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１．これまでの市の取組 
 

本市における情報化は、昭和４７年５月の外部電算処理委託に始まり、昭和６２年２月の住

民記録システム稼動以降、事務の電算化に取り組んできました。 

情報化社会の進展は、市民生活や産業などのあらゆる分野に変化をもたらすことから、平成

４年３月に策定された「袖ケ浦市総合計画」において、情報化への的確な対応をはかることと

し、情報化に対応したまちづくりの推進を図るため、平成８年３月に「袖ケ浦市情報化基本構

想」を策定しました。 

その後、「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法」の成立や、国の各種指針及び平成１

３年３月策定の「袖ケ浦市後期長期計画」を踏まえ、電子市役所としての袖ケ浦市を構築する

ための具体的なアクションプランとして、平成１４年３月に「袖ケ浦市電子市政推進計画」を

策定し、一人一台パソコンの実現する全庁ＬＡＮシステムの運用開始、文書管理システムの導

入や、住民記録・税等の基幹情報システムのオープン化など、情報化の基盤整備を促進すると

ともに、生涯学習情報提供システムや図書館電子情報サービス推進事業など、市民の利便性向

上に向けた情報化施策を実施してきたところです。 

さらに、平成９年４月の個人情報保護条例施行や平成１５年１１月の情報セキュリティポリ

シーの制定など、個人情報等の重要な情報に対するセキュリティ対策を併せて実施してきまし

た。 

 

ＩＣＴ（情報通信技術）の飛躍的な進歩によって、インターネットなどを活用した情報の検

索や受発信、電子商取引やサービス提供等が可能になり、人々の生活スタイルに大きな変化を

もたらしました。 

その一方で、ブロードバンド環境の遅れや個々の習熟度による情報格差の解消、また個人情

報保護の徹底など情報セキュリティの確保が重要な課題となっています。 

また、自治体においても、あらゆる分野で質の高い迅速な電子情報を発信するなど、電子自

治体の更なる充実が求められています。 

しかし、日本経済は長期にわたる低迷が続き、景気は緩やかな回復基調にありましたが、平

成２０年には金融システムの世界的混乱を発端として、急激な落ち込みの様相を見せており、

世界的な需要の冷えこみは、製造業やエネルギー関連産業に影響を与えていることから、本市

の財政状況も今後しばらくは厳しい情勢が続くものと予測されています。 

また、近年では、地方分権の進展や少子高齢化の進行、凶悪事件や詐欺事件の多発による社

会的な不安の高まり、地球環境問題など、これまで自治体が経験したことのない大きな環境変

化を迎えています。 
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さらに、高度経済成長により高まった発展志向は、バブル経済の崩壊を契機として安定堅実

志向に変化し、市民の意識や価値観は心の豊かさに重点を移しています。ライフスタイルや価

値観の多様化は、従来からの地域社会の構造に変化をもたらし、同時に市民参画の進展などに

よって、市民と行政との関係も変化していることから、自治体においても、市民意識の変化に

対応しながら、市民との協働によるまちづくりを進めていく必要があります。 

 

このように、経済・社会情勢の厳しさが増す中、本市における長期的かつ総合的なまちづく

りの指針として、最上位の計画として位置付けされた「袖ケ浦市総合計画」が平成２２年３月

に策定されました。 

総合計画では、基本構想として、市が目指すまちづくりの基本理念や将来都市像を示すとと

もに、それを実現するための施策の大綱を明らかにし、基本計画として、基本構想で掲げられ

た将来都市像を実現するため、施策の大綱に従って分野別に現状と課題、施策の方向性を明ら

かにしています。 

本計画では、本市における現状と課題を踏まえ、上位計画である「袖ケ浦市総合計画」に定

める将来都市像の実現に向けた各種施策について、情報化により効果的に解決できるよう支援

するとともに、各実施事業について、実現すべき目標を明確化し、施策を実施する背景や課題、

施策の内容、スケジュール等を具体的にすることで、今後の情報化の方向性を明らかにするも

のです。 

 

情報に関する技術の総称として、ＩＴ（Information Technology：情報技術）が普及している

が、国際的にはＩＣＴ（Information and Communication Technology：情報通信技術）の方が

一般的であり、日本でも定着しつつあります。 

※ＩＴとＩＣＴ 
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２．国の取組 
 

国の情報化推進への取組は、平成６年６月に内閣総理大臣を本部長とする「高度情報通信社

会推進本部」の設置、平成７年２月の「高度情報通信社会推進に向けた基本方針」が策定され

たことに始まります。 

その後のコンピューターや通信技術の急速な発展・普及に伴う社会の急激な変化（ＩＴ革命）

を受け、平成１２年７月、政府は高度情報通信社会推進本部を発展解消した「情報通信技術戦

略本部」を設置、同年１１月に「ＩＴ基本戦略」が決定されるとともに、同月に高度情報通信

ネットワーク社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進することを目的とした「高度情

報通信ネットワーク社会形成基本法」が制定され、平成１３年１月には、法施行に基づいた「高

度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（ＩＴ戦略本部）」が設置されるとともに、国家戦略

としての「e-Japan 戦略」が策定されました。 

ＩＴ戦略本部は、平成１５年７月に決定した「e-Japan 戦略Ⅱ」ではＩＴ利用・活用を、平

成１８年１月に決定した「ＩＴ新改革戦略」では便利で効率的な電子行政を実現することを目

標に掲げ、平成２１年７月に決定した「i-Japan 戦略 2015」では、それまで技術優先指向に陥

っていた面を反省し、誰でもデジタル技術の恩恵を実感できる視点を重視した、国民主役のデ

ジタル安心・活力社会の実現を目指してきました。 

さらに、平成２２年５月に決定した「新たな情報通信技術戦略」では、過去のＩＴ戦略の延

長線上ではなく、国民主権の観点から、政府内で情報通信技術革命を徹底し国民本位の電子行

政の実現、情報通信技術の徹底的な利活用による地域の絆を再生、新市場の創出と国際展開を

図ることとしています。 

 

