
平成１８年７月６日（木） １０：３０～

３階 特別会議室

平成１８年度 第２回

徳島県ＩＣＴ推進本部会議



１．開 会

２．知事あいさつ

３．ＣＩＯ（最高情報統括監）あいさつ

４．議 事

（１） 業務・システム最適化について

（２） 業務・システム最適化方針（ガイディング・プリンシプル）の策定について

（３） セキュリティ委員会の設置について（報告）

（４） 調達管理委員会の設置について（報告）

（５） 「徳島県ＩＣＴ施策２００６」について

（６） その他

次 第



１ 業務・システム最適化について１ 業務・システム最適化について



セキュリティ委員会

調達管理委員会

（業務実行マネジメント機能） （業務・システム最適化マネジメント機能） （行政経営マネジメント機能）

ＩＣＴ推進本部 幹事会

ｅ－県庁推進部会 地域情報化推進部会

徳島県ＩＣＴ推進本部

本部長 ：知事
副本部長：副知事，ＣＩＯ
本部員 ：各部局長等

幹事長：県民環境部副理事
幹事 ：各部局主管課長

リーダー：情報システム課情報化戦略室長
メンバー：各部局政策担当・業務システム

所管課課長補佐等

リーダー：地域情報政策課長
メンバー：各部局政策担当・関係分野

担当課長補佐等

総合政策局 人事課・財政課

政策連携・調整 政策連携・調整

業務主管部局
業務主管部局

業務主管部局
業務主管部局

指示・通達

最適化推進委員会

徳島県ＩＣＴ推進本部 推進体制
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最適化推進委員会

・ ＩＣＴに係る業務・システムの最適化に関する事項について調査及び審議し、
これを幹事会に報告する

1. 業務

2. メンバー

・ 総合政策局上席政策調査員 酒池由幸
・ 秘書課課長補佐（広報公聴担当） 秋川正年
・ 総務課法務文書室長 大平俊一
・ 人事課行政経営戦略室長 小笠原章
・ 財政課財政戦略室長 大貝誠治
・ 職員厚生課課長補佐 森 繁生
・ 管財課主幹兼課長補佐 竹原千裕
・ 税務課課長補佐 安原寿人
・ 地域情報政策課課長補佐（電子自治体推進担当） 羽里信和
・ こども未来課 課長補佐（母子担当） 大櫛光次
・ 出納局出納課主幹兼課長補佐 森井誠二



業務・システム最適化に向けた主な作業内容

• 現行業務フローの作成

• 現行業務・システム課題整理

1. 見える化に向けた活動

• 現行機能構造図作成

• 現行機能情報関連図作成

2. 解かる化に向けた活動

• 将来体系・次期体系作成
（業務フロー、業務説明書、機能構造図、機能情報関連図、UMLクラス図など）
*県庁内データ標準化に向けたXMLスキーマ作成の必要性についても検討する

• 総務事務システム、情報共通基盤システム調達計画作成

3. 最適化計画策定に向けた活動

• 現行業務説明書作成

• 業務システム最適化方針策定

• 情報抽象化表作成

• 実態関連図作成



LoveM 概要

LoveM図作成のポイント

（１）情報の流れに着目して調査／分析を行う

（２）分析／課題抽出にあたっては、現状にとらわれない

•業務の効率を妨げる要素はないか

•業務の精度を下げる要因はないか

•最も時間のかかっている部分はどこか

•業務を遂行するに当たり、必要な情報／サポート資源
は適切に得られているか

•別な手段／道具により代替可能か

•業務フロー全体の中で、個々の作業要素が果たす役割
は何か／本当に必要か

•担当者間、特に異なるロケーション間をまたがるフロー
が多過ぎないか

現行業務プロセス
の調査

現行プロセスの評価

情報技術の適用ポイント

現行業務プロセス
の分析

課題改善ポイント識別

新業務プロセス
の策定

改善による効果

新業務プロセスの策定
（あるべき姿）

情報技術適用の要件

LoveM手法は、現行業務・システム運用上の課題抽出、将来における政策・業務体系の記述方法として、業務プロセスを
理解し易く表現でき、分析の正確性や迅速性も高く、業務担当者およびシステム担当者の方々が、「共通の道具」とし
て使用することができます。

