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１ 目的 
区では、昭和58年4月に行財政改革の取組の一環として、住民記録業務等に係る情報

システムを整備して以降、区政の各分野において、区民サービスの向上と事務の効率化

に資するため、ＩＣＴ1を活用した情報化を推進してきた。近年では、インターネットの

本格的な普及を踏まえた「ホームページの充実」や「メールマガジンの配信」、区民の

利便性を飛躍的に高める「戸籍システム」や「コンビニ交付サービス」の導入、子ども

達の学習意欲を向上させる「電子黒板」の導入等、ＩＣＴの利点を生かして区民サービ

スの向上等を図ってきた。こうした取組を継続して展開してきた結果、今日、自治体の

情報化ランキング2等においても全国的に高い評価を得るまでになっている。 

一方で、こうしたサービスのレベルアップ等に伴い、情報システム関連経費は、毎年

度高止まりの傾向にある。財政状況が厳しさを増す中、限られた財源を最大限有効活用

しつつ、サービスレベルの維持・向上を図るために、より効率的で効果的な情報システ

ムへ再構築を図る必要がある。折しも、来年度以降、数か年にわたり、基幹システムを

始めとする区の主要な情報システムが順次更改時期を迎える状況にある。この機に、改

めて将来を見越した情報システムの再編の道筋を示す必要がある。 

また、平成23年3月に発生した東日本大震災は、有事の際の「情報」の重要性を再認

識させるとともに、復旧や業務継続の要となる情報システムの在り方について、多くの

教訓を残した。近年、手口が巧妙化しているサイバー攻撃3への対応を含め、有事に備え

た業務継続性の確保や情報セキュリティの更なる向上を図るために、より安全な形で情

報システムを整備・運用する体制を構築する必要がある。 

このほか、東日本大震災以降、激変した電力環境等を踏まえた環境配慮対策、日進月

歩のＩＣＴを区政の各分野に効果的に取り込んでいくための職員のＩＣＴリテラシー

の向上についても、引き続き継続して取り組んでいく必要がある。 

本方針は、これらの諸課題の解決に向けて、今後の中期的な情報システムの取組の方

向性を示すものである。 

 
２ 取組期間 
  本方針に基づく取組期間は、平成28年度までの4年間とする。 

                                            
1  Information and Communication Technologyの略。情報通信技術を意味する。 
2 「e都市ランキング2009・2008」（日経BP社）等 
3  インターネット等を利用して、標的とするコンピュータやネットワークに不正に侵入してデータの詐取や

破壊、改ざん、システムの機能不全に陥らせる行為をいう。 
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３ これまでの情報化の取組 
  これまでの区の情報化の主な取組は、下記及び資料1のとおりである。 
  

(1) 1980年代（昭和58年～平成初期） 

  ・ 昭和56年8月に策定した「電子計算機の利用に関する基本計画」に基づき、区政

運営の効率化及び区民サービスの向上を図るため、総合的な住民情報システム（以

下「基幹システム」という。）を独自に開発し、昭和58年4月から運用を開始した。 

・ 基幹システムでは、住民記録、税、国保等19の業務を順次システム化したほか、

昭和60年4月には各出張所（現区民事務所）とのオンライン化を図り、各出張所に

おける住民票の交付や転出入等の手続を開始した。 
  

(2) 1990年代（平成初期～平成10年前後） 

・ 平成4年9月に自動交付機による住民票交付サービスを開始し、区民に直接サー

ビスを提供するチャンネルの一つとして情報システムの活用を開始した（平成8年

11月～印鑑証明交付開始）。 

・ 平成5年4月にCATVを活用した区制作番組による区政情報の発信を開始するとと

もに、インターネットを活用したサービスとして、平成9年11月に区公式ホームペ

ージの開設や区長への手紙（電子メール版）を開始し、区民とのコミュニケーショ

ン手段の一つとして、情報システムを活用するようになった。 
 

 (3) 2000年代初頭（平成12年前後～平成16年前後） 

  ・ 平成14年4月に、基幹システムの運用方法を見直し、セキュリティレベルの高い

外部データセンターの活用を図るなど、全面的な民間委託へ移行した。 

・ 庁内LANの再構築（平成14年）、インターネットデータセンターの活用(平成15

年～)、教育ネットワークシステム（平成16年～）等、情報インフラ基盤の整備を

図ったほか、内部事務の情報化を推進した。 
 

 (4) 2000年代半ば～現在（平成17年前後～） 

・ パソコンや携帯電話等のモバイル端末、インターネットの本格的な普及を踏まえ、

区公式ホームページのリニューアル（平成17年・22年）を始め、子育て（平成20

年～）、環境（平成21年～）、生涯学習・スポーツ（平成22年～）等の分野でホー

ムページ等による情報発信の充実を図るとともに、メールマガジンやツイッターに

よる情報発信を開始した（平成23年～）。  

・ 電子申請サービス（平成17年～）、電子納付サービス（平成19年～）、コンビニ

交付サービス（平成23年～）等、窓口に足を運ばなくても手続ができる仕組みを構

築するとともに、長年の課題であった戸籍事務の電算化（平成20年）や次代を担う

子ども達の可能性を育む電子黒板の整備(平成21年)等、区民サービスの質の向上等

に資する取組を積極的に展開した。    

・ また、インターネット常時接続時代に対応したセキュリティ対策の充実を図った。 
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４ 情報システムの現況 

