
4 情報化推進分野 様式２
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成果指標と目
標値

現状と課題

　内部事務管理システムは全面稼動したが、事務処理方法の改善が十分に進んでいないた
め、事務処理速度の向上や紙の使用量の削減など、システム導入の効果が十分上がってい
ない。紙文書を電子化するためには、さらに基盤整備を行うと共に、事務処理方法の見直
しが必要である。
　中央電子計算組織は、「個別業務の大量一括処理」と「オンライン処理による窓口業務
の迅速化」のニーズにこたえるシステムとして開発され、現在まで安定稼働を果たしてい
るが、一方で一段の費用対効果の向上と、柔軟な情報提供能力が求められつつある。

　区に対して行う申請・届出は、押印が必要なもの、紙に限定した添付書類を求めるも
の、対面審査が必要なもの、使用料・手数料を徴収するものなど、窓口での申請を求める
ものを除き、電子申請対応手続を拡大してきたが、利用件数が伸び悩んでいる。

ＩＴで築く豊かな地域コミュニティ

分野目標

　豊かな地域コミュニティーを築くため、中長期的な情報化推進計画に基づきＩＣＴの活
用と地域情報基盤の整備を計画的、総合的に推進することを目指す。

庁内情報システムが効率的、効果的に活用され、事務効率の向上と情報の共有・活用が進
んでいることを目指す。

住民情報の基幹系システム（中央電算）が効率的、効果的に活用され、個別業務システム
の核として機能していることを目指す。

行政手続を含め、いつでもどこでも区と必要な情報のやり取りができる電子手続環境が
整っていることを目指す。

リスクに見合った対策を施すことにより、区民が安心して行政サービスの電子手続等を利
用できることを目指す。

パソコン教室受講者満足度

システム監査を適用したシステム数

電子申請対応手続数（延手続数）
【10か年計画】

住民情報系システムの全体最適化検
討

庁内情報システムユーザ満足度

成果指標

　ＩＴの急速な進歩やu-Japan構想の推進など外部環境は急激に変化している。区は、区
民サービスの向上とまちの活性化を図るため、情報化推進計画でＩＴの活用策と区が整備
すべき地域情報基盤の全体像を示し、地域情報化を計画的、総合的に進めていく必要があ
る。

　集合研修やe－ラーニング研修により職員の情報セキュリティ意識の向上を図ってきた
が、情報安全に対する職員の意識を着実に醸成していくためにも、e－ラーニング研修な
ど全職員を対象にした研修や職員のレベルに応じた研修など実効性の高い研修の充実を図
る必要がある。



16年度

1,029,339

3,332区民一人あたりコスト(円)

１９年度に重
点的に行う取
り組み

特に連携する
必要のある事
項と分野

分散している情報システムを含めた住民情報
系システム全体の構築指針を全体最適の観点
から策定する。

電子手続拡大支援 個別手続きの手続説明画面、申請書入力画
面の充実を図ることは、電子申請利用の促
進につながる。

個別手続きの手続説明画面、申請書入力画面
の標準化等の充実をはかり、区民が利用しや
すい画面を作成する。

3,364

17年度

目標に対する効果

19年度18年度

分野のコスト（千円）

1,036,075 -

-

-

-

中央電算システムの運用・再構築検討

　内部事務システムの全面稼動に伴い、紙文
書の電子化を促進することにより、事務処理
速度の向上と事務処理方法の改善を図る。

庁内情報ネットワークシステム運用・改善

取り組み

庁内情報システムの安定稼働、機能の充実
を進めることは、職員の負担軽減が進み、
一人ひとりが充実した事務処理を遂行でき
ることになる。

中央電算のみではなく住民情報系全体の再
構築を検討することで、より高いレベルで
の費用対効果や全体最適を実現することが
できる。



様式３

情報計画

0401

16 17 18 19 19目標 （達成度） 21目標

短期 90% 100% 100%

長期 40人 120人

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 75件 70件 68件

事業概要

事業名

実績

事業概要

成果指標
と目標値

現状と
課題

(注)情報処理マイスター
情報処理にかかる専門知識と技能を有する職員を育成・認定
し、業務改革に関する指導的立場を明確にし事務改善を推進し
ていく。

(仮称）･情報処理マイスター養成

情報化推進計画の進捗率

情報システムの導入・運用に関する評価制度の確立

　情報化計画の的確な改定を行うとともに、効果的、効率的な情報化を推進する。これま
での企画段階のシステム評価だけでなく、運営段階の評価を実施する。

導入・運営に関するシステム評価(内部評価）

＜主な取組み＞

情報システムの導入・運用に関する評価制度の確立

　区は区民の暮らしや活動を支援する身近な自治体として、より区民の立場に立ったサー
ビスの向上と地域の活性化を図っていくため、ＩＴの進歩への対応、また、政府によるｕ
－Ｊａｐａｎ構想など、外部環境の変化を踏まえ、区が整備していくべき情報通信基盤の
全体像を示すとともに、これを効率的、効果的に進めていく必要がある。