LoveM : Line Of Visibility  Engineering Methodology  

LoveM図



これまでの業務「見える化」活動

• LoveMによる現行業務フロー作成方法

• 課題抽出方法

• 業務説明書作成方法

業務「見える化」研修 （5月11日～5月12日）

• 調査対象業務部門での現行業務フロー作成

• 作業進捗状況説明会 （5月22日）

• 業務「見える化」作業報告会 （6月9日）

• 現行課題の抽出

業務「見える化」作業実施 （5月15日～6月28日）

• SWOT分析
• 県の方針確認
• ガイディングプリンシプル作成

業務・システム最適化方針（ガイディングプリンシプル）策定（6月29日）

業務・システム最適化説明会 （4月27日）

• 「業務・システム最適化とは何か」について各部局主管課職員等を対象に説明



業務システム最適化研修会（5/11･12)

LoveM図(ﾜｰｸﾌﾛｰ)作成方法説明



業務「見える化」報告会（6/9）



• 秘書課（ＨＰ作成業務）

• 総務課（文書管理業務）

• 人事課（総務事務（人事・給与・服務））

• 職員厚生課（総務事務（福利厚生））

• 管財課（総務事務（物品調達））

• 税務課（税務業務）

• こども未来課（母子寡婦福祉資金）

• 出納課（総務事務（給与・旅費）財務会計）

業務「見える化」作業の結果

1. LoveM図作成対象業務

2. LoveM図作成枚数

• 業務数 145業務
• 作成したＬｏｖｅＭ図の枚数 202枚
• 抽出された課題 334件



業務サイクル 版数 日付 作成者 頁
月１回 初版 2006/5/26 橘本 1/2

業務名（Lv2) 業務名（Lv3)

＜サービス対象者＞

職員

所属給与
担当者

　　　　　　内容を確認

＜サービス提供者＞

　　　　　　　　内容を審査
人事課     NG
給与担当

                     OK 　　　　　　　　　内容を確認
内容を審査          NG

     OK

情報シス
テム課

出納課

＜システム＞

＜データベース＞

時間

業務名（Lv1)

部門名
人事課

扶養手当業務

業務流れ図 業務名（Lv0)
総務事務（給与）

異動届記入
・提出

異動入力

異動データ

異動届受取

所属長印押
印

異動届受取

不足書類等
連絡

不足書類の
準備・提出

異動届受取

不足書類の
受取・提出

認定立案
・決裁

給与システム

所属の内容確認が
不十分だと書類不
足等により立案まで
に時間がかかる

人事課で打ち出
せないか？

異動届の
提出忘れ

加工

入力データ 修正入力

入力データ

給与明細

給与明細

ワークフロー化検討
範囲

2/2
へ



業務サイクル 版数 日付 作成者 頁
2006/5/31 岡村 1/1

業務名（Lv2) 業務名（Lv3)

組合員

各所属所

共済組合

テック情報

＜システム＞

＜データベース＞

　　　　３／２５頃 １５日頃 １７日頃
時間

業務名（Lv1)

