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区民、事業者、来街者等、地域を構成するすべての人々の助けあいによる減災のまちづく

りを進めるとともに、危機管理即応態勢を構築していきます。 

 

 「ちよだみらいプロジェクト」に掲げためざすべき 10年後の姿  

 

 

 

 

 

みんなで助けあう減災のまちづくりを進めます 
【ちよだみらいプロジェクト：施策の目標５】 
 

〔●ページの再掲〕 

1 

●防災意識が高く、災害時要援護者を含めた地域の協助態勢が構築できている。 

●地域の連携と協力により、災害時における都市の安全性が高い地区が実現できている。 

●災害時の救護態勢の強化など、適切に対処できる危機管理意識の高い態勢が構築できて

いる。 

（単位：千円）

主な事業（掲載ページ）

水害・土砂災害対策（P175） 新規 8,500 0 8,500

防災・減災対策の推進

情報連絡網の整備（P172） 拡充 139,598 49,866 89,732

避難所等の停電対策（P174） 新規 44,573 0 44,573

その他

屋外広告物及び看板等の安全推進（再掲）
（P155）

39,996 16,885 23,111

建物の耐震化等促進事業（再掲）（P153） 拡充 462,178 621,249 △ 159,071

耐震改修促進計画の改定（再掲）（P153） 新規 6,000 0 6,000

防災・減災対策の推進／災害に強いまちづくり

増(△)減額

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年後の姿を
実現するための主な取組み

新規
拡充
独自

２予算額 １予算額
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▶災害対策・危機管理課 
令和2年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 情報連絡網の整備 
 139,598 

 
千円 

( 49,866  千円) 

拡充  防災行政無線維持管理  57,312 千円 

新規  防災ラジオ等の配付  82,286 千円 

区では、災害時に区民、在勤者などへ一斉に情報を伝達するための手段として、

防災行政無線で情報伝達を行ってきましたが、従前から「聞こえない」、「聞き取り

にくい」などの声が寄せられています。 

このため、防災行政無線の補完手段として、文字情報をメールで配信する「安全・

安心メール」や放送した内容を聞くことができる「防災無線ダイヤル」を導入して

います。 

また、防災行政無線の音声が聞き取りにくい屋内への情報伝達手段として、音声

と文字情報を受信できる戸別受信機を、区内施設や町会などに配備しています。 

しかし、毎年のように日本各地で大規模な災害が発生しており、災害情報伝達手

段の多様化が強く求められています。このようなことから、避難に時間を要する避

難行動要支援者※に防災ラジオ※（うち聴覚障害者には文字情報を受信できる防災ラ

ジオ）を配付するとともに、大規模マンションや避難行動要支援者の見守り活動を

行っている民生委員・児童委員に、戸別受信機※を配備・配付することで、迅速な避

難行動を支援します。 

また、現在区ホームページで提供している外国人への災害情報伝達について多様

化を図るため、屋外に設置している文字表示盤に英文表記をするための改修を行い

ます。 

 

※避難行動要支援者：災害時の避難などに配慮が必要な方（高齢者や要介護者、障

害者など）のうち、特に支援を要する方 

※防災ラジオ：防災行政無線の内容を音声で伝える情報伝達機器 

※戸別受信機：防災行政無線の内容を文字と音声で伝える情報伝達機器 

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 ▲戸別受信機 ▲防災ラジオ（右写真は文字情報受信可能） 
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POINT 区からの災害情報伝達手段はどのように変わりますか？ 

１ 防災行政無線やそれを補完する安全・安心メール、防災無線ダイヤル、区ホ

ームページなどに加え、新たに避難行動要支援者への防災ラジオの配付等を行

い、災害情報伝達手段をさらに強化します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 屋外に設置している文字表示盤に、英文を横向きで表記できるよう改修する

ことにより、外国人への災害時の情報伝達手段の多様化を図ります。 
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改

修 

■戸別受信機 

区有施設、町会、一部の大規模 

マンションなど 

■防災ラジオ 

避難行動要支援者に配付 

■戸別受信機 

新たに民生委員・児童委員へ配付 

大規模マンションにも追加配備 

従 来 令和２年度の見直し内容 

▲現状 ▲改修後イメージ 

（「警報」の意味） 
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▶災害対策・危機管理課 
令和2年度予算額 

(前年度予算額） 

新規 避難所等の停電対策 
 44,573 千円 

( ― 千円) 

１ 蓄電池の配備  

令和元年に発生した台風第 15 号が関東を直撃した際は、千葉県内に大規模な

停電が発生しました。スマートフォンの電源が切れ、通信手段が途絶えて不安にか

られる被災者の様子が各種メディアで報じられました。こうした報道や、職員によ

る被災地の視察を行うことで、災害時における電力確保の重要性があらためて認

識されました。 

こうした背景を踏まえて、大規模災害による停電に備え、水や食料などの備蓄物

資の確保はもちろんのこと、災害時の情報収集手段であるスマートフォンの充電

やテレビの電源、避難者の医療機器の充電に必要な電力確保が求められます。そこ

で、各避難所の備蓄倉庫等に大容量蓄電池を配備し、さらなる防災力の向上を図り

ます。 

 

