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課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

・最新のICTの活用について情報収集し、具体的な活用策の企画・立案を行い、全庁的なＩＣＴ活用を推進していく必要がある。
・行政事務に不可欠なシステムについては陳腐化しないよう、技術的環境の変化に対し適切に対応し続けることが必要である。
・ＩCＴ関連予算が増嵩しないように引き続きIT経費抑制の取組みを推進する必要がある。
・ICTを適正に利用できる職員を継続して育成する必要がある。

自
己
評
価

戦略の進捗状況を踏まえた経営課題全体としての評価結果の総括

「全庁的なICTの活用の推進」「システムの安定稼働」について、それぞれ取組を行い、一部業績目標に達していない項目はあるものの、経営課題に
対しての有効な戦略・取り組みを進めていると評価できる。「ＩCＴ経費の抑制」については、平成23年度より基幹系システムのライフサイクルにあわせ
フローの見直しを含めた業務システムの再構築など、適正化の取り組みの結果、平成27年度の水準以下に抑制することができた。今後は維持管理
経費が中心となることから、取り組みとしては一定の成果を達成したと評価できる。

重点的に取り組む主な経営課題

経営課題１ 【ICT戦略の推進】

計
　
画

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞

全庁的にICTが有効活用され、市民サービスの向上、ビジネスの活性化及び効率的な行政運営が実現されている状態

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

大阪市において市民サービスの向上、ビジネスの活性化、行政運営の効率化に向けて全庁的なICTの活用が進んでいない。

既存の情報システムについては、システムの陳腐化に伴う安定性の低下、システム対応を前提とした法改正・制度変更によるシステムの複雑化や、
経費の増加が懸念される。
各所属が自律的にＩCＴの活用推進・適正利用（市民サービスの向上や行政運営の簡素・効率化の実現にあたって、社会情勢の変化や最新の技術動
向を踏まえてＩCＴを活用し、最大の効果を適正な経費で得ることをいう。）を進められる状態には至っていない。

【ICT関連予算の推移】
平成19年度　総額171億円（経常経費107億円）
　　　　　　　　　　　　↓
平成26年度　総額158億円（経常経費79億円）

要因分析（現状・データから導かれる分析結果）＜めざすべき将来像と現状に差が生じる要因＞

・スマートフォン、タブレット等モバイル端末が急速に普及し、また行政の情報を活用するオープンデータの推進が社会的に要請されるなど、ICTを取り
巻く状況が変化しつつあるが、全庁的な対応が十分ではない。
・マイナンバー制度の導入などによりシステムの複雑化やシステム経費の増加が見込まれている。
・行政事務に対するシステムへの依存度が年々高まるなか、ICTを適正に利用できる体制を十分に確保できていない。



【様式２】

－2－

円 円 円

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
①情報インフラの活用
・都市の安全・安心向上の取組みをすすめるため、企業等に広く提案を求
め共同で実証実験を実施する
②積極的なデータ活用の推進
・オープンデータカタログサイト運営及びビッグデータ活用実証実験を検
討、実施する
③最新情報環境への適切な対応
・市民向け情報のスマートフォン対応
④施策における徹底活用
・小中学生を対象としたプログラミング講座の実施
・シビックテック支援、ICTを活用した市民協働促進支援を行う。
⑤効果的・効率的な行政運営
・タブレットを活用したモバイルワーク、庁内情報端末のハイブリッドタブ
レット化及びペーパーレス会議の推進を行うとともに、マイナンバーを活用
して本市への申請・届出事務手続きにおける証明書添付の全廃に向けた
検討を行う。

①企業提案を５件以上集める
②オープンデータを100件追加し、年間アクセス数10000件以上とする。
③スマートフォン向け情報提供コンテンツを３件以上新規作成する。
④小中学生を対象としたプログラミング講座の受講者数を100名以上とす
る。
ハッカソンなどの開催回数を５回以上とする。
⑤短期貸出タブレットの稼働率を50%以上とする。
ペーパレス環境を７箇所以上導入する。

証明書添付を廃止する手続きの優先順位付けや独自利用施策の検討を
行い、検討結果を取りまとめる。

【撤退基準】
①提案企業が無い場合、取組の再構築を行う。
②年間アクセス数が5000件に満たない場合、取組の再構築を行う。
③スマートフォン向け情報提供コンテンツのアクセス数が１件あたり年間
10000件に満たない場合、取組の再構築を行う。
④受講者が50名に満たない場合、取組の再構築を行う。
　　開催回数が２回に満たない場合、取組の再構築を行う。
⑤タブレット稼働率25%、ペーパーレス環境が３か所に満たない場合、取組
の再構築を行う。
　マイナンバー活用の検討を行った結果、有効性や費用対効果が見込め
ない場合は取組の再構築を行う。

前年度までの実績
都市インフラ維持管理システムデータの利活用検討、保育所空き情報の
地図情報対応など行政情報の見える化実施、オープンデータカタログサイ
ト構築、オープンデータ・ビッグデータカンファレンスの開催、外出先タブ
レット利用等による業務改善等を実施

ａ：順調
ｂ：順調でない

具体的取組１－１－１ 【全庁的なICTの活用の推進】★

26決算額 3百万 27予算額 38百万 28予算額 41百万

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

ICT活用施策の実施件数（平成28年度末　47件） A

A
今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

平成29年度については、市民サービスの向上、ビジネスの活性化、行政
運営の効率化の区分に再編し、全庁的なICTの活用を推進していく。Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 a

全庁的なICTの活用推進については、各個別施策での評価単位となって
いるため、全体としての評価指標の積み上げ等、指標の設定や評価方法
を検討する必要がある。

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体

37件

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
・市民サービスの向上、ビジネスの活性化及び行政運営の簡素・効率化
の実現にあたり、各所属において自律的にICTの活用に向けた取り組み
が推進されている状態