地方公共団体に対して総務省（旧自治省）は、平成２年に「地方公共団体における地域の情

報化の推進に関する指針」、平成７年に「地方公共団体における行政の情報化の推進に関する指

針」、平成９年に「高度情報通信社会に対応した地域の情報化の推進に関する指針」を提示する

など、地域情報化・行政情報化の方針を策定してきましたが、ＩＴ革命の動きを受けて、平成

１２年７月に自治大臣を本部長とする「ＩＴ革命に対応した地方公共団体における情報化推進

本部」が設置され、同年８月に「ＩＴ革命に対応した地方公共団体における情報化施策等の推

進に関する指針」を策定しました。 

その後、平成１５年８月に総務省は「電子自治体推進指針」を策定、平成１９年３月には、

国のＩＴ新改革戦略に基づいて今後の電子自治体推進の方向性を提示した「新電子自治体推進

指針」が策定され、利便・効率・活力を実感できる電子自治体を実現することを目標に、今後

の重点的な取組事項、共通的な推進事項及びベンチマーク指標を掲げています。 

 - 4 - 



 袖ケ浦市情報化推進計画２０１１  

３．情報通信の利用動向 
 

（１）インターネットの利用動向 

「平成 21 年通信利用動向調査」（総務省）によると、平成 21 年末のインターネット利用者

数は、平成 20 年より 317 万人増加して 9,408 万人、人口普及率は 78.0％（前年から 2.7 ポイ

ント増）となっています。 

また、個人がインターネットを利用する際に使用する端末（「パソコン」「モバイル端末(携

帯電話・PHS 等)」「ゲーム機・TV 等」）をみると、それぞれ利用者数が増加しているが、特に「ゲ

ーム機・TV 等」が大幅に拡大するなど、利用端末が多様化しています。 

さらに、世代別の個人利用率をみると、13 歳～49 歳までの世代の利用率が 95%を超え、また、

60 歳以上の世代の利用率の伸びが顕著となっているのが特徴です。 

また、所属世帯年収別にみると、低所得者ほどインターネットの利用率が低くなっているこ

とが伺えます。 

このように、国民の約 8 割がインターネットを利用するようになっている一方で、情報格差

により、インターネットから取り残される人への対応が懸念されます。 

 

インターネット利用者数及び人口普及率の推移（個人） 

 
（出典）総務省「平成21年通信利用動向調査」 
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（２）情報通信への不安 

「ユビキタスネット社会における安心・安全な ICT 利用に関する調査」（平成 21 年：総務省）

によると、「情報セキュリティ」について、不安（「不安である」「どちらかといえば不安である」

の合計）と回答した人の割合が 82.6％と最も大きく、次いで、「プライバシー（81.8％）」と「違

法・有害コンテンツ（75.5％）」となり、情報通信を日々利用する中で脅威にさらされる危険性

の高い分野に対する不安が大きくなっており、また、「ICT 利用におけるマナーや社会秩序

（67.0％）」「サイバー社会に対応した制度・慣行（56.1％）」といった、情報通信を利用してい

く上での社会の在り方に対する不安も大きいことが分かります。 

具体的課題に対する不安感については、「クレジットカード番号やパスワード等のウェブサ

イト等を通じた不正取得（87.4％）」に対する不安が最も大きく、約 9 割が不安と回答しており、

次いで、「コンピューターウイルス、スパイウェア等への感染（83.8％）」「公的機関や企業等が

保有する氏名や住所等の個人情報の流出（83.3％）」「迷惑メールや迷惑電話（82.4％）」「他人

によるなりすましやホームページの書きかえ等の不正アクセス（77.0％）」の不安も大きく、約

8 割が不安と回答し、具体的課題について不安感を尋ねても、「情報セキュリティ」「プライバ

シー」「違法・有害コンテンツ」の 3 分野の具体的課題に対する不安が大きいことが分かります。 

 

情報通信における安心・安全１０分野における不安感 
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（３）利用者側のニーズと提供される情報通信サービスのミスマッチ 

「ICT 関連動向の国際比較調査」（平成 21 年：総務省）によると、日本では、「医療・福祉」

「雇用・労務」「教育・人材」「行政サービス」の 4 分野での情報通信の利用率が、ICT 先進国

との比較で特に低いことが判明した一方、約 6 割以上の国民が具体的なシステムやサービスを

認知しており、「知ってはいるが、使っていない」という実態が浮かび上がりました。 

具体的な情報通信システムやサービスについて、効果を上げるためにどのような問題を乗り

越える必要があるか尋ねた結果、4 分野を通じ、「身近に ICT システム・サービスが整備・提供

されていない」「ICT システム・サービスを利用する際のセキュリティが心配」「自分にとって

必要ない、ニーズに合っていない」とする回答が多くなっており、「行政サービス」においては、

この 3 つの回答に加え「ICT システム・サービスの利用時の使い勝手が悪い・操作が難しい」

とする回答が多く、課題に直結するような情報通信システム・サービスはあるが、需要と供給

にミスマッチが存在していることがうかがえます。 

この結果は、あまり必要としていない利用者向けにサービスが提供され、本当に必要として

いる利用者の周囲には提供されていなかったり、提供されていてもニーズに合わず、使い勝手

が悪く複雑な操作を要したり、セキュリティが不安であるなど、利用者視点に立った設計がさ

れていない可能性があることが考えられます。 

 

情報通信利活用における分野別の認知率と利用率         情報通信利活用の課題 

 

 

 - 7 - 



 袖ケ浦市情報化推進計画２０１１  

４．自治体が抱える課題 
 

（「新電子自治体推進指針（総務省）」より引用） 

 

電子自治体に向けた取組は、着実に進展している一方で、下記に掲げたように多くの課題･

問題点があるとの指摘がされている。 

主な指摘としては、自治体における電子化がまだ不十分であり、住民が十分に電子自治体の

サービスを利用できず、その恩恵を実感できないこと、業務･システムの効率化が不十分である

こと、地域の課題解決に IT を十分活用できていないこと、情報セキュリティ対策が徹底され

ていないことなどがある。 

これらの指摘は、電子自治体に対する期待の表れでもあり、今後、これらの指摘を真摯に受

け止め、効果的な対策を検討し、確実に実行に移していかなければならない。 

 

