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監査の概要

監査の種類

地方自治法第 252 条の 37 に基づく包括外部監査

選定した特定の事件

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

原則として平成 28 年度とし、必要と認めた場合、平成 29 年度及び平成 27 年度以前の過年

度についても監査対象とした。

特定の事件として選定した理由

福岡市（以下「市」という。）は、平成 25 年 6 月に「福岡市情報化推進プラン」を策定し、「暮ら

しやすく活気にあふれた情報都市」の実現に向けてＩCＴを活用した数々の施策を推進してい

る。

一方でＩCＴの活用は多額の初期投資とランニングコストが必要であり、「福岡市情報化推進

プラン」においても「投資と効果のバランスを図り、必要な財源の確保に努めつつ、重点的に

展開すべき施策を選択し、実効性あるものとなるよう」取り組む必要がある旨、明記されている。

そのためには、ICT 調達プロセスから情報セキュリティの確保や災害時対応を含めた運用に

ついて、有効に ICT ガバナンスが機能している必要があり、導入された情報システムが、住民

サービスの充実と業務プロセス改革を推進するために利活用されるか、常時モニタリングされ

ている必要がある。

市においては、ICT ガバナンス（※）が有効に機能し、ランニングコストを踏まえた情報システ

ムの導入及び活用により住民サービスの充実と業務プロセス改革の推進が行われ、情報シス

テムに期待した効果を享受できているか、「福岡市情報化推進プラン」の進捗状況を確認する

等により検討することが有用であると考え、包括外部監査のテーマとすることが相当であると判

断した。

※ ICT ガバナンスとは、ICT に関する投資と効果のバランスを適正に統制すること、また、

そのための全庁的な体制や仕組みを確立することをいう。

＜IT と ICT について＞

ICT：Information and Communication Technology の略であり、情報通信技術と訳され

る。

IT：Information Technology の略であり、ICT 同様に情報通信技術と訳される。
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本報告書では、基本的に「ICT」として表記しているが、出典資料に「IT」と表記される場

合はそのまま「IT」として表記している。

監査の方法

市が、監査実施時点に運用している情報システム（ホームページを含む、以下同じ。）とし

てＩＣＴ戦略課より入手した 331 の情報システムのリストの中から、①ＩＣＴガバナンス②情報シ

ステムの利活用③業務・システムの継続性の３つの観点から 80 の情報システムを資料徴求

対象のシステムとして選定した。選定したシステムに対して以下の資料を入手し検討したうえ

で、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した。

（下記 80 の情報システムを記載した表では○が 22 システムに付いているが、財務会計シス

テム及び庶務管理システム、情報系ネットワークと業務系ネットワークは、同じ調達により

開発されているシステムを一つのシステムとしているため、これらはそれぞれ１つの情報シ

ステムとして取り扱っており、結果として 20 の情報システムの選定となっている。）

＜ICT ガバナンスに関する資料＞

１）システムに係る下記の資料

・開発関連資料

・契約関連資料

・運用関連資料

・管理関連資料

＜情報システムの利活用に関する資料を利用している事業に関する資料＞

１）情報システムの導入目的、システム概要および導入効果検証等の資料

２）情報システムに関する他自治体との連携検討資料

＜業務・システムの継続性に関する資料＞

１）システム障害、セキュリティ事故及び災害発生時に対応するための規程及びルー

ル等

２）システム障害、セキュリティ事故及び災害発生時における教育・訓練実施関連資料
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＜選定した 80 の情報システムと、その中からさらに選定した 20 の情報システム（表中の「20 の

情報システム」欄に「○」を付しているもの）＞

各システムの所管は基本的に平成 28 年度もしくは開発時の所管を記載した。情報システム

化の対象となる業務を所管する課（以下「業務担当課」という。）が確認できたシステムについて

は、※を付記し、現業務担当課を記載。

情報システムの名称 局 部 課
20 の情
報システ

ム

財務会計システム  会計室 会計管理課  〇

電子申請システム  総務企画局  ＩＣＴ戦略室  情報システム課

情報系ネットワ－ク  総務企画局  ＩＣＴ戦略室  情報システム課  〇

業務系ネットワ－ク  総務企画局  ＩＣＴ戦略室  情報システム課  〇

共用サーバ  総務企画局  ＩＣＴ戦略室  情報システム課  〇

共用 Web サーバ  総務企画局  ＩＣＴ戦略室  情報システム課  〇

ホスト系情報システム(人事給与システム)  総務企画局  ＩＣＴ戦略室  情報システム課

ホスト系情報システム(国民年金システム)  総務企画局  ＩＣＴ戦略室  情報システム課

ホスト系情報システム(公費医療システム)  総務企画局  ＩＣＴ戦略室  情報システム課

福祉総合システム  総務企画局  ＩＣＴ戦略室  情報システム課

公共施設案内・予約システム  総務企画局  ＩＣＴ戦略室  情報システム課

文書管理システム  総務企画局  行政部  総務課  〇

庶務管理システム  総務企画局  人事部  人事課  〇

庶務管理システム（臨職・嘱託管理システム） 総務企画局  人事部  人事課

人事管理システム  総務企画局  人事部  人事課

土木系積算システム  財政局  技術監理部  技術監理課  〇

電子調達システム・電子入札システム  財政局  財政部  契約監理課

福岡市予算・決算システム  財政局  財政部  財政調整課  〇

コンビニ収納代行システム  財政局  税務部  納税企画課

クレジットカード収納システム  財政局  税務部  納税企画課

地方税ポータルシステム
(電子納税)

財政局  税務部  税制課

地方税ポータルシステム
(電子申告・年金特徴・国税連携)

財政局  税務部  税制課

公会計ソフトウェア  財政局  財政部  財政調整課

体育施設入退場管理システム  市民局
スポーツ推進
部

スポーツ振興課

証明サービスコーナーシステム  市民局  総務部  区政課

戸籍総合システム  市民局  総務部  区政課

福岡市災害対応支援システム  市民局
防災・危機管
理部

防災・危機管理課  〇

福岡市防災気象情報システム  市民局
防災・危機管
理部

防災・危機管理課

福岡市被災者支援システム  市民局
防災・危機管
理部

防災・危機管理課

母子保健システム  こども未来局 こども部  こども発達支援課  〇

児童手当システム  こども未来局 こども部  こども家庭課

児童扶養手当システム  こども未来局 こども部  こども家庭課  〇

特別児童扶養手当システム  こども未来局 こども部  こども家庭課

母子寡婦福祉資金貸付金システム  こども未来局 こども部  こども家庭課

福岡市子ども子育て支援新制度給付管理シス
テム

こども未来局 子育て支援部 運営支援課  〇

福岡市私立幼稚園就園奨励費・第３子優遇事
業管理システム

こども未来局 子育て支援部 運営支援課

福岡市小児医療情報ネットワークシステム  保健福祉局  健康医療部  地域医療課
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情報システムの名称 局 部 課
20 の情
報システ

ム

地域包括支援システム  保健福祉局  高齢社会部  地域包括ケア推進課

臨時福祉給付金等管理システム  保健福祉局  総務部
課長（臨時福祉給付
金担当）

国民健康保険・公費医療システム  保健福祉局  総務部  国民健康保険課  〇

高額療養費支給システム  保健福祉局  総務部  国民健康保険課

国保総合システム  保健福祉局  総務部  国民健康保険課

生活保護システム  保健福祉局  総務部  保護課

生活保護等版レセプト管理システム  保健福祉局  総務部  保護課

地域包括ケア情報プラットフォーム ※ 保健福祉局  政策推進部  政策推進課

ボートレース福岡人事給与システム
経済観光文
化局

ボートレース
事業部

開催運営課

賃金支給システム
経済観光文
化局

文化財部  埋蔵文化財課

鮮魚市場情報システム  農林水産局
中央卸売市
場

鮮魚市場

農業情報システム  農林水産局  総務部  政策企画課

下水道施設機器台帳システム
道路下水道
局

下水道施設
部

施設管理課

下水道施設管理システム
道路下水道
局

管理部  下水道管理課

道路維持管理システム
道路下水道
局

管理部  道路維持課

道路管理システム
道路下水道
局

管理部  路政課

下水道料金総合情報システム
道路下水道
局

総務部  下水道料金課  〇

クレジットカード（福岡市下水道事業収納金）
道路下水道
局

総務部  下水道料金課

下水道事業財務会計システム
道路下水道
局

総務部  経理課  〇

橋梁及び大規模施設アセットマネジメントシス
テム

道路下水道
局

管理部  道路維持課

博多港物流 IT システム  港湾空港局  港湾振興部  物流推進課

博多港港湾情報システム  港湾空港局  総務部  総務企画課  〇

指令管制情報システム  消防局  情報指令部  情報管理課

指揮支援システム  消防局  警防部  警防課

資産管理システム  教育委員会  総務部  総務課

教職員給与システム
（開発時名称：教職員人事給与システム）

教育委員会  総務部  給与課 〇

奨学金返還システム  教育委員会  総務部  人権・同和教育課

学校徴収金管理システム  教育委員会  教育支援部  学務支援課

教育情報ネットワークシステム  教育委員会  教育センター 管理課

校務支援システム ※ 教育委員会  総務部  総務課  〇

給食献立発注システム  教育委員会  教育支援部  給食運営課

児童生徒管理システム  教育委員会  教育支援部  健康教育課  〇

総合図書館業務システム  教育委員会  総合図書館  運営課  〇

教職員人事給与システム
 （H16 年 4 月稼働）

教育委員会  総務部  教職員課

期日前／不在者投票システム
選挙管理委
員会

  選挙課  〇

水道料金システム、給水装置受付調定システ
ム

水道局  総務部  営業企画課

検針システム  水道局  総務部  営業企画課

水道局情報系基盤システム  水道局  総務部  営業企画課

水道管路情報管理システム  水道局  配水部  事業調整課
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情報システムの名称 局 部 課
20 の情
報システ

ム

勤務管理システム  交通局  運輸部  姪浜乗務事務所

ID 管理システム  交通局  施設部  電気課

交通局ネットワークシステム  交通局  施設部  電気課

運行管理システム  交通局  施設部  電気課

ICT 戦略室及び監査対象とした情報システムを所管する各部署を対象とした。情報システム

を所管する各部署は上記「(1)監査の対象とした情報システム」で示したとおりである。

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、次の視点

により監査を実施した。

①ICT ガバナンス

・ 全庁的な情報システムの企画・管理体制の合理性・有効性

・ ICT ガバナンス推進のための人材育成

②情報システムの利活用

・ 情報システムの導入にかかる効果検証（住民サービスの向上、業務効率化、コスト削

減等）

・ 情報システムに関する他自治体との連携

③業務・システムの継続性

・ システム障害時の継続性

・ セキュリティ事故時の継続性

・ 災害時の継続性

監査人が検討した視点の詳細については以下のとおりである。

ア.全体的な視点

・ システムの企画～予算、構築、運用～評価～次期調達までのガバナンス体制の構

築状況の把握・確認

・ 一者応札・特定事業者等に偏った調達結果の状況把握・確認

・ 共同利用・クラウド等の検討がなされているか。前例踏襲・オンプレミス（※）前提に

なっていないか

・ 業務改善、業務継続性の観点が入った企画・仕様となっているか

※ オンプレミスとは、サーバやソフトウェアなどの情報システムを組織が自ら管理する

施設内に設置し、運用することを指し、自己（組織）運用ともいう。
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イ．調達の各段階における視点

段階 内容 視点

企画

計画審査の状況

・提出物

・審査結果

・システム化企画資料はあるか。

・企画資料の内容は妥当か。

・企画資料は必要な審議・承認を得ている

か。

予算規模（概算予算）の設定

・見積もり根拠資料

・見積もり

・見積依頼文書は妥当な内容か。

・情報提供依頼や相見積を実施しているか。

・既存事業者以外の複数事業者から情報・見

積もりを取得できているか。

・見積もりの精査はできているか。

・必要な情報を取得できているか。

予算

RFI（※１）の状況

・見積もり根拠資料

・見積もり

・要件・仕様は正確な見積もりを取れる内容を

提示できているか。

・契約終了時の費用（次のシステムへの移行

費用等）を考慮しているか。

・情報提供依頼や相見積を実施しているか。

・既存事業者以外の複数事業者から情報・見

積もりを取得できているか。

・見積もりの精査はできているか。

・必要な情報を取得できているか。

予算審査の状況

・事業の背景・目的・方針

・事業の効果とその測定方法

・予算申請書等

・審査結果

・予算査定は適切に行われているか。

・費用対効果等の評価は実施されているか。

調達

調達方式の決定

・承認申請書類（決定理由

等）

・承認結果

・調達方式の選択は適切に決定されている

か。

RFC（※2）の状況

・仕様書（案）

・意見

・対応案

・既存事業者以外の複数事業者から情報を

取得できているか。

・複数者応札が可能な応札条件、仕様等へ

の考慮がされているか。

評価委員会の組成

・委員選定理由

・仕様書および評価基準承認

・委員会構成員は適切か。

・仕様書、評価基準、調達方式等、審議・承

認されているか。



7

段階 内容 視点

結果

・各委員の役割等

・組成や審査のエビデンス（※3）は残って

いるか。

RFP（※4）（仕様書）

・機能要件

・非機能要件

  規模

  性能

  信頼性

  セキュリティ

  災害対策

・委託要件

  プロジェクト管理

・移行

・要件は適切に定義されているか。

RFP（評価基準）

・評価方法

・評価基準

・配点

・評価基準、配点、得点算出方法は適切か。

RFP（公募資料）

・提案書作成要領

・プレゼンテーション実施要領

・その他実施要領

・考案期間や提案書提出時期は妥当か。

評価委員会（評価実施）

・運営要綱

・評価結果（委員別技術点）

・評価結果(価格点）

・選考結果

・委員会構成員は適切か。

・採点基準、採点方法、スケジュール等採点

プロセスは適切か。

・審査のエビデンスは残っているか。

開発・

運用

納品物

・プロジェクト計画書

・テスト計画書

・研修実施計画書

・運用計画書

・操作手順書

・運用手順書

・各計画書・手順書更新記録

・納品物の時期、種類、内容等は適切か。
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段階 内容 視点

運用・保守項目

・インシデント（※5）管理

・構成管理

・ヘルプデスク

・障害対応

・SLA

・災害時対応（ICT-BCP（※

7））

・SLA（※6）はあるか。（妥当で根拠があるも

のか）

評価

KPI（※8）

・現状について

・KPI 測定結果

・評価結果

・予算段階で審議された内容を踏まえている

か。

・システム稼働後の評価・モニタリングの仕組

みはあるか。

・PDCA サイクル（※9）は実効性あるもの

か。

※1 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。

※2 RFC とは Request For Comments 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、調達公告の前に、調達の仕様書案の改善を目的に、発注候補先

の開発業者などに意見を求める行為をいう。

※3 エビデンスとは、証拠、根拠、証言などを意味し、監査においては「証拠力のあ

る文書」を意味する。

※4 ＲＦＰとは、Request For Proposal の略であり、システム開発時にユーザーが必要

とする性能を満たすシステムの提案書を開発業者に作成してもらうために依頼する

行為をいう。

※5 インシデントとは、重大事故が発生するおそれのある事象をいうが、特に情報セ

キュリティの分野において、コンピュータやネットワークのセキュリティを脅かす事象

の意味で用いられている。

※6 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。

※7 ＩCＴ－ＢＣＰとは、ＩCＴに関する業務継続計画（ＢＣＰ:Business Continuity Plan）

のことであり、災害、事故等の非常時において、情報システムを早期に復旧させ、

業務を継続するために必要とされる計画をいう。

※8 ＫＰＩとは、Key Performance Indicator の略であり、設定主体が主要と考える業績

評価指標をいう。

※9 ＰＤＣＡサイクルとは、業務において Plan（計画）、Do（実行）、Check（点検）、

Action（改善）を繰り返し回して、継続的に改善を図る手法をいう。
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ウ．ICT ガバナンスのうち、特に情報セキュリティに関する視点

a.組織体制

当該情報システムに関して情報セキュリティ対策に係る権限、責任、連絡体制、

兼務の禁止が文書化され、正式に承認されているか。

当該情報システムに関する職員等の情報セキュリティポリシー及び実施手順の

遵守や、情報セキュリティ対策について不明な点及び遵守が困難な点等がある場

合に職員等がとるべき手順について文書化され、正式に承認されているか。また、

承認された文書が職員等に周知されているか。

当該情報システムに関する個別手順、マニュアルが整備されているか。

b.情報資産の分類と管理方法

当該情報システムにおいて発生する情報資産が網羅的に把握されているか。

把握された情報資産は、機密性・完全性・可用性に基づく情報資産の分類と分

類に応じた取扱いが文書化され、正式に承認されているか。

また、当該取扱が適切に運用されているか。

c.物理的セキュリティ

当該情報システムに関連する機器の設置、障害が発生した場合の対策基準及

び実施手順が定められ、文書化されているか。

情報システム管理者によって、サーバ等の機器の取付けを行う場合、火災、水

害、埃、振動、温度等の影響を可能な限り排除した場所に設置し、容易に取外せな

いように固定するなどの対策が講じられているか。

UPS（無停電電源装置）などの予備電源が設置されているか。また、停電時や瞬

断時に起動し、当該機器が適切に停止するまでの間に十分な電力を供給できる容

量があるかなど、定期的に点検されているか。

管理区域の視察や配線図等により、通信ケーブルや電源ケーブルが配線収納

管に収納されるなど、損傷から保護されているか。

保守対象機器、保守実施時期、保守内容、保守担当が明確になっているか、保

守が適切に行われているか。また、実際にサーバ等機器の障害が発生している場

合は、保守に問題がなかったか。

電磁的記録媒体を内蔵する機器を外部委託の事業者に修理させる場合にデー

タを消去した状態で行わせているか。データを消去できない場合は、修理を委託す

る事業者との間で守秘義務契約を締結し、秘密保持体制等を確認しているか。

機器廃棄又はリース返却する機器に際し、機器内部の記憶装置からすべてのデ

ータの復元が不可能なように消去されているか。
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入退室管理基準に従って管理区域への入退室を制限しているか。

また、IC カード、指紋認証等の生体認証や入退室管理簿への記録による入退室管

理を行っているか、及び IC カード等の認証用カードが管理・保管されているか。

通信回線及び通信回線装置、管理状況について問題はないか。また、執務室や

管理区域の視察により、ネットワークの配線状況を確認しているか。

情報システムへのログイン時にパスワード入力をするよう設定されているか。

d.人的セキュリティ

職員等が情報処理作業を行う際に支給以外のパソコン、モバイル端末及び電磁

的記録媒体を用いる場合、あるいは庁内ネットワークに接続する場合、情報セキュリ

ティ管理者の許可を得ているか。また、端末のウイルスチェックが行われていること

や、端末ロック機能並びに遠隔消去機能が利用できること、機密性の高い情報資

産の情報処理作業を行っていないこと、支給以外の端末のセキュリティに関する教

育を受けた者のみが利用しているか。

支給以外のパソコン、モバイル端末及び電磁的記録媒体を庁内ネットワークに接

続することを許可する場合は、シンクライアント（※10）環境やセキュアブラウザ（※

11）の使用、ファイル暗号化機能を持つアプリケーションでの接続のみを許可する

等の情報漏えい対策が講じられているか。

非常勤及び臨時職員採用時に、業務の内容に応じて、情報セキュリティポリシー

等を遵守する旨の同意書への署名を求めているか。

ネットワーク及び情報システムの開発・保守等を発注する外部委託事業者及び

外部委託事業者から再委託を受ける事業者に対して、情報セキュリティポリシー等

のうち外部委託事業者等が守るべき内容の遵守及びその機密事項が説明されて

いるか。

外部委託事業者においてセキュリティ対策が確保されているか定期的に確認さ

れ、必要に応じ業務委託契約に基づいた改善要求等の措置が講じられているか。

また、確認された内容が統括情報セキュリティ責任者に報告され、さらにその重要

度に応じて CISO（※12）に報告されているか。

認証用の IC カードや USB トークン（※13）の取扱いに関する基準と手続が文書

化され、正式に承認されているか。

認証用の IC カードや USB トークンを切り替える場合に切替え前の IC カードや

USB トークンが回収され、破砕するなど復元不可能な処理を行った上で廃棄されて

いるか。

ID の取扱基準が文書化され、正式に承認されているか。
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e.技術的セキュリティ

ファイルサーバ等に記録された情報について、サーバの冗長化対策に関わら

ず、必要に応じて定期的にバックアップ（※14）が実施されているか。また、バックア

ップ処理の成否の確認、災害等による同時被災を回避するためバックアップデータ

の別施設等への保管、リストアテスト（※15）による検証が行われているか。

所管するシステムの変更等の作業記録が作成され、詐取、改ざん等されないよう

管理されているか。

各種ログ及び情報セキュリティの確保に必要な記録が取得され、一定期間保存

されているか。

システム開発・保守に関連する資料及びシステム関連文書が紛失・改ざん等され

ないように保管されているか。

職員等からのシステム障害の報告、システム障害に対する処理結果又は問題が

記録され、適切に保存されているか。

不正アクセスを防止するため、ネットワークに適切なアクセス制御を施している

か。

所管するネットワークと外部ネットワークとを接続する場合の基準及び手続が文

書化され、正式に承認されているか。

サーバ及びパソコン等の確認により、業務で利用するソフトウェアは開発元のサ

ポートが継続しているソフトウェアであるか。また、セキュリティホール（※16）の緊急

度に応じてパッチ（※17）が適用され、ソフトウェアが更新されているか。

f.運用

ネットワーク及びサーバ等のシステム設定等における情報セキュリティポリシーの

遵守状況について定期的に確認が行われ、問題が発生していた場合には適切か

つ速やかに対処されているか。

情報セキュリティ関係規定の遵守が困難な状況で行政事務の適正な遂行を継続

しなければならない場合、遵守事項とは異なる方法を採用すること又は遵守事項を

実施しないことについて合理的な理由がある場合に限り、CISO の許可を得たうえ

で例外措置が取られているか。

情報セキュリティインシデント、情報セキュリティポリシーの違反等により情報資産

に対するセキュリティ侵害が発生した場合又は発生するおそれのある場合の緊急

時対応計画に関する基準が文書化され、正式に承認されているか。
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g.評価・見直し

所管するネットワーク及び情報システムについて、毎年度及び必要に応じて自己

点検が行われているか。

※10 シンクライアントとは、メモリ・ハードディスクなどを持たず、それらの機能をサー

バにおいて受け持つ端末をいう。

※11 セキュアブラウザとは、WEB ブラウザの基本機能に加え、セキュリティ対策を強

化したブラウザをいう。

※12 CISO とは、Chief Information Security Officer の略であり、組織における 高

情報セキュリティ責任者をいう。

※13 USB トークンとは、パソコン等端末の USB に接続する小型の認証装置のことを

いう。

※14 バックアップとは、データを磁気テープなど別の記憶媒体に保存して、重要な

データの複製を作っておくことをいう。

※15 リストアテストとは、バックアップデータが正常に元の状態に復元できることを確

かめるために実施するテストをいう。

※16 セキュリティホールとは、ソフトウェアにおいて、情報セキュリティ上の欠陥となる

不具合をいう。脆弱性ともよばれる。

※17 パッチとは、完成したプログラムに対して、脆弱性などをなくすために後から配

布される修正プログラムをいう。
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「（３）監査の視点」に基づき、次の手続を実施した。

①福岡市における情報システムの概要把握

②監査対象システムの抽出

③ICT 戦略室に対するヒアリング

④情報システムを所管する部局への質問及び資料の閲覧

上記①から④の手続に関連して、必要に応じて資料の入手及び関係者への質問を行った。

監査の実施期間

平成 29 年 8 月 30 日から平成 30 年 3 月 19 日まで

監査実施者

包括外部監査人 吉村 祐二 公認会計士

補 助 者 金子 一昭 公認会計士

同 西 秀雄 公認会計士

同 古賀 竜介 公認会計士

同 大出 秀徳 公認会計士

同 森田 都子 公認会計士試験合格者

同 四田 耕三 公認情報システム監査人

同 市原 政克

同 溝江 言彦

同 西脇 弘 IT コーディネーター

同 高橋 克昌

同 渡邊 洋祐 弁護士

同 近藤 郁子

利害関係

包括外部監査の対象とした事件につき、地方自治法第 252 条の 29 の規定により記載すべき

事項はない。

略称等

本報告書中、一部の元号については、次のとおり略称を使用している。

略号 元号 凡例

S 昭和 S62 ＝ 昭和 62 年

H 平成 H28 ＝ 平成 28 年

また、表中の数値については、単位未満を切り捨てており合計や差引が合わない場合がある。

なお、数値がゼロの場合は「-」とし、単位未満の場合は「0」としている。
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監査対象の概要

監査実施時点において、市では、行政事務、住民サービス等の効率化を図るために 331 の情報

システムが稼働している。市の情報システム化に影響を与える国の ICT 政策の動向や ICT ガバナ

ンスのあり方は以下のとおりである。

国の ICT 政策の動向

我が国の人口は、少子高齢化により年々減少している。国立社会保障・人口問題研究所の

将来推計では、平成 27 年国勢調査時点における 1 億 2,709 万人から、10 年後の平成 37 年

には 1 億 2,254 万人、14 年後の平成 41 年には 1 億 1,985 万人と 1 億 2,000 万人を割り込

み、さらに 38 年後の平成 65 年には 9,924 万人と 1 億人を割り込むような試算結果となってい

る。また、単に人口が減少するだけではなく、高齢者が人口に占める割合が高くなるため生産

年齢人口が減少することになる。

平成 29 年度版情報通信白書によれば、生産年齢人口の低下に伴う生産力低下が想定さ

れる状況の中で、継続的な経済成長を実現していくためには、「労働参加率の向上」及び「労

働生産性の向上」が必要であり、それを実現させていく方策の一つに ICT の利活用が掲げら

れている。

＜社会課題に対する解決の方向性と ICT 利活用＞

（出典：平成 29 年度版 情報通信白書（総務省））

テレワークとは、ICT を活用して、時間と場所を有効に活用できる柔軟な働き方である。

ICT の発達により、会社や事業所などの職場に同じ時間に出勤する従来型の働き方だけで

はなく、働く場所や時間を働く人が選択できる幅が広がっている。出産や子育てにより従来型

の働き方での就業が難しかった女性や多様なライフスタイルを持った人々の働く機会拡大に

つながるテレワークは、労働参加率の向上に寄与することが期待されている。
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また、人工知能（AI；Artificial Intelligence、以下「AI」という。）には、省力化や無人化により、

労働生産性の向上だけでなく、人員と機械設備の 適配置による、サービスの高付加価値化

や安全性の向上にも寄与することが期待されている。

①国の動向

情報通信技術の活用により世界的規模で生じている急激かつ大幅な社会経済構造の

変化に適確に対応するため平成 13 年 1 月に「高度情報通信ネットワーク社会形成基本

法」が施行され、国による具体的な情報化への取組みが開始された。

（すべての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現）

第三条 高度情報通信ネットワーク社会の形成は、すべての国民が、インターネットその

他の高度情報通信ネットワークを容易にかつ主体的に利用する機会を有し、その

利用の機会を通じて個々の能力を創造的かつ 大限に発揮することが可能となり、

もって情報通信技術の恵沢をあまねく享受できる社会が実現されることを旨として、

行われなければならない。

（経済構造改革の推進及び産業国際競争力の強化）

第四条 高度情報通信ネットワーク社会の形成は、電子商取引その他の高度情報通信ネ

ットワークを利用した経済活動（以下「電子商取引等」という。）の促進、中小企業者

その他の事業者の経営の能率及び生産性の向上、新たな事業の創出並びに就業

の機会の増大をもたらし、もって経済構造改革の推進及び産業の国際競争力の強

化に寄与するものでなければならない。

（ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現）

第五条 高度情報通信ネットワーク社会の形成は、インターネットその他の高度情報通信

ネットワークを通じた、国民生活の全般にわたる質の高い情報の流通及び低廉な料

金による多様なサービスの提供により、生活の利便性の向上、生活様式の多様化

の促進及び消費者の主体的かつ合理的選択の機会の拡大が図られ、もってゆとり

と豊かさを実感できる国民生活の実現に寄与するものでなければならない。

（活力ある地域社会の実現及び住民福祉の向上）

第六条 高度情報通信ネットワーク社会の形成は、情報通信技術の活用による、地域経

済の活性化、地域における魅力ある就業の機会の創出並びに地域内及び地域間

の多様な交流の機会の増大による住民生活の充実及び利便性の向上を通じて、

個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現及び地域住民の福祉の向上に寄与する

ものでなければならない。

（国及び地方公共団体と民間との役割分担）

第七条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に当たっては、民間が主導的役割を担うこ

とを原則とし、国及び地方公共団体は、公正な競争の促進、規制の見直し等高度
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情報通信ネットワーク社会の形成を阻害する要因の解消その他の民間の活力が十

分に発揮されるための環境整備等を中心とした施策を行うものとする。

（利用の機会等の格差の是正）

第八条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に当たっては、地理的な制約、年齢、身体

的な条件その他の要因に基づく情報通信技術の利用の機会又は活用のための能

力における格差が、高度情報通信ネットワーク社会の円滑かつ一体的な形成を著

しく阻害するおそれがあることにかんがみ、その是正が積極的に図られなければな

らない。

（社会経済構造の変化に伴う新たな課題への対応）

第九条 高度情報通信ネットワーク社会の形成に当たっては、情報通信技術の活用により

生ずる社会経済構造の変化に伴う雇用その他の分野における各般の新たな課題

について、適確かつ積極的に対応しなければならない。

（国及び地方公共団体の責務）

第十条 国は、第三条から前条までに定める高度情報通信ネットワーク社会の形成につ

いての基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、高度情報通信ネットワーク社

会の形成に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

（出典：高度情報通信ネットワーク社会形成基本法より抜粋）

その後、ネットワークインフラの発展、通信機器の高度化と価格の低廉化を背景に、ク

ラウドサービスの登場や、個人レベルではスマートフォンの急速な普及により、様々なデ

ータが大量に流通することになった。また、今後は AI の進歩等によりデータの情報処理

能力が向上することが想定され、データの利活用が社会的な課題解決につながるものと

して期待は高まっている。

そのような背景から、平成 29 年５月「世界 先端 IT 国家創造宣言・官民データ活用基

本計画」が閣議決定された。また、同時に電子行政の取組みとして「デジタル・ガバメント

推進方針」が示され、そこでは、ICT（IT）ガバナンスの強化がうたわれている。

【方針３】価値を生み出す IT ガバナンス

【方針３－１】サービス改革に対応した推進体制の整備

・ 政府横断的な行政サービス改革を推進するため、政府 CIO を中心とした政府横

断的な体制を強化し、一府省では突破困難な改革を中心に、サービスの企画立

案段階から改革を支援する。改革の支援に当たっては、内閣官房及び総務省を

中心として、分野横断の改革を推進するチームを整備し、個別取組への支援、試

行的な取組の推進や各取組から得られたノウハウの横展開等を行う。

・ 各府省の IT ガバナンスの強化を図るため、各府省 CIO、副 CIO、政府 CIO 補

佐官、PMO、PJMO 等からなる府省内の体制について、それぞれが果たすべき役

割等の明確化を行うとともに、会計、人事及び広報等、関連部門との連携体制を
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構築する。また、果たすべき役割等に応じた適切な人材配置や、情報システムや

データを活用する職員のリテラシー向上も含めた人材育成を推進する。

・ 投資管理、コスト削減、オンライン推進等の電子行政推進に関する各種取組を統

合し、各府省 CIO 及び副 CIO のリーダーシップの下、中長期的な計画をもって戦

略的に推進する。

・ 地方公共団体、特に中小規模の団体において着実な取組が進むよう、国におけ

る体制整備等の取組を踏まえつつ、国における IT 化・業務改革によって得られた

ノウハウや、地方公共団体における成功事例の横展開等を各団体の実情に応じ

た形で実施し、地方における IT ガバナンスの強化を支援する。

・ 電子行政に関する国際対応については、継続的な情報収集や情報発信、海外

主要関係者との人脈形成、国際標準化への関与等、国際貢献・連携を推進し、

国際社会におけるプレゼンスを向上させる。

【方針３－２】IT マネジメントの徹底と投資効果の 大化

・ これまで政府 CIO の下で行われてきた、コスト削減等の政府情報システム改革を

着実に推進する。

・ 業務の効率化やコストの適正化だけでなく、利用者にとっての価値の 大化を重

視する評価軸によって、従来の投資管理の枠組みを見直す。

・ 行政運営の透明性を確保し、国民と協働した取組を推進するため、サービス改

革や IT 投資等の取組について、結果だけでなくプロセスまで含めた可視化を実

施する。

・ IoT や AI 等の新技術の活用も含め、政策の企画、実施及び評価にデータを積

極的に活用し、従来の課題対処型の行政運営から、将来発生が見込まれる事象

を予見し、事前に対策を講じる予測・予防型の行政運営への転換を行う。

・ 環境変化のスピードに対応しつつ、コストの適正化と政策の適切な実現を可能と

するため、情報システムの整備・運用に関し、調達のあり方の見直しと、予算を柔

軟かつ適切に配分・執行できる仕組みについて検討を行う。

・ プロジェクトを成功させ、生み出す価値を 大化するという観点から、より効果的

な調達手法の検討、品質管理機能の強化、リスクのあるプロジェクトに関する第三

者検証スキームの導入等、IT マネジメントを強化する。また、セキュリティ等とのバ

ランスを勘案しつつ、経済合理性を持った IT 投資を推進する。

（出典：デジタル・ガバメント推進方針 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官

民データ活用推進戦略会議 より抜粋）
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②地方公共団体に向けた施策

