
第６章　電子自治体の推進　

第１節　ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した行政事務の効率化　

－ 検討

実施状況 検討中 検討中 検討中

実施状況 検討中

項目名 セキュリティーポリシー実施手順書の策定

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ２０

所管 項目コード ６－１－０１０６－００３

Ｈ２１ 備考

方針決定

Ｈ１９実績

経済効果(千円) ・方針決定後又は実施後に計上を予定するもの

Ｈ２０ Ｈ２１

検討中 検討中

Ｈ１９実績

方針決定

総合政策部情報政策課

・方針決定後又は実施後に計上を予定するもの

総合政策部情報政策課

備考

－ 検討
実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績

項目コード ６－１－０１０６－００１

実施目標 実施効果

OS（オペレーティングソフト）や業務用ソフト等への
オープンソース利用拡大。

OS（オペレーティングソフト）や業務ソフト等にオープンソース
やフリーソフトを利用することで、運用経費やパソコンの導入
経費を低減することができる。

項目名 公用パソコンの効率的な運用の検討

総合政策部情報政策課

所管

所管

実施目標

ホストコンピュータのＣ／Ｓ化等ダウンサイジング化
の検討を行う。

実施効果

ダウンサイジング化により、ホストコンピュータの維持管理及
び法改正等に伴うプログラム改修に係る経費の縮小化を図
る。

経済効果(千円)

６－１－０１０６－００２項目コード

項目名 ホストコンピュータのダウンサイジング化の検討

実施状況 準備中 実施中 実施中

実施状況 準備中 実施中 実施中

外部監査検討 外部監査実施

項目名 情報セキュリティ監査の計画的実施

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績 Ｈ２０

項目コード

経済効果(千円) ・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）

Ｈ２１ 備考

６－１－０１０６－００４所管

Ｈ１９実績 Ｈ２０ Ｈ２１ 備考

実行・見直し
実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績

検討 実施手順策定

実施目標

項目名 セキュリティーポリシー実施手順書の策定
セキュリティポリシー実施手順書を策定し、全職員
がセキュリティの重要性を強く認識し情報資産の適
切な取扱をおこなう。 実施効果

セキュリティポリシー実施手順書を策定し、確実に履行する
ことで安全な情報管理が行え、情報の漏洩等による多大な
リスクを回避できる。

総合政策部情報政策課

所管

実施目標

内部情報セキュリティ監査及び外部情報セキュリ
ティ監査を計画的に実施する。

実施効果

職員の情報セキュリティポリシー意識を高揚し、情報資産の
セキュリティの確保を図ることで、情報に対するリスクを軽減
し不要な経費の発生を防ぐ。

上段：内部監査

下段：外部監査

経済効果(千円)

内部監査実施
検討

・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）

項目名 統合型ＧＩＳの構築の検討

実施目標

統合型ＧＩＳを導入し、全庁的に地図データベース
情報を共有・活用する。

実施効果

全庁で共用活用する統合型GIS（地図情報システム）を用意
することで、各課が独自にGISを構築することに比して経費
の削減が図れる。GISを活用した情報提供やサービスを行う
ことで市民サービスの向上が図れる。

Ｈ１９実績

検討

Ｈ２０ Ｈ２１ 備考

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績

－

項目コード

方針決定

６－１－０１０６－００５総合政策部情報政策課

２－３３

検討

経済効果(千円)
検討中 検討中実施状況

方針決定

検討中
・方針決定後又は実施後に計上を予定するもの
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第１節　ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した行政事務の効率化　

実施状況 検討中 準備中 実施中

Ｈ２０ Ｈ２１

イニシャルコストをランニングコスト削減に
より回収するまでは マイナスの効果とな

備考

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

－
検討

一部実施

Ｈ２０ Ｈ２１

経済効果(千円)

６－１－０１０６－００７所管 総合政策部情報政策課

・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）

電子自治体業務の共同アウトソーシングについて、
平成18年度に方針決定を行い、他団体の利用促進
を図る。

実施効果

項目名 共同アウトソーシングに関する検討

実施計画

Ｈ１７実績

共同アウトソーシングを推進し、電子自治体業務の標準化・
共同化により低廉なコストで高い水準の運用を実現する。

項目コード

Ｈ１９実績 備考

－ 強化計画策定 実施

６－１－０１０６－００６

項目名 情報システムのセキュリティ確保

実施目標

情報システム・セキュリティ強化計画を策定し、デー
タの暗号化等により情報セキュリティの確保を図
る。
平成１８年度策定

実施効果

①情報システムのセキュリティを向上することで、外部から
の攻撃や不正侵入等によるシステムのダウンや再構築に
　掛かる経費や情報の漏洩、盗難、詐取等により発生する
経費を防止することができる。
②システムの停止による、市民サービスの停止や低下を防
止する。
③個人情報の電子データの盗難、盗聴により発生する経費
（セキュリティ上のリスク）を、未然に防止することで、不必要
な経費負担の発生を防ぐ

所管 総合政策部情報政策課 項目コード

H１８実績

実施目標

実施状況 検討中 準備中 実施中

H１８実績 Ｈ１９実績

実施目標

犯歴事務の本庁一括管理を実施し、平成1９年度
から犯歴事務の電算化を実施する。

項目名

実施計画

Ｈ１７実績

検討中 検討済

所管 市民部市民サービス課

経済効果(千円)

６－１－０５０３－００１

調査・検討
方針決定

犯歴事務の電算化の検討

・方針決定後又は実施後に計上を予定するもの

電子決裁システム導入の投資、書類の電子化作業にかかる事務量が大きく、費用対効果が見合わないため現段階で導入は時期尚早であると判断
した。電子申請の普及などの社会基盤が整った段階で再度導入を検討する。

