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Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

Ⅳ　業務実施状況

１　業務実績

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

情報システム課

（注１）差額の△(マイナス)には、県税や県債、国庫支出金等を充当しています。
（注２）各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、各計欄は各項目を合計したものと一致しない場合があります。

業務運営進行表

（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

　情報システム課では、情報システムの全体最適化、情報セキュリティポリシーの運用と情報システムの開発、コンピュータ及び
情報システムの運営、情報通信ネットワークの整備及び運用などを行っている。

所　属
室・課（出先は所属）名

項目 実績・進捗状況

【管理事務トータルシステムの抜本的な見直し】
　最新のＩＣＴ及び開発手法の導入による開発コスト
の抑制とゼロからの発想による業務のあり方の見直し
を行い、共通基盤に係る基本計画の評価・検証を行
う。
　人事給与システムは、基本構想に基づき、業務主管
課等と協力して、基本計画を策定する。
　また、管理事務トータルシステムの各業務システム
所管課による新システム基本計画及びシステム化構想
の策定作業について、状況把握と適切な助言等を行い
円滑な策定を支援する。

共通基盤の基本計画評価・検証業務委託に係る調達手続き
と、人事給与システムの基本計画策定支援業務委託に係る
調達手続きの支援を行った。また、各業務システム所管課
から構成する会議体で進捗把握を行ったほか、最新のＩＣ
Ｔ及び開発手法の検討のための情報提供等を行った。

共通基盤の基本計画評価・検証業務の委託契約を行い、評
価・検証に着手するとともに、人事給与システムの基本計
画策定支援業務の委託契約を行い、基本計画の策定に着手
した。また、各業務システム所管課から構成する会議体で
進捗把握を行ったほか、新システム基本計画及びシステム
化構想の策定に係る助言を行った。

共通基盤の基本計画評価・検証業務受託事業者による検証
結果を踏まえ、平成26年度要件定義等業務委託仕様書への
反映を行った。
人事給与システムの基本計画策定支援業務受託事業者と基
本計画の策定を進めた。
各業務システム所管課から構成する会議体で進捗把握を
行ったほか、新システム基本計画及びシステム化構想の策
定に係る助言を行った。

共通基盤システムについて、平成26年度に行う要件定義等
業務委託の調達手続きを行った。
人事給与システムの基本計画を策定するとともに、平成26
年度に行う開発保守運用業務委託仕様書の作成を行った。
各業務システム所管課から構成する会議体で進捗把握を
行ったほか、新システム基本計画及びシステム化構想の策
定に係る助言を行った。

第１・四半期 第２・四半期 第３・四半期 第４・四半期 出納整理期間 累計

年間計画額

102,234 28,014 24,189 27,978 22,093 102,274

0

0

102,234 28,014 24,189 27,978 22,093 0 102,274

項目 (再)配当額

事業費 3,173,544 445,285 733,388 728,654 793,136 467,807 3,168,271

維持管理費 0

計 3,173,544 445,285 733,388 728,654 793,136 467,807 3,168,271

56,244 51,417 52,521 53,744 213,926

3,894 98 3,899 40 7,931

30,560 -1 32,304 62,864

90,697 51,514 88,725 53,784 284,720

15,327 15,327 15,327 15,327 61,308

7,762 7,762 7,762 7,762 31,046

113,786 74,603 111,813 76,873 0 377,075

559,071 807,991 840,467 870,009 467,807 3,545,345

△ 531,057 △ 783,802 △ 812,490 △ 847,916 △ 467,807 △ 3,443,072
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　　　　　　　 差額(A)-(B)　 (注１)

収
入

収入科目

共済費相当額

退職手当相当額

計

通勤手当

期末勤勉手当

給与計

収入済額

諸収入

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 42 42 42 42

再任用職員 2 2 2 2

臨時的任用職員

非常勤職員

計（人） 44 44 44 44

配置職員数



第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

Ⅴ　業務運営に関する評価　　

第１・四半期

第２・四半期

第３・四半期

第４・四半期

総合評価

項目 実績・進捗状況

【本庁庁舎の地震・津波対策に伴う行政情報ネット
　ワークの再構築】
　新庁舎免震改修、分庁舎建て替えにより、新庁舎の
地下を通る庁舎間ネットワーク幹線と新庁舎、分庁舎
建物内の支線のほぼ全てが撤去されることになる。
　改修工事期間中は現行ネットワークの運用を行いな
がら、基本的には停止をせず、新たに整備するネット
ワークへの切り替えが必要となるため、それに対応し
たネットワークの再整備を行う。また、庁舎の津波対
策にあわせた対策も実施する。

