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１．新規システムの導入

№
予算計上科目

事業概要 計画 当初予算 二次
備考

款 費目 事業コード 事業名

1 02 総務費 01003200 4,374 4,374 4,374

2 02 民生費 01012800 児童福祉事務費 10,758 0 0

3 03 07003750 4,536 4,536 4,536

4 02 総務費 01003700 94 97 97

２．既存システムの更新・再構築　

№
予算計上科目

事業概要 計画 当初予算 二次
備考

款 費目 事業コード 事業名

5 02 総務費 01002200 文書法制費 2,042 2,042 2,042

6 02 総務費 01001700 契約事務費 366 22 22

○中期事業計画（Ｈ26）「情報システム関連」の要求・査定状況　【二次査定】

事業名
（所管課・グループ）

平成26年度

登載額
 （千円）

要求額
（千円）

査定額
（千円）

情報資産利活用データベース
システム構築
（情報政策課情報化推進G）

住民情報基幹系
システム運用費

　ベンダーロックイン排除やシステム経費の縮減
，また，番号制度への円滑な対応等を目的とした
新規システムの構築。
　 ベンダーに依存することなく職員が主体となり
情報資産を管理するためのデータベースを整備
する。

子ども・子育て支援新制度に係
る電算システム構築
（こども課保育G）

　H２７年４月からスタートする「子ども・子育て支
援新制度」に対応するための新規システム構築。
　子ども・子育て関連３法への対応。

H25.12月補正予
算で対応済

介護給付費適正化システム導
入
（高齢福祉課介護保険G）

介護保険事
業特別会計

介護給付等適性
化事業

　介護給付費の適正化を図るためのシステム新
規導入。 
　本市が保険者として提供しているサービス全て
を検証し，過剰サービス提供に伴う給付費の削減
，必要としない介護サービスの抑制等を図る。

市民活動センターモバイル通信
環境構築
（市民協働課市民協働推進G）

市民活動センタ
ー管理運営費

　市民活動センター内の無線通信環境の整備。 
　コンピュータ室のPC撤去の代替措置として，Wifi
ルータ（データ通信端末）を使用することでインタ
ーネット接続環境を維持。パソコン教室にも対応。

事業名
（所管課・グループ）

平成26年度

登載額
 （千円）

要求額
（千円）

査定額
（千円）

例規検索システムの更新
（総務課総務G）

　現行システムのリース期間満了に伴う更新。
　H２６年３月末期間満了。

入札管理システムプログラム改
修
（契約検査課契約指導検査G）

　現行システムに消費税率変更に対応するため
のプログラムとバックアップ機能を追加。
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№
予算計上科目

事業概要 計画 当初予算 二次
備考

款 費目 事業コード 事業名

7 02 総務費 01003200 1,637 1,637 1,637

8 03 民生費 01012600 国民年金事務費 740 740 740

9 04 衛生費 01015750 成人保健事業 268 268 268

10 02 総務費 01006800 戸籍事務費 5,368 2,200 2,200

11 10 教育費 01028100 小学校管理費 102,104 20,160 20,160

12 10 教育費 01028800 中学校管理費 74,235 14,657 14,657

13 10 教育費 1,266 1,266 1,266

○中期事業計画（Ｈ26）「情報システム関連」の要求・査定状況　【二次査定】

事業名
（所管課・グループ）

平成26年度

登載額
 （千円）

要求額
（千円）

査定額
（千円）

住民情報基幹系システムカスタ
マイズ
（情報政策課情報化推進G）

住民情報基幹系
システム運用費

　現行住民情報基幹系システムのカスタマイズ。
①茨城県の特別徴収事業所一斉指定に伴う改修
（税務課市民税業務）
②小学校区の変更に伴う改修（学務課学齢簿業
務他）

年金生活者支援給付金制度対
応
（保険年金課医療年金G）

　「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」
施行に伴い、受給判定に必要となる所得情報を
抽出するための住民情報基幹系システムの改修
。

