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別記第１号様式（第７関係） 

会  議  録 

附属機関又は 

会議体の名称 
令和元年度 第 4 回豊島区行政情報化推進本部 

事務局（担当課）  政策経営部情報管理課 

開 催 日 時 令和元年 12 月 16 日（月）午後 4 時 00 分～午後 5 時 02 分 

開  催  場  所 庁議室（本庁舎 5 階） 

議      題 

議案 

(1) FAQシステムについて 

(2) 税務・国保システムの更改について 

(3) 庁舎移転時サーバ機器の更新について 

(4) セキュアプリントシステムの更改について 

報告 

(1) 情報システム統合運用管理業務委託プロポーザルの結果報告 

(2) サイバー攻撃の動向について 
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情報管理課長、区民相談課長、税務課長、国民健康保険課長、情報担当

係長（セキュリティ）、情報担当係長（システム）、情報担当係長（基盤） 
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〔午後 4 時 00 分 開会〕 

 

本部長： ただいまより、令和元年度第 4回行政情報化推進本部を開会します。 

 

議案(1) FAQシステムについて 

 

本部長： 議案(1)について説明をお願いします。 

 

〔事務局：「資料１：FAQシステム導入に向けて」を説明〕 

 

本部長： 本案件は、現行のコールセンターの契約とどのような関係がありますか。 

 

副本部長： 現行のコールセンターの契約から切り離した部分です。 

 

本部長： 費用は大した額ではないのですか。 

 

副本部長： コールセンターの契約にまとめられていました。 

 

事務局： 現行の業者は今年度いっぱいで、FAQ システムから撤退することになりましたので、

いずれにせよ新規導入をする必要がございます。 

 

本部長： コールセンターの契約から切り離せば、通常は金額が下がると思いますが、本案はそ

ういうことは無いのですか。 

 

事務局： 政経部会議の際にも FAQ システムは切り離して考えるということで、ご説明させて

いただいておりました。 

 

本部長： FAQ システムのメンテナンスは、各課が実施しているのですか。 

 

事務局： 各課で更新いただいています。 

 

本部長： 更新件数は、何件くらいあるのですか。 

 

事務局： 約 2900 ある質問の少なくとも三分の一程度、内容が更新されます。 

 

本部長： 質問の数は増えていますか。 

 

事務局： 増えています。 
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本部長： 各質問のメンテナンスについて、その責任はどこにありますか。 

 

事務局： 区民相談課にあります。 

 

本部長： 区民相談課だけでは、質問に対する回答が正しいかどうか、わからないのではないで

しょうか。 

 

事務局： FAQ の更新については、区民相談課から各課に対し、随時または年度末に更新依頼を

しております。 

 

本部長： 他の部署は、FAQ の内容が更新されているということをご存知ですか。 

 

事務局： 調査依頼は、各課で課長決裁をとっております。 

 

副本部長： このため、各課は更新していることを知らないということはありません。 

 

本部長： 今年度の「プレミアム付商品券」に関する質問も掲載されているのですか。 

 

事務局： 掲載されています。 

 

副本部長： キーワード検索ができるのですよね。 

 

事務局： できます。 

 

本部長： 取りまとめるのはかなり大変な仕事ですね。 

 

事務局： とても大変であると思います。 

 

本部長： 税務に関する質問も掲載されていますか。 

 

事務局： 課税などの難しい内容のものはあまり掲載がありませんが、証明書はどのように取得

できるかといった類のものは掲載されています。 

 

本部長： 今回は、システムが替わるだけという認識ですよね。 

 

事務局： はい、その通りです。 

 

本部長： 他に質問が無いようであれば、承認ということで、次の議題へ進みたいと思います。 

―了承― 
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議案(2) 税務・国保システムの更改について 

 

本部長： 議案(2)について税務課長及び国民健康保険課長から説明をお願いします。 

 

〔事務局：「資料 2：税・国保システム更改検討部会の検討結果について（案）」を説明〕 

 

