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第２部 計画の実施プラン 

 

第１章 やさしく活気あるまちに「利便性・快適性の向上」 

 
１ ＩＣＴによるサービスの質的向上 

 
ICTの活用は、行政と住民とを結ぶ手段として、重要なものとなっていきています。情報発信を
充実させることは言うまでも無いが、インターネットなどの双方向のやりとりができることを利用

し、住民との対話を進め、住民・利用者の意見を反映させていく形での行政サービスやまちづくり

を積極的に進めます。  
 

（１）行政・生活などの各種情報の発信 

 
住民等のニーズにあった町政情報を住民等が迅速、的確に得られるよう、今まで以上に情報

を積極的に提供するとともに、情報コンテンツの充実や利用者の通信環境、アクセシビリティ

※9に配慮したホームページにしていかなければなりません。  
住民が便利に使え、生活をしていく上で必要な情報が、簡単に得られるような仕組みも検討

します。  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）意見を聞けるシステムづくり 

 
既に、ホームページからの町長へのメールや町づくりメールなど住民からの意見をもらえる

システムは、町政運営や町づくりに大きな役割を果たしてきました。  
今後は、これらの実績を基に、更なるコミュニケーション手法を検討するとともに、電子会

議室などのコミュニケーションシステムを提供します。また、これにより得た意見や情報を積

極的に公表し、活用できる体制づくりを行います。  

役 場  

タイムリーな更新 

住 民  

申請処理・文書総

合管理システムへ 

インターネット 

電子申請・届出の総合窓口 

情報提供の充実 
バリアフリーの促進 

杉戸町ホームページ 

※9 アクセシビリティ  : 情報やサービス、ソフトウェアなどが、どの程度広汎な人に利用可能であるかをあらわす語。

特に、高齢者や障害者などハンディを持つ人にとって、どの程度利用しやすいかという意味で使われることが多い。

"accessibility" とは「近づきやすさ」「接近容易性」といった意味の英単語である。 
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（３）議会情報の積極的公開 

近頃、住民への情報公開と行政参画機会の促進、職員の事務効率向上のため、議会状況をオ

ンラインで配信（ライブ※10中継）する自治体が増えてきています。  
現在、当町でも「議会の情報化推進計画」の指針により、庁内・出先機関での本議会の音声

中継を試験的に導入しています。  
今後はこの指針に従い、議会側と調整しながら段階的に整備、運用していく必要があります。 

 
導入イメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
２ オンラインサービスの推進 

 
自宅や会社からインターネット等を利用して申請や届出ができる電子申請は、今後も有効な住民

サービスとして国をはじめ各自治体が推進しています。また、施設予約や図書の貸し借りなど住民

が気軽に使えるサービスへの拡大もオンラインサービスを住民サービスとして定着していくため

には重要です。  
 
（１）電子申請･届出等の拡大 

 

既に当町でもサービスを開始している電子申請・届

出システムは、自宅や会社からインターネット等を利

用して、町のホームページから各種の申請・届出等が

できるシステムで、現在２１業務のサービスを提供し

ています。しかし、提供しているサービスの種類が少

なかったり、住民の認知度や住基カードの普及の問題

から十分な成果を挙げていません。今後は、電子申請

業務の拡大やマルチペイメント※11の導入、独自様式の

ダウンロード等サービスの拡大を図り、利用率の向上

を目指します。  
 
 

議会 
役場 

住民 

出先機関 

庁内ラン 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 

配信サーバ 
職員パソコン 

公開用テレビ 

家庭のパソコン 
職員パソコン 

※10 ライブ : 中継映像・音声をデータに変換し、リアルタイムでオンラインへ配信すること。  
※11 マルチペイメント: インターネット等を利用して、金融機関などに公共料金の支払いができる環境を構築するもの。税金、保

険料、施設利用料などの支払いに利用が可能になり、事務の効率化に大きな効果がある。 
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（２）公共施設や公開講座等のインターネット予約･申込 

 
町の施設を利用する際に必要な施設の空き状況確認や施設利用の手続を、インターネットを

利用してできるようにします。また、公開講座や各種事業に係る手続についても、インターネ

ットを利用してできるようにします。  
これにより、住民がわざわざ施設等の窓口に行かなくても、それぞれの都合に応じて、いつ

でも、どこからでも、インターネットを利用して予約・申込みができるようになります。  
町の体育施設、文化施設、学校の公開講座については、次のように順次、インターネットを使

