
印西市　第４次　情報化計画　進行管理表
番号 実施事業 主担当 担当課 実施内容 現状及び事業目標 平成２９年度内容及び目標 平成２９年度評価 平成３０年度内容及び目標 平成３０年度評価 令和元度内容及び目標

1 １－①－ア．多様な防災情報の発信 〇 防災課 防災メールの登録の推進

【現状】平成２９年３月３１日現在の登録数
　　　　９，４８４人
【事業目標】平成３４年３月３１日現在の登録
数　１１，０００人

防災メールの登録方法等について、広報紙等に
おいて周知を行い、登録者数を増やす。

【結果／目標】９，８１３人／１０，０００人
（３２９人増）
【広報紙での周知】５回

引き続き広報紙等で周知を図る。
【目標】１０，０００人（平成３１年３月３１
日現在）

【結果/目標】１０，２４９人/１０，０００人
（延人数）
【広報紙での周知】５回

引き続き広報紙等で周知を図る。
【目標】１０，５００人（令和２年３月３１日
現在）

2 １－①－ア．多様な防災情報の発信 〇 防災課

防災行政無線、エリアメール、緊
急速報メール、市ホームページ、
ツイッター、ＣＡＴＶ、Ｌアラー
ト等での情報提供の充実

【現状】迅速かつ正確な情報配信に努めた。
【事業目標】インターネット分離及び千葉県セ
キュリティクラウドへの対応を検討する。

インターネット分離及び千葉県セキュリティク
ラウド対応により、情報配信ツールに一部不具
合が生じているため、有事の際は手動にて対応
する。

Jアラート情報伝達訓練において、手動で対応
することができた。
【回数】２回

引き続き情報伝達訓練を行い、迅速かつ正確な
情報配信に努める。
【目標】２回

全国一斉情報伝達試験（Jアラート情報伝達訓
練）の実施において、防災メールでの情報伝達
は手動で対応することができた。
【回数】４回
全国合同訓練（Ｌアラート）において、迅速に
対応できた。
【回数】１回

引き続き情報伝達訓練を行い、迅速かつ正確な
情報配信に努める。
【目標】４回
Jアラートの情報を自動でメール配信できるよ
うシステムを構築する。

3 １－①－ア．多様な防災情報の発信 〇 防災課 防災行政無線テレホンサービスの
周知

【現状】広報紙等において周知を図る。
【事業目標】引き続き広報紙等において周知を
図る。

広報紙等において周知を図る。 【広報紙での周知】４回
引き続き広報紙等において周知を図る。
【目標】４回

【広報誌での周知】５回 引き続き広報紙等において周知を図る。
【目標】４回

4 １－①－ア．多様な防災情報の発信 〇 防災課 要配慮者向けの情報提供手段の検
討

【現状】課内で検討中
【事業目標】平成３１年度までに多言語（英・
韓・中国語）表記の指定避難所案内板を１１箇
所に設置する。

多言語（英・韓・中国語）表記の指定避難所案
内板を設置する。
【目標】４箇所

学校統廃合の動向を踏まえた設置個所の再選定
を行った。
【結果／目標】３／４箇所

多言語（英・韓・中国語）表記の指定避難所案
内板を設置する。
【目標】４箇所

多言語標記の指定避難所案内板を４箇所設置し
た。　平賀小学校、宗像小学校、六合小学校、
いには野小学校
【結果／目標】４／４箇所

多言語（英・韓・中国語）表記の指定避難所案
内板を設置する。
【目標】３箇所　本埜小、旧本埜第二小、本埜
中

5 １－①－イ．被災者支援システムの活用 〇 防災課 被災者支援システムの構築

【現状】課内で検討中
【事業目標】関係各課と調整し、システム構築
の可否を含め検討する。（平成３０年度検討、
平成３３年度構築運用）

システム構築に必要な要件、機能等を検討す
る。

システムの情報収集を行った。 効果的な情報共有の方法を検討する。 システムの情報収集を行った。
引き続き効果的な情報共有の方法を検討する。
J-LISで配信しているシステムの活用について
検討し、関係各課との情報共有を図る。

6 １－①－イ．被災者支援システムの活用 障がい福祉課 被災者支援システムの構築 主担当課に準ずる。 防災課と調整し、被災者の福祉関係情報のうち
必要な情報を確認し、提供の可否を検討する。

防災課で、調査・研究中。検討は次年度以降に
行う。

防災課と調整し、被災者の福祉関係情報のうち
必要な情報を確認し、提供の可否を検討する。

防災課で、調査・研究中。検討は次年度以降に
行う。

防災課と調整し、被災者の福祉関係情報のうち
必要な情報を確認し、提供の可否を検討する。

7 １－①－イ．被災者支援システムの活用 管財課（旧情報管理課） 被災者支援システムの構築 主担当課に準ずる。 防災課と調整し、システムの構築に必要な機
器、ネットワーク等の助言を行う。

防災課で、調査・研究中のため、助言等は見
送った。

防災課と調整し、システムの構築に必要な機
器、ネットワーク等の助言を行う。

防災課で、調査・研究中。検討は次年度以降に
行う。

防災課と調整し、システムの構築に必要な機
器、ネットワーク等の助言を行う。

8 １－①－イ．被災者支援システムの活用 市民課 被災者支援システムの構築 主担当課に準ずる。 防災課と調整し、被災者の住民情報のうち必要
な情報を確認し、提供の可否を検討する。

防災課で、調査・研究中のため、情報確認等は
見送った。

防災課と調整し、被災者の住民情報のうち必要
な情報を確認し、提供の可否を検討する。

防災課で、調査・研究中。検討は次年度以降に
行う。

防災課と調整し、被災者の住民情報のうち必要
な情報を確認し、提供の可否を検討する。

9 １－①－イ．被災者支援システムの活用 資産税課 被災者支援システムの構築 主担当課に準ずる。 防災課と調整し、被災者の資産情報のうち必要
な情報を確認し、提供の可否を検討する

防災課で、調査・研究中のため、情報確認等は
見送った。

防災課と調整し、被災者の資産情報のうち必要
な情報を確認し、提供の可否を検討する。

防災課で、調査・研究中。検討は次年度以降に
行う。

防災課と調整し、被災者の資産情報のうち必要
な情報を確認し、提供の可否を検討する。

10 １－①－ウ．住民からの情報提供の活用 〇 防災課 住民からの情報提供手段・情報提
供体制についての検討

【現状】課内で検討中
【事業目標】情報提供ツール及びシステムの構
築について検討するとともに、提供のあった情
報の整理・活用方法について検討する。

他自治体の情報等を収集し検討する。 システムの情報収集を行った。 効果的な情報提供の方法を検討する。
システムの情報収集を行った。
市民からの情報投稿機能について、検討する。

引き続き効果的な情報提供の方法を検討する。
大規模災害時のTwitterのリツイート機能の活
用について検討する。

11 １－②－ア．予防接種情報のお知らせ 〇 健康増進課
市ホームページでの情報提供の充
実

【現状】提供　年２回
【事業目標】適宜情報提供を行っていく。

情報の提供を行う。
【目標】２回以上
既存のホームページの内容を見直していく。

予防接種委託医療機関一覧の更新をした。
【結果／目標】１／２回
既存ホームページの内容を見直し、転入者の手
続き方法を変更し、変更内容の周知を図った。

情報の提供（予防接種委託医療機関一覧の更新
等）を行う。
【目標】２回
高齢者の予防接種について、内容を見直す。

予防接種委託医療機関一覧や予防接種に関する
情報の更新をした。
【結果／目標】２／２回
高齢者の予防接種について、ホームページ内容
の見直しについて検討した。また転入者の手続
き方法を改めて変更し、変更内容の周知を図っ
た。

