
ITITITITによる自治体変革による自治体変革による自治体変革による自治体変革
～横須賀市の事例紹介～～横須賀市の事例紹介～～横須賀市の事例紹介～～横須賀市の事例紹介～

ITITITITITITITITによる自治体変革による自治体変革による自治体変革による自治体変革による自治体変革による自治体変革による自治体変革による自治体変革
～横須賀市の事例紹介～～横須賀市の事例紹介～～横須賀市の事例紹介～～横須賀市の事例紹介～～横須賀市の事例紹介～～横須賀市の事例紹介～～横須賀市の事例紹介～～横須賀市の事例紹介～

横須賀市

電子市役所への取り組み電子市役所への取り組み



横須賀市の概要横須賀市の概要横須賀市の概要横須賀市の概要

横須賀市横須賀市横須賀市横須賀市

横浜市横浜市横浜市横浜市

鎌倉市鎌倉市鎌倉市鎌倉市

東京東京東京東京

■位置…神奈川県の南東
（三浦半島の中央部にあり、その約70％を占める）

■面積（1999.8.31現在の市域面積）…100.62 平方ｷﾛﾒｰﾄﾙ

■市制施行
　　…明治40年（1907）2月15日
　　　（神奈川県下で横浜市に次ぎ２番目）

■人口・世帯数（２００２.６.1現在の推計）
　　　…４３０,６７９人・１６０,５２１世帯



横須賀市の情報政策横須賀市の情報政策



行政はどう変わるべきか？

工業社会 情報社会

知恵が中心
　・コンテンツ
　・問題解決のノウハウ

施設、モノが中心
（箱モノ行政）

豊かさとは
多くのモノを持つこと
（実用的価値重視）

豊かさとは
多くの情報や知識、知恵
　　　　　　　　　を持つこと
　　（情報的価値を重視）

価値観

行政ｻｰﾋﾞｽ

個性発揮型
発信型
シビル・マキシマム型

横並び型
受信型
シビル・ミニマム型

中央集権型 分権、分散、ﾈｯﾄﾜｰｸ型行政の構造

経営姿勢



　 ＩＴ革命　自治体の役割

開かれた、効率的な行政の実現

①地域の社会コスト最小化促進
　　　　BtoB、BtoCの取引コスト最小化促進

②行政手続の住民負担軽減
　　　　時間、労力、経済負担の軽減

③サービスの高度化、統合化
④共用データ基盤の整備、提供

サ
ー
ビ
ス
の
高
付
加
価
値
化

⑤行政情報の提供・公開
⑥住民参加型行政の展開
⑦経営の効率化
　　　　職員の生産性向上

住民満足度（ＣＳ）
の向上

ＩＴ行革ＩＴ行革



オーソライズ組織オーソライズ組織オーソライズ組織オーソライズ組織
電子市役所推進本部電子市役所推進本部電子市役所推進本部電子市役所推進本部

テーマ別テーマ別テーマ別テーマ別
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
ﾁｰﾑﾁｰﾑﾁｰﾑﾁｰﾑ

電子市役所推進部会

本部長：市長（ＣＥＯ）
副本部長：助役、収入役
構成：全部局長
名称：電子市役所推進本部
（要綱等により設置）

IT戦略担当職員

各部局の
庶務担当
課長等

各部局の
IT戦略の
策定及び
実施に関
する事務

関係課長等関係課長等関係課長等関係課長等

タテ組織による推進

ヨコ組織による推進

必要に応じ
随時設置

トップダウンとボトムアップ
を組み合わせた庁内推進体制

電子市役所を支える庁内推進体制

IT戦略会議IT戦略会議

商工会議所
医師会

歯科医師会
・・・・
・・・・

横須賀市ＩＴ基本戦略横須賀市ＩＴ基本戦略横須賀市ＩＴ基本戦略横須賀市ＩＴ基本戦略
（ＩＴを活用した都市づくり、都市経営の戦略）



行政情報基盤ネットワーク及びアプリケーション整備経過行政情報基盤ネットワーク及びアプリケーション整備経過行政情報基盤ネットワーク及びアプリケーション整備経過行政情報基盤ネットワーク及びアプリケーション整備経過

平成８年度平成８年度平成８年度平成８年度 本庁舎ＬＡＮ、教育情報センターＬＡＮ整備本庁舎ＬＡＮ、教育情報センターＬＡＮ整備本庁舎ＬＡＮ、教育情報センターＬＡＮ整備本庁舎ＬＡＮ、教育情報センターＬＡＮ整備
平成９年度平成９年度平成９年度平成９年度 ＷＷＷサーバー運用開始ＷＷＷサーバー運用開始ＷＷＷサーバー運用開始ＷＷＷサーバー運用開始