 (1) 情報システムの構成 

    主な情報システムの構成は、資料2のとおりである。 

 (2) 情報システム関連経費の推移 

  ア 全体 

 全庁的な情報システム関連の年間経費の推移は、次のとおりである。（単位；千円） 

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 
24年度 

(見込み) 

1,338,472 1,588,282 1,684,884 1,776,029 1,444,579 1,547,571 1,560,642 

  イ 目的別 

情報システム関連経費の予算目的別の推移は、次のとおりである。 （単位；千円） 

    18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 
24年度 
(見込み) 

議会費 ― ― 580 2,189 1,777 1,895 1,903 

総務費 851,124 1,042,081 982,604 954,854 776,856 888,418 898,901 

民生費(*) 147,430 166,146 193,947 301,051 228,339 153,990 213,944 

衛生費 4,672 6,054 9,196 5,170 6,488 3,792 3,788 

環境清掃費 13,243 13,525 16,688 15,627 12,780 11,182 11,258 

産業経済費 10,861 12,583 11,073 14,124 7,243 6,195 7,235 

土木費 11,512 8,571 85,146 92,522 10,850 10,108 11,547 

教育費 299,630 339,322 385,650 390,492 400,246 471,991 412,066 

   (*)国民健康保険事業特別会計、後期高齢者医療特別会計及び介護保険事業特別会計分を含む。 
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ウ 所管課別 

情報システム関連経費の所管課別の推移は、次のとおりである。 （単位；千円） 

所管課 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 
24年度 
(見込み) 

情報システム課 782,634 743,489 767,378 756,414 652,394 754,900 774,534 

各主管課 555,838 844,793 917,506 1,019,615 792,185 792,671 786,108 
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５ 情報システムを取り巻く課題 

  これまでの高水準のサービスレベルを維持し、更なる行政サービスの質を高めるため、

今後も区政の各分野においてＩＣＴを積極的に活用していく必要がある。 

一方で、引き続きＩＣＴの活用を推進していくに当たっては、次のような課題がある。 

(1) 基幹システムの再構築 

 ・ 基幹システムは、昭和 58年の稼動以来、住民記録、税を始め、数多くの業務処

理に活用するとともに、国民健康保険システム等の各業務システムとオンラインで

連携する役割を担うなど、区の業務システムの中核を担っているシステムである。 

  （基幹システムで処理している業務） 

住民記録関連業務 住民記録、印鑑登録、区民カード管理 

税関連業務 区都民税、軽自動車税、収納管理、宛名管理、口座振替管理 

その他業務 国民年金（福祉年金）、選挙、私立幼稚園、区立幼稚園、学童

クラブ、就学援助、就学事務、国勢調査、世論調査、区政功

労者、地域功労者、町会別人口集計、社会教育 

 ・ 基幹システムは、これまで大きな障害もなく、安定的に稼動してきた。 

平成14年度には、現在のクラウドサービス4の先駆けとも言える民間事業者のデ

ータセンターを活用したサービス利用方式に運用の見直しを図り、運用経費の削減

を実現した。 

 ・ 一方で、約 30年前に本区向けに独自開発したソフトウェアの活用をベースにし

たシステムであり、更なる区民サービスの向上や事務の効率化に向けた抜本的な機

能改善を図るには限界がある。 

また、毎年度、法改正対応等に多大な労力と経費を費やしており、現在、国にお

いて導入が検討されている社会保障と税に関する共通番号制度5）でも大幅なシステ

ム改修が想定されている。 

・ 23区を含め、全国的に独自開発システムから汎用的なパッケージシステム6への

移行が主流となっている中、システムの在り方そのものを見直し、再構築を図る必

要がある。 

                                            
4
 情報システムやソフトウェアを保有せずインターネット等の回線経由で事業者から提供されるサービス 

を利用するサービス形態をいう。（→P17参照） 
5  現在公開されている制度の概要情報について、P15参照 
6  どの自治体でも共通的に利用できるように作成された自治体向けの業務パッケージシステムをいう。 

基幹システムでは23区中19区で採用されており、全国でも7割以上の自治体で採用されている。 
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(2) 情報システム全体の最適化 

