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市政運営への市民参画・共働の推進 

 

●福岡市主要施策概要 

  
○福岡市主要施策概要とは 

 「福岡市主要施策概要」は、各種会議及び講演会、並びに来福者や市民への広報資料等とする

ことを目的として、例年作成しているものです。 

 市が取り組む主要な事業及び本市のプロフィールデータ等を掲載しており，リーフレットと福

岡市ホームページで公開しています。 

  

○スケジュール 

 例年 ２月  原案作成 

    ３月  各局照会・校正 

    ４月  リーフレット作成，情報プラザ等で 

ホームページにて公開 

   

    ○関連ホームページアドレス 

     http://www.city.fukuoka.lg.jp/project/ 

 

○実施主体 

 総務企画局 

 

 



- 308 - 

市政運営への市民参画・共働の推進 

 

●福岡市 新・基本計画の公表 

  
○福岡市 新・基本計画とは 

 基本構想の都市像達成に向けて、１５年間の施策展開の方向を総合的、体系的に示した長期計

画のことです。 

現在の計画は、『全市編』を平成１５年３月，『区基本計画』を平成１６年３月に策定していま

す。（平成２７年が目標年次） 

     これら新・基本計画の内容や策定過程について、ホームページで公表しています。 

 

○スケジュール 

 平成１５年３月  福岡市新・基本計画（全市編）を策定。 

平成１６年３月  福岡市新・基本計画（区基本計画）を策定。 

   

    ○関連ホームページアドレス 

     http://www.city.fukuoka.lg.jp/plan/ 

 

○実施主体 

 総務企画局 
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市政運営への市民参画・共働の推進 

 

●アジアのリーダー都市ふくおか!プロジェクト 

  
○アジアのリーダー都市ふくおか!プロジェクトとは 

 総合計画の見直しに向けて，福岡市のめざす「人と環境と都市が調和のとれたアジアのリーダ

ー都市」とはどのような都市なのかという姿、“新しいビジョン”を、みんなで考え、共有しよ

うという取り組みの総称です。 

  

○具体的な取組内容 

平成２３年５月末から、「２５年後の福岡をどのようなまちにしたいか」について、幅広く意

見募集を行いました。 

意見募集にあたっては、新たな手法として、ツイッター、フェイスブックを導入しました。ま

た、有識者へのインタビュー、フォーラムの開催、論文の募集など意見募集の結果を随時ホーム

ページで公表しています。 

 

○スケジュール 

 平成２３年  ５月末  「２５年後の福岡市」について意見募集。 

       ホームページ公開。 

  ９月   中間とりまとめ。 

１２月   新ビジョンの 終とりまとめを予定。 

   

    ○関連ホームページアドレス 

     http://f-shinvision.jp/ 

 

○実施主体 

 総務企画局 
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市政運営への市民参画・共働の推進 

 

●予算編成過程の公表 

 

    ○現状 

 自治体の財政破綻を契機として財政運営に対する市民の関心は高まっており、地方分権の進

展の中で、財政状況に関する認識を共有しつつ、事業の選択や行政サービスの見直しを行って

いくことが求められるなど、市民本位の市政実現に向けた財政情報提供の重要性がますます高

まっています。 

 

○取組内容 

 予算編成のはじめに各局等が財政局に予算を要求した金額（見積額）を市のホームページ上

に公開しています。 

その後、見積額を調整し、予算案がまとまった段階で、主な事業ごとの要求額、予算額、調

整の考え方等をわかりやすく、市のホームページ上に公開しています。(市民公開制度) 

 

○目的・効果 

 財政運営の透明性を確保し、市民への説明責任を果たすとともに、市民の信頼を向上させる

ため。 

   

○スケジュール 

例年１月 予算要求状況等についての情報提供   実施 

例年２月 予算案の調整状況等についての情報提供 実施 

 

○成果指標など 

 ホームページアクセス数(当初予算案のページ) 

・現状値 ４，８００（平成１９年） 

・実績値 ４，７６６（平成２２年度末） 

・目標値 ５，０００（平成２３年） 

     

    ○関連ホームページアドレス 

     http://www.city.fukuoka.lg.jp/shisei/zaisei-shisai-koubai/index.html 

   

○実施主体 

財政局 
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市政運営への市民参画・共働の推進 

 

●道路整備に関するアンケートの実施 

 

○道路整備計画とは？ 

 福岡市の道路の現況やこれまでの道路整備の取り組み、道路整備のニーズ等を基に、効果的・

効率的に道路整備を進めるための実施計画です。 

      現計画は、 

      ■名称：「福岡市道路整備アクションプラン２０１１」   

      ■計画期間：平成２０年度～平成２３年度 

      ■対象道路：福岡市が管理する国道、県道、市道 

      

○現状 

 福岡市では、道路を市民の皆さまにとってより快適で安全なものにするため、道路整備計画

を策定し、計画的・効率的に道路整備を進めています。 

 

○課題 

 本市の財政状況も厳しく、道路関係予算も減少しており、より一層の事業の選択と集中、コ

スト縮減、市民と共働したまちづくり等に取り組む必要があります。 

 

○取組内容 

 道路を利用する方々を対象として、本市の道路の現状や今後の整備の方向性についてご意見

をお聴きするアンケートを２年に１回程度実施します。 

 

○目的・効果 

    道路整備のニーズを把握し、今後の道路整備に活用します。 

    また、その調査結果等をホームページ等でお知らせします。 

  

 ○スケジュール 

   平成２０年１１月 第６回市政アンケート調査において「道路整備」についてのアンケートを 

          実施 

 平成２２年 ６月 第 1回市政アンケート調査において「道路整備」についてのアンケートを 

実施（以降２年に１回程度アンケートを実施） 

○成果指標など 

 道路整備の満足度 

・現状値（平成２０年度) ２５．８％（不満足３３．７％） 

・中間値（平成２１年度末） ４１．８％（不満足４４．０％） 

・目標値（平成２３年度末) ３５．０％ 

    ○関連ホームページアドレス 

     http://doboku.city.fukuoka.jp/ 

○実施主体 

 道路下水道局  
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市政運営への市民参画・共働の推進 

  

●区の主要事業の地域への情報提供について（東区） 

 

○区政運営方針とは？ 

区基本計画において掲げる東区の将来像「すみやすい、あんしんなまち、東区」を目指して、

地域におけるまちづくりについて、広く市民の皆さんに区政の基本目標や具体的な取組事項を

知ってもらうことを目的に、年度当初に定め公表しているものです。 
 

○区主要事業概要とは？ 

当該年度において区内で実施される事業のうち、生活基盤の整備など市民に身近な事業につ

いて、それらを地図で紹介するリーフレットを作成し、市民に広く広報・配布しているもので

す。 
 

○現状 

当区においては、毎年度当初に「区政運営方針」及び「前年度の実施状況の振り返り」を関

係部局へ照会・とりまとめた後、作成したものを広く市民の皆さんに知ってもらえるよう、区

窓口で配布するとともに、自治協議会への配布やホームページへの掲載を行い公表しています。 

また、当該年度に区内で実施される事業において、「区主要事業概要」として地図で紹介す

るリーフレットを作成し、区窓口や情報プラザなどで配布しており、市民の皆さんに情報提供

を行っています。 
 

○取組内容 

１．区政運営方針について毎年度当初に作成し、前年度の実施状況の振り返りとあわせ、区窓

口で配布するとともに、自治協議会への配布やホームページへの掲載により公表します。 

２．区主要事業概要について毎年度当初にリーフレットを作成し、区窓口や情報プラザなどで

配布しており、今後も積極的に情報提供します。 
 

○目的    
 区政の基本目標や具体的な取組事項の市民への周知 

 
○効果   
 １．地域におけるまちづくりの取組の認知度の向上 
 ２．各部署が所管する主要事業のとりまとめによる情報の共有化 
 
○スケジュール 
【区政運営方針】 
例年 ３月～４月 関係部局への照会・「区政運営方針」及び「前年度の振り返り」作成 

５月中旬  区窓口での配布及びホームページへの掲載・公表 
 
【区主要事業概要】 
例年 ４月～５月 関係部局への照会・リーフレット作成 

６月末 区窓口や情報プラザ等にて配布・広報 
 

 ○成果指標など 
     【参考】行政改革プラン指標 
      区政運営方針のホームページへの掲載日  
      ・現状値 ５月１８日 
      ・目標値 ４月３０日 
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市政運営への市民参画・共働の推進 

 
 
    ○関連ホームページアドレス 
     http://www.city.fukuoka.lg.jp/higashi/keikaku/index.html 
 

○実施主体 
 東区 
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市政運営への市民参画・共働の推進 

 

●窓口サービスの向上に向けた取組の情報提供について(東区） 

 

○さわやかプランとは？ 

区役所として、自立的な組織体の実現や、市民サービスの向上に努め、市民満足度の向上を

目指し、区役所の目標像や行動計画を策定したものであり、３ヶ年単位の取組事項をとりまと

めているものです。 
 

○現状 

「さわやかプラン」及びその取組状況については、市民満足度の向上を目指し、目標やその

課題について職員への情報共有化を図っており、平成１９年度に実施した来庁者アンケート結

果については、職員への周知を図るため、全庁的に掲載・公表しました。 

また、これまでの取組結果の検証のため、平成２２年度に来庁者アンケートを実施しており、

結果をホームページにて公表する予定です。 
 

○取組内容 

     １．「さわやかプラン」及びその取組状況については、区職員への情報共有を図るため、区共有

ネットワークに掲載しています。 

 ２．平成１９年度に実施した来庁者アンケート結果については、区職員をはじめ全職員への情

報共有を図るため、全庁ＬＡＮに掲載しました。  

     ３．これまでの取り組み結果検証のため、平成２２年度に来庁者アンケートを実施しており、

結果をホームページにて公表します。 
 

○目的  

 接遇向上・市民サービスの向上を目的とした課題や取組事項の情報共有 
 

○効果  

 市民満足度の向上に向けた市民のニーズや課題について、職員における情報の共有化 
 

○スケジュール 

 通年   さわやかプランの区内情報共有（区共有フォルダへの掲載） 

 ～平成１８年度  第２期さわやかプランの推進、さわやか月間の実施 

 平成１９年度  来庁者・職員アンケート調査の実施、さわやか月間の実施、 

   アンケート結果の全庁ＬＡＮへの掲載 

平成２０年度  第３期さわやかプラン（平成２１～２３年版）の策定 

平成２１年度～  さわやかプランの推進 

平成２２年度  来庁者アンケート調査の実施 

平成２３年度      アンケート調査の集計、ホームページへの掲載・公表 

            アンケート調査結果を活用した課題分析の実施 

 

○成果指標など 

【参考】行政改革プラン指標 

 窓口待ち時間等に対する満足度 

 ・現状値 ７２．２％（１９年度）２２年度の数値については、現在集計中 

 ・目標値 ７４％ 
 

○実施主体 

 東区 
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市政運営への市民参画・共働の推進 

 

●多々良川ゆめプラン 

 

○多々良川ゆめプランとは 

     東区を代表する地域資源である多々良川について、自然や歴史などの魅力を再発見するととも

に課題を認識し、流域住民や NPO・ボランティア団体及び流域自治体が共働して、活動を連携さ

せ又は新たな活動を創出するなどの具体的な方向性を定めることにより、多々良川の魅力を高め

るとともに、多々良川を活かしたまちづくりを推進しています。 

 

○多々良川ゆめプランホームページとは 

このホームページでは、多々良川の「歴史」「役割」「生きもの」などの教材に加え「流域で活

動しているＮＰＯ・ボランティア団体等が企画している行事（自然観察会・河川清掃等）」に関す

る情報やブログを公開しています。 

 

○目的 

     多々良川に関する教材や流域で活動しているＮＰＯ・ボランティア団体等が主催する「自然観

察会・河川清掃等」を積極的に案内することを通して、東区住民に多々良川を身近に感じていた

だき、気軽に多々良川の魅力づくりに参画してもらうことを目的としています。 

 

○スケジュール 

     平成１９年度  公開 

 

○成果指標 

ホームページ更新頻度  随時 

 

○関連ホームページアドレス 

 http://tatarayume.org/ 

 

○実施主体 

東区 
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市政運営への市民参画・共働の推進 

 

●区の主要事業の地域への情報提供について（博多区） 

 

○区政運営方針とは？ 

区基本計画において掲げる博多区の将来像「歴史と伝統が息づき、いきいきと安心して人が

暮らし、にぎわうまち」を目指して、地域におけるまちづくりについて、区の基本目標や具体

的な取組事項を、年度当初に定め公表しています。 
 

○現状及び取組内容 

当区においては、毎年度当初に「区政運営方針」を関係部局へ照会・とりまとめた後、自治

協議会への配布やホームページへの掲載を行い公表しています。 

また、当該年度に区内で実施される生活基盤の整備など市民の皆さまに身近な事業について、 

パンフレット『博多区の主な事業』を作成し、公民館をはじめとする公共施設に配付し、市民

の皆さまに情報提供しています。 

 

○目的  

 区の基本目標や具体的な取組事項の市民への周知 

 

○効果  

 １．地域におけるまちづくりの取組の認知度の向上 

２．各部署が所管する主要事業のとりまとめによる情報の共有化 

 

○スケジュール 

【区政運営方針及びパンフレット『博多区の主な事業』】 

例年 ４月～５月 関係部局への照会・「区政運営方針」作成 

例年 ５月～６月 パンフレット作成 

     ６月末 地域及び関係窓口にて配布・広報 

 

○成果指標 

 区ホームページアクセス数 

  当初 平成１８年度 １２６，０２８件 

  現状 平成２２年度 ２１５，３７０件 

     平成２３年度  ５０，５０７件（平成２３年６月末現在） 

 

○関連ホームページアドレス 
http://www.city.fukuoka.lg.jp/hakataku/kikaku/shisei/hakatakuhoushin/H23kuseiuneihou
sin.html 

 

○実施主体 

 博多区 
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市政運営への市民参画・共働の推進 

 

●区の主要事業の地域への情報提供について（南区） 

 

南区内の主要な事務事業を区民に紹介するパンフレット「南区の主な事業」について、より

わかりやすいものとなるように内容を充実すると共に、自治協議会や公民館など地域への配布

や南区ホームページへの掲載により、広く区民への周知を図ります。 

 

○「南区の主な事業」とは？ 

当該年度において区内で実施される事業のうち、地域コミュニティ、子育て、健康づくり、

防犯・防災など市民に身近な事業を紹介するパンフレットです。 

 

○現状 

年度当初にパンフレットを作成し、自治協議会や公民館など地域への配布や南区ホームペー

ジへの掲載することで、市民の皆さんに情報提供を行っています。 

 

○取組内容 

パンフレットを年度当初に作成し次の方法で、市民の皆さんへの情報提供を行っています。 

 ・自治協議会や公民館などの地域への配布 

 ・区役所や区市民センター、情報プラザなどの窓口での配架 

 ・南区ホームページへの掲載 

 

○スケジュール 

例年 ３月～４月中旬  関係部局への照会 

例年 ４月下旬     リーフレット作成 

  例年 ４月下旬～    地域及び区役所などの窓口にて配布・南区ホームページ掲載 

  

○成果指標など 

  地域団体など配布先の数 

   ・現状値 ６２（平成２３年度） 

   ・目標値 ６２ 

  

○実施主体 

   南区 
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市政運営への市民参画・共働の推進 

  

●南区校区よかとこ再発見 

 

まちづくりの第一歩は、自分の住んでいるまちを知ること、再認識することから始まるとい

う考えに沿って、「南区よかとこ再発見」リーフレットの作成が平成１０年度から１４年度に

かけて行われました。 

せっかく作成した地域の貴重なデータをこのまま眠らせておくのではなく、少しでも多くの

方の目に触れ、活用してもらうために、当時のデータのままホームページで公開しています。 

 

○「南区校区よかとこ再発見」とは？ 

地域に密着したまちづくりを住民と一緒に進めていくため、地域住民代表や学識経験者を委

員とした「南区まちづくり活動協議会」が取り組んだ事業の一つで、各校区の名所旧跡、地域

の祭りなどを校区の方々自ら調査・取材し、記事を編集したリーフレットを作成しました。 

 

○現状 

「南区よかとこ再発見」に掲載されている記事の内容は、リーフレットが作成された平成１

０年度から１４年度当時の情報に基づいており、ホームページにおいても、作成当時の情報で

あることをお断りしたうえで掲載しています。 

      一方で、時間の経過とともに現況と異なっている箇所も散見されます。リーフレット作成の

趣旨を勘案しますと、地域住民の方々に再度取材をしていただき情報更新をしていただく方法

が考えられますが、このリーフレットを作成した「南区まちづくり活動協議会」は平成１５年

度をもって解散しており、また、地域住民の方々に情報更新のご負担をおかけすることになる

ことなどから、実現に至っておりません。 

      作成当時の南区内の各校区の状況がうかがえる資料として、また、「南区まちづくり活動協議

会」の当時の活動の一端を知る貴重な記録としてご覧いただければと思います。 

 

