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１．はじめに 

１.１ 基本的な考え方・方針 

ＩＴ改革実施基本計画策定の基本的な考え方は、国における業務・システム最適化というプログラムを基本的枠組みとし

て、他の地方公共団体における取組や成果を参照いたします。 

国における業務・システム最適化は、①業務とシステムを可視化するためのＥＡというフレームワーク②最適化計画に基

づいて予算要求を行う各府省、予算要求の査定をする財務省、検査を行う会計検査院、これらを評価する電子政府評価

委員会といった組織のあり方③情報システムの調達の指針を示した調達ガイドラインと各調達の評価を行う総務省④情報

システムの開発・運用のプロジェクト管理を指導・評価する各府省のＰＭＯといった複合的なプログラムとなっています。業

務・システム最適化とは、可視化のためのフレームワークと実施のガイドラインを示したプロセス、それとＰＤＣＡサイクルを回

すための組織について同時に進めていかなければなりません。 

しかし、現状の地方公共団体においては、調達ガイドラインを策定しただけであったり、共通基盤の開発や開発標準だ

けを策定しただけであったり、ＣＩＯ・ＣＩＯ補佐官及びＰＭＯを設置しただけであったりするところが多く、実際に成果が出て

いるとは言いがたいと考えます。 

総務省は電子自治体の推進のために、共同アウトソーシング事業や自治体ＥＡ事業を進めてきましたが、これらの事業

を体系的に適用するための指針として、地方公共団体におけるＩＴガバナンスの強化ガイドを平成１９年７月に公開しまし

た。 

 

表 0-1 ITガバナンス強化ガイドに記載されている取り組み 

 

ITガバナンスの６分野 ９項目の取組

1 基本戦略 1-1 IT利用の基本方針策定

1-2 全体最適化の取組

2 推進体制 2-1 組織体制の確立

2-2 人材の確保・配置

3 予算・実施計画・評価 3-1 予算・実施計画の策定

3-2 評価の実施

4 調達・開発・運用 4 調達・開発・運用の管理

5 情報セキュリティ 5 情報セキュリティの確保

6 標準化・知識共有・人材育成 6-1 標準化・知識共有

6-2 人材の育成

ITガバナンスの６分野 ９項目の取組

1 基本戦略 1-1 IT利用の基本方針策定

1-2 全体最適化の取組

2 推進体制 2-1 組織体制の確立

2-2 人材の確保・配置

3 予算・実施計画・評価 3-1 予算・実施計画の策定

3-2 評価の実施

4 調達・開発・運用 4 調達・開発・運用の管理

5 情報セキュリティ 5 情報セキュリティの確保

6 標準化・知識共有・人材育成 6-1 標準化・知識共有

6-2 人材の育成

（出典）「地方公共団体におけるITガバナンスの強化ガイド」平成19年7月 総務省

ＩＴガバナンスとは、

組織体・共同体が

ＩＴを導入・活用するにあたり、

目的と戦略を適切に設定し、

その効果やリスクを測定・評価して、

理想とするＩＴ活用を

実現するメカニズムをその組織の中に確
立すること。

９項目の取組

1-1 IT利用の基本方針策定

1-2 全体最適化の取組

2-1 組織体制の確立

2-2 人材の確保・配置

3-1 予算・実施計画の策定

3-2 評価の実施

4 調達・開発・運用の管理

5 情報セキュリティの確保

6-1 標準化・知識共有

6-2 人材の育成

９項目の取組

1-1 IT利用の基本方針策定

1-2 全体最適化の取組

2-1 組織体制の確立

2-2 人材の確保・配置

3-1 予算・実施計画の策定

3-2 評価の実施

4 調達・開発・運用の管理

5 情報セキュリティの確保

6-1 標準化・知識共有

6-2 人材の育成

 
 