 ＜電子自治体の取組みを加速するための１０の指針＞

地方公共団体においては、厳しい財政状態や、人材不足といった課題に対応し、

「世界 先端ＩＴ国家創造宣言（平成２６年３月）」に掲げられている、「より便利で利用者

負担の少ない行政サービスの提供を、災害や情報セキュリティに強い行政基盤の構築

と、徹底したコストカット及び効率的な行政運営を行いつつ実現する」ために、総務省か

ら平成２６年３月に「電子自治体の取組みを加速するための１０の指針」が示された。

ここでは、情報セキュリティ中心の「電子自治体推進のための体制整備」といった ICT

ガバナンスが掲げられている。

（出典：電子自治体の取組みを加速するための１０の指針）
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①ICT に関する一般的な課題と必要性

ICT ガバナンスとは、ICT に関する投資と効果のバランスを適正に統制すること、また、そ

のための全庁的な体制や仕組みを確立することである。

情報システムは地方公共団体が行政サービスを提供する際には欠かせないものになって

いるが、ICT の利用について、「地方公共団体における IT ガバナンスの強化ガイド （総務省

平成１９年７月）」によれば以下の課題があげられている。

・IT 利用が政策目標達成の手段として十分に位置づけられていない

・情報システムの導入が各部署に任されている

・電子自治体の取組が特定の職員の能力や努力に依存している

＜ICT 利用に係る課題の具体例＞

(1) IT 利用が政策目標達成の手段として十分に位置づけられていない

例）

・IT 導入に関する施策が自己目的化している

・IT 利用が業務処理の単純な機械化のレベル

・費用対効果が十分に検討されずにシステム化がなされている

(2) 情報システムの導入を情報システムに精通していない各部署が実施する

例）

・組織全体として、情報システムの重複による無駄やコスト高が発生

・情報システム間の連携が取れない

・同じ入力作業を別システムで何度も繰り返す

・改変時期などの把握が遅れ、十分な計画がないまま再構築を実施

・ベンダからの見積りの精査ができない

(3) 電子自治体の取組は、特定の職員の能力や努力に依存する

例）

・人事異動や中心となる職員の退職等によって電子自治体の取組が停滞

し、支障が生じる

・情報化に不慣れな職員だけでは、ベンダまかせのシステム計画となる

（出典：自治体 CIO 育成研修（テキスト） より抜粋）
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②地方自治法等の一部を改正する法律（平成 29 年法律第 54 号）による内部統制体制の構築

要請

「人口減少社会に的確に対応する地方行政体制及びガバナンスのあり方に関する答

申」（以下「答申」という。）（第 31 次地方制度調査会）では、（１）地方公共団体における

ガバナンスのあり方として、「人口減少社会において、 少の経費で 大の効果を挙げ

るよう、地方公共団体の事務の適正性の確保の要請が高まるため、長、監査委員等、議

会、住民が、役割分担の方向性を共有しながら、それぞれが有する強みを活かして事

務の適正性を確保することが重要」とし、また（２）外部資源の活用による行政サービスの

提供として、「人口減少社会において資源が限られる中では、地方公共団体間の事務

の共同処理の仕組みの他に、外部資源を活用することも重要」と答申を行っている。

本答申を受け、平成 29 年 6 月 9 日に公布された地方自治法等の一部を改正する法

律においては地方公共団体において「内部統制に関する方針の策定」等を要請してい

る。

 （出典：総務省作成資料より抜粋）

ここでは、地方公共団体における事務が適切に実施され、住民の福祉の増進を図る

ことを基本とする組織目的が達成されるよう、事務を執行する主体である長自らが、行政

サービスの提供等の事務上のリスクを評価及びコントロールし、事務の適正な執行を確

保する体制（内部統制）の構築が求められている。人口減少の中、このような内部統制

を構築するためには、IT を利用して日常の膨大な業務処理を統制することが肝要であ

る。職員の確認に基づく統制に加え、日常の業務に IT による統制を組み込み、両者を

有機的一体として機能させることでその有効性が高まるものである。市においても、平成

32 年 4 月 1 日の施行に向けて、より有効に IT を組み込んだ内部統制の構築が求めら

れている。

また、答申において指摘された今後の地方公共団体間の事務の共同処理の仕組み

の導入運用や外部資源活用を検討、実現する過程においては ITの果たす役割は相対

的に重要となっていくものと想定される。
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「地方公共団体における IT ガバナンスの強化ガイド （総務省平成１９年７月）」では、下記の

ように IT（ICT）ガバナンスを６分野９項目に分類整理され、それぞれ関連付けて取り組むことで

相乗効果が発揮されるものとされている。

＜IT ガバナンスの分類＞

①基本戦略

①-１ IT 利用の基本方針策定

①-２ 全体 適化の取組み

・IT 利用の基本戦略として、地方公共団体の政策方針や基本計画を踏まえ、自治

体経営における IT 利用の基本方針を策定する

・業務・システムの全体 適化を実施する

②推進体制

②-１ 組織体制の確立

②-２ 人材の確保・配置

・IT ガバナンス推進体制として、組織体制を確立する

・実際に情報システム等を運用する人材の確保と適正な配置を行う

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

・予算編成プロセスを通じて、情報システム開発などの IT 施策の取捨選択や実施

計画の具体化を行う

・IT 施策の実施後の評価を適切に行い、その後の施策に反映させる

④調達・開発・運用

④-１ 調達・開発・運用の管理

・情報システムの適正な価格、条件での調達を実施する

・予定したとおりの開発、業務に支障をきたさない運用を確保する

・委託先事業者等の適正な管理を行う

⑤情報セキュリティ

⑤-１ 情報セキュリティの確保

・情報セキュリティポリシーに基づき、情報セキュリティ対策を講じる

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

・配置された個々の職員の能力を補強するため、各地方公共団体内において IT

施策に関する標準化、知識共有、人材の育成を行う

・予算編成プロセスを通じて、情報システム開発などの IT 施策の取捨選択や実施

計画の具体化を行う

・IT 施策の実施後の評価を適切に行い、その後の施策に反映させる
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市の状況

市の人口は平成 27 年国勢調査では 153 万人となり、政令指定都市のうち第 5 位となった。

今後も人口増加傾向は継続することが見込まれているが、平成 47 年度をピークに減少に転じ

ると推計されている。

（出典：「福岡市推計人口の推移(昭和 47 年～平成 28 年 各年 10 月 1 日現在）」及び

「福岡市 人口ビジョンにかかるデータの推移（H29 年 2 月）」を基に監査人作成）

市の一般行政職数は、平成 18 年から続いていた減少傾向が、平成 24 年を境に若干の増加

傾向にあり、近年は 5 千 1 百人程度で推移している。市の情報システム化や民間への業務委託

等の業務見直し等により、市職員数は必ずしも人口推移とは連動していない。

（出典：「福岡市の給与・定員管理の状況(平成 17 年～平成 28 年 各年 4 月 1 日現在）」および

「福岡市 人口ビジョンにかかるデータの推移（H29 年 2 月）」を基に監査人作成）

＜市の総人口と一般行政職員数の推移＞
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＜市の総⼈⼝の推移＞
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市の普通会計決算規模は近年増加傾向にあり、平成 28 年度は 8 千億円を超える規模とな

っている。

（出典：平成 16～22 年「福岡県市町村別決算カード」、

平成 23 年度～平成 28 年度「福岡市財政のあらまし」を基に監査人作成）

＜普通会計歳⼊歳出規模の推移＞　（数字は歳⼊決算額）
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①福岡市行財政改革プラン

市は、平成 25 年 6 月に「行財政改革プラン」を策定し、「市民生活の質の向上と都市の成

長にとって、より必要性が高い施策事業に重点化を図りながら、今の時代に合わなくなったも

のや優先度が低いものを見直すなど、徹底した行財政改革によって必要な財源を確保し、

効率的で筋肉質な市役所に生まれ変わる」ため、平成 25 年から平成 28 年までの４年間に

重点的に取り組む事業を示す「政策推進プラン」、行政運営の仕組みや手法の見直し、財政

健全化の取組みを示す「行財政改革プラン」を策定している。その中で、ICT に関しては、

「効果的な ICT 活用のための BPR（※）」を掲げている。

※ 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。

＜ICT 推進体系イメージ＞

（出典：福岡市行財政改革プラン 平成 25 年６月策定）
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＜改革実行計画＞

（出典：福岡市行財政改革プラン 平成 25 年６月策定）
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監査結果の概要

監査結果の記載方法

本報告書においては、監査結果を「指摘事項」と「意見」に区分している。

「指摘事項」とは、適法性・正当性に問題があり、是正措置が必要であるとして記載するものであ

る。

「意見」とは、合理性や能率性の観点から、監査の過程で、不合理若しくは不能率な事項を発

見した場合に、組織運営の合理化に資すものとして記載するものである。

なお、「指摘事項」と「意見」が混同することのないよう、項目の文頭に【指摘事項】又は【意見】と

記載している。

指摘事項及び意見の件数

「指摘事項」と「意見」の件数は、次のとおりである。

区分 指摘事項 意見 合計

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

1 11 12

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

0 40 40

合計 1 5１ 52

指摘事項及び監査の結果に添えて提出する意見の項目

ICT ガバナンス全般並びに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の項目は、次のとおりである。

【指摘事項 1】 情報セキュリティに関する個別実施手順の未作成について

【意見 1】 他指定都市のベンチマークの実施について

【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

【意見 3】 情報システムの調達単位について

【意見 4】 事業者への見積もり依頼とＲＦＩについて

【意見 5】 情報システムの機能及び要件の審査について

【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

【意見 7】 書類の保存の電子化の検討について

【意見 8】 ICT コストの把握について

【意見 9】 システムの利用状況の一元的な管理について

【意見 10】 ICT ガバナンスを担当する人員について

【意見 11】 コスト削減の取組と行政サービスについて
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情報システム名

内容 件数

調
達
手
法

検
討

調
達
単
位

検
討

複
数
事
業
者

見
積

取
得

機
能
及

要
件

審
査

稼
働
判
定
基
準
及

稼
働
判
定

開
発
業
者

依
存
度

利
用
状
況

管
理

指
摘
事
項

意
見

計

(1)財務会計システム・庶務管理システム ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ - 0 0

(2)情報系・業務系ネットワーク ‐ ‐ ‐ ‐ ✓ ‐ ‐ - 1 1

(3)共用サーバ ‐ ‐ ‐ ‐ ✓ ‐ ‐ - 1 1

(4)共用Ｗｅｂサーバ ‐ ‐ ‐ ‐ ✓ ‐ ‐ - 1 1

(5)文書管理システム ✓ ✓ ‐ ‐ ✓ ‐ ‐ - 3 3

(6)土木系積算システム ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ - 0 0

(7)予算・決算システム ✓ ✓ ‐ ✓ ‐ ‐ ‐ - 3 3

(8)災害対応支援システム ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ‐ ‐ - 5 5

(9)母子保健システム ✓ ‐ ‐ ✓ ✓ ‐ ✓ - 4 4

(10)児童扶養手当システム ‐ ✓ ✓ ✓ ✓ ‐ ‐ - 4 4

(11)子ども子育て支援新制度給付管理システム ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ - 0 0

(12)国民健康保険・公費医療システム ‐ ‐ ‐ ‐ ✓ ‐ ‐ - 1 1

(13)下水道料金総合情報システム ‐ ‐ ✓ ✓ ‐ ‐ - 2 2

(14)下水道事業財務会計システム ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ‐ ‐ - 5 5

(15)博多港港湾情報システム ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ✓ ‐ - 1 1

(16)教職員給与システム ‐ ‐ ✓ ‐ ‐ ‐ ‐ - 1 1

(17)校務支援システム ‐ ‐ ‐ ‐ ✓ ‐ ‐ - 1 1

(18)児童生徒管理システム ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ - 0 0

(19)総合図書館業務システム ✓ ✓ ‐ ‐ ✓ ‐ ✓ - 4 4

(20)期日前/不在者投票システム ✓ ✓ ‐ ‐ ✓ ‐ ‐ - 3 3

計 7 7 5 5 13 1  2 - 40 40

✓…監査の結果に添えて提出する意見があったもの（個別情報システムに関して指摘事項は

なかった）
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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

市の ICT ガバナンスの概要

市が策定する ICT に関する基本戦略に該当するものは、「福岡市行財政改革プラン（平

成 25 年 6 月）」「福岡市情報化推進プラン（平成 25 年 6 月）」、及び「福岡市システム刷新計

画（平成 27 年３月）」がある。

＜ICT への取組みの体系＞

（出典：福岡市システム刷新計画）
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「福岡市情報化推進プラン」は、「福岡市行財政改革プラン（平成 25 年 6 月）」を、ICT に

より展開していくものとして策定されたものであり、市の情報化に向けた課題を整理し、それ

を実現するための基本理念を掲げ、それに向かうための目標を設定している。

＜情報化推進プランの全体像＞

<基本目標、個別目標、基本施策の体系＞

（出典：福岡市情報化推進プラン）
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ICT ガバナンス強化の取組みについては、情報システムの調達に関する手続やポイントを

まとめた「情報システム調達の手引き」の拡充を図り、開発ないし運用・保守業務を円滑に実

施することを目的として「情報システム開発の手引き」、「情報システム運用・保守の手引き」を

新たに作成することで、情報システム調達プロセスの見直しを図っている。

また、評価を含めた情報システム審査の強化のみならず、調達や開発段階での情報化ノ

ウハウ活用を行い、あわせて職員の ICT スキル向上に取り組むために、平成 25 年度におい

て CIO 制度の導入（※）等 ICT ガバナンス強化に向けて取り組んでいる。

※ CIO とは、（Chief Information Officer）の略であり、組織のシステムや情報技術を統

括する役員のことであり、 高情報統括責任者と訳される。

限られた予算の中、組織の壁を越えて、全体 適化の見地から電子自治体

全般の取組を強力に進めていくためには、 高情報統括責任者（CIO：Chief

Information Officer）を中心とした推進体制の拡充と PDCA サイクルの確立によ

り、各団体における IT ガバナンスを強化することが必要である。

（出典：新電子自治体推進指針）

「福岡市行財政改革プラン（平成 25 年６月）」及び「福岡市情報化推進プラン（平成２５年６

月）」を実現するための計画として、平成 27 年 3 月に ICT 戦略室は、「福岡市システム刷新

計画」を策定した。ここでは、市の状況把握とそれによる問題認識を以下のように行っている。

＜現状＞

・各部局が情報システム等の情報資産を個別管理しており、一元的に管理されて

いない

・調達・開発・運用のプロセスが標準化されていない

・システム担当部門の人材モデル、必要スキルが明確でなく、専門性の高い人材

を確保する仕組みがない

＜問題＞

・全庁的なシステム運用経費等の把握が困難となり、費用対効果を適正に評価し

にくい

・調達プロセスのバラツキが、見積もりの上ぶれ、品質低下に結びつきやすい

・調達業者との役割分担や責任の所在が曖昧になり、本市が期待するサービス

水準と業者が提供するサービス水準に大きな差異が生じ、重複投資が発生する

可能性がある

・ICT 戦略に関わる部門における人材の空洞化が進行し、ICT 技術の高度化に

対応できなくなる可能性がある

（出典：福岡市システム刷新計画）

ここで認識された問題解決のために、以下の３つの方向性を提示している。
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・「ICT ガバナンス強化」の方向性

・「業務プロセスの改革」の方向性

・「システム刷新と共通基盤の整備」の方向性

「業務プロセスの改革」の方向性については、大型汎用機を使用した情報システムを再構

築の対象となる事業と定め、平成２７年度及び平成２８年度には、以下の事業について具体

的な検討に入り、現業務・システムの分析と課題整理を行い、業務見直し方針を検討してい

る。

（平成 27 年度）

・住民記録等に関する業務

・税に関する業務

・人事給与に関する業務

（平成 28 年度）

・社会保障に関する業務

「システムの刷新と共通基盤の整備」の方向性については、外部データセンターの選定に

際し、結果として採用には至らなかったが、他自治体との共同利用も含めた検討を行ってい

る。なお、福岡県下での共同利用に向けた取組みを行う「ふくおか電子自治体共同運営協

議会」は、人口が少ない市町村が大半を占めており、市とは予算規模・事務事業規模に大き

なかい離があること、市の運用上の自由度が制限されること、他自治体等との調整に人件費

等のコストが生じることが想定されることなどのデメリットがあることが確認された。その結果メリ

ットに比してデメリットを考慮の上で加入を行っていない。

（検討された事項）

・政令指定都市向け汎用パッケージの存在

・近隣自治体との業務差異

・市事務事業に関する運用手法の相違

市の業務システムやインフラ基盤等については、引き続き情報化推進プランに記載された、

「庁内小規模システムの集約状況（プライベートクラウドの活用：情報化推進プラン第 2 章

P.10）」、「クラウドサービス利用等による庁内ＩＣＴーＢＣＰ（業務継続計画）の推進（情報化推

進プラン第 5 章 P.28）」、「他自治体とのクラウドサービス利用等の検討（情報化推進プラン第

5 章 P.29）」の実施について検討を行っている。
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情報システムに求める要件は、各自治体の人口規模や事務事業等の内容、システム構成

等によって様々であり一概に比較することは困難であるが、他政令指定都市との比較を行う

ことは一定の傾向を把握することが可能となる。

今回、監査人が推計した結果、人口一人当たりの ICT コストは 20 政令指定都市中 6 番目

に少ない 1,600 円と試算された。

※（X）（Y）については自治体情報システムにおける技術動向及びコスト削減に関する調査・

研究について報告書平成 29 年 12 月 25 日指定都市市長会より抜粋

 なお、 「システム経費」の定義が各指定都市で統一されているわけではない。

※人口（Z）は、平成 27 年国勢調査（確定値）。総務省資料より抜粋

※福岡市のシステム経費計（Y）は ICT 戦略室の関連予算である。

【意見１】他指定都市のベンチマークの実施について

ICT コストの多寡が行政サービスの効率をそのまま表現するわけではないが、RPA（※）

等の導入による自動化や行政サービスへの新規技術の活用といった取組が進むと、ICT コ

ストと職員人件費等のトレードオフが生じることから、ICT ガバナンスの一環としてのベンチ

マーク比較は有用である。

これまで、市においては、新規情報システムの導入もしくは再構築にあたっては、業務

担当課の情報システム化の要望を検討する情報システム審査委員会の審査を通じて予算

措置が行われてきた。開発時や再構築時には情報システムの新規性、有効性やコスト削

減などについて検討が行われる仕組みが存在するが、運用ライフサイクルを通じたコスト削

減については各業務担当課での管理に依存している。また、改修に関する新規性が業務

一般会計全体（X） システム経費計（Y）

1 神戸市 727,342,090 10,704,461 1.47% 1,537,272 7.0
2 新潟市 359,300,000 5,082,807 1.41% 810,157 6.3
3 熊本市 302,810,000 4,016,833 1.33% 740,822 5.4
4 千葉市 400,400,000 3,400,534 0.85% 971,882 3.5
5 岡山市 284,323,707 2,196,103 0.77% 719,474 3.1
6 浜松市 295,200,000 2,224,067 0.75% 797,980 2.8
7 相模原市 257,700,000 1,924,425 0.75% 720,780 2.7
8 仙台市 506,676,000 2,871,127 0.57% 1,082,159 2.7
9 さいたま市 468,920,000 3,331,240 0.71% 1,263,979 2.6

10 札幌市 936,550,000 5,144,352 0.55% 1,952,356 2.6

11 静岡市 282,200,000 1,724,162 0.61% 704,989 2.4
12 川崎市 638,982,234 3,336,882 0.52% 1,475,213 2.3
13 北九州市 551,454,000 2,131,397 0.39% 961,286 2.2
14 堺市 385,600,000 1,381,910 0.36% 839,310 1.6

15 福岡市 784,538,000 2,532,112 0.32% 1,538,681 1.6
16 大阪市 1,650,910,000 3,902,485 0.24% 2,691,185 1.5
17 横浜市 1,514,316,203 4,745,023 0.31% 3,724,844 1.3
18 広島市 598,989,536 1,322,679 0.22% 1,194,034 1.1
19 京都市 727,698,000 1,533,109 0.21% 1,475,183 1.0
20 名古屋市 1,085,601,000 824,066 0.08% 2,295,638 0.4

合計 12,759,510,770 64,329,774 0.50% 27,497,224 2.3

（Y）÷（X）
人口（Z）

（人）

一人当たり
ICTコスト
（千円）

（Y）÷（Z）

平成28年度予算額（千円）

指定都市名
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担当課の判断に主に依存しており、市全体としての ICT コストの管理についてはさらなる組

織的な対応が必要であると考える。

（改善提案）

システムライフサイクルにわたる ICT 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。

※ RPA とは、（Robotic Process Automation）の略であり、ロボットによる業務自動化の取組

をいう。
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ア．全庁的な所管

市の情報システムに関する全庁的な事務を所管する部局は総務企画局 ICT 戦略室で

あり、情報システム課、ICT 戦略課及びシステム刷新課の３課にて構成される。ICT ガバナ

ンスに関しては ICT 戦略課が所掌している。

＜ICT 戦略室各課の職務＞

(ICT 戦略室の分掌事務)

第 8 条 情報システム課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 情報システムの保守及び開発に関すること。

(2) 情報ネットワークの運用及び構築に関すること。

(3) 当該室の予算及び決算に関すること。

2 ICT 戦略課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 情報通信技術の活用推進に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(2) ICT ガバナンスの推進に関すること。

(3) 行政手続オンライン化の推進に関すること。

(4) 地域情報化に係る調整及び推進に関すること。

(5) 情報セキュリティ対策の推進に関すること。

3 システム刷新課の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 情報システムの刷新に関すること。

(2) 社会保障・税番号制度の調整に関すること。

（出典：福岡市事務分掌規則）

また、平成 25 年度から CIO 制度を導入し、「福岡市情報化推進プラン」や「福岡市シス

テム刷新計画」に基づいた ICT ガバナンス強化に取り組んでいる。

イ．個別情報システムの整備、運用管理

個別情報システムについて、その調達、開発及び運用保守に至るまで、情報システム化

の対象となる業務を所管する課が担当する。

情報システムに関する規程等は以下のとおりである。

調達に関しては、福岡市システム刷新計画における ICT ガバナンス強化のための取組項目

の一つである「調達プロセスの改革」の一環として、業務担当課が情報システムの調達等の実

務に対応するための手引きが作成されている。
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＜調達プロセスの改革＞

システム開発のライフサイクルに応じて生じる調達プロセスについて、統一的な調達工程

の定義、工程別の標準調達基準、調達仕様書、工程別進行管理基準、納品要件及び

見積もり手法等の標準化とガイドラインの整備（見直し）を行い、重複や無駄な投資を排

除するとともに、調達事務の効率化と品質の向上を実現させる。

（出典：福岡市システム刷新計画）

＜調達に関する全庁共通規程等＞

・福岡市契約事務規則

・福岡市会計規則

＜情報システム調達に係る規程等＞

・情報システム審査委員会運営要綱

・情報システム化計画に関する要領

＜情報システム調達に係る実務上の手引き＞

・情報システム調達の手引き

「統一的かつ効率的な情報システムの調達」を目的として情報システムの調達に

関わる手続きやポイントが記載されている。

・情報システム開発の手引き

・情報システム運用・保守の手引き

「開発ないし運用・保守業務の円滑な実施」を目的として業者の管理方法と市の

役割やポイントが記載されている。

＜情報セキュリティに関する規程等＞

・福岡市情報セキュリティに関する規則

・福岡市情報セキュリティ共通実施手順

・福岡市情報セキュリティ監査実施要綱
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予算・実施計画・評価及び調達・開発・運用（情報システム化の手続）

情報システム化については、業務担当課が情報システム化計画を策定し、各関係部署と

連携しながら進めていくことになる。

適正かつ効率的、効果的な情報システムを導入する目的から、ICTに関する専門知識を

有する委員によって構成される情報システム審査委員会が情報システム化計画の審査を

実施する。

また、運用開始した情報システムについては、運用開始から概ね 1 年間経過後に、情報

システム審査委員会による導入効果評価が実施される。

＜審査の対象となる情報システム化計画＞

電子計算機その他の情報処理機器を活用した事務事業計画で以下の計画に該当す

るもの

・新規の情報システム構築に係る計画

・既存情報システムの再構築に係る計画

※パソコンを単体で使用し開発を伴わないものは情報システム化計画に該当しない。

                （出典：情報システム化計画に関する要領 別紙 3）

①計画段階について

対象システムの調達方式（企画プロポーザル、価格競争等）、調達単位（システムの

開発、運用保守、ハードウェアの各調達単位についての開発と運用保守の一括調達、

開発と運用の分離調達など）についての検討・審査については、調達方式・単位の決

定を客観的な視点から検討するため、ICT戦略課が「福岡市情報システム調達の手引
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き」で方法を示し、業務担当課が計画の作成を行っている。これを受け、情報システム

審査委員会が付した意見を含めて再度検討する運用が行われている。

「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」の項でも示しているが、一般競争入札（総合評価落札方式や価格

競争入札方式）での調達より、企画プロポーザル方式による調達が多くなっている。

市がシステムを調達する場合、事業者の選定時に技術的な要素を含め、詳細な仕

様の確定ができないことが多く、技術力・品質・実績等を総合的に評価できる企画プロ

ポーザル方式を採用することが多いことが理由となっている。

②予算について

業務担当課は、情報システム審査委員会審査後、予算要求を行う運用となっている。

H28 年度においては ICT 戦略課において、一部のシステムについて見積コストの妥

当性についての確認を実施している。

③調達、開発、納品（役務提供確認）について

調達時の仕様書・要件定義書について（特に開発）は、業務担当課や調達するシス

テム間に仕様書・要件定義書の記載粒度に差が生じないようにするため、各業務担当

課による関連資料の作成や審査・検証を支援する仕組みが運用されている。

（支援する仕組み）

・ICT 戦略課によるアドバイス

・技術支援相談員（嘱託）によるアドバイス

※技術支援相談員：民間 IT 関係職歴がある嘱託職員（平成 20 年度より制

度開始）。

※平成 28 年度は 49 件の相談件数があり対応がなされている。

※職員イントラ窓口より相談する。

なお、各業務担当課がシステムを調達する際に参考とするための仕様書のひな形

を H29 年度中に策定し、H30 年度から当該ひな形を参考に各業務担当課での仕様

書検討が開始される予定である。

開発・運用保守・機器調達の完了報告・検査について、事業者の報告と市の完了

検査結果によって確認を行っている。

④評価について

「情報システム化計画に関する要領」記載のシステム評価については費用対効果

検証や利用者アンケートなどにより、システム稼働後の 1 年の経過の時期に行ってい

る。
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福岡市情報システム審査委員会の審査実施状況

平成 28 年度において、情報システム審査委員会は 2 回開催されている。

＜実施スケジュール＞

（出典：第２回情報システム審査委員会 配布資料より抜粋）

①開催日：平成 28 年９月２７日

②議題：福岡市情報システム化計画に関する要領第５条に基づく情報システム開発計画

書の審査

③審査対象となった情報システム：６件

情報システム名 所属

特定医療費（指定難病）支給認定業務 保健福祉局保健予防課

鮮魚市場情報システム 農林水産局中央卸売市場鮮魚市場

博多港港湾情報システム 港湾空港局総務企画課

福岡市総合図書館業務システム 教育委員会総合図書館運営課

下水道台帳マッピングシステム 道路下水道局下水道管理課

事業者登録システム 環境局管理課
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ICT 戦略課では、各課から寄せられた情報システム化要望をとりまとめ、情報システム

審査委員会の審査要否、受審時期等を、各課との協議に基づき検討を行っている。

＜情報システム化要望の検討状況＞

情報システム化要望調査の結果 件数

情報システム審査委員会による審査 6 件

情報システム審査委員会副委員長による審査 ※ 8 件

審査対象外 9 件

取下げ 6 件

次年度実施 1 件

合計 30 件

※情報システム審査委員会副委員長による審査

・福岡市情報システム審査委員会運営要綱 第 8 条

情報システム化計画のうち、別に定める小規模システムについて

は、委員会に諮らず副委員長が審査するものとする。

・福岡市情報システム化計画に関する要領 第 6 条第 1 項

要綱第 8 条に定める「小規模システム」の基準については、開発

開始から稼働後 5 年目までの全ての経費（開発委託、運用委託、

データ入力委託、賃金、機器の借損料など）が 3,000 万円を超えな

いもので、かつ、人員増の要求を伴わないものとする。

④審査結果

情報システム審査委員会は、各情報システム開発計画書についての業務担当課から

の説明及び委員からの質疑応答によって審査が進められている。

福岡市総合図書館業務システム及び事業者登録システムについては継続審議とされ

たが、業務担当課から計画が取下げられた。

情報システム名 審査結果

特定医療費（指定難病）支給認定業務 条件付可

鮮魚市場情報システム 条件付可

博多港港湾情報システム 条件付可

福岡市総合図書館業務システム （取下げ）

下水道台帳マッピングシステム 可

事業者登録システム （取下げ）

なお、情報システム審査委員会に先立ち、情報システム審査委員会検討会が開催（平

成２８年９月９日開催）され、検討が行われている。

※情報システム審査委員会検討会

＜福岡市情報システム審査委員会運営要綱 第 7 条第 1 項＞

委員会を円滑に運営するために、委員会に検討会を置く。
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＜福岡市情報システム化計画に関する要領 第 5 条＞

第 2 項 検討会は、意見を付して福岡市情報システム審査委員会

（以下「委員会」という。）に報告するものとする。

第 3 項 委員会は、検討会の意見を参考にしながら、計画書を審

査し、条件を付記することができるものとする。

① 開催日：平成 28 年 12 月 26 日

② 議題

1. 福岡市情報システム化計画に関する要領第９条に基づく情報システム評価の審

査

2. 報告 クルーズ NAVI システム （経済観光文化局観光コンベンション部クルーズ

課）

③ 審査対象となった情報システム：4 件

情報システム名 所属

校務支援システム 教育委員会学務支援課（当時）

給食献立発注システム 教育委員会給食運営課

子ども・子育て支援新制度給付管理システム こども未来局運営支援課

福岡市体育施設入退場管理システム 市民局スポーツ振興課

④ 審査結果

情報システム審査委員会は、各情報システム評価書についての業務担当課からの説

明及び委員からの質疑応答によって審査が進められている。

情報システム名 審査結果

校務支援システム 一定の効果が得られていると考え

る

給食献立発注システム 一定の効果が得られており、また、

将来においても更なる効果が見込

まれると考える

子ども・子育て支援新制度給付管理システム 一定の効果が得られていると考え

る

福岡市体育施設入退場管理システム 概ね計画どおりの効果が得られて

いると考える

なお、情報システム審査委員会に先立ち、情報システム審査委員会検討会が開催（平

成 28 年 12 月９日開催）され、検討が行われている。
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【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、情報システムの新規導入に際し、ICT ガバナンスのルールに基づいた各種手続を

実施することとしている。平成 28 年度においては上記システムが情報システム審査委員会

において審査が実施されている。

ただし、過年度に導入した情報システムのうち現在運用されている情報システムの新規

導入に際して必要な各種手続が適切に行われているか検討したところ、一部の新規導入

した情報システムについて、手続が適切に実施されているか確認できない状況であった。

その主な要因は、情報システムの調達に係る資料などの各種手続時に作成された資料

が、「福岡市公文書の管理に関する規則（別表の種別 3 種「1 事務及び事業の計画に関

するもの」）」に該当することから、5 年経過後に廃棄されていたことにある。

一方で、市の情報システムの多くは 5 年を超えて運用されており、情報システムの開発

計画立案、調達、開発、保守運用、改修及び廃棄というライフサイクルを通して、ICT ガバ

ナンスを有効に機能させるためには、各種手続において ICT ガバナンスの担い手がどのよ

うな指導・助言を行い、それに対し業務担当課がどのように対応したのかを明確にしなけれ

ばならない。

例えば、新規導入後のメンテナンスについて、毎年度特命随意契約でシステム開発会

社に委託される場合、都度特命随意契約が適切か、経済的合理性や効率性の観点から

チェックを行う際に、導入時の資料が必要な場合がある。

また、システム導入時には情報システム審査委員会による審査が行われるが、その際の

審査意見にはシステムの運用期間にわたり対応しなければならない項目が出されることが

ある。導入時の関連書類を廃棄した場合には、情報システム審査委員会の審査結果が運

用に十分に生かされず、結果として適切なシステム運用が出来なくなる危険性がある。

情報システムの新規導入に際して必要な各種手続きに作成された資料は、システムライ

フサイクルにおいて重要な文書となり、「福岡市公文書の管理に関する規則」第 9 条第 3

項「保存期間は、職務の遂行上必要があるとき、その他特別の事由があるときは、これを延

長することがある」の規定に従って、また、システムの運用を行っている以上は、仕様書、調

達手法や単位を検討した経緯が確認できなければ、現状の運用が当初想定どおりに行わ

れているのかの確認や次期更新時の参考とすることが出来なくなるおそれがあることから

「福岡市公文書の管理に関する規則」別表「1 種 16 その他 10 年を超えて保存する必要

があると認められるもの」もしくは「2 種 13 その他 5 年を超えて保存する必要があると認め

られるもの」を適用の上で保存期間を延長し、ＩＣＴガバナンスを棄損しないように文書を保

存すべきであった。

（改善提案）

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。
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＜福岡市公文書の管理に関する規則  平成 14 年 4 月 25 日規則第 82 号＞