      （作成校区） 

平成１０年度  三宅、西高宮、曰佐、大楠、若久、長住、弥永西、東若久、大池、塩原、

柏原、横手 

       平成１１年度  花畑、西花畑、長丘、鶴田 

平成１２年度  玉川、宮竹、老司、弥永、西長住 

       平成１３年度  野多目、高木 

       平成１４年度  筑紫丘、東花畑 

 

○実施主体 

   南区 
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市政運営への市民参画・共働の推進 

【南区よかとこ再発見】ホームページ画面 
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市政運営への市民参画・共働の推進 

 

●「城南区役所への提案」の実施 

 

○現状 

区役所庁舎内に設置した提案箱や、区ホームページを通して、市民から城南区役所に対する

提案を募り、提出された提案に対する区の考え方や、実際に改善された事例を区役所１階掲示

板で公表する「城南区役所への提案」制度を実施しています。 

区の提案に基づいた改善事例については、１年間の事例を取りまとめ、区掲示板、区ホーム

ページで公表しています。 

 

○目的 

城南区役所が市行政の 前線を担う組織として、市民意識を十分に踏まえた行政サービスを

提供するため。 

 

○取組内容 

１．区役所２カ所、及び城南保健所、城南市民センターに設置する提案箱で市民からの提案を

受理しています。あわせて、区ホームページで提案を募っています。 

２．受理した提案について区長まで報告するとともに、毎月、区議の中で全課に内容及び対応

状況を周知しています。 

３．提案者へ回答するとともに、改善事例、回答を区役所１階で公表しています。 

４．改善事例は、１年間分を取りまとめ、年度末に区掲示板及び区ホームページで公表してい

ます。 

  

    ○成果指標 

     提案に基づく改善件数（累計） 

     当初   平成１８年度   ６件 

     現状   平成２１年度末 ４５件（目標値３０件達成） 

  

○実施主体 

   城南区 
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市政運営への市民参画・共働の推進 

 

 ●「情報の提供・広報の充実」及び「わかりやすく快適なサービスの提供」（早良区） 

 

早良区が提供している市政だより（区版）や区ホームページなどの広報を充実させ、区民に

とって必要な情報を適切に提供します。 
 

○現状 

市政だより（区版）は、毎月２回（１日号と１５日号）発行される市政だよりの 終ページ

（１５日号は 終ページから２ページ）に掲載しています。早良区各課からのお知らせや地域

活動の取材記事を掲載しています。 

区ホームページは、区役所で行っている各種手続きの方法や区内で行われるもよおしの情報

などを各担当課が随時掲載、更新しています。  
 

○課題   

 より多く、より分かりやすく情報を提供できる仕組み作り。 

 

○取組内容 

１．市政だより（区版）では、１５日号の１５面にイベント情報や保健福祉センターだよりな

どのお知らせ記事を、１日号と１５日号の１６面に取材記事などの読みもの記事を中心に

掲載します。 

２．区ホームページでは、掲載コンテンツ作成数を増やして身近な情報を数多く掲載します。

また、区内の見どころを整理して、区内の観光情報として掲載します。 
 

○目的 

 区（市）民が受け取る情報の質・量の向上 

 

○効果 

１．記事の構成を区別することで誌面が読みやすくなり、必要な情報を確実に受け取ることが

できます。 

２．必要な時に必要な情報を適切に提供します。また、区内の見どころを知ることで区に愛着

を持ってもらうことを期待します。 

 

○スケジュール 

【市政だより（区版）】 

平成１９年度～ 市政だより（区版）の１日号と１５日号を区別。 

【区ホームページ】 

平成１８年度～ 区内の見どころを取材する「よかとこ情報探検隊」を区民から募集し結成。 

        取材内容を区ホームページに掲載。 

 

 ○成果指標など 

    区ホームページアクセス数   

目 標 値 実 績 値 

－ － １８年度実績値 １０万 

２１年度中間目標値 １３万 ２１年度実績値 １４.５万 

－ － ２２年度実績値 １６.９万 

２３年度 終目標値 １５万 ２３年度実績値 － 
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市政運営への市民参画・共働の推進 

 

    ○関連ホームページアドレス 

     http://www.city.fukuoka.lg.jp/sawara/ 
 

    ○実施主体 

 早良区 

 

 

 

 



- 323 - 

市政運営への市民参画・共働の推進 

 

●区の事業の地域への情報提供（西区） 

 

現在、西区内の各公民館で毎月発行している「公民館だより」や各校区の自治協議会で発行

している「自治協だより」を福岡市ホームページ（西区版）で紹介し、校区住民及び広く一般

市民に対し、区の事業や地域で行われている事業の情報提供を行います。 

 

○現状や課題 

「公民館だより」については、全館が毎月発行していますが、「自治協だより」については

各校区まちまちで、発行していない校区もあるため、校区情報を住民の方に提供するためにも、

発行を促していきます。 

 

○取組内容 

公民館だよりについては毎月、自治協だよりについては、新しいものが発行され次第、随時

ホームページの更新を行います。 

 

○スケジュール 

平成１９年度～ 毎月、ホームページを更新 

 

    ○関連ホームページアドレス   

     （西区内の公民館だより） 

http://www.city.fukuoka.lg.jp/nishiku/t-shien/charm-event/001.html 

（西区内の自治協議会の広報紙紹介） 

 http://www.city.fukuoka.lg.jp/nishiku/t-shien/life/001.html 

 

○実施主体    

 西区 
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市政運営への市民参画・共働の推進 
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市政運営への市民参画・共働の推進 

●福岡市議会ホームページによる情報提供 

 

  福岡市議会ホームページは平成１２年に開設しました。議会のしくみ、議員名簿、議案、会

議結果、請願・陳情の提出方法、議会用語集、会議録などを掲載しています。また、平成１９

年に開設した「市議会☆情報ＢＯＸ」には委員会配付資料や議会事務局作成資料、福岡市・国

などの予算・決算等のサイトへのリンク等さまざまな情報を掲載しています。 

 

○取組内容 

・迅速かつ積極的な情報発信を行っています。 

 ・議案や会派別賛否状況の掲載等、掲載項目を順次拡大し、ホームページ充実を図っています。 

 ・アンケート調査の実施による利用者ニーズ等の把握に努めます。 

 

○スケジュール 

 平成１２年３月  市議会ホームページ開設 

 平成１９年２月  全面リニューアル 

 平成１９年４月  議会情報提供用ホームページ「市議会☆情報ＢＯＸ」を開設 

 

○成果指標など 

 トップページアクセス数  ６５，３１７件（平成２２年度） 

 

○関連ホームページアドレス 

 http://www.city.fukuoka.lg.jp/gikai/ 

 

○実施主体 

 市議会 

 

＜福岡市議会ホームページ＞ 
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市政運営への市民参画・共働の推進 

 

●開かれた議会（ネットワークを活用した議会放映） 

 

  市民に開かれた議会として広く議会活動を伝えるため、定例会・臨時会の本会議の模様をイ

ンターネットを通じて配信するインターネット議会放映（ライブ・録画）と、区役所及び区出

張所のロビー等に設置しているテレビでの議会放映（ライブ）を実施しています。 

 

○取組内容 

 （インターネット議会放映） 

・ライブ放映については、本会議の模様を開会から閉会まで配信しています。 

・録画放映については、会議のあった日から概ね３日以内に配信を開始します。 

 

 （区役所等における議会放映） 

 ・議会放映実施時は、放映場所付近に会期日程や発言内容を掲示して周知を図っています。 

 

 利用者ニーズ等を把握するため、議会放映を含む議会広報について、ホームページ上でアン

ケート調査を実施しています。（平成２３年１０月開始） 

 

○スケジュール 

 （インターネット議会放映） 

  平成１９年 ９月  インターネット議会放映開始 

  

 （区役所等における議会放映） 

  平成１８年 ２月  本庁１階ロビーにて本会議放映の開始 

  平成２０年１２月  区役所１階ロビーにて本会議放映の開始 

  平成２３年 ６月  区出張所１階ロビーにて本会議放映の開始 

 

○成果指標など 

 インターネットライブ放映アクセス数          ６，９１４件（平成２２年度） 

    〃   録画放映アクセス数 ※庁内視聴を含む   ３９，８１３件（平成２２年度） 

 

 区役所議会放映の認知度  ３．９０％（平成２２年度市政アンケート調査） 

 

○関連ホームページアドレス 

 （インターネット議会放映） 

  http://www.gikai-tv.jp/dvl-fukuoka/index.html 

 

 （区役所等における議会放映） 

  http://www.city.fukuoka.lg.jp/gikai/info/wardoffice.html 

 

○実施主体 

 市議会 
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市政運営への市民参画・共働の推進 

 

＜議会放映の仕組み＞ 

 

議 場 

本会議の 

映像・音声 

内部ネットワーク インターネット 

本会議の模様を放映 

区役所・区出張所 議会放映ホームページ 

配信サーバ 配信サーバ 
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市政運営への市民参画・共働の推進 

 

＜閲覧ページへの入り方＞ 

 

クリック 

ライブ映像を 

見る 

録画映像を 

見る 

市議会ホームページトップページ 

議会放映トップページ 
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★コラム★議会事務局の情報化について                   

議会事務局では、議会の情報を広く市民へお知らせするため、インターネットのホームページを利用

して、会議日程や会議結果など掲載するとともに、ホームページ上に会議録検索システムを構築してい

ます。 

平成19年９月からは、インターネット上で本会議の放映（ライブ・録画）を開始し、本会議のライブ

放映は、本庁１階ロビーや区役所・区出張所１階ロビーでも実施しています。 

また、議員が質的・量的に充実した情報を活用するためのツールとして、市議会ホームページ上に「市

議会☆情報ＢＯＸ」を設置し、市議会の情報のほかにも、市政情報や国等の情報などを幅広く掲載して

います。同システムの活用により、紙媒体の削減によるコスト削減を図っています。 

これらの取組は、各会派の議員で構成された「議会活性化推進会議」における協議結果を受けて実施

しています。 

 

 

 

 

 

 

◆福岡市議会ＵＲＬ 

 

 http://www.city.fukuoka.lg.jp/gikai/ 

会議日程 

議案、会議結果 

議員名簿 

傍聴案内 

請願・陳情案内 

会議録検索 

本会議の放映（ライブ・録画） 

市議会☆情報ＢＯＸ      etc. 

【福岡市議会ホームページ】 

【議会放映】 

インターネット 

市役所本庁舎 

区役所・区出張所 

      で実施 
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夏休み中には、小学生の子供と福岡市のホームページを見ています。 

小学生絵画コンクールの情報をさがす時には、「市民参加」→「募集・公募」をクリックします。市政だよ

りより一足先に発見する事もありますし、詳しく募集内容を知る事が出来ます。前年度の受賞作品を「す

ごいねー。上手だねー！」と拝見することもできます。 

 

催し物をさがす時は、「イベント情報」でさがします。市役所西側ふれあい広場などのイベントを調べて親

子で出掛けていきます。 

体験型イベントでは、前もって往復ハガキや電話・ＦＡＸなどで申し込みをしないと参加出来ないものも

あるので、ぜひ開始日時だけでなく、事前申し込み〆切日順に並べて見やすく、わかりやすいページをお

願いしたいと思います。 

 

そして私が今、注目しているのは「屋台課長のバリカタブログ」です。屋台課長が、屋台に関する現在の

動きや、現状などを発信しているコーナーです。『本日のバリカタ更新は以上です！』でしめる所が、本当

にカタイ文面でビックリですが、だんだんとオモシロク楽しみになってきています。２０１０・８・４屋

台指導同行の記事に、（大人数になってしまい、あの辺りにいた方は、お騒がせしました。）とありました。

こういう言葉って、ほっとします。ブログの写真より狭い道幅にも屋台はありますし、人とすれちがうの

に注意が必要ですもの。子供の頭や顔の高さで、ハンドバックの角がガツンと当たるし、自転車もビュン

ビュン走り、路上禁煙地区にもかかわらず火のついたタバコを手に歩く人もまだいらっしゃいますから。

街路樹の位置も再認識していただきたいし、総合的に現状を見ていただきたいと思っています。 

 

では、ホームページをチェック！しまーす。 

 

 

 



- 331 - 

行政事務のさらなる効率化 

 

●財務会計システムの運用 

 

○財務会計システムとは？ 

コンピュータネットワークで市の本庁舎及び各出先機関を結ぶことにより、市で管理するお金

（公金）の収入や支出、決算などの財務会計に関する事務処理を、正確かつスムーズに行うため

のシステムのことです。 

再構築を終え、平成２０年度に稼働を始めた現在の財務会計システムは、利用時間の延長など

による利便性の向上、専用パソコンの廃止による経費削減に加え、データ連係処理による事務量

の削減、正確性の向上など、わかりやすく、的確で、合理的な会計事務の実現に寄与しています。 

 

○今後の取組 

よりわかりやすく、使いやすいシステムとするために、マニュアル等の充実や安定稼働の実現

に取り組みます。 

 

 

○実施主体 

会計室 
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行政事務のさらなる効率化 

 

●市民の声データベースシステムの運用 
 

○「市民の声データベースシステム」とは？      

福岡市の広聴部門には各種広聴事業を通して市民からの様々な意見・要望・提案などが集ま

ります。これらの情報を蓄積、分析するために「市民の声データベースシステム」を平成１３

年度に稼働させました。 

全庁ＯＡシステムとして閲覧・検索することにより、本市職員が、自らの関連業務のみなら

ず、広く市民ニーズを把握し、業務見直しの参考とし、施策に反映できるようにしました。 

広聴部門と業務担当課の情報交換に全庁ＯＡの電子メール機能を活用することにより、市民

からの苦情や要望等に迅速に対応できるようになり、また、事務処理の進捗状況を把握できる

ようになりました。 

     

○現状 

  平成１３年度より稼働 

  平成２２年３月末から新システム稼働 

 

○目的・効果  

  事務の効率化、情報共有化と市民サービスの向上 
 

○実施主体  

      市長室 
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行政事務のさらなる効率化 

 

●全庁ＯＡシステムの運用 

 

○全庁ＯＡシステムとは？      

コンピュータネットワークで市の本庁舎及び各出先機関とを結び、職員間や組織間の情報

交換、情報共有をおこなうことで、事務の効率化・高度化などを図るシステムのことです。 

    具体的な内容としては、 

１．電子メール（職員間及びインターネット又は総合行政ネットワーク（LGWAN）

経由の外部とのメール交換） 

２．電子掲示板（主に期間を限定した各所属等からの情報発信） 

３．情報共有（各種計画書等恒常的な情報の共有化） 

４．その他（例規・法令集、職員録など） 

    で構成されています。 

 

○目的と効果 

■事務の効率化について 

１．電子メールや電子掲示板等の活用により、情報伝達の迅速・正確化、文書の複写・配

布等の作業の軽減、出先機関等との文書連絡事務が軽減されます。 

 ２．情報の電子化により、部局間で情報が共有化され、また、既存情報の再利用・有効活

用の推進が図られます。 

 

■事務の高度化について 

１．インターネット及び総合行政ネットワーク（LGWAN）との接続により、国・県や他自治

体をはじめ、いろいろな情報を迅速かつ的確に収集することが可能となり、本市の施

策立案等に役立てることができます。 

２．事務処理マニュアルやＱ＆Ａなどの実務知識が集約化・電子化でき、これらを机上パソ

コンから容易に参照できるようになり、事務処理の標準化が図られます。 

 

■ペーパーレスの推進について 

１．市広報、例規など庁内での配布物等を電子化することにより、紙の使用量の低減、印刷

経費の低減、保管スペースの低減が図られます。 

 

■市民サービスの向上について 

１．問い合わせ先の所属のメールアドレスを公開することにより、インターネットを経由し

て、直接、市民の方とのやりとりが可能になります。 
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○スケジュール 

  平成１１年 １月  本庁舎・北別館で電子メール・掲示板稼動 

   平成１１年 ４月  情報共有システム稼動 

   平成１１年 ６月～ 港湾局、消防局等接続 

   平成１２年 ５月  インターネット接続 

    平成１２年１０月  区役所、水道局接続 

平成１３年 １月  交通局接続 

    平成１３年１０月  総合行政ネットワーク（LGWAN）接続 

    平成１３年１０月  美術館、博物館、市民病院等 局・部相当の出先機関３５箇所に 

～平成１４年２月  順次接続 

      平成１４年１０月～ 課相当その他の出先機関９２箇所に順次接続 

      （市民センター、保育所、消防出張所等） 

   平成１５年１０月～ 外郭団体と順次接続 

   平成１８年１０月  各学校（ユーザは、校長、教頭、事務職員）接続 

   平成２０年 １月  学校教職員、一部の嘱託員をユーザに追加 

 

○実施主体 

 総務企画局 
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行政事務のさらなる効率化 

 

