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【 資 料 】 
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〈推進区分〉 

    優先 ＝「優先して実現したい推進施策」に位置づけられている施策 

    その他＝「その他の推進施策」に位置づけられている施策 

〈今後の取扱い〉 

    ○ ＝本計画に引き継ぐ施策 

 

【第１期地域情報化基本計画の体系別施策取組状況】              

 

第１期地域情報化基本計画には、「優先して実現したい推進施策」17 項目と「その他の推進

施策」37 項目の 54 項目（再掲を含む）が記載されています。 

その５年間の取組状況を以下の３つに分類して整理しました。 

 

「実施」＝計画期間中に取り組んだ施策 

「検討」＝実施に向け検討中の施策 

「整理」＝社会情勢の変化や財政状況などにより見直した結果、他の施策と整理統合また

は中止となった施策 

 

      第１期計画の取組状況 

取組状況 項目数 

実施 25 

検討 10 

整理 19 

合  計 54 

 

 「実施」の 25 項目のうち、11 項目は充実の方向で本計画に引き継ぎます。また、「整理」

の 19 項目のうち、6 項目は他の施策と整理や統合することにより、「検討」の 10 項目とあわ

せて本計画の中で取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

体系別個別施策の取組状況は次ページ以降に整理しています。 
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方向性１ 安心して健やかに暮らせるまち（イキイキ情報化） 

 

 

分野１ 保健・医療・福祉関連の情報化 

推進区分 施策名 取組状況 
今後の 
取扱い 

優先 保健福祉サービス等情報提供

システム 

実施 
 

○ 

在宅介護支援センターネット

ワーク 

実施 
在宅介護支援センターを地域包括支援
センターに統合、市とネットワークシス
テムで連携し、高齢者支援情報を共有し
ています。 

 

障害者ネットワークづくり支

援事業 

整理 
ＩＣＴを活用した地域での生活支援ネ
ットワーク形成を目的としていました
が、検討の結果、人的な支援ネットワー
ク形成を図ることとしました。 

 

保健福祉情報の共有化の推進 整理 
個人情報の共有化は情報保護の観点か
ら課題があります。サービスなどの情報
の共有化は、市ホームページのリンク機
能により実現しています。 

 

その他 

保健福祉総合システム 実施 
福祉相談システムを構築して、市民の窓
口相談に対し、必要な情報をその場で検
索することにより円滑に対応していま
す。 

 

 

 

 

分野２ 防災・防犯関連の情報化 

推進区分 施策名 取組状況 
今後の 
取扱い 

優先 災害情報提供システム 検討 ○ 

その他 緊急時連絡ネットワーク 整理 
「メールけいしちょう」が運用を開始し
たことにより、安全安心メール配信の目
的は達成されています。 
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分野３ 環境・リサイクル関連の情報化 

推進区分 施策名 取組状況 
今後の 
取扱い 

優先 環境学習・活動支援センターと

環境情報提供システム 

検討 

 
○ 

（仮称）リサイクルプラザとリ

サイクル支援システム 

整理 
（仮称）リサイクルプラザはエコプラザ
西東京として開館しました。今後は施設
での事業やホームページを通してリサ
イクルの意識啓発に重点を置きます。 

○ 

その他 

環境情報メールマガジン 整理 
市からの環境情報の提供手段として、
「市メールマガジン」の中での実現を検
討します。 

○ 

 

 

 

 

 

 

方向性２ 楽しく豊かなまち（ワクワク情報化） 

 

 

分野１ 学校教育関連の情報化 

推進区分 施策名 取組状況 
今後の 
取扱い 

学校ホームページの充実 実施 ○ 優先 

不登校児童・生徒サポート情報

ネットワークシステム 

検討 
○ 

学校図書館システム 実施 
学校図書をデータベース化し、システム
により蔵書検索や貸出管理を行い、子ど
もたちが図書を借りやすくしています。 

 

学校間授業交流 実施 ○ 

その他 

教育用ソフトの充実 実施 
小中学校の授業等で利用する教育用ソ
フトを一括管理し、経費抑制を図りなが
ら各校が効率的に活用できる環境を整
えています。 
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分野２ 生涯学習関連の情報化 