(目的)
第 1 条 この規則は、別に定めるもののほか、公文書の作成、分類、保存及び廃棄に関する基準その他公文

書の管理に関し必要な事項を定めることにより、本市が保有する公文書の適正な管理を図り、もって
行政事務の適正かつ効率的な遂行に資することを目的とする。

(定義)
第 2 条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電
子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた
記録をいう。以下同じ。)であって、職員が組織的に用いるものとして、本市が保有しているも
のをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売するこ
とを目的として発行されるものを除く。

(2) 局 福岡市事務分掌条例(昭和 33 年福岡市条例第 39 号)第 1 条に規定する局及び室、会
計室並びに区役所をいう。

(3) 課 福岡市事務分掌規則に規定する課、室(課に相当するものに限る。)及び第 2 種事業所を
いう。(平成 19 規則 20・平成 21 規則 24・一部改正)

(公文書の取扱いの原則)
第 3 条 公文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱うとともに、常に整理してその所在及び処理状況を明らかに

し、適正に管理しなければならない。
(管理組織)

第 4 条 総務企画局行政部総務課長(以下「総務課長」という。)は、本市における公文書の管理に関する事務
を統括する。
2 公文書の管理に関する事務を所掌させるため、各課に文書管理者を置き、当該課の長をもって

これに充てる。(平成 22 規則 9・一部改正)
(到達した文書等の処理)

第 5 条 本市に到達した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録は、速やかに収受及び配布その他の処
理をしなければならない。

(作成)
第 6 条 事案の処理に係る意思決定及び報告は、公文書を作成することにより行わなければならない。ただ

し，次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 処理に係る事案が軽微なものであるとき。
(2) 意思決定又は報告と同時に公文書を作成することが困難であるとき。

2 前項第 2 号の場合においては、当該事案の処理後、速やかに公文書を作成しなければならな
い。

(分類及び整理)
第 7 条 公文書は、事務及び事業の性質、内容等に応じて系統的に分類するとともに、会計年度又は暦年ご

とに整理しなければならない。
(目録の作成)

第 8 条 文書管理者は、公文書の管理を適正に行うため、公文書の名称その他必要な項目を記載した目録を
作成しなければならない。

(保存)
第 9 条 公文書は、第 7 条の規定により整理した後、専用の場所において適正に保存しなければならない。

2 公文書を保存すべき期間(以下「保存期間」という。)は、法令等に別の定めがあるもののほか、公
文書の区分に応じ、別表に定める種別ごとの保存期間を基準とする。

3 保存期間は、職務の遂行上必要があるとき、その他特別の事由があるときは、これを延長すること
がある。

(廃棄)
第 10 条 保存期間(前条第 3 項の規定により延長された場合にあっては、当該延長後の期間。第 4 項におい

て同じ。)が満了した公文書については、速やかに廃棄の手続をしなければならない。
2 文書管理者は、保存期間が永年である公文書(保存を開始した日から 10 年を経過していないも

のを除く。)について、廃棄しなければならない特別の事由が生じたときは、これを廃棄することが
できる。

3 前項の規定により公文書を廃棄しようとするときは、主管の局の長の承認を経て、総務課長の許
可を得なければならない。

4 第 1 項の規定にかかわらず、歴史的又は文化的な価値を有する公文書については、保存期間
の満了後、速やかに福岡市総合図書館に引き継がなければならない。

(規定外の事項)
第 11 条 この規則に定めるもののほか、公文書の管理及び取扱いに関し必要な事項は、市長が定める。
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（別表）

 種別 公文書の区分 保存期間

1 種 1 市政の運営に係る基本方針の決定に関するもの 永年

  2 特に重要な事務及び事業の計画に関するもの

  3 条例、規則その他例規となるものの原議書

  4 市議会に関する公文書で特に重要なもの

  5 予算、決算及び出納に関する公文書で特に重要なもの

  6 公有財産に関する公文書で特に重要なもの

  7 町又は字の区域及び名称の変更に関するもの

  8 特に重要な請願、要望等に関するもの

  9 重要な不服申立て、訴訟、和解等に関するもの

  10 職員の任免、賞罰に関する公文書で重要なもの

  11 市町村の編入に関する公文書で重要なもの

  12 調査及び統計に関する公文書で特に重要なもの

  13 許可及び認可に関する公文書で特に重要なもの

  14 契約及び協定に関する公文書で特に重要なもの

  15 工事に関する公文書で特に重要なもの

  16 その他 10 年を超えて保存する必要があると認められるもの

2 種 1 重要な事務及び事業の計画に関するもの 10 年

  2 市議会に関する公文書で重要なもの

  3 予算、決算及び出納に関する公文書で重要なもの

  4 公有財産に関する公文書で重要なもの

  5 重要な請願、要望等に関するもの

  6 不服申立て、訴訟、和解等に関するもの

  7 職員の任免、賞罰に関するもの

  8 市町村の編入に関するもの

  9 調査及び統計に関する公文書で重要なもの

  10 許可及び認可に関する公文書で重要なもの

  11 契約及び協定に関する公文書で重要なもの

  12 工事に関する公文書で重要なもの

  13 その他 5 年を超えて保存する必要があると認められるもの

3 種 1 事務及び事業の計画に関するもの 5 年

  2 市議会に関するもの

  3 予算の執行に関するもの

  4 公有財産に関するもの

  5 請願、要望等に関するもの

  6 調査及び統計に関するもの

  7 許可及び認可に関するもの

  8 契約及び協定に関するもの

  9 工事に関するもの

  10 給与及び報酬に関するもの

  11 その他 3 年を超えて保存する必要があると認められるもの

4 種 1 公有財産に関する公文書で軽易なもの 3 年

  2 照会、回答その他の往復文書に関するもの

  3 公文書の収受及び発送を記録したもの

  4 その他 1 年を超えて保存する必要があると認められるもの

5 種 1 照会、回答その他の往復文書に関する公文書で軽易なもの 1 年

  2 その他の公文書
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なお、今回の監査では、一部の情報システムについて文書の保存期間満了に伴い、以下の

意見で述べている内容に関して、市の ICT ガバナンスの有効性が確認できなかったが、監査人

の ICT ガバナンスの有効性を確認する代替手続として、監査対象となった情報システムについ

ては、改修や保守運用に関する監査対象年度の調達に関連する事項、システム障害・インシデ

ントに関連する事項、セキュリティ、ハードウェアに関連する事項等を検証することで現在の業務

担当課における情報システムの運用状況や利活用の状況についての検討を行っている。

【意見 3】情報システムの調達単位について

一般的に情報システムに関しては、ソフトウェア開発をはじめとして、サーバや端末機器等の

ハードウェア環境整備、システム導入後の運用保守等の調達が実施される。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双方を実現するためには、上記

調達について、例えば、ソフトウェア開発とハードウェア環境整備を一括調達するのか、もしくは、

それぞれ別個に調達するのか、調達単位を検討することは極めて重要である。

市は、「福岡市情報システム化計画に関する要領」様式第 2 号「情報システム開発計画書」に

おいて、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）

について記載することを求め、情報システム審査委員会が調達単位の妥当性を審議することを

求めている。

監査対象となった多くの情報システムは、その開発について公募型プロポーザル方式を採用

することで調達におけるある程度の競争環境を確保している。一方で、情報システム導入後に

発生するプログラム改修や運用保守支援業務等の調達の多くは特命随意契約であり、機器更

新やシステム改修のタイミングにおいて、調達単位の踏み込んだ検討が実施されていなかった。

「福岡市情報システム調達の手引き」において調達単位の検討事項を明確にしなければ、情

報システムを調達する部署で十分に検討することが出来ず、調達単位の妥当性を十分に検討

しなかったことによるコストの増加を防ぐことが出来ない。

システムの調達単位は、システム導入、ハードウェア導入、保守、運用それぞれを分離調達

にして、それぞれ競争入札にするのが競争性の確保という面からは も望ましい。しかしシステ

ム導入後の保守や運用で開発事業者に特命随意契約とするのではシステムの調達そのものの

競争性を著しく阻害する可能性がある。多くのシステムにおいて、システム導入業者であるから

という理由で保守や運用を特命随意契約とする事例が見受けられた。まずは、システム導入と

保守・運用を分離して調達することを検討の上で、システム導入、ハードウェア導入、保守、運

用を一括調達とした場合のトータルコストを比較検証するなど、調達単位の検討事項を明確に

すべきと考える。

この場合、ハード、ソフトを含めた調達から保守運用といったライフサイクル全体に対するスケ

ールメリットによるトータルコストの低減可能性、事務事業の環境変化に伴う再投資コストの発生

可能性、一括調達もしくは分離調達それぞれにおいてシステム開発や運用に支障をきたす事

象の発生可能性など、調達方法のメリット・デメリットを慎重に検討することが必要である。

加えて、システムライフサイクルの各段階での調達においては、どのような調達であっても競争

入札の対象とすることを検討することでシステム調達の競争性を確保し、調達費用全体のコスト

ダウンを図るべきである。
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以上の方向性については「福岡市情報システム調達の手引き」においても明確にされたい。

（改善提案）

「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。

【意見 4】事業者への見積もり依頼とＲＦＩについて

業務担当課は、情報システム開発計画策定時に、開発を予定する情報システムの予算規模

の把握や予定価格積算のため、原則、複数の民間の開発事業者に対して仕様書（素案）又は、

開発計画等を提示して見積書を徴取することとなっている。

その後、業務担当課は当該見積書を参考にして、開発に要する金額を盛り込んだ「情報シス

テム開発計画書」を策定し、その内容の妥当性について情報システム審査委員会による審議を

受けることとなっている。

そこで監査対象となった情報システムのうち、情報システム審査委員会の審議を受けているも

のについて、複数の民間の開発事業者に対して開発計画等を提示して見積書を徴取している

か、また、「情報システム開発計画書」を策定し情報システム審査委員会の審査を受けているか

を確認したところ、一部の情報システムについて民間事業者からの見積書が保存されておらず、

審議が適切に行われていたのかが確認できなかった。

また、「情報システム開発計画書」についても破棄されている情報システムがあり、費用対効果

や要求する予算についての検証が出来なかった。

それらの情報システムにおいては、情報システム審査委員会での審議資料が保存されていな

いため、民間事業者による見積の根拠やその妥当性について実施された審議内容も確認でき

なかった。

これらは「福岡市公文書の管理に関する規則」の規定期間内で破棄されたものは無かったが、

特に「情報システム開発計画書」や業者からの見積書は次回の後継システム調達時や提供す

る行政サービスのために別のシステムを導入する際の参考資料としては重要な書類であり、保

存が望まれる書類である。

ただし、情報システム調達における見積もり依頼にあたっては、単なる見積書を依頼するだけ

では十分ではない。そもそも見積りを依頼した業者がどのようなシステム関連サービスを提供で

きるのか、市側の要望に対応できるのか、システムによる提供サービスの充実やコストカット提案

なども含めた開発事業者の見解を、本来であれば見積もり依頼の前に実施すべきである。これ

を RFI（Request For Information）という。
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これが十分に行われないと、開発期間の延長やコストカットの機会の喪失、ひいては希望して

いた機能が情報システムに付加できないなどのトラブルの原因となる。そのようなことにならない

ように情報システムの調達準備段階には、RFI を積極的に実施すべきである。

しかし、下記に示すように「福岡市情報システム調達の手引き」では RFI は検討事項に過ぎ

ず、情報システムの調達において十分に行われているとは言い難い状況であった。

（改善提案）

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かの書類で明文化することが望ま

しい。

＜RFI について＞

なお、見積もり依頼には、単に見積書の提出を依頼するだけではなく、広く製品の

情報（仕様書に対する対応状況等）や開発事業者の見解を徴取する「情報提供依頼

（RFI）」実施を検討してください。RFI を実施することで、より精度の高い仕様書作成を

行うことが可能となります。

（出典：福岡市情報システム調達の手引き）

【意見 5】情報システムの機能及び要件の審査について

情報システムの調達において、その機能や要件を確定する作業には、ICT 全般に関する高

い専門的知識が不可欠であり、かつ、要求する機能等によっては参加できる民間事業者が限

定され、必ずしも競争性が確保できない状況が生まれることから、慎重な検討が求められる。

市は、「情報システム審査委員会運営要綱」、並びに「情報システム化計画に関する要領」に

基づき、情報システムの開発に際しては、業務担当課が情報システム計画書を作成し、それを

情報システム審査委員会が審査している。

しかし、情報システムの機能及び要件について、情報システム審査委員会にて審査を実施す

るにあたり、情報システム計画書の記載内容が、検討のための十分な具体性を欠いており、質

疑応答で内容を確認する必要があったと考えられるケースがあった。

（改善提案）

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。
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＜計画審査について＞

（計画審査）

 第５条 ＩＣＴ戦略課は、前条に規定する協議を経た計画書に意見を添えて、福岡市情報

システム審査委員会検討会（以下「検討会」という。）に提出するものとする。

２ 検討会は、意見を付して福岡市情報システム審査委員会（以下「委員会」とい

う。）に報告するものとする。

３ 委員会は、検討会の意見を参考にしながら、計画書を審査し、条件を付記す

ることができるものとする。

４ 条件が付記された計画書については、業務担当課は、委員会が定める期限ま

でに条件整備を行い、ＩＣＴ戦略課へ合議を行わなければならない。

５ 審査終了後、情報システム化計画に変更が生じた場合、業務担当課は開発計

画変更報告書（様式第３号）により事務局へ報告しなければならない。

（出典：福岡市情報システム化計画に関する要領）

【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

情報システムの開発から稼働までの業務については様々なフローが存在する。まずは開発が

適切に完了したのか受入テストを実施し、受入後は情報システムの本番移行に向けての準備

やリハーサルが行われる。

また、情報システムには多くの要件が存在し、本番に移行し、稼働したかどうかの判断は、情

報システムによって行政サービスを提供する部署の職員のみならず、IT 全般に関する高い専

門的知識を要する職員により行われる必要があり、稼働判定基準を定めて稼働判定を行うこと

で、厳密かつ効率的な判断が可能である。

稼働判定基準とは、開発作業完了後、システムが確実に本番移行できるレベルに達している

かを確認・判定する基準のことであり、この基準には、システムが本番稼動後に安定して稼動で

きるかどうかを確認する多数の基準項目が体系的・網羅的に構成されていなければならない。

例えば、システムの品質、バグの収束状況、システムの利用者に対する操作教育や環境整備、

本番稼動後の運用体制、保守体制などが確認基準項目になる。

しかしながら、今回の監査においてはほとんどの監査対象となった情報システムで稼働判定

基準及び稼働判定をした経緯が確認できなかった。廃棄されたものと思われるシステムもあれ

ば、そもそも作成していないシステムもあった。

市の「情報システム開発の手引き」には「完了判定基準」という文言があったものの、それが具

体的にどのようなものであり、どのような取扱いをすべきかが明記されていなかった。

（改善提案）

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。
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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。

【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。

（改善提案）

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。
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情報システムの把握状況

市には、監査実施時点において 331 の情報システムが運用されている。情報システムの名

称と所管部局については以下のように ICT 戦略課でリスト化されている。

 各システムの所管は基本的に平成 28 年度もしくは開発時の所管を記載した。情報システム

化の対象となる業務を所管する課（以下「業務担当課」という。）が確認できたシステムについ

ては、※を付記し、現業務担当課を記載。

No. 情報システムの名称
所管部局

局 部 課

1 財務会計システム 会計室 会計管理課

2 Fu:a（福岡市文化資産アーカイブ）  市長室  広報戦略室 広報課

3 「極私的福岡案内」 市長室  広報戦略室 広報課

4 シティプロモーションサイト  市長室  広報戦略室 広報課

5 ロビーデジタルサイネージ用コンテンツマネージャーシステム 市長室  広報戦略室 広報課

6 ふくおか市政だより web 版  市長室  広報戦略室 広報課

7 ふくおか市生活ガイド web サイト  市長室  広報戦略室 広報課

8 福岡市ホームページ作成システム  市長室  広報戦略室 広報課

9 「まるごと福岡・博多」運用システム  市長室  広報戦略室 広報課

10 #FUKUOKA 市長室  広報戦略室 広報戦略課

11 Fukuoka City Wi-Fi Web サイト  市長室  広報戦略室 広報課

12 Fukuoka Facts 市長室  広報戦略室 広報戦略課

13 アジアンパーティ 市長室  広報戦略室 広報戦略課

14 出前講座 市長室  市長室  広聴課

15 市民の声データベースシステム  市長室  市長室  広聴課

16 在宅勤務システム 総務企画局  ＩＣＴ戦略室  ICT 戦略課

17 ペーパーレス会議システム  総務企画局  ＩＣＴ戦略室  ICT 戦略課

18 オープンデータサイト 総務企画局  ＩＣＴ戦略室  ICT 戦略課

19 まちかど安全ガードアプリ「けいご君」  総務企画局  ＩＣＴ戦略室  ICT 戦略課

20 福岡市 Web まっぷ 総務企画局  ＩＣＴ戦略室  ICT 戦略課

21 ホスト系情報システム(共通部)  総務企画局  ＩＣＴ戦略室  情報システム課

22 グル－プマックス 総務企画局  ＩＣＴ戦略室  情報システム課

23 職員ポ－タル 総務企画局  ＩＣＴ戦略室  情報システム課

24 電子申請システム 総務企画局  ＩＣＴ戦略室  情報システム課

25 情報系ネットワ－ク 総務企画局  ＩＣＴ戦略室  情報システム課

26 業務系ネットワ－ク 総務企画局  ＩＣＴ戦略室  情報システム課

27 共用サーバ 総務企画局  ＩＣＴ戦略室  情報システム課

28 共用 Web サーバ 総務企画局  ＩＣＴ戦略室  情報システム課

29 授業料徴収システム 総務企画局  ＩＣＴ戦略室  情報システム課

30 ホスト系情報システム(人事給与システム)  総務企画局  ＩＣＴ戦略室  情報システム課

31 ホスト系情報システム(国民年金システム)  総務企画局  ＩＣＴ戦略室  情報システム課

32 ホスト系情報システム(公費医療システム)  総務企画局  ＩＣＴ戦略室  情報システム課

33 福祉総合システム 総務企画局  ＩＣＴ戦略室  情報システム課

34 公共施設案内・予約システム  総務企画局  ＩＣＴ戦略室  情報システム課

35 健康づくり情報システム 総務企画局  ＩＣＴ戦略室  情報システム課

36 ホスト系情報システム(住民基本台帳システム)  総務企画局  ＩＣＴ戦略室  情報システム課

37 ホスト系情報システム(市税総合システム)  総務企画局  ＩＣＴ戦略室  情報システム課

38 ｅラーニングシステム 総務企画局  ＩＣＴ戦略室  情報システム課

39 福岡市例規集 総務企画局  行政部  法制課

40 留学生コミュニティシステム  総務企画局  国際部  国際企画課
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No. 情報システムの名称
所管部局

局 部 課

41 関係者データベース 総務企画局  東京事務所 東京事務所

42 福岡市総合計画 総務企画局  企画調整部 企画課

43 ユニバーサル都市・福岡  総務企画局  企画調整部 企画課

44 福岡市国家戦略特区ホームページ  総務企画局  企画調整部 企画課

45 福岡市統計調査支援地図システム  総務企画局  企画調整部 統計調査課

46 福岡市電子申請 公文書公開請求  総務企画局  行政部  情報公開室

47 文書管理システム 総務企画局  行政部  総務課

48 議会情報システム 総務企画局  行政部  総務課

49 福岡市例規集データベースシステム  総務企画局  行政部  法制課

50 判例検索データベース 総務企画局  行政部  法制課

51 アジア太平洋都市サミットホームページ  総務企画局  国際部  国際連携課

52 健康管理システム 総務企画局  人事部  職員健康課

53 研修管理システム 総務企画局  人事部  人材育成課

54 共済 WEB システム(財形情報提供システム）  総務企画局  人事部  福利厚生課

55 庶務管理システム 総務企画局  人事部  人事課

56 庶務管理システム（臨職・嘱託管理システム）  総務企画局  人事部  人事課

57 人事管理システム 総務企画局  人事部  人事課

58 旅行経路検索ソフト「駅すぱあと」  総務企画局  人事部  労務課

59 市有建築物保全情報システム  財政局  ア セッ トマ ネ

ジ メ ン ト 推 進

部

アセットマネジメ

ント推進課

60 工事成績評定積算システム  財政局  技術監理部 検査課

61 電子納品検査支援ソフト  財政局  技術監理部 技術監理課

62 土木系積算システム 財政局  技術監理部 技術監理課

63 会議室予約システム 財政局  財 産 有 効 活

用部

財産管理課

64 福岡市契約情報ホームページ  財政局  財政部  契約監理課

65 住民税税額試算及び申告書作成システム  財政局  税務部  課税企画課

66 営繕積算システム 財政局  技術監理部 技術監理課

67 福岡市ＷＥＢＧＩＳ（統合型地理情報システム）  財政局  技術監理部 技術企画課

68 庁用車運行管理システム  財政局  財 産 有 効 活

用部

自動車管理事

務所

69 車両整備システム 財政局  財 産 有 効 活

用部

自動車管理事

務所

70 電子調達システム・電子入札システム  財政局  財政部  契約監理課

71 福岡市予算・決算システム  財政局  財政部  財政調整課

72 起債管理システム 財政局  財政部  総務資金課

73 コンビニ収納代行システム  財政局  税務部  納税企画課

74 クレジットカード収納システム  財政局  税務部  納税企画課

75 常駐外税情報照会システム  財政局  税務部  税制課

76 地方税ポータルシステム (電子納税)  財政局  税務部  税制課

77 地方税ポータルシステム (電子申告・年金特徴・国税連携)  財政局  税務部  税制課

78 インターネット公売（ヤフー官公庁オークション）  財政局  税務部  納税企画課

79 福岡市固定資産台帳システム  財政局  財 産 有 効 活

用部

財産活用課

80 公会計ソフトウェア 財政局  財政部  財政調整課
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No. 情報システムの名称
所管部局

局 部 課

81 NPO 法人認証認定データベースシステム  市民局  コミュニティ推

進部

市民公益活動

推進課

82 体育施設入退場管理システム  市民局  スポーツ推進

部

スポーツ振興課

83 福岡市テレワーク 市民局  男 女 共 同 参

画部

男女共同参画

課

84 人権啓発センター図書システム  市民局  人権部  人権啓発センタ

ー

85 福岡市人権啓発センター  市民局  人権部  人権啓発センタ

ー

86 福岡市安全・安心ネットワーク  市民局  生活安全部 生活安全課

87 インターネット消費生活相談システム  市民局  生活安全部 消費生活センタ

ー

88 デジタルサイネージコンテンツ管理システム  市民局  生活安全部 生活安全課

89 コンビニ交付システム（ＩＣカード標準システム）  市民局  総務部  区政課

90 郵送請求システム 市民局  総務部  区政課

91 住居表示台帳システム 市民局  総務部  区政課

92 区役所窓口支援システム  市民局  総務部  区政課

93 ウエルカメラネット 市民局  総務部  区政課

94 証明サービスコーナーシステム  市民局  総務部  区政課

95 戸籍総合システム 市民局  総務部  区政課

96 福岡市男女共同参画推進センター アミカスホームページ  市民局  男 女 共 同 参

画部

事業推進課

97 図書システム 市民局  男 女 共 同 参

画部

事業推進課

98 男女共同参画ホームページ  市民局  男 女 共 同 参

画部

男女共同参画

課

99 福岡市災害対応支援システム  市民局  防災・危機管

理部

防災・危機管理

課

100 福岡市防災気象情報システム  市民局  防災・危機管

理部

防災・危機管理

課

101 福岡市被災者支援システム  市民局  防災・危機管

理部

防災・危機管理

課

102 ふくおか子ども情報 こども未来局   こども部  総務企画課

103 「い～な」ふくおか・子ども週間  こども未来局  こども部  総務企画課

104 母子保健システム こども未来局  こども部  こども発達支援

課

105 児童手当システム こども未来局  こども部  こども家庭課

106 児童扶養手当システム こども未来局  こども部  こども家庭課

107 特別児童扶養手当システム  こども未来局  こども部  こども家庭課

108 児童相談システム こども未来局  こども部  こども家庭課

109 母子寡婦福祉資金貸付金システム  こども未来局  こども部  こども家庭課

110 市立障がい児通園施設利用者負担金システム  こども未来局  こども部  こども発達支援

課

111 特別支援学校放課後等支援事業管理システム  こども未来局  こども部  こども発達支援

課

112 留守家庭子ども会利用料徴収システム  こども未来局  こども部  放課後こども育

成課
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No. 情報システムの名称
所管部局

局 部 課

113 福岡市子ども子育て支援新制度給付管理システム  こども未来局  子 育 て 支 援

部

運営支援課

114 福岡市私立幼稚園就園奨励費・第３子優遇事業管理システ

ム

こども未来局  子 育 て 支 援

部

運営支援課

115 あいれふ施設予約システム  保健福祉局  健康医療部 健康増進課

116 福岡市小児医療情報ネットワークシステム  保健福祉局  健康医療部 地域医療課

117 福岡市の救急医療ホームページ  保健福祉局  健康医療部 地域医療課

118 福岡市健康づくりスポーツサイト  保健福祉局  健康医療部 健康増進課

119 介護給付統計システム 保健福祉局  高齢社会部 介護福祉課

120 国保連伝送システム 保健福祉局  高齢社会部 介護福祉課

121 地域包括支援システム 保健福祉局  高齢社会部 地 域 包 括 ケ ア

推進課

122 介護保険事業所台帳等管理システム  保健福祉局  高齢社会部 高齢者サービス

支援課

123 ショートステイ施設空き状況提供システム  保健福祉局  高齢社会部 高齢者サービス

支援課

124 災害時要援護者台帳管理システム  保健福祉局  高齢社会部 福祉・介護予防

課

125 民生委員・児童委員台帳管理システム  保健福祉局  高齢社会部 福祉・介護予防

課

126 身障者診断書検索システム  保健福祉局  障がい者部  障 がい者更生

相談所

127 更生相談記録台帳検索システム  保健福祉局  障がい者部  障 がい者更生

相談所

128 １５条指定医等管理システム  保健福祉局  障がい者部  障 がい者更生

相談所

129 障害者自立支援法指定事業所管理システム  保健福祉局  障がい者部  障 がい者在宅

支援課

130 わんにゃんよかネット 保健福祉局  生活衛生部 動物愛護管理

センター

131 報償費合算システム 保健福祉局  健康医療部 地域医療課

132 生活衛生情報管理システム  保健福祉局  生活衛生部 食品安全推進

課

133 飼い犬登録システム 保健福祉局  生活衛生部 動物愛護管理

センター

134 臨時福祉給付金等管理システム  保健福祉局  総務部  課長（臨時福祉

給付金担当）

135 国民健康保険・公費医療システム  保健福祉局  総務部  国民健康保険

課

136 福岡市はりきゅう費支給システム  保健福祉局  総務部  国民健康保険

課

137 高額療養費支給システム  保健福祉局  総務部  国民健康保険

課

138 国保総合システム 保健福祉局  総務部  国民健康保険

課

139 福岡市バリアフリーマップ  保健福祉局  総務部  政策推進課

140 災害援護資金等貸付償還管理システム  保健福祉局  総務部  総務課
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No. 情報システムの名称
所管部局

局 部 課

141 博多港引揚資料検索システム（引揚港・博多）  保健福祉局  総務部  総務課

142 生活保護システム 保健福祉局  総務部  保護課

143 生活保護等版レセプト管理システム  保健福祉局  総務部  保護課

144 地域包括ケア情報プラットフォーム ※ 保健福祉局  政策推進部 政策推進課

145 高齢者在宅支援システム  保健福祉局  高齢社会部 介護福祉課

146 福岡市事業系ごみ資源化情報発信サイト  環境局  循 環 型 社 会

推進部

資源循環推進

課

147 計画書・立入情報管理システム  環境局  循 環 型 社 会

推進部

資源循環推進

課

148 保健環境科学情報システム  環境局  保 健 環 境 研

究所

保健環境管理

課

149 生物多様性情報サイト 環境局  環境監理部 環境調整課

150 自動車騒音面的評価システム  環境局  環境監理部 環境保全課

151 熱中症情報ホームページシステム  環境局  環境監理部 環境保全課

152 環境監視システム 環境局  環境監理部 環境保全課

153 福岡式環境 ISO 事業（市民版）  環境局  環境政策部 環境政策課

154 こども環境局 環境局  環境政策部 環境政策課

155 自己搬入ごみ事前受付システム  環境局  施設部  管理課

156 ごみ処理情報ネットワークシステム  環境局  施設部  工場整備課

157 ごみと資源の分け方出し方情報サイト  環境局  循 環 型 社 会

推進部

資源循環推進

課

158 粗大ごみインターネット受付システム  環境局  循 環 型 社 会

推進部

収集管理課

159 環境情報等一元管理システム  環境局  循 環 型 社 会

推進部

収集管理課

160 産業廃棄物処理業者情報処理システム  環境局  循 環 型 社 会

推進部

産業廃棄物指

導課

161 福岡市不法投棄監視カメラシステム  環境局  循 環 型 社 会

推進部

産業廃棄物指

導課

162 福岡市ごみ出し日メール通知サービス  環境局  循 環 型 社 会

推進部

収集管理課

163 福岡市黄砂情報提供システム  環境局  環境監理部 環境保全課

164 福岡市 PM2.5 情報提供システム  環境局  環境監理部 環境保全課

165 福岡アジア美術館美術情報システム  経済観光文化

局

アジア美術館

運営部

運営課

166 福岡アジア美術館ホームページ  経済観光文化

局

アジア美術館

運営部

運営課

167 フクオカ・プサンカフェ 経済観光文化

局

国際経済・コ

ンテンツ部

国際経済課

168 ボートレース福岡人事給与システム  経済観光文化

局

ボートレース

事業部

開催運営課

169 モーターボート競走開催に係る投票系システム  経済観光文化

局

ボートレース

事業部

開催運営課

170 ボートレース福岡ホームページ  経済観光文化

局

ボートレース

事業部

経営企画課

171 Asia-biz Fukuoka ホームページ  経済観光文化

局

創業・立地推

進部

企業誘致課

172 福岡クリエイティブキャンプ  経済観光文化

局

創業・立地推

進部

企業誘致課
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173 福岡市産学連携交流センター  経済観光文化

局

創業・立地推

進部

新産業振興課

174 ロボスクエア 経済観光文化

局

創業・立地推

進部

新産業振興課

175 福岡市の起業・創業応援サイト  経済観光文化

局

創業・立地推

進部

創業・大学連携

課

176 福岡市しごと情報ホームページ  経済観光文化

局

中 小 企 業 振

興部

就労支援課

177 福岡市博物館ホームページ  経済観光文化

局

博 物 館 事 業

管理部

管理課

178 美術館ホームページ 経済観光文化

局

美 術 館 運 営

部

リニューアル事

業課

179 「福岡市の文化財」ホームページ  経済観光文化

局

文化財部  文化財保護課

180 福岡市埋蔵文化財センターホームページ  経済観光文化

局

文化財部  埋蔵文化 財セ

ンター

181 福岡ミュージアム情報（美術館、博物館等）「Ｆｕｋｕｏｋａ Ｍｕｓ

ｅｕｍ Ｉｎｆｏ」

経済観光文化

局

文化振興部 文化振興課

182 福岡競艇場指定席券自動発券機システム  経済観光文化

局

ボートレース

事業部

開催運営課

183 「博物館 e 収蔵庫」システム  経済観光文化

局

博物館  学芸課

184 文化財管理台帳システム  経済観光文化

局

文化財部  文化財保護課

185 収蔵遺物台帳データベース  経済観光文化

局

文化財部  埋蔵文化 財セ

ンター

186 図書管理システム 経済観光文化

局

文化財部  埋蔵文化 財セ

ンター

187 賃金支給システム 経済観光文化

局

文化財部  埋蔵文化財課

188 埋蔵文化財事前審査情報管理システム  経済観光文化

局

文化財部  埋蔵文化財課

189 福岡よる旅 経済観光文化

局

観光コンベン

ション部

観光産業課

190 ふくおかさん家のうまかもんホームページ  農林水産局  総務部  政策企画課

191 福岡市農林水産局（福岡市「農業・林業・水産業・中央卸売市

場」情報サイト）

農林水産局  総務部  総務課

192 食肉市場セリ・情報システム  農林水産局  中 央 卸 売 市

場

市場課

193 鮮魚市場 LAN ネットワーク  農林水産局  中 央 卸 売 市

場

鮮魚市場

194 鮮魚市場 BMS システム 農林水産局  中 央 卸 売 市

場

鮮魚市場

195 鮮魚市場情報システム 農林水産局  中 央 卸 売 市

場

鮮魚市場

196 森林情報管理システム 農林水産局  農林部  森林・林政課

197 農業用施設管理図システム  農林水産局  農林部  農業施設課

198 農業情報システム 農林水産局  総務部  政策企画課
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199 福岡市動物園ホームページ  住宅都市局  みどりのまち