●システム 適化の検討 
 

○システム 適化とは？      

 長年の運用により、複雑化する情報システムと固定化・硬直化するコスト* に対応するため、

業務を制度面・運用面から見直すと共に、情報システムの共通化・統合化等を行うことで、業

務運営の簡素化・効率化を推進するものです。 

* P12 (2)情報化を推進する過程での共通課題 「複雑化する情報システムと固定化・硬直化するコスト」  

 参照 

 

○取組内容 

      情報システム課や各所管課で運用している情報システムについて次のことに取り組みます。 

・システム再構築の検討 

・システム再構築に伴う業務手続きの見直しの検討 

      ・サーバーの共用化など現行システムの効率化 

      

○スケジュール 

     平成２０年度～   システム再構築の検討及び現行システムの効率化実施 

 

○成果指標など 

総務企画局行政部情報システム課における基幹的な業務システムの運用経費 

・目標値 再構築完了後３０％程度削減 

 

○実施主体 

 総務企画局 
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●文書管理システム利用の推進 

 

○文書管理システムとは？ 

 文書の収受から起案、決裁、保存、廃棄にいたる事務処理を一体的に管理するものです。 

 

○現状 

  平成１８年４月から運用を開始し、職員の当システムの効率性についての認識が向上してい

ます。今後、適宜システムの改修を行い、利便性を高めるとともに電子化を一層進めます。  

 

○取組内容 

１．システム運用開始前及び運用開始後の平成１８、１９年度に各課１名程度を対象に利用方

法の研修を行いました。 

２．平成１８年度においては、希望する課に出張研修を行いました。 

３．委託業者によるシステムのヘルプデスクを常駐させ、利用方法等の問い合わせに対応して

います。 

 

○目的 

 文書管理システムの適正な利用を促進し、事務の効率化を図ります。 

 

○効果 

１．文書の収受、検索、起案、合議、ファイル綴じ込み等の事務の効率化を図ります。 

２．ペーパーレス化により紙の使用量及び保存スペースの削減を図ります。 

３．文書情報のデータベース化が図られ、インターネットで公文書目録（件名、作成課等）を

閲覧できることとなり、行政運営の透明性及び市民の利便性が向上します。 

   

○スケジュール 

 平成１７年度   文書システムの構築 

平成１８年４月１日～  文書システム運用開始 

平成１９年１１月１日～  公文書目録の閲覧開始  

     平成２３年度          機器の更新等を予定 

 

○成果指標など 

文書の電子化率 

・現状値 １４．３％（平成２２年度） 

・目標値 ２５％  （平成２５年度） 

 

○実施主体 

 総務企画局 
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●庁内報「ふく・よか」通信の発行 

 

○庁内報とは？ 

      庁内報とは、企業でいうと「社内報」にあたるものです。本市では、市民サービス向上のた

め、職員間の情報共有・コミュニケーション活性化を目的に発行しています。市の重要施策の

動きなど、市職員として知っておくべき情報を掲載しています。 

     

    ○現状や課題 

「ふく・よか」通信は、庁内ＬＡＮの環境を利用して職員が各自のパソコンから閲覧できる

ようにしています。紙による発行に比べ、印刷費用や用紙の使用量を抑制でき、リンク機能に

より関連情報へのアクセスも容易です。 

一方で、現時点ではアクセス数が全職員数に対して十分な数に達していないことが課題です。 

 

○取組内容 

 平成２２年度からは月１回の冊子編集方式から記事ごとに電子掲示板へ掲示する方式に変更

し、１０４件の記事を随時掲載しました。平成２２年度は月１回の冊子編集方式から記事ごと

に電子掲示板へ掲載する方式に変更し、よりタイムリーな情報提供を目指します。 

 

○スケジュール 

平成２２年度～ 発行方法の変更・実施 

      

    ○成果指標など 

     アクセス数（１か月あたり平均） 

      現状値 １５，２７６件（平成２２年度分）※平均月８件記事掲載 

目標値 １５，０００件 

 

○実施主体 

 総務企画局 

 庁内報「ふく・よか」通信で 

タテ・ヨコ・ナナメコミュニケーション 

市民サービス向上 

課題への気づき 

的確な情報提供 

市民の声の共有 
方針・計画の浸透 

「ふく・よか」通信 
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●広告事業の推進 

○現状 

  現在、市政だよりやホームページへの広告掲載、市営地下鉄、市営渡船の公共交通機関への

広告掲出など、様々な広告事業に取組み、広告収入を確保しておりますが、本市の財政基盤を

強化し、必要な市民サービスの維持向上を図るため、新たな財源の確保を目指して、より一層

の広告事業の拡充に取り組む必要があります。 

  そこでより効率的、効果的に広告を募集していくため、広告募集に関する窓口を一元化し、

本市ホームページ上に「広告事業のご案内」のページを作成し、広告募集に関する情報を掲載

しました。 

 

○課題 

これまで行ってきた広告掲載の事例をホームページ上で紹介するなど、広告事業の認知度を

高めていく必要があります。 

 

○取組内容 

  本市のホームページ上に「広告事業のご案内」のページを設け、その中の項目を、新着情報、

公募情報コーナー、書式ダウンロードコーナー、企業情報登録コーナー、各種情報コーナーに

分けて、広告掲載を考えている広告代理店等に対し情報提供を行っています。 

 

○目的 

 広告代理店等に対する本市の広告募集情報の提供 

 

○効果 

  広告募集情報を一元化し、情報提供することにより、効率的、効果的に広告募集を行うこと

ができます。 
 

○スケジュール 

平成１９年度 福岡市ホームページに「広告事業のご案内」を開設し、広告事業の紹介や広告

募集のお知らせを配信 

平成２０年度 「福岡市広告情報メールマガジン」を発行し、広告募集のお知らせを配信 

平成２１年度 継続運用 
 

○成果指標など 

「広告事業のご案内」ページアクセス数 

・現状値 ９４４件/月（平成２３年７月） 

「広告情報メールマガジン」の登録数 

・現状値 １０８４ユーザー 
 

○関連ホームページアドレス  

 http://www.city.fukuoka.lg.jp/ad/index.html 

 

○実施主体  

 財政局 
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    ●ＣＡＬＳ／ＥＣ（電子納品）の推進 

 

○ＣＡＬＳ／ＥＣとは？ 

      ＣＡＬＳ／ＥＣとは「公共事業支援統合情報システム」の略称です。 

   この取り組みは、公共事業のライフサイクル（計画、設計・積算、入札契約、施工、納品、

維持管理）の各段階で発生する各種情報（図面、地図、書類、写真等）を電子化し、ネットワ

ークを介して一元的に共有することによって、コスト縮減と公共施設の品質確保・向上を図る

ことを目的とするものです。 

  

○現状 

  平成２０年１０月より、電子納品の運用を開始しており、今後、施工、保全、計画などの各

業務の情報共有が充実し展開するための検討を行ってまいります。 

 

○取組内容 

 【土木】 

  <設計>土木工事に係る測量、調査及び設計の全ての委託業務 

  <工事>土木工事のうち一般土木、舗装、造園、港湾土木、Ｐ・Ｃ、管２種で、設計金額が7,000

万円以上の工事  

【営繕】  

  <設計>建築設計、構造計算、建築積算、設備設計、設備積算、測量、地質調査の全ての委託

業務 

 <工事>建築工事で設計金額が2,000万円以上の工事 

     電気、管、機械の工事で設計金額が 1,500 万円以上の工事または、建築、電気、管、

機械工事で設計金額が250万円以上かつ発注課で電子納品が必要と判断した工事 

 

○スケジュール 

 平成１７年１０月～平成２０年９月 電子納品試行運用 

 平成２０年１０月～    電子納品運用開始 

 

    ○関連ホームページアドレス 

     http://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/gijutsukanri/business/004.html 

  

○実施主体 

  財政局 
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 行政事務のさらなる効率化 

 

●地理情報システム（ＧＩＳ）の業務利用の推進 

 

○地理情報システム（ＧＩＳ）の業務利用の推進とは？ 

      場所や範囲などの位置情報や業務情報を地図とともにデジタル化し、机上のパソコンで職員が

地理的に把握したり、分析ができるようにして業務での利用を図っていくことを言います。 

 

○統合型地理情報システム（ＧＩＳ）とは？ 

      複数の部署が必要としている個別のデータ（例えば道路、建物、行政情報など）を各部署が利

用できるように共有化し、庁内を横断的に利用していく地理情報システムのことを言います。 

 

○統合型地理情報システム（ＧＩＳ）導入の効果 

 データの重複整備を防ぎ、各部署の情報交換を迅速にすることで、行政の効率化・高度化が可

能となり市民サービスの向上につながります。 

 

    ○現状 

 本市ではこれまでに各部署で個別にＧＩＳを導入し、市民サービスの向上や業務の効率化を進

めてきました。しかし、各部署が持っている情報の共有化が図られていなかったり、 新の情報

に更新されるまでの期間が整理されていなかったりという課題がありました。 

 これらの課題を解決するために、相互利用ができる情報を共有し、データの重複投資も防げる

統合型地理情報システム（ＧＩＳ）の導入の検討を進めてきましたが、平成１８年度に旧土木局

（現：道路下水道局）の各部署に存在する各種地理情報をサーバー上で一括管理するために「土

木局ＷｅｂＧＩＳ」を構築し、平成１９年度に試行運用を行い、平成２０年度に「福岡市Ｗｅｂ

ＧＩＳ」として本格運用を開始しています。 

 

○課題 

 ＧＩＳを全庁で活用できるようにするための仕組み作り 

 

○取組内容 

１．福岡市ＷｅｂＧＩＳの本格運用にあたり、道路下水道局の道路台帳図や住宅都市局の都市計

画図等の業務情報を共有します。 

２．業務で地図を利用するものについては、積極的に福岡市ＷｅｂＧＩＳを活用することにより、

業務の効率化を図ります。 

                          

○目的 

 行政の効率化・高度化と市民サービスの向上 

 

○効果 

 １．データの重複整備の防止 

 ２．各部署が所有している地理情報の交換の迅速化 

 



- 342 - 

行政事務のさらなる効率化 

○スケジュール 

 平成１８年度  システム構築 

 平成１９年度  土木局ＷｅｂＧＩＳの試行運用 

         システム基盤地図データ整備（道路台帳図のデジタル化） 

  「地理空間情報活用推進基本法」の成立 

     平成２０年度  福岡市ＷｅｂＧＩＳの本格運用 

     平成２０年度～ 全庁的な利活用（統合型ＧＩＳ）の推進 

             ＧＩＳを利用した市民への情報提供手法の検討 

 

 ○成果指標など 

  システム利用部署数（課数） 

・実績値 ６６（平成２２年度） 

・目標値 ６６（平成２３年度） 

 ○実施主体 

  財政局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（出典）総務省資料
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●市有建築物保全情報システムの運用 

 

○市有建築物保全情報システムとは？ 

      市有建築物保全情報システムは、市有建築物の保全情報（建物の基本情報、工事履歴、保守

の履歴、光熱水費等の運営情報、建物を構成する部材・機器の劣化情報など）を一元的に管理

し、共有化して活用するシステムを言います。 

 

○現状 

  平成１９年３月に市有建築物保全情報システムを構築し運用を開始しました。このシステム

は、平成１５年度から収集した約４５０施設の保全情報をデータベースとして管理しています。  

  本市では平成２０年度に「福岡市アセットマネジメント基本方針」を策定し、計画的な維持

管理による施設の長寿命化と投資の平準化、施設運営・保守管理の効率化、既存施設の有効活

用などの取組み（アセットマネジメント）を推進しており、市有建築物保全情報システムを活

用しています。 

 

○取組内容 

平成２０年度から市有建築物保全情報システムを活用して、一般建築物のアセットマネジメ

ント実行計画の作成などの支援を行っています。 

 

○目的 

 行政の効率化 

 

○効果 

 １．保全情報の一元化 

 ２．保全計画作成の効率化 

 

○スケジュール 

 平成１５年度  市有建築物の保全情報の調査・収集 

 平成１６年度  保全計画手法の検討 

平成１７年度  市有建築物保全情報システムの基本計画作成 

平成１８年度  市有建築物保全情報システムの構築 

平成２０年度～  市有建築物保全情報システムを活用し、アセットマネジメント 

を推進 

 平成２３年度     市有建築物保全情報システムの再構築（機能強化） 

 

○成果指標など 

  保全情報の整備施設数 

・現状値  約４５０施設 

 

○実施主体 

 財政局 
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●図書システムの運用（福岡市人権啓発センター） 

 

○福岡市人権啓発センター(ココロンセンター)の図書システムとは？ 

ココロンセンターの開設時(平成１２年７月)より、「人権に関する情報のデータベース化・情

報提供」の一環として、図書及びビデオ・ＤＶＤの貸出管理業務をシステム化し、貸出や問い合

わせ等に関する事務を的確・迅速に行うように努めています。 

 

○現状 

 ・資料データ    ５，４００件 

  （名称、分野、作品コード、登録日、受入区分/購買・寄贈、禁帯出の設定、受入価格） 

 ・利用者データ   ３，４００件 

  （利用者コード、氏名、生年月日、住所、電話番号、連絡先、保護者名、登録日、有効期限） 

 ・貸出状況     １，７００件 ※一部手処理 

  （資料名、貸出日、返却予定日） 

 ・予約状況       ２３０件 ※手処理 

  （資料名、予約日、貸出日、利用日、返却予定日） 

 

○取組内容 

      家庭や地域、職場で行う人権についての学習や研修を支援するために、図書及びビデオ・DVD

の貸出や問い合わせ等に的確・迅速に対応できるように、事務フローの見直しを行っています。 

なお、平成２３年１０月に図書システムの入れ替えを行う予定です。 

 

○スケジュール 

      平成１２年７月   ココロンセンター開館 図書システム開設 

平成１７年４月   現行システムの導入開始 

平成２３年１０月  新システム導入予定 

 

○成果指標 

 ・利用登録者(人)   

    現状値    ３，４００人 

           ※実績:年間３５０人増  

 

○ホームページ 

http://jinken.city.fukuoka.lg.jp

/libraries/index 

 

○実施主体 

市民局 
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行政事務の更なる効率化 

 

●児童扶養手当システムの運用 

 

○児童扶養手当とは 

 母子家庭や父子家庭等の生活の安定をはかり、自立を促進するため、父母の離婚、父又は母の

死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童がいる場合に支給される手当てです。 

また、父又は母が一定の障がいの状態にある場合も支給されます。 

 

○児童扶養手当システムとは 

児童扶養手当の支給に関わる申請受付、認定等総合的に管理する電算システムです。 

 

○現状や課題 

児童扶養手当システムについては、平成１４年度から福祉系の総合システムの中で管理を行っ

ていましたが、制度改正等によるシステム改修にともない、総合システムから独立した形で電算

システムを構築する必要が生じ、平成２１年１月より現行のシステムで運用しています。 

 

○取組内容 

  総合システムから独立した形で電算システムを構築した事で、児童扶養手当の様々な処理を

迅速に対応する事が可能となりました。 

 

○スケジュール 

平成２１年１月  児童扶養手当システム稼働開始。 

平成２２年７月  法改正による父子家庭への支給対象拡大に対応するカスタマイズを行う。 

 

    ○関連ホームページアドレス 

     http://www.city.fukuoka.lg.jp/kodomo/seido/03-04.html 

 

○実施主体 

 こども未来局 



- 348 - 

行政事務の更なる効率化 

 

●母子寡婦福祉資金貸付金システムの運用 

 

○母子寡婦福祉資金とは？ 

母子（寡婦）家庭の経済的自立と、その扶養する児童（子）の福祉の増進を図るため、原則、

無利子で各資金をお貸しする制度です。 

     【主な資金】 

       修学資金、就学支度資金、修業資金、技能習得資金、転宅資金等 

 

○母子寡婦福祉資金貸付金システムとは？ 

各種資金の貸付及び償還（返済）業務全般を総合的に管理する電算システムです。 

      【主な機能】 

        申請受付、貸付決定、貸付金支払い、償還金調定、償還金収納、債権管理、統計 

 

○現状や課題 

母子寡婦福祉資金貸付金業務については、平成１４年度から福祉系の総合システムの中で管理

を行なってきたところでありますが、貸付件数の増加、管理すべき償還額（未収金額）の増加等

に伴い、より効果的、効率的な管理を行なう必要が生じたため、平成２２年１月より、総合シス

テムから独立し、新たな電算システムを構築しています。 

なお、今後も効果的な電算システムのあり方はどういうものなのかを常に見極め、必要に応じ

改修を行っていく予定です。 

 

○取組内容 

  母子寡婦福祉資金貸付金業務全般を管理する電算システムを再構築することで、貸付を迅速

に実施するとともに、収納金情報や借受人等の個人情報をより厳正に管理することができるよ

うになりました。また、債権管理機能を充実することで、より効果的な償還対策を行なうこと

ができるようになり、償還率の向上が図られています。 

 

    ○関連ホームページアドレス 

     http://www.city.fukuoka.lg.jp/kodomo/seido/03-15.html 

 

○実施主体 

 こども未来局 
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行政事務の更なる効率化 

 