・平成28年４月策定予定のＩＣＴ戦略及びＩＣＴ戦略アクションプランに基づき
全庁的なICT活用を推進する。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
・ICT活用施策の実施件数を平成29年度末までに70件以上とする。
※重点目標

めざす成果及び戦略　１－１ 【全庁的なICTの活用推進】
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①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①企業提案件数：10件
②オープンデータ：データ数10,239件　年間アクセス数：約11万3千件
③スマートフォン向け情報提供コンテンツ：3件（うち2件内部向け）
④プログラミング講座受講者数：75名（小学生申込184名（定員50名）、中
学生申込29名（定員50名））
　　ハッカソン等開催回数：5件
⑤短期貸出タブレットの稼働率：70%
　 ペーパレス環境：１０箇所(本庁舎7か所他3拠点）
　 証明書添付の必要な業務を把握するための調査・調整を行い、マイナ
ンバー制度の情報連携により、証明書の削減が望める手続きのうち、平
成30年度中までに約90%の証明添付の削減が見込めることが判明した。

未達成であった③スマートフォン向け情報提供コンテンツについては、市
民向けサービスとして内容の検討を進めたが、結果として消防局職員が
利用する内容にとどまってしまった。④プログラミング講座については、申
込者数は達成しているが小中学生の講座受講者数と開催時期の設定が
課題である。今後同様の講座を開催する場合は開催イベントの性質を考
慮する必要がある。

業績目標の達成状況
③、④が未達成

②(ⅰ)
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

未達成であった③スマートフォン向け情報提供コンテンツについては、本
市で作成するのではなく、オープンデータの活用も視野に入れ、大阪商工
会議所、企業との提携により継続し、④プログラミング講座については、教
育委員会のプログラミング教育推進事業として継続され、目的は達成して
いるため次年度以降は実施しない。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(ⅰ)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 －
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 ａ
ａ：順調
ｂ：順調でない

具体的取組１－２－１ 【システムの安定稼働とＩCＴ経費の抑制】★

26決算額 ― 27予算額 ― 28予算額 ―

約77億円

89.5%

めざす成果及び戦略　１－２ 【ICT適正利用の推進】★

計
画

・システム導入・更新の際に業務の見直しが行われるとともに進展する技
術が適切に導入され、システムの安定稼働の確保とICT経費が圧縮され
ている状態

・平成28年４月策定予定の大阪市ＩＣＴ戦略に基づき、ICT経費の圧縮とシ
ステムの安定稼働の確保を図るため「ICT経費の抑制」「システムの安全
性・信頼性の向上」の取組みを計画的に推進していくこととする。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
・システムの安定稼働に向けた対応を図りつつ、今後のICT予算（平成26
年度までに構築された情報システムの運用にかかる経常的な経費の予算
額をいう。以下同じ。）を基幹系システム再構築の効果を勘案し平成27年
度ICT予算の水準以下に抑制する。
・ＩCＴ人材育成のために実施する研修の習熟度（受講者アンケートにおい
て、「役に立つ」・「大変役に立つ」と回答した人の割合及び「理解できた」・
「よく理解できた」と回答した人の割合を全研修で平均したもの）を87％以
上とする。
※重点目標

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体
平成29年度ICT予算（約75億円）については平成
27年度ICT予算(約78億円)の水準以下に抑制す
ることができた。

Ａ

Ａ

平成28年度ICT人材育成関連研修の習熟度
93.0％

Ａ
今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
・システムの企画、開発、変更の協議や、予算審査、調達審査の各タイミ
ングにおいて、システムの肥大化・陳腐化の防止やICT経費を抑制するよ
う指導調整を行う。
・具体には、規程・ガイドラインの整備とシステムの改善・延命・廃止・統合
やパッケージ・ASPの利用、システムのライフサイクルコストと技術力に競
争性を働かせる複数年契約を前提とした総合評価一般競争入札の指導
などを行う。
・マイナンバー制度への対応については統合基盤システムを活用したシス
テム化を行うことで効率化を図る。
・今後再構築する基幹系システムは、統合基盤を活用し効率的な開発及
び運用を推進する。
・ICT人材育成関連研修を実施し、ICTスキルの向上を図る。

・平成29年度ICT予算を平成27年度ICT予算以下に抑制する。
・平成28年度ICT人材育成関連研修の習熟度を87％以上にする。
【撤退基準】
・ＩCＴ予算が80億円を超過する場合、取組の再構築を行う。
・受講者アンケートで習熟度が70％を下回った場合、研修形態の再構築を
行う。

前年度までの実績
・ICT予算の推移
　平成27年度　78億円
　平成28年度　77億円
・ＩCＴ人材育成を目的として研修を実施した。
　　　　　　　　　　　習熟度
　平成23年度　  85.4%
　平成24年度　　86.4%
　平成25年度　　88.8%
　平成26年度　　90.4%
　平成27年度　　89.5%

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 ①(ⅰ)
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 -
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・ICT予算の推移   平成28年度　約77億円
　　　　　　  　　　　　平成29年度　約75億円

・平成28年度ICT人材育成関連研修の習熟度　93.0％

　　研修名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受講者数　　習熟度
　ＩＣＴ担当者研修　　　　　　　　　　　　　　　　90人　　　　90.0％
　システム専門研修（ＩＣＴ調達管理）　　　　74人　　　　96.5％
　システム専門研修（プロジェクト管理）　　 44人　　　　98.9％
　ＩＣＴ利活用研修（VBA）　　　　　　　　　　　 44人　　　　86.4％

業績目標の達成状況
取組実績どおり

①(ⅰ)
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)
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