推進部

動物園

200 福岡市植物園ホームページ  住宅都市局  みどりのまち

推進部

植物園

201 霊園管理システム 住宅都市局  みどりのまち

推進部

みどり運営課

202 POSA システム 住宅都市局  みどりのまち

推進部

みどり整備課

203 保存樹管理システム 住宅都市局  みどりのまち

推進部

みどり推進課

204 公園緑地等計画システム  住宅都市局  みどりのまち

推進部

みどり政策課

205 開発行為等台帳管理システム  住宅都市局  建築指導部 開発・建築調整

課

206 建築行政共用データベースシステム  住宅都市局  建築指導部 建築指導課

207 建築行政情報窓口照会システム  住宅都市局  建築指導部 建築指導課

208 建築指導行政情報審査支援システム  住宅都市局  建築指導部 建築指導課

209 指定道路情報管理システム  住宅都市局  建築指導部 建築指導課

210 市営住宅管理電算システム  住宅都市局  住宅部  住宅管理課

211 屋外広告物管理システム・屋外広告業管理システム  住宅都市局  地域まちづく

り推進部

都市景観室

212 福岡市交通量調査集計 住宅都市局  都市計画部 交通計画課

213 都市計画情報案内システム  住宅都市局  都市計画部 都市計画課

214 都市計画閲覧システム 住宅都市局  都市計画部 都市計画課

215 都市計画情報システム（内部系）  住宅都市局  都市計画部 都市計画課

216 下水道施設機器台帳システム  道路下水道局 下 水 道 施 設

部

施設管理課

217 下水道水質管理システム  道路下水道局 下 水 道 施 設

部

水質管理課

218 下水道施設管理システム  道路下水道局 管理部  下水道管理課

219 舗装維持管理システム 道路下水道局 管理部  道路維持課

220 陳情兼パトロール受付システム  道路下水道局 管理部  道路維持課

221 道路維持管理システム 道路下水道局 管理部  道路維持課

222 防犯灯補助金管理システム  道路下水道局 管理部  道路維持課

223 放置自転車管理システム  道路下水道局 管理部  自転車課

224 福岡市道路一般占用物件管理システム  道路下水道局 管理部  路政課

225 道路管理システム 道路下水道局 管理部  路政課

226 道路台帳管理システム 道路下水道局 管理部  路政課

227 福岡市河川水位観測システム  道路下水道局 計画部  河川計画課

228 下水道工事台帳システム  道路下水道局 計画部  下水道事業調

整課

229 開発協議図書等管理システム  道路下水道局 計画部  計画調整課

230 道路整備予算執行管理システム  道路下水道局 建設部  建設推進課

231 下水道料金総合情報システム  道路下水道局 総務部  下水道料金課

232 クレジットカード（福岡市下水道事業収納金）  道路下水道局 総務部  下水道料金課

233 下水道事業固定資産台帳システム  道路下水道局 総務部  経理課

234 下水道事業財務会計システム  道路下水道局 総務部  経理課

235 企業債管理システム 道路下水道局 総務部  経理課

236 予算管理システム 道路下水道局 総務部  道路計画課
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237 附置義務台帳システム 道路下水道局 管理部  駐車場施設課

238 橋梁及び大規模施設アセットマネジメントシステム  道路下水道局 管理部  道路維持課

239 博多港 HP 港湾空港局  総務部  総務企画課

240 福岡アイランドシティホームページ  港湾空港局  アイランドシテ

ィ事業部

事業管理課

241 博多港港湾施設管理台帳システム  港湾空港局  総務部  理財課

242 博多港物流 IT システム 港湾空港局  港湾振興部 物流推進課

243 博多港港湾情報システム  港湾空港局  総務部  総務企画課

244 城南区キッズページ 城南区  総務部  生涯学習推進

課

245 情報ディスプレイ

(行政情報及び広告放映モニター)

城南区  総務部  生涯学習推進

課

246 城南区子育てにっこりんメール  城南区  保健福祉セン

ター

健康課

247 早良区 彩食健美の玉手箱  早良区  総務部  企画課

248 西区公民館利用状況集計システム  西区  総務部  地域支援課

249 指令管制情報システム 消防局  情報指令部 情報管理課

250 予約管理システム 消防局  防災センター 防災センター事

業推進課

251 応急手当市民サポーター管理システム  消防局  警防部  救急課

252 指揮支援システム 消防局  警防部  警防課

253 消防団分団区管理システム  消防局  警防部  消防団課

254 消防団業務管理システム  消防局  警防部  消防団課

255 被服管理システム 消防局  総務部  職員課

256 福岡市消防局ホームページ  消防局  総務部  総務課

257 消防局予防業務管理システム  消防局  予防部  査察課

258 福岡市学校 USB キー・サーバ連携システム  教育委員会  総務部  総務課

259 資産管理システム 教育委員会  総務部  総務課

260 福岡市総合図書館ホームページ  教育委員会  総合図書館 運営課

261 教職員給与システム 教育委員会  総務部  給与課

262 奨学金返還システム 教育委員会  総務部  人権・同和教育

課

263 学校徴収金管理システム  教育委員会  教育支援部 学務支援課

264 教育情報ネットワークシステム  教育委員会  教育センター 管理課

265 市立高校欠席受付管理システム  教育委員会  教育環境部 教育環境課

266 学校施設開放事業管理システム  教育委員会  教育環境部 教育環境課

267 学校予算編成システム 教育委員会  教育支援部 学務支援課

268 校務支援システム ※ 教育委員会  教育支援部 総務課

269 給食献立発注システム 教育委員会  教育支援部 給食運営課

270 アレルギー対応食・二次加工食システム  教育委員会  教育支援部 給食運営課

271 就学援助システム 教育委員会  教育支援部 教育支援課

272 学校給食費管理システム  教育委員会  教育支援部 健康教育課

273 給食管理システム 教育委員会  教育支援部 健康教育課

274 食材発注システム 教育委員会  教育支援部 健康教育課

275 児童生徒管理システム 教育委員会  教育支援部 健康教育課

276 住基連携システム 教育委員会  教育支援部 健康教育課

277 まなびアイふくおか 教育委員会  教育支援部 生涯学習課

278 就学相談システム 教育委員会  指導部  発達教育センタ

ー
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279 福岡市総合図書館映像ホール・シネラ ホームページ  教育委員会  総合図書館 映像資料課

280 総合図書館業務システム  教育委員会  総合図書館 運営課

281 教職員人事給与システム  教育委員会  総務部  教職員課

282 WEB サーバ（総合オンラインシステム）  教育委員会  総務部  教職員課

283 選考試験システム 教育委員会  総務部  職員課

284 調理員管理システム 教育委員会  総務部  職員課

285 福岡市選挙管理委員会ホームページ  選挙管理委員

会

  選挙課

286 期日前／不在者投票システム  選挙管理委員

会

  選挙課

287 選挙人名簿対照事務のバーコードシステム化  選挙管理委員

会

  選挙課

288 選挙システム（選挙人名簿調製システム）  選挙管理委員

会

  選挙課

289 当日投票受付システム 選挙管理委員

会

  選挙課

290 選挙管理委員会事務局ホームページ(若者向けホームペー

ジ)

選挙管理委員

会

  選挙課

291 選挙管理委員会ホームページ(子ども向けホームページ)  選挙管理委員

会

  選挙課

292 職員採用試験システム 人事委員会    任用課

293 行政手続きオンライン化 人事委員会    任用課

294 福岡市議会図書室蔵書情報検索システム  議会事務局    調査法制課

295 会議録等検索システム 議会事務局    議事課

296 福岡市議会ホームページ  議会事務局    調査法制課

297 配水管網解析支援システム 水道局 計画部 計画課

298 水質データ電算処理システム 水道局 浄水部 水道水質センタ

ー

299 水道施設設備データベースシステム 水道局 浄水部 設備課

300 水源情報オンラインシステム 水道局 浄水部 水管理課

301 ダム貯水状況リアルタイム表示システム 水道局 浄水部 水管理課

302 取水管理システム 水道局 浄水部 水管理課

303 連続水質監視システム 水道局 浄水部 水管理課

304 水道料金システム、給水装置受付調定システム 水道局 総務部 営業企画課

305 検針システム 水道局 総務部 営業企画課

306 メーター管理システム 水道局 総務部 営業企画課

307 転居清算システム 水道局 総務部 営業企画課

308 総合電話受付システム 水道局 総務部 営業企画課

309 通水システム 水道局 総務部 営業企画課

310 水道局情報系基盤システム 水道局 総務部 営業企画課

311 財務系システム 水道局 総務部 経理課

312 水道管路情報管理システム 水道局 配水部 事業調整課

313 福岡市貯水槽水道管理台帳システム 水道局 配水部 節水推進課

314 水道水源かん養林管理システム 水道局 計画部 流域連携課

315 配水調整システム 水道局 浄水部 水管理課

316 電力監視システム 水道局 浄水部 水管理課

317 ＪＣＩＳ検索システム 水道局 総務部 契約課

318 起債管理システム 水道局 総務部 経理課

319 水道局デジタルサイネージ 水道局 総務部 総務課
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No. 情報システムの名称
所管部局

局 部 課

320 出退表示システム 水道局 総務部 経理課

321 勤務管理システム 交通局 運輸部 姪浜乗務事務

所

322 営繕積算システム RIBC2 交通局 施設部 施設課

323 ID 管理システム 交通局 施設部 電気課

324 駅務情報サーバ 交通局 施設部 電気課

325 交通局ネットワークシステム 交通局 施設部 電気課

326 遺失物管理システム 交通局 施設部 電気課

327 運行情報提供システム（ちかまるナビ） 交通局 施設部 電気課

328 事務管理システム 交通局 総務部 営業課

329 交通局ホームページ 交通局 総務部 営業課

330 SUBWAY  DIET ホームページ 交通局 総務部 経営企画課

331 運行管理システム 交通局 施設部 電気課

【意見8】 ICT コストの把握について

ICT 戦略課は、全庁的な情報システムをとりまとめ、毎年度のコストを含めたリスト化を行って

いるが、リストにはそれぞれの情報システムに関する当初の開発費用等情報が入力されておら

ず、ICT コストの網羅的な把握が行われていない。

システム刷新計画では、ICT ガバナンス強化のための取組項目の一つに、「ICT コストの見え

る化」を掲げ、コストの適正配分と削減による ICT 資産適正化を実現するものとして、以下の４つ

の具体的な施策を実施するものとしている。

・システムを棚卸し、全庁システム資産管理を統一的に行う

・システム別、費目別に ICT コストについて把握を可能とする

・ICT コストの構造の特徴と課題について分析可能とする

・ICT コストの配分 適化を実現させる

（改善提案）

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することを検討されたい。



59

＜ICT 資産の適正化イメージ＞

（出典：福岡市システム刷新計画）

【意見9】 システムの利用状況の一元的な管理について

ICT 戦略課では、庁内全ての情報システムについて利用者の利用状況が管理できていない。

したがって、システムがどの程度利用され、また、行政サービスや業務の効率化等に貢献してい

るか把握できず、情報システムの有効性が判断できない。

（改善提案）

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）
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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、ICT コストの削減、

業務・システム 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。
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情報セキュリティに関する対策

市は、総務企画局長を情報セキュリティ 高責任者に置く、情報セキュリティ管理体制を整

備している。

＜組織図＞

（出典：監査人が作成）

また、市は、情報セキュリティに関連する規定を設けるとともに、職員への研修実施、及び情

報セキュリティ監査の実施等により、全庁的に情報セキュリティの向上を図っている。

＜情報セキュリティに関する規程等＞

・福岡市情報セキュリティに関する規則

・福岡市情報セキュリティ共通実施手順

・福岡市情報セキュリティ監査実施要綱

＜情報セキュリティに関する研修等実施状況＞

・平成２８年度全職員対象 e-ラーニング（特定個人情報） 平成 28 年７月～29 年２月

・平成２８年度新任課長研修（情報資産の適正管理）   平成 28 年４月

・平成２８年度新規採用職員研修（情報セキュリティ）  平成 28 年４月

・平成２８年度標的型攻撃メール訓練     平成 29 年１月

・注意喚起のための各所属長宛 ICT 戦略課長通知

個人情報及び情報資産の適正な取り扱いについて    平成 28 年４月

個人情報及び情報資産の取扱いを伴う委託契約等について 平成 29 年３月

平成 28 年度における職員の e ラーニング教材による情報セキュリティ研修の受講結果は

94.4％であり、高い割合で受講が行われている。100%の受講割合を目指して引き続き実施す

べきである。その他、新任課長研修、新規採用職員研修などが実施されている。
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＜情報セキュリティ監査の実施状況＞

市は、3 年を 1 期間として情報セキュリティ監査中期計画を策定し、情報システムの重

要度に応じて、外部専門家による外部監査、総務企画局 ICT 戦略課の職員が担当する

内部監査を実施するとともに、監査対象外の情報システムを対象として自己点検を行っ

ている。

（監査対象）

第 2 条 監査は、福岡市情報セキュリティに関する規則に定める局等が所管するネッ

トワークや情報システムの情報セキュリティ対策を対象に実施する。

（監査の種類）

第 3 条 監査は、外部の専門家が行う外部監査又は本市職員が行う内部監査により

実施する。

（出典：福岡市情報セキュリティ監査実施要綱）

平成 28 年度が対象となる「福岡市情報セキュリティ監査中期計画（平成 27 年度から平

成 29 年度を対象）」では、情報セキュリティ対策上の課題とその改善策を見出し、確実に改

善を進めることにより、本市のネットワーク及び情報システムに係る情報セキュリティレベル

の底上げを図ることを実施目標として、監査の実施方針及び実施方法を定めている。

① 実施方針

情報システムの取り扱う情報資産（※1）の「機密性」「完全性」「可用性」（※2）を評価

することにより、システムの重要度を A、B、C1、C2 の４つに分類し、重要度に応じた監

査方法を実施する方針となっている。

ア．「重要度 A」に分類されるシステム

情報セキュリティ上極めて重要な情報システム等である。

当計画期間中に少なくても１回は「外部監査」を実施する。

※平成２４年度～平成２６年度において外部監査及び内部監査を受けた情

報システム等を除く。

イ．「重要度 B」に分類されるシステム

情報セキュリティ上重要な情報システム等である。

当計画期間中に少なくても１回は「内部監査」を実施する。

※平成２４年度～平成２６年度において外部監査及び内部監査を受けた情

報システム等を除く。）

ウ．「重要度 C」に分類されるシステム

「重要度 A」及び「重要度 B」以外のシステム等であり、その中でも重要度の高い

情報システムが「重要度 C1」に分類され、それ以外を「重要度 C2」に分類される。

「重要度 C1」については、当計画期間中、毎年度「自己点検」を実施する。

「重要度 C2」については、当計画期間中、毎年度確認シートを配布する。
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※1 情報資産とは、企業や組織などで保有している情報全般のことをいう。個人情報等

の情報自体に加えて、それらを記載したファイルや電子メールなどのデータ、データ

が保存されているパソコンやサーバなどのコンピュータ、USB メモリなどの記憶媒体、

そして紙の資料も情報資産に含まれる。

※2 機密性：機密性とは、許可された者だけが情報にアクセスできるようにすることをい

う。

完全性：情報及び処理方法が正確であること、及び、完全であることを保証すること

をいう。

可用性：許可された利用者が、必要なときに情報及び関連する資産にアクセスでき

ることを確実にすることをいう。

②実施方法

①実施方針に規定した実施方法の内容は、以下のとおりである。外部監査の対象とな

った情報システムについては市職員によるフォローアップ監査が実施される。

ア．外部監査

外部委託業者（経済産業省「情報セキュリティ監査企業台帳」に掲載された事業

者）等の外部専門家が実施する監査

イ．内部監査

市職員（総務企画局 ICT 戦略室 ICT 戦略課等の職員）が実施する監査

ウ．自己点検

各ネットワーク、情報システムの担当者が「情報セキュリティ自己点検シート」に基

づき実施する点検

エ．確認シート

各ネットワーク、情報システムの担当者が「確認シート」に基づき実施する確認

オ．フォローアップ監査

市職員（総務企画局 ICT 戦略室 ICT 戦略課等の職員）が実施する外部監査結

果のフォローアップ
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「（１）福岡市情報セキュリティ監査中期計画」に基づき、監査対象、実施時期、監査方法等の

年度計画が策定されている。

＜監査対象情報システム＞

 ・外部監査  ３件

 ・内部監査  ８件

 ・フォローアップ監査 １件

また、監査結果について、「指摘事項改善計画書」が作成されており、監査の指摘事項に対

する、各情報システム担当課による改善計画が記載されて、改善が進められている。

【指摘事項 1】個別実施手順の未作成について

「福岡市情報セキュリティ共通実施手順」によると、同手順に定めるもの以外に、所管する情

報システムごとに行うべき情報セキュリティ対策の詳細な手続や様式等を個別に策定した手順

書（以下「個別実施手順」という。）を作成することとなっている。

しかしながら、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システム見受けられた。また、２シ

ステムについては、「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。

＜個別実施手順が未作成となっていたシステム＞

情報システムの名称 局 部 課

学校徴収金管理システム 教育委員会 教育支援部  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）

教育委員会 教育支援部  健康教育課

勤務管理システム  交通局  運輸部  姪浜乗務事務所

＜「個別実施手順」が実地監査実施時にその所在が明らかにならなかったシステム＞

情報システムの名称 局 部 課

鮮魚市場情報システム  農林水産局 中央卸売市場 鮮魚市場

農業情報システム  農林水産局 総務部  政策企画課

「個別実施手順」は、情報資産を適切に保護することを目的として、情報資産の管理体制を

明確にするとともに、情報資産が毀損する脅威を、物理的セキュリティ、人的セキュリティ、技術

的セキュリティの 3 つに分類し、それぞれへの対応について具体的な方法を示すものである。
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当該手順が整備されていない場合には、情報資産が毀損する脅威を未然に防ぐための対応

が明らかにならず、また、脅威が発生した場合には、適時・適切な対応を行うことができず、情報

資産の毀損被害が拡大する可能性が高まる。

今回、市が平成 24 年から 28 年度に実施した情報セキュリティ監査の実施状況を下記の資料

に基づき確認したところ、監査は内部監査、外部監査（業者への委託）、業務担当課による自主

点検が実施され、フォローアップ項目毎に毎期監査結果等がまとめられており、監査結果に対

するフォローアップの計画が記載されていることを確認した。

ただし、上記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。

（確認した資料）

 ・福岡市情報セキュリティ監査実施要綱

 ・情報セキュリティ監査中期計画（H24-26）

 ・情報セキュリティ監査中期計画（H27-29）

 ・H24～28 年度情報セキュリティ監査計画及び実績

（是正の方向性）

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被害を 小限

に抑えることができるよう、上記 3 システム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。

＜参考＞

(情報資産の管理)

第 16 条 情報セキュリティ管理者は、所管する局等の情報資産について、この規則及

び共通実施手順に従い適正な管理を行うよう、当該局等の職員等を指導

し、及び監督しなければならない。

2 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、

共通実施手順に従い所管する情報資産に応じた当該情報資産の管理の

具体的な方法を定め、当該方法に従い情報セキュリティ対策を実施しなけ

ればならない。

（出典：福岡市情報セキュリティに関する規則）
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ICT‐BCP（業務継続計画）

平常時に提供している行政サービスが地震等の災害により停止した場合、住民生活や経済活動

に多大な影響を及ぼす。また、自治体は自らが被害を受けた場合でも、救助・救援活動を行う必要

がある。情報システムは様々な行政サービスで活用されており、情報システムが災害等により被害を

受けた場合でも、できるだけ早急に復旧させることは肝要である。

国から、平成 20 年 8 月に「地方公共団体における ICT 部門の業務継続計画（BCP）策定に関す

るガイドライン」が公表され全国の自治体で取り組まれている。

＜ICT‐BCP の策定団体数及び策定率の推移（市区町村）＞

（出典：総務省 地方自治情報管理概要（平成 29 年 3 月））

なお、当ガイドラインでは、自治体における情報システム・ネットワーク等に関する統括管理部門に

向けたものであり、取り組むべき姿として以下の 8 項目が掲げられている。

① 低限のバックアップの実施

② ICT 部門としての緊急時対応体制の検討

③ 災害時の行動を指揮できる管理者の育成

④ 外部事業者との連携・協力関係の構築

⑤ 情報通信機器の固定措置の実施

⑥ 地方公共団体間の協力関係の構築

⑦ 既存マネジメントとの整合

⑧ 遠隔地で運用しているサービスの利用
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市は、ホストコンピュータ（※）を対象範囲とした「福岡市情報システム業務継続計画（ホスト

コンピュータ）」を策定している。ここでは、災害などによる情報システム停止に備え、ホストコン

ピュータ上で稼働する業務システムの優先度設定、被害想定とリスク分析を踏まえた対策が検

討され、行動計画が示されている。

＜市の ICT-BCP の全体像＞

（出典：福岡市情報システム業務継続計画（ホストコンピュータ））

※ホストコンピュータ（大型汎用機）とは、大型のコンピュータシステムのことをいう。専用のハ

ードウェアとソフトウェアを一体的に開発するために、メーカー独自の仕様になる場合が多

く高額になりやすい。

庁舎の老朽化に伴い耐震強度や供給電源の確保等、情報システムの安定的な運用のリスク

を回避するため、外部データセンター（※）の活用を開始している。

※データセンターとは、顧客のサーバを預り、又は顧客にサーバを貸し、インターネットへの接

続回線や保守・運用サービスなどを提供する施設のことをいう。
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標準化・知識共有・人材育成

市は、「福岡市情報化推進プラン（平成 25 年 6 月）」や「福岡市システム刷新計画（平成 27

年 3 月）」の中で、高度 ICT 人材育成について、今後の ICT の利活用を検討・推進するうえで、

短期的・長期的な視点での人材のあり方について検討するものとしている。

【意見10】 ICT ガバナンスを担当する人員について

現在、ICT ガバナンスを所管する ICT 戦略課で ICT ガバナンスを担当する職員は課長他３

名である。市の 300 を超えるシステムについて、当人員にて情報セキュリティ対策を含めた ICT

ガバナンスの強化を図り、情報システムの安定的な運用を維持していくことに懸念がある。

（改善提案）

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 ICT 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。
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ICT の適正化に向けた取り組みについて

市では、これまで、ICT コストの削減に向けた取り組みを継続して実施しており、当該取組を

もとにこれまで述べてきた各種制度設計や運用が行われている。

（オープン系システムへの移行）

市は大型汎用機を利用した大型汎用機系システムを見直し、標準化された技術やサーバ

によるオープン化を行うことにより、柔軟なシステム構造とコスト削減に取り組んでいる。

（ホスト系ネットワークに対するコスト削減の取組）

市は情報系及び業務系の両ネットワークについて、機器更新等を契機に、必要とされる要

件に応じた拡張を都度実施している。平成 19 年度から平成 22 年度にかけては、それまで

の物理的分割していた両ネットワークに対して、論理分割機能導入による機器統合及び回

線統合を推進し、セキュリティを確保した上での経費削減と運用効率化を実現している。

（自治体クラウド等への対応）

市は政令指定都市であることから、他自治体にない特殊性もあり、国が推進する「自治体ク

ラウドの推進」については、以下の理由等により対応が難しいシステムも存在すると考えてい

る。

・市の行政区の管理区分が「区制」となっており、市においては 7 区が設置されている。

・政令市向けに特化したパッケージソフトウェアは少ないことから、一般自治体向けのソフト

ウェアをベースにカスタマイズもしくはアドオンが必要となり、コストがかさむ可能性がある。
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【意見11】 コスト削減の取組と行政サービスについて

これまで、市はメインフレームからオープン系への移行を進め、ハードウェアに係る経費

の削減及び汎用化に伴うソフトウェア経費の削減に取り組んできた。これはハードウェアの

汎用化によってオペレーティングシステム（OS）やアドオンされたミドルウェアの汎用性が高

まることから、より競争性が高まることでコスト削減に寄与すると考えられるためである。市は

引き続きオープン化への取組を進めるべきである。

一方でミドルウェアについては、まずはパッケージソフトウェアをベースに調達がなされる

こととなるが、この調達に際しては、新システムの導入に伴って業務担当課で実施してきた

業務プロセスの改善が求められるケースもあるし、昨今の技術の進展によってパッケージソ

フトウェアにアドオンする RPA の導入などによって、職員がこれまで手作業で実施してきた

作業の自動化が従前に比して比較的容易に導入可能な状況となっている。

今後は、職員の手作業に係るコストも含めシステム化や RPA による代替化などの検討を

進められたい。

なお、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。例えば、ハードウェア等でのクラウド（共同）利用、災害管理等テーマでの共同利

用クラウド等があげられる。

また、コスト削減の取組と並行して、サービスレベル維持の観点からは「福岡市システム

刷新計画」において方向性が示されているＳＬＡ（Service Level Agreement）を既存システ

ムにまで拡げて展開する必要があると考える。

今後は、既存システムについても利用者目線から開発業者が提示する見積もりの妥当

性と年度が終了した時点で当該年度に運用された結果を判断する事後査定を適切に行う

ことが出来る十分な体制を庁内で構築することが重要と考えられる。

（改善提案）

既存システムを所管する各業務担当課は職員の手作業に係るコストも含めシステム化

やRPA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 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。
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市の「福岡市情報化推進プラン」によれば、基本理念として ICT の利活用によるオープンな、

そしてスマートな市を目指し、以下の 3 つの目標を示している。

＜基本目標１＞ 効率的な行政運営の推進

＜基本目標２＞ シームレスな（継ぎ目ない）行政サービスの拡充

＜基本目標３＞ ＩＣＴで育む暮らしやすいまちづくり

また、「福岡市システム刷新計画」では「行財政改革プラン」（平成 25 年 6 月策定）で示され

た「ICT 戦略に係る基本的な考え方」及び「福岡市情報化推進プラン」（平成 25 年 6 月策定）

の基本理念に基づき、システム資産を刷新することで、誰でも、いつでも、どこでも公共サービ

スが受けられる社会の実現に向けて、 先端の行政サービスの提供を可能とするシステム基

盤を構築することを目的としている。

（福岡市システム刷新計画の概要）

目的
誰でも、いつでも、どこでも 先端の公共サービスが受けられる都市機能の

実現

実施内容

業務プロセスの見直し

•基幹系の業務の棚卸し、業務の標準化、簡素化

•電子手続きの推進

システムの刷新

•基幹系システムのオープン化

•機器・機能の共通化（共通基盤構築）

ICT ガバナンスの強化

実現項目

市民サービスの向上

•区役所待ち（所要）時間の短縮

•手続きの簡素化

業務の効率化

•庁内システム間をリアルタイムで連携

•マイナンバーの利用範囲拡大

経費削減
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今回の監査の対象とした下記のシステムについては、「福岡市システム刷新計画」に従っ

て取組が進められ、更新のタイミングにあわせて順次業務プロセスの見直しや、下記の「シス

テム方式」に記載したとおり、Webシステム化もしくはクライアント/サーバ方式化によってオー

プン化、機器・機能の共通化の取組など、業務の効率化も含めた検討が進められている。

（監査の対象としたシステム方式）

  情報システム名 システム方式

1 財務会計システム・庶務管理システム Web システム

2 情報系・業務系ネットワーク -

3 共用サーバ -

4 共用 Web サーバ Web システム

5 文書管理システム Web システム

6 土木系積算システム クライアント/サーバ

7 予算・決算システム Web システム

8 福岡市災害対応支援システム Web システム

9 母子保健システム Web システム

10 児童扶養手当システム Web システム

11
福岡市子ども子育て支援新制度給付管理シス

テム
Web システム

12 国民健康保険・公費医療システム クライアント/サーバ

13 下水道料金総合情報システム クライアント/サーバ

14 下水道事業財務会計システム クライアント/サーバ

15 博多港港湾情報システム クライアント/サーバ

16 教職員給与システム Web システム

17 校務支援システム Web システム

18 児童生徒管理システム Web システム、クライアント/サーバ

19 総合図書館業務システム Web システム

20 期日前／不在者投票システム クライアント/サーバ

一方、市民の納得と共感の数値目標に対する指標のうち、「市の行政は信頼できると思っ

ている市民の割合」は平成 24 年度当初値 55.1％から平成 28 年度直近値 71.7%に上昇して

いる（※）が、このうち、市民サービスに対する ICT 投資効果の検証については、分析が実施

されておらず、今後の大きな課題であると考えられる。【意見 1】に記載したような他都市との

ベンチマークやコスト削減手法についての情報収集、市民や職員等システム利用者からの

ICT を活用したサービスに対する利用者評価等を通じて検証する仕組みの構築が望まれる。

※行政運営プラン（平成 29 年 6 月 福岡市）より
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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

個別情報システムの監査対象の選定について

今回の監査では 331 の情報システムの中から、 終的に 20 の情報システムについて、シス

テムの開発から運用に至るまでの一連の手続き等、詳細な監査を実施した。

＜監査対象とした情報システムの選定過程＞

① まずは、各情報システムの金額規模により監査対象となる情報システムを抽出するために

システム毎の整備・運用コストの情報を依頼した。しかし、ＩＣＴ戦略課より入手した情報シ

ステムリストには、毎年度の ICT コストの情報はあったものの、導入当初からのコストや情

報システムの概要までは含まれていなかったため、情報システムの名称から以下の基準

で 80 件のシステムを抽出した。（ICT 戦略課において、それぞれの情報システムに関す

る開発費用等が把握されておらず、市全体の ICT コストの網羅的な把握が行われていな

いことは改善すべき事項であると判断し、改善提案を含めて【意見 8】を提示している）。

(1)ICT ガバナンス

・全庁的な情報システムの企画・管理体制の合理性・有効性

・ICT ガバナンス推進のための人材育成

(2)情報システムの利活用

・情報システムの導入にかかる効果検証（住民サービスの向上、業務効率化、コスト

削減等）

・情報システムに関する他自治体との連携

(3)業務・システムの継続性

・システム障害時の継続性

・セキュリティ事故時の継続性

・災害時の継続性

さらに詳細手続を行う情報システムを選定する目的で、選定した 80 システムについて

以下の関連資料を依頼した。
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＜ICT ガバナンスに関する資料＞

１）システムに係る下記の資料

・開発関連資料

・契約関連資料

・運用関連資料

・管理関連資料

＜情報システムの利活用に関する資料を利用している事業に関する資料＞

１）情報システムの導入目的、システム概要および導入効果検証等の資料

２）情報システムに関する他自治体との連携検討資料

＜業務・システムの継続性に関する資料＞

１）システム障害、セキュリティ事故及び災害発生時に対応するための規程及びル

ール等（「福岡市セキュリティポリシー」は除く）

２）システム障害、セキュリティ事故及び災害発生時における教育・訓練実施関連

資料

② ①により選定された情報システムに関する資料閲覧、内容の検討の上、同様の監査の

視点から詳細手続を行う 20 情報システムを選定。（下記＜選定過程①により抽出した情

報システムの一覧＞では○が 22 システムに付いているが、以下のように同じ調達により

開発されているシステムを一つのシステムとしているため、結果として 20 システムを選定

した）

※1 財務会計システムと庶務管理システムは、同じ調達により開発されているため、

以下「財務会計システム・庶務管理システム」としている。

※2 情報系ネットワークと業務系ネットワークは、同じ調達により開発されているため、

以下「情報系・業務系ネットワーク」としている。

※3 ※1 及び※2 の結果、本項で 20 システムに関して、監査の実施内容、結果等に

ついて述べている。

＜選定過程①により抽出した情報システムの一覧＞

情報システムの名称 局 部 課
選定過程
②で抽出

財務会計システム  会計室 会計管理課  〇

電子申請システム  総務企画局  ＩＣＴ戦略室  情報システム課

情報系ネットワ－ク  総務企画局  ＩＣＴ戦略室  情報システム課  〇

業務系ネットワ－ク  総務企画局  ＩＣＴ戦略室  情報システム課  〇

共用サーバ  総務企画局  ＩＣＴ戦略室  情報システム課  〇

共用 Web サーバ  総務企画局  ＩＣＴ戦略室  情報システム課  〇

ホスト系情報システム(人事給与システム)  総務企画局  ＩＣＴ戦略室  情報システム課

ホスト系情報システム(国民年金システム)  総務企画局  ＩＣＴ戦略室  情報システム課

ホスト系情報システム(公費医療システム)  総務企画局  ＩＣＴ戦略室  情報システム課

福祉総合システム  総務企画局  ＩＣＴ戦略室  情報システム課
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情報システムの名称 局 部 課
選定過程
②で抽出

公共施設案内・予約システム  総務企画局  ＩＣＴ戦略室  情報システム課

文書管理システム  総務企画局  行政部  総務課  〇

庶務管理システム  総務企画局  人事部  人事課  〇

庶務管理システム（臨職・嘱託管理システム） 総務企画局  人事部  人事課

人事管理システム  総務企画局  人事部  人事課

土木系積算システム  財政局  技術監理部  技術監理課  〇

電子調達システム・電子入札システム  財政局  財政部  契約監理課

福岡市予算・決算システム  財政局  財政部  財政調整課  〇

コンビニ収納代行システム  財政局  税務部  納税企画課

クレジットカード収納システム  財政局  税務部  納税企画課

地方税ポータルシステム
(電子納税)

財政局  税務部  税制課

地方税ポータルシステム
(電子申告・年金特徴・国税連携)