推進区分 施策名 取組状況 
今後の 
取扱い 

優先 生涯学習情報提供システム 検討 ○ 

学校パソコン教室を利用した

ＩＴ講習会 

整理 
地域団体のＩＴ講習会実施に対し、必要
に応じて学校施設利用の調整や支援を
行います。 

 

市民デジタルギャラリー 実施 
市の文化財情報を写真入りで市ホーム
ページに掲載し、市民に情報提供してい
ます。 

 

図書館利用者インターネット

システム 

実施 
○ 

マルチメディアレファレンス

サービス 

実施 
○ 

その他 

公民館利用者インターネット

システム 

整理 
公民館でインターネットが利用できる
環境整備は、費用対効果を考慮し、図書
館利用者インターネットシステムと整
理します。図書館インターネットシステ
ムが整備されている図書館との併設館
では、図書館において利用が可能な状況
です。 

 

 

 

 

分野３ 地域活動関連の情報化 

推進区分 施策名 取組状況 
今後の 
取扱い 

優先 電子会議室 実施 ○ 

子育て情報ポータルサイト 整理 
 市ホームページの子育て情報及びキッ
ズページの内容を充実して、子育て支援
情報の提供拡充を図ります。 

○ 

地域活動団体ポータルサイト 検討 ○ 

その他 

公民館利用者インターネット

カフェ 

整理 
公民館利用者同士のＩＣＴを活用した
情報交流については、地域活動情報ステ
ーションを活用して実現を検討します。 
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方向性３ うるおいのある元気なまち（キラキラ情報化） 

 

 

分野１ 産業関連の情報化 

推進区分 施策名 取組状況 
今後の 
取扱い 

西東京らしさの情報発信の充

実 

実施 
○ 

優先 

商店・商品データベースの形成 検討 ○ 

多様な情報媒体の活用 整理 
情報提供の方法として、「西東京らしさ
の情報発信の充実」に統合して検討しま
す。 

○ 

商店・商店街の情報化 整理 
一元的な情報の充実のため、「西東京ら
しさの情報発信の充実」に統合して検討
します。 

○ 

その他 

地域ＩＣカード 整理 
広域的な商店、商店街の振興を促す方向
で「商店・商品データベース」に統合し
て検討します。 

○ 

 

 

 

分野２ 就労関連の情報化 

推進区分 施策名 取組状況 
今後の 
取扱い 

優先 ハローワークと連携した就労

情報の提供 

実施 
 

○ 

その他 就労支援システム 整理 
ハローワークと連携した就労支援の実
施により、市独自のシステム構築は中止
します。 
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分野３ 交通関連の情報化 

推進区分 施策名 取組状況 
今後の 
取扱い 

優先 自転車駐輪場情報の提供 実施 
市内自転車駐車場の情報を市ホームペ
ージに掲載するとともにマップを作成
し、情報提供しています。 

 

バスロケーションシステム 整理 
民間事業者バスは一部路線において導
入済みです。 

 

渋滞情報システム 整理 
市内の幹線道路は都道が多く、設置は道
路管理者（東京都）の判断となるため、
市独自の計画化は中止します。 

 

その他 

ＩＴを活用した駐輪場システ

ム 

整理 
市内自転車駐車場の整備と運営は、(財)
自転車駐車場整備センターが行ってお
り、システム整備もセンターの判断とな
るため、市独自の計画化は中止します。 

 

 

 

 

 

 

 

方向性４ 便利で快適なまち（ラクラク情報化） 

 

 

分野１ 行政手続関連の情報化 

推進区分 施策名 取組状況 
今後の 
取扱い 

自動交付機の設置 実施 ○ 

電子申請システム 実施 ○ 

優先 

電子入札システム 実施 
東京電子自治体共同運営事業により共
同実施しています。 

 

地方税電子申告システム 検討 ○ 

電子納付・マルチペイメントシ

ステム 

実施 
平成 21 年度よりマルチペイメントシス
テム（ＡＴＭ、ネットバンキング）、コ

ンビニ納付およびクレジット納付を試
行実施します。 

 

その他 

地域ＩＣカード（再掲） 検討 ○ 
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分野２ 開かれた行政関連の情報化 