  ・ 標準的な技術を活用したパッケージシステムの普及・充実等に伴い、区政の各分

野における情報システムの導入が進み、現在、80を超える情報システムが存在して

いる。これらの情報システムは、区民サービスの高度化と事務の効率化に大きく寄

与してきた。 

 ・ 一方で、各所管課が個別に調達を行っている情報システムの中には、類似する機

能を有するシステムも見られ、こうした複数の機能を網羅する汎用的なパッケージ

システム等で対応できる可能性がある。 

 ・ また、技術革新による機器の性能向上により、処理負荷の低いシステムでは、シ

ステム単体で機器の性能をフルに使いきれずに持て余している状況も見られる。 

・ 区全体の情報システム関連経費が高止まりの傾向を見せている中、区のシステム

全体としての最適化を図り、より効率的で効果的な情報システムへ再構築を図る必

要がある。 

 (3) システム調達の見直し 

 ・ ＩＣＴの普及に伴い、各所管課において情報システムを導入する機会が増加して

いる。情報システムを一度導入すれば、継続的な経費を伴うことから、最小の経費

で最大の効果が発揮できるようなシステムの導入が求められている。 

・ これまでも、提案評価方式による選定等を通じて機能、価格の両立した情報シス

テムの導入を図ってきたところであるが、日進月歩の技術革新の中で、情報システ

ムの仕様作成、経費積算、選定等の事務は、ますます複雑さ、困難さを極めるよう

になってきている。 

  ・ こうした状況を踏まえ、より専門的な見地から情報システムの調達事務を支援し、 

品質・経費のバランスの取れたシステム選定ができるよう環境整備を図る必要があ

る。 

  ・ あわせて、情報システムの導入を機に、徹底的な業務改善・業務改革を行う体制

を整備し、システムの導入効果を最大限高める必要がある。 

(4) 業務継続性の確保 

・ 未曾有の大災害となった東日本大震災では、地震、津波等の複合災害により、多

くの自治体の情報システムが被災した。被災自治体の情報システム部門を対象とし 

た調査7によれば、「情報システム部門の業務継続計画の必要性」「有事の際の情報シ

ステム部門の役割の明確化の必要性」「全庁的なデータのバックアップの徹底」「電

力・通信インフラの確保」等に関する教訓が明らかになっている。 

・ こうしたこと等を踏まえ、本区においては、平成23年12月に「ＩＣＴ部門にお

                                            
7 「東日本大震災における地方公共団体情報部門の被災時の取組と今後の対応のあり方に関する調査研究報告

書」（平成24年3月,財団法人地方自治情報センター ） 
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ける業務継続計画」を策定し、情報システムの現状と課題を整理し、有事の際の対

応手順や必要な対策を取りまとめたところである。 

（計画の骨子） 

   対象リスク 

   ①大規模震災、②水害、③新型インフルエンザ、④システム障害 

   大規模地震対応 

   東京湾北部地震が発生した場合の被害想定を行い、重要システムの復旧目標、緊

急時対応体制、対応計画及び事前対策を定めたもの 

   水害対応 

   「首都圏大規模水害対策大綱」で想定する大規模水害が発生した場合の被害想定

を行い、対応計画及び事前対策を定めたもの 

   新型インフルエンザ対応 

   新型インフルエンザが発生した場合の対応計画及び事前対策を定めたもの 

   システム障害対応 

   情報システムを取り巻く脅威を想定し、対応計画及び事前対策を定めたもの 

・ 今後、計画の実効性を高め、区の大半の業務が依拠している情報システムの有事

に対する備えに万全を期し、業務継続性を確保する必要がある。 

(5) 情報セキュリティ対策 

  ・ 区が情報システムにより保有する住民記録、税等を始めとする各種情報を適正に

管理することは、区民の信託の下で区政運営を執行していく上で、最も基本的かつ

重要な事項であり、その基礎をなす情報セキュリティの確保には最優先で取り組む

必要がある。 

  ・ 情報セキュリティに対する脅威として、災害のほか、コンピュータウイルス、不

正アクセス等の外的要因に基づくものが挙げられる。不正アクセス等については、

従前のDDoS攻撃8（分散サービス不能攻撃）のように広く世間に攻撃を顕示するタ

イプに加え、近年、特定の組織等に密かに潜入して行う標的型攻撃9等の新たなタイ

プの脅威が顕在化し、国や地方自治体に対する攻撃事例も報告されている。 

・ また、その他の情報セキュリティに対する脅威として、操作ミスや紛失等、内部

要因に基づくものがある。一般的に、情報セキュリティ事故の8割以上が人為的ミ

スに起因するものとされていることを踏まえ、物理面、技術面はもとより、運用面

についても引き続き万全の対策を講じていく必要がある。 

                                            
8   DoS(Denial of Service attack)は不正なデータを送信し、使用不能に陥らせたり、トラフィックを増大

させてネットワークを麻痺させる攻撃をいい、DDoS(Distributed Denial of Service attack)は複数のコン

ピュータを使ってそのようなサービス妨害を行う攻撃をいう。 
9   複数の攻撃手法を組み合わせ、ソーシャルエンジニアリング（騙すテクニック）により、特定の組織・個

