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22 23 24 25 25目標 31目標

54.1% 53.4% － － 62.0%

ー ー － － 67.0%

情報安全対策の計画的な実施
区が利用する情報システムについて、事件や事故が発生す
る要因を事前に把握し、対策を取っておくことで、情報安
全の徹底を図ることができる。

情報安全研修の拡充、セキュリティ対策の強化等を着実
に実施し、区の情報安全体制の強化を進めていく。

窓口サービスの向上・電子手続の推進
本庁舎においてワンストップ型の総合窓口を整備するほ
か、電子手続における携帯電話対応手続きの拡充やスマー
トフォン機器への対応などを進めることにより、利用者の
利便性を向上させることができる。

窓口サービスの向上、電子申請の利用促進を図るなど、
24時間365日対応型の行政サービスの整備、拡充を進め
ていく。

地域情報化政策推進 住民間の情報交換や情報共有による地域コミュニティの活
性化や素早い情報入手が可能となり、災害時にも通信手段
の活用が図られるようにする。
また、区民や地域のＩＣＴ環境の整備により、効果的で質
の高い行政サービスの提供を進めることができる。

教育機関やＮＰＯなどが連携して、区民の情報利活用を
支援するパソコン教室を開催する。また、区役所内等へ
公衆無線ランの環境を整備し、タウンマネジメント組織
設立を前提としたデジタルサイネージ設置の事前調査を

現状と課題

　本庁舎への来庁者が用件ごとに窓口を移動して手続きを行っている実態があるため、利便性の向上を図る必要があ
る。また、手続きや相談の可能な曜日や時間帯、取扱い範囲が限られているため、電子申請の利用促進を図る必要があ
る。

　ＩＣＴ技術が日々進歩するなか、地域では効果的に情報を利活用するためのリテラシーの向上や地域資源の有効活用
を実現するための環境整備が必要となっている。情報の利活用にあたっては、事件事故を未然に防止するため、利用者
のＩＣＴリテラシーの向上、システムの安全性を確保するためのチェック機能の強化、情報化人材の育成などの取組み
が必要である。

25年度に重点的に行う取り組み

取り組み 成果指標に対する効果

成果指標／実績(22～25)・目標(25・31)

電子手続の利用割合

外部eラーニングセキュリティ研修を受講した管理職・
システム担当者・情報安全推進員の割合

情報・改善分野（25年度）

目標に向けて常に改善され、情報の高度利活用を推進する区政運営

分野目標

効率的な業務運営のもと、24時間365日対応型の行政サービスが整備・拡充され、区民の利便性が向上している。

基本構想、10か年計画が情報政策面からしっかり支えられ、社会的変化や技術的進歩に適切に対応した区政が運営
されている。

分野の成果指標
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22年度 23年度 24年度 25年度 25年度目標 （達成度）

ー 7.3億円 7億円 －

8手続 22手続 28手続

54.1% 53.4% ― ― 62% －

23年度 24年度 25年度

事業１ 事業の見直し・改善 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 窓口サービスの向上 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 電子手続の推進 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

区の計画との関係

１０か年計画（第２次）
　領域Ⅳ－２ア①区政経営の発展的推進、ウ①電子区役所の拡充、②行政サービスの効率化と利便性の向上、③
２４時間３６５日対応による、区民の安全安心のしくみの確立

【概要】
　電子手続の定着に向けた各分野への様々な支援と共に、携帯電話対応
手続きの拡充や、スマートフォン機器への対応により利便性向上を図
る。

実績：

【概要】

実績：

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】
　区民にとってより価値の高い施策や事業を効果的に展開するため、行
政評価結果を改善への取組みに繋げ、事業や施策の見直し内容を提案す
る。

実績：

【概要】
　本庁舎の各窓口において、他の窓口が取扱う申請や届け出について
も、手続きすることのできる「ワンストップ型の窓口サービス」を実施
する。

実績：

主な取組み

　本庁舎では、来庁者が用件ごとに窓口を移動して手続きを行っている実態があるため、「ワンストップ型の窓
口サービス」を推進する必要がある。

　行政事務の簡素化・電子手続化に向け、事業運営を見直し電子申請利用を促進していく必要がある。また、手
続所管分野の協力を得ながら区民に対する一層の周知・啓発を図る必要がある。

成果指標／実績(22～25)・目標(25)

　見直しによる財政効果額（翌年度予算への効果額）

　電子手続の利用割合

現状と課題

　PDCAサイクルによる評価結果に基づき、区民にとってより価値の高い施策や事業が提案されるよう、課題を提
起し、必要な調整を行い、各部の取組みをより強く推進していく必要がある。

