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１．アクション・プラン 2015 の成果とさいたま市行政デジタル化計画

アクション・プランへの展開  

令和 2 年度においてアクション・プラン 2015 は 27 事業実施しています。27 事業の成果とさいたま市行

政デジタル化アクション・プランへの展開予定は以下のとおりです。 

 

【図表 10 事業の主な成果と総括評価】 

事業 

番号 
事業名 事業の主な成果 

総括 

評価1 
総括評価の根拠 

１‐１‐１ 市民協働（ガバ

メント 2.0）推進

事業（市民との

協働を支援する

仕組みの推進） 

 アイデアソンの実施やアプリコンテストの

支援、マッチングファンドの実施等、市民

と協働して事業を実施することができた。 

C( 計 画

通り) 

毎年、市民協働にかかる事業を実

施し、概ね目標を達成することが

できた。 

１‐１‐２ 市民協働（ガバ

メント 2.0）推進

事業（市民の声

DB の周知・運

用） 

 市民の声データベースシステムの周知・

運用が図られた。 

 市民の声データベースシステムに蓄積さ

れた声をテキストマイニングにより分析

し、「市民の声ホットライン」として年４回

庁内に情報提供した。（平成 30 年度開

始） 

 市民の声 Web からの「わたしの提案」の

投稿が毎年、前年度を上回った。 

C( 計 画

通り) 

毎年、スケジュールは予定通りで

あった。 

目標は概ね達成した。 

１‐３‐１ 公衆無線 LAN

整 備 ル ー ル 等

検討事業 

 本事業は市内各施設に公衆無線 LAN を

設置するにあたってのルール等を検討す

る事業である。 

 平成 29 年度に「さいたま市公衆無線 LAN

整備指針」の策定を行い、平成 30 年度に

さいたま市公衆無線サービス「Saitama 

City Free Wi-Fi」のサービスを開始した。 

 総合振興計画に掲げた 15 施設への新規

導入については平成 30 年度に達成し、

その後も施設数を増やすことができた。 

C( 計 画

通り) 

ほぼ計画通りの進行ができ、公共

施設への Wi-Fi 環境整備が進ん

だ。 

１-３-３ 

 

 

 

 

 

 

 

公衆無線 LAN

整備事業（外国

人 来 訪 者 へ の

おもてなし） 

 市内の公共施設、観光施設、スポーツ施

設、商店街、避難所等に公衆無線LANな

どの環境を整備する。 

 オリンピック・パラリンピックを見据え、来

訪者に対し観光情報等を提供できるよう

にする。 

 災害時のコミュニケーション手段としても

活用できるようにする 

D( 計 画

未達) 

Wi-Fi 導入に係る費用の負担に関

して、補助金の申請要望が少なか

ったため。 

また、令和２年度に関しては、新型

コロナウイルス感染症拡大のた

め、事業を中止とした。 

                                            

 
1 総括評価の記号の意味は以下のとおり 

A 計画より大幅に成果を上げた 計画より１年以上先行又は計画通りで成果が想定の２倍以上 

B 計画より成果を上げた 計画より半年から１年程度先行又は計画通りで成果が想定の 1.5 倍程度 

C 計画通り 計画通り 

D 計画未達 計画より遅れ又は計画通りで成果が想定の半分以下 

E 事業中止・凍結 事業は中止した、又は凍結した。 
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事業 

番号 
事業名 事業の主な成果 

総括 

評価1 
総括評価の根拠 

１‐４‐１ 社会保障・税番

号 制 度 対 応 事

業 

 「社会保障・税番号制度」の導入に伴い、

平成 28 年１月からの社会保障・税・災害

対策分野におけるマイナンバー（個人番

号）の利用開始や、平成 29 年 11 月から

の情報提供ネットワークシステムを利用

した機関間の特定個人情報の授受（情報

連携）の本格運用の開始に対応する必

要が生じたが、庁内各課と調整の上、番

号条例や規則、要領等の制定・改正及び

各システムの改修等を適切に行い、円滑

に対応できた。 

C( 計 画

通り) 

マイナンバーの利用開始や、情報

連携の本格運用開始に適切に対

応できたため。 

１‐５‐１ 公金収納チャネ

ル多様化事業 

 市税等のクレジットカード納付及びペイジ

ー（MPN)納付の導入支援を行い、平成

30 年４月から運用を開始した。 

 施設使用料及び物品売払収入につい

て、令和２年３月に一部の施設でクレジッ

トカード納付を導入、令和２年４月に電子

マネー納付を導入し、令和２年５月に運

用を開始した。 

C( 計 画

通り) 

毎年のスケジュールは概ね予定通

りであり、目標も概ね達成した。 

２‐１‐１ 行政情報収集・

公開事業（オー

プンデータ推進

事業） 

 市として公開できるものからオープンデー

タ公開を進め、一定程度はオープンデー

タとして公開できた。 

C( 計 画

通り) 

オープンデータの公開や更新は概

ね計画どおり拡充してきたが、近

年は公開件数が頭打ちになってい

る。 

２‐２‐１ 地域 ICT利活用

推進事業 

 地域の ICT 推進役・相談役である地域

ICT リーダを約 300 名養成し、毎年スキル

アップ講座を開催することで、地域の ICT

リテラシー向上や情報格差縮小に寄与し

た。 

D( 計 画

未達) 

