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第１章 アクション・プランの策定 

 

1-1 アクション・プラン策定の趣旨 

さいたま市（以下「本市」という。）では、令和 3 年度から令和 7年度を計画期間とする「さいたま市行政デ

ジタル化計画」（以下「行政デジタル化計画」という。）を策定しました。これは急速な社会情勢の変化に対

応し、政府等の動向を踏まえて行政のデジタル化を推進することを主眼に置きつつ、「第四次さいたま市情

報化計画」を承継して本市の ICT政策の着実な推進をはかるとともに、「官民データ活用推進基本法（平成

28年法律第 103号）」に基づく「官民データ活用推進計画」としても位置付けることを念頭に策定されたもの

です。また同時に行政デジタル化計画は、「さいたま市総合振興計画（以下「総合振興計画」という。）」をは

じめとする「しあわせ倍増プラン 2017」「さいたま市成長加速化戦略」「さいたま市まち・ひと・しごと創生総合

戦略」などの市の計画を上位計画と位置づけ、行政のデジタル化をはじめとする ICT 政策の推進により、こ

れら上位計画の目標の実現を図るものでもあります。 

行政デジタル化計画では、具体的な行動計画として「さいたま市行政デジタル化計画アクション・プラン」

（以下「アクション・プラン」という。）を策定し、ここに具体的な施策・事業を記載します。 

 

【図表 1 行政デジタル化計画及びアクション・プランの位置づけ】 
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1-2 アクション・プラン策定の経緯 

過去、本市における情報化計画では、情報化計画における行動計画として、アクション・プランを策定し

てきました。令和３年度からは、今までの情報化計画やアクション・プランの成果、及び ICT の発展を踏まえ、

ICT を利用した効率化や利便性の向上だけでなく、行政事務や行政サービスの変革に主眼を置いた、「行

政デジタル化計画」を策定しています。 

「行政デジタル化計画」においても、その行動計画として「アクション・プラン」を策定いたします。 

 

【図表 2 アクション・プラン策定経緯】 
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1-3 施策体系 

行政デジタル化計画では、基本理念を「上質な生活都市さいたま市」と設定しました。そしてこの基本理

念を具体化するために、上位計画が目標とする観点を踏まえて、「生活環境」「行政サービス」「行政経営」

の３つの側面から基本方針を設定しています。行政デジタル化計画では、これらの基本理念および基本方

針を実現するため、ICT施策を検討しました。ICT施策は基本方針に基づき、３つの施策群に整理していま

す。施策群は、その目標を実現するための「施策」と、実際にシステムなどを調達・サービス実施・事務を行

う単位である「事業」で構成されます。行政デジタル化計画において、施策に係る計画を策定する場合は、

事業単位で実施内容・目的・想定効果・実施スケジュールを定めます。 

【図表 3 施策体系・施策群】 
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1-4 計画期間 

アクション・プランの計画期間は、行政デジタル化計画と同様、総合振興計画の前期「実施計画」の計画

期間に合わせ、令和３年度から令和７年度までの５年間とします。また、アクション・プランは各施策・事業の

進捗に応じて毎年見直すとともに、必要に応じて適宜、施策・事業の入れ替えを含めた見直しを行います。

また、デジタル化計画の最終年度である令和７年度には、計画の実行と並行して、次期計画及び次期アク

ション・プランの検討を行う予定です。 

 

【図表 4 アクション・プランの計画期間】 
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1-5 進行管理 

本市では、平成 19年度に策定した「さいたま市情報化アクション・プラン」から、各情報化施策・事業の実

行性を担保することを目的として、Plan(計画)-Do(実行)-Check(分析・評価)-Act(見直し・改善)の PDCA サ

イクルによる進行管理に取り組んできました。 

アクション・プランにおいても、より効率的な進行管理を目指して内容やタイミングを見直しつつ、同じ目

的をもって、継続的に進行管理に取り組んでいきます。また、ICT 施策・事業に対して、適切な評価と継続

的な見直し・改善を行い、確実な実現と目標の達成が実現できるよう、進行管理を推進していきます。なお

アクション・プランを推進する中で、進行管理自体も継続的に見直しを行い、必要に応じて、スケジュール、

評価の内容、評価の体制等の修正を行うものとします。 

 

【図表 5 進行管理と PDCA サイクル】 
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(１) 年間スケジュールと評価項目 

評価は一年を単位とし、以下のスケジュールで実施します。 

 前年度末から当該年度当初に、当該年度の実施内容や施策・事業の目標及び評価方法を設定

し、場合によっては事業を入れ替えます。 

 当該年度末に実施結果について評価し、次年度の方向性を検討します。 

 

【図表 6 進行管理の年間スケジュール】 

 

 

 

 

 

【図表 7 評価の時期と主な評価項目】 

評価の時期 年度当初(４月～５月) 年度末(１月～２月) 

主な評価項目 
 実施目的・実施内容の妥当性 

 目標・評価方法の妥当性 

 実施結果及びその評価の妥当性 

 次年度の方向性の妥当性 

 

(２) 推進体制 

アクション・プランは以下の組織によって推進されます。 

【行政内組織】 

 ICT施策・事業の実施主体である事業原課 

 事業原課を代表する「ICTマネージャー」 

 各局次長、各区役所部長である「ICT推進委員」 

 アクション・プランの実施状況について全体取りまとめを行う「事務局」 

 アクション・プランの実施内容や評価について承認を行う「ICT推進委員会」 
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【行政外組織】 

 有識者及び市民から選出され、客観的な立場から意見・提言を行う「評議会」 

アクション・プランの推進体制と進行管理（目標・評価方法設定及び施策・事業の評価の流れ）は、以下

の図表のとおりです。 

 

【図表 8 アクション・プランの推進体制と進行管理（目標・評価方法設定及び施策・事業の評価の流れ）】 
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第２章 ICT施策 

 

2-1 ICT施策の概要 

「アクション・プラン」は、３つの基本目標「上質な生活環境」「上質な行政サービス」「上質な行政経営」を

実現するため、ICT 施策を策定しています。ICT 施策は 11 のカテゴリに分類され、それぞれ「生活環境」

「行政サービス」「行政経営」の視点に関連づけられています。ICT 施策では、その目標を実現するための

「ICT 施策」と、実際に予算化や進行管理を行う単位として「ICT 施策」を細分化した「事業」で構成していま

す。 

本章では、各 ICT 施策における「目的」、「実施内容」、「主な効果」、「スケジュール」、「実施イメージ」等

具体的な行動計画を記載します。 

なお、本実施計画の実効性を担保するため、事業実施時に、「アクション・プラン」の計画内容をベースと

して、具体的な「目標」を定めるとともに、「実施スケジュール」を詳細化し、進行管理を行います。 

 

「アクション・プラン」に掲載した「ICT施策」及び「事業」は、以下の図表のとおりです。 

 

【図表 9 ICT 施策一覧】   ★ 重点施策 

施策番号 ICT 施策 事業番号 事業 頁 

１．★行政手続におけるデジタル化に係る取組(オンライン原則) 

１－１ 手続のオンライン化に係る取組 １－１－１ 介護ワンストップサービス構築事業 11 

１－２ 公金収納チャネル多様化事業 １－２－１ 公金収納チャネル多様化事業 12 

２．★働き方の見直しに資するシステム導入の取組 

２－1 

 

RPA を利用した業務効率化の推進 

 

２－１－１ RPA の導入による支給申請書等入力補助

業務 
13 

２－１－２ AI-OCR・RPA システムの導入事業 

２－１－３ IT を活用した審査事務の効率化 

２－２ 

 

タブレット端末を利用した業務効率化の推進 

 

２－２－１ 相談業務改善に向けたモバイル端末整備 14 

２－２－２ 生活保護業務の ICT 化 

２－２－３ タブレット端末の導入 
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施策番号 ICT 施策 事業番号 事業 頁 

２－２－４ タブレット型現地調査支援システムの導入 

２－３ 

 

学校事務の効率化 

 

２－３－１ ICT を活用した学校の働き方改革 16 

２－３－２ 学校事務効率化事業（小・中・特別支援学

校） 

２－３－３ 学校事務効率化推進事業 

２－４ 

 

情報システムを活用した業務改革の取組 

 

２－４－１ 庶務事務のシステム化の推進 18 

２－４－２ 財務会計システムの再構築 

２－４－３ 水道メーター検針におけるリモートネットワ

ークの導入 

２－４－４ 農地・農家台帳システムの再構築（機能拡

充） 

２－４－５ 大宮盆栽美術館ＩＴシステムのクラウド化 

２－４－６ NPO 法人データベースシステムの導入 

２－４－７ 介護認定審査会におけるテレビ会議シス

テム構築事業 

２－４－８ 情報共有システムの導入 

２－４－９ 救急活動 ICT 化促進事業 

２－５ テレワークの導入 ２－５－１ 働き方改革・BCP の観点からのテレワー

ク推進 
21 

３．★データ活用の推進に係る取組（さいたまシティスタット） 

３－１ さいたまシティスタット基盤の運用 ３－１－１ さいたまシティスタット基盤の運用 22 

３－２ データ活用ができる人材の育成 ３－２－１ データ活用ができる人材の育成 23 

３－３ データ活用に関する課題解決の支援 ３－３－１ データ活用に関する課題解決の支援 24 

４．★市民サービスの向上に係る取組 

４－１ スマートシティさいたまモデルの推進 ４－１－１ スマートシティさいたまモデル推進事業 25 

４－２ 

 

市民サービス向上に係るその他の取組 

 

４－２－１ 児童相談対応における、タブレット端末を

利用した多言語同時通訳システム 
26 

４－２－２ 妊娠・出産包括支援事業用タブレット型端

末整備 

４－２－３ 清掃活動見える化 WEB システムの導入 

４－２－４ スポーツシューレ事業におけるスポーツデ

ータ活用の導入 

５．官民データの容易な利用等に係る取組(オープンデータ) 

５－１ 

 

市が保有するデータの整備・活用の促進に

伴うオープンデータの拡充 

 

５－１－１ 市が保有するデータの整備・活用の促進

に伴うオープンデータの拡充 
28 

５－１－２ 市況をHPに即日掲載するためのシステム

の構築 
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施策番号 ICT 施策 事業番号 事業 頁 

５－２ 民間ニーズを踏まえたオープンデータの公

開 

５－２－１ 民間ニーズを踏まえたオープンデータの

公開 
30 

６．個人番号の普及及び活用に係る取組(マイナンバーカードの普及・活用） 

６－１ マイナンバーカードの普及・活用 ６－１－１ マイナンバーカードの普及・活用 31 

７．利用の機会均等などの格差の是正に係る取組(デジタルデバイド対策等) 

７－１ 

 

学校教育の ICT 化 

 

７－１－１ 学校教育 ICT 化推進事業（小・中・特別支

援学校） 
32 

７－１－２ 学校ＩＣＴ化推進事業 

７－２ 

 

高齢者の情報リテラシーの向上 

 

７－２－１ 高齢者の情報リテラシーの向上（パソコン

講座の開催） 
34 

７－２－２ 高齢者の情報リテラシーの向上（スマート

フォン教室の開催） 

７－３ 市民の ICT 活用スキルの向上 ７－３－１ 市民の ICT 活用スキルの向上 35 

７－４ 職員の ICT スキルアップ ７－４－１ 職員の ICT スキルアップ 36 

８．情報システムに係る規格の整備及び互換性の確保等に係る取組(標準化、デジタル化、システム改革、BPR) 

８－１ 第二次情報システム最適化プラン ８－１－１ 情報システムの全体最適化の推進 37 

８－２ 公共施設の工事修繕履歴等のデータの活

用 

８－２－１ 公共施設の工事修繕履歴等のデータの活

用 
38 

(再掲) 情報システムを活用した業務改革の取組 

 

  － 

９．災害対策強化に係る取組 

９－１ GIS を活用した災害に強いまちづくり ９－１－１ GIS を活用した災害に強いまちづくり 39 

９－２ 業務継続計画（ICT-BCP）の実行・点検によ

る行政サービスの継続性確保 

９－２－１ 業務継続計画（ICT-BCP）の実行・点検に

よる行政サービスの継続性確保 
40 

(再掲) テレワークの導入   － 

10．情報発信の充実やコミュニケーション強化に係る取組 

10－１ 学校・家庭間コミュニケーション推進 10－１－１ 学校・家庭間コミュニケーション推進事業 41 

10－２ 

 

情報発信の充実やコミュニケーション強化に

係る、その他の取組 

 