って町のホームページにより予約・申込みを実現できるようサービスの拡大に取り組みます。 
 
① インターネットを使った予約状況の公開  
各施設や講座の申し込み状況を町のホームページにより確認できるようにします。  

 
② ホームページからの施設使用や講座等の申請  
各施設・講座の空き状況公開に加え、利用受付や申請業務ついてインターネットを使って

できるようにします。  
 
③ 料金徴収の電子化  
施設の使用料、公開講座の受講料等については、インターネット等を使って電子的に決済

することも可能となるよう、マルチペイメントネットワークの活用などを検討していきま

す。  
 
（３）電子納付等徴収業務の多様化への対応 

 
行政サービスには税金をはじめ料金等の納付が伴うものが多くあり、電子申請・届出や各種予

約システムの運用にあたっては、これらの料金徴収に関することが、サービスの提供上の妨げに

なっていることも普及の進まない原因になっています。  
このため、従来の料金納付方法に加え、マルチペイメントの導入やインターネットバンキング、

コンビニ決済等徴収業務を多様化し、住民サービスを向上させるとともに、電子申請等のオンラ

  電子申請手続き名（平成１９年１月現在） 

1 住民票の写し請求 

2 住民票記載事項証明請求 

3 印鑑登録証明書交付申請 

4 付記転出届 

5 戸籍の附票の写し請求 

6 犬の新規登録・狂犬病予防注射済票交付申請 

7 狂犬病予防注射済票交付申請 

8 狂犬病予防注射済票再交付申請 

9 犬の鑑札の再交付申請 

10 犬の死亡届 

11 犬の登録事項変更申請 

  電子申請手続き名（平成１９年１月現在） 

12 水道使用開始届 

13 水道使用中止届 

14 納税証明交付申請書 

15 住民税課税・所得・非課税証明交付申請書 

16 固定資産評価証明交付申請 

17 給与支払報告（総括表） 

18 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者移動届 

19 転勤等による特別徴収届 

軽自動車税申告（報告書）兼標識交付申請書申請書 
20 

（原動機付自転車・小型特殊自動車） 

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 
21 

（原動機付自転車・小型特殊自動車） 
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インサービスの推進を進めていく必要があります。  
 
３ ICTを利用した産業創出 
 
情報通信技術（ICT）の飛躍的な進歩やインターネットに代表されるデジタルネットワーク化の
進行は、各種産業界にも大きな変革をもたらしています。  
まちの活力の源であり、地域経済の担い手である産業界の活性化を図ることは、当町の発展にと

って重要課題となっている。  
 地域産業・観光情報のICTを積極的に利活用した効果的な受発信により、新たなビジネスモデル
の創出を支援します。  
 
 
（１）地域ポータルサイトの支援 

 
 インターネットの普及で、地域の情報は瞬時に

全世界に発信できるようになると同時に、情報発

信力の強弱が地域の集客や地域産業の活性化を

左右する大きな要因となっています。当町の中小

企業におけるホームページの保有は、まだ一部の

企業に限られている状況です。  
そこで、杉戸町商工会では2006（平成18）年度
に地域ポータルサイト※12「すぎブロ」を開設し、

地域限定の情報を中心としたさまざまな情報交

換の場として運用を開始しています。 

地域ポータルサイトは、町の各種産業の紹介や店舗・農業の情報、インターネット販売、観

光情報など地域に密着した情報を提供し、住民同士の情報交換や住民と企業を結ぶビジネスサ

イトとしての活用が期待されています。 

  今後はこれら「地域ポータルサイト」が、町の活性化の起爆剤になるよう、支援していく必

 要があります。 

 

（２）地域産業の創出 

 
ＩＣＴは企業においても、ビジネスを行なう上で必要不可

欠なものとなってきています。 

大企業はもとより、中小企業においても、コンピュータ等

の情報通信機器の活用により、経営事務や財務会計など、企

業マネジメント分野では、飛躍的な合理化や効率化が図られ

るようになってきています。 

また、企業間との情報のやり取りや広告などにより、業務

の効率化、販路拡大、新分野への進出など、新たなビジネス 

 
※12地域ポータルサイト  : 地域（自治体）の観光情報やイベント情報、お店の情報などを総合的に取り扱う サイトのこと。 
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チャンスを創出するとともに、世界を視野にいれた企業経営を行うことができます。ＩＣＴ

