
6 情報化推進分野（21年度） 様式２

17 18 19 20 21目標 26目標

29.2% 49.6% 49.9% 51% 52% 57%

- - - 99.9% 99.9% 100%

- - - 62% 65% 80%

成果指標
と目標値

地域を支える電子区役所

分野目標

事務効率の向上と情報の共有及び利活用を推進するため、ユーザに使いやすく安定的に稼働す
る庁内情報システムの構築を目指す。

全庁的なシステム利用の拡大を踏まえた情報セキュリティの一層の向上を図るため、情報セ
キュリティシステム監査での改善事項の計画的な解消と情報セキュリティ意識の向上を目指
す。

効率的で確実・迅速な区民サービスを実現するため、住民情報系システム(旧：中央電算）の効
果的な活用と個別業務システムの中核として機能するシステムの構築を目指す。

区民が手軽に申請・届出ができるようにするため、電子的な手続の利用拡大を目指すと
ともに電子手続対応計画の改定を行う。

庁内情報システムユーザ満足度

システム稼働率

成果指標

電子申請の利用割合【10か年計画】

- - - 62% 65% 80%

- - - - 8倍 －

と目標値

地域情報化推進計画の取り組みの中には、複数部署が関連する仕組みを活用する課題も多く、
重複する仕組みを共通で利活用する仕組みの整備が必要となっている。

庁内情報ネットワークシステムのリプレースを踏まえ、情報セキュリティを継続的に改善・向
上させる必要がある。また、全庁的に拡大が進んでいるインターネットの業務活用に対応し、
今後の行政事務のあり方を踏まえた情報セキュリティ内部監査体制の整備・拡充が必要となっ
ている。

現状と課題

電子申請利用を促進するため、区民からの問合せに対応するため手続所管分野の担当者に対す
る一層の周知を図る必要がある。また、区に対して行う申請・届出は、紙に限定した添付書類
を求めるものなど、電子申請が困難な手続きが多いため、これらの制約条件を解消するための
手続所管分野に対する事務改善の支援が必要である。

庁内情報システムユーザ満足度

システム開発・改修による事務効率の
向上（削減事務量／投入工数）

庁内情報システムはシステムの部分的バージョンアップによる機能拡充と共に、サーバ及び６
割程度の端末機をリプレースし老朽化によるハード面の性能低下への対策を行った。今後は財
務会計システムと連携したシステムとして導入される予定である新公会計システムの動向を踏
まえつつ、ユーザにとって更に使いやすいシステムとするため、各サブシステム主管部署との
連携を強化しながら事務処理方法を含め改善できる点は改善していく。

中央電子計算組織は現在オープン系システムへの移行中であり、一段の費用対効果の向上と柔
軟な情報提供能力を目指すために多大な労力を投入している。またこのリスクが高い状況下で
も制度改正等（住民税賦課収納改正、自動交付機連携、他）への対応の確実な開発・改修を実
現していく必要がある。

連携の内容

成果指標に対する効果取り組み

連携による実績

再構築により運用経費が削減されることか
ら、費用対効果を向上させることができ
る。再構築経費は5年目には回収され、そ
れ以後、削減効果を得ることができる。

連　携

連携による成果
向上内容と分野

連携により期待される効果

連携による成果

重点取り組み

21年度に重点的
に行う取り組み

内部監査体制作りと併せて､各部ごとに内部監査人
として活動できる人材を育てる。

情報セキュリティ内部監査体制の準備

中央電算の再構築
2008～2009年度の2年間で中央電算をオープン系
機器上に再構築し、運用経費の削減を実現する。

17

1,036,075

3,364区民一人あたりコスト(円) 2,892

18

分野のコスト（決算）（千円）
892,836

20

885,496

2,858

19



様式３

情報基盤 （２１年度）

601

17 18 19 20 ２１目標 （達成度）

0 0 0 0 0

0 0 0 1 0

7 8 7 7 7

1% 6% 17% 24% 50%

29.2% 49.6% 49.9% 51% 52%

情報利用の安全性が検証できている。

成果指標
と目標値

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・改ざんされることなく確実に管理されている。

成果指標

システム監査を適用したシステム数
（当該年度）

システムへの侵入や情報漏洩の発生件
数

ウイルス感染発生件数

電子区役所を支える情報基盤

施策目標

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）
電子申請の利用割合【10か年計画】

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
用できている。

17 18 19 20 ２１目標

事業１

実績 16件 24件 31件 38件 45件

概要

事業２ 情報安全対策の実施

実績 データ遠隔地保管（分野数） 17件 18件 19件 19件 20件

概要

情報安全に対する意識を職員に徹底していくために、集合研修以外に実施している全職員
を対象にしたe－ラーニング方式の研修の受講推進が重要になっている。

地域センターから区民活動センターへの転換に伴い、地域の行政手続窓口が縮小される。
区民等の利便性を確保する多様な方策（電子申請・郵送対応等）が必要である。

各個別システムについて、リプレースに伴い脆弱性が発生しやすい状況等のシステムを抽出しなが
ら、計画的に情報セキュリティ外部監査を実施しており、情報安全について一定のレベルは保たれて
いる。今後は､指摘事項、改善事項を全庁で共有し､情報安全を徹底するためにも､内部監査体制の充実
を図っていく必要がある。

