同様。
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整理番号
（システム）

整理番号
（手続）

手続名 または複数の手続のオンライン利用を一
体的に判断する場合の手続群の名称

手続を受け付けている
システム等の名称

その他の効果
（円）

その他の効果の内訳、詳細等
（その他の効果の内容、具体的な算出方法等）
■オンライン申請優遇による、行政側業務の削減効果（利用者依頼対応）（行政側）
＜効果項目説明＞
手続によっては、書面で申請する場合に比べて、オンライン申請の場合の方が手続完了までに要する時間が短くなる場合があり、業務量の削減によるものがある。

1,825,434

＜算出方法＞
以下の現在講じられているオンライン申請優遇措置から発生している効果と、今後オンライン利用が停止になった場合に想定される余剰業務にかかる時間（人件費）を計
<優遇内容>電子申請で行った場合は他省による審査が不要となるため、標準処理時間が書面申請より7日程度短縮される。
<計上対象業務>オンライン利用停止となり、当優遇措置がなくなった場合に想定される余剰業務。
①申請者が希望する日までに手続を完了するよう、行政側に依頼を行う（年間オンライン申請件数の30 %とする）。行政側はこれに対応するため、手続処理業務負荷が
②手続完了日や処理進捗状況についての申請者からの問合せに対応する。
【時給（公務員）】× 0.3×【年間オンライン申請件数】×【短縮された行政側業務時間2（オンライン優遇）】
＜各要素の設定値と根拠＞
時給（公務員）
整理番号（手続）9と同様。
年間オンライン申請件数
整理番号（手続）9と同様。
短縮された行政側業務時間2（オンライン優遇）：3 時間/件
利用者からの問合せ、手続完了督促に対応する時間を設定。
■補正業務処理業務・時間の短縮効果（行政側）

1,419,782 整理番号（手続）9と同様。
＜各要素の設定根拠＞
■電子データが保存されることによる業務時間の短縮効果（行政側）
1,014,130

整理番号（手続）9と同様。

■窓口での申請受付対応に要する時間・人の削減効果（行政側）
提出しなければならない省庁の数以外、整理番号（手続）9と同様。
1,014,130
提出しなければならない省庁の数
整理番号（手続）17と同様。
■オンライン申請優遇による、添付書類の入手のための待ち時間・処理時間の削減効果（利用者側）
871,829

整理番号（手続）17と同様。

■手数料の印紙納付に要する時間の削減効果（利用者側）
747,282

整理番号（手続）17と同様。

■捺印申請に要する時間の削減効果（利用者側）
622,735

整理番号（手続）17と同様。

■受付結果通知のための連絡に要する時間・業務の短縮効果（行政側）
507,065

整理番号（手続）9と同様。

■オンライン申請優遇による、添付書類入手のための発行手数料の削減効果（利用者側）
376,600

整理番号（手続）17と同様。

■オンライン申請優遇による、添付書類入手のための交通費の削減効果（利用者側）
343,244

整理番号（手続）17と同様。
■申請書類作成に要する時間の短縮効果（利用者側）
必要部数以外、整理番号（手続）9と同様。

323,822
必要部数
整理番号（手続）17と同様。
■公文書（許可証）発行のための連絡に要する時間・業務の短縮効果（行政側）
304,239

整理番号（手続）9と同様。

■オンライン申請優遇による、利用者側業務の削減効果（利用者側）
＜効果項目説明＞
手続によっては、書面で申請する場合に比べて、オンライン申請の場合の方が手続完了までに要する時間が短くなる場合があり、利用者側にも申請に対する承認や手続
果がある。