 「国民・企業等による電子政府の利用は進んでおらず、また、住民サービスに直結する

地方公共団体の電子化が十分でないなど、国民・企業等の利用者が利便性・サービスの向

上」を実感できない（平成 18 年 1 月 IT 戦略本部決定「IT 新改革戦略」）。前述したと

おり、電子申請システムを整備している市町村は一部に限られ、オンライン化は十分でな

い。 

 地方公共団体等の IT システムの調達に関しては、類似の業務システムであっても初期

構築費用及び運用・保守費用が市町村によって大きく異なっている問題や、運用・保守費

用の硬直化が指摘されるレガシーシステムの問題がある。また、多額の経費をかけて構築

したシステムの中に十分活用されていないものがある。 

 地域は、コミュニティ再生、安心・安全な地域づくり、地域経済の活性化など、多くの

課題を抱えており、IT をもっと有効活用してこれらの課題の解決、軽減に役立てるべき

である。 

 また、「地方公共団体においては、IT 障害や情報漏洩などへの対策が徹底されて」いな

い（平成18 年 2 月情報セキュリティ政策会議決定「第1次情報セキュリティ基本計画」）。

個人情報保護条例や情報セキュリティポリシーなどの制度整備は進んだが、それらに盛り

込まれた対策の実効性が十分確保できていない。 
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第２章 計画の目的と方針 
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１．計画の目的 
 

情報化の推進は、情報システムの導入自体を目標や目的とするのではなく、「袖ケ浦市総合

計画」に掲げる市の将来都市像を実現するために推進する施策を展開するにあたり、住民に対

しては行政サービスの高度化が、自治体内部においては行政の簡素化･効率化が、地域コミュ

ニティにおいては地域の課題解決を情報化により効果的に実現することが目的であり、目的を

達成することで市が発展していくことが目標であると考えられます。 

また、情報化の推進は住民のためであり、住民が利便･効率･活力を実感できるよう住民視点

に立って取り組むこと、市の財政状況を踏まえ費用対効果の視点に立ってより効率的かつ効果

的な情報化を推進することが目的達成のために重要となります。 

 

 

 

２．計画の位置付け 
 

これまで市の情報化施策は、情報化に対応したまちづくりを推進するための「袖ケ浦市情報

化基本構想」と、高度にＩＴ化された電子市役所を構築するための実施計画である「袖ケ浦市

電子市政推進計画」により構成されてきましたが、本計画では「袖ケ浦市総合計画」に掲げる

施策を情報化の側面から支援し、国のＩＣＴ施策と連携することで、情報化の計画的・効率的

な実現を図るアクションプランとして、基本的な視点や施策などを明らかにするものです。 

また、ＩＣＴの利活用は、行政改革の基本的視点である行財政運営の効率化に資することか

ら、袖ケ浦市行政改革大綱との整合性についても留意するものとします。 

 

 

 

３．計画の期間 
 

新しい情報通信技術や情報通信を活用したサービスが急速に進展しているとともに、財政状

況や地域の社会問題の増大など、情報化を取り巻く環境の変化は大きく、これらに適切に対応

する必要から、計画の期間は平成２３年度から平成２７年度までの５ヵ年とします。 
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４．基本方針 
 

本計画では、袖ケ浦市基本構想に掲げる将来都市像 

「自立と協働のまち」 人いきいき、緑さわやか、活力あふれる袖ケ浦 

の実現に向けて、以下の２点を基本方針とします。 

 

① 市民協働を支える情報化 

生活スタイルや価値観の変化から、市民ニーズや地域における課題が多様化しているこ

とから、ＩＣＴを活用し、住民やＮＰＯ、ボランティア団体など地域社会との協働によっ

て、行政サービスに新たな価値を付与し、市民の利便性を向上させ、これらの課題解決に

取り組んでいきます。 

 

② 安定した行政運営を支える情報化 

厳しい財政状況の中、徹底した行政改革を進めるには、ＩＣＴを積極的に活用すること

により簡素で効率的な行政を実現していくことが必要不可欠と考え、全体最適化の見地か

ら、業務の効率化、組織の見直しや既存の情報システムの運営経費縮減、効率的・効果的

なシステムへの見直し等を実施していきます。 
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５．情報化施策の区分 
 

基本方針を達成するための施策は、袖ケ浦市総合計画の基本計画に基づき、以下の４つの

区分により展開していきます。 

 

① 地域情報化の推進 

市民のニーズや事業者による今後の整備計画・技術動向などを注視しながら、必要に応

じて事業者への支援等を検討するなど、整備促進に取り組みます。 

また、ＩＣＴを活用して、地域からの情報発信や官民協働による安全で暮らしやすい地

域づくりに取り組みます。 

 

② 行政情報化の推進 

市民への情報提供、市民との情報共有を図るとともに、住民の視点に立った官民連携の

オンラインサービスによるワンストップサービスの実現に向けた取組みを行います。 

また、ＩＣＴの利活用による業務の最適化を推進するとともに、一層の運営経費縮減や

効率的・効果的な情報システムへの見直しを図ります。 

 

③ 情報化に係る人材の育成 

地域や行政の情報化を推進するため、情報担当部門と業務担当部門の双方において、高

度情報化に対応できる人材の育成に計画的に取り組みます。 

 

④ 情報セキュリティの構築 

高度情報化に対応するため、情報を取り扱う管理体制の整備や教育・研修の実施により

情報セキュリティの意識向上を図り、個人情報の適正な取扱いをより一層徹底します。 

また、情報セキュリティ対策の実効性確保・レベルアップを推進します。 
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６．取組にあたっての共通事項 
 

情報化施策の取組にあたっては、基本方針の達成を確実なものとするため、次の共通事項

について留意しながら推進する必要があります。 

 

① 情報弱者への対応 

ＩＣＴを活用した様々な情報システムでは、ブロードバンド整備が遅れている地域や、

パソコンやインターネットの取り扱い能力の違いなど、情報システムの利活用が困難な

方々に不利益をもたらす恐れがあることから、全ての市民が、その身体状況や生活環境、

ＩＣＴの利用環境にかかわらず行政サービスを享受することができるよう、情報システム

の構築や行政サービスの運営を行っていくことに留意します。 

 

② 共同化・標準化の一層の推進 

情報化の取組を進めていくうえで、現在よりも低コストで効率的に情報システムの構

築・運用を進めていくことが重要になるため、複数の団体が共同して情報システムの構築・

運用を行う共同化の取組の拡充・強化や、人材育成やセキュリティ対策等における団体間

の連携・協力等、幅広く共同化の取組を進める必要があります。 

また、共通に参照できるオープンな標準仕様や共通的な仕様、無償又は低コストで再利

用が可能なプログラムを活用することにより、効率的な情報化を推進していきます。 

 