グループウェア運用開始グループウェア運用開始グループウェア運用開始グループウェア運用開始
災害情報通信ネットワーク（実験システム）運用開始災害情報通信ネットワーク（実験システム）運用開始災害情報通信ネットワーク（実験システム）運用開始災害情報通信ネットワーク（実験システム）運用開始
学校用ＷＷＷサーバー及びＤＢサーバー運用開始学校用ＷＷＷサーバー及びＤＢサーバー運用開始学校用ＷＷＷサーバー及びＤＢサーバー運用開始学校用ＷＷＷサーバー及びＤＢサーバー運用開始
役所屋（電子ネットワーク窓口）開設役所屋（電子ネットワーク窓口）開設役所屋（電子ネットワーク窓口）開設役所屋（電子ネットワーク窓口）開設

平成１０年度平成１０年度平成１０年度平成１０年度 財務会計（財務会計（財務会計（財務会計（C/S））））運用開始運用開始運用開始運用開始
公用車管理システム運用開始公用車管理システム運用開始公用車管理システム運用開始公用車管理システム運用開始
イントラネットホームページ運用開始イントラネットホームページ運用開始イントラネットホームページ運用開始イントラネットホームページ運用開始

平成１１年度平成１１年度平成１１年度平成１１年度 公文書管理ＤＢシステム運用開始公文書管理ＤＢシステム運用開始公文書管理ＤＢシステム運用開始公文書管理ＤＢシステム運用開始
インターネット調達インターネット調達インターネット調達インターネット調達 一部運用開始一部運用開始一部運用開始一部運用開始
横須賀まちづくり総合カードシステム横須賀まちづくり総合カードシステム横須賀まちづくり総合カードシステム横須賀まちづくり総合カードシステム 実験運用開始実験運用開始実験運用開始実験運用開始

　　　　　　　　　　公文書公開システム実験開始　　　　　　　　　　公文書公開システム実験開始　　　　　　　　　　公文書公開システム実験開始　　　　　　　　　　公文書公開システム実験開始
平成１２年度平成１２年度平成１２年度平成１２年度 　　　　広域広域広域広域 WAN WAN WAN WAN ---- CATVCATVCATVCATV光回線網整備光回線網整備光回線網整備光回線網整備
平成平成平成平成１１１１3333年度年度年度年度 　　統合型　　統合型　　統合型　　統合型GISGISGISGISシステム運用開始システム運用開始システム運用開始システム運用開始

市民公益活動に関する電子会議室開設市民公益活動に関する電子会議室開設市民公益活動に関する電子会議室開設市民公益活動に関する電子会議室開設

「横須賀市電子入札システム」「横須賀市電子入札システム」「横須賀市電子入札システム」「横須賀市電子入札システム」 本格稼動本格稼動本格稼動本格稼動　　　　

本庁ＬＡＮ改修本庁ＬＡＮ改修本庁ＬＡＮ改修本庁ＬＡＮ改修 全庁ギガビットネットワーク　　　　　　　　全庁ギガビットネットワーク　　　　　　　　全庁ギガビットネットワーク　　　　　　　　全庁ギガビットネットワーク　　　　　　　　
　　　　



１　市役所内部の電子化

① 行政情報基盤（LAN）の運用

② ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄ及びｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱの運用

③ 財務会計ｼｽﾃﾑ及び
　　　　　公文書管理ｼｽﾃﾑの運用

④ 人材育成の充実
　　　（職員の情報ﾘﾃﾗｼｰの向上）
⑤ ＧＩＳの活用



１　市役所内部の電子化１　市役所内部の電子化１　市役所内部の電子化１　市役所内部の電子化

①①①① 行政情報基盤（行政情報基盤（行政情報基盤（行政情報基盤（LAN））））の運用の運用の運用の運用

　　・.整備：平成９年３月（通産省モデル事業）

　　・.LANの規格：ATM
　　　　　　　　　　縦系100Mbps　横系10Base-T
　　・.LAN接続の出先数（本庁舎以外）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：約100施設

　　・.PC数：1,371台（接続申請を含むと1,580台）

　　　　　　　1.31人／台（1.14人／台） 於1,800人

・.改修：平成１４年３月

・.LANの規格：ATM
　　　　　　　　　　縦系1000Mbps　横系100Base-T
　　

個
人
情
報
削
除

基幹DB
　　システム

基幹DB
　　システム

クリアリング
ハウスシステム

クリアリング
ハウスシステム

情報公開

情報公開

情報公開

情報公開

インター
ネット

システム構成図

参照型
ＧＩＳ

情報公開型
システム
（（（（ASP））））

情報公開型
システム
（（（（ASP））））

公開用
地図情報

参照型
　　システム
参照型
　　システム

医療機関
情報

医療機関情報

行政情報

商店街

情報

商店情報

簡易型
ＧＩＳ

（今回整備）

ﾌｧｲﾔｳ ｫー ﾙ

道路管理
　　　システム

道路管理
　　　システム 税務情報管理

　　　システム

税務情報管理

　　　システム
下水道管理

　　　システム

下水道管理

　　　システム都市部
　ＧＩＳ
(今回整備)