２ 避難所の設備改修に向けた事前調査 

  避難所となる施設は、内閣府の指針により、非常時に避難所として必要なトイ

レ、電気、水、情報伝達手段等の機能の保持を求められています。特に夜間の照明

は、避難者の不安を解消する意味でも効果が大きく、３日間の避難生活に必要な

最低限の電力を確保できるよう、電気設備の改修に向けた事前調査を行います。 

 

POINT どうして避難所に蓄電池が必要なのですか？ 

 近年、スマートフォンが普及し、災害時の情報収集や家族への連絡に利用する

人が多くなっていますが、大規模災害による停電時には、バッテリー切れが課題

となります。そこで、各避難所等にポータブル蓄電池を配備し、スマートフォン

の充電やテレビの電源の確保を図り、区民の不安解消につなげます。また、避難

所の運営に必要な無線機の電源や、避難者の医療機器の充電にも活用します。 

  

 

 

 

 

 

 

-174--174-



 
令和2年度予算額 

(前年度予算額） 

水害・土砂災害対策 

 

 8,500 千円 

新規 ▶災害対策・危機管理課 ( ―  千円) 

 

水防法では、地域防災計画で指定された浸水想定区域内の地下街等

や要配慮者利用施設に対して、洪水時等に、利用者の円滑かつ迅速な

避難の確保を図るための取組み等を義務付けています。また、土砂災

害防止法においても、地域防災計画で指定された土砂災害警戒区域内

の要配慮者利用施設に対して、急傾斜地の崩壊が発生するおそれがあ

る場合に、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るための取組みを

義務付けています。 

そこで令和２年度は、これらの施設を地域防災計画で指定するにあ

たり、浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内にある該当施設を調査し、

施設利用者の水害・土砂災害時における円滑かつ迅速な避難の確保等

につなげます。 

 

 ■水防法等で義務付けられている取組み 

地下街等 要配慮者利用施設 

（水防法） 

・避難確保計画の作成 

・浸水防止計画の作成 

・訓練の実施 

・自衛水防組織の設置 

（水防法、土砂災害防止法） 

・避難確保計画の作成 

・訓練の実施 
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多様なニーズを持つ区民に対し、区民の目線に立った質の高い行政サービスを提供するた

め、限られた財源や職員を最大限に活用していきます。 

 

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げためざすべき 10年後の姿  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

質の高い、効果的で効率的な区政運営を推進します 
【ちよだみらいプロジェクト：施策の目標 37】 

 

2 
 

●行政評価の実施により区政の透明性が向上し、区民との信頼関係が構築されるととも

に、ＰＤＣＡサイクル※が確立され、効果的・効率的な区政運営が行われている。 

●機動力のある執行体制のもと、高い倫理観・使命感を持ち、区民の目線に立って自ら考

え行動できる職員が育つことにより、質の高い行政サービスが迅速に提供されている。 

●ユニバーサルデザインの考え方に基づく取組みが進み、ハード（施設整備等）・ソフト

（サービス提供等）の両面において区民満足度が向上している。 

●税や保険料の収納率向上、使用料等の受益者負担の適正化が進み、健全な財政運営や区

民負担の公平性の確保が図られている。 

●公共サービスが、最適な実施主体により運営されることで、コストの削減や効率性の向

上などの効果が表れるとともに、区民サービスが向上している。 

●ＩＣＴが活用され、区民の利便性が向上するとともに、事務の効率化が図られている。 

※ＰＤＣＡサイクルとは、施策や事務事業の企画・立案、実施、評価、見直し（Plan-Do-Check-

Action）のサイクルを継続して行うことにより、施策や事務事業を見直し、その結果を実施方

法の改善や予算へ反映させる手法をいいます。 

（単位：千円）

主な事業（掲載ページ）

行政評価

行政評価制度の推進 4,983 11,351 △ 6,368

計画的な人材育成

職員研修 22,725 27,079 △ 4,354

職員研修（海外派遣研修） 7,176 7,176 0

職員提案の実施

企画財政一般事務費 12,099 10,327 1,772

区有地等の効果的な活用(※)

公共施設整備等の方針検討（P179） 拡充 5,900 900 5,000

旧和泉町ポンプ所跡地の購入（P182） 新規 761,000 0 761,000

(※) 「ちよだみらいプロジェクト」の中間年における見直しにより追加等を行った取組み

増(△)減額

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年後の姿を
実現するための主な取組み

新規
拡充
独自

２予算額 １予算額
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 （単位：千円）

主な事業（掲載ページ）

ＩＣＴの活用等による事務の効率化(※)