人を狙い、執拗に行われる攻撃をいう。 
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(6) 環境配慮（グリーンＩＣＴ） 
・ 情報システムを構成するサーバ等のハードウェア機器を始め、パソコン、プリン

タ、コピー機等のＯＡ機器の調達に当たっては、従前から「荒川区グリーン購入推

進方針」に基づき、環境に配慮した機器調達を行ってきたところである。 

・ 現状の情報システム関連の消費電力は、本庁舎内で約60kWであり、本庁舎全体の

消費電力の10～20%10の割合を占めている状況にある。 

・ 東日本大震災以降、電力を取り巻く環境が大きく変化し、区内の一部地域におい

て計画停電の実施を余儀なくされた自治体として、これまで、地域ぐるみによる様々

な節電の取組を実施してきたところである。 

・ 情報システムの整備・運用に当たっても、そうした取組の一端として、これまで

以上に低消費電力を指向し、環境に配慮した運用を図っていく必要がある。 

(7) ＩＣＴリテラシー11の向上 
・ これまで、事務の効率化に加え、情報収集力の強化や庁内の情報の共有化等の充

実を図るため、各種内部事務用の情報システムの整備やパソコンの1人1台体制の

整備を推進してきたところである。 

・ こうした基盤を個々の職員が最大限有効に活用し、付加価値の高い区民サービス

や効率的な事務処理につなげていく必要がある。 

・ 区民生活に目を転じれば、携帯電話1人1台保有時代が到来し12、昨今のスマー

トフォン（高機能携帯電話）の爆発的な普及により、これまで以上に、時間・場所

を問わずに、手軽に情報収集やコミュニケーションを取ることができる環境が整備

されつつある。 

・ このようにＩＣＴが区民生活に着実に根付いている状況の中で、区政の各分野に

おいてＩＣＴを有効活用して区民サービスの向上や事務の効率化を図っていくため

には、職員一人ひとりのＩＣＴリテラシーの更なる向上が必要である。 

                                            
10 本庁舎空調の使用状況に応じてこの割合は変動する。空調を使用する夏や冬の時期は全体の約10%、空調

を使用しないそれ以外の時期は全体の約20%である。 
11  リテラシーとは、本来、文字を読み書きする能力を意味するが、ここでは、広くICTに関する知識、教養、

能力を指し、情報通信技術を使いこなす能力に加え、そこから得られる各種情報を有効に活用する能力を含

む。 
12  総務省が平成24年2月に公表した「電話通信サービスの加入契約数等の状況（平成23年12月末）」によ

れば、平成23年度末に携帯電話・PHSの人口普及率が初めて100％を超えて101.4%となった。 
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６ 今後の取組の方向性 

(1) 基幹システムの再構築 

  ○ 区の情報システムの根幹を支えている基幹システムについて、標準的な技術を

活用したシステムに刷新する。 

  ○ 刷新に当たっては、区民サービス、事務の効率化、耐災害性、経費等の面で総

合的に優れたシステムを導入する。 

・ 区の情報システムの根幹を支えている基幹システムについて、現行の独自開発

システムの機能面での制約や運用経費の課題を解決するため、パッケージシステ

ム等の標準的な技術を活用したシステムに刷新する。 

・ 刷新に当たっては、更なる区民サービスの向上や事務の効率化等に資するため、

区民サービス、事務の効率化、耐災害性、経費等の面で総合的に優れたシステムを

導入する。 

・ システムの再構築に当たり、平成24年度末に満了を迎える現行契約について、

平成26年度末まで2年間延長し、その間に検討・準備を進める。 

[スケジュール] 

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

◇次期システムの更改方針の決定 

    ◇現行システムの契約延長 

◇次期システムの選定・契約  ◇次期システム稼動  

 

 (2) 情報システム全体の最適化 

○ 個々の情報システムの最適化の視点ではなく、区の情報システム全体の最適化

の視点から再構築を行う。 

○ 再構築に当たっては、標準的な技術を活用することを基本とし、現行システム

の機能水準の維持にとどまらず、より機能性・経済性に優れた情報システムを導

入する。 

・ 個々の情報システムを最適化するという視点ではなく、類似機能の統合やハー

ドウェア等の資源の共有化等を図り、区の情報システム全体としての最適化を図

る。具体的には、システム更改時等に次のような視点を持って再構築に取り組む。 

  類似機能を有するシステムの統合、機能の集約 

  仮想化技術13の活用によるサーバの統合 

                                            
13  コンピュータが有する様々な情報資源（サーバ、OS、アプリケーション、ハードディスク等）をサーバ

やネットワーク上で仮想的に統合・分割し、より効果的に資源を活用する技術をいう。（→P17参照） 
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  他自治体等とのシステムの共同利用 