③ 新しい技術･モデルの活用 

ＩＣＴの世界では、新しい手法、技術、モデルが続々と誕生しています。これらの有効

性を十分に見極めた上で積極的に導入し、住民サービスの向上や業務の効率化につなげて

いくことが必要です。 

 

④ 情報セキュリティ対策の強化 

情報化の推進と情報セキュリティ対策の強化は車の両輪であり、情報化の取組と併行し

て、情報セキュリティ対策を一層強化し、対策の実効性を高めていくことが不可欠です。 

 

⑤ ＩＣＴによる環境負荷低減 

地球温暖化問題へ対応するため、ＩＣＴによる環境負荷低減を推進します。 

ＩＣＴによる環境負荷低減には、ＩＣＴを利活用することにより、業務効率が改善され、

人や物の移動を削減することによるＣＯ２排出量の削減と、ＩＣＴ機器の使用段階におけ

る電力消費等で発生するＣＯ２の削減が考えられます。 
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７．計画の見直し 
 

本計画の取組項目については、国の政策やＩＣＴの動向を踏まえ、状況の変化に応じて適

宜見直しを行うとともに、年度ごとに取組の進捗状況、成果をとりまとめ公表していきます。 

また、計画期間終了時には計画全体の検証を行い公表していきます。 

 

 

 

８．推進体制 
 

電子自治体の推進にあたっては、高度情報化の進展に対応し、情報通信技術の効果を最大

限に活用したＩＣＴ関連施策を展開することにより、市民生活の向上及び地域の活性化を図

るため、市長を本部長とする「袖ケ浦市情報化総合推進本部」（平成１３年４月設置）にお

いて、計画の策定及び推進を図ります。 

また、個別事業の情報化を推進する上で専門的知識を必要とする場合は、情報担当部門が

技術的な支援を行います。 

 - 14 - 



 袖ケ浦市情報化推進計画２０１１  

 - 15 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 情報化に向けた具体的施策 



 袖ケ浦市情報化推進計画２０１１  

情報化施策の構成 

 

・情報セキュリティ対策の充実 

・情報リテラシー研修の実施 

・財務会計システムの改善 

・行政ネットワークの一元化の検討 

・全庁ＬＡＮシステムの機能強化 

・基幹情報システムの安定運用 

・業務におけるインターネットの活用 

・統合型地図情報システム（GIS)のあり方の検討 

・情報システム調達手順の見直し 

・資産台帳の整備 

・障害者福祉システムの導入 

・小中学校における情報化環境の整備継続 

・校務支援システムの導入検討 

・ホームページの外国語対応 

・ｅLTAX（地方税ポータルシステム）の利用拡大 

・地域ＩＣＴ推進に向けた市民協働組織の設立 

・電子調達･電子入札システムの導入 

・市民協働ポータルサイトの創設 

・住民基本台帳カードの多目的利用 

・住民票等交付の多面的検討 

・施設予約システムの利便性向上 

具体的施策 情報化施策の区分

① 市民協働を支える情報化 

② 安定した行政運営を支える情報化 

生活スタイルや価値観の変化から、市民ニーズや地域における

課題が多様化していることから、ＩＣＴを活用し、住民やＮＰＯ、

ボランティア団体など地域社会との協働によって、行政サービス

に新たな価値を付与し、市民の利便性を向上させ、これらの課題

解決に取り組んでいきます。 

厳しい財政状況の中、徹底した行政改革を進めるには、ＩＣＴ

を積極的に活用することにより簡素で効率的な行政を実現してい

くことが必要不可欠と考え、全体最適化の見地から、業務の効率

化、組織の見直しや既存の情報システムの運営経費縮減、効率的・

効果的なシステムへの見直し等を実施していきます。 

① 地域情報化の推進 

② 行政情報化の推進 

③ 情報化に係る人材の育成 

④ 情報セキュリティの構築 

市民のニーズや事業者による今後の整備計画・技術動向などを注視し

ながら、必要に応じて事業者への支援等を検討するなど、整備促進に取

り組みます。 

また、ＩＣＴを活用して、地域からの情報発信や官民協働による安全

で暮らしやすい地域づくりに取り組みます。 

市民への情報提供、市民との情報共有を図るとともに、住民の視点に

立った官民連携のオンラインサービスによるワンストップサービスの実

現に向けた取組みを行います。 

また、ＩＣＴの利活用による業務の最適化を推進するとともに、一層

の運営経費縮減や効率的・効果的な情報システムへの見直しを図ります。 

地域や行政の情報化を推進するため、情報担当部門と業務担当部門の

双方において、高度情報化に対応できる人材の育成に計画的に取り組み

ます。 

高度情報化に対応するため、情報を取り扱う管理体制の整備や教育・

研修の実施により情報セキュリティの意識向上を図り、個人情報の適正

な取扱いをより一層徹底します。 

また、情報セキュリティ対策の実効性確保・レベルアップを推進します。 

基本方針 
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施策の内容 

 

① 地域情報化の推進 

０１ ホームページの外国語対応 

０２ ｅLTAX（地方税ポータルシステム）の利用拡大 

０３ 地域ＩＣＴ推進に向けた市民協働組織の設立 

０４ 電子調達･電子入札システムの導入 

０５ 市民協働ポータルサイトの創設 

０６ 住民基本台帳カードの多目的利用 

０７ 住民票等交付の多面的検討 

０８ 施設予約システムの利便性向上 

 

② 行政情報化の推進 

０１ 財務会計システムの改善 

０２ 行政ネットワークの一元化の検討 

０３ 全庁ＬＡＮシステムの機能強化 

０４ 基幹情報システムの安定運用 

０５ 業務におけるインターネットの活用 

０６ 統合型地図情報システム（GIS)のあり方の検討 

０７ 情報システム調達手順の見直し 

０８ 資産台帳の整備 

０９ 障害者福祉システムの導入 

１０ 小中学校における情報化環境の整備継続 

１１ 校務支援システムの導入検討 

 

③ 情報化に係る人材の育成 

０１ 情報リテラシー研修の実施 

 

④ 情報セキュリティの構築 

０１ 情報セキュリティ対策の充実 
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① 地域情報化の推進 
 