財政局  税務部  税制課

公会計ソフトウェア  財政局  財政部  財政調整課

体育施設入退場管理システム  市民局
スポーツ推進
部

スポーツ振興課

証明サービスコーナーシステム  市民局  総務部  区政課

戸籍総合システム  市民局  総務部  区政課

福岡市災害対応支援システム  市民局
防災・危機管
理部

防災・危機管理課  〇

福岡市防災気象情報システム  市民局
防災・危機管
理部

防災・危機管理課

福岡市被災者支援システム  市民局
防災・危機管
理部

防災・危機管理課

母子保健システム  こども未来局 こども部  こども発達支援課  〇

児童手当システム  こども未来局 こども部  こども家庭課

児童扶養手当システム  こども未来局 こども部  こども家庭課  〇

特別児童扶養手当システム  こども未来局 こども部  こども家庭課

母子寡婦福祉資金貸付金システム  こども未来局 こども部  こども家庭課

福岡市子ども子育て支援新制度給付管理シス
テム

こども未来局 子育て支援部 運営支援課  〇

福岡市私立幼稚園就園奨励費・第３子優遇事
業管理システム

こども未来局 子育て支援部 運営支援課

福岡市小児医療情報ネットワークシステム  保健福祉局  健康医療部  地域医療課

地域包括支援システム  保健福祉局  高齢社会部  地域包括ケア推進課

臨時福祉給付金等管理システム  保健福祉局  総務部
課長（臨時福祉給付
金担当）

国民健康保険・公費医療システム  保健福祉局  総務部  国民健康保険課  〇

高額療養費支給システム  保健福祉局  総務部  国民健康保険課

国保総合システム  保健福祉局  総務部  国民健康保険課

生活保護システム  保健福祉局  総務部  保護課

生活保護等版レセプト管理システム  保健福祉局  総務部  保護課

地域包括ケア情報プラットフォーム  保健福祉局  政策推進部 政策推進課

ボートレース福岡人事給与システム
経済観光文
化局

ボートレース
事業部

開催運営課

賃金支給システム
経済観光文
化局

文化財部  埋蔵文化財課

鮮魚市場情報システム  農林水産局
中央卸売市
場

鮮魚市場

農業情報システム  農林水産局  総務部  政策企画課

下水道施設機器台帳システム
道路下水道
局

下水道施設
部

施設管理課

下水道施設管理システム
道路下水道
局

管理部  下水道管理課
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情報システムの名称 局 部 課
選定過程
②で抽出

道路維持管理システム
道路下水道
局

管理部  道路維持課

道路管理システム
道路下水道
局

管理部  路政課

下水道料金総合情報システム
道路下水道
局

総務部  下水道料金課  〇

クレジットカード（福岡市下水道事業収納金）
道路下水道
局

総務部  下水道料金課

下水道事業財務会計システム
道路下水道
局

総務部  経理課  〇

橋梁及び大規模施設アセットマネジメントシス
テム

道路下水道
局

管理部  道路維持課

博多港物流 IT システム  港湾空港局  港湾振興部  物流推進課

博多港港湾情報システム  港湾空港局  総務部  総務企画課  〇

指令管制情報システム  消防局  情報指令部  情報管理課

指揮支援システム  消防局  警防部  警防課

資産管理システム  教育委員会  総務部  総務課

教職員給与システム 教育委員会  総務部  給与課 〇

奨学金返還システム  教育委員会  総務部  人権・同和教育課

学校徴収金管理システム  教育委員会  教育支援部  学務支援課

教育情報ネットワークシステム  教育委員会  教育センター 管理課

校務支援システム  教育委員会  総務部  総務課  〇

給食献立発注システム  教育委員会  教育支援部  給食運営課

児童生徒管理システム  教育委員会  教育支援部  健康教育課  〇

総合図書館業務システム  教育委員会  総合図書館  運営課  〇

教職員人事給与システム 教育委員会  総務部  教職員課

期日前／不在者投票システム
選挙管理委
員会

  選挙課  〇

水道料金システム、給水装置受付調定システ
ム

水道局  総務部  営業企画課

検針システム  水道局  総務部  営業企画課

水道局情報系基盤システム  水道局  総務部  営業企画課

水道管路情報管理システム  水道局  配水部  事業調整課

勤務管理システム  交通局  運輸部  姪浜乗務事務所

ID 管理システム  交通局  施設部  電気課

交通局ネットワークシステム  交通局  施設部  電気課

運行管理システム  交通局  施設部  電気課

＜選定過程②で抽出した情報システムに実施した手続＞

選定過程②で選定した情報システムについては、以下の様式により資料請求依頼をするとと

もに、監査の視点を踏まえて関係書類の状況を踏まえて監査を実施した。
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（追加依頼様式：監査人作成）

■追加依頼資料一覧

No. 資料概要
対象事業

（提出頂いた情報システム計画書
の対象となった調達）

提出有無 「無し」の理由

1
情報システム審査委員会の審査結果と審査結果を反映した証跡の資料

開発（再構築）

2
システム調達方式（公募型プロポーザル、総合評価方式等）を決定した根拠資料 開発・運用保守

ハードウェア更新

3
システム調達の単位（開発・運用の分離、一括等）を決定した根拠資料

開発（再構築）

4
予定価格の積算・決定をした根拠がわかる資料（見積依頼した資料等含む）

開発・運用保守
ハードウェア更新

5
仕様書の審査・確定のプロセスがわかる資料

開発（再構築）

6
システム開発の稼働判定・完成検査（検収）の基準・判定根拠がわかる資料

開発（再構築）

7
情報システムの利用状況（利用率・ハードウェア等のリソース利用状況）がわか
る資料 ―

8

地方公共団体におけるICT部門の業務継続計画（BCP）策定に関するガイドライ
ン（総務省：平成20年）、ICT部門の業務継続計画（ICT-BCP）<初動版>（総務
省：平成25年）への対応状況がわかる資料

―
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個別情報システムについて

直近の予算執行状況                              （単位：千円）

項目 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

設計・開発 - - - -

機器更新等 - 57,672 - -

運用保守 16,870 17,820 22,680 22,680

改修、機能追加等 11,309 4,968 28,275 52,316

※平成 26 年度における機器更新等費用は H27.3.1 から H31.12.31 までの複数年契約で

あり、一般競争入札にて調達が実施されている。

システムの開発・再開発・運用状況

対象システム
財務会計システム（再構築）

庶務管理システム（新規・再構築）

所管部署

【財務会計システム】会計室 会計管理課

【庶務管理システム】総務企画局 人事部 人事課

※平成 18 年度の『福岡市財務会計・庶務管理システム調達に係る提案競技（以下

「プロポーザル」という。）』による業者選定の所管部署は当時の総務企画局情報化

推進室（現ＩＣＴ戦略室）

開発時期
開発着手

年度

財務会計システム

平成 18 年度

庶務管理システム

平成 18 年度

稼働年度

財務会計システム

平成 19 年度

庶務管理システム

平成 20 年度

開発投資額

（千円）

【財務会計システム】271,323 千円 ※人件費除く

【庶務管理システム】 95,337 千円  ※人件費除く

システム概要

財務会計システムは、複雑多岐に渡る財務系事務の手作業を削減し、行

政運営の効率化を図ることを目的して構築するものである。歳入歳出におけ

る、予算管理から、予算執行、決算に至る財務会計事務をシステム化すると

ともに、歳計外、備品、用品、相手方管理等を行うものである。

庶務管理システムは、庶務関係業務（給与システム、臨時職員任用及び

賃金支給システム、嘱託任用及び報酬支給システム）を円滑迅速にし、庶務

事務の効率化を目的として構築するものである。

システム方式 Web システム
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システム

調達方式
開発時

特命随意契約

（提案競技）
運用時 特命随意契約

運用保守契約

及び契約形式

・平成 20 年度財務会計・庶務管理システムの運用管理支援等業務委託

＜契約形式＞特命随意契約

・平成 21 年度財務会計・庶務管理システムの運用管理支援等業務委託

＜契約形式＞特命随意契約

・平成 22 年度財務会計・庶務管理システムの運用管理支援等業務委託

＜契約形式＞特命随意契約

・平成 23 年度財務会計・庶務管理システムの運用管理支援等業務委託

＜契約形式＞特命随意契約

・平成 24 年度財務会計・庶務管理システムの運用管理支援等業務委託

＜契約形式＞特命随意契約

・平成 25 年度財務会計・庶務管理システムの運用管理支援等業務委託

＜契約形式＞特命随意契約

・平成 26 年度財務会計・庶務管理システムの運用管理支援等業務委託

＜契約形式＞特命随意契約

・平成 27 年度財務会計・庶務管理システムの運用管理支援等業務委託

＜契約形式＞特命随意契約

・平成 28 年度財務会計・庶務管理システムの運用管理支援等業務委託

＜契約形式＞特命随意契約

監査において

確認した主な

資料

【財務会計システム】

・H1709 財務会計オンラインシステム再構築にかかる情報システム化開発計

画書の策定について（起案）

・H210608_H21 年度システム評価の提出について（起案）

・②情報システム化開発計画書（財務会計オンラインシステム）

・④情報システム評価書（財務会計オンラインシステム）

・H211009_福岡市第 2 回情報システム審査会の審査結果について（通知）

【庶務管理システム】

・②情報システム開発計画書（H16）

・H171020_庶務管理システム_福岡市情報化委員会の審査結果について(通

知)

・H211009_福岡市第 2 回情報システム審査委員会の審査結果について（通

知）

・④情報システム評価書_210805

・④情報システム評価書_210806（積算修正）

・④情報システム評価書_211009

・②情報システム開発計画書（H17）
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・④情報システム評価書_H210608

※資料名の日付は、決裁日もしくは資料作成日等を表す。

関連資料の保存状況

No. 資料概要

対象事業（提出頂
いた情報システム
計画書の対象と

なった調達）

提出
有無

「無し」の理由

1
情報システム審査委員会の審査結果
と審査結果を反映した証跡の資料

開発（再構築） 有り ―

2
システム調達方式（公募型プロポーザ
ル、総合評価方式等）を決定した根拠
資料

開発・運用保守
ハードウェア更新

無し

財務会計システム・庶務管
理システム構築に係る選考
委員会は情報化推進室
（現：ＩＣＴ戦略室）が事務局
となり進められたため当課に
は保管なし。

3
システム調達の単位（開発・運用の分
離、一括等）を決定した根拠資料

開発（再構築） 無し 同上

4
予定価格の積算・決定をした根拠が
わかる資料（見積依頼した資料等含
む）

開発・運用保守
ハードウェア更新

無し 同上

5
仕様書の審査・確定のプロセスがわか
る資料

開発（再構築） 無し 同上

6
システム開発の稼働判定・完成検査
（検収）の基準・判定根拠がわかる資
料

開発（再構築） 有り ―

7
情報システムの利用状況（利用率・ハ
ードウェア等のリソース利用状況）がわ
かる資料

― 有り ―

8

地方公共団体における ICT 部門の業
務継続計画（BCP）策定に関するガイ
ドライン（総務省：平成 20 年）、ICT 部
門の業務継続計画（ICT-BCP）<初動
版>（総務省：平成 25 年）への対応状
況がわかる資料

― 有り ―

＜No.1 で求める資料のうち、情報システム審査委員会の審査資料様式の保存状況＞

①要望調査票
（様式第１号）

②開発計画書
（様式第２号、様
式第２－２号）

③開発計画変更
報告書

（様式第３号）

④評価書
（様式第４号）

― ○ ― ○

備考
①：平成１５年度に計画された電子市役所構築の一環として計画・開

発された経緯により要望調査票の作成はないものと考えられる。

③:計画変更がないため未作成
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財務事務執行及び管理の状況

ア．企画

財務会計システム及び庶務管理システムについては、それぞれ「情報システム化開発計

画書」が作成され、情報化委員会（当時）の審査を受けている。情報化委員会からは、両シ

ステムの一元化による委託料の縮減を条件として「可」とされており、当該条件に基づいた

調達が行われている。

イ．調達・開発

当情報システム開発に関する調達について、提案競技に基づく業者選定が行われてい

る。業者選定に際しては、選考委員会及びその下部組織として、財務・庶務の各業務に精

通した担当者によるワーキンググループを設定し、提案内容の詳細な評価による選定が実

施されている。

調達後の開発については、課題管理表が随時更新され進捗管理が行われている。

ウ．運用保守

導入後の運用保守（一部改修関連の契約も含む）については、契約形式と特命随意契

約である場合には、その詳細を把握し、検討を実施した。開発後の当情報システムの運用

管理は、開発時の提案競技の範囲に含まれており、随意契約により開発事業者と契約して

いる。

なお、平成 21 年 10 月には運用開始後の評価が行われ、情報システム審査委員会から

は「概ね計画通りの効果を得ている」旨の審査結果が出ている。

情報セキュリティについては、各情報システム情報セキュリティ対策をまとめた「福岡市情

報セキュリティ実施手順（財務会計・庶務管理システム）」が作成されており、「福岡市情報

セキュリティ共通実施手順（財務会計・庶務管理システム）」に基づいた管理体制及び情報

資産の分類が行われている。

指摘事項・意見

本システムに関して、指摘事項及び意見は無かった。
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直近の予算執行状況                              （単位：千円）

項目 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

設計・開発 - - - -

機器更新等 - - - 72,730

運用保守 - - - 92,765

改修、機能追加等 - - - 5,994

※関連契約が多数あるため、平成28年度のみ集計。H28年度の契約数は49契約であり、

委託内容等に応じて、特命随意契約、指名競争入札等が実施されている。

システムの開発・再開発・運用状況

対象システム 情報系・業務系ネットワーク

所管部署 総務企画局 ICT 戦略室情報システム課

開発時期
開発着手

年度

平成 10 年
稼働年度

情報系：平成 10 年

業務系：平成 11 年

開発投資額（千

円）

情報系：511,094 千円

業務系：72,110 千円

システム概要

平成 9 年度に「行政情報通信網の整備計画を作成」し、平成 10 年度以

降、従来のホストコンピュータ専用通信網をオープン系システムに対応可

能な「業務系ネットワーク」として再整備すると伴に、セキュリティの面から厳

密な保護が必要である業務系ネットワークの安定稼働とセキュリティ等の安

全性を確保するために、業務系ネットワークから完全に独立した全庁的な

行政情報通信網として「情報系ネットワーク」を新規構築したもの。

システム方式 －

システム

調達方式
開発時

特命随意契約

（提案競技）
運用時 特命随意契約
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運用保守の

契約形式

・平成 28 年度インターネット接続回線（USEN)

＜契約形式＞特命随意契約

・平成 28 年度インターネット接続サービス（ＩＩＪ）

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 28 年度県 NOC 接続回線サービス利用料

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 28 年度情報系・業務系ネットワーク用 NTT 西日本通信回線使用料

＜契約形式＞特命随意契約

・平成 28 年度情報系・業務系ネットワーク用 QTNet 専用回線利用料

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 28 年度情報系ネットワークの閉域網接続（ソフトバンク）

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 28 年度情報セキュリティ運用管理支援業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 28 年度情報系・業務系ネットワークの運用管理支援業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 28 年度千早証明サービスコーナー開設に伴うネットワーク接続支援

業務委託      ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 28 年度早良区保護課移転に伴うネットワーク接続支援業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

監査において確

認した主な資料

・業務系・情報系ネットワークの概要

※資料名の日付は、決裁日もしくは資料作成日等を表す。

関連資料の保存状況

No. 資料概要

対象事業（提出頂
いた情報システム
計画書の対象と

なった調達）

提出
有無

「無し」の理由

1
情報システム審査委員会の審査結果
と審査結果を反映した証跡の資料

開発（再構築） 無し 文書保存年限を経過

2
システム調達方式（公募型プロポーザ
ル、総合評価方式等）を決定した根拠
資料

開発・運用保守
ハードウェア更新

有り ―

3
システム調達の単位（開発・運用の分
離、一括等）を決定した根拠資料

開発（再構築） 有り ―

4
予定価格の積算・決定をした根拠が
わかる資料（見積依頼した資料等含
む）

開発・運用保守
ハードウェア更新

無し 同上
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5
仕様書の審査・確定のプロセスがわか
る資料

開発（再構築） 無し 同上

6
システム開発の稼働判定・完成検査
（検収）の基準・判定根拠がわかる資
料

開発（再構築） 無し 同上

7
情報システムの利用状況（利用率・ハ
ードウェア等のリソース利用状況）がわ
かる資料

― ― ―

8

地方公共団体における ICT 部門の業
務継続計画（BCP）策定に関するガイ
ドライン（総務省：平成 20 年）、ICT 部
門の業務継続計画（ICT-BCP）<初動
版>（総務省：平成 25 年）への対応状
況がわかる資料

― 無し 文書保存年限を経過

＜No.1 で求める資料のうち、情報システム審査委員会の審査資料様式の保存状況＞

①要望調査票
（様式第１号）

②開発計画書
（様式第２号、様
式第２－２号）

③開発計画変更
報告書

（様式第３号）

④評価書
（様式第４号）

× × × ×

備考
平成 10 年度に計画書を策定しシステム審査を受けていると思われ
るが、文書保存年限を経過しており廃棄済み

財務事務執行及び管理の状況

ア．企画

企画に関する書類として、平成９年度に策定した「行政情報通信網の構築実施計画」を

確認した。

イ．調達・開発・本番稼働

当システムの調達は提案競技による特命随意契約で行われており、その調達方法につ

いては「行政情報通信網（本庁舎等）構築業者の選定方針について」で検討のうえで決裁

されていた。また、システム調達の範囲についても、①ネットワーク機器②ネットワーク設備

導入③ネットワークの運用管理支援までを総合的に評価する旨が同じ書類で検討されてい

た。

本番稼働については、稼働判定基準や稼働判定をした経緯を確認できる資料は確認で

きなかったが、「システム評価書」にて開発・本番稼働時の概況を確認した。

ウ．運用保守

導入後の運用保守（一部改修関連の契約も含む）については、契約形式と特命随意契

約である場合には、その詳細を把握し、検討を実施した。なお、本システムは、開発時に公

募型プロポーザル方式で調達しているが、システムの性質上その後長期間の改修、運用

保守業務の大半が特命随意契約による調達となっている。
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情報セキュリティについては、各情報システム情報セキュリティ対策をまとめた「個別実施

手順」が作成されており、「福岡市情報セキュリティ共通実施手順」に基づいた管理体制及

び情報資産の分類が行われている。

指摘事項・意見

【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

本システムでは、本番稼働の判断基準である稼働判定基準について記述した資

料を確認できず、都度の本番移行し稼働したかどうかの判断が適切になされたか確

認できなかった。

通常、情報システムには多くの要件が存在し、本番移行し稼働したかどうかの判

断は、情報システムによって行政サービスを提供する部署の職員のみならず、IT 全

般に関する高い専門的知識を要する職員により行われる必要があり、稼働判定基準

を定めて稼働判定を行うことで、厳密かつ効率的な判断が可能である。

（改善提案）

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。
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直近の予算執行状況                              （単位：千円）

項目 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

設計・開発 - - - -

機器更新等 - - - 32,092

運用保守 - - - 15,552

改修、機能追加等 - - - 2,592

※関連契約が多数あるため、平成 28 年度のみ集計

システムの開発・再開発・運用状況

対象システム 共用サーバ

所管部署 総務企画局 ICT 戦略室情報システム課

開発時期
開発着手

年度
平成 24 年度 稼働年度 平成 24 年度

開発投資額

（千円）
（サーバの賃貸借契約につき開発投資はない）

システム概要

共用サーバシステムとは、情報システム課が一元的に導入したシステム機能

を全庁の所属が共同利用することで、所属ごとの個別導入が不要となり、そ

の結果、行政事務の効率化、経費削減を図ることを目的として、平成 24 年度

に導入したシステムである。

システム方式 ―

システム

調達方式
開発時

特命随意契約

（提案競技）
運用時 特命随意契約

運用保守の

契約形式

・平成 28 年度福岡市共用サーバシステム運用支援業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約（提案競技）

監査において

確認した主な

資料

・共用サーバ、共用 WEB サーバ関連資料一覧

・「福岡市共用サーバシステム更新に関する提案競技 優秀提案者選定委

員会」議事録

・情報系ファイルサーバ利用基準

・H2408「福岡市共用サーバシステムの更新に関する提案競技」における

優秀提案者の選定結果について（決裁）

・共用サーバシステム構成図

・「福岡市共用サーバシステムの更新に関する提案競技」における 優秀業

者の選定結果について（起案）
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・H241011_共用サーバシステム更新見積様式

・H240419_仮想サーバ及び情報系ファイルサーバ等の更新について（方針

決裁）

・H2408「福岡市共用サーバシステムの更新に関する提案競技 優秀提案

者選定委員会」議事録

・共用サーバシステム保守体制表

・福岡市共用サーバシステム庁内クラウド利用基準

・共用サーバシステム業務概要

※資料名の日付は、決裁日もしくは資料作成日等を表す。

関連資料の保存状況

No. 資料概要

対象事業（提出頂
いた情報システム
計画書の対象と

なった調達）

提出
有無

「無し」の理由

1
情報システム審査委員会の審査結果
と審査結果を反映した証跡の資料

開発（再構築） 無し
機器更新としてシステム化
計画不要と判断した可能性
がある。

2
システム調達方式（公募型プロポーザ
ル、総合評価方式等）を決定した根拠
資料

開発・運用保守
ハードウェア更新

有り ―

3
システム調達の単位（開発・運用の分
離、一括等）を決定した根拠資料

開発（再構築） 有り ―

4
予定価格の積算・決定をした根拠が
わかる資料（見積依頼した資料等含
む）

開発・運用保守
ハードウェア更新

有り ―

5
仕様書の審査・確定のプロセスがわか
る資料

開発（再構築） 有り ―

6
システム開発の稼働判定・完成検査
（検収）の基準・判定根拠がわかる資
料

開発（再構築） 無し

議事録や判定資料はのこと
っていないが、「福岡市共用
サーバシステム更新作業計
画書」に基づき作業を実施

したとのこと。

7
情報システムの利用状況（利用率・ハ
ードウェア等のリソース利用状況）がわ
かる資料

― 有り ―

8

地方公共団体における ICT 部門の業
務継続計画（BCP）策定に関するガイ
ドライン（総務省：平成 20 年）、ICT 部
門の業務継続計画（ICT-BCP）<初動
版>（総務省：平成 25 年）への対応状
況がわかる資料

― 有り -

＜No.1 で求める資料のうち、情報システム審査委員会の審査資料様式の保存状況＞
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①要望調査票
（様式第１号）

②開発計画書
（様式第２号、様
式第２－２号）

③開発計画変更
報告書

（様式第３号）

④評価書
（様式第４号）

－ － － －

備考 機器更新としてシステム化計画不要と判断した。

財務事務執行及び管理の状況

ア．企画

企画に関連する書類の確認は出来なかったが、イに記載のとおり調達時に手続が実施さ

れている。

イ．調達・開発・本番稼働

本システムの調達については、提案競技方式に基づく業者選定が行われている。調達方

式については方針決裁が行われており、その際にシステム調達単位についても承認が行わ

れ、「システム導入」、「機器賃貸借」、「運用支援」までをまとめて提案競技方式によって調達

すること及びその理由について決裁されていた。

本システムは「システム導入」、「機器賃貸借」、「運用支援」までをまとめて提案競技方式

で調達しており、その見積依頼資料として「システム調達及び運用・保守に係る経費見積」を

入手し、「システム導入」、「機器賃貸借」、「運用支援」までをまとめた形で見積依頼を行い、

見積金額が入手されていた。

本番稼働については、所管部署より福岡市共用サーバシステム更新作業計画書」を入手

した。所管部署の説明では当該計画書に基づいて本番稼働の判定・完成検査を行っている

との説明であった。

そこで当該計画書に詳細な機能要件が記載され、それを達成しているかどうかをもって稼

働判定とするなど、部署内で協議した議事録や当該計画を使用して判定したという資料が残

っているか確認したが、確認できなかった。

ウ．運用保守

導入後の運用保守（一部改修関連の契約も含む）については、契約形式と特命随意契約

である場合には、その詳細を把握し、検討を実施した。

いずれも特命随意契約であったが、提案競技の結果、選定された業者との特命随意契約

であること、計画どおりの運用が行われていることを確認した。

情報セキュリティについては、各情報システム情報セキュリティ対策をまとめた「個別実施

手順」が作成されており、「福岡市情報セキュリティ共通実施手順」に基づいた管理体制及び

情報資産の分類が行われている。
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指摘事項・意見

【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

本番稼働については、所管部署より「福岡市共用サーバシステム更新作業計画書」

を入手した。所管部署の説明では当該計画書に基づいて本番稼働の判定・完成検査

を行っているとの説明であった。

そこで当該計画書に詳細な機能要件が記載され、それを達成しているかどうかをも

って稼働判定とするなど、部署内で協議した議事録や当該計画を使用して判定したと

いう資料が残っているか確認したが、一部確認できなかった。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。

本番稼働を判定する上での要件をリストアップし、決裁を受けたうえで、それに基づ

いて判定したと判断できる資料を残されたい。

通常、情報システムには多くの要件が存在し、本番移行し稼働したかどうかの判断は、

情報システムによって行政サービスを提供する部署の職員のみならず、IT 全般に関す

る高い専門的知識を要する職員により行われる必要があり、稼働判定基準を定めて稼

働判定を行うことで、厳密かつ効率的な判断が可能である。

（改善提案）

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。
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直近の予算執行状況                              （単位：千円）

項目 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

設計・開発 - - - -

機器更新等 - - - -

運用保守 - - - 1,760

改修、機能追加等 - - - -

※関連契約が多数あるため、平成 28 年度のみ集計

システムの開発・再開発・運用状況

対象システム 共用 Web サーバ

所管部署 総務企画局 ICT 戦略室情報システム課

開発時期
開発着手

年度
平成 24 年度 稼働年度 平成 24 年度

開発投資額

（千円）
－

システム概要

共用 Web サーバは、Apache httpd のバーチャルホスト機能を利用し、本市の

複数の部署で市民向けの Web サイトを提供するサーバである。

当該サーバはホスティング事業者と Web ホスティングサービスの利用契約を

行っている。

情報システム課は共用 Web サーバの基盤部分の管理を行い、各コンテンツ

業務担当課がその上のコンテンツの管理を行っている。

システム方式 Web システム

システム

調達方式
開発時

特命随意契約

(初回は RFI 実施)
運用時 特命随意契約

運用保守の

契約形式
・平成 28 年度Ｗｅｂホスティングサービス ＜契約形式＞特命随意契約

監査において

確認した主な

資料

・共用サーバ、共用 WEB サーバ関連資料一覧

・福岡市共用 Web サーバ サイト一覧

・福岡市共用 Web サーバ（外部公開用）運用・管理要綱

・福岡市共用 Web サーバの概要

※資料名の日付は、決裁日もしくは資料作成日等を表す。
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関連資料の保存状況

No. 資料概要

対象事業（提出頂
いた情報システム
計画書の対象と

なった調達）

提出
有無

「無し」の理由

1
情報システム審査委員会の審査結果
と審査結果を反映した証跡の資料

開発（再構築） ― ―

2
システム調達方式（公募型プロポーザ
ル、総合評価方式等）を決定した根拠
資料

開発・運用保守
ハードウェア更新

― ―

3
システム調達の単位（開発・運用の分
離、一括等）を決定した根拠資料

開発（再構築） ― ―

4
予定価格の積算・決定をした根拠が
わかる資料（見積依頼した資料等含
む）

開発・運用保守
ハードウェア更新

― ―

5
仕様書の審査・確定のプロセスがわか
る資料

開発（再構築） ― ―

6
システム開発の稼働判定・完成検査
（検収）の基準・判定根拠がわかる資
料

開発（再構築） ― ―

7
情報システムの利用状況（利用率・ハ
ードウェア等のリソース利用状況）がわ
かる資料

― ― ―

8

地方公共団体における ICT 部門の業
務継続計画（BCP）策定に関するガイ
ドライン（総務省：平成 20 年）、ICT 部
門の業務継続計画（ICT-BCP）<初動
版>（総務省：平成 25 年）への対応状
況がわかる資料

― ― ―

＜No.1 で求める資料のうち、情報システム審査委員会の審査資料様式の保存状況＞

①要望調査票
（様式第１号）

②開発計画書
（様式第２号、様
式第２－２号）

③開発計画変更
報告書

（様式第３号）

④評価書
（様式第４号）

― ― ― ―

備考

各部署で個別導入していた公開サーバでは総合的なセキュリティ対
策がとることができないため、広報課の HP システムに乗ることがで
きない公開サーバを一元管理する方針であった旨が担当者に引き
継がれている。
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財務事務執行及び管理の状況

ア．企画

企画に関連する書類の確認は出来なかったが、イに記載のとおり調達時に手続が実

施されている。

イ．調達・開発・本番稼働

本システムはシステム開発ではなく外部 Web ホスティングサービスを利用するもので

あり、ＲＦＩを実施して事業者を選定している。

本番稼働については、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。

ウ．運用保守

導入後の運用保守（一部改修関連の契約も含む）については、契約形式と特命随意

契約である場合には、その詳細を把握し、検討を実施した。

運用保守については本システムの性質上初回契約時にＲＦＩを実施して契約業者を

選定し、その後の保守点検等は当該業者との特命随意契約で実施されていた。

情報セキュリティについては、各情報システムの情報セキュリティ対策をまとめた「個

別実施手順」が作成されており、「福岡市情報セキュリティ共通実施手順」に基づいた管

理体制及び情報資産の分類が行われている。

指摘事項・意見

【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

本システムでは、本番稼働の判断基準である稼働判定基準について記述した資

料を確認できず、本番移行し稼働したかどうかの判断が適切になされたか確認でき

なかった。

職員が実施した機能確認は実施されていることから、当該資料を活用するなどの

方法で本番稼働の判定結果を明らかにする必要がある。

通常、情報システムには多くの要件が存在し、本番移行し稼働したかどうかの判

断は、情報システムによって行政サービスを提供する部署の職員のみならず、IT 全

般に関する高い専門的知識を要する職員により行われる必要があり、稼働判定基準

を定めて稼働判定を行うことで、厳密かつ効率的な判断が可能である。

（改善提案）

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。
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直近の予算執行状況                              （単位：千円）

項目 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

設計・開発 - - - -

機器更新等 29,550 29,550 29,550 29,550

運用保守 41,188 39,229 37,104 37,104

改修、機能追加等 1,007 937 - -

※本システムについては複数年での契約を前提とした提案競技にて導入されている。

システムの開発・再開発・運用状況

対象システム 文書管理システム（再構築）

所管部署 総務企画局行政部総務課

開発時期
開発着手

年度
平成 23 年度 稼働年度 平成 24 年度

開発投資額

（千円）
34,779 千円

システム概要

文書管理システムは、電子市役所の基礎として、文書事務を文書のライフサ

イクルに沿ってシステム化し、事務の処理の効率化・適正化を図るとともに、

職員間の情報共有を進め、市民への情報公開を促進し、紙の使用量の削減

など環境問題に対応するものである。

システム方式 Web システム

システム

調達方式
開発時

特命随意契約

（提案競技）
運用時 特命随意契約

運用保守の

契約形式

・平成 24 年度全庁 OA システム等の運用管理支援業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 25 年度全庁 OA システム等の運用管理支援業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 26 年度全庁 OA システム等の運用管理支援業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 27 年度全庁 OA システム等の運用管理支援業務委託

＜契約形式＞特命随意契約

・平成 28 年度全庁 OA システム等の運用管理支援業務委託

＜契約形式＞特命随意契約

※平成 24 年度以降は全庁 OA システムと統合して調達されている。
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監査において

確認した主な

資料

・H230513_①情報システム化要望調査票

・情報システム化開発計画の概要

・H230811_平成 23 年度第１回情報システム審査委員会検討会について（決

裁）

・情報システム開発計画書（様式第 2 号）

・H23 福岡市情報システム審査委員会の審査結果について（通知）

・H230926_福岡市文書管理システムの更新について（方針決裁）

・定期支払伺書（文書管理システム）

・情報システム評価の審査結果に関する対応計画について（起案）

・H230915 福岡市情報システム審査委員会の審査結果について（通知）

・情報システム評価の概要（文書管理システム）

・平成 27 年度「福岡市情報システム化計画に関する要領」に基づくシステム

評価の実施について

・H230726_福岡市システム開発統一見積様式

・H27_29_組織別登録件数（月別文書登録件数）

・文書管理システム緊急時対応手順

・文書管理システムのシステム構成・更新方法の検討結果

・システム化による効果の分析（情報システム評価書より抜粋）

・情報システム化開発計画の概要_H17

・H230727_②情報システム化開発計画書

・④情報システム評価書（様式第 4 号）

・H27 福岡市情報システム審査委員会の審査結果について（通知）

・H250401_全庁 OA システム等の運用管理支援業務委託契約書

・H231003_全庁 OA システム等のサーバ機器更新について（方針決裁）

・H240321_全庁 OA システム等のサーバ機器賃貸借契約設計書

※資料名の日付は、決裁日もしくは資料作成日等を表す。
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関連資料の保存状況

No. 資料概要

対象事業（提出頂
いた情報システム
計画書の対象と

なった調達）

提出
有無

「無し」の理由

1
情報システム審査委員会の審査結果
と審査結果を反映した証跡の資料

開発（再構築） 有り ―

2
システム調達方式（公募型プロポーザ
ル、総合評価方式等）を決定した根拠
資料

開発・運用保守
ハードウェア更新

有り ―

3
システム調達の単位（開発・運用の分
離、一括等）を決定した根拠資料

開発（再構築） 無し
保存期限を経過している

ため

4
予定価格の積算・決定をした根拠が
わかる資料（見積依頼した資料等含
む）

開発・運用保守
ハードウェア更新

有り ―

5
仕様書の審査・確定のプロセスがわか
る資料

開発（再構築） 無し
保存期限を経過している

ため

6
システム開発の稼働判定・完成検査
（検収）の基準・判定根拠がわかる資
料

開発（再構築） 無し 同上

7
情報システムの利用状況（利用率・ハ
ードウェア等のリソース利用状況）がわ
かる資料

― 有り ―

8

地方公共団体における ICT 部門の業
務継続計画（BCP）策定に関するガイ
ドライン（総務省：平成 20 年）、ICT 部
門の業務継続計画（ICT-BCP）<初動
版>（総務省：平成 25 年）への対応状
況がわかる資料