が新たな市場創出や既存市場の中での競争力強化につながる可能性があることを認識し、これ

ら企業のニーズを把握した産業の情報化を進めるために、情報環境の整備が必要であります。 

また、ＩＣＴは商業、農業振興の支援策としても有効であり、消費者に安全性や信頼性をア

ピールし、消費者との距離をより身近なものとすることが可能で、町内産業の活性化にもつな

がります。 

 

（３）超高速通信回線の普及 

 

町では、既に町内全域でＡＤＳＬの利用が可能となっていますが、企業が必要とするのは光

ファイバー等による１００メガビット以上の超高速通信回線であり、これらは市街化区域を中

心とした地域に限られています。 

超高速通信網を町内全域に拡大し、深輪工業団地などの工業地域の発展や、最先端技術企業

の誘致の受け皿を作るとともに、ＩＴベンチャー※14企業の誘致も可能となり、町全体の知的水

準の上昇と新たな雇用の創出も可能となります。 

今後、町が中心となり、工業団地等の超高速通信回線網確保のため、積極的な対応を進めて

いきます。 

 

※14 ベンチャー : ベンチャーとは、新しいアイデアや技術によって新しく事業を起こすこと 

 

※14 ベンチャー : ベンチャーとは、新しいアイデアや技術によって新しく事業を起こすこと 
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第２章  安心・安全でコミュニティひろがるまちに 

 
１ 安全確保と安心して暮らせるまちづくり  

 
ＩＣＴ技術を活用し、町民の安全を確保し、誰もが安心して暮らせるまちづくりをおこなうこと

を目指します。  
 

（１）安心安全システムの構築と町全域への展開 

 
防災マップ等の作成や災害・防犯情報の迅速な提供など、町ホームページの防災情報の充実を

図るとともに、関係機関と連携した総合的な安心安全システムを構築し、町市域で利用できるよ

うに展開・整備します。  
 

（２）地域防災情報の充実 

 
 地域での防災活動を支援するために、各種防災情報や安心安全マップづくりの充実を図ります。

また、GIS※15などの活用も検討し、住民が活用しやすいマップの作成を進めます。  
 

（３）防犯・防災用緊急情報伝達システムの整備 

 
 子供の安全を守る防犯メールや緊急時の住民への周知、消防団や職員への迅速な連絡と参集に

資するため、従来の防災行政無線に加え、メールを用いた緊急情報伝達システムを構築、整備し

ます。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

気象災害 
情報 

杉戸町役場 

不審者・犯罪 
情報 

光化学スモッグ 
注意報 

児童安全 
情報 

登録したカテゴリーのメールを受け取れる 

 登録者（住民） 

安心安全やさしさメール 

※15 GIS : Geographical Information System 地理情報システム デジタル化した地図（地形）データと、さまざまな情報を地図にリ

ンクさせ、統合的扱う 情報システム 
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２ ＩＣＴによるコミュニティの創造と活性化 

 

ＩＣＴにより、町内のコミュニティ活動を活性化するとともに、新しい関係でのコミュニティ

づくりも可能となるようシステム等の整備や支援を図ります。また、当町に暮らし、学び、働き、

過ごす、さまざまな人々がＩＣＴによって、いろいろな形で、これからのコミュニティに関わっ

ていけるようにすることを目指します。  
 

（１）コミュニティ活動情報の提供 

 
 コミュニティ活動に参加したくても、なかなかきっかけがなかったり、活動に関する情報が

ないために参加できないケースも多くあります。公共端末やホームページにおいてコミュニテ

ィ活動、  ＮＰＯ※16の活動など、さまざまな住民活動の情報提供を積極的に行います。  
 

（２）地域情報サイトの支援 

 
 社会的には、インターネットの技術であるWeb2.0※17技術を活用した、ブログ※18やSNS※19な

どのコミュニティ型Webサイト※20が注目され人気を集めています。  
これらを人と人とを結ぶ新たな手段として積極的に利用し、多くの住民が参加できる新たな

コミュニティ活動の場として発展させていくことが重要です。  
現在、町内にある地域ポータルサイト「すぎブロ」もコミュニティ型Webサイトの機能を元
に運営されており、これらを支援していくことで、町内コミュニティの活性化を図って行きま