情報の提供（予防接種委託医療機関一覧及び予
防接種内容などの更新）を行う。
【目標】２回
大人の予防接種(インフルエンザ・高齢者肺炎
球菌など）の充実を図る。

12 １－②－ア．予防接種情報のお知らせ 〇 健康増進課 マイナポータルを利用した情報提
供ができるように体制を整える

【現状】個々の接種状況に応じた提供が必要な
ため、現在は実施していない。
【事業目標】運用の必要性について課内で検討
する。

マイナポータルを利用した情報提供に向けて、
準備していく。

転入者の予防接種履歴確認のため、運用を開始
した。

自動応答に向け、準備していく。
自動応答に向け準備したが、宛名の統合作業に
時間を要し、手動応答での対応となった。

引き続き、宛名の統合作業をすすめ、自動応答
に向け準備していく。

13 １－②－イ．子育て支援情報の充実 〇 子育て支援課 市ホームページでの情報提供の充
実

【現状】随時更新し、掲載する。
【事業目標】掲載内容を充実させる。

既存ホームページの内容をよりわかり易く、最
新の情報となるよう見直す。

児童館や支援センターの施設や事業案内、及び
子ども医療費や児童扶養手当などの手続きにつ
いて適宜掲載した。

平成２９年度同様に児童館や支援センターの事
業案内を随時更新、子ども医療や児童扶養手当
などの給付サービスについても内容を充実させ
る。

児童館や支援センターの施設や事業案内、及び
子ども医療費や児童扶養手当などの手続きにつ
いて適宜掲載した。【更新回数：月１回以上】

引き続き、児童館や支援センターの事業案内を
随時更新、子ども医療や児童扶養手当などの給
付サービスについても内容を充実させる。

14 １－②－イ．子育て支援情報の充実 保育課 市ホームページでの情報提供の充
実

主担当課に準ずる。 子育て支援課と提供する情報について検討を行
う。

子育て支援課と検討した結果、「子育て支援情
報の充実」事業については、子育て支援課で実
施する。

15 １－②－イ．子育て支援情報の充実 〇 子育て支援課 マイナポータルを利用した情報提
供の検討

【現状】調査時点で未実施
【事業目標】関係各課と連携し、提供可能な情
報を検討する。

公開できる情報を検討する。
平成２９年度の公開実績はないが、継続して検
討する。

引き続き情報収集・研究に努める。
マイナポータルで電子申請手続きを公開してい
る。
【公開手続数】１１

引き続き国や県の動向を注視し、提供可能な情
報を検討していく。

16 １－②－イ．子育て支援情報の充実 保育課 マイナポータルを利用した情報提
供の検討

主担当課に準ずる。 子育て支援課と提供する情報について検討を行
う。

事務事業の移管により「子育て支援情報の充
実」事業については、子育て支援課で実施す
る。

事務事業の移管により、子育て支援課で実施する。

事務事業の移管により、子育て支援課で実施する。

資料２
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資料２

17 １－②－ウ．保育園の空き情報提供 〇 保育課 市ホームページでの情報提供の充
実

【現状】提供　月１回
【事業目標】内容を充実させる。

他市町村の事例の情報収集を行うとともに、保
育園の空き状況を毎月速やかに公表する。

インターネット検索等により他市町村の事例の
情報収集を行うとともに、保育園の空き状況を
毎月速やかに公表した。

引き続き、他市町村の事例の情報収集を行うと
ともに、保育園の空き状況を毎月速やかに公表
する。

・他市町村の事例の情報収集を行った結果、他
市町村についても同様の情報量及び内容であっ
た。
・保育園の空き状況を毎月速やかに公表した。
【公表回数】１３回／年

引き続き、他市町村の事例の情報収集を行うと
ともに、保育園の空き状況を毎月速やかに公表
する。

18 １－②－ウ．保育園の空き情報提供 子育て支援課 市ホームページでの情報提供の充
実

主担当課に準ずる。 保育課と提供する情報について検討を行う。 事務事業の移管により「保育園の空き情報提
供」事業については保育課で実施する。

19 １－②－ウ．保育園の空き情報提供 〇 保育課 希望する保育園に空きが出た際の
情報提供の検討

【現状】課内で検討中
【事業目標】平成３３年度まで検討する。

他市町村の事例の情報収集を行う。
インターネット検索等により他市町村の事例の
情報収集を行った。

引き続き、他市町村の事例を調査し、情報収集
を行う。

・インターネット検索等により他市町村の事例
の情報収集を行ったが、その結果、他市町村に
おいてホームページ以外で実施している例は見
受けられなかった。

引き続き、他市町村の事例を調査し、情報収集
を行う。

20 １－②－ウ．保育園の空き情報提供 子育て支援課 希望する保育園に空きが出た際の
情報提供の検討

主担当課に準ずる。 保育課と提供する情報について検討を行う。 事務事業の移管により「保育園の空き情報提
供」事業については保育課で実施する。

21 １－③－ア．医療情報の充実 〇 健康増進課 市ホームページでの情報提供の充
実

【現状】市内の医療機関に関する情報を一覧表
にして市ホームページに掲載している。
【事業目標】市ホームページを活用した情報提
供を行っていく。

市ホームページを活用した医療機関情報の提供
を継続していく。

市ホームページに医療機関に関する情報を提供
した。

市ホームページを活用した医療機関情報の提供
を継続していく。

市ホームページに医療機関に関する情報を提供
した。

市ホームページを活用した医療機関情報の提供
を継続していく。

22 １－③－ア．医療情報の充実 〇 健康増進課 ＧＩＳ等を使用した医療機関情
報・感染症情報の検討

【現状】ＧＩＳ等を活用した医療機関情報の提
供は行っていない。
【事業目標】ＧＩＳ等を活用した医療機関情報
の提供について課内で検討する。

ＧＩＳ等を活用した医療機関情報の提供の充実
について課内で検討する。

ＧＩＳの活用法の一つとして、医療機関の位置
情報の提供について検討した。

ＧＩＳに医療機関情報を取り込めるよう、情報
管理課と協議を進めていく。

ＧＩＳの活用法の一つとして、医療機関の位置
情報の提供について検討した。

ＧＩＳに医療機関情報を取り込めるよう、関係
機関と協議を進めていく。

23 １－③－イ．感染症等情報の地図表示化 〇 健康増進課 市ホームページでの情報提供の充
実

【現状】国、県の情報に基づき、感染症等に関
する情報を市ホームページに掲載している。
【事業目標】情報提供について継続していく。

国、県の情報に基づき、感染症等に関する情報
の提供について継続していく。

国、県の情報に基づき、市ホームページに感染
症等に関する情報を提供した。

引き続き、国、県の情報に基づき、市ホーム
ページを活用した感染症等の情報の提供を継続
していく。

国、県の情報に基づき、市ホームページに感染
症等に関する情報を提供し、麻しん・風しんの
流行に対し、注意喚起をおこなった。情報提供
内容については、適宜更新し、新しい情報が伝
わるよう努めた。

引き続き、国、県の情報に基づき、市ホーム
ページを活用した感染症等の情報の提供を継続
していく。

24 １－③－イ．感染症等情報の地図表示化 〇 健康増進課
ＧＩＳ等を使用した医療機関情
報・感染症情報の検討

【現状】ＧＩＳ等を活用した感染症等情報の提
供は行っていない。
【事業目標】情報提供の内容について課内で検
討する。

感染症等情報の提供内容について課内で検討す
る。

ＧＩＳを活用した感染症等の情報提供の在り方
を考えたが、提供内容、方法によっては不安を
助長させる恐れもあることから、情報提供につ
いてさらに検討が必要である。
(例)ある地区で感染症が発生した旨をＧＩＳの
地図上で公表した結果、差別や偏見、風評被害
等が発生するなど。

ＧＩＳを活用した感染症等の情報提供の必要性
ついて課内で検討する。

ＧＩＳを活用した感染症等の情報提供の在り方
を考えたが、提供内容、方法によっては不安を
助長させる恐れもあることから、情報提供につ
いてさらに検討が必要である。
(例)ある地区で感染症が発生した旨をＧＩＳの
地図上で公表した結果、差別や偏見、風評被害
等が発生するなど。

ＧＩＳを活用した感染症等の情報提供の必要性
ついて引き続き課内で検討する。

25 １－③－ウ．介護施設や施設の情報提供 〇 高齢者福祉課 市ホームページでの情報提供の充
実

【現状】随時更新し、掲載する。
【事業目標】関係課と連携し、掲載内容を充実
させる。

介護保険課と調整し、市ホームページでの介護
保険施設等の情報提供の充実化を図る。

介護保険課と内容についての情報整理・掲載に
ついての検討をした。

介護保険課と協議し、情報提供を行う。介護保
険課と調整し、ホームページでの介護保険施設
等の情報提供の充実化を図る。

市内での介護施設情報を整理・更新し、掲載内
容について検討をした。

令和元年度の内容及び目標としまして、厚生労
働省が運用する情報公表システムで情報提供さ
れているもの活用するため、HPに掲載し、引き
続き情報提供を行う。

26 １－③－ウ．介護施設や施設の情報提供 高齢者福祉課（旧介護保険課） 市ホームページでの情報提供の充
実

主担当課に準ずる。 高齢者福祉課と調整し、市ホームページでの介
護保険施設等の情報提供の充実化を図る。

高齢者福祉課と内容について検討した。
引き続き高齢者福祉課に情報提供を行い、内容
を充実させる。

高齢者福祉課と内容についての情報整理・掲載
についての検討をした。

（組織改編により高齢者福祉課と統合）

27 １－③－ウ．介護施設や施設の情報提供 〇 高齢者福祉課 スマートフォンのアプリやメール
を利用した情報提供の検討

【現状】調査時点で未実施
【事業目標】介護保険課と連携し、実施を含め
て検討する。

介護保険課と協議し、内容を検討する。 介護保険課と実施を含め内容を検討した。 実施を含め介護保険課と検討する。 介護保険課と実施を含め内容を検討した。 実施について検討する。

28 １－③－ウ．介護施設や施設の情報提供 高齢者福祉課（旧介護保険課） スマートフォンのアプリやメール
を利用した情報提供の検討

主担当課に準ずる。 実施も含めて検討する。 実施も含めて情報収集を行った。 引き続き課内で情報収集し、検討する。 高齢者福祉課と実施を含め内容を検討した。 （組織改編により高齢者福祉課と統合）

29 ２－①－ア．学習環境の充実 〇 生涯学習課
市ホームページでの情報提供の充
実

【現状】ホームページに「印西市生涯学習ガイ
ド」を掲載し、年１回、冊子を発行している。
【目標】利用の周知を図る。

ホームページに「印西市生涯学習ガイド」を掲
載する。
冊子を発行する。
【目標】１回

ホームページに「平成２９年度生涯学習ガイ
ド」を掲載し、周知した。また、随時、講師情
報を更新した。
冊子を発行した。
【結果／目標】１／１回
【発行冊数】３００冊

２９年度と同様に、ホームページへの掲載、情
報更新を行い、冊子を発行する。
【目標】１回

ホームページに「平成３０年度生涯学習ガイ
ド」を掲載し、周知した。また、随時、講師情
報を更新した。
冊子を発行した。
【結果／目標】１／１回
【発行冊数】３００冊

３０年度と同様に、ホームページへの掲載、情
報更新を行い、冊子を発行する。
【目標】１回

30 ２－①－ア．学習環境の充実 〇 生涯学習課 必要な情報にアクセスしやすい検
索システムの検討

【現状】ホームページに「印西市生涯学習ガイ
ド」を掲載し、年１回、冊子を発行している。
【目標】アプリ化等利用拡大の工夫を検討す
る。

スマートフォン用のアプリ化を検討する。
開発費・毎月の維持費等について検討する。

アプリ化について課内で検討を行った。
【結果／目標】１／１回

利用拡大のためにアプリ化の導入の検討や他市
の情報収集を行う。

アプリ化導入も含めた情報収集を行った。

引き続き他市町村の情報を収集しつつ、利用拡
大のための方法を検討する。アプリ化に伴う費
用等の検討と利用拡大のための方法を引き続き
検討する。

31 ２－①－イ．郷土資料等のデジタル化 〇 生涯学習課 無形民俗文化財のデジタル映像化
【現状】平成２９年度中にＤＶＤ化を行う。
【目標】ＤＶＤ化を行い、地域での伝承や教育
に活用する。

無形民俗文化財映像記録のＤＶＤ化を行う。

無形民俗文化財映像記録のＤＶＤ化を行い、地
域での伝承や教育に役立てるとともに貸し出し
を行った。
市内小中学校、無形民俗文化財保存団体、県内
市町村等の関係団体に配布した。

無形民俗文化財映像記録DVDを地域での伝承や
教育に役立てるとともに、貸し出しを行う。

無形民俗文化財映像記録DVDを地域での伝承や
教育に役立てるために、出前講座等で活用し、
又、貸し出しを行った。

引き続き、無形民俗文化財映像記録DVDを地域
での伝承や教育に役立てるとともに、貸し出し
を行う。

32 ２－①－イ．郷土資料等のデジタル化 〇 生涯学習課 歴史資料等のデジタル化
【現状】課内で検討中
【目標】歴史資料等のデジタル化を検討する。

デジタル化に向けた検討を行う。
デジタル化に向けた研修を受けるなど検討を
行った。

デジタル化の実施に向けた具体的な検討を行
う。

文化財行政デジタル化に関して、印旛郡市の文
化財行政担当者と情報交換や研修を行った。
【研修会】3回

引き続き、デジタル化の実施に向けた具体的な
検討を行う。

33 ２－①－イ．郷土資料等のデジタル化 〇 生涯学習課
デジタル化した文化財の電子アー
カイブの検討（インターネットや
図書館等での公開）

【現状】課内で検討中
【目標】デジタル化した文化財の電子アーカイ
ブを検討する。

デジタル化に向けた検討を行う。
デジタル化に向けた研修を受けるなど検討を
行った。

デジタル化の実施に向けた具体的な検討を行
う。

文化財行政デジタル化に関して、印旛郡市の文
化財行政担当者と情報交換や研修を行った。
【研修会】3回

引き続き、デジタル化の実施に向けた具体的な
検討を行う。

事務事業の移管により、保育課で実施する。

事務事業の移管により、保育課で実施する。
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34 ２－①－ウ．図書館の活用検討 〇 生涯学習課（図書館） デジタルライブラリーの拡充