実施状況

調査・検討

実施効果

犯歴事務の効率化

項目コード

より回収するまでは、マイナスの効果とな
る。

項目コード

△ 8,955

Ｈ２０Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績 Ｈ２１

費用対効果がある場合、組織のフラット化と相まって、文書
事務の一部については、紙による決裁に比べ時間とコスト
が削減されると予想される。

電子決裁システムの文書管理システムへの導入の検討

備考

経済効果(千円)

６－１－０２０１－００１所管 総務部総務課

電子決裁システムの文書管理システムへの導入に
ついて、メリット・デメリットを綿密に調査し、平成19
年度に費用対効果を勘案して導入の可否を決定す
る。

実施効果

方針決定
部実施

実施目標

実施計画

項目名

事務の本庁
一括管理化

方針決定
導入準備

Ｈ２１

実施

Ｈ２０ 備考

△ 8,955

実施済実施状況 検討中 準備中

２－３４

経済効果(千円) ・方針決定後又は実施後に計上を予定するもの

括管理化 導入準備
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実施状況 実施中 実施済

・方針決定後又は実施後に計上を予定するもの

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

実施状況 検討中 検討中 検討中

経済効果(千円)

実施
（菊川・豊浦

・豊田）

実施
（豊北）

実施

・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果 定性的な効果など）

項目名 図書館コンピュータシステムの統合

実施目標

豊浦・豊田・菊川図書館は、平成１７年１０月1日か
ら、豊北図書室は、平成１８年４月１日から運用開
始。

実施効果

Ｈ１７実績 H１８実績

教育委員会下関図書館

Ｈ１９実績

項目コード ６－１－２３０８－００１

方針決定
実施計画

備考Ｈ２１Ｈ２０

コンピュータの運用により利用者サービスの向上と業務の
効率化を図る。（図書の検索・予約申込みが、インターネット
や館内の利用者端末で市民が自由にできる。また、図書の
貸出・返却が市内のどの図書館でもできる。）

実施計画

所管

実施目標

平成20年度までに道路台帳に関する方針決定を行
う

実施効果

合併に伴う市道再編にあたり、全市における道路台帳図面・
調書の統一化を図るとともに、道路加工・占用物件の管理
や、法定外公共物、境界立会データの管理業務が簡素化で
きる。また、道路現況図をデジタルデータとして共有化し、全
庁的に活用することにより、他課の業務における作業が簡
素化され各課の歳出予算を縮小できる。

経済効果(千円)

Ｈ２０ Ｈ２１ 備考

調査・検討

項目名 道路台帳の電子化の検討

所管 建設部道路管理課 項目コード ６－１－１３０２－００１

経済効果(千円) ・経済効果として測りにくいもの（市民サ ビスの向上の効果、定性的な効果など）

２－３５
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第２節　ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した行政サービスの向上　

実施状況 実施済

・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）
実施状況 実施中 実施中 実施中

実施計画

Ｈ１７実績

経済効果(千円)

実施計画

実施目標

みらいカードサービスを住民基本台帳カードに移植
し、カードを統合する。

オンライン
行政手続開始

（16手続き追加） （3手続き追加）

Ｈ２０ Ｈ２１

実施効果

①カードの多機能化で利便性が高まる。
②住基カードの多目的利用を実現することにより、住基カー
ドの普及を図る。

・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）

備考

実施

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績

項目名 みらいカードと住基カードの統合

６－２－０５０３－００１
所管

市民部市民サービス課 項目コード
６－２－０１０６－００２項目コード

経済効果(千円)

Ｈ２０ Ｈ２１ 備考H１８実績 Ｈ１９実績

山口県及び山口県内市町村が共同利用する電子
申請・届出システムを構築し、自宅・事業所からイン
ターネットで電子申請及び届出をおこなう。
平成１７年度より、一部のオンライン行政手続きを
開始

①住民・企業への行政サービスの質的向上を図る。
②行政内部事務の効率化及び共同利用による費用負担の
軽減化を図る。
③インターフェースの統一化、統合化により利用者の利便性
が向上する。

総合政策部情報政策課

総合政策部情報政策課

項目名 行政手続のオンライン化等の推進

所管 項目コード ６－２－０１０６－００１

実施目標 実施効果

Ｈ２０ Ｈ２１

Ｈ２１ 備考

経済効果(千円)
実施状況

H１８実績

設置場所
の検討・
一部実施

エリア拡大
の実施

・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）
実施中 実施済

Ｈ１９実績 Ｈ２０

項目名 市民開放端末の設置エリア拡大

実施目標

市民開放端末を旧豊浦郡４町の施設等に設置し利
用エリアの拡大を行う。

実施効果

行政区域全域に市民開放端末の設置を拡大し、より多くの
市民の利便性の向上を図る。

実施計画

Ｈ１７実績

所管

総合政策部情報政策課

項目コード ６－２－０１０６－００３

所管
項目コード ６－２－０１０６－００４
項目コード

総合政策部情報政策課

６－２－０５０３－００２

項目名 みらいカード（住基カード）の提供サービスの拡充

実施目標

住民基本台帳カードと統合したみらいカードの利用
サービスを拡充する。

実施効果

①カードの多機能化で利便性が高まる。
②住基カードの多目的利用を実現することにより、住基カー
ドの普及を図る。
③利用サービスを充実し、市民サービスの向上を図る。

市民部市民サービス課

実施計画

Ｈ１７実績 H１８実績 Ｈ１９実績 備考

－ 調査・検討 方針決定

経済効果(千円) ・経済効果として測りにくいもの（市民サービスの向上の効果、定性的な効果など）
実施状況 検討中 検討中 検討中

２－３６