都市部
　ＧＩＳ
(今回整備)

住居表示管理
　　　システム

住居表示管理
　　　システム

消防総合管理
　　　　システム

消防総合管理
　　　　システム

水道設備管理

　　　システム

水道設備管理

　　　システム

農業情報管理
　　　システム

農業情報管理
　　　システム

簡易型

　　システム

簡易型

　　システム

ＧＩＳ　サブシステム

宛名システム
（住民基本台帳）

宛名システム
（住民基本台帳）

Ｌ２スイッチ

幹線ｽｲｯﾁ幹線ｽｲｯﾁ幹線ｽｲｯﾁ幹線ｽｲｯﾁ

全庁　ギガビット　全庁　ギガビット　全庁　ギガビット　全庁　ギガビット　ＬＡＮＬＡＮＬＡＮＬＡＮ
（今回整備）（今回整備）（今回整備）（今回整備）

ＡＰサー

幹線ｽｲｯﾁ幹線ｽｲｯﾁ幹線ｽｲｯﾁ幹線ｽｲｯﾁ

Ｌ２スイッチ

Ｌ３スイッチ

ＰＣ連携
ファイルサーバ

ＰＣ連携
ファイルサーバ

公文書ＤＢ
サーバ

公文書ＤＢ
サーバ

財務会計

サーバ

財務会計

サーバ

グループウエア
サーバ

グループウエア
サーバ

Ｌ３スイッチ

横須賀市ＷＡＮ

Ｌ２スイッチ

各出先機関

ﾌｧｲﾔｳ ｫー ﾙ



.稼動：平成９年８月（グループウェア）

　　　　　　 平成10年８月（イントラネット）

ＩＤ数：現在2,000IDで運用
　　　　　一般行政職員　約　1,820
　　　　　課（組織）　　約 180

機　能：① メール（内部＋Ｅメール）
　　　　② 掲示板（業務用、職員ｸﾞﾙｰﾌﾟ用）
　　　　③ 職員スケジュール管理
　　　　④ 会議室予約管理

⑤ 例規データベース

②グループウェア・イントラネット②グループウェア・イントラネット②グループウェア・イントラネット②グループウェア・イントラネット

グループウェア導入効果グループウェア導入効果グループウェア導入効果グループウェア導入効果

初年度実績調査で、紙約75万枚の削減
次年度26％増、次々年度41％増

イントラネットは、約80万枚／年の削減

１　市役所内部の電子化１　市役所内部の電子化１　市役所内部の電子化１　市役所内部の電子化



　a.稼動：平成10年４月（財務会計ｼｽﾃﾑ）

　　　　　 平成11年４月（公文書管理ｼｽﾃﾑ）

　b特長：両ｼｽﾃﾑとも「電子決裁」を実施

　c.機能：財務会計ｼｽﾃﾑ → 歳入・歳出、予算

　　　　　　編成、決算処理、契約ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ等

　　　　　　公文書管理ｼｽﾃﾑ → 電子目録作成、

　　　　　　起案・決裁処理、保管、検索等　　　　
　　　　

③③③③ 財務会計ｼｽﾃﾑ及び公文書管理ｼｽﾃﾑの運用財務会計ｼｽﾃﾑ及び公文書管理ｼｽﾃﾑの運用財務会計ｼｽﾃﾑ及び公文書管理ｼｽﾃﾑの運用財務会計ｼｽﾃﾑ及び公文書管理ｼｽﾃﾑの運用

１　市役所内部の電子化１　市役所内部の電子化１　市役所内部の電子化１　市役所内部の電子化



人材育成の基本方針人材育成の基本方針人材育成の基本方針人材育成の基本方針

②情報化推進リーダーとなる職員を発掘育成し、情報主
　　　管組織をはじめ、庁内各組織に配置する。

①職員全体の、情報化の基礎的能力を高める。

情報化の基礎的能力情報化の基礎的能力情報化の基礎的能力情報化の基礎的能力

③情報システムの基本操作が出来ること。
　　　PC基本操作、LANとの接続、共通PCアプリ（ワープロ、表計算等）、

　　　業務アプリ（財務会計システム、文書管理システム、グループウェア等）

①組織と情報化の意義について理解していること。
　　　情報共有・情報提供の意義、業務・組織改革の方法としての情報化等

②情報の取り扱いについて理解していること。
　　　セキュリティの考え方、個人情報の取扱方法、著作権の考え方等

④情報提供の技術とセンスを身につけていること。
　　　情報コンテンツ作成技法、プレゼンテーション技法等

⑤ネットワークにおけるルールやマナーを身につけていること。

④④④④ 人材育成（職員の情報ﾘﾃﾗｼｰの向上）の充実人材育成（職員の情報ﾘﾃﾗｼｰの向上）の充実人材育成（職員の情報ﾘﾃﾗｼｰの向上）の充実人材育成（職員の情報ﾘﾃﾗｼｰの向上）の充実

