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回答所属 課題の分類 業務区分 関係システム 課題の内容 解決案の有無 解決の方向性 解決の難易度 条例・要綱等変更 備考

デジタル統括室 現行業務に係る課題 例）年度当初報告 年度当初に所属長や総務課長のあて職について、各所より報告を求められるが、数が多くそれぞ

れ決裁が必要で業務が煩雑である。

共有領域に保存された所属長（総務課長）一覧ファイルに制度所管があて職を書き込みに行

く。

中 不要

デジタル統括室 データ連携・全体最適化に係る課題 文書関連業務 ["文書管理システム"] クラウドサービスを利用する中で、そのサービスの中で作成されるドキュメントについて、公文書として

の原本性についてどのように管理すべきか決める必要がある。

例えば、電子契約書については、電子署名・タイムスタンプが付与され第３者機関が認証すること

となるが、その保証期間は10年となる場合があり、文書保存年限のルールと整合が取れない。

このように業務特性により保存すべき文書やデータの取扱いが変わることとなるため、柔軟性に富ん

だ対応が必要となる。

あり 例示の電子契約書の場合は、電子契約システムから文書管理システムの他システムにファイル移

送する際に、タイムスタンプ情報を一緒に格納することで、リスク軽減を図るなどの対応が取れると

考えます。

当該対応の実現や電子契約書以外の要件に柔軟に対応するためには、システム間の疎結合によ

りデータのみを連携するのではなく、情報を付加するなど様々な対応が可能となる連携サーバの構

築などの仕組みが必要と考えます。

高 要

デジタル統括室 データ連携・全体最適化に係る課題 文書関連業務 ["文書管理システム"] クラウド上にあるドキュメント等データを公文書として文書管理システムに保存する場合に、相当量

のストレージが必要になるが、現行（機種更新後）の文書管理システムストレージにおいては、対

応は困難である。

あり いくつかの解決策があると考える。

①データが存在するそれぞれのクラウドを公文書保存先とする。

②共通クラウドを文書管理システムの公文書データ保存先とする。

③文書保管・管理SaaSサービスを利用する。

それぞれにメリット・デメリットが存在する。

高 要

デジタル統括室 現行システムに係る課題 契約関連業務 ["財務会計システム","電子調達シス

テム","新）電子契約システム"]

財務会計システムにより執行伺決裁後、電子調達システムに登録して入札執行後、財務会計シ

ステム汎用決裁により落札者決定決裁後、契約締結決裁、支出負担行為登録など、何度も決

裁行為を要し、同一内容をシステム登録するなど事務が煩雑・非効率である。

あり 調達事務については、電子調達システムを基礎としてシステム間連携機能により、財務会計システ

ムや新電子契約システムに連携された内容により決裁・契約を行い、決裁行為も可能な限り一元

化するなど、事務処理BPR・システム再構築・機能付加により改善を図る。

高 不明 可能性

・各種システム規程など

・事務分掌規程など

デジタル統括室 現行システムに係る課題 契約関連業務 ["電子調達システム","新）電子契約

システム"]

・電子調達システムによる契約範囲が限られ、単純な複数単価の契約ですら電子入札ができ

ず、紙入札を執行しており、事務が煩雑・負担が大きく、応札事業者にとっても紙入札は自所属

HPでしか公示されず応札機会・利便性にも影響がある。

・入札契約情報等の公表事務においても、紙入札は自所属HPで公表事務が必要など、デジタ

ル活用できていない。

あり ・調達事務については、電子調達システムを基礎として、すべての調達案件を登録して一括管理

できる仕組みとし、総合評価を含めた提案書などドキュメント提出も電子で受け付ける仕組みとす

ることで、入札管理の改善を図るとともに、応札機会拡大・利便性向上を図る。

・入札契約情報の公表についても、すべての調達案件を電子調達システムで一括管理することに

より、自動公表するよう改善を図る。

中 不要 可能性

・調達システム規程など

・大阪市契約規則

デジタル統括室 現行システムに係る課題 契約関連業務 ["電子調達システム"] 電子調達システム全般の入力処理などについて、UI・UXの意識が薄く、入力手順が直感でわか