10－２－１ ひとり親家庭等への情報発信の充実 42 

10－２－２ 見沼たんぼのホームページ モバイルサ

イト（スマートフォン対応）の作成 

10－３ 必要な人に必要な情報が伝わる取組 10－３－１ 必要な人に必要な情報が伝わる取組 43 

11．情報セキュリティの強化に係る取組 

11－１ 情報セキュリティ強化 11－１－１ 情報セキュリティ強化事業 44 

 

 

 



第２章 ICT施策 

2-2 ICT施策の内容 

 

１１ 

 

2-2 ICT施策の内容 

各 ICT施策の「目的」、「実施内容」、「主な効果」、「スケジュール」、「実施イメージ」等の具体的内容を以

下に記載します。 

 

■ ICT施策１－１ 手続のオンライン化に係る取組 

実施イメージ

目的 ・ワンストップサービスの提供により、申請者が窓口に出向かなくても、パソコ

ンやスマートフォン等で申請手続を行うことができる環境を構築する。

実施内容 ・LGWAN端末や専用プリンタ他の機器等、必要な環境を整備する。

・埼玉県市町村電子申請システムでの入力フォームを作成するほか、電子申請の

受付及び介護保険システムでの処理等、ICTによる事務処理を推進する。

・これにより、介護ワンストップサービスを提供し、介護保険制度の申請手続き

の一部をパソコンやスマートフォンでできるようにする。

主な効果 市民

向け

・窓口に出向かなくても申請ができる。

庁内

向け

・窓口対応が減少し、業務の効率化につながる。

事業番号 １－１－１ 事業名 介護ワンストップサービス構築事業

１－１－１ 介護ワンストップサービス

の構築

専用プリンタ他の機器等賃

貸借

電子申請の受付及び介護保

険システムでの処理

主管部署 介護保険課

関連部署 ―

概要スケジュール 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

ICTを活用した

事務処理の実施

市民

パソコン・スマートフォンを

活用した申請手続

さいたま市システム市職員



第２章 ICT施策 

2-2 ICT施策の内容 

 

１２ 

 

■ ICT施策１－２ 公金収納チャネル多様化事業 

 

 

 

 

 

１－２－１ 導入決済手段、科目の決定

導入準備

運用開始

主管部署 出納課

関連部署 ー

概要スケジュール 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

事業番号 １－２－１ 事業名 公金収納チャネル多様化事業

実施イメージ

目的 ・ICT技術の発展を踏まえ、公金の納付方法の拡大及び納付手続の簡素化を図ること

で市民の利便性の向上を図る。また、オンラインによる納付を拡大させることで、

業務の効率化と正確性を向上させる。

実施内容 ・ICT技術やキャッシュレス化の進展を踏まえ、時代に見合った新たな納付方法の導

入を促進する。

・オンラインにより納付する科目を拡充する。

・利用率向上に向けた市民周知を行う。

主な効果 市民

向け

・公金の納付方法が増え、いつでも、どこでも納付ができることで、市民の利便性

が向上する。

庁内

向け

・オンラインによる納付の拡大により、業務の効率化と正確性が向上する。

・窓口納付によらない納付件数が増加する。

さいたま市 市民
納税・納付通知書を送付

金融機関等

（支払情報の通知）

（公金の納付方法拡大・

納付手続き簡素化）



第２章 ICT施策 

2-2 ICT施策の内容 

 

１３ 

 

■ ICT施策２－１ RPA を利用した業務効率化の推進 

実施イメージ

目的 ・従来実施している入力事務、各種届出・審査業務について、RPA導入により、

業務効率化・業務の正確性の向上を図る。

実施内容 ・RPA導入のためのベンダーサービス調査を実施する。

・他自治体におけるRPAによる業務効率化事例の調査を行う。

・RPA導入により、支給申請書の記載内容をシステムへ自動入力する。

・RPA導入による業務効率化の検証を行う。

主な効果 市民

向け

・市役所における各種届出事務が迅速になる。

庁内

向け

・申請書等の入力精度が向上することにより、職員の時間外業務が減少する。

事業番号 ２－１－１ 事業名 RPAの導入による支給申請書等入力補助業務

主管部署 高齢福祉課

関連部署 ―

主管部署 介護保険課

関連部署 ―

事業番号 ２－１－２ 事業名 AI-OCR・RPAシステムの導入事業

主管部署 審査課

関連部署 ―

事業番号 ２－１－3 事業名 ITを活用した審査事務の効率化

令和6年度 令和7年度

令和5年度 令和6年度 令和7年度令和4年度

概要スケジュール 令和3年度 令和4年度 令和5年度

２－１－１ RPAの運用

効果検証

概要スケジュール 令和3年度

令和7年度

２－１－２ RPAの運用

２－１－3 電子審査システムの導入

債権者登録についてRPAの

導入

RPA適応業務の検証・運用

概要スケジュール 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

さいたま市職員 市民

入力事務・審査業務の
効率化

各種届出事務の迅速化

さいたま市RPA



第２章 ICT施策 

2-2 ICT施策の内容 

 

１４ 

 

■ ICT施策２－２ タブレット端末を利用した業務効率化の推進 

 

 

 

 

実施イメージ

目的 ・庁外における調査・作業や会議時における記録作成にタブレット端末を活用する

ことで、業務の効率化・精緻化を図る。

・また、消費者生活相談といった、直接的に市民とかかわるサービスにおいてタブ

レット端末を導入することで、より迅速かつ適切なサービスの提供を行う。

実施内容 ・端末導入、システム整備といったタブレット端末利用のための環境整備を行う。

・他自治体でのモバイル端末を利用した施策例の調査・照会を行う。

・タブレット端末を活用した施策の実証及び検証を行う。

主な効果 市民

向け

・業務の質が向上し、きめの細かい市民対応が実現する。

・市民からの相談対応スピードが向上する。

庁内

向け

・職員の事務処理負担が軽減する。

・職員の時間外勤務が縮減する。

事業番号 ２－２－１ 事業名 相談業務改善に向けたモバイル端末整備

主管部署 生活福祉課

関連部署 ―

主管部署 消費生活総合センター

関連部署 ―

事業番号 ２－２－２ 事業名 生活保護業務のICT化

２－２－４ 事業名 タブレット型現地調査支援システムの導入

事業番号 ２－２－３ 事業名 タブレット端末の導入

主管部署 技術管理課

関連部署 ―

事業番号

主管部署 農業振興課

関連部署 ―

さいたま市 市民

タブレット端末を通じた相談の実施記録作成時のタブレット端末の活用



第２章 ICT施策 

2-2 ICT施策の内容 

 

１５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和6年度 令和7年度

試験運用及び効果確認

概要スケジュール 令和3年度 令和4年度 令和5年度

２－２－４

本格導入

令和5年度 令和6年度 令和7年度

２－２－３ 工事所管課のニーズ等とり

まとめ

試験運用及び効果確認

本格導入

概要スケジュール 令和3年度 令和4年度

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

２－２－２ 訪問支援システム全区導入

令和3年度

２－２－１ 他自治体動向調査

モバイル端末利用方針策定

モバイル端末賃貸借更改調

達・運用

概要スケジュール

概要スケジュール 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度



第２章 ICT施策 

2-2 ICT施策の内容 

 

１６ 

 

■ ICT施策２－３ 学校事務の効率化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主管部署 高校教育課

関連部署 ―

主管部署 教育研究所

関連部署 ―

事業番号 ２－３－３ 事業名 学校事務効率化推進事業

主管部署 教職員人事課

関連部署 指導１課、指導２課、教育研究所

事業番号 ２－３－２ 事業名 学校事務効率化事業（小・中・特別支援学校）

事業番号 ２－３－１ 事業名 ICTを活用した学校の働き方改革

実施イメージ

目的 ・クラウドを活用した新しいシステムや、新しい教職員端末及びネットワークを導

入することにより、教職員の長時間労働の是正や負担軽減、ICTを活用した業務改

善・業務の効率化等を図る。

実施内容 ・クラウドを活用した新しい校務支援システムを導入する。

・学習系と校務系のデータ接続について研究を実施する。

・教育委員会各課が所管する様々な業務システム間のデータ連携を実現する。

主な効果 市民

向け

・教職員が児童生徒に向き合う時間を確保し、指導の充実が実現する。

庁内

向け

・教職員の、正規の勤務時間を除く在校時間が削減される。

⇒教職員の事務負担軽減

学校

ICT教育の導入促進

校務支援システム 教職員

⇒指導準備・フォローの充実化、
学習データの分析

ICT研修会参加教育委員会のシステム



第２章 ICT施策 

2-2 ICT施策の内容 

 

１７ 

 

 

２－３－３ 次期システムの仕様検討

次期システムの設計

次期システムの運用

概要スケジュール 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

２－３－２ 既存機器の維持・更改

タブレット型コンピュータ

の整備・次期学校教育ICT

環境の整備方針検討

次期学校教育ICT環境の整

備実施・運用

２－３－１ 導入方法の検討

システム開発・調達

システムの運用

概要スケジュール 令和3年度

概要スケジュール 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度



第２章 ICT施策 

2-2 ICT施策の内容 

 

１８ 

 

■ ICT施策２－４ 情報システムを活用した業務改革の取組 

 

実施イメージ

事業名

関連部署 ―

事業番号 ２－４－4 事業名

水道メーター検針におけるリモートネットワークの導入

主管部署 営業課

主管部署 農業振興課

関連部署 ―

事業番号 ２－４－1 事業名 庶務事務のシステム化の推進

主管部署 人事課

関連部署 ―

事業番号 ２－４－2 事業名 財務会計システムの再構築

主管部署 情報政策部

関連部署 ―

事業番号 ２－４－3

農地・農家台帳システムの再構築（機能拡充）

目的 ・情報システムの更改や導入、データベースや情報共有ツールの導入などにより、

業務の効率化や市民サービスの向上を図る。

実施内容 ・情報システムの更改や導入を契機に、紙で処理している事務のデジタル化や情報

システム間の連携機能を強化し、事務の効率化を図る。

・情報システムをクラウド環境へ移行し、情報システムの運用・保守等に係るコス

トや稼働を軽減するとともに、情報セキュリティのレベルアップを図る。

・Microsoft Accessにて管理しているデータを、データベースシステムに移行す

る。

・公共工事において事業者から納品される成果物を電子納品化する。また、事業者

との情報共有のための情報システムを導入する。

・令和２年６月に救急車へ救急隊事務端末を配備して、救急活動後の事務効率化を

図ったところであるが、救急活動の円滑化のために、救急隊事務端末のバージョン

アップを行い、救急活動においても活用する。

主な効果 市民

向け

・本施策によるコスト削減分の財源や、効率化した職員稼働を市民サービスにシフ

トすることにより、充実した市民サービスが提供できる。

庁内

向け

・職員や、市に協力している専門家の、業務量削減及び業務効率化。

情報システムの更改や導入、

データベース等各種ツールの導入
クラウドコンピューティングの推進



第２章 ICT施策 

2-2 ICT施策の内容 

 

１９ 

 

 
 

事業番号 ２－４－6 事業名 NPO法人データベースシステムの導入

２－４－8 事業名 情報共有システムの導入

主管部署 介護保険課

関連部署 ―

主管部署 市民協働推進課

関連部署 ―

事業番号 ２－４－7 事業名 介護認定審査会におけるテレビ会議システム構築事業

事業番号

主管部署 技術管理課

関連部署 ―

事業番号 ２－４－9 事業名 救急活動ICT化促進事業

主管部署 大宮盆栽美術館

関連部署 ―

事業番号 ２－４－5 事業名 大宮盆栽美術館ＩＴシステムのクラウド化

主管部署 救急課

関連部署 ―



第２章 ICT施策 

2-2 ICT施策の内容 

 

２０ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－４－４ 方針策定・設計

２－４－５ クラウドの運用

２－４－２ 方針策定・設計

構築作業

運用

２－４－３ リモートネットワーク方法

の検討

リモートネットワーク対応

端末の運用

リモートネットワークの調

達

リモートネットワーク対応

端末の調達

概要スケジュール

２－４－１ 構築

運用研修

導入

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

２－４－９ 運用開始

次期システム移行

２－４－８ ベンダー調査・運用方針作

成

試験運用及び効果確認

本格導入

２－４－６ ベンダー調査・内容の検討

システム構築

システムの運用

２－４－７ 事業拡大



第２章 ICT施策 

2-2 ICT施策の内容 

 

２１ 

 

■ ICT施策２－５ テレワークの導入 

 

■  

  