【現状】平成２９年３月３１日現在のデジタル
ライブラリー件数　１件
【事業目標】平成３４年３月３１日現在の件数
５件

デジタルライブラリーの公開件数を増加させる。現状公開している資料を継続して公開した。
【デジタルライブラリー公開件数】１件

デジタルライブラリーの公開件数を増加させ
る。

現状公開している資料を継続して公開した。
【デジタルライブラリー公開件数】１件

図書館所蔵資料をデジタルライブラリーに公開
できるよう努め、デジタルライブラリーの公開
件数を増加させる。

35 ２－①－ウ．図書館の活用検討 〇 生涯学習課（図書館） デジタル化した文化財の電子アー
カイブ公開の検討

【現状】文化財のデジタル化が検討中のため未
実施
【目標】文化財のデジタル化に合わせて公開す
る。

文化財のデジタル化に合わせて公開をする。 文化財のデジタル化が検討中のため未実施
郷土資料等のデジタル化に合わせて公開を検討
する。

郷土資料等のデジタル化が検討中のため未実施。
計画２－１－イにある郷土資料等のデジタル化
の実施後、できるだけ速やかに公開できるよう
検討を行う。

36 ２－②－ア．市民活動の推進 〇 市民活動推進課 市民活動支援センターの提供情報
の充実

【現状】提供　年９回　登録数１８０（個人、
団体）
【事業目標】市民活動団体等に向けたメールマ
ガジンを定期的に配信する。

メールマガジンの配信を行う。
【目標】１０回
登録者の増加に努める。

メールマガジンの配信を行い、登録者の増加に
努めた。
【結果／目標】１０／１０回
【登録数】１９２（前年度比３７増）（平成３
０年３月３１日現在）

メールマガジンの配信を行う。
【目標】１０回
登録者の増加に努める。

メールマガジンの配信を行い、登録者の増加に
努めた。
【結果／目標】１２／１０回
【登録数】２３０（前年度比３８増）（平成３
１年３月３１日現在）

メールマガジンの配信を行う。
【目標】１０回
登録者の増加に努める。

37 ２－②－ア．市民活動の推進 〇 市民活動推進課 市ホームページでの情報提供の充
実

【現状】提供　年２回
【事業目標】市民活動団体等の実施イベント等
に関する情報の提供回数を増やすとともに、内
容を充実させる。

情報の提供を行う。
【目標】３回以上
公開情報の収集に努める。

情報の提供を行い、公開情報の収集に努めた。
【結果／目標】３／３回

情報の提供を行う。
【目標】３回以上
公開情報の収集に努める。

情報の提供を行い、公開情報の収集に努めた。
【結果／目標】３／３回

情報の提供を行う。
【目標】３回以上
公開情報の収集に努める。

38 ２－②－イ．市民公開ＧＩＳの機能追加 〇 管財課（旧情報管理課） 市民公開ＧＩＳの公開情報の追加
【現状】３種類の地図を市民に公開している。
【目標】ＧＩＳに公開できる情報を各課と調整
し、必要に応じて地図の公開を行う。

市が保有している地図で市民に公開できる地図
があるかを各課と調整する。

１つ公開予定であったが、地図所管課にて整備
不備が発見されたため、公開しなかった。

地図の修正状況を確認するとともに、各課と協
議の上、他の追加可能な地図の有無を確認して
いく。

ハザードマップの公開に向け、掲載情報の確認
と、既存データからの作成方法を検討した。

ハザードマップ作成方法を検討する。また、管
財課で地図が追加できるかどうか検討する。

39 ２－②－イ．市民公開ＧＩＳの機能追加 各課【都市計画課】 市民公開ＧＩＳの公開情報の追加

【現状】わが街ガイドにて都市計画情報公開済
【事業目標】都市計画の決定・変更を行った場
合は、その内容を速やかにわが街ガイドに反映
させる。

【内容】公開済の都市計画データの更新作業
【目標】都市計画の決定・変更を行った場合
は、速やかに更新作業を行う。

都市計画データの速やかな更新作業を行うこと
ができた。
【都市計画決定・変更回数】都市計画の変更
１回
【更新回数】わが街ガイドの更新　１回

【内容】公開済の都市計画データの更新作業
【目標】都市計画の決定・変更を行った場合
は、速やかに更新作業を行う。

都市計画データの速やかな更新作業を行うこと
ができた。
【都市計画決定・変更回数】都市計画の変更
１回
【更新回数】わが街ガイドの更新　１回

【内容】公開済の都市計画データの更新作業
【目標】都市計画の決定・変更を行った場合
は、速やかに更新作業を行う。

40 ２－②－イ．市民公開ＧＩＳの機能追加 〇 管財課（旧情報管理課） 市民からの投稿機能の追加の検討
【現状】市民からの投稿機能なし。
【目標】市民からの投稿機能を追加できるかベ
ンダーや各課と協議し、検討する。

現在のシステムで投稿機能が追加可能かをベン
ダーと協議すると共に、他の自治体から情報を
収集する。

現在のシステムベンダーより、追加可能と回答
を得た。

市民からの投稿機能について、関係課と勉強会
を開催する。
【目標】１回

市民からの投稿機能について、関係課と勉強会
を実施した。
【結果/目標】３/１回

引き続き関係課と勉強会を開催する。
【目標】１回

41 ２－②－ウ．市民参加の推進 各課【市民活動推進課】 市民参加推進のための情報提供の
充実

市民参加条例の手引等に則り、迅速かつ正確な
情報提供を行うよう努めている。

引き続き広く情報提供を行い、市民参加を促進
する。

情報提供を行い、市民参加を促進するよう努め
た。
【ホームページ】１回
【広報紙】１回

情報提供を行い、市民参加を促進する。

情報提供を行い、市民参加を促進するよう努め
た。
【ホームページ】１回
【広報紙】１回

情報提供を行い、市民参加を促進する。

42 ２－②－ウ．市民参加の推進 各課【資産経営課】 市民参加推進のための情報提供の
充実

ホームページなどで公開し、公共施設総合管理
計画策定の意義と計画の内容の周知を図るよう
努めている。

市ホームページなどでの情報提供に努める。

７月２日、市民説明会を開催した。
【ホームページ】１回
【広報紙】１回（４月１５日号）
【参加人数】２４人

引き続き、市ホームページなどでの情報提供に
努める。

「公共施設総合管理計画」，「公共施設適正配置実
施方針（案）」、市の取り組みについて、市民への周
知を図った。
●パブリックコメント（10/2～10/16）
  【HP】1回　　　 【広報】1回（9/15号）
　【提出数】30件  【提出者】4名
●市民シンポジウム（9/30）
　【HP】1回　　　 【広報】1回（9/1号）
  【ツイッター】1回
　【参加者】30名
●市民懇談サロン（10/2～5，12，13）
　【HP】1回　　　 【広報】1回（9/15号）
  【ツイッター】1回
　【閲覧者】39名　【質問者】16名

引き続き、市ホームページなどでの情報提供に
努める。

43 ２－②－ウ．市民参加の推進 各課【環境保全課】 市民参加推進のための情報提供の
充実

【現状】事業に参加しやすい環境にするため迅
速かつ正確な情報提供に努めている。

引き続き広く情報提供を行い、市民参加を促進する。

事業に参加しやすい環境にするため迅速かつ正
確な情報提供することができた。
【内容】グリーンカーテンコンテスト２回
　　　　ライトダウンキャンペーン１回
　　　　いんざい自然探訪開催のお知らせ２回

引き続き広く情報提供を行い、市民参加を促進
する。

事業に参加しやすい環境にするため迅速かつ正
確な情報提供することができた。
【内容】グリーンカーテンコンテスト２回
　　　　ライトダウンキャンペーン１回
　　　　いんざい自然探訪開催のお知らせ２回

引き続き広く情報提供を行い、市民参加を促進
する。

44 ２－②－ウ．市民参加の推進 各課【学務課】 審議会等の開催及び結果の速やか
な発信

【現状】審議会等を開催するときは必要事項を
事前に公表し、会議開催後も、速やかに結果を
公表するよう努めている。

引き続き、事前の公表及び会議開催結果を速や
かに公表するよう努める。

事前の公表及び会議開催結果を速やかに公表し
た。
【内容】小中学校通学区域審議会　２回
　　　　学校適正配置審議会　１回

引き続き、事前の公表及び会議開催結果を速や
かに公表するよう努める。

事前の公表及び会議開催結果を速やかに公表し
た。
【内容】小中学校通学区域審議会　４回
　　　　学校適正配置審議会　２回

引き続き、事前の公表及び会議開催結果を速や
かに公表するよう努める。

45 ２－②－ウ．市民参加の推進 各課【都市計画課】
審議会等の開催及び結果の速やか
な発信

【現状】審議会等を開催するときは必要事項を
事前に公表し、会議開催後も、速やかに結果を
公表するよう努めている。

【内容】都市計画審議会、景観計画等策定委員
会の開催
【目標】審議会等の事前の公表及び開催結果の
速やかな発信を行う。

審議会等の開催するときは必要事項を事前に公
表し、開催後も速やかに結果を公表することが
できた。
【内容】都市計画審議会　３回
　　　　景観計画等策定員会　４回

【内容】都市計画審議会、景観計画等策定委員
会の開催
【目標】審議会等の事前の公表及び開催結果の
速やかな発信を行う。

審議会等の開催するときは必要事項を事前に公
表し、開催後も速やかに結果を公表することが
できた。
【内容】都市計画審議会　１回
　　　　景観計画等策定員会　２回
　　　　景観審議会　１回

【内容】都市計画審議会、景観審議会の開催
【目標】審議会等の事前の公表及び開催結果の
速やかな発信を行う。

46 ２－②－ウ．市民参加の推進 各課【総務課（旧情報管理課）】審議会等の開催及び結果の速やか
な発信

【現状】審議会等を開催するときは必要事項を
事前に公表し、会議開催後も、速やかに結果を
公表するよう努めている。

引き続き、事前の公表及び会議開催結果を速や
かに公表するよう努める。

事前の公表及び会議開催結果を速やかに公表し
た。
【内容】情報公開・個人情報保護審査会　６回
　　　　情報化推進会議　１回

引き続き、事前の公表及び会議開催結果を速や
かに公表するよう努める。

事前の公表及び会議開催結果を速やかに公表し
た。
【内容】情報公開・個人情報保護審査会　４回

引き続き、事前の公表及び会議開催結果を速や
かに公表するよう努める。

47 ２－②－ウ．市民参加の推進 各課【総務課】 審議会等の開催及び結果の速やか
な発信

【現状】審議会等を開催するときは必要事項を
事前に公表し、会議開催後も、速やかに結果を
公表するよう努めている。

１．印西市行政不服審査会、印西市住所表示審
議会、印西市特別職報酬等審議会を必要に応じ
開催し、結果を速やかに発信する。
２．政策調整会議の結果について速やかに発信
する。

１．開催実績なし（案件がなかったため）
２．会議結果を速やかに公表した。
【内容】政策調整会議　６回

印西市行政不服審査会、印西市住所表示審議
会、印西市特別職報酬等審議会、印西市行政改
革推進委員会及び印西市補助金等評価委員会を
必要に応じ開催し、結果を速やかに発信する。

１ 印西市行政不服審査会及び印西市住所表示
審議会 開催実績なし（案件がなかったため）

２ 事前に公表し、会議結果を速やかに公表し
た。
【内容】 印西市行政改革推進委員会　１回
         印西市補助金等評価委員会　１０回

印西市行政不服審査会、印西市住所表示審議
会、印西市情報公開・個人情報保護審査会、印
西市行政改革推進委員会及び印西市補助金等評
価委員会の開催に際し、結果を速やかに発信す
る。
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48 ２－②－ウ．市民参加の推進 各課【市民活動推進課】 審議会等の開催及び結果の速やか
な発信

【現状】審議会等を開催するときは必要事項を
事前に公表し、会議開催後も、速やかに結果を
公表するよう努めている。

引き続き、事前の公表及び会議開催結果を速や
かに公表するよう努める。

事前の公表及び会議開催結果を速やかに公表す
るよう努めた。
【内容】市民参加推進委員会　２回
　　　　市民活動推進委員会　７回
　　　　男女共同参画推進懇話会　２回
　　　　交通安全対策会議　１回
　　　　安全で安心なまちづくり推進協議会
１回

