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情報システム（IT）関連サービス

今日では、大部分の行政サービスがITを活用したサービス提供基盤の
上に存在しています。あずさ監査法人では、リスクマネジメントや内部
統制の視点を含め、公的機関のITガバナンスの実現に向けた支援を
提供していきます。

中央省庁、地方公共団体、独立行政法人等の公的機関では、すでにITなくしては政策目
標の実現が困難になっています。そして多くの公的機関では、行政サービスの質の向上、効
率化に向け、ITを活用する仕組みの立案・推進を担う役割としてCIOやCIO補佐官が設置さ
れ、様々な取組みがなされています。
組織の目標の達成に向けてITを効果的に活用し、それを維持していくためには、IT戦略の策
定・実行をコントロールし、あるべき方向へ導く組織能力（ITガバナンス）が必要になります。
公的機関のITガバナンスとは、行政サービスの質の向上と効率化を図るためにITを活用した
行政サービスの情報基盤を確立することであり、そのためにITにかかわる組織の資源（人、モノ、
金、情報）を効率よく効果的に活用する仕組みを構築することであると考えます。

情報システム（IT）の現状

〈公的機関におけるCIOのミッションとITガバナンス〉
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公的機関がITガバナンスを
実現するためのポイント あずさ監査法人の考え方

人 人事異動を前提とした
専門人材の育成と知識の継承

ITの企画、管理には専門的な知識が求められます。
知識が不足していると、意思決定に関して適切な判断ができないケースや、結果的にベンダーの言いな
りになってしまうケースが起こりかねません。
公的機関では、２～３年に一度の人事異動を前提とした人材育成と、知識を個人ではなく組織に蓄積し
ていく仕組みづくりが重要であると考えます。

モ
ノ

IT管理プロセスの整備と
モニタリング

導入したITは、当初の導入目的を実現し、導入効果を高められるよう、管理プロセスを整備し、その実
施状況をモニタリングしていくことが求められます。
IT管理プロセスは、ITのライフサイクルに従い、企画、開発、運用・保守の段階に応じて、最適な管理
方法を導入していくことが重要であると考えます。また、モニタリングとして、内部の職員によるシス
テム内部監査や、外部の監査人によるシステム外部監査の活用が重要であると考えます。

IT資産
（ソフトウェア、ハードウェア）

の適正な管理

ソフトウェアとハードウェアから構成されるIT資産は、公有財産としての物品管理に加えて、資産の特
性に応じた管理の仕組みが求められます。
特に、ライセンス契約をしているソフトウェアは、契約内容の正確な理解、使用件数の把握が重要であ
ると考えます。万が一、契約内容に違反した利用をしている場合は、公的機関であっても摘発の対象と
なる場合があります。

金 ITに関する支出の透明性の確保と
投資効果の検証

多くの公的機関では、ITの企画業務、開発業務、運用業務が外部委託されており、この支出に関しては
常に高い透明性が求められます。また、支出に対しては投資効果に対する説明責任が求められます。
透明性の確保には、公平かつITの導入目的に整合した入札仕様、選定基準の策定、検収までの成果の適
正な評価をすることが重要であると考えます。そして導入目的を踏まえたシステム稼働後の投資効果を
測定していくことが重要であると考えます。

情
報 情報セキュリティの確保

公的機関が取扱う情報には、大きく分けて国民やサービス受益者の個人情報と、業務上の内部情報があ
ります。これらの情報は行政サービスを継続的に提供していくために、情報漏えい、改ざん、利用中断
等からの保護が求められます。個人情報の保護は言うまでもありませんが、入札に関する情報など、公
的機関の内部情報は、漏えい時のインパクトが大きく、ルールづくりと仕組みづくりを両面から行って
いくことが重要であると考えます。

徴特類種スビーサ

IT人材の育成支援
 短期間で現状のIT人材に関する問題点や課題の調査を実施
 IT人材を育成・定着させるために、公的機関職員に求められるITスキルを明確化し、スキル習得に必要な教育プランを策定
 2～ 3年での人事異動を考慮

IT管理プロセス
整備・モニタリング支援

 IT管理に係る公的機関側、ベンダー側の作業品質を標準化するために、IT管理の標準的な実施方法を策定
 組織や業務の特徴を考慮し実行性を確保

IT資産管理態勢整備支援  ソフトウェアコンプライアンスを実現するために、IT資産の品目、数量、契約内容（ライセンス契約）等の可視化を実施
 ソフトウェアライセンスやハードウェア耐用年数を踏まえて、今後のIT資産の更新計画を策定

調達・プロジェクト管理支援  調達の目的とユーザのニーズが実現できるよう、組織内外の情報収集に基づき、システム化計画、要件定義を実施
 独立した第三者として、入札から開発フェーズの管理業務（PMO）を支援

情報セキュリティ管理態勢
整備支援

 組織、業務内容に合わせた最適なセキュリティ対策を提案
 文書整備と技術的対策整備の両面から支援
 監査・侵入テストなど第三者評価を実施

〈サービス紹介〉

要概類種スビーサ

事業継続管理態勢構築支援  災害や大規模IT障害等の不測の際にも継続しなければならない重要業務を特定し、業務の継続に必要な体制、手順の
整備や訓練の実施を支援

IT投資管理支援  IT投資のポートフォリオ、優先度、定量および定性効果に基づく投資案件の選別など、IT投資管理のフレームワークや
投資管理プロセスの整備を支援

システム監査支援  システム企画、開発、運用、利用状況、外部委託先などシステムに関する様々な活動に対して、組織内の規程や一般的
なガイドラインを基準として監査を実施。また、公的機関内への監査部門の立ち上げ、教育に対する支援も実施

〈その他のサービス〉

情報システム（IT）関連の主なサービス内容
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ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている状況に対応するものではありません。私たち
は、的確な情報をタイムリーに提供するよう努めておりますが、情報を受け取られた時点及びそれ以降においての正確さは保証の限りではあ
りません。何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、プロフェッショナルが特定の状況を綿密に調査した上で提案
する適切なアドバイスをもとにご判断ください。
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