＜算出方法＞
以下の現在講じられているオンライン申請優遇措置から発生している効果と、今後オンライン利用が停止になった場合に想定される余剰業務にかかる時間（人件費）を計
<優遇内容>電子申請で行った場合は他省による審査が不要となるため、標準処理時間が書面申請より7日程度短縮される。
<計上対象業務>オンライン利用停止となり、当優遇措置がなくなった場合に想定される余剰業務。
①申請者が希望する日までに手続を完了するよう、行政側に依頼を行う（年間オンライン申請件数の30 %とする）。
②手続完了日や処理進捗状況について問合せる。
224,184 【時給（国民）】× 0.3×【年間オンライン申請件数】×【短縮された利用者側業務時間（オンライン優遇）】
＜各要素の設定値と根拠＞
時給（国民）
整理番号（手続）9と同様。
年間オンライン申請件数
整理番号（手続）9と同様。
短縮された利用者側業務時間（オンライン優遇）：0.6 時間/件
行政側への（申請者が希望する日までに手続を完了するよう）依頼、問合せ業務にかかる時間を設定。
■申請等窓口への移動時間の削減効果（共管省庁）
204,257

整理番号（手続）17と同様。

■申請書類を保管する業務・時間の削除効果（行政側）
202,826

整理番号（手続）9と同様。

■申請書類の保管スペースの削減効果（行政側）
必要部数以外、整理番号（手続）9と同様。
6,886
必要部数
整理番号（手続）17と同様。
■申請書類のための紙代の削減効果（利用者側）
必要部数以外、整理番号（手続）9と同様。
2,582
必要部数
整理番号（手続）17と同様。
■窓口対応時間外（夜間）にも申請を行うことができる時間の制約の解除効果（行政側）
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490,040

整理番号（手続）9と同様。

■窓口対応時間外（休日）にも申請を行うことができる時間の制約の解除効果（行政側）
308,725

整理番号（手続）9と同様。
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（システム）

整理番号
（手続）

手続名 または複数の手続のオンライン利用を一
体的に判断する場合の手続群の名称
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その他の効果
（円）

その他の効果の内訳、詳細等
（その他の効果の内容、具体的な算出方法等）
■オンライン申請優遇による、添付書類の入手のための移動時間の削減効果（利用者側）

84,127

整理番号（手続）17と同様。

■補正業務処理業務・時間の短縮効果（行政側）
52,780

整理番号（手続）9と同様。

■電子データが保存されることによる業務時間の短縮効果（行政側）
37,700

整理番号（手続）9と同様。

■窓口での申請受付対応に要する時間・人の削減効果（行政側）
提出しなければならない省庁の数以外、整理番号（手続）9と同様。
37,700
提出しなければならない省庁の数
整理番号（手続）17と同様。
■オンライン申請優遇による、添付書類の入手のための待ち時間・処理時間の削減効果（利用者側）
32,410

整理番号（手続）17と同様。

■捺印申請に要する時間の削減効果（利用者側）
23,150

整理番号（手続）17と同様。

■受付結果通知のための連絡に要する時間・業務の短縮効果（行政側）
18,850

整理番号（手続）9と同様。

■オンライン申請優遇による、添付書類入手のための発行手数料の削減効果（利用者側）
14,000

整理番号（手続）17と同様。

■オンライン申請優遇による、添付書類入手のための交通費の削減効果（利用者側）
12,760

整理番号（手続）17と同様。
■申請書類作成に要する時間の短縮効果（利用者側）
必要部数以外、整理番号（手続）9と同様。

12,038
必要部数
整理番号（手続）17と同様。
■公文書（許可証）発行のための連絡に要する時間・業務の短縮効果（行政側）
11,310

整理番号（手続）9と同様。

■申請等窓口への移動時間の削減効果（共管省庁）
7,593

整理番号（手続）17と同様。

■申請書類を保管する業務・時間の削除効果（行政側）
7,540

整理番号（手続）9と同様。
■申請書類の保管スペースの削減効果（行政側）
必要部数以外、整理番号（手続）9と同様。

256
必要部数
整理番号（手続）17と同様。
■申請書類のための紙代の削減効果（利用者側）
必要部数以外、整理番号（手続）9と同様。
96
必要部数
整理番号（手続）17と同様。
■窓口対応時間外（夜間）にも申請を行うことができる時間の制約の解除効果（行政側）

