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各局等構造改革担当 及び 全ての職員の皆さんへ

2020年8月、都政の構造改革の取組がスタートして、間もなく1年になります。

この間、構造改革推進チームと各局が連携・協力し、本年3月に「シン・トセイ」戦略（都政の構造改革QOSアップグレード戦略）をまとめ、

デジタルを梃子に、私たちの仕事の仕方そのものを変革する様々な取組を進めてきました。

2025年度を目途にデジタルガバメント・都庁の基盤を構築するためには、職員一人ひとりが改革の担い手となって、取組のスピードアップを

図る必要があります。そのために、これまでの取組の到達点「改革の現在地」を職員の皆さんと共有するとともに、全庁的な取組を更に展開・浸

透させていくための「加速化方針」を提示します。

各局等において、この方針に基づき各プロジェクトを推進するとともに、来年度に向けて必要となる予算や人員の確実な見積りをお願いします。

都政の構造改革の目的は、都政のQOS（クオリティ・オブ・サービス）を飛躍的に向上させることです。職員の皆さんはこれを常に意識し、

「スピード」「オープン」「デザイン思考」「アジャイル」「見える化」の5つのキーワードを実践することで、仕事の進め方や組織風土の変革

につなげていってください。

みんなで力を合わせて、新たな都政＝シン・トセイを作り上げていきましょう。
構造改革推進チーム

リーダー 副知事 武市 敬

サブリーダー 副知事 宮坂 学
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ペーパーレス▲ 30% 達成