１　市役所内部の電子化１　市役所内部の電子化１　市役所内部の電子化１　市役所内部の電子化
電子市役所
の財産は人



　　　　　　　　a.研修体系：上級、中級、初級の３階層研修体系：上級、中級、初級の３階層研修体系：上級、中級、初級の３階層研修体系：上級、中級、初級の３階層

　　　　　　　　b.研修実績：上級研修実績：上級研修実績：上級研修実績：上級 →→→→ 270人、中級人、中級人、中級人、中級 →→→→ 654人人人人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 初級初級初級初級 →→→→ 1,667人人人人
　　　　　　　　　（初中級は延べ人数；　　　　　　　　　（初中級は延べ人数；　　　　　　　　　（初中級は延べ人数；　　　　　　　　　（初中級は延べ人数；H12年度末）年度末）年度末）年度末）

　　　　　　　　c.ｾｷｭﾘﾃｨ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ受講者数：約ｾｷｭﾘﾃｨ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ受講者数：約ｾｷｭﾘﾃｨ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ受講者数：約ｾｷｭﾘﾃｨ・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ受講者数：約1,100人人人人
　　　　　内容：ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ管理、データの取り扱い等　　　　　内容：ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ管理、データの取り扱い等　　　　　内容：ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ管理、データの取り扱い等　　　　　内容：ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ管理、データの取り扱い等

1,521名(2,591名）情報化研修実績情報化研修実績情報化研修実績情報化研修実績

平成８年度 平成９年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 計

電脳仕事人養成塾 ５０ ５０ ３０ － － 130

電脳管理職講座 － ２０ ３０ ３０ － 80

電脳ﾏｽﾀｰ養成塾 － － ２０ ２０ ２０ 60

Access基礎 － － － － ５７ 57

デジタルプレゼンテーション － － － １５ ３０ 45

Word/Excel応用 － － － ９４ ８８ 182         

Word/Excel基礎 － － １９４ １７６ － 370

ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱ利用研修 － ３７５ ２７２ １４６ ５０ 843

PC入門（Windows入門） － ３７５ ２７３ １１７ ５９ 824



統合ＧＩＳとは統合ＧＩＳとは統合ＧＩＳとは統合ＧＩＳとは

統合ＧＩＳとは、

　地方公共団体が、利用する地図データの

うち、複数の部局が利用するデータ（例えば、

道路、街区、建物、河川など）を各部局が共

用できる形で整備し利用していく庁内横断

的システム。

　統合ＧＩＳを導入することにより、データの

重複整備を防ぐことができ経費削減が可能

になる。また、ネットワークを駆使することで

各部署の情報の共有化でき、情報交換を

迅速にし、行政の効率化と住民サービスの

向上を図ることができる。

出所：総務省「統合型の地理情報システムに関する全体指針」より

⑤⑤⑤⑤ 横須賀市統合横須賀市統合横須賀市統合横須賀市統合GISGISGISGIS

デジタル地番図デジタル地番図デジタル地番図デジタル地番図

航空写真航空写真航空写真航空写真

１　市役所内部の電子化１　市役所内部の電子化１　市役所内部の電子化１　市役所内部の電子化



横須賀市統合ＧＩＳの全容（Ｈ１３年末）横須賀市統合ＧＩＳの全容（Ｈ１３年末）横須賀市統合ＧＩＳの全容（Ｈ１３年末）横須賀市統合ＧＩＳの全容（Ｈ１３年末）

•　基幹ＤＢ

•　参照系 •　情報公開型

•　簡易ＤＢ
•　個別ＤＢ

・基幹情報の管理・配布
・クリアリングハウスの供用

・基本的な機能のみを備えた簡易なＧＩＳソフト
・業務特有の機能を必要としないＸＸ課に導入

○○課

△△課

・共通地図をＷｅｂで全庁に供用
・住宅地図の感覚で利用できる

本庁行政センター

福祉センター

・公開可能な行政情報をインターネットで提供
・ＡＳＰでデータ管理

水道

農業 都市計画消防

税務

・各課の業務に特化したＧＩＳ
・業務特性に合わせたソフトを選択

６６課導入６６課導入６６課導入６６課導入

全課・全出先で閲覧全課・全出先で閲覧全課・全出先で閲覧全課・全出先で閲覧
インターネット供用開始インターネット供用開始インターネット供用開始インターネット供用開始

