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部

Ⅰ　業務概要

Ⅱ　収支の状況 (単位：千円)

Ⅲ　職員配置状況

（注１）人件費には職員数に共済費及び退職手当の平均単価を乗じて算出した共済費相当額（事業主負担分）及び退
職手当相当額が含まれています。
（注２）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３）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26年４月１日～平成27年３月31日）

所属
http://www.pref.kanagawa.jp/div/0107/

所属のホームページ

情報システム課

室・課（出先は所属）名

第１号様式 

所属進行表 

情報システム課は、主に次の仕事をしています。 

・情報システムの全体最適化 

・県庁内の情報セキュリティを確保するための基本的な方針や詳細なルール 

 を定めた情報セキュリィポリシー」の運用 

・他課の主管に属するものを除く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営 

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

96,045 25,640 23,466 25,601 21,459 96,166

0

0

96,045 25,640 23,466 25,601 21,459 0 96,166

項目 (再)配当額

事業費 3,387,778 429,674 768,955 842,359 842,753 500,956 3,384,696

維持管理費 0

計 3,387,778 429,674 768,955 842,359 842,753 500,956 3,384,696

115,604 76,598 117,625 80,238 390,064

545,277 845,552 959,984 922,991 500,956 3,774,761

△ 519,638 △ 822,086 △ 934,383 △ 901,531 △ 500,956 △ 3,678,595

収
入

収入科目 収入済額

諸収入

収入計(A)

支出済額

　　　　　　 差額(A)-(B)　（注２）

支
出

事
業
経
費

支出計(B)

人件費　（注１）

区分 ４月１日 ７月１日 10月１日 １月１日

常勤職員 45 45 45 45

上記以外の職員 1 1 1 1

計（人） 46 46 46 46

配置職員数

http://www.pref.kanagawa.jp/div/0107/


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

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

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う。
共通基盤システムは、基本計画に基づき、
要件定義、機能設計・システム設計等の設
計業務を、人事給与システムは、基本計画
に基づき、業務主管課と協力して要件定義
を行う。
また、各業務システム所管課による新シス
テムの開発及び基本計画策定の作業につい
て、プロジェクトマネジメントの外部専門
家の支援を得ながら、進捗状況、課題・リ
スクの把握と技術的・専門的な助言・指摘
等を行い、円滑な実施を支援する。

共通基盤システムの要件定義業務の委託契約を
行い、要件定義作業に着手するとともに、人事
給与システムの開発及び運用業務委託の調達支
援を行った。
また、プロジェクトマネジメント支援業務の委
託契約を行い、各業務システムに適用する基準
の作成に着手した。

共通基盤システムの要件定義を完了し、機能設
計・システム設計業務委託の調達手続きを開始
した。
また、システム開発を適正に管理し、品質を確
保することを目的とした基準を策定し、その基
準に基づく各業務システム開発プロジェクトへ
の助言・支援を開始した。

共通基盤システムの機能設計・システム設計業
務の委託契約を行い、設計作業に着手するとと
もに、人事給与システムの受託事業者との会議
に出席・助言を行った。
また、各業務システム開発プロジェクトへの助
言・支援を行った。

共通基盤システムの機能設計・システム設計完
了するとともに、人事給与システムの受託事業
者との会議に出席し、助言等を行った。
また、各業務システム開発プロジェクトへの助
言・支援を行った。

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、県庁第二分庁舎にあるコン
ピュータセンターを民間の外部データセン
ターへの移行を開始する。

外部データセンターへの移行に向けて、外部
データセンターの調達を行い、移行準備を開始
した。

外部データセンターにおける電源、ネットワー
ク等のシステム受入準備を行い、各システム移
行の調整を開始した。

項目

移行計画に従い、各システムを外部データセン
ターへ移行した。

移行計画に従い、各システムを外部データセン
ターへ移行した。

項目 実績・進捗状況

【コンピュータセンターの安定運用】
現在、県庁第二分庁舎にあるコンピュータ
センターを安定的に運用する。

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。

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。



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

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
ぼ全てを撤去することから、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平成26年度
実施分である分庁舎の設計業務を、行政情報
ネットワーク運営委託の一部として契約を締結
した。

本庁庁舎耐震工事に係る分庁舎新築工事基本設
計の進捗にあわせ、分庁舎のネットワーク再設
計の準備を行うとともに、ネットワーク再構築
に伴う関連システムの構築のため、エンドシス
テム管理システム再構築委託契約を締結し、詳
細設計に着手した。

