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31外部監査公表第１号 

 地方自治法第 252 条の 38 第６項の規定により，平成 30 年 12 月 27 日に福岡市長から包

括外部監査人による監査の結果に関する措置について通知を受けたので，同項の規定によ

り次のとおり公表する。 

  平成 31 年１月 31日 

福岡市監査委員  阿 部 正 剛  

同    倉 元 達 朗  

同    谷 山   昭  

同    篠 原   俊  

１ 監査報告と措置の件数 

30外部監査公表第３号（平成 30年４月２日付 福岡市公報第 6478 号公表）分 

（住民サービス向上を目的として導入した情報システムに関する財務事務について） 

・・・52件

２ 講じた措置の内容 

  以下のとおり 

30外部監査公表第３号（平成 30 年４月２日付 福岡市公報第 6478 号公表）分 

Ⅳ．ＩＣＴガバナンス全般に関する財務事務における指摘事項及び監査の結果に添えて提

出する意見 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況

【意見１】他指定都市のベンチマークの実

施について 

システムライフサイクルにわたるＩＣ

Ｔコストは，一般的には新規開発時には

比較的多額の投資が必要となり，その後

運用期間にわたって運用保守コストが発

生する（初期投資多額型システム）。 

そのため，情報システム更新時期等の

タイミングで，業務担当課に対して，関

連する他都市の状況等の調査を依頼する

など，組織的なベンチマーク分析の実施

について検討されたい。 

（総務企画局システム刷新課） 

平成 30 年度中に業務担当課向けガイド

ラインである「福岡市情報システム調達の

手引き」の見直しを行い，各システムの更

新にあたって他都市調査を実施すること

について記載することとした。 

また，全庁的なＩＣＴコストのベンチマ

ーク分析のためには，他都市と比較可能な

項目や指標など整理する必要がある。この

ため，まずは，平成 30 年度中に全庁のシ

ステム開発・運用状況等をまとめた「情報

システム台帳」を整備し，ベンチマーク指

標となりうる項目を整理することとした。 

【意見２】情報システム新規調達手続に関

する資料保存について 

市はＩＣＴガバナンスの機能強化の観

点から，情報システム新規導入に際して

 情報システムの運用期間やそれに即し

た文書の保存期間は個別に異なることか

ら，一律の保存期間を定めるのではなく，

「福岡市公文書の管理に関する規則」第９
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実施される各種手続の過程で作成された

資料について，情報システムの運用期間

に即した保存期間を定めることについて

検討を行うべきである。 

（総務企画局システム刷新課） 

条第３項の規定に基づき，適宜保存期間の

延長を行うこととし，平成 30 年度中に庁

内へ周知することとした。 

【意見３】情報システムの調達単位につい

て 

「福岡市情報システム調達の手引き」

に記載された分離調達・一括調達それぞ

れの目的，情報システムの品質の担保，

調達における競争環境の構築，費用対効

果の向上などの観点から整理した留意点

に加え，新規開発時，一括発注した場合

でのリースアップ時，システム改修実施

時，契約満了時などコスト削減に寄与す

る可能性のある各段階において業務担当

課がコスト削減の手法を検討すべき旨を

明記することで業務担当課での競争性確

保の取組を進めることが望ましい。 

また，調達単位を検討した資料はシス

テムの運用期間にわたって重要な資料と

なるため，その保存を検討されたい。 

（総務企画局システム刷新課） 

平成 30 年度中に業務担当課向けガイド

ラインである「福岡市情報システム調達の

手引き」の見直しを行い，各段階における

調達単位の検討の必要性や観点について

記載することとした。  

また，調達単位の検討資料についても

「福岡市公文書の管理に関する規則」第９

条第３項の規定に基づき，適宜保存期間の

延長を行うこととし，平成 30 年度中に庁

内へ周知することとした。 

【意見４】事業者への見積もり依頼とＲＦ

Ｉについて 

そもそもＲＦＩ(※)を実施し，市の計

画するシステム開発が機能的にもコスト

的にも実現可能であることを確認したう

えで見積もり依頼は実施されるべきもの

であり，簡便なシステムの導入ではない

限り，原則としてＲＦＩの実施を検討さ

れたい。 

よって「福岡市情報システム調達の手

引き」でＲＦＩを検討事項とするのでは

なく，原則，実施すべきとし，ＲＦＩが

不要な場合にはその理由についても何ら

平成 29 年度中に業務担当課向けガイド

ラインである「福岡市情報システム調達の

手引き」の見直しを行い，原則としてＲＦ

Ｉを実施することについて記載した。 
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かの書類で明文化することが望ましい。 

※ ＲＦＩとはRequest For Information

の略であり，情報システムの導入や業

務委託を行うにあたり，事前に，発注

候補先の開発業者に提供可能なサービ

スの概要や実績などの情報提供を依頼

する行為をいう。 

（総務企画局システム刷新課） 

【意見５】情報システムの機能及び要件の

審査について 

情報システムの有効性及びその調達の

競争性確保の観点から，情報システムの

機能及び要件を明確にし，情報システム

審査委員会における適切な審査ができる 

よう検討されたい。 

また，情報システム審査委員会での審

査の結果，その指導及び助言が仕様書に

適切に反映されていることについても文

書として残すように検討されたい。 

（総務企画局システム刷新課） 

情報システム審査委員会に提出する開

発計画書の作成にあたっては，システムの

機能や要件を十分に検討し，明確に記載す

るよう周知徹底を図ることとした。 

また，審査を受けたシステムについては 

仕様書案を含む予算執行の決裁にあたっ

てシステム刷新課の合議を必要としてい

ることから，このタイミングで審査結果の

反映状況について確認，記録することとし

た。 

【意見６】情報システムの稼働判定基準及

び稼働判定経緯について 

市の「情報システム開発の手引き」に

は，稼働までのフローや留意事項が記載

されている。その一環として稼働判定基

準についても具体的にどのようなものか

を記載し，作成するように指導されたい。 

情報システムの調達において，稼働判

定基準と稼働判定までの経緯について明

確に残しておくことは，稼働判定を行う

際の重要な根拠である。稼働後のエラー

検出やエラーが発見されないまま不適切

な行政サービスを提供し続けることを防

ぐためにも，稼働判定基準の策定と稼働

判定までの経緯を残すことについて検討

されたい。 

平成 29 年度に業務担当課向けガイドラ

インである「福岡市情報システム開発の手

引き」の見直しを行い，稼働判定の実施と

その基準について記載した。 

 また，平成 30 年度中に業務担当課向け

に示している「調達仕様書ひな形」の見直

しを行い，事業者に求める成果物として，

稼働判定の経緯を記録する「稼働判定報告

書」を加えることとした。 
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（総務企画局システム刷新課） 

【意見７】書類の保存の電子化の検討につ

いて 

今回の監査を通じて入手した資料につ

いては，多くが紙で保存されたものであ

った。情報システムに関連する調達や運

用保守，利活用状況など多岐にわたり分

量が膨大であった。 

市は保存すべき関連書類のペーパーレ

ス化について検討すべきである。ペーパ

ーレス化によって，書類の保存の履歴が

確保できること，検索の利便性が高まる

こと，事例集積により効率的に類似シス

テム導入ができること，紙の保管スペー

システム関連書類については，文書管理

システムや，財務会計システム，契約管理

システムなどにより電子化された書類の

ほか，契約書など紙ベースでの保存が必要

な書類が混在しているが，今後は様々なメ

リットを踏まえ，保存書類の電子化につい

て検討していく。 

スのコストが下がること，物理的な紛失

が予防できることなどの様々なメリット

が考えられる。 

市はセキュリティやＢＣＰ(※)，シス

テム上の保管コストなどを検討の上で，

電子文書の保存について検討をされた

い。 

※ ＢＣＰとは Business Continuity

Plan（業務継続計画）のことをいう。 

（総務企画局情報システム課） 

【意見８】ＩＣＴコストの把握について 

有効な情報システムの導入は，行政サ

ービスのスリム化・効率化に結びつくこ

とになる。一方で，将来における少子高

齢化に伴う税収の減少等による厳しい財

政を踏まえて，他の公共投資と同様，新

しい情報システム開発投資や運用に要す

るＩＣＴコストについても十分な検討が

必要となる。システム刷新計画に掲げる

ＩＣＴ資産適正化を実現させるため，早

期に把握すべきＩＣＴコストを検討した

うえで，その継続的な把握と分析を実施

 全庁的なＩＣＴコストの把握のため，平

成 30 年度中に全庁の情報システム開発・

運用状況等をまとめた「情報システム台

帳」を整備し，今後継続的にＩＣＴコスト

を把握・分析を実施できるような項目，集

約方法を検討することとした。 
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することを検討されたい。 