ＩＴ技術・投資効果評価制度の導入（外部評価）

　システム評価については、事務の効率化、省力化を主な指針と行ってきた。しかし、昨
今の電子自治体の進展により、限られた財源の中で効果的なＩＴ投資が求められるように
なっている。このことから、全体最適を考慮したシステム開発計画とするため、外部の専
門家の助力を受け、情報システム開発の事前・事後に技術面・効果面から評価を行うため
の、システム調達ガイドラインを策定する。

地域経営の視点に立った地域情報化の計画的・総合的な推進

情報化推進計画と整合性の取れたシステムの導入・運営が図られている。

施策目標

基本構想、10か年計画を情報施策面から支えるため、情報化基盤の構築に関する中長期的
な情報化推進計画に基づき、社会的変化や技術的進歩に適切に対応している。

長期的な情報化の推進を担う人材を計画的に養成している。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績

事業概要

事業名

実績

事業概要

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

(1)10か年計画
　　領域Ⅳ－2　便利で利用しやすい行政サービスの拡充
　　　主な取り組み　電子区役所の構築、GISを利用した地図情報の提供

（仮称）地域情報化推進計画の策定。意見交換会及びパブリックコメントの実施による区
民の意見を取り入れた官民一体となった地域の情報化施策を策定する。
（仮称）地域情報化推進本部の開催。情報化施策の重要事項検討。
情報化人材育成の実施。

ー

17年度

施策のコスト（千円）

19年度

－

ー

50

16年度

42

15,32913,114

18年度

ー

情報化計画の推進

地域情報化の計画的・総合的な推進



様式３

情報基盤

0402

16 17 18 19 19目標 （達成度） 21目標

短期 99.5% 99.5% 99.9% 100.0%

長期 - - - 60.0% 80.0%

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 99.5% 99.5% 99.8% 99.9%

事業概要

事業名

実績 - - - 60.0%

事業概要

庁内情報ネットワークシステム運用・改善

　システムの安定的な稼動を目指し、リスクマネジメントを行いながら稼動予定時間100％
の運用を目指す。

庁内情報システムの総合的な稼働率

＜主な取組み＞

成果指標
と目標値

現状と
課題 　内部事務管理システムは全面稼動したが、事務処理方法の改善が十分に進んでいないた

め、事務処理速度の向上や紙の使用量の削減など、システム導入の効果が十分上がってい
ない。紙文書を電子化するためには、さらに基盤整備を行うと共に、事務処理方法の見直
しが必要である。

庁内情報ネットワークシステム運用・改善

　サーバーやクライアントの技術革新の速度が甚だしいことから、機器を5年リースで運用
していくと、旧型機種と新規リプレイス機種と機能的な差異が大きく、一元的な運用管理
の障害となっている。このことにより、運用管理コストの削減効果が出ていない。

庁内情報システムユーザ満足度

　内部事務システムが全面稼動されたが、財務会計システムの事務処理方法に紙を回付す
る方法が残っており、電子決裁による迅速性が損なわれている。紙文書の電子化を促進す
ることにより、事務処理速度の向上を図る。

情報を共有しすばやく働く基盤が整備されている区役所

庁内情報システムが効率的、効果的に活用され、事務効率の向上と情報の共有・活用が進
んでいる。

施策目標

電子化された文書、電子決裁に基づく行政事務運営が定着している。

庁内情報システムユーザ満足
度

庁内情報システムの総
合的な稼働率



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績

事業概要

事業名

実績

事業概要

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

(1)10か年計画
　　領域Ⅳ－2　便利で利用しやすい行政サービスの拡充
　　　主な取り組み　電子区役所の構築

ー

17年度

施策のコスト（千円）

19年度

－

ー

1,082

16年度

974

333,239301,003

18年度

ー



様式３

中央電算

0403

16 17 18 19 19目標 （達成度） 21目標

長期 10%
対象業務
100％

短期 10.9倍 11倍

（参考
118,239 120,965 (←単位 千円）

短期
計画策定
100％

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 10%

事業概要

事業名

実績 10.9倍 11倍

事業概要

＜主な取組み＞

システムをブラックボックス化することなく効率的・効果的に発展させるため、システム
開発・改修を行うと同時にドキュメントを活用しやすいように整備する。平成19年度はマ
イグレーションが実施される場合に備えてトライアルに必要なドキュメントを先行して整
備する。平成20年度以降は再構築作業で必要となる全業務のドキュメントを外部委託を活
用して整備する。