施策番号 ①－０１ 担当部署 秘書広報課 

施策名 ホームページの外国語対応 

課題 現在の市ホームページは日本語しか表記できず、在住外国人の暮ら

しに必要な行政情報の提供が立ち遅れています。 

取組み ホームページに外国語（英語、中国語、韓国語等）表記によるペー

ジを設定します。 

目的・効果 在住外国人が情報不足により不利益を被ることなく行政サービスを

受けられることで、誰もが暮らしやすい地域の実現を図ります。 

また、在住外国人が多くの情報を取得することができることから、

行政や地域活動への参加が促進され、地域活性化や国際交流の足がか

りとなることが期待されます。 

実施スケジュール 

平成２３年度 外国語表記によるホームページの運用・保守 

平成２４年度  ↓ 

平成２５年度  ↓ 

平成２６年度  ↓ 

平成２７年度  ↓ 
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施策番号 ①－０２ 担当部署 課税課 

施策名 ｅLTAX（地方税ポータルシステム）(※)の利用拡大 

課題 紙による地方税申告等の手続きは、申告時期には窓口も混雑し市民

に不便を感じさせます。また、複数の市区町村等に手続きを行う場合

には、それぞれの受付窓口に提出する必要があります。 

取組み ｅLTAX（地方税ポータルシステム）については、既に個人住民税の

年金特別徴収において、一部機能を利用しています。 

今後は個人住民税、法人住民税、固定資産税（償却資産）に関する

申告などについて、ｅLTAX を利用して、インターネットを通じた電子

的な手続ができるよう検討します。 

目的・効果 各種申告書・届出書などが電子により提出できることで、自宅やオ

フィスなどからインターネットを利用して手続きを行うことができ、

利用者の負担軽減と利便性向上を図ることができます。 

また、課税側においても従来の紙ベースから電子で行うことにより、

印刷コストや処理費用等の削減が期待されます。 

実施スケジュール 

平成２３年度 ｅLTAX 利用拡大の検討 

平成２４年度  ↓ 

平成２５年度  ↓ 

平成２６年度  ↓ 

平成２７年度  ↓ 

※ｅLTAX（地方税ポータルシステム） 

･･･ｅLTAX とは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インター

ネットを利用して電子的に行うシステムです。エルタックスと読みます。 
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施策番号 ①－０３ 担当部署 行政管理課 

施策名 地域ＩＣＴ(※)推進に向けた市民協働組織の設立 

課題 地域の問題解決の手段としてＩＣＴを利活用できる環境が整ってき

ましたが、市民が地域ＩＣＴに対してどのようなニーズを持っている

か把握する必要があります。 

また、市民と行政の協働による地域ＩＣＴ推進の中心的役割を持つ

組織が存在しないことから、効果的な地域ＩＣＴ推進が難しい状況に

あります。 

取組み 地域ＩＣＴ推進に向けて、市民・企業・ＮＰＯ法人等との協働組織

を設立し、地域情報化に必要な人材育成や、地域情報化事業の研究な

ど今後の地域ＩＣＴ推進の検討を行います。 

また、市民がどのような要望を持っているのか調査を行い、地域情

報化施策の展開を図ります。 

目的・効果 市民協働組織では、地域に存在する課題を情報化の側面から解決す

る役割を担います。 

また、市民が必要とする情報の受発信を推進することで、行政と市

民の結びつきや、地域コミュニティの発展に寄与することができます。 

実施スケジュール 

平成２３年度 市民協働組織の検討 

平成２４年度 市民協働組織の設立準備 

地域情報化に関する意識調査の実施及び分析 

平成２５年度 市民協働組織の設立、地域情報化事業の検討・推進 

平成２６年度 地域情報化事業の検討・推進 

平成２７年度  ↓ 

※地域ＩＣＴ（地域情報化） 

･･･情報通信技術の利活用を通じて地域（袖ケ浦市）の活性化を図ること。 
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施策番号 ①－０４ 担当部署 契約検査課 

施策名 電子調達･電子入札システムの導入 

課題 公共工事の入札の適正化を図るための措置として、電子入札システ

ム等の早期導入が求められています。 

取組み 県及び県内自治体で共同運営する「ちば電子調達システム(※)」に

参加し、入札参加資格申請等の共同受付窓口対応や入札通知、設計図

書等の電子化を図ります。 

目的・効果 電子入札は、入札参加者が一堂に会する機会の減少により談合等の

不正行為の防止にも一定の効果が期待できるとともに、ペーパーレス

化の推進による事務の簡素化や入札に係る費用の縮減や、インターネ

ット上で入札に関する情報を取得できることにより競争性が高まりま

す。 

また、システムを共同運用することにより費用の縮減や事務の効率

化を図ることができます。 

実施スケジュール 

平成２３年度 ちば電子調達システム共同運営に参加、運用 

平成２４年度  ↓ 

平成２５年度  ↓ 

平成２６年度  ↓ 

平成２７年度  ↓ 

※ちば電子調達システム 

･･･千葉県及び県内市町村が設立した「千葉県電子自治体共同運営協議会」が構築するシス

テムで、調達に関する業務システムを各団体で共同利用するものです。 
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施策番号 ①－０５ 担当部署 市民活動支援課 

施策名 市民協働ポータルサイト(※)の創設 

課題 市民と行政との協働を推進するにあたって、協働の相手方となる市

民活動団体が活発に活動できるように、協働に関する仕組みや情報提

供の方法を改善する必要があります。 

取組み 市民活動に関する情報を集約して提供し、また市民活動団体が自ら

情報を更新できるよう、市のホームページとは別にポータルサイトを

創設します。 

目的・効果 市民活動に関する情報を集約し、市民活動団体が情報を発信するた

めのツールを増やすことで、市民活動の情報を一元的に得られるよう

になります。 

また、市民活動団体が自ら情報を更新できることから、情報の発信

力が強化されます。 

実施スケジュール 

平成２３年度 市民協働ポータルサイト創設 

平成２４年度 市民協働ポータルサイト管理 

平成２５年度  ↓ 

平成２６年度  ↓ 

平成２７年度  ↓ 

※ポータルサイト（Portal site） 

･･･ポータルとは、「出発点」「玄関口」という意味を持っており、ポータルサイトとは各種

サービスへ案内する役割を持った Web サイトのことを言う。 

Web 全般を対象とした総合的なポータルサイトもありますが、ここでは特定のジャンル

に特化した各種情報を総合的に案内するタイプの Web サイトを指します。 
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施策番号 ①－０６ 担当部署 市民課 