（総務企画局システム刷新課） 

【意見９】システムの利用状況の一元的な

管理について 

システムの利用状況を把握していない

と，当初は利用が多かったシステムであ

っても，環境の変化や陳腐化等により，

利用者のニーズが合致せず，結果として，

行政サービスの低下につながることがあ

る。情報システムの有効性の確保，適切

な資源配分，及び次期更新の参考にする

ため，情報システムの利用状況を一元的

に管理することを検討されたい。 

なお，システムの利用状況についての 

情報システム利用状況の一元的管理の

ため，平成 30 年度中に全庁のシステム開

発・運用状況等をまとめた「情報システム

台帳」を整備し，監査意見を参考に，適切

な管理を行うための項目や集約方法を検

討することとした。 

把握区分の方法として，例えば以下のよ

うな区分に応じて実施することが考えら

れる。 

① システムの受益者区分（市民サービ

ス向上支援，市職員事務支援など）

② システム方式区分（ホスト，Web，ク

ライアント/サーバなど）

③ ハードウェア，ソフトウェア区分

④ 自主開発，パッケージ，アドオンな

どシステムへの改変可能性，容易性の

区分 

⑤ 更新予定時期別区分

⑥ コンテンツ内容別区分（個人情報の

有無など） 

⑦ 現状運用されているシステムに対し

ての代替的新規ＩＣＴ技術や代替イン

フラ，パッケージソフトの有無

⑧ 予算執行区分とＩＣＴコスト区分

（開発運用一体型，分離型，委託型な

ど） 

上記区分を設定するにあたっては，市

の将来のＩＣＴ戦略に資するため，ＩＣ
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Ｔコストの削減，業務・システム最適化

や市民サービスの向上などの目的に適合

するような区分にて把握管理するように

留意する必要がある。 

（総務企画局システム刷新課） 

【指摘事項１】個別実施手順の未作成につ

いて 

今回の監査において，資料徴求の対象

として選定した 80の情報システムから，

さらに事業規模及び機能等を勘案して 20

の情報システムを選定する過程で，情報

システムごとに作成が必要な「個別実施

手順」が作成されていないものが３シス

テム(※１)見受けられた。また，２シス

「学校徴収金管理システム」の情報セキ

ュリティ個別実施手順については，平成

30年３月 23日付で作成・施行した。 

（教育委員会学務支援課） 

「児童生徒管理システム」（学校給食費

管理システム）の情報セキュリティ個別実

施手順については，平成 30年３月 27日付 

で作成・施行した。 

（教育委員会健康教育課） 

「勤務管理システム」の情報セキュリテ

イ個別実施手順については，平成 30 年 4

月 1日付けで作成・施行した。 

（交通局姪浜乗務事務所） 

「鮮魚市場情報システム」「農業情報シ

ステム」の個別実施手順については，直ち

に業務担当課内において周知し，適切に管

理・運用するよう改めた。 

（農林水産局政策企画課，鮮魚市場） 

情報セキュリティ監査においては，今後

自己点検を活用し，個別実施手順の作成状

況等を把握した上で必要な指導等を行う。 

（総務企画局情報システム課） 

テム(※２)については，「個別実施手順」

は作成されていたものの，実地監査実施

時にはその所在が明らかにならず，業務

担当課内における周知及び運用が十分な

状況ではなかった。 

一部のシステムについて「個別実施手

順」が未作成であったことは，当該シス

テムに関するセキュリティルールがあい

まいなままで業務担当課において運用が

行われていたこと，また，各業務担当課

作成の個別実施手順が共通実施手順の要

件を満たすかについてのセキュリティ監

査や自己点検が実施されていなかったと

考えられる。さらに重層的な監査でこれ

が指摘されていなかったことは，市の情

報セキュリティモニタリングについて，

「個別実施手順」が未作成，もしくは実

地確認時にその所在が明らかにならなか

ったシステムに対しては機能していなか

ったと言える。 

情報資産が毀損する脅威を未然に防

ぎ，また，脅威が発生した場合でも毀損
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被害を最小限に抑えることができるよ

う，上記３システム(※１)のネットワー

ク責任者，情報システム責任者及び情報

セキュリティ責任者は，速やかに「個別

実施手順」を策定すべきである。 

市が実施する情報セキュリティ監査に

おいても，当該未作成の状況が把握でき

るような監査手続，もしくは監査対象シ

ステムの選定方法を検討されたい。

※１ ３システム…「学校徴収金管理シ

ステム」「児童生徒管理システム（学校

給食費管理システム）」「勤務管理シス

テム」

※２ ２システム…「鮮魚市場情報シス

テム」「農業情報システム」

（教育委員会学務支援課，健康教育課， 

交通局姪浜乗務事務所， 

農林水産局政策企画課，鮮魚市場， 

総務企画局情報システム課） 

【意見 10】ＩＣＴガバナンスを担当する人

員について 

市では，近い将来ＢＰＲ(※)の進捗に

よるシステムの再構築，新たな共通基盤

の構築・運用，新しい技術を用いた情報

システムの導入を予定しており，現在に

もまして高い専門性と労力が必要となる

ことが想定される。庁内業務におけるＩ

ＣＴガバナンスのリスクを適切に評価

し，そのリスク対応を可能とする人員，

能力を確保できるような具体的な人材育

成方法を検討されたい。 

※ ＢＰＲとは，（ Business Process

Re-engineering）の略であり，業務効

率や生産性向上に向け，業務の流れや

仕組みを全面的に再構築する業務プロ

セス改革をいう。

ガバナンスを担う人材の育成について

は，ＩＣＴ戦略室職員向けに，外部研修や

セミナーの受講勧奨を行うほか，業務担当

課向けに，平成 29年度から平成 30年度に

かけて，研修教材の作成を行い，ｅラーニ

ングを活用した研修を実施するなど，担当

者の能力向上に努めているところである。 

ＩＣＴは専門性が高く，新技術の出現な

ど変化の激しい分野であることから，職員

の育成に合わせて，外部人材の活用も含

め，適切な人員体制の構築や配置の在り方

などを引き続き検討していく。 
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（総務企画局システム刷新課） 

【意見 11】コスト削減の取組と行政サービ

スについて

自治体クラウドによる共同化はコスト

削減に大きく寄与するものと考えられ

る。国が自治体クラウドに求めている要

件は大きく「基幹系業務システムを対象

に」，「複数自治体での共同利用」，「外部

のデータセンターへの設置」である。導

入には検討すべき事項があるものの，自

治体クラウドの要件を満たすことができ

る方法について検討を進めることが望ま

れる。 

既存システムを所管する各業務担当課 

自治体クラウドについては，検討を実施

した結果，政令市規模の場合，他自治体と

の共同利用のためには，大幅な市民サービ

スの見直しやシステム改修が必要となる

ことや，本市の費用分担が大きくなること

が想定されること等から，本来のコスト削

減効果が出にくいと判断した。このため，

市単独ではあるが，システム刷新計画にお

いて，基幹系業務システムを対象に，外部

データセンターへの設置を進めていると

ころである。 

「福岡市システム刷新計画」に基づき再 

構築するシステムは運用保守契約におい

てＳＬＡの締結を行うよう進めていると

ころである。システム刷新計画対象外のシ

ステムについても，平成 30 年度中に業務

担当課向けガイドラインである「福岡市情

報システム外部委託先管理の手引き」の策

定を行い，可能な限りＳＬＡの締結を実施

することについて記載することとした。 

また，各システムの予算執行状況の把握

を行えるよう，平成 30 年度中に全庁のシ

ステム開発・運用状況等をまとめた「情報

システム台帳」を整備し，これを行政サー

ビスの維持・向上に活用していくこととす

る。 

は職員の手作業に係るコストも含めシス

テム化やＲＰＡ(※１)による代替化など

の検討を行った上で，情報システム関連

経費の発注（予算執行）に当たっては，

正確に市の要求水準を伝えるとともに，

開発業者の見積もり内容の妥当性を精査

し，「福岡市システム刷新計画」に定めら

れたＳＬＡ(※２)を可能な限り実施する

ように検討されたい。また，予算執行率

が低い場合には，あらかじめ，想定して

いるサービスが提供されることを確認

し，行政サービスの低下につながらない

ようにするなどの対応を検討されたい。 

ＩＣＴ戦略課は全庁の情報システムに

関する予算執行状況をモニタリングし，

予算執行率が低い情報システムについ

て，想定した使用状況からの乖離，また

は，関連する行政サービス低下が発生し

ていないことを確認し，発生している場

合には是正を求める等のチェック体制構

築を検討されたい。 

※１  ＲＰＡとは， Robotic Process
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Automationの略であり，ロボットによ

