
　 Ａ表
　 　 　 年度

　 　

達成度 ☆☆☆

　

　
情報提供システムによる提供件数

　

指標の説明

H19実績
H20実績

H20目標 2,700件

行政機能が高くなる

3,133件

1,023件
2,103件
2,752件

新住民情報関連システムの安定的かつ効率的な運用
のため、委託内容等について継続的に見直しを行っ
ていく。
　電子自治体の構築に向け、事業毎に県下市町共同
整備と四日市市単独整備を比較検討し、適切な計
画・実施に努める。行政で使用する情報システムの安
定運用のためには、セキュリティ・利便性・安定性の確
保・向上に留意した機器・ネットワークの情報基盤整
備を引き続き進めていく。
　

平成２１年度見通し

  デジタル地図共同整備については、航空写真から
デジタル地図を作成し、施設予約システムの対象とな
る施設の調査や分析を行い導入拡大を進めた。
　新住民情報関連システムの全面稼動に伴い、安全
かつ効率的な運用を図った。
　一人1台パソコンのリプレース、配置拡大に伴う行政
ネットワークの強化を行い、業務効率の維持、向上及
びセキュリティの向上を図った。また、リプレースに合
わせて、利便性と運用性の向上を目指すため、グ
ループウェア・庁内メール等について見直しを実施
し、システムの再構築を完了した。

　 　
　

　平成17年度に導入した情報提供システム（ＣＭＳ）
は、ホームページの更新やデザインの改善を簡単に
行うことができ、更新頻度の向上、情報の正確さの向
上、アクセシビリティの向上、提供情報の拡大を目指
している。ＣＭＳによるコンテンツ提供件数の増加を
ホームページの充実度の指標とした。

○　任務目的に対する評価

H17実績
H18実績

　電子自治体の構築に向け、適切な計画・設計・実施
に努める。電子申請の導入については、投資対効果
の検討とシステムの調査研究を行い、導入に向け準
備を進める。
　新住民情報関連システムの安全かつ効率的な運用
のため、継続的に見直しながら、関連システムの拡充
を進めていく。
　内部業務の効率化及び行政の高度情報化を推進
するため、行政内部システムとグループウェアの安定
運用と高度利用の促進を図り、効果の分析などに取り
組む。情報システムの安定運用のためには、ネット
ワークの整備を引き続き進めていく。

これからの課題、施策等展開の方向性

これまでの取組と成果、手段の妥当性
平成20年度実績

業務棚卸表（事後評価表）
　 平成20年度

任務目的の成果・活動指標の推移

社会ニーズに対応した行政運営を行う

任務目的

（所管課名　　総務部　IT推進課）行動目標　９－１

市民の利便性向上を図るとともに、行政事務の標準化により簡
素・効率化を図る

基本目的　９
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Ｂ表
年度

指標 年度 実績／目標

1 Ｈ１７実績 4件
Ｈ１８実績 5件
Ｈ１９実績 5件
Ｈ２０実績 6件

Ｈ２０目標 6件

Ｈ19決算 Ｈ20予算 Ｈ20決算

24,681 34,970 27,481

指標 年度 実績／目標

2 Ｈ１７実績 126件
Ｈ１８実績 98件
Ｈ１９実績 71件
Ｈ２０実績 157件

Ｈ２０目標 100件

Ｈ19決算 Ｈ20予算 Ｈ20決算

174,394 156,173 182,747
窓口支援システム保守
運用事業

8,353 　新住民情報関連システムの安全かつ効率的な運用
のため、委託内容等について継続的に見直しを行っ
ていく。
  コンビニ収納対応業務の拡大、窓口支援関連システ
ムの充実を進めていく。

平成２１年度見通し
　新住民情報関連システムの安定的かつ効率的な運
用のため、委託内容等について継続的に見直しを
行っていく。
　平成22年度に導入が予定されている事業所税への
対応として、システム構築を行う。

　事業名 決算差引 これからの課題、事業展開の方向性

基本的な手段に対する評価
窓口支援システム 住民情報

関連シス
テムの改
善要求件
数

☆☆☆

平成２０年度実績
　新住民情報関連システムの全面稼動に伴い、外部
委託範囲及び委託内容を再点検し、安全かつ効率的
な運用を図った。
  平成21年度から国民健康保険・軽自動車税のコンビ
ニ収納を開始するため、収納システム改修を実施し
た。