推進区分 施策名 取組状況 
今後の 
取扱い 

ホームページの充実 実施 ○ 優先 

公文書開示手続の電子化 実施 
市ホームページから情報開示請求を行
うことができ、利便性の向上を実現して
います。 

 

メールマガジン 検討 ○ 

ＧＩＳの活用 実施 
道路台帳のデジタル化を行い、道路管理
事務の円滑化を図っています。 

 

苦情内容のデータベース化に

よるサービス向上 

整理 
 苦情等のデータベース化とコールセン
ターは検討の結果中止します。市民意見
等の庁内共有化と市政への反映につい
ては庁内検討委員会で検討しました。今
後はホームページの「よくある質問」コ
ーナーを充実することで、市民サービス
の向上を図ります。 

 

相談機能ネットワーク 整理 
計画した消費者相談関係のネットワー
クは、東京都が構築したことにより目的
を達成しました。 

 

議会中継の充実 検討 ○ 

その他 

保育園・学童クラブ情報の提供 実施 
市内保育園や児童館・学童クラブの紹介
や各種情報を市ホームページで提供し
ています。 

 

 

 

分野３ 行政内部関連の情報化 

推進区分 施策名 取組状況 
今後の 
取扱い 

優先 電子決裁システム 実施 
電子決裁システムを導入し、庁内ネット
ワーク上での意思決定処理が可能な環
境を実現しました。 

 

ＧＩＳの活用（再掲） 実施 
道路台帳のデジタル化を行い、道路管理
事務を円滑に実施しています。 

 

職員身分証明証ＩＣカード化 整理 
 行政内部の情報化として地域情報化と
は別に検討します。 

 

その他 

ｅラーニング研修 実施 
インターネットを活用したｅラーニン
グ研修を職員研修として実施していま
す。 
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【 地域情報化実行計画 （平成 21 年度～25 年度） 】 
 
 
 

 
 
重点 1-1 小・中学校の情報発信 

小・中学校の様々な情報や学校からの緊急連絡などを保護者や地域へ発信し、地域と一体となった学校づくりを目指します。 
 

計画（年度） 施策 
番号 施策事業名 概 要 担当課 

21 22 23 24 25 
1-1-1 学校ホームページの充実 各学校のホームページの内容を充実させ、地域交

流を図る。統一的に示す情報と学校独自の情報な
どを検討します。 

教育指導課      

1-1-2 地域情報発信インフラ整
備 

緊急時情報などを発信する手段を検討し、学校と
保護者、地域を含めた情報共有による安全安心体
制を含めた情報交流基盤を構築します。 

教育指導課      

 
 
 
重点 1-2 小・中学校におけるＩＣＴを活用した教育の充実 

小・中学校における児童・生徒の情報能力を高め、ＩＣＴを積極的に活用した授業を行うなど、教育内容を充実します。 
 

計画（年度） 施策 
番号 施策事業名 概 要 担当課 

21 22 23 24 25 
1-2-1 不登校児童・生徒サポート

情報ネットワークシステ
ム 

適応指導教室を利用する児童・生徒と在籍校、教
育相談センター等が相互にコミュニケーション
を取り、情報交換可能なサポートシステムを構築
します。 

教育指導課      

 

方向性１  創造性の育つまちづくりを支える情報化 

検討 構築 運用 

見直し 運用 

検討 運用 

構築 

構築 一部 
運用 
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1-2-2 小・中学校における情報モ
ラル教育 

インターネットやメールの正しい使い方や危険
性について教えるとともに、保護者にも認識して
もらい、子どもたちをＩＣＴが関係した犯罪から
守ります。 

教育指導課    

1-2-3 学校間授業交流 市内小中学校の既存ＩＣＴ機器やネットワーク
環境を積極的に活用し、市内、市外の小・中学校
との学校間交流授業を行い、教育内容の充実を図
ります。 

教育指導課    

 
 
重点 1-3 子育て支援情報の充実 

子育てに関する総合的な情報の提供を行い、子育てしやすい環境整備を支援します。 
 

計画（年度） 施策 
番号 施策事業名 概 要 担当課 

21 22 23 24 25 
1-3-1 子育て情報の充実と発信 子育て支援の総合的な情報を提供するため、ホー

ムページを充実させ情報提供を行います。 
子育て支援課      

 
 
