
徳島県ＩＣＴ推進本部（平成20年度第2回）

日時 平成２０年１１月２１日（金） 午後1時30分～2時

場所 特別会議室

内容

1.業務・システム最適化について

① 総務事務システムの進捗状況

② 新ホームページシステムについて

③ 紙を中心としたワークスタイルからＩＣＴを活用したワークスタイル

への転換

2.情報セキュリティの確保について

3.その他



１．業務・システム最適化について



① 総務事務システムの進捗状況
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発生源入力による事務の流れ（休暇システムの例）

職員 担当リーダー 決裁者

① ② ③
休暇の種類，期間等を
諸届簿に記載

申請内容を確認後
紙決裁

申請内容を確認後
紙決裁（補佐職
による代決可）

④
休暇取得日数等を手作業に
より集計

職員 担当リーダー 決裁者

① ② ③
休暇の種類，期間等をシ
ステムに入力（他の職員
による代理入力可）

申請内容を確認後
電子決裁

申請内容を確認後
電子決裁（補佐職
による代決可）

④
休暇取得日数等をシステム
で自動集計（手作業による
集計等の必要なし）

※休暇システムの対象外のもの（育休，部分休業，病休，休職等）については，従来どおりの方法で取得

現在の事務の流れ

システムによる事務の流れ

総務担当者

ＡＢＣ分析による業務削減率

52.34%
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発生源入力による事務の流れ（出勤簿システムの場合）

各職員

①
出勤時にシステムで
出勤登録（クリック）

②
電子出勤簿により
整理

※休暇システム及び旅費システムと連携するた
め，休暇，出張は入力の必要なし
（ただし，出張データとの連携は旅費システム
運用開始後の４月以降）

※休暇システムの対象外のもの（育休，部分休
業，病休，休職等）及び週休日振替・代休日
指定は出勤簿システムに直接入力

各職員

①
出勤時に出勤簿に
押印

②
出勤簿を整理

※諸届簿や旅行命令簿から、休暇や出
張の状況を出勤簿に転記

※月末に勤務状況を手作業により集計
し、出勤簿に記載

現在の事務の流れ

システムによる事務の流れ

ＡＢＣ分析による業務削減率

43.49%

総務担当者
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総務事務システム構築 全体スケジュール

システム名等 平成２０年 平成２１年

９月 10月 11月 12月 1月 ２月 ３月 ４月

ポータルサイト

スケジューラー

休暇システム

出勤簿システム

超過勤務等システム

旅費システム

手当システム

総務事務センター（仮称）

操作研修 運用 本格運用構築

構築 本格運用操作研修

構築 操作研修 本格運用

構築

開設準備 開設

①

②

③

④

①ＯＡ活用担当者研修 ②お試し利用 ③希望者研修 ④管理者研修

システム安定稼動検証の
ため，紙（諸届簿，出勤
簿）とシステムを併用



② 新ホームページシステムについて
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県ホームページ

県土整備部ホームページ

徳島ケータイ県庁

代表的な県サイト

◆県民

① どこが入り口か分からない。

② メニューがサイト毎に違い使い
勝手が悪い。

③ 欲しい情報に素早くたどりつけ
ない。

④ サイトの中で迷ってしまう。

解決①

第1回ＩＣＴ推進本部資料より抜粋 解決①分立するシステムを可能
な限り統合

解決②グローバルナビゲーション
を採用

解決③複数のアクセスルートを確
保(地域別、イベントカレン
ダー等)、ひとつの文書を4
種類のビューから閲覧

解決④検索機能を強化、パンくず
リスト設置

解決⑤オンラインマニュアル、操
作Q&A掲示板等を設置

解決⑥作成後直ちに公開プレ
ビューで確認可能

解決⑦単一の入力操作で携帯サ
イトも作成可能

解決⑧現在、１日３回のＨＰ更新
が任意のタイミングに短縮

解決⑨利用者にとってわかりやす
いURLを表示

解決⑩分立するシステムを可能
な限り統合

解決⑪Webアクセシビリティに配
慮したサイト設計

解決⑫ノーツに依存しないシステ
ムを構築

解決⑬ＯＳＳの活用

１ 現在のホームページが抱える問題点とその解決策

◆職員

⑤ 作成方法が分からない。

⑥イメージどおりに作成できない。

⑦ 携帯版ＨＰにデータを入れるの
が面倒だ。

⑧ リアルタイムに情報発信できな
い。

⑨ URLが意味不明の長い文字列
でパンフレットに掲載しにくい。

◆システム管理者

⑩ 個別システムが分立していて整
合性がとれない

⑪ 対応が義務付けられているJIS 
X8341に対応した修正がシステ
ム寿命で困難。

⑫ ノーツ，ＯＳのサポート期限が切
れている。

⑬ システム保守費，ユーザ対応の
管理コストが高い。
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分野
ページ
分野

