
自 治 体 の 皆 さ ま へ
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＝ 組織のパワーを引き出すＩＴＣ-Ｌａｂｏ. ＝

一般社団法人ＩＴＣ-Ｌａｂｏ．



11一般社団法人ＩＴＣ-Ｌａｂｏ．組織プロフィール

連絡先
〒550-0002 大阪市西区江戸堀2-1-1 江戸堀センタービル9F
TEL：06-6225-1347
ホームページ ：http://www.itc-labo.com

体制
代表理事：川端 一輝／登録ITC138名

事業内容
経営改革・業務改革支援
ＣＳＲ・内部統制構築・リスクマネジメント支援
教育・研修
情報セキュリティ構築支援

ＩＴＣ－Ｌａｂｏ．は、経営、業務、ＩＴに精通した専門家集団です

シンボルマーク
ITC-Labo.のシンボルマークは円を三分割し

「Ｉ」と「人」を象っています。三分割され
た円は「我よし・客よし・世間よし」の
「三方よし」を、Ｉ は「ITC」を、人は「人」
を大切にしたいという想いを表しています。

ITC-Labo.３つの信条（クレド）

愛と共感
お客さまと気持ちを共にし、お客さまのこれまでの努力

Our Credo
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情報セキュリティ構築支援

実績
◆ＩＴコーディネータキー組織として経済産業省、ＩＰＡ、

ＩＴコーディネータ協会から高い評価をいただく
◆中堅・中小企業の経営改革・業務改革支援の豊富な実績
◆情報セキュリティマネジメント構築支援
◆経営者研修、ＲＦＰ対応研修、情報セキュリティ研修

（民間、自治体、公的機関）など教育・研修を多数開催

に最大限の敬意を払い、共に一歩前進するための共感の土
台を築くこと。「イエス・アンド」からコミュニケーショ
ンは始まります。

倫理・品位・知性
倫理を重んじ、「いい会社とは」「企業価値とは」とい

うベースに照らして考え行動すること。社会人としてのマ
ナーや品性は言葉に先立って投げかけられるメッセージで
す。押し付けがましく冷たい知性ではなく、お客さまに
とって価値ある暖かい知性を磨くことが重要です。

科学の態度
独りよがりの経験則、まして感情で行動してはいけませ

ん。普遍性や論理性、世界のスタンダードとの整合性を意
識し、学ぶ姿勢を持ち続けましょう。仮説は堂々と主張し、
新しい事実の前には勇気をもって仮説を修正すること。公
正さと透明性が「科学の態度」のよりどころです。

沿革
2002年4月 ITコーディネータ組織(任意団体)として設立、同年6月、堺筋本町

に事務所開設
2003年3月 ITコーディネータ協会認定組織届出
2005年9月 有限責任事業組合（ＬＬＰ）を設立し事業執行体制を強化、関西

におけるＩＴコーディネータキー組織として中心的な役割を担う
2006年9月 ＣＳＲ（企業の社会的責任）、内部統制、リスクマネジメントの

考え方を取り入れた経営改革･業務改革サービスを開始
2009年7月 一般社団法人ITC-Labo.として営業開始（事業内容に変更なし）

http://www.itc


22ＩＴＣ-Ｌａｂｏ. と 樹 木 医

 木は成長する過程で、雨や風にさらされ
ます。あるいは急激な環境の変化につい
ていけず、勢いがなくなったり、病気に
なることもあります。健やかに成長する
ためには、水や栄養、光が必要です。組
織にも同じことが言えます。

 木の根は、木の潜在的な力です。根をし
っかりと張ることで、頑丈でしなやかな

私たちＩＴコーディネータは
組織にとって樹木医のような存在です。
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っかりと張ることで、頑丈でしなやかな
幹、すなわち体制を形成します。もっと
鮮やかな緑を、美しい花を、豊かな果実
をと願うとき、さまざまな課題が出てき
ます。もしかしたら、幹や葉が病気にな
っていたり、水や光、栄養が不足してい
るのかも知れません。原因を探り、さま
ざまな課題の解決策を見つけ出します。

 ITC-Labo.では、組織が潜在的に持って
いる資源や力を引き出すことから始めま
す。そして様々な経営課題に対して、最
適な解決策を見つけ出し、お客様と共に
歩み目標を達成します。
私たちの知識と知恵を、組織の成長に役
立ててください

一般社団法人ITC-Labo.