  クラウドサービス・ASPサービスの活用 

・ 上記の視点のうちサーバの統合については、主要システムが更改を迎える情報

系システム14について先行して基盤を整備して推進する。業務系システムについ

ては基幹システムの更改に合わせて検討し、その他のシステムについても更改に

合わせて検討する。 

・ 再構築に当たっては、パッケージシステム等の標準的な技術を活用することを

基本とし、あわせて再構築時に業務の改善・見直しを実施し、システムの導入効

果を最大限高めるものとする。 

・ また、技術革新により、従前より性能の高い機器を安価で導入することが可能

となっている状況を踏まえ、現行システムの機能水準等の現状維持にとどまらず、

より機能性・経済性に優れたシステムを導入する。 

［28年度までに更改を迎える主な情報システム］ 

区分 25年度 26年度 27年度 28年度 

業務系 

システム 

国民健康保険シス

テム 

戸籍システム 

 基幹システム 生活保護システム 

情報系 

システム 

職員グループウェ

ア 

文書管理システム 

財務会計システム 

統合型GIS 

人事給与システム 

施設予約システム 

区ホームページ 

人事考課システム 

 

その他の 

システム 

 教育ネットワーク

システム 

図書館システム  

 

  [スケジュール] 

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

◇サーバ統合・システム統合等の検討・実施 

  ◇情報系統合基盤の構築・運用 

◇共同利用システムの検討・実施 

◇クラウドサービス・ASPサービスの検討・活用 

                                            
14  主に内部事務を処理するシステムを「情報系システム」、区民の情報を取り扱うシステムを「業務系シス 

テム」という。 
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 (3) システム調達の見直し 

  ○ 情報システムの調達に関する事務手順の標準化を図り、より質の高い情報シス

テムの導入を図るため、「情報システム導入ガイドライン」を策定する。 
○ 情報システムの調達に関して豊富な知見・経験を有する「情報システム調達ア

ドバイザー」を設置する。 

・ 各所管課における情報システムの調達を行う機会が増えてきたことを踏まえ、

情報システムの調達の基本的な考え方や事務手順の可視化・標準化・明確化を図

り、質の高いシステム導入に資するため、「情報システム導入ガイドライン」を策

定する。 

・ 「情報システム導入ガイドライン」に基づき、情報システムのライフサイクル

（企画／計画・予算化／調達／構築／運用・保守）ごとに適切なマネジメントが

できるよう、新たにシステム評価制度を導入する。 

・ 情報システムの調達・管理運用には、専門的・技術的な知識が必要であること

を踏まえ、豊富な知見・経験を有する「情報システムアドバイザー」を設置し、

情報システムのライフサイクルの各段階において、専門的な指導・助言を受けな

がら適切に事務を進めることができる体制を整備する。 

 [スケジュール] 

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

◇情報システム導入ガイドラインの策定・活用 

◇システム評価の実施     

◇情報システム調達アドバイザーの設置・活用 

 (4) 業務継続性の確保 

   ○ 「ＩＣＴ部門における業務継続計画」に基づき、情報システムの耐災害性・耐

障害性の向上を図る。 
○ 計画の実効性を高めるため、有事の際の業務継続に向けた実践的な訓練を実施

するほか、定期的に計画の内容の見直しを図る。 

・ 「ＩＣＴ部門における業務継続計画」に基づき、情報システムの耐災害性・耐

障害性の向上を図る。 

・ 有事の際のシステムデータの消失等を防止するため、機器等の二重化やバック

アップデータの遠隔地保管等の徹底を図るほか、情報システムの重要度・優先度

に応じて、有事の際の業務継続に向けた耐災害性・耐障害性の向上を図る。 

  ・ あわせて、有事に備えたバックアップや支援体制等について、都内自治体や友
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好交流都市等との共同による仕組みを検討する。 

  ・ また、「ＩＣＴ部門における業務継続計画」をより実効性のあるものにするた

め、定期的に実践的な訓練を実施するほか、訓練の結果等を踏まえて計画の内容

の見直しを図る。 

 [スケジュール] 

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

◇機器等の二重化・バックアップの徹底 

◇ネットワーク回線の見直し・強化 

  ◇リモートアクセス環境の整備検討 

◇基幹システムの耐災害性の向上   ◇新システム稼働 

◇共同型のバックアップ・支援体制の検討・整備    

◇業務継続に向けた訓練の実施 

 