２－５－１ 中長期的方針の検討

方針を受けた事業内容及び

スケジュール決定

主管部署 行財政改革推進部

関連部署 情報政策部、人事部、危機管理部

概要スケジュール 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

実施イメージ

事業番号 ２－５－１ 事業名 働き方改革・BCPの観点からのテレワーク推進

目的 ・これまでも働き方改革推進の観点からモバイルワークの試行導入やサテライトオ

フィスの開設を行ってきたが、新型コロナウイルス感染拡大により、急遽在宅勤務

の試行導入を行うなど、危機管理の観点を踏まえた中長期的な対応方針を検討する

必要が生じている。この状況を踏まえテレワークの推進を行うもの。

実施内容 ・従来行っていた働き方改革の観点に加え、BCPの観点からテレワーク（モバイル

ワーク・在宅勤務・サテライトオフィス等）の導入・拡大の中長期的な方向性を検

討する。

・テレワーク導入・拡大にあたっての課題を整理し、必要に応じ運用やルールを見

直す。

・関連システムや端末等の費用対効果について検討を行った上で、システム拡大等

を実施する。

主な効果 市民

向け

・業務継続性が向上し、感染症拡大等の状況においても窓口サービスが継続可能に

なる。

庁内

向け

・働き方の多様化・業務の効率化により、職員の働きやすさや働きがいが向上す

る。

・業務継続性が向上し、感染症拡大等の状況においても業務遅滞することなく行政

運営を継続可能になる。

さいたま市システム
執務室内

自宅

サテライトオフィス

外出先



第２章 ICT施策 

2-2 ICT施策の内容 

 

２２ 

 

■ ICT施策３－１ さいたまシティスタット基盤の運用 

さいたまシティスタット基盤の運用

３－１－１ さいたまシティスタット基

盤の運用

主管部署 情報政策部

関連部署 ―

概要スケジュール 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

事業番号 ３－１－１ 事業名

実施イメージ

目的 ・市役所の業務で得られた各種データやレポートを集積・共有するなどして、全

庁におけるデータ活用を促進する。

・データに基づく課題分析や市民ニーズの把握、組織マネジメント等（EBPM）

を推進する。

実施内容 ・特別な知識がなくても職員自らがデータを分析・活用できる「セルフサービス

BIツール」である「さいたまシティスタット基盤」を活用し、全庁的に可視化・

共有すべき情報や各所管における課題の解決に必要な情報など、庁内のニーズに

合わせてレポートを整備する。

・データの可視化だけでなく、BIツールの機能を活用した事務の効率化にも取り

組む。

主な効果 市民

向け

・表やグラフなどでデータを可視化したレポートを活用し、より詳しく分かりや

すい情報提供が可能となる。

・可視化した客観的なデータをもとに市民と行政の対話が行われやすくなる。

庁内

向け

・データの集計や表・グラフ等の定型化された資料作成に関わる事務の効率化が

できる。

・ホームページ等でデータを分かりやすく可視化した情報発信が可能になる。

・施策、事業の過去の傾向等を可視化、分析することにより、データにもとづ

き、現状把握や新たな知見を得やすくなる。

・施策の実施や評価、見直しなどにおいて客観的なデータにもとづく、合理的な

判断を行いやすくなる。

住民異動情報などの共有可能な

データのアップロード

蓄積したデータ 分析レポート

さいたまシティスタット
各課職員が必要な

データ分析を行い、

分析レポートを

アップロード



第２章 ICT施策 

2-2 ICT施策の内容 

 

２３ 

 

■ ICT施策３－２ データが活用できる人材の育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－２－１ データ活用基礎・実践研修

BIツール等操作研修

データ活用・分析企画研修

主管部署 情報政策部

関連部署 ―

概要スケジュール 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

事業番号 ３－２－１ 事業名 データが活用できる人材の育成

目的 ・データを活用した現状把握・事業立案・課題解決ができる職員を育成するた

め、データ活用、分析に関わる理論やExcel、BIツールの操作方法などを習得す

る基礎的能力を育成する。

・これに加え、データに基づく課題解決や、サービス立案に必要となるプロセス

を、習得する課題解決力の育成に取り組む。

実施内容 ・データ活用基礎研修（さいたまシティスタットの概要や、統計活用方法につい

ての基礎的な研修）、データ活用実践研修（Excelでのデータ整理、クロス集計

の方法を中心とした実践研修）、シティスタット基盤に採用しているBIツール等

の操作研修や問題解決に向けたデータ活用を進めるためのデータ活用・分析企画

研修などを行う。

主な効果 市民

向け

・市民ニーズなど客観的なデータを活用した施策、事業の立案が行われやすくな

る。

庁内

向け

・データ活用に関する意識や技能、課題解決力の高い人材を育成することで、

データを活用した業務の効率化や課題の解決につながりやすくなる。

実施イメージ

データを活用した課題解決力

強化に着目した研修の実施

業務の効率化や、市民ニーズにマッチした

行政サービスの提供を実現



第２章 ICT施策 

2-2 ICT施策の内容 

 

２４ 

 

■ ICT施策３－３ データ活用に関する課題解決の支援 

 

 

 

 

事業番号 ３－３－１ 事業名 データ活用に関する課題解決の支援

目的 ・各所管の事務事業や業務におけるデータを活用した課題解決を支援する。

・民間や学識者の知識やノウハウを活かし、ビッグデータの分析等による課題解

決に取り組む。

実施内容 ・所管課に対し、シティスタット推進アドバイザーによるデータ活用分析支援の

相談窓口を通年で実施する。

・推進アドバイザーが相談を受けた業務については、データの収集、集計、分

析、評価などデータ活用に関わる改善支援を行う。

・所管課の相談内容に応じてBIツールやGISツールを活用したデータ活用・分析

支援を行う。

・大学や民間事業者と連携して、ビッグデータの分析などに取り組む。

主な効果 市民

向け

・市民ニーズなど客観的なデータを活用した施策、事業の立案が行われやすくな

る。

庁内

向け

・所管課における現状把握、事業評価、事業改善などにおいて、データの適切な

活用を通じて課題解決につなげる。

実施イメージ

３－３－１ シティスタット推進アドバ

イザーによる相談支援

BIツールやGISツールを活

用したデータ活用・分析支

援

大学や民間事業者と連携し

て、ビッグデータの分析等

の分析

主管部署 情報政策部

関連部署 ―

概要スケジュール 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

推進アドバイザー等による

データ活用分析支援
大学や民間事業者との提携



第２章 ICT施策 

2-2 ICT施策の内容 

 

２５ 

 

■ ICT施策４－１ スマートシティさいたまモデルの推進 

 

 

 

事業番号 ４－１－１ 事業名 スマートシティさいたまモデル推進事業

目的 ・AI、IoTなどのテクノロジーを活用し、市民生活を構成する様々な分野（エネル

ギー・モビリティ・健康・コミュニティ等）をスマート化することで、市民のQOL

向上に取り組む。

実施内容 ・美園タウンマネジメント協会を通じて、「公民＋学」の連携による先進的な生活

支援サービスの事業化・普及展開を図る。

・各種生活支援サービスを統合する情報基盤となる「共通プラットフォームさいた

ま版」の本格運用を目指す。

主な効果 市民

向け

・新しい生活支援サービスを利用することで、QOLの向上が期待できる。

・各種生活支援サービスを統合することで、サービスの利便性が向上する。

庁内

向け

・生活支援サービスの提供により、市の魅力が向上し、定住人口・交流人口・関係

人口の増加に繋がる。

実施イメージ

４－１－１ 情報基盤の改修

情報基盤の本格運用

生活支援サービスの検討及

び提供

主管部署 未来都市推進部

関連部署 ―

概要スケジュール 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

エネルギー 健康モビリティ コミュニティ

情報基盤

・・・



第２章 ICT施策 

2-2 ICT施策の内容 

 

２６ 

 

■ ICT施策４－２ 市民サービス向上に係るその他の取組 

実施イメージ

目的 ・タブレット端末を使用し、窓口サービスの向上を図る。

・スマホアプリを活用して、個人・企業の環境美化に対する意識向上を図る。

・アマチュアスポーツに関するデータの収集・分析を行うことで、選手の競技力

向上、怪我の予防等を図る。

実施内容 ・窓口においてタブレット端末を導入し、外国人が来訪した際の通訳サービスに

利用するほか、窓口に来た相談者に対する情報提供ツールとして活用する。

・対面で行っていた相談業務等を、タブレットを導入し、オンラインで実施する

ことで窓口に来なくても行えるようにする。

・ゴミ拾いアプリを活用し、清掃活動イベントの活性化や地域清掃活動データの

「見える化」を図る。

・女子サッカー合同練習会においてICT及びウェアラブルデバイス等を用い、選

手の運動データを取得し、分析の結果を選手及び関係者へフィードバックする。

主な効果 市民

向け

・窓口サービスにおける市民の満足度が向上する。支援サービスが円滑かつ迅速

に行える。

・ゴミゼロキャンペーンの活性化や、市内のポイ捨てごみ量の減少が実現する。

・選手の競技力向上や怪我の予防、コンディション管理の向上が実現する。

庁内

向け

・窓口業務が効率化する。対応時間も短縮する。

事業番号 ４－２－１ 事業名 児童相談対応における、タブレット端末を利用した多言語同

時通訳システム

主管部署 子ども家庭総合センター児童相談所

関連部署 情報政策部

事業番号 ４－２－２ 事業名 妊娠・出産包括支援事業用タブレット型端末整備

主管部署 地域保健支援課

関連部署 ―

事業番号 ４－２－３ 事業名 清掃活動見える化WEB システムの導入

主管部署 資源循環政策課

関連部署 ―

事業番号 ４－２－４ 事業名 スポーツシューレ事業におけるスポーツデータ活用の導入

主管部署 スポーツ政策室

関連部署 ―

窓口におけるタブレット

端末の導入、活用
ゴミ拾いアプリの活用 選手の運動データ取得・分析



第２章 ICT施策 

2-2 ICT施策の内容 

 

２７ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－２－３ 清掃活動見える化WEB シス

テムの運用

同システムを活用したその他

のサービス展開の検討

４－２－４ 運動データの取得・蓄積

４－２－１ ベンダ調査・方針の作成

タブレット端末の導入

タブレット端末の運用

４－２－２ タブレット端末の運用

概要スケジュール 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度



第２章 ICT施策 

2-2 ICT施策の内容 

 

２８ 

 

■ ICT施策５－１ 市が保有するデータの整備・活用の促進に伴うオープンデータの拡充 

 

 

 

 

目的 ・本市の保有するデータを外部に公開できる環境を構築することにより、データ

の容易な利用に寄与する。

実施内容 ・庁内データは各担当課ごとに管理されており、他課データの参照は容易にでき

ないので、庁内データを共有し、複数課で活用できる環境を整備することで、

データを蓄積する仕組みを作る。

・オープンデータポータルサイトを運用する。

・シティスタット基盤に蓄積したデータから公開可能なデータを新規公開データ

として追加する。

・公開にあたっては、個人情報を排除した形で機械的に処理しやすいデータ形式

(csv等)に変換する。また、GISとの連携を図る。

主な効果 市民

向け

・行政活動の透明性が向上する。

・市民生活の利便性向上に資する新たなアプリケーションの開発につながる。

庁内

向け

・庁内で参照可能な情報について、組織横断的に有効活用することにより、業務

効率化や、課題解決の検討ができる。

実施イメージ

各所管課からの

データアップロード

（庁内データ活用の促進）

オープンデータ

カタログサイト

一部をオープンデータ化

市民・事業者

オープンデータ利用

さいたま

シティスタット

５－１－１ 市が保有するデータの整備・活用の促進に伴うオープンデータの拡充

５－１－２ 市況をHPに即日掲載するためのシステムの構築

市場のシステムから

市況データを印刷

紙を読み込み ホームぺージ

公開

市況データはデータのまま直接

ホームぺージシステムへ連携

現在の市況公開プロセス システム構築後のプロセス



第２章 ICT施策 

2-2 ICT施策の内容 

 

２９ 

 

 

 

主管部署 情報政策部

関連部署 ―

事業番号 ５－１－１ 事業名
市が保有するデータの整備・活用の促進に伴うオープンデー

タの拡充

事業番号 ５－１－２ 事業名 市況をHPに即日掲載するためのシステムの構築

主管部署 食肉中央卸売市場・と畜場

関連部署 ―

概要スケジュール 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

５－１－１ オープンデータサイトの運

用

公開オープンデータの拡充

新規公開データの追加

概要スケジュール 令和5年度 令和6年度 令和7年度

５－１－２ システムの構築

システムの供用

令和3年度 令和4年度



第２章 ICT施策 

2-2 ICT施策の内容 

 

３０ 

 

■ ICT施策５－２ 民間ニーズを踏まえたオープンデータの公開 

 

 

 

 

 

 

  