FAXレス ▲ 94.8% 達成

電子決定率 93.9% 達成

ピッチイベント
「UPGRADE with TOKYO」実施

未来型オフィス
プロトタイプ稼働
（2021.3～）
＠都庁第一本庁舎24階

01 ☞p5

総務事務センターへの
事務集約

推進中

、
デジタル提案箱（2020.10～）

約9か月で834件の提案

職員意識調査（2020.11～12）

54%の職員が環境に不満

オープンデータ・ラウンドテーブル開催

「改革の現在地」を職員の皆さんと共有し、「シン・トセイ」戦略を更に展開する「加速化方針」

スタートアップ支援拠点
TOKYO UPGRADE SQUARE開設（2021.1）

計画的・戦略的にデジタル化

各局等のデジタル化の取組加速支援
2021

・SaaSによる電子申請基盤の拡充

・ユーザーレビュー機能の実装

・「スタートアップ
協働戦略」（仮称）策定

・＃シン・トセイポータル
職員向けサイト開設

・デジタル提案箱+へ
バージョンアップ

現場の声やデジタル時代のニーズを起点に

契約・会計制度を見直し

・今年度5部門、来年度15部門へ
オフィス展開に向けた準備を加速

▲50％

▲98％

・都知事杯ハッカソン
（仮称）開催

・ユーザーテスト実践

契約・支出事務の

一連のデジタル化 国への提案要求等を実施

「自分達のオフィスは自分達で作る」
新しい働き方を支える未来型オフィスを全庁展開

02 ☞p9
「上司は部下に紙で資料を求めない」
業務環境と仕事の進め方を変え、5つのレスを徹底

03 ☞p14
デジタルファースト条例・推進計画に基づき
全ての手続の原則デジタル化を推進

04 ☞p17
官民協働の成功体験を積み重ね
スタートアップ・シビックテック等との協働を深化

05 ☞p21
課題を洗い出し、集中的な検討で
デジタル時代にふさわしい契約・会計制度へ

06 ☞p24
各局リーディング・プロジェクトの実践
5つのキーワードを徹底推進

07 ☞p27
コミュニケーションツールを拡充し
職員参加による改革ムーブメントを創出

主要169手続のデジタル化に優先着手

デジタルファースト条例・推進計画

全ての行政手続（約28,000プロセス）

を原則デジタル化する方針決定

プロジェクト選定 プロジェクト実践

５つのキーワードを徹底推進

・効果を横展開
・新たなプロジェクトへと派生

「スマート東京」推進チーム

など全庁横断の連携体制を

最大限活用して

プロジェクトを強力に推進

+

・事業所デジタル化全面
展開

（３つのステップ）

「考えて・ツールを使って・

変革する」

・ディスプレイ追加配備

・予算・人事・計画業務

ペーパーレス化

・意識改革の徹底

・FAXレス・電子決定

未実施部門や原因・課題

の洗い出し100％

各局による事業参画を拡大

年度内に改革の実施方針取りまとめ

2020 2021 2022～

2021

2021

稼働

+

・スピーディーで生産的
な新しい働き方を実践

・キャッシュレス・タッチレスも着実に推進

+

2021目標

（2020）

（2021.6）

（2021.6）

3

全職場へ浸透
５部門に展開

15部門に展開
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加速化方針

01 「自分達のオフィスは自分達で作る」

新しい働き方を支える未来型オフィスを全庁展開

 デスク、固定電話、紙などに制限された働き方を抜本から見直し、柔軟で自由に働ける

未来型オフィスのプロトタイプを都庁第一本庁舎24階に整備しました

 プロトタイプの効果検証の結果、コピー用紙使用量の削減は全庁平均を大きく上回っている

ほか、テレワーク環境の改善など70％の職員が肯定的に評価しています

 未来型オフィスの事業所を含む全職場への展開に向けた取組を進めるとともに、各職員が

これらの環境やツールを最大限に使いこなし、仕事の進め方の変革につなげよう

5



デスク、固定電話、紙などに制限された働き方を抜本から見直し、
柔軟で自由に働けるオフィスを構築するため

未来型オフィスプロトタイプを稼働

• フリーアドレスを前提としたオフィスレイアウト

• 固定電話からスマートフォンへ切替え

• 移動可能な机や情報機器など配置を変えやすい什器を整備

• 組織や役職を越えた活発な議論やアイデアを引き出す環境整備

• 民間等の外部と交流できる空間を整備

• スタートアップとの協働により最新技術を活用

▲70.3%達成
（全庁平均と比較した職員一人当たりコピー件数（2021年4月～6月速報））

70%の職員が肯定的評価

▲70.3%

プロトタイプの特徴

ペーパーレス

職員アンケートの結果

（2021年3月 第一本庁舎24階）

対象部署 デジタルサービス局 戦略部・デジタルサービス推進部

「テレワークやオンライン会議がしやすい」 「チーム外の人との偶発的
コミュニケーションで新たな発想が生まれる」など

➡ 若手メンバーによるPT等で使い勝手や課題を検証、