●保育所情報システムの運用 

 
○保育所情報システムとは？ 

福岡市内における認可保育所の情報をデータベース化し、保育所に関する事務を担当する職

員がその情報を共有し利用する事ができる情報システムのことを言います。 

 

○現状 

      １７２か所の認可保育所について、平成２１年４月から運用を開始します。 

 

○課題 

 保育所の建物などの施設関係データの整理及びシステムへ移行。 

 各担当課によるデータの随時更新。 

 

○スケジュール 

 平成２１年４月 「保育所情報システム」の運用開始。 

   

○実施主体 

 こども未来局 
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●森林情報管理システムの活用 

 

森林情報管理システムは、地形図、分収林形状図、航空写真、県森林計画図及び森林簿など

で構成されており、福岡市営林の保育管理のために使用しています。 

 

＊市営林・・・本市所有林（森林・林政課所管に限る）、分収林、部分林のことをいいます。 

 

＊分収林・・・分収林特別措置法に基づき山林所有者と市が契約を締結し、市によるスギ・ヒ

ノキなどの造林及び保育を行ったのち、所定の割合で収益を分収する制度です。 

 

＊部分林・・・旧早良町などの町村が学校建設等のために国と分収契約を締結した森林で、合

併後は市が継承しています。 

 

○現状や課題 

以前は地形図に市営林の図形を追記したものを使用していましたが、古い地形図であり、新

設道路などの施設が反映されていませんでした。このため、位置の把握に支障をきたしていた

ので、平成17年度に本システムを導入し、以後、図形及び機能の追加などを行って運用してい

ます。 

本システムを構成している森林計画図及び森林簿は福岡県から貸与を受けているものであり、

関係者以外の利用及び提供が禁止されているので当課での運用に限られています。 

 

○実施主体 

 農林水産局 
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●建築確認支援システムの運用 

 

○ＦＤ（フロッピーディスク）申請とは？ 

  平成５年２月１５日に建築行政の情報化を実施に移すため、建築基準法施行規則が改正されま

した。 

  この改正により、特定行政庁が指定した区域内においては、ＦＤによる建築確認申請を受け付

けた建築主事は、ＦＤに記録されたデータをコンピュータに直接読み込み、当該データを用いて

審査の支援を行うことにより審査の合理化が図られることとなりました。 

  また、その他の事務処理についてもコンピュータを中心に行うことにより、照会や閲覧等の公

共サービスについても迅速な対応が図られるようになりました。 

 

○現状 

  現在使用している建築確認支援システムは、ＦＤ申請に対応した建築確認の受付・審査を行う

システムであり、受付処理、照会・閲覧等の公共サービス業務を迅速に処理することができます。 

   

○課題 

  今後は「建築確認支援システム」の後継システムとして国が平成１９年度から３カ年をかけて

構築した「建築行政共用データベースシステム」へのスムーズな移行が課題となります。 

  「建築行政共用データベースシステム」は建築確認の受付業務の他、建築士および建築士事務

所等の登録情報ならびに住宅・建築物のストック情報を総合的に管理できるデータベースシステ

ムです。 

 

○スケジュール 

 平成２４年度中に「建築行政共用データベースシステム」へ移行予定。 

 

○成果指標など 

 建築確認のＦＤ申請率 

・現状値 １００％ 

・目標値 １００％ 

 

○実施主体 

 住宅都市局 
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行政事務のさらなる効率化 

 

ＦＤ申請の場合、建築確認の受理手続きが２分程度で行えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＦＤで受け付けたデータは、容易に検索することができます。 
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行政事務のさらなる効率化 

 

●建築指導行政情報審査支援システムの運用 

 

○建築指導行政情報とは？ 

  用途地域、防火・準防火地域、高度地区等の情報の他に、関連規制情報、接道情報を一括して

把握し、建築確認申請に係る審査の迅速化を図っています。 

また、これらの情報は建築指導課の窓口で確認できます。 

 

 

○現状 

 建築指導行政情報審査支援システムは、建築確認の審査に対して十分な役割を果たしているほ

か、現在では、建物が除却されるまで保存する必要がある「建築計画概要書」の情報、確認申請

の位置情報なども併せて管理しています。 

 

 

○課題 

 「建築指導行政情報審査支援システム」の基本情報は、「建築確認支援システム」からデータ

転送を毎日夜間中に行っています。「建築確認支援システム」が後継システムの「建築行政共用

データベースシステム」に移行することに伴い、現行同様に「建築行政共用データベースシステ

ム」から「建築指導行政情報審査支援システム」へデータ転送を行う必要があります。 

 

○取組内容 

  データ転送を行うため、「建築指導行政情報審査支援システム」のシステム改修（機能追加）

を行います。 

 

○スケジュール 

  平成２３年度 予算要求 

  平成２４年度 システム改修（機能追加）を予定 

 

○実施主体 

 住宅都市局 
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行政事務のさらなる効率化 

 

 

建築物の位置情報、接道情報、関連規制情報、建築計画概要等が管理されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築物の位置情報の表示例です。建築確認の年度ごとに平成２年度以降を管理しています。 
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行政事務のさらなる効率化 

 

●道路台帳管理システムの運用 

 

○道路台帳とは？ 

      「道路法第２８条」により、道路管理者は、その管理する道路の台帳（以下「道路台帳」）を調製し、保管し

なければならないとされています。 

       この道路台帳は、調書（道路の路線名・認定年月日・延長等を記載）及び図面（道路台帳平面図：道路区域線・

幅員等を記載）からなっています。 

       道路を管理していくうえで必要なこれら道路台帳のデータが格納されているのが道路台帳管理システムです。 

 

○現状 

道路工事などによる道路の変化を道路台帳管理システムに反映させ、地方交付税等関係資料作成や国土交通省

関係資料作成等の課内業務に利用しています。 

 

 ○実施主体 

     道路下水道局 
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行政事務のさらなる効率化 

●博多港港湾施設管理台帳システム 

 

○博多港港湾施設管理台帳システムとは？ 

  ①港湾台帳、②－１港湾施設台帳②－２海岸保全施設台帳、③工事台帳（工事図面含む）、

④地図情報からなっており、港湾管理者が管理する港湾施設及び海岸施設に関する紙面情報を

電子データに変換し保存しているものです。①～④の情報はお互いにリンクしており、例えば

地図情報で目的の施設をクリックすると、その施設の港湾台帳、港湾施設台帳（もしくは海岸

保全施設台帳）、工事台帳を閲覧することができます。反対に、港湾台帳、港湾施設台帳（も

しくは海岸保全施設台帳）、工事台帳から、その施設の地図情報にアクセスでき、施設位置を

知ることができます。港湾局庁舎内の職員はすべて局庁舎内ネットワークを通じてこのシステ

ムにアクセスができるようにしており、業務に必要な情報（図面を含む）を閲覧及び印刷する

ことができます。 

 

○取組内容 

  従来は、港湾台帳、港湾施設台帳、海岸保全施設台帳を管理する課と、工事台帳及び工事図

面を管理する工事担当課とに分かれ、それぞれの課が保管するという多元的体制であったが、

システムの導入により一元的に情報を集約することができ、かつそれを局庁舎内職員全員が自

分の全庁ＯＡ端末機から閲覧及び印刷できるようになりました。また、システム導入前は、施

設所在図を業務委託して作成していましたが、システム導入後はシステムで施設所在図が作成

できるため、その分の経費節減が図られました。 

 

○実施主体 

 港湾局 
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●水道管路情報管理システム 

 

○水道管路情報管理システムとは 

  従来の紙ベ－スによる図面管理に代わり、「水道管施設の情報（管路の位置・管種・口径・

建設年度等）」と「地図（道路・地形・住所等）」をコンピュ－タに保存し、情報の一元管理

を行い各種業務の高度化、迅速化を図っていく情報管理システムのことを言います。 

 

○取組内容 

  本システムは、平成８年度より従来の手書きの図面管理からコンピュ－タによる図面管理に

移行し、市民サ－ビスの向上や各種業務の効率化を進めてきました。しかし、システムが稼動

して１０数年が経過して、現行システムの老朽化（サ－バＯＳ規格の老朽化）による対応機器

の販売停止、毎年の水道管工事延長に対する水道管施設デ－タの更新遅れ等の課題がでてきた

ため、平成２０年度よりシステムの再構築を行い平成２２年度から新システムの運用を開始し

ている。これにより、新しいサ－バＯＳに対応した機器更新及び水道管施設情報のリアルタイ

ムな情報更新が可能になり、水道管工事の設計業務、事故・災害等の復旧、閲覧者への迅速な

水道施設情報の提供を効果的にサポ－トしているところです。 

 

１ 水道管工事の完了図面及び市民からの給水申込みによる給水管施設のリアルタイムな電

子化。 

 ２ 水道管工事の整備計画支援（改築更新計画含む）。 

 ３ 水道施設に関する事故・災害時の復旧支援。  

 ４ 閲覧者への迅速な水道管施設情報の提供。 

 

○目的 

 給水区域内の市民への、良質で安全な水の安定供給（管路の適正な維持管理）。 

 

○効果 

 １ 整備計画支援により水道施設の安定的な機能維持が図れる。  

 ２ 事故・災害時において市民生活への影響を 小限に抑えられる。 

 ３ 迅速な情報提供により市民サ－ビスの向上が図れる。 

 

○課題 

 大規模災害や停電時における現地での迅速な管路情報の提供ができる体制作り。 

 

○成果指標など 

 システム利用部署数（課数） ３５（平成２３年度） 

 

○実施主体 

 水道局 
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行政事務のさらなる効率化 

 

●学校給食費管理システムの運用 

 

○学校給食費とは？ 

  福岡市では、教育活動の一環として学校給食を実施しており、その運営費の一部である食材

料費相当分を保護者の方に給食費として負担していただいております。 

 

○学校給食費管理システムとは？ 

  従来、各小・中学校や特別支援学校において学校単位で行われていた学校給食費事務を教育委

員会に集約し、適正な給食費会計の運営並びに学校現場の事務負担の軽減を図るために構築され

たシステムです。また、このシステムの導入によって滞納対策の推進・収納率の向上を目指して

います。 

 

○現状 

      このシステムを導入したことにより、学校現場における事務負担を軽減させ、教員が子どもと

向き合う時間を確保し、学校教育の充実につながっています。また、教育委員会においても収納

管理や滞納整理について、適正で的確な管理を行えるようになりました。 

 

○目的や効果等 

 ・給食費事務の学校負担の軽減  

  ・学校給食費の適正管理 

 ・滞納対策の推進 

     

 

 ○実施主体 

  教育委員会 
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・給食費の決定

　　　　　　　　委託

・給食費の賦課調定、収納
食材料費
請求

食材料費
請求

・滞納者の管理、催告

・給食費収納管理（中学校）

請求
催告

・児童生徒情報（給食者）の管理 ・給食費の決定

・給食実施の管理

・学校徴収金の収納管理 ・滞納者の管理、催告

・食材料費の支払

食材料費
支払

・給食人員、給食実施日の管理

　　　教育委員会ネットワーク
（オンライン）

・法的措置の実施

・法的措置の実施

学校給食公社

・物資の調達
・物資の配送（小学校）
・調理（中学校）食材料費

支払

福岡市（教育委員会）

小学校，離島・照葉中学校

学　　校 福岡市（教育委員会）

請求
催告

給食費
支払

 ・食材料費の支払

給食費
支払

保護者

請求
催告

給食費
支払

中学校・特別支援学校

保護者

食材料費
支払

・納付書、未納催告書配付

学校給食公社
食材料費
請求 ・物資の調達

・物資の配送（小学校）
・調理（中学校）

・給食費事務の統括、学校指導

・給食費の賦課調定、収納

保護者

・給食人員、実施回数の管理 給食費収納管理を
給食公社へ委任

給食費管理システム
・収納管理

・滞納管理

（ＷEBシステム）
・児童生徒管理
・給食管理
・学校徴収金管理

【現　行】

【公会計化後】
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●選挙人名簿対照事務のバーコードシステム化 

○選挙人名簿対象事務のバーコードシステム化とは？ 

選挙人各人に１枚ずつ郵送している投票所入場整理券にあらかじめ選挙人ごとにバーコード

を付け、それを期日前投票所（期日前／不在者投票システム）又は当日投票所（当日投票受付シ

ステム）の選挙人名簿対照係のパソコンで読み取り、選挙人名簿対照事務を正確かつ迅速に行う

ものです。 

 

○現状  

     投票所入場整理券に選挙人ごとのバーコードを印刷し、専用バーコードリーダーで読み取り、

パソコン画面に本人情報が表示され、名簿対照することが可能となりました。 

期日前投票所では、平成２２年７月執行の参議院議員通常選挙よりバーコードでの読み取りを

実施し本人確認作業が従来の手入力に比べ迅速かつ的確に作業ができるようになりました。 

当日投票所では、その後も選挙人が持参した投票所入場整理券に記載された選挙人名簿抄本の

ページと番号に該当するページを開き、本人確認を行ってその選挙人の「名簿対照」欄と投票所

入場整理券の「名簿対照」欄に対照印を割印していましたので、作業に時間を要していましたが、 

平成２３年４月執行の統一地方選挙よりバーコードでの読み取りが可能な当日投票システムを

導入し、期日前投票所とともに本人確認作業を迅速かつ正確に行えるようになりました。 

 

○課題 

  当日投票受付システムに関して、有権者数が5,000人以下の投票所においては、名簿対照事務

に使用するパソコンは1台しか設置していないため、選挙人が集中する時間帯には選挙人に待っ

てもらっています。 

 

○取組内容 

 当初は平成２５年の全面稼動（期日前投票所と全当日投票所）の計画でしたが、計画を前倒し

し平成２３年４月執行の統一地方選挙より全面稼働開始しました。 

上記課題を踏まえ、次回選挙までに、各投票所へのパソコン配置基準の見直しを検討してい

きます。 

   

○スケジュール 

  平成２２年  バーコード印刷に係るシステム開発 

平成２２年 稼働開始（参議院議員通常選挙の期日前投票所での実施） 

  平成２３年 全面稼働開始（統一地方選挙の期日前投票所と全当日投票所での実施） 

 

 ○成果指標など 

  バーコード読み取り機設置投票所数 

・現状値   ２６０（期日前投票所+当日投票所） 

  当日投票所のパソコン設置台数 

・現状値   ３５０台 

 

 ○実施主体 

選挙管理委員会事務局 
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  ●その他の情報化関連施策（行政事務のさらなる効率化） 

 

事業名 実施主体 ページ

全庁ＯＡによる「よりわかりやすい会計事務」関係情報の提供 会計室 363 

写真管理システムの運用 市長室 

情報プラザ市政資料管理システムの運用 市長室 

情報システム審査による効率的・効果的なシステム導入の推進 総務企画局 

人事給与・関連システムの運用 総務企画局 

364 

庶務管理システムの構築及び活用 総務企画局 

職員健康管理システムの運用 総務企画局 

財形情報提供システムの運用 総務企画局 

研修管理システムの運用 総務企画局 

365 

共済貸付情報システム 総務企画局 

公有財産台帳の管理 財政局 

会議室予約システム 財政局 

366 

庁用車運行管理システム（交通局・水道局・消防局は除く）の運用 財政局 

車両整備システム（交通局・水道局は除く）の運用 財政局 

市税総合情報システムの運用 財政局 

常駐外税情報照会システムの運用 財政局 

367 

土木設計積算システムの運用 財政局 

福岡市住民票等即時発行システムの運用 市民局 

住居表示台帳システムの運用 市民局 

368 

全国消費生活情報ネットワーク・システムの運用 市民局 

農業情報システム運用・管理 農林水産局 

中央卸売市場の機能強化（鮮魚市場ビルマネジメントシステム） 農林水産局 

中央卸売市場の機能強化（鮮魚市場ネットワークシステム（LAN)) 農林水産局 

369 

食肉市場せりシステム 農林水産局 

都市計画情報管理システムの運用 住宅都市局 

屋外広告物の管理 住宅都市局 

建築着工統計 住宅都市局 

370 

市営住宅の管理システムの運用 住宅都市局 

緑の管理データシステムの運用 住宅都市局 

霊園管理システムの運用 住宅都市局 

371 

公園緑地等計画システムの運用 住宅都市局 

下水道事業財務会計システムの運用 道路下水道局 

下水道事業固定資産  台帳 システムの運用 道路下水道局 

道路下水道局営業課情報システムの運用 道路下水道局 

372 

放置自転車管理システムの運用 道路下水道局 

道路維持管理システムの運用 道路下水道局 
373 

下水道施設機器台帳システムの運用 道路下水道局 

下水道水質管理システムの運用 道路下水道局 
374 
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事業名 実施主体 ページ