システム開発・改修時のドキュメント整備（進捗率）

成果指標
と目標値

システム開発・改修時のド
キュメント整備（進捗率）

事務改善効果（事務削減量
／開発作業量）・年間

住民情報系システムの
全体最適化検討

中央電算システムの運用・再構築検討

中央電算システムの運用・再構築検討

現状と
課題

事務改善効果：（事務削減量／開発作業量）・年当り

主管分野の事務改善に積極的に提案を行い、効果が高いものを優先的に開発・改修し、そ
の効果が開発作業時間の11倍以上を得られることを目標とする。（事務削減量は「主管分
野の作業時間の減少分」とし、開発作業量は「中央電算担当の年間延べ勤務時間数」とし
た。）参考の金額換算は事務削減効果をアルバイト人件費により算定した。

　中央電子計算組織は、住民情報系での「個別業務の大量一括処理」と「オンライン処理
による窓口業務の迅速化」のニーズにこたえるシステムとして開発され、現在まで安定稼
働を果たしているが、一方で一段の費用対効果の向上と、柔軟な情報提供能力が求められ
つつある。
　また、システムの開発・改修が重なっていくと、システムの全貌の把握が困難になり安
定稼働の妨げにもなることから、ドキュメントの整備を充実していく必要がある。
　このほか、分散して個別業務システムに移行した・する情報システムについては、現場
のニーズにのみ関心が集中し、全体最適の観点からの検討が不足しがちであった。今後は
情報システム全体としての効率性・信頼性を向上させていく。

住民情報系システムが安全確実に運営されている区役所

削減に貢献した金額換算・
アルバイト単価ベース）

行政運営に必要な情報が必要な範囲でタイムリーに共有され、区民ニーズにきめ細かく対
応している。

施策目標

住民情報の基幹系システム（中央電算）が効率的、効果的に活用され、個別業務システム
の核として機能している。

各部・分野単位に分散した個別（小型電算）システムを含めた住民情報系システム全体
が、高いレベルでの効率性と信頼性を確保している。（＝全体最適が図られている）

効率性・有効性を高めるため情報システムが適宜見直され、必要に応じて新しい技術等が
適正な費用で導入されている。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 100%

事業概要

事業名

実績

事業概要

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

(1)10か年計画
　　領域Ⅳ－2　便利で利用しやすい行政サービスの拡充
　　　主な取り組み　電子区役所の構築

平成１８年度末に実施された税総合システムの外部評価の中で、住民情報系システム全体
について無駄なシステム化投資が行われやすい状況にあるなどの問題点が指摘された。こ
れにより、中央電算のみの再構築に着手する前に、分散している情報システムを含めた住
民情報系システムの構築指針を全体最適の観点から策定する。

ー

17年度

施策のコスト（千円）

19年度18年度

－

ー

1,981

16年度

2,081

610,041642,785 ー

住民情報系システムの全体最適化指針策定

中央電算システムの運用・再構築検討



様式３

電子手続

0404

16 17 18 19 19目標 （達成度） 21目標

10か年
計画

30手続 100手続 163手続 - 195手続 441手続

長期 62件 101件 154件 - 160件 200件

長期 30件 159件 683件 - 800件 1000件

長期 - - - - 10% 50%

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 30 159 683 800 -

事業概要

事業名

実績 30 100 163 195 -

事業概要

＜主な取組み＞

施策目標

電子申請対応計画に基づき新たに電子申請を導入する手続所管分野に対して、事務処理の見
直し、電子化作業、ホームページ作成等の支援を行う。また、申請に伴う使用料・手数料に
ついて、マルチペイメントネットワークを利用した電子納付を促進する。

区民は各行政手続を含め、いつでもどこでも区と必要な情報のやり取りができる電子手続環
境が整っている。

共通認証基盤（一度の利用者登録で複数の行政サービスを利用できる利用者データベース）
と連動した施設予約システムを利用し、ホームページから区立施設のインターネット予約が
可能となっている。

マルチペイメントネットワークの導入により、事務手数料等の電子納付が可能となってい
る。

共同運営システム運用

区報、ホームページ、窓口配布物等を利用した電子申請のPR、初心者パソコン教室などで電
子申請体験を行うなど利用者拡大を図る。また、個別手続きの手続説明画面の充実、申請書
入力画面の標準化等を図り、区民が利用しやすい画面を作成する。