改善・横展開に向けて検討中

加速化方針01 未来型オフィスを全庁へ展開

改革の現在地

全庁平均 プロトタイプ

66



新たなオフィスやデジタル環境を使いこなし、新しい仕事の進め方を実践しよう

2020 2021 2022 ～2025

稼働

５部門に展開

15部門に展開
全職場へ浸透

未来型オフィスの全庁展開を進める中で
スピーディーで生産性の高い、新たな仕事の進め方を実践しよう

都庁未来型オフィスの
全庁展開

1

政策企画局、生活文化局、都市

整備局、環境局、会計管理局

加速化に向けて

加速化方針01 未来型オフィスを全庁へ展開

7

ペーパーレスの徹底等
仕事の仕方の見直し

24階プロトタイプ等
先進事例の視察

導入手順

レイアウト検討 什器購入等 移行準備

紙保存文書の仕分け・削減 等

稼
働

活用方法・運用ルール改善

☑ 上司は率先してテレワーク、打合せやレクはオンラインで

☑ 資料はディスプレイに映し、その場で修正 or 上書き

☑ 打合せの議事要旨をメールで即共有

☑ 状況に応じてメールの代わりにチャットも活用

☑ 生み出した時間を、政策やサービスの企画立案など創造的な仕事へ

☑ 資料は事前にデータ共有＆ディスプレイの活用で、

テレワーク推進 & 完全ペーパーレス会議化

☑ データでの情報管理と利活用促進のため、

共有サーバーのファイル格納・削除ルールを整備&職場全員で徹底

（例）年度ごとにフォルダ分け、ファイル名には作成・更新日時を必ず付けるなど

（実践例）

各職場における新たなオフィスのあり方を検討しながら、

今年度5部門、来年度15部門に展開します

「自分達のオフィスは自分達で作る」
を合言葉に、新しい働き方を支えるオフィス作りを進めよう



ツールを使って

「考えて・ツールを使って・変革する」、3つのステップで事業所のオフィス改革を進めよう

事業所の実情やニーズに応じたデジタルツールを導入し、
それを職員がフル活用することで

都政現場でのQOSの向上と、業務の抜本的見直しにつなげていこう

２

〈ディスプレイ〉
ペーパーレス

〈自動検温器〉
来所者対応効率化

〈集音マイク〉
複数人Web会議

事業所の
オフィス改革と

新たな働き方の実践

加速化に向けて

加速化方針01 未来型オフィスを全庁へ展開

〈クラウド〉
アプリでデータ入力

〈タブレット〉

※ 市場衛生検査所における実証実験の例

☑ タブレット×クラウド（アプリ）の活用により、
紙を使わず現場で直接データ入力を可能に

☑ リアルタイムで事務所とデータを共有
☑ 蓄積したデータの利活用も可能

① 基礎的デジタルツールを一気呵成に導入 ② 業務の見直しにつながる実践的ツールを検討・導入

考えて 変革する

あ
り
た
い
姿
を
自
ら
考
え
る

実
践
に
よ
り
業
務
・
働
き
方
を
変
革

※加速化方針と同時に「未来型オフィス事業所展開の進め方」を各局へ発出

改革の進め方

（
効
率
的
な
働
き
や
す
い
職
場
）

来年度予算要求に反映

導入前／導入後 で効果を数値化
ツール導入後の

効果測定方法を検討
（職員アンケート、紙削減量の可視化など）

Before After

今年度実践を積み重ね、来年度展開に向けて予算要求

8

かせい



加速化方針

02 「上司は部下に紙で資料を求めない」

業務環境と仕事の進め方を変え、5つのレスを徹底

 ペーパーレス、FAXレス、はんこレスなど、「5つのレス」の取組は2020年度目標を全て

達成しました

 今年度はペーパー▲50%、FAX▲98％、電子決定率100％など、より高い目標に向け取組

を加速化させる必要があります

 ディスプレイ配備など業務環境の改善やその活用を進め、100％電子決定化などデジタル

を前提とした仕事の進め方へと転換を図ることで、デジタルガバメントの実現に向けた

「5つのレス」の更なる徹底を進めよう

9 9



達成！

2021年度 目標▲50％

2016 2020 2021

ペーパーレス 2020年度 実績▲30% 達成（2016年度比）

▲ 30%

▲50%

目標

☑ ペーパーレスを前提とした業務の生産性向上に向けて、

局長室等への会議用ディスプレイ、

各局等総務部門にPCディスプレイを先行導入（約1,300台）

☑ 部局別削減状況のモニタリング等によりマネジメントを強化 など

具体的取組

デジタルを前提とした業務環境への転換に向けて、
取組の更なる加速が必要

☑ PCディスプレイの全庁展開（約5,700台） ☑ コピー用紙調達量の総量規制を導入

具体的取組

加速化方針02 「5つのレス」の更なる徹底

改革の現在地

10



予算、人事、計画の３部門で

率先してペーパーレス化します

都庁本庁舎の全職場にディスプレイを追加配備します

ペーパーレス業務環境の整備推進 全庁業務におけるペーパーレス化

①個人利用 ②打合せ
(小：２～4人)

③打合せ
(大：6人～)

13.3インチ
(TAIMS)