５課で運用５課で運用５課で運用５課で運用

横須賀市統合横須賀市統合横須賀市統合横須賀市統合GISGISGISGIS



業務の高度化・客観化業務の高度化・客観化業務の高度化・客観化業務の高度化・客観化業務の高度化・客観化業務の高度化・客観化業務の高度化・客観化業務の高度化・客観化

デジタル地図デジタル地図デジタル地図デジタル地図

所有者リスト表示所有者リスト表示所有者リスト表示所有者リスト表示

地番図地番図地番図地番図

都市計画道路ルート検討に際し
て、該当する土地所有者並びに
概算の土地買収価格を迅速に
積算

短時間に複数ルートの検討が可能短時間に複数ルートの検討が可能短時間に複数ルートの検討が可能短時間に複数ルートの検討が可能

横須賀市統合横須賀市統合横須賀市統合横須賀市統合GISGISGISGIS



２　市民と市役所の接点
　　（行政ｻｰﾋﾞｽ）のｵﾝﾗｲﾝ化

① まちづくり総合カードシステムの運用

② 申請・届出への対応

③ 行政情報のインターネット公開、利用促進
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

④ 市民ポータルサイト

⑤ 電子入札



公共施設

施設予約

市民活動
（ＮＰＯ）

人材登録
活動情報発信
ポイントサービス

情報検索・情
報案内

横須賀まちづくり総合カードシステム
(1999.7~12)における実現範囲

保育園べんりシステム

交通機関

バス乗車券

運用・管理

利用者確認
カード発行
利用者管理
ヘルプディスク
ビューア

○ICカード
本人情報/利用ＡＰ情報

○電子的社会情報基盤
電子ﾏﾈｰ/認証、公証
ＣＡＬＳ

商店街

商店での支払い、
ポイント付与

市役所

IT装備都市研究事業
（2002.1～）における実現範囲

金融機関

口座からカードにチャージ

　今後のサービス

市立高校学生証

図書館カード

図書貸出

各種証明書発行

電子申請へ発展

２　市民と市役所の接点（行政ｻｰﾋﾞｽ）のｵﾝﾗｲﾝ化

①①①① まちづくり総合カードシステムの運用まちづくり総合カードシステムの運用まちづくり総合カードシステムの運用まちづくり総合カードシステムの運用



10年度地域総合情報化施設整備事業年度地域総合情報化施設整備事業年度地域総合情報化施設整備事業年度地域総合情報化施設整備事業

施設予約システム

基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備

児童手当システム

応募受付システム
保育園システム

行政アプリケーション民間アプリケーション

口座連動型オフライン決済サービス口座連動型オフライン決済サービス口座連動型オフライン決済サービス口座連動型オフライン決済サービス

バスカードバスカードバスカードバスカード

ＩＣカード発行・運用サービスＩＣカード発行・運用サービスＩＣカード発行・運用サービスＩＣカード発行・運用サービス認証・決済プラットフォームサービス認証・決済プラットフォームサービス認証・決済プラットフォームサービス認証・決済プラットフォームサービス

複数発行者ＩＣカード間のアプリケーション流通サービス複数発行者ＩＣカード間のアプリケーション流通サービス複数発行者ＩＣカード間のアプリケーション流通サービス複数発行者ＩＣカード間のアプリケーション流通サービス

ＩＣカード内容表示サービスＩＣカード内容表示サービスＩＣカード内容表示サービスＩＣカード内容表示サービス

ＩＣカードシステム事業別一覧 １３年度～

商店街ポイントサービス商店街ポイントサービス商店街ポイントサービス商店街ポイントサービス



②②②② 申請・届出書類の電子化申請・届出書類の電子化申請・届出書類の電子化申請・届出書類の電子化

　　a.開設：H11.4～一部稼動

　　b.現状：

　　　ⅰ．申請書等の様式171種類をホームページで提供

　　　ⅱ．ダウンロードし、必要事項を入力してプリントアウトして窓口もしくは郵送

　　　　　 にて申請

　　　ⅲ．押印については、全手続の約26％、410件を廃止済

　　c.今後：

　　　ⅰ．申請書等の様式を500種類に拡充する予定

　　　ⅱ．簡易な届出について、インターネットによる届出を試行（H13年度を予定）

３　行政情報のインターネット公開、利用促進



「教育サービス」分野での、実証実験モニタご協力のお願い

住民ニーズやライフサイクルに合わせた、住民一人一人に対する
情報提供により、個々人の事情や条件に応じたサービスの提供と

効率的で開かれた行政の実現へ向けた基盤作り

「横須賀市民ポータル（仮称）」の目的「横須賀市民ポータル（仮称）」の目的「横須賀市民ポータル（仮称）」の目的「横須賀市民ポータル（仮称）」の目的

「市民ポータル（仮称）」の実現内容

①一元ワンストップ窓口の提供（ポータル）
②マイページによるワン・トゥ・ワンコミュニケーションの提供
③プッシュ型配信の提供

③　横須賀市民ポータル（仮称）

３　行政情報のインターネット公開、利用促進



行政運営の簡素化・効率化行政運営の簡素化・効率化行政運営の簡素化・効率化行政運営の簡素化・効率化

地域産業の活性化地域産業の活性化地域産業の活性化地域産業の活性化

【市長事務部局】
・総務部
・企画調整部
・財政部
・市民部
・健康福祉部
・市民病院事務局
・環境部
・経済部
・都市部
・緑政部
・土木部
・下水道部
・港湾部
・水道局事業部
・消防局
・収入役