― 無し 該当する書類がないため

＜No.1 で求める資料のうち、情報システム審査委員会の審査資料様式の保存状況＞

①要望調査票

（様式第１号）

②開発計画書

（様式第２号、様

式第２－２号）

③開発計画変更

報告書

（様式第３号）

④評価書

（様式第４号）

○ ○ × ○

備考
「様式第３号の提出を求められておりますが、保存期限が経過して

いるため、資料のご提示ができません」

財務事務執行及び管理の状況

ア．企画

本システムについては「情報システム化開発計画書」が作成され、情報システム審査

委員会の審査を受けている。情報システム審査委員会からは、費用対効果の算定に際

してシステム利用率の向上が見込まれていることから、システム利用率の調査を行うこと

を条件として「可」とされていた。この条件についてはシステム利用率の調査書類を入手

し確認を行った。
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イ．調達・開発・本番稼働

本システムは、開発時に提案競技にて開発事業者の選定を行っているが、以後の改

修、運用保守業務の大半が特命随意契約による調達となっている。開発調達時、競争

による調達又はその可能性検討が実施された資料は確認できなかった。上記の資料が

なかった理由として、所管部署からの回答は保存期限が経過しているため破棄したとの

ことであった。

また本システムでは、稼働判定・完成検査（検収）の基準・判定根拠がわかる資料は

確認できず、稼働判定した経緯が確認できなかった。資料がなかった理由として、所管

部署からの回答は保存期限が経過しているため破棄したとのことであった。

ウ．運用保守

導入後の運用保守（一部改修関連の契約も含む）については、契約形式と特命随意

契約である場合には、その詳細を把握し、検討を実施した。

その後の改修、運用支援業務については開発事業者への特命随意契約による調達

となっていた。

情報セキュリティについては、各情報システムの情報セキュリティ対策をまとめた「個別

実施手順」が作成されており、「福岡市情報セキュリティ共通実施手順」に基づいた管理

体制及び情報資産の分類が行われている。

指摘事項・意見

【意見15】 調達手法を検討した経緯が確認できなかった

本システムは、開発時に提案競技にて開発事業者の選定を行っているが、以後の

改修、運用保守業務の大半が特命随意契約による調達となっている。開発調達時、

競争による調達又はその可能性検討が実施された資料は保管期限が経過している

ため確認できず、ＩＣＴコストに関する市費を縮減するための取組が確認できなかった。

 （改善提案）

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 適化の実現のための取組であることも

留意されたい。
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【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

本システムは、開発と運用を分離して調達を実施している。開発時は提案競技に

て調達しているが、その後の改修、運用支援業務の大半を開発事業者への特命随

意契約による調達となっている。

しかしながら、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。

（改善提案）

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。

【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

本システムでは、本番稼働の判断基準である稼働判定基準について記述した資

料は保管期限が経過しているため確認できず、本番移行し稼働したかどうかの判断

が適切になされたか確認できなかった。

通常、情報システムには多くの要件が存在し、本番移行し稼働したかどうかの判

断は、情報システムによって行政サービスを提供する部署の職員のみならず、IT 全

般に関する高い専門的知識を要する職員により行われる必要があり、稼働判定基準

を定めて稼働判定を行うことで、厳密かつ効率的な判断が可能である。

（改善提案）

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。
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直近の予算執行状況                              （単位：千円）

項目 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

設計・開発 - - - -

機器更新等 - - - -

運用保守 34,335 27,702 29,840 52,024

改修、機能追加等 - 15,714 - 0

システムの開発・再開発・運用状況

対象システム 土木系積算システム

所管部署 財政局 技術監理部技術監理課

開発時期
開発着手

年度
平成 23 年度 稼働年度 平成 24 年度

開発投資額

（千円）
約 30,000 千円

システム概要

平成 24 年度、個別に管理運用されていた土木系積算システム（一般土木、

下水道、水道）の３つの積算システムを福岡市土木系積算システムとして統

合開発した。

システム方式 クライアント/サーバ

システム

調達方式
開発時

特命随意契約

（提案競技）
運用時 特命随意契約

運用保守の

契約形式

・平成 24 年度土木系積算システム保守委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 25 年度土木系積算システム保守委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 26 年度土木系積算システム保守委託

＜契約形式＞特命随意契約

・平成 27 年度土木系積算システム保守委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 28 年度土木系積算システム保守委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 24 年度土木系積算システム基準改定業務委託（その 1）

＜契約形式＞特命随意契約

・平成 24 年度土木系積算システム基準改定業務委託（その 2）



99

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 25 年度土木系積算システム基準改定業務委託（その 1）

＜契約形式＞特命随意契約

・平成 25 年度土木系積算システム基準改定業務委託（その 2）

＜契約形式＞特命随意契約

・平成 26 年度土木系積算システム基準改定業務委託（その 1）

＜契約形式＞特命随意契約

・平成 26 年度土木系積算システム基準改定業務委託（その 2）

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 27 年度土木系積算システム基準改定業務委託（その 1）

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 27 年度土木系積算システム基準改定業務委託（その 2）

＜契約形式＞特命随意契約

・平成 28 年度土木系積算システム基準改定業務委託（その 1）

＜契約形式＞特命随意契約

・平成 28 年度土木系積算システム基準改定業務委託（その 2）

 ＜契約形式＞特命随意契約

監査において

確認した主な

資料

・H230617_土木系積算システムの開発統合について（方針決定）（決裁）

・H230729_福岡市土木系積算システム統合開発に関するご提案資料

・利用登録者数一覧

・H230622_福岡市土木系積算システム統合開発提案競技説明書及び福岡

市土木系積算システム統合開発提案仕様書について（決裁）

・H230819_土木系積算システム開発業務委託の見積について（依頼）（決

裁）

・①情報システム化要望調査票（土木系積算システムの統合）

・土木系積算システム開発業務委託」特記仕様書

・福岡市土木系積算システム統合開発提案仕様書

・H230825_御見積書（日立システムズ）

・（情報システム審査に関する）総務企画局との議事録

・H200226_土木系積算システムの見積について（依頼）（決裁）

・システム開発経費一覧表（システム開発者 2 者）

※資料名の日付は、決裁日もしくは資料作成日等を表す。



100

関連資料の保存状況

No. 資料概要

対象事業（提出頂
いた情報システム
計画書の対象と

なった調達）

提出
有無

「無し」の理由

1
情報システム審査委員会の審査結果
と審査結果を反映した証跡の資料

開発（再構築） 無し

土木系積算システムの統合
は、「現行システムの改修」
であり、情報システム審査委
員会の審査が不要であった
ため。（総務企画局協議済）

2
システム調達方式（公募型プロポーザ
ル、総合評価方式等）を決定した根拠
資料

開発・運用保守
ハードウェア更新

有り ―

3
システム調達の単位（開発・運用の分
離、一括等）を決定した根拠資料

開発（再構築） 有り ―

4
予定価格の積算・決定をした根拠が
わかる資料（見積依頼した資料等含
む）

開発・運用保守
ハードウェア更新

有り ―

5
仕様書の審査・確定のプロセスがわか
る資料

開発（再構築） 有り ―

6
システム開発の稼働判定・完成検査
（検収）の基準・判定根拠がわかる資
料

開発（再構築） 有り ―

7
情報システムの利用状況（利用率・ハ
ードウェア等のリソース利用状況）がわ
かる資料

― 有り ―

8

地方公共団体における ICT 部門の業
務継続計画（BCP）策定に関するガイ
ドライン（総務省：平成 20 年）、ICT 部
門の業務継続計画（ICT-BCP）<初動
版>（総務省：平成 25 年）への対応状
況がわかる資料

― 無し
ICT-BCP の策定について
は、総務企画局において検
討中のため

＜No.1 で求める資料のうち、情報システム審査委員会の審査資料様式の保存状況＞

①要望調査票

（様式第１号）

②開発計画書

（様式第２号、様

式第２－２号）

③開発計画変更

報告書

（様式第３号）

④評価書

（様式第４号）

○ ― ― ―

備考
②、③、④について、現行システムの改修であり開発を伴うものでな

いため、原課と総務企画局が協議し、作成不要と判断。

財務事務執行及び管理の状況

ア．企画

関連する資料はなかったが、所管部署によれば、土木系積算システムの統合は、「現

行システムの改修」であり、情報システム審査委員会の審査が不要との意見が付されて

いた。
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イ．調達・開発・本番稼働

本システムは、開発時に提案競技にて開発事業者を選定しているが、調達方式、業

者の選定については総務企画局との協議簿を入手した。

予定価格の積算については、特記仕様書や開発業者からの見積書を入手した。

本番稼働については、完了届兼検査調書を入手した。

ウ．運用保守

導入後の運用保守（一部改修関連の契約も含む）については、契約形式と特命随意

契約である場合には、その詳細を把握し、検討を実施した。

情報セキュリティについては、各情報システムの情報セキュリティ対策をまとめた「個

別実施手順」が作成されており、「福岡市情報セキュリティ共通実施手順」に基づいた管

理体制及び情報資産の分類が行われている。

⑤指摘事項・意見

本システムに関して、指摘事項及び意見は無かった。
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直近の予算執行状況                              （単位：千円）

項目 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

設計・開発 - - - -

機器更新等 - - - -

運用保守 2,372 5,139 2,439 2,439

改修、機能追加等 7,737 5,470 3,917 2,592

システムの開発・再開発・運用状況

対象システム 予算・決算システム（再構築）

所管部署 財政局 財政部 財政調整課

開発時期
開発着手

年度
平成 24 年度 稼働年度 平成 25 年度

開発投資額

（千円）
99,978 千円

システム概要

予算編成・決算統計作業時の職員負荷軽減と、PDCA サイクルの実施を可

能とした効果的な予算編成実現に向け、予算編成システムの再構築及び決

算統計機能の追加を行うものである。

システム方式 Web システム

システム

調達方式
開発時

特命随意契約（提

案競技）
運用時 特命随意契約
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運用保守の

契約形式

・平成 29 年度福岡市予算・決算システム運用管理・保守業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 28 年度福岡市予算・決算システム運用管理・保守業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 27 年度福岡市予算・決算システム運用管理・保守業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 26 年度福岡市予算・決算システム運用管理・保守業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 25 年度福岡市予算・決算システム運用管理・保守業務委託

＜契約形式＞特命随意契約

・平成 29 年度福岡市予算・決算システム用機器保守業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 28 年度福岡市予算・決算システム用機器保守業務委託

＜契約形式＞特命随意契約

・平成 27 年度福岡市予算・決算システム用機器保守業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 26 年度福岡市予算・決算システム用機器保守業務委託

＜契約形式＞特命随意契約

・平成 25 年度福岡市予算・決算システム用機器保守業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

監査において

確認した主な

資料

・H240406_福岡市予算・決算システム構築業務に係る提案競技について（決

裁）

・④情報システム評価書（予算決算システム）

・②情報システム化開発計画書の概要

・H230816_情報システム開発統一見積様式（新規および再構築）_富士通

・①情報システム化要望調査票

・H231007_予算・決算システム構築経費に関する補足（統一見積様式_新）

・予算編成システム概要

・H240406-別紙 2_運用保守業務に関する考え方

・情報システム化開発計画の概要（予算・決算システム）

・H250418_添付文書管理票（支出命令併合、支払関係書類一式）

・H230902_情報システム開発統一見積様式（新規および再構築）_NEC

※資料名の日付は、決裁日もしくは資料作成日等を表す。
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関連資料の保存状況

No. 資料概要

対象事業（提出頂
いた情報システム
計画書の対象と

なった調達）

提出
有無

「無し」の理由

1
情報システム審査委員会の審査結果
と審査結果を反映した証跡の資料

開発（再構築）

有り

―

2
システム調達方式（公募型プロポーザ
ル、総合評価方式等）を決定した根拠
資料

開発・運用保守
ハードウェア更新

無し 保存期間を経過しており、
資料なし。

3
システム調達の単位（開発・運用の分
離、一括等）を決定した根拠資料

開発（再構築）

無し 保存期間を経過しており、
資料なし。

4
予定価格の積算・決定をした根拠が
わかる資料（見積依頼した資料等含
む）

開発・運用保守
ハードウェア更新

有り

―

5
仕様書の審査・確定のプロセスがわか
る資料

開発（再構築）
無し 保存期間を経過しており、

資料なし。

6
システム開発の稼働判定・完成検査
（検収）の基準・判定根拠がわかる資
料

開発（再構築）
有り

―

7
情報システムの利用状況（利用率・ハ
ードウェア等のリソース利用状況）がわ
かる資料

―

無し 各局が予算編成にあたり、
必ず利用するシステムであ
るため、利用状況調査は行
っていない。

8

地方公共団体における ICT 部門の業
務継続計画（BCP）策定に関するガイ
ドライン（総務省：平成 20 年）、ICT 部
門の業務継続計画（ICT-BCP）<初動
版>（総務省：平成 25 年）への対応状
況がわかる資料

―

無し 個別のシステムでは作成を
行っていないため。

＜No.1 で求める資料のうち、情報システム審査委員会の審査資料様式の保存状況＞

①要望調査票

（様式第１号）

②開発計画書

（様式第２号、様

式第２－２号）

③開発計画変更

報告書

（様式第３号）

④評価書

（様式第４号）

○ ○ × ○

備考 ③は、計画変更がないため作成なし。

財務事務執行及び管理の状況

ア．企画

本システムにおいては、「情報システム化開発計画」が作成され、システム化の概要と目

的や費用対効果などが検討されていた。

イ．調達・開発・本番稼働

本システムは、開発時に提案競技にて開発事業者を選定しているが、調達方式、調達

単位等を検討し、決裁を受けている資料が確認できなかった。
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予定価格の積算については複数の業者から「システム調達および運用・保守に係わる

経費見積」が入手されていたため、内容について確認した。

本番稼働については、完了届兼検査調書を入手した。

ウ．運用保守

導入後の運用保守（一部改修関連の契約も含む）については、契約形式と特命随意契

約である場合には、その詳細を把握し、検討を実施した。

運用・保守については特命随意契約であったが、その特命随意契約を競争による調達

へ切り替えること、もしくはその可能性についての検討が実施された資料は確認できなか

った。

情報セキュリティについては、各情報システムの情報セキュリティ対策をまとめた「個別

実施手順」が作成されており、「福岡市情報セキュリティ共通実施手順」に基づいた管理体

制及び情報資産の分類が行われている。

指摘事項・意見

【意見18】 調達手法を検討した経緯が確認できなかった

本システムは、開発時に提案競技にて開発事業者を選定しているが、その後

の改修、運用保守業務の大半が特命随意契約による調達となっている。開発

調達時、もしくは運用期間中に、競争による調達への切り替え、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ため、確認できず、ＩＣＴ

コストに関する市費を縮減するための取組が確認できなかった。

 （改善提案）

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 適化の実現のための取組であ

ることも留意されたい。

【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

本システムは、開発と運用を分離して調達を実施している。開発時は提案競

技にて調達しているが、その後の改修、運用支援業務の大半を開発事業者へ

の特命随意契約による調達となっている。

しかしながら、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
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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。

（改善提案）

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。

【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。

仕様書を確定する作業には、ICT 全般に関する高い専門的知識が不可欠で

あり、かつ、要求する機能等によっては参加できる民間事業者が限定され、必

ずしも競争性が確保できない状況が生まれることから、慎重な検討が求められ

ることに留意する必要がある。

（改善提案）

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。
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直近の予算執行状況                              （単位：千円）

項目 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

設計・開発 - - - -

機器更新等 682 684 699 699

運用保守 3,203 3,294 3,294 3,650

改修、機能追加等 462 2,754 139 6,461

システムの開発・再開発・運用状況

対象システム 福岡市災害対応支援システム（再構築）

所管部署 市民局防災・危機管理部防災・危機管理課

開発時期
開発着手

年度
平成 21 年度 稼働年度 平成 22 年度

開発投資額

（千円）
14,070 千円

システム概要

災害時の被害状況、災害対策本部の通達内容など様々な情報を迅速に収

集伝達するもので、災害対応の効率化と情報の共有化を図るシステム。この

システムによって、区や局が登録した被害状況や災害対応状況に関する情

報を一元管理し、災害時の情報共有と意思決定を支援している。

H28 年６月の改修により、「福岡市災害対応支援システム」に「避難行動要支

援者システム」を追加した。

システム方式 Web システム

システム

調達方式
開発時 指名競争入札 運用時 特命随意契約

運用保守の

契約形式

・平成 24 年度福岡市災害対応支援システム保守業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 25 年度福岡市災害対応支援システム保守業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 26 年度福岡市災害対応支援システム保守業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 27 年度福岡市災害対応支援システム保守業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約
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・平成 28 年度福岡市災害対応支援システム保守業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

監査において

確認した主な

資料

・H280427_要望調査票結果通知書（福岡市災害対応支援システム

・①情報システム化要望調査票_改修

※資料名の日付は、決裁日もしくは資料作成日等を表す。

関連資料の保存状況

No. 資料概要

対象事業（提出頂
いた情報システム
計画書の対象と

なった調達）

提出
有無

「無し」の理由

1
情報システム審査委員会の審査結果
と審査結果を反映した証跡の資料

開発（再構築） 無し

文書の保存期限経過のた
め、確認ができない。

2
システム調達方式（公募型プロポーザ
ル、総合評価方式等）を決定した根拠
資料

開発・運用保守
ハードウェア更新

無し
文書の保存期限経過のた
め、確認ができない。

3
システム調達の単位（開発・運用の分
離、一括等）を決定した根拠資料

開発（再構築） 無し

文書の保存期限経過のた
め、確認ができない。

4
予定価格の積算・決定をした根拠が
わかる資料（見積依頼した資料等含
む）

開発・運用保守
ハードウェア更新

無し

文書の保存期限経過のた
め、確認ができない。

5
仕様書の審査・確定のプロセスがわか
る資料

開発（再構築） 無し
文書の保存期限経過のた
め、確認ができない。

6
システム開発の稼働判定・完成検査
（検収）の基準・判定根拠がわかる資
料

開発（再構築） 無し
文書の保存期限経過のた
め、確認ができない。

7
情報システムの利用状況（利用率・ハ
ードウェア等のリソース利用状況）がわ
かる資料

― 無し

文書の保存期限経過のた
め、確認ができない。

8

地方公共団体における ICT 部門の業
務継続計画（BCP）策定に関するガイ
ドライン（総務省：平成 20 年）、ICT 部
門の業務継続計画（ICT-BCP）<初動
版>（総務省：平成 25 年）への対応状
況がわかる資料

― 無し

文書の保存期限経過のた
め、確認ができない。

＜No.1 で求める資料のうち、情報システム審査委員会の審査資料様式の保存状況＞

①要望調査票

（様式第１号）

②開発計画書

（様式第２号、様

式第２－２号）

③開発計画変更

報告書

（様式第３号）

④評価書

（様式第４号）

○（改修のみ） × × ×

備考 ②、③、④は、文書の保存期限経過のため、確認不可。
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財務事務執行及び管理の状況

ア．企画

企画に関連する書類は確認出来なかった。所管部署からは文書の保存期限経過のた

め確認が出来ないとの回答であった。

イ．調達・開発・本番稼働

当システムの調達・開発時の状況を確認できる資料は入手できなかった。所管部署から

は文書の保存期限経過のため確認が出来ないとの回答であった。同じく本番稼働につい

ても稼働判定基準や稼働判定をした経緯を確認できる資料はなかった。所管部署からは

文書の保存期限経過のため確認が出来ないとの回答であった。

ウ．運用保守

本システムは、開発時に提案競技にて開発事業者を選定しているが、その後長期間の

改修、運用保守業務は特命随意契約による調達であったが、競争による調達への切り替

え又はその可能性について検討された資料は確認できなかった。

導入後の運用保守（一部改修関連の契約も含む）については、契約形式と特命随意契

約である場合には、その詳細を把握し、検討を実施した。

情報セキュリティについては、各情報システムの情報セキュリティ対策をまとめた「個別

実施手順」が作成されており、「福岡市情報セキュリティ共通実施手順」に基づいた管理体

制及び情報資産の分類が行われている。

指摘事項・意見

【意見21】 調達手法を検討した経緯が確認できなかった

本システムは、開発時に提案競技にて開発事業者を選定しているが、その後の

改修、運用保守業務の大半が特命随意契約による調達となっている。開発調達

時、もしくは運用期間中に、競争による調達への切り替え、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ため、確認できず、ＩＣＴコストに関

する市費を縮減するための取組が確認できなかった。

 （改善提案）

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 適化の実現のための取組である

ことも留意されたい。
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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

本システムは、開発と運用を分離して調達を実施している。開発時は提案競技

にて調達しているが、その後の改修、運用支援業務の大半を開発事業者への特

命随意契約による調達となっている。

しかしながら、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。

（改善提案）

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。

【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。

仕様書を確定する作業には、ICT 全般に関する高い専門的知識が不可欠であ

り、かつ、要求する機能等によっては参加できる民間事業者が限定され、必ずしも

競争性が確保できない状況が生まれることから、慎重な検討が求められることに留

意する必要がある。

 （改善提案）

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。
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【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

本システムは、調達規模を検討する際のもととなる見積書等の資料については、

保存期間を経過しているため、確認できず、予定価格の積算及び査定の妥当性

をどのように判断したか等の過程が確認できなかった。

また、開発当時の複数事業者の見積もりの比較により、調達に当たって市費の

縮減に努めたか判明しなかった。

監査対象となった年度の特命随意契約に関しては理由や積算根拠が確認でき

ており、指摘事項はなかったが、開発当時の状況を確認することでより精緻な調達

の効率性確認が可能となる。

運用保守時の予定価格の積算及び査定の妥当性を確保するためには、開発

当時の見積もりを参考とし、分離発注したものについては、常に競争環境の確保

によるコスト削減の可能性を追求すべきである。

（改善提案）

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。

【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。

本システムでは、本番稼働の判断基準である稼働判定基準について記述した

資料を確認できず、本番移行し稼働したかどうかの判断が適切になされたか確認

できなかった。

通常、情報システムには多くの要件が存在し、本番移行し稼働したかどうかの

判断は、情報システムによって行政サービスを提供する部署の職員のみならず、

IT 全般に関する高い専門的知識を要する職員により行われる必要があり、稼働判

定基準を定めて稼働判定を行うことで、厳密かつ効率的な判断が可能である。

（改善提案）

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。
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直近の予算執行状況                              （単位：千円）

項目 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

設計・開発 2,274 - - -

機器更新等 - - - -

運用保守 4,800 4,295 4,295 4,295

改修、機能追加等 2,900 - 6,278 1,304

システムの開発・再開発・運用状況

対象システム 母子保健システム（新規）

所管部署 こども未来局こども部こども発達支援課

開発時期
開発着手

年度
平成 24 年度 稼働年度 平成 25 年度

開発投資額

（千円）
25,941 千円

システム概要

母子保健業務に係る情報共有を図り複合的に活用することを目的とする。

①児童虐待関係の情報照会対応、乳幼児健康診査

②乳幼児健診の未受験者のフォロー

③訪問指導

④こんにちは赤ちゃん訪問事業

⑤公費負担医療

⑥特定不妊治療費助成事業

⑦妊婦健診

⑧予防接種事業

システム方式 クライアント/サーバ

システム

調達方式
開発時

特命随意契約

（公募型提案競技）
運用時 特命随意契約
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運用保守の

契約形式

・平成 29 年度母子保健システム運用保守業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 26 年度母子保健システム運用保守業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 27 年度母子保健システム運用保守業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 28 年度母子保健システム運用保守業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 25 年度母子保健システム運用保守業務委託

＜契約形式＞特命随意契約

・平成 25 年度母子保健システムクライアントＰＣ等保守業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 26 年度母子保健システムクライアントＰＣ等保守業務委託

＜契約形式＞特命随意契約

・平成 27 年度母子保健システムクライアントＰＣ等保守業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 28 年度母子保健システムクライアントＰＣ等保守業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 29 年度母子保健システムクライアントＰＣ等保守業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 25 年度母子保健システム操作研修会業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

監査において

確認した主な

資料

・H2703_④情報システム評価書（母子健康システム）

・情報システム評価の審査結果について（案）

・母子健康システム_運用保守業務に関する考え方

・母子健康システム_H240531_福岡市母子健康システム構築業務について

(実施方針)(決裁)

・母子健康システム_情報システム開発基本計画書

・母子健康システム_H280218_福岡市情報システム審査委員会の審査結果に

対する報告について(決裁)

・母子健康システム_H240531_福岡市母子健康システム構築業務にかかる提

案競技について(決裁)

・母子健康システム_福岡市情報システム開発統一見積様式(新規および再

構築)

※資料名の日付は、決裁日もしくは資料作成日等を表す。
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関連資料の保存状況

No. 資料概要

対象事業（提出頂
いた情報システム
計画書の対象と

なった調達）

提出
有無

「無し」の理由

1
情報システム審査委員会の審査結果
と審査結果を反映した証跡の資料

開発（再構築） 有り ―

2
システム調達方式（公募型プロポーザ
ル、総合評価方式等）を決定した根拠
資料

開発・運用保守
ハードウェア更新

有り ―

3
システム調達の単位（開発・運用の分
離、一括等）を決定した根拠資料

開発（再構築） 有り ―

4
予定価格の積算・決定をした根拠が
わかる資料（見積依頼した資料等含
む）

開発・運用保守
ハードウェア更新

有り ―

5
仕様書の審査・確定のプロセスがわか
る資料

開発（再構築） 有り ―

6
システム開発の稼働判定・完成検査
（検収）の基準・判定根拠がわかる資
料

開発（再構築） 無し

7
情報システムの利用状況（利用率・ハ
ードウェア等のリソース利用状況）がわ
かる資料

― 無し

アクセスログ等は保存してい
るが、利用率等の集計は行
っていない。

8

地方公共団体における ICT 部門の業
務継続計画（BCP）策定に関するガイ
ドライン（総務省：平成 20 年）、ICT 部
門の業務継続計画（ICT-BCP）<初動
版>（総務省：平成 25 年）への対応状
況がわかる資料

― 無し

仕様書にはバックアップに
ついてや落雷、地震等の自
然災害に対して、UPS の設
置、耐震対策等の安全対策
について、明記しているとこ
ろであるが、左記に掲げるガ
イドラインに基づき対応した
ものではない。

＜No.1 で求める資料のうち、情報システム審査委員会の審査資料様式の保存状況＞

①要望調査票
（様式第１号）

②開発計画書
（様式第２号、様
式第２－２号）

③開発計画変更
報告書

（様式第３号）

④評価書
（様式第４号）

× ○ × ○

備考
①、③は、平成２３年度に文書を作成しており、保存年限経過により
文書が存在しない。

財務事務執行及び管理の状況

ア．企画

本システムにおいては、「情報システム化開発計画」が作成され、情報システム審査委

員会の審査を受けている。情報システム審査委員会からは 2 件の指摘事項が出されてお
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り、それに対しては「福岡市情報システム審査委員会の審査結果に対する報告について」

により指摘事項に対する対応が行われていた。

イ．調達・開発・本番稼働

本システムは、開発時に提案競技にて開発事業者を選定しているが、調達方式につい

ては方針決裁が行われていた。

予定価格の積算については「システム調達および運用・保守に係わる経費見積」を入

手した。

本番稼働については稼働判定基準や稼働判定をした経緯を確認できる資料は確認で

きなかった。

ウ．運用保守

導入後の運用保守（一部改修関連の契約も含む）については、契約形式と特命随意契

約である場合には、その詳細を把握し、検討を実施した。

運用・保守については特命随意契約であったが、その特命随意契約を競争による調達

へ切り替えること、もしくはその可能性についての検討が実施された資料は確認できなか

った。

情報セキュリティについては、各情報システムの情報セキュリティ対策をまとめた「個別

実施手順」が作成されており、「福岡市情報セキュリティ共通実施手順」に基づいた管理体

制及び情報資産の分類が行われている。

指摘事項・意見

【意見26】 調達手法を検討した経緯が確認できなかった

本システムは、開発時に公募型プロポーザル方式で調達しているが、その後の

改修、運用保守業務の大半が特命随意契約による調達となっている。開発調達時、

もしくは運用期間中に、競争による調達への切り替え、又はその可能性検討が実施

された資料は確認できず、ＩＣＴコストに関する市費を縮減するための取組が確認で

きなかった。

（改善提案）

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 適化の実現のための取組であるこ

とも留意されたい。
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【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

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

したことが確認できなかった。

仕様書を確定する作業には、ICT 全般に関する高い専門的知識が不可欠であり、

かつ、要求する機能等によっては参加できる民間事業者が限定され、必ずしも競

争性が確保できない状況が生まれることから、問題点等への対応は明らかにして

おく必要がある。

（改善提案）

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。

【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

本システムでは、本番稼働の判断基準である稼働判定基準について記述した資

料を確認できず、本番移行し稼働したかどうかの判断が適切になされたか確認でき

なかった。

通常、情報システムには多くの要件が存在し、本番移行し稼働したかどうかの判

断は、情報システムによって行政サービスを提供する部署の職員のみならず、IT 全

般に関する高い専門的知識を要する職員により行われる必要があり、稼働判定基

準を定めて稼働判定を行うことで、厳密かつ効率的な判断が可能である。

（改善提案）

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。

【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

本システムにおいては、利用者の利用状況、ハードウェア等リソースの利用状況

等の利用状況は管理されていない。運用されているシステム構成によれば過剰な

スペックとは判断されないが、本システムがどの程度活用され、また、行政サービス

や業務の効率化等に貢献しているかは定かではなかった。
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（改善提案）

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。
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直近の予算執行状況                              （単位：千円）

項目 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

設計・開発 - - - -

機器更新等 600 491 491 491

運用保守 1,050 1,080 1,080 1,123

改修、機能追加等 4,378 1,464 19,850 2,160

システムの開発・再開発・運用状況

対象システム 児童扶養手当システム（再構築）

所管部署 こども未来局こども部こども家庭課

開発時期
開発着手

年度
平成 20 年度 稼働年度 平成 20 年度

開発投資額

（千円）
15,378 千円

システム概要
福祉総合システムの一業務として運用していた児童扶養手当システムを切り

離し独自のシステムとして開発したもの。

システム方式 Web システム

システム

調達方式
開発時

特命随意契約

（提案競技）
運用時 特命随意契約

運用保守の

契約形式

・平成 24 年度平成 24 年度児童扶養手当システム事務効率化業務委託

＜契約形式＞特命随意契約

・平成 25 年度平成 25 年度児童扶養手当システム事務効率化業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 21 年度児童扶養手当システム運用・保守業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 22 年度児童扶養手当システム運用・保守業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 23 年度児童扶養手当システム運用・保守業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 24 年度児童扶養手当システム運用・保守業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 25 年度児童扶養手当システム運用・保守業務委託
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 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 26 年度平成 26 年度児童扶養手当システム運用・保守業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 27 年度平成 27 年度児童扶養手当システム運用・保守業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 28 年度平成 28 年度児童扶養手当システム運用・保守業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 29 年度平成 29 年度児童扶養手当システム運用・保守業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

監査において

確認した主な

資料

・情報システム化要望調査票

・児童扶養手当システム_H200808_児童扶養手当システムの再構築及び「情

報システム開発計画書」の提出について

・児童扶養手当システム_H200909_児童扶養手当システム構築に関する提案

競技の実施及び参加業者の選定について

・児童扶養手当システム_福岡市情報システム審査委員会副委員長審査の

結果について（通知）

・児童扶養手当システム_H201008_児童扶養手当システム構築に関する 優

秀提案業者との協議結果及び契約手続きについて

※資料名の日付は、決裁日もしくは資料作成日等を表す。
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関連資料の保存状況

No. 資料概要

対象事業（提出頂
いた情報システム
計画書の対象と

なった調達）

提出
有無

「無し」の理由

1
情報システム審査委員会の審査結果
と審査結果を反映した証跡の資料

開発（再構築） 有り ―

2
システム調達方式（公募型プロポーザ
ル、総合評価方式等）を決定した根拠
資料

開発・運用保守
ハードウェア更新

有り ―

3
システム調達の単位（開発・運用の分
離、一括等）を決定した根拠資料

開発（再構築） 有り ―

4
予定価格の積算・決定をした根拠が
わかる資料（見積依頼した資料等含
む）

開発・運用保守
ハードウェア更新

有り ―

5
仕様書の審査・確定のプロセスがわか
る資料

開発（再構築） 無し

6
システム開発の稼働判定・完成検査
（検収）の基準・判定根拠がわかる資
料

開発（再構築） 無し

7
情報システムの利用状況（利用率・ハ
ードウェア等のリソース利用状況）がわ
かる資料

― 無し 業務に必要がない

8

地方公共団体における ICT 部門の業
務継続計画（BCP）策定に関するガイ
ドライン（総務省：平成 20 年）、ICT 部
門の業務継続計画（ICT-BCP）<初動
版>（総務省：平成 25 年）への対応状
況がわかる資料