 

1-4 小・中学校のＩＣＴ環境整備 
小・中学校に整備されているパソコンなどのＩＣＴ機器の有効活用を図るため、その配置の見直しや教員用パソコンの整備を検討します。 

 
計画（年度） 施策 

番号 施策事業名 概 要 担当課 
21 22 23 24 25 

1-4-1 ＩＣＴ環境整備の推進 小中学校に整備されているパソコンやＩＣＴ機
器の配置について授業への効果的な活用を確保
しつつ見直すとともに、教員用パソコンの整備を
行い、教員のＩＣＴスキルアップと情報セキュリ
ティ強化及び校務の効率化を図ります。 

教育指導課      

 

見直し 実施 

配置見直し・整備 運用 

実施 

実施 
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1-5 外国籍市民の生活支援 
西東京市に増加する外国籍市民が、地域に溶け込み、快適な生活を送ることができるように支援します。 

 
計画（年度） 施策 

番号 施策事業名 概 要 担当課 
21 22 23 24 25 

1-5-1 外国語版生活情報誌の内
容充実 

増加する外国籍市民の生活実態に即した内容や
生活習慣の違いなどの特有な情報を盛り込み、外
国籍市民が地域に溶け込んでのびのびと生活で
きるように工夫します。 

生活文化課      

1-5-2 市ホームページ外国語版
の多言語化 

さまざまな国籍の外国人が市内に住んでいる現
状を踏まえ、市ホームページにおける外国人向け
情報の内容や言語を検討し充実を図ります。 

生活文化課      

 
 

1-6 生涯学習のための情報提供 
市民の学習ニーズにこたえるために、事業や団体、地域人材などの情報を提供し活用できるように努めます。 

 
計画（年度） 施策 

番号 施策事業名 概 要 担当課 
21 22 23 24 25 

1-6-1 生涯学習情報提供システ
ム 

市民の多様な生涯学習ニーズに応じられるよう
に、生涯学習に関する情報の収集と提供および利
用者の情報交流ができるシステムを構築します。 

社会教育課      

 
 

1-7 図書館の情報サービスの充実 
市民ニーズに的確に対応するため、図書館サービスの充実を図ります。 

 
計画（年度） 施策 

番号 施策事業名 概 要 担当課 
21 22 23 24 25 

1-7-1 図書館利用者インターネ
ットシステムの充実 

図書館利用者インターネット機器を継続配置し、
インターネット環境を持たない情報弱者への環
境整備を行ないます。 

図書館      

検討 実施 

便利帳
発行 

「くらしの情報」発行 

便利帳
発行 

便利帳
発行 

検討 実施 

実施 
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1-7-2 マルチメディアレファレ
ンスサービスの充実 

図書館におけるレファレンスサービスの充実の
ため、ホームページ上でのレファレンスサービス
（ｅレファレンス）を実施します。 

図書館      

1-7-3 図書館メールサービスの
実施 

図書館からの情報提供手段を多様化するため、新
刊情報や連絡事項などのメールサービスを実施
します。 
 

図書館      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
重点 2-1 介護予防・サービスなどの高齢者福祉の充実 

高齢者が地域で安心して暮らせるよう、人のネットワークとＩＣＴを活用し、情報提供と地域での見守りを行います。 
 

計画（年度） 施策 
番号 施策事業名 概 要 担当課 

21 22 23 24 25 
2-1-1 福祉情報総合ネットワー

ク 
福祉サービスや健康づくりに関する情報を総合
的・体系的にわかりやすく提供するため、ホーム
ページの充実を図りながら、福祉情報総合ネット
ワークの構築をめざします。 

生活福祉課      

2-1-2 高齢者パソコン教室と高
齢者ささえあいネットワ
ークの連携 

一人暮らし高齢者及び高齢者世帯が地域の中で
安心して生活できるよう、ＮＰＯや地域の人々と
協力しながら地域でのささえあいネットワーク
の構築に努めるため、高齢者パソコン教室との連
携を検討します。 

