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①担当部局による説明 

１）施策の目的 

情報技術の活用とセキュリティ対策を行いながら、行政情報利用の効率化、市民生活向上

を目指しているものである。 

 

２）事務事業の妥当性 

【電子計算組織事務費】 

基幹系業務、いわゆる住民情報の基礎情報に使う住民情報システムの事務に要する消耗品

等、職員研修に係る庶務的経費である。 

 

【電子計算組織運用事業費】 

電子計算組織運用については、基幹系業務にしようとしている機器等電算室内の付帯設備

である空調等機器の賃借が主な事業である。安全かつ正確に業務が運転できるよう目指し、

機器を導入し、賃借を行っている。 

 

【電子計算システム運用委託事業】 

住民情報を使っているコンピュータ機器の操作、オペレーション運用を平成 20 年度から

委託している。それまでは職員が操作を行っていたが、より専門的技術が必要となることか

ら委託を行っている。併せて、基幹系業務システムの適切な維持管理として、税法改正や税

制改正の対応で適切な維持を行っている。 

 

【ＩＴ推進事務費】 

ホームページや情報を提供していく中で、より専門的な部分で、ホームページの使い方や

ホームページデザインを作っており、その臨時職員の賃金及び視察研修に行くための旅費

等で庶務的なものである。その中に臨時メンテナンス経費が含まれている。万が一、障害

等、トラブルがあった場合、迅速な対応をするための予備的な経費である。幸い非常事態

に対応することとなった事例はない。 

 

【電算室移転事業】 

電算室及び情報統計課事務室は今まで本庁舎１階にあり、水害対策、市民の出入りという

ことでセキュリティ強化を目的とし、平成 24 年末からサーバー等の全ての機器を旧法務局

に移転をした。併せて、必要機器を追加し、大きなトラブルもなく、無事、移転が済んだ。

今年１月から、情報統計システムについては新曽南庁舎で運用している。 

 

【行政情報化推進事業】 

各課個別業務システムの導入及び入れ替えについては各担当課で予算を計上し、導入を行

っているが、明確な経費内訳について、システムの導入に係る妥当性について精査している。

セキュリティ監査については大きなトラブルはなく無事に動いている。 

 

【T-net 管理運営事業】 
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市役所内イントラネット環境を T-net と表現し、ネットワーク環境を利用し、職員用グル

ープウェアや電子化文書管理のファイルサーバー及び職員使用のパソコン等の管理を行っ

ている。これらにより事務の効率化を図っている。 

 

３）施策の進捗状況 

予定通り進んでいる。電算室移転事業は初めてのことであったが、事前準備から移転に関

わる全ての業者とともに進捗管理を行い、トラブルなく無事移転することができた。 

 

４）資源の方向性 

新たな技術を取り入れた情報化が求められているのが現状である。人材育成や新たな情報

技術の投入に関し、一時的に人員及び経費増加が見込まれる。 

 

５）その他 

多種多様化されたニーズが求められていることに対応するため、どのように進めていくか

経費の面も含めて今後の課題である。 

 

②委員による質疑 

１）事務事業の妥当性 

■委員 

評価シートにあるＢＣＰ（事業継続計画）について。有事の際にはＢＣＰのルールに従う

と思うが、今はどのようなで策定されているのか説明いただきたい。 

 

■担当者 

本来であれば先行して作成しておかなければならないものだが、電算室移転事業があり、

移転先での動作確認をするため、改めて整理をしている。その中で万が一のトラブルがあっ

た場合の緊急連絡先やバックアップ方法、データの復元方法等について、完璧ではないが移

転事業を踏まえて整理し、新たな機器導入に伴い、常に 新版にするように心がけている

 

■委員 

有事の際にデータが飛んでしまった等により、個人情報等に係るデータがなくなり他部署

から借りて対応したという事例等も聞くが、バックアップ方法についてはどのように考えて

いるか教えていただきたい。 

 

■担当者 

業務サーバーごとにバックアップをとっている。例えば、住民記録や税収納関係について

は、月 2 回バックアップを取り、遠隔地のトランクルームに保管している。災害発生前から

安全対策を先行して実施している。 

 

■委員 

遠隔地に保存しているということで安心した。 
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■委員長 

「システムの仮想化」について検討していくということであるが、現段階でどこまで進捗

しているか。 

 

