
 

 

６ 社会保障・税番号制度 

 

平成 25年５月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律」とその関連法案が成立、公布され、平成 27年から住民登録のあるすべての人が

個人番号（マイナンバー）を持つ、社会保障・税番号制度がスタートしました。 

社会保障・税番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であると

いうことの確認を行うための基盤であり、社会保障・税番号制度の効率性・透明性を高

め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤（インフラ）

です。 

平成 27年 10月に個人番号が区から区民に通知され、平成 28年１月からはマイナンバ

ー（個人番号）カードの交付が始まり、福祉サービスや税等の手続で、個人番号が利用さ

れるようになりました。 

 

（１）行政機関間の情報連携 

平成 29年７月から行政機関間の情報連携の試行運用が始まり、平成 29年 11月から本

格稼動しました。社会保障給付等の申請を行う際に必要となる情報を、住民から申請を

受けた行政機関が関係各機関に照会を行うことで取得することが可能となりました。情

報照会や情報提供の連携は、区のシステムから自治体中間サーバー及び国が構築する情

報提供ネットワークシステムを経由して行われます。今後も情報連携の対象となる事務

や照会可能な情報の追加が予定されています。 

 

（２）マイナンバーカードの活用 

マイナンバーカードには電子証明書が格納されています。区では、マイナポータルに

よる電子申請等の活用を進めます。 

 

出典：総務省「地方自治体における番号制度の導入ガイドライン」より改変して作成 
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７ 住民基本台帳ネットワークシステム 

 

住民基本台帳ネットワークシステム（以下「住基ネット」といいます。)は、国・地方

公共団体の行政事務の合理化のため、全国共通の本人確認ができるシステムです。 

 

（１）システムの目的 

住基ネットは、各種行政の基礎となり居住関係を公証する住民基本台帳のネットワー

ク化を図り、住民個人を単位とする住民票コードの導入により、地方公共団体共同のシ

ステムとして全国共通の本人確認を容易に行うことができるほか、市区町村や都道府県

の区域を越えた住民票の写しの広域交付や転入転出の特例などの住民サービスを提供し

ます。   

 

（２）システムの概要 

住基ネット稼動のため、市区町村では既存住基システムと住基ネットを接続するＣＳ

（コミュニケーションサーバ）を設置しています。また、都道府県では都道府県サーバ、

地方公共団体情報システム機構では全国サーバが設置されています。市区町村システム

は、その他統合端末、ＩＣカードリーダ／ライタ、タッチパネル等で構成されています。 

 

 

 
【ネットワークの構成図】 

 

     

      出典：地方公共団体情報システム機構「住民基本台帳ネットワークシステムの概要 市町村編」より 
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８ 電子申請サービス・マイナポータル 

  

区では、東京都内の地方公共団体が情報システムを共同で運営する「東京電子自治体共同

運営サービス」が提供する電子申請サービスと、国が運営する住民向けオンラインサービス

「マイナポータル」によるマイナンバーカードを使った電子申請を利用することができます。 

これらのサービスを利用することで、行政手続をインターネット上で、行政機関の窓口へ

出向くことなく、自宅や会社からいつでも容易に行うことができます。 

 

（１）東京電子自治体共同運営サービス 

区政情報公開請求、住居表示変更証明書交付申請、飼い犬の死亡届等の手続の電子申請が

通年利用可能となっています。また、検診・区民委員の募集等の申込みや職員採用選考申込

みについても各事業の実施時期に合わせて利用できます。 

このサービスは、東京都及び都内区市町村が参加している東京電子自治体共同運営協議会

による共同運営方式で行っており、平成 16年２月に参加団体 52団体で協議会が設立されま

した。平成 17年１月から第一期電子申請サービスが開始され、平成 22年４月からの第二期

電子申請サービス、平成 27 年４月からの第三期電子申請サービスを経て、令和２年４月か

ら第四期電子申請サービスが開始されました。現在は 59団体で運営され、52団体が電子申

請サービスを利用しています。 

第四期電子申請サービスでは、電子申請の受付・審査の操作性の向上、申請者への連絡機

能の拡充等により、利便性が向上しています。 

 

（２）マイナポータルのワンストップサービス 

マイナポータルは、国が運営するオンラインサービスです。行政手続がワンストップで

できる仕組みや、行政機関間の情報連携の記録が確認できる機能が整備されており、平

成 29年 11月から本格運用を開始しています。 

区では、マイナポータルから子育て関連の申請に加え、介護保険関連及び情報公開請求

の電子申請が利用可能となっています。 
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９ 情報セキュリティ 

