
5 情報化推進分野（20年度） 様式2

16 17 18 19 20目標 26目標

30手続 100手続 163手続 289手続
対応可能
全手続

- - - 62% 80%

- - - 10% 50%

6件 7件 ８件 7件 7件

ＩＴで築く豊かな地域コミュニティ

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。

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。

地域情報化推進計画で計画された各種の取り組みを推進するため、全庁的に必要となる共通の情
報基盤を整備する。

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(中央電算システム）
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。

区民がいつでもどこからでも申請・届出ができるようにするため、インターネット経由で対応で
きる手続の拡大を目指す。

現状と課題
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」
のニーズに応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。しかし、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。

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、計
画を推進して行くためには、重複する仕組みの整備の抑制と同時に、共通で利活用する仕組みの
早期の整備が必要となっている。

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、窓口で
の対面審査が必要なものなど、現状では電子申請が困難な手続きが多い。行政手続のオンライン
化を推進するためには、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。

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）

庁内情報システムユーザ満足度

システム監査を適用したシステム数
（当該年度）

成果指標

電子申請対応手続数（延べ手続数）
【10か年計画】

情報セキュリティシステム監査での改善事項について、個別システム責任者は計画的に改善に着
手しなければならないが、フォローアップ監査までに改善手法に関する疑問や予算上の制約が生
じる場合もある。アドバイス等も含め情報セキュリティの底上げのために、わかりやすく改善計
画に応じていく必要がある。

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。また、シ
ステム自体の処理速度等は相当に改善しているが、なお利用者の不満が解消されているとはいえ
ない。

16

1,029,339

3,332

庁内情報システムのバージョンアップ

892,836

2,892

情報化推進分野が整備・運営するシステム
の将来像を明確化することにより、地域情
報化推進計画で各部署が予定している取り
組みを具体的しやすくなる。

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。

1918

重点取り組み

20年度に重点的
に行う取り組み

連　携

連携による成果
向上内容と分野

地域情報化推進計画で予定している各種の取り組み
で関連する課題について整理し、共通の情報基盤の
整備をはじめとするシステム整備についての将来展
望を明確にする。

地域情報化推進計画の推進に必要な共通基盤を円滑に整備す
ると同時に、個別導入システムとの役割分担を明確にする。

ハードウェアの高性能化及びソフトウェア
の高機能化により、電子決裁処理を中心に
システムの処理速度が向上する。

情報政策分野、地域情報化推進
関係各分野

再構築にあたって中央電算システムの利用分野が十分なテス
トを実施することで、短期間で確実な再構築が可能になる。

中央電算利用各分野

使用するサーバのリースアップを機に、機器構成の
見直しを行うとともに、内部管理システムの共通基
盤部分を新しいサーバＯＳに対応したバージョンに
更新する。

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。

地域情報化推進計画における共通課題の整理

中央電算の再構築

成果指標に対する効果取り組み

区民一人あたりコスト(円) 3,364

17

分野のコスト（決算）（千円）
1,036,075



様式３

地域ＩＴ （２０年度）

050１

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

- - - - 20.0%

90% 90% 91% - 100%

30手続 100手続 163手続 - 289手続

30件 159件 683件 - 1500件

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 - - - - -

概要

事業２

実績 153,299 154,241 156,319 - 174,000

概要

提供する行政サービスごとに、本人確認のための利用者カード・ＩＤパスワードが交付さ
れ、保管・利用等において煩雑さが増している。

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。

平成23年7月のアナログ放送終了に伴い、既存大規模電波受信障害対策施設地域のデジタル
対応を含め、電波受信障害対策のあり方を見直す必要がある。

CATVの活用

平成23年7月のアナログ放送終了に向け、今後の対応を検討し、既存大規模電波受信障害対
策施設の移管を含め、ＪＣＮ中野と協力して事業エリアを拡大し、地域情報化を着実に進
める。また、原因者負担制度を含め、電波受信障害対策制度の見直しを行う。