る業務自動化の取組をいう。 

※２ ＳＬＡとは，Service Level

Agreement の略であり，サービス水準

に関して，サービスの提供者と顧客の

間で結ばれる合意文書をいう。

（総務企画局システム刷新課） 

Ⅴ．個別情報システムに関する財務事務における指摘事項及び監査の結果に添えて提出す

る意見 

（２）情報系・業務系ネットワーク

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

【意見 12】システムの稼働判定基準，及び

稼働判定をした経緯が確認できなかった 

現状，市の「情報システム開発の手引 

き」には，稼働判定基準に関する具体的

な記述が無いが，より確実な稼働判定を

行うために，具体的な稼働判定基準を定

めるとともに，稼働判定までの経緯を残

すことについて検討されたい。 

（総務企画局情報システム課， 

システム刷新課）

平成 29 年度に業務担当課向けガイドラ

インである「福岡市情報システム開発の手

引き」の見直しを行い，稼働判定の実施と

その基準について記載した。 

 また，平成 30 年度中に業務担当課向け

に示している「調達仕様書ひな形」の見直

しを行い，事業者に求める成果物として，

稼働判定の経緯を記録する「稼働判定報告

書」を加えることとした。 

（総務企画局システム刷新課） 

今後，システムを導入，更新する際には，

見直し後の「福岡市情報システム開発の手

引き」に従い，稼働判定を実施するととも

に，平成 30年度中に見直し予定の「調達

仕様書ひな形」に沿って，事業者に「稼働

判定報告書」を求めることとした。 

（総務企画局情報システム課） 

（３）共用サーバ

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

【意見 13】システムの稼働判定基準，及び

稼働判定をした経緯が確認できなかった 

現状，市の「情報システム開発の手引

き」には，稼働判定基準に関する具体的

な記述が無いが，より確実な稼働判定を

平成 29 年度に業務担当課向けガイドラ

インである「福岡市情報システム開発の手

引き」の見直しを行い，稼働判定の実施と

その基準について記載した。 

また，平成 30 年度中に業務担当課向け
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行うために，具体的な稼働判定基準を定

めるとともに，稼働判定までの経緯を残

すことについて検討されたい。 

（総務企画局情報システム課， 

システム刷新課）

に示している「調達仕様書ひな形」の見直

しを行い，事業者に求める成果物として，

稼働判定の経緯を記録する「稼働判定報告

書」を加えることとした。 

（総務企画局システム刷新課） 

今後，システムを導入，更新する際には，

見直し後の「福岡市情報システム開発の手

引き」に従い，稼働判定を実施するととも

に，平成 30年度中に見直し予定の「調達

仕様書ひな形」に沿って，事業者に「稼働

判定報告書」を求めることとした。 

（総務企画局情報システム課） 

（４）共用Ｗｅｂサーバ

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

【意見 14】システムの稼働判定基準，及び

稼働判定をした経緯が確認できなかった 

現状，市の「情報システム開発の手引

き」には，稼働判定基準に関する具体的

な記述が無いが，より確実な稼働判定を

行うために，具体的な稼働判定基準を定

めるとともに，稼働判定までの経緯を残

すことについて検討されたい。 

（総務企画局情報システム課， 

システム刷新課）

平成 29 年度に業務担当課向けガイドラ

インである「福岡市情報システム開発の手

引き」の見直しを行い，稼働判定の実施と

その基準について記載した。 

 また，平成 30 年度中に業務担当課向け

に示している「調達仕様書ひな形」の見直

しを行い，事業者に求める成果物として，

稼働判定の経緯を記録する「稼働判定報告

書」を加えることとした。 

（総務企画局システム刷新課） 

今後，システムを導入，更新する際には，

見直し後の「福岡市情報システム開発の手

引き」に従い，稼働判定を実施するととも

に，平成 30年度中に見直し予定の「調達

仕様書ひな形」に沿って，事業者に「稼働

判定報告書」を求めることとした。 

（総務企画局情報システム課） 

（５）文書管理システム

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 
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【意見 15】調達手法を検討した経緯が確認

できなかった 

情報システムの調達に当たっては，当

然ながら市費の縮減に努める必要があ

る。また，その取組は調達時のみならず，

運用期間中においても継続的に実施すべ 

きであるため，調達手法の検討に関する

取組が明らかになるように，関連資料を

保存するなどによる改善を検討された

い。 

なお，このような取組は，結果的に，

ＩＣＴコストの削減に寄与することにも

なり，「福岡市システム刷新計画」に掲げ

るＩＣＴ資産最適化の実現のための取組

であることも留意されたい。 

（総務企画局総務課，システム刷新課） 

 情報システムの運用期間やそれに即し

た文書の保存期間は個別に異なることか

ら，一律の保存期間を定めるのではなく，

「福岡市公文書の管理に関する規則」第９

条第３項の規定に基づき，適宜保存期間の 

延長を行うこととし，平成 30 年度中に庁

内へ周知することとした。 

（総務企画局システム刷新課） 

今後，システムを導入，更新する際には，

システムの調達手法に関する資料につい

て，「福岡市公文書の管理に関する規則」

第９条第３項の規定に基づき，適宜保存期

間の延長を行い，適切に保管する。 

（総務企画局総務課） 

【意見 16】情報システムの調達単位（開発・

運用の分離，一括調達等）を検討した経

緯が確認できなかった 

情報システムの調達単位の検討に関し

て，分離調達による事業者の代替性の確

保・競争性環境の構築，又はその可能性

検討が実施された資料は保存期間が経過

しているため確認できず，情報システム

導入による効率的な行政サービス実施と

整備・運用コストの低減のための取組が

確認できなかった。 

今後，運用期間中においては，分離調

達・一括調達それぞれの目的，情報シス

テムの品質の担保，調達における競争環

境の構築，費用対効果の向上などの観点

から整理した論点を「福岡市情報システ

ム調達の手引き」に明記し，情報システ

ムの調達部署で慎重に検討することを義

務付けるべきである。そして調達単位に

ついては，高い専門性を有する職員等で

平成 30 年度中に業務担当課向けガイド

ラインである「福岡市情報システム調達の

手引き」の見直しを行い，各段階における

調達単位の検討の必要性や観点について

記載することとした。  

また，調達単位の検討資料についても

「福岡市公文書の管理に関する規則」第９

条第３項の規定に基づき，適宜保存期間の

延長を行うこととし，平成 30 年度中に庁

内へ周知することとした。 

（総務企画局システム刷新課） 

 今後，システムを導入，更新する際には

平成 30年度中に見直し予定の「福岡市情

報システム調達の手引き」に従い，調達単

位の検討を行っていく。 

 また，調達単位の検討資料について，「福

岡市公文書の管理に関する規則」第９条第

３項の規定に基づき，適宜保存期間の延長

を行い，適切に保管する。 



12 

構成される情報システム審査委員会によ

る慎重な検討・審議が望まれる。 

また調達単位を検討した資料はシステ

ムの運用期間にわたって重要な資料とな

るため，その保存を検討されたい。 

（総務企画局総務課，システム刷新課） 

（総務企画局総務課） 

【意見 17】システムの稼働判定基準，及び

稼働判定をした経緯が確認できなかった 

現状，市の「情報システム開発の手引

き」には，稼働判定基準に関する具体的

な記述が無いが，より確実な稼働判定を

行うために，具体的な稼働判定基準を定

めるとともに，稼働判定までの経緯を残

すことについて検討されたい。 

（総務企画局総務課，システム刷新課） 

平成 29 年度に業務担当課向けガイドラ

インである「福岡市情報システム開発の手

引き」の見直しを行い，稼働判定の実施と

その基準について記載した。 

 また，平成 30 年度中に業務担当課向け

に示している「調達仕様書ひな形」の見直

しを行い，事業者に求める成果物として，

稼働判定の経緯を記録する「稼働判定報告

書」を加えることとした。 

（総務企画局システム刷新課） 

今後，システムを導入，更新する際には，

見直し後の「福岡市情報システム開発の手

引き」に従い，稼働判定を実施するととも

に，平成 30年度中に見直し予定の「調達

仕様書ひな形」に沿って，事業者に「稼働

判定報告書」を求めることとした。 

（総務企画局総務課） 

（７）予算・決算システム

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

【意見 18】調達手法を検討した経緯が確認

できなかった 

  情報システムの調達に当たっては，当

然ながら市費の縮減に努める必要があ

る。また，その取組は調達時のみならず，

運用期間中においても継続的に実施すべ

きであるため，調達手法の検討に関する

取組が明らかになるように，関連資料を

保存するなどによる改善を検討された

い。 

 情報システムの運用期間やそれに即し

た文書の保存期間は個別に異なることか

ら，一律の保存期間を定めるのではなく，

「福岡市公文書の管理に関する規則」第９

条第３項の規定に基づき，適宜保存期間の

延長を行うこととし，平成 30 年度中に庁

内へ周知することとした。 

（総務企画局システム刷新課） 

今後，システムを導入，更新する際には，
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なお，このような取組は，結果的に，