 

（１）港区情報安全対策指針 

①港区情報安全対策指針の策定について 

 区民が安心して行政サービスを利用するためには、個人情報や区の情報システムが安全

に管理されていることが不可欠です。そのため、区が収集・蓄積した情報を様々な脅威か

ら守るべく、平成 15 年８月に港区情報安全対策指針を策定し、体系的、総合的かつ継続

的な情報セキュリティ対策を実施しています。 

②港区情報安全対策指針等の構図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③港区情報安全対策指針の具体的な運用内容 

・セキュリティ責任者（各課長）への集合研修の実施 

・セキュリティ推進担当者（各課庶務担当係長・各施設の長等）への集合研修の実施 

・システム管理担当者（各課で所管しているシステムの管理担当者）への集合研修の 

実施 

・委託事業者・指定管理者への集合研修の実施 

・各所属における情報安全対策実施手順の作成(各所属及び個別システムごとに作成) 

・情報セキュリティ自主点検の実施（全課・指定管理者を対象） 

・港区情報セキュリティ監査の実施 

 

 

 

情報安全対策指針の最上位に位置し、情報セ

キュリティ対策に関する統一的かつ基本的

な考え方です。 

情報安全対策基本方針に基づいて、行政機

関、学校がそれぞれ統一的に守るべき行動指

針、判断基準です。 

情報安全対策基準を、個別の情報システム又

は業務において具体的に実行するための手

順です。 

図 情報セキュリティ対策の体系的な整備 

情

報

安

全

対

策

指

針 

学校情報安全対策基準 

（学校共通の 

行動指針、判断基準） 

情報安全対策基準 

（行政機関共通の 

行動指針、判断基準） 

情報安全対策基本方針 

（基本的な考え方） 

学校情報安全対策実施手順 

（具体的な手順） 

情報安全対策実施手順 

（具体的な手順） 
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④情報セキュリティに関する統一的な窓口（ＣＳＩＲＴ：シーサート）の設置 

セキュリティ統括責任者は、情報セキュリティに関する欠陥、事故等に対し、ＣＳＩ

ＲＴの機能を有する体制を整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤情報セキュリティ研修実施状況 

外部講師（コンサルタント）を招いての集合研修（管理職や一般職員）を実施した

後、各所属において「課内研修」の実施を義務付けています。 

 

集合研修の実施状況：令和元年度 

対象階層 実施日時 出席者 

管理職（部長、課長） 

７月 ３日 14:00～15:00 

７月 ５日 10:00～11:00 

７月 ８日 10:00～11:00 

７月 ８日 14:00～15:00 

36名 

10名 

20名 

６名 

情報セキュリティ推進担当者 
７月 １日 10:00～11:00 

７月 ２日 10:00～11:00 

16名 

20名 

システム担当者 
７月 １日 14:00～15:00 

７月 ３日 10:00～11:00 

23名 

24名 

指定管理者・委託事業者 

２月 ６日 10:00～11:30 

２月 ６日 14:00～15:30 

２月 ７日 10:00～11:30 

２月 14日 10:00～11:30 

２月 14日 14:00～15:30 

29名 

21名 

25名 

30名 

24名 
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⑥各所属における情報安全対策実施手順の作成 

各課で策定する情報安全対策実施手順は、個別の情報システムまたは業務において、

情報安全対策基準を各課で具体的に実行するための手順を記載したものです。 

情報安全対策実施手順は、全ての課で策定する「各課共通編」と独自システムを所管

している課で策定する「システム主管課編」があり、各手順書の内容は、情報政策課で

準備したサンプルをもとに各課の状況に合わせて作成します。 

⑦情報セキュリティ自主点検 

港区情報安全対策指針に基づき、セキュリティ責任者（各課長）は、組織的な情報セ 

キュリティ対策が実施されていることを点検する必要があります。 

毎年、各課及び指定管理施設において情報セキュリティ対策が整備されていることを 

確認する、情報セキュリティ自主点検（組織編）を実施します。 

加えて、職員等の情報セキュリティの遵守状況を確認するため、ｅラーニングを利用

した情報セキュリティ自主点検及び指定管理者における情報セキュリティ自主点検を実

施します。 

 