1

24

・信託の記録申請
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携】

122,510

整理番号（手続）9と同様。

■窓口対応時間外（休日）にも申請を行うことができる時間の制約の解除効果（行政側）
77,181

整理番号（手続）9と同様。

■オンライン申請優遇による、添付書類の入手のための移動時間の削減効果（利用者側）
21,031

整理番号（手続）17と同様。

■補正業務処理業務・時間の短縮効果（行政側）
13,195

整理番号（手続）9と同様。

■電子データが保存されることによる業務時間の短縮効果（行政側）
9,425

整理番号（手続）9と同様。
■窓口での申請受付対応に要する時間・人の削減効果（行政側）
提出しなければならない省庁の数以外、整理番号（手続）9と同様。

9,425
提出しなければならない省庁の数
整理番号（手続）17と同様。
■オンライン申請優遇による、添付書類の入手のための待ち時間・処理時間の削減効果（利用者側）
8,102

整理番号（手続）17と同様。

■捺印申請に要する時間の削減効果（利用者側）
5,787

整理番号（手続）17と同様。

■受付結果通知のための連絡に要する時間・業務の短縮効果（行政側）
4,712

整理番号（手続）9と同様。

■オンライン申請優遇による、添付書類入手のための発行手数料の削減効果（利用者側）
3,500

整理番号（手続）17と同様。

6

整理番号
（システム）

整理番号
（手続）

手続名 または複数の手続のオンライン利用を一
体的に判断する場合の手続群の名称

手続を受け付けている
システム等の名称

その他の効果
（円）

その他の効果の内訳、詳細等
（その他の効果の内容、具体的な算出方法等）
■申請書類作成に要する時間の短縮効果（利用者側）
必要書類枚数（添付書類等）と必要部数以外、整理番号（手続）9と同様。

3,241

必要書類枚数（添付書類等）
整理番号（手続）16と同様。
必要部数
整理番号（手続）17と同様。
■オンライン申請優遇による、添付書類入手のための交通費の削減効果（利用者側）

3,190

整理番号（手続）17と同様。

■公文書（許可証）発行のための連絡に要する時間・業務の短縮効果（行政側）
2,827

整理番号（手続）9と同様。

■申請等窓口への移動時間の削減効果（共管省庁）
1,898

整理番号（手続）17と同様。

■申請書類を保管する業務・時間の削除効果（行政側）
1,885

整理番号（手続）9と同様。

■申請書類の保管スペースの削減効果（行政側）
必要書類枚数（添付書類等）と必要部数以外、整理番号（手続）9と同様。
80

必要書類枚数（添付書類等）
整理番号（手続）16と同様。
必要部数
整理番号（手続）17と同様。
■申請書類のための紙代の削減効果（利用者側）
必要書類枚数（添付書類等）と必要部数以外、整理番号（手続）9と同様。

30

必要書類枚数（添付書類等）
整理番号（手続）16と同様。
必要部数
整理番号（手続）17と同様。

■窓口対応時間外（夜間）にも申請を行うことができる時間の制約の解除効果（行政側）

1

25

・割当量口座簿に記録されている事項を
証明した書面の交付請求
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携】

98,008

整理番号（手続）9と同様。

■窓口対応時間外（休日）にも申請を行うことができる時間の制約の解除効果（行政側）
61,745

整理番号（手続）9と同様。

■オンライン申請優遇による、添付書類の入手のための移動時間の削減効果（利用者側）
16,825

整理番号（手続）17と同様。

■補正業務処理業務・時間の短縮効果（行政側）
10,556

整理番号（手続）9と同様。

■電子データが保存されることによる業務時間の短縮効果（行政側）
7,540

整理番号（手続）9と同様。

■窓口での申請受付対応に要する時間・人の削減効果（行政側）
提出しなければならない省庁の数以外、整理番号（手続）9と同様。
7,540
提出しなければならない省庁の数
整理番号（手続）17と同様。