目的達成に必要な手段 達成度

目的達成に必要な手段

行政サービスのＩＴ化事
業

　事業名

市民との接点シス
テム

ITによる
提供サー
ビス数 ☆☆☆

達成度

平成２１年度見通し

これからの課題、事業展開の方向性
　電子自治体の構築に向け、事業毎に県下市町共同
整備と四日市市単独整備を比較検討し適切な計画・
実施に努める。
　地上波デジタル放送やＷｉＭＡＸなど新しいＩＣＴ技
術、ＩＣＴインフラの利活用方法を検討する。

2,800

決算差引

業務棚卸表（事後評価表）
平成20年度

　電子申請については、平成21年度は簡易申請を中
心に、システムの調査研究など、導入に向けた準備を
進める。電子入札については、平成21年度での導入
を見送ったが、導入に向けた調査研究を継続する。ま
た、三重県をはじめ県下市町村共同によるデジタル地
図の更新について各自治体との調整を進める。

基本的な手段に対する評価
平成２０年度実績
　施設予約システムを文化会館、なやプラザ、各運動
施設に適用拡大した。
　三重県域共同で進めているデジタル地図整備事業
について、市域の地形図が納品された。
　県域共同による入札業者登録の手続きを実施した。

ITによる提供サービス数
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指標 年度 実績／目標

3 Ｈ１7実績 42.0%
Ｈ１8実績 53.0%
Ｈ１9実績 53.0%
Ｈ20実績 50.1%

Ｈ20目標 55.0%
 

Ｈ19決算 Ｈ20予算 Ｈ20決算

32,468 40,393 35,772

指標 年度 実績／目標

4 Ｈ１７実績 380MB
Ｈ１8実績 506MB
Ｈ１9実績 634MB
Ｈ20実績 666MB

Ｈ20目標 650MB

Ｈ19決算 Ｈ20予算 Ｈ20決算

273,608 322,897 286,308
行政内部のＩＴ基盤整
備事業

12,700 　特に、年々増え続けるデータやネットワーク接続機
器などによるネットワークに与える負荷の低減や共有
サーバの容量確保などについて、過不足のないよう慎
重に整備を進めるとともに、業務の継続性を意識した
機器、システムの調達、運用方法なども検討する必要
がある。

平成２１年度見通し
　行政で使用する情報システムの安定運用のために
は、情報基盤の整備は不可欠である。セキュリティ・利
便性・安定性の確保・向上に留意した機器・ネットワー
クの整備を引き続き進めていく。
　平成21年度には老朽化が進み障害発生率の増加し
つつある機器への対応として、共有サーバの更新・増
強、行政内部システムサーバの更新を行い、システム
の安定運用を図る。

　事業名 決算差引 これからの課題、事業展開の方向性

目的達成に必要な手段 達成度 基本的な手段に対する評価
庁内情報基盤整
備

共有フォ
ルダ1人
当り使用
容量

☆☆☆

平成２０年度実績
　老朽化した一人1台パソコン（平成13～14年導入）の
リプレースを行うとともに、小中学校の教職員に新たに
配備されるパソコンのネットワーク接続（1500台）に伴う
行政ネットワークの強化（高速化、大容量化）を行い、
業務効率の維持、向上及びセキュリティの向上を図っ
た。また、共有サーバの容量確保および安定運用に
努め、データ共有化を促進することで、全庁的なデー
タの安全性の確保および有効活用を推進した。

　事業名 決算差引 これからの課題、事業展開の方向性

行政内部のＩＴ化事業 3,304 　内部業務の効率化及び行政の高度情報化を推進
するため、行政内部システムとグループウエアの安定
運用と高度利用の促進、需要や効果の分析などに取
り組んでいく。

目的達成に必要な手段 達成度 基本的な手段に対する評価
行政内部情報シス
テム

文書の電
子化率

☆☆

平成２０年度実績
　一人1台パソコンのリプレースに合わせて、グループ
ウエア・庁内メール等について見直しを実施し、システ
ムの再構築を行った。
　行政内部システムについて、問題点の整理および解
決を行ない、文書の電子化を推進するとともに、老朽
化したシステムの更新について検討した。

平成２１年度見通し
　老朽化が進み障害発生率の増加しつつある機器へ
の対応として、共有サーバの更新・増強、行政内部シ
ステムサーバの更新を行い、システムの安定運用を図
る。
　インターネット公開情報のＣＭＳへの移行など、シス
テム特性に合致した利用を促進する。

文書の電子化率
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