高齢者支援課      

 

方向性２  笑顔で暮らすまちづくりを支える情報化 

実施 

実施 
検討 

メルマガ

の研究 

実施 

ホームページの充実 

試行 



39 

 
重点 2-2 医療・保健情報の充実 

市民が市から最も得たい情報である「医療・保健などの健康に関する情報」について、わかりやすく情報提供します。 
 

計画（年度） 施策 
番号 施策事業名 概 要 担当課 

21 22 23 24 25 
2-2-1 医療情報の充実 市ホームページのリンク機能などを活用して、市

民要望が高い市内の医療機関情報などを体系的
にわかりやすく提供します。 

健康年金課      

 
 
 

2-3 地域で暮らす障害者の支援 
障害者が地域で自立して暮らせるよう、就労のためのＩＣＴ技術取得を支援します。 

 
計画（年度） 施策 

番号 施策事業名 概 要 担当課 
21 22 23 24 25 

2-3-1 障害者就労支援援助事業
の充実 

パソコン教室や実習を通してパソコン技術の取
得を図り、技術を生かした就労の支援を行いま
す。 

障害福祉課      

 
 
 

実施 

実施 
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重点 3-1 環境保全活動を推進するための情報提供 

市民が自主的に力を合わせて環境保護に取り組めるように、環境に関する情報提供と意識啓発に努めます。 
 

計画（年度） 施策 
番号 施策事業名 概 要 担当課 

21 22 23 24 25 
3-1-1 環境情報の提供 環境学習を推進するため、エコプラザ西東京内

「環境学習コーナー」を充実するとともに、市ホ
ームページ内に環境情報を提供することで市民
の意識啓発を図ります。 

環境保全課      

3-1-2 環境家計簿 家庭におけるエネルギー使用量から CO2排出量を
計算する「環境家計簿」をホームページに公開し、
利用の普及を図ることで、地球温暖化防止に貢献
します。 

環境保全課      

3-1-3 リサイクル情報の発信 ごみの減量を推進するため、市ホームページにリ
サイクル情報を提供することで市民の意識啓発
を図ります。 

ごみ減量推進
課 

     

 
 

方向性３  環境にやさしいまちづくりを支える情報化 

検討 実施 

実施 

実施 

整備 
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重点 4-1 防災対策の情報化 

大規模地震などの災害発生に備え、さまざまな情報提供手段を検討します。 
 

計画（年度） 施策 
番号 施策事業名 概 要 担当課 

21 22 23 24 25 
4-1-1 災害情報提供システム J-ALERT の導入などにより、緊急地震速報、緊急

火山情報、弾道ミサイル発射情報等の緊急情報を
市民に伝達します。 

危機管理室      

 
 
 
 
 
 
 
 
重点 5-1 地域産業の振興支援 

市内商店街の魅力や、商業、農業、観光などの「西東京ブランド」情報を積極的に発信し、地域の活性化を図ります。 
 

計画（年度） 施策 
番号 施策事業名 概 要 担当課 

21 22 23 24 25 
5-1-1 西東京らしさの情報発信

の充実 
地域経済の活性化のため、市や商工会ホームペー
ジ、地域 FM 放送やケーブルテレビなど各種メデ
ィアを通じて、商店・商店街情報、特産品、観光
情報等「西東京ブランド」の総合的な情報を発信
します。 

産業振興課      

方向性４  安全で快適に暮らすまちづくりを支える情報化 

方向性５  活力と魅力あるまちづくりを支える情報化 

実施 検討 

 

実施 

充実検討 

構築 
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5-1-2 広域型商店会活動の推進 商店・商品データベースや共通スタンプ（ＩＣカ
ード）事業を調査・研究します。 

産業振興課      

5-1-3 産直情報の発信 インターネット等を活用し、市内の産地直売所の
特徴や直売品情報を配信します。 

産業振興課      

 
 
 

5-2 就業機会の提供と支援 
ハローワークと連携して、就業のための情報端末による情報提供や相談、セミナー、面接会などを実施し、就労を希望する市民の利便性
を高め、就労支援を行います。 