災害に伴う重要データ保護のため､情報システムで記録している情報やシステム情報のバッ
クアップデータを庁舎外に保管している。

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
点検を兼ねた内部監査を行う。

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＞

現状と
課題

17 18 19 20 ２１目標

事業３

実績 16名 138名 418名 - 600名

概要

事業４

実績 30 100 163 - 300

概要

228

17

213

69,289

ｅラーニングによる情報セキュリティ研修受講者数

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
必要がある。しかし現実に2,000人を超える職員に対する集合研修は難しい。そこで各自、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している。

電子手続拡大支援

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、インターネット活用拡大
や環境の変化を踏まえた電子手続対応計画の抜本的見直しを行う。

18

施策のコスト（決算）（千円）

電子申請対応手続数（延手続）

20

223区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

情報安全対策の実施

70,27365,296

19

(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

区の計画との関係



様式３

庁内情報 （２１年度）

602

17 18 19 20 ２１目標 （達成度）

99.5% 99.8% 99.7% 99.9% 99.9%

- - - 62.0% 65.0%

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

施策目標

成果指標
と目標値

成果指標

庁内情報システムの総合的な稼働率

庁内情報システムユーザ満足度

庁内情報システムが安定的に稼動し、事務効率の向上と情報の共有・利活用が進んでい
る。

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。

17 18 19 20 ２１目標

事業１

実績 99.5% 99.5% 99.8% 99.9% 99.9%

概要

事業２

実績 - - - 62.0% 65.0%

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＞

現状と
課題

庁内情報システムは全面稼働したが、事務処理方法の改善が十分ではないため、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に上がっているとはいな
い。

庁内情報システムユーザ満足度

サーバ及びシステムのリプレースによりシステム自体の処理速度等は、システム導入当初と比較して
格段に改善された。一方クライアントは段階的に導入拡充してきたため、機種、スペックや導入時期
がまちまちで一元的な運用管理が困難になっている。特に今年度リプレースを行った端末機とそれ以
外の従来機との性能格差が顕著になっている。

　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。また、システムチューニングやハードの最適
化で使い勝手の処理速度等使い勝手の向上を図る

庁内情報ネットワークシステム運用・改善

17 18 19 20 ２１目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

295,156333,239

19

790区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

18

施策のコスト（決算）（千円）

956

17

1,082

244,675

20

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



様式３

住民情報 （２１年度）

603

17 18 19 20 ２１目標 （達成度）

- - - 50% 100%

- - - - ８倍

- - - - 100%

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。

住民情報系システム（旧：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）

成果指標

住民情報系システムの全体最適化に
関する行動計画案の作成

中央電算システム再構築

システム開発・改修による事務効率の
向上（削減事務量／投入工数）

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

施策目標

成果指標
と目標値

17 18 19 20 ２１目標

事業１

実績 50% 100%

概要

事業２

実績 ８倍 ８倍

概要

　住民情報系システム（旧：中央電算）は、「個別業務の大量一括処理」と「オンライン
による窓口業務の迅速化」を実現す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、一方で費用対効果の向上と、柔軟な情報提供能力も求められている。

分散して個別業務システムに移行したものや移行を計画するものについては、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。今後は住
民情報系システム全体としての効率性・信頼性を向上させる必要がある。

　住民情報系システム（旧：中央電算）は現在オープン系システムへの移行中であるが、
同時に制度改正等への対応の確実な開発・改修を実現していく必要がある。

住民情報系システム（旧：中央電算）の開発・改修

システム開発・改修による事務効率の向上
（削減事務量／投入工数）

　オープン系システムへの移行作業に伴うリスクを管理しつつ、制度改正等（年金からの
特別徴収対応にともなう住民税賦課・収納全体の改修、諸証明自動交付機連携、他）への
対応の確実な開発・改修を実現する。

中央電算システムの再構築

平成２０年度に引き続き、中央電算システムを再構築中である。実施期間は平成２０年
度・２１年度であり、現在ホストシステムで稼動している業務アプリケーションを、オー
プン系の機器上に移行してシステムのオープン化を図る。

中央電算システム再構築

＜主な取組み＞

現状と
課題

17 18 19 20 ２１目標

事業３

実績 100%

概要

事業４

実績

概要

1,621

17

1,981

520,695

住民情報系システムの全体最適化に向けた行動計画策定

再構築後の住民情報システム全体（分散系システムを含む）の連携基盤の整備およびサー
バー統合に関する行動計画案を作成する。

18

施策のコスト（決算）（千円）

1,681区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

500,378610,041

20

住民情報系システムの全体最適化

19

(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

区の計画との関係
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