下水道電算システム（積算・工事台帳）の運用 道路下水道局 

河川情報管理システムの運用 道路下水道局 
375 

道路整備予算執行管理システム 道路下水道局 

固定資産税関連情報のネットワークの運用 博多区 
376 

地域情報の共有 博多区 

情報掲示板による職員間の情報共有について 城南区 

公民館運営事務の効率化推進事業 西区 

377 

被服管理システム 消防局 

財務系システムの運用 水道局 
378 

水道局（営業課）の主な情報システムの運用 水道局 

水道水源かん養林管理システムの運用 水道局 
379 

配水管網解析支援システムの運用 水道局 

新土木積算システムの運用 水道局 

水道局（水管理課）の主な情報システムの運用 水道局 

380 

水道施設・設備データベースシステムの運用 水道局 

水質データ電算処理システムの運用 水道局 

交通局の主な情報システムの運用 交通局 

381 

教職員人事給与システムの運用 教育委員会 

就学事務システムの運用 教育委員会 

授業料徴収システムの運用 教育委員会 

382 

就学相談システムの運用 教育委員会 

賃金支給システムの運用 教育委員会 

埋蔵文化財事前審査情報管理システムの運用 教育委員会 

選挙システムの運用 選挙管理委員会 

383 

期日前／不在者投票システムの運用 選挙管理委員会 

広報業務における効率化の推進 人事委員会 

民間給与実態調査集計分析システムの運用 人事委員会 

384 

不服申立管理システムの運用 人事委員会 385 

 

 

 

 

 

    ◇全庁ＯＡによる「よりわかりやすい会計事務」関係情報の提供（会計室） 

 

    ○現状や課題など 

       会計事務に係る手引き、通知、規則等をＦＩＮＥや財務会計システムの友（ともに職員ポータルサイト）上に

公開し、逐次更新しています。 

   また、会計事務の基礎知識や間違いやすい事務処理の事例等を電子掲示板（職員ポータルサイト）に掲示する

ことにより、情報の提供を行っています。 

今後も、会計事務を分かりやすくするための情報提供を行っていきます。 
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   ◇写真管理システムの運用（市長室） 

 ○現状や課題など 

   当システム操作権限をもつ広報課が、写真データ（１ＭＢ以下、ＪＰＥＧ）及びそれに付随する写真情報を

専用サーバーにアップロードすると、写真データの照会、検索、ダウンロードができるシステムです。庁内Ｌ

ＡＮを介して、各ＬＡＮ接続端末にて職員ポータルサブメニューのフォトギャラリーにて利用できます。 

  当システムは平成１７年度に構築し、職員が広報物やホームページ等を作成する際に、写真素材を効率的に

活用できるよう運用し、庁内ＬＡＮを介して庁内に公開しています。登録している写真データは随時追加・更

新しています。 

 

 ○取組内容 

  今後も、登録写真データの充実に取り組んでいきます。 （平成２1年度機器更新） 

 

 

    ◇情報プラザ市政資料管理システムの運用（市長室） 

○市政資料管理システムとは 

情報プラザにて公表・配布するために送付される市政資料、チラシ・パンフレット等の受入状況を情報プラザ

のスタッフが管理するためのデータベースシステムです。 

 

○現状や課題など 

市政資料管理システムでは、市政資料などの文書名、受入日時、保管期限等をデータベース化し、検索するこ

とができますので、情報プラザ利用者から市政資料等に関する問い合わせを受けた際は、本システムを活用し迅

速に対応しております。 

 

○スケジュール 

      平成１７年度  システム稼働開始 

      平成２１年度  機器更新 

 

 

◇情報システム審査による効率的・効果的なシステム導入の推進（総務企画局） 

○現状や課題など 

  福岡市における電子計算機その他の情報処理機器を活用した事務事業の適正かつ効率的、効果的な導入を推

進するため、平成１１年４月１日から「情報システム審査委員会」を設置しました。 

  各局（水道局、交通局を除く）でシステムを新規に構築または再構築する際は、費用対効果や前提条件等を

整理した計画を提出し、「情報システム審査委員会」がその審査を実施します。 

  さらに、運用開始したシステムについては、概ね１年経過した時点でシステム評価の審査を実施しています。 

  このように、ＰＤＣＡサイクルを実施することで、情報化を推進しています。 

  

○成果指標など 

情報システム審査件数 

・現状値 

 平成１９年度 ２４件（計画審査 １３件、評価審査 １１件） 

 平成２０年度 ２０件（計画審査  ９件、評価審査 １１件） 

 平成２１年度 ３５件（計画審査 １６件、評価審査 １９件） 

 平成２２年度 ２２件（計画審査 １４件、評価審査  ８件） 

 

 

◇人事給与・関連システムの運用（総務企画局） 

○現状や課題など 

 市職員（他任命権者含む）の給与計算や労務統計管理等を行うシステムです。昭和４２年に導入し、情報シ

ステム課のホストコンピュータを利用し運用しています。 

  現在稼働しているシステムは、昭和６０年に再構築を行ったもので、その後、給与制度の改正にあわせてシ

ステムの一部改修を行い、毎月の給与計算などを行っています。 

 平成２０年４月に導入された庶務管理システムを活用することにより、明細書等の電子データ化による経費

の削減、申請手続き等の電子化による事務処理の効率化を図っています。 

システムの再構築から２０数年経過しており、システム自体が古いものになっていること、また、改修を重

ねた結果、複雑なシステムになっていることから、わかりやすく、正確でかつ効率的なシステムとするため、

システム全体の見直しを検討していく必要があります。 
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◇庶務管理システムの運用（総務企画局） 

○庶務管理システムとは？ 

ＩＴを活用し、市民サービス向上と業務の効率化を図る電子市役所構想の一つとして、平成２０年４月に庶

務管理システムを導入しました。システムの主な内容は、休暇申請、時間外等実績手当申請を一元管理するも

のです。また、臨時的任用職員及び嘱託員の任用から賃金支払い等を一体的に処理・管理しています。 

 

○効果や課題等 

システムの導入によって、情報のデータベース化が図られ、事務の迅速性、正確性が向上し、事務量の削減

や処理時間の短縮を図っています。また、ペーパーレス化により紙の使用量の削減及び保存・管理を効率的に

行っています。 

今後は、更なる事務処理の効率化を進めるためのシステム改修や問い合わせが多い案件についてのマニュア

ル整備を行っていきます。 

 

 

    ◇職員健康管理システムの運用（総務企画局） 

○現状や課題など 

 職員が自身の健康診断結果を把握し、セルフケアに努めるとともに、産業保健スタッフが必要に応じて職員

の健康状況をチェックできるシステムです。 

紙ベースで配布していた職員の健康診断結果通知を、職員ポータル（庁内イントラネット）により、本人及

び所属長（判定のみ）が経年変化を含めて閲覧できるようにしました。 

 

○効果 

１．紙による配布を廃止したため、健康診断結果の個人情報保護が図られるとともに、ペーパーレス化にも繋

がりました。 

２．健康診断結果の経年変化を常時確認できるほか、グラフ等による閲覧もできるようになりました。 

 

 

◇財形情報提供システムの運用（総務企画局） 

○現状や課題など 

  各契約金融機関等が提供する本市職員の財形貯蓄に関する契約情報について、個人認証を受けた財形貯蓄契

約者に対し情報提供を行うシステムです。利用者は各所属の端末から庁内サーバー内の財形貯蓄ホームページ

を経由して、同システムにアクセスします。 

       今後も、システム運営にあたり、個人情報保護関係法令及び福岡市情報セキュリティポリシーの遵守に努め、 

      情報流出等の事故がないよう、適切な管理・運営に努めます。 

 

○導入の効果 

１．個人認証を経て情報を提供するため、従来の電話による照会・回答に比べ、より高い精度で個人情報の保

護が図られるようになりました。 

２．電話による照会・回答の必要がなくなったため、契約者の利便性が向上するとともに、事務能率が改善し

ました。 

 

○成果指標など 

 利用件数  

 ・現状値 ５,１２４件（平成２２年度） 

 

 

       ◇研修管理システムの運用（総務企画局） 

 ○現状や課題など 

  福岡市では、改革にチャレンジする職員の育成と支援に取り組んでおり、能力開発のための様々な研修を実

施しています。 

  「研修管理システム」とは、職員の研修受講履歴の管理や、研修対象者の抽出等を効率的に行えるシステム  

 で、平成２１年度の年間の研修受講職員数は、延べ５，３００人にも上ります。 

  受講記録の作成は情報システム課（当時）に作業を依頼する必要があり、入力確認等の煩雑な事務を伴うも

のでした。そうして作成した受講記録も、紙に印字したものを年に一回配布するのみであり、職員は自分の研修

受講記録を随時確認することは不可能でした。 
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  平成１７年からは、職員が各自のパソコンより自分の研修受講記録を常時確認できるようになりました。ま

た、所属長が所属職員全員の研修受講記録を常時確認することができるようにして、職員の育成・指導へ活用

しています。 

 

 

◇共済貸付情報システムの運用（総務企画局） 

 

○現状や課題など 

  共済貸付情報システムは、福岡市職員共済組合で行っている貸付事業の各種情報を検索できるシステムです。 

平成１７年度から稼働しており、各所属の端末から組合員個人ごとに借入状況や借入可能額などを検索でき

ることから、組合員の利便性の向上に繋がっています。 

 

 

◇公有財産台帳の管理（財政局） 

 

○現状 

公有財産とは、地方公共団体の所有に属する財産で、地方自治法（昭和２２年４月１７日法律第６７号）第２

３８条に規定されているものをいいます。（例：土地、建物、船舶、航空機、特許権、株式等） 

以前は土地と建物の台帳のみが電算化されていて、それら以外の公有財産については紙台帳によって管理して

いました。また土地、建物についても取得、異動通知書を提出してもらいそれを電算処理していました。 

平成２０年７月、新財務会計システムに公有財産台帳管理システムが統合され、公有財産の取得・異動の作業

が、各所属の個人端末の財務会計システムから行えるようになりました。また、公有財産台帳を個人端末から閲

覧することも可能になりました。新システムへ移行したことで、統計作業等の事務処理が改善されました。 

  

○課題 

 ・システムを効率的に活用するための仕組みや体制 

・新システムの操作方法等の周知、入力の徹底 

 

 
    ◇福岡市会議室予約システム（財政局） 

 

○福岡市会議室予約システムとは 

職員の会議室の利用において、会議室の有効活用と事務処理の効率化を目的としたシステムで、全庁ＯＡシステ

ムのオンライン機能を活用して、会議室の予約状況の閲覧・予約申請及び予約の取り消しを行うことができます。 

 

 ○現状 

  会議室の適正管理及び有効活用と事務処理の効率化を目的としたシステムです。全庁ＯＡシステムのオンライ

ン機能を活用することにより、利用者のパソコンより会議室の使用状況を検索し、会議室の予約及び取り消し

ができるなど、会議室の統括的な管理を行うことができます。以前は、一部限定されたパソコンにおいてのみ

で予約や取り消し等の入力ができましたが、全庁ＯＡシステムに移行されたことにより、各職員のパソコンに

おいて会議室の予約等ができることから事務処理の効率化・迅速化が図られています。  

 

○課題 

システムのメンテナンス（会議室の箇所数等の変更が生じた場合等）など、安定した運用保守を行う体制の

確保。 

 

○目的 

情報の共有化・事務処理の効率化。 

                                          

○効果                                                       

１．会議室に関する問い合わせが減少した。 

２．申請者において予約等の迅速化が図られた。 

 

○スケジュール 

平成１９年１月  福岡市会議室予約システム稼働 
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◇庁用車運行管理システム（交通局・水道局・消防局は除く）の運用（財政局） 

 

○現状 

庁用自動車の適正管理及び有効活用と事務処理の効率化を目的としたシステムです。全庁ＯＡシステムのオン

ライン機能を活用して、車両の検索、運行予約、運行実績（走行距離・運行時間等）など庁用自動車の統括管理

を行うことができます。 

以前は、手書きの入力票により運行実績などを集計していましたが、全庁ＯＡシステムに移行したことにより、

庁用自動車の運行管理と事務処理の効率化・迅速化が図られています。 

 

 

◇車両整備システム（交通局・水道局は除く）の運用（財政局） 

 

○現状 

庁用自動車の車検や点検・整備のスケジュール管理と整備履歴等を管理するシステムです。車検漏れの防止や維

持管理状況の把握、整備委託に係る事務処理の効率化が図られています。 

 

 

◇市税総合情報システムの運用（財政局） 

 

 ○現状 

       納税者情報、課税情報、収納情報等、各種市税の賦課徴収及び還付に関する情報を一元管理するシステムです。  

   本市では、これまでに市税に関する情報（納税者情報、課税情報、収納情報等）を税目ごとに個別のシステ

ムを構築し、市民サービスの向上や業務の効率化を進めてきました。    

しかし、個別に管理しているため、 新情報への更新が統一されず、各部署が持っている情報の共有化が図

られませんでした。 

  これらを解決するために、宛名等共通情報・賦課から収納還付までを一元管理する総合システムの導入を決

定し、平成１１年度から開発に着手し、平成１７年度に全面運用を開始しました。 

 

○市税総合情報システム（ＰＬＵＳ）導入の効果 

 各種税目の賦課徴収及び還付に際し、納税者情報の重複を防ぎ、またオンライン即時処理により事務の迅速

化・効率化を図ることができます。 

 

○課題 

 ・システムを効果的に活用するための仕組みや体制 

 ・税制改正への対応 

・平成２４年度稼動予定の電子納税システムに対応する仕組みや体制 

 

 

◇常駐外税情報照会システムの運用（財政局） 

 

 ○現状 

本市の市税総合情報システム（以下ＰＬＵＳ）のデータを利用して、課税データ・課税資料のイメージ検索・

照会等を行うＰＬＵＳの補助システムです。 

本市では、市税に関する資料は各課（各区役所）で管理されているため、常駐外税情報照会システム（以下、

常駐外システム）が導入されるまでは、課税資料の共有化が図られていませんでした。また、ＰＬＵＳの稼働停

止時は課税データの照会等を行うことができないという課題がありました。 

これらの課題を解決するために、平成１４年度にＰＬＵＳが新たに稼働するのに併せて、ＰＬＵＳのデータを

利用した常駐外システムを開発・導入し運用を開始しました。 

 

○効果 

  ＰＬＵＳのオンライン停止時間においても課税データを照会することができ、かつ、課税資料のイメージを

取り込むことにより、全税務関係課で課税資料を共有できるようになりました。また、常駐外システムでは長

期間データを保存することができるため、ＰＬＵＳで常駐年度を経過した課税データについても、常駐外シス

テムで検索・照会を行うことができます。 

 

 



- 368 - 

行政事務のさらなる効率化 

 

○課題 

 ・常駐外システムの効率化及び適正化 

 ・今後の税制改正に伴いＰＬＵＳ改修が行われることによるメンテナンス。 

  

○取組内容 

ＰＬＵＳから常駐外システムへのデータ取込はこれまで職員が手作業で行っていましたが、平成１９年度か

ら、一部データの取込作業を日次で自動化しました。平成２１年度には現在導入している機器の更新時期を迎

えたことから、機器構成を見直し、総務企画局情報システム課が所管する統合サーバを利用したシステムとし

ました。 

 

 

    ◇土木設計積算システムの運用（財政局） 

 

 ○現状 

       土木設計積算システムは、工事費を積算するシステムで、道路や公園などの整備を担当する多くの所属で利用   

           されています。 

    平成 ５年～ 積算システム導入（スタンドアローン型） 

    平成１５年～ 積算システム改良（クライアントサーバー型） 

    平成２０年～ 統合サーバーでの運用開始 

    平成２３年～ 水道、下水道との土木系積算システムの統合開発に着手 

 

○課題 

 ・入札・契約や設計数量データ等との連携 

 ・国が試行中の新積算方式への対応 

 

○成果指標など 

  他のシステムとの統合による運用経費の節減を目指す 

 

 

    ◇福岡市住民票等即時発行システムの運用（市民局） 

 

 ○現状 

 区役所・出張所の市民課の職員が使用する業務用のシステムです。様々な行政サービスの根幹となる「住民基

本台帳」を整備するためのシステムで、出生・死亡・転入・転出届等の際に人口動態における住民居住関係に関

する正確な記録とその記録の管理、及び住民票の写しなどの諸証明書の発行を行っています。 

 また、「印鑑登録事務」や「外国人登録（の一部）」の情報も併せて記録・管理しており、印鑑登録証明書や

外国人記載事項証明書の発行も行っています。 

 各区役所・出張所の市民課に設置されている端末機は、ホストコンピュータと繋がっていますので、市内に住

民登録しておられる方ならば、住所地以外の区役所・出張所でも住民票の写しや印鑑登録証明書などの申請をし

て、交付を受けることが出来ます。 

 

○課題 

稼働当初から２０年以上経過しているため、老朽化に伴うメンテナンス性と制度改正に伴いシステムを改修

する際の拡張性に難点があります。 

また、他の業務間との情報のやりとりが必ずしもスムーズに行われているとはいえないため、根本的なシス

テムの改修が望まれます。 

 

 

