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令和元年度　戦略政策情報推進本部における自律改革の取組

No. 事項名
自律改革取組前の状況

（現状・課題）
検討・分析の進め方

取組の内容及び成果
今後の方向性

1 自律改革推進体制の整備

○平成３１年４月に設置された組織であるた
め、ペーパレス化、超過勤務等の取組状況に
ついて、局全体で把握し推進する体制が整備
されていない。
○上記のため、局全体で情報が共有されず、
部ごとの取組意識や実施状況に差があった。

○ペーパレス化等の取組について、局内で一
元的に推進する自律改革推進体制を整備す
る。
○各課長級をメンバーとした「検討部会」を設
け、具体的な分析・改善策検討を行う。

○７月５日　戦略政策情報推進本部における「自律改
革推進本部」を発足
○自律改革推進本部を適期に開催し、各取組の進捗
状況と分析、改善策について検討に取り組んだ結果、
ペーパレス会議率や複写サービス使用量等は良好な
実績であった。

2 ライフ ワーク バランスの推進

○組織発足後の体制準備等の状況から、一部
の職員の超過勤務時間が多い傾向にある。
○定時退庁や２０時完全退庁に対する職員の
意識に差があり、退庁の呼びかけなど機運醸
成に向けた取組も十分にされていない。

○職員が定時退庁に対する意識をもち、メリハ
リある仕事を行う機運を醸成させる。
○夏期スムーズビズの取組に併せて、テレ
ワークやフレックスタイム活用等によるライフ
ワーク バランスを推進する。

○定時退庁メールや管理職による呼びかけなどを本
部内各部で取り組んだ。
○テレワークの方法や取組について、本部内各部にお
ける周知及び計画的に取り組んだ結果、夏季のス
ムーズビズを着実に実施した。
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令和元年度　戦略政策情報推進本部における自律改革の取組（継続案件）
※平成30年度総務局で実施した取組の継続案件です。
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検討・分析の進め方

取組の内容及び成果
今後の方向性

1
電子化の推進
（モバイルワーク導入による業務
の効率化含む）

○平成28年度はタブレット端末活用事業の試
行を行っているが、業務生産性の向上等の効
果が出ている状況
○試行の中で、ペーパーレスの実現をはじめ、
多くの効果が上がっていることを踏まえ、モバ
イルワークの早期導入を目指し、タブレット端
末活用事業を拡大することが必要

○各局局長等に加え、各局本庁ライン部長や
本庁担当部長等へタブレット端末を配布するこ
とを検討
○審議会等でタブレット端末を活用し、ペー
パーレス、会議の効率化等の推進を検討
○タブレット機能（資料編集）を追加し、モデル
職場による試行を検討
○将来的には、ペーパーレスはもとより、都政
のＢＣＰへのモバイルワークの位置付け、在宅
勤務等も見据えた展開を検討

○更なる課題解決手法の高度化や働き方の見直しを図る
べく、トップマネジメント層のタブレット端末活用による試行
拡大の検討を一部先行で実施
○各局の局長・理事級にタブレット端末を配布し、活用を開
始（平成29年２月、説明会を実施）
○各局の本庁部長級にタブレット端末を配布し、活用を開
始（平成29年７月及び９月説明会を実施）
○各局の出先事業所にタブレット端末を配布し、現場試行
を開始（平成29年９月、説明会を実施）
○庁内で開催される主要な会議において、タブレット活用に
よるペーパーレス化を先行実施（平成29年１月）
○ペーパーレスで審議会等を開催できるようタブレット端末
等を整備（平成29年９月・平成30年3月、説明会を実施）
○テレワークなどに活用可能なモバイル端末を導入（平成
29年度）
○ 月１回の「都庁テレワークデイ」において、タブレット端末
等を活用した幹部会議等を各局で実施
○全管理職向けにＴＡＩＭＳメールを個人のスマートフォン等
で送受信可能とするＴＡＩＭＳメールアプリを導入
○令和元年度末までに、本庁全職員へ新ＴＡＩＭＳ端末（薄
型・軽量、無線対応で持ち運びに適したＰＣ）を配備する。あ
わせて、本庁内の無線ＬＡＮ環境を整備していく。



令和2年3月31日

令和元年度　戦略政策情報推進本部における自律改革の取組（継続案件）
※平成30年度総務局で実施した取組の継続案件です。

No. 事項名
自律改革取組前の状況

（現状・課題）
検討・分析の進め方

取組の内容及び成果
今後の方向性

2 サイバーセキュリティの確保

○東京2020オリンピック・パラリンピック競技大
会に向けてサイバーセキュリティレベルの更な
る向上とオール東京での対応が必要
○サイバーセキュリティの領域は比較的変化
が激しい分野であることから、高度なスキルを
持つ専門人材が不足