 
計画（年度） 施策 

番号 施策事業名 概 要 担当課 
21 22 23 24 25 

5-2-1 ハローワークと連携した
就労情報の提供 

ハローワークと連携し、情報端末による就労情報
の提供のほか、セミナーや面接会などの事業を実
施し、就労を希望する市民の利便性を高め、就労
支援を行います。 

産業振興課      

 
 

5-3 創業支援のための情報提供 
西東京市で新たに創業をめざす人を支援するとともに、市内事業者の経営力を強化し地域経済の振興を図るため、創業支援・経営革新相
談センターを活用してさまざまな情報を提供します。 

 
計画（年度） 施策 

番号 施策事業名 概 要 担当課 
21 22 23 24 25 

5-3-1 創業支援・経営革新相談セ
ンターの活用 

創業を考えている人を支援するため、商工会によ
り運営されている創業支援・経営革新相談センタ
ーの活性化を図る。また、既存の商工業者に対す
る経営革新に向けてのバックアップ体制を模索
していきます。 

産業振興課      

検討 実施 

検討 実施 

実施 

実施 
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重点 6-1 市民活動を支援するための情報提供 

市民が主体的にまちづくりを支える活動を行えるように、活動団体に関する情報などを提供します。 
 

計画（年度） 施策 
番号 施策事業名 概 要 担当課 

21 22 23 24 25 
6-1-1 地域活動情報ステーショ

ンの活用 
平成 20 年度に構築している地域活動情報ステー
ションを運営し、市民活動情報や関連情報を集
約、発信することにより、市民活動の活性化を図
り、協働によるまちづくりを推進します。 

企画政策課      

 
 
 
重点 6-2 市民参加を推進するための情報化 

市民が行政とともにまちづくりに参加できるよう、行政情報を提供するとともに、ＩＣＴを活用し市民参加の機会を充実します。 
 

計画（年度） 施策 
番号 施策事業名 概 要 担当課 

21 22 23 24 25 
6-2-1 ホームページの充実 コンテンツ内容を検討し情報の充実を図るとと

もに、市民が必要とする情報を探しやすいホーム
ページとなるよう画面構成を工夫します。 

秘書広報課      

6-2-2 メールマガジン 市からさまざまな情報を提供する新たな手段と
して、実施に向けて方法や情報の内容、効果等を
調査研究します。 

秘書広報課      

6-2-3 議会中継の充実 議会の審議情報をより市民に公開するために、イ
ンターネット配信などの方法を検討します。 
 

議会事務局      

方向性６  協働で拓くまちづくりを支える情報化 

実施 

検討 リニュ

ーアル 実施 

検討 実施 試行 

実施 検討 
試行 
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6-2-4 ＩＣＴを活用した市民参
加手法の充実 

市民のアイデア、ノウハウ、知恵をまちづくりに
活かし、市民と市が協働でまちづくりを進めてい
くために、ホームページにある市民参加のための
ツール（アンケート、パブリックコメント、電子
会議室、インターネットモニター等）の積極的な
活用を図ります。 

秘書広報課      

 
 
 

6-3 市民サービス向上のための情報化 
より便利で快適な市民サービスを、行政内部の効率化を図りながら推進します。 

 
計画（年度） 施策 

番号 施策事業名 概 要 担当課 
21 22 23 24 25 

6-3-1 住民票等自動交付機の設
置 

利用実績や実態に合わせ設置場所を検討すると
ともに、交付できる証明書等の種類について調査
研究し、市民ニーズへの対応と利便性の向上を図
ります。 
 

市民課      

6-3-2 電子申請の充実 利用実績の少ない電子申請について、サービスを
利用している他市と情報交換し、利用できる申請
の種類等を検討するとともに、共同で運営してい
る東京電子自治体共同運営協議会に対し、各市と
連携して、利用しやすいシステムの改修要望を行
い、利便性の向上を図ります。 

情報推進課      

6-3-3 地方税の電子申告 地方税の市への申告等をインターネットででき
るように、ｅＬＴＡＸを導入します。 
 

市民税課 
資産税課 

     

 
 

実施 検討 

実施 

実施 

項目 
検討 

運用 検討 

新システ
ムの検討 

運用 
開始 
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