    ◇住居表示台帳システムの運用（市民局） 

○現状や課題など 

  住居表示台帳システムとは、住居表示実施地区において、街区の形状、建物の住居番号等を、電子地図上で管

理するシステムです。 

  日々の住居番号設定等に伴う住居表示台帳の補正作業は区担当職員が行っておりますが、道路の新設、区画整

理等による大規模な地形データの更新は、都市計画図や道路台帳等を活用し委託により補正作業を行っています。 

  個人情報については、表示・非表示の選択ができるようにしているため、住居表示台帳の閲覧や情報公開請求

については、問題はありません。 
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○効果 

  今まで青焼台帳で管理していたため、旧の記載を削除することができず、新規の設定・廃止等の書き込みが重

なると、判読し難い状態でした。 

  材質が紙ということもあり耐久性に欠けるため、破損しやすい状態でした。 

  また、街区の形状変更等により修正を行う必要があっても、道路の新設、拡幅が頻繁に行われ、全市的な即時

対応は困難であるため、設定届けの際に必要な部分の修正で対応していました。 

  電子化により、修正が容易で、耐久性があるものとなり、維持管理が容易になりました。 

また、加工も容易で、住居表示の証明書等の作成にも利用しています。 

 

 

    ◇全国消費生活情報ﾈｯﾄﾜｰｸ・ｼｽﾃﾑの運用（市民局） 

 

○現状や課題など 

全国の消費生活センターに寄せられる消費生活についての苦情・相談を記録、収集するシステムです。国民生

活センターと全国の消費生活センターとがオンラインネットワークで結ばれ、消費者被害の未然防止・拡大防止

のため、また消費生活相談の解決や消費者政策の企画・立案などに活用されています。  

 

○実施主体 

 独立行政法人国民生活センター、福岡市では市民局 

 

 

    ◇農業情報システム運用・管理（農林水産局） 

○農業情報システムとは？ 

福岡市内の農地や農業者の情報を一元管理し、市の関係機関と農業委員会をネットワークで結ぶことにより情

報共有を実現した情報システムです。 

このシステムにより、農林行政機関内での業務効率が高まるとともに農業委員会での諸証明事務等の市民サー

ビスの向上を図ることができます。 

 

○現状と課題 

  現在、証明発行時間など市民サービスの向上や検索機能利用による業務の効率化が図られていますが、より幅

広い活用を進めていきます。 

  このため、関係課を対象に研修を行うなど、システムの内容や機能について周知しながら、より積極的なシス

テム活用を促していきます。 

 

 

    ◇中央卸売市場の機能強化（鮮魚市場ビルマネジメントシステム）（農林水産局） 

 

○現状や課題など 

   鮮魚市場内関連事業者への、契約・調定・請求・督促管理に使用しており、例月の請求事務やエネルギー管理

に役立てています。 

  鮮魚市場内関連事業者の管理ができ非常に便利です。今後もシステムの改変を行いより使いやすいものにする

必要があります。 

 

 

    ◇中央卸売市場の機能強化（鮮魚市場ネットワークシステム（LAN)）（農林水産局） 

 

○現状や課題など 

鮮魚市場内関係者の高度情報処理の支援や行政事務の効率化を図るため、ＬＡＮ設備の敷設と運用を行ってい

ます。 

今後もシステムの改変を行いより使いやすいものにする必要があります。 
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    ◇食肉市場せりシステム（農林水産局） 

○現状や課題など 

食肉市場においては、生体の搬入から製品の出荷までの管理をシステム化しています。  

       生体の搬入から製品の出荷まで一括して管理を行うことで、市民に安全で衛生的な食肉を公正な価格で迅速か

つ安定的に供給することが可能となりました。 

・と畜及び市場取引業務 

・トレーサビリティ法に基づく個体識別番号の管理、伝達等 

・市況等の集計等 

・遠隔地（市場課）からの市場監視 

 

○実施主体 

 農林水産局 

 

 
    ◇都市計画情報管理システムの運用（住宅都市局） 

 

○現状 

    地図データベース化した都市計画基本図と、５年毎に実施する都市計画に関する基礎調査等の結果や数値情報

を組み合わせ、各業務で活用されているシステムです。 

用途地域見直しや地区計画の策定等において、人口規模や土地利用に関する各種情報のデータを取得すること

により、まちづくりの企画・立案に活用しています。                                

 

 
   ◇屋外広告物情報管理システムの運用（住宅都市局） 

 

○屋外広告物とは？ 

   「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」を屋外広告物といい、具体的には、はり紙・は

り札、立看板、広告板、広告塔などをいいます。 

 

○屋外広告物の許可とは？ 

  福岡市屋外広告物条例の適用が除外される広告物以外は、すべて許可が必要であり、許可事務は各区役所の生

活環境課で行っています。また、屋外広告物を施工する業者は、福岡市に屋外広告業の登録を行っている業者で

なければなりません。 

 

○現状や課題など 

  各区役所で行っている屋外広告物許可情報を管理し、更新通知や集計資料の作成を行っています。 

 また、都市景観室で行っている屋外広告業者の登録情報を管理し、毎月、都市景観室と各区役所間で屋外広告

物の許可情報や屋外広告業者の登録情報を交換しています。 

       屋外広告物の許可事務については、平成１２年３月からシステムが稼働しており、また、屋外広告業者の登録 

           については、登録制度が始まった平成１８年７月から屋外広告物情報管理システムにより業者の登録情報を管理       

           しています。 

       現行システムは、１０年以上使用しており、制度や基準の改正に伴う変更機能を有していないことから、シス

テムの再構築を行う必要があります。  

 

 

     ◇建築着工統計（住宅都市局） 

 

○建築動態統計調査とは？ 

  着工される建築物及び住宅についての統計はその重要性から指定統計第３２号（昭和２５年３月２日統計委員

会告示第８号）の指定を受け、昭和２５年４月１日より統計法に基づき建築動態統計調査規則（昭和２５年建設

省令第８号）が施行され、従来の統計方法を改善し、信頼度が高められ統計内容の整備充実が図られました。ま

た、同年１１月２２日に臨時建築等制限規則が廃止され、同月２３日より建築基準法が施行され、これに伴って

従来の許可、届出及び竣工統計が廃止され着工のみの統計となり、さらに統計内容が整備されました。 

  昭和２６年１月に新たに建築動態統計調査規則（昭和２５年１２月２２日建設省令第４４号）が施行され、届

出統計として建築物滅失統計が加えられ、建築物の増減両面の統計調査の整備が図られ今日に至っています。 
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○システムの現状 

  国土交通省が実施している、建築動態統計調査の一部である「建築物着工統計」の基となる資料を作成するた 

  め、建築物の「工事届」の内容を集計し、福岡県へ報告しています。 

 

 

    ◇市営住宅の管理システムの運用（住宅都市局） 

 

○現状と課題など 

    市営住宅の入居者の管理に関する情報を総合的に処理・管理するシステムです。 

  本市の市営住宅の管理戸数は約３万２千戸、入居者は約７万人で、市民の約２０人に１人が市営住宅に居住し

ていることになります。業務内容は、家賃管理、入退去管理、修繕など幅広く、これらの膨大な情報管理と適切

な計算処理を行うために、市営住宅管理システムを平成元年から導入し、運用しています 

  現行システムは２０年以上使用しており、制度改正、業務改善等に伴うシステムの機能変更などが容易にでき

ないため、平成２３年度までにシステム再構築を行い、平成２４年度から新しいシステムを導入することとして

います。 

 

 

   ◇緑の管理データシステムの運用（住宅都市局） 

 

○緑の管理データシステムとは？ 

  本システムは、各区役所が管理する公園及び市内の街路樹に関する市民等からの要望について、市役所内の関

係課（住宅都市局公園管理課、各区役所維持管理課、(公財)福岡市緑のまちづくり協会 緑地環境課）での情報共

有を行い、要望事項の円滑な進行管理を行うシステムです。 

 

 ○公園の管理                                                    

市内にある公園の内、舞鶴公園・東平尾公園等の大規模公園を除いた約１，５００公園については、各区役所

維持管理課が管理を行っています。その内、樹木の剪定や除草等といった維持管理面については、(公財)福岡市

緑のまちづくり協会 緑地環境課が行っています。 

  

○街路樹の管理                                              

市内の街路樹の内、国道３号線、２０１号線、２０２号線、及び港湾区域内を除いた約５万本（約３２１km）

については、住宅都市局公園管理課が管理を行っています。その内、樹木の剪定や除草等といった維持管理面に

ついては、(公財)福岡市緑のまちづくり協会 緑地環境課が行っています。 

 

○現状 

  システム導入前は、市民から公園に関する要望を受けた場合は各区役所職員と(公財)福岡市緑のまちづくり協

会職員、街路樹に関する要望の場合は住宅都市局公園管理課職員と(公財)福岡市緑のまちづくり協会職員との間

で、文書メール・ＦＡＸ・電話等により対応を行っていました。しかし、管理対象施設が多く、また要望件数も

非常に多いことから「情報交換の迅速化」、「要望に対する進捗状況の把握」といった面で課題がありました。

そこで、課題解決のため、関係所属間をネットワークで結ぶ本システムを導入したものです。 

  本システム導入後は、上記課題の解決及び要望内容の蓄積・整理も可能となりました。 

 

 

   ◇霊園管理システムの運用（住宅都市局） 

 

○現状 

   福岡市立霊園は平尾霊園、三日月山霊園及び西部霊園の３箇所があり、その総区画数は１０，５７３区画にな

ります。霊園管理システムは、これらの区画を適切に管理するために導入したシステムです。現在、このシステ

ムで、主に下記の業務を行っています。 

・台帳管理 

利用者の登録、登録事項の変更、埋蔵者の登録、改葬登録、利用許可証の発行などを行っています。 

・霊園使用料・管理料の管理 

霊園使用料、年間管理料、一時使用料の調定や入金管理などを行っています。 

・募集業務 

新規に利用者を募集する際に、墓所の選定、応募者の登録、新規利用者の登録などを行っています。 
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   ◇公園緑地等計画システムの運用（住宅都市局） 

○公園緑地等とは？ 

  都市公園法により設置された都市公園及び都市緑地法により定められた特別緑地保全地区等のことです。 

 

○現状 

   本市内の都市公園（約１，６００箇所）や特別緑地保全地区等の位置、区域を都市計画図上に表記しています。 

 

○取組内容 

  毎年度設置された都市公園の更新を行っています。 

 

○スケジュール 

  毎年度末 都市公園の追加・修正 

 

 

    ◇下水道事業財務会計システムの運用（道路下水道局） 

 

○下水道事業財務会計システム 

下水道事業会計の予算及び収入、支出管理をリアルタイムで処理し、毎月予算整理簿、総勘定元帳、内訳簿等

を作成し、決算時に損益計算書等の財務諸表等を作成するシステムです。 

 

○下水道事業会計 

下水道事業会計は地方公営企業法の財務規定を適用し、公営企業会計方式を採用しています。 

一般会計の単式簿記に対して、複式簿記が採用されており、企業会計原則に基づき、独立採算となっています。 

 

 ○現状 

下水道事業は昭和６１年度に公営企業会計へ移行し、当初は予算執行管理のみをバッチ処理で行っていました

が、平成１４年度にクライアント・サーバー方式に改め、予算から収入、支出管理の情報を一元化し、リアルタ

イム処理とすることにより再入力の手間を省き、転記誤りを防ぐ等、事務の迅速化、正確化を図っています。 

 

 

    ◇下水道事業固定資産台帳システムの運用（道路下水道局） 

 

○下水道事業固定資産台帳システム 

下水道事業の経営状況を明確にするため、固定資産に係る資産額、減価償却費及び除却損について、適正かつ

円滑に算出できるシステムです。 

 

○減価償却 

地方公営企業は、地方公営企業法施行規則に基づき、償却資産について、毎事業年度減価償却を行います。 

 

○現状 

 本市では、昭和６１年度の企業会計移行に向けて、ホストコンピュータを使用したバッチ処理型のシステムを

開発後、平成１６年度にクライアントサーバー方式に改善し、ペーパーレス化による経費及び運用経費の削減を

図り、事務の効率化を進めています。 

 

 

    ◇道路下水道局営業課情報システムの運用（道路下水道局） 

 

○現状や課題など 

   下水道使用料、再生水料金、受益者負担金、水洗化貸付金の賦課・収納についての処理を適正、円滑に行うた 

  めのシステムです。 

           本市では、下水道使用料、受益者負担金、水洗化貸付金の賦課・収納について、各業務毎に、ホストコンピュ     

        ータを使用したバッチ処理型のシステムで処理を行っていましたが、平成１８年度に再構築を行い、平成１９年 

        ４月からクライアント・サーバー方式に改め、即時異動、 新情報の検索処理が可能なオンラインシステムとし、 

          市民サービスの向上や業務の効率化を図っています。 

 



- 373 - 

行政事務のさらなる効率化 

 

    ◇放置自転車管理システムの運用（道路下水道局） 

○放置自転車管理システムとは？ 

撤去した放置自転車の登録を行い、放置自転車の保管・返還・処分などの処理を一元管理するシステムです。

市役所・各区役所・各保管所を回線でつないでおり、放置自転車の保管・返還・処分情報を確認することができ

ます。 

 

○現状 

 本市においては、平成１３・１５年全国調査により天神地区の放置自転車数が全国 多となるなど放置自転車

問題が深刻化しておりました。この問題を早期に解消するため「福岡市自転車の放置防止に関する条例」に基づ

く放置自転車の撤去を強化する必要がありましたが、放置自転車管理システム導入前は撤去した自転車の車体番

号・防犯登録番号・色・型式・特徴等を規則に定める保管台帳に記載しており、事務作業負担が大きく、保管所

での保管期間が長期化し、保管所の収容能力が限界に来ていました。 

 このような状況下では、放置自転車の撤去を強化することが難しいため、事務作業負担を軽減し、保管期間を

短縮する目的で平成１７年１０月より放置自転車管理システムを導入しました。                     

 現在は、放置自転車管理システム導入により、事務作業負担が軽減し、保管所の収容能力に余裕を持って保管

所運営を行うことが可能となっています。その結果、撤去を強化することができ、本市の放置自転車数は大幅に

減少しています。  

 

○取組内容 

 今後も放置自転車管理システムを活用することで、事務作業負担を軽減し、保管期間の短縮に努めます。また、

利用者からの問い合わせに対する迅速な対応を目指します。 

 

○目的 

       事務作業負担の軽減と効率化、市民サービスの向上 

 

○効果 

   １．撤去の強化、保管業務に係る事務作業負担の軽減 

 ２．利用者の問い合わせに対する迅速な対応 

 

○スケジュール 

 平成１７年 １月～        放置自転車管理システム導入計画策定、運用開始に向けた協議 

 平成１７年１０月～        放置自転車管理システム運用開始 

 平成１９年１２月～平成２０年３月 放置自転車管理システム事後調査実施 

   

○成果指標など 

  保管所の収容能力４割増(保管期間の４割削減) 

・現状値 保管期間が導入前の９５日から６０日(４５～７５日)と４割程度削減 

 

 

    ◇道路維持管理システムの運用（道路下水道局） 

○現状と課題など 

 道路施設の膨大な各種データ（施設台帳、施工履歴や構造等）をコンピュータ上で一元的に管理することによ

り、箇所毎や施設毎の管理が可能となり計画的な維持管理の実現と維持管理業務の高度化、及び市民サービスの

向上並びに経費削減を図ることができます。 

 データは、 新情報を確認できるように随時更新を行い、内容の充実と精度向上を行っています。 

○取組内容 

   必要な施設データを電子化し活用することで、計画的な維持管理に努めます。 

 

○目的 

       行政の効率化・高度化と市民サービスの向上、計画的な維持管理の実現 

○効果 

   １．諸元データの紛失防止、簡易検索・閲覧の実現  

   ２．計画的な維持管理による施設の延命化・経費の削減 
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○スケジュール 

 平成１８年度  道路維持管理システム改良計画を策定 

 平成１９年度  「総括システム」の運用開始 

         「照明灯台帳管理システム」（仮称）の構築 

 平成２０年度～ 「照明灯台帳管理システム」（仮称）試運用開始 

平成２１年度～ 「施設台帳管理システム」本格運用開始 

平成２３年度以降 施設点検データの蓄積システムや点検データを基にした補修計画の作成システムの運用 

および「陳情兼パトロールシステム」の改良を行う。 

 

 

◇下水道施設機器台帳システムの運用（道路下水道局） 

○下水道施設機器台帳システムとは？ 

道路下水道局が所管する水処理センター（下水処理場）・ポンプ場施設の新設・改築・更新及び修繕の履歴デ

ータを図面ＣＡＤデータとともにデータベース化したもので、効率的な機器の診断や調査に役立てています。 

○現状や課題など 

本システムは、本来紙台帳により管理されていたものを効率的に管理する為、平成８年より運用開始しました。

毎年工事や修理の履歴データ更新を行い、関係各部署の職員で情報を共有する事により、業務の効率化が図られ

ています。 

 しかし、現在当システムでは機器のみがデータベース化されており、土木建築物はデータベース化されていま

せん。また、国の下水道長寿命化支援制度に対する各機器の点検内容等もデータベース化されていません。 

○取組内容 

 現システム上に、土木建築物の台帳と下水道長寿命化支援制度に対するシステム構築を検討します。 

○目的・効果 

 アセットマネジメント及び下水道長寿命化支援制度の推進を効率的に行う事が出来ます。 

○スケジュール 

  平成２０年度～ 土木建築物の台帳をデータベース化する為のシステム構築検討 

      平成２１年度～ 下水道長寿命化支援制度に対するシステム構築検討 

 平成２３年度  土木建築物の台帳と下水道長寿命化支援制度に対するシステム構築予定 

○成果指標など 

 システム利用部署数（課数） 

・現状値 ７（平成２２年度） 

・目標値 ７（平成２２年度） 

 