■オンライン申請優遇による、添付書類の入手のための待ち時間・処理時間の削減効果（利用者側）
6,482

整理番号（手続）17と同様。

■手数料の印紙納付に要する時間の削減効果（利用者側）
5,556

整理番号（手続）17と同様。

■捺印申請に要する時間の削減効果（利用者側）
4,630

整理番号（手続）17と同様。

■受付結果通知のための連絡に要する時間・業務の短縮効果（行政側）
3,770

整理番号（手続）9と同様。

■オンライン申請優遇による、添付書類入手のための発行手数料の削減効果（利用者側）
2,800

整理番号（手続）17と同様。

■オンライン申請優遇による、添付書類入手のための交通費の削減効果（利用者側）
2,552

整理番号（手続）17と同様。

■申請書類作成に要する時間の短縮効果（利用者側）
必要部数以外、整理番号（手続）9と同様。
2,407
必要部数
整理番号（手続）17と同様。

■公文書（許可証）発行のための連絡に要する時間・業務の短縮効果（行政側）
2,262

整理番号（手続）9と同様。

■申請等窓口への移動時間の削減効果（共管省庁）
1,518

整理番号（手続）17と同様。

■申請書類を保管する業務・時間の削除効果（行政側）
1,508

整理番号（手続）9と同様。

7

整理番号
（システム）

整理番号
（手続）

手続名 または複数の手続のオンライン利用を一
体的に判断する場合の手続群の名称

手続を受け付けている
システム等の名称

その他の効果
（円）

その他の効果の内訳、詳細等
（その他の効果の内容、具体的な算出方法等）
■申請書類の保管スペースの削減効果（行政側）
必要部数以外、整理番号（手続）9と同様。
51
必要部数
整理番号（手続）17と同様。

■申請書類のための紙代の削減効果（利用者側）
必要部数以外、整理番号（手続）9と同様。
19
必要部数
整理番号（手続）17と同様。

■窓口対応時間外（夜間）にも申請を行うことができる時間の制約の解除効果（行政側）

1
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・開示請求書の提出
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73,506

整理番号（手続）9と同様。

■窓口対応時間外（休日）にも申請を行うことができる時間の制約の解除効果（行政側）
46,308

整理番号（手続）9と同様。

■補正業務処理業務・時間の短縮効果（行政側）
7,917

整理番号（手続）9と同様。

■電子データが保存されることによる業務時間の短縮効果（行政側）
5,655

整理番号（手続）9と同様。

■手数料の印紙納付に要する時間の削減効果（利用者側）
4,167

整理番号（手続）17と同様。

■受付結果通知のための連絡に要する時間・業務の短縮効果（行政側）
2,827

整理番号（手続）9と同様。

■窓口での申請受付対応に要する時間・人の削減効果（行政側）
2,827

整理番号（手続）9と同様。

■公文書（許可証）発行のための連絡に要する時間・業務の短縮効果（行政側）
1,696

整理番号（手続）9と同様。

■申請書類電子化業務・時間の削減効果（行政側）
必要書類枚数（添付書類等）以外、整理番号（手続）9と同様。
1,131
必要書類枚数（添付書類等）：1 枚
e-Gov各手続ページに掲載されている情報を参照。
■申請書類を保管する業務・時間の削除効果（行政側）
1,131

整理番号（手続）9と同様。

■申請書類作成に要する時間の短縮効果（利用者側）
必要書類枚数（添付書類等）以外、整理番号（手続）9と同様。
763
必要書類枚数（添付書類等）
整理番号（手続）27と同様。

■手数料の軽減、税の軽減効果（利用者側）
＜効果項目説明＞
オンライン申請を行うことによって、手数料や税の軽減措置がある場合、その手数料や税費用を削減できる。
＜算出方法＞
軽減措置による手数料・税の書面申請の場合との差額を計上。
【年間オンライン申請件数】×【手数料等削減額】
300

＜各要素の設定値と根拠＞
年間オンライン申請件数
整理番号（手続）9と同様。
手数料等削減額：100 円/件
e-Gov各手続ページに掲載されている「手数料」情報を参照。
■申請書類の保管スペースの削減効果（行政側）
必要書類枚数（添付書類等）以外、整理番号（手続）9と同様。

