
○中期事業計画 「情報システム関連」 （H29） 【二次査定】

１．新規システムの導入

計画登載額 当初予算要求額 二次査定額

款 費目 事業コード 事業名 （千円） （千円） （千円）

1 交通防犯課 02 総務費 01005500 防犯灯整備事業
防犯灯管理システ
ム構築

　これまで紙媒体により管理していた防犯灯台帳の電
子化を図る。

1,144 1,145 1,145

2 教育センター 10 教育費 01027700 教育センター活動費
教育センター学習
支援事業

　適応指導教室「夢ひろば」通級生の学習内容の充
実を図るとともに，通級生が学校復帰した際にもス市
内各小学校に導入されるICT機器利用の授業にもス
ムーズに取り組めるようにさせるためのタブレット端末
と教育用ソフトの購入，調べ学習のためのインター
ネット通信の確保。

253 271 271

3 税務課 02 総務費 01006400 賦課事務費
地方税電子申告支
援サービス提供業
務委託先の変更

　基幹系システムの再構築に当たって，ベンダー推奨
の認定委託先事業者（ベンダー自身が認定を受けて
いるところもある）に変更することで，連携不具合の解
消及び業務の効率化を図る。

4,104 2,789 2,789

4 情報政策課 02 総務費 01003300 地域情報化推進費
電算棟入退室管理
システム導入

　電算室入退を従来の磁気カードからICカード管理に
変更することによる適正な入退室管理を行いながら，
職員不在の電算室は住民情報を含むすべての情報
資産を保存しているため，セキュリティ強化対策とし
て，防犯カメラを併せて設置する。

4,652 4,652 4,652

２．既存システムの更新・再構築　

計画搭載額 当初予算要求額 二次査定額

款 費目 事業コード 事業名 （千円） （千円） （千円）

5 情報政策課 02 総務費 01003320 番号制度推進費
住民情報基幹系シ
ステム番号制度対
応改修

社会保障・税番号制度に対応するために必要なシス
テム改修等

－ 1,926 1,926

6 健康増進課 04 衛生費 01016000 子育て相談事業
電子母子手帳配
信・子育てきずな
メール配信事業

電子母子手帳サービス，子育てきずなメールサービス
を通じて，妊娠期・子育て期にタイムリーな情報を配
信し，出産・育児の不安解消を図るとともに，きめ細や
かな支援を実施する

631 1,150 1,042
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○中期事業計画 「情報システム関連」 （H29） 【二次査定】

２．既存システムの更新・再構築　

計画搭載額 当初予算要求額 二次査定額

款 費目 事業コード 事業名 （千円） （千円） （千円）

7 環境対策課 04 衛生費 01017100 公害対策費
公害対策費（ゼンリ
ン地図デジタウンソ
フト購入）

公害等の苦情相談が電話で寄せられた際に，発生源
の特定や周辺の住環境を迅速に把握するための地
図ソフト購入。

26 26 26

8 社会福祉課 03 民生費 01015200 生活保護適正実施推進事業
生活保護等版レセ
プト管理クラウド
サービス

現システムのOS（Vista）のサポート終了による更新と
クラウド利用によるサービス継続。

1,188 971 971

9 税務課 02 総務費 01006400 賦課事務費
課税資料ファイリン
グシステムデータ移
行

パッケージ変更に伴う現システムデータ抽出費用。 2,037 2,037 2,037

10 税務課 02 総務費 01006400 賦課事務費
家屋管理評価シス
テム賃貸借

家屋評価システムの再リース契約満了に伴う家屋評
価システム及び端末機器の更新（機器保守を含
む。）。

1,710 1,710 1,710

11 保険年金課 020
国民健康保健
事業特別会計

02000200 国民健康保険事務費
国民健康保険広域
化（県域化）

平成30年度から国民健康保険の財政運営の責任主
体が，市町村から各都道府県へ広域化されるのに伴
い，新規システムの導入や既存システムの改修。

－ 5,238 5,238

12 保険年金課 03 民生費 01012600 国民年金事務費

国民年金事業（届
書の電子媒体化及
び届書の様式統一
化）

国民年金法に基づく届出書の電子媒体化及び届出書
免除申請書の様式統一化。

1,135 1,135 1,135

13 議会事務局 01 議会費 01000400 議会事務局費
議会広報編集シス
テム更新

既存端末OSのサポート終了に伴う端末更新と利用ソ
フトの更新。

516 445 445

14 会計課 02 総務費 01002500 会計事務費
基金管理・物品管
理・備品管理ソフト
購入

現在利用しているソフト「ファイルメーカー」の更新。
新たなイントラ端末更新に伴う更新。

83 83 83

15 高齢福祉課 070
介護保険事業
特別会計

07003400 地域包括支援センター運営費
地域包括支援セン
ター運営

現在利用しているシステムの再リースと機器を含めた
システム更新。

－ 1,833 1,833

16 危機管理室 09 消防費 01025500 防災活動費
被災者支援システ
ムの更新

現在利用しているシステムの継続利用。 908 908 908

17 情報政策課 02 総務費 01002300 広報活動費
龍ケ崎市ホーム
ページリニューアル
事業

現在利用している市公式サイトの更新。 3,692 837 740
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○中期事業計画 「情報システム関連」 （H29） 【二次査定】

３．関連機器の新規購入・更新　

計画搭載額 当初予算要求額 二次査定額

款 費目 事業コード 事業名 （千円） （千円） （千円）

18 契約検査課 08 土木費 01021200 土木事務費
県共同利用土木積
算システムハード
ウェア等再賃貸借

既存機器のリース期間満了に伴う再リース。 21 21 21

19 教育総務課 10 教育費 01028100 小学校管理費
小学校教育用タブ
レット型コンピュータ
等賃貸借

授業の中で電子黒板やタブレット端末等のＩＣＴ機器を
活用し情報社会に主体的に対応できる情報活用能力
を育成するための学習環境を整える。

14,224 23,561 23,561

20 保険年金課 020
国民健康保健
事業特別会計

02003300 特定健康診査等事業
特定保健指導実施
体制の強化

特定保健指導時にタブレット端末を利用した効率化に
よる事務改善。

1,123 593 955

21 こども課 03 民生費 01013600 子育て支援施設管理運営費
ファミリーサポート
センター設置端末
の更新

現在使用している端末の老朽化に伴う更新。 103 34 34

22 情報政策課 02 総務費 01003200
住民情報基幹系システム運用
費

セキュリティ付USB
メモリ購入

端末更新に合わせ，新たなOSに対応できるＵＳＢメモ
リの更新

1,140 1,214 1,093

23 教育総務課 10 教育費
01028100
01028800

小学校管理費
中学校管理費

小・中学校校務用
パソコン更新

購入から8年経過する端末の更新。 7,868 13,912 13,912

4．その他

一次査定額 当初予算要求額 二次査定額

款 費目 事業コード 事業名 （千円） （千円） （千円）

24 納税課 02 総務費 01006600 徴収事務費

市税等口座振替
データ送信方法の
切り替え（FD→伝
送）

現在金融機関の数だけFDを作成し，人の手による運
搬のうえ，データ更新等をおこなっているものを伝送
の仕組みに変更することによるセキュリティリスクを回
避する。

785 880 880

47,343 67,371 67,407「情報システム関連」　合計
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