平成 27～30 年度については、目

標どおり事 業を実 施できてい た

が、令和元年度から、独自活動支

援で行っている PC 等の機材貸出

回数が減り、目標達成ができてい

ない。 

その原因としては、市民ニーズは

スマホやタブレット教室になってき

ており、パソコン講座では受講者

が集まらないという意見や機材の

搬入搬出が大変だという意見があ

った。 

２‐３‐１ 学校教育 ICT化

推 進 事 業（ 小・

中・特別支援学

校） 

 追加タブレットの導入や、無線 LAN 環境

の整備を実施し、ICT を効果的に活用し

た授業の推進を行うことができた。 

 GIGA スクール構想の加速化を受け、高

速大容量ネットワークと１人１台端末を整

備することができた。 

C( 計 画

通り) 

毎年スケジュールは予定通りであ

った。 

目標は概ね達成した。 

２‐３‐２ 学校教育 ICT化

推進事業（高等

学校） 

 タブレット端末やプロジェクター等を活用

した授業を行うことが定着し、最終的に全

体の授業の 85％を占めた。 

 97％の教員が授業で ICT を使用した。 

B( 計 画

よ り 成

果 を 上

げた) 

毎年スケジュールは概ね予定通り

であった。 

目標値を超えて達成することがで

きた。 

２‐４‐１ 学 校 事 務 効 率

化事業（小・中・

特別支援学校） 

 校務支援システムを導入し、校務の効率

化を図ることができた。 

C( 計 画

通り) 

毎年スケジュールは予定通りであ

った。 

目標は概ね達成した。 

２‐４‐２ 学 校 事 務 効 率

化事業（高等学

校） 

 職員会議のペーパーレス化及び指導要

録の電子化について、全校で達成でき

た。 

 校務支援システムの教職員の利用につ

いて、100％を達成した。 

C( 計 画

通り) 

毎年スケジュールは予定通りであ

った。 

目標は概ね達成した。 
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事業 

番号 
事業名 事業の主な成果 

総括 

評価1 
総括評価の根拠 

２‐５‐２ 学校・家庭間コ

ミュニケーション

推進事業（高等

学校） 

 学校向けグループウエア（e-pa 等）につ

いて、家庭の 99％が登録し、活用でき

た。 

 システムによる情報の発信回数は３校の

平均で 712 回に上り、校務の効率向上に

寄与した。 

B( 計 画

よ り 成

果 を 上

げた) 

毎年スケジュールは概ね予定通り

であった。 

概ね目標値を超えて達成すること

ができた。 

２‐６‐１ 歴史資料デジタ

ルアーカイブ化

試行事業 

 歴史資料（写真）をデジタル化し、ホーム

ページ上で公開した。これらの歴史資料

は、利用申請手続きを不要としたため、

いつでも誰でも利用することができ、利便

性が向上した。 

C( 計 画

通り) 

概ねスケジュールどおりに進捗し、

目標を達成したため。 

２‐６‐３ 歴史・文化資源

デジタルアーカ

イブ化事業 

 歴史・文化資源のデジタルアーカイブ化

について、庁内関係課等と検討を行っ

た。 

C( 計 画

通り) 

概ねスケジュールどおりに進捗し

た。 

２‐７‐２ 健康マイレージ

事業 

 通信機能付き活動量計又はスマートフォ

ンアプリを活用した健康マイレージ事業を

平成 28 年９月から開始。 

 機能改修、年齢上限の撤廃、インセンテ

ィブの見直し、庁内他部署との連携、民

間スポーツクラブと協働で測定会を開

催、事業所単位での参加勧奨など様々な

取組を行ってきた結果、延べ 23,628 人の

参加者を得た（令和２年３月末時点）。 

※活動量計 8,640 人、アプリ 14,741 人、そ

の他 247 人 

C( 計 画

通り) 

毎年スケジュールは予定通りであ

った。 

目標は概ね達成した。 

２‐８‐1 ICT 利活用農業

活 性 化 支 援 事

業 

 見沼グリーンセンターの展示温室を改修

し、ＩＣＴ農業技術の試験栽培を実施し、モ

デル化を検討した。 

 改修した施設の試験栽培の展示によりＩＣ

Ｔ農業の PR が行えた。 

 導入支援策により、農業者がＩＣＴ技術を

活用した農業機械・施設等の導入が行わ

れた。 

C( 計 画

通り) 

展示温室の改修が行われ、ＩＣＴ農

業技術の試験栽培の実施が行うこ

とができたため。また、ＩＣＴ技術を

活用した農業機械・施設等の導入

支援策（補助金メニューの策定）に

より導入件数が目標達成してお

り、概ね計画どおり目標達成した。 

２‐９‐１ さいたま市危機

管 理 セ ン タ ー

ICT 利活用災害

対策事業 

 平成 27 年度から国民保護訓練として、図

上訓練を３回、実動訓練を１回実施した。

その他にも震災対応訓練等において図

上訓練を実施した。なおこれ以外に令和

元年に実働訓練を実施する予定であった

が、東日本台風の影響で中止している。 

C( 計 画

通り) 

毎年度、計画に示している訓練を

実施し、その都度危機管理センタ

ーの運用や機能について確認でき

ているため。 

自然災害の影響により、予定して

いた実動訓練を中止とした年度も

あったが、実災害や図上訓練時に

危機管理センターを活用すること

で運用及び機能の確認ができた。 

２‐10‐１ GIS 利活用防災

まちづくり推進

事業 

 地震災害に関するリスク情報に、水害等

他の災害リスク情報を併せた「防災まち

づくり情報マップ」を作成し、GIS（地理情

報システム）によって公開した。 

 出前講座にて災害リスクの確認方法を周

知したことにより、防災に関する自助・共

助の取組を進めていただくきっかけをつく

ることができた。 

C( 計 画

通り) 