施策名 住民基本台帳カードの多目的利用 

課題 住民基本台帳カード（住基カード）は、e-Tax(※)等における電子証

明書としての役割や、公的な身分証明書（写真付き住基カードのみ）

として利用できますが、普及率が低く十分な活用がされていません。 

取組み 先進自治体の事例を参考に、各種行政サービスに住基カードを活用

できないか検討します。 

目的・効果 住基カードの利便性を向上させることにより、市民サービスの向上

を図るとともに、住基カードの普及を推進します。 

実施スケジュール 

平成２３年度 多目的利用の調査検討 

平成２４年度 利用方針の決定 

平成２５年度  

平成２６年度  

平成２７年度  

※e-Tax 

･･･申告などの国税に関する各種の手続について、インターネットを利用して電子的に手続

が行えるシステムのこと。 
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施策番号 ①－０７ 担当部署 市民課 

施策名 住民票等交付の多面的検討 

課題 交付件数の多い住民票の写しや印鑑証明書等の証明書については、

窓口対応だけでは住民異動手続き等の来庁者と混在しており、これま

でも、公共機関への自動交付機の設置について検討したが、コストや

管理面から見合わせてきたところです。 

取組み コンビニエンスストアのキオスク端末(※)による証明書等の交付

（コンビニ交付）が開始されたこともあり、市民にとってより利便性

の高いサービスの提供について検討を行います。 

目的・効果 コンビニ交付では、市役所に来なくても証明書の夜間・休日交付が

可能となり、市民の利便性向上を図ることができ、証明書交付を自動

交付機に委ねることで、窓口の混雑緩和を図り、窓口サービスの向上

に寄与することができます。 

さらに、コンビニ交付では住基カードの利用が前提となることから、

住基カードの普及を促進することができます。 

実施スケジュール 

平成２３年度 交付方法の調査検討 

平成２４年度 交付方法の方針決定 

平成２５年度  

平成２６年度  

平成２７年度  

※キオスク端末 

･･･キオスクは簡易構造物一般を示す言葉であるが、キオスク端末とは、街頭や店舗内に設

置されるタッチパネル式の情報端末のことを言う。マルチメディアキオスクとも呼ばれ、

さまざまな機能を持つ端末が普及している。 
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施策番号 ①－０８ 担当部署 生涯学習課 

施策名 施設予約システムの利便性向上 

課題 施設予約システムは、自宅等からインターネットを利用して公共施

設予約などの手続ができるものです。 

現行システムは市単独システムとして平成１７年より稼動していま

すが、さらなる利用者の利便性向上や管理面の強化が必要となってい

ます。 

取組み 県及び県内自治体で共同利用を計画している「ちば施設予約システ

ム(※)」に参加し、ＡＳＰサービス(※)を利用した汎用受付システムを

利用することで、運用面・機能面・費用面等について向上を図ろうと

するものです。 

目的・効果 共同利用によるＡＳＰサービスを利用することで利用者の利便性向

上を図るとともに、システムのコスト削減と安定稼働を図ります。 

また、窓口受付業務の運用見直しを検討することで、事務の効率化

を図ります。 

実施スケジュール 

平成２３年度 ちば施設予約システム共同運営に参加 

平成２４年度  ↓ 

平成２５年度  ↓ 

平成２６年度  ↓ 

平成２７年度  ↓ 

※ちば施設予約システム 

･･･千葉県及び県内市町村が設立した「千葉県電子自治体共同運営協議会」が構築するシス

テムで、公共施設の予約に関する業務システムを各団体で共同利用するものです。 

※ＡＳＰサービス（Application Service Provider Service） 

･･･インターネットを通じてアプリケーションサービスプロバイダー(ＡＳＰ)と呼ばれる

提供者が、利用者に業務用アプリケーションをレンタルするサービス。利用者は主にブラ

ウザソフトを使用してＡＳＰ事業者のサーバーにアクセスし、提供される各種アプリケー

ションを利用することができることから、利用者自身のコンピューターにアプリケーショ

ンをインストールする必要がない。 
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 袖ケ浦市情報化推進計画２０１１  

② 行政情報化の推進 
 

施策番号 ②－０１ 担当部署 財政課 

施策名 財務会計システムの改善 

課題 現行の財務会計システムは、財政健全化制度や新地方公会計制度等

の新たな制度に対しては十分な対応がされていません。 

また、システムに係るコスト削減のため、事務の見直しやシステム

の導入・運用方法の改善が求められています。 

取組み システム更新時に、新たな制度への対応や従前の事務の見直し等を

考慮し、システムの効率的な運用を実現するため、パッケージソフト

の比較検討を図ります。 

目的・効果 新地方公会計制度等への対応とともに、市に求められている備品台

帳、資産台帳等の整備を図ります。 

また、従前の事務フローとシステムの関係を把握、見直しすること

で、システムコストの維持に努めます。 

実施スケジュール 

平成２３年度 現行財務会計システムの運用 

平成２４年度  ↓ 

平成２５年度  ↓ 

平成２６年度 システム更新準備 

平成２７年度 システム更新 
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施策番号 ②－０２ 担当部署 行政管理課・総合教育センター 

施策名 行政ネットワークの一元化の検討 

課題 本市では、庁内系のＬＡＮ(※)（全庁ＬＡＮシステム）と教育施設

系のＬＡＮ（ウグイスネット）が別々に構築され、二元管理となって

いることから、管理・運用方法やセキュリティ対策に格差が生じるお

それがあります。 

取組み 今後、全庁ＬＡＮシステム及びウグイスネットのネットワークを、

各部署における様々な行政情報を一元的に管理できるよう、統合を含

めて検討します。 

目的・効果 管理・運用方法の統一により、安定的な運用や、セキュリティ対策

強化による情報の安全性向上を図ることができます。 

また、ネットワークの再構築により、管理・運用に関する費用の削

減を図ることができます。 

実施スケジュール 

平成２３年度 行政ネットワーク一元化の検討 

平成２４年度 方針の決定 

平成２５年度  

平成２６年度  

平成２７年度  

※ＬＡＮ（Local Area Network） 

･･･限定された範囲内でコンピューターやプリンターなどをケーブル等の中継機器を利用

して物理的に接続し、相互の通信を行うネットワークのこと。 
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施策番号 ②－０３ 担当部署 行政管理課 

