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指標の種類 26年度 27年度 28年度 29年度 29目標 32目標

重点取組 70.0% 80.0% 90.0% 100% －

ベンチマーク

重点取組 － － － 0件 0件

ベンチマーク

重点取組 － － － 30.0% －

ベンチマーク

分野目標 － － － 5倍 －

ベンチマーク

①

②

③

④

分野の指標

次期住民情報システム構築の進捗率

住民情報システムの開発・改修による事務効率の向上

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

○社会保障・税番号制度は平成27年度にマイナンバーの通知やマイナンバーカードの発行が始まり、平成29年7月に他自
治体等との情報連携が開始される予定である。国の定めるスケジュールに沿って遅延なく対応を進めていく必要があるこ
とから、最終年度となる平成29年度に進捗率を100％とする目標を設定した。

○標的型攻撃メールやＷｅｂ閲覧によるウィルス感染など急増するサイバー攻撃や、職員等による個人情報の不正利用等
のセキュリティ事故から、区が保有する個人情報を保護し、十分な安全性を確保する必要があるため、情報システム分野
が管理する情報システムに関する情報セキュリティ事故による個人情報漏洩の発生を0件とする目標を設定した。

○次期住民情報システムは平成29年度から構築に着手し、平成32年1月から運用を開始する予定である。構築スケジュー
ルに沿って遅延なくプロジェクトを進めていく必要があることから、最終年度となる平成31年度に進捗率を100％とする
目標を設定した。

○住民情報システムの開発・改修は、費用対効果の高いものである必要があるため、開発コスト（開発・改修に要した経
費（人件費＋ＳＥ委託料））に対する効果（開発・改修を行わなかった場合の作業に対する経費（人件費））を5倍とす
る目標を設定した。

指標／実績(26～28)・目標(29,32)

①

②

③

④

分野目標

平成29年度 情報システム分野 情報技術の高度利用の推進による区民サー
ビスの向上

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

○社会保障・税番号制度に基づく他自治体や国の行政機関等との情報連携が平成29年7月から開始される予定であるため、こ
れに向けた準備を国のスケジュールに沿って遅延なく進める必要がある。
○増加するサイバー攻撃や職員等の不正行為から区の情報資産を保護するため、情報セキュリティを強化する必要がある。

社会保障・税番号制度のシステム対応の進捗率

情報セキュリティ事故による個人情報漏洩の発生件数

○社会保障・税番号制度による情報連携の開始に向け、住民情報システムの開発・改修と住民情報連携基盤システムの構築を
着実に進め、制度改正に適切に対応することにより、事務の効率化と区民サービスの向上につながっている。

○区の情報基盤であるネットワーク環境、サーバ環境、庁内情報ネットワークシステムを安全かつ安定的に運用するととも
に、最新の技術動向を踏まえたＩＣＴの利活用を進めることにより、事務の改善や効率化、コスト削減に寄与している。

平成29年度に重点的に行う取組み

(1)社会保障・税番号制度に基づく他自治体等との情報連携を行うための住民情報連携基盤システムの運用を開始する。
(2)区のインターネット通信を都区市町村セキュリティクラウドを経由して行い、セキュリティの専門家による高水準な運用
監視や高度なセキュリティ機器の共同利用により、情報セキュリティ対策を強化する。
(3)職員の内製により開発を行ってきた住民情報システムをパッケージシステムへ移行するため、次期住民情報システムの構
築を行う（構築期間：平成29年度～平成31年度）。
(4)区の内部事務を支える庁内情報ネットワークシステム（文書管理・財務会計・庶務事務システム）の再構築を行う（構築
期間：平成29年度～平成30年度）。



26年度 27年度 28年度 29年度 29目標

① － － － 100%

② － － － 0件

③ 100% 99.9% 99.8% 100%

①

②

③

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

【概要】
○社会保障・税番号制度の他、住民記録の旧姓併記や国民健康保険広域化対応などの、
制度改正について優先順位を上げて取り組む。
○開発にあたっては、プログラム等の技術習得のための研修体系を策定し、内部研修の
他、民間研修も活用し人材育成を行う。