ＩＣＴコストの削減に寄与することにも

なり，「福岡市システム刷新計画」に掲げ

るＩＣＴ資産最適化の実現のための取組

であることも留意されたい。 

（財政局財政調整課， 

総務企画局システム刷新課） 

システムの調達手法に関する資料につい

て，「福岡市公文書の管理に関する規則」

第９条第３項の規定に基づき，適宜保存期

間の延長を行い，適切に保管する。 

（財政局財政調整課） 

【意見 19】情報システムの調達単位（開発・

運用の分離，一括調達等）を検討した経

緯が確認できなかった 

  情報システムの調達単位の検討に関し

て，分離調達による事業者の代替性の確

保・競争性環境の構築，又はその可能性

検討が実施された資料は確認できず，情

報システム導入による効率的な行政サー

ビス実施と整備・運用コストの低減のた 

めの取組が確認できなかった。 

運用期間中においては，調達の目的，

情報システムの品質の担保，調達におけ

る競争環境の構築，費用対効果の向上な

どの観点から整理した論点を「福岡市情

報システム調達の手引き」に明記し，情

報システムの調達部署で慎重に検討する 

ことを義務付けるべきである。そして調

達単位については，高い専門性を有する

職員等で構成される情報システム審査委

員会による慎重な検討・審議が望まれる。 

また調達単位を検討した資料はシステ

ムの運用期間にわたって重要な資料とな

るため，その保存を検討されたい。 

（財政局財政調整課， 

総務企画局システム刷新課） 

平成 30 年度中に業務担当課向けガイド

ラインである「福岡市情報システム調達の

手引き」の見直しを行い，各段階における

調達単位の検討の必要性や観点について

記載することとした。  

また，調達単位の検討資料についても

「福岡市公文書の管理に関する規則」第９

条第３項の規定に基づき，適宜保存期間の 

延長を行うこととし，平成 30 年度中に庁

内へ周知することとした。 

（総務企画局システム刷新課） 

今後，システムを導入，更新する際には，

平成 30 年度中に見直し予定の「福岡市情

報システム調達の手引き」に従い，調達単

位の検討を行っていく。 

 また，調達単位の検討資料について，「福

岡市公文書の管理に関する規則」第９条第

３項の規定に基づき，適宜保存期間の延長

を行い，適切に保管する。 

（財政局財政調整課） 

【意見 20】情報システムの機能及び要件の

審査について 

  本システムは，仕様書の確定に関する

資料については，保存期間を経過してい

情報システム審査委員会に提出する開

発計画書の作成にあたっては，システムの

機能や要件を十分に検討し，明確に記載す

るよう周知徹底を図ることとした。 
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るため，確認できず，本システムの調達

において，その機能や要件の骨格を明ら

かにする文書が確認できなかった。 

情報システム有効性及びその調達の競

争性確保の観点から，情報システムの機

能及び実現すべき要件は情報システム審

査委員会による審査事項であることを

「福岡市情報システム化計画に関する要

領」等で文書化し，情報システム審査委

員会による審査が行われるべきである。 

また，情報システム審査委員会での審

査の結果，その指導及び助言が仕様書に

適切に反映されていることについても文

書として残すように検討されたい。 

（財政局財政調整課， 

総務企画局システム刷新課） 

 また，審査を受けたシステムについては

仕様書案を含む予算執行の決裁にあたっ

てシステム刷新課の合議を必要としてい

ることから，このタイミングで審査結果の

反映状況について確認，記録することとし

た。 

（総務企画局システム刷新課） 

今後，システムを導入，更新する際には，

情報システム審査委員会に提出する開発

計画書に，システムの機能や要件を十分に

検討した上で，明確に記載するとともに，

審査結果の反映状況を記録した文書につ

いて，「福岡市公文書の管理に関する規則」

第９条第３項の規定に基づき，適宜保存期

間の延長を行う。 

（財政局財政調整課） 

（８）福岡市災害対応支援システム

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

【意見 21】調達手法を検討した経緯が確認

できなかった 

  情報システムの調達に当たっては，当

然ながら市費の縮減に努める必要があ

る。また，その取組は調達時のみならず，

運用期間中においても継続的に実施すべ

きであるため，調達手法の検討に関する

取組が明らかになるように，関連資料を

保存するなどによる改善を検討された

い。 

なお，このような取組は，結果的に，

ＩＣＴコストの削減に寄与することにも

なり，「福岡市システム刷新計画」に掲げ

るＩＣＴ資産最適化の実現のための取組

であることも留意されたい。 

（市民局防災・危機管理課， 

総務企画局システム刷新課） 

 情報システムの運用期間やそれに即し

た文書の保存期間は個別に異なることか

ら，一律の保存期間を定めるのではなく，

「福岡市公文書の管理に関する規則」第９

条第３項の規定に基づき，適宜保存期間の

延長を行うこととし，平成 30 年度中に庁

内へ周知することとした。 

（総務企画局システム刷新課） 

システムを導入，更新する際には，シス

テムの調達手法に関する資料について，

「福岡市公文書の管理に関する規則」第９

条第３項の規定に基づき，適宜保存期間の

延長を行い，適切に保管することとした。 

（市民局防災・危機管理課） 
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【意見 22】情報システムの調達単位（開発・

運用の分離，一括調達等）を検討した経

緯が確認できなかった 

  情報システムの調達単位の検討に関し

て，分離調達による事業者の代替性の確

保・競争性環境の構築，又はその可能性

検討が実施された資料は保存期間を経過

していることにより確認できず，情報シ

ステム導入による効率的な行政サービス

実施と整備・運用コストの低減のための

取組が確認できなかった。 

今後，運用期間中においては，分離調

達・一括調達それぞれの目的，情報シス

テムの品質の担保，調達における競争環

境の構築，費用対効果の向上などの観点

から整理した論点を「福岡市情報システ

ム調達の手引き」に明記し，情報システ

ムの調達部署で慎重に検討することを義

務付けるべきである。そして調達単位に

ついては，高い専門性を有する職員等で

構成される情報システム審査委員会によ

る慎重な検討・審議が望まれる。 

また調達単位を検討した資料はシステ

ムの運用期間にわたって重要な資料とな

るため，その保存を検討されたい。 

（市民局防災・危機管理課， 

総務企画局システム刷新課） 

平成 30 年度中に業務担当課向けガイド

ラインである「福岡市情報システム調達の

手引き」の見直しを行い，各段階における

調達単位の検討の必要性や観点について

記載することとした。  

また，調達単位の検討資料についても

「福岡市公文書の管理に関する規則」第９

条第３項の規定に基づき，適宜保存期間の

延長を行うこととし，平成 30 年度中に庁

内へ周知することとした。 

（総務企画局システム刷新課） 

システムを導入，更新する際には改定後

の「福岡市情報システム調達の手引き」に

従い，調達単位の検討を行っていく。 

 また，調達単位の検討資料について，「福

岡市公文書の管理に関する規則」第９条第

３項の規定に基づき，適宜保存期間の延長

を行い，適切に保管することとした。 

（市民局防災・危機管理課） 

【意見 23】情報システムの機能及び要件の

審査について 

  本システムは，仕様書の確定に関する

資料については，保存期間を経過してい

るため確認できず，本システムの調達に

おいて，その機能や要件の骨格を明らか 

にする文書が確認できなかった。 

情報システム有効性及びその調達の競

争性確保の観点から，情報システムの機

情報システム審査委員会に提出する開

発計画書の作成にあたっては，システムの

機能や要件を十分に検討し，明確に記載す

るよう周知徹底を図ることとした。 

 また，審査を受けたシステムについては

仕様書案を含む予算執行の決裁にあたっ

てシステム刷新課の合議を必要としてい

ることから，このタイミングで審査結果の

反映状況について確認，記録することとし
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能及び実現すべき要件は情報システム審