～ ～

デジタルツールを迅速に導入し、ペーパー
レスを前提とした働き方を徹底しよう

共通業務でペーパーレス化を進め、
全庁の仕事へと波及させよう

職員の意識改革・職場の風土改革

「上司は部下に紙で資料を求めない」など
職場における意識改革を徹底しよう

局長レクはペーパーレスになった、
でも部長・課長からは紙の資料が求められる…

他の部署の人も集まる会議では
資料を紙で多めに印刷しておいた方が安心…

1 2

3

クラウドサービス kintone® （キントーン） や

部門サーバーの局横断での利用により

全庁的な情報共有や業務効率化を実現

加速化に向けて

加速化方針02 「5つのレス」の更なる徹底

11

デジタルサービス局の本年度予算により各局等で年度

内に迅速に配備

職場の実態等に応じた調達がしやすくなるよう、

モデル仕様書や代表的な製品の仕様等をデジタルサー

ビス局から各局等へ提供



ＦＡＸレス 2021年6月 実績▲94.8% 達成（2019年度同月比）

2021年6月 実績93.9% 達成（対象外案件を除く）
は ん こ レ ス
（電子決定率）

2021年度目標

▲98％

2021年度目標

100％

加速化

☑ 機器の設定変更によるFAX電子化

☑ メール等への移行 など

具体的取組

☑ 電子決定徹底方針を発出

☑ 補助金事務や契約書のデジタル化に向けた

試行・検討 など

具体的取組

加速化

▲ 94.8%

加速化方針02 「5つのレス」の更なる徹底

改革の現在地

12



日々の仕事の進め方を切り替え、テレワークや

オンラインで議論し、意思決定することを

徹底していく段階にあります

各職場で未実施案件を精査・共有し、実践につなげよう

FAXレス▲98％の達成（2021年度）

未実施部門と課題の洗い出しにより
早期に脱FAXの段取りを付けよう

電子決定率100％の達成（2021年度）

残り6.1%の原因と課題を早期に洗い出し、
今年度中の完全電子化を目指そう

4

5

キャッシュレス、タッチレス推進

都民利用施設でのキャッシュレス化、
行政相談等の非接触化を着実に推進し、
更なる利便性向上に向けた調整を進めよう

6

＜2021年度目標＞

☑ 都民利用施設78施設でのキャッシュレス化
（2021年6月実績：42施設）

☑ 行政相談、説明会、講演会等の非接触実施
（Web相談、チャットボット等の活用によるタッチレス化）

加速化に向けて

加速化方針02 「5つのレス」の更なる徹底

13

＜2022年度中の実現に向けた取組＞

☑ ３つの決済手段（クレジットカード、電子マネー及びQRコード）の導入

☑ 施設内店舗のキャッシュレス化

機器の送受信の設定変更（ペーパーレスFAX

機能の活用）により、FAXによる送受信が必要な相手

ともデジタルでのやりとりが可能です

再度局内を総点検し、未実施部署は早期に切り替えよう

これらの実現に向けて

早期に関係者との調整を進めていこう

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。



加速化方針

03 デジタルファースト条例・推進計画に基づき

全ての手続の原則デジタル化を推進

 都民・事業者があらゆる行政手続をいつでもどこでも行える環境構築に向けて、これまで

主要な169手続のデジタル化を推進してきました

 さらに、デジタルファースト条例及び推進計画により、全ての行政手続のデジタル化が原

則化され、今後計画的に取組を推進していく必要があります

 SaaSなどの新たな電子申請基盤やユーザーレビュー機能を活用しながら、件数の多い

行政手続を中心に計画的・戦略的にデジタル化を進めることで、都政のQOSを向上させ、

都民のQOL向上につなげよう

1414



都民・事業者があらゆる行政手続をいつでもどこでも行える環境構築に向けて

主 要 1 6 9 手 続 都民利用が多い主要169手続のデジタル化に優先着手
（約1,100万件、許認可等の98％）

都の権限でデジタル化が可能

119手続（970万件）

国等へ働きかけが必要

40手続（130万件）

国への提案要求などを実施

～2020 2021

56手続（540万件） 46手続（395万件）

デジタルファースト
条 例 ・ 推 進 計 画

内部手続等を除く

全ての行政手続（約28,000プロセス）

を原則デジタル化する方針を決定

行政サービスの根幹ともいえる行政手続をデジタル化し、
手続を行う利用者の負担を減らすことは、都政のQOS、都民のQOL向上に大きく寄与

☑ 計画の対象手続のうち70％を3か年でデジタル化

☑ 年間手続件数が１万件を超える手続プロセスを優先的にデジタル化

概要

＜これまでの取組範囲＞ ＜デジタルファースト条例の取組範囲＞

対象を許認可・
届出等以外に拡大 下記以外の手続

