
平成２４年度成果重視事業評価書 
平成２５年８月 

施策名 ０６．ＩＴの利活用の促進 

成果重視事業名 電子経済産業省構築事業 

事業担当課室名 商務情報政策局情報プロジェクト室 担当課室長名 情報プロジェクト室長 和田 恭 

事業概要 
経済産業省が担う各業務・システム最適化計画を踏まえた情報システムの開発及びその他緊急を要するシステムの改修等を行

う。また、電子政府推進のプラットフォームとなる省内情報システム基盤の着実な整備・運用を行う。 

目標・目標達成時期 

（目指す結果、効果） 

本事業は、ＩＴを活用した業務改革による行政運営の簡素化・効率化や、国民に開かれた行政（オープンガバメント）の実現等の

ため、情報システムの開発等、基盤の整備を行うもの。 

各システムにおけるそれぞれの目標は以下のとおり。 

（１）貿易管理業務、統計調査等業務、工業標準策定業務の業務・システムの最適化 

目標達成時期：平成２３年度（第２期） 

目標（指標名） 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 

① 開発工程消化状況 １００％ － － - - 

② 運用開始後不具合率 
－ 

０．３３ 
（統計調査等業務） 

－ - - 

③ 年間経費削減 

（単位：千円） 

 
 

10,635 
（貿易管理業務） 

64,858 
（工業標準策定業務） 

 
 

113,808 
（貿易管理業務） 

65,858 
（工業標準策定業務） 

260,000 
（統計調査等業務） 

113,808 
（貿易管理業務） 

66,858 
（工業標準策定業務） 

260,000 
（統計調査等業務） 

113,808 
（貿易管理業務） 

82,389 
（工業標準策定業務） 

260,000 
（統計調査等業務） 

113,808 
（貿易管理業務） 

128,983 
（工業標準策定業務） 

④ 年間業務処理時間削

減（単位：時間） 6,616 
（工業標準策定業務） 

6,616 
（工業標準策定業務） 

32,000 
（統計調査等業務） 

6,616 
（工業標準策定業務） 

32,000 
（統計調査等業務） 

6,616 
（工業標準策定業務） 

32,000 
（統計調査等業務） 

6,616 
（工業標準策定業務） 

⑤ オンライン申請率 

（貿易管理業務のみ） 
－ ２０％ ３０％ ４０％ ５０％ 



 ※オンライン申請率（貿易管理業務のみ）については、業務・システム最適化計画に基づき平成２５年度に５０％という目標を

掲げている。 

 

（２）旅費、謝金・諸手当及び物品管理の各業務・システム最適化 

目標達成時期：平成２８年度（第３期） 

目標（指標名） 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

①  開発工程消化状況 １００％ １００％ － － － 

② 運用開始後不具合率 － － ０．３３ ０．３３ － 

③ 年間経費削減 

（単位：千円） 
－ － － － △440,000 

④ 年間業務処理時間削

減（単位：時間） 
－ － － － 10,560,000 

 ※最適化計画に基づき、システムの設計・開発に向けた要件定義書の作成等、調達手続を進めてきたが、平成 22 年 2 月

に内閣官房において、旅費の業務の在り方を検討するため、実態調査を行うこととなり、この実態調査を受けた検討結果を

見極める必要が生じた。そのため、内閣官房と協議の上、旅費等内部管理業務共通システムについては、調達手続を一

旦中止することとなった。その後、実態調査や旅費業務の見直し結果を踏まえ、平成 24 年 1 月に最適化計画を改定し、平

成 24 年度からシステム設計・開発等の調達手続きを再開し、平成 26 年度から運用開始予定。 

 

○ 目標設定の考え方 

本事業は、経済産業省の貿易管理業務、統計調査等業務、工業標準策定業務並びに旅費、謝金・諸手当及び物品管理

の各業務について、業務見直しや、システムの共通化・一元化、業務の外部委託などを柱とした業務・システムの最適化によ

り、行政運営の簡素化・効率化・利便性向上を図ることを目的としていることから、各業務・システムに係る運用経費削減及び

業務処理時間の削減、オンライン申請率等を目標値として設定している。 

（１）開発工程化消化状況：当該年度内のシステム工数の消化状況 

（２）運用開始後不具合率：運用開始後３ヶ月間でのバグ、トラブル数（不具合数／総工数で算出） 

（３）年間経費削減：各業務・システム最適化計画の効果指標・サービス指標で設定した削減目標 

（４）年間業務処理時間削減：各業務・システム最適化計画の効果指標・サービス指標で設定した削減目標 

（５）オンライン申請率：業務・システム最適化計画の効果指標・サービス指標で設定したオンライン申請率 

※業務・システム最適化による効果の発生は、事業実施後になるため、実施期間中は、上記（１）、（２）のとおり 

システム開発の進捗状況や、運用の不具合率を指標としている。 

 