電子申請利用件数（共同運営システム利用）（件）

成果指標
と目標値

ホームページからダウン
ロードできる申請書数

電子申請対応手続数（延手
続数）

汎用受付システムを使った
電子申請利用件数

いつでもどこからでもできる行政手続

共通認証基盤連動施設予約
システム構築進捗率

行政手続情報の積極的な提供、公開により区民等の利便性向上が図られている。

電子手続拡大支援

電子申請対応手続数（手続）

現状と
課題

　電子申請が困難な手続（押印が必要なもの、紙に限定した添付書類を求めるもの、対面審
査が必要なものなど）を除き電子申請対応手続を拡大してきたが、手続数に比べ利用件数が
少ない。
　申請書ダウンロードの登録を支援しているが、現行の事務処理が「窓口で対面審査した区
民等にのみ申請用紙を交付」としている事務が多く、不特定多数への公開を想定していない
ため、登録件数が伸びていない。

　インターネット予約できる区立施設が、文化・スポーツ施設に限られている。また、利用
する施設ごとに利用者登録が必要である。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 - - - 10% -

事業概要

事業名

実績

事業概要

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

(1)10か年計画
　　領域Ⅳ－2　便利で利用しやすい行政サービスの拡充
　　　主な取り組み　電子区役所の構築

インターネット、区民開放端末等から区立施設使用申請ができるシステムを構築するため、
施設所管分野とともに団体登録・使用申請内容の標準化等を検討し、導入方針を策定する。
また、一枚のカード・ＩＤパスワードで希望する行政サービスを利用できる共通認証基盤の
構築・活用について、関係分野とともに調査・検討を行う。

施設予約システム検討

ー

17年度

施策のコスト（千円）

19年度18年度

－

ー

135

16年度

82

41,62025,427 ー

共通認証基盤連動施設予約システム構築進捗率



様式３

情報安全

0405

16 17 18 19 19目標 （達成度） 21目標

短期 0 0 0 0 0

短期 0 0 0 0 0

短期 6 7 8 7 7

短期 1% 6% 20% 90%

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 9件 16件 24件 31件

事業概要

事業名

実績 16件 17件 18件 19件

事業概要

現状と
課題

e－ラーニング方式の研修など全職員を対象にした研修や職員のレベルに応じた研修など実
効性の高い研修の充実を図るとともに、着実に情報安全に対する職員の意識を醸成してい
くよう施策展開していく。

安全に守られる区政の電子情報

セキュリティ研修（集合・ｅ-
ラーニング）受講割合
（既受講者/全職員）

情報利用の安全性が検証できている。

情報安全対策の実施

データ遠隔地保管

成果指標
と目標値

ウイルス事故発生件数

システムへの侵入や情
報漏洩の発生件数

システム監査を適用し
たシステム数（当該年
度）

施策目標

災害対策のため､情報システムで記録している情報やシステム情報の退避データを庁舎と同
時被災する可能性の低い遠隔地に保管している。

リスクに見合った対策を施すことにより、区民が安心して行政サービスの電子手続等を利用できるてい
る。

情報システムが必要な時に稼働しており、情報利用の権限がある人による、認められた範囲の情報
活用を保証するとともに、守秘すべき情報が漏洩・改竄されることなく確実に管理されている。

情報安全対策に関するシステム監査

セキュリティに関するシステム外部監査を実施するとともに、チェックリストによる自己
点検を実施し、内部監査を行う。

システム監査を適用したシステム数(延べ数累計）

＜主な取組み＞



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 16名 138名 500名

事業概要

事業名

実績

事業概要

23,67623,459 ー

ｅ‐ラーニングによる情報セキュリティ研修受講者数

－

ー

78

16年度

76 ー

17年度

施策のコスト（千円）

19年度18年度

情報安全対策の実施

ＩＳＯ27001認証取得

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

(1)10か年計画
　　領域Ⅳ－2　便利で利用しやすい行政サービスの拡充
　　　主な取り組み　電子区役所の構築

・セキュリティ対策を着実に進めるためには、職員一人ひとりの情報安全に対する意識を
醸成していく必要ががある。しかし現実に職員2,600人に対する集合研修は難しい。そこで
各自の、余裕のある時間を活用し、知識習得ができるようe－ラーニング方式の研修を実施
する。
　　※17、18年度は、総務省主催の研修に参加した。19年度より、総務省主催の研修の
他、区独自のｅ－ラーニング研修を全職員を対象に実施する。