9
必要書類枚数（添付書類等）
整理番号（手続）27と同様。

■申請書類のための紙代の削減効果（利用者側）
必要書類枚数（添付書類等）以外、整理番号（手続）9と同様。
3
必要書類枚数（添付書類等）
整理番号（手続）27と同様。

■窓口対応時間外（夜間）にも申請を行うことができる時間の制約の解除効果（行政側）

1

28

・開示の実施の方法等の申出
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24,502

整理番号（手続）9と同様。

■窓口対応時間外（休日）にも申請を行うことができる時間の制約の解除効果（行政側）
15,436

整理番号（手続）9と同様。

■補正業務処理業務・時間の短縮効果（行政側）
2,639

整理番号（手続）9と同様。

■電子データが保存されることによる業務時間の短縮効果（行政側）
1,885

整理番号（手続）9と同様。

■手数料の印紙納付に要する時間の削減効果（利用者側）
1,389

整理番号（手続）17と同様。

■受付結果通知のための連絡に要する時間・業務の短縮効果（行政側）
942

整理番号（手続）9と同様。

8

整理番号
（システム）

整理番号
（手続）

手続名 または複数の手続のオンライン利用を一
体的に判断する場合の手続群の名称

手続を受け付けている
システム等の名称

その他の効果
（円）

その他の効果の内訳、詳細等
（その他の効果の内容、具体的な算出方法等）
■窓口での申請受付対応に要する時間・人の削減効果（行政側）
942

整理番号（手続）9と同様。

■公文書（許可証）発行のための連絡に要する時間・業務の短縮効果（行政側）
565

整理番号（手続）9と同様。

■申請書類を保管する業務・時間の削除効果（行政側）
377

整理番号（手続）9と同様。

■申請書類作成に要する時間の短縮効果（利用者側）
必要書類枚数（添付書類等）以外、整理番号（手続）9と同様。
254
必要書類枚数（添付書類等）
整理番号（手続）27と同様。

■申請書類の保管スペースの削減効果（行政側）
必要書類枚数（添付書類等）以外、整理番号（手続）9と同様。
3
必要書類枚数（添付書類等）
整理番号（手続）27と同様。

■申請書類のための紙代の削減効果（利用者側）
必要書類枚数（添付書類等）以外、整理番号（手続）9と同様。
1
必要書類枚数（添付書類等）
整理番号（手続）27と同様。

■窓口対応時間外（夜間）にも申請を行うことができる時間の制約の解除効果（行政側）

1
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・特定特殊自動車の型式届出
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514,542

整理番号（手続）9と同様。

■窓口対応時間外（休日）にも申請を行うことができる時間の制約の解除効果（行政側）
324,162

整理番号（手続）9と同様。

■窓口での申請受付対応に要する時間・人の削減効果（行政側）
提出しなければならない省庁の数と所要時間（申請処理時間）以外、整理番号（手続）9と同様。
省庁/件
118,755 提出しなければならない省庁の数：3
e-Gov各手続ページ に掲載されている 「申請書様式」・「添付書類・部数」 情報を参照。
所要時間（申請処理時間）：0.5 時間/件
担当課職員へのヒアリング内容を基に設定。
■申請書類作成に要する時間の短縮効果（利用者側）
必要書類枚数（添付書類等）と必要部数以外、整理番号（手続）9と同様。
116,676