(5) 情報セキュリティ対策 

○ 不正アクセスやコンピュータウイルス等の情報セキュリティの脅威に対する対

策の充実を図る。 
○ 職員一人ひとりのセキュリティ意識を向上させ、組織全体としてのセキュリテ

ィレベルを高めるため、研修や監査等の充実を図る。 

  ・ 不正アクセスやコンピュータウイルス等の脅威が高まりを見せている状況を踏

まえ、物理面、技術面、運用面において、情報セキュリティの更なる向上を図る。 

  ・ ネットワーク回線における監視機能を強化するほか、データセンターの機能の

見直し等を行い、セキュリティレベルの向上を図る。 

・ 標的型攻撃において区職員になりすまされることを防止するため、国の機関等

で導入が進む送信ドメイン認証を導入する。 

  ・ 外部専門家によるセキュリティ監査を引き続き実施し、情報システムの利用現

場におけるセキュリティ対策の更なる改善と徹底を図る。 

・ 職員を対象としたセキュリティ研修について、eラーニングの導入等、内容の充

実を図り、全庁的なセキュリティ意識の向上を図る。 

  [スケジュール] 

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

◇ネットワーク回線の監視機能の強化 

◇データセンター機能の見直し   ◇更改 

◇送信ドメイン認証の導入 

◇セキュリティ外部監査の実施 

◇セキュリティ研修の実施・充実 
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(6) 環境配慮（グリーンＩＣＴ） 

 ○ 低消費電力のパソコンを導入するとともに、ピークカット対策15を実施する。 

 ○ 出力機器等の最適配置を行い、総配置台数及び総使用量の削減を図る。 

 ○ サーバの統合・集約化、クラウドサービスやデータセンターの活用等、効率的な

システム運営を通じて消費電力の軽減を図る。 

 ・ 事務用パソコンの更改時に、低消費電力のパソコンに切り換えるとともに、ピーク

カット対策を実施する。業務系システムの端末についても、システム更改時に低消費

電力のパソコンに順次切り替えるほか、端末の統合を推進する。 

  ・ これまで個別配置してきたコピー機、プリンタ及びスキャナの出力機器等につい

て、これらの機能を合わせ持つ一体型の複合機に統合するとともに、配置の最適化

を図り、全体の配置台数を削減する。 

    複合機には、標準消費電力量が小さく、使用量の削減の取組が可能な機能を有す

る機種を選定し、用紙を含めた総使用量の削減を図る。 

・ 仮想化技術の活用によるサーバの統合・集約化、クラウドサービスやデータセン

ターの活用等、効率的なシステム運営を通じて消費電力の軽減を図る。 

 [スケジュール] 

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

◇パソコン更改(1,500台) ◇パソコン更改(400台) 

◇パソコンのピークカット対策の実施 

◇出力機器等の最適配置 

◇サーバ統合・集約化等の検討・実施 

 

(7)  ＩＣＴリテラシーの向上 

○ 職員向けの研修やセミナーの開催、各課ＩＣＴ推進員の意見交換等を通じて、全

庁的なＩＣＴリテラシーの向上を図る。 
○ ＩＣＴを活用した全庁的な知識、知恵等（ナレッジ）の共有化や政策形成能力の

向上に向けた仕組みづくりを検討する。 

・ 広く職員の情報システムの知識、技能等を高めるため、ｅラーニングの活用を含

め、職員研修の充実を図る。 

・ 職員向けのＩＣＴ利活用に関するセミナーを開催し、各課業務におけるＩＣＴの

利活用を促進する。 

                                            
15  電力需要がピークとなる時間帯（午後1～4時）は自動的にバッテリー運用に切り替え、電力需要が低い

時間帯にバッテリー充電を自動的に行う機能をいう。 
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・ 各課ＩＣＴ推進員による意見交換を定期的に行い、全庁的なＩＣＴリテラシーの

向上を図る。 

・ ＩＣＴを活用した全庁的な知識、智恵等（ナレッジ）の共有化を推進するととも

に、政策形成能力の向上に向けた仕組みづくりを検討し、導入する。 

   [スケジュール] 

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

◇研修の充実・実施 

       ◇ＩＣＴ利活用セミナーの開催 

◇各課ＩＣＴ推進員との意見交換等 

◇ナレッジの共有化の仕組みの検討・導入 

◇政策形成能力の向上に向けた仕組みの検討・導入 
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７ 検討課題 
 (1) 社会保障と税に関する共通番号制度への対応 
・ 現在、国において、社会保障と税に関する共通番号制度の導入が検討されている。 