許認可・届出等の行政手続※１ 許認可・届出等の行政手続※１

169手続・許認可等の98% 169手続・許認可等の98%

※１ 標準処理期間を設定している手続

加速化方針03 行政手続「デジタルファースト」の推進

改革の現在地

15

※他に手続廃止等10手続



デジタルサービス局による各局等のデジタル化の取組加速支援

手続の性質及び利用者の特性に応じたデジタル化を進めていくため、

SaaSによる電子申請の基盤を新たに整備（今年度）し、

庁内で完結しない11手続でのデジタル化を進めます

➡推進計画に基づく手続にも順次拡大予定

地球温暖化対策報告書の提出、土地の使用許可 など

SaaSなどの新たな電子申請基盤やユーザーレビュー機能を活用しながら、
件数の多いものを中心に行政手続のデジタル化を進め、都民のQOL向上につなげよう

優先順位を付けた計画的・戦略的なデジタル化１

「重点手続」
= 年間件数１万件以上の手続

全ての行政手続（約28,000プロセス）のうち、

年間件数全体の９割以上を占める

加速化に向けて

加速化方針03 行政手続「デジタルファースト」の推進

+

２ SaaSによる電子申請基盤の拡充 ３ ユーザーレビュー機能の実装

主要169手続 ＜各局での取組＞

都民や事業者の利便性、QOSを迅速・効果的に高めるため、

デジタルファースト推進計画に基づき、

これらの手続を中心に、

優先順位を付け、計画的・戦略的なデジタル化の取組を進めよう

利用者の評価を受け、利用者目線でより使いやすいサービスに改善

していくため、共同電子申請、

補助金電子申請（jGrants）など

各種申請基盤に

ユーザーレビュー機能を実装します
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加速化方針

04 官民協働の成功体験を積み重ね

スタートアップ・シビックテック等との協働を深化

 官民協働でオープンに行政課題の解決を図るため、ピッチイベントや都政現場における実

証実験、オープンデータ・ラウンドテーブルなどの取組を開始しました

 都がビジョンとして掲げる民間との新たな協働スタイルを目指すためには、更に協働の成

功体験を蓄積し、プロジェクトの一層の深化を図る必要があります

 そのためにも、様々な取組を各局等へ広く展開し、協働による行政課題のソリューション

をより多く共有するとともに、スタートアップとの更なる協働の深化に向けた戦略の策定、

オープンデータの利活用推進、ユーザーテストの実践などの取組を多角的に発展させよう
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2020 都とスタートアップとの協働のため

ピッチイベント「UPGRADE with TOKYO」、
都政現場における実証実験（キングサーモンプロジェクト）実施

行政課題解決のソリューションを持つスタートアップと行政とが

出会う場として、都庁を擁する西新宿に拠点を設置

☑ コワーキング 兼 イベントスペース、会議室

☑ セミナー、ワークショップ、ピッチイベント等を開催

都政課題の解決に資する新たな製品・サービスを提供するスター

トアップによるピッチイベント（2021年6月までに計12回開催）

スマートフォンとQRコードを用いた
座席・備品管理システム「Mamoru Biz」

水循環型手洗い機「WOSH」
未来型オフィス（プロトタイプ）に設置

スタートアップ企業による先端事業と都政課題のマッチング、

都政現場を活用した実証実験等を実施

（協働の事例）

腰への負担を軽減するマッスルスーツ
都の福祉現場（日野療護園）にて実証実験

CTスキャン画像のVR、Mixed Reality化
都立病院にて実証実験

（実証実験）

ラウンドテーブルで提案のあった

☑ エレベーターの点検情報

☑ 観光の統計データ

☑ 東京都中央卸売市場日報

を4月28日にオープンデータとして公開

加速化方針04 スタートアップ等との協働深化

改革の現在地

2021.1 スタートアップ支援拠点

「TOKYO UPGRADE SQUARE」開設

2021.2 民間企業等からニーズを聴取

オープンデータ・ラウンドテーブル 初開催

18
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ピッチイベントへの積極的参画や行政課題テーマの提示

提案された技術を積極的に採用・横展開

TOKYO UPGRADE SQUAREを民間事業者との交流に活用

オープンデータ化の徹底やラウンドテーブルへの参画

（※）「未来の東京」戦略：都庁自らも変貌を遂げる https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/mirainotokyo-senryaku/html5.html#page=100