事業3 住民情報連携基盤システムの構築、運用

【概要】
○社会保障・税番号制度で必要となる国の情報提供ネットワークシステムと中野区の住
民情報システムの連携及び住民情報システムと個別業務システムの間で行っている情報
連携を統一的に担う住民情報連携基盤システムを構築することで、情報連携を効率的・
安定的に行う。
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事業4

【概要】

2101 住民情報 住民情報が安全確実・効率的に活用されている区役所

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

○社会保障・税番号制度やその他法制度改正に対応するために職員と委託業者により住民情報システムの開発・改修を実施してい
るため、作業の進捗状況を綿密に管理し遅延なくプロジェクトを完了させる必要がある。また、社会保障・税番号制度による情報
連携開始にあたり、さらなる情報セキュリティの強化と個人情報保護の徹底が必要である。

施策目標

○住民情報システムと住民情報連携基盤システムの開発・改修が遅延なく行われ、制度改正に適切に対応でき、区民サービスの向
上につながっている。

○区の情報セキュリティが向上し、個人情報が安全に管理されるとともに、住民情報システムが安定して稼働し、区民サービスが
確実に提供されている。

施策の指標

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

指標／実績(26～28)・目標(29)

住民情報システムの制度改正対応開発・改修の達成率

個人情報の不正利用による事故発生件数

区民に影響を与える住民情報システムの稼働率

住民情報システムの開発・改善事業2

10か年計画（第３次）

10か年計画（第３次） Ⅶ-展開２　施策ア　①マイナンバー制度の利活用の推進

【概要】
○住民情報システムの運用を標準手順により適切に行うことによって、住民情報システ
ムの品質向上を図る。
○また、操作権限の制御や二要素認証の運用、操作履歴（誰がいつどの端末でどのよう
な内容の処理を行ったか等）の取得、個人情報を記載した帳票の出力制御等により個人
情報の保護を徹底する。

住民情報システムの運用事業１

○社会保障・税番号制度の運用に合わせた開発・改修の他、マイナンバーカードや住民票への旧姓併記、国民健康保険広域化
に対応するための開発・改修など、大きな制度改正への対応を遅延なく確実に実施する必要があるため目標として設定した。

○職員等による個人情報の不正利用から、区が保有する個人情報を保護し、十分な安全性を確保する必要があるため、情報シ
ステム分野が管理する情報システムに関して、個人情報の不正利用による事故の発生を０件とする目標を設定した。

○区民サービスを継続的に実施するためには、サービスの基盤となるシステムが窓口開庁時間内は停止することなく稼働して
いる必要がある。このため、窓口開庁時間内において区民に影響を与える住民情報システムの停止時間を限りなくゼロにする
ことが必要であるため、稼働率100%を目標として設定した。窓口開庁時間はおよそ2,900時間。



26年度 27年度 28年度 29年度 29目標

① － 100% 100% 100%

② － － － 30.0%

③

①

②

③

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

【概要】
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事業4

【概要】
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事業3

事業１ 次期住民情報システムの構築

【概要】
○住民情報基盤システムで開発・改修を行っている住民記録、印鑑、証明、住民税、軽
自動車税、国民健康保険、国民年金について、中野区と人口規模が同じ東京23区で構築
実績のあるベンダーのパッケージシステムへ移行する。
○次期住民情報システムの運用開始は平成32年1月の予定。
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事業2

【概要】

10か年計画（第３次）

○急速に拡大する新制度や制度改正対応等の行政課題に、確実・迅速に対応できることにより、区民の利便性が向上している。

○行政情報が効率的かつ有効に活用されている土台が整備されている。

施策の指標

指標／実績(26～28)・目標(29)