代表理事 川端一輝
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自治体向け
支援の木

企業向け
支援の木

ＩＴベンダ向け
支援の木

支援サービス内容
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（予定）

地
域
情
報
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画

事
業
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略
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定

経営者
研修

提案力
強化
研修

ＩＴベンダの経
営者･管理職
向け
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現状分析
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BCP
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支援サービス1
【全庁的な課題解決とＩＴ活用】

支援ステップ 支援内容 支援方法・期間 アウトプット

ステップ１
地域情報戦略策定

課題とその解決シナリオ
の整理・共有

☛基本理念、中期目標の仮決め
☛情報化事業、施策を幹部(戦略検討メンバー)で整理・共有

総合計画に基づく情報化テーマを策定
☛職員意識調査、住民アンケートの実施
☛関係者全員参画型の検討会で地域情報化施策を策定
☛課題解決にＩＴがどのように役立つかの大まかな構想を立案

☛1回３時間を目安とした検討会
を８回程度開催

☛頻度：通常10日に1回～隔週1回
☛検討期間：2ヶ月～４ヶ月
☛支援体制：戦略検討メンバーの人数

によりＩＴＣ支援体制が変わります。 地域情報化計画(案)

ステップ２
原課業務改革・ＩＴ企画

地域情報化施策の課題を
業務課題に展開し、ＩＴ
施策を立案

☛As-Is分析：主要課題の対象業務部署の「現状」の詳細分析
☛To-Be設計：全庁的な最適化の視点から「あるべき」業務の流

れを関係者全員で見直し、運用経費等のコスト
削減を含め再設計

☛情報化企画書の修正（必要に応じて）

☛As-Is分析：６～８回
☛To-Be設計：６～８回
☛頻度：通常10日に1回～隔週1回
☛検討期間：４ヶ月～８ヶ月
☛支援体制：戦略検討メンバーの人数

によりＩＴＣ支援体制が変わります。 業務・システム最適化
計画

ステップ３
ＲＦＰ策定/提案評価･選定

☛過年度分も含め年度別、原課別、業務システム別の運用経費の
現状分析を実施

☛期間：通常６ヶ月～８ヶ月
☛支援体制：ＩＴＣ２名

地域情報
化計画

業務&ｼｽﾃ
ﾑ最適化

情報化
企画

情報化
企画

★ステップ１～３は、行政トップダウンアプローチとして
進めることが望ましいですが、各ステップを個別に実施
することも可能です。
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ＲＦＰ策定/提案評価･選定

ＩＴベンダへの提案依頼
(ＲＦＰ)書作成と評価・
選定

現状分析を実施
☛調達仕様作成のため対象業務部署(原課)へのヒアリング
☛予算要求のためのＲＦＩ(情報提供依頼)を支援
☛提案依頼書(ＲＦＰ)を発行し、ＩＴベンダ数社コンペ形式で、

システム開発・導入・運用を委託するＩＴベンダを選定
☛提案評価シート作成、関係者全員で評価･選定を実施

☛支援体制：ＩＴＣ２名
☛前提となる提案ＩＴベンダ数：

３～5社→６社以上となった場合
は提案プレゼン会対応の追加費用
(変更契約でのご対応)をお願いする
場合があります。

提案依頼書(ＲＦＰ)
提案評価シート

ステップ４
システム開発・導入

☛システム開発・導入の初期段階、特に要件定義、システム設計
においてステップ３までに検討してきた課題の解決を実現でき
るように、自治体とＩＴベンダをコーディネート

☛運用初期のトラブル対応、安定運用に移行するまでの支援

●通常、別契約

☛要件定義･システム設計に参画
→通常４～６ヶ月程度

☛それ以降の開発･導入プロジェクト
期間通常6～８ヶ月程度

☛上記2点は、規模により更に長く
なる可能性があります。

☛支援体制：原則としてＩＴＣ１名
ｼｽﾃﾑ導入評価報告書

ステップ５
ＩＴ行政アドバイザー

業務&システム
活用モニタリング

☛システム本稼働後の運用フェーズにおける効果測定と
検証（ステップ３以前における課題の解決度合）の支援

●通常『支援サービス３』として別契約

☛システム運用段階におけるＩＴアド
バイザーとしての支援

☛支援体制：ＩＴＣ１名
☛通常月１回の定例会への出席
☛月額固定料金で年間契約

ｼｽﾃﾑ運用評価報告書

ＲＦＰ

ｼｽﾃﾑ運用
評価報告

提案評価
シート

ｼｽﾃﾑ導入
評価報告

ＩＴＣ：ＩＴコーディネータ
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情報化計画にも中長期計画の必要性 地域情報化計画の
背景となるステー
クホルダー関連図