事前の公表及び会議開催結果を速やかに公表す
るよう努める。

事前の公表及び会議開催結果を速やかに公表す
るよう努めた。
【内容】市民参加推進委員会　２回
　　　　市民活動推進委員会　６回
　　　　男女共同参画推進懇話会　２回
　　　　交通安全対策会議　３回
　　　　安全で安心なまちづくり推進協議会
１回

事前の公表及び会議開催結果を速やかに公表す
るよう努める。

49 ２－②－ウ．市民参加の推進 各課【環境保全課】 審議会等の開催及び結果の速やか
な発信

【現状】審議会等を開催するときは必要事項を
事前に公表し、会議開催後も、速やかに結果を
公表するよう努めている。

引き続き、事前の公表及び会議開催結果を速や
かに公表するよう努める。

審議会等の開催するときは必要事項を事前に公
表し、会議開催後も、速やかに結果を公表する
ことができた。
【内容】印西市環境審議会　２回
　　　　印西市環境推進市民会議　１０回

引き続き、事前の公表及び会議開催結果を速や
かに公表するよう努める。

審議会等の開催するときは必要事項を事前に公
表し、会議開催後も、速やかに結果を公表する
ことができた。
【内容】印西市環境審議会　２回
　　　　印西市環境推進市民会議 １０回

引き続き、事前の公表及び会議開催結果を速や
かに公表するよう努める。

50 ２－②－ウ．市民参加の推進 各課【教育総務課】 審議会等の開催及び結果の速やか
な発信

【現状】審議会等を開催するときは必要事項を
事前に公表し、会議開催後も、速やかに結果を
公表するよう努めている。

印西市教育振興基本計画策定委員会の開催及び
結果について速やかに発信する。

事前の公表及び会議開催結果を速やかに公表し
た。
【内容】印西市教育振興基本計画策定委員会
２回
計画策定済みのため、次の開催は令和２年度。

51 ２－②－ウ．市民参加の推進 各課【スポーツ振興課】 審議会等の開催及び結果の速やか
な発信

【現状】審議会等を開催するときは必要事項を
事前に公表し、会議開催後も、速やかに結果を
公表するよう努めている。

スポーツ推進審議会・学校体育施設開放運営委
員会の開催及び結果について速やかに発信す
る。

スポーツ推進審議会・学校体育施設開放運営委
員会の開催及び結果について速やかに発信でき
た。
【内容】スポーツ推進審議会　３回
　　　　学校体育施設開放運営委員会　１回

引き続きスポーツ推進審議会・学校体育施設開
放運営委員会の開催及び結果について速やかに
発信する。

スポーツ推進審議会・学校体育施設開放運営委
員会の開催及び結果について速やかに発信でき
た。
【内容】スポーツ推進審議会　２回
　　　　学校体育施設開放運営委員会　２回

引き続きスポーツ推進審議会・学校体育施設開
放運営委員会の開催及び結果について速やかに
発信する。

52 ２－②－ウ．市民参加の推進 各課【生涯学習課】 審議会等の開催及び結果の速やか
な発信

【現状】審議会等を開催するときは必要事項を
事前に公表し、会議開催後も、速やかに結果を
公表するよう努めている。

開催通知・開催結果の報告をホームページ、行
政資料コーナーで周知する。

開催通知・開催結果の報告について、速やかに
ホームページ・行政資料コーナーにて周知し
た。
【内容】印西市教育振興基本計画生涯学習編検
討委員会　２回
　　　　印西市青少年問題協議会　１回
　　　　社会教育委員会議　３回
　　　　印西市文化財審議会　２回
　　　　印西市教育振興基本計画文化芸術編検
討委員会　２回
　　　　印西市公民館運営審議会　２回
　　　　印西市立図書館協議会　３回
　　　　印西市文化ホール運営会議　２回
　　　　印西市史編さん委員会　１回

開催通知・開催結果の報告をホームページ、行
政資料コーナーで周知する。

開催通知・開催結果の報告について、速やかに
ホームページ・行政資料コーナーにて周知し
た。
【内容】印西市青少年問題協議会　１回
　　　　社会教育委員会議　３回
　　　　印西市文化財審議会　２回
　　　　印西市公民館運営審議会　２回
　　　　印西市立図書館協議会　３回
　　　　印西市史編さん委員会　１回

引き続き開催通知・開催結果の報告をホーム
ページ、行政資料コーナーで周知する。

53 ２－②－ウ．市民参加の推進 各課【社会福祉課】
審議会等の開催及び結果の速やか
な発信

【現状】審議会等を開催するときは必要事項を
事前に公表し、会議開催後も、速やかに結果を
公表するよう努めている。

引き続き、事前の公表及び会議開催結果を速や
かに公表するよう努める。

審議会等の開催するときは必要事項を事前に公
表し、会議開催後も、速やかに結果を公表する
ことができた。
【内容】印西市地区福祉計画推進会議　２回

引き続き、事前の公表及び会議開催結果を速や
かに公表するよう努める。

審議会等の開催するときは必要事項を事前に公
表し、会議開催後も、速やかに結果を公表する
ことができた。
【内容】印西市地区福祉計画推進会議　２回

引き続き、事前の公表及び会議開催結果を速や
かに公表するよう努める。
【予定内容】印西市地域福祉計画推進会議１回
　　　　　　印西市地域福祉計画策定会議２回

54 ２－②－ウ．市民参加の推進 各課【企画政策課】 市民参加推進のための情報提供の
充実

市民参加条例の手引等に則り、迅速かつ正確な
情報提供を行うよう努めている。

引き続き広く情報提供を行い、市民参加を促進
する。

情報提供を行い、市民参加を促進するよう努め
た。
【内容】市民意識調査　１回
　　　　各審議会　計１３回

引き続き広く情報提供を行い、市民参加を促進
する。

情報提供を行い、市民参加を促進するよう努め
た。
【内容】各審議会　計１０回

引き続き広く情報提供を行い,市民参加を促進
する。

55 ２－②－ウ．市民参加の推進 各課【企画政策課】
審議会等の開催及び結果の速やか
な発信

【現状】審議会等を開催するときは必要事項を
事前に公表し、会議開催後も、速やかに結果を
公表するよう努めている。

引き続き、事前の公表及び会議開催結果を速や
かに公表するよう努める。

事前の公表及び会議開催結果を速やかに公表し
た。
【内容】総合計画審議会　２回
　　印旛地区地域審議会　２回
　　本埜地区地域審議会　２回
　　まち・ひと・しごと創生推進審議会　２回
　　国際化推進懇談会　２回

引き続き、事前の公表及び会議開催結果を速や
かに公表するよう努める。

事前の公表及び会議開催結果を速やかに公表し
た。
【内容】総合計画審議会　３回
　　印旛地区地域審議会　２回
　　本埜地区地域審議会　２回
　　まち・ひと・しごと創生推進審議会　１回
　　国際化推進懇談会　２回

引き続き、事前の公表及び会議開催結果を速や
かに公表するよう努める。

56 ２－③－ア．ごみに係る情報提供の充実 〇 クリーン推進課 市ホームページからのごみ情報の
発信

【現状】ごみの分別方法や、減量・資源化に関
する改善方法、主催事業について掲載してい
る。
【事業目標】内容の充実を図り、ごみの分別方
法の周知、ごみの減量・資源化に関する啓発に
努める。

引き続き、ごみの分別方法や、減量・資源化に
ついて内容の更新・充実、主催事業の積極的な
掲載を行う。

ごみの分別方法や、減量・資源化について内容
の更新・充実、主催事業の掲載を行った。
【回数】１１回

引き続き、ごみの分別方法や、減量・資源化に
ついて内容の更新・充実、主催事業の積極的な
掲載を行う。

市ホームページ、ツイッターで、減量化・資源
化について掲載を行うとともに、ごみ減量化に
係る映像コンテンツを作成し、公開した。
【回数】市ホームページ　１６回
　　　　ツイッター　　　１７回
　　　　映像コンテンツ　 　２件

引き続き、市ホームページ、ツイッターによる
情報発信を行うとともに、ごみ減量化に係る映
像コンテンツを作成する。

57 ２－③－ア．ごみに係る情報提供の充実 〇 クリーン推進課
スマートフォンのアプリ等によ
る、ごみの収集案内情報の提供

【現状】平成２９年１月１６日現在　登録数
２，９６２件
【事業目標】アプリケーションの認知度を高
め、ダウンロード者数の増加に努める。

引き続き、広報やイベント等でアプリケーショ
ンの周知を行い、ダウンロード者数の増加に努
める。

広報やイベント等でアプリケーションの周知を
行い、ダウンロード者数の増加を図った。
【ダウンロード件数】３，２２１件（Ｈ３０.
３.３１）

引き続き、広報やイベント等でアプリケーショ
ンの周知を行い、ダウンロード者数の増加に努
める。

アプリにより、ごみの収集案内情報等の提供を
行った。
【ダウンロード件数】４，８９６件（Ｈ３１.
３.３１）

引き続き、アプリによる情報発信を行うととも
に、広報やイベント等でアプリケーションの周
知を行い、ダウンロード者数の増加に努める。

58 ２－③－ア．ごみに係る情報提供の充実 〇 クリーン推進課
スマートフォンアプリの機能の拡
充の検討

【現状】ごみの分別や排出方法等について、広
く周知徹底するための情報発信ツールとして活
用している。
【事業目標】市民の利便性が向上できるよう掲
載内容の充実、多言語化への対応等の検討を
行っていく。

引き続き、ごみの分別方法や排出方法等につい
て、広く周知するために積極的に活用し、掲載
内容の充実を図る。

ごみの分別や排出方法等について、広く周知徹
底するための情報発信ツールとして活用した。
またメッセージ機能を使用し、イベント等の啓
発を行った。

引き続き、ごみの分別方法や排出方法等につい
て、広く周知するために積極的に活用し、掲載
内容の充実を図る。

アプリのメッセージ機能により、イベント等の
啓発やごみの分別について情報発信を行った。
また多言語化については検討したが、導入する
という決定にはいたらなかった。

引き続き、ごみの分別方法や排出方法等につい
て、広く周知するために積極的に活用し、掲載
内容の充実を図るとともに、機能拡充について
検討していく。

59 ２－③－イ．家庭の不用品等の提供や交換サイト 〇 クリーン推進課

市ホームページ上でのリサイクル
推進サイトの構築検討（希望商品
を容易に検索できる機能等も検
討）

【現状】家庭で不用となった物品をゆずりたい
方とさがしている方との情報交流の場を提供し
ている。（平成２９年１月１６日現在　交渉成
立件数２２件）
【事業目標】ホームページのレイアウトを変更
するなどして、掲載情報を広く市民に周知する
ことに努める。

引き続き、広報紙、ホームページ、市役所一階
掲示板で不用品掲載情報を掲載し、不用品をゆ
ずりたい方、さがしている方への呼びかけを行
う。

市ホームページ上でリサイクル情報について掲
載した。
なお、件数がホームページ１ページ分程度のた
め、サイトの構築検討は行っていない。
【更新回数】随時

引き続き、広報紙、ホームページ、市役所一階
掲示板で不用品掲載情報を掲載し、不用品をゆ
ずりたい方、さがしている方への呼びかけを行
う。

市ホームページ上でリサイクル情報について掲
載した。
なお、成立又は取り下げされたものは、ページ
から削除するため、ページに表示される件数は
20件程度であるため、サイトの構築検討にはい
たっていない。
【更新回数】随時