毎年スケジュールは予定通りであ

った。 

目標は概ね達成した。 
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事業 

番号 
事業名 事業の主な成果 

総括 

評価1 
総括評価の根拠 

２‐11‐１ スマートシティさ

いたまモデル構

築事業 

 生活支援サービスの提供について令和

元年度までは順調に推移していたもの

の、令和２年度は、新型コロナウイルス

感染症拡大を受け、計画の遅延が見込

まれる。 

D( 計 画

未達) 

今年度中に生活支援サービスの

提供を想定していた２つの事業に

ついて、新型コロナウイルス感染

症拡大を受け事業実施の遅延や

見送りが生じているため 

３‐１‐１ 市 役 所 経 営 情

報把握・統計分

析 （ さ い た ま シ

ティスタット）事

業 

 データ活用に関する職員研修や所管課

に対するデータ分析の支援を通じて、職

員のデータ活用に対する意識向上を図る

ことができた。 

C( 計 画

通り) 

令和２年度は、新型コロナ感染症

の影響等で職員研修などの目標

達成が難しくなったが、それ以外で

は概ね計画通りに事業を進めるこ

とができた。 

３‐２‐１ ICT 利活用公共

施設・公共イン

フラ維持管理事

業 

 当初、保全情報データと財産台帳データ

を一元的に管理するシステムを構築して

運用を開始し、計画期間内に、これらの

データに加えて固定資産台帳データ及び

備品台帳データの一元化を実現できた。 

 システムを活用して公共施設の老朽化等

や改修履歴等のデータを収集し、その集

計結果を予算編成に活用することができ

た。 

C( 計 画

通り) 

当初は、公共インフラに係る各種

データの一元化も目標に掲げてい

たが、国が「社会資本情報プラット

フォーム」として集約する方針であ

ることが示されたことから、当該一

元化については国の動向を注視

することとした。これら以外につい

ては、毎年スケジュールは概ね予

定通りであった。 

３‐３‐１ 情報システム全

体 最 適 化 推 進

事業 

 第二次情報システム最適化プランの前期

の取組事項である「データセンターの集

約」及び「ネットワークの再構築」を完了 

C( 計 画

通り) 

第二次最適化プランでは、計画期

間を 10 年とし、前半で「データセン

ター集約」「ネットワーク再構築」に

取り組み、後半で「庁内クラウドの

構築・運用」「共通基盤の再構築」

を実施することとしてきた。 

前半においての取組を無事終える

ことができた。 

３‐３‐２ 各情報システム

新規導入・再構

築事業 

 情報システムの新規導入・再構築の際に

事前協議を実施した。 

 研修、予算説明会を実施し、情報システ

ムに関する見積積算の適正化を図った。 

C( 計 画

通り) 

スケジュール通りであった。 

目標は概ね達成した。 

３‐４‐１ 職員 ICT スキル

アップ推進事業 

 毎年、ICT リーダ向けに職員研修を行っ

ており、職員の ICT スキルの向上に寄与

している。 

C( 計 画

通り) 

計画どおり研修を実施できている

ため。 

３‐５‐１ 情報セキュリテ

ィ強化事業 

 情報システムに対する監査、階層別の職

員研修、標的型攻撃メール訓練等を実施

し、情報セキュリティを充実・強化すること

ができた。 

C( 計 画

通り) 

毎年度の情報セキュリティ強化事

業について概ね計画通りに実施で

きたため。 

３‐６‐１ 業 務 継 続 計 画

（ ICT-BCP ） 推

進事業 

 平成 24 年度に作成した情報システムの

業務継続計画（ICT-BCP）について、有

効性を確認し ICT-BCP 基本計画書及び

関連文書の改定を実施した。 

C( 計 画

通り) 

平成 24 年度に作成した ICT-BCP

基本計画書及び関連文書につい

て改定を実施した。 
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【図表 11 さいたま市行政デジタル化計画アクション・プランへの展開】 