す。また、町ホームページの関わり方も検討していきます。  
 

（３）ＩＣＴサポーターの育成 

 
 住民がこれら新たなコミュニティ方法を活用できるように、また、地域住民との参画協働に

よる情報化を促進するため、バリアフリー情報や身近な地域情報を発信する情報サポーターを

育成します。  
また、今後の行政運営をおこなうために、ＩＣＴ機器を協働・参画のための双方向情報発信

ツールとして活用することにより、地域共通の価値観、利益、信頼関係を構築していくことが

できれば、コミュニティの活性化につながるとともに住みやすさの向上にもつながります。 

そして、単なる行政主導型の施策を実施するだけではなく、住民、ＮＰＯなどの参画を行い

やすくし、また協働の力を発揮していくための取り組みを進めます。 

 

※17 Web2.0 : 従来の WWWにおけるサービスやユーザ体験を超えて次第に台頭しつつある新しいウェブのあり方に関する総

称である。ブログや SNS などがそれにあたる。 

※18 ブログ: 特定の話題について書き綴った文章や感想、画像などを時系列順に配置した日記的なウェブサイトのことである。

「Web」と「Log」(日誌)という 二つの言葉をつなげて作られた「weblog」という 言葉を略してこのよう に呼ばれる。 

※19 SNS : Social Networking Site の略語で、参加するユーザーが互いに自分の趣味、好み、友人、社会生活などのことを公開し

あったりしながら、幅広いコミュニケーショ ンを取り合う ことを目的とした招待制のコミュニティ型の Web サイトのことである。代表的

な SNS としては、mixi、GREE などがある。 

※20 Web サイト : ホームページのことである 
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３ 情報セキュリティの向上 

 

社会的にも個人情報保護や情報セキュリティに対する関

心が高まってきています。そのため、行政事務を始め、住

民レベルでも情報セキュリティに対する関心を強く意識し、

情報セキュリティの強化に取り組む必要があります。 

 

（１）情報セキュリティ体制の充実 

 

当町では従来より情報セキュリティ維持には高い関心を持ち、2003（平成 15）年度に情

報セキュリティポリシーを、2004（平成 16）年度に情報セキュリティポリシー実施手順を

策定し、運用しています。 

 今後も情報セキュリティ維持向上のためにトップ主導型の庁内体制を確立するともに、情

報セキュリティの実効性を確保するため、定期的な内部監査を実施し、恒常的なセキュリテ

ィ対策を実施いたします。 

 

（２）職員に対するセキュリティ教育 

 

住民の財産や個人情報を守り、住民

に信頼される情報化を図るため、情報

セキュリティ事務局職員、内部監査委

員に対し効果的な研修を実施するとと

もに、一般職員向けのセキュリティ研

修を実施し、全職員のセキュリティ意

職を向上させます。 

 

情報セキュリティポリシーの運用  

 

 

 

 

 

 

 

（３）住民に対するセキュリティ啓発 

 

住民に対して、インターネットや広報紙などあらゆる機会を通じて情報セキュリティに対

する注意喚起を行っていくとともに、インターネットなどＩＣＴの安全な使用を呼びかける

啓発活動を実施します。 

セキュリティポリシー 

対 策 基 準 

実  施  手  順 

ISMSの導入

及び運 用

ISMSの 確立

ISMSの維持

及び改 善

ISMSの監視
及び見直し

(PLAN)

(DO)

(ACTION)

(CHECK)

PCログオン  
名札を兼ねた ICカードをかざし、認証を受けた 
後に PCの操作が可能となるシステム 

※ISMS（情報セキュリティマネジメント

システム）とは、情報セキュリティに関

する適合性評価制度のこと。 
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第３章 ＩＣＴを学んで使える人づくり、活用できるまちづくり 

 

１ 子どもたちの可能性を伸ばすとりくみ 

 

学校でのＩＣＴ学習の充実 

 

子供たちに対する「情報教育」は、将来の情報化社会への対応だけではなく、既に普段の生活の

中でも自然と接しているＩＣＴに対応するためにも不可欠であります。今後は単なるＩＣＴのスキ

ルだけではなく、「情報モラル」の教育も必要です。 

第１次計画で、「ミレニアム・プロジェクト『教育の情報化』」の方針に添って、情報化への対

応を進めてきました。しかし、経済的な理由から全ての学校の環境整備を達成させることはできま

せんでした。 

今後、施設整備については、新たなるＩＣＴ技術等を考慮しながら、より経済的な整備方法も検

討し、国の方針達成を進めます。また、ＩＴ新改革戦略に基づき、2010（平成22）年度までに全て

の公立小中学校の教員に1人1台のコンピュータを整備できるよう進めます。 

学習課題としては、インターネットを含めた活用方法や、活用する際のモラル等の情報教育の充

実を図り、正しいＩＣＴの使い方を教育していきます。 

 