■担当者 

来年度、大幅にシステムの入れ替えを予定しており、システムの仮想化を調整しながら進

めていく予定で検討している。ただ、仮想化のみで導入を目指しているわけではなく、それ

が有効なら運用を考えていきたい。クラウドについては、埼玉県で共通で使っている電子申

請もクラウドシステムを導入している。他にも、データセンターにサーバーを置き、システ

ム導入等、必要なものについては進めている。住民情報については、個人情報の観点から今

後、検討していきたい。 

 

■委員長 

「仮想化」及び「クラウドシステム」に関して、一部、来年度から稼働なのか。 

 

■担当者 

システムの構成をこれからたたき上げていくので、必ず来年度からということではない。

仮想化のメリットは設置スペース等が減ることと考える。 

 

■委員長 

「仮想化」になるかどうかは分からないのはもっともであり、そこも含めての検討だと思

うが、 終的に何らかの新しいシステムが動くのは来年度からか。 

 

■担当者 

来年度、大幅な入れ替え時期になる。そのタイミングで新しい技術を導入したシステムを

入れることを検討している。既に導入したシステムについても、戸田市の場合 60 ヶ月を目

安とし入れ替えを行っているので、合わせて仮想化や新しい技術を導入していく予定であ

る。なお、仮想化については、メリット・デメリットを精査しながら考えていきたい。 

 

■委員長 

それらは行政内部の効率化にどのような影響をもたらすのか。「施策の目的」にも挙がっ

ている「市民サービスの向上」について、投資によりどれだけコストダウンが図れて市民に

とって使い勝手のよいものになるのか、どう変わるのかがポイントなのではないか。 

 

■担当者 

新たな技術を導入することにより、設置スペースの減少や省電力という点で運用経費の削

減が見込まれる。但し、デメリットとして、一つのサーバーが止まってしまうと複数の業務

が止まってしまうということがある。併せて検討していきたい。 
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■委員長 

運営経費について、単年度でどの程度コストダウンが図れるか。 

 

■担当者 

今のサーバーの運営経費を「１台につき１」とすると、新たな技術を導入することで「２

台で１」くらいの構成が組めると思っている。約 25～50％のコスト削減ができるのではな

いか。 

 

■委員長 

追加的にコストがかかるため何年間か回収できない期間がある。今後、どれぐらいの期間

で回収できると考えるか。 

 

■担当者 

コストパフォーマンスの積算までは行っていないので、今後、併せて検討していきたい。

「市民サービスにどのような影響を及ぼすか」という質問への回答として、「迅速化」が

一番市民サービスのメリットだと思う。例えば、電子化によって手書きではなくなり、計算

速度が速くなり、証明書がすぐ発行される。今まで 1 日、2 日かかっていた作業が、窓口で

手続きをしてすぐ証明が発行されるようになる。例えば、戸籍業務でいうと、システム導入

前は手続で１週間程度かかっていた。 近は、審査部分に時間がかかったとしても１日～２

日程度である。時間の短縮が大きなメリットだと捉えている。 

 

■委員長 

窓口の人員削減とセットなのか。 

 

■担当者 

窓口業務なので、一概にセットで削減できるかは把握していない。 

 

 

■委員長 

人事課で全体のコストマネジメントをされている。全体を見ればコストダウンになるとい

うことなのか。 

 

■担当者 

システム導入については、担当課である程度人員的なものを確認しているし、定員管理の

中にも出てくる。必ずしも電子化されたからといって人員削減ができる訳ではなく、それに

併せてプラスαの事業も増えているのが現状である。今までやっていないことを増えて削減

できない部分もあると思う。 

 

■委員 

マイナンバー制度は、将来的に必ず取り入れられると思っている。戸田市として具体的な
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検討をされているのか。 

 

■担当者 

具体的検討はこれからである。今決まっていることは、平成２７年１０月に番号が付番さ

れ、住民に通知し、平成２８年１月に個人番号のカードを交付するという流れである。 

詳細な情報が入り次第、整理の上、システムを整備していきたい。これから調整に入る予

定である。 

 

■委員 

サーバー移転費用について、移転の事後には費用は発生しないのか。 

 

■担当者 

移転に要した費用がある。情報統計課が入っている建物自体は上下水道部が管理してお

り、管理費用を負担金として払っている。その中に、受付業務、警備や光熱費の費用もあり、

それが大きな割合を占めている。本来この事業は移転が終わったので整理していかなければ

ならないが、平成 26 年度予算として、移転に伴い、発信室が大きくなり空調設備の機能が

足りなくなった分を追加している。追加機器の賃借料もあるので、移転事業の中で予算を組

んでいる状況である。 

 

■委員 

継続的に移転費用として発生しているのか。 

 