【教育委員会事務局】
・管理部
・総務課
・生涯学習部

【各事務局】
・選挙管理委員会事務局
・公平委員事務局
・農業員会事務局
・固定資産評価審査委員会書記
・市議会事務局

市役所組織によるバックアップ市役所組織によるバックアップ市役所組織によるバックアップ市役所組織によるバックアップ地域組織との一体化地域組織との一体化地域組織との一体化地域組織との一体化

・学校
・商店街
・民間機関
・企業等

ワンストップ／ワンストップ／ワンストップ／ワンストップ／One2One（（（（マイページ）／プッシュ型サービスマイページ）／プッシュ型サービスマイページ）／プッシュ型サービスマイページ）／プッシュ型サービス

納
税

教
育

市民ポータル市民ポータル市民ポータル市民ポータル

出
産
・
子
育
て

福
祉
・
介
護

くらし

医
療
・
健
康

住
ま
い

しごと

求
人

企
業

文化・趣味

観
光
・
旅
行

美
容
・
エ
ス
テ

習
い
事
・サ
ー
ク
ル

出生

出産・育児 雇用

年金

結婚

教育
市民のライフ市民のライフ市民のライフ市民のライフ

サイクルサポートサイクルサポートサイクルサポートサイクルサポート

行政機能
（情報提供／手続き）

民間サービス
（情報提供／手続き）

For Citizens

住民へのサービス住民へのサービス住民へのサービス住民へのサービス
利便性向上利便性向上利便性向上利便性向上

参考）　「市民ポータル」のコンセプト（将来像）



イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

【保護者にとって】【保護者にとって】【保護者にとって】【保護者にとって】

・「入学時に準備するものや書類って、よく分からない。」

・「学校からの連絡って本当に伝わってるのかしら？」

・「仕事が忙しくて、学校とのコミュニケーションがうまくとれない。」

・「もっと学校の先生と気軽に相談できたらなー。」

・「保護者同士の連絡ってもっと便利にできないかしら？」

・「地域の活動に子供を参加させたいんだけど、何があるのかしら？」

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

市民ポータル市民ポータル市民ポータル市民ポータル

その他教育関連情報

学校

入学説明会に
行こう！

授業参観の
お知らせです。

市役所組織（教育委員会等）

○○くんのお父さんから
相談があったな。

○○さん○○さん○○さん○○さん
おはようございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。

保護者の方への保護者の方への保護者の方への保護者の方への
お知らせです。お知らせです。お知らせです。お知らせです。

○○さん○○さん○○さん○○さん

ここの小学校
はどんなところ

かしら？

他のお母さんは
どうしてるのかしら？

サービスイメージ（将来像）

【実現イメージ】【実現イメージ】【実現イメージ】【実現イメージ】

「○○さん」個人のホームページを提供して、保護者－先生間

の双方向コミュニケーションを可能にします。

・教師と保護者の相談

・連絡掲示板、お知らせ

・アンケート　等

※個人情報につきましては、管理徹底の元、取扱います。

民間組織等

相談したいことが
あるんだけど、昼は

仕事だし。。。

マイページマイページマイページマイページ

マイページマイページマイページマイページ

保護者
運動会の
時期なのね

参照参照参照参照

相談・問合せ相談・問合せ相談・問合せ相談・問合せ

相談相談相談相談

受領・回答受領・回答受領・回答受領・回答

お知らせ
お知らせ
お知らせ
お知らせ

問合せ問合せ問合せ問合せ
通知通知通知通知

情報共有
情報共有
情報共有
情報共有 問合せ

問合せ
問合せ
問合せ

情報提供情報提供情報提供情報提供



④．電子入札

平成１５年度　　　物件・委託について順次電子入札に移行平成１５年度　　　物件・委託について順次電子入札に移行平成１５年度　　　物件・委託について順次電子入札に移行平成１５年度　　　物件・委託について順次電子入札に移行

　　　　　　　　　９月２１日　　　電子入札ＳＹＳ一部稼動（工事発注公告開始）　　　　　　　　　９月２１日　　　電子入札ＳＹＳ一部稼動（工事発注公告開始）　　　　　　　　　９月２１日　　　電子入札ＳＹＳ一部稼動（工事発注公告開始）　　　　　　　　　９月２１日　　　電子入札ＳＹＳ一部稼動（工事発注公告開始）