― 無し

＜No.1 で求める資料のうち、情報システム審査委員会の審査資料様式の保存状況＞

①要望調査票

（様式第１号）

②開発計画書

（様式第２号、様

式第２－２号）

③開発計画変更

報告書

（様式第３号）

④評価書

（様式第４号）

○ ○ × ×

備考 ―

財務事務執行及び管理の状況

ア．企画

本システムにおいては、「情報システム化開発計画」が作成され、情報システム審査委

員会の審査を受け、「可」との結果であった。

イ．調達・開発・本番稼働

本システムは、開発時に提案競技にて開発事業者を選定しているが、調達方式につい

ては方針決裁が行われていた。
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予定価格の積算については契約手続の決裁において業者ごとの費用見積書比較が行

われていた。

本番稼働については稼働判定基準や稼働判定をした経緯を確認できる資料は確認で

きなかった。

ウ．運用保守

導入後の運用保守（一部改修関連の契約も含む）については、契約形式と特命随意契

約である場合には、その詳細を把握し、検討を実施した。

情報セキュリティについては、各情報システムの情報セキュリティ対策をまとめた「個別

実施手順」が作成されており、「福岡市情報セキュリティ共通実施手順」に基づいた管理体

制及び情報資産の分類が行われている。

指摘事項・意見

【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

本システムは、開発と運用を分離して調達を実施している。開発時は公募型プロポ

ーザル方式にて調達しているが、その後の改修、運用支援業務の大半を開発事業者

への特命随意契約による調達となっている。

しかしながら、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。

（改善提案）

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。

【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

本システムは、調達規模を検討する際のもととなる見積書等の資料については、保存

期間を経過しているため、確認できず、予定価格の積算及び査定の妥当性をどのように

判断したか等の過程が確認できなかった。

また、開発当時の複数事業者の見積もりの比較により、調達に当たって市費の縮減に

努めたか判明しなかった。
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監査対象となった年度の特命随意契約に関しては理由や積算根拠が確認できており、

指摘事項はなかったが、開発当時の状況を確認することでより精緻な調達の効率性確

認が可能となる。

運用保守時の予定価格の積算及び査定の妥当性を確保するためには、開発当時の

見積もりを参考とし、分離発注したものについては、常に競争環境の確保によるコスト削

減の可能性を追求すべきである。

 （改善提案）

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。

【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。

（改善提案）

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。

＜予算執行伺の合議について＞

（調達）

第 7 条 業務担当課は、調達のための仕様書を作成したうえで、ICT 戦略課へ予算執

行伺の合議を行わなければならない。

（出典：情報システム化計画に関する要領）

【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

本システムでは、本番稼働の判断基準である稼働判定基準について記述した資料を

確認できず、本番移行し稼働したかどうかの判断が適切になされたか確認できなかった。

通常、情報システムには多くの要件が存在し、本番移行し稼働したかどうかの判断は、

情報システムによって行政サービスを提供する部署の職員のみならず、IT 全般に関する

高い専門的知識を要する職員により行われる必要があり、稼働判定基準を定めて稼働

判定を行うことで、厳密かつ効率的な判断が可能である。
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（改善提案）

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。
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直近の予算執行状況                              （単位：千円）

項目 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

設計・開発 121,488 - - -

機器更新等 - - - -

運用保守 - - 12,636 12,636

改修、機能追加等 - - 45,123 29,035

システムの開発・再開発・運用状況

対象システム 福岡市子ども子育て支援新制度給付管理システム（新規）

所管部署 こども未来局子育て支援部運営支援課

開発時期
開発着手

年度
平成 25 年度 稼働年度

平成 27 年

（一部は平成 26 年

度）

開発投資額

（千円）
121,489 千円

システム概要

「子ども・子育て支援新制度」（平成 27 年実施）において創設される、認定こ

ども園・保育所・幼稚園に共通した給付制度（施設型給付）および地域型保

育事業の給付制度（新設）を適正かつ効率的に管理するためのシステム。

システム方式 Web システム

システム

調達方式
開発時

特命随意契約

（提案競技）
運用時 特命随意契約

運用保守の

契約形式

・平成 27 年度福岡市子ども･子育て支援新制度給付管理システム運用管理

支援業務委託           ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 28 年度福岡市子ども･子育て支援新制度給付管理システム運用管理

支援業務委託           ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 29 年度福岡市子ども･子育て支援新制度給付管理システム運用管理

支援業務委託      ＜契約形式＞特命随意契約

監査において

確認した主な

資料

・④情報システム評価書（子ども・子育て支援新制度給付管理システム）

・①情報システム化要望調査票（子ども・子育て支援給付管理システム）_決

裁含

・②情報システム開発計画書（子ども・子育て支援新制度給付管理システム）

・情報システム化計画の審査結果について(右上 No は表紙の該当資料 No)
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・福岡市子ども子育て支援新制度給付管理システムプロジェクト議事録

・福岡市子ども子育て支援新制度給付管理システム構築業務委託仕様書

※資料名の日付は、決裁日もしくは資料作成日等を表す。

関連資料の保存状況

No. 資料概要

対象事業（提出頂
いた情報システム
計画書の対象と

なった調達）

提出
有無

「無し」の理由

1
情報システム審査委員会の審査結果
と審査結果を反映した証跡の資料

開発（再構築） 有り ―

2
システム調達方式（公募型プロポーザ
ル、総合評価方式等）を決定した根拠
資料

開発・運用保守
ハードウェア更新

有り ―

3
システム調達の単位（開発・運用の分
離、一括等）を決定した根拠資料

開発（再構築） 無し

開発費用のみ国庫補助対
象のため、開発と運用は契
約を分けている

4
予定価格の積算・決定をした根拠が
わかる資料（見積依頼した資料等含
む）

開発・運用保守
ハードウェア更新

有り ―

5
仕様書の審査・確定のプロセスがわか
る資料

開発（再構築） 有り ―

6
システム開発の稼働判定・完成検査
（検収）の基準・判定根拠がわかる資
料

開発（再構築） 有り ―

7
情報システムの利用状況（利用率・ハ
ードウェア等のリソース利用状況）がわ
かる資料

― 有り ―

8

地方公共団体における ICT 部門の業
務継続計画（BCP）策定に関するガイ
ドライン（総務省：平成 20 年）、ICT 部
門の業務継続計画（ICT-BCP）<初動
版>（総務省：平成 25 年）への対応状
況がわかる資料

― 無し

＜No.1 で求める資料のうち、情報システム審査委員会の審査資料様式の保存状況＞

①要望調査票
（様式第１号）

②開発計画書
（様式第２号、様
式第２－２号）

③開発計画変更
報告書

（様式第３号）

④評価書
（様式第４号）

○ ○ × ○

備考 ③は、当初計画より変更が無かったため作成なし。
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財務事務執行及び管理の状況

ア．企画

本システムについては、「情報システム化開発計画書」が作成され、情報システム審査委

員会の審査を受けている。本システムは平成 27 年４月から創設される認定こども園などへ

の新たな給付制度へ対応することを目的に、調達が行われている。

イ．調達・開発・本番稼働

本システムの調達については、提案競技に基づく業者選定が行われている。また、「情

報システム開発計画書」が作成され、新制度であるため他都市との比較はできないものの、

他都市の準備状況を調査するなどにより調達が実施されている。また、本番稼働に関して、

稼働判定や判断基準が分かる資料も保存されていた。

ウ．運用保守

開発後の本システムの運用管理は、特命随意契約により開発事業者と契約している。導

入後の運用保守（一部改修関連の契約も含む）については、契約形式と特命随意契約で

ある場合には、その詳細を把握し、検討を実施した。

なお、平成 28 年 10 月には運用開始後の評価が行われ、業務担当課において「情報シ

ステム評価書」が作成され、システム化による定量効果、定性効果を評価するとともに、利

用者アンケートの分析などを実施している。

情報セキュリティについては、各情報システムの情報セキュリティ対策をまとめた「個別実

施手順」が作成されており、「福岡市情報セキュリティ共通実施手順」に基づいた管理体制

及び情報資産の分類が行われている。

指摘事項・意見

本システムに関して、指摘事項及び意見は無かった。
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直近の予算執行状況                              （単位：千円）

項目 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

設計・開発 - - - -

機器更新等 180,518 190,969 184,104 207,315

運用保守 87,445 90,850 102,255 94,414

改修、機能追加等 25,786 33,324 80,488 42,779

システムの開発・再開発・運用状況

対象システム 国民健康保険・公費医療システム（再構築）

所管部署 保健福祉局 総務部 国民健康保険課

開発時期
開発着手

年度
平成 15 年度 稼働年度

平成 17 年

（一部平成 16 年度）

開発投資額

（千円）
143,141 千円

システム概要

国民健康保険・公費医療システムは、収納率向上・医療費削減・事務の効率

化及び事務経費の削減などを目的として、区保険年金課における国保の資

格・賦課・収納・滞納整理・レセプト点検等に係る業務をシステム化した、国

民健康保険の業務を担う基幹システムである。

システム方式 クライアント/サーバ

システム

調達方式
開発時

特命随意契約

（提案競技）
運用時 特命随意契約

運用保守の

契約形式

平成 25 年度国民健康保険・公費医療システム維持運用業務委託＜契約形

式＞特命随意契約

平成 26 年度国民健康保険・公費医療システム維持運用業務委託＜契約形

式＞特命随意契約

平成 27 年度国民健康保険・公費医療システム維持運用業務委託＜契約形

式＞特命随意契約

平成 28 年度国民健康保険・公費医療システム維持運用業務委託＜契約形

式＞特命随意契約



128

監査において

確認した主な

資料

・情報システム化計画に関する開発構想書

・②情報システム化開発計画書（国民健康保険・公費医療システム ）

・情報化委員会の審査結果について（通知）

・H150430_国民健康保険・公費医療システム_業者選定方法の決定及び提

案競技に係る選定委員会要綱の制定について(方針決裁)(決裁)

・H200313_平成 19 年度「福岡市情報システム化計画に関する要領」に基づ

くシステム評価の実施について（回答）（決裁）

・H200313 別紙_国民健康保険・公費医療システムのシステム評価について

・H200804_平成 20 年度「福岡市情報システム化計画に関する要領」に基づ

くシステム評価の実施について（回答）（決裁）

・④情報システム評価書

・国民健康保険・公費医療システム_国保システムの利用状況などについて

※資料名の日付は、決裁日もしくは資料作成日等を表す。

関連資料の保存状況

No. 資料概要

対象事業（提出頂
いた情報システム
計画書の対象と

なった調達）

提出
有無

「無し」の理由

1
情報システム審査委員会の審査結果
と審査結果を反映した証跡の資料

開発（再構築） 有り ―

2
システム調達方式（公募型プロポーザ
ル、総合評価方式等）を決定した根拠
資料

開発・運用保守
ハードウェア更新

有り ―

3
システム調達の単位（開発・運用の分
離、一括等）を決定した根拠資料

開発（再構築） 有り ―

4
予定価格の積算・決定をした根拠が
わかる資料（見積依頼した資料等含
む）

開発・運用保守
ハードウェア更新

有り ―

5
仕様書の審査・確定のプロセスがわか
る資料

開発（再構築） 有り ―

6
システム開発の稼働判定・完成検査
（検収）の基準・判定根拠がわかる資
料

開発（再構築） 無し

7
情報システムの利用状況（利用率・ハ
ードウェア等のリソース利用状況）がわ
かる資料

― 有り ―

8

地方公共団体における ICT 部門の業
務継続計画（BCP）策定に関するガイ
ドライン（総務省：平成 20 年）、ICT 部
門の業務継続計画（ICT-BCP）<初動
版>（総務省：平成 25 年）への対応状
況がわかる資料

― 無し

現在、システム機器をデー
タセンターに設置しており、
災害発生時など機器の状況
確認を確認するフロー図は
ある
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＜No.1 で求める資料のうち、情報システム審査委員会の審査資料様式の保存状況＞

①要望調査票

（様式第１号）

②開発計画書

（様式第２号、様

式第２－２号）

③開発計画変更

報告書

（様式第３号）

④評価書

（様式第４号）

― ○ ― ○

備考
①および③：当時の「福岡市情報システム化計画に関する要領」に

様式規定がなかったため、作成していない。

財務事務執行及び管理の状況

ア．企画

本システムについては、「情報システム化開発計画書」が作成され、情報システム審査委員

会の審査を受けている。本システムは、開発後十数年が経過し、複雑・肥大化した本システム

を再構築することを目的として、調達が行われている。

イ．調達・開発・本番稼働

本システムの調達については、提案競技に基づく業者選定が行われている。また、「情報シ

ステム化開発計画書」が作成され、その際、市の各区及び出張所のシステム再構築の要望等

を踏まえ調達が実施されている。

なお、本番稼働に関しては、保存期間を経過しているため存在せず確認できなかった。

ウ．運用保守

導入後の運用保守（一部改修関連の契約も含む）については、契約形式と特命随意契約

である場合には、その詳細を把握し、検討を実施した。開発後の本システムの運用管理は、特

命随意契約により開発事業者と契約している。

なお、平成 20 年５月には運用開始後の評価が行われ、業務担当課において「情報システ

ム評価書」が作成され、システム化による定量効果、定性効果を評価するとともに、セキュリティ

対策などを含め評価を実施している。

情報セキュリティについては、各情報システムの情報セキュリティ対策をまとめた「個別実施

手順」が作成されており、「福岡市情報セキュリティ共通実施手順」に基づいた管理体制及び

情報資産の分類が行われている。
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指摘事項・意見

【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

本システムでは、本番稼働の判断基準である稼働判定基準について記述した資料

を確認できず、本番移行し稼働したかどうかの判断が適切になされたか確認できなか

った。

通常、情報システムには多くの要件が存在し、本番移行し稼働したかどうかの判断

は、情報システムによって行政サービスを提供する部署の職員のみならず、IT 全般に

関する高い専門的知識を要する職員により行われる必要があり、稼働判定基準を定

めて稼働判定を行うことで、厳密かつ効率的な判断が可能である。

（改善提案）

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。
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直近の予算執行状況                              （単位：千円）

項目 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

設計・開発 - - - -

機器更新等※ 2,694 2,694 3,613 4,294

運用保守 3,150 3,240 3,240 3,240

改修、機能追加等 2,520 2,670 - -

※長期継続契約のうち単年度の賃貸借料執行状況を記載。

システムの開発・再開発・運用状況

対象システム 下水道料金総合情報システム

所管部署 道路下水道局 総務部 下水道料金課

開発時期
開発着手

年度
平成 18 年度 稼働年度 平成 19 年度

開発投資額

（千円）
19,950 千円

システム概要

下水道業務（下水道使用料、受益者負担金、水洗便所改造資金貸付に係る

賦課、調定、収納）のシステムを統合し、情報管理の一元化することにより効

率化・迅速化・適正化を図るための開発が行われている。

また、端末機で 新情報を検索することで、市民からの問い合わせに迅速に

対応し、市民サービスの向上を図っている。

システム方式 クライアント/サーバ

システム

調達方式
開発時 一般競争入札 運用時 特命随意契約

運用保守の

契約形式

・平成 24 年度道路下水道局営業課情報ｼｽﾃﾑ運用管理･保守業務委托

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 25 年度下水道料金総合情報システム運用管理・保守業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 26 年度下水道料金総合情報システム運用管理・保守業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 27 年度下水道料金総合情報システム運用管理・保守業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 28 年度下水道料金総合情報システム運用管理・保守業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約
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監査において

確認した主な

資料

・下水道料金総合情報システム_H180221_下水道局営業課情報システム開

発業務委託に係る一般競争入札の実施について(決裁)

・下水道料金総合情報システム_H180414_下水道局営業課情報システム開

発業務委託(決裁)

・下水道料金総合情報システム_下水道料金総合情報システム取扱事務に

ついて

・下水道料金総合情報システム_H171209_情報システム化計画に関する契約

方法の方針について(決裁)

・開発構想書（①開発要望調査票の代替で作成）

・下水道料金総合情報システム_H180414_委託伺

・②情報システム化開発計画書（下水道局営業課電算統合システム（仮））

・下水道料金総合情報システム_下水道局業務課情報システム開発業務委

託(完了届)

・下水道料金総合情報システム_設計書

・下水道料金総合情報システム_H190325_委託業務完成検査報告書

・下水道料金総合情報システム_下水道局営業課情報システム開発業務委

託に係る一般競争入札の実施に伴う入札説明書の策定について(決裁)

・下水道料金総合情報システム_福岡市情報化委員会の審査結果について

(通知)

・H180414_下水道局営業課情報システム開発業務委託（入札書）

・消費税計算書明細表（支出）

※資料名の日付は、決裁日もしくは資料作成日等を表す。

関連資料の保存状況

No. 資料概要

対象事業（提出頂
いた情報システム
計画書の対象と

なった調達）

提出
有無

「無し」の理由

1
情報システム審査委員会の審査結果
と審査結果を反映した証跡の資料

開発（再構築） 有り ―

2
システム調達方式（公募型プロポーザ
ル、総合評価方式等）を決定した根拠
資料

開発・運用保守
ハードウェア更新

有り ―

3
システム調達の単位（開発・運用の分
離、一括等）を決定した根拠資料

開発（再構築） 有り ―

4
予定価格の積算・決定をした根拠が
わかる資料（見積依頼した資料等含
む）

開発・運用保守
ハードウェア更新

有り ―

5
仕様書の審査・確定のプロセスがわか
る資料

開発（再構築） 有り ―
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6
システム開発の稼働判定・完成検査
（検収）の基準・判定根拠がわかる資
料

開発（再構築） 無し 保管期限満了

7
情報システムの利用状況（利用率・ハ
ードウェア等のリソース利用状況）がわ
かる資料

― 有り ―

8

地方公共団体における ICT 部門の業
務継続計画（BCP）策定に関するガイ
ドライン（総務省：平成 20 年）、ICT 部
門の業務継続計画（ICT-BCP）<初動
版>（総務省：平成 25 年）への対応状
況がわかる資料

― 無し 未作成

＜No.1 で求める資料のうち、情報システム審査委員会の審査資料様式の保存状況＞

①要望調査票

（様式第１号）

②開発計画書

（様式第２号、様

式第２－２号）

③開発計画変更

報告書

（様式第３号）

④評価書

（様式第４号）

○ ○ × ×

備考 「①要望調査票」は開発要望調査票の代替で作成

財務事務執行及び管理の状況

ア．企画

本システムについては、「情報システム化開発計画書」が作成され、情報システム審

査委員会の審査を受けている。本システムは、関連する全業務の統合システムを開発し、

情報管理を一元化して事務の省力化、迅速化を目的として、調達が行われている。

イ．調達・開発・本番稼働

本システムの調達については、平成 18 年度に 4 社で一般競争入札を実施してい

る。また、「情報システム化開発計画書」が作成され、他都市の状況、セキュリティ対策、

現有システムとの関係等を踏まえ調達が実施されている。

なお、本番稼働に関しては、保存期間を経過しているため存在せず確認できなか

った。

ウ．運用保守

導入後の運用保守（一部改修関連の契約も含む）については、契約形式と特命随

意契約である場合には、その詳細を把握し、検討を実施した。開発後の本システムの

運用管理は、特命随意契約により開発事業者と契約している。

なお、運用開始後の評価結果等は、文書の保存期間を経過しているため保存され

ていない。
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情報セキュリティについては、各情報システムの情報セキュリティ対策をまとめた「個

別実施手順」が作成されており、「福岡市情報セキュリティ共通実施手順」に基づいた

管理体制及び情報資産の分類が行われている。

導入後の運用保守については、契約形式と特命随意契約である場合には、その詳

細を把握し、特命随意契約である理由を確認した。

指摘事項・意見

【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

本システムは、調達規模を検討する際のもととなる見積書等の資料につい

ては、保存期間を経過しているため、確認できず、予定価格の積算及び査定

の妥当性をどのように判断したか等の過程が確認できなかった。

また、開発当時の複数事業者の見積もりの比較により、調達に当たって市費

の縮減に努めたか判明しなかった。

監査対象となった年度の特命随意契約に関しては理由や積算根拠が確認

できており、指摘事項はなかったが、開発当時の状況を確認することでより精

緻な調達の効率性確認が可能となる。

運用保守時の予定価格の積算及び査定の妥当性を確保するためには、開

発当時の見積もりを参考とし、分離発注したものについては、常に競争環境の

確保によるコスト削減の可能性を追求すべきである。

 （改善提案）

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。
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【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

本システムでは、本番稼働の判断基準である稼働判定基準については、保

存期間を経過しているため記述した資料を確認できず、本番移行し稼働したか

どうかの判断が適切になされたかを確認できなかった。

通常、情報システムには多くの要件が存在し、本番移行し稼働したかどうか

の判断は、情報システムによって行政サービスを提供する部署の職員のみなら

ず、IT 全般に関する高い専門的知識を要する職員により行われる必要があり、

稼働判定基準を定めて稼働判定を行うことで、厳密かつ効率的な判断が可能

である。

（改善提案）

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。
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直近の予算執行状況                              （単位：千円）

項目 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

設計・開発 - - - -

機器更新等 - - - -

運用保守 4,095 4,212 4,212 4,212

改修、機能追加等 9,135 - - 14,364

システムの開発・再開発・運用状況

対象システム 下水道事業財務会計システム

所管部署 道路下水道局 総務部 経理課

開発時期
開発着手

年度
平成 12 年度 稼働年度 平成 14 年度

開発投資額

（千円）
107,440 千円

システム概要

昭和 61 年度に導入された下水道事業の財務会計システムにおいて、手作

業で行っていた支払等の処理後の伝票入力、予算整理簿や総勘定元帳等

の会計帳簿を作成以外の会計処理を電算システム化することにより事務処

理の効率化、迅速化、簡素化を図り、情報の有効活用、企業経営の一層の

健全化を促進することを目的としたもの。

予算管理、収入管理、支出管理、決算管理、資金管理、物品管理、共通管

理のサブシステムで構成され、情報は、発生現場で入力し、オンライン・リア

ルタイムで処理するシステム。

システム方式 クライアント/サーバ

システム

調達方式
開発時

特命随意契約

（提案競技）
運用時 特命随意契約



137

運用保守の

契約形式

・平成 24 年度下水道事業財務会計システム運用管理・保守業務委託 ＜契

約形式＞特命随意契約

・平成 25 年度下水道事業財務会計システム運用管理・保守業務委託 ＜契

約形式＞特命随意契約

・平成 26 年度下水道事業財務会計システム運用管理・保守業務委託 ＜契

約形式＞特命随意契約

・平成 27 年度下水道事業財務会計システム運用管理・保守業務委託 ＜契

約形式＞特命随意契約

・平成 28 年度下水道事業財務会計システム運用管理・保守業務委託 ＜契

約形式＞特命随意契約

監査において

確認した主な

資料

・H110728_下水道事業財務会計システムの開発計画の作成について（起

案、概要）

・下水道事業財務会計システム運用管理・保守業務委託（決裁）

・H101002_福岡市行政情報化推進計画に係る下水道事業財務会計システ

ムの「情報システム化基本計画書」の提出について

・H130328_下水道事業財務会計システム基本設計書の策定について（報

告）

・H120919_情報化委員会の審査結果について（通知）

・H120731_下水道事業財務会計システム開発計画の策定について

・H121020_下水道事業財務会計システム開発計画の条件整備について（起

案）

・H111122_下水道事業財務会計システム提案競技業者選定結果 報告書の

作成について（決裁）

※資料名の日付は、決裁日もしくは資料作成日等を表す。

関連資料の保存状況

No. 資料概要

対象事業（提出頂
いた情報システム
計画書の対象と

なった調達）

提出
有無

「無し」の理由

1
情報システム審査委員会の審査結果
と審査結果を反映した証跡の資料

開発（再構築） 有り ―

2
システム調達方式（公募型プロポーザ
ル、総合評価方式等）を決定した根拠
資料

開発・運用保守
ハードウェア更新

無し
文書保管期限が経過してお
り廃棄済みのため。

3
システム調達の単位（開発・運用の分
離、一括等）を決定した根拠資料

開発（再構築） 無し

文書保管期限が経過してお
り廃棄済みのため。

4
予定価格の積算・決定をした根拠が
わかる資料（見積依頼した資料等含
む）

開発・運用保守
ハードウェア更新

有り

運用保守の資料のみ有り。
開発の資料については文書
保存期限が経過しており廃
棄済み。
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5
仕様書の審査・確定のプロセスがわか
る資料

開発（再構築） 無し
文書保管期限が経過してお
り廃棄済みのため。

6
システム開発の稼働判定・完成検査
（検収）の基準・判定根拠がわかる資
料

開発（再構築） 無し
文書保管期限が経過してお
り廃棄済みのため。

7
情報システムの利用状況（利用率・ハ
ードウェア等のリソース利用状況）がわ
かる資料

― 無し

利用状況調査を行っていな
いため。

8

地方公共団体における ICT 部門の業
務継続計画（BCP）策定に関するガイ
ドライン（総務省：平成 20 年）、ICT 部
門の業務継続計画（ICT-BCP）<初動
版>（総務省：平成 25 年）への対応状
況がわかる資料

― 無し

＜No.1 で求める資料のうち、情報システム審査委員会の審査資料様式の保存状況＞

①要望調査票

（様式第１号）

②開発計画書

（様式第２号、様

式第２－２号）

③開発計画変更

報告書

（様式第３号）

④評価書

（様式第４号）

× ○ × ×

備考 ①、③、④は保管期限が過ぎており廃棄。

財務事務執行及び管理の状況

ア．企画

本システムについては、開発当時に「情報システム化開発計画」が作成され、企業会計

に移行している下水道事業会計の財務会計情報のデータベースを構築して情報の一元

管理を行うことなどを目的に、調達が行われている。

イ．調達・開発・本番稼働

本システムの調達については、開発時の調達方式に関して検討した文書は保存期間

を経過しているため保存されていない。なお、開発当時に「情報システム化開発計画」が

作成され、システム化の経費、効果、他都市の類似システムの検討等の詳細な検討を踏

まえ調達が実施されている。

本番稼働に関しては、文書の保存期間を経過しているため保存されていない。

ウ．運用保守

導入後の運用保守（一部改修関連の契約も含む）については、契約形式と特命随意

契約である場合には、その詳細を把握し、検討を実施した。開発後の本システムの運用

管理は、特命随意契約により開発事業者と契約している。

なお、運用開始後の評価結果等は、文書の保存期間を経過しているため保存されて

いない。
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指摘事項・意見

【意見37】 調達手法を検討した経緯が確認できなかった

本システムは、開発時に提案競技にて開発事業者を選定しているが、その後の

改修、運用保守業務の大半が特命随意契約による調達となっている。開発調達

時、もしくは運用期間中に、競争による調達への切り替え、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ため、確認できず、ＩＣＴコストに関

する市費を縮減するための取組が確認できなかった。

 （改善提案）

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 適化の実現のための取組である

ことも留意されたい。

【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

本システムは、開発と運用を分離して調達を実施している。開発時は提案競技

にて調達しているが、その後の改修、運用支援業務の大半を開発事業者への特

命随意契約による調達となっている。

しかしながら、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。

（改善提案）

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。
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【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。

仕様書を確定する作業には、ICT 全般に関する高い専門的知識が不可欠であ

り、かつ、要求する機能等によっては参加できる民間事業者が限定され、必ずしも

競争性が確保できない状況が生まれることから、慎重な検討が求められることに留

意する必要がある。

（改善提案）

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。

【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

本システムは、調達規模を検討する際のもととなる見積書等の資料については、保

存期間を経過しているため、確認できず、予定価格の積算及び査定の妥当性をどのよ

うに判断したか等の過程が確認できなかった。

また、開発当時の複数事業者の見積もりの比較により、調達に当たって市費の縮減

に努めたか判明しなかった。

監査対象となった年度の特命随意契約に関しては理由や積算根拠が確認できてお

り、指摘事項はなかったが、開発当時の状況を確認することでより精緻な調達の効率性

確認が可能となる。

運用保守時の予定価格の積算及び査定の妥当性を確保するためには、開発当時

の見積もりを参考とし、分離発注したものについては、常に競争環境の確保によるコス

ト削減の可能性を追求すべきである。

（改善提案）

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。
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【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

本システムでは、本番稼働の判断基準である稼働判定基準について記述した資料

を確認できず、本番移行し稼働したかどうかの判断が適切になされたか確認できなか

った。

通常、情報システムには多くの要件が存在し、本番移行し稼働したかどうかの判断は、

情報システムによって行政サービスを提供する部署の職員のみならず、IT 全般に関す

る高い専門的知識を要する職員により行われる必要があり、稼働判定基準を定めて稼

働判定を行うことで、厳密かつ効率的な判断が可能である。

（改善提案）

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。
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直近の予算執行状況                              （単位：千円）

項目 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

設計・開発 - - - -

機器更新等 - - 65,390 -

運用保守 23,415 27,594 26,648 24,084

改修、機能追加等 8,400 41,105 - -

システムの開発・再開発・運用状況

対象システム 博多港港湾情報システム （再構築）

所管部署 港湾空港局総務部総務企画課

開発時期
開発着手

年度
平成 10 年度 稼働年度 平成 11 年度

開発投資額

（千円）
54,285 千円（基本計画時）

システム概要

博多港の利用申請、施設管理、料金管理、港湾統計業務を行っているシス

テム。国際港湾物流コストの削減と港の利便性向上、さらには博多港の国際

港湾としての地位確立に資することを目的とする。

システム方式 クライアント/サーバ

システム

調達方式
開発時 不明 運用時 特命随意契約

運用保守の

契約形式

・平成 28 年度博多港港湾情報システム運用保守業務委託 ＜契約形式＞

特命随意契約

・平成 29 年度博多港港湾情報システム運用保守業務委託 ＜契約形式＞

特命随意契約

監査において

確認した主な

資料

・H270319_博多港港湾情報システム運用機器賃貸借契約（予定価格）

・H290329_博多港港湾情報システム運用保守業務委託について（決裁）

・起案_博多港港湾情報システム

・起案の趣旨等_博多港港湾情報システム運用保守業務委託

・特命随意契約による継続委託チェックリスト

・業務委託契約書（博多港港湾情報システム運用保守業務委託）

・H1003_情報システム化実施計画（博多港港湾情報システム２）

・H28_②情報システム開発計画書（博多港港湾情報システム）

・H1003_情報システム化基本計画（博多港港湾情報システム２）
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・H270311_博多港港湾情報システム運用機器賃貸借契約（長期継続契約）

の実施について（決裁）

・H290331_H29 年度博多港港湾情報システム運用保守業務委託（予定価

格）

・システム費用対効果表

・別紙（システム利用状況）

※資料名の日付は、決裁日もしくは資料作成日等を表す。

関連資料の保存状況

No. 資料概要

対象事業（提出頂
いた情報システム
計画書の対象と

なった調達）

提出
有無

「無し」の理由

1
情報システム審査委員会の審査結果
と審査結果を反映した証跡の資料

開発（再構築） 無し
文書の保存期間を経過して
いるため。

2
システム調達方式（公募型プロポーザ
ル、総合評価方式等）を決定した根拠
資料

開発・運用保守
ハードウェア更新

有り
開発時の資料については
No.1 と同様の理由で提出で
きません。

3
システム調達の単位（開発・運用の分
離、一括等）を決定した根拠資料

開発（再構築） 無し No.1 と同様

4
予定価格の積算・決定をした根拠が
わかる資料（見積依頼した資料等含
む）

開発・運用保守
ハードウェア更新

有り
開発時の資料については
No.1 と同様の理由で提出で
きません。

5
仕様書の審査・確定のプロセスがわか
る資料

開発（再構築） 無し No.1 と同様

6
システム開発の稼働判定・完成検査
（検収）の基準・判定根拠がわかる資
料

開発（再構築） 無し No.1 と同様

7
情報システムの利用状況（利用率・ハ
ードウェア等のリソース利用状況）がわ
かる資料

― 有り ―

8

地方公共団体における ICT 部門の業
務継続計画（BCP）策定に関するガイ
ドライン（総務省：平成 20 年）、ICT 部
門の業務継続計画（ICT-BCP）<初動
版>（総務省：平成 25 年）への対応状
況がわかる資料

― 無し 未作成のため。

＜No.1 で求める資料のうち、情報システム審査委員会の審査資料様式の保存状況＞

①要望調査票

（様式第１号）

②開発計画書

（様式第２号、様

式第２－２号）

③開発計画変更

報告書

（様式第３号）

④評価書

（様式第４号）

× ○ × ×

備考 ① 保存期間を満了しているためなし。
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財務事務執行及び管理の状況

ア．企画

本システムについては、開発当時に「情報システム化基本計画」及び「情報システム化

実施計画」が作成され、入出港手続に関する各種申請書類の電子送受信などを目的と

して、調達が行われている。

イ．調達・開発・本番稼働

本システムの調達については、開発時の調達方式に関して検討した文書は保存期間

を経過しているため保存されていないが、平成 30 年度以降に実施予定のシステム更新

に向けて，平成 28 年度に「情報システム開発計画書」が作成されている。また、業務担

当課の予定では、平成 30 年度のシステム更新の調達では、現行システムの開発事業者

以外の事業者も参入できるように、競争性のある調達方法をとる方向で進められている。

なお、本番稼働に関しても、文書の保存期間を経過しているため保存されていない。

ウ．運用保守

導入後の運用保守（一部改修関連の契約も含む）については、契約形式と特命随意

契約である場合には、その詳細を把握し、検討を実施した。開発後の本システムの運用

管理は、特命随意契約により開発事業者と契約している。

なお、運用開始後の評価に関しても、文書の保存期間を経過しているため保存されて

いない。情報セキュリティについては、各情報システムの情報セキュリティ対策をまとめた

「個別実施手順」が作成されており、「福岡市情報セキュリティ共通実施手順」に基づい

た管理体制及び情報資産の分類が行われている。

指摘事項・意見

【意見42】 開発事業者への依存度が高いシステム

本システムは、平成 4 年度の運用開始以降、平成 11 年～平成 12 年度、平成

14 年～平成 16 年度に追加開発、及び、平成 28 年度まで改修・運用保守業務の

すべての契約において、同一開発事業者への特命随意契約を行っている。

なお、平成 29 年度の運用保守業務委託における契約に際しては、開発事業者

が平成 29 年 2 月 2 日～平成 29 年 6 月 1 日まで競争入札指名停止措置を受け

ているにも関わらず、特命随意契約によらざるを得ない状況となった（当該特命随

意契約については、入札参加資格等審査委員会に審議をかけ、必要な手続きを

経ている）。

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 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 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。
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（改善提案）