各局が協働の取組に積極的に参画1

TOKYO UPGRADE SQUARE
イベント・会議スペースの予約はこちらから：
https://forms.gle/TApDbqPfPytwaHcS7

「スタートアップ協働戦略」 (仮称) を
年度内に策定2

「未来の東京戦略」に掲げる

都と民間企業との新たな協働スタイル（※）の構築に向けて、

加速化に向けて

加速化方針04 スタートアップ等との協働深化

スタートアップの声を聞き、それを踏まえた都の施策の

「見える化」や発信力の強化

協働を促進するための各種制度（契約、人事制度など）

や仕組みの検討

行政職員の意識変革

などを戦略的に進めるべく、

様々な取組を各局等へ広く展開、協働による行政課題のソリューションをより多く共有しよう
将来を見据えた協働戦略の策定により都と民間企業との新たな協働スタイルを構築しよう

「スタートアップ協働戦略」

(仮称)を年度内に策定します

19

各局の官民連携の取組を加速化しよう

https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/mirainotokyo-senryaku/html5.html#page=100
https://forms.gle/TApDbqPfPytwaHcS7


「ユーザーテストガイドライン」※2を作成しました

都知事杯ハッカソン※1(仮称)を年内に開催3 今年度から各局でユーザーテストを実践4

シビックテック等との協働に向けた第一段階として、ユーザー目線で

質の高い行政サービスを提供するため、サービス開発プロセスに

ユーザーテストを組み込む取組を全庁で徹底

※1 ハッカソン…シビックテック等がオープンデータを活用し、課題の解決

に向けたデジタルサービスの提案・開発を行う大会

hack（ハック）＋marathon（マラソン）からの造語

新たな協働の成功体験を積み重ねるとともに、
テストを都庁の文化にして、都民にとってより良いサービスを創り上げていこう

開発
β版

リリース
ユーザー
テスト

改修
正式版
リリース

リリース
オープンデータ
を活用した

サービス案の募集
審査

都知事杯
ハッカソン
（仮称）

サービス実装
（開発）

シビックテック等

オープンデータ
を活用

米国の主要都市などでは、一般市民やシビックテックが公共機関の

デジタルサービスについてテストを行い、改善案などを提案する

「シビックユーザーテスト」という取組を行っています

“テストしないものはリリースしない”を合言葉に

新たなサービス創出
サイトやアプリ、システムなどのデジタルサービス開発時は

ガイドラインに基づき、ユーザーテストを実践しよう

加速化に向けて

加速化方針04 スタートアップ等との協働深化

20

※２ 加速化方針と同時に各局へ発出

相互循環により
各局のオープンデータ化

を更に促進

積極的な

データ公開
データの

活用事例

オープンデータを活用

デジタルサービス開発時のオープンデータを活用した新たなサービス創出のため、

都知事杯ハッカソン (仮称)を年内に開催します



加速化方針

05 課題を洗い出し、集中的な検討で

デジタル時代にふさわしい契約・会計制度へ

 内部管理事務の抜本見直しのため、総務事務の集約や契約・支出事務の一連のプロセスの

デジタル化を推進しています

 改革を進める中、担当者アンケート等を通じ、多岐に渡る現場の声が寄せられるとともに、

デジタルサービス開発における迅速・柔軟な対応の必要性が浮き彫りになりました

 これらの課題を解決へと導くため、構造改革推進チーム、財務局、会計管理局からなる

ワーキンググループを中心に、デジタル時代にふさわしい制度へと見直しを進めます
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抜本的なBPRとデジタル化により内部事務を最適化・効率化するため、