査委員会による審査事項であることを

「福岡市情報システム化計画に関する要

領」等で文書化し，情報システム審査委

員会による審査が行われるべきである。 

また，情報システム審査委員会での審

査の結果，その指導及び助言が仕様書に

適切に反映されていることについても文 

書として残すように検討されたい。 

（市民局防災・危機管理課， 

総務企画局システム刷新課） 

た。 

（総務企画局システム刷新課） 

システムを導入，更新する際には，情報

システム審査委員会に提出する開発計画

書に，システムの機能や要件を十分に検討

した上で，明確に記載するとともに，審査

結果の反映状況を記録した文書について，

「福岡市公文書の管理に関する規則」第９

条第３項の規定に基づき，適宜保存期間の

延長を行うこととした。 

（市民局防災・危機管理課） 

【意見 24】 開発当時の複数事業者からの

見積もりを取得し，予定価格を査定・積

算した根拠が確認できなかった 

  既存システムの運用保守時の特命随意

契約に際しては，開発当時の見積書等を

参考とし，保存されていない場合は新た

に取得することや類似システムの運用単 

価を比較するなど，競争環境の確保によ

るコスト削減の取組を進められたい。 

（市民局防災・危機管理課， 

総務企画局システム刷新課） 

 情報システムの運用期間やそれに即し

た文書の保存期間は個別に異なることか

ら，一律の保存期間を定めるのではなく，

「福岡市公文書の管理に関する規則」第９

条第３項の規定に基づき，適宜保存期間の

延長を行うこととし，平成 30年度中に庁 

内へ周知することとした。 

（総務企画局システム刷新課） 

運用保守時の特命随意契約に際して，開

発当時の見積書等は保存期限が過ぎ，保存

していないため，類似システムの運用単価

を比較するなど，コスト削減の取組みを行

っていく。 

（市民局防災・危機管理課） 

【意見 25】システムの稼働判定基準，及び

稼働判定をした経緯が確認できなかった 

  現状，市の「情報システム開発の手引

き」には，稼働判定基準に関する具体的

な記述が無いが，より確実な稼働判定を

行うために，具体的な稼働判定基準を定

めるとともに，稼働判定までの経緯を残

すことについて検討されたい。 

（市民局防災・危機管理課， 

平成 29 年度に業務担当課向けガイドラ

インである「福岡市情報システム開発の手

引き」の見直しを行い，稼働判定の実施と

その基準について記載した。 

 また，平成 30 年度中に業務担当課向け

に示している「調達仕様書ひな形」の見直

しを行い，事業者に求める成果物として，

稼働判定の経緯を記録する「稼働判定報告

書」を加えることとした。 
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総務企画局システム刷新課） （総務企画局システム刷新課） 

システムを導入，更新する際には，改定

後の「福岡市情報システム開発の手引き」

に従い，稼働判定を実施するとともに，新

たな「調達仕様書ひな形」に沿って，事業

者に「稼働判定報告書」を求めることとし

た。 

（市民局防災・危機管理課） 

（９）母子保健システム

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

【意見 26】調達手法を検討した経緯が確認

できなかった 

情報システムの調達に当たっては，当

然ながら市費の縮減に努める必要があ

る。また，その取組は調達時のみならず，

運用期間中においても継続的に実施すべ

きであるため，調達手法の検討に関する

取組が明らかになるように，関連資料を

保存するなどによる改善を検討された

い。 

なお，このような取組は，結果的に，

ＩＣＴコストの削減に寄与することにも

なり，「福岡市システム刷新計画」に掲げ

るＩＣＴ資産最適化の実現のための取組

であることも留意されたい。 

（こども未来局こども発達支援課， 

総務企画局システム刷新課） 

 情報システムの運用期間やそれに即し

た文書の保存期間は個別に異なることか

ら，一律の保存期間を定めるのではなく，

「福岡市公文書の管理に関する規則」第９

条第３項の規定に基づき，適宜保存期間の

延長を行うこととし，平成 30 年度中に庁

内へ周知することとした。 

（総務企画局システム刷新課） 

今後，システムを導入，更新する際には，

システムの調達手法に関する資料につい

て，「福岡市公文書の管理に関する規則」

第９条第３項の規定に基づき，適宜保存期

間の延長を行い，適切に保管する。 

（こども未来局こども発達支援課） 

【意見 27】情報システムの機能及び要件の

審査について 

  本システムの仕様書案には正誤表が作

成されており，情報システム審査委員会

の審査により指摘に対応したことが想定

されるが，審査結果及びその対応経緯等 

情報システム審査委員会に提出する開

発計画書の作成にあたっては，システムの

機能や要件を十分に検討し，明確に記載す

るよう周知徹底を図ることとした。 

また，審査を受けたシステムについては 

仕様書案を含む予算執行の決裁にあたっ

てシステム刷新課の合議を必要としてい

ることから，このタイミングで審査結果の

の資料は確認できず，本システムの調達

において，問題点等に対して適切に対応
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したことが確認できなかった。 

情報システム有効性及びその調達の競

争性確保の観点から，情報システムの機 

能及び実現すべき要件は情報システム審

査委員会による審査事項であることを

「福岡市情報システム化計画に関する要

領」等で文書化し，情報システム審査委

員会による審査が行われるべきである。 

また，情報システム審査委員会での審

査の結果，その指導及び助言が仕様書に

適切に反映されていることについても文

書として残すように検討されたい。 

（こども未来局こども発達支援課， 

総務企画局システム刷新課） 

反映状況について確認，記録することとし

た。 

（総務企画局システム刷新課） 

今後，システムを導入，更新する際には，

情報システム審査委員会に提出する開発

計画書に，システムの機能や要件を十分に

検討した上で，明確に記載するとともに，

審査結果の反映状況を記録した文書につ

いて，「福岡市公文書の管理に関する規則」

第９条第３項の規定に基づき，適宜保存期

間の延長を行う。 

（こども未来局こども発達支援課） 

【意見 28】システムの稼働判定基準，及び

稼働判定をした経緯が確認できなかった 

  現状，市の「情報システム開発の手引

き」には，稼働判定基準に関する具体的

な記述が無いが，より確実な稼働判定を

行うために，具体的な稼働判定基準を定

めるとともに，稼働判定までの経緯を残

すことについて検討されたい。 

（こども未来局こども発達支援課， 

総務企画局システム刷新課） 

平成 29 年度に業務担当課向けガイドラ

インである「福岡市情報システム開発の手

引き」の見直しを行い，稼働判定の実施と

その基準について記載した。 

 また，平成 30 年度中に業務担当課向け

に示している「調達仕様書ひな形」の見直

しを行い，事業者に求める成果物として，

稼働判定の経緯を記録する「稼働判定報告

書」を加えることとした。 

（総務企画局システム刷新課） 

今後，システムを導入，更新する際には，

見直し後の「福岡市情報システム開発の手

引き」に従い，稼働判定を実施するととも

に，平成 30年度中に見直し予定の「調達

仕様書ひな形」に沿って，事業者に「稼働

判定報告書」を求めることとした。 

（こども未来局こども発達支援課） 

【意見 29】システムの利用状況（利用者の

利用状況，ハードウェア等リソースの利

用状況等）を管理できていない 

システムの利用状況を把握していない

 母子保健システムで管理している母子

保健事業は，国の制度で定められたものが

多いが，環境の変化等で利用状況の変動が

考えられるものについては，利用状況の管
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と，環境の変化や陳腐化等により，当初，

利用の多かったシステムであっても，利

用者のニーズが合致せず，結果として，

行政サービスの低下につながることとな

り，システム稼働中は，利用者の利用状

況，ハードウェア等リソースの利用状況

等のシステムの利用状況を管理するよう 

改善を検討されたい。 

（こども未来局こども発達支援課） 

理を適宜行うこととした。 

（10）児童扶養手当システム 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

【意見 30】情報システムの調達単位（開発・

運用，ソフトウェア・ハードウェアの分

離，一括調達等）を検討した経緯が確認

できなかった 

  情報システムの調達単位の検討に関し

て，分離調達による事業者の代替性の確

保・競争性環境の構築，又はその可能性

検討が実施された資料は確認できず，情

報システム導入による効率的な行政サー

ビス実施と整備・運用コストの低減のた

めの取組が確認できなかった。 

運用期間中においては，調達目的，情

報システムの品質の担保，調達における

競争環境の構築，費用対効果の向上など

の観点から整理した論点を「福岡市情報

システム調達の手引き」に明記し，情報

システムの調達部署で慎重に検討するこ

とを義務付けるべきである。そして調達

単位については，高い専門性を有する職

員等で構成される情報システム審査委員

会による慎重な検討・審議が望まれる。 

また調達単位を検討した資料はシステ

ムの運用期間にわたって重要な資料とな

るため，その保存を検討されたい。 

（こども未来局こども家庭課， 

平成 30 年度中に業務担当課向けガイド

ラインである「福岡市情報システム調達の

手引き」の見直しを行い，各段階における

調達単位の検討の必要性や観点について

記載することとした。  

また，調達単位の検討資料についても

「福岡市公文書の管理に関する規則」第９

条第３項の規定に基づき，適宜保存期間の

延長を行うこととし，平成 30 年度中に庁

内へ周知することとした。 

（総務企画局システム刷新課） 

今後，システムを導入，更新する際には

平成 30年度中に見直し予定の「福岡市情

報システム調達の手引き」に従い，調達単

位の検討を行っていく。 

 また，調達単位の検討資料について，「福

岡市公文書の管理に関する規則」第９条第

３項の規定に基づき，適宜保存期間の延長

を行い，適切に保管する。 

（こども未来局こども家庭課） 
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総務企画局システム刷新課） 