ＲＰＡ・ＡＩの導入（P178） 拡充 83,425 35,970 47,455

総合住民サービスシステムのリプレース（P180） 拡充 639,504 360 639,144

総合行政システムのリプレース（P181） 拡充 62,209 22,000 40,209

その他

（仮称）四番町公共施設整備（再掲）（P44） 361,300 1,021,097 △ 659,797

債権管理の適正化（P182） 新規 2,704 0 2,704

(※) 「ちよだみらいプロジェクト」の中間年における見直しにより追加等を行った取組み

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年後の姿を
実現するための主な取組み

新規
拡充
独自

２予算額 １予算額 増(△)減額
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▶企画課 
令和2年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 ＲＰＡ・ＡＩの導入 
 83,425 千円 

( 35,970  千円) 

 我が国全体における労働力人口の減少を見据え、さらなる業務効率化を図るため、

ＲＰＡ※やＡＩ※を利用したツールの活用を検討していきます。 

 令和２年度は、前年度に行った効果検証を踏まえ、導入効果が高いと想定される

業務を対象に、ＲＰＡとＡＩ－ＯＣＲ※を組み合わせるなど、導入効果を最大限に高

めるための取組みを行います。 

 また、高い精度の議事録をリアルタイムで作成することができるＡＩ議事録支援

システムや、保育所の入所選考を短時間で終わらせることができるＡＩ保育所入所

選考システムを新たに導入します。これにより、定型的な業務に係る負担を軽減す

ることで創出した時間を、政策立案業務や保護者との相談時間などに充てることで、

区民サービスの向上を図ります。 
 

※ＲＰＡ（Robotic Process Automation）：ソフトウェアロボットによるパソコ

ンでのマウス・キーボード操作などの自動化 

※ＡＩ（Artificial Intelligence）：人工的な方法による学習、推論、判断などの機能

を実現したもの 

※ＡＩ―ＯＣＲ：人工知能（ＡＩ）を活用することで、通常のＯＣＲ機能では読み

取れなかった文字の認識精度を飛躍的に高めたもの  

POINT ＲＰＡ及びＡＩツールを活用した事務処理の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-178--178-



▶施設経営課（財産管理担当課長） 
令和2年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 公共施設整備等の方針検討 
 5,900 千円 

( 900  千円) 

 区が様々な施策を展開するうえで、その基盤となる土地・建物等の区有財産を活

用した施設のあり方は、今後ますます重要な位置づけとなることから、区有地活用

等の具体的方策に、これまで以上に中長期的な観点から取り組んでいく必要があり

ます。 

 そこで令和２年度は、公有財産白書や公共施設等総合管理方針で示した課題や、

区民の将来的なニーズを見据えた事業展開のために必要となる施設需要などを踏ま

え、低未利用区有財産を含めた区有財産活用など、公共施設整備等の基本的な考え

方を検討します。 

 

POINT 公有財産白書・公共施設等総合管理方針で示した課題 

○公有財産白書で示した課題 

（１）現状の施設に関する課題（現状の施設維持管理・改修、複合施設や共用施

設） 

（２）将来の施設更新に関する課題（更新時期・費用、今後の施設需要） 

（３）低未利用財産の活用に関する課題（暫定的活用、長期的需要に対応する活

用） 

（４）都市基盤施設に関する課題（施設の安全性のための維持管理、社会の変化

に対応した機能更新） 

 

○公共施設等総合管理方針で示した課題 

（１）安全性の確保 

（２）維持管理等にかかるコスト縮減 

（３）区民ニーズや地域特性に適合したサービス提供 

 

 

▲低未利用地を活用して整備した 

千代田せいが保育園 

 

▲低未利用地の暫定活用として 

整備した飯田橋三丁目広場 
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▶ＩＴ推進課 
令和2年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 
総合住民サービスシステムのリプレ

ース 

 639,504 千円 

(       360  千円) 

平成 23 年 10 月に稼働した総合住民サービスシステムは、住民記録、住民税、

国民健康保険、介護保険、児童手当、総合健診、個人番号カード交付管理など 22シ

ステムで構成される、住民情報を扱う区の基幹業務を統合したシステムです。 

近年、マイナンバー制度の開始と法改正対応により業務手順が煩雑化し、業務効

率化やさらなるセキュリティの向上が求められています。このため、令和元年度ま

でに策定した要件定義を踏まえ、令和４年度の新システム稼働に向けたシステムリ

プレースに着手します。リプレースにあたっては、現在個別システム等で運営して

いる住宅管理、児童家庭相談、保育管理、高齢者相談支援、滞納整理支援、障害者福

祉、課税資料読取、コンビニ交付の８システムを統合し、システム全体での情報連

携を実現させることで、区民からの問合せや相談への迅速な対応をめざします。な

お、一部システムについては、運用上の課題から先行開発を行います。 

また、リプレースに先立ち、情報化指針の改正を行い今後の区のシステム化のあ

るべき姿を明確にしたうえで、新たに策定する「（仮称）情報化基本構想」を踏まえ、

より効率的かつセキュリティの高いシステムの構築を行います。 

 