ペーパーレス化・FAX

レス化を進めてほしい

実務担当者へのアンケートなどを通じた

契約・会計事務に関する多岐に渡る現場の声

内部管理事務抜本見直し

プロジェクト

デジタル時代のサービス開発には、これまで以上に

迅速・柔軟な対応が必要

件数の多い契約の手続

を効率化してほしい

加速化方針

改革の現在地

22

➣ 契約・支出事務の一連の業務プロセスのデジタル化を推進中

2021年8月末までにシステム構築に向けた基本計画を策定、9月以降要件定義へ

➣ 総務事務センターへの事務（給与・旅費等）の集約を拡大中

一部の局で、扶養・住居手当、旅費に関する事務を集約、対象局や対象事務を順次拡大

05 デジタル時代にふさわしい契約・会計制度



国による法令改正等が必要なもの

➡ 年度内に国へ提案要求

都の制度改正や運用の見直しで対応

可能なもの

➡ できるものから速やかに対応

構造改革推進チーム

財務局 会計管理局

契約・会計制度見直し

ワーキンググループ（WG）

現場の声や時代のニーズを検討の起点とし、
制度や仕組みのあり方検討を進め、改革につなげよう

デジタル時代に
ふさわしい契約・
会計制度の実現

1

☹ アジャイル型開発ができれば、リリース

後も柔軟にサービスを改善できるのに…

☹ 少額契約の手続を見直せば、件数の多い

契約事務を効率化できるのに…

☹ インターネット通販などで、クレジット

カードが使えたら便利で効率的なのに…

など

• 年内にアジャイル契約の試行案件を

実施

• WGの検討を踏まえた改革の実施方針

を年度内に取りまとめ

加速化に向けて

加速化方針05 デジタル時代にふさわしい契約・会計制度

現場の声や時代のニーズ 課題の整理・対応の検討 制度や仕組みの見直し

改革の入口は現場の声です。日々の業務で感じる課題、困った事例など、職員の皆さん一人ひとりの声を積極的にお寄せください。

御意見はこちら→ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDKqsTI31lj-Q_Hll_FCGgsAzjWWgmU2V6N7b-ML7b6-TjZA/viewform

構造改革推進チーム、財務局、会計管理局から

なるWGにより各局へヒアリング、課題整理

23

(例)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDKqsTI31lj-Q_Hll_FCGgsAzjWWgmU2V6N7b-ML7b6-TjZA/viewform


加速化方針

06 各局リーディング・プロジェクトの実践
5つのキーワードを徹底推進

 各局事業のサービス提供のあり方や、仕事の進め方そのものの改革を進める先導役として、

31の各局リーディング・プロジェクトを推進しています

 各プロジェクトを強力に推進するために、「スマート東京」推進チームなどの組織横断的

な連携体制等を構築しました

 各局がプロジェクトを推進する中で改革の５つのキーワードを実践し、他の行政サービス

等へと波及させ、全庁で切磋琢磨しながら、都政のQOSの飛躍的向上につなげよう
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31の各局リーディング・プロジェクト を選定