事業名 民間ニーズを踏まえたオープンデータの公開

目的 ・オープンデータが活用されるために、個人情報の保護に最大限配慮しつつ、民

間事業者等の利用ニーズ等を踏まえた価値の高いデータを公開する。

実施内容 ・ヒアリングやアンケート等により、民間事業者等のニーズ把握に努める。

・データを活用する企業等と直接対話する場として、国が開催する「官民ラウン

ドテーブル」(民間ニーズに即したオープンデータの取組と活用を促進するた

め、データ活用を希望する事業者と、データを保有する府省庁等が直接対話する

場。）で示された民間ニーズについても的確に把握する。

・上記検討を踏まえ、本市として優先的に公開すべきデータセットについて検討

する。

主な効果 市民

向け

・市民・事業者によるオープンデータの利用が増加する。

・市民生活の利便性向上に資する新たなアプリケーション開発につながる。

庁内

向け

・市民・事業者から問い合わせの多いデータをオープンデータにて提供すること

により、情報開示の対応業務を効率化する。

実施イメージ

事業番号 ５－２－１

５－２－１ 民間事業者等へのヒアリング

主管部署 情報政策部

関連部署 －

概要スケジュール 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

オープンデータの拡充 市民・事業者

オープンデータ利用増加

ヒアリング・アンケート結果

政府が示す調査結果

結果の反映

結果の反映



第２章 ICT施策 

2-2 ICT施策の内容 

 

３１ 

 

■ ICT施策６－１ マイナンバーカードの普及・活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実施イメージ

目的 ・市民に対しマイナンバーカードの普及・活用を促進することにより、健康保険

証等での利活用を進める。

・また、庁内関係課と調整の上、マイナンバーカードの活用可能性を検討し、市

民サービスの提供における業務の効率化を図る。

実施内容 ・職員向け、庁外向けの普及活動を実施する。

・マイナンバーカードの活用可能性検討のための庁内関係課との調整を行う。

主な効果 市民

向け

・行政サービスを、より効率的に利用できるようになる。

庁内

向け

事業番号 ６－1－１ 事業名 マイナンバーカードの普及・活用

６－1－１ マイナンバーカードの普及

多目的利用の推進

運用

主管部署 情報政策部

関連部署 庁内関係課

概要スケジュール 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

・
・
・

さいたま市 市民

マイナンバーカードの

普及・活用促進

例.健康保険証

利用可能性の拡大に向けた検討・調整



第２章 ICT施策 

2-2 ICT施策の内容 

 

３２ 

 

■ ICT施策７－１ 学校教育の ICT化 

 

 

 

主管部署 高校教育課

関連部署 ―

主管部署 教育研究所

関連部署 ―

事業番号 ７－１－２ 事業名 学校ICT化推進事業

事業番号 ７－１－１ 事業名 学校教育ICT化推進事業（小・中・特別支援学校）

実施イメージ

目的 ・児童・生徒が、情報や情報取得手段を主体的に選択し活用していくために必要

な、情報活用能力（情報モラルを含む）の育成を図る。

・タブレット型コンピュータや教職員向け端末の導入、ネットワーク環境整備、プ

ロジェクタ配備等、ICT機器等の教育環境の整備を計画的に行う。

・ナレッジの共有や教職員研修の充実により、教職員がICT活用を指導する能力を

向上させる。

実施内容 ・教室へのタブレット型コンピュータの整備を進める。

・教室への無線LAN、プロジェクタ、電子黒板等の整備を進める。

・ソフトウェアやデジタル教材を活用した主体的･対話的で深い学びの視点に立った

授業づくりを促進する。

・ICTを効果的に活用した授業づくりに対する支援を行う。

・情報モラル教育等を推進する。

主な効果 市民

向け

・コンピュータ1台当たりの児童生徒数が減少する。

・ICTを効果的に活用した、より分かる授業・魅力ある授業が実施できる。

・ICTや電子教材の活用により、児童生徒の学習への興味・関心が高まる。

・児童生徒に個別最適化された学習が展開できる。

・児童生徒の主体的・自律的・探究的な学習を推進できる。思考力・判断力・表現

力等が向上する。

庁内

向け

・教職員のICT活用能力・指導力及びモラルが向上する。

・校務支援システムとの連携による、教員事務の負担が軽減する。

・教材等の共有化・ペーパーレス化により、教材等の購入費用が削減される。

タブレット端末導入
無線LAN等ネットワーク整備

電子黒板配備

アクティブラーニング

推進



第２章 ICT施策 

2-2 ICT施策の内容 

 

３３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備実施・運用

７－１－２ 仕様検討

設計

運用

７－１－１

概要スケジュール 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度



第２章 ICT施策 

2-2 ICT施策の内容 

 

３４ 

 

■ ICT施策７－２ 高齢者の情報リテラシーの向上 

 

 

 

 

 

 

 

  

実施イメージ

目的 ・主にパソコンやスマートフォンを利用していない又は利用するための知識が足

りない高齢者層に対し、「パソコン講座」や「スマートフォン教室」を開催する

など、高齢者の情報リテラシー（ICTを使いこなす能力）の向上に向けた取組を

推進する。

実施内容 ・高齢者向けパソコン講座、スマートフォン教室を開催する。

主な効果 市民

向け

・高齢者のパソコンやスマートフォン利用が増加する。

庁内

向け

・ICTを利活用する市民が増えることにより、ICT施策の有効性が向上する。

事業番号 ７－２－１ 事業名 高齢者の情報リテラシーの向上（パソコン講座の開催）

主管部署 高齢福祉課

関連部署 ―

事業番号 ７－２－２ 事業名 高齢者の情報リテラシーの向上（スマートフォン教室の開催）

主管部署 高齢福祉課

関連部署 ―

概要スケジュール 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

７－２－１ 講座の実施

カリキュラムの拡充

７－２－２ スマートフォン教室のモデ

ル事業実施

事業の拡大

高齢者向けパソコン講座、スマートフォン教室の開催



第２章 ICT施策 

2-2 ICT施策の内容 

 

３５ 

 

■ ICT施策７－３ 市民の ICT活用スキルの向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

７－３－１ 市民向け講習会等の実施

地域ICTリーダのスキル

アップ

主管部署 情報政策部

関連部署 生涯学習総合センター（学習機会の提供）

概要スケジュール 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

事業番号 ７－３－１ 事業名 市民のICT活用スキルの向上

実施イメージ

目的 ・市民の情報格差の縮小

実施内容 ・地域ICTリーダ等を講師とした、公民館での市民向けの講習会を実施する。

・市の防災情報の取得等、市民生活に直結した内容の講習会とする。

・講師となる地域ICTリーダが継続してスキルアップできるような環境を整える。

主な効果 市民

向け

・情報格差の縮小が図れ、市民が必要な情報を取得できるようになる。

庁内

向け

・ICTを利活用する市民が増えることにより、ICT施策の有効性が向上する。

地域ICTリーダ

（講師役）の

データベース

ICT講習会の

カリキュラム、

教材、環境整備

市民向け講習会

の実施

公民館



第２章 ICT施策 

2-2 ICT施策の内容 

 

３６ 

 

■ ICT施策７－４ 職員の ICTスキルアップ 

 

 

 

実施イメージ

目的 ・情報セキュリティやICTリテラシー等の基本的なICTスキルを向上させる。

・情報システム部門や各部署のICTリーダには、ICT企画立案や費用精査など、よ

り高度なスキルを向上させる。

・ICTリーダ間の情報共有を行い、スキルアップを図る。

実施内容 ・基本的なICTスキル向上のため、e-ラーニング等を用いて全庁に向け定期的な

教育を実施する。

・ICT企画立案や費用精査などに対するスキルを向上させるため、外部講師によ

る専門的な技術の研修や、民間の研修への参加などを行う。

主な効果 市民

向け

・職員のICTスキルアップにより、ICTを活用した行政サービスの質が向上する。

庁内

向け

・ICTに関する知識やスキルを習得し、業務への活用を行うことにより、業務の

効率化が図られる。

事業番号 ７－４－１ 事業名 職員のICTスキルアップ

７－４－１ 研修実施

技術動向等調査

教材・カリキュラムの拡充

主管部署 情報政策部

関連部署 ー

概要スケジュール 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

e-ラーニング等を用いた

スキルアップ

職員研修・部内

教育の実施

外部講師による研修・

民間のICTセミナーへの参加

ICTリーダ間の

情報共有

〇ICTスキルの底上げ

⇒ICTの基礎知識・スキルについての理解を深め、

ICTの基礎的な利活用ができる

〇専門的なICT要員の育成

⇒ICTの最新技術や動向を理解し、ICTの運用管理

利活用に関する指導等ができる



第２章 ICT施策 

2-2 ICT施策の内容 

 

３７ 

 

■ ICT施策８－１ 第二次情報システム最適化プラン 

 

 

  

令和7年度

８－１－１ 庁内クラウド構築

共通基盤運用

システム集約（統合・標準

化等）

庁内クラウド運用

共通基盤機器更改（一部運

用見直）

概要スケジュール 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

実施イメージ

主管部署 情報政策部

関連部署 ―

事業番号 ８－１－１ 事業名 情報システムの全体最適化の推進

目的 ・仮想化技術を用いて、全庁的に情報システム機器・ネットワークを集約・統合

したシステム基盤を構築し、再構築・新規導入する業務アプリケーションを順次

搭載することで、効率的な資源の利用と運用の効率化によるコストダウンを図

る。

・文字環境（外字やフォント等）、認証、システム間連携方式の見直し、及び各

システムで共通的に使用する機能の共有化を図ることにより、全庁的な共通基盤

の見直し・整備を図る。

実施内容 ・仮想化技術を用いたサーバ統合を図る。

・共通基盤の見直しを図る。

・セキュリティを強化する。

主な効果 市民

向け

・本施策によるコスト削減分の財源を市民サービスにシフトすることにより、充

実した市民サービスが提供できる。

庁内

向け

・サーバ統合による直接コストの削減ができる。

・情報システム調達事務の低減が実現する。

・システム構築（事業化）に要する期間を短縮できる。

・情報システムの安全性・安定性が向上する。

・業務の効率化・ペーパレス化、業務のリードタイム短縮が実現する。

仮想化ソフトウェア

Ａシス

テム

Ｂシス

テム

システム基盤イメージ

Ａシス

テム

Ｂシス

テム

共通基盤システムイメージ

統合DB

データ連携

文字基盤

認証基盤

EUC・帳票



第２章 ICT施策 

2-2 ICT施策の内容 

 

３８ 

 

■ ICT施策８－２ 公共施設の工事修繕履歴等のデータの活用 

 

 

 

 

 

 

 

  

８－２－１ システムの運用

主管部署 資産経営課

関連部署 ー

概要スケジュール 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

事業番号 ８－２－１ 事業名 公共施設の工事修繕履歴等のデータの活用

実施イメージ

目的 ・公共施設の継続使用や安全性の確保、維持・補修費等の適正化、コスト低減、予

算の平準化を図る。

実施内容 ・公共施設の工事修繕履歴等のデータを収集し、データ分析に基づいて計画的な施

設の改修及び更新に役立てる。

主な効果 市民

向け

・公共施設の継続使用、安全性の確保が図れる。

庁内

向け

・維持・補修費のコスト低減、予算の平準化が可能となる。

各課における利用

各課データ
公共施設マネジメントシステム

公共施設・公共インフラ



第２章 ICT施策 

2-2 ICT施策の内容 

 

３９ 

 

■ ICT施策９－１ GIS を活用した災害に強いまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

９－１－１ 災害リスクの更新・公開

災害リスク・システム等の

更新内容の検討

主管部署 都市総務課

関連部署 防災課、下水道計画課、河川課

概要スケジュール 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

事業番号 ９－１－１ 事業名 GISを活用した災害に強いまちづくり

実施イメージ

目的 ・地震災害に関するリスク情報や洪水ハザードマップ等の災害リスク情報と、避難

場所等の施設情報を、GISによる「防災まちづくり情報マップ」にて公開し、防災

意識の向上を図る。

実施内容 ・定期的な災害リスクの評価及び更新を行う。

・システムの操作性の向上や見やすいデザインへの変更を行う。

主な効果 市民

向け

・防災に関する自助・共助の取組が進む。

庁内

向け

地震災害・洪水等の災害リスク

GISを活用した情報収集
防災まちづくり情報マップ

における公開
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2-2 ICT施策の内容 

 

４０ 

 

■ ICT施策９－２ 業務継続計画（ICT-BCP）の実行・点検による行政サービスの継続性確保 

 
 

 

  