１.２ 経緯と実績の概要 

平成１５年度に経済産業省においてＥＡの研究が始まった時から、弊社は国や地方公共団体における最適化や調達改

革などの取組に携わってきております。文部科学省、参議院と２つの省庁のＣＩＯ補佐官業務、国立印刷局、造幣局、福祉

医療機構など７つの独立行政法人のＣＩＯ補佐官業務、さいたま市、川崎市、大阪市、名古屋市など複数の政令市のＣＩＯ
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支援業務を実施しています。さいたま市において調達やプロジェクト管理を含む最適化ガイドラインを策定し実施支援をし

ている他、川崎市、名古屋市、堺市、宮城県、埼玉県などにおいて予算要求の評価支援を行っています。福岡県の共通基

盤の開発に参画してから、川崎市の共通基盤開発のＰＭＯ業務、さいたま市の共通基盤開発のＣＩＯ補佐監としての意志

決定に関わっています。総務省の次世代地域情報プラットフォームの研究事業には他４社とともに参画しており、財団法人

全国地域情報化推進協会が進める地域情報プラットフォームにも技術専門委員として協力をしています。総務省の共同ア

ウトソーシング事業のＰＭＯ業務、自治体ＥＡ事業のＰＭＯ業務、ＩＴガバナンス強化ガイド策定業務、自治体ＣＩＯ研修の開

発・実施業務に携わっており、国と地方公共団体における方針策定に関わってきています。 
 

表 １-2 弊社の ITガバナンスに関する取り組み 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CIO補佐官業務CIO補佐官業務 調達・プロジェクト管理支援調達・プロジェクト管理支援 最適化ガイドライン最適化ガイドライン

人事院人事院 CIO補佐官業務
支援スタッフ

CIO補佐官業務
支援スタッフ

総務省総務省 共同アウトソーシング事業支援
自治体ＥＡ事業支援

共同アウトソーシング事業支援
自治体ＥＡ事業支援

文部科学省文部科学省 CIO補佐官業務
支援スタッフ

CIO補佐官業務
支援スタッフ

参議院参議院 CIO補佐官業務
支援スタッフ

CIO補佐官業務
支援スタッフ

ITガバナンス強化ガイドITガバナンス強化ガイド

システム評価・開発監査
全体最適化推進支援

システム評価・開発監査
全体最適化推進支援

調達査定・評価支援調達査定・評価支援

さいたま市さいたま市

川崎市川崎市

名古屋市名古屋市

神戸市神戸市

CIO補佐監
支援スタッフ

CIO補佐監
支援スタッフ

CIO補佐業務CIO補佐業務

システム開発監査システム開発監査

最適化ガイドライン最適化ガイドライン

最適化ガイドライン最適化ガイドライン

調達ガイドライン調達ガイドライン

埼玉県埼玉県

宮城県宮城県

調達査定・評価支援調達査定・評価支援

調達査定・評価支援調達査定・評価支援

独立行政法人独立行政法人 造幣局・国立印刷局・福祉医療機構・都市再生機構 等 6法人のCIO補佐官業務造幣局・国立印刷局・福祉医療機構・都市再生機構 等 6法人のCIO補佐官業務
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２．支援業務メニュー 

