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政策 項番 整理番号 推進施策 主な取り組み 説明 対象 実施時期 関係部署

1 1-①-1 行政情報発信システムの充実 ホームページの充実（コンテンツの充実）
行政・観光・医療・くらし等，市民ニーズに対応し
たページの作成

市民 早期 秘書課

2 1-①-2 行政情報発信システムの充実 ホームページの充実（情報公開の強化）
セキュリティレベルが低い情報は積極的にＨＰで公
開し見える化を図る。情報資産の再利用で利便性を
向上

市民 早期 総務課

3 1-①-3 行政情報発信システムの充実 ホームページの充実（アクセシビリティの向上）
高齢者・障害者等へも配慮したページ作成と分かり
やすいページ構成

市民 早期 秘書課

4 1-①-4 行政情報発信システムの充実 商工・観光の支援
地域の産業・観光・特産品などに関する情報発信の
強化と，ＩＴの利活用を支援

市民 中期 産業振興課

5 1-①-5 行政情報発信システムの充実 雇用やＵＪＩターン＊情報の提供 雇用情報や定住促進情報等の提供 市民 中期 産業振興課

6 1-①-6 行政情報発信システムの充実 外国人向け情報の充実 市内に在住する外国人等に向けた情報提供の充実 市民 中期 -

7 1-①-7 行政情報発信システムの充実 動画等による情報提供
インターネットやＩＴを活用し，市議会・記者会
見・ＰＲ関連を動画等で配信

市民 早期
秘書課

議会事務局

8 1-①-8 行政情報発信システムの充実
ＩＴを活用した新しい行政情報発信の仕組みの構
築

新技術の導入検討，ＨＰやＳＮＳ＊等を横断的に関連
付ける仕組みやシステムの検討

市民 早期 -

9 1-②-1 コンタクトセンターサービスの提供 問合せ窓口の一元化
電話・メール等，市民からの問合せを一元的に対応
するための仕組みを構築

市民 中期 -

10 1-②-2 コンタクトセンターサービスの提供 テレビシステムの活用
インターネットを利用したＴＶシステムにより，市
役所へ来なくても対面で応対できる環境の整備

市民 長期 -

11 1-②-3 コンタクトセンターサービスの提供 よくある質問に対する回答集(ＦＡＱ)の整備 ＦＡＱの庁内共有とＨＰでの公開 市民 短期 秘書課

12 1-②-4 コンタクトセンターサービスの提供 各種相談情報の提供 相談窓口情報の案内とＨＰでの公開 市民 短期 秘書課

13 1-②-5 コンタクトセンターサービスの提供 総合窓口の設置検討
証明書発行，各種手続きをワンストップで提供でき
る窓口の設置検討

市民 長期 -

14 1-②-6 コンタクトセンターサービスの提供 出張所の機能強化
ＩＴを活用し本庁と同等の窓口業務を実施できる環
境の整備

市民 長期 -
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政策 項番 整理番号 推進施策 主な取り組み 説明 対象 実施時期 関係部署

15 1-③-1 結城ケーブルテレビの活用 光ファイバ網の活用
全市域に敷設された光ファイバを公共施設間の通信
等に活用し，ネットワークの強化を図る

市民 中期 -

16 1-③-2 結城ケーブルテレビの活用 コミュニティチャンネルの導入
公共施設や小中学校等へコミュニティチャンネルを
導入し，情報発信の強化を図る

市民 中期 -

17 1-③-3 結城ケーブルテレビの活用 コミュニティチャンネルの拡充
データ放送や文字放送等の拡充を促し，ケーブルテ
レビのメリットを最大限に発揮させる

市民 長期 秘書課

18 1-③-4 結城ケーブルテレビの活用 メール配信システムの充実
既に活用している防災情報に加え，生活情報・イベ
ント情報等を拡充し，住民の利便性を高める

市民 早期
秘書課

防災交通課

19 1-③-5 結城ケーブルテレビの活用 定点カメラの設置
公共施設の外壁等に定点カメラを設置し，防犯・観
光用等へ有効活用する

市民 中期
防災交通課
産業振興課

20 1-③-6 結城ケーブルテレビの活用 新サービスへの対応
新たなＩＴ技術を活用したサービスの開発を促し，
市民の利便性を高める

市民 中期 -

21 1-④-1 共同アウトソーシングの充実 電子申請の充実
行政手続きのオンライ化の拡充と利便性の向上（茨
城県市町村共同システム整備運営協議会）

市民 中期 -

22 1-④-2 共同アウトソーシングの充実 公共施設予約システムの充実
インターネットで予約できる公共施設の拡充と利便
性の向上（茨城県市町村共同システム整備運営協議
会）

行政 早期 -

23 1-④-3 共同アウトソーシングの充実 統合型ＧＩＳの充実
搭載地図の充実と利便性向上（茨城県市町村共同シ
ステム整備運営協議会）

市民 早期 -

24 1-④-4 共同アウトソーシングの充実 コンビニでの証明書発行システムの導入
マイナンバー制度の動向を見極め，コンビニエンス
ストアで住民票や税証明等を発行する仕組みの構築