９－２－１ 業務継続計画の実行・点検

主管部署 情報政策部

関連部署 ー

概要スケジュール 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

事業番号 ９－２－１ 事業名
業務継続計画（ICT-BCP）の実行・点検による行政サービスの

継続性確保

実施イメージ

目的 ・平成24年度に作成した情報システムの業務継続計画（ICT-BCP）について、有

効性確認及び訓練等を実施し、業務継続マネジメント（ICT-BCM)を実行する。

実施内容 ・基本計画書の改定作業を行う。

・緊急事態を想定した、業務継続性を担保するための訓練を計画し、実施する。

・脆弱性改善ロードマップに基づき、情報システムに存在する脆弱性を解消する。

主な効果 市民

向け

庁内

向け

・情報システムへの対応に割く職員の負担が軽減される。

・緊急時に業務が継続もしくは早期の復旧が可能となる。

・情報システムの脆弱性解消により、情報システムの信頼性が向上する。

計画書策定・展開

Do

脆弱性の解消
計画内容の実行

有効性確認、訓練等

遠隔バックアップ

復旧訓練等

Plan

Check

Act

計画書見直し、
是正措置の実施



第２章 ICT施策 

2-2 ICT施策の内容 

 

４１ 

 

■ ICT施策 10－１ 学校・家庭間コミュニケーション推進 

 

 

 

10－１－１ 次期システムの仕様書検討

次期システムの設計

次期システムの運用

主管部署 高校教育課

関連部署 ー

概要スケジュール 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

事業番号 10－１－１ 事業名 学校・家庭間コミュニケーション推進事業

実施イメージ

目的 ・教員、生徒、保護者が、パソコン、スマートフォン、携帯電話で利用できる学

校向けグループウエア（掲示板・メール等）を充実させることにより、さらなる

校務の効率化を図る。

実施内容 ・新しい教職員端末及びネットワークを導入する。

・教員、生徒、保護者がパソコン、スマートフォン等で利用できる学校向けグ

ループウェアの活用を推進する。

・保護者へのメール連絡により、プリント配付や緊急時の連絡、欠席遅刻連絡の

受付を行う。

・アンケート機能を活用し、学校からの調査や保護者会等への出欠確認を行う。

・中学校向けの学校説明会等への申込をグループウェアを用いて行う。

主な効果 市民

向け

・グループウェアによる防犯速報や悪天候等による休校連絡、緊急時の一斉メー

ル連絡により、生徒保護者の心配を大幅に軽減する。

庁内

向け

・学校からの情報発信により、学校の取組などを広く周知できる。

・一斉メール連絡により、プリント配付時にかかる印刷費用等が削減できる。

・教職員における、保護者からの欠席遅刻等の連絡の対応業務が軽減できるた

め、校務の効率化と連絡の確実な伝達ができる。

クラス担任

プリント配布、
連絡事項伝達

保護者からの
連絡受付

学校からの
連絡事項

欠席等の連絡、
説明会の申し込みネットワーク、

グループウェア等

保護者がパソコン・

スマートフォン等を活用



第２章 ICT施策 

2-2 ICT施策の内容 

 

４２ 

 

■ ICT施策 10－２ 情報発信の充実やコミュニケーション強化に係る、その他の取組 

 

 

10－２－２ モバイルサイト構築検討・

実施

10－２－１ 調達・構築・サービス開始

主管部署 見沼田圃政策推進室

関連部署 ―

概要スケジュール 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

事業番号
10－２－２

事業名 見沼たんぼのホームページ　モバイルサイト（スマートフォン

対応）の作成

主管部署 子育て支援政策課

関連部署 ―

事業番号 10－２－１ 事業名 ひとり親家庭等への情報発信の充実

実施イメージ

目的 ・インターネットやSNS、スマートフォンなどを通じて、市民への情報発信やコ

ミュニケーションの強化を図る。

・これにより、市民への情報提供強化、行政サービスの利便性向上、支援が必要な

方々への支援強化、が可能となる。

実施内容 ・支援が必要な方々へ、支援施策の内容についてのプッシュ型通知を行うことなど

により、積極的な周知を図る。

・パソコンしか対応していない一部のWebを、スマートフォン対応にする。

主な効果 市民

向け

・支援が必要な市民に対して必要な支援を提供することが可能となる。

・スマートフォン利用者に対する情報発信が強化される。

庁内

向け

・情報発信や支援事業に関する業務が効率化する。

支援が必要な市民への

プッシュ型情報発信

ホームページのスマート

フォン対応実施

情報
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2-2 ICT施策の内容 

 

４３ 

 

■ ICT施策 10－３ 必要な人に必要な情報が伝わる取組 

10－３－１ 他市・事業者への情報収

集、ＳＮＳの機能拡張検討

区役所と連携した情報発信

強化

マスメディアと連携した

プッシュ型発信の検討・実

証実験とそれを踏まえた改

善検討

マスメディアと連携した

プッシュ型発信の実施

ＳＮＳの機能拡張と情報発

信

主管部署 広報課

関連部署 ー

概要スケジュール 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

実施イメージ

事業番号 10－３－１ 事業名 必要な人に必要な情報が伝わる取組

目的 ・年齢や地域性などの属性に応じた内容の情報を受け取りやすい手法で発信する

ことにより、災害時等において市民ニーズに即した情報を取得できるよう、情報

発信の有効性の向上と伝達手段の多様化を進める。

実施内容 ・ＳＮＳを活用した属性に応じた発信

・区役所と連携した地域情報の発信強化

・マスメディアと連携したプッシュ型発信の実施

主な効果 市民

向け

・必要とする情報を取得できている市民が増加する。

庁内

向け

市民

市役所

・区役所

ホームページ

ＳＮＳ

マスメディア

情報発信

プッシュ型発信
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2-2 ICT施策の内容 

 

４４ 

 

■ ICT施策 11－１ 情報セキュリティ強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

11－１－１ 職員の教育・注意喚起等

情報セキュリティ監査の実

施

主管部署 情報政策部

関連部署 ー

概要スケジュール 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

事業番号 11－１－１ 事業名 情報セキュリティ強化事業

実施イメージ

目的 ・市の情報資産について、機密性、完全性及び可用性を保持しながら、円滑な行

政サービスを継続して提供するとともに、市民の行政に対する信頼を維持・向上

させる。

実施内容 ・情報セキュリティ対策に関する監査などを実施するほか、職員に向けて教育・

注意喚起等を行う。

主な効果 市民

向け

・情報漏えい等による事件・事故を防ぎ、市の損害の発生を防ぐことができる。

庁内

向け

・情報管理者及び一般職員を対象とするeラーニング研修を通じて、職員の情報

セキュリティに対する意識が向上する。

・万が一、事故が発生した場合においても、迅速な対応により被害を最小限に抑

えることができる。

集合研修・eラーニングの実施

情報セキュリティ対策に関する監査実施 職員に向けた教育・注意喚起
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１．アクション・プラン 2015 の成果とさいたま市行政デジタル化計画

アクション・プランへの展開  

令和 2 年度においてアクション・プラン 2015 は 27 事業実施しています。27 事業の成果とさいたま市行

政デジタル化アクション・プランへの展開予定は以下のとおりです。 

 

【図表 10 事業の主な成果と総括評価】 

事業 

番号 
事業名 事業の主な成果 

総括 

評価1 
総括評価の根拠 

１‐１‐１ 市民協働（ガバ

メント 2.0）推進

事業（市民との

協働を支援する

仕組みの推進） 

 アイデアソンの実施やアプリコンテストの

支援、マッチングファンドの実施等、市民

と協働して事業を実施することができた。 

C( 計 画

通り) 

毎年、市民協働にかかる事業を実

施し、概ね目標を達成することが

できた。 

１‐１‐２ 市民協働（ガバ

メント 2.0）推進

事業（市民の声

DB の周知・運

用） 

 市民の声データベースシステムの周知・

運用が図られた。 

 市民の声データベースシステムに蓄積さ

れた声をテキストマイニングにより分析

し、「市民の声ホットライン」として年４回

庁内に情報提供した。（平成 30 年度開

始） 

 市民の声 Web からの「わたしの提案」の

投稿が毎年、前年度を上回った。 

C( 計 画

通り) 

毎年、スケジュールは予定通りで

あった。 

目標は概ね達成した。 

１‐３‐１ 公衆無線 LAN

整 備 ル ー ル 等

検討事業 

 本事業は市内各施設に公衆無線 LAN を

設置するにあたってのルール等を検討す

る事業である。 

 平成 29 年度に「さいたま市公衆無線 LAN

整備指針」の策定を行い、平成 30 年度に

さいたま市公衆無線サービス「Saitama 

City Free Wi-Fi」のサービスを開始した。 

 総合振興計画に掲げた 15 施設への新規

導入については平成 30 年度に達成し、

その後も施設数を増やすことができた。 

C( 計 画

通り) 

ほぼ計画通りの進行ができ、公共

施設への Wi-Fi 環境整備が進ん

だ。 

１-３-３ 

 

 

 

 

 

 

 

公衆無線 LAN

整備事業（外国

人 来 訪 者 へ の

おもてなし） 

 市内の公共施設、観光施設、スポーツ施

設、商店街、避難所等に公衆無線LANな

どの環境を整備する。 

 オリンピック・パラリンピックを見据え、来

訪者に対し観光情報等を提供できるよう

にする。 

 災害時のコミュニケーション手段としても

活用できるようにする 

D( 計 画

未達) 

Wi-Fi 導入に係る費用の負担に関

して、補助金の申請要望が少なか

ったため。 

また、令和２年度に関しては、新型

コロナウイルス感染症拡大のた

め、事業を中止とした。 

                                            

 
1 総括評価の記号の意味は以下のとおり 

A 計画より大幅に成果を上げた 計画より１年以上先行又は計画通りで成果が想定の２倍以上 

B 計画より成果を上げた 計画より半年から１年程度先行又は計画通りで成果が想定の 1.5 倍程度 

C 計画通り 計画通り 

D 計画未達 計画より遅れ又は計画通りで成果が想定の半分以下 

E 事業中止・凍結 事業は中止した、又は凍結した。 
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事業 

番号 
事業名 事業の主な成果 

総括 

評価1 
総括評価の根拠 

１‐４‐１ 社会保障・税番

号 制 度 対 応 事

業 

 「社会保障・税番号制度」の導入に伴い、

平成 28 年１月からの社会保障・税・災害

対策分野におけるマイナンバー（個人番

号）の利用開始や、平成 29 年 11 月から

の情報提供ネットワークシステムを利用

した機関間の特定個人情報の授受（情報

連携）の本格運用の開始に対応する必

要が生じたが、庁内各課と調整の上、番

号条例や規則、要領等の制定・改正及び

各システムの改修等を適切に行い、円滑

に対応できた。 

C( 計 画

通り) 

マイナンバーの利用開始や、情報

連携の本格運用開始に適切に対

応できたため。 

１‐５‐１ 公金収納チャネ

ル多様化事業 

 市税等のクレジットカード納付及びペイジ

ー（MPN)納付の導入支援を行い、平成

30 年４月から運用を開始した。 

 施設使用料及び物品売払収入につい

て、令和２年３月に一部の施設でクレジッ

トカード納付を導入、令和２年４月に電子

マネー納付を導入し、令和２年５月に運

用を開始した。 

C( 計 画

通り) 

毎年のスケジュールは概ね予定通

りであり、目標も概ね達成した。 

２‐１‐１ 行政情報収集・

公開事業（オー

プンデータ推進

事業） 

 市として公開できるものからオープンデー

タ公開を進め、一定程度はオープンデー

タとして公開できた。 

C( 計 画

通り) 

オープンデータの公開や更新は概

ね計画どおり拡充してきたが、近

年は公開件数が頭打ちになってい

る。 

２‐２‐１ 地域 ICT利活用

推進事業 

 地域の ICT 推進役・相談役である地域

ICT リーダを約 300 名養成し、毎年スキル

アップ講座を開催することで、地域の ICT

リテラシー向上や情報格差縮小に寄与し

た。 

D( 計 画

未達) 

平成 27～30 年度については、目

標どおり事 業を実 施できてい た

が、令和元年度から、独自活動支

援で行っている PC 等の機材貸出

回数が減り、目標達成ができてい

ない。 

その原因としては、市民ニーズは

スマホやタブレット教室になってき

ており、パソコン講座では受講者

が集まらないという意見や機材の

搬入搬出が大変だという意見があ

った。 

２‐３‐１ 学校教育 ICT化

推 進 事 業（ 小・

中・特別支援学

校） 

 追加タブレットの導入や、無線 LAN 環境

の整備を実施し、ICT を効果的に活用し

た授業の推進を行うことができた。 

 GIGA スクール構想の加速化を受け、高

速大容量ネットワークと１人１台端末を整

備することができた。 

C( 計 画

通り) 

