
平成31年度（2019年度）

指標の種類 30実績 31目標 32目標

(1) １０か年計画 64.0% 65%

ベンチ

マーク

(2) － 10件 0件 0件

ベンチ

マーク

(3) － 0件 0件 ０件

ベンチ

マーク

(4) － 60.0% 100.0% －

ベンチ

マーク

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

○住民情報システムや庁内情報システム及びネットワークやサーバ環境等の情報基盤を安全かつ安定的に運用するとともに、ＩＣＴ

の利活用を進め、区民サービスの向上や事務の効率化、コストの削減に寄与している。

05 情報システム課 情報技術の高度利用の推進による区民サービスの向上

１　課目標（課の政策目的）

○区全体の情報システムの最適化や適正な調達の確保及び情報セキュリティマネジメントシステムの適切な運用等により、ＩＣＴを

効果的・効率的に活用した政策を計画的に推進している。

次期住民情報システム構築の進捗率

３　課の構成

係名 担当施策名

２　課の指標

指標／実績(30年度)・目標(31年度・32年度)

行政手続における電子申請の利用割合

ＩＳＭＳの内部監査及び定期審査の指摘事項における不適合の件数

情報セキュリティ事故による個人情報漏洩の発生件数

情報政策推進係 情報政策推進

住民情報係 住民情報

次期住民情報係 次期住民情報

情報基盤係 情報基盤



　２　施策の目標（目的）

(1)

(2)

(3)

ＩＣＴの効果的・効率的な活用による政策の推進施策 0501 情報政策推進

　１　現状と課題　　　※行政評価結果等を踏まえて

○最新の技術動向を注視し、高度情報化社会の進展に的確に対応したＩＣＴの活用を推進することにより、区民サービスの

向上や業務の効率化を進めていく必要がある。

○調達ガイドラインの運用により情報システム調達の適正化が図られつつあるが、各業務の制度改正対応やシステムリプレースに

加え、情報システムの全体最適化に向け、一層のガバナンス向上が必要である。

○情報システムの全体最適化の計画的な推進により効果的なシステム投資が図られるとともに、電子申請などＩＣＴの利活用

の推進により区民は便利に行政サービスを利用できている。

○情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）の運用により情報資産が適切に管理運用されている。

　３　施策の目標・指標

　指標／実績・目標 30年度 31年度 32年度

（実績）
(1) 調達ガイドラインの適用によるコスト削減割合

（目標） 14.4% 16.1% 14.2%

（実績）
(2) 職員の情報セキュリティに関する理解度

（目標） 88.6% 92.8% 100%

（実績）
(3)

電子申請対応可能な手続のうちスマートフォンでの申請が可能な

手続の割合

（目標） 50.0% 65.0% 68.0%

事業３

事業４

事業５

事業７

事業８

事業９

事業10

事業11

　指標の説明、設定理由、目標値の根拠

○調達ガイドラインの手続を通じて、システム調達の企画段階での概算見積額から契約までに削減した金額の割合。調達ガイ

ドラインの運用により適正な経費での調達が実現していることを示すものとして設定した。（過去３年間の実績の平均）

○職員に対する情報セキュリティに関する理解度チェックにおける平均正答率。情報セキュリティに関する教育・取組みが効果的

に行われたことを示すものとして設定した。（前年度実績の10％増）

○電子申請対応可能な手続のうちスマートフォンでの申請が可能な手続の割合。区民の行政手続の利便性向上が図られたこ

とを示すものとして設定した。

事業１

　４　2019年度に行う事業（事業メニュー）

情報政策推進

電子手続推進

マイナンバー推進

情報システム全体最適化推進

情報セキュリティ対策

事業14

事業15

事業13

事業６

事業12

事業２



　２　施策の目標（目的）

(1)

(2)

(3)

事業14

事業15

事業11

事業12

事業13

事業８

事業９

事業10

事業５

事業６

事業７

事業２ 住民情報システムの開発・改善

事業３ 住民情報連携基盤システムの運用

事業４

　指標の説明、設定理由、目標値の根拠

○住民記録、国民健康保険、住民税等の法改正や元号改正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

報システム課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。平成

28年度途中から操作ログの定期的確認や二要素認証の運用を開始したため平成29年度から目標を新設した。

○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。

　４　2019年度に行う事業（事業メニュー）

事業１ 住民情報システムの運用

（実績）
(3) 区民に影響を与える住民情報システムの稼働率

（目標） 100% 100% 100.0%

（実績）
(2) 個人情報の不正利用による事故発生件数

（目標） 0件 0件 ０件

（実績）
(1) 住民情報システムの制度改正対応開発・改修の達成率

（目標） 100% 100% －

○法制度改正に対応するために職員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、主管分野との連携により、新制

度や事務手続の在り方について十分理解し、把握した上で、プロジェクトを進める必要がある。また、個人情報の適正な管理を

徹底する必要がある。

○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。

　３　施策の目標・指標

　指標／実績・目標 30年度 31年度 32年度

　１　現状と課題　　　※行政評価結果等を踏まえて

施策 0502 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



　２　施策の目標（目的）

(1)

(2)

(3)

事業14

事業15

事業11

事業12

事業13

事業８

事業９

事業10

事業５

事業６

事業７

事業２

事業３

事業４

　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31年度は「総合テスト」「職員研修」「運用テスト」「運用保守計画書作成」「移行リハーサル①」「移行リハー

サル②」「窓口リハーサル」「システム切替判定」等を実施する。

　４　2019年度に行う事業（事業メニュー）

事業１ 次期住民情報システムの構築

（実績）
(3)

（目標）

（実績）
(2)

（目標）

（実績）
(1) 次期住民情報システム構築の進捗率

（目標） 60.0% 100.0% －

○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。

○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。

　３　施策の目標・指標

　指標／実績・目標 30年度 31年度 32年度

　１　現状と課題　　　※行政評価結果等を踏まえて

施策 0503 次期住民情報 住民情報システムの刷新



　２　施策の目標（目的）

(1)

(2)

(3)

事業14

事業15

事業11

事業12

事業13

事業８

事業９

事業10

事業５

事業６

事業７

事業２ 統合ネットワークの運用

事業３ 庁内情報ネットワークシステムの運用

事業４

　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。

○内部事務の基盤となる庁内情報システムは業務時間内に停止することなく稼働している必要がある。このため、業務に影響

を与える庁内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。年間

業務時間はおよそ8,700時間（サーバの稼働時間24Ｈ×365日から停電による停止時間を除く）。

　４　2019年度に行う事業（事業メニュー）

事業１ 統合仮想サーバ環境の運用

（実績）
(3) 庁内情報システムの稼働率

（目標） 100% 100.0% 100.0%

（実績）
(2) 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

（目標） 100% 100.0% 100.0%

（実績）
(1) 庁内情報システムに対するユーザー満足度

（目標） 75.0% 75.0% 75.0%

○区の業務の基盤である「統合仮想サーバ環境」「統合ネットワーク」「庁内情報ネットワークシステム」について、安全かつ安定的

に運用するとともに、入れ替え時期の迫ったパソコン等について、円滑に入れ替えを行う必要がある。また、区役所新庁舎移転を

見据えた情報基盤の整備や、有用な新技術の情報基盤への導入について、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。

　３　施策の目標・指標

　指標／実績・目標 30年度 31年度 32年度

　１　現状と課題　　　※行政評価結果等を踏まえて

施策 0504 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