POINT 次期システムリプレースに向けた展望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〇現状とリプレースの方向性

現状 リプレースの方向性

事務効率化

・多数の個別システム稼働に伴うシステム
　間連携の不足や手作業によるデータ連携
・行政ニーズの拡大・多様化、制度改正等
　に伴う業務手順の煩雑化、処理速度の低
　下

・個別システムの統合による情報連携
・機能強化により操作性・処理速度を向上
・業務手順の見直しと標準化により業務全
　体を最適化
⇒区民からの問合せや相談を迅速化

セキュリティ
強化

・個別システム稼働によるセキュリティレ
　ベルのばらつき
・外部からの新たな脅威

・統一的かつ迅速なセキュリティ対策を可
　能にする統合基盤を構築
・最新のテクノロジーを用いたセキュリ
　ティ対策
⇒個人情報保護の強化

〇総合住民サービスシステム稼働スケジュール

令和４年度

追

加

シ

ス

テ

ム

新

シ

ス

テ

ム

令和２年度 令和３年度

開発・テスト
契約
・要件
確定

運用

開発・テスト・追加システム統合業者選定
契約
・要件
確定

運用
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▶ＩＴ推進課 
令和2年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 

 

総合行政システムのリプレース 
 62,209 千円 

( 22,000  千円) 

区の内部事務を支える総合行政システム（財務管理、文書管理、電子決裁）は、平

成 18 年度以降、それぞれのシステムを順次導入した後、定期的な更新を行ってき

ました。一方、度重なる改修や機能追加などから、システム間業務連携の手順が煩

雑化し効率的な業務推進に対し影響が出ています。そこで、業務効率化やさらなる

セキュリティの向上を図るため、令和４年度の新システム稼働に向けたシステムリ

プレースに着手します。リプレースにあたっては、ＩＣＴの進展などの社会情勢の

変化も踏まえ、システム間の業務連携の強化や業務フローの見直しも含めたシステ

ム全体を見直すことで内部事務の効率化を行い、区民サービスの向上につなげます。

なお、リプレースに先立ち、情報化指針の改正を行い今後の区のシステム化のある

べき姿を明確にしたうえで、新たに策定する「（仮称）情報化基本構想」を踏まえ、

より効率的かつセキュリティの高いシステムの構築を行います。 

 

POINT 次期システムリプレースに向けた展望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇現状とリプレースの方向性

現状 リプレースの方向性

事務効率化

・システムの連携不足による各システムで
　の二重作業による効率低下、ミス誘発等
・紙とシステムでの二重作業による効率低
　下、ミス誘発等
・行政ニーズの拡大・多様化に伴う業務手
　順の煩雑化

・システム間連携を強化
・機能強化により操作性を向上
・業務手順の見直しと標準化により業務全
　体を最適化

セキュリティ
強化

・アクセスログやアクセス権制御が不十分
・認証基盤を見直し、アクセス権制御等を
　強化

〇総合行政システム稼働スケジュール

令和２年度 令和３年度 令和４年度

開発・テスト
業者選定・契約
・要件確定 運用
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令和2年度予算額 

(前年度予算額） 

債権管理の適正化 

 

 2,704 千円 

新規 ▶施設経営課（財産管理担当課長） ( ―  千円) 

 

 区税や保険料、貸付金、使用料など、区が有する債権については、多

くの方に適切に納付していただいています。しかし、区民負担の公平

性・公正性をより一層確保していくためには、特に未納分の債権につ

いて、法令に基づき適正に徴収事務を行うなどの「債権管理の適正化」

を図っていく必要があります。 

そこで、令和元年度には、全庁的な歳入事務の実態把握を行うとと

もに、債権管理の基本的な考え方の整理を行いました。 

令和２年度は、その考え方に基づき、債権管理の運用に必要な体制を

強化し、区民負担の公平性・公正性の確保につなげます。 

旧和泉町ポンプ所跡地の購入  761,000 千円 

新規 ▶施設経営課（財産管理担当課長） ( ―  千円) 

 

 本区では、出生数の増加や子育て世代の転入等により、就学前人口

が急増しています。そこで、今後も増大が見込まれる保育需要に対応

するため、保育園の整備を進めています。 

 その対応の一つとして、現在利用されていない東京都所有の旧和泉

町ポンプ所跡地（神田和泉町１番地 28）を取得し、保育園の整備に活

用していきます。 
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