
5 情報 分野（２２年度） 様式２

18 19 20 21 22目標 31目標

49.6% 49.9% 58.6% 60% 69%

2,243H 2,243H 2,243H 2,243H 2,702H 7,004H

% % % %

成果指標
と目標値

住民情報オンライン・サービス時間拡
大（年間稼働時間）

情報の高度利活用の推進

分野目標

24時間365日どこでも区役所を支える電子行政を推進する。

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。

区民ニーズの高い主要窓口業務のオンラインサービスを平成３１年度までにほぼ全日提供できる
システム運用体制の構築を目指す。

基本構想、10か年計画を情報政策面から支える中野区地域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されている中野区を目指す。

成果指標

庁内情報システムユーザ満足度

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。

電子申請の利用割合【10か年計画】

－ － 58.0% 62.0% 68.0% 85.0%

－ － 0.8億円 － 1億円

全庁的に拡大が進んでいるインターネットの業務活用の拡大とともに情報セキュリティ上の様々
なリスクも増大しており、今後の行政事務のあり方を踏まえて情報セキュリティを継続的に改
善・向上させるとともに、職場全体に徹底する必要がある。

地域情報化推進計画のもと、全体コントロールを実現して、重複投資や職員の無駄な入力作業等
を防止するとともに、情報システム調達ガイドラインに沿い、運用段階評価を実施し、次のシス
テム導入に生かしていく必要がある。

現状と課題

電子申請利用を促進するため、手続所管分野の協力を得ながら、利便性を向上するとともに区民
に対する一層の周知・啓蒙を図る必要がある。また、添付書類を紙に限定しているなどのために
電子申請が困難な手続きについて、これらの制約条件を解消する事務改善を手続所管分野が行え
るように支援することが必要である。

庁内情報ネットワークシステムについては機能及び動作速度の段階的な改善を行っているが、
「機能の活用レベルに個人差がある」「ユーザ満足度調査の際に多数の機能改善要望が寄せられ
ている」等、なお解決すべき課題が存在している。

と目標値

現状のシステム構成では２４時間３６５日のオンラインサービスの提供はできない。今後、諸証
明自動交付機対応やシステムの根本的刷新により、オンラインサービス提供可能時間を２４時間
３６５日稼動に近づけていく。

情報システム調達ガイドライン適用に
おけるコスト削減効果

連携の内容

庁内情報システムユーザー満足度の向上

オンライン稼働時間延伸

従事職員のシフト勤務や、大規模バッチ業務の専用
処理システムの導入により、オンライン稼働時間の
部分的な延伸を実現する。

ユーザー満足度の低下が起こらないように
する。

平成２２年度に予定されている窓口最適化
第１期計画の目標が実現できる。

システム導入・運用のコスト削減と成果の
向上に寄与できる。

庁内情報システムのバージョンアップ後のユーザー
の業務処理に与える環境変化に的確に対応し、各種
周知等を図っていく。

連携により期待される効果

重点取り組み

22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

連携による実績

連携による成果

取り組み

効果的な電子行政を進めるＩＣＴ戦略

成果指標に対する効果

・システムの運用段階評価を行うとともに、ＩＣＴ
ガバナンスのもと、調達ガイドラインの適正な運用
により、システム経費の削減を図る。
・情報化人材の全庁的な育成を計画的に進める。

18

892,836

2,892

20

976,696

21

区民一人あたりコスト(円)

分野のコスト（決算）（千円）
885,496

3,255

19

2,858



様式３

地域情報 （２２年度）

0501

18 19 20 21 22目標 （達成度）

80% 94% － 95%

成果指標
と目標値

成果指標

ＩＣＴ講習会受講者満足度

地域情報化の推進

施策目標

地域情報化に関する検討会等で得られる提案や、地域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た情報政策が実施されている。

地域情報化の重要な基盤として位置づけているケーブルテレビ網の活用推進やＩＣＴ講習会
等を通して、区民に対する情報化支援が効果的に実施され、誰もがＩＣＴを利活用して得ら
れる利益を享受できるまちを目指す。

アナログ放送の終了及び地上デジタル放送への円滑な移行を支援することで、ケーブルテレ
ビ網が地域情報化の有力な手段として活用されている。

18 19 20 21 22目標

事業１

実績

概要

事業２

実績 21,206 18,707

概要

区民の暮らしや活動を支援するため、今後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、地域情報化を効率的、効果的に進めていく必要がある。

ＩＣＴを区民生活に活用することで得られる利益を、すべての区民が効果的に自らの生活に
取り入れるための環境を整える必要がある。

アナログ放送の終了及び地上デジタル放送への移行を契機に、新たなデジタルデバイドが発
生しないよう、区民が十分な理解と準備を進め円滑な移行ができるようにする必要がある。