▼今後の５年間で外部環境は大きく変わる
現在、自治体クラウドについては、ＩＴベンダ

主導による提供が開始され、APPLIC(後述)などで
標準仕様も固まりつつあり、今後５年間で自治体
の情報政策を取り巻く外部環境は大きく変わる
可能性が高い。

▼情報化の中長期計画
情報政策（情報化）の中長期計画

ステップ１参考情報：地域情報化計画の策定
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地域情報化
計画体系図
サンプル

情報政策（情報化）の中長期計画
＝ 「地域情報化計画（施策）」

国レベルでは、総務省のＩＣＴ関連の各種施策
やかつての情報ハイウェイ計画などがあるが、
住民サービスを踏まえた地域情報化計画は、市町
村で策定、実施すべきもの。

▼地域情報化計画と業務改革
地域情報化計画の構成

●市民サービスの質の向上と拡充
●全庁的な業務改革

計画を策定することで、情報システムにより
実現する施策や業務の範囲、優先度、工程が
明確になる（八方美人的実現は本来あり得ない）。
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全庁的な視点で業務＆システムを最適化
■全庁的な業務の最適化

●自治体の業務は、住民サービス提供中心の法定業務が主体であり、本来どの団体でも同じ業務内容となるはず。

●しかし、紙台帳の頃から殆ど見直しされていない業務や固定資産税業務のように地域性の高い業務などがあり、
同じ業務でも団体毎に手続や処理方法が異なる状況を作っている。

●業務範囲が拡大、複雑化する中で、行政改革などにより削減され限られた職員数で業務遂行するためには、現状
の縦割り組織ありきで考えるのではなく、業務と情報の流れを中心に現状分析を行い、各業務の非効率な部分を
どう変えるか、全庁的に見てどのような業務の流れにするか、情報システムでカバーする範囲と人間系で対応す
る部分の明確化などの検討が必要となります。

ステップ２参考情報：原課業務改革とＩＴ企画

Copyright 2012 © ITC-Labo.



77ステップ３参考情報(1)：調達の進め方

Phase3
●システム構築プロジェクトを決定

付ける初期段階において、契約支援、
サービスレベルの調整、主要原課の
ヒアリング支援などを提供

システム構築支援

各システムの納入図書
契約書

(リース、改修、保守)

汎用的な調達ガイドライン
現状分析報告書

決定ＩＴベンダの提案･見積
業務委託契約書
サービスレベル契約書
プロジェクトスケジュール

Copyright 2012 © ITC-Labo.

Phase1 現状分析

Phase2

●各原課の業務運用状況の確認と
業務要件の再確認

●現行システムの運用・保守コスト
の把握

●ＩＴ調達に係る基本的な考え方、実施体制、
具体的な手続等の明文化

●コスト意識の浸透
●次期情報システムの調達仕様の策定
●特に重要な点は、情報システムのリプレース

における初期構築時の金額だけではなく、
その後の運用・保守のサービス内容と金額の
妥当性まで含めた評価を行うこと

ヒアリング支援などを提供
調達仕様策定
提案･見積評価

(リース、改修、保守)
保守作業報告書
原課ヒアリング情報

■現状分析報告書
■運用･保守コスト明細

■提案依頼書(調達仕様)
■提案･見積評価報告書

■システム構築支援報告書
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▼貴庁の情報システム調達支援

●提案依頼書（ＲＦＰ）
＝情報システムのライフサイクルマネジメントの要求仕様書

●調達が終わってからが本番であることを想定したサービスレベ
ルの設定、評価･見直しの仕組みづくり

●調達時から情報セキュリティ、ＢＣＰを考慮した仕様策定

貴庁

ステップ３参考情報(2)：
情報システムのライフサイクルが重要
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企画 調達 導入 運用･保守 評価 見直し

Ｐ Ｄ Ｃ Ａ

貴庁基幹系情報システムのライフサイクルマネジメント

Ｃ Ｃ Ｃ

サービスレベル設定 サービス実施

サービスレベル評価
サービスレベル

見直し



99支援サービス２【業務･ＩＴ現状分析】

支援ステップ 支援内容 支援方法・期間 アウトプット

ステップ１
ＩＴガバナンス成熟度・
ＩＴ組織機能評価

☛自治体全体の現状確認
（行政方針、総合計画、業務機能、住民サービスなど）

☛組織におけるＩＴの成熟度と情報システム組織機能の
在り方を評価することにより、情報システムを提供する
システム側とそれを利用する各部署(原課)の業務および
システム上の課題を明確にします。