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。



146

直近の予算執行状況                              （単位：千円）

項目 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

設計・開発 - - - 317,082

機器更新等 - - - 4,020

運用保守 - - - -

改修、機能追加等 - - - 1,754

システムの開発・再開発・運用状況

対象システム 教職員給与システム（新規）

所管部署 教育委員会 総務部 教職員課

開発時期
開発着手

年度
平成 28 年度 稼働年度 平成 29 年度

開発投資額

（千円）

408,618 千円

（平成 28 年度一次開発、平成 29 年度二次開発合計額）

システム概要 教職員の給与計算・支払事務、人事情報の管理を目的とする。

システム方式 Web システム

システム

調達方式
開発時

特命随意契約（提

案競技）
運用時 特命随意契約

運用保守の

契約形式

・平成 29 年度教職員給与システムに係る運用・保守業務委託 ＜契約形式

＞特命随意契約（提案競技）

監査において

確認した主な

資料

・①情報システム化要望調査票

・②情報システム開発計画書

・H280127_教職員給与システム構築方針について（一部内容変更）（決裁書

類一式）

・H280127_教職員給与システム構築方針について（一部内容変更）（決裁）

・H280316_予算執行伺書（併合）

・H280127_別紙 6_設計書

※資料名の日付は、決裁日もしくは資料作成日等を表す。
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関連資料の保存状況

No. 資料概要

対象事業（提出頂
いた情報システム
計画書の対象と

なった調達）

提出
有無

「無し」の理由

1
情報システム審査委員会の審査結果
と審査結果を反映した証跡の資料

開発（再構築） 有り
反映すべき事項が特になか
っため、反映の証跡資料は
無い

2
システム調達方式（公募型プロポーザ
ル、総合評価方式等）を決定した根拠
資料

開発・運用保守
ハードウェア更新

有り ―

3
システム調達の単位（開発・運用の分
離、一括等）を決定した根拠資料

開発（再構築） 有り ―

4
予定価格の積算・決定をした根拠が
わかる資料（見積依頼した資料等含
む）

開発・運用保守
ハードウェア更新

有り ―

5
仕様書の審査・確定のプロセスがわか
る資料

開発（再構築） 有り ―

6
システム開発の稼働判定・完成検査
（検収）の基準・判定根拠がわかる資
料

開発（再構築） 有り ―

7
情報システムの利用状況（利用率・ハ
ードウェア等のリソース利用状況）がわ
かる資料

― 無し

8

地方公共団体における ICT 部門の業
務継続計画（BCP）策定に関するガイ
ドライン（総務省：平成 20 年）、ICT 部
門の業務継続計画（ICT-BCP）<初動
版>（総務省：平成 25 年）への対応状
況がわかる資料

― 有り ―

＜No.1 で求める資料のうち、情報システム審査委員会の審査資料様式の保存状況＞

①要望調査票

（様式第１号）

②開発計画書

（様式第２号、様

式第２－２号）

③開発計画変更

報告書

（様式第３号）

④評価書

（様式第４号）

○ ○ - -

備考 ―
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財務事務執行及び管理の状況

ア．企画

本システムについては、「情報システム化開発計画書」が作成され、情報システム審査

委員会の審査を受けている。本システムは県費負担教職員の事務・権限が委譲されるこ

とに伴い、調達が行われている。

イ．調達・開発・本番稼働

本システムの調達については、提案競技に基づく業者選定が行われている。また、

「情報システム開発計画書」が作成され、他都市の状況や費用対効果を踏まえ調達が実

施されている。

なお、本番稼働に関しては、システムの稼働判定基準、及び稼働判定をした経緯等

の文書が保存されている。

ウ．運用保守

導入後の運用保守（一部改修関連の契約も含む）については、契約形式が特命随意

契約である場合には、その詳細を把握し、検討を実施した。開発後の本システムの運用

管理は、特命随意契約により開発事業者と契約している。

なお、運用開始後の評価は稼働後間もないため、未実施である。

情報セキュリティについては、各情報システムの情報セキュリティ対策をまとめた「個別

実施手順」が作成されており、「福岡市情報セキュリティ共通実施手順」に基づいた管理

体制及び情報資産の分類が行われている。

指摘事項・意見

【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

「福岡市情報システム調達の手引き」では RFI の実施は任意事項であることから、実

施時の書類保存は必要ではないものの、事業者から見積もりを取得したときの提示資

料（仕様書（素案）またはシステム開発計画書（事業者提示用）や業務フロー等）が保存

されておらず、「情報システム開発計画書」の費用対効果や要求する予算について、審

査・検証の実施状況を確認できず、予定価格の積算及び査定の妥当性をどのように判

断したか等の過程が確認できなかった。

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。

（改善提案）

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。
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直近の予算執行状況                              （単位：千円）

項目 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

設計・開発 - - - -

機器更新等 - 588,034 583 -

運用保守 - 53,136 71,753 34,020

改修、機能追加等 - - - -

システムの開発・再開発・運用状況

対象システム 校務支援システム

所管部署 教育委員会 総務部総務課

開発時期
開発着手

年度
平成 24 年度 稼働年度 平成 26 年度

開発投資額

（千円）
53,136 千円

システム概要

教職員の業務負担軽減による「教員が子どもと向き合う環境づくり」を実現

し、学校が主体性をもって充実した教育を行うために、校務の情報化を行うも

の。

システム方式 WEB システム

システム

調達方式
開発時

特命随意契約

（提案競技）
運用時 特命随意契約

運用保守の

契約形式

・平成 26 年度校務支援システム運用支援等業務委託

   ＜契約方式＞特命随意契約

・平成 27 年度校務支援システム運用支援等業務委託

 ＜契約方式＞特命随意契約

・平成 27 年度校務支援システム操作研修等業務委託

 ＜契約方式＞特命随意契約

・平成 28 年度校務支援システム運用支援等業務委託

 ＜契約方式＞特命随意契約

・平成 28 年度校務支援システムサーバ設定変更業務委託

 ＜契約方式＞特命随意契約

・平成 29 年度校務支援システム西部小学校追加ライセンス賃貸借

 ＜契約方式＞特命随意契約
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・平成 29 年度校務支援システム運用支援等業務委託

 ＜契約方式＞特命随意契約

監査において

確認した主な

資料

・②情報システム開発計画書（校務支援システム）

・H280915_平成 28 年度「福岡市情報システム化計画に関する要領」に基づ

くシステム評価の実施について（依頼）

・H2810XX_④情報システム評価書（校務支援システム）

・①情報システム化要望調査票

・H280526_校務支援システムについて（協議簿回覧）

・H260519_校務支援システムの調達について（方針決裁）_No.3_4 対応

・H270105_平成 26 年第 11 回校務（教務）支援システム導入推進委員会の開

催について（通知）（決裁）

・H231220_福岡市情報システム審査委員会審査結果の条件整備について

（報告）

・H231025_福岡市情報システム審査委員会の審査結果について（通知）

_No.2 対応

・④情報システム評価書（校務支援システム）

・H290113_福岡市情報システム審査委員会の審査結果について（通知）校

務支援システム

・H270227_第 10 回校務（教務）支援システム導入推進委員会 WG 議事録

・校務支援システム運用委託設計書_表紙 No5_8 対応

・H2509_福岡市校務（教務）支援システム（モデル校）導入一次評価報告書

※資料名の日付は、決裁日もしくは資料作成日等を表す。

関連資料の保存状況

No. 資料概要

対象事業（提出頂
いた情報システム
計画書の対象と

なった調達）

提出
有無

「無し」の理由

1
情報システム審査委員会の審査結果
と審査結果を反映した証跡の資料

開発（再構築） 有り ―

2
システム調達方式（公募型プロポーザ
ル、総合評価方式等）を決定した根拠
資料

開発・運用保守
ハードウェア更新

有り ―

3
システム調達の単位（開発・運用の分
離、一括等）を決定した根拠資料

開発（再構築） 有り ―

4
予定価格の積算・決定をした根拠が
わかる資料（見積依頼した資料等含
む）

開発・運用保守
ハードウェア更新

有り ―
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5
仕様書の審査・確定のプロセスがわか
る資料

開発（再構築） 有り ―

6
システム開発の稼働判定・完成検査
（検収）の基準・判定根拠がわかる資
料

開発（再構築） 無し 未作成

7
情報システムの利用状況（利用率・ハ
ードウェア等のリソース利用状況）がわ
かる資料

― 有り ―

8

地方公共団体における ICT 部門の業
務継続計画（BCP）策定に関するガイ
ドライン（総務省：平成 20 年）、ICT 部
門の業務継続計画（ICT-BCP）<初動
版>（総務省：平成 25 年）への対応状
況がわかる資料

― 無し 未作成

＜No.1 で求める資料のうち、情報システム審査委員会の審査資料様式の保存状況＞

①要望調査票

（様式第１号）

②開発計画書

（様式第２号、様

式第２－２号）

③開発計画変更

報告書

（様式第３号）

④評価書

（様式第４号）

○ ○ × ○

備考 ③は、大幅な変更が生じなかった為作成なし。

財務事務執行及び管理の状況

ア．企画

本システムについては、「情報システム化開発計画書」が作成され、情報システム審査

委員会の審査を受けている。当委員会からは、本システムが教員の負担軽減に対する一

定の効果期待されることから「可」とされ、調達が行われている。

イ．調達・開発・本番稼働

本システムの調達については、提案競技に基づく業者選定が行われている。また、「情

報システム開発計画書」が作成され、他都市の状況、経費の比較を踏まえ調達が実施さ

れている。

なお、本番稼働に関しては、文書化されておらず、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。

ウ．運用保守

導入後の運用保守（一部改修関連の契約も含む）については、契約形式と特命随意

契約である場合には、その詳細を把握し、検討を実施した。開発後の本システムの運用

管理は、特命随意契約により開発事業者と契約している。

なお、平成 28 年９月には運用開始後の評価が行われ、業務担当課において「情報シ

ステム評価書」が作成され、システム化による定量効果、定性効果を評価するとともに、セ

キュリティ対策などを含め評価を実施している。
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情報セキュリティについては、各情報システム情報セキュリティ対策をまとめた「個別実

施手順」が作成されており、「福岡市情報セキュリティ共通実施手順」に基づいた管理体

制及び情報資産の分類が行われている。

指摘事項・意見

【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

本システムでは、本番稼働の判断基準である稼働判定基準について記述した

資料を確認できず、本番移行し稼働したかどうかの判断が適切になされたか確認

できなかった。

通常、情報システムには多くの要件が存在し、本番移行し稼働したかどうかの

判断は、情報システムによって行政サービスを提供する部署の職員のみならず、

IT 全般に関する高い専門的知識を要する職員により行われる必要があり、稼働判

定基準を定めて稼働判定を行うことで、厳密かつ効率的な判断が可能である。

（改善提案）

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。
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直近の予算執行状況                              （単位：千円）

項目 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

設計・開発 - - - -

機器更新等 - 10,498 - -

運用保守 1,024 1,053 1,053 7,128

改修、機能追加等 - - - -

システムの開発・再開発・運用状況

対象システム 児童生徒管理システム

所管部署 教育委員会 教育支援部 健康教育課

開発時期
開発着手

年度
平成 20 年度 稼働年度 平成 21 年度

開発投資額

（千円）

66,192 千円

（学校給食費管理システムの一部機能であり不可分であるため、両システム

の合算額を記載している。）

システム概要

 学校給食費管理システムの一部機能である。

学校給食費について、対象となる児童・生徒の管理、収納・滞納管理を行う

目的で整備されたシステム。

システム方式 Web システム、クライアント/サーバ

システム

調達方式
開発時 特命随意契約 運用時 特命随意契約

運用保守の

契約形式

・平成 25 年度児童管理システム保守業務委託 ＜契約形式＞特命随意契

約

・平成 26 年度児童管理システム保守業務委託 ＜契約形式＞特命随意契

約

・平成 27 年度児童管理システム保守業務委託 ＜契約形式＞特命随意契

約

・平成 28 年度給食管理システム保守業務委託 ＜契約形式＞特命随意契

約

・平成 29 年度給食管理システム保守業務委託 ＜契約形式＞特命随意契

約
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監査において

確認した資料

・④情報システム評価書

・H200929_福岡市情報システム審査委員会の審査結果について（通知）

・②情報システム開発計画書（再提出分含む）

・H200930_設計書

・H210302_学校給食費管理システム開発業務委託契約の一部変更につい

て（伺）（決裁）

・H200929_福岡市情報システム審査委員会の審査結果について（通知）児

童生徒管理システム

・H200820_情報システム開発計画書の再提出について（児童生徒管理シス

テム

・H201010_学校給食費管理システム開発業務にかかる委託契約の締結につ

いて（決裁）

・H200820_情報システム開発計画書の再提出について（決裁）

・H200702_学校給食費管理システムの教育センターネットワークの利用及び

セキュリティ方針について（決裁）

・H210825_委託業務完成検査報告書_検査員立会人等の指名_完了届

・①情報システム化要望調査票

・H200728_情報システム開発計画書の提出について（児童生徒管理システ

ム

・H210303_学校給食費管理システム開発業務委託契約の一部変更決定に

ついて（決裁）

・H201003_随意契約伺_予定価格_新規委託契約チェックリスト

・H200930_学校給食費管理システム構築に係る委託契約（実施伺）及び見

積業者の選定について（決裁）

・福岡市業務継続ＢＣＰ計画

※資料名の日付は、決裁日もしくは資料作成日等を表す。

関連資料の保存状況

No. 資料概要

対象事業（提出頂
いた情報システム
計画書の対象と

なった調達）

提出
有無

「無し」の理由

1
情報システム審査委員会の審査結果
と審査結果を反映した証跡の資料

開発（再構築） 有り ―

2
システム調達方式（公募型プロポーザ
ル、総合評価方式等）を決定した根拠
資料

開発・運用保守
ハードウェア更新

有り ―

3
システム調達の単位（開発・運用の分
離、一括等）を決定した根拠資料

開発（再構築） 有り ―
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4
予定価格の積算・決定をした根拠が
わかる資料（見積依頼した資料等含
む）

開発・運用保守
ハードウェア更新

有り ―

5
仕様書の審査・確定のプロセスがわか
る資料

開発（再構築） 有り ―

6
システム開発の稼働判定・完成検査
（検収）の基準・判定根拠がわかる資
料

開発（再構築） 有り ―

7
情報システムの利用状況（利用率・ハ
ードウェア等のリソース利用状況）がわ
かる資料

― 無し

情報システムの利用状況
（利用率・ハードウェア等のリ
ソース利用状況）を補足する
体制が未整備のため

8

地方公共団体における ICT 部門の業
務継続計画（BCP）策定に関するガイ
ドライン（総務省：平成 20 年）、ICT 部
門の業務継続計画（ICT-BCP）<初動
版>（総務省：平成 25 年）への対応状
況がわかる資料

― 無し
対象システムの BCP 策定ま
で至っていない。

＜No.1 で求める資料のうち、情報システム審査委員会の審査資料様式の保存状況＞

①要望調査票

（様式第１号）

②開発計画書

（様式第２号、様

式第２－２号）

③開発計画変更

報告書

（様式第３号）

④評価書

（様式第４号）

○ ○ ― ○

備考
③および様式 2-2 は未作成

※学校給食費システムの一部システムとして開発

財務事務執行及び管理の状況

ア．企画

本システムについては、「情報システム化開発計画書」が作成され、情報システム審査委

員会の審査を受けている。当委員会からは、セキュリティ対策の検討など一部条件が付さ

れたものの、必要性が認められて「可」とされ、調達が行われている。

イ．調達・開発・本番稼働

本システムの調達については、特命随意契約に基づく業者選定が行われている。また、

「情報システム開発計画書」が作成され、他都市の状況や導入による費用対効果などを踏

まえ調達が実施されている。また、本番稼働に関して、稼働判定や判断基準が分かる資料

も保存されていた。

ウ．運用保守

導入後の運用保守（一部改修関連の契約も含む）については、契約形式が特命随意契

約である場合には、その詳細を把握し、検討を実施した。開発後の本システムの運用管理

は、特命随意契約により開発事業者と契約している。

なお、平成 23 年５月には運用開始後の評価が行われ、業務担当課において「情報シス

テム評価書」が作成され、システム化による定量効果、定性効果を評価するとともに、利用
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者アンケートの分析などを実施している。システムに起因する重大なインシデント等は生じ

ていない。

情報セキュリティについては、前述の【指摘事項１】のとおり、各情報システム情報セキュ

リティ対策をまとめた「個別実施手順」が作成されておらず、「福岡市情報セキュリティ共通

実施手順」に基づいた管理体制及び情報資産の分類が行われていなかった。

指摘事項・意見

本システムに関して、指摘事項及び意見は無かった。
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直近の予算執行状況                              （単位：千円）

項目 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

設計・開発 - - - -

機器更新等 395,212 - - -

運用保守 27,773 27,747 27,747 26,698

改修、機能追加等 - - - -

システムの開発・再開発・運用状況

対象システム 総合図書館業務システム（再構築）

所管部署 教育委員会総合図書館運営課

開発時期
開発着手

年度
平成 24 年度 稼働年度 平成 25 年度

開発投資額

（千円）
42,619 千円（見積額）

システム概要

総合図書館業務システムは、図書の貸出、返却、及び利用者管理等一般的

な図書館運営に必要な業務の効率化を目的として整備されたシステムであ

る。

システム方式 Web システム

システム

調達方式
開発時 特命随意契約 運用時 特命随意契約

運用保守の

契約形式

・平成 29 年度福岡市総合図書館システム運転監視・保守業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 28 年度福岡市総合図書館システム運転監視・保守業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 27 年度福岡市総合図書館システム運転監視・保守業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 26 年度福岡市総合図書館システム運転監視・保守業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 25 年度福岡市総合図書館システム運転監視・保守業務委託

 ＜契約形式＞特命随意契約
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監査において

確認した主な

資料

・H240914_見積結果表

・H270320_④情報システム評価書（総合図書館業務システム）_H25 稼働シス

テム分

・H240701_図書館業務システム改修・更新業務委託について（実施伺）（決

裁）

・H2308_①情報システム化要望調査票

・H250331 完了報告書（決裁）

・H240914_委託随意契約伺（決裁）

・H1811_総合図書館業務システムの再構築のリリース時期について（起案文

書）

・H231117_福岡市情報システム審査委員会の審査結果について（通知）

・H24or25_委託概要説明書

・H240718_委託審査について（依頼）（決裁）

・H1811_総合図書館業務システムの再構築方針について（起案文書）

・H2807_②情報システム開発計画書（総合図書館業務システム）

※資料名の日付は、決裁日もしくは資料作成日等を表す。

関連資料の保存状況

No. 資料概要

対象事業（提出頂
いた情報システム
計画書の対象と

なった調達）

提出
有無

「無し」の理由

1
情報システム審査委員会の審査結果
と審査結果を反映した証跡の資料

開発（再構築） 有り

―

2
システム調達方式（公募型プロポーザ
ル、総合評価方式等）を決定した根拠
資料

開発・運用保守
ハードウェア更新

有り
―

3
システム調達の単位（開発・運用の分
離、一括等）を決定した根拠資料

開発（再構築） 有り

―

4
予定価格の積算・決定をした根拠が
わかる資料（見積依頼した資料等含
む）

開発・運用保守
ハードウェア更新

有り

―

5
仕様書の審査・確定のプロセスがわか
る資料

開発（再構築） 無し 明文化していない

6
システム開発の稼働判定・完成検査
（検収）の基準・判定根拠がわかる資
料

開発（再構築） 無し 明文化していない

7
情報システムの利用状況（利用率・ハ
ードウェア等のリソース利用状況）がわ
かる資料

― 無し
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8

地方公共団体における ICT 部門の業
務継続計画（BCP）策定に関するガイ
ドライン（総務省：平成 20 年）、ICT 部
門の業務継続計画（ICT-BCP）<初動
版>（総務省：平成 25 年）への対応状
況がわかる資料

― 無し 明文化していない

＜No.1 で求める資料のうち、情報システム審査委員会の審査資料様式の保存状況＞

①要望調査票

（様式第１号）

②開発計画書

（様式第２号、様

式第２－２号）

③開発計画変更

報告書

（様式第３号）

④評価書

（様式第４号）

○ ○ × ○

備考 ③は該当資料なし。

財務事務執行及び管理の状況

ア．企画

本システムについては、「情報システム化開発計画書」が作成され、情報システム審査委

員会の審査を受けている。当委員会からは、本システムは図書館業務の根幹をなすもので

あり、新 OS 対応等のための必要性から「可」とされ、調達が行われている。

イ．調達・開発・本番稼働

本システムの調達については、公募型価格競争入札方式に基づく業者選定が行われて

いる。また、「情報システム開発計画書」が作成され、開発費用、ランニングコストに関して

他社見積との比較を踏まえ調達が実施されている。

なお、本番稼働に関しては、文書化されておらず、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。

ウ．運用保守

導入後の運用保守（一部改修関連の契約も含む）については、契約形式と特命随意契

約である場合には、その詳細を把握し、検討を実施した。開発後の本システムの運用管理

は、多くが特命随意契約により開発事業者と契約している。

なお、平成 27 年３月には運用開始後の評価が行われ、業務担当課において「情報シス

テム評価書」が作成され、システム化による定量効果、定性効果を評価するとともに、利用

者アンケートの分析などを実施している。

情報セキュリティについては、各情報システム情報のセキュリティ対策をまとめた「個別実

施手順」が作成されており、「福岡市情報セキュリティ共通実施手順」に基づいた管理体制

及び情報資産の分類が行われている。
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指摘事項・意見

【意見45】 調達手法を検討した経緯が確認できなかった

本システムは、平成 18 年度の開発時に公募型価格競争入札方式で調達してい

る。予定価格 1 億円を超える情報システムについて、価格のみの評価で調達するこ

との妥当性を検討・審査した資料が確認できなかった。なお、開発以後の改修、運

用監視・保守業務は、開発事業者への特命随意契約による契約となっており、競争

による調達又はその可能性検討が検討された資料が確認できず、ＩＣＴコストに関す

る市費を縮減するための取組が確認できなかった。

なお、本システムは開発事業者の調達仕様・要件の理解不足、開発方法・体制等

不備により、平成 19 年 1 月の当初稼働時期から 3 月へ延期され、図書館業務へ多

大な影響を与えている。このような場合には、開発事業者の事業遂行能力の評価が

適切に行われたのか、事業者の調達仕様・要件の理解度等を図る提案を求めない

価格競争入札が妥当な調達方法であったのか、また、予定価格に比べ大幅に低い

金額での入札について、事業者が正しく調達仕様・要件を理解しているのか等につ

いて厳密な検証を行う必要があったと考えられるが、当該検討状況がわかる資料は

確認できなかった。

（改善提案）

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 適化の実現のための取組であることも

留意されたい。

【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

本システムは開発と運用を分離して調達を実施している。開発時は公募型価格競

争入札方式にて調達しているが、その後の改修、運用監視・保守業務は開発事業

者への特命随意契約による契約を実施している。

しかしながら、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。
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（改善提案）

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。

【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。

本システムでは、本番稼働の判断基準である稼働判定基準について記述した資

料を確認できず、本番移行し稼働したかどうかの判断が適切になされたか確認でき

なかった。

また、本システムは、上記のように稼働延期となったことを踏まえると、稼働時にお

ける厳格な稼働判定基準、及び、稼働判定が必要であるが、その実施状況がわかる

資料を確認できなかった。

通常、情報システムには多くの要件が存在し、本番移行し稼働したかどうかの判

断は、情報システムによって行政サービスを提供する部署の職員のみならず、IT 全

般に関する高い専門的知識を要する職員により行われる必要があり、稼働判定基準

を定めて稼働判定を行うことで、厳密かつ効率的な判断が可能である。

（改善提案）

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。

【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、図書館利用者約 384 万人、職員利用者（臨時・嘱託・委託含む）約

200 人が利用するシステムである。平成 19 年度稼働以降、利用者の利用状況やハ

ードウェア等のリソースの状況確認、調査分析等は実施していない。

したがって、本システムがどの程度活用され、また、行政サービスや業務の効率化

等に貢献しているかは定かではなかったが、機能面における稼働後のシステム上の

重大なインシデント等や障害は発生していない。
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（改善提案）

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。
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直近の予算執行状況                              （単位：千円）

項目 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

設計・開発 - 17,172 - -

機器更新等 - 9,785 - -

運用保守 - 10,804 2,959 4,221

改修、機能追加等 - - 1,026 -

システムの開発・再開発・運用状況

対象システム 期日前／不在者投票システム（再構築）

所管部署 選挙管理委員会事務局選挙課

開発時期
開発着手

年度
平成 26 年 稼働年度 平成 26 年

開発投資額

（千円）
28,577 千円

システム概要

平成 13 年に名簿対照等の迅速化など投票事務の迅速化などを目的として

導入したシステム。平成 26 年に再構築を行い、本庁と各区をネットワーク化、

個人情報の保護対策にも万全を期した。主な機能は、選挙人名簿データの

取込（ホストコンピュータから共用サーバへ）、期日前・不在者投票に関するも

の、当日投票に関するものである。

システム方式 クライアント/サーバ

システム

調達方式
開発時 指名競争入札 運用時 特命随意契約

運用保守の

契約形式

・平成 26 年度期日前・不在者投票システム運用等業務委託 ＜契約形式＞

特命随意契約

・平成 26 年度期日前・不在者投票システム、開票集計システム運用等業務

委託 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 26 年度期日前・不在者投票システム、開票集計システム運用等業務

委託 ＜契約形式＞特命随意契約

・平成 27 年度期日前・不在者投票システム、開票集計システム運用等業務

委託 ＜契約形式＞特命随意契約
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・平成 28 年度期日前・不在者投票システム、開票集計システム運用等業務

委託 ＜契約形式＞特命随意契約

監査において

確認した主な

資料

・H25 年度情報システム化計画人件費単価一覧表

・H251105_平成 25 年度第 2 回情報システム審査委員会の開催について（通

知）（②開発計画書含む）

・H251111_平成 25 年度第 2 回福岡市情報システム審査委員会議事録

・①情報システム化要望調査票

・情報システム評価の概要（投票システム）

・H251115_情報システム開発統一見積様式（新規および再構築）_NEC

・H251101_平成 25 年第 2 回福岡市情報システム審査委員会検討会議事録

（案）

・H250930_情報システム開発統一見積様式（新規および再構築）_ムサシ

・②情報システム開発計画書 H251023（投票システム）

・H280217_福岡市情報システム審査委員会の審査結果について（通知）期

日前／不在者投票システム

・情報システム評価の概要（投票システム）H25

・④情報システム評価書（投票システム）

・H280107_平成 27 年度第 2 回情報システム審査委員会の開催について（通

知）期日前／不在者投票システム

・H251112_情報システム審査委員会議事録（案）について（決裁）

・H251119_福岡市情報システム審査委員会の審査結果について（通知）

・H260108_平成 26 年度予算 財政局調整案

・H251001_「福岡市事務決裁規程」及び「注意を要する決裁の取り扱いにつ

いて」の一部改正について（通知）

・平成 27 年度「福岡市情報システム化計画に関する要領」に基づくシステム

評価の実施について（依頼）

・②情報システム開発計画書（審査委員会関連資料・審査結果含）（投票シス

テム）

・H270930_平成 27 年度「福岡市情報システム化計画に関する要領」に基づ

くシステム評価の実施について（依頼）

・H251106 供覧_平成 25 年度第 2 回情報システム審査委員会の開催につい

て（通知）

・H260331_業務の委託に伴う情報資産の保護に関する協議の結果について

（通知）（決裁）

・H251106_平成 25 年第 2 回福岡市情報システム審査委員会検討会議事録

（案）への回答（決裁）

・H250909_期日前・不在者投票システムの再構築について

・H251119_福岡市情報システム審査委員会の審査結果について（通知）
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・H251225_情報システム開発統一見積様式（新規および再構築）_電算

・H251225_情報システム開発統一見積様式（新規および再構築）_西鉄情報

システム※資料名の日付は、決裁日もしくは資料作成日等を表す。

関連資料の保存状況

No. 資料概要

対象事業（提出頂
いた情報システム
計画書の対象と

なった調達）

提出
有無

「無し」の理由

1
情報システム審査委員会の審査結果
と審査結果を反映した証跡の資料

開発（再構築） 有り ―

2
システム調達方式（公募型プロポーザ
ル、総合評価方式等）を決定した根拠
資料

開発・運用保守
ハードウェア更新

無し
決裁書類以外の資料は保
有していない

3
システム調達の単位（開発・運用の分
離、一括等）を決定した根拠資料

開発（再構築） 無し
検討を行っていないため、
資料を保有していない

4
予定価格の積算・決定をした根拠が
わかる資料（見積依頼した資料等含
む）

開発・運用保守
ハードウェア更新

有り ―

5
仕様書の審査・確定のプロセスがわか
る資料

開発（再構築） 無し
決裁書類の中にあるものだ
けで、その他の書類は保有
していない

6
システム開発の稼働判定・完成検査
（検収）の基準・判定根拠がわかる資
料

開発（再構築） 無し
完了届等以外の書類は保
有していない

7
情報システムの利用状況（利用率・ハ
ードウェア等のリソース利用状況）がわ
かる資料

― 無し

選挙時以外は運用・保守契
約を行っていないため、利
用状況の管理は行っていな
い

8

地方公共団体における ICT 部門の業
務継続計画（BCP）策定に関するガイ
ドライン（総務省：平成 20 年）、ICT 部
門の業務継続計画（ICT-BCP）<初動
版>（総務省：平成 25 年）への対応状
況がわかる資料

― 無し
庁内クラウドを利用している
ため、当課では資料を保有
していない

＜No.1 で求める資料のうち、情報システム審査委員会の審査資料様式の保存状況＞

①要望調査票

（様式第１号）

②開発計画書

（様式第２号、様

式第２－２号）

③開発計画変更

報告書

（様式第３号）

④評価書

（様式第４号）

○ ○ × ○

備考 ③は計画変更なしのため未作成。
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財務事務執行及び管理の状況

ア．企画

本システムについては、「情報システム化開発計画書」が作成され、情報システム審査委

員会の審査を受けている。当委員会からは、障害発生時の対応やセキュリティ上の問題点

も解決されることを理由に「可」とされ、調達が行われている。

イ．調達・開発・本番稼働

本システムの調達については、指名競争入札に基づく業者選定が行われている。また、

「情報システム開発計画書」が作成され、他都市の開発費用、ランニングコストの調査などを

踏まえ選定が実施されている。

なお、本番稼働に関しては、完了届等以外の書類は保有されておらず、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。

ウ．運用保守

導入後の運用保守（一部改修関連の契約も含む）については、契約形式と特命随意契

約である場合には、その詳細を把握し、検討を実施した。開発後の本システムの運用管理

は、特命随意契約により開発事業者と契約している。

なお、平成 28 年２月には運用開始後の評価が行われ、情報システム審査委員会からは

「計画通りの効果をあげている」旨の審査結果が出ている。

情報セキュリティについては、各情報システムの情報セキュリティ対策をまとめた「個別実

施手順」が作成されており、「福岡市情報セキュリティ共通実施手順」に基づいた管理体制

及び情報資産の分類が行われている。

指摘事項・意見

【意見49】 調達手法を検討した経緯が確認できなかった

本システムは、開発時に指名競争入札にて開発事業者を選定しているが、その後

の改修、運用保守業務の大半が特命随意契約による調達となっている。開発調達

時、もしくは運用期間中に、競争による調達への切り替え、又はその可能性検討が

実施された資料は確認できず、ＩＣＴコストに関する市費を縮減するための取組が確

認できなかった。

（改善提案）

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。
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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 適化の実現のための取組であることも

留意されたい。

【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

本システムは、開発と運用を分離して調達を実施している。開発時に指名競争入

札にて開発事業者を選定しているが、その後の改修、運用支援業務のほとんどを開

発事業者への特命随意契約による調達となっている。

しかしながら、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。

（改善提案）

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。

【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

本システムでは、本番稼働の判断基準である稼働判定基準について記述した資

料を確認できず、本番移行し稼働したかどうかの判断が適切になされたか確認でき

なかった。

通常、情報システムには多くの要件が存在し、本番移行し稼働したかどうかの判

断は、情報システムによって行政サービスを提供する部署の職員のみならず、IT 全

般に関する高い専門的知識を要する職員により行われる必要があり、稼働判定基準

を定めて稼働判定を行うことで、厳密かつ効率的な判断が可能である。

（改善提案）

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。

以上