○リスク評価は、全ての情報処理システムの
把握を実施。その上で、東京2020大会を控え、
脅威の影響が大きいものとして、外部からの脅
威（サイバー攻撃等）に備える必要があるた
め、「インターネット接続の有無」を基準値とし、
対象システムを洗い出し、脆弱性の有無と保持
する情報資産の重要度（機密性の高い情報の
保持）をもとにどの程度のリスクを有しているか
を判定（評価を実施）
○政策連携団体等での繰り返しのインシデント
発生を受け、セキュリティ強化の支援を実施
○都区市町村情報セキュリティクラウドは、平
成29年度に全63団体と接続
通信の監視・分析を行いインシデントの早期検
知・被害の拡大防止を図る
○区市町村ＣＳＩＲＴとの連携体制を検討する目
的で部会を設置
○人材育成として、引き続き、脅威動向などを
取り入れた机上演習や訓練等を実施

○平成29年度から脅威やインシデントの動向を踏まえ
たリスク評価を実施し、抽出されたリスクに対する全庁
対応方針を策定の上、必要な対応を実施している。令
和元年度は東京2020大会を直前に控え、引き続き最
新の動向を踏まえた一連のリスク評価及び対応を実
施。
○政策連携団体等のリスク評価を実施しセキュリティ
強化を支援。
○都区市町村情報セキュリティクラウドは、平成29年
度に全区市町村の接続を完了。インターネットとの接
続口を都と区市町村で集約化して、接続された都及び
全区市町村の庁内システムやネットワークをインター
ネットの脅威から防御するとともに、通信の監視・分析
を行いインシデントの早期検知・被害の拡大防止を
図っている。
〇区市町村の人材育成を支援する目的で講習会を開
催。また、インシデント発生時の支援内容を示し、区市
町村からの要請に基づき、インシデント対応を支援。
○人材育成は局ＣＳＩＲＴ、情報システム担当者及び
ICTリーダーを対象としたインシデント対応を模擬的に
行うサイバーセキュリティインシデント対応演習を机上
及び職場で実施。また、局横断的な合同演習を実施。
平成30年度から引き続き幹部向けサイバーセキュリ
ティ講習会を実施。今後も脅威動向や最新技術等を見
据え、e-ラーニング資料の刷新や学習効率の良い研
修等を実施予定。
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3 オープンデータの取組

○都が保有する公共データについて、オープン
データとしての公開が十分に進んでいない
○「東京都オープンデータ一覧（試行版）」で
も、機械判読に適した形式のものが１％程度に
止まっている(平成28年９月）

○都公式ＨＰ上のデータのリストアップ化と重
点分野に基づく優先付けをを実施。平成32年
度までに40,000件のＣＳＶデータをカタログサイ
トに公開
○都内市区町を含むオール東京でのオープン
データの推進及びデータの利活用の促進に向
けて、アイデアソンを都内３地域で巡回し開催。
○アイデアソンでのアイデアを活用したオープ
ンデータアプリコンテストを実施し、オープン
データを活用した地域課題解決に向けたアプリ
を作成する民間の取組を推進
○都及び区市町村との検討部会を通じてカタ
ログサイトへの参加を周知
○オープンデータの利活用促進とともに、デー
タ活用のより高度化を図ることができるような
取組が求められる。

○オープンデータ公開基盤である「東京都オープンデータカタログサイト」
を公開（平成29年３月）
○当カタログサイト上に都民等からの要望を受ける仕組みを構築
○カタログサイト公開後、データの質・量の充実に向けて、ホームページ
のデータの棚卸しを実施
○棚卸し結果から局の優先付けを受け、順次CSV化を実施
○基礎的自治体である区市町村も、公開に合わせて、昨年度末９自治体
から26自治体に増加（令和２年3月）
○データ利活用促進に向けた取組として、「防災アイデアワークショップ
（平成28年９月）」及び「東京都オープンデータ防災アプリコンテスト（平成
29年３月）」を実施。平成29年度は、特別区（台東区）、多摩部（日野市）、
島しょ部（八丈町）、都内３か所で巡行する「東京都オープンデータアイデ
アソンキャラバン」を10～11月に開催。平成30年度は、開催自治体１団体
のみではなく、出来る限り多くの自治体が参加できるよう見直しを行い、
都内３か所を巡行する「東京都オープンデータアイデアソンキャラバン
2018」を特別区（開催自治体：港区、参加自治体：新宿区、文京区、大田
区）、多摩部（開催自治体：府中市、参加自治体：稲城市、日野市）で９月
~10月に開催（島しょ部（大島町）は、台風で中止）
令和元年度は、引き続き、９月に、特別区（開催自治体：中野区、参加自
治体：文京区、大田区）、多摩部（開催自治体：国分寺市、参加自治体：小
金井市、日野市、あきる野市）を９月に開催（島しょ部（小笠原村）は天候
悪化により中止）
○平成29年度、平成30年度に、アイデアソンのアイデアを活用したオープ
ンデータアプリコンテストを実施し、１１月～２月までに作品を募集し、３月
２４日に発表会・表彰式を開催。
○ 都内の区市町村の提供データの標準化を通じて一層の利活用促進を
図るため、平成３０年度に、データ項目や形式を統一した区市町村共通
の標準フォーマットに基づく公開方針を策定
○ 令和元年度以降、それらのデータを基に、カタログサイト上にＡＰＩ機能
の構築を図り、一元的なデータ提供を充実させていくとともに、区市町村
のオープンデータの取組及びオープンデータの利活用を促進していくた
め、引き続き、都民参加型のアイデアソンキャラバン・アプリコンテストを
実施
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4 効率的な会議運営の検討

