茅ヶ崎市総合計画第4次実施計画事業・茅ヶ崎市地域情報化計画事務事業細目紐付け一覧

基本コンセプト

施策展開の柱

施策

項
番

事務事業

担当課かい名

茅ヶ崎市地域情報化計画事務事業細目

障害福祉課
1 高齢者や障害者の安定的な生活を確保するシステムの導入の検討

電算の運用管理に係る事務

医療情報システムの更新に係る事務

保健所総合システムの導入

保健所管理運営事業
保健所管理運営事業

保健所政令市への移行に関する事務
市保健所運営事業

4 オープンデータの充実

情報推進課

情報化の推進

オープンデータの充実

5 ＩＣＴの活用による地球温暖化対策の推進

環境政策課
学務課
学校教育指導課
公園緑地課
下水道河川管理課
下水道河川管理課

オープンデータライブラリの充実
地域の元気創造プラットフォームの活用
ＩＣＴの活用による地球温暖化対策の推進
都市公園の設備現況のデータベース化

ちがさきエコネット事業
児童生徒の事故報告及び通学の安全確保に係る事務
学校経営研究事業
既存公園等改修整備事業

下水道施設の設備現況データベース充実の検討

※事業完了により紐付けなし

地球温暖化対策実行計画の推進
児童生徒の事故報告及び通学の安全確保に係る事務
学校経営研究事業
公園緑地等管理運営事業
管路施設及び雨水吐きの維持更新に係る事務
管路施設及び雨水吐きの維持補修に係る事務（３条予算その２）

防災研修の動画配信の検討
災害情報の管理システムの導入検討
災害情報の収集へのICTの活用

自主防災組織育成事業

被災者生活再建支援システムの操作方法の習熟

被災者生活再建支援業務
被災者生活再建支援事業
被災者生活再建支援業務

被災者再建システム事務
被災者再建支援システム事務
被災者生活再建支援システムに関する事務

消防緊急通信指令システム維持管理事業

消防緊急通信指令システム維持管理事業

消防緊急通信指令システム運用事務

消防緊急通信指令システム運用事務

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）推進事業
神奈川県市町村電子自治体共同運営協議会
現金出納、財産の記録及び管理事務
口座振替・郵便振替事務・市県民税特徴データの消込事務

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）推進事業
神奈川県市町村電子自治体共同運営協議会
現金出納、財産の記録及び管理事務
口座振替・郵便振替事務・市県民税特徴データの消込事務

電子入札システムの運用

電子入札システムの運用

工事検査事務

工事検査事務

情報化の推進（新規追加分）
施設予約管理
都市計画法に基づく開発許可等に関する業務

情報化の推進
施設予約管理
都市計画法第２９条における開発許可

市ホームページ等管理運営事業

市ホームページ等管理運営事業

情報化の推進

情報化の推進（新規追加分）

市ホームページ等管理運営事業

市ホームページ等管理運営事業

情報化の推進
教育用パソコンに関する会議等に係る事務
教育用パソコンに関する会議等に係る事務
教育用パソコンに関する会議等に係る事務
中学校の運営・維持のための事務
小学校の運営・維持のための事務
生涯学習機会の提供
公民館ふれあい事業
中小企業経営安定支援事業
中小企業経営安定支援事業
療育相談事業
※事業廃止により紐付けなし
母子栄養健康づくり事業
母子保健指導事業
母子栄養健康づくり事業
こども予防接種事業
母子健康手帳交付・妊婦健康診査事業
生涯学習機会の提供
茅ヶ崎ゆかりの宇宙飛行士関連事業（(仮称)宇宙まつり及び宇宙記念日関連事業）
茅ヶ崎ゆかりの宇宙飛行士関連事業（宇宙飛行士展示コーナー関連事業費）
景観資源の指定と維持保全
ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業
ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業
（仮称）歴史文化交流館整備事業
情報化の推進
情報化の推進
次世代育成支援対策及び女性職員の活躍の推進に関する事務
ICT利活用の検討
基幹系システムの運用管理
基幹系システムの運用管理
基幹系システムの運用管理
基幹系システムの運用管理
情報化の推進
情報化の推進
行政文書管理事務
内部情報系システム最適化（財務会計システム）
内部情報系システム最適化 (会計課)
職員給与の支給及び各種引去金及び年末調整事務