― 「見える化」と「デザイン思考」を強化 ―

＃シン・トセイポータルサイト

加速化方針

2020 各局事業のサービス提供のあり方や、仕事の進め方そのものの構造改革を進める

2021

×8プロジェクト ×4プロジェクト ×5プロジェクト ×10プロジェクト ×4プロジェクト

06 各局プロジェクトの実践

× ×

改革の現在地

25

各局プロジェクトを強力に推進、そのための組織横断的な連携体制等を構築

― デジタルサービス局による ―

各局へのテクニカルサポート

民間企業等でのDX経験が豊富
なデジタルシフト推進担当課長
を中心に、各局等のデジタル化
ニーズを技術面からサポート

― 組織横断的な連携・推進体制 ―

「スマート東京」推進チーム

各局等事業の関連情報を日々ス
ピーディーに共有し、全員が集
まる推進チームミーティングで
進捗状況等をディスカッション

各局等が主体となって発信し、
ユーザーからの御意見、御感想
が直接届くプラットフォームと
して運用開始（2021.5～）



加速化に向けて

1 リーディング・
プロジェクト
の推進と波及

各局リーディング・プロジェクトの実践やその過程で得られた成果を
他の行政サービスや業務改善へと波及させ、

全庁で切磋琢磨しながら、都政のQOSの飛躍的な向上につなげよう

加速化方針06 各局プロジェクトの実践

26

・効果を横展開
・新たなプロジェクトへと派生

御意見フォーム等により

デザイン思考を徹底

プロジェクト選定 各局によるプロジェクトの実践・進捗状況公表

デジタルを梃子に

スピード感を持ってプロジェクト推進

組織横断でオープンに議論、

好事例を横展開

ユーザーの声を

アジャイルに改革に反映

各局等が主体となって

進捗状況等を見える化

「スマート東京」推進チーム

デジタルサービス局による

各局へのテクニカル
サポート

＃シン・トセイ
ポータルサイト

全庁横断の連携体制を最大限活用

各局で５つのキーワードを徹底

2020 2021 2022～

https://shintosei.metro.tokyo.lg.jp/


加速化方針

07 コミュニケーションツールを拡充し

職員参加による改革ムーブメントを創出

 改革の加速化のためには、これまで掲げてきた01～06の方針に基づき、各職場、職層、

職責に応じた、職員一人ひとりの積極的な実践が重要です

 さらに、職員同士がコミュニケーションを重ね、各々の職場や職層を超えて幅広く改革の

動きを共有し、知恵を出し合うことで、これら点と点の変化を面的に広げ、都庁全体の

大きな改革ムーブメントにつなげます

 #シン・トセイ ポータルやデジタル提案箱などを通じ、職員一人ひとりの理解を深め、

共有し、行動変容につなげることで、「新たな都政＝シン・トセイ」を創り上げていこう
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デジタル提案箱を設置

提案総数834件
開設から約9か月で

(2021年7月末時点)

提案内容 対応

各職員のPC端末で都庁外とのWeb会議を
可能にしてほしい

【実現】職員の端末で外部とのWeb
会議ができる環境を整備

今後導入するTAIMS端末は、カメラを
標準搭載してほしい

【実現】2020年度以降に配備する
端末にWebカメラとマイクを搭載

中央研修や局研修をオンデマンド講義等で
遠隔開催できる環境を整えてほしい

【実現】オンラインツールを活用し、
オンデマンド・オンライン型の研修を充実

都民が都税に関する問合せをスムーズに行
えるよう、納税通知書にQRコードを表示し、
AIチャットボットを起動するようにすべき

【実現】都税の納税通知書に同封する
チラシにAIチャットボットにつながる
サイトのQRコードを記載

＜提案内容と対応の例＞

詳細はこちら

2020.10
都政のデジタル化に関する職員からの改善提案を募集

2020.11 職員意識調査を実施
職員のデジタル環境に対する満足度等を調査

満足 10%
総合

満足度

不満54%

（有効回答数：20,096人）

その他、職員からの御意見（アンケート調査）

これまでデジタル化によって職員の働き方や仕事の仕方が効率化された
「経験」がない。デジタル化されても、アナログの手間が増加すること
が多い。シン・トセイには圧倒的な現場感覚での業務の改善・効率化を
求める。職務環境を改善する成功体験が必要。（30代・主任級）

グローバルビジョンに基づいた今後を語ることは大切。
しかし、都庁本庁舎での業務と事業所の業務は大きく内容が異なる。
（50代・課長代理級）

現場の感覚としては、シン・トセイへ移行している実感はない。
管理職などによっても、シン・トセイに向けた意識の差にばらつきを
感じる。（30代・主事級）

加速化方針07 職員参加による改革ムーブメント創出

改革の現在地
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「デジタル提案箱＋」へバージョンアップします

返信

提案

いいねボタンを設置し、

賛同者を「見える化」

所管部署からの回答や、

職員からのコメントを投稿可

#シン・トセイポータルサイト
で改革の今を知り理解を深める

職員一人ひとりがそれぞれの職場で改革を実践するとともに
お互いの取組や課題を知り、議論し、行動することで、都政全体の改革ムーブメントにつなげよう

1 2

提案箱に新たにコミュニケーション機能を拡充した
プラス

デジタル提案箱＋
により職員間で課題を共有し議論を深める

#シン・トセイポータルやnoteの記事をリアルタイム発信するほか、
構造改革関連の規程やガイドラインなどを集約し一元発信する

職員向けポータルサイトをリリース します

職員が知るべき改革の基礎情報
各種規程・ガイドラインなど

各プロジェクトの最新情報

提案箱を通じて、職員間で課題や問題意識を共有し、
共感し、議論を深化させ、課題解決に取り組もう

ポータルを通じて、他の局や職員の取組及び工夫を

知り、学び、お互いに切磋琢磨 していこう

加速化方針07 職員参加による改革ムーブメント創出

加速化に向けて
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#シン・トセイ