１０月１０日　　　電子入札ＳＹＳによる第1回自動開札

平成１４年１月中　　　ほぼ全工事案件について電子入札ＳＩＳ導入

・１５００万円以上の土木一式工事と舗装工事

・１０００万円以上の建築一式工事

　　＊参加業者数約２５０業者（指名業者1,800社中）

　　　　　　　　　９月１８日　　　記者発表

平成１３年９月３日、４日　　　電子入札の業者説明会

　　　　　　　　　９月０７日　　　電子入札ＳＹＳテスト稼動開始

平成１１年７月　　　電子入札導入に向け検討開始平成１１年７月　　　電子入札導入に向け検討開始平成１１年７月　　　電子入札導入に向け検討開始平成１１年７月　　　電子入札導入に向け検討開始

　　平成１３年３月　　　業者登録データ更新ＳＹＳ稼動

　　　　　　　　 ４月　　　入札参加申請WEB受付開始

＊以降、毎水曜日電子入札による開札実施

３　行政情報のインターネット公開、利用促進
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Ｈ９Ｈ９Ｈ９Ｈ９ Ｈ１０Ｈ１０Ｈ１０Ｈ１０ Ｈ１１Ｈ１１Ｈ１１Ｈ１１ Ｈ１２Ｈ１２Ｈ１２Ｈ１２

電子入札の導入効果の導入効果の導入効果の導入効果

電子入札の導入目的＝増大した入札業務の軽減（効率化）電子入札の導入目的＝増大した入札業務の軽減（効率化）電子入札の導入目的＝増大した入札業務の軽減（効率化）電子入札の導入目的＝増大した入札業務の軽減（効率化）電子入札の導入目的＝増大した入札業務の軽減（効率化）電子入札の導入目的＝増大した入札業務の軽減（効率化）電子入札の導入目的＝増大した入札業務の軽減（効率化）電子入札の導入目的＝増大した入札業務の軽減（効率化）

従　来従　来従　来従　来

工事発注状況掲示工事発注状況掲示工事発注状況掲示工事発注状況掲示

入札工事の決定入札工事の決定入札工事の決定入札工事の決定

開札・結果掲示開札・結果掲示開札・結果掲示開札・結果掲示

電子入札本格稼動後電子入札本格稼動後電子入札本格稼動後電子入札本格稼動後

契　　約契　　約契　　約契　　約

入札参加受付・資格審査入札参加受付・資格審査入札参加受付・資格審査入札参加受付・資格審査

入札資格審査・受付入札資格審査・受付入札資格審査・受付入札資格審査・受付

は、自動化された作業

入札結果データ移行入札結果データ移行入札結果データ移行入札結果データ移行

工事発注状況掲示工事発注状況掲示工事発注状況掲示工事発注状況掲示

入札工事の決定入札工事の決定入札工事の決定入札工事の決定

入札参加希望受付入札参加希望受付入札参加希望受付入札参加希望受付

入札参加資格審査入札参加資格審査入札参加資格審査入札参加資格審査

入札資格審査入札資格審査入札資格審査入札資格審査

開　　札開　　札開　　札開　　札

入札結果掲示入札結果掲示入札結果掲示入札結果掲示

契　　約契　　約契　　約契　　約

入札書受付入札書受付入札書受付入札書受付

入札結果入力入札結果入力入札結果入力入札結果入力

設計価格／入札差金年度推移設計価格／入札差金年度推移設計価格／入札差金年度推移設計価格／入札差金年度推移
設計金額に占める入札差金

１３億１３億１３億１３億
３０億３０億３０億３０億 ３２億３２億３２億３２億 ４２億４２億４２億４２億

95.7%95.7%95.7%95.7%
90.7%90.7%90.7%90.7% 85.7%85.7%85.7%85.7% 87.3%87.3%87.3%87.3%

30303030億億億億
32323232億億億億

22222222億億億億

33333333億億億億

入札制度及び業務改革により、入札正常化を
確保した後、増大した入札業務をＩＴ導入により、
軽減化を図るため、電子入札を導入している。

入札の正常化は、電子入札のみに依存しない。
事前に行われたＢＰＲとＩＴ導入の相乗効果が、
効率的かつ正常に遂行される入札業務を実現
する。

＊ H10.7月に入札制度改革実施



電子自治体推進のために

最後に

システムを導入しただけでは効果はない

・業務改善（ＢＰＲ）
・職員のスキルアップ

①経営情報のオープン化①経営情報のオープン化①経営情報のオープン化①経営情報のオープン化
　　　　・行政の経営状況の開示要請が強まる　　　　・行政の経営状況の開示要請が強まる　　　　・行政の経営状況の開示要請が強まる　　　　・行政の経営状況の開示要請が強まる
　　　　・開示することにより、格付けされる　　　　・開示することにより、格付けされる　　　　・開示することにより、格付けされる　　　　・開示することにより、格付けされる
　　　　　　　　　　　　　　　　・外部からの風を受けて、業務（経営）改善を進める好機・外部からの風を受けて、業務（経営）改善を進める好機・外部からの風を受けて、業務（経営）改善を進める好機・外部からの風を受けて、業務（経営）改善を進める好機