地域情報化に関する検討会の開催

広く区全体の情報化の展望について話し合う検討会を開催し、意見の交換を行う場を設け
る。

地域情報化区民支援

区民開放インターネット端末の利用件数

誰もが、ＩＣＴの利便性を享受できるように、身近な施設でインターネット環境を提供す
る。

＜主な取組み＞

地域の情報化政策推進

現状と
課題

18 19 20 21 22目標

事業３

実績 5 4 4

概要

事業４

実績

概要

区の計画との関係

区民一人あたりコスト（円） 9

2,763
施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20

ＩＣＴ講習会の実施回数

デジタルデバイド解消の一環として、初心者パソコン教室を開催する。今後は、初心者向け
のパソコン教室だけではなく、携帯電話の活用等、質量ともの拡充とともに、地域情報サ
ポータの育成も検討する。

21

地域情報化区民支援

区 計画 関係

（1）10か年計画(第２次)
　　領域Ⅳ－１　自治のしくみが効果的に機能し、さまざまな担い手によって多数なサービスが展開す
るまち
　　　主な取り組み　ICTを活用した地域情報化の推進

（2）中野区地域情報化推進計画
　　第２章　「ユビキタス都市中野」実現のための取組み



様式３

電子行政推進 （２２年度）

0502

18 19 20 21 22目標 （達成度）

0.8億円 － １億円

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 0.8億円 ー 1億円

概要

事業２

実績 1,410 ー 1,500

概要

効果的な電子行政の推進

施策目標

効果的なシステム投資を行っていくための、ＩＣＴガバナンスが向上している。

地域情報化推進計画と整合性のとれたシステムの導入・運用が図られている。

情報システムの調達に当たり、情報システム調達ガイドラインの手順が踏まれ、仕様の明
確化や適正な競争のもとにコストの削減が図られている。

調達ガイドライン適用に応じ、各主管分野職員の情報システム調達におけるＩＣＴスキル
が向上するなど、情報化人材の育成・活用が図られている。

調達ガイドライン適用に応じ、各主管分野職員へ情報システム調達におけるきめ細かい支
援を実施することにより、職員の民間ＩＣＴスキルの向上等、情報化人材の育成を図る。

各主管分野情報システム担当職員支援時間数

成果指標
と目標値

成果指標

現状と
課題

情報システム調達ガイドラインに沿い、運用段階評価を実施し、次のシステム導入に生か
していく必要がある。

業務へのＩＣＴの活用に際して、業務改善が不十分なまま導入されることがある。

情報を活用し、効率的・効果的な業務運営を行う人材が不足している。

情報システム調達ガイドライン適用
におけるコスト削減効果

＜主な取組み＞

ＩＣＴ戦略推進

情報システム調達経費削減額

ＩＣＴガバナンスのもと、調達ガイドラインの適正な運用により、システム経費の削減を
はかる。

情報化人材の育成・活用

18 19 20 21 22目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

区民一人あたりコスト（円） 182

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20 21

56,722

区の計画との関係

（１）中野区地域情報化推進計画
　　第２章　「ユビキタス都市中野」実現のための取組み



様式３

情報基盤 （２２年度）

0503

18 19 20 21 22目標 （達成度）

0 0 1 0

8 7 7 7 7

49.6% 49.9% 58.6% 60%

成果指標
と目標値

各種の情報システムが情報共通基盤を活用し、効率的かつ必要な可用性を確保しつつ運用さ
れている。

情報システムが必要な時に稼働しており、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。

システム監査を適用したシステム数（当
該年度）

電子申請の利用割合【10か年計画】

ウイルス感染・情報漏洩事故等の発生件
数

電子区役所を支える情報共通基盤

施策目標

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を利用で
きている。

成果指標

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 6% 17% 52% - 90%

概要

事業２

実績 100 163 365 400

概要

ｅラーニング情報セキュリティ研修受講済割合

現状と
課題

計画的に情報セキュリティ外部監査、情報安全研修を実施しており、一定の情報安全レベル
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､
内部組織での情報安全の自己点検を充実していく必要がある。

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。
※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。

＜主な取組み＞

住民情報系システムの基幹スイッチ等の主要な通信機器は導入後すでに７年以上を経過して
おり、老朽化による故障の危険率が高まる。

区民のライフスタイルの多様化に伴い、時間や場所を問わずに活用できるインターネットを
利用した、行政運営を支える情報基盤整備が重要となっている。

電子手続の推進

情報安全対策の実施

電子申請対応手続数（延手続）

新たに汎用受付システムにより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。特に、電子申請様式の作成については、簡易様式作成
ツールの提供により所管分野での作業が容易になったため、原則として所管分野の担当者が作業を行
うこととし、円滑に様式作成が行えるよう必要な支援を行う。