情報化の推進
教育用パソコンに関する会議等に係る事務
教育用パソコンに関する会議等に係る事務
教育用パソコンに関する会議等に係る事務
中学校の運営・維持のための事務
小学校の運営・維持のための事務
生涯学習機会の提供
公民館ふれあい事業
中小企業経営安定支援事業
中小企業経営安定支援事業
幼児のことばの教室事業
子育て教室事業
母子栄養健康づくり事業
母子保健指導事業
母子栄養健康づくり事業
こども予防接種事業
母子健康手帳交付事業
生涯学習機会の提供
茅ヶ崎ゆかりの宇宙飛行士関連事業（ゆかりのまちサミット及び宇宙記念日関連事業）
茅ヶ崎ゆかりの宇宙飛行士関連事業（宇宙飛行士展示コーナー関連事業費）
景観資源の保全
都市資源データベースの導入の検討
「ちがさき丸ごとふるさと発見博物館講座」の動画配信および事業ＰＲ
文化資料館移転整備及び周辺地整備事業
情報化の推進
情報化の推進
次世代育成支援対策の推進
ICT機器の導入検討
情報化の推進
情報化の推進
情報化の推進
基幹系システムの運用
内部情報系システム最適化（機器更新分）
内部情報系システム最適化
内部情報系システム最適化（文書管理システム）
内部情報系システム最適化（財務会計システム）
内部情報系システム最適化 (会計課)
内部情報系システム最適化（庶務管理システム）

情報セキュリティ対策

情報セキュリティ対策

個人情報保護事務

個人情報保護事務

情報化の管理

災害応急対策活動

情報化の推進

情報化の推進

教職員等の人材育成事業（中核市関連）
行政文書管理事務
課税資料整備業務・土地課税資料調査収集業務

教職員等の人材育成事業（中核市関連）
行政文書管理事務
課税資料整備業務

3 保健所総合システムの導入

7 都市公園の設備現況のデータベース化
8 下水道施設の設備現況のデータベース充実の検討
9 防災研修の動画配信の検討
10 ICTを活用した災害応急対策の効率化

防災対策課

11 ICTを活用した被災者の生活再建支援の効率化

収納課
市民税課
資産税課

12 消防緊急通信指令システムの適正な運用

指令情報課

13 消防内部系システムの適正な運用

指令情報課

14 個人番号（マイナンバー）の活用の推進
15 電子申請届出システムの普及及び活用

情報推進課
情報推進課
会計課
収納課

ICTによる防災・減災力
の強化

16 口座振替受付サービスの導入
ICTによる行政サービス
の向上

契約検査課
17 ICTの活用による契約手続きの効率化
契約検査課
18 ICTを活用した公共施設サービス
19 開発登録簿の電子化
20 情報発信システムの普及及び活用

情報推進課
情報推進課
開発審査課
秘書広報課
情報推進課

21 双方向コミュニケーションツールの導入及び活用の検討
ＩＣＴを活用した茅ヶ崎市の
魅力ある未来づくり

22 児童及び生徒のICT教育の推進

ＩＣＴを活用した円滑な
地域社会

23 学校の情報通信環境の整備の検討
24 市民のICT教育の推進
ICTによる情報活用環
境の充実

電子カルテシステムの導入
医療情報システムの導入

災害時要援護者支援システムの管理
医療及び介護の情報共有システムの導入の検討

6 小・中学校の安全管理におけるICT活用の検討
ＩＣＴを活用した安全・
安心なまちづくり

（参考）第３次実施計画事業
災害時における要配慮者及び避難行動要支援者支援事業（障害者）
災害時における要配慮者及び避難行動要支援者支援事業（高齢者）
高齢者施策の周知及び情報提供事業
在宅医療介護連携推進事業
（なし）

高齢福祉介護課
地域保健課
医事課
医事課
保健企画課
保健企画課

2 電子カルテを含む医療情報システムの導入
ICTによる安心感のある
生活の確保

高齢福祉介護課

第４次実施計画事業名
災害時における要配慮者及び避難行動要支援者支援事業（障害者）
災害時における要配慮者及び避難行動要支援者支援事業（高齢者）
高齢者施策の周知及び情報提供事業
在宅医療介護連携推進事業
在宅医療介護連携推進事業

25 中小企業のICT活用支援

26 子育て教室のダイジェスト動画配信の検討

27 子育てをサポートするシステムの導入の検討
28 インターネットを活用した市民講座の動画配信の検討
29 宇宙教室の動画配信の検討
30 ＩＣＴを活用した景観資源保全に関する周知方法の検討
31 ちがさき丸ごとふるさと発見博物館事業におけるICTの活用
32
33
34
35
36