事業 

番号 
事業名 展開予定2 

完了の理由 又は 

アクション・プラン 2015 からの改善点・変更点 

１‐１‐１ 市民協働（ガバメント 2.0）推進事業（市民

との協働を支援する仕組みの推進） 

完了 アクション・プランの事業としては完了し、さいた

ま市行政デジタル化計画アクション・プランでは

「市民の ICT 活用スキルの向上」事業の実施内

容の一つと位置付ける予定。 

１‐１‐２ 市民協働（ガバメント 2.0）推進事業（市民

の声 DB の周知・運用） 

完了 アクション・プランの事業としては完了し、事業原

課にて経常的に実施していく。 

１‐３‐１ 公衆無線 LAN 整備ルール等検討事業 完了 事業としては役割を終える形となるが、新規施

設での導入サポートについては引き続き実施し

ていく。 

１-３-３ 公衆無線 LAN 整備事業（外国人来訪者へ

のおもてなし） 

完了 補助金のメニューのうち、Wi-Fi 導入に係る補助

金の申請要望が少なかったこと、また、オリンピ

ック・パラリンピックを見据えた事業であるため完

了とする。 

１‐４‐１ 社会保障・税番号制度対応事業 完了 社会保障・税番号制度については、制度の運用

の段階となり、今後は、マイナンバーカードの利

活用等について展開をしていくことが望ましいた

め。 

１‐５‐１ 公金収納チャネル多様化事業 継続 ICT 技術やキャッシュレス化の進展を踏まえ、時

代に見合った新たな納付方法の導入を促進す

る。 

オンラインにより納付する科目の拡充を支援す

る。 

２‐１‐１ 行政情報収集・公開事業（オープンデータ

推進事業） 

継続 オープンデータの公開には、機械判読に適した

形式への加工が必要となるなどの障壁があるこ

とから、従来の取組だけでは、これ以上の拡充

は難しくなっている。そのため、シティスタット基

盤により、庁内でデータを共有し、利活用する仕

組みを構築し、庁内で共有化されたデータのう

ち、市民への公開が有益と判断されたデータを

オープンデータとして公開していく。 

２‐２‐１ 地域 ICT 利活用推進事業 継続 平成 27 年度の計画当初では、事業として目標を

達成できていたが、近年では目標を達成できて

いない項目も出てきたため、市民の ICT リテラシ

ー向上や情報格差解消に向け、必要なことを再

検討し、社会や市民のニーズにあった形に変え

て、今後も ICT リテラシー向上や情報格差解消

を促していく。 

２‐３‐１ 学校教育 ICT 化推進事業（小・中・特別支

援学校） 

継続 １人１台端末における、新たな授業の在り方に

ついて研究を進める。 

２‐３‐２ 学校教育 ICT 化推進事業（高等学校） 継続 生徒一人一台端末時代の教育 DX に対応した通

信環境の確立と授業モデルの研究。先進校の

知見を活用するための体制を構築する。 

２‐４‐１ 学校事務効率化事業（小・中・特別支援学

校） 

継続 令和３年度の新校務支援システム導入に向けて

事業を推進していく。 

２‐４‐２ 学校事務効率化事業（高等学校） 継続 校務支援システムの課題点や改善点を洗い出

し、さらなる学校事務の効率化を目指す。 

                                            

 
2 展開予定の意味は以下のとおり 

完了 アクション・プラン 2015 で事業完了とする。 

継続 アクション・プラン 2015 の内容を継承し、さいたま市行政デジタル化計画アクション・プランでは事業内容を継続する。 
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事業 

番号 
事業名 展開予定2 

完了の理由 又は 

アクション・プラン 2015 からの改善点・変更点 

２‐５‐２ 学校・家庭間コミュニケーション推進事業

（高等学校） 

継続 
次期システムの構築に向けて検討する。 

２‐６‐１ 歴史資料デジタルアーカイブ化試行事業 完了 今後も継続して歴史資料のデジタルアーカイブ

化を行い、利用者の利便性を高めていく。 

２‐６‐３ 歴史・文化資源デジタルアーカイブ化事業 完了 将来的に当該事業に着手できるよう、庁内関係

課等と所蔵資料の整理方法等について情報交

換を行っていく。 

２‐７‐２ 健康マイレージ事業 完了 アクション・プランの事業としては完了し、今後は

事業原課にてスマートフォンアプリならではの機

能改修やインセンティブの追加検討等を経常的

に実施していく。 

２‐８‐1 ICT 利活用農業活性化支援事業 完了 当該事業は ICT 農業技術の更なる情報提供及

び導入支援等で農業者の ICT 技術の活用を促

すため見直し等行いながら事業を行っていく予

定であり、さいたま市行政デジタル化計画アクシ

ョン・プランへの展開については完了とします。 

２‐９‐１ さいたま市危機管理センターICT 利活用災

害対策事業 

継続 複雑多様化する各種災害に対して、今後も継続

的に危機管理センターの機能検証を行っていく

必要がある。  

実災害等の発生時や訓練時に適宜活用すると

ともに、次期再構築に向けた検討を重ねる。 

２‐10‐１ GIS 利活用防災まちづくり推進事業 継続 更なる市民への周知に向け、より分かりやすい

形での災害リスクの公表内容について、関係部

局と連携を図りながら検討中。 

２‐11‐１ スマートシティさいたまモデル構築事業 継続 生活支援サービスの事業化・普及展開を図るこ

とに加えて、各生活支援サービスを統合する情

報基盤となる「共通プラットフォームさいたま版」

の本格運用を目指していく。 

３‐１‐１ 市役所経営情報把握・統計分析（さいたま

シティスタット）事業 

継続 令和２年度に再構築している新基盤は、職員自

らがデータを分析・活用できる「セルフサービス

BI ツール」となることから、新基盤を活用し庁内

のニーズに合わせてレポートを作成するなど、こ

れまで以上にデータ活用を推進していく。 

３‐２‐１ ICT 利活用公共施設・公共インフラ維持管

理事業 

継続 今後も、公共施設の工事修繕履歴等のデータを

収集し、データ分析に基づいて計画的な施設の

改修及び更新に役立てる。 

３‐３‐１ 情報システム全体最適化推進事業 継続 第二次最適化プランについて、後半の取組を次

期アクション・プランについても引き続き推進して

いく 

３‐３‐２ 各情報システム新規導入・再構築事業 完了 アクション・プランの事業としては完了し、事業原

課にて経常的に取組を進めていく。 

３‐４‐１ 職員 ICT スキルアップ推進事業 継続 概ね計画どおり事業を進行できているが、実施

年度によって研修内容を業務に活かせるとアン

ケートで答える人数にばらつきがあるため、常に

実用的で ICT スキルを向上できるような研修内

容を検討していく必要がある。 

３‐５‐１ 情報セキュリティ強化事業 継続 情報セキュリティの確保のため、継続して事業を

実施する必要があるが、デジタル化の更なる推

進・クラウドサービスの利用拡大等、新制度・新

技術に対応したセキュリティ対策を検討していく

必要がある。 
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事業 

番号 
事業名 展開予定2 

完了の理由 又は 

アクション・プラン 2015 からの改善点・変更点 

３‐６‐１ 業務継続計画（ICT-BCP）推進事業 継続 新型コロナウイルス感染症等の感染症発生時

の業務継続について、基本計画書等に反映させ

る予定。 

 