■担当者 

平成 26 年度に整理をしてきたい。付帯設備は機器の賃借が発生しているので、本来の事

業費に移す。建物負担金や上下水道部に払っている負担金も本来の費目に移そうと整理して

いる状況であるため、移転事業はなくす方向で動いている。 

 

 

■副委員長 

「主な取り組み」に関して、施策の領域は専門業者との連携も必要となると思うが、業者

と対話するための専門性はどのように強化しているのか。 

また、情報セキュリティの強化としては、外部からのクラッキングに対する防衛策の側面

だけではなく、職員によるヒューマンエラーに基づくエラーをどれだけ防止するかという点

も発生するかと思う。研修だけではなく、ハードウェアでブロックするなどの方策も考えら

れる。外部要因に対しての説明はあったが、ヒューマンエラーに対するブロックや内部要因

に対してはどうのように対策するのか。 

施策評価シートでは、「研修を行うか」、「システムが停止しているか」の２点で点検をし

ていくことになるが、取組が三つあるにも拘わらず二つしか指標がない。本課としてやって

いく上で大事にしている点検指標を持っているのではないか。具体的にはヒューマンエラー

が起きてしまった数をカウントするなど日常業務で大事にしている視点があるかと思うの
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で、この点検指標以外に追加すべきものがあるなら教えてほしい。 

 

■担当者 

専門性の部分は、情報統計課の職員は一度配属になるとノウハウを得るため長い在籍にな

っているのが現状である。それに合わせ、ネットワークの専門知識を持った職員を経験者採

用で補っている部分がある。 

システム導入の際、新たな技術を知りながら精査していかなければならないので、システ

ム調達支援という業務を行っている。情報システム導入の際、費用対効果等の見積りの精査

を行うが、その際、コンサルタント会社に意見を聴きながら、情報統計課とともに内容につ

いて精査している。専門性についてはそこで勘案しているのが現状である。 

ヒューマンエラーの対策について、職員用パソコンには全てＵＳＢの使用は制限してい

る。但し、業務的に使う場合があるので、使用可能な場所を限定し、承認を得ながらＵＳＢ

メモリやＣＤにデータを落とす等の運用をしている。なおかつ、職員用パソコンの資産管理

を行うシステムを入れているので、職員のアクセス状況も全て確認している。その中で、職

員が業務に関係ないサイトを表示した場合、アラートが表示されるようになっており、注意

喚起をしている。 

行政情報化推進として、日々、運用等において異常がないことが当たり前であるため、点

検業務が大きい。職員が行っている業務のベースになっている部分なので、いかにベースを

維持するかという維持管理業務が中心になる。日々正常に動くことをポイントとして見てい

る。 

なお、今年グループウェアを入れ替えた中でメール誤送信防止機能を導入しているが、一

部不具合があったため、 確認しているところである。 

 

２）施策の進捗状況 

■委員長 

２つの指標だけでは評価できないと思う。施策の目的にある、職員が事務を行う上で、導

入前と後で効率化が図れているのか検証されているのか。「職員の意向を聞く」ことや、「同

一の業務からスピードアップしたか」といった点の評価がされているのか。同時に市民サー

ビスの向上について、市民が便利になったというような検証はされているか。していないな

ら今後どのように検討するのか。 

 

■担当者 

検証していない。職員アンケートを取り、要望事項を踏まえて入れ替えを行った。ウェブ

上でのアンケートという手法で進めた。今後もウェブを活用しアンケートを取りたいという

話はしている。 

 

■委員長 

イントラネットでのアンケートの回収率は高くないのではないか。 

 

■担当者 
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回収率は概ね６～７割である。なお、アンケート実施の際は、部長会議で周知しているの

で回収率は高くなる。 

 

■委員長 

市民サービス向上に関してはどうか。 

 

■担当者 

我々は市民サービスに直接携わっておらず、業務主管課が携わっているため、直接市民に

アンケートをとるよりも、主管課に満足度調査を行うものになるのではないかと考える。

情報統計の所掌として行政情報化以外に地域情報化があり、市民向けのホームページ、利

用者アンケート、各公共施設に市民向けインターネットパソコンを設置しているので、その

利用状況で測っている状況である。 

 