 
２．１基本計画策定支援 

２.１.１ 業務・システム全体最適化 

   (1) 最適化指針の作成 

     情報化基本指針に沿って、情報化投資コストの削減に向けた最適化指針の作成を行います。 

   (2) 情報システムの棚卸・分析調査、課題整理の実施 

     以下の最適化の方針に基づいて調査手法を設計し実施していきます。 

    (ア) 情報システムを複数のカテゴリーに分類し、最適化の手法をそれぞれに検討します。 

    (イ) 業務やシステム間のデータ連携がある情報システムについては、論理的にも物理的に 

       も連携や統合を体系的に行う方針とします。全体最適化のカテゴリーとします。 

    (ウ) 業務自体が独立しているものやスタンドアロンの情報システムについては、担当課室 

       が自ら最適化に向かっていけるような自己評価による PDCAサイクルを構築します。 

   【準備工程】 

    (a) 分類するカテゴリーの基準を設定します。 

    (b) 全体最適化対象システムの調査シートを作成します。調査項目は、業務に関する調査、 

      情報システムに関する調査、ライフサイクルコスト調査等を想定しています。 

    (c) 個別最適化対象システムの自己チェックシートを作成します。調査項目ごとに点数を 

      つけて、パイチャート等の図を使って、各システムの状況がわかりやすくなるように 

      します。 

   【調査実施工程】 

(a)担当部局・課に調査依頼を行います。全体最適化対象システムの所管部局・課には 

  説明会を実施したほうが効果的です。 

     (b)全体最適化対象システムの調査シートと個別最適化対象システムの自己チェックシー 

      トを回収します。 

     (c)回収した調査結果について第一次の整理・分析を行います。未記入項目の有無や記入 

      ミスなどを中心にデータの確認を行います。全ての情報システムの調査結果を一覧に 

      まとめて、全体的な傾向などを把握します。 

     (d)選定した情報システムの担当課室へのヒアリングを行い、調査結果の内容確認と調査 

      の質の向上を行います。確認する内容のレベルに応じて、ヒアリングはメールでの確 

      認、電話での確認、対面でのヒアリングとします。 
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   【整理分析工程】 

    (a) 調査結果を以下の観点から分析・評価を行います。 

調査項目 対象システム 調査の概要 

全体最適化対象 業務処理プロセスの効率性・合理性の分析・評価を行い

ます。 

業務分析 

個別最適化対象 業務処理プロセスの必要性・機能充足度等の分析・評価

を行います。 

全体最適化対象 情報システムの効率性・合理性・経済性・安全性・信頼

性等の分析評価を行います。 

情報システム分析 

個別最適化対象 情報システムの効率性・合理性・経済性等の分析・評価

を行います。 

全体最適化対象 ライフサイクルコ

スト分析 個別最適化対象 

情報システムの導入、維持・管理等に係る費用の分析・

評価を行います。 

 

    (b) 各情報システムの課題の抽出を行います。 

    (c) 情報システム台帳を作成します。 

 

   (3) 業務・システム最適化計画の作成 

     情報システムの調査・分析が完了すると、全体最適化対象システムについては最適化の 

    ための計画を策定し、個別最適化対象システムについては担当部局・課に調査・分析結果 

    をフィードバックします。 

   【最適計画策定工程】 

    (a) 業務分析・システム分析・ライフサイクルコスト分析の結果及び抽出された課題から 

      あるべき姿を設定します。 

    (b) 現行の情報システムにおいて実施可能な最適化のための具体策を抽出していき、その 

      可能性と効果を算出します。例えば、稼動期間の延長によるリース料金の削減、維持 

      管理業務のサービスレベルの見直しによる維持管理経費の削減のような具体策が想定 

      されます。 

(a) 次期の情報システム構築時において実現可能な最適化のための具体策を抽出していき、 

      その可能性と効果を算出します。例えば、パッケージの活用、関連システムとの間で 

      の機能と連携データの見直し、ネットワークや端末の統合、プリンター資源の統合、 

      維持管理業務の共通化のような具体策が想定されます。 

    (d) 最適化計画を作成します。 

    (e) 最適化計画を関係部局・課に照会し、合意を得ます。 
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２.１.２ ＩＴ調達改革 

職員の IT調達に関する技術・知識の向上を支援します。①予算要求が通ったものに関して、仕様書を再チェックする

こと、②複数の業者に対して仕様書作成、チェック依頼を行い、競争環境確保のための調整を行うこと、③業者に対し

てライフサイクルコストも含めて提案依頼することなど、によって情報化投資コストを適正化します。 

 
   (1) ＩＴ調達に関する規約・要綱類の整理 

  現在設置されているＩＴ調達に関する規約・要綱類の整理を行います。 

   (2) 調達基本指針の作成 

  業務を所管する各部局・課主導で行われてきたＩＴ調達の仕組みを見直し、全庁的な視 

 点で情報化投資コストの適正化を図ることを目的としてＩＴ調達指針の作成を行います。 

  