☛具体的には、COBIT(*1)、UISS(*2)などの汎用的な
フレームワーク、ガイドラインを活用し、業務にＩＴを
活用するに当たって、ＩＴの成熟度を多角的に評価し、
組織として備えるべき情報システム（IS）機能と情報
人材の在り方も併せて評価します。

☛1回３時間を目安とした検討会
を５回程度開催

☛頻度：10日から隔週に1回
☛検討期間：1ヶ月半～３ヶ月
☛支援体制：ＩＴＣ１名

業務･ＩＴ評価報告書

業務･ＩＴ
評価報告
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ステップ２
全庁的な課題解決支援

●通常、別途契約

☛ステップ１の評価結果をもとに、その後の課題解決を
支援します。

☛具体的な進め方は、課題の対象エリアやその内容に依存
しますが、原則として『支援サービス１【全庁的な課題
解決とＩＴ活用】の検討プロセスとなります。

☛課題の対象エリア・内容により異なります。
☛詳細についてはご相談ください。

＊１：ＣＯＢＩＴ( Control Objectives for Information and related Technology )
企業・自治体といった組織のITガバナンスの指針として、米国の情報システムコントロール協会（ISACA）などが提唱するITガバナンスの実践規範のこと。
フレームワークやガイドライン、成熟度モデル、ツールセットなどの一連の資料からなる。IT投資の評価、ITのリスクとコントロールの判断、システム監査
の基準などに使われる。IT組織の成熟度を測るモデルとしてはほかにCMM／CMMIなどが有名だが、COBITでは「リスク」という概念が強く打ち出されている。

システムトラブルなどの技術リスクのほか、情報漏えいに関することなどマネジメント体制も含まれる。そこでCOBITでは開発側・利用側双方をマネジメン ト
することで、セキュアな環境の下、ITを積極活用できる体制作りの指標を提示している。また、ベンダからITを“調達”することを前提にしている点も特徴の
1つである。

＊２：ＵＩＳＳ( Users‘ Information Systems Skill Standards：情報システムユーザースキル標準 )
一般の企業などが、日々の経営・業務にITを活用するに当たって、組織として備えるべき情報システム（IS）機能※と、それを遂行する人材の対応関係を
体系的に整理したリファレンスモデル。



1010支援サービス３【情報セキュリティ】

支援内容 支援方法・期間 アウトプット(例)

☛情報セキュリティリスク分析
汎用的な情報セキュリティポリシー、監査ガイドラインの中から
作成した、短期間で可能な情報セキュリティ診断のための調査票
を基に、情報セキュリティの現状と課題（リスク）について報告
します。

☛対象事業所や部署の範囲により支援方法
や期間が異なります。

☛詳細についてはご相談ください。

リスク分析･対策基準
(案)報告書

☛情報セキュリティポリシー見直し
汎用的な情報セキュリティポリシーガイドラインを基に、現行の情

報セキュリティポリシーを評価し、課題（リスク）と新たな対策基準

☛対象範囲等により支援方法や期間が異な
ります。

ﾘｽｸ分析
対策基準

(案)
報告書

新ﾎﾟﾘｼｰ(案)
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報セキュリティポリシーを評価し、課題（リスク）と新たな対策基準
の検討を支援します。自治体の成熟度や組織に合わせて現実的な対策
と
します。

☛詳細についてはご相談ください。

情報セキュリティ
ポリシー見直し(案)

☛情報セキュリティ内部監査支援／外部監査 ☛対象範囲、どの程度支援に入るか等によ
り、支援方法や期間は異なります。

☛詳細についてはご相談ください。

監査報告書

新ﾎﾟﾘｼｰ(案)

監査報告



1111支援サービス４【BCP/BCM策定支援】

支援内容 支援方法・期間 アウトプット

☛自治体全体の状況、業務内容および情報システムの現状確認
☛ビジネスインパクト分析・リスク分析
☛汎用的なガイドラインを基にＢＣＰ(業務継続計画)を策定
☛ＢＣＭ運営の支援(ＢＣＰ運用、教育、評価･点検の仕組みなど)

☛対象範囲等により支援方法や期間が異なり
ます。

☛詳細についてはご相談ください。

ＢＣＰ(案)

ＢＣＰ
(案)
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※BIA (Business Impact Analysis)
=事業(業務)影響度分析

特定の業務を停止した場合に、時間推移と共に
その影響度合を分析する手法