【学校のコンピューター活用状況】（平成１６年度実績より） 

 

項目 小学校 中学校 

活用した学級数/全学級数 ９０学級／９３学級 ４０学級／４０学級 

コンピューターを活用した総時間数 １ ,８１５時間 １ ,３１３時間 

一週間あたりの平均活用時間数 １０．１時間 １４．６時間 

１学級あたりの活用時間数 １９．５時間 ３２．８時間 

 

 

２ 生涯学習の教育の推進 

 

住民への学習機会の拡大 

 

今までも、公民館講座や生涯学習講座において、パソコンを使うための基礎的な講習会を実施し、

一定の成果をあげてきました。今後はホームページの作り方や画像編集などの専門的な知識を習得

できるよう講習の幅を広げ開催できるよう検討します。また、研修の実施にあたっては2005（平成

17）年度に開館した「生涯学習センター（カルスタすぎと）」のパソコン指導室を有効に使い、Ｎ

ＰＯやボランティア団体、民間企業等主催の講習会も積極的に開催できるよう働きかけをおこなっ

ていきます。 

パソコン指導室の有効利用を促進するため、利用団体に対してのマニュアルの作成や、施設利用

方法等の講習も実施していきます。 

 

 



 28 

【各パソコン講座】 

公民館講座（一般・高齢者講

座） 

IT講習（ワード、エクセル、ホー

ムページ作成）等 

平成１７年度３５回実施 

受講者数 1,554人 

生涯学習センター 

（パソコン指導室利用実績） 

インターネット、電子メール、ホ

ームページ作成等 

平成１７年３月～１１月まで 

１５７回、利用人数 1,963人 

IT(パソコン)相談 ＩＴボランティアによるパソコンや

ソフトの使い方の無料相談 

中央公民館 毎週火曜日実施 

西公民館 毎週金曜日実施 

 

 

３ ＩＣＴ指導者の育成 

 

ボランティアへの支援 

 

各種ＩＣＴ講習会やＩＣＴ相談などの実施にあたっては、指導者の確保が不可欠です。ＮＰＯや

ＩＴボランティアなど、ＩＣＴ知識の有する団体を支援し指導者を育成するとともに、新たなボラ

ンティア育成のための研修会や制度の充実を図ります。 

また、これら積極的に取り組むメンバーが、これからの杉戸町の情報化を支え、推進するための、核

となるメンバーとして重要な役割を果たすと伴に、積極的に地域での活動などに参加することにより、

地域の交流を活発にし、地域コミュニティの再生・活性化を図ります。 

 

ITボランティアの状況 

杉戸ＩＴボランティアの会 ２９名（平成１８年度現在） 
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第４章 情報化を活用し小さな行政で大きなまちづくり 

 
１ ＩＣＴによる業務改革 

 

行政の情報化では、１次計画で掲げた整備目標を達成できていないサービスが多くありました。

行政事務をシステム化することは、業務のプロセス自体の見直しも行ってこそ、本来の力が発揮さ

れます。今後もＳＡＩＮ（Sugito Advanced Information Network : 杉戸高度情報ネットワーク）
システムの有効利用を進めるとともに、業務見直しを通じＩＣＴによる業務改革を実施します。 

また、今後様々な情報化の実現にあたっては経費の抑制について十分に留意しなければなりませ

ん。業務のシステム化にあたっては、ＩＣＴの効果を最大限に活用して効率化、高度化、簡素化、

合理化を追求していくことが必要です。 

 

（１）文書事務の電子化（文書総合管理システム等の導入） 

 
行政事務は原則として紙による文書保存や意思決定をおこなっています。今後の行政事務の電子

化に対応するためには、文書事務の効率化・簡素化を図り、意思決定や情報公開の迅速化を可能と

するよう、文書事務の電子化を進めます。  
このため、文書の収受、作成から決定、保存及び廃棄までの業務サイクルを一元的に管理する「文

書総合管理システム」を導入します。  
 
① 文書目録情報・例規集データベース、文書保存委託管理の構築 

文書の件名、記号番号、保存期間、保存場所等の文書目録情報をデータベース化し、システムを

利用して起案文書を作成できるようにします。  
また、例規集や法令集のデータベース化、文書保存委託管理のシステム化を図ります。  
これにより、文書作成・管理・保存・検索等の効率化や省力化を進めるとともに、情報公開に向