 

    ◇下水道水質管理システムの運用（道路下水道局） 

 

○下水道水質管理システムとは？ 

水処理センターの各水処理工程における処理状況や試験データを、情報化・行政改革部の共有サーバーに設置

するデータベースにて一括管理し、結果書、グラフ及び年報作成を行います。また、水質データを迅速に施設管

理担当や水質管理担当が閲覧できるようにすることでより適切な下水処理を行えるようにするものです。 

 

○現状や課題など 

 システム稼働前は各水処理センターと水質管理課においてデータを個々に管理していましたが、他のセンター

の状況や市全体のデータをそろえるのに時間がかかっていました。しかし平成２０年４月から下水道水質管理シ

ステムが稼動し、水質データが迅速に伝達されるようになり、知りたいときにはすぐに各センターの水質データ

を見ることが出来るようになりました。また、平成２１年４月から汚泥試験についてもこのシステムで管理を行

えるよう改良しました。 

水質データは、サーバー内に保持するデータをＰＤＦファイルに出力することで、試験結果書とすることがで

きます。またＣＳＶ型式の出力ができるため、各種水質データ資料や年報の作成が容易になります。 

汚泥試験についても、水質試験同様、システムでの管理及び年報の作成ができるようになり、平成２３年４月

からは、データ入力の作業性を向上させ、閲覧機能も一部充実させています。今後は、データベースに蓄積され

たデータの更なる活用と事務の効率化を進めていきます。 
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○スケジュール 

 平成２０年４月  下水道水質管理システム稼動 

 平成２１年４月  機能追加分（汚泥試験）稼働 

平成２３年４月  システム改修を実施（データ入力の作業性向上と閲覧機能の一部充実） 

 

 

    ◇下水道電算システム（積算・工事台帳）の運用（道路下水道局） 

 

○現状や課題など 

  積算システムとは、下水道施設等を築造するために必要な工事費（設定金額）を算出するためのシステムで、 

また工事台帳システムとは、下水道事業の予算及び執行状況を工事単位に管理するシステムです。 

  積算システムの導入により、設定金額の作成に当たっては、システム化することで、作業時間を迅速にし、 

  事務の効率化を図ることができます。 

 積算システムは、他部局に類似システムがあり、年２回の単価、施工歩掛の改定については、各担当部局での

対応としていましたが、平成２３年度に積算システムの統合を行い、平成２４年度より新積算システムの運用開

始予定としています。 

 

 ○取組内容 

 関係部署において、統合に向けた協議を行い、平成２３年度に積算システムの統合を実施し、平成２４年度より

運用開始予定としています。 

 

○スケジュール 

 平成２０～２３年度 開発、契約、仕様等の検討（財政局技術管理課） 

 平成２３年度    積算システムの統合 

 

 ○成果指標など 

  システム利用部署数 

・ 現状値 ９（平成２３年度） 

 

 

    ◇河川情報管理システムの運用（道路下水道局） 

 

○現状 

河川事業に関する各種資料（工事台帳、工事竣工図、河川調査、治水池調査等）をデータベース化し、一元

管理することを目的としたシステムです。                                      

河川情報管理システムの導入により、河川管理施設の維持管理や建築確認、河川占用協議等の業務の効率化

を進め、市民サービスの向上を図ることができます。 

平成１８年度より稼働しており、年次的に内容を補足・充実しています。 

 

○課題 

 ・基盤図については、現在住宅地図を採用しており、将来的には地理情報システムの基盤図への乗り換えを見据

えたデータの構築が必要です。 

・河川管理の実状を踏まえた業務の効率化を目指し、所管用地及び構造物の管理に関する過去の事績や区役所も

含めた散逸的な情報をどこまで一元管理化できるかが今後の課題です。 

 

○取組内容                                                 

  河川情報については、河川整備や占用物（橋梁等）の改築更新に伴い年次的にデータの追加更新を行っていき  

 ます。 

 

○目的  

 １．情報の蓄積及び検索閲覧機能の充実による情報の共有化                              

 ２．１．の達成により市民サービスの向上 

 

○効果 

 河川維持管理計画及びアセットマネジメント推進の基礎データとして整備 
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○成果指数 

システム利用部署数（課数） 

・現状値１（平成２２年） 

 

 

    ◇道路整備予算執行管理システム（道路下水道局） 

 

○道路整備予算執行管理システムとは？ 

道路整備における予算執行管理に係る各種業務を処理するためのシステムです。 

 

○現状や課題など 

道路整備に関わる各種台帳等の統一及び一元管理を行うことを目的に、国の予算体系等に則したシステムの構

築を行い、平成１５年度から運用を開始しています。 

 

○効果 

       １，予算のデータベース化による各種資料作成の迅速化 

       ２，１に伴う事務の効率化（人件費の削減等） 

 

○スケジュール 

      平成１５年度   運用開始 

      平成２２年度   システム改善完了 

      平成２３年度以降 必要に応じシステムを随時改善 

 

 

    ◇固定資産税関連情報のネットワークの運用（博多区） 

 

○固定資産税関連情報とは？ 

   固定資産税の用語はもちろん、市民からよくある質問等をまとめたものです。 

 

○現状や課題など 

        法規や業務解説書及び本市取扱要領等のペーパーを利用していますが、調べる時間も要します。 

        そこで全区の固定資産税職員が、業務端末を活用し、市民（納税義務者）からの問い合わせや苦情対応におい 

            て、必要な情報を画面で検索・確認できるよう、質問の頻度が多いものや必要な情報のエクセルファイルを、ベ 

            ースにデータ化し検索すればヒットするようにデータベース化していきます。 

        今後、データのメンテナンス等について、またシステムの管理所管等について検討していく必要性があります。 

 

○取組内容 

     今年度は全市で検索ができるようにします。 

     平成２２年度において全市での使用を可能にする環境を整備した。 

 

○目的・効果 

     市民サービスの向上と職員の知識の向上を目的としています。 

        また、効果として、市民（納税義務者）に対してスムーズな応対ができ、経験年数の少ない職員の早期育成も 

            期待できます。 

 

  ○スケジュール 

   平成２１年度 データベース化を実施 

   平成２２年度 全市での使用を可能にし検索ができるような環境を整備した 

 

  ○成果指標など 

   検索システム利用職員数 

・現状値 博多区固定資産税課職員 ２６名 

・目標値 全市固定職員 １６７名 
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    ◇地域情報の共有（博多区） 

○現状                                              

博多区では、地域で行われるさまざまな会議や催事などの地域情報の共有を地域担当職員が把握できていない

問題がありました。これらの問題解決に向けて、博多区関係課の情報を把握するため、平成１８年度に地域情報

システムの検討を行い、ネットワークを活用し、平成１９年１月から地域情報の運用を開始しました。これによ

り、各課担当職員が入力し、博多区全職員が閲覧できることになりました。 

 

○課題 

  平成１９年１０月に博多区全職員を対象に地域情報の利用状況等の調査を行った結果、「週１回以上の閲覧６．

２％」「月１回程度の閲覧７．７％」との結果が出ており、平成２１年度には入力情報を増加させるとともに、

博多区全職員が地域情報を週１回以上共有できる率を１０％以上に行いたいと考えています。 

 

○成果指標など   

 「地域情報」の閲覧（週１回以上） 

・現状値 １６％（平成２１年度末）   

・目標値 ５０％ 

 

 

     ◇情報掲示板による職員間の情報共有について（城南区） 

 

      ○現状                                              

        職員専用ポータルサイト上に、｢城南区情報共有掲示板」「城南区の各種手引書」掲示板を作成し、担当職員 

            が 新情報や、業務上必要なマニュアルや様式などを掲載しています。区役所の全職員が必要なときに閲覧でき 

            るようにしています。 

 

      ○掲載している情報 

       ・城南区専用掲示板 ・・・城南区主要行事予定表、城南区地域団体活動日程、会議室利用予定、そのほか各自

業務の 新情報など 

       ・城南区の各種手引書・・・災害対策本部配備編成表、消防計画・自衛消防隊編成等について、広報マニュアル、

窓口案内（５０音順）など 

  

      ※窓口案内（５０音順）とは？ 

        区職員のプロジェクトチームが作成した、区役所のさまざまな業務を５０音順にリストアップし、担当課や内 

            線番号、窓口番号を一覧表にしたものです。冊子版及びエクセルデータがあり、市民からの電話や問い合わせに 

            自分の担当業務以外でも“たらい回し”にせず適切な窓口に案内できることを目的としています。 

 

 

    ◇公民館運営事務の効率化推進事業（西区） 

 

○事業の概要                                              

公民館の利用状況は、利用区分（主催事業・主催会議・地域諸団体・図書利用・育児サロン・グループサーク

ル等)毎に男女別・年齢区分別に集計しています。その利用状況を簡易にかつ効率的に集計するために、アクセス

を活用した公民館利用状況の入力・集計データベースソフトを、区職員の手により開発しました。 

 

○ 現状や課題                                              

システムの導入により公民館利用状況を集計し、報告書を作成する時間が大幅に削減されました。 

今後は、利用状況データの分析を行い、公民館の運営に役立てるなど、システムの有効活用を進める必要があ

ります。 

 

○取組内容 

１．公民館利用状況報告書の様式及び分類基準の統一化 

   公民館の日々の利用状況を把握する「利用状況報告書」の様式を西区公民館で統一。 

 あわせて、入力の基準となる利用状況の分類基準を統一。 

 

２．アクセスを活用した公民館利用状況入力・集計システムの開発 

   公民館の日々の利用状況を簡易に入力できるシステムを開発し、平成２０年度から公民館に導入。 
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３．操作マニュアルの作成及び、公民館職員研修の実施 

   上記システムの操作マニュアルを作成し、公民館職員への説明、及び操作研修を実施。 

 

○スケジュール 

   平成２０年度  利用状況報告書等の様式・入力分類基準の統一 

     利用状況入力・集計システム開発 

  （６月～）公民館職員への説明、システム操作研修の実施、操作指導 

   平成２１年度以降 必要に応じシステムのメンテナンスを実施 

 

○成果指標など   

 公民館への導入状況 

・現状値 ２１公民館に導入   

・目標値 ２２公民館に導入（平成２２年度） 

 

 

    ◇被服管理システム（消防局） 

 

○目的 

消防職員の所属、氏名、階級、被服サイズ及び貸与申請等を管理し、被服貸与に関する事務処理を行なってい

ます。 

 

○効果 

このシステムにより下記の事務を迅速に行うことができます。 

     １ システムを利用し被服の貸与申請等を行うため、職員がいつでも自分のサイズ確認及び変更を行うこと

ができます。                                               

２ 職員から貸与申請のあった被服についての種類及びサイズの集計が容易にできるため、発注等が迅速に

できます。 

３ 職員に貸与した被服の管理台帳の作成が容易にできるため、過去の貸与状況の確認が迅速にできます。       

 

○現状や課題など 

現在の被服管理システムは平成１４年度から運用を開始し、平成２０年度に更新を行っています。 

職員情報等を定期的に更新させる必要がありますので、他のシステムと必要な情報をリンクさせる等の検討を

おこなう必要があります。 

 

○スケジュール 

      平成１４年度  被服管理システムの導入 

      平成２０年度  被服管理システムの更新 

 

 

    ◇財務系システムの運用（水道局） 

 

○財務系システム 

下記会計業務を行うシステムです。 

 ・予算編成 ・予算管理 ・収入管理 ・支出管理 ・決算管理 ・工事台帳管理 

 ・固定資産管理 ・貯蔵品管理 ・企業債管理 ・資金管理 ・契約管理 

 

○オープンシステム 

仕様を公開、標準化されたソフトウェアやハードウェアを組み合わせて構築されたシステムです。標準化され

たソフトウェアやハードウェアは相互運用性が高いため、価格や性能などを比べて良いものだけを、メーカーを

問わず組み合わせることができます。 

 

○現状 

これまで大型汎用機による電子計算処理を行っていましたが、ＩＣＴ化の急速な進展に伴い、汎用機よりも小

型で低価格なサーバでもほぼ同等の処理が可能となってきています。 

このような情報通信環境の変化を踏まえて、システム運用経費の削減を図るため、平成１７年度からオープン

システムの開発・運用環境構築を行い、平成１９年度からシステムを稼働しています。 
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○目的 

  １．システム運用経費の削減 

  ２．事務の効率化 

 

 ○効果   

  ・機器の賃借料、委託料等システム運用経費を削減することができました。 

・専用端末が不要となり、また土・日・祝日も含め２４時間利用ができるようになったので、事務の効率化にな

りました。 

・各種帳票がＥｘｃｅｌでの出力となり、加工が可能になったため、データの有効活用ができるようになりまし

た。 

 

 

    ◇水道局（営業課）の主な情報システムの運用（水道局） 

 

○メータ管理システム 

水道メータの検定取替において、お客さまの水道メータを取り替える際に使用するハンディターミナルのメー

タ情報を管理するためのシステムです。 

事務作業の効率化及び正確性の向上を図ることにより、お客さまに的確なサービスを提供します。 

 

○検針システム 

検針業務において、お客さまの水道料金を算定する際に使用するハンディターミナルの検針情報を管理する

ためのシステムです。 

事務作業の効率化及び正確性の向上を図ることにより、お客さまに的確なサービスを提供します。 

 

 ○通水システム 

  水道料金の収納に関する業務をデータ化し、電話応対や現場作業の効率化を図り、お客さまサービスの向上 

を図るシステムです。 

  現在、水道局においては通水センターで年間約４７，０００件、営業時間外緊急電話受付センターで年間約

１１，０００件の電話を受けていますが、通水システムの利用により、正確で迅速な電話応対やその対応履歴

の管理を行い、業務の効率化とお客さまサービスの向上を図っています。 

 

○総合電話受付システム 

  水道に関するお客さまの基本情報や対応履歴をデータ管理し、電話応対および事務処理の効率化とお客さま

サービスの向上を図るためのシステムです。 

  現在、水道局お客さまセンターでは、年間約３４７，０００件の電話を受けています。総合電話受付システム

の利用により、電話応答率の向上、応答時間の短縮、事務処理の一元化等が実現し、業務の効率化とお客さまサ

ービスの向上を図っています。 

 

○配水管管理システム 

  配水管管理システムは二つのサブシステムから構成されており、主に配水管の移設及び仮設工事の出来高管

理を行う配水管移仮設システム、配水管漏水事故等の修理情報を管理する配水管修理システムがあります。 

 

○水道料金システム 

  使用水量の検針から調定・収納までの業務をシステム化することにより、正確かつ迅速な事務処理を支援す

るシステムです。 

 

○給水装置受付調定システム 

  給水装置の新設や撤去工事に伴う料金の調定事務を処理するシステムです。 

 

 

    ◇水道水源かん養林管理システムの運用（水道局） 

 

○福岡市水道水源かん養林管理システム 

森林ＧＩＳを活用して、水道局が水源かん養林として保有する森林の位置や形・航空写真などの地図情報と、

樹種や林齢、整備実績などの情報をコンピュータ上で一元的に管理し、これらの情報について、検索や分析を行

うとともに、様々な地図や帳票等を出力することができるシステムです。 
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○現状 

水道局は、市内３ダム（曲渕、背振、長谷）の周辺において約５００haの水源かん養林を保有しており、その

効率的な管理・整備を行うため、平成１７年度から福岡市水道水源かん養林管理システムを運用しています。 

 

○取組内容 

システムの実用性を高めるとともに、情報の蓄積量を増やし、より適切で効率的な整備に役立てていきます。

平成２２年度、福岡県森林簿及び森林計画図データのインストールを行いました。 

 

○スケジュール 

    毎月  現地調査結果を追加。 

    随時  新規購入した用地について、その図形情報や属性情報を追加。 

    平成２２年度 データ更新 

 

 

    ◇配水管網解析支援システムの運用（水道局） 

 

○配水管網解析支援システム 

配水施設（配水管・配水池）の効率的な水運用を検討するための管網計算や、将来の需要量を基にした公平で

円滑なじゃ口からの給水の検討など、配水管網に係る解析業務を行うものであります。                  

平成１４年度にシステム開発を行い、平成１６年度から毎年、基本ソフトウェアの保守と管路データの更新を

行い、現在稼働中です。 

 

○取組内容 

本システムにより、新設改良時の配水管口径や配水池水位などの配水施設の諸元決定や、開発行為に伴う配水

施設の確認などを行っております。 

 