りづらく複数回類似した処理が必要であり、何度もICカードによる認証が必要となり、入力処理に

時間を要し、事務負担が大きく、専用端末でしか処理できないなど環境の制限も大きい。

あり 入力画面、入力手順等について、UI・UXを意識して入力手順の見直しや、ICカード認証の指紋

認証など生体認証への変更・シングル認証や、庁内情報端末による処理など、環境の改善を図

る。

中 不要

デジタル統括室 現行システムに係る課題 総務関連業務 ["総務事務システム"] 業績・評価の人事関係の目標管理業務について、担当単位毎でしか評価期間状態を変更する

ことができず、年度途中の人事異動や目標変更時に、該当者以外の職員の評価期間状態を変

更する必要があり、その際に承認履歴が消えてしまう。

あり 評価期間状態を担当単位ではなく、個人単位にする。 不明 不明

デジタル統括室 現行システムに係る課題 総務関連業務 ["総務事務システム"] 現在の仕様では、人事考課の結果が給与情報に反映されず、別途ハンド処理で、タンキングシー

トを作成し対応している。

あり 人事考課の結果を、給与情報側に反映する。 不明 不明

デジタル統括室 現行システムに係る課題 総務関連業務 ["総務事務システム"] 係長級以上における目標管理の評価結果について、人事考課の評価結果に反映されないた

め、ハンド処理により登録しており、入力ミスで齟齬が起きる。

あり 目標管理の評価結果について、人事考課の項目に自動で反映する。 不明 不明

デジタル統括室 現行システムに係る課題 総務関連業務 ["総務事務システム"] 水道局や交通局などの転入者について、履歴が適正にならない。 あり 水道局、交通局等の履歴を反映する。 不明 不明

デジタル統括室 現行システムに係る課題 文書関連業務 ["文書管理システム"] 添付ファイルの形式（PDFのみ添付可）やファイルサイズ等に制限が大きく、決裁事務において、

ファイル変換やファイル分割など時間を要し事務負担が大きく非効率となっている。

あり 財務会計システムにおけるファイル添付機能と同様に、ZIP形式による添付やファイルサイズ制限の

緩和など、決裁事務における不要なファイル作成・手入れや手間をなくし、直感的にスムーズに事

務処理ができるよう改善を図る。

低 不要

デジタル統括室 現行業務に係る課題 総務関連業務 ["総務事務システム"] テレワークについて、シンクライアント端末が導入され、シンクライアント端末は自宅に持ち帰りテレ

ワークにも利用できるし、出張先のモバイルワークでも利用できる。

利用する機器は同じであるのに、制度所管が異なる（テレワーク：総務局、モバイルワーク：デジ

タル統括室）。そのため、モバイルルータの調達などを行う際に理由付けがしにくい。

なし

デジタル統括室 現行業務に係る課題 契約関連業務 ["電子調達システム","新）電子契約

システム"]

事業者との正式な質問回答・契約書・請求書等のやり取りについてはメール等を利用し、本市履

行検査は書面により行っており、入札契約の公正性や業務の効率性に課題がある。

あり 事業者との正式なやり取りについて、入札執行・業者決定までは調達システム、契約締結から履

行報告・請求、本市の履行検査までは契約システムにおいて対応できるよう機能を構築し、履行

検査後の請求情報を財務会計システムへ連携して、支出命令を起案して決裁処理を行う機能を

構築することにより、事業者との書面等のやり取りや本市の履行検査等の完全電子化とシステム

間連携による業務効率化を図る。

中 不明

会計室 データ連携・全体最適化に係る課題 全体 ["財務会計システム"] api連携に対応できるパッケージソフトがないため、他システムとの連携方法は検討する必要があ