市民 長期
市民課
税務課
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政策 項番 整理番号 推進施策 主な取り組み 説明 対象 実施時期 関係部署

25 2-①-1 災害に強いネットワークシステムの構築 非常用電源の確保
長時間停電に対応できる電源を確保し，主要サー
バ・ネットワーク機器の安定稼働を図る

行政 早期
防災交通課
契約管財課

26 2-①-2 災害に強いネットワークシステムの構築 データセンタの活用
堅牢・高セキュリティなデータセンタ（クラウドシ
ステム）を活用した重要データの保全

行政 早期 -

27 2-①-3 災害に強いネットワークシステムの構築 地域イントラネットワークの強化
拠点間ネットワークの冗長化やバックアップの仕組
みを整備し，業務の維持・継続を図る

行政 早期 -

28 2-①-4 災害に強いネットワークシステムの構築 業務継続計画（ＢＣＰ）の策定
ＩＣＴ業務継続計画を策定し，災害や大規模障害発
生時の業務への影響を最小限に抑制する

行政 早期 -

29 2-①-5 災害に強いネットワークシステムの構築 被災者を支援するシステムの導入
安否確認・罹災証明等を一元管理できるシステムの
導入し，大規模災害に備える

行政 早期 防災交通課

30 2-①-6 災害に強いネットワークシステムの構築 緊急時情報発信システムの導入
災害時に防災無線・ＨＰ・メール等へ情報を一括配
信できるシステムの導入

行政 早期 防災交通課

31 2-①-7 災害に強いネットワークシステムの構築 避難所，避難場所での情報提供
被災者が集まる施設等で，テレビやインターネット
が利用できる環境の構築

行政 早期 防災交通課

32 2-①-8 災害に強いネットワークシステムの構築 モバイル端末への情報提供
携帯電話・スマートフォン等で受け取れる災害・行
政情報の拡充

行政 早期
秘書課

防災交通課

33 2-②-1 ＧＩＳ(地図情報システム)の充実 避難所・避難場所・ライフライン情報等の掲載
避難所・避難場所・トイレ・給水場所等，災害時に
必要となる地図の提供

市民 早期 防災交通課

34 2-②-2 ＧＩＳ(地図情報システム)の充実 モバイル端末への地図情報提供
携帯電話・スマートフォン等で閲覧できる地図情報
の提供

市民 早期 -

35 2-②-3 ＧＩＳ(地図情報システム)の充実 ハザードマップの充実
地震・風水害等の災害を想定し，市民に影響を公開
することで万が一への備えとする

市民 早期
防災交通課
都市計画課

36 2-②-4 ＧＩＳ(地図情報システム)の充実 要援護者情報の共有
要援護者情報の把握や避難経路を確認できるシステ
ムを導入し情報の共有化を図る

市民 早期 社会福祉課
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政策 項番 整理番号 推進施策 主な取り組み 説明 対象 実施時期 関係部署

37 2-③-1 住みやすさを実感できるシステムの充実 市民の健康・医療に関するシステム構築
健康管理支援システムや広域電子カルテ・病院情報
システムなどの導入

市民 長期
健康増進セン

ター

38 2-③-2 住みやすさを実感できるシステムの充実 高齢者の支援システム構築
消防署や病院等と連携した見守り，デイケア，買い
物支援などのシステムにより高齢者の生活を支援

市民 長期 介護福祉課

39 2-③-3 住みやすさを実感できるシステムの充実 ＩＴを通じた生涯学習の促進
インターネット研修，在宅学習（ｅラーニング），
スマートフォン講座等の開催

市民 早期 生涯学習課

40 2-③-4 住みやすさを実感できるシステムの充実 防災・防犯，交通情報の提供
Ｗｅｂカメラ等を利用した定点監視と道路・公共交
通の状況等の把握や情報提供

市民 中期 防災交通課

41 2-③-5 住みやすさを実感できるシステムの充実 フリーアクセスポイントの拡充
公共施設内に無料でインターネットに接続できる無
線（ＷｉＦｉ）機器やパソコンの設置

市民 短期 -

42 2-③-6 住みやすさを実感できるシステムの充実 電子申告の拡充
インターネット上で地方税の申告ができるエルタッ
クス（ｅＬｔａｘ）等の拡充

市民 長期 税務課

43 2-③-7 住みやすさを実感できるシステムの充実 クレジットカードの利用
市税や保険料，手数料等をクレジットカードで納付
できる仕組みの検討

市民 長期 -

44 2-③-8 住みやすさを実感できるシステムの充実 電子納付の導入
電子申請や電子申告等に伴う申請手数料をインター
ネット上で納付できる仕組みの検討

市民 長期 -
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政策 項番 整理番号 推進施策 主な取り組み 説明 対象 実施時期 関係部署