行政情報ネットワーク再整備設計の業務委託を行うため、
仕様書作成を行うなど調達に向けた準備を行った。

行政情報ネットワーク再整備設計の業務委託契約を締結
し、新庁舎免震改修工事等設計業務の検討内容を踏まえた
要件定義を行い、概要設計等の設計業務に着手した。

新庁舎免震改修工事等設計業務の検討内容を踏まえ、その
進捗にあわせて行政情報ネットワーク再整備設計業務の論
理・構成設計などの設計作業を進めた。

新庁舎免震改修工事等設計業務の検討内容を踏まえ、その
進捗にあわせて行政情報ネットワーク再整備設計業務を行
い、平成25年度分の設計作業を終了した。

項目 実績・進捗状況

【コンピュータセンターの民間外部データセンターへ
　の移行】
　大規模地震に備え、安定的に業務継続が可能となる
よう、県庁内に設置されているコンピュータセンター
を民間の外部データセンターへ平成27年度９月末まで
に移行できるよう準備を進める。

外部データセンターへの移行に向けて、詳細設計の調達準
備を行うとともに、庁内システムの改修に関する調査を実
施した。

外部データセンターへの移行に向けて、詳細設計の委託を
実施するとともに、汎用機を外部データセンターに移設す
るためのシステム改修に着手した。

外部データセンターへの移行に向けて、各システムのヒア
リングを行うなど詳細設計を進めるとともに、汎用機を外
部データセンターに移設するためのシステム改修を実施し
た。

外部データセンターへの移行に向けて、詳細設計を作成す
るとともに、外部データセンターの調達仕様書を作成し、
調達手続きを開始した。

実績・進捗状況

【被用者年金制度の一元化への適切な対応】
　平成27年10月から実施される新たな年金制度に対応
するため、業務の見直しと業務運用方法の具体化、シ
ステムの改修へ向けた準備などを業務主管課等と協力
して実施する。

先行して標準報酬制を行っている国家公務員共済組合を参
考に、地方職員共済組合が作成した業務運用方法の概要に
基づき平成26年度に実施すべき改修範囲について情報収集
を行った。

平成26年度当初予算化に向けて、業務主管課と検討を重
ね、当初予算所要額をとりまとめた。

平成29年に新システムに移行することを踏まえて、現行シ
ステムの改修を最小限にする方向で平成26年度当初予算要
求額をとりまとめた。

来年度のシステム改修に向けて、影響調査や要件定義の準
備を行った。

045-210-3311

コンピュータセンターを安定的に運用した。

所属長評価

項目

コンピュータセンターを安定的に運用した。

計画的に事務を執行することができた。また、管理事務トータルシステムの抜本的な見
直しについて、共通基盤の基本計画評価・検証業務委託による見直しにより、より充実
した要件定義等業務委託仕様書を作成することができた。

計画的に事務を執行することができたほか、民間外部データセンターの調達については
適切な要求仕様書を作成することができた。

管理事務トータルシステムの抜本的な見直しについては適切かつ密接に各業務システム
所管課へ助言等を行うことができた。
また、その他の項目についても、各業務システム所管課と密接な連携を行うことで情報
システムの全体最適化に資することができた。

計画的に事務を執行することができた。また、各種調達手続き等についても適切に執行
することができた。

連絡先（電話番号）

共通基盤の基本計画評価・検証業務や、外部データセンターへの移行に向けた詳細設計
委託・一部庁内システムの改修等について計画通り着手することができた。

コンピュータセンターを安定的に運用した。

コンピュータセンターを安定的に運用した。

実績・進捗状況

【コンピュータセンターの安定運営】
　行政事務の効率化、高度化等を目的に、税務システ
ムなど30システムが稼動する大型汎用コンピュータと
内部管理事務に使用する管理事務トータルシステムが
稼動するサーバ機器等で構成される、コンピュータセ
ンターを安定的に運用する。

項目

項目 実績・進捗状況

【マイナンバー法への適切な対応】
　マイナンバー関連法が国会で成立したことに伴い、
職員給与の源泉徴収関係処理等、新制度に対応した業
務の見直しと業務運用方法の具体化及びシステム改修
へ向けた準備を関係所属と協力して実施する。

平成27年1月から利用開始する社会保障分野と税分野に関
して、人事給与システムへの影響を想定して平成26年度に
実施すべき改修範囲について情報収集を行った。

国のマイナンバー制度検討に関わりのある事業者を招いた
勉強会に参加（２回）するなど、情報収集に努めている。

引き続き、税・社会保障分野に関する情報収集に努めてい
る。

引き続き、税・社会保障分野に関する情報収集に努めてい
る。