なお、以下の事業はアクション・プラン 2015の計画期間中に廃止となっています。 

【図表 12 アクション・プラン 2015 計画期間中に廃止となった事業】 

事業 

番号 
事業名 廃止年度 廃止の理由 

１‐２‐１ 地域ポ-タルサイト運営事業 平成 30 年度 本市の「住みやすさ」に資する強みや優位性を中心とした

情報発信サイトとしたり、市公式 HP 含む市全体の Web に

係る費用対効果を比較検討したりする必要があるため。 

１‐３‐２ 公衆無線 LAN 整備事業(イベ

ント対応) 

令和元年度 さいたまクリテリウムの主催が外郭団体に移り、公衆無線

LAN の設置も引き継がれたため。 

２‐５‐１ 学校・家庭間コミュニケ-ション

推進事業(小・中・特別支援学

校) 

平成 27 年度 学校・家庭間コミュニケーション基盤の検討の結果、事業

凍結となった。 

２‐６‐２ 地域資料デジタルア-カイブ化

試行事業 

平成 30 年度 著作権上、デジタル化を見込める資料が枯渇してしまった

ため。 

２‐７‐１ 健幸サポート事業 平成 27 年度 健康マイレージ制度の実施に向けたモデル事業であり、２

‐７‐２ 健康マイレージ事業に引き継がれた。 

２‐11‐２ スマ-トシティ構築事業(生活支

援サ-ビス提供) 

平成 27 年度 同一のシステムを用いるため、２‐11‐１ スマートシティさ

いたまモデル構築事業と統合した 
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２．各事業における計画策定の観点と評価の観点 

アクション・プランは基本目標を実現するための「施策」と、実際にシステムを調達したり、サービス実施し

たり、事務を行ったりする単位である「事業」で構成されています。基本的に個別具体的な取組計画（実施

内容・目的・想定効果・目標・実施スケジュール等）の策定と実績の評価は、事業単位で行います。 

 

事業は「全体事業プラン」「各年度事業プラン」に分けて計画を策定し、評価します。「全体事業プラン」は

計画期間を通じた計画（実施内容・目的・想定効果・目標・スケジュール）を定めるもので、「各年度事業プ

ラン」は各年度の計画（実施内容・スケジュール）を定めるものです。毎年の評価は「各年度事業プラン」で

行い、最終的な「事業」全体の評価は「全体事業プラン」で行います。また、毎年「各年度事業プラン」にお

ける実績や進捗に応じて「全体事業プラン」を修正します。 

なお、「全体事業プラン」「各年度事業プラン」いずれも、事業原課が行った計画策定や評価の内容は、

ICTマネージャーや事務局の確認を経て、評議会の提言を受けます 

 

「行政デジタル化計画」の１章３節にあるとおり、「アクション・プラン」は各施策・事業の進捗に応じて毎年

見直すとともに、必要に応じて適宜、施策・事業の入れ替えを含めた見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



巻末資料 

２．各事業における計画策定の観点と評価の観点 

 

５４ 

 

（１）「全体事業プラン」と「各年度事業プラン」の関係 

事業の計画策定と評価は、「全体事業プラン」と「各年度事業プラン」の２つに分けて行います。計画年度

を通じた実施内容やスケジュール・目標の策定と評価は「全体事業プラン」にて行い、各年度の実施内容

や年度内のスケジュールの策定と評価は「各年度事業プラン」にて行います。その関係は以下の図表のと

おりです。 

 

【図表 13 「全体事業プラン」と「各年度事業プラン」の関係】 

 

 全体事業プラン 各年度事業プラン 

作成目的 事業全体の実施内容・スケジュール・目標の策

定、実績管理・評価 

各年度の実施内容・詳細スケジュールの策定、

実績管理・評価 

（各年度の目標及び概要スケジュールは全体

事業プランにて定める） 

作成時期 事業開始年度 各年度当初 

実績評価時期 事業最終年度 各年度末 
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（2）事業開始年度における「全体事業プラン」の策定項目と策定の観点 

事業開始年度に事業の全体事業プランを策定します。全体事業プランにおける策定項目と策定の観点

は以下の通りです。 

 

【図表 14 事業開始年度における「全体事業プラン」の策定項目と策定の観点】 

No. 策定項目 策定の観点 

1 事業目的 本事業を行う背景や問題意識が明確か 

本事業は誰にどのような効果を与えるのか明確か 

2 事業の実施内容 事業の内容について、5W1H(「なぜ」「いつ」「誰が」「誰に」「どのようなこ

とを」「どのようにするのか」)は明確か 

3 期待される効果 誰（又は何）に対する、どのような効果か明確か 

定量効果は現実に測定可能か 

定性効果は数値で測れない効果か（数値で測れるものは可能な限り定

量効果とする） 

4 スケジュール 事業を実施するために必要なプロセスが記載されているか 

スケジュールは根拠があるか、実施可能か 

5 定量目標・定性目標 目標の内容や定義は明確か（例 コスト削減の「コスト」とは何を指す

か） 

達成基準（何をもって「達成した」「実現した」とするか）は明確か 

合理的な根拠に基づき目標設定しているか 

実現可能な目標か 

 

（2）年度当初における「各年度事業プラン」の策定項目と策定の観点 

年度当初に、各年度事業プランを策定します。なお、各年度の定量目標・定性目標は全体事業プランに

て定めているので、各年度事業プランでは定めません（定量目標・定性目標に修正がある場合は、全体事

業プランを修正します。）。各年度事業プランにおける策定項目と策定の観点は以下の通りです。 

 