けた基盤整備を図ります。  
 
② 電子決裁システムの構築 

業務により作成される文書をデータベースとして管理をおこなうには、起案文の作成や決裁処理

を電子的におこなう電子決裁システムの導入が必要となってきます。これにより内部決裁処理の効

率化を図り、保存文書が整理保管され、必要なときに迅速に取り出せるようになるほか、情報公開

等の要求にもスムーズに対応できるようになります。  
 
③ 情報公開用データベースの構築 

文書の件名等を検索できる文書検索目録を町のホームページに構築します。  
これにより、住民が窓口まで足を運ばなくても身近なところから文書の検索を行うことができる

ようになります。  
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【イメージ図】 

 
 
 
（２） GIS（地理情報システム）の利用 

 

現在、町では、町全図、都市計画図をはじめ、管理台帳の地図等も含めほとんどの情報が紙ベー

スの管理となっています。施設の所在地情報、道路情報、土地の利用現況情報をはじめ防災や教育、

福祉情報などの作図、解析、情報管理などが行える統合型 GIS（統合型地理情報システム）を整備
し、関係部署の政策立案、計画策定をより高度に支援できるようにします。  
また、地図によっては住民や企業なども利用できる地図情報を提供します。  

 
【イメージ図】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基図（地形図） 

データの共同利用 

データ分析 
資料作成 
政策決定支援 

業務ごとに必要
な空間データ 

地理データ 

土地建築データ 

環境データ 

各部署での相互利用 
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（３）内部事務のシステム化 

 
行政事務の処理にあたっては、効率的な運用と住民サービスの向上を図るために、既に多くの業

務が電子化されています。今後、これらをさらに効率的なものとするため業務の電子化を進めます。 
 
【庁内のシステム概要図】 

 
 
 
 
 システム 概要 

1 給与・福利厚生等に関す

る手続き事務のオンライ

ン化  

現在、職員の給与管理や人事管理についてはシステムによって

管理運営されています。  
今後は旅費精算、福利厚生などのいわゆる内部庶務事務に関す

る一連の手続(申請・届出、集約、集計、決裁)について、電子決済
を利用した管理システムの構築を目指します。また、休暇届、労

務管理面への拡大も検討し、業務改善を行っていきます。  
これにより、内部管理事務の省力化、事務コストの削減を図る

とともに、職員の本来業務にかける時間を増やし、住民サービス

の向上を図ります。  
2 会計関係事務の電子化 町の会計事務については、財務会計システムが稼動し、予算管

理や出納事務がおこなわれております。今後一層の効率化を図る

べく、電子決済機能により意思決定の迅速化を図ります。  
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また、住民が公金等の支払いが気軽にできるよう、マルチペイ

メントやオンラインによる振込みをはじめ様々な支払い方式に対

応するように検討します。  
3 建設CALS/EC（公共事業支

援統合情報システム）の

導入検討 

現在、町では、土木積算や確認申請等の一部で電子化が図られ

ていますが、電子調達、電子図面管理、工事の進ちょく管理とい

った分野では、電子化の実現にまでは至っていません。  
公共事業のライフサイクル（設計・積算、入札・契約、工事・

施工、維持管理）の各段階で発生する各種情報を電子化し、関係

事業者との情報交換を円滑にするとともに、各種データベースを

有効活用し、入札コストの削減、施工期間の短縮、品質の向上等

を図るために建設 CALS/EC（公共事業支援統合情報システム）の
導入を検討していきます。  

 
 
２ 電子自治体の推進 

 

住民基本台帳ネットワークや総合行政ネットワーク（LGWAN）は、国と都道府県と市町村とを
専用のネットワークで結び、各種オンラインシステムや公文書交換、情報提供等の相互利用をする

