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１．新規システムの導入

№ 担当課
予算計上科目

事業名 事業概要 計画搭載額 当初予算要求額 予算案

款 費目 事業コード 事業名 （千円） （千円） （千円）

1 納税課 02 総務費 01006600 徴収事務費 ｸﾚｼﾞｯﾄ納付の導入 2,095 256 249

2 資産管理課 02 総務費 01003160 公共施設再編成事業 462 459 456

3 都市計画課 08 土木費 01023500 都市計画事務費 28,050 28,050 28,050

２．既存システムの更新・再構築　

№ 担当課
予算計上科目

事業名 事業概要 計画搭載額 当初予算要求額 予算案

款 費目 事業コード 事業名 （千円） （千円） （千円）

4 人事行政課 02 総務費 01007700 市議会議員選挙費 789 789 789

5 人事行政課 02 総務費 01007700 市議会議員選挙費 1,512 1,512 1,437

6 人事行政課 02 総務費 01000900 職員管理費 346 346 312

7 税務課 02 総務費 01006400 賦課事務費 540 540 540

8 契約検査課 02 総務費 01001700 契約事務費 428 109 107

○中期事業計画 「情報システム関連」 （H27） 【予算案】

平成27年度

納税手段の拡大を図るためのｸﾚｼﾞｯﾄ納付ｼｽﾃﾑ
の新規導入 導入には，住民情報基幹系ｼｽﾃﾑ
の改修（PKG対応）と「Yahoo!公金支払い」のｼｽﾃ
ﾑ設定，使用料等が必要となる
ｸﾚｼﾞｯﾄ納税対応ｼｽﾃﾑ改修（Ｈ26.12月補正　
2,095千円）

保全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ
導入

公共施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・公共施設再編成の推進に向
けた公共施設管理に関するﾃﾞｰﾀﾃﾞｰｽｼｽﾃﾑの新
規導入 関連情報の一元管理，情報共有により，
施設の更新，統廃合，長寿命化等の効果的な推
進を図る

都市計画基本図の
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化

平成11年に作成した都市計画基本図の更新及
び更新にあわせた地図情報のﾃﾞｼﾞﾀﾙ化
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化により市民ｻｰﾋﾞｽの向上，庁内での多
角的活用及び業務効率化を図る
※H27,28年度継続事業

平成27年度

開票集計ｼｽﾃﾑ更
新

現行の開票集計ｼｽﾃﾑのﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟに伴うｼｽﾃ
ﾑ及び機器（専用PC2台）の更新

投票用紙読取分類
機ｼｽﾃﾑ更新

現行の投票用紙読取分類機ｼｽﾃﾑのﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯ
ﾌﾟに伴うｼｽﾃﾑ及び機器（専用PC2台）の更新

人事給与ｼｽﾃﾑの
改修

平成27年10月からの被用者年金制度一元化に
対応するための人事給与ｼｽﾃﾑの改修 保険料
の算定基礎が「手当率制」から「標準報酬制」に
移行する

ＥＬＴＡＸ審査ｼｽﾃﾑ
更改に係る改修

eLTAX審査ｼｽﾃﾑの運用元である（一社）地方税
電子化協議会のｼｽﾃﾑ更改に適応させるための
本市同ｼｽﾃﾑの改修 全自治体で対応が必要と
なる

入札管理ｼｽﾃﾑ更
新

現ｼｽﾃﾑが使用しているWindowsServer2003のｻ
ﾎﾟｰﾄ終了（H27.7.15）に伴うｼｽﾃﾑ及び関連機器（
ﾓﾆﾀｰ，ﾌﾟﾘﾝﾀ）の更新
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№ 担当課
予算計上科目

事業名 事業概要 計画搭載額 当初予算要求額 予算案

款 費目 事業コード 事業名 （千円） （千円） （千円）

9 情報政策課 02 総務費 01003300 地域情報化推進費 1,491 0

10 保険年金課 01 総務費 02000200 国民健康保険事務費 417 417 417

11 高齢福祉課 070 07000200 介護保険事務費 0 0

12 農業政策課 06 農林水産業費 01018400 農業委員会事務費 6,900 0

３．関連機器の新規購入・更新　

№ 担当課
予算計上科目

事業名 事業概要 計画搭載額 当初予算要求額 予算案

款 費目 事業コード 事業名 （千円） （千円） （千円）

13 情報政策課 02 総務費 01003300 地域情報化推進費 3,020 3,020 3,020

14 情報政策課 02 総務費 01003300 地域情報化推進費 2,652 0

15 下水道課 01 03000600 公共下水道管理費 4,367 4,388 2,144

○中期事業計画 「情報システム関連」 （H27） 【予算案】

平成27年度

ﾒｰﾙｾｷｭﾘﾃｨｼｽﾃﾑ
更新

現在使用している迷惑ﾒｰﾙ対策装置の老朽化及
びｻﾎﾟｰﾄ終了(H27.4.1)に伴う更新 あわせて，職
員のﾒｰﾙ誤送信の未然防止や送信履歴管理等
，新たなﾒｰﾙｾｷｭﾘﾃｨ機能を新たに付加する