（２）港区情報セキュリティ監査 

①港区情報セキュリティ監査の目的 

区の情報セキュリティ対策のレベル向上に資することを目的に、区及び指定管理者が管

理すべき情報資産について、港区情報安全対策指針及び実施手順に照らして、情報セキュ

リティ対策が適切に実施されているか否かを点検・評価します。 

問題点が確認された場合には、改善方法についての助言、指導を行います。 

②令和元年度港区情報セキュリティ監査について 

所管課の各システムについて、情報セキュリティ対策を更に強固なものとすることを目

的とし、５つの情報システム及び情報資産の取扱い状況を対象とした内部監査を実施しま

した。 

対象の選定においては、平成 24年度から平成 30年度に運用開始または更新を行い、こ

れまで監査を行っておらず、個人情報を取り扱う情報システムを監査対象としました。 

また、指定管理者については、平成 28年度から平成 30年度に導入または指定期間を更

新し、指定期間内の監査実績がない等の理由により対象を選定しました。 

令和２年度は、直近３年間に新規・更新した個人情報を取り扱う情報システムの一部や、

指定期間が新規・更新された指定管理者が管理する情報システム等を監査対象候補として

実施します。 

③監査結果の反映 

情報セキュリティ監査を実施した結果、改善すべき指摘事項が存在する場合は、結果を

今後のセキュリティ対策に反映していく必要があります。 

情報セキュリティ対策の実施サイクル（ＰＤＣＡサイクル）による改善を確実に実行す

るため、指摘された改善事項の確認を含めたフォローアップもあわせて実施します。 
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１０ 行政情報システム 

 

行政情報システムは、区民サービス向上への柔軟な対応や効率的なシステム連携を実現す

るために構築された、住民情報を取り扱う基幹系システムです。 

大型汎用コンピュータで稼動していた業務システムを平成 24 年１月にオープン系システ

ム※１へ移行し、システム共通基盤による効率的なシステム間連携、サービスレベルアグリメ

ント（ＳＬＡ）※２の導入、データセンターの活用を実現しました。 

平成 28 年１月には行政情報システム仮想化基盤が稼動し、物理サーバの台数を削減しま

した。 

令和元年度には仮想化基盤を、情報セキュリティの確保、経費、運用、職員の負荷等で最

も望ましいプライベートクラウド※３での更新を実施し、効率的・効果的な運用を実現しまし

た。 

 

【行政情報システム全体構成図】 
※１：様々なメーカーのソフトウェアやハードウェアを組み合わせて構築されたコンピュ

ータシステムのこと。 

※２：サービスを提供する事業者が契約者に対し、サービス内容と範囲、品質に対する要

求（達成）水準を明確にするとともに、達成できなかった場合のルールも含めて、あらか

じめ合意しておくこと。 

※３：事業者が保有するハードウェアをネットワーク経由で専用利用すること。 
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１１ 内部情報系システム 

 

ＩＣＴ（情報通信技術）の発展により、業務上で取り扱う情報の量は飛躍的に増加し、

業務のデジタル化、ネットワーク化が進んでいます。区は、内部情報系システムの導入に

より、文書の電子化、ペーパーレス化及び情報ネットワークを通じた内部事務の効率化、

情報共有・活用を促進しています。 

 

（１）財務会計システム 

予算要求から決算までの財務会計事務の一連の流れについて、統一的なシステムとし

て稼動しています。具体的な機能は、予算編成・予算管理・予算執行・決算・決算統計・

資金管理・基金管理・備品管理・起債管理・契約管理等があります。 

また、新地方公会計制度への対応や電子収納、電子決裁等を活用した電子自治体への取

組等の要件を見据え、平成 23年度会計から現在の財務会計システムが稼動しています。 

・予算系：平成 22年９月稼動 

・契約系：平成 23年１月稼動 

・執行系：平成 23年３月稼動 

・決算系：平成 24年３月稼動 

 

（２）グループウェア 

グループウェアは、スケジュール管理機能や掲示板機能により、職員間の業務上のコミ

ュニケーションや日常文書等の情報のやり取りに利用されています。また、文書管理シス

テムや財務会計システムといった他システムへの入口（ポータル）としての機能も備えて

います。 

平成 15年３月に稼動し、平成 27年３月に現行システムに更新しました。なお、令和２

年度中に後継システムである統合コミュニケーションツールに統合される予定です。 

 