本部長： 難しくわからない部分もありましたが、本当は更改しなければいけないということで

しょうか。 

 

事務局： 必ず更改しなければいけないというわけではございません。現状のままでも良いので

すが、機器のリース期限が切れるのに際し、他の業者も検討してみた次第です。しかし、他の業

者からはできないと回答がありましたため、さらに 5 年間使用することとしました。 

 

本部長： サーバ機器は 5 年間変えないものなのですか。 

 

事務局： リース契約を締結していますので、再リースを除いては、5 年間は基本的に入れ替え

ません。 

 

本部長： 5 年も経つと、機器のスペックも上がるのではないですか。 

 

事務局： 一度契約をしてしまうと、それを理由に契約を変更することは難しいため、使い続け

ることとなります。 

 

本部長： 機器はそのままで、機能を入れ替えることはできないのですか。 

 

事務局： プログラム改修で機能を入れ替えることはできると思います。 

 

本部長： 機器を 5 年使い続けるというよりも、機能を 5 年使いつづけるような契約はできませ

んか。 

 

事務局： 現在では、クラウドサービスというものがありますので、これであれば、サーバ機器

の契約は不要になります。 

 

本部長： 常に最新のものに入れ替えることができれば良いですね。 

 

事務局： 入替に伴い、検証作業と入替作業が都度発生するのであまり現実的ではないと思いま

す。 

 

本部長： データの移行は費用がどの程度かかるのでしょうか。 
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事務局： 億単位でかかると思います。 

 

本部長： そんなに費用がかかる理由は何ですか。そんなに費用がかかるのであれば、ずっと使

っていただきたい気持ちになります。先ほどのご説明の通り、当面は使い続けるということです

ね。 

 

部員： 結局のところ、区の独自仕様でカスタマイズを重ねてきたために、他の業者が対応でき

なくなっているのではありませんか。カスタマイズは避けるべきなのではないでしょうか。 

 

事務局： 今回、他の業者ができないと回答したのは、スケジュール的に余裕がないことが一番

の理由だったと思います。更改のタイミングをこちらから提示したところ、そこまでには準備す

ることができません、とのことでした。 

 

事務局： ただし、ご指摘がありました通り、カスタマイズはせずに、業務を変えていくという

ことは検討しなければならないことだと考えております。 

 

部員： システムに業務を合わせるようにしなければいけないと思います。 

 

本部長： そういった部分をコントロールするのはどこですか。 

 

事務局： 情報管理課であると考えております。昨年度より、システムの在り方ということでお

話させていただいておりまして、システム評価も取り入れるようになりました。5 年ごとのタイ

ミングで更改していき、最終的にはクラウド利用に進むのか、あるいは使い勝手を追及する方が

良いとなるのであれば、自前で用意することになると思います。どちらに舵を切るかということ

を決めていかなければなりません。 

 

本部長： それを決めるのはどこですか。 

 

事務局： この行政情報化推進本部であると考えます。 

 

本部長： 過去にこの行政情報化推進本部で議論したことはありますか。 

 

事務局： 昨年度、システムの在り方ということで議題に挙がっておりましたが、継続して議論

されているわけではございません。 

 

本部長： 早めに議論を進めないと、各課もますますカスタマイズを進めてしまいそうです。本

案件について、新しいシステムに入れ替えたらカスタマイズできないようになるのですか。 
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事務局： 国保については国の標準システムになりますので、できなくなります。 

 

本部長： 国の標準システムになると、コストは下がりますか。 

 

事務局： 下がると思います。更新プログラムも無償で提供されますが、現在提供されている標

準システムは、小規模自治体を想定して作られたシステムなので、使い勝手が悪く、別のシステ

ムを外付けしないと業務が回らないと思います。 

現在大都市向けのシステムを開発中とのことなので、そちらが出るまでは現状のサーバを使用

する方がコスト的にもかかりません。 

 

本部長： 他に質問が無いようであれば、承認ということで、次の議題へ進みたいと思います。 

 