部門名
職員厚生課

組合員資格管理業務 組合員資格情報登録・組合員証発行業務４／１

業務流れ図 業務名（Lv0)
総務事務(福利厚生）

資格取得届

組合員証

決裁

共済等給付金ＰＣシステム

組合員証

組合員証
作成

配布

組合員証

資格取得届

資格取得届

決裁、証明印

資格取得届

保管

資格情報
入力（教委、警
察からの転入

者を除く）

人事課、病院局、
企業局より異動情
報入手し、社会保
険事務局、組合、
動物愛護センター
にも異動情報確認

新共済変
換係に入

力

新規採用職員
名簿等(別紙１）

資格取得届
提出依頼

新共済変換係

県庁ライフプラン

住民票のある住所情報
がﾃﾞｰﾀであれば給付等

の精度があがる

資格取得届
提出依頼

人事課等で作成している同様の名簿が
あればほしい。

名簿作成するのに２日程度時間を要す
る

資格取得届
提出依頼

依頼書

依頼書 教委・警察からの異動情
報はﾎｽﾄｼｽﾃﾑで自動的
にﾃﾞｰﾀを作成するため、
組合員証はPCｼｽﾃﾑ更

新後でなければ作成でき
ない（１８日頃）

本庁は所属に電
話、出先は文書箱

共済等給付金ホストシステム

１ヶ月分の資格情報
データをＭＯに保存

ホストシステムデータ更新

給与システム

ホストシステムデータ更新

MO

MO
MO

PCシステム
ﾃﾞｰﾀ更新

入力チェック

保管

ミスがあった
場合、共済等
給付金ＰＣシ
ステムのデー

タを修正

組合員原票
チェックリスト

組合員原票
チェックリスト

PCシステム、給与のデータ
をホストで統合。
３システムでのデータ統合の
仕組みが必要

情報入手がﾀｲﾑﾘｰ
でない時がある。
現時点では広く散
らばる任命権者よ
り情報をまとめる

給与システムからの資格情報提供は月1
回（１７日頃）であり組合員証発行事務が
遅くなるため資格情報を入力する
人事、給与、共済等給付金PCシステム
で人事情報が重複している

ﾎｽﾄﾃﾞｰﾀ更新中（２日間）はPCｼｽﾃﾑが使用できない
PCｼｽﾃﾑとﾎｽﾄｼｽﾃﾑを一つにすることで、効率化す

る。



２ 業務・システム最適化方針の策定について２ 業務・システム最適化方針の策定について



業務・システム最適化方針

業務・システム最適化方針とは

これから県庁で業務・システム最適化を進めていく際の行動基準となるも

のであり、作業をする際に、必ず参照する原則。

なぜ、策定するのか

業務・システム最適化におけるすべての活動間及び成果物間の整合性を

確保する。

今後どうしていくのか

全職員へ通知し、徹底する。

全庁的にこの方針に基づき、業務・システム最適化を行う。



県のビジョン・戦略の
理解

業務のあるべき姿
についての検討

ICTのあるべき姿
についての検討

現状の課題に
対する理解

環境変化への
対応

サービス対象の
明確化

情報・知識の
蓄積と活用

理想的な
情報の利用形態

システムの
開発・運用方法

セキュリティーに
ついての考え方

EA準拠の方法
業務とICTの

関係

対象業務の
明確化

業務・システム最適化方針（ガイディング・プリンシプル）の構成要素*

SWOT分析実施

業務・システム最適化方針（案）の策定方法

オンリーワン徳島行動計画
リフレッシュとくしまプラン

*米国連邦政府事例をもとに作成

S （Strength 強み）

W （Weakness 弱み）

O (Opportunity 機会)

T (Threat  脅威)