ページ

組織
ページ
組織

ページ

属性
ページ
属性

ページ

地域
ページ
地域

ページ

文書
ページ
文書

ページ

ひとつの文書を４種類のビュー
（第二階層ページ）から閲覧
ひとつの文書を４種類のビュー
（第二階層ページ）から閲覧

属性とは入札、採用と
いった文書の種類

すべての文書ページ(HTML
ファイル)を/doc/に配置

第二階層ページのURL
は、/south/ のように簡素化

２ 新ホームページの特徴

トップ
ページ
トップ
ページ

文書ページの例
解決③

解決⑨
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３ トップページの特徴

新設 トップページ大写真 １０枚程度

からランダムに表示（固定）。県内名所、

名産等を題材にフォトコンテストで広く

県民から募集。

※非常時には関連情報掲示板へ

新設 閲覧支援機能

を標準装備
新設 キッズページ

すだちくんが大活躍？

新設 アクセス回数の多い情

報をタブ切り替えで表示

新設 イベントカレンダー

改良 googleなどを活用
し、検索機能を強化新設

全ページに共通の

グローバルナビ

ゲーションおよび

ヘッダを設置

新設 地域別情報検索

新設 RSS配信機能

新着情報があります！

解決②

解決③
解決③

解決⑪解決④
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新設 全ページに共通のグローバ

ルナビゲーションおよびヘッダ

新設
パンくずリスト

新設 部局独自の画

像を掲載可能

資料属性分類ごとに情

報を掲載

システムからページ全体の編集が可能

４ 部局ページ

解決②

解決④
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新設
パンくずリスト

新設 分野独自の画

像を掲載可能

５ 大分野ページ

システムからページ全体の編集が可能

新設 全ページに共通のグローバ

ルナビゲーションおよびヘッダ

小分野分類ごとに情報

を掲載

解決②

解決④
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PC版ホームページの内容は携帯版ページに
シームレスに連動！
PC版ホームページの内容は携帯版ページに
シームレスに連動！

６ 携帯版ホームページとPC版ホームページの連動

解決⑦
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７ CMS記事作成画面例

属性 ▼ ▼ ▼

分野 ▼ ▼
▼ ▼
▼ ▼

実施地域 □地域指定なし
□東部
　□徳島市　□鳴門市　□小松島市　□吉野川市　□阿波市
　□勝浦町　□上勝町　□佐那河内村　□石井町　□神山町
　□那賀町 □牟岐町 □美波町 □海陽町
　□松茂町　□北島町　□藍住町　□板野町　□上板町
□西部
　□美馬市　□三好市　□つるぎ町　□東みよし町
□南部
　□阿南市　□那賀町　□美波町　□牟岐町　□海陽町

地図表示 地図上の位置指定を行う

イベント登録 □イベントカレンダーに表示する ▼ 年 ▼ 月 ▼ 日 複数の日付に登録

文書作成日 ●文書保存時の日付 ○ ▼ 年 ▼ 月 ▼ 日 ▼ 時 ▼ 分

公開期間 □公開開始日を設定する ▼ 年 ▼ 月 ▼ 日
時間も設定できるようにする

■公開終了日を設定する ▼ 年 ▼ 月 ▼ 日

承認者 名前（メールアドレス） ▼ ▼ ▼
メールアドレス順

▼ ▼ 一回ですべて選択できるようにする。

連絡先 連絡先を変更

保存方法 ●通常保存 ○ドラフト保存 ○ひな形保存

15 30

保存

2008 8 3

地域属性やイベントカレンダー項目を追加

公開期間の処理が任意のタイミングで可能公開期間の処理が任意のタイミングで可能

解決⑧
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８ アクセス解析をホームページに反映

開発にあたっては，ユーザの傾向を新
ホームページに反映させるため，
「Google Analytics」により現行ホーム
ページの詳細な分析を行った。

分析結果は，随時，新ホームページシ
ステムのユーザビリティ向上及びSEO
（※）対策として取り込んでいる。

（反映事例の一つ）
閲覧上位キーワードを，新着から絞り込み可能にした。

Google Analyticsの画面

※SEO サーチエンジンの検索結果のページの表示順の上位に自らのWebサイトが表示されるようにすること。
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９ スケジュール