0
（H26.12月補正

で対応済み）

ｺｸﾎ･ﾗｲﾝｼｽﾃﾑ改
修

国の制度改正に対応するためのｺｸﾎ･ﾗｲﾝｼｽﾃﾑ
の改修 国民健康保険事業における国への実績
報告や補助金申請等に必須となる

介護保険事業
特別会計

平成27年度介護保
険法改正に伴うｼｽ
ﾃﾑ改修

定期的な法改正に伴う住民情報基幹系ｼｽﾃﾑの
改修

0
（H26.12月補正

で対応済み）

農家台帳ｼｽﾃﾑ改
修

農地法改正に伴う現行農家台帳ｼｽﾃﾑの改修 
H26年度内の改修実施を前提に国庫補助活用
可能。WindowsServer2003のｻﾎﾟｰﾄ終了
（H27.7.15）にも対応。

0
（H26.12月補正

で対応済み）

平成27年度

庁内ﾈｯﾄﾜｰｸ機器
更新

ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄ系ｼｽﾃﾑ及び住民情報基幹系ｼｽﾃﾑに
使用している庁内ﾈｯﾄﾜｰｸ機器の老朽化に伴う
全面更新 安定稼働の確保と将来的な自治体ｸﾗ
ｳﾄﾞも視野にﾈｯﾄﾜｰｸの統合化を図る

ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄ系ｼｽﾃﾑ用
端末購入

ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄ系ｼｽﾃﾑ用端末の不足や故障に対応す
るための端末25台の購入

0
（H26.12月補正

で対応済み）

下水道特会
下水道費

流量計監視ｼｽﾃﾑ
通信機器更新

流量計監視システムの通信方式を電話回線から
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線へ変更 ｸﾗｳﾄﾞ利用により関連事務
の効率化を図る 7ヶ所に設置されている流量計
のうちの6ヶ所が対象 残り1ヶ所はH26年度対応
済
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４．新規アプリケーションの購入

№ 担当課
予算計上科目

事業名 事業概要 計画搭載額 当初予算要求額 予算案

款 費目 事業コード 事業名 （千円） （千円） （千円）

16 人事行政課 02 総務費 94 94 94

17 健康増進課 070 07003200 げんきあっぷ！応援事業 動画編集ｿﾌﾄ購入 16 0

18 商工観光課 02 総務費 01008710 統計調査費 903 903 903

５．番号制度対応

№ 担当課
予算計上科目

事業名 事業概要 計画搭載額 当初予算要求額 予算案

款 費目 事業コード 事業名 （千円） （千円） （千円）

19 情報政策課 02 総務費 01003320 番号制度導入推進費 68,470 61,619 60,498

「情報システム関連」　合計 122,552 102,502 99,016

○中期事業計画 「情報システム関連」 （H27） 【予算案】

平成27年度

01000900
01002200

職員管理費
文書法制費

ﾏｲｸﾛｿﾌﾄOffice購
入

例規検索ｼｽﾃﾑや人事給与ｼｽﾃﾑと関連した事
務処理の効率化や正確性の向上を目的としたﾏ
ｲｸﾛｿﾌﾄOffice3ﾗｲｾﾝｽの購入

介護保険事業
特別会計

元気ｱｯﾌﾟ体操指導員研修の教材として配布して
いる指導ﾋﾞﾃﾞｵ（DVD）作成用の編集ｿﾌﾄの購入 
DVD作成にかかる業務の効率化・迅速化を図る

0
（H26予算で

購入）

平成27年国勢調査
調査区地図作成ｼｽ
ﾃﾑ購入

平成27年度国勢調査にかかる調査区要図，調
査員用地図作成ｿﾌﾄの購入 地図作成作業の効
率化と正確性の向上を図る 全額国庫補助活用

平成27年度

住民情報基幹系ｼｽ
ﾃﾑ番号制度対応
改修

番号制度に対応するための住民情報基幹系ｼｽ
ﾃﾑ及び総合福祉ｼｽﾃﾑの改修
国からの情報提供に基づき適時・適切な対応が
必須となる


	総括表