事を目的に整備されています。  
今後も多くの業務がオンラインシステム化される予定であり、電子自治体の推進のためにもそれ

らのシステム整備に対応する必要があります。しかし、それらシステム整備にあたっては、町の財

政的負担も必要であるため、情報システムが肥大化しないよう、町の実情に合わせ導入システムも

選択していく必要もあります。 

 
（１）システム共同運営への参加 

 
電子自治体構築のために整備するシステムについては、住民基本台帳ネットワークや総合行政

ネットワークなど国が主導的に整備するシステムと、国の指導のもと自治体が独自に整備するシ

ステムがあります。  
自治体が整備するシステムについては、その導入や維持にかかる費用も全て負担しなければな

りません。しかし、現在、多くの自治体が財政難に陥っており、高額のシステム費用の確保が難

しく、情報化が進まなくなっているのが現状です。  
このような現状から、LGWAN回線を利用して自治体が共同でシステムを開発し、利用する共
同運営方式が広がってきています。  
埼玉県でも、電子申請システムなどが共同運営方式により稼動し、今後も数種のシステムが検

討されています。  
当町も、経済的に有利である共同運営システムについては、今後の電子自治体を進める上で重

要な手法のひとつとして位置づけ、検討して行きます。  
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システム名  システム内容  実施年度  
電子申請システム  各種の行政手続・届出をインターネット

からできるように電子化し、サービスを

提供します。  
平成１９年１月現在で２１業務を提供中

であり、今後サービスの拡大を図ります。 

平成１８年１０月～  

電子入札システム  建設工事などの入札の公平性と事務処理

の軽減を目的として、インターネット経

由の電子入札を導入します。  

平成１６年７月～  

文書管理システム  行政事務で扱う文書を電子化し、事務の

軽減と情報公開等への対応の充実を図り

ます。また、電子決済機能により意思決

定の迅速化を図ります。  

平成２１年１月～  
（予定）  

電子申告システム（elTAX） 各種税申告の利便性を図るため、インタ
ーネットによる申告をおこなう。  

未定  

 
 

（２）業務の標準化 

 
電子自治体への対応にあたっては、共通的なシステムへの対応や共同運営等システム経費の軽

減も含め、行政事務プロセスや様式等を同一のものにする「標準化」が不可欠です。  
業務のシステム化にあたっては、業務に合わせシステムを変更するのではなく、システムに合

わせ業務形態を変更することも必要となってきます。  
今後、業務の見直しにあたっては「標準化」を視野に入れ、各分野の標準化指針等を考慮し進

めます。  
 
 
３ 既存システムの見直しとシステム全体の最適化 

 
現在、町では財務会計やグループウエアをはじめ数種の業務システムが稼動し、徐々に更新時期

を迎えています。これらシステムの更新にあたっては、現在使用しているシステムの構成、機器類

などを改めて検討することにより、庁内のシステム構成の全体最適化を行い、それによって費用の

削減と、事務の改善を行う必要があります。 

また、システム更新にあたっては、システム全体の最適化と経費の抑制について十分に留意する

とともに、改めてシステム運用にあった事務改善も進めることが必要です。 

 

（１）情報機器構成およびシステムの最適化・統合化 

 

システム更新にあわせ、情報機器構成や機能を再検証し、更新コストや維持コストの低減を図

ります。また、ＩＣＴの利用によって事務コストの削減を図れるよう、執行業務や利用機器の統

合を進めることにより、より効率化と費用削減を目指します。 
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（２）アウトソーシング※21の積極的導入 

 

現在は、各システムごとのサーバーを庁内に設置し管理運営をしていますが、これらサーバー

の管理コストも財政的には大きな負担となってきています。 

また、職員の中でも管理者の育成をおこなっていますが、専門的技術には限界もあります。 

このため、定型的な業務(主に情報システム)や高度な専門知識を必要とする業務にアウトソー

シングを導入し、外部の専門家に委託して効率化を図る業務形態を指します。 

 特に、サーバー等の導入にあたっては、ASP（アプリケーション・サービス・プロバイダ）※22方式を

積極的に導入し、導入経費やランニングコストの削減を検討します。 
 
 

※21 アウトソーシング : 企業内の業務の一部やその管理を、外部業者に委託することである。  

※22 ASP :  Application Service Provider ネットワークを介して，アプリケーショ ン（特定の仕事を行う ためのソフトウェア）機能

を提供するサービス事業者。グループウェアや業務系システムなどをデータセンターで管理し、インターネットを通して複数の ユ

ーザーに提供すること。従来のシステム導入よりもコストが低いことが特徴。 