（３）統合型ＧＩＳ 

文字や数字、画像等で表された道路等の構造物情報や各種統計データ等を、デジタル化

した地図と関連づけて表示し、位置や場所から様々な情報を統合・分析したり、分かりや

すく地図表現したりすることができる地理情報システムです。平成 16年４月に稼動し、

平成 27年 10月に更新しました。 

 

（４）会議システム 

会議における紙資源の削減と会議の効率的運用を図るため、平成 28年１月にタブレッ

ト型端末と無線ＬＡＮを活用した会議システムを稼動しました。このシステムにより、会

議において、紙資料を配付することなくタブレット型端末で会議資料を閲覧することが

できるようになりました。また、平成 29年度からはタブレット型端末からテレビ会議シ

ステムを利用できるようになりました。 
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（５）テレビ会議システム 

会議システム用のタブレット型端末を利用し、離れた場所にいる職員が移動することな

くインターネット上で提供されるサービスを利用し、映像や音声をやり取りして会議や打

合せができるシステムです。 

区役所本庁舎、各総合支所、みなと保健所等の各施設に配備しているタブレット端末から

暗号化されたインターネット回線を利用し、映像や音声による情報連携を行います。 

なお、令和２年度中に後継システムである統合コミュニケーションツールに統合される

予定です。 

 

（６）総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ） 

総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）は、迅速な文書交換等による地方行政の高度化・効

率化を実現する目的で、全国の地方自治体間を専用回線で結ぶ機密性・安全性に優れたネッ

トワークです。また、国の中央各府省を相互に結んだ行政機関専用通信回線である政府共通

ネットワークとも接続されています。 

ＬＧＷＡＮの導入によって、国、都道府県及び区市町村との間における電子メールなどに

よる情報交換や、各種システムを複数の自治体により共同運営するなど、各種行政サービス

に展開することが可能となりました。 

現在、公的個人認証サービスや社会保障・税番号制度に関係する事務に専用回線として利

用されているほか、東京電子自治体共同運営協議会による電子申請・電子調達システムや証

明書のコンビニ交付の回線としても利用されています。 

なお、平成 30 年８月には、従来の第三次ＬＧＷＡＮから第四次ＬＧＷＡＮへ移行し、機

密性や安全性、回線の耐障害性が大幅に向上しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

港 区 

総合行政 

ネットワーク 

（LGWAN） 

他の市町村 

他の市町村 

 
政府共通ネットワーク 

 

東京都 

 

都内区市町村 
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１２ 区民等が利用するシステム 

 

（１）施設予約システム 

施設予約システムは、港区内にある区民センター等の文化施設、スポーツセンター等のス

ポーツ施設を利用するために、各施設の利用登録や予約申込手続を行うシステムです。パソ

コン、スマートフォン、携帯電話又は施設に設置されているタッチパネル式の利用者端末を

使ってシステムにアクセスし、空き状況の照会、抽選申込、予約申込を行うことができます。 

施設予約システムは、ＡＳＰ※サービスを採用して運用しています。 

 

 

 

 

【施設予約システム対象施設（39施設）】 

区民センター（５施設）、いきいきプラザ（16施設）、港勤労福祉会館、商工会館、健

康増進センター、子ども家庭支援センター、エコプラザ、男女平等参画センター、介護

予防総合センター、生涯学習施設（２施設）、スポーツ施設（９施設） 

 