◆ 事業内容と目標値との関係 

業務・システム最適化計画の策定及びそれに基づくシステム開発等によって、利用者割合の向上や業務の効率化による業

務時間削減を図る。さらに調達管理手法の改革によって、より効率的な調達を行うことなどを通じ、投入コストの削減を図る。 

目標達成状況 

各システムについて、２４年度の目標は達成しており、引き続き運用の開始及び運用後の経費・業務処理時間削減に向 

けた作業が進められる見通しである。 

・ 調査統計システムについては、平成23年度から本格稼働となり、目標としていた年間経費削減及び年間業務処理時間削減

を達成し、平成24年度においても目標を継続して達成している。 

・ 工業標準策定システムについては、最適化計画がすでに終了しており、最適化計画を起因とした経費削減効果が続いてい

る。 

・ 貿易管理オープンネットワークシステムは、平成22年2月に稼働開始し、206,844 千円の経費削減を図るなど、目標を達成し

ている。 

 

目標（指標名） 
平成２２年度 

実績値 

平成２３年度 

実績値 

平成２４年度 

実績値 

平成２４年度 

目標値 

平成２４年度 

目標達成状況（※） 

開発工程消化状況 １００％ １００％ - - - 

年間経費削減額（単位：千円） 

・調査統計システム 

 ・貿易管理業務 

 ・工業標準策定業務 

 

- 

206,844 

108,297 

 

360,496 

225,402 

110,787 

 

394,386 

226,546 

99,841 

 

260,000 

113,808 

82,389 

 

◎ 

◎ 

◎ 

※目標達成度について、「◎：１００％達成」、「○：９０％以上達成」、「△：８０％以上達成」、「×：８０％未満」。 

 

○ 目標達成状況に影響したと考えられる外部要因などの考慮すべき事項 

・ 工業標準策定システムについては、2009 年度（平成 21 年度）までに業務処理時間を削減するとしていたところ、業務処理時間の

削減については、システムの担う部分が多く、今回の最適化においてはシステムの構築を行わず、移植のみとなったため、業務処

理時間に変動は生じなかった。 

・ 貿易管理オープンネットワークシステムは、NACCS との統合が進められたことから最適化計画の目標の変更を実施した。 



予算額・執行額等 

 

 
年 度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 総事業費 

予算額 

（億円） 
４８．２ ４８．２ ４７．４ ４４．２ ４６．２ ２３４．２ 

執行額 

（億円） 
４６．２ ４５．４ ４４．９ ４３．３  １７９．８ 

予算執行の 

弾力化措置 

国庫債務負担行為 繰越明許 目の大括り化 目間流用 

○ ○ ○ － 
 

予算執行の効率化・ 

弾力化によって 

得られた効果 

国庫債務負担行為・繰越明許の活用によって、全事業期間を見渡した効率的な予算計画の策定が可能となるとともに、年度

毎の予算執行手続きによる空白等のロスがなく、効率的な事業運営が可能となった。 
 

既に行った評価・ 

有識者の意見 

 

【平成２４年度成果重視事業年次実績調】 

① 査結果及びその分析 

各システムについて、２４年度の目標は達成しており、引き続き運用の開始及び運用後の経費・業務処理時間削減に向けた

作業が進められる見通しである。 

工業標準策定システムについては、現行システムはおおむね問題なく運用されており、引き続き、最適化計画に基づき最適化を

実施すること。なお、次期システムについては、事業者との連携を密に行い、2013 年（平成 25 年）1 月に稼働した。 

貿易管理オープンネットワークシステムは、最適化計画を改定し、平成22年2月にNACCSに統合化された。なお、業務処理削

減時間は、オンライン申請利用率が50%になる予定の2013年度の目標値であるため、今後のオンライン申請利用率の向上を目

指す。 

 

②今後の改善点・検討の方向性 

各システムについて、今後は運用の段階となるが、運用において最適化計画で策定された目標の達成を図る。同時に、行政

情報の積極的な活用・提供を通じて開かれた行政（オープンガバメント）を実施していくことが必要。そのため本事業で平成２１

年度に検証した「アイディアボックス」のような国民からのフィードバックシステムを積極的に用いて、国民のニーズに沿ったシス

テム構築を進めることが重要。また、民間サービスとの連携を図るとともに、開発のインターフェースを公開することで、行政が必

要とするシステムをすべて独自開発するのではなく、民間サービスの利活用による費用低減を図ったり、民間の創意により優れ

たサービスを提供するシステム拡張が行えるようにするための工夫を行うことが重要。 



 

【有識者の意見等】 

○業務改革を前提とした電子行政を実現するための推進体制と法制度の整備【経団連提言平成20 年11 月18 日】 

利便性、効率性の向上を図るには、まず、個々の行政サービスのそもそもの必要性を検証し、不要なものや必要以上に煩雑

なものは廃止・簡素化を実行する。その上で、必要なものについては業務プロセスの見直し、標準化を行い、同一目的の行政

手続きについては速やかに帳票類の書式や手続きプロセスを統一しなければならない。一連の業務プロセスが標準化できれ

ば、それに係る業務システムもオープンな仕様とすることで共同開発・利用が可能となり、税金の無駄遣いを無くし、調達コスト

削減にも繋がる。 

総合的な評価 

（今後の方向性） 

 

〔引き続き／重点化／見直し／終了〕 

各システムについて、２４年度の目標は達成しており、引き続き運用の開始及び運用後の経費・業務処理時間削減に向けた

作業が進められている。 

 

 