　取扱い可能な所管外窓口の手続き数（※所管外窓口に
は、同じ分野内だが窓口が別のフロアにある場合を含む）

業務改善 目標に向けて常に改善される区政運営

施策目標

目標に対する評価結果をもとに、施策や事業が常に改善されることで、常に効率的で効果的なサービスが提供
されている。

効率的な業務運営のもと、いつでもどこでも手続きや相談が受けられる窓口や端末機器やインターネットを活
用した手続きの環境が整備され、利用者は安心して質の高い行政サービスを受けている。

施策の成果指標
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22年度 23年度 24年度 25年度 25年度目標 （達成度）

51件 62件 － － 90件 －

120件 95件 240件

23年度 24年度 25年度

事業１ 情報化推進 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 地域情報化政策推進 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

区全体で最適なシステム運用が実現するように、システムの導入・運用
等を調整し、職員のＩＴスキルの向上など情報化人材の育成も図る。仮
想化に向けた要件検討、調整を行い、全分野に対しての情報セキュリ
ティ監査を行なう。 実績：

【概要】　地域の情報化政策推進

区の計画との関係

教育機関やＮＰＯなどが連携して、区民の情報利活用を支援するパソコ
ン教室を開催する。また、区役所内等へ公衆無線ランの環境を整備し、
タウンマネジメント組織設立を前提としたデジタルサイネージ設置の事
前調査を行う。 実績：

主な取組み

１０か年計画（第２次）
　Ⅳ－２ウ①電子区役所の拡充

【概要】

実績：

【概要】

実績：

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】  情報システム全体最適化推進

現状と課題

　システム別に情報セキュリティ外部監査、情報安全研修、セキュリティ自己点検を計画的に実施している。情
報安全を徹底し、事件事故を抑制するため、各部署、各シシテムごとに点検を行う必要がある。

　スマートフォン等のモバイル機器の普及が進んでいる。区民や来街者の利便性の向上のため、行政情報・地域
情報の提供や大規模災害時の通信手段確保が必要となっている。このための公衆無線ラン環境の整備推進やデジ
タルサイネージの設置検討を行う必要がある。

　調達ガイドラインの導入以降、ＩＴガバナンス向上を着実に推進させている。システムの運用評価をより精査
し、情報システム全体の最適化を推進しなくてはならない。また、情報化人材の継続的育成も求められている。

成果指標／実績(22～25)・目標(25)

ＩＴ専門技術習得のための民間研修受講件数

ＩＣＴ利活用推進のための講習会参加人数

地域情報化推進 効果的な電子行政の推進

施策目標

システムの全体最適化と情報化人材の育成・活用を進め、効果的なシステム投資が図られている。

ＩＴを利活用して得られる利益を誰もが享受できるまちを目指す。

施策の成果指標
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22年度 23年度 24年度 25年度 25年度目標 （達成度）

99.9% 99.9% － － 100.0% －

（未実施） 60.0% 63.0%

23年度 24年度 25年度

事業１ 情報基盤整備 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 庁内情報システムの運営 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

情報基盤（庁内情報システムの基盤となっているネットワーク等）について、安
全かつ安定した運営管理を行う。また、主要ネットワーク機器のリプレースを、
今後のコンピュータ・ネットワーク基盤の統合を踏まえた内容にて円滑に実施
し、情報基盤の安全性や性能の向上を図る。 実績：

【概要】庁内情報システムの安定した運営と、機器リプレースの円滑な実施

区の計画との関係

庁内情報システムについて、安全かつ安定した運営管理を行うとともに、庁内情
報システムのより高度で便利な利活用方法についての啓発等を行い、業務効率及
び利用者満足度の向上を図る。また、クライアント機器のリプレースを円滑に実
施し、安全性の向上及び業務の効率化を図る。 実績：

主な取組み

１０か年計画（第２次）
　Ⅳ－２ウ①電子区役所の拡充

【概要】

実績：

【概要】

実績：

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】情報基盤の安定した運営と、機器リプレースの円滑な実施

現状と課題

　庁内情報ネットワーク用パソコン及びネットワーク機器について、入れ替えを実施する必要がある。また、
サーバについて、次年度の入れ替えに向けた検討及び計画化を行う必要がある。

　区内部に複数のコンピュータ・ネットワークが混在しており、ネットワーク維持管理のためのコストが増大し
ている。また、ネットワークごとにＯＡ機器を導入しているため、事務スペースや消費電力についての非効率が
発生している。

　庁内情報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機能改善要望が寄せられている」等、解決すべき課題が存在している。

成果指標／実績(22～25)・目標(25)

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 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

庁内情報システムが安定的に稼動し、電子文書に基づく行政事務運営が円滑に執行されている。

庁内情報システムの機能を利用者が使いこなしており、システムが利用者満足度の高い状態で運用されてい
る。

施策の成果指標