■事務局 

政策秘書室が「市長への声」として市民の意見をインターネットで投稿できるようにし、

秘書課でまとめ、各課に流している。「情報機器のスピードが速い」、「使い勝手が悪い」等

ネットの使いやすさだけでなく、市政への声の反映として、例えば「市内で道路が壊れてい

る」、「図書館の使い方はこうしたらいい」等、市民みんなでどのように協力し、参加し市政

に反映していくかなど、市民側の協力をネット上でうまくまとめ、市民参加のまちづくりを

していくことを、来年度から実行できればと思う。研究を始めているところである。 

 

■委員長 

行政情報化計画にどのように書かれていて、それに照らして進捗状況が予定どおりかどう

かという分析がないと、我々も判断できない。説明の中では新曽南庁舎への移転を中心に話

されたので、それ以外もあるのではと思う。 

 

■担当者 

「戸田市第二次情報化推進計画」という冊子を用意している。第四次総合振興計画のうち

情報に特化したかたちで挙げている。 

計画の中で挙げたものについては、ほぼ計画どおり進んでいる。３年に１回進捗管理して

おり、見直しを行いながら進めている状況である。そのため、現時点では「予定通り」とし

た。 

 

３）資源の方向性 

■委員 

コンサルタント会社への委託費用は年々増加しているのではないか。歯止めをかけなけれ

ばならないと思う。例えば職員一人で後はコンサルタント会社ということもできるのではな

いか。そうすると空の自治体になる。そのような観点について、どのように考えているのか。

 

■担当者 
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その危険性は十分持っている。現在のコンサルタント会社は、「システム調査の支援業務」

として支援をいただくスタンスで契約している。年間４００万円で業務内容の精査を行って

いる。その部分については、コンサルタント会社に任せきりではなく、職員を同席させてい

る。当然コンサルタント会社の質問や内容もある。職員が同席することによって得た知識を

活用しながら担当業務の職員とやり取りをすることを目指しており、ノウハウを得るという

かたちで進めている状況である。実際にコンサルタント会社の関わりをゼロにはできない

が、職員が主導権を持つように進められればと考えている。 

 

■委員 

金額や何らかの比率で統制をとる等の方法で、例えば「コンサルタント会社への委託費用

は、総費用の中で何割以内とするよう努力する」、というような歯止めを先々検討し、庁内

の俎上にあげることは必要ではないかと思う。 

 

■事務局 

情報統計分野に限らず、様々な分野で委託業務がある。予算を毎年抑えながら職員を早め

にコンサルタント会社と一緒に勉強させる等して、費用を減らしてきている。職員が力を付

け、自前で取り組むため、４、５年前から切り換えた委託業務もある。 

また、それだけでは足りないと考え、ネットワークに明るい民間経験者採用も行った。新

規採用試験も、英語、教育、土木関係、医療系等、民間経験者等も加味し、採用により良い

人材を採るようにしてきている。 

力がついてきた状況ではあるが、まだまだ弱いので、初めから自力でやるという心構えで

やらないといつまでたっても委託が減らない。いただいたご意見を踏まえ庁内をかけて委託

で行っているものを減らし、自前でやることを進めたいと思う。 

情報統計課は一定のメーカーに偏りがあってはいけないので、複数の共同体コンサルで公

平性を保つようやってきたところである。 

 

■担当者 

システム導入に対する精査、見積りの精査を行っている。メーカー色のあるところに優位

に働かないよう、メーカー色のないところで３～４社選定し総合評価型で業者を選定してい

る。 

 

■委員 

この場合、庁内を統制するのは総務部という理解でよいか。もし統制しているのであれば、

来年度から具体的な指標、例えば総費用の何％などを一つ掲げることによって、色々なセク

ションが統制管理しやすいと思う。今何％以上使ってはいけない等はあるのか。 

 

■事務局 

指標はない。経営企画課で平成 24 年度から第５次行革プランを作成し、スタートした。

その中で、業務委託経費のコスト削減を掲げている。そうした中で、コンサル業務委託をは

じめ経費削減を目指しているが、特に指標はなかったので、指標を設定していきたいと思っ
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た。他部局へ統一を図るのに非常に良い提案なので、費用を掛けず自前でやることを全庁的

に進められればと思う。 

 

４）その他 

■副委員長 

全体のパフォーマンスを考えた場合、全体でシステムが停止してしまったということを管

理することが第一だと明確な説明だったが、それ以外の重篤ではないトラブルも発生してい

るのではと思う。ヒヤリハットレベルのものがどの程度発生しているのか。共有できれば実

際にどの程度の施策のレベルかが見えてくると思う。 

 