【意見 31】開発当時の複数事業者からの見

積もりを取得し，予定価格を査定・積算

した根拠が確認できなかった 

 既存システムの運用保守時の特命随意

契約に際しては，開発当時の見積書等を

参考とし，保存されていない場合は新た

に取得することや類似システムの運用単

価を比較するなど，競争環境の確保によ

るコスト削減の取組を進められたい。 

（こども未来局こども家庭課， 

総務企画局システム刷新課） 

 情報システムの運用期間やそれに即し

た文書の保存期間は個別に異なることか

ら，一律の保存期間を定めるのではなく，

「福岡市公文書の管理に関する規則」第９

条第３項の規定に基づき，適宜保存期間の 

延長を行うこととし，平成 30 年度中に庁

内へ周知することとした。 

（総務企画局システム刷新課） 

運用保守時の特命随意契約に際して，開

発当時の見積書等は保存期限が過ぎ，保存

していないため，類似システムの運用単価

を比較するなど，コスト削減の取組みを行

っていく。 

（こども未来局こども家庭課） 

【意見 32】調達仕様書の内容を審査・確定

した経緯が確認できなかった 

  「情報システム化計画に関する要領」

によると，業務担当課は，情報システム

の調達に係る予算執行に際し，調達のた

めの仕様書を作成し，ＩＣＴ戦略課と予

算執行伺を合議しなければならないが，

本システムにおいては，実際の調達時に

使用する調達仕様書についての審査・承

認の過程がわかる資料が確認できなかっ

た。 

調達時において仕様書を作成し，庁内

で合議する趣旨は，予算執行の適切性を

確保するために実施しているものと考え

られ，審査・承認の過程がわかる資料の

保存を検討されたい。 

（こども未来局こども家庭課） 

調達仕様書の審査・承認の過程がわかる

資料の保存については，見直しを行い，今

後，「福岡市公文書の管理に関する規則」

第９条第３項の規定に基づき，適宜保存期

間の延長を行うこととした。 

【意見 33】システムの稼働判定基準，及び

稼働判定をした経緯が確認できなかった 

  現状，市の「情報システム開発の手引

平成 29 年度に業務担当課向けガイドラ

インである「福岡市情報システム開発の手

引き」の見直しを行い，稼働判定の実施と
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き」には，稼働判定基準に関する具体的

な記述が無いが，より確実な稼働判定を

行うために，具体的な稼働判定基準を定

めるとともに，稼働判定までの経緯を残

すことについて検討されたい。 

（こども未来局こども家庭課， 

総務企画局システム刷新課） 

その基準について記載した。 

 また，平成 30 年度中に業務担当課向け

に示している「調達仕様書ひな形」の見直

しを行い，事業者に求める成果物として，

稼働判定の経緯を記録する「稼働判定報告

書」を加えることとした。 

（総務企画局システム刷新課） 

今後，システムを導入，更新する際には，

見直し後の「福岡市情報システム開発の手

引き」に従い，稼働判定を実施するととも

に，平成 30年度中に見直し予定の「調達

仕様書ひな形」に沿って，事業者に「稼働

判定報告書」を求めることとした。 

（こども未来局こども家庭課） 

（12）国民健康保険・公費医療システム 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

【意見 34】システムの稼働判定基準，及び

稼働判定をした経緯が確認できなかった 

  現状，市の「情報システム開発の手引

き」には，稼働判定基準に関する具体的 

な記述が無いが，より確実な稼働判定を

行うために，具体的な稼働判定基準を定

めるとともに，稼働判定までの経緯を残

すことについて検討されたい。 

（保健福祉局国民健康保険課， 

総務企画局システム刷新課） 

平成 29 年度に業務担当課向けガイドラ

インである「福岡市情報システム開発の手

引き」の見直しを行い，稼働判定の実施と 

その基準について記載した。 

 また，平成 30 年度中に業務担当課向け

に示している「調達仕様書ひな形」の見直

しを行い，事業者に求める成果物として，

稼働判定の経緯を記録する「稼働判定報告

書」を加えることとした。 

（総務企画局システム刷新課） 

今後，システムを導入，更新する際には，

見直し後の「福岡市情報システム開発の手

引き」に従い，稼働判定を実施するととも

に，平成 30年度中に見直し予定の「調達

仕様書ひな形」に沿って，事業者に「稼働

判定報告書」を求めることとした。 

（保健福祉局国民健康保険課） 

（13）下水道料金総合情報システム 
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監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

【意見 35】開発当時の複数事業者からの見

積もりを取得し，予定価格を査定・積算

した根拠が確認できなかった 

  既存システムの運用保守時の特命随意

契約に際しては，開発当時の見積書等を

参考とし，保存されていない場合は新た

に取得することや類似システムの運用単

価を比較するなど，競争環境の確保によ

るコスト削減の取組を進められたい。 

（道路下水道局下水道料金課， 

総務企画局システム刷新課） 

 情報システムの運用期間やそれに即し

た文書の保存期間は個別に異なることか

ら，一律の保存期間を定めるのではなく，

「福岡市公文書の管理に関する規則」第９

条第３項の規定に基づき，適宜保存期間の

延長を行うこととし，平成 30 年度中に庁

内へ周知することとした。 

（総務企画局システム刷新課） 

開発当時の見積書等は保存期限が過ぎ

保存してないため，今後，必要に応じ文書

を常用とするとともに，運用保守時の特命

随意契約に際して，運用単価の推移を比較

するなど，コスト削減の取組みを行ってい

く。 

（道路下水道局下水道料金課） 

【意見 36】システムの稼働判定基準，及び

稼働判定をした経緯が確認できなかった 

  現状，市の「情報システム開発の手引

き」には，稼働判定基準に関する具体的

な記述が無いが，より確実な稼働判定を

行うために，具体的な稼働判定基準を定

めるとともに，稼働判定までの経緯を残

すことについて検討されたい。 

（道路下水道局下水道料金課， 

総務企画局システム刷新課） 

平成 29 年度に業務担当課向けガイドラ

インである「福岡市情報システム開発の手

引き」の見直しを行い，稼働判定の実施と

その基準について記載した。 

 また，平成 30 年度中に業務担当課向け

に示している「調達仕様書ひな形」の見直

しを行い，事業者に求める成果物として，

稼働判定の経緯を記録する「稼働判定報告

書」を加えることとした。 

（総務企画局システム刷新課） 

今後，システムを導入，更新する際には，

見直し後の「福岡市情報システム開発の手

引き」に従い，稼働判定を実施するととも

に，平成 30年度中に見直し予定の「調達

仕様書ひな形」に沿って，事業者に「稼働

判定報告書」を求めることとした。 

（道路下水道局下水道料金課） 

（14）下水道事業財務会計システム 
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監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

【意見 37】調達手法を検討した経緯が確認

できなかった 

  情報システムの調達に当たっては，当

然ながら市費の縮減に努める必要があ

る。また，その取組は調達時のみならず，

運用期間中においても継続的に実施すべ

きであるため，調達手法の検討に関する

取組が明らかになるように，関連資料を 

保存するなどによる改善をされたい。 

なお，このような取組は，結果的に，

ＩＣＴコストの削減に寄与することにも

なり，「福岡市システム刷新計画」に掲げ

るＩＣＴ資産最適化の実現のための取組

であることも留意されたい。 

（道路下水道局経理課，

総務企画局システム刷新課） 

 情報システムの運用期間やそれに即し

た文書の保存期間は個別に異なることか

ら，一律の保存期間を定めるのではなく，

「福岡市公文書の管理に関する規則」第９

条第３項の規定に基づき，適宜保存期間の

延長を行うこととし，平成 30 年度中に庁

内へ周知することとした。 

（総務企画局システム刷新課） 

今後，システムを導入，更新する際には，

システムの調達手法に関する資料につい

て，「福岡市公文書の管理に関する規則」

第９条第３項の規定に基づき，適宜保存期

間の延長を行い，適切に保管する。 

（道路下水道局経理課） 

【意見 38】情報システムの調達単位（開発・

運用の分離，一括調達等）を検討した経

緯が確認できなかった 

  情報システムの調達単位の検討に関し

て，分離調達による事業者の代替性の確

保・競争性環境の構築，又はその可能性

検討が実施された資料は確認できず，情

報システム導入による効率的な行政サー

ビス実施と整備・運用コストの低減のた

めの取組が確認できなかった。 

今後，運用期間中においては，分離調

達・一括調達それぞれの目的，情報シス

テムの品質の担保，調達における競争環

境の構築，費用対効果の向上などの観点

から整理した論点を「福岡市情報システ

ム調達の手引き」に明記し，情報システ

ムの調達部署で慎重に検討することを義

務付けるべきである。そして調達単位に

ついては，高い専門性を有する職員等で

平成 30 年度中に業務担当課向けガイド

ラインである「福岡市情報システム調達の

手引き」の見直しを行い，各段階における

調達単位の検討の必要性や観点について

記載することとした。  

また，調達単位の検討資料についても

「福岡市公文書の管理に関する規則」第９

条第３項の規定に基づき，適宜保存期間の

延長を行うこととし，平成 30 年度中に庁

内へ周知することとした。 

（総務企画局システム刷新課） 

今後，システムを導入，更新する際には

平成 30年度中に見直し予定の「福岡市情

報システム調達の手引き」に従い，調達単

位の検討を行っていく。 

 また，調達単位の検討資料について，「福

岡市公文書の管理に関する規則」第９条第

３項の規定に基づき，適宜保存期間の延長
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構成される情報システム審査委員会によ