   (3) 調達プロセス標準及び調達審査資料の作成 

 調達基本指針の考え方に基づいて、「調達ガイドライン」の作成、確認及び追記等を行い、 

調達プロセス標準として整備します。調達ガイドラインは、情報システムのライフサイクルの 

定義を明確にし、各段階において職員が実施すべき行動規範を示すことが目的となります。 

また、調達ガイドラインは、職員のＩＴ調達に関するスキル向上に資するだけでなく、議会や 

市民等、大阪府を取り巻くステークホルダーがＩＴ調達に関する理解を深め適切な監視を行うた 

めのツールでもあります。出来る限り平易な言葉で記述するなど、専門家以外の人でも理解しやす 

いガイドラインが望まれます。 

 

調達ガイドラインの構成（例） 

構成 内容 

導入編 調達にかかる作業の全体像を説明する。 

調達ガイドラインの目的および構成と、調達指針を説明する。 

実行手順編 システムのライフサイクルを定義し、その段階ごとの調達にかかる作業の実

施手順を説明する。 

プロジェクト管理編 プロジェクト管理の実施方針と方法を説明する。 
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調達編 システムの規模や質、調達案件の内容に対する調達方式の選定基準について

説明する。システムのライフサイクルの各段階で必要となる調達および契約

について説明する。 

SLA導入編 SLAの適用方法と導入手順を説明する。 

FAQガイド編 情報システムの調達作業について、頻繁に質問を受ける内容について回答等

を説明する。情報システムの調達作業に関するノウハウを説明する。 

テンプレート編 システムのライフサイクルの各段階で使用する書類等のテンプレート集。 

 

２.１.３ ＩＴ人材育成 

   (1) 職員のＩＴ関連スキル標準の作成 

 現在整備されているＩＴ研修カリキュラムを実施し成果を得るためには、調達管理やプロジェクト管理

に関するスキルのように、昨今自治体職員に特に求められるＩＴ関連スキルを明確にするとともに目標と

なるレベルを具体的に示す必要があります。以上を踏まえ、ＩＴ関連スキル標準の作成を行います。 

   (2) 職員のＩＴリテラシーの現状調査の実施 

  作成したＩＴ関連スキル標準をもとに、職員のＩＴリテラシーの現状調査を行います。 

 

調査名 調査の概要 

ＩＴスキル調査 情報部門職員を対象として、ＩＴ関連スキル標準をもとに、習得

状況や習熟レベルの現状調査を行います。ＩＴ研修カリキュラム

を計画するうえでの参考データとします。 

ＩＴ人材研修リソースの調査 情報部門職員及び業務担当職員を対象として、内部講師として登

用できる人材の有無を調査します。今まで OJT 中心で行われてき

た知識伝承を体系化し、ＩＴ研修カリキュラムを計画するうえで、

内部リソースで賄える部分（内部講師など）の把握に利用します。 

 

   (3) 知識共有インフラの整備 

  自治体の職員は通常 3 年ごとに異動を行います。情報システムのライフサイクルは 5 年～10 年が一般的です

から、知識やノウハウの引継ぎは在籍期間の長い職員からの伝承や担当者によって引き継がれてきた虎の巻的な

紙資料によって行われているのが実態です。 これらの情報を電子的に管理し、職員ポータルや掲示板といった技

術を用いて全庁的に公開・閲覧できるインフラの整備を行います。職員は遅かれ早かれ退職するリスクがありますし、

紙資料も破損やＩＴ技術の変化に対する対応漏れ（メモ漏れなど）のリスクがあります。電子的なインフラにより知識

やノウハウを管理することで、このような属人的な対応のリスクを回避するとともに、知識共有による職員の自発的な

スキルアップが可能となります。 
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２.１.４ フィージビリティスタディー 