る。

内部事務だけではなく業務系（csv/FTP連携）、教育、公営企業系（csv/FTP連携）等も

存在するため、連携のチャネルが増え繁雑になる、改修不可となる可能性がある。

なし ＥＡＩ等連携に特化したサーバを導入すればよい？他システムの

連携仕様によっては対応可能。



会計室 現行システムに係る課題 会計関連業務 ["財務会計システム"] 業務系システムの標準化・再構築のタイミングと財務会計システムの次期更新のタイミングがずれ

ているため、連携仕様の調整が必要。統合基盤が担っている住民情報系の連携サーバがなくなっ

た場合は個別システムとの調整が必要となり連携部分が繁雑化する恐れあり。

なし

総務局 データ連携・全体最適化に係る課題 総務関連業務 ["文書管理システム","財務会計シス

テム"]

　歴文について、現在は文書管理システム上で管理しているが、半永久的にデータ管理していく必

要がある点を考慮すると、別システムを構築する必要があると考えるが、バックオフィスＤＸとの関連

性をどのように考えていくか（完全に切り離すべきか）検討が必要である。

　また、財務会計システムにも歴文が存在しているため、そのデータをどのようにして取り込んでいく

か、検討が必要。

あり 　仕様の複雑化を避けるため、文書管理システムとは切り離して構築するべきと考えるが、可能で

あればバックオフィスＤＸの一部として構築することが望ましい。

　機能的には、標準的な閲覧機能と、精査記録（利用請求があった際に追記するコメント欄のよ

うなもの）を入力できる機能程度あればいいので、そこまでハードルは高くないと考える。

　財務会計システム上の歴文取込は、データ形式の差異を埋める必要があるため、両システムで

綿密に調整する必要がある。

高 不要

総務局 データ連携・全体最適化に係る課題 総務関連業務 ["文書管理システム","財務会計シス

テム","総務事務システム","電子調達

システム","新）予算編成システム","

新）電子契約システム"]

　クラウド上に保存される公文書データについて、各システムのアプリが異なる前提となると、統一的

なルールで管理することが容易ではないと考えられる。

　統一的なルールを設ける場合、クラウドアプリの選択肢が狭まる可能性があるため、公文書管理

に関するガイドライン設計について全体で考える必要がある。

あり 　決めの問題だと考えるので、最低限の防衛ラインのみ（常時閲覧、バックアップの取得、迅速な

ダウンロード 等）設定し、そぐわない部分は、各所属の責任で運用する。

高 要 　アジャイルで進める以上、ある程度思い切った判断が必要であると

考える。

総務局 現行システムに係る課題 総務関連業務 ["文書管理システム","財務会計シス

テム","総務事務システム","電子調達

システム","新）予算編成システム","

新）電子契約システム"]

　文書管理システムにおいては、長期保存の観点から添付ファイルをＰＤＦ形式に限定してい

る。

　一方、他システムにおいては、ＰＤＦ化を必須とまではしていないケースもある。

　公文書の長期保存の観点から、添付ファイルのファイル形式に基準を設けるかどうか検討が必

要。

あり 　正直、ＰＤＦであっても、100年後確実に閲覧できる保証はないため、割り切った設計もやむな

しか。

　数年に一回、クラウドアプリ会社が変更される際に、どのようなレベル感でデータ移行を行うのか、

慎重に議論してデータベース設計を行う必要がある。

高 要 　真に長期保存を考えるのであれば、画像形式（.jpg 等）の採

用も視野にいれることとなるが、さすがにコスパが悪い。

総務局 データ連携・全体最適化に係る課題 総務関連業務 ["文書管理システム"] 　庁内のデジタル化を推進するためには、紙文書の媒体変換（スキャナー取込 等）を進めていく

必要がある。

　国としては、ほとんどの文書の媒体変換を許容する構えであるが、媒体変換は偽造・変造のリス

クもあるため、何かしら、「紙文書取込システム」のようなものが必要ではないか？

あり 　媒体変換の最大の難所は、「紙文書とスキャナデータが確実に同一であることの担保」である。

　その解決策の一つとして、媒体変換専属部署を設け当該部署で一元管理することが考えられ

る。

　それが困難な場合は、偽造・変造ができないよう、スキャニング作業のタイミングからシステムを導

入し、同システム内で、管理者が紙文書との照合を行い承認したデータを正本として管理する等の

仕組みを設ける。

高 要 　ＤＸのベクトルからすると、極力人手を介さないことが望ましいが、

公文書管理の観点からは間違いのない運用を定める必要がある。

総務局 データ連携・全体最適化に係る課題 総務関連業務 ["財務会計システム","文書管理シス

テム"]

