
局名 部名

政策局 情報企画部

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27年４月１日～平成28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。 

・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

94,972 25,183 22,463 25,126 22,267 95,039

317,450 0

0

412,422 25,183 22,463 25,126 22,267 0 95,039

項目 (再)配当額

事業費 4,314,129 499,217 882,496 896,143 768,990 623,693 3,670,539

維持管理費 0

計 4,314,129 499,217 882,496 896,143 768,990 623,693 3,670,539

116,340 75,453 116,313 79,872 387,978

615,558 957,949 1,012,456 848,862 623,693 4,058,517

△ 590,375 △ 935,486 △ 987,329 △ 826,595 △ 623,693 △ 3,963,478

収
入

収入科目 収入済額

諸収入

国庫支出金

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 46 43 43 43

上記以外の職員 1 1 1 2

計（人） 47 44 44 45

配置職員数

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


Ⅳ　業務実施状況

１　業務実績（数字で表せないもの） 

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

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】
共通基盤システムの再構築については、基本設計、詳
細設計に基づき、業務主管課等と連携しつつ構築、テ
スト、運用等を行う。
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も得ながら、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、各プロジェクトの円滑な実施を支援する。

計画通り事業を進行できた。

計画通り事業を進行できた。

計画通り事業を進行できた。

共通基盤システムの再構築については、業
務主管課等と連携し、当初の計画通り平成
28年２月８日に本稼動した。また、各業務
システム所管課による新システムの開発に
ついて、プロジェクトマネジメントの外部
専門家の支援も得ながら、新会計管理シス
テムは平成28年３月25日、予算編成支援シ
ステムは、平成28年４月１日の本稼動を実
現した。

項目 実績・進捗状況

【コンピュータセンターの民間外部コンピュータセン
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移行する。

移行計画に従い、各システムを外部コン
ピュータセンターへ移行した。

移行計画に従い、各システムの外部コン
ピュータセンター移行を完了した。

各システムの外部コンピュータセンターで
の運用を行った。

各システムの外部コンピュータセンターで
の運用を行った。

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
り替えるためネットワーク再整備を行う。また、庁舎
の津波対策にあわせた対策も実施する。

新庁舎の免震改修に伴う仮移転等に順次対
応しネットワークの整備を行った。
また、幹線についても仮設を行った。

新庁舎の免震改修に伴う仮移転等に順次対
応しネットワークの整備を行っている。

津波対策として、回線事業者の光ケーブル
収容ルートの切替を行うと共に新庁舎の免
震改修に伴う仮移転等に順次対応しネット
ワークの整備を行っている。

新庁舎の免震改修に伴う仮移転等に順次対
応し、ネットワークの整備を行っている。

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、時間と場所にとらわれ
ないアクセス環境を整えることで、業務の効率化を図
るため、平成28年度以降に全職員へのタブレット型端
末の配付拡大の検討と、それに対応した無線ＬＡＮ整
備を必要としている。そのため、本庁庁舎耐震化工事
を契機として、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を計画的に進める。

年度内の本庁舎及び第二分庁舎（一部）へ
の無線ＬＡＮ機能の提供のため、契約締結
に向け検討を行った。

年度内の本庁舎及び第二分庁舎（一部）へ
の無線ＬＡＮ機能の提供のため、構築の準
備を進めている。

整備対象箇所の現地調査を実施し、設計業
務に着手した。

無線ＬＡＮ機能の提供のため、管理システ
ムを導入し、併せて、本庁舎及び第二分庁
舎（一部）に対してネットワーク工事及び
機器設置等を行い、サービス提供を開始し
た。

項目



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

【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
テムを更新する。

平成27年８月の更新に向け、データベース
の構築をはじめ、グループウェアシステム
の稼働に必要となる環境の構築作業を進め
た。

予定どおり平成27年8月にグループウェア
システムを更新し、稼働を開始した。

更新後のシステムによりグループウェアシ
ステムの運用を行った。

更新後のシステムによりグループウェアシ
ステムの運用を行った。

項目 実績・進捗状況

【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月から実施のマイナンバー通知、平成28年
１月から実施の税分野におけるマイナンバーの一部利
用開始に対応するため、職員給与の源泉徴収関係処
理、住民税関係処理等、新制度に対応したシステム要
件定義を確定し、関係所属と協力して人事給与システ
ムの改修を実施する。
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業務主管
課と協力して総合テスト等実施し、円滑な本番運用を
開始する。

マイナンバーについては、運用委託事業者
主催の勉強会を実施、平成28年度所要額を
精算した。
被用者年金制度の一元化については、総合
テスト実施中であり、共済組合とのデータ
連携について業務要件の最終確認を行っ
た。

マイナンバーについては、要件定義に着手
した。
被用者年金制度の一元化については、総合
テストを完了し、本番運用スケジュールや
運用手順の最終確認を行った。

マイナンバーについては、国税庁より源泉
徴収票の確定版が示され仕様確定した。委
託事業者による改修作業と並行して主管課
と運用方法の調整を行った。
被用者年金制度の一元化については、１０
月例月給与処理から本番運用を開始した。

マイナンバーについては、２月よりバッチ
処理による職員のマイナンバー取込、退職
手当金等受給者別支払調書へのマイナン
バー出力について本番運用を開始した。

計画通りに事務を執行することができた。

管理事務トータルシステムについては、共通基盤システム、新会計管
理システム、予算システムの開発が完了し、計画通り稼動している。
　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が計画通
り実施され、問題なく運用されている。
　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。

計画通りに事務を執行することができた。

045-210-3306連絡先（電話番号）

所属長評価

計画通りに事務を執行することができた。

計画通りに事務を執行することができた。