②組織のフラット化②組織のフラット化②組織のフラット化②組織のフラット化
　　　　・トップの経営理念や、現場の情報を即時共有化　　　　・トップの経営理念や、現場の情報を即時共有化　　　　・トップの経営理念や、現場の情報を即時共有化　　　　・トップの経営理念や、現場の情報を即時共有化
　　　　・情報を伝えるだけの役職は不要に　　　　・情報を伝えるだけの役職は不要に　　　　・情報を伝えるだけの役職は不要に　　　　・情報を伝えるだけの役職は不要に

システムのランニングストが高いシステムのランニングストが高いシステムのランニングストが高いシステムのランニングストが高い

・ＡＳＰ
・広域連携 業務の標準化

＊例（横須賀市の場合）

イニシャルコストに対して２割程度のランニングコストがかかる



③仕事のネットワーク化③仕事のネットワーク化③仕事のネットワーク化③仕事のネットワーク化
　　　・個々の自治体が全てのサービスを提供する必要はない　　　・個々の自治体が全てのサービスを提供する必要はない　　　・個々の自治体が全てのサービスを提供する必要はない　　　・個々の自治体が全てのサービスを提供する必要はない
　　　　　　　　　　　　・複数自治体が共同で（協力して）、結果的に良質なサービス・複数自治体が共同で（協力して）、結果的に良質なサービス・複数自治体が共同で（協力して）、結果的に良質なサービス・複数自治体が共同で（協力して）、結果的に良質なサービス
　　　　を低価格で提供できれば良い　　　　を低価格で提供できれば良い　　　　を低価格で提供できれば良い　　　　を低価格で提供できれば良い
　　　　　　　　　　　　・自治体間の委託～受託や、民間へのアウトソーシングも・自治体間の委託～受託や、民間へのアウトソーシングも・自治体間の委託～受託や、民間へのアウトソーシングも・自治体間の委託～受託や、民間へのアウトソーシングも
　　　　積極的に進めるべき　　　　積極的に進めるべき　　　　積極的に進めるべき　　　　積極的に進めるべき

④業務の標準化、職員の資質向上④業務の標準化、職員の資質向上④業務の標準化、職員の資質向上④業務の標準化、職員の資質向上
　　　　　　　　　　　　・仕事の具体的方法が標準化されなければ、仕事のネットワーク化は・仕事の具体的方法が標準化されなければ、仕事のネットワーク化は・仕事の具体的方法が標準化されなければ、仕事のネットワーク化は・仕事の具体的方法が標準化されなければ、仕事のネットワーク化は

実現しない実現しない実現しない実現しない

　　　・仕事の標準化は、職員のリテラシーやモラル向上を促進する　　　・仕事の標準化は、職員のリテラシーやモラル向上を促進する　　　・仕事の標準化は、職員のリテラシーやモラル向上を促進する　　　・仕事の標準化は、職員のリテラシーやモラル向上を促進する
　　　・低レベルで標準化しないように、リーダーシップが不可欠　　　・低レベルで標準化しないように、リーダーシップが不可欠　　　・低レベルで標準化しないように、リーダーシップが不可欠　　　・低レベルで標準化しないように、リーダーシップが不可欠

⑤知の発掘、共有化⑤知の発掘、共有化⑤知の発掘、共有化⑤知の発掘、共有化
　　　・知恵を出し合い、協力し合って問題解決を行う　　　・知恵を出し合い、協力し合って問題解決を行う　　　・知恵を出し合い、協力し合って問題解決を行う　　　・知恵を出し合い、協力し合って問題解決を行う
　　　・解決に時間がかかり過ぎると、解決の意味がなくなる　　　・解決に時間がかかり過ぎると、解決の意味がなくなる　　　・解決に時間がかかり過ぎると、解決の意味がなくなる　　　・解決に時間がかかり過ぎると、解決の意味がなくなる

　　知の発掘のプロセス　　知の発掘のプロセス　　知の発掘のプロセス　　知の発掘のプロセス
　　　　・暗黙知を表出化させ、共有する　　　　・暗黙知を表出化させ、共有する　　　　・暗黙知を表出化させ、共有する　　　　・暗黙知を表出化させ、共有する
　　　　・表出化された暗黙知を編集し、新たな知恵を発掘する　　　　・表出化された暗黙知を編集し、新たな知恵を発掘する　　　　・表出化された暗黙知を編集し、新たな知恵を発掘する　　　　・表出化された暗黙知を編集し、新たな知恵を発掘する
　　　　・知恵を内面化（体得）する　　　　・知恵を内面化（体得）する　　　　・知恵を内面化（体得）する　　　　・知恵を内面化（体得）する
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