18 19 20 21 22目標

事業３

実績 7 7 7 7 7

概要

事業４

実績 100%

概要

65,552

施設予約システム対応施設数（延施設数）

現状、施設予約システムにより利用予約等ができる区民施設は、ないせすネットで管理して
いる文化・スポーツ施設の7施設であるが、平成23年度のないせすネットのリプレースに併
せ、対応施設を拡大する方向で、生涯学習分野や他の区民施設所管分野と調整を進める。

住民情報系システムの機能強化

ネットワークの再構築進捗度

電子手続の推進

223 219

老朽化したネットワークを再構築し、情報安全対策を強化する。

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20 21

70,273 69,289

区の計画との関係

区民一人あたりコスト（円） 228

区の計画との関係

(1)10か年計画（第２次）
　　領域Ⅳ－2　「小さな区役所」で、質の高い行政を実現するまち
　　　施策の方向　ウ　便利で利用しやすい行政サービスの拡充
　　　　おもな取り組み　電子区役所の拡充



様式３

庁内情報 （２２年度）

0504

18 19 20 21 22目標 （達成度）

99.8% 99.7% 99.9% 99.9%

58.0% 68.0%

成果指標

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。

施策目標

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

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

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 99.5% 99.8% 99.9% 99.9%

概要

事業２

実績 58.0% 68.0%

概要

庁内情報システムユーザ満足度

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

現状と
課題

＜主な取組み＞

内部事務システムによる業務改善を推進するために、グループウェアソフトのバージョン
アップ、クライアントのリプレース、システムのより高度な利活用方法についての啓発、各
サブシステムとの連携を含めた機能改善等を行い、業務効率及び利用者満足度の向上を図
る。

庁内情報ネットワークシステム運用・改善

庁内情報ネットワークシステムについては機能及び動作速度の段階的な改善を行っている
が、「機能の活用レベルに個人差がある」「ユーザ満足度調査の際に多数の機能改善要望が
寄せられている」等、なお解決すべき課題が存在している。

18 19 20 21 22目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

244,675295,156

区の計画との関係

20 2119

施策のコスト（決算）（千円）

790

18

956

193,816

621区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

10か年計画(第２次)
　　領域Ⅳ－１　自治のしくみが効果的に機能し、さまざまな担い手によって多数なサービスが展開す
るまち
　　　主な取り組み　皆に届くわかりやすい区政情報の提供



様式３

住民情報 （２２年度）

0505

18 19 20 21 22目標 （達成度）

2,243H 2,702H

8倍 8倍

システムの安定稼働とオンライン
サービス提供時間の拡大

住民情報が安全確実・効率的に活用されている区役所

成果指標

住民情報系システムが安定して稼働し、信頼度の高い情報処理機能が提供されている。

住民情報システムの適切な開発・改修・外部調達により、事務効率が改善されている。

各部・分野単位に分散した個別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され、全体最適が図られている。施策目標

成果指標
と目標値

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）

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 2,243H 2,243H 2,243H 2,243H 2,702H

概要

事業２

実績 ８倍 ８倍

概要

住民情報系システムの安全確実な運用

現状と
課題

＜主な取組み＞

平成２２年度から「２４時間３６５日どこでも区役所」を目指して、窓口最適化計画が実施
に移されるが、現状の住民情報系システムそのままでは、毎日曜日の運用などに対応できな
い。（オンライン稼働外時間での大規模バッチ処理対応やシステム保守のため）

平成２４年度にかけて大規模な開発案件が多重に予定されているが、それに見合う内部人材
の投入は不可能である。また、単純な外部委託による開発も、全体最適性やベンダロックに
よる費用負担の増大が懸念されることから適切な解決方法とは言えない。

分散する個別業務システムについて、情報連携についての標準的な方法や、サーバー統合の
具体的な設置・運用基準が定められていないため、個別に開発・サーバー設置されてしま
い、費用の増大を招いている。

オンライン・サービスの提供時間

オープン系システムへの移行を踏まえつつ、システムの安定稼働と稼働時間の一部拡大を実
現する。（シフト勤務の拡大と予備サーバの導入）

住民情報系システムの機能強化

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）

開発・運用に関する標準手順を制定し、中野区主導のもとで外部委託を活用することによ
り、短期間で複数の大規模案件に適切な費用で対応する。

18 19 20 21 22目標

事業３

実績 20%

概要

事業４

実績

概要

分散系システム連携・サーバー統合

分散系システム連携について具体的な標準方式を定めるとともに、サーバー統合に必要な設
置・運用基準を策定する。

住民情報系システムの全体最適化

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20 21

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係区の計画との関係

10か年計画(第２次)
　　領域Ⅳ－２　「小さな区役所」で、質の高い行政を実現するまち
　　　主な取り組み　電子区役所の拡充、行政サービスの効率化と利便性の向上
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