　文管Ｓと財会Ｓが別アプリケーションとなる場合、結局業務ごとの使い分けが発生し、職員の業

務負担は減少しない可能性がある。

なし 　バックオフィスＤＸの先にある未来が、どうあってほしいのか、どうある

べきなのか。

　すべてを手にすることはできないので、何を取って、何を捨てるのか、

そしてそれらをいつまでに判断するのか。

　それらのイメージをＰＴ、ＷＧで共有する必要がある。

契約管財局 現行システムに係る課題 契約関連業務 ["電子調達システム"] 業務フロー上に「電子調達システムを使用」「エクセルやメールを使用」「紙資料を使用」などの異な

る種類のアクティビティが存在するため、段取り替えが発生し、業務効率が低下するという問題点

が存在する。

よって、出来る限り「電子調達システムを使用」するアクティビティに統一することで段取り替えを削

減し、業務効率を向上させることが課題である。

具体的な例としては、「契約管財局あて各所属がエクセルデータで契約請求書類（書類Ａ）」

を送付し、そのデータを「契約管財局が手入力で電子調達システムに入力（書類Ｂ)」した後、

「書類Ａと書類Ｂを紙出力」し両書類の内容に齟齬が無いかというチェック作業を実施している。

これを当初より電子調達システムで入力することで、業務フローが一気通貫し、業務効率を向上

できる可能性がある。

あり 現状の業務フローを分析し、業務改善のフレームワーク等を通じて業務フロー上のアクティビティをシ

ステム側に寄せていく。

高 不要

契約管財局 データ連携・全体最適化に係る課題 契約関連業務 ["電子調達システム"] バックオフィスDXに参画しているシステムのうち、電子調達システムのみが公開系ネットワークに存

在するシステムであると思われ、庁内端末用のネットワークに存在するシステムとの連携に用いること

ができるプロトコル等が限定的であるという問題点がある。

よって、セキュリティクラウド等とのポート開放等に関する協議の実施やそのためのセキュリティ対策を

講じることが課題である。

また、使用したいポート番号の開放が許可されない等の場合は、理想的な連携を実施できない

可能性がある。その場合は許される範囲でどの様な連携を実施するかを検討することが課題とな

る。

なお、庁内端末から電子調達システムのサーバーにアクセスすることを想定する場合、電子調達シ

ステム内部でも同様の問題点と課題が生じる可能性がある。

あり ①連携に必要なポート等を開放できるよう、セキュリティクラウド等と交渉する。そのためのセキュリ

ティ対策を検討、実施する。

②様々な連携方法を検討し、セキュリティクラウド等との調整がつく連携方法を採用する。

高 不要

契約管財局 現行システムに係る課題 契約関連業務 ["電子調達システム"] 電子調達システム上に様々な操作等が存在するが、直感的な操作を実施すると誤った操作につ

ながる可能性がある。よって、誤った操作を防ぐ仕組みや直感的に操作できるUI等を構築すること

が課題である。

あり 今までの失敗例等を分析し、ミスを防ぐ仕組みを構築したり、直感的な操作を行うことができるUI

を構築する。

中 不要 現行の電子調達システムについても、他都市のシステムと比較すると

ミスを防止する仕組みの構築は先進的な取り組みを行っているとベン

ダーからは聞いている。

会計室 現行システムに係る課題 会計関連業務 ["財務会計システム"] 財務会計システムとは別に公金収納にかかる業務がある。本業務は外部システム（現行はりそな

銀行）とLGWANを通信をしている。本市内のシステムではないため、ＩＣＴＤＢには入っていな

いが、本市公金関連のシステムに影響があるため、検討範囲に含めたい。

なし

会計室 データ連携・全体最適化に係る課題 総務関連業務 ["財務会計システム","文書管理シス

テム"]