45 3-①-1 情報セキュリティ対策の充実 セキュリティポリシーの運用管理
セキュリティポリシーの徹底と，社会状況や技術革
新に適応した見直しの実施

行政 早期 -

46 3-①-2 情報セキュリティ対策の充実 情報資産の運用管理
情報資産台帳の整備と，電子文書・紙文書のライフ
サイクル管理の徹底

行政 早期 -

47 3-①-3 情報セキュリティ対策の充実 内部監査の実施と公表 内部監査の実施と結果の公表 行政 早期 -

48 3-①-4 情報セキュリティ対策の充実 外部監査の実施と公表 外部監査の実施検討 行政 長期 -

49 3-①-5 情報セキュリティ対策の充実 セキュリティ教育と人材育成
セキュリティポリシー研修，内部監査人養成研修等
によるセキュリティ知識習得と各所属でのリーダー
養成

行政 早期 -

50 3-①-6 情報セキュリティ対策の充実 新たな脅威への対策 新たな脅威の情報収集と対策の実施 行政 随時 -

51 3-②-1 自治体業務の改善（行政刷新） ライフサイクルを意識した適正調達の実施
システム構築・保守費用等の適正化の検証とＩＴ調
達ガイドライン等の策定

行政 随時 -

52 3-②-2 自治体業務の改善（行政刷新） ネットワークの見直し
地域イントラネットワーク回線の見直しと，ＬＧＷ
ＡＮ・ＩＢＢＮを基本とした拠点間及び庁内のネッ
トワーク最適化を検討・実施

行政 中期 -

53 3-②-3 自治体業務の改善（行政刷新） 業務・システムの全体最適化の実施
全庁的な業務プロセスの見直し，庁内手続きのなど
の簡素化・合理化を図る

行政 随時 -

54 3-②-4 自治体業務の改善（行政刷新） クラウドサービスの拡充
セキュリティ面を考慮しながら，庁内システムのア
ウトソーシングを促進し，事務効率化を図る

行政 随時 -

55 3-②-5 自治体業務の改善（行政刷新） ＣＩＯ（情報統括最高責任者）の設置
ＩＴ業務を統括的に管理するＣＩＯ（情報統括最高
責任者）の設置

行政 長期 -
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政策 項番 整理番号 推進施策 主な取り組み 説明 対象 実施時期 関係部署

56 3-③-1 行政情報システムの充実 文書管理システムの導入
文書の起案・決裁・供覧・廃棄を総合的に管理する
システムを導入し，事務効率化を図る

行政 長期 総務課

57 3-③-2 行政情報システムの充実 電子決裁システムの導入
財務会計，事務・庶務等の決裁をイントラネット上
で可能にし，事務効率化を図る

行政 中期 総務課

58 3-③-3 行政情報システムの充実 地理情報システム（ＧＩＳ）の利用促進
都市計画図・道路台帳等，個別で整備したＧＩＳを
横断的に共有・更新する仕組みの構築

行政 早期 -

59 3-③-4 行政情報システムの充実 電子入札の導入検討と電子納品の推進
インターネットに対応した入札システムの導入検討
と完成図書等の納品を電子化し事務効率化等を図る

行政 長期 契約管財課

60 3-③-5 行政情報システムの充実 人材育成の体制構築及び実施 ＩＣＴ推進のための人材育成体制の構築と実施 行政 随時 -

61 3-③-6 行政情報システムの充実 ナレッジマネジメントシステムの導入 庁内の情報共有を促進し，ノウハウの伝達を促進 行政 早期 -

62 3-③-7 行政情報システムの充実 新たな技術やシステムへの対応
新システムの導入時や既存システム改修時における
技術対応と費用対効果等の検証

行政 随時 -

63 3-④-1 教育情報化の推進 校内ＬＡＮの拡充
普通教室・特別教室で結城市ネットワークやイン
ターネットに接続できる環境の整備

小中学校 長期
学校教育課
指導課

64 3-④-2 教育情報化の推進 ＩＣＴ教育等の推進
タブレットＰＣ，電子黒板などの情報機器を利活用
したＩＣＴ教育の推進と，児童生徒の情報活用能力
を向上

小中学校 中期
学校教育課
指導課

65 3-④-3 教育情報化の推進 コンピュータ教育の検討
特定の教室にとらわれない，デジタル教科書などの
情報技術を利活用した授業の実現を検討

小中学校 中期
学校教育課
指導課

66 3-④-4 教育情報化の推進 校務支援システムの円滑な運用
児童生徒情報の電子化を促進し教員の校務効率を向
上させる校務支援システムの円滑な運用を図る

小中学校 短期 指導課

67 3-④-5 教育情報化の推進 図書館システムの充実
学校図書システムの利活用及びゆうき図書館との連
携促進により，利便性の向上を図る

小中学校 長期
指導課

ゆうき図書館

35


	03-1（最終案）結城市情報化推進計画の評価（別紙2）表紙
	03-2（最終案）ICT推進プラン（別紙2）