健康管理システム改修
（健康増進課母子・成人G）

　法改正に伴う地域保健・健康増進事業報告書
の集計レイアウト・条件の変更。

戸籍電算システム更新
（市民課戸籍G）

　現行システムのリース期間満了に伴う更新。
　H２６年８月末期間満了。

小学校教育用コンピュータ等入
れ替え
（学務課学務G）

　現行システム及び機器のリース期間満了に伴う
更新。
　H２６年８月末期間満了。
　OSはWindowsXP。

中学校教育用コンピュータ等入
れ替え
（学務課学務G）

　現行システム及び機器のリース期間満了に伴う
更新。
　H２６年８月末期間満了。
　その後、H２７年８月末まで再リース予定。
　OSはWindowsXP。

学校図書館図書貸出用コンピ
ュータ入れ替え
（学務課学務G）

01028100

01028800

小学校管理費

中学校管理費

　現行システム及び機器のリース期間満了に伴う
更新。
　H２６年８月末期間満了。
　OSはWindowsXP。

リース総額

リース総額
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３．関連機器の新規購入・更新　

№
予算計上科目

事業概要 計画 当初予算 二次
備考

款 費目 事業コード 事業名

14 02 総務費 01001700 契約事務費 　無停電装置バッテリーの交換 27 27 27

15 02 総務費 01006400 賦課事務費 1,943 0 0

16 02 総務費 01002300 広報活動費 1,155 1,155 1,155

17 02 総務費 01003200 3,109 0 0

18 08 02003300 70 0 0

19 02 総務費 01007000 旅券発給事務費 393 322 322

４．新規アプリケーションの購入

№
予算計上科目

事業概要 計画 当初予算 二次
備考

款 費目 事業コード 事業名

20 04 衛生費 01015750 成人保健事業 25 26 26

21 03 民生費 01013400 40 40 40

○中期事業計画（Ｈ26）「情報システム関連」の要求・査定状況　【二次査定】

事業名
（所管課・グループ）

平成26年度

登載額
 （千円）

要求額
（千円）

査定額
（千円）

入札管理システムＵＰＳバッテ
リー交換
（契約検査課契約指導検査G）

地図情報システム端末更新
（税務課資産税G）

　現行機器（サーバ1台，クライアント２台，プリン
タ１台）のリース期間満了に伴う更新
　 H２６年３月末リース期間満了。
　 OSはWindowsXP。

H25.12月補正予
算で対応済

広報紙編集用PC及びソフト購
入
（情報政策課広報G）

　WindowsXPサポート終了及び現行機器（PC及び
ディスプレイ３台ほか）の老朽化に伴う機器の更
新。　

イントラネット系システム用端末
等購入
（情報政策課情報化推進G）

住民情報基幹系
システム運用費

　総合福祉システムのイントラ端末との併用や
WindowsXPサポート終了による端末数の不足に
対応するための端末　２０台及びプリンタ７台の追
加購入。

H25.12月補正予
算で対応済

特定健診等データ管理システ
ム等クライアントＰＣ調達
（保険年金課保険G）

国民健康保
険事業特別
会計

特定健康診査等
事業

　国保連の特定健診等データベースシステム更
新に対応するためのクライアントPCの購入。
　国保中央会の国保データベースシステムのクラ
イアントPCとしても併用予定。

H25年度現行予
算で対応

ＩＣ旅券交付用窓口端末更新
（市民課市民G）

　WindowsXPサポート終了に伴う現行機器（PC，
ディスプレイ，読取機等）の更新。　

事業名
（所管課・グループ）

平成26年度

登載額
 （千円）

要求額
（千円）

査定額
（千円）

栄養計算ソフト購入
（健康増進課成人保健G）

　特定保健指導や健康相談時に使用する栄養計
算ソフトの購入。

ファイルメーカー購入
（こども課子育て支援G）

子育てサポート
利用料助成事業

　子育てサポート利用助成事業の利用認定，助
成請求書の処理に使用するファイルメーカーの購
入。 
　WindowsXPのサポート終了に伴うイントラ端末
の入れ替え対応。
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№
予算計上科目

事業概要 計画 当初予算 二次
備考

款 費目 事業コード 事業名

22 08 土木費 44 33 33

23 08 土木費 01023300 排水路整備事業 33 33 33

24 02 総務費 01002500 会計事務費 40 40 40

（追加）

№
予算計上科目

事業概要 計画 当初予算 二次
備考

款 費目 事業コード 事業名

25 09 消防費 01025500 防災活動費 216 234 216

26 07 商工費 01020700 105 105 315

27 02 総務費 01002500 会計事務費 245 245 245

28 02 総務費 01000900 職員管理費 301 0 0

「情報システム関連」　合計 216,401 54,843 55,227

○中期事業計画（Ｈ26）「情報システム関連」の要求・査定状況　【二次査定】

事業名
（所管課・グループ）

平成26年度

登載額
 （千円）

要求額
（千円）

査定額
（千円）

製図ソフト（ＣＡＤ）購入
（施設整備課道路建設G）

01022800

01024300

道路改良事業

都市公園管理費

　道路工事設計図面作成用ソフトの新規購入。
　 発注事務の効率化と国，県が進めるCALS/EC
推進への寄与が目的。

製図ソフト（ＣＡＤ）購入
（下水道課排水整備G）

　排水路工事設計図面作成用ソフトの新規購入。 
　発注事務の効率化と国，県が進めるCALS/EC
推進への寄与が目的。

ファイルメーカー購入
（会計課会計審査G）

　基金管理や備品管理に使用するファイルメーカ
ーの購入。
　WindowsXPのサポート終了に伴うイントラ端末
の入れ替え対応。

事業名
（所管課・グループ）

平成26年度

登載額
 （千円）

要求額
（千円）

査定額
（千円）

全国瞬時警報システム操作端
末更新
（危機管理室消防防災G）

　WindowsXPサポート終了に伴う現行機器（PC）
の更新。　

まいん事務用パソコン更新
（商工振興課商工統計G）

市街地活性化施
設管理運営費

　WindowsXPサポート終了に伴う現行機器（PC）
の更新。　なお，同施設の閲覧用ＰＣ３台及びハ
ローワーク用ＰＣについては今年度末に廃止を予
定している。

常陽資金移動・照会サービス用
端末更新
（会計課会計審査G）

　WindowsXPサポート終了に伴う現行機器（PC及
びソフト）の更新。　

人事給与システムへの臨時職
員等給与管理機能追加
（総務課人材育成Ｇ）

　現行人事給与システムへ嘱託職員・臨時職員
の給与管理機能を追加。所管課による個別管理
から総務課一括管理に見直すことで業務効率化
を図る。

H25.12月補正予
算で対応済


	総括表（公表用）