【図表 15 年度当初における「各年度事業プラン」の策定項目と策定の観点】 

No. 策定項目 策定の観点 

1 今年度の実施内容 今年度の事業の内容は、5W1H(「なぜ」「いつ」「誰が」「誰に」「どのよう

なことを」「どのようにするのか」)が明確か 

今年度の実施内容は、全体事業プランの実施内容と整合しているか 

2 今年度のスケジュール 今年度のスケジュールの内容は、全体事業プランのスケジュールと整

合しているか 

スケジュールは根拠があるか、実施可能か 
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（3）年度末における「各年度事業プラン」の評価項目と評価の観点 

年度末に一年間の活動実績を当該年度の事業プランに記載し、評価します。評価項目と評価の観点は

以下のとおりです。 

 

【図表 16 年度末における「各年度事業プラン」の評価項目と評価の観点】 

No. 評価項目 評価の観点 

1 スケジュール 年間スケジュールは計画通りであったか 

2 定量目標・定性目標 定量目標・定性目標は達成できたか 

3 今年度の実績評価 今年度の進捗状況や実績、目標の達成度等を総合的に考慮して、今

年度の事業は計画通りの成果を挙げられたか 

4 今後の方向性 事業を来年度以降も継続して実施すべきか、大幅に見直すべきか、あ

るいは廃止すべきか 

（4）事業最終年度における「全体事業プラン」の評価項目と評価の観点 

事業最終年度には、事業期間を通じた活動実績を全体事業プランに記載し、評価します。評価項目と評

価の観点は以下のとおりです。 

 

【図表 17 事業最終年度における「全体事業プラン」の評価項目と評価の観点】 

No. 評価項目 評価の観点 

1 スケジュール 事業の全体スケジュールは計画通りであったか 

2 定量目標・定性目標 定量目標・定性目標は達成できたか 

3 総括評価 進捗状況や実績、目標の達成度等を総合的に考慮して、本事業は計

画通りの成果を挙げられたか 
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３．用語解説 

 

 