（２）公衆無線ＬＡＮの整備 

防災対策の充実や行政サービスの向上を図るため、区民や来街者が無料で利用できる公衆

無線ＬＡＮ（Ｗｉ-Ｆｉ）のサービスを、平成 28年９月から提供しています。 

公衆無線ＬＡＮを情報基盤として活用し、災害時には幹線道路や駅周辺の混乱を防止する

とともに、平時は観光等をはじめとした区政情報を発信しています。 

①無料で利用可能 

誰もが利用開始時に、メールアドレス等を 

登録することで、無料で利用可能です。 

②多言語対応 

日本語、英語、中国語（繁体字・簡体字） 

及びハングルの４か国語に対応しています。 

③簡便に接続可能 

区内の店舗及び交通機関等、既に公衆無線 

ＬＡＮが整備されている民間事業者と連携し、 

簡便に接続ができます。 

④接続時の表示について 

区の公衆無線ＬＡＮへの接続時には「Ｍｉｎａｔｏ_ Ｃｉｔｙ_ Ｗｉ-Ｆｉ」と表示し

ます。 

※：Application Service Provider の略 

インターネット等を通じてサービス提供者が持つシステムやサービスを遠隔から利用す

る仕組み 
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⑤アクセスポイント設置場所 

芝
地
区 

１ 虎ノ門駅９番口 

赤
坂
地
区 

22 青山一丁目駅ＮＴＴビル付近 

２ 内幸町駅Ａ４番口 23 赤坂駅氷川公園付近 

３ 新橋駅銀座口 24 外苑いちょう並木入口 

４ 新橋駅前西口広場 25 外苑前駅外苑前歩道橋付近 

５ 新橋駅前西口広場２ 26 表参道駅Ｂ５番口 

６ 神谷町駅４番口 27 表参道駅Ｂ３番口 

７ 御成門駅Ａ５番口 
高
輪
地
区 

28 高輪地区総合支所 

８ 港区本庁舎（芝地区総合支所） 29 白金台駅１番口 

９ 大門駅Ａ６番口 30 泉岳寺交差点付近 

10 浜松町駅北口 31 品川駅高輪口 

11 田町駅三田口 

芝
浦
港
南
地
区 

32 芝浦港南地区総合支所 

麻
布
地
区 

12 六本木一丁目駅３番口 33 田町駅芝浦口 

13 乃木坂駅駅前郵便局付近 34 品川駅こうなん星の公園付近 

14 六本木駅６番口 35 品川駅港南口 

15 六本木駅４番口 36 お台場学園前 

16 麻布地区総合支所 37 お台場レインボー公園前 

17 麻布十番駅５番口 38 お台場海浜公園東口広場 

18 広尾駅１番口 39 芝浦港南地区総合支所台場分室 

赤
坂
地
区 

19 赤坂見附駅豊川稲荷前歩道橋付近 40 台場区民センター 

20 赤坂見附駅１番口 41 お台場海浜公園中央駐車場付近 

21 赤坂地区総合支所 42 台場交差点付近 
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１３ ＡＩ・ＲＰＡの積極的な活用 

 

区は、ＡＩ※１（人工知能）やＲＰＡ※２（業務自動化ツール）等のＩＣＴ（情報通信技術）

を積極的に導入し、区民サービスの向上と業務効率化を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）ＡＩの活用 

①ＡＩによる議事録作成支援 

区における会議や打合せにおける議事録の作成作業を、ＡＩによる音声認識や機械学習

の技術を活用した議事録自動作成支援ツールにより作業時間を短縮し、迅速な議事録作成

を実現しています。 

平成 30年５月に導入し、平成 30年度は約 240、令和元年度は約 400の会議や打合せで

利用され、音声データと完成議事録をＡＩに学習させることで認識精度を高める取組を進

めています。 
 

音声認識の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

録 音 

 

AI学習 

 

録 音 

音声認識結果 データ編集 ＡＩ学習 

音声データをソフト

ウェアで文字に変換 

音声データ 

音声認識結果

を編集 

音声データと完成議

事録によるＡＩ学習 

♪ 
◯◯会議録   
      
      
      
      

音声認識結果 

本日の会議

を開催しま

す。・・・

音声認

識結果 

 
 

会議を録音 

♪ 

◯◯会議録 

      

      

      

      

本日の会議を 

開催します。 

ＡＩ学習 

※１：Artificial Intelligence の略 

人間の脳を模し、言語、画像認識や過去の正解から分析・予測を行い、結果を導き出す（推

論）とともに、過去の履歴から機械が学習する機能を持つ技術です。 

※２：Robotic Process Automation の略 

システムの入力や転記、インターネットの定常的な検索など、人がコンピュータなどで行

う大量・反復の事務をソフトウェアにより処理し、自動化する技術です。「仮想知的労働

者」とも呼ばれ、工場でロボットが製品の組立てなどの作業を行う姿になぞらえて、事務

処理のロボット化とも言われています。 
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②ＡＩ－ＯＣＲ 

申請者が手書きした申請書等をＡＩ－ＯＣＲ※（人工知能による光学的文字認識）で読

み取り、住所・氏名・生年月日・発行年月日等をデータ化して出力した上で、ＲＰＡを

用いて行政情報システムへの自動入力を行っています。また、機械学習を継続すること

で、より高い読み取り精度を実現します。 

平成 30年９月から区民課のコミュニティバス乗車券申請書処理業務で導入し、その

後、児童手当現況届受付業務及び税務資料番号入力業務へ導入を拡大しています。 

 