○会議資料のコピー編綴等の会議準備作業が
必要
○資料修正、議事録作成等において時間を要
する。
○合意経過のトレースが困難

○ペーパーレス会議
次の観点から会議を効率化
・会議資料のコピー編綴等が不要（会議準備の
効率化）
・会議中にパソコン等で資料修正、議事録作成
（会議の運営、合意形成プロセスの効率化）
・会議資料、議事録を共有フォルダで保存（合
意経過のトレースの効率化）
○タブレット端末の活用
⇒「電子化の推進」（№１）参照

○ペーパーレス会議をモデル職場（総務局）で実施
（平成28年11月）
○モデル職場での検証を経た上で、各局にペーパー
レス会議の導入に関する説明会を実施（平成29年６
月）。打合せコーナー等の庁内ネットワークを一部の局
を除いて整備（平成29年７月～９月）。準備が整った局
からペーパーレス会議を実施
○共用会議室（1庁25階、2庁10階会議室）に、ネット
ワークを敷設して、職員のパソコンを持ち込むことによ
るペーパーレスの会議が実施できるよう環境を整備。
庁内における環境整備を受け、ペーパーレス会議の
取組を推進していく。
○総務局行政改革推進部と連携して、庁内掲示板に
よる情報共有等により、全局的に、ペーパーレスで効
率的な会議運営を進めていく。
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5
都政の情報資産を物理的リスク
から守る基盤の整備　.

大規模な業務システムについては、中央コン
ピュータ室（以下、「中コン室」という）におおむ
ね設置しており、高度なセキュリティを確保して
いる。執務フロアのOA室等に設置している中
小業務システムやファイルサーバについても、
地震等による損傷若しくは停電又は火災など
物理的なリスクに対応するため、中コン室に移
設を実施

○各局に対して、中コン室の利用について積極
的に支援を行うとともに、平成30年度以降の中
コン室利用意向を調査
○利用意向を踏まえ、第二中コン室の利用設
計等を実施

○平成28年度に各局に対して、個別にヒアリングを行
い、保有しているシステム、機器設置状況を調査する
とともに、中コン室のセキュリティ設備について説明し
た上で、今後の中コン室の利用意向調査を実施
○平成28年度には、執務室等から９システムが中コン
室に機器を移設
○平成29年度には、９システムが各局執務フロアのＯ
Ａ室等から中コン室に機器を移設
○平成30年度は各局からの移設希望なし
〇平成31年度は１つの局がファイルサーバを新規設
置
○第二中コン室は庁舎改修に伴う工事を実施し、令和
２年度から再開し、各局に対して利用提供できるように
なる予定
○今後も毎年度の中コン室利用意向調査などにより、
各局システムの移設を積極的に実施
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6 ファイルサーバの統合
本庁各部及び本庁と事業所のファイルサーバ
を局内で一括管理することで、管理コストの低
減、事務の効率化等を推進

○本庁各部が管理しているファイルサーバを
局内で統合し一括管理することについて、庁舎
内のLANが十分な帯域を確保していることから
統合が可能であることを確認
○事業所が利用するファイルサーバを本庁に
統合する事については、事業所と本庁を結ぶ
通信回線など、システム基盤への影響を検証

○まずは、物理的セキュリティの向上等を図るため、
各局への意向調査を実施し、各局からの要望に基づ
き、本庁の各部署で使用しているファイルサーバを順
次移設（平成29年度は、産業労働局、オリンピック・パ
ラリンピック準備局、会計管理局、教育庁及び総務局
の本庁部署で使用しているファイルサーバのうち依頼
のあった分を中央コンピュータ室へ移設。平成30年度
は各局からの移設希望なし。平成31年度は１つの局
がファイルサーバを新規設置）
○事業所のファイルサーバの集約については、中央コ
ンピュータ室では年数回の停電があり、年間を通じて
休日夜間の対応を実施する事業所によっては、中央コ
ンピュータ室への移設が運用上馴染まないことへの考
慮が必要であることや、端末仮想化（VDI化）に伴い現
行の回線帯域の増速を予定しているが、仮想化された
端末が円滑に運用可能であることを確認する必要が
あることから、今後のシステム運用状況等を注視しな
がら検討を進めていく。