■担当者 

そのようなレベルのトラブルは比較的ある。例えば、朝、サーバーが起動しなかった、ハ

ード的なもので分からなかった等。ホームページのサーバーの中には、ホームページを公開

するためのサービスがあり、不具合が起き、サーバーが落ちてしまったことは年 1、2 回あ

る。 

少ないか多いかの判断になるが、戸田市の場合、全庁的システムは二重化で進めているの

で、片方が欠けても片方がカバーするという機能を持たせている。部門業務はそこまでお金

をかける必要はないということで、ひやりとした経験はしている。 

 

■副委員長 

カウントしているのであれば、どの程度の増減か見せてもらえたほうが所管課で努力して

いる状況が分かるのではないか。一方で努力されていても回避できなかったことは何か見え

てくるのではないかと考えた。 

施策の進捗状況を点検する上で、指標は重篤なアクシデントしか出てこないものになって

いる。日常業務にかなり差し障りがあるようなものがどれだけ発症しているかを見ること

が、対庁内サービス向けの水準を計る点検手段ではないか。一方で市民サービス提示レベル

になっているとするなら、市民サービスの低下になるので、低下が発生した件数と病状を把

握しないと、サービスの向上が図られているか分からない。 

 

■担当者 

施策、目標指標についてはもう一度整理しなおしたい。日常を捉えるためにはご指摘いた

だいたとおりだと思うので、盛り込みを今後検討していきたい。 

 

■委員長 

職員研修の開催種別が指標にあり、今後どうなるのか。 

 

■担当者 

職員研修については、ホームページの作成方法が一つある。戸田市は統合型地域情報シス

テム等と併せてセキュリティ研修を行っている。各所属に PC マスターというかたちで、情

報化を進めていくうえで代表的な職員を選任してもらい、その職員に対して研修を行ってい
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る。 

研修が増えるのかという話は、括り的には操作、セキュリティの部分では大筋同じ数でい

こうと考えている。内容についてはそれぞれ違うので、中身は整理している。 

 

■委員長 

平成 27 年度の指標の目標として、研修の開催が４種類と書いてあるので目標に向けて幅

を広げていくのかと思った。各課のホームページは担当職員がソフトを使い作成管理してい

るのか。 

 

■担当者 

コンテンツマネジメントシステムというものを導入しているので、ひな形に基づいて職員

が埋め込み情報発信の手続きを取っている。 

 

■委員長 

外注している訳ではないと考えていいのか。全体の枠組みはつくってもらい、点検はして

もらっているのか。 

 

■担当者 

大元は情報統計課で管理しており、補修委託の中でカバーしている。末端の部分、各課か

ら発信しているものについては各所属の中で発信している状況である。 

 

■担当者 

障害者に優しいホームページに向けた整理について、来年度リニューアルに向けて進めて

いる状況である。媒体に応じたホームページ整備を計画している。 

 

■委員 

職員にパソコンを配布されているのは事実か。職員一人１台か。 

 

■担当者 

配布しており、今月末に 5～6 年経っているものは入れ替え作業を進めている。 終的な

トータル台数は 1,190 台になる。基本的には職員一人 1 台である。消防は勤務体系が２交替

制などの職員については交替に応じてである。保育園については、一人 1 台ではなく 1 園

に 6~7 台設置している。 

 

■委員 

その数字は適正か否かと書いたが、概ね一人 1 台と感じたので自分なりに適正かと思っ

た。福祉センターなどで市民が使うパソコンを増やす計画はないのか。 

 

■担当者 

適正に運用していると捉えている。公共施設の市民向けパソコンを設置した目的は、平成
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１５年頃、情報もインターネットを活用しはじめたころ、自宅にパソコンのない方が利用で

きるように設置した。来年度入れ替え計画している。ただし、必要性があるかは整理してい

きたい。台数を増やすことではなく、本当に要るのかどうかという観点から整理していきた

いと思っている。 

 

■委員 

利用している人はいるがイメージと違う。なくてもクレームはないのではという印象があ

る。個人的意見かもしれないが参考にしていただければ。利用率を調べた結果、今後どうす

るか判断されるといいのではないか。 

 

■担当者 

ご意見を参考にしながら来年の入れ替えを進めていきたい。 

 

■委員 

白田の湯の予約システムが良かったと思うが、同じような関連で、目黒区で会議室予約シ

ステムがあり使いやすい。戸田市には会議室の予約等はシステム化されていないのか。 

 

■担当者 

公共施設の貸館業務についてはまだ予約システムは導入されていないが、来年度予算を計

上し、平成２７年度には貸館業務についてインターネットを利用し、予約や空き状況の公表

を等計画している。 

  