引き続き、広報紙、ホームページ、市役所一階
掲示板で不用品掲載情報を掲載し、不用品をゆ
ずりたい方、さがしている方への呼びかけを行
うとともに、サイトの構築検討を行う。

60 ２－③－ウ．環境データの情報提供の充実 〇 環境保全課
市ホームページでの情報提供の充
実

【現状】各種データがまとまり次第、速やかに
情報提供する。
【事業目標】情報の提供回数を増やすととも
に、内容を充実させる。

既存のホームページの内容の見直しを行う。

環境データの速やかな更新、イベント情報の発
信を行うことができた。
【結果／目標】
・印西市環境白書２０１７のホームページへの
掲載　１／１回
・「いんざい里山マップ」の窓口配布、ホーム
ページへの掲載（平成２９年度新規）　１／１
回
・大気中放射線量簡易測定　２／２回

ホームページの内容の充実を検討する。

環境データの速やかな更新、イベント情報の発
信を行うことができた。
【結果／目標】
・印西市環境白書２０１８のホームページへの
掲載　１／１回
・「いんざい里山マップ」の窓口配布、ホーム
ページへの掲載（平成２９年度新規）１／１回
・大気中放射線量簡易測定　２／２回

引き続き広く情報提供の充実に努める。

計画策定済みのため、次の開催は令和２年度。
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61 ３－①－ア．情報提供手段の拡充 〇 秘書広報課 市ホームページでの情報提供の充
実

【現状】ホームページを通じて市の情報を提供
をしている。
【目標】新たに提供できる情報がないか各課と
検討し、市全体の情報提供の充実を図る。

各課等からの情報発信の充実を図る。
各課に積極的にホームページに情報提供するよ
うに通知する。

ホームページ管理システム操作研修を開催し周
知を図ることができた。
【内容】ホームページ管理システム操作研修
１回

各課等からの情報発信の充実を図る。
各課に積極的にホームページに情報提供するよ
うに通知する。

ホームページ管理システム操作研修を開催し周
知を図ることができた。
【内容】ホームページ管理システム操作研修
１回

各課等からの情報発信の充実を図る。
各課に積極的にホームページで情報提供するよ
う周知する。

62 ３－①－ア．情報提供手段の拡充 管財課（旧情報管理課） 市ホームページでの情報提供の充
実

主担当課に準ずる。
随時、マイナンバーの新たな動向やサービスな
どの情報を発信していていく。

マイナポータルや情報連携、子育てワンストッ
プサービスの運用開始等、広報やホームページ
にて提供した。
【回数】３回

新たなサービスや運用が開始された場合に広報
やホームページで随時情報提供していく。

新たに情報連携を行う事務の追加に伴いホーム
ページにて情報提供を実施した。
【回数】１回

引き続き新たなサービスや運用が開始された場
合に広報やホームページで随時情報を提供して
いく。

63 ３－①－ア．情報提供手段の拡充 〇 秘書広報課 ツイッター等での、情報提供の充
実

【現状】公式ツイッターを通じて情報を提供し
ている。
【目標】ツイッターを利用する課を増やすよう
に各課に周知する。

各課等からの情報発信の充実を図る。
広報広聴主任会議を開催し周知を図ることがで
きた。
【内容】広報広聴主任会議　１回

各課等からの情報発信の充実を図る。
広報広聴主任会議を開催し周知を図ることがで
きた。
【内容】広報広聴主任会議　１回

ツイッター等を活用した各課等からの情報発信
の充実を図る。

64 ３－①－ア．情報提供手段の拡充 管財課（旧情報管理課） ツイッター等での、情報提供の充
実

主担当課に準ずる。
現状のツイッターを利用している課数等の利用
状況を調査する。

ツイッターは、秘書広報課及び防災課にて、随
時、利用している。

他の自治体がツイッターでどのような情報提供
をしているかを調査する。

自治体のイベントやごみ、防災情報などを提供
していることが分かった。

イベントやごみに関する情報を提供出来ないか
検討する。

65 ３－①－ア．情報提供手段の拡充 〇 管財課（旧情報管理課） 新たな情報提供手段の検討

【現状】ホームページ、ツイッターで情報提供
をしている。
【目標】新たな情報提供手段を検討し、必要に
応じて提供手段の充実を図る。

課内で、ホームページ及びツイッター以外で情
報提供を検討する。

インターネット検索等により、FaceBookやイン
スタグラムなどを使用している自治体があるこ
とがわかった。

他の先進自治体の取り組みを調査し、印西市で
も実施できる提供手段を課内で検討する。

横浜市など、集客力のある観光資源がある場合
は、インスタグラム等が、効果的と考えられ
る。

本市における、新たな情報提供の手段につい
て、引き続き情報収集し検討する。

66 ３－①－ア．情報提供手段の拡充 秘書広報課 新たな情報提供手段の検討 主担当課に準ずる。
市勢要覧等へのＡＲ情報の掲載による、関連動
画などへの誘導について検討する。

ＡＲ情報の配信方法や経費等について、既に導
入している経済政策課及び事業者から情報収集
を行った。

市勢要覧等へのＡＲ情報の掲載による、関連動
画などへの誘導について検討する。

市勢要覧へのYouTube印西市公式チャンネルQR
コードの掲載により、関連動画などへ誘導する
ことで、情報提供の拡充を図ることができた。

引き続き新たな情報提供手段の情報収集・検討
に努める。

67 ３－①－イ．公開情報の充実と検索方法の向上 〇 総務課（旧情報管理課） 四半期ごとの、情報提供一覧の公
表内容の充実

【現状】各課等から、情報公表・提供報告書に
より報告された内容に加え、報告外の公表・提
供状況を収集し、情報提供一覧に反映してい
る。
【目標】引き続き各課等の公表・提供状況を収
集し、情報提供一覧の公表内容の充実に努め
る。

引き続き各課等の公表・提供状況を収集し、情
報提供一覧の公表内容の充実に努める。

各課等から、公表・提供状況を収集し、情報公
開・提供状況一覧表を作成した。
【公表・提供件数】１，０６９件

引き続き各課等の公表・提供状況を収集し、情
報提供一覧の公表内容の充実に努める。

各課等から、公表・提供状況を収集し、情報公
開・提供状況一覧表を作成した。
【公表・提供件数】１，１０８件

引き続き各課等の公表・提供状況を収集し、情
報提供一覧の公表内容の充実に努める。

68 ３－①－イ．公開情報の充実と検索方法の向上 〇 総務課（旧情報管理課）
市民向けの公文書検索システムを
導入し、公文書の検索をＷｅｂで
可能とする

【現状】課内で検討中
【事業目標】平成３０年度まで検討する

他の自治体での導入例を調査する。 インターネット検索等の結果、県内の一部で導
入例があった。

他の先進自治体の取り組みを調査し、印西市で
も実施可能なシステムの要件等を課内で検討す
る。

全国的にも少数であり、千葉県での事例も１件
しかなく、事例不足のため検討結果を出すには
至らなかった。

近隣自治体の動向を注視し、新規導入自治体の
研究をおこなう。

69 ３－①－ウ．ふれあいバスの運行情報等の提供 〇 交通政策課
ふれあいバスのルートや時刻表、
乗換案内の提供

【現状】市ホームページにより時刻検索システ
ムを公開している。
【事業目標】年間１５，０００件のアクセス件
数を維持する。

引き続き市ホームページより公開を継続する。
ダイヤ改正があったこともあり、目標値のアク
セス件数を達成した。
【結果】アクセス件数　２７，４９９件／年

引き続き、広報等に努める。
目標値のアクセス件数を達成した。
【結果】アクセス件数　２３，９６０件／年

引き続き広報等に努める。

70 ３－①－ウ．ふれあいバスの運行情報等の提供 〇 交通政策課 ふれあいバスの現在位置の情報を
提供するシステムの導入の検討

【現状】ふれあいバスには現在位置情報を提供
するシステムは設置されていない。
【事業目標】ふれあいバス6台の位置情報がわ
かるシステムを導入する。

システムの種類、価格、効果等を検証し、導入
の可否を検討する。

【結果】システムの種類、価格、効果等を検証
した結果、運行事業者の事務所で、バスの位置
情報がリアルタイムで把握できるシステムを導
入することとし、平成３０年度にふれあいバス
６台に配備することとした。

配備したシステムを運用し、活用状況を把握し
ながら、効果的なシステム運用方法を運行事業
者と検討する。

バス位置情報がリアルタイムで把握できるシス
テムを運行事業者の事務所に導入したことによ
り、遅延状況等を的確に把握でき、利用者から
の問い合わせにも即座に対応ができた。

引き続き活用状況を把握しながら、より効果的
な運用方法を運行事業者と検討する。

71 ３－②－ア．口座振替手続の電子化 〇 納税課 口座振替手続の電子化
【現状】課内で検討中
【事業目標】平成３０年度まで検討し、平成３
３年度までに構築し、運用を開始する。

情報収集及びシステムの構築に必要な要件と機
能を検討する。

納税課で、県内他市町村への情報収集及びシス
テムの構築に必要な要件と機能を検討した。
【回数】２回

引き続き情報収集及びシステムの構築に必要な
要件と機能を検討する。

納税課で、県内他市町村等へ情報収集し導入に
向けて検討した結果、イニシャル費用及びラン
ニング費用が過大に生じることがわかった。
【回数】３回

実施の可否について検討する。

72 ３－②－ア．口座振替手続の電子化 国保年金課 口座振替手続の電子化 主担当課に準ずる。 千葉県内自治体（７団体）に調査を行った。収
納担当課と連携を図り検討を進める。

調査の結果、設備費等、取扱手数料など経費を
把握した。併せて、登録することはできるが解
約する事ができないことを把握した。

収納担当課と連携を図り、検討を進める。

収納担当課で、県内他市町村等へ情報収集し導
入に向けて検討した結果、イニシャル費用及び
ランニング費用が過大に生じることがわかっ
た。

引き続き担当課と調整し、検討する。

73 ３－②－ア．口座振替手続の電子化 高齢者福祉課（旧介護保険課） 口座振替手続の電子化 主担当課に準ずる。 納税課と調整し、介護保険料の口座振替手続の
電子化を検討する。

課内で検討し、納税課と調整した。 引き続き担当課と調整し、検討する。 課内で検討し、納税課と調整した。 引き続き担当課と調整、検討する。

74 ３－②－イ．手数料の電子納付 〇 管財課（旧情報管理課） 各種手数料の電子納付の検討
【現状】手数料の電子納付は導入していない。
【目標】手数料の電子納付ができるものがある
か各課と検討する。

他の自治体での導入例を調査する。 都内の一部で導入例があった。 引き続き導入例を調査する。

クレジットカードやLINEPayなど、原課を交え
て検討した。LINEPayについては、現在のとこ
ろは導入しない結果となった。
【内容】検討回数：３回

近隣自治体の導入事例を注視し、引き続きクレ
ジットカード導入について、原課と検討する。

75 ３－②－ウ．クレジットカード支払への対応 〇 納税課 クレジットカード支払の導入の検
討

【現状】課内で検討中
【事業目標】平成３３年度まで検討する。

情報収集及びシステムの構築に必要な要件と機
能を検討する。

納税課で、県内他市町村への情報収集及びシス
テムの構築に必要な要件と機能を検討した。
【回数】２回

引き続き情報収集及びシステムの構築に必要な
要件と機能を検討する。

納税課で、県内他市町村への情報収集及びシス
テムの構築に必要な要件と機能を検討した結
果、納税者本人に手数料を負担させる等デメ
リットがあることがわかった。
【回数】３回