多目的活用可能なICチップにより、行政・民間を問わず様々なサービスを受けることがで
きる。

区民は、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。

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。

成果指標
と目標値

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。

成果指標

電子申請対応手続数（延手続数）

ICチップの多目的利用による認証手
段共通化進捗率

ＪＣＮ中野のサービス提供可能世帯
の区全体世帯に対する割合

ＪＣＮ中野のサービス提供可能世帯数（世帯）

情報化がすすんだ活力のあるまち

認証とICチップの多目的利用に関する検討・媒体の共通利用の仕組み構築

多目的に活用可能なＩＣチップ内蔵媒体を多様な行政サービスに結びつける活用形態を整
理し、複数サービスで利用可能な仕組みを検討する。また、課題の一つである地域ポータ
ルサイトの展開の中で、地域コミュニティの活性化方策についても検討を進め、各事業部
の取り組みを支援していく。

共通の認証媒体を利用するメニュー数（件）

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

汎用受付システムを使った電子申請
利用件数

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績 30 100 163 - 289

概要

174

16

158

58,189

電子申請対応手続数（延手続）

(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

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、デジタルデバイドの解消
及び電子申請利用拡大を目的に、パソコン教室を実施する。

17

施策のコスト（決算）（千円）

189区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

53,59248,978

18 19

電子手続拡大支援



様式３

情報基盤 （２０年度）

0502

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

99.5% 99.5% 99.8% - 99.9%

- - - - 62.0%

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 99.5% 99.5% 99.8% - 99.9%

概要

事業２

実績 - - - - 62.0%

概要

庁内情報システムユーザ満足度

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

施策目標

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。

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

　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。また、システム自体の処理速度等は相当に改善しているが、なお利用者の不満が解消
されているとはいえない。

システムの当初稼動から５年が経過し、サーバ系のハード・ソフトともにリプレース・
バージョンアップの検討を要するとともに、クライアント系も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。

庁内情報ネットワークシステム運用・改善

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

333,239301,003

18 19

956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

17

施策のコスト（決算）（千円）

1,082

16

974

295,156



様式３

中央電算 （２０年度）

0503

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

長期 10% 50.0%

短期 50.0%

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 10% 50%

概要

事業２

実績 50%

概要

中央電算システムの再構築

平成１９年度に策定した「住民情報系システム全体最適化計画」に沿って、中央電算シス
テムの再構築に着手する。実施期間は平成２０年度・２１年度とし、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。

成果指標
と目標値

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。

成果指標

システム開発・改修時のド
キュメント整備（進捗率）

中央電算システム再構築

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。

中央電算システム再構築

　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

中央電算システムの開発・改善

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２０年度は
再構築作業を行う中で必要な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）

＜主な取組み＞

現状と
課題

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）

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

1,981

16

2,081

500,378610,041642,785

(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

17

施策のコスト（決算）（千円）

1,621区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

18 19



様式３

情報安全 （２０年度）

0504 安全に守られる区政の電子情報

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

6 7 8 7 7

- 1% 6% 17% 25%

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 9件 16件 24件 31件 38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 16件 17件 18件 19件 19件

概要

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。

情報利用の安全性が検証できている。

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・改ざんされることなく確実に管理されている。

成果指標

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）

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）

成果指標
と目標値

施策目標

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

ウイルス事故発生件数

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。

情報安全に対する職員の意識を醸成していくよう全職員を対象にしたe－ラーニング方式の
研修の受講を推進していく。

情報セキュリティシステム監査での改善事項について、個別システム責任者は計画的に改善に着手し
なければならないが、フォローアップ監査までに改善手法に関する疑問や予算上の制約が生じる場合
もある。アドバイス等も含め情報セキュリティの底上げのために、わかりやすく改善計画に応じてい
く必要がある。

現状と
課題

＜主な取組み＞

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績 - 16名 138名 418名 600名

概要

事業４

実績

概要

23,87623,459

情報安全対策の実施

ｅラーニングによる情報セキュリティ研修受講者数

施策のコスト（決算）（千円）
23,774

16 17 18 19

78 77区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

76

(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あ
る。しかし現実に職員2,500人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する。