毎年スケジュールは予定通りであ

った。 

目標は概ね達成した。 

２‐３‐２ 学校教育 ICT化

推進事業（高等

学校） 

 タブレット端末やプロジェクター等を活用

した授業を行うことが定着し、最終的に全

体の授業の 85％を占めた。 

 97％の教員が授業で ICT を使用した。 

B( 計 画

よ り 成

果 を 上

げた) 

毎年スケジュールは概ね予定通り

であった。 

目標値を超えて達成することがで

きた。 

２‐４‐１ 学 校 事 務 効 率

化事業（小・中・

特別支援学校） 

 校務支援システムを導入し、校務の効率

化を図ることができた。 

C( 計 画

通り) 

毎年スケジュールは予定通りであ

った。 

目標は概ね達成した。 

２‐４‐２ 学 校 事 務 効 率

化事業（高等学

校） 

 職員会議のペーパーレス化及び指導要

録の電子化について、全校で達成でき

た。 

 校務支援システムの教職員の利用につ

いて、100％を達成した。 

C( 計 画

通り) 

毎年スケジュールは予定通りであ

った。 

目標は概ね達成した。 
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事業 

番号 
事業名 事業の主な成果 

総括 

評価1 
総括評価の根拠 

２‐５‐２ 学校・家庭間コ

ミュニケーション

推進事業（高等

学校） 

 学校向けグループウエア（e-pa 等）につ

いて、家庭の 99％が登録し、活用でき

た。 

 システムによる情報の発信回数は３校の

平均で 712 回に上り、校務の効率向上に

寄与した。 

B( 計 画

よ り 成

果 を 上

げた) 

毎年スケジュールは概ね予定通り

であった。 

概ね目標値を超えて達成すること

ができた。 

２‐６‐１ 歴史資料デジタ

ルアーカイブ化

試行事業 

 歴史資料（写真）をデジタル化し、ホーム

ページ上で公開した。これらの歴史資料

は、利用申請手続きを不要としたため、

いつでも誰でも利用することができ、利便

性が向上した。 

C( 計 画

通り) 

概ねスケジュールどおりに進捗し、

目標を達成したため。 

２‐６‐３ 歴史・文化資源

デジタルアーカ

イブ化事業 

 歴史・文化資源のデジタルアーカイブ化

について、庁内関係課等と検討を行っ

た。 

C( 計 画

通り) 

概ねスケジュールどおりに進捗し

た。 

２‐７‐２ 健康マイレージ

事業 

 通信機能付き活動量計又はスマートフォ

ンアプリを活用した健康マイレージ事業を

平成 28 年９月から開始。 

 機能改修、年齢上限の撤廃、インセンテ

ィブの見直し、庁内他部署との連携、民

間スポーツクラブと協働で測定会を開

催、事業所単位での参加勧奨など様々な

取組を行ってきた結果、延べ 23,628 人の

参加者を得た（令和２年３月末時点）。 

※活動量計 8,640 人、アプリ 14,741 人、そ

の他 247 人 

C( 計 画

通り) 

毎年スケジュールは予定通りであ

った。 

目標は概ね達成した。 

２‐８‐1 ICT 利活用農業

活 性 化 支 援 事

業 

 見沼グリーンセンターの展示温室を改修

し、ＩＣＴ農業技術の試験栽培を実施し、モ

デル化を検討した。 

 改修した施設の試験栽培の展示によりＩＣ

Ｔ農業の PR が行えた。 

 導入支援策により、農業者がＩＣＴ技術を

活用した農業機械・施設等の導入が行わ

れた。 

C( 計 画

通り) 

展示温室の改修が行われ、ＩＣＴ農

業技術の試験栽培の実施が行うこ

とができたため。また、ＩＣＴ技術を

活用した農業機械・施設等の導入

支援策（補助金メニューの策定）に

より導入件数が目標達成してお

り、概ね計画どおり目標達成した。 

２‐９‐１ さいたま市危機

管 理 セ ン タ ー

ICT 利活用災害

対策事業 

 平成 27 年度から国民保護訓練として、図

上訓練を３回、実動訓練を１回実施した。

その他にも震災対応訓練等において図

上訓練を実施した。なおこれ以外に令和

元年に実働訓練を実施する予定であった

が、東日本台風の影響で中止している。 

C( 計 画

通り) 

毎年度、計画に示している訓練を

実施し、その都度危機管理センタ

ーの運用や機能について確認でき

ているため。 

自然災害の影響により、予定して

いた実動訓練を中止とした年度も

あったが、実災害や図上訓練時に

危機管理センターを活用すること

で運用及び機能の確認ができた。 

２‐10‐１ GIS 利活用防災

まちづくり推進

事業 

 地震災害に関するリスク情報に、水害等

他の災害リスク情報を併せた「防災まち

づくり情報マップ」を作成し、GIS（地理情

報システム）によって公開した。 

 出前講座にて災害リスクの確認方法を周

知したことにより、防災に関する自助・共

助の取組を進めていただくきっかけをつく

ることができた。 

C( 計 画

通り) 

毎年スケジュールは予定通りであ

った。 

目標は概ね達成した。 
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事業 

番号 
事業名 事業の主な成果 

総括 

評価1 
総括評価の根拠 

２‐11‐１ スマートシティさ

いたまモデル構

築事業 

 生活支援サービスの提供について令和

元年度までは順調に推移していたもの

の、令和２年度は、新型コロナウイルス

感染症拡大を受け、計画の遅延が見込

まれる。 

D( 計 画

未達) 

今年度中に生活支援サービスの

提供を想定していた２つの事業に

ついて、新型コロナウイルス感染

症拡大を受け事業実施の遅延や

見送りが生じているため 

３‐１‐１ 市 役 所 経 営 情

報把握・統計分

析 （ さ い た ま シ

ティスタット）事

業 

 データ活用に関する職員研修や所管課

に対するデータ分析の支援を通じて、職

員のデータ活用に対する意識向上を図る

ことができた。 

C( 計 画

通り) 

令和２年度は、新型コロナ感染症

の影響等で職員研修などの目標

達成が難しくなったが、それ以外で

は概ね計画通りに事業を進めるこ

とができた。 

３‐２‐１ ICT 利活用公共

施設・公共イン

フラ維持管理事

業 

 当初、保全情報データと財産台帳データ

を一元的に管理するシステムを構築して

運用を開始し、計画期間内に、これらの

データに加えて固定資産台帳データ及び

備品台帳データの一元化を実現できた。 

 システムを活用して公共施設の老朽化等

や改修履歴等のデータを収集し、その集

計結果を予算編成に活用することができ

た。 

C( 計 画

通り) 

当初は、公共インフラに係る各種

データの一元化も目標に掲げてい

たが、国が「社会資本情報プラット

フォーム」として集約する方針であ

ることが示されたことから、当該一

元化については国の動向を注視

することとした。これら以外につい

ては、毎年スケジュールは概ね予

定通りであった。 

３‐３‐１ 情報システム全

体 最 適 化 推 進

事業 

 第二次情報システム最適化プランの前期

の取組事項である「データセンターの集

約」及び「ネットワークの再構築」を完了 

C( 計 画

通り) 

第二次最適化プランでは、計画期

間を 10 年とし、前半で「データセン

ター集約」「ネットワーク再構築」に

取り組み、後半で「庁内クラウドの

構築・運用」「共通基盤の再構築」

を実施することとしてきた。 

前半においての取組を無事終える

ことができた。 

３‐３‐２ 各情報システム

新規導入・再構

築事業 

 情報システムの新規導入・再構築の際に

事前協議を実施した。 

 研修、予算説明会を実施し、情報システ

ムに関する見積積算の適正化を図った。 

C( 計 画

通り) 

スケジュール通りであった。 

目標は概ね達成した。 

３‐４‐１ 職員 ICT スキル

アップ推進事業 

 毎年、ICT リーダ向けに職員研修を行っ

ており、職員の ICT スキルの向上に寄与

している。 

C( 計 画

通り) 

計画どおり研修を実施できている

ため。 

３‐５‐１ 情報セキュリテ

ィ強化事業 

 情報システムに対する監査、階層別の職

員研修、標的型攻撃メール訓練等を実施

し、情報セキュリティを充実・強化すること

ができた。 

C( 計 画

通り) 

毎年度の情報セキュリティ強化事

業について概ね計画通りに実施で

きたため。 

３‐６‐１ 業 務 継 続 計 画

（ ICT-BCP ） 推

進事業 

 平成 24 年度に作成した情報システムの

業務継続計画（ICT-BCP）について、有

効性を確認し ICT-BCP 基本計画書及び

関連文書の改定を実施した。 

C( 計 画

通り) 

平成 24 年度に作成した ICT-BCP

基本計画書及び関連文書につい

て改定を実施した。 
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【図表 11 さいたま市行政デジタル化計画アクション・プランへの展開】 

事業 

番号 
事業名 展開予定2 

完了の理由 又は 

アクション・プラン 2015 からの改善点・変更点 

１‐１‐１ 市民協働（ガバメント 2.0）推進事業（市民

との協働を支援する仕組みの推進） 

完了 アクション・プランの事業としては完了し、さいた

ま市行政デジタル化計画アクション・プランでは

「市民の ICT 活用スキルの向上」事業の実施内

容の一つと位置付ける予定。 

１‐１‐２ 市民協働（ガバメント 2.0）推進事業（市民

の声 DB の周知・運用） 

完了 アクション・プランの事業としては完了し、事業原

課にて経常的に実施していく。 

１‐３‐１ 公衆無線 LAN 整備ルール等検討事業 完了 事業としては役割を終える形となるが、新規施

設での導入サポートについては引き続き実施し

ていく。 

１-３-３ 公衆無線 LAN 整備事業（外国人来訪者へ

のおもてなし） 

完了 補助金のメニューのうち、Wi-Fi 導入に係る補助

金の申請要望が少なかったこと、また、オリンピ

ック・パラリンピックを見据えた事業であるため完

了とする。 

１‐４‐１ 社会保障・税番号制度対応事業 完了 社会保障・税番号制度については、制度の運用

の段階となり、今後は、マイナンバーカードの利

活用等について展開をしていくことが望ましいた

め。 

１‐５‐１ 公金収納チャネル多様化事業 継続 ICT 技術やキャッシュレス化の進展を踏まえ、時

代に見合った新たな納付方法の導入を促進す

る。 

オンラインにより納付する科目の拡充を支援す

る。 

２‐１‐１ 行政情報収集・公開事業（オープンデータ

推進事業） 

継続 オープンデータの公開には、機械判読に適した

形式への加工が必要となるなどの障壁があるこ

とから、従来の取組だけでは、これ以上の拡充

は難しくなっている。そのため、シティスタット基

盤により、庁内でデータを共有し、利活用する仕

組みを構築し、庁内で共有化されたデータのう

ち、市民への公開が有益と判断されたデータを

オープンデータとして公開していく。 

２‐２‐１ 地域 ICT 利活用推進事業 継続 平成 27 年度の計画当初では、事業として目標を

達成できていたが、近年では目標を達成できて

いない項目も出てきたため、市民の ICT リテラシ

ー向上や情報格差解消に向け、必要なことを再

検討し、社会や市民のニーズにあった形に変え

て、今後も ICT リテラシー向上や情報格差解消

を促していく。 

２‐３‐１ 学校教育 ICT 化推進事業（小・中・特別支

援学校） 

継続 １人１台端末における、新たな授業の在り方に

ついて研究を進める。 

２‐３‐２ 学校教育 ICT 化推進事業（高等学校） 継続 生徒一人一台端末時代の教育 DX に対応した通

信環境の確立と授業モデルの研究。先進校の

知見を活用するための体制を構築する。 

２‐４‐１ 学校事務効率化事業（小・中・特別支援学

校） 

継続 令和３年度の新校務支援システム導入に向けて

事業を推進していく。 

２‐４‐２ 学校事務効率化事業（高等学校） 継続 校務支援システムの課題点や改善点を洗い出

し、さらなる学校事務の効率化を目指す。 

                                            

 
2 展開予定の意味は以下のとおり 

完了 アクション・プラン 2015 で事業完了とする。 

継続 アクション・プラン 2015 の内容を継承し、さいたま市行政デジタル化計画アクション・プランでは事業内容を継続する。 
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事業 