施策名 全庁ＬＡＮシステムの機能強化 

課題 庁内の情報通信基盤である全庁ＬＡＮシステムについては、サーバ

ー・ネットワーク機器等の経年劣化、セキュリティ脅威等への対策を

講じる必要があります。 

取組み 機器等の更新時において、ＯＳの見直し・セキュリティ対策強化等

によりシステムを高度化し、また、ネットワークの冗長化や効率的な

サーバー構築等によりシステムの適正化を図ります。 

目的・効果 情報通信基盤を安定的に運用することで行政サービスの業務継続を

図るとともに、効果的なシステム構成を図ることで、利用する職員の

利便性向上や、付帯する各種情報システムの効率的な導入及び運用を

図ります。 

また、セキュリティ対策を強化することにより、情報漏洩等のセキ

ュリティ事故を防止します。 

実施スケジュール 

平成２３年度 全庁ＬＡＮ機器更新に伴う機能強化 

平成２４年度 全庁ＬＡＮの運用 

平成２５年度  ↓ 

平成２６年度  ↓ 

平成２７年度  ↓ 

※ＯＳ（Operating System） 

･･･コンピューター全体を管理し、キーボード入力や画面の出力、記録媒体の管理など、共

通して利用される基本的な機能を提供するソフトウェアのこと。 

※冗長化 

･･･最低限必要な量より多めに設備を用意し、一部の設備が故障してもサービスを継続して

提供できるようにシステムを構築すること。コストは増加するが、システムダウンによる

影響が大きいシステムでは、安定してサービスを提供するため一般的に採用されている。 
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施策番号 ②－０４ 担当部署 行政管理課 

施策名 基幹情報システムの安定運用 

課題 住民記録・税・国民健康保険等の業務を行う基幹情報システムにつ

いては、障害の発生が市民サービスに直接影響することから、安定し

た管理・運用が求められます。 

取組み サービス停止等のリスクを極力なくすため、現行システムの運用管

理を徹底するとともに、システム更新においては機器構成や管理面に

おいて、更なる安定化向上の方法を検討します。 

目的・効果 システムの障害を極力防止し、住民記録・税・国民健康保険等の住

民サービスを安定かつ継続して提供します。 

実施スケジュール 

平成２３年度 基幹情報システムの検討 

平成２４年度  ↓ 

平成２５年度 更新（再リースを含む） 

平成２６年度 稼動 

平成２７年度  ↓ 
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施策番号 ②－０５ 担当部署 行政管理課 

施策名 業務におけるインターネットの活用 

課題 インターネットが進展し、政府や各自治体の情報が公開されていま

すが、庁内ではインターネットの利活用が充分できない環境にありま

す。 

取組み 今後、セキュリティ対策を考慮しながら、インターネットを使用で

きる環境を拡充し、業務における利活用を促進します。 

目的・効果 行政事務におけるインターネットの利活用を促進し、事務効率の向

上を図るとともに、政策形成における情報収集に役立てます。 

実施スケジュール 

平成２３年度 インターネット活用の検討・機器導入 

平成２４年度 機器稼動 

平成２５年度  ↓ 

平成２６年度  ↓ 

平成２７年度  ↓ 
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施策番号 ②－０６ 担当部署 行政管理課 

施策名 統合型地図情報システム（ＧＩＳ)(※)のあり方の検討 

課題 ＧＩＳ基本法の制定により、地理情報システムの利用拡大、基盤地

図情報の整備等が地方公共団体の責務となり、技術上の基準に沿った

統合型ＧＩＳの整備が求められています。 

取組み 庁内横断的組織を設置し、統合型ＧＩＳの基本的考え方、システム

の規模、共用空間データ整備の考え方等を検討していきます。 

また、既存地図データを最大限活用することで整備コストを削減し

つつ、優先順位をつけて段階的に整備します。 

目的・効果 統合型ＧＩＳを利活用により、様々な情報を重ね合わせることで、

地域の課題を視覚化し、政策判断に有効活用することができます。 

また、複数の地図を一元的に捉えることができるため、市民からの

問合わせ時間短縮による住民サービス向上を図ることができます。 

実施スケジュール 

平成２３年度 庁内横断的組織の検討 

平成２４年度 庁内横断的組織の設置、統合型ＧＩＳのあり方の検討 

平成２５年度 統合型ＧＩＳ整備方針の決定 

平成２６年度  

平成２７年度  

※ＧＩＳ（Geographical Information System：位置情報システム） 

･･･デジタル化された地図データと、統計データや属性情報などの位置に関連したデータを、

統合的に扱う情報システムのこと。データを地図上に表示することで、分布や配置などを

視覚的に把握することができる。 
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施策番号 ②－０７ 担当部署 行政管理課 

施策名 情報システム調達手順の見直し 

課題 庁内には多くの情報システムが導入されていますが、専門的・技術

的であるため、調達事務に関して多くの時間を費やしています。 

また、情報システム経費に対する費用対効果についても更なる検証

を行う必要があります。 

取組み 情報システム調達における企画構想・調達仕様・運用等、各過程の

基本的な手順の見直しを行い、各情報システムの導入時には手順に従

い事務を行います。 

目的・効果 情報システム調達手順の見直しにより、透明性、公平性を向上させ

るとともに、調達事務の効率化を図ります。 

実施スケジュール 

平成２３年度 情報システム調達手順研究 

平成２４年度 情報システム調達手順検討 

平成２５年度 情報システム調達手順見直し 

平成２６年度  

平成２７年度  
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施策番号 ②－０８ 担当部署 契約検査課 

施策名 資産台帳の整備 

課題 新地方公会計制度における財務書類の作成過程において、資産評価

と固定資産台帳の整備が求められており、各課で所管する各種台帳を

一元的かつ持続的に管理するための全庁的なシステム整備が必要で

す。 

取組み 各課で管理・保有する資産台帳を基に、これらを網羅する台帳シス

テムを導入します。 

また、財務会計システムとの連携を図り、コスト削減やデータの一

元管理による事務の省力化を図ります。 

目的・効果 市の公有財産状況を正確に把握することで、健全な財政運営の一助

とするとともに、一元的な資産台帳の整備により整理・集計を容易に

し、職員の事務量の軽減や事務効率の向上を図るだけでなく、市民等

の問い合わせに的確かつ迅速な対応をとることができます。 

実施スケジュール 

平成２３年度 他自治体の動向調査、システム調査 

平成２４年度 ↓ 

平成２５年度  ↓ 

平成２６年度  ↓ 

平成２７年度 財務システム更新に合わせて選定 

 