・ この制度は、複数の行政機関等に存在する国民の個人情報を同一人の情報として

確認できる仕組みを構築することにより、社会保障分野や税務分野における所得把

握の精度を向上させ、きめ細やかな給付や負担軽減等を図ることを目的とするもの

である。 

 ・ この制度が導入されることになれば、国、他自治体との新たな情報連携の仕組み

の構築や既存情報システムの改修等、区の情報システムにも大きな影響を与えるこ

とが想定されている。また、事務の在り方そのものにも影響が及ぶ可能性がある。 

 ・ 現時点で想定されている情報システムの機能は、次のとおりである。  

  ① 国、他自治体等との情報連携 

  ② 個人番号の付番・変更 

 ③ 個人番号の通知・申請データの作成  

 ④ 個人番号カードの受渡し管理 

⑤ 個人番号の住民基本台帳登録、証明書発行 

 ⑥ 個人番号・法人番号を活用した税処理 

 ⑦ 個人番号を活用した社会保障手続（国保、介護、障害者、生保等） 

 ・ 今後、住民情報を処理する情報システムの導入・更改等を行うに当たっては、こ

の制度の動向を見据えた検討を行う必要がある。 

 
  

 （出典）「地方公共団体の情報システムへの影響について」（内閣官房社会保障改革担当室） 
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(2) スマートデバイス16の活用 
  ・ 近年、急速に普及が進むスマートフォン、タブレット端末等のスマートデバイス

は、操作性や閲覧性に長けており、誰もが、どこでも、いつでもインターネット等

に接続し、手軽に情報の発信や収集を行い、多種多様なサービスの利用ができる環

境を現実のものにしつつある。 

・ 「平成24年度版情報通信白書」では、スマートデバイスの普及と相まって、ブロ

グ、Twitter、Facebook等のソーシャルメディアの利用者が急増するなど、インタ

ーネットの利用動向にも変化の兆しが見られることを指摘し、将来的な産業・社会

の変革の可能性にまで言及している。 

・ 最近では、民間企業を中心に、利用者への情報提供・サービス提供のツールとし

て活用する事例や企業の業務処理に活用する事例も増えつつある。 

・ こうした状況を踏まえ、今後、区としても、スマートデバイスの特性を生かして、

区民サービスの向上や事務の効率化に資するより効果的な活用策を検討していく必

要がある。 

・ また、次代を担う子ども達に目を向けてみると、「デジタルネイティブ」や「タッ

チネイティブ」と言われるように、幼少の頃からインターネットやパネルタッチ式

の機器に慣れ親しむ生活が一般化している。こうした状況を踏まえ、現在、教育現

場におけるスマートデバイスの試行導入とその検証が行われているなど、新たな教

育ツールとして活用する動きも出始めている。 

・ これまで小中学校全校を対象とした教育ネットワークの構築や電子黒板の導入等、

ＩＣＴを積極的に活用してきた区としても、これからのグローバル社会をたくまし

く生き抜くためのスキルを子ども達に身に付けさせる観点から、こうしたツールの

積極的な活用を図っていく必要がある。 

                                            
16 スマートフォンやタブレット端末等、パソコンに匹敵する高い機能を有する情報端末をいう。 
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［用語解説］ 

○クラウドサービス  

・ クラウドサービスは、システム機器やソフトウェアを保有せずにインターネット経

由で事業者から提供されるサービスを利用する形態のサービスをいう。 

・ 事業者が構築したデータセンターから専用回線やインターネット回線等を経由して

サービスが提供される。ハードウェアやソフトウェアの購入、維持管理費等の負担軽

減が図られる等のメリットがある。 

・ クラウドサービスは、次のように様々な形態がある。 

①プライベートクラウド 単独組織や特定部門に利用を限定したもの 

②コミュニティクラウド 特定の地域や集団によって共同利用するもの 

③パブリッククラウド 様々な利用者が利用するもの 

・ 国（総務省）においては、自治体間でシステムを共同利用するコミュニティクラウ

ド型の自治体クラウドを推進している。 

自治体間でシステムの共同利用を図ることにより、経費削減効果が期待できる半面、

業務の標準化の調整が難しい等の課題もある。 

○仮想化技術 

・ 仮想化技術は、コンピュータが有する様々なリソース（サーバ、ＯＳ、アプリケー

ション、ハードディスク等）を、サーバやネットワーク上で仮想的に統合・分割し、

より効果的に利用するための技術である。 

・ リソースの有効活用による経費削減や省スペース化、省エネルギー化の手法として

注目を集めており、民間企業を中心に導入が進んでいる。  

・ この仮想化技術を活用してサーバ統合を図れば、単一のサーバをあたかも複数のサ

ーバであるかのように使えるようになり、単一のハードウェア上に複数のシステムを

集約し、運用を図ることが可能となる。 

・ 物理サーバの台数が減少することによる調達経費や保守経費の節減効果とともに、

データのバックアップだけでなく、システムのバックアップが容易になるなど、耐災

害性も向上するというメリットがある。 

 

 

 

 

 

 

A

  

現 在  

B

  
C

  
D

  