る慎重な検討・審議が望まれる。 

また調達単位を検討した資料はシステ

ムの運用期間にわたって重要な資料とな

るため，その保存を検討されたい。 

（道路下水道局経理課，

総務企画局システム刷新課） 

を行い，適切に保管する。 

（道路下水道局経理課） 

【意見 39】情報システムの機能及び要件の

審査について 

  本システムは，仕様書の確定に関する 

資料については，保存期間を経過してい

るため，確認できず，本システムの調達

において，その機能や要件の骨格を明ら

かにする文書が確認できなかった。 

情報システム有効性及びその調達の競

争性確保の観点から，情報システムの機

能及び要件は情報システム審査委員会に

よる審査事項であることを「福岡市情報

システム化計画に関する要領」等で文書

化し，情報システム審査委員会による審

査が行われるべきである。 

また，情報システム審査委員会での審

査の結果，その指導及び助言が仕様書に

適切に反映されていることについても文

書として残すように検討されたい。 

（道路下水道局経理課，

総務企画局システム刷新課） 

情報システム審査委員会に提出する開

発計画書の作成にあたっては，システムの

機能や要件を十分に検討し，明確に記載す

るよう周知徹底を図ることとした。 

また，審査を受けたシステムについては

仕様書案を含む予算執行の決裁にあたっ

てシステム刷新課の合議を必要としてい

ることから，このタイミングで審査結果の

反映状況について確認，記録することとし

た。 

（総務企画局システム刷新課） 

今後，システムを導入，更新する際には，

情報システム審査委員会に提出する開発

計画書に，システムの機能や要件を十分に

検討した上で，明確に記載するとともに，

審査結果の反映状況を記録した文書につ

いて，「福岡市公文書の管理に関する規則」

第９条第３項の規定に基づき，適宜保存期

間の延長を行う。 

（道路下水道局経理課） 

【意見 40】開発当時の複数事業者からの見

積もりを取得し，予定価格を査定・積算

した根拠が確認できなかった 

  既存システムの運用保守時の特命随意

契約に際しては，開発当時の見積書等を

参考とし，保存されていない場合は新た

に取得することや類似システムの運用単

価を比較するなど，競争環境の確保によ

 情報システムの運用期間やそれに即し

た文書の保存期間は個別に異なることか

ら，一律の保存期間を定めるのではなく，

「福岡市公文書の管理に関する規則」第９

条第３項の規定に基づき，適宜保存期間の

延長を行うこととし，平成 30 年度中に庁

内へ周知することとした。 

（総務企画局システム刷新課） 
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るコスト削減の取組を進められたい。 

（道路下水道局経理課，

総務企画局システム刷新課） 

運用保守時の特命随意契約に際して，開

発当時の見積書等は保存期限が過ぎ，保存

していないため，類似システムの運用単価

を比較するなど，コスト削減の取組みを行

っていく。 

（道路下水道局経理課） 

【意見 41】システムの稼働判定基準，及び

稼働判定をした経緯が確認できなかった 

 市の「情報システム開発の手引き」に

は，稼働判定基準に関する具体的な記述

が無いが，より確実な稼働判定を行うた

めに，具体的な稼働判定基準を定めると

ともに，稼働判定までの経緯を残すこと

について検討されたい。 

（道路下水道局経理課，

総務企画局システム刷新課） 

平成 29 年度に業務担当課向けガイドラ

インである「福岡市情報システム開発の手

引き」の見直しを行い，稼働判定の実施と

その基準について記載した。 

 また，平成 30 年度中に業務担当課向け

に示している「調達仕様書ひな形」の見直

しを行い，事業者に求める成果物として，

稼働判定の経緯を記録する「稼働判定報告

書」を加えることとした。 

（総務企画局システム刷新課） 

今後，システムを導入，更新する際には，

見直し後の「福岡市情報システム開発の手

引き」に従い，稼働判定を実施するととも

に，平成 30年度中に見直し予定の「調達

仕様書ひな形」に沿って，事業者に「稼働

判定報告書」を求めることとした。 

（道路下水道局経理課） 

（15）博多港港湾情報システム 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

【意見 42】開発事業者への依存度が高いシ

ステム

情報システムの安定的な稼働を含めた

品質や開発事業者との信頼関係，円滑な

業務の遂行，行政サービスの維持・向上，

費用対効果などの観点から，競争入札が

必ずしも最善の選択肢とはならない。そ

の一方で，運用開始から 20 年を超え，

その間の事業環境の変化，及び，ＩＣＴ 

 本システムについては，平成 30 年度か

ら 32 年度にかけてシステム更新を行うた

め，その際の調達では，現行システムの開

発業者以外の事業者も参入できるよう，公

募型提案競技(プロポーザル)を平成 30 年

6月に実施し，業者選定を行った。 
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関連技術の向上など，本システムを取り

巻く状況にも変化が生じていることか

ら，定期的な見直しの実施が必要である。 

本システムが担う行政事務，行政サー

ビスが，適切なコストで安定的かつ継続

的に実施される環境を維持し続けるため

に，開発事業者以外の事業者が本システ

ムの代替事業者となることができる競争

環境を構築することを検討されたい。 

（港湾空港局総務課） 

（16）教職員給与システム 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

【意見 43】ＲＦＩ実施時における複数事業

者からの見積もりを取得し，予定価格を

査定・積算した根拠が確認できない 

  本システムの調達は，企画提案競技に

よっており，調達手続や仕様内容等に指

摘すべき事項はなかったが，ＲＦＩ(※) 

の実施に際して入手した資料についても

その後の提案競技の時点や後年度の調達

の参考と出来ることなどから保存するこ

とが望ましい。 

ＲＦＩ実施時の見積書など，後年度の

調達に際して参考となる資料については

市の「情報システム開発の手引き」に保 

存すべき資料として明記することを検討

されたい。 

※ ＲＦＩとは Request For Information

の略であり，情報システムの導入や業

務委託を行うにあたり，事前に，発注

候補先の開発業者に提供可能なサービ

スの概要や実績などの情報提供を依頼

する行為をいう。 

（教育委員会給与課， 

総務企画局システム刷新課） 

 情報システムの運用期間やそれに即し

た文書の保存期間は個別に異なることか

ら，一律の保存期間を定めるのではなく，

「福岡市公文書の管理に関する規則」第９

条第３項の規定に基づき，適宜保存期間の

延長を行うこととし，平成 30 年度中に庁

内へ周知することとした。 

（総務企画局システム刷新課） 

今後，ＲＦＩ実施時に徴する見積書等の

うち，後年度の調達に際して有用であると

考えられる資料については，「福岡市公文

書の管理に関する規則」第９条第３項の規

定に基づき，適宜保存期間の延長を行い，

適切に保管する。 

（教育委員会給与課） 

（17）校務支援システム 
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監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

【意見 44】システムの稼働判定基準，及び

稼働判定をした経緯が確認できなかった 

 現状，市の「情報システム開発の手引

き」には，稼働判定基準に関する具体的

な記述が無いが，より確実な稼働判定を

行うために，具体的な稼働判定基準を定

めるとともに，稼働判定までの経緯を残

すことについて検討されたい。 

（教育委員会総務課， 

総務企画局システム刷新課） 

平成 29 年度に業務担当課向けガイドラ

インである「福岡市情報システム開発の手

引き」の見直しを行い，稼働判定の実施と

その基準について記載した。 

 また，平成 30 年度中に業務担当課向け

に示している「調達仕様書ひな形」の見直

しを行い，事業者に求める成果物として，

稼働判定の経緯を記録する「稼働判定報告

書」を加えることとした。 

（総務企画局システム刷新課） 

今後，システムを導入，更新する際には，

見直し後の「福岡市情報システム開発の手

引き」に従い，稼働判定を実施するととも

に，平成 30年度中に見直し予定の「調達

仕様書ひな形」に沿って，事業者に「稼働

判定報告書」を求めることとした。 

（教育委員会総務課） 

（19）総合図書館業務システム

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

【意見 45】調達手法を検討した経緯が確認

できなかった 

  情報システムの調達に当たっては，当

然ながら市費の縮減に努める必要があ

る。また，その取組は調達時のみならず，

運用期間中においても継続的に実施すべ

きであるため，調達手法の検討に関する

取組が明らかになるように，関連資料を

保存するなどによる改善をされたい。 

なお，このような取組は，結果的に，  

ＩＣＴコストの削減に寄与することにも

なり，「福岡市システム刷新計画」に掲げ

るＩＣＴ資産最適化の実現のための取組

であることも留意されたい。 

（教育委員会総合図書館運営課， 

 情報システムの運用期間やそれに即し

た文書の保存期間は個別に異なることか

ら，一律の保存期間を定めるのではなく，

「福岡市公文書の管理に関する規則」第９

条第３項の規定に基づき，適宜保存期間の

延長を行うこととし，平成 30 年度中に庁

内へ周知することとした。 

（総務企画局システム刷新課） 

今後，システムを更新する際には，シス

テムの調達手法に関する資料について，

「福岡市公文書の管理に関する規則」第９

条第３項の規定に基づき，適宜保存期間の

延長を行い，適切に保管する。  

（教育委員会総合図書館運営課） 
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総務企画局システム刷新課） 