   (1) ＢＰＲを先行すべきプロジェクトの内容の詳細化 

 いくつかの業務について、パイロットプロジェクトとしての成果を上げるために、内容の詳細化を行い、実施する優

先順位を示した上で手法等を検討していきます。 

 

   (2) ＢＰＲ実施計画案の作成 

   上記の内容をもとに、実施計画案の作成を行います。 

    (a) 自治体EA等の手法を参考に、現状（AsIs）と実現モデル（ToBe）を定め、具体的な実現手法の検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）「自治体 EA-業務・システム刷新化の手引き」 総務省   

 

    (b) 以上を踏まえてＢＰＲ実施計画案を作成します。 

 

   (3) 関係部局・課との調整 

   上記の内容をもとに、関係部局・課との調整や説明資料の作成等を行います。 
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２.２ 技術的支援 

２.２.１ 新規導入、再構築、機種更新などシステムの開発及び維持管理に関わる技術的な支援 

   (1) 個別システムの相談・アドバイス 

システム開発及び維持管理業務を円滑に行えるようにシステム設計書などについてのレビュー要領や

様式テンプレートを整備し、それらに基づいて 支援を行います。レビュー要領は、職員自らが成果物の

レビューを行えるようにチェック するポイント等を記述します。要領として整備することで、共通的基

準に基づいて成果物 のチェックが可能になるとともに、レビュー結果をノウハウとして蓄積していくこ

とで業務の精度を向上させていくことが可能になります。 

また、月次報告書などの様式テンプレートを作成します。月次報告書には報告対象月内で実施された作

業に対する予定工数と実績工数、及び発生している課題と課題に対する対応策、完了時期等の記入項目を

設けます。共通のテンプレートを用いることにより職員自らが進捗管理を適切に行えるとともに、報告さ

れた実績工数を蓄積していくことで次年度以降の類似プロジェクトでの実績工数の適正を計る指標して活

用することができます。 

 

フェーズ 関連資料 

プロジェクト管理 プロジェクト計画レビュー要領 

設計 基本設計書レビュー要領 

評価 試験手法レビュー要領 

導入 検収要領 

全般 月次報告書テンプレートなど 

 

２.２.２ 業務・システムの最適化見直しなど、開発の進め方、プロジェクト管理の適正化指導 

   (1) 個別システムの相談・アドバイス 

プロジェクト管理は、単に進捗管理やコスト管理を行うだけでは十分と言えません。システム開発が開

始されると、開発前に立てた計画どおりに進むことは少なく、イレギュラーな事態や解決しなければなら

ない問題が発生することが普通です。これは必要となる工程及びシステムの全容を開発前に全て特定する

ことは難しいからです。よって通常はある程度のリスクを見積もってプロジェクトを開始することになり

ます。しかしリスクを見積もり過ぎると管理コストが増加することになったり、プロジェクトの進捗を遅

らせてしまう原因になりかねません。また、問題発生の防止や解決のためにはプロジェクト関係者間のコ

ミュニケーションが重要になってきます。これらを踏まえ、本業務の実施にあたっては、プロジェクト管

理を的確に実施するために必要な事項を纏めた管理要領や様式テンプレートを整備し、それらに基づいて

指導を行っていきます。管理要領や様式テンプレートといった標準的な手順に基づいた指導を行うことで

プロジェクト管理に関するノウハウの蓄積が可能になります。 

 

プロジェクト管理テンプレート（例） 

資料 資料の概要 

発注者側プロジェクト管理基準 発注者側に求めるプロジェクト管理基準を示したもの。 
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スコープ管理要領 企画書、仕様書、実施計画書などの内容について、プロジェク