仮想化後
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情報化の主な取組 ［資料1］

住民情報 区民サービス 内部事務 庁内インフラ等 フェーズ

昭和58年 ●基幹システム ●給与計算（昭和43年～）
●出張所オンライン化
●印鑑登録・証明オンライン化

昭和61年 ●金銭会計システム
●生活保護システム
●保育業務システム

昭和63年 ●PC各課配置
平成元年 ●地域産業情報システム
平成 3年 ○基幹システム（更改） ●土木工事積算システム

●外国人登録システム
平成 4年 ●福祉情報総合オンラインシステム ●自動交付機（住民票）

●財務会計システム
●図書館オンラインシステム ●CATV（コミュニティチャンネル)

平成 6年 ○生活保護システム（更改） ●庁内LAN試行開始
平成 7年 ●地域産業情報システム
平成 8年 ●自動交付機（印鑑証明） ○庁内LAN試行拡大

●区ホームページ
●メール版区長への手紙

平成10年 ●WindowsPC各課配置
平成11年 ○図書館オンラインシステム ●インターネット接続PC各部配置

◎国保・介護システム（オープン化） ●産業ホームページ ●道路管理システム
◎生活保護システム（オープン化）

●施設予約システム ●職員グループウェア ◎事務用PC職員1人1台配置
●図書館ホームページ(検索・予約機能の充実)●財務会計システム（電子決裁）

●都市計画情報・土地利用情報システム
◎基幹システム（アウトソーシング） ◎区ホームページ（リニューアル） ●庁内LAN再構築
◎保健福祉システム（アウトソーシング） ●区議会ホームページ ●職員ヘルプデスク
●税滞納整理支援システム ●ショッピングモール
●住基ネットシステム

●図書館無線LAN利用サービス ●人事給与システム ●インターネットデータセンターの活用
●文書管理システム（電子決裁）

●住基カード多目的利用(自動交付／申請書→21廃止)○地域産業情報システム ●教育ネットワークシステム
●地域ポータルサイト（→22廃止） ○図書館オンラインシステム
●学校情報配信システム
○図書館ホームページ
○施設予約システム
◎区ホームページ（ＣＭＳ）
●Ｅモニター
●電子申請システム（共同運営）
●電子マネーサービス（→21廃止）
●テレビ電話行政相談システム（→21廃止）

平成18年 ○国保・介護システム
○住基ネットワークシステム ●電子調達システム（共同運営） ○事務用PC更新

●電子納付サービス ○庁内LAN（更改）
●ログイン認証システム

○基幹システム ●子育て応援サイト ◎財務会計システム ●パソコン操作ログ記録システム
●戸籍システム ◎職員グループウェア ●ネットワーク接続認証システム
○税滞納整理支援システム ◎文書管理システム（決裁基盤統合） ○教育ネットワークシステム

○自動交付機（拡充） ○人事給与システム ●電子黒板
●ｅLTAXシステム ●迷惑メール対策システム

●指静脈認証システム
◎障害者福祉システム（オープン化） ◎区ホームページ（全面リニューアル） ●公会計システム ●ファイルサーバ

●生涯学習・スポーツポータルサイト ●公有財産管理システム ○インターネットデータセンター（機器更改）
○施設予約システム ●統合型ＧＩＳ
○図書館ホームページ ●人事考課・研修システム
○ショッピングモール ○地域産業情報システム
○電子申請・電子調達 ○図書館オンラインシステム
●あらかわエコセンターホームページ

○生活保護システム ●コンビニ交付サービス ○教育ネットワークワークシステム
○住民記録システム改修（外国人対応） ●メールマガジン・ツイッター ●メール誤送信対策

●外部記憶媒体利用制限対策
◎介護保険システム ●図面管理システム ◎庁内ＬＡＮ（更改）
○住民記録システム改修（外国人対応） ●省エネ管理システム ○事務用ＰＣ更新、プリンタ最適配置

平成23年

平成13年

平成 5年

平成16年

●；新規　◎；全面更改等　○；更改その他

平成22年

平成20年

平成17年

平成19年

平成24年

【モバイルの普及】

□情報発信の充実
□区民の利活用の促進
□システムの共同利用

平成 9年

平成21年

平成15年

□オンラインシステムによる
　 業務のＩＴ化

【ブロードバンド回線の普及】

□オープンシステムへの移行
□バックオフィスのＩＴ化

平成14年

昭和60年

昭和62年

【インターネットの登場】

□マルチメディアの活用

平成12年

電子計算機の利用に関する基本計画（昭和56年）

荒川区地域情報化計画（平成6年）

荒川区高度情報化ビジョン（平成14年）

荒川区電子情報システム更新計画（平成19年）

荒川区中央電子計算システム再構築計画（平成12年）
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主要システムの構成 [資料２]
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