必要書類枚数（添付書類等）
整理番号（手続）53と同様。
必要部数：4 部
e-Gov各手続ページに掲載されている 「提出先」情報を参照。

■補正業務処理業務・時間の短縮効果（行政側）
55,419

整理番号（手続）9と同様。

■電子データが保存されることによる業務時間の短縮効果（行政側）
39,585

整理番号（手続）9と同様。

■捺印申請に要する時間の削減効果（利用者側）
24,307

整理番号（手続）17と同様。

■受付結果通知のための連絡に要する時間・業務の短縮効果（行政側）
19,792

整理番号（手続）9と同様。

■申請等窓口への移動時間の削減効果（共管省庁）
所要時間（共管省庁への往復移動時間）以外、整理番号（手続）17と同様。

17,695

所要時間（共管省庁への往復移動時間）：0.364 時間
複数の省庁窓口への提出が必要な以下の手続について共管省庁の数及び距離より算出（移動速度（徒歩）については実施要領にて示されている数値（5km/時間）を使用
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に関する手続
提出先省庁：環境省、経済産業省、国土交通省 往復移動時間は以下の2省庁間の移動時間を足して0.364とする。
往復移動時間（環境省～経済産業省）：整理番号（手続）17と同様
往復移動距離（環境省～国土交通省）：google mapより0.5km（片道）×2=1km
往復移動時間（環境省～国土交通省）：往復移動距離（1km）÷移動速度（徒歩）=0.2 時間

■公文書（許可証）発行のための連絡に要する時間・業務の短縮効果（行政側）
11,875

整理番号（手続）9と同様。

■申請書類を保管する業務・時間の削除効果（行政側）
7,917

整理番号（手続）9と同様。

■申請書類の保管スペースの削減効果（行政側）
必要書類枚数（添付書類等）と必要部数以外、整理番号（手続）9と同様。
6,854

必要書類枚数（添付書類等）
整理番号（手続）53と同様。
必要部数
整理番号（手続）53と同様。

■申請書類のための紙代の削減効果（利用者側）
必要書類枚数（添付書類等）と必要部数以外、整理番号（手続）9と同様。
必要書類枚数（添付書類等）
2,570
整理番号（手続）53と同様。
必要部数：
整理番号（手続）53と同様。

■窓口対応時間外（夜間）にも申請を行うことができる時間の制約の解除効果（行政側）

1

57

・少数生産特定特殊自動車の報告
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588,048

整理番号（手続）9と同様。

9

整理番号
（システム）

整理番号
（手続）

手続名 または複数の手続のオンライン利用を一
体的に判断する場合の手続群の名称

手続を受け付けている
システム等の名称

その他の効果
（円）

その他の効果の内訳、詳細等
（その他の効果の内容、具体的な算出方法等）
■窓口対応時間外（休日）にも申請を行うことができる時間の制約の解除効果（行政側）

370,470

整理番号（手続）9と同様。

■窓口での申請受付対応に要する時間・人の削減効果（行政側）
提出しなければならない省庁の数と所要時間（申請処理時間）以外、整理番号（手続）9と同様。
135,720

提出しなければならない省庁の数
整理番号（手続）53と同様。
所要時間（申請処理時間）
整理番号（手続）53と同様。

■申請書類作成に要する時間の短縮効果（利用者側）
必要書類枚数（添付書類等）以外、整理番号（手続）9と同様。
必要書類枚数（添付書類等）
133,344
整理番号（手続）53と同様。
必要部数
整理番号（手続）53と同様。
■補正業務処理業務・時間の短縮効果（行政側）
63,336

整理番号（手続）9と同様。
■電子データが保存されることによる業務時間の短縮効果（行政側）

45,240

整理番号（手続）9と同様。

■捺印申請に要する時間の削減効果（利用者側）
27,780

整理番号（手続）17と同様。

■受付結果通知のための連絡に要する時間・業務の短縮効果（行政側）
22,620

整理番号（手続）9と同様。

■申請等窓口への移動時間の削減効果（共管省庁）
20,223

整理番号（手続）53と同様。

■公文書（許可証）発行のための連絡に要する時間・業務の短縮効果（行政側）
13,572

整理番号（手続）9と同様。

■申請書類を保管する業務・時間の削除効果（行政側）
9,048

整理番号（手続）9と同様。

■申請書類の保管スペースの削減効果（行政側）
必要書類枚数（添付書類等）と必要部数以外、整理番号（手続）9と同様。
7,833

必要書類枚数（添付書類等）
整理番号（手続）53と同様。
必要部数
整理番号（手続）53と同様。

■申請書類のための紙代の削減効果（利用者側）
必要書類枚数（添付書類等）と必要部数以外、整理番号（手続）9と同様。
必要書類枚数（添付書類等）
2,937
整理番号（手続）53と同様。
必要部数
整理番号（手続）53と同様。