 アイデアソン 

「Idea（アイデア）」と「Marathon（マラソン）」を組み合わせた造語で、アイデア発散、収束など

のプロセスに沿って、対話を通じてアイデアを生み出し、具体化していく取組のこと。 

 アプリケーション 

アプリケーション・ソフトウェア application softwareの略称。いわゆるソフトウェアであるが、

最近はスマートフォン上で動くソフトウェアは全てアプリケーションの略称であるアプリと呼ば

れる。 

 オープンデータ 

組織が保有するデータを機械判読に適したデータ形式で公開し、営利・非営利を問わず、自由に二

次利用できる仕組みや概念。WEB などで利用しやすく、データの横断的な検索などが容易となる

LOD（Linked Open Data）形式での公開等が理想とされているが、地方自治体などでは CSV形式で

の公開が一般的である。 

 仮想化技術 

１台の物理サーバを複数台の論理サーバに分割し利用効率を高める等、資源を抽象化して扱う技

術。サーバ、ストレージ、ネットワーク、端末等の仮想化技術がある。仮想化を導入することによ

り、ハードウェア資源の集約化によるコスト削減や、資源の柔軟性、拡張性等が期待されている。 

 キャッシュレス 

お札や硬貨といった現金（=キャッシュ）を使わずに、お店での買い物やお金のやり取りができる

こと。 

 業務継続計画（BCP） 

BCP は、Business Continuity Planningまたは Business Continuity Planの略。自然災害やテ

ロ、新型インフルエンザの発生など、事業が存続できなくなるリスクを事前に分析・想定し、リス

クを最小限にとどめるとともに、継続に必要な最低限の業務や、復旧時間や対応策などを定めた

行動計画。ICT-BCPとは、ICT部門の業務継続計画を指す。 

 業務継続マネジメント（BCM） 

Business Continuity Management の略語及び略称。リスクマネジメントの一種であり、組織が災

害やリスク発生時にいかに事業の継続を図り、顧客に対するサービスの提供の欠落を最小限にす

るかを目的とする経営手段。事業継続計画（BCP）は、業務継続マネジメント（BCM）の一部を構

成するものである。ICT部門の業務継続マネジメントは、ICT-BCMと呼ばれる。 

 クラウド 

インターネットなどのネットワークを通じたコンピュータの利用形態で、何らかのコンピューテ

ィング資源（ソフトウェア、ハードウェア、処理性能、記憶領域、ファイル、データなど）を必要

に応じて利用する方式のこと。ネットワークを雲（＝cloud:クラウド）の絵で表現することが多い

 五十音順 
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ことから、このように呼ばれている。 

 公衆無線 LAN 

ホテルや駅、ファストフード店などに設置された装置を利用して、無線でインターネット接続で

きる技術、またはそのサービス。さまざまな事業者によってサービスが提供されている。不特定多

数が利用することから、ID やパスワードなどを利用してセキュリティ面での配慮がなされている

場合もある。 

 さいたま市総合振興計画 

長期的な展望に基づいて、都市づくりの将来目標を示すとともに、市政を総合的、計画的に運営す

るために、各行政分野における計画や事業の指針を明らかにした、市政運営の最も基本となる計

画。基本計画が、平成 25 年度末をもって満了したことに伴い、平成 26 年度～令和２年度までを

計画期間とした、後期基本計画を策定している。 

 さいたまシティスタット 

市が保有する統計などの様々なデータを、幅広い分野において施策の評価や検証、企画立案や業

務改善に活用する仕組みの総称のこと。 

 サテライトオフィス 

企業または団体の本拠から離れた所に設置されたオフィスのこと。本拠を中心としてみた時に衛

星（サテライト）のように存在するオフィスとの意から命名された。 

 しあわせ倍増プラン 2017 

平成 29年度から令和 2年度までの 4年間に、本市が特に力を入れて取り組むべき事業等を盛り込

んだ計画。 

 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 

SARS-CoV-2といわれる病原体による感染症(COVID-19)。2019年 12月に中国・武漢市で発生した。

新型コロナウイルスの感染拡大を阻止するための喫緊の方策として、治療薬やワクチンの開発・

普及、雇用・家計・事業を守るための取組とともに、接触機会の削減等のため、IT やデータを総

動員した取組が必要とされている。 

 スポーツシューレ 

スポーツ施設とクラブハウスや研修、宿泊などを総合的に併せ持つ施設のこと。 

 スマートシティ 

ICT などの先端技術を駆使して都市や地域の機能やサービスを効率化・高度化することにより、市

民生活の質の向上、健全な経済活動の促進、環境負荷の軽減等を目指し、新たな価値を創出する取

組。 

 スマートフォン 

通話だけでなく、個人用の携帯コンピュータの機能を併せ持った携帯電話。パソコンと同じくウ

ェブブラウザを通じた情報閲覧、メール送受信、電卓、ビデオや写真の撮影や再生、録画・再生、

スケジュール管理、連絡先管理など多様な機能がある。 

 タブレット端末 
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タッチパネル式などの表示・入力部を持った携帯可能な平版状のパーソナルコンピュータ。Apple

社の iPad、Google社の Androidを採用して開発された製品が有名。 

 地域 lCT リーダ 

自治会などの地域コミュニティにおいて、ICTを積極的に活用したり、コミュニティ内の他のメン

バーに ICT に関するアドバイスをしたりなど、地域のデジタル化の推進役や相談役となる人材の

こと。 

 データセンター 

顧客のサーバを預かり、運用・保守を行うための設備を備えた施設。耐震・免震構造の建物である

こと、自家発電設備や高度な空調設備を備えていること、入退室管理や 24時間監視などによるセ

キュリティの確保など、外部からの物理的な攻撃・事故に対しても堅牢性を維持していることが

特長。中央省庁や民間企業では、自身が所有する施設ではなく、このような専門施設にサーバの設

置を委託している例も少なくない。 

 デジタル・ガバメント 

デジタル技術の徹底活用と、官民協働を軸として、全体最適を妨げる行政機関の縦割りや、国と地

方、官と民という枠を超えて行政サービスを見直すことにより、行政の在り方そのものを変革し

ていくこと。 

 デジタルデバイド 

「インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる者と利用できない者との間に生じる

格差」のことをいう。具体的には、インターネットやブロードバンド等の利用可能性に関する国内

地域格差を示す「地理的デジタルデバイド」、身体的・社会的条件（性別、年齢、学歴の有無等）

の相違に伴う ICTの利用格差を示す「個人間・集団間デジタルデバイド」、インターネットやブロ

ードバンド等の利用可能性に関する国際間格差を示す「国際間デジタルデバイド」等の観点で論

じられることが多い。 

 テレビ会議 

専用のシステムやパソコン等を用いて複数の拠点を通信回線により結び、映像や画像を送受信す

ることにより会議を行うこと。 

 テレワーク 

場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のこと。働く場所によって、自宅利用型テレワーク(在宅

勤務)、モバイルワーク、施設利用型テレワーク(サテライトオフィス勤務など)の 3つに分けられ

る。 

 電子申請 

現在紙によって行われている申請や届出などの行政手続を、インターネットを利用して自宅や会

社のパソコンを使って行えるようにしたもの。 

 電子マネー 

一般に、利用する前にチャージを行うプリペイド方式の電子的な決済手段を指す。利用者は、電

子的なデータのやり取りを通じて、現金（貨幣や紙幣）と同じように、モノを買ったりサービス
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を受けたりすることができる。代表的な電子マネー発行主体としては、鉄道会社や小売流通企業

が挙げられる。 

 ビッグデータ 

従来のデータベースでは保管・解析が難しかった巨大なデータ群。主に非構造化データ・非定型的

データ、日々生成される時系列性・リアルタイム性のあるデータを指す。ビッグデータを分析・集

約し、活用することによるビジネスの活性化や、行政においては市民ニーズ分析やサービスの向

上等による行政経営への活用が期待されている。 

 標的型攻撃 

特定の組織を狙って、機密情報や知的財産、アカウント情報（ID、パスワード）などを窃取しよう

とする攻撃。この攻撃では、標的の組織がよくやり取りをする形式のメールを送りつけ、そこにつ

いている添付ファイルやリンクをクリックさせ実行させ、そこからマルウェア配布サイトに誘導

するなどの手口がよく使われる。 

 プッシュ通知 

情報を発信する側から受信者に対して、新規の情報があったことを知らせる通知方法。通常はス

マートフォンのアプリケーション機能により、音や画面変化で新規の情報があったことを受信者

へ知らせる。 

 プラットフォーム 

情報交換を行うための場のこと。空間的場所や、情報交換のための ICT ツール、人的ネットワー

ク等を指す。 

 マイナンバーカード 

マイナンバーの通知後、個人の申請により交付される顔写真入りのプラスチック製カード。マイ

ナンバーの確認と本人確認を１枚で行うことが可能。IC チップ内に電子的に個人を認証する機能

（電子証明書）を搭載している。 

マイナンバーカードの表面は写真入りの身分証明書として、官民問わず広く利用可能であり、マ

イナンバーカードの電子証明書（公的個人認証）の利用には、マイナンバーは使用されていない。 

 ワンストップサービス 

一度の手続で、必要とする関連作業を全て完了させられるように設計されたサービス。または、訪

れた行政機関の窓口で全ての手続を行えるサービス。  



巻末資料 

３．用語解説 

 