H27年度(現行業務分析～構築方針策定)、H28年度(要件再定義～導入
実施計画策定)、H29年度(RFP事業者選定～契約締結)の達成率

次期住民情報システム構築の進捗率

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

○次期住民情報システムの調達を遅延なく進めるため、平成27年度は現行業務分析、要件定義、パッケージ調査、RFI（情報提
供依頼）1回目、構築方針の策定、平成28年度は要件再定義、RFI(2回目)、導入実施計画の策定、RFP(提案依頼)、平成29年度
はRFP事業者選定、提案内容調整、構築ベンダーとの契約締結までを行うことを目標として設定した。

○次期住民情報システムの構築を遅延なく進めるため、平成29年度から平成31年度までの作業について、進捗率を目標として
設定した。平成29年度作業は「プロジェクト計画書策定」「要件定義」「カスタマイズ要件調整」「機器等調達仕様作成」を
実施する。

施策目標

2102 次期住民情報 住民情報システムの刷新

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

○現在の住民情報システムはＯＳの制約により平成32年1月以降使用できない。また、職員により開発・改修を行っているため、
ＩＣＴの急激な進歩による新技術への対応や、度重なる制度改正により複雑化するシステムを維持する職員の育成が困難である。
住民情報について、継続して安定的に利用できる環境構築が必要であるため、システムの刷新を行う。



26年度 27年度 28年度 29年度 29目標

① 60.2% 66.9% 60.0% 75.0%

② ー ー ー 100%

③ ー ー ー 100%

①

②

③

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

施策目標

2103 情報基盤 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

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

○統合ネットワークや仮想サーバなどの仮想化基盤について、安全かつ安定的に運用する必要がある。また、庁内情報システムに
ついては、次期システムへの移行に向けて、更なる事務の効率化やミスの抑制、ペーパーレスの徹底などを目指し、具体的な検討
を進める必要がある。

○庁内情報システムの安定的な稼働により、区の内部事務が円滑かつ効率的に執行されているとともに、ICTを活用した業務効率の
向上やペーパレス化の更なる推進など、内部事務の改善が進んでいる。

○区の業務システムが仮想化技術の活用により、効率的かつ安定的に運用されているとともに、職員一人ひとりの高い情報セキュ
リティの意識のもと、区の情報システムが安全に運用されている。

施策の指標

指標／実績(26～28)・目標(29)

庁内情報システムに対するユーザー満足度

情報安全研修（情報セキュリティ理解度チェック）の正答率

情報セキュリティインシデント発生時における適切な対応の実施率

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

○庁内情報システムは業務の根幹を支えるシステムであり、職員の業務効率の向上に大きく影響する。職員アンケートによる
ユーザ満足度を調査することで、システムの機能やサポート等が十分なものであるか把握することができるため指標とした。

○情報セキュリティを高めていくためには、各職員の情報安全に関するリテラシーの向上が必須である。そのため情報セキュ
リティに関する職員の理解度を指標として設定した。

○標的型攻撃メールやWeb閲覧によるウィルス感染などのインシデントが発生した際に、速やかにLANケーブルを抜線するな
ど、職員がその手順を理解して適切に対応する割合を指標とした。

事業3 統合ネットワークの運用

事業１ 庁内情報システムの運用及び再構築

【概要】
○庁内情報システム（文書管理・財務会計・庶務事務システム）について、安定的に稼
働させるとともに、ペーパレス化の推進、業務効率の向上等、内部業務の改善を図るた
め、平成29年度から平成30年度に新システムへのリプレースを行う。
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事業2 自治体情報セキュリティクラウドへの接続

【概要】
○インターネットとの接続口を都道府県ごとに集約化して高水準な運用監視や高度なセ
キュリティ機器を共同で利用する「自治体情報セキュリティクラウド」に接続し、情報
セキュリティ対策を強化する。

10か年計画（第３次） Ⅷ-展開３　施策オ　①情報セキュリティの強化

【概要】
○平成28年度に構築した統合ネットワークについて、安定的かつ効率的な運用を行う。
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事業4 統合仮想サーバの運用

【概要】
○統合仮想サーバ及び平成28年度にリソース増強のため導入したクラウドサービスを活
用し、個別システム用物理サーバの統合を進めることにより導入・維持管理コスト等の
一層の縮減を図る。
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