 - 33 - 



 袖ケ浦市情報化推進計画２０１１  

 

施策番号 ②－０９ 担当部署 障害者支援課 

施策名 障害者福祉システムの導入 

課題 障害者福祉に関する事務は、サービス別に帳票や汎用ソフトにより

管理していますが、事務の多様化による情報量の増大や各種サービス

の計算業務が複雑化しています。 

取組み 障害者福祉に関する総合的なシステムを導入し、事務処理の効率

化・最適化を実現するとともに、利用者の状況に応じたサービスの提

供を図ります。 

目的・効果 障害者福祉に関する情報を一元的に管理することにより、市民へ適

切かつ迅速に対応ができ、問合わせや窓口での相談時間の短縮や、職

員の事務の効率化を図ることができます。 

実施スケジュール 

平成２３年度 障害者福祉システム検討 

平成２４年度 障害者福祉システム導入 

平成２５年度 障害者福祉システム稼動 

平成２６年度  ↓ 

平成２７年度  ↓ 
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施策番号 ②－１０ 担当部署 学校教育課 

施策名 小中学校における情報化環境整備の継続 

課題 情報化社会における子どもたちの確かな学力の育成のため、子ども

たちの情報活用能力の育成、教科指導における効果的なＩＣＴ機器の

活用等による教育の質の向上が求められています。 

取組み 小中学校におけるコンピューター教室・普通教室等のハードウェア

整備、ソフトウェア整備、校内ＬＡＮ等のＩＣＴ環境整備を継続して

実施します。 

目的・効果 教科指導においてＩＣＴ機器を活用することによって、児童生徒の

学習への関心・意欲を高め、理解を深めることができるとともに、情

報教育として、情報活用の実践力・情報の科学的な理解・情報社会に

参画する態度といった情報活用能力を育てることができます。 

また、校内ＬＡＮや事務用機器の継続整備をすることにより、教職

員の校務効率化の拡充を図ります。 

実施スケジュール 

平成２３年度 小中学校職員用機器更新 

平成２４年度 中学校コンピューター室機器更新 

平成２５年度 小学校コンピューター室機器更新 

平成２６年度  

平成２７年度  
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施策番号 ②－１１ 担当部署 総合教育センター 

施策名 校務支援システムの導入検討 

課題 教職員の校務用パソコンが一人１台導入されているが、成績処理、

名簿管理、スケジュール管理、データ共有等が煩雑となっています。 

取組み 教職員の相互連絡、文書のやり取りをはじめ、名簿管理、成績管理、

スケジュール管理等を効率的に実施できるよう、校務支援システム（グ

ループウェア）の導入を検討します。 

目的・効果 校務が効率的に遂行できるようになることで、教職員が児童生徒と

向き合う時間をより多く割くことが可能となります。 

また、各種情報の分析や共有により、今まで以上に細部まで行き届

いた学習指導や生徒指導等の教育活動が実現できるなど、様々な恩恵

を受けることができます。 

実施スケジュール 

平成２３年度 校務支援システムの検討 

平成２４年度  ↓ 

平成２５年度  ↓ 

平成２６年度  ↓ 

平成２７年度  ↓ 
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③ 情報化に係る人材の育成 
 

施策番号 ③－０１ 担当部署 総務課 

施策名 情報リテラシー研修の実施 

課題 社会の高度情報化や業務の情報システム化が進む中で、職員が情報

や各種ツールを最大限に活用できる力がなければ、地域や行政の情報

化を推進することができません。 

取組み 職員に対し、より多くの情報やＩＣＴを活用することで、業務改善

やサービス改善の提案を行うなど、「情報を使いこなす力」を身につけ

るための研修を実施します。 

目的・効果 情報リテラシーの向上により、事務の効率化を図ることができると

ともに、多くの情報を分析することで、市民サービスの改善・高度化

を図ることができます。 

また、研修講師は情報担当部門の職員が担当し、研修コストの削減

と、情報担当部門と業務担当部門の相乗的な能力の向上を図ります。 

実施スケジュール 

平成２３年度 研修計画の策定・研修講師の養成 

平成２４年度 情報リテラシー研修の実施・研修講師の養成 

平成２５年度  ↓ 

平成２６年度  ↓ 

平成２７年度  ↓ 

※情報リテラシー 

･･･情報（Information）と識字（literacy）を合わせた言葉で、情報を目的に合わせて使

用できる能力のこと。「情報活用能力」や「情報を使いこなす力」とも表現し、必ずしもコ

ンピューターへの技術的能力ではない。 
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④ 情報セキュリティの構築 
 

施策番号 ④－０１ 担当部署 行政管理課 

施策名 情報セキュリティ対策の充実 

課題 情報セキュリティポリシーの策定・運用など情報セキュリティ対策

は実施しているが、情報資産に対する脅威は変化しており、改善しな

ければ実効性が薄れ陳腐化していきます。 

取組み 情報セキュリティポリシーの見直し、各種実施手順の策定、緊急時

対応マニュアルの策定及び訓練の実施、情報セキュリティ監査の実施、

情報セキュリティ研修等により情報セキュリティ対策の充実を図りま

す。 

目的・効果 セキュリティ対策の実効性を高めることにより、情報資産の漏洩事

故等のリスクを低減し、市民からの信頼性向上を図ることができます。 

また、研修講師やセキュリティ監査ができる職員を育成し、外部委

託費用の軽減と、職員の能力向上を目指します。 

実施スケジュール 

平成２３年度 情報セキュリティ実施手順の順次策定・運用・適宜見直し（通年） 

情報セキュリティ内部監査員の育成（通年） 

情報セキュリティ研修講師の育成（通年） 

平成２４年度 緊急時対応マニュアルの検討 

管理職及び一般職員向けセキュリティ研修の実施 

平成２５年度 緊急時対応マニュアルの策定 

情報セキュリティ外部監査の実施 

一般職員向けセキュリティ研修の実施 

平成２６年度 緊急時対応訓練の実施 

一般職員向けセキュリティ研修の実施 

平成２７年度 管理職及び一般職員向けセキュリティ研修の実施 

情報セキュリティ内部監査の実施 
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平成２３年３月 

 

袖ケ浦市総務部行政管理課 
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