■窓口対応時間外（夜間）にも申請を行うことができる時間の制約の解除効果（行政側）

1
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・少数生産特定特殊自動車の記載事項の 環境省電子申請システム【e-Gov連
変更の届出
携】

24,502

整理番号（手続）9と同様。

■窓口対応時間外（休日）にも申請を行うことができる時間の制約の解除効果（行政側）
15,436

整理番号（手続）9と同様。

■窓口での申請受付対応に要する時間・人の削減効果（行政側）
提出しなければならない省庁の数と所要時間（申請処理時間）以外、整理番号（手続）9と同様。
5,655

提出しなければならない省庁の数
整理番号（手続）53と同様。
所要時間（申請処理時間）
整理番号（手続）53と同様。

■申請書類作成に要する時間の短縮効果（利用者側）
必要書類枚数（添付書類等）以外、整理番号（手続）9と同様。
必要書類枚数（添付書類等）
5,556
整理番号（手続）53と同様。
必要部数
整理番号（手続）53と同様。

■補正業務処理業務・時間の短縮効果（行政側）
2,639

整理番号（手続）9と同様。

■電子データが保存されることによる業務時間の短縮効果（行政側）
1,885

整理番号（手続）9と同様。

■捺印申請に要する時間の削減効果（利用者側）
1,157

整理番号（手続）17と同様。

■受付結果通知のための連絡に要する時間・業務の短縮効果（行政側）
942

整理番号（手続）9と同様。

■申請等窓口への移動時間の削減効果（共管省庁）
842

整理番号（手続）53と同様。

10

整理番号
（システム）

整理番号
（手続）

手続名 または複数の手続のオンライン利用を一
体的に判断する場合の手続群の名称

手続を受け付けている
システム等の名称

その他の効果
（円）

その他の効果の内訳、詳細等
（その他の効果の内容、具体的な算出方法等）
■公文書（許可証）発行のための連絡に要する時間・業務の短縮効果（行政側）
565

整理番号（手続）9と同様。

■申請書類を保管する業務・時間の削除効果（行政側）
377

整理番号（手続）9と同様。

■申請書類の保管スペースの削減効果（行政側）
必要書類枚数（添付書類等）と必要部数以外、整理番号（手続）9と同様。
必要書類枚数（添付書類等）
326
整理番号（手続）53と同様。
必要部数
整理番号（手続）53と同様。

■申請書類のための紙代の削減効果（利用者側）
必要書類枚数（添付書類等）と必要部数以外、整理番号（手続）9と同様。
122

必要書類枚数（添付書類等）
整理番号（手続）53と同様。
必要部数
整理番号（手続）53と同様。

■窓口対応時間外（夜間）にも申請を行うことができる時間の制約の解除効果（行政側）

1
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・型式届出特定特殊自動車の記載事項の 環境省電子申請システム【e-Gov連
変更の届出
携】

49,004

整理番号（手続）9と同様。

■窓口対応時間外（休日）にも申請を行うことができる時間の制約の解除効果（行政側）
30,872

整理番号（手続）9と同様。

■窓口での申請受付対応に要する時間・人の削減効果（行政側）
提出しなければならない省庁の数と所要時間（申請処理時間）以外、整理番号（手続）9と同様。
11,310

提出しなければならない省庁の数
整理番号（手続）53と同様。
所要時間（申請処理時間）
整理番号（手続）53と同様。

■申請書類作成に要する時間の短縮効果（利用者側）
必要書類枚数（添付書類等）以外、整理番号（手続）9と同様。
必要書類枚数（添付書類等）
11,112
整理番号（手続）53と同様。
必要部数
整理番号（手続）53と同様。