 

 

 

 

 

コミュニティバス乗車券申請書処理業務におけるＡＩ－ＯＣＲ及びシステム入力の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③保育所ＡＩ入所選考システム【保育課】 

兄弟姉妹の入園や利用調整基準等のルールをＡＩに学習させ、保育施設入所の振り分

けをＡＩが行う「保育所ＡＩ入所選考システム」を令和元年 10月に本格導入しました。 

・職員約 15人が３日間程度で入園施設を振り分けていた業務をＡＩが数分で完了 

・職員とシステムがそれぞれ選考判定をした結果が 100％一致 

  ・職員が業務にかける時間の削減及び入園内定通知早期発送の効果 

  ・マッチング結果をエクセルシートで出力し、ＲＰＡによって「行政システムへの入

力」、「保育所入所内定通知書の作成」、「保育施設別入園者リスト作成」を自動

で処理 

 

 

申  請  書 

AI-OCR 

文字認識（AI-OCR処理） 

 

 あいう 

テキストデータに変換 

テキストデータ 

 
ＲＰＡ 

手書き申請書を読み込む システムに自動入力 

申請書 ＡＩ－ＯＣＲ 

従来のＯＣＲ 

※：ＯＣＲ：Optical Character Recognition の略 

ＡＩ－ＯＣＲは、印刷物や手書き文字をコンピュータで利用できる文字データに変換す

る仕組みであるＯＣＲに、機械学習やディープラーニングといったＡＩを取り入れた技

術です。 
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④多言語ＡＩチャットサービス【国際化・文化芸術担当】 

ＡＩを活用して、Ｆａｃｅｂｏｏｋメッセンジャー機能によるチャット形式で防災、

ごみ、教育・子育て 、国際・文化 、医療・病院 、各種手続（税金・保険・年金） 、

観光 、町会等、生活に関する行政情報の問合せに対し、「英語」及び 

「やさしい日本語」で自動回答するサービスを平成 31年１月に導入しま

した。Ｆａｃｅｂｏｏｋページ“Ｍｉｎａｔｏ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ 

Ｂｏａｒｄ”から問合せが可能です。 

 

（２）ＲＰＡの活用 

人がパソコンを使って手作業で行っていた作業を、ソフトウェアにより自動で処理を行

うツールであるＲＰＡを導入することで業務効率化を進めています。 

区では、区民等から受理した申請書をシステムへ入力する業務、システム上のデータか

らＥｘｃｅｌ等へ転記する業務、ＥｘｃｅｌやＣＳＶからシステムへ入力する業務等、職

員がパソコンで行う反復的な業務にＲＰＡを導入・活用することで、業務を効率化し削減

された時間を区民サービス業務に充当する「働きやすい職場づくり」及び「区民サービス

の向上」を推進しています。 

①ＲＰＡ導入の利点 

・ルールに基づく定型的な作業を自動処理 

・業務効率の向上（人手を介さず高速処理） 

・業務品質が向上し、うっかりミスが減少（適正な事務執行） 

②ＲＰＡ導入業務 

・職員の超過勤務管理       ・産前産後家事・育児支援サービスの申請処理 

・公会計システム向けデータ作成  ・コミュニティバス乗車券申請入力 

・職員の出退勤管理                ・保育園入園通知書作成 

・契約書類作成          ・児童手当現況届入力 

・介護保険認定審査結果入力    ・保育施設入園情報入力 

・保育施設別入園者リスト作成   ・個人住民税処理入力 

・支出進捗管理業務        ・要支援被保険者開示情報作成 

・国民健康保険料滞納者リスト作成 

 

 

 

 

 

パソコンにＲＰＡソフトを導入 

ＲＰＡによる業務の自動化 
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１４ オープンデータ 

 

（１）オープンデータとは 

オープンデータとは、国や自治体が統計・行政などの公共データを機械判読に適したデ

ータ形式に加工し、誰もが二次利用をできるように公開している情報です。 

機械判読に適したデータ形式とは、コンピュータが構造を識別し、構造中の値（数値や

テキスト等）を容易に処理することによって、自動的にデータを再利用できる形式です。 

 