情報安全対策の実施

これまで情報安全対策はシステムで扱う情報資産の重要度により必要な対策をとるとと
もに、組織全体を一定のレベルに引き上げるよう努めてきた。・今後は、重要な情報資産
について、審査登録機関の第三者の目でチェックすることにより、マネジメントシステム
の強化を図れるよう、他自治体等調査・研究していく。



様式３

地域IT

0406

16 17 18 19 19目標 （達成度） 21目標

短期 153,299 154,241 156,319 156,981

短期 54% 70% 100%

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 153,299 154,241 156,319 156,981

事業概要

事業名

実績

事業概要

現状と
課題

・平成16年度から進めてきた空きチャンネルの活用（チャンネルリース）は、テスト結果を
受け、既存大規模電波障害対策施設（以下、対策施設）の協力を得て、ＪＣＮ中野に対する補
助事業の形で実施した。これにより、区内全域でコミュニティチャンネルの視聴が可能となっ
た。（平成17年度末までに工事を完了し、平成18年度当初から放送を開始する予定であった
が、工事の遅れにより全施設での放送開始が平成18年4月初旬にずれ込んだ。）
　一方、既存大規模電波障害対策施設の移管はこう着状態にあったが、平成23年7月の地上ア
ナログ波廃止の動きも活発になり、チャンネルリース事業をきっかけに、対策施設の動きが出
ている。
・老年者等、パソコンを利用する機会の無い、いわゆるデジタルデバイドに対する対策が求め
られている。

情報化がすすんだ活力のあるまち

ＩＴ活用によりまちが活性化され、区民間、地域間の意思疎通が活発化している。

施策目標

区民相互、区民と区を結ぶネットワークが構築されている。

情報利用格差が小さくなっている。

現時点で最も普及している情報メディアであるテレビによる情報利用格差をなくすため、区内
全域において都市型ケーブルテレビ（CATV)を活用できる基盤が整っている。

様々な電子媒体を通じた、多様な区民参加ができる環境が整っている。

デジタル化に伴う原因者負担金制度の見直し

　平成23（2011)年のアナログ放送は廃止に向け、原因者負担制度を含め、電波障害対策制度
の見直しを行う。・検討委員会（ＰＴ）の設置・制度見直し検討・スケジュール等課題整理

成果指標
と目標値

パソコン教室受講者満
足度

ＪＣＮ中野のサービス
提供可能世帯数

CATVの活用

CATVの活用

ＪＣＮ中野のサービス提供可能世帯数

＜主な取組み＞

平成23年7月の地上アナログ放送廃止に向け、今後の対応を検討し、既存大規模電波障害対策
施設の移管を含め、ＪＣＮ中野と協力し、事業エリアを拡大し、地域情報化を着実に進める。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 － － 54% 70%

事業概要

事業名

実績

事業概要

事業名

実績

事業概要

ー

パソコン教室（デジタルデバイド解消）の満足度調査

ＩＣＴの活用支援

地域情報基盤（統合型ＧＩＳ等）の構築検討

統合型ＧＩＳ検討

統合型ＧＩＳは、庁内ＬＡＮ等のネットワーク環境のもとで、庁内で共用できる空間（地図）
データ（例えば、道路、街区、建物など）を一元的に整備・管理し、各部署において活用す
る、庁内横断的システムである。また、区民に対して身近な地域の生活情報を地図情報として
公開・提供することにより、区民、地域、行政を結ぶコミュニケーションの基盤となるもので
ある。21年度の構築に向け、検討をすすめる。

－

ー

39

16年度

76

11,97223,551

19年度18年度

ＩＣカード活用システムの検討

ー

17年度

施策のコスト（千円）

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

(1)10か年計画
　　領域Ⅳ－2　便利で利用しやすい行政サービスの拡充
　　　主な取り組み　電子区役所の構築

　地域情報化施策の一環として、デジタルデバイドの解消を目的に、パソコン教室を実施す
る。また、この教室の中で、区が推進している電子申請・届出を体験することにより、今後の
電子手続利用実績の向上を図る。実施に際しては、地域の民間団体との協働を図る。当面の目
標として、パソコン教室受講者満足度（アンケート調査）を指標とする。

ＩＣＴの活用支援

　ICカードは、PKI(公開鍵基盤)に基づく厳密な本人認証により高度のセキュリティを保ちなが
ら、利便性と可搬性を得ることができる。このため、多様なサービスを１枚のＩＣカードで実
現でき、地域商店街や企業などのサービス向上と地域経済の活性化を期待されている。今後整
備していく地域ポータルの運営と併せ、ＩＣカードを活用した地域コミュニティの活性化方策
について検討を進め、事業部を支援していく。
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