■補正業務処理業務・時間の短縮効果（行政側）
5,278

整理番号（手続）9と同様。

■電子データが保存されることによる業務時間の短縮効果（行政側）
3,770

整理番号（手続）9と同様。

■捺印申請に要する時間の削減効果（利用者側）
2,315

整理番号（手続）17と同様。

■受付結果通知のための連絡に要する時間・業務の短縮効果（行政側）
1,885

整理番号（手続）9と同様。

■申請等窓口への移動時間の削減効果（共管省庁）
1,685

整理番号（手続）53と同様。

■公文書（許可証）発行のための連絡に要する時間・業務の短縮効果（行政側）
1,131

整理番号（手続）9と同様。

■申請書類を保管する業務・時間の削除効果（行政側）
754

整理番号（手続）9と同様。

■申請書類の保管スペースの削減効果（行政側）
必要書類枚数（添付書類等）と必要部数以外、整理番号（手続）9と同様。
652

必要書類枚数（添付書類等）
整理番号（手続）53と同様。
必要部数
整理番号（手続）53と同様。

■申請書類のための紙代の削減効果（利用者側）
必要書類枚数（添付書類等）と必要部数以外、整理番号（手続）9と同様。
244

必要書類枚数（添付書類等）
整理番号（手続）53と同様。
必要部数
整理番号（手続）53と同様。

■窓口対応時間外（夜間）にも申請を行うことができる時間の制約の解除効果（行政側）

1

63

・少数生産特定特殊自動車の記載事項の 環境省電子申請システム【e-Gov連
変更の承認申請
携】

49,004

整理番号（手続）9と同様。

■窓口対応時間外（休日）にも申請を行うことができる時間の制約の解除効果（行政側）
30,872

整理番号（手続）9と同様。

11

整理番号
（システム）

整理番号
（手続）

手続名 または複数の手続のオンライン利用を一
体的に判断する場合の手続群の名称

手続を受け付けている
システム等の名称

その他の効果
（円）

その他の効果の内訳、詳細等
（その他の効果の内容、具体的な算出方法等）
■窓口での申請受付対応に要する時間・人の削減効果（行政側）
提出しなければならない省庁の数と所要時間（申請処理時間）以外、整理番号（手続）9と同様。

提出しなければならない省庁の数
11,310
整理番号（手続）53と同様。
所要時間（申請処理時間）
整理番号（手続）53と同様。

■申請書類作成に要する時間の短縮効果（利用者側）
必要書類枚数（添付書類等）以外、整理番号（手続）9と同様。
11,112

必要書類枚数（添付書類等）
整理番号（手続）53と同様。
必要部数
整理番号（手続）53と同様。

■補正業務処理業務・時間の短縮効果（行政側）
5,278

整理番号（手続）9と同様。

■電子データが保存されることによる業務時間の短縮効果（行政側）
3,770

整理番号（手続）9と同様。

■捺印申請に要する時間の削減効果（利用者側）
2,315

整理番号（手続）17と同様。

■受付結果通知のための連絡に要する時間・業務の短縮効果（行政側）
1,885

整理番号（手続）9と同様。

■申請等窓口への移動時間の削減効果（共管省庁）
1,685

整理番号（手続）53と同様。

■公文書（許可証）発行のための連絡に要する時間・業務の短縮効果（行政側）
1,131

整理番号（手続）9と同様。

■申請書類を保管する業務・時間の削除効果（行政側）
754

整理番号（手続）9と同様。

■申請書類の保管スペースの削減効果（行政側）
必要書類枚数（添付書類等）と必要部数以外、整理番号（手続）9と同様。
652

必要書類枚数（添付書類等）
整理番号（手続）53と同様。
必要部数
整理番号（手続）53と同様。

■申請書類のための紙代の削減効果（利用者側）
必要書類枚数（添付書類等）と必要部数以外、整理番号（手続）9と同様。
244

必要書類枚数（添付書類等）
整理番号（手続）53と同様。
必要部数
整理番号（手続）53と同様。
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