（２）オープンデータの意義・目的 

① 行政の透明性の向上 

区が、区の政策や事業に関するデータを公開し、区民等が複数の自治体のオープンデ

ータを横断的に比較・分析・評価することで、区政の透明性や信頼性を高めることがで

きます。 

② 民間との積極的な連携・協働 

  区と区民や民間企業等が、オープンデータを活用して地域の課題解決へ向けた連携・

協働につながるアプリ開発や新たなサービス提供を推進することにより、区民の利便性

向上を図ります。 

③ 地域経済の活性化 

  区が公開したデータを民間企業等が二次利用することにより、新たなビジネスやサー

ビスの提供が促進され、地域経済の活性化につながります。 

 

（３）オープンデータの取組の推進 

区は、オープンデータの取組を推進するため、平成 28年３月に「港区オープンデータ推

進ガイドライン」を策定し、平成 28年６月から、区ホームページにおいてオープンデータ

の公開を開始し、平成 30年５月からは「東京都オープンデータカタログサイト」でも全オ

ープンデータの公開を開始しました。 

令和元年度はオープンデータの活用をさらに促進するため、令和２年３月に港区独自の

「港区オープンデータカタログサイト」を開設するとともに、公開数を 380種類に拡大し

ています。 

港区オープンデータカタログサイト https://opendata.city.minato.tokyo.jp 

 

（４）港区オープンデータアプリコンテスト 

区が公開しているオープンデータを活用したアプリケーションやアプリケーションのア

イデアを広く募集し、オープンデータの活用を推進するため、区として２回目となる港区

オープンデータアプリコンテストを開催しました。 

① 募集期間 

令和元年８月 21日から 11月 15日まで 

 

－ 62 －



 

 

② 募集条件 

  港区が公開しているオープンデータを１つ以上活用したアプリケーション又はアプリ

ケーションのアイデア 

③ 応募作品数 

アイデア部門 157作品、アプリケーション部門 11作品、合計 168作品 

④ 選考 

  応募作品について、有識者の外部委員を含む「港区オープンデータアプリコンテスト選

考委員会」において令和元年 12月に選考を行い、受賞作品を決定しました。 

⑤ 受賞作品 

アイデア部門最優秀賞 

【「ちぃばす」×「港区イベント」！】 

港区の足でイベント参加をもっと気軽にちぃばすの時刻表・ルートと同時にイベン

ト情報を検索・表示することで、地図上で位置情報が確認でき、イベント参加促進に

繋がるアプリのアイデア 

アプリ部門最優秀賞 

【ちょこっと保育 ～港区～】 

簡単な操作で質問に答えていくだけで条件に合った一時預かり先を表示し、自宅か

らの経路確認や施設へ電話問合せができるなど、保護者の負担軽減に役立つアプリ 

特別賞 

【Ｋｏｒｅｔｔｅ（コレッテ）】 

地域住民が地域の観光地の魅力をクイズ形式で紹介し来街者がクイズに答えるこ

とで、行ってみたい場所や隠れた魅力を発見できるアプリ 
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１５ システムアセスメント制度 

 

（１）制度の概要と目的 

システムアセスメント制度は、平成８年４月の「港区情報化指針」の策定を機に、シス

テムをより適切で効果的に構築するため、主管課の自己評価を中心としたシステム評価制

度として導入したものです。 

システムアセスメントの目的は、システム化に伴う潜在的リスクの発見や、事務軽減効

果、経費節減効果等の定量的効果と住民サービス効果や刷新効果等の定性的効果の両面か

ら評価を行い、効率的で効果的なシステムを構築することにあり、企画段階、調達段階、

開発段階、運用段階で行います。 

 