引き続き情報収集及びシステムの構築に必要な
要件と機能を検討する。

76 ３－②－ウ．クレジットカード支払への対応 国保年金課 クレジットカード支払の導入の検
討

主担当課に準ずる。 収納担当課と連携を図り検討をすすめる。
導入のメリット（支払方法の拡充に伴う収納率
の向上）及びデメリット（導入費用、手数料等
経費等）を把握し、費用対効果を検討した。

収納担当課と連携を図り検討をすすめる。

収納担当課で、県内他市町村への情報収集及び
システムの構築に必要な要件と機能を検討した
結果、納税者本人に手数料を負担させる等デメ
リットがあることがわかった。

引き続き担当課と調整し、検討する。

77 ３－②－ウ．クレジットカード支払への対応 高齢者福祉課（旧介護保険課） クレジットカード支払の導入の検
討

主担当課に準ずる。 納税課と調整し、介護保険料のクレジットカー
ド支払いの導入を検討する。

課内で検討し、納税課と調整した。 引き続き担当課と調整し、検討する。 課内で検討し、納税課と調整した。 引き続き担当課と調整し検討する。

78 ３－②－ウ．クレジットカード支払への対応 各課【シティプロモーション課】クレジットカード支払の導入の検
討

主担当課に準ずる。
寄附金事務取扱要綱の整備し、指定代理納付者
を指定する件についての告示及び通知を行う。

寄附金事務取扱要綱の一部改正、指定代理納付
者を指定し、告示及び通知した。
【ホームページ】１回

寄附のクレジット納付を開始し、継続してい
く。

寄附のクレジット納付を開始した。 寄附のクレジット納付を継続していく。
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79 ３－③－ア．電子申請手続きの充実 〇 管財課（旧情報管理課） 「電子申請サービス」で行える各
種申請手続きの増加

【現状】１８手続き
【事業目標】マイナンバーの本格運用により、
電子申請による手続きが減少すると思われる
が、市民のニーズ等に併せて新たな手続きを追
加する。

県外にいる（元）市民のために、軽自動車税の
税止め申告ができる手続きを追加する。
【目標】１件

軽自動車税の税止め申告を追加した。
【結果／目標】１９／１９手続き（１件増）

新たなサービスの追加を検討する。
いんザイ君ぬいぐるみインターネット販売を実
施した。
【結果：１件（２０７件申し込み）】

新たなサービスの追加を検討する。

80 ３－③－ア．電子申請手続きの充実 〇 管財課（旧情報管理課） 「電子申請サービス」のＰＲ
【現状】ホームページで周知している。
【事業目標】引き続きホームページ・広報紙に
て周知を図る。

新設した手続きをホームページにて周知する。 ホームページで周知した。
【結果／目標】１／１回

引き続き今年度も１回以上周知していく。

いんザイ君ぬいぐるみインターネット販売につ
いて、原課では広報紙で、情報管理課では、
ホームページで周知した。
【結果/目標】１/１回

サービスの追加について、原課と協議する。
【目標】１回

81 ３－③－ア．電子申請手続きの充実 各課【生涯学習課】 「電子申請サービス」のＰＲ

【現状】印西市生涯学習まちづくり出前講座の
申し込みで使用している。
【目標】引き続き印西市生涯学習まちづくり出
前講座での電子申請サービスを使用し、周知す
る。

ホームページの印西市生涯学習まちづくり出前
講座の案内に電子サービスのリンクを貼り、申
請可能であることを周知した。

ホームページから電子申請サービスを使い、印
西市生涯学習まちづくり出前講座の申請があっ
た。
【申請数】２件

電子サービス利用について、ホームページ以外
にも周知する方法を検討する。

検討の結果、広報に掲載したり、出前講座の案
内に記載する等の案が出た。
【申請数】４件

広報への掲載と出前講座の案内への記載をす
る。

82 ３－③－イ．相談窓口の利便性向上 〇 市民課 外国人向けの同時通訳システムの
導入

【現状】課内で検討中
【事業目標】平成３０年度まで検討し、平成３
３年度までに構築し、運用を開始する。

情報収集及びシステムの構築に必要な要件と機
能を検討する。

インターネットにて情報収集に努めた。
詳細な情報収集及びシステムの構築に必要な要
件と機能を検討する。

多言語翻訳機１台を購入する予算計上をした。
多言語翻訳機１台を購入する予定である。ま
た、今後の窓口事務の円滑化に向けて、適正に
対応する。

83 ３－③－イ．相談窓口の利便性向上 各課【企画政策課】 外国人向けの同時通訳システムの
導入

主担当課に準ずる。
多言語翻訳機を設置し、場合によっては庁内に
貸出すことで外国人市民への窓口対応の向上を
図る。

84 ３－③－イ．相談窓口の利便性向上 各課【健康増進課】 外国人向けの同時通訳システムの
導入

主担当課に準ずる。
多言語翻訳機を設置し、外国人市民への窓口対
応及び健診時対応の向上を図る。

85 ３－③－イ．相談窓口の利便性向上 〇 市民課
タブレット等を活用し、手話通訳
や相談窓口を本庁と支所や出張所
間で実施

【現状】課内で検討中
【事業目標】平成３０年度まで検討し、平成３
３年度までに構築し、運用を開始する。

情報収集及びシステムの構築に必要な要件と機
能を検討する。

インターネットにて情報収集に努めた。 詳細な情報収集及びシステムの構築に必要な要
件と機能を検討する。

インターネットにて情報収集に努めた。
（４市）

ニーズがないことから、導入の必要性につい
て、検討する。

86 ３－③－イ．相談窓口の利便性向上 障がい福祉課
タブレット等を活用し、手話通訳
や相談窓口を本庁と支所や出張所
間で実施

主担当課に準ずる。 市民課と調整し、導入の必要性について、検討
する。

市民課、障がい福祉課で、調査・研究中。
市民課と調整し、導入の必要性について、検討
する。

市民課、障がい福祉課で、調査・研究中。
市民課と調整し、導入の必要性について、検討
する。

87 ３－③－イ．相談窓口の利便性向上 〇 市民課 番号呼出システムの導入
【現状】課内で検討中
【事業目標】平成３０年度まで検討し、平成３
３年度までに構築し、運用を開始する。

情報収集及びシステムの構築に必要な要件と機
能を検討する。

情報収集及びシステムの構築に必要な要件と機
能を検討した。

本年度、番号呼出システム（自動発券機）を導
入する予定である。

仕様書、募集要綱等の案は作成できたが、導入
に至らなかった。

本年度、番号呼出システム（自動発券機）を導
入する予定である。

88 ３－③－ウ．マイナンバー制度の活用 〇 管財課（旧情報管理課） マイナンバー制度の周知

【現状】ホームページや広報紙で周知する。
【事業目標】今後、市民の利便性が向上するよ
うな情報があれば、引き続きホームページや広
報紙にて周知していく。

ホームページや広報紙で、マイナンバー制度の
試行運用及び本格運用が始まること、マイナ
ポータル用端末を市内に設置することを周知す
る。

【結果／目標】３／１回
マイナポータルや情報連携、子育てワンストッ
プサービスの運用開始等、ホームページや広報
紙にて提供した。

随時、マイナンバーの新たな動向やサービスな
どの情報を発信していていく。

新たに情報連携を行う事務の追加に伴いホーム
ページにて情報提供を実施した。
【回数】１回

随時、マイナンバーの新たな動向やサービスな
どの情報を発信していていく。

89 ３－③－ウ．マイナンバー制度の活用 各課【市民課】 マイナンバー制度の周知 主担当課に準ずる。
広報紙やホームページ等を活用し、引き続きマ
イナンバー制度の周知に努める。

広報紙やホームページ等を活用し、引き続きマ
イナンバーカード等の交付及びマイナンバー
カードを利用したコンビニ交付の周知に努め
た。

広報紙やホームページ等を活用し、引き続きマ
イナンバーカード等の交付及びマイナンバー
カードを利用したコンビニ交付の周知に努め
る。

広報紙やホームページ等を活用し、引き続きマ
イナンバーカード等の交付及びマイナンバー
カードを利用したコンビニ交付の周知に努め
た。【広報回数】１回

広報紙やホームページ等を活用し、引き続きマ
イナンバーカード等の交付及びマイナンバー
カードを利用したコンビニ交付の周知に努め
る。

90 ３－③－ウ．マイナンバー制度の活用 各課【子育て支援課】 マイナンバー制度の周知 主担当課に準ずる。 情報管理課の主導により、周知のあり方を検討する。情報管理課と連携を図った。 引き続き情報収集・研究に努める。
新たに情報連携を行う事務の追加に伴い、ホー
ムページにて情報提供を実施した。
【回数】１回

随時、マイナンバー制度の動向を注視し、情報
発信に努める。

91 ３－③－ウ．マイナンバー制度の活用 〇 管財課（旧情報管理課） マイナンバーカードの独自利用の
検討と推進

【現状】平成２９年３月３１日時点では、運用
が実施されていない。
【事業目標】国の推進するマイナンバーカード
の独自利用について、関係各課に周知し、導入
に向けて支援する。

市民課と市民税課において開始予定の住民票と
税証明のコンビニ交付導入を支援する。

市民課と市民税課において平成２９年７月より
実施した住民票と税証明のコンビニ交付導入を
支援した。

引き続き国の推進するマイナンバーカードの独
自利用について関係各課に周知し導入に向けて
支援する。

マイナンバーカードの独自利用について関係課
に周知し、導入に向けて関係課と協議した。
【回数】３回

引き続き国の推進するマイナンバーカードの独
自利用について関係各課に周知し導入に向けて
支援する。

92 ３－③－ウ．マイナンバー制度の活用 各課【子育て支援課】 マイナンバーカードの独自利用の
検討と推進

主担当課に準ずる。 マイナンバー制度の浸透状況により検討する。
他自治体の情報を収集する。

情報収集に努めた。 引き続き情報収集・研究に努める。
導入可能な事業を検討するため、情報収集に努
めた。

引き続き国や県の動向を注視し、提供可能な
サービスを検討していく。

93 ３－③－ウ．マイナンバー制度の活用 〇 管財課（旧情報管理課） マイナポータルを活用した新たな
サービス提供の検討

【現状】平成２９年３月３１日時点では、運用
が実施されていない。
【事業目標】国の推進するサービスについて、
関係各課に周知し、導入に向けて支援する。

国や県から提供された情報を随時、関係各課に
周知する。
マイナポータル用閲覧用端末を市内に設置す
る。

国や県から提供された情報を関係各課に随時周
知し、各課の窓口にマイナポータル用端末を設
置した。
【設置箇所】８箇所

国や県から提供された情報を随時、関係各課に
周知するとともに、マイナポータルを活用した
新たなサービス提供等の情報収集に努める。

マイナポータルを活用した新たなサービスにつ
いて、関係課に周知し、導入に向けて支援を実
施した。
【回数】２回

国や県から提供された情報を随時、関係各課に
周知するとともに、マイナポータルを活用した
新たなサービス提供等の情報収集に努める。

94 ３－③－ウ．マイナンバー制度の活用 各課【子育て支援課】 マイナポータルを活用した新たな
サービス提供の検討

主担当課に準ずる。 マイナンバー制度の浸透状況により検討する。
他自治体の情報を収集する。

情報収集に努めた。 引き続き情報収集・研究に努める。
導入可能な事業を検討するため、情報収集に努
めた。

引き続き国や県の動向を注視し、提供可能な
サービスを検討していく。

95 ４－①－ア．公衆無線ＬＡＮ環境の充実 〇 管財課（旧情報管理課） 公衆無線ＬＡＮの増速・増設

【現状】平成２９年３月３１日現在　設置数６
７か所【事業目標】無線ＬＡＮのアクセスポイ
ントの必要性のある場所を検討すると共に、必
要性に応じて新たに設置する。また、費用対効
果を調査し増速を検討する。