６１ 

 

 

 AI 

Artificial Intelligenceの略。人間が行っている知的な行為をコンピュータ上で実現する技術等

を指し、人間が使う自然言語を理解したり、論理的な推論や経験から学習したりするコンピュー

タプログラムやシステム等のこと。 

 BI ツール 

「BI」は「Business Intelligence」の略。組織に蓄積されているデータを、組織の意思決定に活

用できるよう加工・分析するツールのこと。 

 BPR 

Business process reengineeringの略。業務を見直し、再設計（リエンジニアリング）すること。

いわゆる業務改革。 

 EBPM 

Evidence-Based Policy Making(証拠に基づく政策立案)の略。(１)政策目的を明確化させ、(２)

その目的のため本当に効果が上がる行政手段は何かなど、「政策の基本的な枠組み」を証拠に基づ

いて明確にするための取組。 

 GIGA スクール構想 

Society5.0 時代を生きる子供たちにとって、教育における ICT を基盤とした先端技術等の効果的

な活用が求められる一方で、現在の学校 ICT 環境の整備は遅れており、自治体間の格差も大きい

ため、令和時代のスタンダードな学校像として、全国一律の ICT 環境整備が急務という課題意識

から、１人１台端末及び高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備 するとともに、並行して

クラウド活用推進、ICT 機器の整備調達体制の構築、 利活用優良事例の普及、利活用の PDCAサ

イクル徹底等を進めることで、多様な子供たちを誰一人取り残すことのない、公正に個別最適化

された学びを全国の学校現場で持続的に実現させる構想のこと。 

 GIS 

Geographic Information System の略。コンピュータ上に地理的な位置情報のデータ（空間デー

タ）を視覚的に表示、検索でき、高度な分析や迅速な判断を可能にする技術のことで、「地理情報

システム」と和訳される。人工衛星や現地踏査などから得られたデータを、空間、時間の面から分

析・編集することで、科学的調査、土地、施設や道路などの地理情報の管理、都市計画などに応用

することが可能である。最近ではモバイル端末やカーナビゲーションなどで一般的にも利用され

ている。 

 ICT 

Information and Communication Technology（情報通信技術）の略。IT（Information Technology 

(情報技術)）に「Communication」を加え、ネットワーク通信による情報・知識の共有が念頭に置

かれた表現。国際的には IT よりも一般的。 

本市では、「第三次計画」及び「アクション・プラン 2011」まで ITを利用していたが、平成 26年

度より、全庁的に ICTを利用する方針となったため、「第四次計画」及び「アクション・プラン 2015」

以降は、原則として、ICT を利用する。但し、国・県や他外部機関の情報を参照する際に、参照先

 アルファベット順 
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の機関が ITを利用している場合には、そのまま ITを利用している。 

 ICT-BCM 

ICT 部門の業務継続マネジメント。業務継続マネジメントについては、前述の業務継続マネジメン

ト（BCM）を参照。 

 ICT-BCP 

ICT 部門の業務継続計画。業務継続計画については、前述の業務継続計画（BCP）を参照。 

 lCT 推進委員会 

本市におけるデジタル化関連事業の最高決定機関。構成メンバーは、情報政策部長及び各局等の

次長級職員及び区役所部長、その他委員長が必要と認め指名した職員で組織されている。 

 lCT マネージャー 

全庁および局区内の経営の視点から、ICTの面で必要な情報・判断根拠などを提供できる人材。局

区内の横断的な観点からの事業・施策の提言や支援、行政 ICT 施策に対する所属内、関連部署、

全庁的な視点からの評価・調整、局区内のデジタル化の推進を実施する。 

 lCT リーダ 

部署内のデジタル化の推進を管理・監督し、部署内職員の成長を指導することができる人材。事業

支援のための ICT 活用の企画・立案、ICT を利用した業務改善や ICT の活用に向けた啓発等を実

施する。 

 lCT リテラシー 

ICT を適切に利用することができる能力。 

 IoT 

Internet of Thingsの略。あらゆるモノがインターネットにつながる仕組みのことで、モノとは

「様々な物がインターネットにつながること」「インターネットにつながる様々な物」を指す。IoT

が普及すれば、衣服、白物家電、家屋といった様々な物がインターネットにつながる。 

 ｌＴ 

Information Technology(情報技術)の略。情報通信分野の基礎技術から応用技術までこの言葉の

意味する範囲は広く、コンピュータシステムを構成するハードやソフトの技術を指す場合や情報

活用の仕方（方法論）を指す場合もある。国際的には、ITに「Communication」を加えた ICT（＝

Information Communication Technology）が一般的。「第五次計画」では、原則として、ICTを利

用する。 

 LAN 

Local Area Network の略。限られた範囲内にあるコンピュータやプリンタなどを接続し、データ

をやり取りするネットワーク。「構内通信網」と訳されることもある。 

 PDCA サイクル 

Plan-Do-Check-Act の略。PDCA サイクル、PDCA マネジメントサイクルと呼ばれる。計画（Plan）、

実行（Do）、評価（Check）、改善（Act）のプロセスを順に実施し、品質の維持・向上および継続的

な業務改善活動を推進するマネジメント手法。 
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 RPA 

Robotics Process Automationの略。ロボットによる業務自動化を指す。 

 SNS 

Social Networking Service の略。人とのつながりを促進・サポートするコミュニティ型の会員

制 Webサービス。Facebook、LINE、Twitter などがある。 

 

 