文化資料館収蔵資料のデータベース化
ビッグデータサービス活用の検討
クラウドサービス活用の検討
茅ヶ崎市職員のテレワーク導入の検討
ICT機器の導入の検討

37 基幹系システムの適正な運用

38 内部系システムの適正な運用
ＩＣＴを活用した効率的 ICTによる行政経営の
な行政経営
見直し
39 情報セキュリティの強化

40 ICTBCPの適正な運用
41 庁内のICT研修の推進
42 教職員人材育成研修におけるイントラネットシステムの活用の検討
43 複合機のオンライン管理
44 税務地図情報の高度利用の検討

秘書広報課
情報推進課
学校教育指導課
学校教育指導課
学校教育指導課
教育総務課
教育総務課
文化生涯学習課
社会教育課
産業振興課
産業振興課
こども育成相談課
こども育成相談課
健康増進課
健康増進課
健康増進課
健康増進課
健康増進課
文化生涯学習課
青少年課
青少年課
景観みどり課
社会教育課
社会教育課
社会教育課
情報推進課
情報推進課
職員課
情報推進課
情報推進課
情報推進課
情報推進課
情報推進課
情報推進課
情報推進課
文書法務課
財政課
会計課
職員課
情報推進課
情報推進課
情報推進課
行政総務課
行政総務課
情報推進課
情報推進課
情報推進課
情報推進課
情報推進課
教育センター
文書法務課
資産税課

小・中学校の安全管理におけるＩＣＴ活用の検討

災害対策本部機能強化事業

システムの操作方法の習熟
消防業務支援情報の一元化
消防業務を円滑に実施するための関係主体との情報共有
寒川町との指令業務の共同運用
消防情報支援システムの操作方法の習熟
出動車両運用管理装置の操作方法の習熟
個人番号（マイナンバー）の活用の推進
電子申請届出システムの普及及び活用
口座振替受付サービスの導入
電子入札システムの工事系入札への活用
電子入札システムの物品系入札への活用
納品手続きの電子化
設計図書配付の電子化
公衆無線LANの整備
公共施設予約システムの充実
開発登録簿の電子化
市公式ホームページの普及及び活用
オンライン動画の活用の普及
広報紙二次元コードの普及及び活用
メール配信システムの普及及び活用
双方向コミュニケーションツールの導入及び活用の検討
情報公開基盤の整備の検討
全庁型地理情報システムの普及及び活用
小学校におけるICT教育の推進
中学校におけるICT教育の推進
教員のICT活用力の向上
小・中学校の情報通信環境の整備の検討
ICT講座の開催
ICT活用の普及啓発
ICT活用の経済支援
ことばの教室の動画配信の検討
にこにこ子育て教室の動画配信の検討
食事と歯の教室の動画配信の検討
母親及び父親教室の動画配信の検討
マタニティクッキングの動画配信の検討
予防接種など情報提供システムの導入の検討
母子健康手帳の電子化の検討
ちがさき市民大学講座の動画配信の検討
宇宙教室の動画配信の検討
ＩＣＴを活用した景観資源保全に関する周知方法の検討
都市資源データベースの導入の検討
「ちがさき丸ごとふるさと発見博物館講座」の動画配信
文化資料館収蔵品管理システムの導入
ビッグデータサービス活用の検討
クラウドサービス活用の検討
茅ヶ崎市職員のテレワーク導入の検討
ICT機器の導入の検討
第一次システムの適正な運用
第二次システムの適正な運用
第三次システムの適正な運用
基幹系システムの運用
文書庶務財務システムの最適化
グループウェアの適正な運用
文書システムの最適化
財務システムの最適化
庶務システムの最適化
情報セキュリティ基本方針の適正な運用
情報セキュリティの普及啓発
情報セキュリティ監査の実施
個人情報の適正な取扱いの確保
個人情報の適正な取扱いの周知徹底
情報システム業務継続計画の適正な運用
情報システム業務再開手順書の適正な運用
ICT基礎研修の実施
外部主催ICT研修への受講生の派遣
eラーニングの活用
研修事務手続きにおけるイントラネットシステムの活用の検討
複合機のオンライン管理
税務地図情報の高度利用の検討
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災害対策推進事業