【意見 46】情報システムの調達単位（開発・

運用の分離，一括調達等）を検討した経

緯が確認できなかった 

  情報システムの調達単位の検討に関し

て，分離調達による事業者の代替性の確

保・競争性環境の構築，又はその可能性

検討が実施された資料は確認できず，情

報システム導入による効率的な行政サー

ビス実施と整備・運用コストの低減のた

めの取組が確認できなかった。 

今後，運用期間中においては，分離調

達・一括調達それぞれの目的，情報シス

テムの品質の担保，調達における競争環

境の構築，費用対効果の向上などの観点

から整理した論点を「福岡市情報システ

ム調達の手引き」に明記し，情報システ

ムの調達部署で慎重に検討することを義

務付けるべきである。そして調達単位に

ついては，高い専門性を有する職員等で

構成される情報システム審査委員会によ

る慎重な検討・審議が望まれる。 

また調達単位を検討した資料はシステ

ムの運用期間にわたって重要な資料とな

るため，その保存を検討されたい。 

（教育委員会総合図書館運営課， 

総務企画局システム刷新課） 

平成 30 年度中に業務担当課向けガイド

ラインである「福岡市情報システム調達の

手引き」の見直しを行い，各段階における

調達単位の検討の必要性や観点について

記載することとした。  

また，調達単位の検討資料についても

「福岡市公文書の管理に関する規則」第９

条第３項の規定に基づき，適宜保存期間の

延長を行うこととし，平成 30 年度中に庁

内へ周知することとした。 

（総務企画局システム刷新課） 

今後，システムを更新する際には，平成

30年度中に見直し予定の「福岡市情報シ

ステム調達の手引き」に従い，調達単位の

検討を行っていく。また，調達単位の検討

資料について，「福岡市公文書の管理に関

する規則」第９条第３項の規定に基づき，

適宜保存期間の延長を行い，適切に保管す

る。  

（教育委員会総合図書館運営課） 

【意見 47】システムの稼働判定基準，及び

稼働判定をした経緯が確認できなかった 

  現状，市の「情報システム開発の手引

き」には，稼働判定基準に関する具体的

な記述が無いが，より確実な稼働判定を

行うために，具体的な稼働判定基準を定

めるとともに，稼働判定までの経緯を残

すことについて検討されたい。  

平成 29 年度に業務担当課向けガイドラ

インである「福岡市情報システム開発の手

引き」の見直しを行い，稼働判定の実施と

その基準について記載した。 

 また，平成 30 年度中に業務担当課向け

に示している「調達仕様書ひな形」の見直

しを行い，事業者に求める成果物として，  

稼働判定の経緯を記録する「稼働判定報告

書」を加えることとした。 （教育委員会総合図書館運営課， 
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総務企画局システム刷新課） （総務企画局システム刷新課） 

今後，システムを更新する際には，見直

し後の「福岡市情報システム開発の手引

き」に従い，稼働判定を実施するとともに

平成 30 年度中に見直し予定の「調達仕様

書ひな形」に沿って，事業者に「稼働判定

報告書」を求めることとした。 

（教育委員会総合図書館運営課） 

【意見 48】システムの利用状況（利用者の

利用状況，ハードウェア等リソースの利

用状況等）を管理できていない 

  本システムは稼働後 10年以上経過し

ており，システムの利用状況を把握して

いないと，環境の変化や陳腐化等により，

当初，利用の多かったシステムであって

も，利用者のニーズが合致せず，結果と

して，行政サービスの低下につながるこ

ととなり，システム稼働中は，利用者の

利用状況，ハードウェア等リソースの利

用状況等のシステムの利用状況を管理す

るよう改善を検討されたい。 

（教育委員会総合図書館運営課） 

毎月，インターネットによる図書の検

索や予約及び自動貸出機等の利用状況

を把握しており，今後，これらの集約・

分析を行うこととした。

（20）期日前／不在者投票システム 

監 査 の 結 果 措 置 の 状 況 

【意見 49】調達手法を検討した経緯が確認

できなかった 

 情報システムの調達に当たっては，当

然ながら市費の縮減に努める必要があ

る。また，その取組は調達時のみならず，

運用期間中においても継続的に実施すべ

きであるため，調達手法の検討に関する

取組が明らかになるように，関連資料を

保存するなどによる改善をされたい。 

 なお，このような取組は，結果的に，

ＩＣＴコストの削減に寄与することにも

 情報システムの運用期間やそれに即し

た文書の保存期間は個別に異なることか

ら，一律の保存期間を定めるのではなく，

「福岡市公文書の管理に関する規則」第９

条第３項の規定に基づき，適宜保存期間の

延長を行うこととし，平成 30 年度中に庁

内へ周知することとした。 

（総務企画局システム刷新課） 

今後，システムを導入，更新する際には，

システムの調達手法に関する資料につい
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なり，「福岡市システム刷新計画」に掲げ

るＩＣＴ資産最適化の実現のための取組

であることも留意されたい。 

（選挙管理委員会事務局選挙課， 

総務企画局システム刷新課） 

て，「福岡市公文書の管理に関する規則」

第９条第３項の規定に基づき，適宜保存期

間の延長を行い，適切に保管する。 

（選挙管理委員会事務局選挙課） 

【意見 50】情報システムの調達単位（開発・

運用の分離，一括調達等）を検討した経

緯が確認できなかった 

  情報システムの調達単位の検討に関し 

て，分離調達による事業者の代替性の確

保・競争性環境の構築，又はその可能性

検討が実施された資料は確認できず，情

報システム導入による効率的な行政サー

ビス実施と整備・運用コストの低減のた

めの取組が確認できなかった。 

今後，運用期間中においては，分離調

達・一括調達それぞれの目的，情報シス

テムの品質の担保，調達における競争環

境の構築，費用対効果の向上などの観点

から整理した論点を「福岡市情報システ

ム調達の手引き」に明記し，情報システ

ムの調達部署で慎重に検討することを義

務付けるべきである。そして調達単位に

ついては，高い専門性を有する職員等で

構成される情報システム審査委員会によ

る慎重な検討・審議が望まれる。 

（選挙管理委員会事務局選挙課， 

総務企画局システム刷新課） 

平成 30 年度中に業務担当課向けガイド

ラインである「福岡市情報システム調達の

手引き」の見直しを行い，各段階における 

調達単位の検討の必要性や観点について

記載することとした。  

また，調達単位の検討資料についても

「福岡市公文書の管理に関する規則」第９

条第３項の規定に基づき，適宜保存期間の

延長を行うこととし，平成 30 年度中に庁

内へ周知することとした。 

（総務企画局システム刷新課） 

 今後，システムを導入，更新する際には

平成 30年度中に見直し予定の「福岡市情

報システム調達の手引き」に従い，調達単

位の検討を行っていく。 

 また，調達単位の検討資料について，「福

岡市公文書の管理に関する規則」第９条第

３項の規定に基づき，適宜保存期間の延長

を行い，適切に保管する。 

（選挙管理委員会事務局選挙課） 

【意見 51】システムの稼働判定基準，及び

稼働判定をした経緯が確認できなかった 

  現状，市の「情報システム開発の手引

き」には，稼働判定基準に関する具体的

な記述が無いが，より確実な稼働判定を

行うために，具体的な稼働判定基準を定

めるとともに，稼働判定までの経緯を残

すことについて検討されたい。 

平成 29 年度に業務担当課向けガイドラ

インである「福岡市情報システム開発の手

引き」の見直しを行い，稼働判定の実施と

その基準について記載した。 

 また，平成 30 年度中に業務担当課向け

に示している「調達仕様書ひな形」の見直

しを行い，事業者に求める成果物として，

稼働判定の経緯を記録する「稼働判定報告
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（選挙管理委員会事務局選挙課， 

総務企画局システム刷新課） 

書」を加えることとした。 

（総務企画局システム刷新課） 

今後，システムを導入，更新する際には，

見直し後の「福岡市情報システム開発の手

引き」に従い，稼働判定を実施するととも

に，平成 30年度中に見直し予定の「調達

仕様書ひな形」に沿って，事業者に「稼働

判定報告書」を求めることとした。 

（選挙管理委員会事務局選挙課） 