番号 
事業名 展開予定2 

完了の理由 又は 

アクション・プラン 2015 からの改善点・変更点 

２‐５‐２ 学校・家庭間コミュニケーション推進事業

（高等学校） 

継続 
次期システムの構築に向けて検討する。 

２‐６‐１ 歴史資料デジタルアーカイブ化試行事業 完了 今後も継続して歴史資料のデジタルアーカイブ

化を行い、利用者の利便性を高めていく。 

２‐６‐３ 歴史・文化資源デジタルアーカイブ化事業 完了 将来的に当該事業に着手できるよう、庁内関係

課等と所蔵資料の整理方法等について情報交

換を行っていく。 

２‐７‐２ 健康マイレージ事業 完了 アクション・プランの事業としては完了し、今後は

事業原課にてスマートフォンアプリならではの機

能改修やインセンティブの追加検討等を経常的

に実施していく。 

２‐８‐1 ICT 利活用農業活性化支援事業 完了 当該事業は ICT 農業技術の更なる情報提供及

び導入支援等で農業者の ICT 技術の活用を促

すため見直し等行いながら事業を行っていく予

定であり、さいたま市行政デジタル化計画アクシ

ョン・プランへの展開については完了とします。 

２‐９‐１ さいたま市危機管理センターICT 利活用災

害対策事業 

継続 複雑多様化する各種災害に対して、今後も継続

的に危機管理センターの機能検証を行っていく

必要がある。  

実災害等の発生時や訓練時に適宜活用すると

ともに、次期再構築に向けた検討を重ねる。 

２‐10‐１ GIS 利活用防災まちづくり推進事業 継続 更なる市民への周知に向け、より分かりやすい

形での災害リスクの公表内容について、関係部

局と連携を図りながら検討中。 

２‐11‐１ スマートシティさいたまモデル構築事業 継続 生活支援サービスの事業化・普及展開を図るこ

とに加えて、各生活支援サービスを統合する情

報基盤となる「共通プラットフォームさいたま版」

の本格運用を目指していく。 

３‐１‐１ 市役所経営情報把握・統計分析（さいたま

シティスタット）事業 

継続 令和２年度に再構築している新基盤は、職員自

らがデータを分析・活用できる「セルフサービス

BI ツール」となることから、新基盤を活用し庁内

のニーズに合わせてレポートを作成するなど、こ

れまで以上にデータ活用を推進していく。 

３‐２‐１ ICT 利活用公共施設・公共インフラ維持管

理事業 

継続 今後も、公共施設の工事修繕履歴等のデータを

収集し、データ分析に基づいて計画的な施設の

改修及び更新に役立てる。 

３‐３‐１ 情報システム全体最適化推進事業 継続 第二次最適化プランについて、後半の取組を次

期アクション・プランについても引き続き推進して

いく 

３‐３‐２ 各情報システム新規導入・再構築事業 完了 アクション・プランの事業としては完了し、事業原

課にて経常的に取組を進めていく。 

３‐４‐１ 職員 ICT スキルアップ推進事業 継続 概ね計画どおり事業を進行できているが、実施

年度によって研修内容を業務に活かせるとアン

ケートで答える人数にばらつきがあるため、常に

実用的で ICT スキルを向上できるような研修内

容を検討していく必要がある。 

３‐５‐１ 情報セキュリティ強化事業 継続 情報セキュリティの確保のため、継続して事業を

実施する必要があるが、デジタル化の更なる推

進・クラウドサービスの利用拡大等、新制度・新

技術に対応したセキュリティ対策を検討していく

必要がある。 
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事業 

番号 
事業名 展開予定2 

完了の理由 又は 

アクション・プラン 2015 からの改善点・変更点 

３‐６‐１ 業務継続計画（ICT-BCP）推進事業 継続 新型コロナウイルス感染症等の感染症発生時

の業務継続について、基本計画書等に反映させ

る予定。 

 

なお、以下の事業はアクション・プラン 2015の計画期間中に廃止となっています。 

【図表 12 アクション・プラン 2015 計画期間中に廃止となった事業】 

事業 

番号 
事業名 廃止年度 廃止の理由 

１‐２‐１ 地域ポ-タルサイト運営事業 平成 30 年度 本市の「住みやすさ」に資する強みや優位性を中心とした

情報発信サイトとしたり、市公式 HP 含む市全体の Web に

係る費用対効果を比較検討したりする必要があるため。 

１‐３‐２ 公衆無線 LAN 整備事業(イベ

ント対応) 

令和元年度 さいたまクリテリウムの主催が外郭団体に移り、公衆無線

LAN の設置も引き継がれたため。 

２‐５‐１ 学校・家庭間コミュニケ-ション

推進事業(小・中・特別支援学

校) 

平成 27 年度 学校・家庭間コミュニケーション基盤の検討の結果、事業

凍結となった。 

２‐６‐２ 地域資料デジタルア-カイブ化

試行事業 

平成 30 年度 著作権上、デジタル化を見込める資料が枯渇してしまった

ため。 

２‐７‐１ 健幸サポート事業 平成 27 年度 健康マイレージ制度の実施に向けたモデル事業であり、２

‐７‐２ 健康マイレージ事業に引き継がれた。 

２‐11‐２ スマ-トシティ構築事業(生活支

援サ-ビス提供) 

平成 27 年度 同一のシステムを用いるため、２‐11‐１ スマートシティさ

いたまモデル構築事業と統合した 

 

 



巻末資料 

２．各事業における計画策定の観点と評価の観点 

 

５３ 

 

２．各事業における計画策定の観点と評価の観点 

アクション・プランは基本目標を実現するための「施策」と、実際にシステムを調達したり、サービス実施し

たり、事務を行ったりする単位である「事業」で構成されています。基本的に個別具体的な取組計画（実施

内容・目的・想定効果・目標・実施スケジュール等）の策定と実績の評価は、事業単位で行います。 

 

事業は「全体事業プラン」「各年度事業プラン」に分けて計画を策定し、評価します。「全体事業プラン」は

計画期間を通じた計画（実施内容・目的・想定効果・目標・スケジュール）を定めるもので、「各年度事業プ

ラン」は各年度の計画（実施内容・スケジュール）を定めるものです。毎年の評価は「各年度事業プラン」で

行い、最終的な「事業」全体の評価は「全体事業プラン」で行います。また、毎年「各年度事業プラン」にお

ける実績や進捗に応じて「全体事業プラン」を修正します。 

なお、「全体事業プラン」「各年度事業プラン」いずれも、事業原課が行った計画策定や評価の内容は、

ICTマネージャーや事務局の確認を経て、評議会の提言を受けます 

 

「行政デジタル化計画」の１章３節にあるとおり、「アクション・プラン」は各施策・事業の進捗に応じて毎年

見直すとともに、必要に応じて適宜、施策・事業の入れ替えを含めた見直しを行います。 
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（１）「全体事業プラン」と「各年度事業プラン」の関係 

事業の計画策定と評価は、「全体事業プラン」と「各年度事業プラン」の２つに分けて行います。計画年度

を通じた実施内容やスケジュール・目標の策定と評価は「全体事業プラン」にて行い、各年度の実施内容

や年度内のスケジュールの策定と評価は「各年度事業プラン」にて行います。その関係は以下の図表のと

おりです。 

 

【図表 13 「全体事業プラン」と「各年度事業プラン」の関係】 

 

 全体事業プラン 各年度事業プラン 

作成目的 事業全体の実施内容・スケジュール・目標の策

定、実績管理・評価 

各年度の実施内容・詳細スケジュールの策定、

実績管理・評価 

（各年度の目標及び概要スケジュールは全体

事業プランにて定める） 

作成時期 事業開始年度 各年度当初 

実績評価時期 事業最終年度 各年度末 

 

  

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

全体事業プラン

令和3年度

事業プラン

令和4年度
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（2）事業開始年度における「全体事業プラン」の策定項目と策定の観点 

事業開始年度に事業の全体事業プランを策定します。全体事業プランにおける策定項目と策定の観点

は以下の通りです。 

 

【図表 14 事業開始年度における「全体事業プラン」の策定項目と策定の観点】 

No. 策定項目 策定の観点 

1 事業目的 本事業を行う背景や問題意識が明確か 

本事業は誰にどのような効果を与えるのか明確か 

2 事業の実施内容 事業の内容について、5W1H(「なぜ」「いつ」「誰が」「誰に」「どのようなこ

とを」「どのようにするのか」)は明確か 

3 期待される効果 誰（又は何）に対する、どのような効果か明確か 

定量効果は現実に測定可能か 

定性効果は数値で測れない効果か（数値で測れるものは可能な限り定

量効果とする） 

4 スケジュール 事業を実施するために必要なプロセスが記載されているか 

スケジュールは根拠があるか、実施可能か 

5 定量目標・定性目標 目標の内容や定義は明確か（例 コスト削減の「コスト」とは何を指す

か） 

達成基準（何をもって「達成した」「実現した」とするか）は明確か 

合理的な根拠に基づき目標設定しているか 

実現可能な目標か 

 

（2）年度当初における「各年度事業プラン」の策定項目と策定の観点 

年度当初に、各年度事業プランを策定します。なお、各年度の定量目標・定性目標は全体事業プランに

て定めているので、各年度事業プランでは定めません（定量目標・定性目標に修正がある場合は、全体事

業プランを修正します。）。各年度事業プランにおける策定項目と策定の観点は以下の通りです。 

 

【図表 15 年度当初における「各年度事業プラン」の策定項目と策定の観点】 

No. 策定項目 策定の観点 

1 今年度の実施内容 今年度の事業の内容は、5W1H(「なぜ」「いつ」「誰が」「誰に」「どのよう

なことを」「どのようにするのか」)が明確か 

今年度の実施内容は、全体事業プランの実施内容と整合しているか 

2 今年度のスケジュール 今年度のスケジュールの内容は、全体事業プランのスケジュールと整

合しているか 

スケジュールは根拠があるか、実施可能か 
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（3）年度末における「各年度事業プラン」の評価項目と評価の観点 

年度末に一年間の活動実績を当該年度の事業プランに記載し、評価します。評価項目と評価の観点は

以下のとおりです。 

 

【図表 16 年度末における「各年度事業プラン」の評価項目と評価の観点】 

No. 評価項目 評価の観点 

1 スケジュール 年間スケジュールは計画通りであったか 

2 定量目標・定性目標 定量目標・定性目標は達成できたか 

3 今年度の実績評価 今年度の進捗状況や実績、目標の達成度等を総合的に考慮して、今

年度の事業は計画通りの成果を挙げられたか 

4 今後の方向性 事業を来年度以降も継続して実施すべきか、大幅に見直すべきか、あ

るいは廃止すべきか 

（4）事業最終年度における「全体事業プラン」の評価項目と評価の観点 

事業最終年度には、事業期間を通じた活動実績を全体事業プランに記載し、評価します。評価項目と評

価の観点は以下のとおりです。 

 

【図表 17 事業最終年度における「全体事業プラン」の評価項目と評価の観点】 

No. 評価項目 評価の観点 

1 スケジュール 事業の全体スケジュールは計画通りであったか 

2 定量目標・定性目標 定量目標・定性目標は達成できたか 

3 総括評価 進捗状況や実績、目標の達成度等を総合的に考慮して、本事業は計

画通りの成果を挙げられたか 
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３．用語解説 

 

 

 アイデアソン 

「Idea（アイデア）」と「Marathon（マラソン）」を組み合わせた造語で、アイデア発散、収束など

のプロセスに沿って、対話を通じてアイデアを生み出し、具体化していく取組のこと。 

 アプリケーション 

アプリケーション・ソフトウェア application softwareの略称。いわゆるソフトウェアであるが、

最近はスマートフォン上で動くソフトウェアは全てアプリケーションの略称であるアプリと呼ば

れる。 

 オープンデータ 

組織が保有するデータを機械判読に適したデータ形式で公開し、営利・非営利を問わず、自由に二

次利用できる仕組みや概念。WEB などで利用しやすく、データの横断的な検索などが容易となる

LOD（Linked Open Data）形式での公開等が理想とされているが、地方自治体などでは CSV形式で

の公開が一般的である。 

 仮想化技術 

１台の物理サーバを複数台の論理サーバに分割し利用効率を高める等、資源を抽象化して扱う技

術。サーバ、ストレージ、ネットワーク、端末等の仮想化技術がある。仮想化を導入することによ

り、ハードウェア資源の集約化によるコスト削減や、資源の柔軟性、拡張性等が期待されている。 

 キャッシュレス 

お札や硬貨といった現金（=キャッシュ）を使わずに、お店での買い物やお金のやり取りができる

こと。 

 業務継続計画（BCP） 

BCP は、Business Continuity Planningまたは Business Continuity Planの略。自然災害やテ

ロ、新型インフルエンザの発生など、事業が存続できなくなるリスクを事前に分析・想定し、リス

クを最小限にとどめるとともに、継続に必要な最低限の業務や、復旧時間や対応策などを定めた

行動計画。ICT-BCPとは、ICT部門の業務継続計画を指す。 

 業務継続マネジメント（BCM） 

Business Continuity Management の略語及び略称。リスクマネジメントの一種であり、組織が災

害やリスク発生時にいかに事業の継続を図り、顧客に対するサービスの提供の欠落を最小限にす

るかを目的とする経営手段。事業継続計画（BCP）は、業務継続マネジメント（BCM）の一部を構

成するものである。ICT部門の業務継続マネジメントは、ICT-BCMと呼ばれる。 

 クラウド 

インターネットなどのネットワークを通じたコンピュータの利用形態で、何らかのコンピューテ

ィング資源（ソフトウェア、ハードウェア、処理性能、記憶領域、ファイル、データなど）を必要

に応じて利用する方式のこと。ネットワークを雲（＝cloud:クラウド）の絵で表現することが多い

 五十音順 



巻末資料 

３．用語解説 

 