トを実施するために必要な作業と実現方法が漏れなく記述さ

れているか確認するポイントを示したもの。 

品質管理要領 発注者側から提出される成果物など完成度、要求満足度などを

確認するポイントを示したもの。 

コミュニケーション管理要領 発注者など関係者との関わり方や調整方法についてポイント

を示したもの。 

リスク管理要領 想定されるリスク及びその管理方法、リスクに対する予防策な

どを示したもの。 

その他、プロジェクト管理関連書類

様式 

WBS様式、報告書様式、管理表様式など。 

 
（２）運用コストの削減 

（a）維持管理契約の点検（競争制の導入、機器構成や保守範囲の見直しなど）を実施します。 

（b）保守運用費はおおよそハードが6割、ソフトが4割となっておりますが、ハードは年々価格性能比が向上しているの

     で、スペックを適正化することによって経費削減の可能性が広がります。 

（c）運用・保守コストに含まれる改修コストの削減をはかる。 
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２．３プログラムマネジメントのフレームワーク提供 
 
２．３．１  システム開発、維持管理業務の成果の定量測定 

システム開発及び維持管理業務の成果を定量的に測定する方法を検討し提言します。本測定方法の検討にあたり、事

前にシステム開発及び維持管理業務の成果物を対象に測定基準を設定します。この測定基準は次の方針に基づき、業界

で広く認識されている ISO/IEC 9126-1 のソフトウェア品質特性等の技術的な視点を考慮した上で、貴市と協議して決定

します。 
 

２．３．２  積算基準の作成 

予算の査定及び評価の基礎となる積算基準の作成を行います。本基準の検討において、各主要ベンダー毎の単価表

や積算根拠となる技術的な標準及び調達対象のパターン化を行うことで、定型的な書式によるデータを組織的に累積収集

する手順を合わせて検討します。これは IT 予算の積算基準が時間と共に陳腐化することへの対応策として有効です。デ

ータを累積収集し実績ベースで積算基準を更新することにより、各年度予算に対する複数年度間においての比較検討を

行うことで、特殊要因による積算基準の精度劣化を防止し、精度を維持向上させることが可能となります。 
 

２．３．３ 投資対効果の評価 

IT 投資に対する効果の評価手順を下記の概要手順を元に貴市の状況を考慮して検討を行い、評価の手順を提言しま

す。手順の検討においては、各評価の視点を明確にして手順化します。 

1. IT投資を行うに先立ち、投資に対する効果とその効果の測定方法をシステム導入に係る説明文書に記載する。 

2. システム開発・導入段階において、導入するシステム及び機器が効果を実現する視点をもって検討されていること

を進捗会議などにおいてレビューする。特に大規模システム開発案件においては、早期のレビューにより効果を実

現可能なシステム開発・導入となるよう進捗管理を支援する。 

3. システム導入後、１.で定められた効果の測定方法により実績値を収集し、企画段階での効果予想と比較して評価

結果をまとめる。 
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事業実績(抜粋) 