―了承― 

 

議案(3) 庁舎移転時サーバ機器の更新について 

 

本部長： 議案(3)について情報管理課から説明をお願いします。 

 

〔事務局：「資料 3：庁舎移転時サーバ機器について」を説明〕 

 

事務局： 新庁舎移転から 5 年が経ち、全庁システムの機器が入替となりますが、全庁に係るも

のについては行政情報化推進本部に諮る案件となりますので、本日の議案とさせていただきまし

た。新しい仕組みを取り入れたいと考えておりますので、こちらで良いか、お諮りをしている次

第です。 

 

本部長： 資料の案その 2 で進めたいということでしょうか。 

 

事務局： ご認識の通りです。経費も安くなりますし、コンパクトかつ高性能で、運用も楽にな

ります。 

 

部員： 基幹システムとの関係や影響が気になります。そういった点について議論されてここに

示されているのでしょうか。 

 

副本部長 システムを停止したり、窓口を止めたりするようなトラブルは無いかということです

ね。 

 

事務局： 今回の案件においては、住民系システムに直接的な影響はありませんが、システムに

入るためのパソコンにログインするために必要な情報がまとめられているサーバの入替が対象

になっていますので、情報管理課としましては、そういったところへの影響が最小限となるよう、
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このようなスケジュールを計画させていただきました。平日や夜間帯の作業はございませんし、

土日の定期メンテナンスに合わせて作業できるよう、全力で準備を進めております。 

 

部員： 土日も窓口は開いていますが、この土日窓口が開いていないタイミングで作業を行うと

いうことでしょうか。 

 

事務局： ご認識のとおりです。 

 

部員： わかりました。サーバに関する何かしらの作業を実施した翌日にシステムがうまく動か

ないということがあるのではないかと懸念がありますが、そういうことが起こらないように所管

課との情報連携を密にして実施していただきたい、単独で突っ走らないでいただきたいと思いま

す。 

 

事務局： 各課としっかり調整し、万が一に備えたいと思います。 

 

本部長： 機械の調達はどのように行いますか。 

 

事務局： 入札を行います。 

 

本部長： 競争性はありますか。 

 

事務局： 各リース会社が製品を調達してきますので、競争性はあります。 

 

本部長： 案その 1 と 2 の主な違いは何ですか。 

 

事務局： 案その 2 になりますと、運用が楽になります。 

 

本部長： デメリットはありますか。 

 

事務局： ひとつにまとめているので、何かがきっかけでサーバが停止してしまったときは、広

く影響が出てしまいます。しかし、停止しないような構成になっているということなので、先日、

足立区に視察に赴きましたが、この 5 年で停止したことはないとのことでした。信頼の置けるシ

ステムであると考えております。 

 

本部長： 他に質問が無いようであれば、承認ということで、次の議題へ進みたいと思います。 

 

―了承― 
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議案(4) セキュアプリントシステムの更改について 

 

本部長： 議案(4)について情報管理課長から説明をお願いします。 

 

〔事務局：「資料 4：セキュアプリントシステムの更新について（案）」を説明〕 

 

本部長： この議案で、決めなければいけないことは何ですか。 

 

事務局： セキュアプリントサーバ機器を再リースするか否かを決めなければなりません。 

 

本部長： ドキュワークスについては、切り離すということでしょうか。実際に利用している職

員の意見もあるかと思いますので、今の段階で切り離すことを決めることは難しいですね。資料

にあります再リースに係る経費とありますが、これは現行のリースに係る経費を記載しているの

ですか。 

 

事務局： その通りです。再リースになりますので、現行の金額より若干下がることになると思

われますが、ほぼ同額になると聞いております。 

 

本部長： 公文書としてどのファイル形式で保存すべきかを検討してください。他に質問が無い

ようであれば、承認ということで、次の議題へ進みたいと思います。 

 

―了承― 

 

