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7-1
・市民
・市役所職員
・市役所の業務

ＩＴの活用で、
行政サービス
の利便性が
向上し、効率
化している。

成果
ITを利用した行政サー
ビスの満足度（％）

- 79 8 83 2 82 5 84 8 83 4 80 8 81 2 横ばい

　指標値は、81.2％と前年比0.4ポイン
ト改善したが目標値には遠く、横ばい
状態である。
　特に「満足」「どちらかといえば満足」
と回答した割合は全体の3.6％と極め
て少なく、前年度4.1％からさらに落ち
込んでいる。一方で「不満」「どちらかと
いえば不満」の割合は、21年度15.2％
⇒22年度16.6％⇒23年度19.2％⇒24
年度18.8%と推移し、満足度を上回る結
果となっている。
　年齢階層別には、若年層になるほど
不満割合が高く、前年度に続き40歳未
満では2割以上が不満を抱えている。
　IT施策の重要度としては、「力を入れ
て欲しい」「できれば力を入れて欲し
い」の割合が、平成20年度30.0％⇒21
年度30.5％⇒22年度30.8％⇒23年度
33.5％⇒24年度33.8%と充実化を求め
る声が増えている。
　スマートフォンの普及やインターネッ
ト通販、デジタルTVのデータ放送など
生活環境面でIT化進んでいるのと比
べると、行政サービスにおけるIT化は
進んでいないと受け止められていると
考えられる。

　コンビニ納付は今年度から拡大して
おり、その効果については経過を見
る。
　電子申請の対象手続きの拡大につ
いての取組みは、庁内説明会の開催
など前年度と同様の取組みを続ける。
　公共施設予約のオンライン化につい
ても引き続き検討を進める。特に、ス
マートフォンの普及は著しいものがあ
るため、このことを踏まえたシステム化
を検討する。

情報化の推進
と管理
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社会
筑後市ホームページ
への年間アクセス数
（ＰＣ，携帯電話）（件）

153,935 182,944 225,272 271,475 272,743 281,867 262,998 300,000 284,864 300,000 順調

　指標値は、前年度落ち込んだ分を持
ち直し、増加に転じた。毎月の訪問者
数が増加しており、これは、ホーム
ページの掲載内容の更新を確実に行
い、最新情報の掲載に努めることとし
た結果であると思われる。
　平成２５年３月には、SNSへの対応な
どを意識してホームページのリニュー
アルをしており、今後、リニューアルの
効果を実現する運用上の工夫が必要
である。

　ホームページのリニューアルに合わ
せて管理運用体制を早期に確立す
る。そのためホームページ管理部会を
定例化する。
　また、新たなホームページではSNS
機能が大幅に向上しており、その活用
を進め、庁内、市民を含めた情報共有
手段としていく。

代替
インターネットを利用し
ている市民の割合
（％）

44 6 45 3 46 4 47 9 50 9 53 3 55 7 57 2 順調

　インターネットを利用している市民の
割合は57.2％と着実に増加している。
　年齢階層別にみると20歳代94.4％、
30歳代97.7％、40歳代87.1％、50歳代
70.0％、60歳代37.5％、70歳代16.1％
と高齢になるほど利用率は低下してい
るが、前回調査と比較してみれば、50
歳代（60.3％⇒70.0%）、60歳代（34.1％
⇒37.5%）、70歳代（13.2％⇒16.1%）と各
階層において利用率が伸びており、イ
ンターネットが幅広い世代で年々普及
していることを裏付けている。

　行政情報の入手に関しては、H25年3
月にホームページをリニューアルして
おり、その利用を高めるために情報発
信体制を確立するとともに、行政手続
きに関しては、電子申請の対象手続き
の拡大に向けての庁内調整を引き続
き行う。また、公共施設予約について
もオンライン化に向けての課題の整理
を進める。
　また、年齢各層においてインターネッ
ト利用率は伸びており、これに対応す
るため、インターネット講座などを計画
する。
　平成２５年度中に、公共施設に公衆
無線LANの導入を検討する。

成果
新着メール・即時配信
メール登録件数（件）

- 235 282 286 272 327 396 2,000 446 1,000 順調

　新着メール登録が前年比18件増加、
即時配信メールが前年比32件増加し、
合計で50件が新たに登録された。
　　H25年3月にホームページがリ
ニューアルされたが、新たなホーム
ページではメール機能を持っていな
い。

SNSを意識したホームページとしてい
ることから、それに関した新たな指標を
設定する。

成果
電子申請を利用して
手続きを行った年間
総件数（件）

- - - - - 952 1,348 - 2,055 1,000 目標達成

　指標値の取り方を変更した（図書の
予約件数を含むようにした。）。
　図書の貸出予約件数を見ても1635
件あり大幅に増えたこと、また、イベン
トの募集の際、電子申請ができること
を合わせて行うこととしたことが結果と
して表れている。

　目標値の見直しが必要。
　募集やお知らせ段階での取り組みは
引き続き行う。
　また、電子申請の対象事務として拡
大できるものの開拓を引き続き進め
る。

成果
電算化により短縮した
業務時間累計（時間）
※（）は年度計

- - - - - - 1,730 -
2,786
(4,516)

2,000 目標達成

　新たに設定した指標。
　指標値は1730hから2786hへと大幅
に増えた。累計では4516hとなる。
目標を達成したこととなり、指標値の見
直しが必要。

　パッケージ主義で、原則、ノンカスタ
マイズとしているが、現場の意見を改
善につなげることは必要であることか
ら、標準仕様として取り込まれるような
ものとして進める。
　また、新たにシステム化できる事務
について、行政評価などを活用し、検
討する。

成果
十分なパソコンスキル
を備えている職員の
割合（％）

65 0 37 0 43 1 47 7 49 2 42 7 35 5 66 9 目標達成

　指標値の取り方を変更した。
　基本的な項目の7割以上活用できて
いる職員は、66.9%いるということで、通
常業務は十分にこなしていると見るこ
とができる。

　指標値の見直しが必要。
　外部講師による研修や大野城研修
を組み合わせることで、指標値の維持
向上を図る。

成果
パソコンのウイルス感
染件数（件）

0 0 0 470 3 4 0 0 0 0 目標達成

　前年に引き続き、目標を達成した。 　新種のウィルスが数多く出てきてい
る状況で、この傾向は、今後も高度化
して続くものと考えなければならない。
これに対応するために、組織を挙げた
取組み・体制が必要であり、専門家に
よるセキュリティ研修を引き続き行う。
　また、内部検討組織を設置し、機能
化を図る。

成果
個人情報漏えい件数
（件）

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 目標達成
前年に引き続き、目標を達成した。 　e-ラーニングによる情報セキュリティ

研修を続ける。

01
情報化による住民
サービスの充実

市民

市民が様々
な情報を容易
に入手でき、
また行政手続
きなどが簡単
にできる。

21年度基本事業名称 17年度 24年度
前期
目標値

23年度
28年度
（目標値）

19年度 20年度18年度 22年度

02
行政情報化の充
実

市役所職員

行政の情報
化が進むこと
で、業務の効
率化と高度化
が進んでい
る。

03
情報セキュリ
ティーの確立

市民
市役所職員

　セキュリティ
対策を強化す
ることで、電
子情報が適
切かつ安全
に管理され、
個人情報が
保護されてい
る。