 
CIO補佐官実績 

項番 業務 概要 時期 

１ 人事院 CIO補佐官業務 人事院 CIO補佐官として、業務・システムの分析・評価、最

適化計画の策定に係る CIO等の各関係者に対する支援・助言

を行っています。 

平成16年1月から

平成 20年 3月 

２ 
文部科学省 CIO 補佐官

業務 

文部科学省 CIO補佐官として、業務・システムの分析・評価、

最適化計画の策定に係る CIO等の各関係者に対する支援・助

言を行っています。 

平成18年4月から

継続中 

３ 
参議院 CIO補佐官業務 

参議院の CIO補佐官として、ITガバナンスの強化、業務・シ

ステムの分析・評価等に関わる CIO等の各関係者に対する支

援・助言等を行っています。 

平成18年4月から

継続中 

4 
独立行政法人国立印刷

局 CIO補佐官業務 

国立印刷局 CIO補佐官として、業務・システムの分析・評価、

最適化計画の策定に係る CIO等の各関係者に対する支援・助

言等を行っています。 

平成18年3月から

継続中 

5 
独立行政法人福祉医療

機構 CIO補佐官業務 

福祉医療機構 CIO補佐官として、業務・システムの分析・評

価、最適化計画の策定に係る CIO 等の各関係者に対する支

援・助言等を行っています。 

平成18年2月から

継続中 

6 
独立行政法人造幣局 CI

O 補佐官業務 

造幣局 CIO補佐官として、業務・システムの分析・評価、最

適化計画の策定に係る CIO等の各関係者に対する支援・助言

等の支援を行っています。 

平成18年2月から

継続中 

7 
独立行政法人大学評

価・学位授与機構 CIO

補佐官業務 

大学評価・学位授与機構 CIO補佐官として、業務・システム

の分析・評価等の支援を行っています。 

平成18年3月から

継続中 

8 独立行政法人労働政策

研究・研修機構 CIO補佐

官業務 

労働政策研究・研修機構 CIO補佐官として、業務・システム

の分析・評価等の支援を行っています。 

平成18年3月から

継続中 

9 独立行政法人都市再生

機構 CIO補佐官 

都市再生機構 CIO補佐官として、業務・システムの分析・評

価、最適化計画の策定に係る CIO 等の各関係者に対する支

援・助言等の支援を行っています。 

平成18年3月から

継続中 

10 さいたま市 CIO 補佐官

業務 

さいたま市 CIO補佐監として、全庁システムの最適化等の支

援を行っています。 

平成 18年 10月 

から継続中 

１１ 川崎市 CIO補佐業務 川崎市 CIO補佐業務として、システム連携基盤等のシステム

評価、プロジェクト管理支援、ITガバナンス強化に関する支

援等の支援・助言を行っています。 

平成 17 年度から

継続中 

自治体における実績 

項番 業務 概要 時期 

1 神戸市情報システムの

最適化に係るコンサル

ティング 

神戸市の情報システムに係る技術標準および共通基盤仕

様、業務・システムの最適化に係る手法や実施計画等を

策定し、今後の業務・システムの最適化に向けた検討を

実施しました。 

平成 17年度 

平成 18年度 

2 さいたま市情報システ

ムの最適化に係るコン

サルティング 

さいたま市の情報システムに係る技術標準および最適化

ガイドラインを策定しています。 

平成 18年から 

現在継続中 
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項番 業務 概要 時期 

3 藤沢市情報システムの

最適化に係るコンサル

ティング 

藤沢市の情報システムの最適化に係る手法や実施計画等

を策定し、全庁的な業務・システムの最適化に向けた検

討を実施しています。 

平成 17年度 

平成 18年度 

4 名古屋市情報システム

開発審査時における点

検等業務 

名古屋市の情報システムを点検する立場から開発審査時

の規模・構成・価格等の点検やシステム導入前後の効果

を比較し評価する業務を実施しています。 

平成 19年度から 

継続中 

 

中央省庁における実績 

項番 業務 概要 時期 

1 総務省自治体共同アウ

トソーシング事業 PMO 

電子自治体構築のために展開している、自治体共同利用

による業務アウトソーシング事業に関して、PMO として

全体を統括しました。 

平成 16年度 

平成 17年度 

平成 18年度 

継続中 

2 総務省自治体 EA事業 

PMO 

電子自治体構築のために展開している、EA手法を用いた

自治体業務の効率化事業に関して、PMO として全体を統

括しました。 

平成 17年度 

 

3 地方公共団体に対する

調査・照会業務に係る業

務・システム最適化計画

の策定支援 

総務省が担当府省となっている府省共通業務・システム

である「地方公共団体に対する調査・照会業務」の最適

化計画策定を支援しました。 

平成 16年度 

平成 17年度 

4 地方公共団体における

ＩＴガバナンス在り方に

関する調査研究 

総務省の新電子自治体推進を踏まえ、地方公共団体向け

の「ITガバナンス強化の手引き」の作成を行いました。 

平成 18年度 

 