市内の施設に無線ＬＡＮのアクセスポイントの
新設を検討する。

廃校や廃園（永治小・大森保育園・大森幼稚
園・木下保育園）が、あったため、箇所数減と
なった。
【施設数】６３箇所（４箇所減）

新たに市の施設が建った際や機器が故障した際
は、必要性を考慮し、設置及び増速を検討して
いく。

新たな施設及び故障が無かったため、設置及び
増設に至らなかった。

新たに市の施設が建った際や機器が故障した際
は、必要性を考慮し、設置及び増速を検討す
る。

96 ４－①－ア．公衆無線ＬＡＮ環境の充実 〇 管財課（旧情報管理課） 公衆無線ＬＡＮを通じてのサービ
ス提供の検討

【現状】公衆無線ＬＡＮを通じて、いつでもイ
ンターネットの利用ができる。
【事業目標】新たに発信できるサービスを検討
する。
また、市民への公衆無線ＬＡＮの周知を行う。

他の自治体の事例を調査し、情報収集を行う。
インターネットにより収集したが、公衆無線Ｌ
ＡＮの増設の情報は得ることができたが、サー
ビスについては有効な情報が得られなかった。

引き続き、他の自治体の事例を調査し、情報収
集していく。

現在、市では、施設ごとに登録が必要である
が、１回の登録で市内の施設すべての公衆無線
LANを利用できるという事例があった。

公衆無線ＬＡＮの更新について、検討する
【目標】１回

計画策定時には、計画していなかったが、令和元年度に多言語翻訳機を設置予定のため追加。

計画策定時には、計画していなかったが、令和元年度に多言語翻訳機を設置予定のため追加。
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資料２

97 ４－①－イ．既設情報提供手段の見直し 〇 秘書広報課 市のホームページの検索性や内容
の見直し

ホームページでよく見られている情報について
解析し、利用者が使いやすく、ウェブの即効性
を活かした情報発信を実施する。

ホームページでよく見られている情報について
解析し、利用者が使いやすく、ウェブの即効性
を活かした情報発信を実施する。

ホームページ管理システム操作研修を年１回実
施するとともに、リンク切れコンテンツを週１
回程度の頻度で確認し、各課への情報提供を行
い、利用者が使いやすく、正確な情報発信に努
めた。

ホームページでよく見られている情報について
解析し、利用者が使いやすく、ウェブの即効性
を活かした情報発信を実施する。

ホームページ管理システム操作研修を年１回実
施するとともに、リンク切れコンテンツを週１
回程度の頻度で確認し、各課への情報提供を行
うなど、利用者が使いやすく、正確な情報発信
に努めた。

ホームページでよく見られている情報について
分析するなど、利用者が使いやすく、ウェブの
即効性を活かした情報発信を実施する。また、
ホームページのデザインも含め、管理システム
の見直しを行う。

98 ４－①－イ．既設情報提供手段の見直し 管財課（旧情報管理課） 市のホームページの検索性や内容
の見直し

主担当課に準ずる。 秘書広報課と調整し、ネットワーク等に障害が
あった際は速やかに対応していく。

千葉県セキュリティクラウド加入により、ネッ
トワークの経路変更があったが、特段、大きな
障害は無かった。

秘書広報課と調整し、ネットワーク等に障害が
あった際は速やかに対応していく。

第４次ＬＧＷＡＮに移行し、ネットワーク障害
への対策を強化した。

秘書広報課と調整し、ネットワーク等に障害が
あった際は速やかに対応していく。

99 ４－①－イ．既設情報提供手段の見直し 〇 秘書広報課
ＳＮＳ（市のツイッター）に対す
る市民への認知度向上のためのＰ
Ｒ

広報紙やホームページ、ツイッター等を利用し
定期的に周知を図ると共に、各課等からの情報
発信の充実を図る。

広報紙やホームページ、ツイッター等を利用し
定期的に周知を図ると共に、各課等からの情報
発信の充実を図る。

今後も職員にツイッター利用の周知を図り、更
なる情報発信の充実に努める。
【ツイート件数】３６件

広報紙やホームページ、ツイッター等を利用し
定期的に周知を図ると共に、各課等からの情報
発信の充実を図る。

広報広聴主任会議を開催し、職員にツイッター
利用の周知を図ることができた。
【ツイート件数】市公式４３件、いんザイ君１
０６件

広報紙やホームページ、ツイッター等を利用し
定期的に周知を図るとともに、各課等からの情
報発信の充実を図る。

100 ４－①－イ．既設情報提供手段の見直し 管財課（旧情報管理課）
ＳＮＳ（市のツイッター）に対す
る市民への認知度向上のためのＰ
Ｒ

主担当課に準ずる。 助言等を求められた際など、速やかに対応する。特段、対応することはなかった。
助言等を求められた際など、速やかに対応して
いく。

特段、対応することはなかった。
助言等を求められた際など、速やかに対応して
いく。

101 ４－①－イ．既設情報提供手段の見直し 〇 秘書広報課
「広報紙配信アプリ（マチイ
ロ）」の利用者を増やすためのＰ
Ｒ

「広報紙配信アプリ（マチイロ）」の特徴や機
能等について、広報紙やホームページ、ツイッ
ター等を利用し定期的に周知を図る。

「広報紙配信アプリ（マチイロ）」の特徴や機
能等について、広報紙やホームページ、ツイッ
ター等を利用し定期的に周知を図る。

「広報紙配信アプリ（マチイロ）」の利用促進
に向け、周知を行った。
【ホームページ】２４回
【広報紙】４回

「広報紙配信アプリ（マチイロ）」の特徴や機
能等について、広報紙やホームページ、ツイッ
ター等を利用し定期的に周知を図る。

「広報紙配信アプリ（マチイロ）」の利用促進
に向け、周知を行った。
【ホームページ】２４回
【広報紙】３回

「広報紙配信アプリ（マチイロ）」の特徴や機
能等について、広報紙やホームページ、ツイッ
ター等を利用し定期的に周知を図る。

102 ４－①－イ．既設情報提供手段の見直し 管財課（旧情報管理課）
「広報紙配信アプリ（マチイ
ロ）」の利用者を増やすためのＰ
Ｒ

主担当課に準ずる。 助言等を求められた際など、速やかに対応する。特段、対応することはなかった。
助言等を求められた際など、速やかに対応して
いく。

特段、対応することはなかった。
助言等を求められた際など、速やかに対応して
いく。

103 ４－①－ウ．通信業者との連携 〇 管財課（旧情報管理課）、各課 通信業者との連携
【現状】ＮＴＴやＫＤＤＩと連携している。
【目標】継続して連携を図り、ネットワークの
安定稼働に努める。

継続して連携を図り、ネットワークの安定稼働
に努める。

図書館ネットワークに障害等があったため、
ネットワークの一部を変更し、改善した。

引き続きネットワークの安定稼働に努める。
第４次ＬＧＷＡＮに速やかに移行する。

第４次ＬＧＷＡＮへの移行により、通信事業者
がKDDIから、SoftBankに移行したが、変わらず
連携を図り、ネットワークの安定稼働に努め
た。

引き続きネットワークの安定稼働に努める。

104 ４－①－ウ．通信業者との連携 〇 管財課（旧情報管理課）、各課 自設光網の保全

【現状】広域高速ネット二九六と連携し、自設
光網を運用している。
【目標】継続して連携を図り、ネットワークの
安定稼働に努める。

継続して連携を図り、ネットワークの安定稼働
に努める。

広域高速ネット二九六と連携し、自営網の経路
変更等に対応し、安定稼働に努めた。

継続して連携を図り、ネットワークの安定稼働
に努める。

広域高速ネット二九六と連携し、自営網の経路
変更等に対応し、安定稼働に努めた。

継続して連携を図り、ネットワークの安定稼働
に努める。

105 ４－②－ア．学校のＩＣＴ環境の整備 〇 指導課 校内ネットワーク環境の整備

【現状】市内小・中学校２９校中、２２校で教
育用の可動式アクセスポイントの整備済み
【事業目標】情報環境の効率的な維持管理と教
室へのＩＣＴ環境を整備する。

市内小・中学校７校に教育用の可動式アクセス
ポイントを整備し運用する。

市内小・中学校７校に教育用の可動式アクセス
ポイントを整備した。
【台数】３５台

市内全小・中学校の校務用ＰＣを更新整備す
る。
【目標】６３２台

市内全小・中学校の校務用ＰＣを更新整備し
た。
【結果】６３２台

　整備された校務用ＰＣの効率的な維持管理と
運用に努める。
　来年度、中学校６校の教育用パソコンの更新
を予定しており予算要求する。

106 ４－②－ア．学校のＩＣＴ環境の整備 学務課 校内ネットワーク環境の整備 主担当課に準ずる。 市内小・中学校７校に教育用の可動式アクセス
ポイントを整備し運用する。

市内小・中学校７校に教育用の可動式アクセス
ポイントを整備した。
【台数】３５台

市内全小・中学校の校務用ＰＣを更新整備す
る。
【目標】６３２台

市内全小・中学校の校務用ＰＣを更新整備し
た。
【結果】６３２台

　整備された校務用ＰＣの効率的な維持管理と
運用に努める。
　来年度、中学校６校の教育用パソコンの更新
を予定しており予算要求する。

107 ４－②－ア．学校のＩＣＴ環境の整備 〇 指導課 電子教材の拡充（タブレット端
末・電子黒板等）

【現状】市内小・中学校２９校中、２２校でタ
ブレット型ＰＣの整備を完了している。
【事業目標】情報環境の効率的な維持管理と教
室へのＩＣＴ環境を整備する。

市内小・中学校７校にタブレット型ＰＣを整備
し運用する。

市内小・中学校７校にタブレット型ＰＣを整備
した。
【台数】１７７台

整備されたＩＣＴ環境の効率的な維持管理と運
用に努める。

整備されたＩＣＴ環境の効率的な維持管理と運
用に努めた。

　整備されたＩＣＴ環境の効率的な維持管理と
運用に努める。
　大型掲示装置について、今年度は予算計上が
見送られたが、来年度はより具体的な導入計画
を作成し、引き続き予算要望を継続する。

108 ４－②－ア．学校のＩＣＴ環境の整備 学務課 電子教材の拡充（タブレット端
末・電子黒板等）

主担当課に準ずる。 市内小・中学校７校にタブレット型ＰＣを整備
し運用する。

市内小・中学校７校にタブレット型ＰＣを整備
した。
【台数】１７７台

整備されたＩＣＴ環境の効率的な維持管理と運
用に努める。

整備されたＩＣＴ環境の効率的な維持管理と運
用に努めた。

　整備されたＩＣＴ環境の効率的な維持管理と
運用に努める。
　大型掲示装置について、今年度は予算計上が
見送られたが、来年度はより具体的な導入計画
を作成し、引き続き予算要望を継続する。