 

       ◇新土木設計積算システムの運用（水道局） 

 

○新土木設計積算システム 

  水道施設などの工事費（予定価格）を積算するシステムです。 

積算の電子化により、手書きや個別入力による入力ミスの防止や、既設データの活用などが可能となり、工事

費の積算にかかる事務作業を軽減しています。 

積算サーバに保管される基準や単価を、運用管理サーバで一括してメンテナンスできるので、新しい情報が確

実に反映されたシステムでの工事費積算が可能となっています。 

   

○課題 

 現在、水道施設などの整備を担当する所属で利用されていますが、他局にある同様の土木系積算システムとの

統合に向けた検討を行っています。 

 

 ○取組内容 

・現行システムの管理・運用 

・土木系積算システムの統合に関する検討 

 

○目的及び効果 

   ・積算基準の統一化 

   ・運用の適正化 

   ・事務の効率化 

 

 

    ◇水道局（水管理課）の主な情報システムの運用（水道局） 

 

○水源情報オンラインシステム 

効率的な水運用を実現するために、福岡市に関連するダム・河川などの水源情報をリアルタイムで把握する

システムです。 

 



- 381 - 

行政事務のさらなる効率化 

 

     ○現状 

       平成22年度に、回線網の変更を含めた全面的な修理を行っております。 

 

○取水管理システム 

各浄水場から送信される情報を基に、福岡市水道局の浄水日報やHP用ファイルの作成、水運用に係る情報の

管理を行うシステムです。 

 

 

        ◇水道施設・設備データベースシステムの運用（水道局） 

          ○水道施設・設備データベースシステムとは？ 

            水道局が所管する浄水場などの新設・改築・更新及び修繕の履歴データを画像データとともにデータベース化

したもので、施設の維持管理や効率的な機器更新計画策定などに役立てています。 

 

         ○現状 

   本システムは、平成１２年度に計画課が施設の整備計画策定のために構築したものです。 

平成１３年度に設備課が引き継ぎ、平成１５年度に施設の維持管理用に再構築しました。 

              毎年、工事や修理の履歴データ更新を行い、関係各部署(９部署)の職員で情報を共有することにより、業務の

効率化が図られています。 

○課題       

現在、本システムには機器の仕様に関するデータが整備されています。 

    運用当初のデータに一部欠落があるため、今後、データの更新体制の整備が必要です。 

 

          ○取組内容 

              簡易で効率的なデータ更新方法の検討を行います。 

 

 

◇水質データ電算処理システムの運用（水道局） 

 

○水質データ電算処理システム 

水道水質センターと５ヵ所の浄水場（乙金、高宮、多々良、夫婦石、瑞梅寺）間を通信回線により接続し、日

単位、月単位に計測される水質データを水道水質センターに設置するデータベースにて一括管理することで、水

道水質センター及び各浄水場において、水質情報伝達の迅速性、正確性を向上させるものです。 

 

○現状 

平成１０年１０月から水質データ電算システムが稼動し、迅速に結果書やグラフの作成及び統計処理計算を行

なっています。 

また、水質試験項目の変更等に伴う帳票様式の追加変更など、さらなる業務の効率化と迅速化のため、３年に

１度システムの更新を行っている。 

 

 ○取組内容   

電算システムの利用をさらに効率的に利用するためにも、利用者の声を聞くなどして改善すべき点を検討する

予定です。 

 

 

    ◇交通局の主な情報システムの運用（交通局） 

 

○事務管理システム 

 交通局の予算管理、契約執行管理、財産管理などを行う財務会計システム、駅のキップやカードなどの売り

上げや乗降客数などを集計処理する営業システム、広告枠などの利用管理や広告の受付処理などを行う広告シ

ステム及びそれらシステムの運用を管理する運用管理システムからなります。 
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○駅務情報システム 

各駅のキップやカード及び定期券発売所の定期の売り上げデータや乗降者数データを収集し、駅務クライア

ントへデータ検索サービスの提供や、事務管理システムへのデータの伝送を行います。 

      

○勤務管理システム 

各管区駅（姪浜・天神・博多・貝塚）および姪浜乗務事務所の各担当者が手書きやエクセル等で作成してい

た職員の勤務表等を「簡単、素早く、正確」に作成することを目的に平成１６年度より導入しているシステム

のことを言います。 

 

     ○車両総合管理システム 

       地下鉄七隈線の車両の定期検査、本線走行車両の状態監視、検修業務に関するデータなどの一元管理を行い、

検査のスピードアップ・精度向上を図っています。 

 

 

    ◇教職員人事給与システムの運用（教育委員会） 

 

○現状や課題 

副校長、主幹教諭及び指導教諭の配置、育児短時間制度の導入、教員免許更新制の導入など、近年の法改正等

に伴い当該システム改修がその都度必要となりますが、費用対効果を検討して情報化を進めています。 

 

○取組内容 

県費負担の福岡市立小学校・中学校・特別支援学校の教職員の人事・給与情報を電算化することにより、人事

記録の管理、給与事務、人事異動業務の処理、各種調査統計の作成等事務処理の迅速化、省力化を行います。 

  また、県費負担教職員の定数管理、給与歴等における県教委とのデータ受け渡しの業務において、電算化を図

り、迅速化、正確化を図ります。 

 
 

    ◇就学事務システムの運用（教育委員会） 

 

○就学事務システムとは？ 

市内に住民登録のある小学生・中学生について、通っている学校や学年、転入学日などの就学の状況をデータ

化し、「学齢簿」として活用しているものです。住民票データと連動させることにより、住所が変わったときの

転校手続きなどをスムーズに行うことができます。 

 

○現状 

翌年度に入学を迎える児童生徒の名簿を学校毎にまとめ、保護者宛の入学通知書を作成したり、小学生や中学

生のいる世帯が転居した場合、住民票データに連動して転校手続きの書類を自動的に作成したりします。 

 

 

     ◇授業料徴収システムの運用（教育委員会） 

 

○授業料徴収システムとは？ 

市立高校の授業料及び校納金と、市立幼稚園の保育料及び園納金について、それぞれの収入状況等の管理を行

うものです。但し、授業料については平成２２年度より原則不徴収となっています。 

 

○現状 

・生徒及び園児の授業料等の金額を設定して、納付書や口座振替データを作成します。 

・支払われた授業料等の収納状況を各個人ごとに管理し、口座振替ができなかった対象者には納付書を送付しま

す。 
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行政事務のさらなる効率化 

 

    ◇就学相談システムの運用（教育委員会） 

 

○事業の概要 

小学校入学予定者および市立小・中・特別支援学校在学で学校教育上特別の配慮を要すると考えられる児童生

徒に対して、必要な検査や面接等を通して、適切な学校教育を受けられるよう就学に関する相談および指導を行

う「就学相談会」を実施しています。 

就学相談システムは、この就学相談会の受付業務から就学措置決定業務までの一連の事務処理をより迅速に行

うためにデータ化されたものです。 

このシステムにより、就学相談会参加者名簿・判定資料・保護者および学校長宛通知書等の作成を効率的に行

っています。 

 

○取組内容 

 業務事務の効率化（入出力動作の簡素化による作業時間の短縮） 

 

 

    ◇賃金支給システムの運用（教育委員会） 

 

○賃金支給システムとは？ 

文化財部で埋蔵文化財の発掘調査のため任用する臨時的任用職員・日々雇用職員（発掘作業員等）の賃金支給

管理を行うシステムで、平成１４年に導入しています。 

 

 

◇埋蔵文化財事前審査情報管理システムの運用（教育委員会） 

 

○事前審査とは？ 

公共工事、民間開発を問わず、各種開発工事に先立ち、埋蔵文化財の有無、内容を確認し、文化財保護法に基

づく措置をとるよう指示、指導することを言います。 

 

 ○事前審査情報管理システムとは？ 

  文化財担当者が教育委員会に配置されて以降の約４０年間に蓄積された市内の埋蔵文化財情報を統合的に管理

するもので、照会･申請から確認調査、発掘調査(本調査)、報告書刊行まで一括して検索することができます。 

 

○現状や課題 

システム導入以前は当然紙ベースのファイルしかありませんでした。加えて、その種類も事前審査報告書、試 

掘報告書など多岐にわたり、保管、検索に極めて不便な状態でした。これらをすべてデータ化し、一元的に管理 

するシステムの導入により、埋蔵文化財に対する各種照会、申請に迅速に対応でき、また市内の埋蔵文化財の

分布、内容等につき的確に把握することができるようになりました。 

 

○取組内容 

  上記のような効果により、埋蔵文化財の照会、申請に対し、既往の調査結果、周辺の調査事例などが容易に検

索できるようになり、窓口での的確な概要説明や確認調査の方針の策定などに多大な効力を発揮しています。 

 

○成果指標など   

 ・現状値  平成２２年度事前審査件数２，５７０件 

       平成２２年度窓口、ファックス照会件数１０，８０９件 

 

 

    ◇選挙システムの運用（選挙管理委員会） 

 

○選挙システムとは？ 

選挙人名簿の登録、抹消、移替や投票区の設定、変更などをシステムで行うものです。 

 

 ○現状 

  選挙人名簿の登録、抹消、移替や投票区の設定、変更などの管理は手作業では行えないため、行政部情報化推

進課の管理するホストコンピュータにて一括して行い、一括処理になじまない特殊なものを、連絡票を通じて処

理しています。 
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行政事務のさらなる効率化 

 

    ◇期日前／不在者投票システムの運用（選挙管理委員会） 

 

○期日前／不在者投票システムとは？ 

期日前投票、不在者投票の管理をシステムで行うもので、７区役所と市役所１階市民ロビー、早良区にあって

はさらに入部出張所、西区にあってはさらに西部出張所を専用線で結びデータの共有をしています。 

 

 ○現状 

  平成２２年７月執行の参議院議員通常選挙から投票所入場整理券に選挙人の固有情報を附したバーコードを

印刷し、そのバーコードを機械で読みとり、作業を行うことにより正確にかつ迅速に名簿対照作業が行えるよう

になりました。 

      なお、バーコードには区ごとに区番号を付ける等、同選挙から市役所１階市民ロビーに増設した７区集合の期

日前投票所において選挙人が誤って他の区のブースに入って投票をしようとしても受付ができないような工夫

をしています。 

 

 

◇広報業務における効率化の推進（人事委員会事務局） 

 

 ○現状と取組内容 

  福岡市職員募集ホームページの作成、更新等について、平成２０年度まではコンペ方式により業務委託を行

っていましたが、事務費の削減及び情報をリアルタイムに提供するために、平成２１年度より本市ホームペー

ジ作成システムを活用し職員による作成等を開始しています。 

また、ポスター・パンフレット等による広報については、より効率・効果的に行えるよう、掲示場所や配布

先について継続的に見直しを行っています。 

 

 ○目的 

    行政の効率化 

 

  ○効果 

 １．委託費の削減 ２．事務作業の効率化 ３．情報提供の充実 

 

 ○スケジュール 

 平成２０年度  広報物及び委託内容の検討 

   職員によるホームページ作成と管理体制の検討・整備  

 平成２１年度～   職員によるホームページの公表、更新  

           広報物及び委託内容の検討継続 

 

 ○成果指標など 

 委託費の削減 現状値  対前年度比 －１２．４％（平成２２年度） 

 

 

○関連ホームページアドレス 

  http://www.city.fukuoka.lg.jp/saiyou/ 

 

 

    ◇民間給与実態調査集計分析システムの運用（人事委員会事務局） 

 

  ○民間給与実態調査集計分析システムとは？ 

   職種別民間給与実態調査で調査したデータの集計・分析を行うシステムです。 

 

  ○現状 

 人事委員会では、市職員の給与と市内民間企業従業員の給与との精確な比較を行うため、毎年、職種別民間

給与実態調査を実施しています。調査したデータの集計・分析を行う際、このシステムを利用し、効果的に処

理を行っています。  
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行政事務のさらなる効率化 

 

    ◇不服申立管理システムの運用（人事委員会事務局） 

 

  ○不服申立管理システムとは？ 

  過去に職員から提起された特定の不服申立ての処理状況を管理するシステムです。 

 

  ○現状 

      人事委員会では、過去に職員から提起された特定の不服申立ての処理状況について、このシステムを利用し、 

     一体的な管理を行っています。 
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★コラム★ＡＳＰ・ＳａａＳについて                    
ＡＳＰ・ＳａａＳ（Application Service Provider、Software as a Service）とは、ネットワーク

を通じてアプリケーションを提供するサービスです。  

近年、このＡＳＰ・ＳａａＳへの需要が拡大しつつあります。その背景として、経済社会全体として

ＩＣＴ機能が増大しており、ネットワークのブロードバンド化が急速に進展していること、個人情報保

護法等を背景としてセキュリティへのニーズが飛躍的に向上していること、またＩＣＴ資産の「所有」

から「利用（アウトソーシング）」へニーズが変化しつつあること、などが考えられます。 

また、企業や団体にＡＳＰ・ＳａａＳを導入することによって、ＩＣＴ運用コストの大幅な低減、ユ

ーザの高度なＩＣＴリテラシーが不要、セキュリティの飛躍的向上などのメリットがもたらされるとい

う点もＡＳＰ・ＳａａＳへの需要拡大に結びついているとされています。 

一般的なＡＳＰ・ＳａａＳの形態は、データセンター等に設置したサーバー上に構築されたアプリケ

ーションを、事業者との契約に基づいて、インターネットを介してアクセスして利用するものです。利

用者は、Ｗｅｂブラウザとインターネット接続環境を整えることでアプリケーションを利用することが

でき、クライアント毎のインストールや管理、アップグレードにかかる費用等の負荷を軽減することが

できます。 

このように開発経費を削減することができることから、導入コストを抑えて手続のオンライン化を進

めたい場合等に、活用を検討することが期待されています。 

 

 

 

 

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  [「総合行政ネットワークＡＳＰガイドライン－第3.4版－（総合行政ネットワーク運営協議会、H20.10.22）」より] 

 

        （総務省及び総合行政ネットワーク運営協議会の資料等をもとに、福岡市作成） 
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★コラム★情報化推進にあたっての課題                   
 情報インフラが整備されていくことによって、わたしたちの社会は豊かで便利なものになっていき

ます。しかし、その一方で課題もあります。ここでは、その一部をご紹介します。 

 

（１）「デジタルディバイド」 

 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の間に生じる格差の

ことで、今後の情報社会の発展とともに、この差がますます大きくなっていくのではないかという問

題です。 

 ユビキタスネット（「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」アクセスが可能なネットワーク）社会

の実現に当たっては、年齢、性別、都市規模、年収等の属性によって、情報通信ネットワークの利用

に大きな格差が生じることがないようにすることが重要であるとされ、そのためには、「いつでも、ど

こでも、何でも、誰でも」ネットワークにつながり、情報を自在にやりとりできる環境の整備や、あ

らゆる人の情報通信リテラシー（情報通信を使いこなす人的能力）の向上が図られることが必要であ

ると考えられています。 

 

（２）「セキュリティ対策」 

 昨今、ネットワークを経由したウイルス感染の巧妙化、高度化、あるいは被害の深刻化等が進展し

ており、セキュリティに対する取組は、一層重要になってきています。 

 総務省の調査では、セキュリティ対策の実施状況について世帯に尋ねたところ、何らかのセキュリ

ティ対策を実施している世帯の割合は平成 19 年末で、78.1％となっており、平成 18 年末と比較して

9.8ポイント増加しています。主な対策としては、51.5％の世帯が「ウイルス対策ソフトの導入」を挙

げており、次いで、「知らない人からのメール等を不用意に開かない」が39.3％となっています。 

                  [総務省：「平成20年度 情報通信に関する現状報告」などを参考に福岡市作成] 

 

（３）「ワンクリック詐欺」 

 インターネットのアダルトサイト、出会い系サイトなどのトップ画面をクリックしただけで、いき

なり入会登録完了したと利用請求画面が現れ、指定の口座に振り込ませようとする手口です。しかし、

登録の際に十分な説明や明確な意思確認がない場合、契約は成立していません。無視しましょう。 

 

（４）フィルタリング（有害サイトアクセス制限サービス） 

 インターネットは便利な反面、有害なサイト（出会い系やアダルト、暴力的なものなど）にも簡単

につながるため、子どもが事件に巻き込まれて被害に遭うといったケースが少なくありません。この

ような有害サイトから子どもを守る方法としてフィルタリング（有害なサイトへのアクセス制限サー

ビス）があります。この機能を使うと、子どもに見せたくないページにアクセスできないよう制限が

できます。 

 

（５）「パケット料金」の思いがけない高額な請求 

 携帯電話で音楽やゲームなどをダウンロードした場合、情報料（コンテンツ料）のほかに通信費用

としてパケット料金がかかります。パケット料金は、接続時間に関係なく、情報のデータ量によって

課金されるしくみになっているため、思わぬ高額請求を受けることがあります。 

 携帯電話を契約するときは、料金の仕組みをよく確認し、自分の利用方法にあった料金プランを選

択することなどが必要です。 
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