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

サブシステム

申請に対する処分情報

不利益処分情報

徳島県の統計情報・行政資料室情報

保健所健康図書館

県庁コールセンターFAQ

本体システム開発

設計

プログラミング

テスト

既存コンテンツ移行

ドミノサーバー

土木サーバー

ケータイ県庁

議会ホームページ

操作研修

一般利用者

部局分野管理者

サブサイト管理者

システム管理者

運用テスト期間の運用保守

CMSメンテナンス等の運用保守管理

Q&A,FAQシステムによるサポート依頼対応

平成２１年度
項目

平成２０年度

テ
ス
ト
運
用
期
間

新
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
公
開

リ
ニ

ュ
ー
ア
ル
公
開

テ
ス
ト
運
用
期
間
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•自治体サイトを構築できる十分な機能を備えた
汎用的なCMSとして開発中

•徳島県庁ホームページ（アプリケーション）と
CMSは完全に独立

•CMS単独で各種Webサイトの構築が可能

•次の２つの成果物をオープンソース(GPL)として
公開予定

CMS本体

徳島県庁ホームページ（CMSアプリケーション）

Linux系OS（CentOS）

Ruby on Rails (言語・フレームワーク）

徳島県CMS （汎用CMS)

徳島県CMSの機能階層

１０ 徳島県CMS（※）について

徳島県庁ホームページ
（CMSアプリケーション)

※CMSとは?  テキストや写真などの「コンテンツ」と、各階層ページの「レイアウト・デザイン」を独立して管理できる
Webサイトの開発・運用プラットフォーム

開発コストを削減するため，GNU General Public License(GPL) として公開されている「島根県ＣＭＳ」を基に開発。

ただし、島根県CMSは、機能が限られており、運用管理がしづらいので、より高度なテンプレート管理機能を有す
る徳島県CMSを構築中。



③紙を中心としたワークスタイルからＩＣＴを活用した
ワークスタイルへの転換
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非定型業務の最適化として、新たに、紙を中心としたワークスタイルからＩＣＴを活用した
ワークスタイルへの転換を推進