（２）企画段階におけるシステムアセスメント 

システム開発及び改修、システム機器購入及び港区情報安全対策の対応に係る経費の予

算要求については、情報政策課が総合調整窓口担当課となり、企画段階のシステムアセス

メント申請書等の内容をもとにヒアリング等の協議を行います。 

次のような項目で、数値化できるものについては極力数値化し、財政課及び人事課と協

力の上、導入の可否及び経費の妥当性を評価します。 

①システム（技術）上の評価 

他のシステムとのデータの互換性、機器等の整合性に問題がないか。 

②事務の効率化 

どれくらい事務が効率化し、質的に向上するか。機器等の費用や作業工数が適切か。 

③経費の妥当性 

どれくらい事務が効率化し、経費が節減されるか。 

④人員削減効果 

どれくらい人員が削減されるか。 

⑤費用対効果 

②～④がシステム導入に係る経費に見合ったものか。 

⑥その他 

調達手続等が入札等妥当なものか。 

企画段階のシステムアセスメントでは、効率的な評価を実現するため、規模や効果等によ

って「企画アセスメント」「簡易アセスメント」「情報安全対策アセスメント」の３つに分

類して評価を実施してきました。 

平成 26 年度からは、年々増加する情報システムに対するニーズに迅速に対応するため、

一定の要件を満たすものについて「情報システム導入等届出書」による評価制度を導入しま

した。 

また、平成 29 年度からは、所管課がわかりやすく効率的に申請ができるように、評価制

度の名称を「企画アセスメント」から「予算アセスメント」に変更するとともに、「簡易ア

セスメント」「情報安全対策アセスメント」を「情報システム導入等届出書」に集約し、運
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用を開始しました。 

さらに、小規模な法改正、レイアウト変更等、一定の要件を満たすものについては、「情

報システム導入等チェックシート」により主管課で実施する自己評価とし、システムアセス

メントの手続を簡略化しました。 

 

（３）システムアセスメント等実施件数 

段     階 
実  施  件  数 

平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

企  画  段  階 67 66 52 89 75 

  予 算 （企 画） 42 49 52 89 75 

  簡     易 25 15 － － － 

  情 報 安 全 対 策 0 2 － － － 

情報システム導入等届出書 133 162 146 279 189 

情報システム導入等チェックシート － － 37 27 89 

設 計  段  階 0 0 0 0 0 

開 発  段  階 1 1 1 1 1 

運 用  段  階 1 0 1 3 2 

合       計 202 229 237 399 356 
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１６ 働きやすい職場づくり 

 

（１）庁内無線ＬＡＮの整備 

庁内無線ＬＡＮ環境を導入するとともに、内部情報系業務で使用する端末を庁内どこで

も持ち歩いて仕事ができる環境を整備しました。また、端末を持ち歩けるようにすること

で、１台の端末で会議や打合せ資料の閲覧や、打合せ中に資料をその場でまとめることが

できるようになり、業務のスピードアップと効率化を実現しました。 

 

（２）統合コミュニケーションツールの導入 

統合コミュニケーションツールは、職員間の情報共有や共同作業を効率的に推進するため

に令和２年３月から稼動したシステムです。 

当システムは、現行のグループウェアとタブレット型端末を活用したテレビ会議システム

の後継となるシステムであり、２つのシステムを統合し機能を大幅に拡充したものです。具

体的な機能としては、①メール・スケジュール管理機能、②ウェブ会議機能、③グループチ

ャット機能、④資料の共同参照・編集機能、⑤個人用ファイル保管庫機能を備えています。 

令和２年度中には各種庁内システムへの起動用リンクなどを備えた「ポータル機能」や、

庁外から当システムにアクセス可能となる「外部接続機能」を構築し、さらなる業務効率化

を目指します。 

 

（３）テレワーク端末の整備 

 テレワークとは、ＩＣＴを利用した時間や場所を有効に活用できる新たなワークスタイル

のことであり、育児・介護と仕事の両立、通勤時間の有効活用によるワーク・ライフ・バラ

ンスの向上や交通混雑の緩和等の効果が期待できます。 

区においても、新たなワークスタイルの確保は、働きやすい職場づくりの取組として有効

と考え、東京 2020 大会の開催期間中の公共交通機関の混雑緩和に寄与する視点を含め、令

和２年４月からの本格導入を見据えた検討を進めてきました。 

 令和２年１月 15日に日本で最初の感染者が確認された新型コロナウイルスの感染対策の

一環として、仮想デスクトップ※の技術を用いたテレワーク端末を有効に利用しています。 

 ・テレワーク端末で利用できるシステム 

  グループウェア、財務会計、人事庶務、ファイルサーバ、みなと Web等の内部情報系 

・150台配置（令和２年度中に 300台に増設予定） 

※：個々のパソコン上で稼働するデスクトップ環境をサーバ上に構築し、ネットワーク経

由で利用する仕組み。実際の処理やデータ管理はサーバ側が担当する。データ管理やセキ

ュリティ強化が容易になるほか、パソコンに限らずスマートフォンやタブレット型端末か

らも操作できるため利便性が高い。 
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