報告(1) 情報システム統合運用管理業務委託プロポーザルの結果報告 

 

本部長： 報告(1)について情報管理課長から説明をお願いします。 

 

〔事務局：「資料 5：情報システム統合運用管理業務委託プロポーザルの結果報告」を説明〕 

 

部員： 審査結果をみますと、技術点が高くはなく、価格点については著しく低いようです

が、区が求める水準に達したと判断できるかが疑問です。実績があるとのことですので、そ

の点についてはクリアできていると思いますが、少し心配です。 

 

事務局： 技術点は半分を超えています。価格点については、設定が厳しすぎたため低い点

数となってしまいました。現行の水準は満たしています。 

 

本部長： 実技点とは、具体的に何の点数ですか。 

 

事務局： ２次のプレゼンテーションにおける説明や提案書等の疑問点について確認しまし
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た。この応答の内容に基づく点数です。 

 

本部長： 実技点で 600 点と、全体の三分の一も占めているのですね。1 割くらいでも良か

ったのではないでしょうか。 

 

部員： 業者選定は、これくらい点数配分で実施されることはあります。実技点とは、プレ

ゼンテーションが上手い下手で点数をつけているというわけではなく、プレゼンテーション

用の評価項目が予め準備されていますので、それに関して、業者がしっかり答えられている

かどうかや、スキルがあるかどうかというところを見て点数化していると思います。 

 

事務局： その通りでございます。書面だけではわからないところを評価項目として、実技

点を付けた次第です。 

 

本部長： 現行の業者はそんなに良くないところなのですか。 

 

事務局： そういうわけではございません。 

 

副本部長： 評価項目がなかなか難しく、凝りすぎてしまった部分はあったこともあり、高

得点とはならなかったのかと思います。 

 

本部長： 他に質問が無いようであれば、次の議題へ進みたいと思います。 

 

―了承― 

 

報告(2) サイバー攻撃の動向について 

 

本部長： 報告(2)について情報管理課長から説明をお願いします。 

 

〔事務局：「資料 6：サイバー攻撃の動向について」を説明〕 

 

本部長： 不審メール以外のサイバー攻撃は受けていないということですか。 

 

事務局： 資料の通り、ネットワーク系統への攻撃もございます。 

 

本部長： 具体的に区の何に対しての攻撃があったということですか。 

 

事務局： 区のサーバに対しての攻撃でございます。 

 

部員： 資料にあるインターネット仮想環境のインシデントについてですが、ここに記載さ
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れているものは何ですか。 

 

事務局： これは攻撃の種類名です。 

―了承― 

 

本部長： 本日の議題はこれですべて終わりましたが、他に何かございますか。 

 

その他(1) 神奈川県における情報流出について 

 

〔事務局：「参考資料 1：神奈川県における情報流出について」を説明〕 

 

部員： ここにまとめられた内容は、教育委員会は除かれていますか。 

 

事務局： 教育委員会は別でございます。教育委員会についても情報管理課で調査をしてお

りますので、まとまりましたら、ご提供いたします。 

 

その他(2) 日本電子計算における障害について 

 

〔事務局：「参考資料 2：日本電子計算における障害について」を説明〕 

 

質疑応答なし 

 

本部長： これで第 4 回行政情報化推進本部を閉会いたします。どうもありがとうございました。 

 

〔午後 5時 02分 閉会〕 

 

会 議 の 結 果 

議案 

(1) FAQシステムについて 

(2) 税務・国保システムの更改について 

(3) 庁舎移転時サーバ機器の更新について 

(4) セキュアプリントシステムの更改について 

以上、了承 

提出された資料等 

資料（1）FAQシステム導入に向けて 

資料（2）税・国保システム更改検討部会の検討結果について（案） 

資料（3）庁舎移転時サーバ機器の更新について 

資料（4）セキュアプリントシステムの更新について（案） 

資料（5）情報システム統合運用管理業務委託プロポーザルの結果報告 

資料（6）サイバー攻撃の動向について 

 