109 ４－②－イ．教員のＩＣＴ活用力の向上 〇 指導課 教育向けＩＣＴ講習

【現状】年９回程度のＩＣＴ研修を行ってい
る。
【事業目標】指導技術の向上に関する研修を行
うとともに、各校情報主任の情報交流の推進を
図る。

指導技術の向上に関する研修を行うとともに、
各校情報主任の情報交流の推進を図るための研
修を継続する。

教職員対象にＩＣＴ研修を行い、指導技術の向
上を図った。
【回数】９回
【参加人数】１７８人

教職員対象のＩＣＴに関する年９回の研修を継
続する。

教職員対象にＩＣＴ研修を行い、指導技術の向
上を図った。
【回数】９回
【参加人数】１６３人

教職員対象のＩＣＴに関する年９回の研修を継
続する。

110 ４－②－イ．教員のＩＣＴ活用力の向上 学務課 教育向けＩＣＴ講習 主担当課に準ずる。
指導技術の向上に関する研修を行うとともに、
各校情報主任の情報交流の推進を図るための研
修を継続する。

教職員対象にＩＣＴ研修を行い、指導技術の向
上を図った。
【回数】９回
【参加人数】１７８人

教職員対象のＩＣＴに関する年９回の研修を継
続する。

教職員対象にＩＣＴ研修を行い、指導技術の向
上を図った。
【回数】９回
【参加人数】１６３人

教職員対象のＩＣＴに関する年９回の研修を継
続する。

111 ４－②－イ．教員のＩＣＴ活用力の向上 〇 指導課 教員間でのデジタル教材利活用シ
ステムの検討

【現状】デジタル教材活用研修を行っている。
【事業目標】デジタル教材活用システムの検討
する。

デジタル教材活用研修を継続し、教員間でのデ
ジタル教材利活用システムを検討する。

教職員対象にデジタル教材活用研修を行い、学
習コンテンツの操作方法の習得を図った。
【回数】１回
【参加人数】２９人

デジタル教材に関する研修を継続する。
【目標】１回

教職員対象にデジタル教材活用研修を行い、学
習コンテンツの操作方法の習得を図った。
【回数】１回
【参加人数】２９人

デジタル教材に関する研修を継続する。
【目標】１回

112 ４－②－イ．教員のＩＣＴ活用力の向上 学務課 教員間でのデジタル教材利活用シ
ステムの検討

主担当課に準ずる。 デジタル教材活用研修を継続し、教員間でのデ
ジタル教材利活用システムを検討する。

教職員対象にデジタル教材活用研修を行い、学
習コンテンツの操作方法の習得を図った。
【回数】１回
【参加人数】２９人

デジタル教材に関する研修を継続する。
【目標】１回

教職員対象にデジタル教材活用研修を行い、学
習コンテンツの操作方法の習得を図った。
【回数】１回
【参加人数】２９人

デジタル教材に関する研修を継続する。
【目標】１回
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113 ４－②－ウ．市民向け講習の充実 〇 生涯学習課（公民館等） 市民向けＩＴ講習会の拡充

【現状】初心者向けのパソコン講座を実施して
いる。
【目標】引き続きパソコン講座を実施してい
く。

初心者向けのパソコン講座を実施する。
【目標】１３回
事業内容を再検討し、充実させていく。

初心者向けのパソコン講座を実施した。
【結果／目標】１３／１３回
【参加人数】１８７人

引き続き初心者向けのパソコン講座を実施す
る。

初心者向けのパソコン講座を実施した。
【結果／目標】１６／１６回
【参加人数】１７３人

引き続き初心者向けのパソコン講座を実施す
る。

114 ４－②－ウ．市民向け講習の充実 〇 生涯学習課（公民館等） 市民向けＩＴ講習会の拡充
【現状】シニア向けの、これから購入予定の方
向けのスマートフォンを実施している。
【目標】引き続き講座を実施していく。

これから購入予定の方向けのスマートフォン講
座を実施する。
事業内容を再検討し、充実させていく。

シニア向けの、これから購入予定の方向けのス
マートフォン講座を実施した。
【回数】１回
【参加人数】１８人

事業内容を再検討し、引き続き講座を実施す
る。

シニア向けの、これから購入予定の方向けのス
マートフォン講座を実施した。
【回数】５回
【参加人数】　９７人

事業内容を再検討し、引き続き講座を実施す
る。

115 ４－②－ウ．市民向け講習の充実 〇 生涯学習課（公民館等） 市民向けＩＴ講習会の拡充
【現状】シニア向けの、これから購入予定の方
向けのタブレット講座を実施している。
【目標】引き続き講座を実施していく。

これから購入予定の方向けのタブレット講座を
実施する。
事業内容を再検討し、充実させていく。

シニア向けの、これから購入予定の方向けのタ
ブレット講座を実施した。
【回数】１回
【参加人数】１９人

事業内容を再検討し、引き続き講座を実施す
る。

シニア向けの、これから購入予定の方向けのタ
ブレット講座を実施した。
【回数】１回
【参加人数】　１７人

事業内容を再検討し、引き続き講座を実施す
る。

116 ４－②－ウ．市民向け講習の充実 管財課（旧情報管理課） 市民向けＩＴ講習会の拡充 主担当課に準ずる。
生涯学習課と調整し、ネットワークや端末等の
不具合が生じた際は対応し、端末等の更新に向
け助言を行う。

ネットワーク及び端末の不具合に２度対応し
た。また、更新に向けた助言も行った。

生涯学習課と調整し、ネットワークや端末等の
不具合が生じた際は対応し、端末等の更新に向
け助言を行う。

ネットワーク及びプリンタに障害が発生したた
め、ルータ及び各端末に再設定を行った。ま
た、更新に向けた助言も行った。

生涯学習課と調整し、ネットワークや端末等の
不具合が生じた際は対応し、端末等の更新に向
け助言を行う。

117 ４－②－ウ．市民向け講習の充実 〇 生涯学習課 ＩＴボランティアの支援

【現状】大学生ボランティアによる、初心者向
けのパソコン講座を実施している。
【事業】東京電機大学と連携し、受講者が個々
に抱えるパソコン等に関する問題を解決する。

初心者向けのパソコン講座を実施する。
【目標】１０回

個々の要望に合わせた学習形態で実施し、学生
との交流を図りながらITの利用促進を図った。
【結果／目標】１０／１０回
【参加人数】５４人（延べ　前期：３４名　後
期：２０名参加）

118 ４－②－ウ．市民向け講習の充実 〇 生涯学習課 ＩＴボランティアの支援

【現状】初心者向けパソコン講座をITボラン
ティアとともに実施している。
【事業】ITボランティアの活動の場を提供する
ために、IT講習会を市との共催としている。

初心者向けのパソコン講座を実施する。
【目標】１３回

初心者向けのパソコン講座を実施した。
【結果／目標】１３／１３回
【参加人数】１８７人

引き続き初心者向けのパソコン講座を実施す
る。

初心者向けのパソコン講座を実施した。
【結果／目標】１６／１６回
【参加人数】１７３人

引き続き初心者向けのパソコン講座を実施す
る。

119 ４－②－ウ．市民向け講習の充実 管財課（旧情報管理課） ＩＴボランティアの支援 主担当課に準ずる。 生涯学習課と調整し、ＩＴボランティアの活動
を支援する。

ネットワーク環境等の情報提供を行った。
生涯学習課と調整し、ＩＴボランティアの活動
を支援する。

ルータやプリンタの障害に対応した。
【障害対応】３回

生涯学習課と調整し、ＩＴボランティアの活動
を支援する。

120 ４－③－ア．ＩＣＴリテラシーの向上 〇 指導課 学校の授業による児童・生徒のＩ
ＣＴリテラシーの向上

【現状】児童・生徒対象のＩＣＴリテラシー講
座を開催している。
【事業目標】児童・生徒のＩＣＴリテラシーの
向上を図る。

児童・生徒対象のＩＣＴリテラシー講座の開催
を継続していく。

児童・保護者対象のＩＣＴリテラシー講座を
行った。
【場所】小学校４校
【参加人数】２６０人

児童・生徒・保護者対象のＩＣＴリテラシー講
座を開催する。
【目標】小学校５校

児童・保護者対象のＩＣＴリテラシー講座を
行った。
【場所】小学校６校 中学校１校
【参加人数】４４８人

児童・生徒・保護者対象のＩＣＴリテラシー講
座を開催する。
【目標】小学校５校

121 ４－③－ア．ＩＣＴリテラシーの向上 〇 指導課 教員向けＩＣＴリテラシーに関す
る講習会を実施

【現状】教職員対象のＩＣＴリテラシー講習会
を実施している。
【事業目標】教職員対象のＩＣＴリテラシーの
向上を図る。

教職員対象のＩＣＴリテラシー講習会の実施を
継続していく。

教職員対象のＩＣＴリテラシー講習会を実施し
た。
【回数】４回
【参加人数】５１人

教職員対象のＩＣＴリテラシー講習会の開催を
継続する。
【目標】４回、参加人数７０人

教職員対象のＩＣＴリテラシー講習会を実施し
た。
【回数】４回
【参加人数】４６人

教職員対象のＩＣＴリテラシー講習会の開催を
継続する。
【目標】４回、参加人数７０人

122 ４－③－イ．セキュリティ講習の開催 〇 管財課（旧情報管理課） ＳＮＳ講座や情報セキュリティに
関する市民向け講習会の実施

【現状】ＳＮＳ講座や要望に応じて出前講座を
行っている。
【事業目標】引き続き講座を実施する。

引き続き講座を実施する。

東京電機大学と共同し、牧の原小学校で、５・
６年生を対象に実施した。
【回数】１回
【参加人数】４１人

引き続き講座を実施する。

東京電機大学が、学部移転したため、今年度は
開催できなかったが、情報セキュリティに関す
る市民向け講習会（出前講座）を実施した。
【回数】１回
【参加人数】１０名

引き続き、要望があった際は、情報セキュリ
ティに関する講習会を実施する。東京電機大学
と共同していたＳＮＳ講座については、実施の
可否を含めて検討する。
【目標】講座回数：１回

123 ４－③－ウ．情報部門の事業継続計画（ＢＣＰ）策定 〇 管財課（旧情報管理課） 印西市業務継続計画に基づいたＩ
ＣＴ－ＢＣＰの作成

【現状】ＩＣＴ－ＢＣＰは策定されていない。
【事業目標】ＩＣＴ－ＢＣＰを策定する。

他の自治体の事例を調査し情報収集する。 インターネットにより他の自治体の情報を収取
した。

引き続き情報収取を行う。
防災担当課と協議した。
【回数】１回

引き続き、情報収集するとともに、策定に向け
て検討する。

124 ４－③－ウ．情報部門の事業継続計画（ＢＣＰ）策定 〇 管財課（旧情報管理課） 停電時などを想定した定期訓練の
実施

【現状】停電時を想定した定期訓練を実施して
いる。
【事業目標】引き続き訓練を実施する。

引き続き訓練を実施する。
【目標】１回

８月１９日の庁舎電気設備年次点検の際に業務
で使用しているサーバの起動確認を行った。
【結果／目標】１／１回

引き続き停電時を利用して、サーバの起動状況
を確認する。
【目標】１回

８月１１日の庁舎電気設備年次点検の際に業務
で使用しているサーバの起動確認を行った。
【結果／目標】１／１回

引き続き停電時を利用して、サーバの起動状況
を確認する。
【目標】１回

共催相手の東京電機大学移転に伴い、平成２９年度で終了した。