本庁庁舎耐震工事に係る分庁舎新築工事基本設
計の進捗にあわせ、分庁舎のネットワーク再設
計の準備を行うとともに、ネットワーク再構築
に伴う関連システムの構築のため、エンドシス
テム管理システムの詳細設計業務を進めた。

本庁庁舎耐震工事に係る分庁舎新築工事基本設
計の進捗にあわせ、分庁舎のネットワーク再設
計を行うとともに、ネットワーク再構築に伴う
関連システムの構築のため、エンドシステム管
理システムの再構築を行った。

項目 実績・進捗状況

【新たな情報機器に対応した情報インフラ
の整備検討】
電子化全開宣言行動計画では、平成28年度
以降に全職員へのタブレット型端末等、新
たな情報機器の配付拡大とそれに対応した
無線ＬＡＮ対応が必要としている。そのた
め、本庁庁舎耐震化工事を契機に、行政情
報ネットワークに無線でアクセスできる環
境の整備について、計画的に検討を進め
る。

平成25年度に実施した行政情報ネットワーク再
整備設計業務の成果を基に、関連システム構築
の調達に向けた準備を行った。

行政情報ネットワークに導入する仕組みを構築
するため、行政情報ネットワーク運営委託を変
更契約し、詳細設計に着手した。
また、無線LAN整備について検討を行い、平成27
年度実施分（本庁舎及び第二分庁舎の一部）の
検討を進めた。

行政情報ネットワークに導入する仕組みを構築
するため、詳細設計業務を進めた。
また、無線LAN整備について検討を行い、平成27
年度実施分（本庁舎及び第二分庁舎の一部）の
検討を進めた。

行政情報ネットワークに導入する仕組みを構築
するため、詳細設計業務を行った。
また、無線LAN整備について検討を行い、平成27
年度実施分（本庁舎及び第二分庁舎の一部）の
検討を進めた。



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

045-210-3311連絡先（電話番号）

所属長評価

計画的に事務を執行することができた。また、外部データセンターへの
移行準備については、各システム所管課へ積極的な働きかけを行い、円
滑に実施している。

計画的に事務を執行することができた。

計画的に事務を執行することができた。

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については、
移行計画通り事務を進めることができた。
また、その他項目についても、適切に事務を執行することができた。

計画的に事務を執行することができた。

項目 実績・進捗状況

【グループウェアシステムの更新対応】平
成27年８月に更新時期を迎えるグループ
ウェアシステムの更新準備を行う。

ここ数年における機能向上等の状況を把握した
上でシステム更新後のグループウェアシステム
の仕様を検討できるよう、グループウェア製品
を提供している各社の最新情報を収集した。

収集した最新情報を基にグループウェアシステ
ムの機能を比較検討し、更新後のグループウェ
アシステムの仕様を具体化する上での方針を決
定した。また、更新後システムの機器構成等の
検討に着手した。

更新後のグループウェアシステムの仕様を具体
化するための検討を行った。また、併せて更新
後システムの機器構成等の検討を引き続き行っ
た。

更新後のグループウェアシステムの仕様及び機
器構成の検討を完了し、更新に必要となるソフ
トウェア等の調達作業を開始した。

マイナンバーについては平成28年度システム対
応について情報収集を行った。
被用者年金制度の一元化については、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。

【マイナンバー法、被用者年金制度の一元
化への適切な対応】
平成27年10月から実施の個人番号（マイナ
ンバー）通知、平成28年１月から実施の
税・社会保障分野でのマイナンバー利用開
始に対応するため、職員給与の源泉徴収関
係処理、社会保険・共済組合関係処理等、
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。
また、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、共済組合関係処
理等についてシステム要件定義を確定し、
人事給与システムの一部改修を業務主管課
と協力して実施する。

項目 実績・進捗状況

マイナンバーについては、会計課等関係課と協
議、番号収集と源泉徴収、住民税にシステム化
範囲を限定して所要額を見積もった。
被用者年金制度の一元化については給与管理者
とシステム化範囲の再検討を協議した。

マイナンバーについては、源泉徴収、住民税分
野について引き続き情報収集を行った。
被用者年金制度の一元化については給与管理者
とシステム化範囲について合意し、要件定義の
準備作業を行った。

マイナンバーについては、源泉徴収、住民税分
野のシステム改修について平成27年度予算要求
を行った。
被用者年金制度の一元化については、システム
改修に着手した。