５８ 

 

ことから、このように呼ばれている。 

 公衆無線 LAN 

ホテルや駅、ファストフード店などに設置された装置を利用して、無線でインターネット接続で

きる技術、またはそのサービス。さまざまな事業者によってサービスが提供されている。不特定多

数が利用することから、ID やパスワードなどを利用してセキュリティ面での配慮がなされている

場合もある。 

 さいたま市総合振興計画 

長期的な展望に基づいて、都市づくりの将来目標を示すとともに、市政を総合的、計画的に運営す

るために、各行政分野における計画や事業の指針を明らかにした、市政運営の最も基本となる計

画。基本計画が、平成 25 年度末をもって満了したことに伴い、平成 26 年度～令和２年度までを

計画期間とした、後期基本計画を策定している。 

 さいたまシティスタット 

市が保有する統計などの様々なデータを、幅広い分野において施策の評価や検証、企画立案や業

務改善に活用する仕組みの総称のこと。 

 サテライトオフィス 

企業または団体の本拠から離れた所に設置されたオフィスのこと。本拠を中心としてみた時に衛

星（サテライト）のように存在するオフィスとの意から命名された。 

 しあわせ倍増プラン 2017 

平成 29年度から令和 2年度までの 4年間に、本市が特に力を入れて取り組むべき事業等を盛り込

んだ計画。 

 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 

SARS-CoV-2といわれる病原体による感染症(COVID-19)。2019年 12月に中国・武漢市で発生した。

新型コロナウイルスの感染拡大を阻止するための喫緊の方策として、治療薬やワクチンの開発・

普及、雇用・家計・事業を守るための取組とともに、接触機会の削減等のため、IT やデータを総

動員した取組が必要とされている。 

 スポーツシューレ 

スポーツ施設とクラブハウスや研修、宿泊などを総合的に併せ持つ施設のこと。 

 スマートシティ 

ICT などの先端技術を駆使して都市や地域の機能やサービスを効率化・高度化することにより、市

民生活の質の向上、健全な経済活動の促進、環境負荷の軽減等を目指し、新たな価値を創出する取

組。 

 スマートフォン 

通話だけでなく、個人用の携帯コンピュータの機能を併せ持った携帯電話。パソコンと同じくウ

ェブブラウザを通じた情報閲覧、メール送受信、電卓、ビデオや写真の撮影や再生、録画・再生、

スケジュール管理、連絡先管理など多様な機能がある。 

 タブレット端末 
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タッチパネル式などの表示・入力部を持った携帯可能な平版状のパーソナルコンピュータ。Apple

社の iPad、Google社の Androidを採用して開発された製品が有名。 

 地域 lCT リーダ 

自治会などの地域コミュニティにおいて、ICTを積極的に活用したり、コミュニティ内の他のメン

バーに ICT に関するアドバイスをしたりなど、地域のデジタル化の推進役や相談役となる人材の

こと。 

 データセンター 

顧客のサーバを預かり、運用・保守を行うための設備を備えた施設。耐震・免震構造の建物である

こと、自家発電設備や高度な空調設備を備えていること、入退室管理や 24時間監視などによるセ

キュリティの確保など、外部からの物理的な攻撃・事故に対しても堅牢性を維持していることが

特長。中央省庁や民間企業では、自身が所有する施設ではなく、このような専門施設にサーバの設

置を委託している例も少なくない。 

 デジタル・ガバメント 

デジタル技術の徹底活用と、官民協働を軸として、全体最適を妨げる行政機関の縦割りや、国と地

方、官と民という枠を超えて行政サービスを見直すことにより、行政の在り方そのものを変革し

ていくこと。 

 デジタルデバイド 

「インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる者と利用できない者との間に生じる

格差」のことをいう。具体的には、インターネットやブロードバンド等の利用可能性に関する国内

地域格差を示す「地理的デジタルデバイド」、身体的・社会的条件（性別、年齢、学歴の有無等）

の相違に伴う ICTの利用格差を示す「個人間・集団間デジタルデバイド」、インターネットやブロ

ードバンド等の利用可能性に関する国際間格差を示す「国際間デジタルデバイド」等の観点で論

じられることが多い。 

 テレビ会議 

専用のシステムやパソコン等を用いて複数の拠点を通信回線により結び、映像や画像を送受信す

ることにより会議を行うこと。 

 テレワーク 

場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のこと。働く場所によって、自宅利用型テレワーク(在宅

勤務)、モバイルワーク、施設利用型テレワーク(サテライトオフィス勤務など)の 3つに分けられ

る。 

 電子申請 

現在紙によって行われている申請や届出などの行政手続を、インターネットを利用して自宅や会

社のパソコンを使って行えるようにしたもの。 

 電子マネー 

一般に、利用する前にチャージを行うプリペイド方式の電子的な決済手段を指す。利用者は、電

子的なデータのやり取りを通じて、現金（貨幣や紙幣）と同じように、モノを買ったりサービス
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を受けたりすることができる。代表的な電子マネー発行主体としては、鉄道会社や小売流通企業

が挙げられる。 

 ビッグデータ 

従来のデータベースでは保管・解析が難しかった巨大なデータ群。主に非構造化データ・非定型的

データ、日々生成される時系列性・リアルタイム性のあるデータを指す。ビッグデータを分析・集

約し、活用することによるビジネスの活性化や、行政においては市民ニーズ分析やサービスの向

上等による行政経営への活用が期待されている。 

 標的型攻撃 

特定の組織を狙って、機密情報や知的財産、アカウント情報（ID、パスワード）などを窃取しよう

とする攻撃。この攻撃では、標的の組織がよくやり取りをする形式のメールを送りつけ、そこにつ

いている添付ファイルやリンクをクリックさせ実行させ、そこからマルウェア配布サイトに誘導

するなどの手口がよく使われる。 

 プッシュ通知 

情報を発信する側から受信者に対して、新規の情報があったことを知らせる通知方法。通常はス

マートフォンのアプリケーション機能により、音や画面変化で新規の情報があったことを受信者

へ知らせる。 

 プラットフォーム 

情報交換を行うための場のこと。空間的場所や、情報交換のための ICT ツール、人的ネットワー

ク等を指す。 

 マイナンバーカード 

マイナンバーの通知後、個人の申請により交付される顔写真入りのプラスチック製カード。マイ

ナンバーの確認と本人確認を１枚で行うことが可能。IC チップ内に電子的に個人を認証する機能

（電子証明書）を搭載している。 

マイナンバーカードの表面は写真入りの身分証明書として、官民問わず広く利用可能であり、マ

イナンバーカードの電子証明書（公的個人認証）の利用には、マイナンバーは使用されていない。 

 ワンストップサービス 

一度の手続で、必要とする関連作業を全て完了させられるように設計されたサービス。または、訪

れた行政機関の窓口で全ての手続を行えるサービス。  
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 AI 

Artificial Intelligenceの略。人間が行っている知的な行為をコンピュータ上で実現する技術等

を指し、人間が使う自然言語を理解したり、論理的な推論や経験から学習したりするコンピュー

タプログラムやシステム等のこと。 

 BI ツール 

「BI」は「Business Intelligence」の略。組織に蓄積されているデータを、組織の意思決定に活

用できるよう加工・分析するツールのこと。 

 BPR 

Business process reengineeringの略。業務を見直し、再設計（リエンジニアリング）すること。

いわゆる業務改革。 

 EBPM 

Evidence-Based Policy Making(証拠に基づく政策立案)の略。(１)政策目的を明確化させ、(２)

その目的のため本当に効果が上がる行政手段は何かなど、「政策の基本的な枠組み」を証拠に基づ

いて明確にするための取組。 

 GIGA スクール構想 

Society5.0 時代を生きる子供たちにとって、教育における ICT を基盤とした先端技術等の効果的

な活用が求められる一方で、現在の学校 ICT 環境の整備は遅れており、自治体間の格差も大きい

ため、令和時代のスタンダードな学校像として、全国一律の ICT 環境整備が急務という課題意識

から、１人１台端末及び高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備 するとともに、並行して

クラウド活用推進、ICT 機器の整備調達体制の構築、 利活用優良事例の普及、利活用の PDCAサ

イクル徹底等を進めることで、多様な子供たちを誰一人取り残すことのない、公正に個別最適化

された学びを全国の学校現場で持続的に実現させる構想のこと。 

 GIS 

Geographic Information System の略。コンピュータ上に地理的な位置情報のデータ（空間デー

タ）を視覚的に表示、検索でき、高度な分析や迅速な判断を可能にする技術のことで、「地理情報

システム」と和訳される。人工衛星や現地踏査などから得られたデータを、空間、時間の面から分

析・編集することで、科学的調査、土地、施設や道路などの地理情報の管理、都市計画などに応用

することが可能である。最近ではモバイル端末やカーナビゲーションなどで一般的にも利用され

ている。 

 ICT 

Information and Communication Technology（情報通信技術）の略。IT（Information Technology 

(情報技術)）に「Communication」を加え、ネットワーク通信による情報・知識の共有が念頭に置

かれた表現。国際的には IT よりも一般的。 

本市では、「第三次計画」及び「アクション・プラン 2011」まで ITを利用していたが、平成 26年

度より、全庁的に ICTを利用する方針となったため、「第四次計画」及び「アクション・プラン 2015」

以降は、原則として、ICT を利用する。但し、国・県や他外部機関の情報を参照する際に、参照先

 アルファベット順 
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の機関が ITを利用している場合には、そのまま ITを利用している。 

 ICT-BCM 

ICT 部門の業務継続マネジメント。業務継続マネジメントについては、前述の業務継続マネジメン

ト（BCM）を参照。 

 ICT-BCP 

ICT 部門の業務継続計画。業務継続計画については、前述の業務継続計画（BCP）を参照。 

 lCT 推進委員会 

本市におけるデジタル化関連事業の最高決定機関。構成メンバーは、情報政策部長及び各局等の

次長級職員及び区役所部長、その他委員長が必要と認め指名した職員で組織されている。 

 lCT マネージャー 

全庁および局区内の経営の視点から、ICTの面で必要な情報・判断根拠などを提供できる人材。局

区内の横断的な観点からの事業・施策の提言や支援、行政 ICT 施策に対する所属内、関連部署、

全庁的な視点からの評価・調整、局区内のデジタル化の推進を実施する。 

 lCT リーダ 

部署内のデジタル化の推進を管理・監督し、部署内職員の成長を指導することができる人材。事業

支援のための ICT 活用の企画・立案、ICT を利用した業務改善や ICT の活用に向けた啓発等を実

施する。 

 lCT リテラシー 

ICT を適切に利用することができる能力。 

 IoT 

Internet of Thingsの略。あらゆるモノがインターネットにつながる仕組みのことで、モノとは

「様々な物がインターネットにつながること」「インターネットにつながる様々な物」を指す。IoT

が普及すれば、衣服、白物家電、家屋といった様々な物がインターネットにつながる。 

 ｌＴ 

Information Technology(情報技術)の略。情報通信分野の基礎技術から応用技術までこの言葉の

意味する範囲は広く、コンピュータシステムを構成するハードやソフトの技術を指す場合や情報

活用の仕方（方法論）を指す場合もある。国際的には、ITに「Communication」を加えた ICT（＝

Information Communication Technology）が一般的。「第五次計画」では、原則として、ICTを利

用する。 

 LAN 

Local Area Network の略。限られた範囲内にあるコンピュータやプリンタなどを接続し、データ

をやり取りするネットワーク。「構内通信網」と訳されることもある。 

 PDCA サイクル 

Plan-Do-Check-Act の略。PDCA サイクル、PDCA マネジメントサイクルと呼ばれる。計画（Plan）、

実行（Do）、評価（Check）、改善（Act）のプロセスを順に実施し、品質の維持・向上および継続的

な業務改善活動を推進するマネジメント手法。 
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 RPA 

Robotics Process Automationの略。ロボットによる業務自動化を指す。 

 SNS 

Social Networking Service の略。人とのつながりを促進・サポートするコミュニティ型の会員

制 Webサービス。Facebook、LINE、Twitter などがある。 

 

 