現行業務・システム課題の原因分類

1. 外部要因 （１６）

2. 業務の重複 （７）

3. 業務見直し不足 （２８）

4. システム機能の重複 （２）

5. システム機能不備 （６１）

6. システムの重複 （２）

7. システム品質 （６）

8. システム未整備 （８０）

9. 情報共有不足 （７６）

10.スキル不足 （６）

11.制度的制限 （９）

12.制度の不備 （２８）

13.ルールの不徹底 （１０）

14.その他 （３）

※ LoveM図作成作業から抽出された課題 計334件の内訳



第２回最適化推進委員会（6/29）
（ＳＷＯＴ分析法 説明）



第２回最適化推進委員会（6/29）
（ＳＷＯＴ分析作業）



第２回最適化推進委員会（6/29）
（徳島県業務・システム最適化方針（案）策定の準備）

強み（Ｓ） 弱み（Ｗ） 機会（Ｏ） 脅威（Ｔ）

内部要因 外部環境

ＳＷＯＴ振り分け整理



© Copyright Tokushima Pref. 2006|    | 

O （Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｙ 機会）S （Strength 強み）

W （Weakness 弱み） T （Ｔｈｒｅａｔ 脅威）

：因果関係（片方向） 片方向の因果関係（主従関係）にある ：因果関係（両方向） 相互に因果的である ：相反関係 相互する関係にある

改革への前向きな姿勢

改革気運の高まり

改革に向けた体制

知事の強いリーダーシップ

安定した組織
高いスキル

高いセキュリティー

整備されたIT環境

正確な業務遂行

システム変更による混乱

財源不足

低いＩＴスキル

住民ニーズがわからない

わかりにくい人事評価制度

弱いコスト意識

縦割組織

地域地盤沈下

データ共有不足 困難な意思決定

短期人事異動

組織・体制の不備

不明確な役割

プロジェクト管理スキル不足

困難な知識共有

標準化されていないICT

職員の質の低下

柔軟性の低いシステム

戦略と施策の不整合

不十分な事業評価

不十分なセキュリティ管理

スペース不足

評価プロセスの欠如

改革への抵抗感

ICTテクノロジーの発達

インターネット環境整備

交通機関の発達

改革気運の高まり

住み良い環境

自主財源確保の機会

豊富な先行事例

住民の監視の目

職員数の減少

住民の行政参加意識欠如

災害の発生

財源縮小の気運 中央政府による統制

低い交通マナー

県民ニーズの変化

随意契約排除圧力

ウィルスソフトの増加

：徳島県業務・システム最適化基本方針への反映項目

（
内

部

要

因

）

（
外

部

環

境

）

ＳＷＯＴ分析結果



第２回最適化推進委員会（6/29）
（徳島県業務・システム最適化方針（案）の策定）

「３８素案項目」から「７項目」への策定精選作業



第２回最適化推進委員会（6/29）
（徳島県業務システム最適化方針（案）の７項目最終確認）



徳島県 業務・システム最適化方針（案）

４．庁内の共有できる情報の有効活用を図る仕組みを構築し、部門間の連携を
強化する。

５．環境変化に柔軟に対応できる使い易く進化可能なシステム構築を目指す。

１．県のビジョン・戦略に沿った業務・システムの全体最適化を推進する。

７．全庁的にICTノウハウを蓄積し、職員のスキルアップを図るとともに、
チャレンジ精神旺盛な組織風土を醸成する。

６．セキュリティの確立と個人情報保護に努め、常に危機管理の視点で取り組む。

３．コスト意識を持って業務のあり方を抜本的に見直すとともに、必要な規定を整備し、
最適なICTを活用する。

２．県民の目線に立った業務・システムの構築を行い、情報提供及び県民の
行政参画を推進し、双方向の透明性を高める。



３ セキュリティ委員会の設置について３ セキュリティ委員会の設置について



これまでの取り組み

徳島県情報セキュリティポリシーの策定

平成15年3月27日策定

基本方針、対策基準、（実施手順）

情報セキュリティ監査の実施

民間の外部監査法人による監査を実施

情報セキュリティ研修の実施

ｅ-ラーニングによる全職員を対象とした研修を実施



徳島県の情報セキュリティレベル

※ 総務省が作成した「情報セキュリティレベル評価ツール」による自己診断結果

カテゴリ 評価点 評価 (参考）
都道府県平均

(参考）
全地方公共団体の

平均

 １．体制の整備 3.3 Ｃ 3.2 2.2

 ２．ポリシー等の整備 2.5 Ｃ 3.0 2.1

 ３．物理的セキュリティ 3.2 Ｃ 2.8 2.5

 ４．技術的セキュリティ 3.2 Ｃ 3.0 2.6

 ５．人的セキュリティ 2.3 Ｄ 2.4 2.0

 ６．評価・見直し 2.0 Ｄ 2.2 1.4

総合評価点 2.7 Ｃ 2.7 2.1



なぜ設置するのか

庁内の情報セキュリティを確保するため、全庁的な取り
組みを組織的に推進する

情報セキュリティ対策に関するマネジメントシステムを確
立する（ＰＤＣＡサイクルを回転させる）

外部監査及び内部監査を実施し、その結果を受けて
改善計画を策定し、実行する



委員会の役割と構成

役割

情報セキュリティ対策に関すること

情報セキュリティ監査に関すること

構成

全庁的な取り組みを行う必要があるため、幹事会と
同じ構成とする。



外部監査結果（その１：評価すべき事項）

(1) 徳島県知事のトップダウンにより、ICT推進政策の一環として情報セ

キュリティ対策を推進していること｡

(2) 県総合サービスネットワークシステムに対する情報システム課の対
応は限られたマンパワーの中で、外部委託業者であるサポートセン
ターと連携して、円滑に行われていること｡