文書管理システム、財務会計システム等を同一システムとする場合に共通部分（組織、職員、

権限、インフラ、ミドル等）をどこで管理・負担するのか。クラウド化しても管理コストはかかるため事

前に決めておく必要がある。

なし



会計室 データ連携・全体最適化に係る課題 総務関連業務 ["文書管理システム","財務会計シス

テム","総務事務システム","電子調達

システム","新）予算編成システム","

新）電子契約システム"]

システム間連携を見据えると使用する文字コード等、共通で設計されるべき部分を決めておくべき

です。

なし ほとんどのシステムにおいてはもう少しあと工程での検討事項かと思っ

ています。

総務局 バックオフィスDXの目的 目的について バックオフィスDX準備WGにおいて最終的にグランドデザインを策定するとなっていますが、バックオ

フィスDXを進めなければならない目的が資料等を読んでいても長文なので、一般職員が見てもた

だちに理解が深まらないのではないかと考えています。

今後のバックオフィスDXで策定したグランドデザインを基に、全所属を巻き込んで取り組みを進めて

いくというような構想があるのであれば、目的の共有が容易にできたほうがよいのではないかと考えま

す。

あり 11/2のWG冒頭に花森課長からの挨拶の中のあった、バックオフィスDXを進めていかなければなら

ない目的についてもう少し簡潔・明確にしておく必要があると考えています。

目的をまず共有化し、進めていく中で課題にぶつかった際、立ち戻って考えを整理するためにも標

語のようなものを設定してはどうでしょうか。

（例）2040年に直面する労働力不足解消に向けた業務効率化・生産性向上

低 不要

総務局 システム化の考え方 考え方について システム化の考え方について、WG参加者全員がすでに認識しているものと思われますが、資料を

読んでいたり、説明を聞いたりしている中で、根本的な考え方に認識相違がないか確認したいと考

えています。

あり システムそのものについては、電卓などと同じで、あくまで「業務を補佐するツール」であるという認識

にWG参加者やその上長、組織内で認識相違が無いでしょうか。

システム化を目的とした議論が進んでいきそうな資料であったり、会話内容が散見されるので、基本

的な考え方について今一度確認したいと考えています。（システム化は手段であって目的ではな

い）

システム開発を行う上で、システム化することばかり目的として進めていった結果、失敗する事例も

あると考えています。

今回の目的があくまで業務効率化や生産性向上を目的とするなら、まずシステムをどうしたらいいの

か、といったことから考えるのではなく、業務面の課題から考え、どのようにすれば業務効率化につな

がるのか、という順番で検討していくべきと考えます。（制度改正、運用変更をすれば足りるものも

あれば、システム化することが必要なものもでてくると考えます。）

低 不要

総務局 現行システムに係る課題 総務関連業務 ["総務事務システム"] 庁内のデジタル化の推進の観点から、総務事務システムの庶務事務申請時の添付書類について

は、紙媒体の送付（逓送または郵送）は行わず、すべての紙書類等をデータ化（PDF、画像

等）し、完全にオンライン申請とできないか検討が必要

なお、総務事務センターでの申請受領後の審査方法等の業務運用変更とセットで検討する必要

がある。

あり 現行の総務事務システムのサブシステムである庶務事務システム（日立：ADWORLD）の改修

では対応できないため、saas等の別パッケージを導入する。年末調整など国の制度を基にした申

請であれば、saas等の利用も実現の可能性が高いが、大阪独自の制度を基にした勤怠や通勤

申請などはどこまで要件を満たす製品があるかは不明。

大阪市制度や業務プロセスをドラスティックに改革する戦略的DXの考え方が必須。

高 要

総務局 現行システムに係る課題 総務関連業務 ["文書管理システム","財務会計シス

テム","総務事務システム"]

共通の機能として、電子決裁機能があると考えているが、それぞれのシステムで機能を持つことで、

システムの維持管理や事務運用面で重複しているのではないか。

あり システム間で共通で利用できる電子決裁機能として設けることができれば、システムのスリム化につ

ながり、保守費用も抑えられるのではないか。

高 不明