業務・システム
最適化

2. 非定型業務

1. 定型業務

1.1.総務事務業務・システム

1.2.母子寡婦業務・システム

1.3.ホームページ作成業務・システム

2.1.ＩＣＴを活用したタスクフォース方
式による政策・課題検討

2.2.テンプレートの活用（職員による
簡易なシステム作成）

・・・

2.3.紙を中心としたワークスタイルか

らＩＣＴを活用したワークスタイル
への転換

EA手法に従いワーク
フロー分析を中心に実
施中

最適化手法に加え、
コンサルタント手法を
用い、パターン化によ
り最適化を図る



④立案・決裁・施行・保存

情報の検索・共有・共同利用

ができない

①会議・協議

大量の紙を配布し、個人ごと

に保管

②組織内の情報共有

個人ごとに保管しているので、

情報共有ができない

③庁内連絡・照会回答など

紙やメールによる照会・集計

を行っている

年間約1億枚
の紙を消費
※

電子決裁・文書管理システムの導入を
検討。

課内の会議・協議など可能な場面からタ

スクフォース方式を導入する。

電子化されている情報は全てファイル
サーバ等に保存し共有化を図る。
電子情報の整理方法を明示（ガイドライ
ン作成）

全ての照会等を全庁ＬＡＮ上でテンプ
レートを活用する。
庁内連絡についても全庁掲示板を活用
し、紙を配布しない。

一石三鳥
の効果

４つの場面で、それぞれに紙の削減を目指す
～紙の削減は仕事の効率化のバロメーター～

※環境首都ｴｺｵﾌｨｽﾃﾞｰﾀ

• 紙の使用量削減
• 保存スペース削減

• 作業の効率化
（印刷・配付の消滅）

• 意思決定の
スピードアップ

• 業務の質の向上



「会議・協議ガイドライン」を作成

1. 「タスクフォース方式」の普及

プロジェクターの活用

パワーポイントなどで絵を用いてポイント記載

（「仕事の道具箱」で作成例を掲示）

会議室に各職員のパソコンを持ち込む

2. 「会議設計シート」の作成・普及

会議開催前に作成し、会議参加者にメールで配布

会議終了後に決定事項等を加えることにより議事録を作成

① 会議・協議方法の見直し

件名

日時

目的

ゴール

参加予定者

役割分担
（司会）：
（書記）：
（タイムキーパー）：

議題
１　○○○　　　　（時間）　　　　　（担当）
２　△△△　　　　（時間）　　　　　（担当）
３　○○○　　　　（時間）　　　　　（担当）

資料

決定事項
１　○○○
２　△△△
３　○○○

持ち越し事項

行動計画

次回の予定

会議設計シート【例】

目指すべき方向

実現のための方策

大量に紙をコピー・配布する方式を改め、ＩＣＴを活用し、会議・協議の質を

向上する。

① 小さなスペースでもOK

② プロジェクターやスクリーンは情報システム課
でも貸し出し中



「電子情報共有ガイドライン」の作成を検討

1. 情報は組織の共有財産であるとの意識を徹底

情報は個人の財産ではない

2. 情報は可能な限り電子化

電子化された情報がある場合は、紙で重複して持たない

3. 電子化された情報の整理方法を明示

ファイルサーバ等の整理方法等を明示

② 組織内の情報の電子化による共有の促進

目指すべき方向

実現のための方策

皆が同じ情報を紙で保有する方式を改め、情報の電子化を進め、体系化
された電子情報を共有する。

【電子化のメリット】

①検索が容易

②共有が可能

③保管場所をとらない



1. 全庁掲示板の活用を徹底

掲示板に掲示した場合は、紙を配布しない。

利用者が使いやすいような工夫を行う。

（多数のファイルを添付せず一つのファイルにまとめる等）

2. 庁内照会・職員アンケート等へのテンプレートの活用

紙での照会、アンケートから、簡易なシステム化による

照会、アンケートへ転換する。

③ 庁内連絡・照会回答のオンライン・テンプレート化

目指すべき方向

実現のための方策

簡易なシステム化により電子化を行い、紙をなくすことにより、紙の配布・
取りまとめ等に要する時間を削減する。

①アンケート（これまでに、７件実施）
②庁内照会（情報セキュリティ関係など３件）
などで大きな効果



２．情報セキュリティの確保
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第１回ＩＣＴ推進本部（平成２０年７月２８日）以降の取り組み

項目 時期 内容

ｅ－ラーニングによる研修
7月23日

～8月22日

セキュリティ対策の必要性、具体的取組等

についての研修 （受講率 97.6％）

ｅ－ラーニングに関するアンケート
7月23日

～8月22日

今後の研修内容の充実を図るため実施

（回答数 1001名）

クリアデスク・クリアスクリーンキャ

ンペーン
8月

8月を推進月間とし、全庁的なクリアデスク・

クリアスクリーンを展開

外部記録媒体の管理の徹底 8月

外部記録媒体の管理を徹底

・管理状況の一斉点検の実施

・持ち出し状況調査の実施

情報システムセルフチェック実施
9月22日

～30日

個別情報システムの自己点検とリスクアセ

スメント

パスワードの変更
11月12日

～25日
パスワードを半年ごとに変更
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今後の取り組み

項目 時期 内容

ｅ－ラーニングによる研修 2月
セキュリティ対策の必要性、具体的取組等

についての研修

情報セキュリティ内部監査
11月下旬 個別情報システム及び各所属における情

報セキュリティ対策の監査2月

緊急時対応計画の策定 3月
情報資産侵害等、緊急時の対応について

記載

情報資産の分類の表示 立案文書に情報資産の分類を表示
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徳島県コンプライアンス基本方針へ情報セキュリティ対策を記載

「徳島県コンプライアンス基本方針」（H20年11月徳島県コンプライアンス統括本部策定)に、特に

遵守すべき情報セキュリテイ対策として、次の内容を記載。

1. ＵＳＢメモリ等外部記録媒体の適切な管理
登録していないＵＳＢメモリ等は、使用禁止。

分類１の情報が入ったＵＳＢメモリ等は持ち出し禁止。

分類２や分類３の情報が入ったＵＳＢメモリ等を持ち出すときは、暗号化した上で持出許可簿により所属

長の許可を得る。

2. ウィニーなどファイル交換ソフトに注意
ウィニー等ファイル交換ソフトがインストールされているパソコンを用いて業務に関連する情報の処理は

一切禁止。

3. 業務以外での情報システム利用の禁止
業務以外の目的でインターネットへアクセスしたり、電子メールを使用しない。

4. クリアデスク・クリアスクリーンの推進

【参考】今後、情報セキュリティポリシーを改正し、違反行為が懲戒処分の対象と判断される場合

に人事管理者へ通知する旨を記載する予定。



３．その他



29

1. 現在、県・市町村情報化推進協議会が新システム導入に向け準備中

新システムでは、県の３０手続（新規７手続）を供用予定

2. 新システムの特徴

ＡＳＰサービスを利用することで経費削減（運用経費を約半減）

利用者の事前準備（Ｊａｖａ環境のインストール等）が不要

職員が様式作成ツールで申請様式を作成可能

今までメールなどで受け付けていた研修、講習・イベント等の申込など簡易申請にも利用可能
（携帯電話からも利用可能）

3. 今後の予定

4. オンライン利用促進の取組（「オンライン利用促進計画」（H20年3月）を策定）

オンライン利用促進対象手続の利用率の向上を目指す

新たにオンライン化を行う手続を引き続き検討

Ｈ21年度から、研修・講習・イベント等の申込に、このシステムを利用して簡易申請を導入

新しい「電子申請・届出システム」について

11月 12月 1月 2月 3月 4月

導入準備

研修

４手続の運用を開始

残りの全手続の運用を開始