(3) 情報システム課が中心になって、情報セキュリティ対策の推進に努
めており、全庁職員に対する啓発活動を実施されていること｡

①掲示板に情報セキュリティに関する情報を継続的に発信していること。
②全職員に情報セキュリティに関するｅ－ラーニングの環境を構築し、単に個人の
主体性に委ねるだけでなく、全員受講を促進していること｡



外部監査結果（その２：改善事項）

レベルアップのために取り組むべき課題

＜第1次改善事項＞

（１）情報セキュリティポリシーの見直し

（セキュリティ委員会に関する事項、用語の定義等）

（２）情報資産の分類と管理（台帳の作成等）

（３）外部委託管理（契約書に明記）

（４）整理・整頓（マシン室内の整理整頓等）

（５）手順書の作成（ネットワーク手順書の作成）

（６）パスワードの適切な管理（チェックの仕組み確立）

＜第2次改善事項＞

（１）アクセス権の割り当て（特権の適用範囲、使用条件の明確化）
（２）緊急時対応の訓練実施と評価・見直し（訓練実施等）



今年度の取り組み（その１）

外部監査結果を受け、改善計画を策定、実行

セキュリティ委員会の設置

徳島県情報セキュリティポリシーの根本的見直し
（情報セキュリティポリシーは、ＩＣＴ推進本部で決定する）

各所属で作成する「実施手順」の見直し など



今年度の取り組み（その２）

情報セキュリティ監査の実施

内部監査チームによる内部監査の実施

民間の外部監査法人による外部監査の実施

情報セキュリティ研修の実施

ｅ－ラーニングによる全職員研修の実施



４ 調達管理委員会の設置について４ 調達管理委員会の設置について



全庁における情報システムの普及

厳しい財政状況

情報システム調達の専門性、困難性

調達手続きの改善に向けた取り組みの必要性

設置の背景

全庁で２００を超える情報システムが稼働

調達コストの適正化、投資効果の確保が求められる

ＩＣＴに関する専門的知識、適切なプロジェクト管理が必要

随意契約の見直し、地元ＩＴ企業の受注機会確保等



情報システム調達改善の方向性

情報化投資の全体最適化を図る。

品質や投資効果の最大化を図る。

調達コストの適正化を図る。

調達事務の効率化を図る。

調達手続きの透明性、公平性、競争性を確保する。

調達に従事する人材の育成、活用を推進する。

地元ＩＴ企業の受注機会の拡大を図る。



調達管理委員会の委員構成

委員長

委員

県民環境部副理事（情報・業務改革担当）

情報システム課情報化戦略室長

情報システム課長（システム面）

人事課長（業務・組織面、人材育成面）

総合政策局上席政策調査員（政策調整面）

副委員長

財政課長（財政・予算面）

管財課長（調達手続き面）

地域経済再生課長（地元ＩＴ企業対策面）

出納局出納課長（会計面）



調達管理委員会の役割

調達の指針に関すること

調達プロセスの標準化に関すること

調達案件の審査に関すること

人材の育成及び活用に関すること

その他情報システムの調達に関すること

情報システムの調達に関する次の事項について調査及び
審議し、これを幹事会に報告する。



調達管理委員会の活動内容

情報システム調達指針（仮称）の策定

情報システムの運用・保守委託に関する評価、見直し

調達案件の審査方法に関する検討

調達ガイドラインの策定

人材の育成及び活用に関する検討

（今年度の活動内容）

（来年度以降の活動内容）

調達案件に関する審査

調達のあり方、標準化に関する継続的な検討

人材育成・活用策の実施



５ 「徳島県ICT施策2006」について５ 「徳島県ICT施策2006」について


