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ICT 活用で

つながる、つなげる

あつぎの 絆
きずな

厚木市では、情報通信技術（ICT＝Information and Communication

Technology）の有効性、重要性を認識し、市民サービスの向上、行政事務

の効率化などを推進するツールの１つとして、様々な場面で ICT の利活用を

図っています。

近年、ICT は、急速な進歩を遂げています。インターネットを利用したシ

ョッピングや宿泊施設等の予約、情報収集などは、多くの人にとって簡単・

気軽なものとなり、現代社会において生活に大変密着したものとなっていま

す。特に近年、スマートフォンやタブレット端末などが普及したことにより、

外出先などで「いつでも、どこでも」インターネットが利用できるようにな

りました。さらに ICT は、我が国が抱える少子高齢化や自然災害などの課題

を解決する有効な手段の一つとしても期待されています。

このような状況の中、私たち行政は、厳しい財政状況が続く中、これまで

の経験を生かすとともに、効率的・効果的な新たな ICT の利活用が求められ

ています。

そこで、平成２１年３月に策定した「あつぎ ICT 元気プラン（厚木市情報

化推進計画）」の実施状況・課題等を踏まえ、この度、「厚木市情報化推進計

画（２０１５～２０２０）」を策定いたしました。

これからも市民の皆様の視点に立った ICT 戦略を進め、多くの方々が快適

で利便性を享受できるまちの実現に向けて取り組んでまいりますので、市民

の皆様をはじめ関係団体等の皆様のより一層の御理解と御協力をお願い申し

上げます。そして ICT を利活用しながら、人と人とのコミュニケーションの

原点である絆を深められるまちづくりを進めてまいりたいと存じます。

最後になりますが、厚木市情報化推進計画の策定にあたり、貴重な御意見

をいただいた厚木市情報化推進会議の委員の皆様を始め、市民の皆様に心か

ら感謝とお礼を申し上げます。

平成２７年３月
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第１章 情報化の現状

１ 国・県の情報化

（１）国の情報化について

ア 国の IT 戦略

我が国の IT 戦略は、平成１３年１月に作成された e-Japan 戦略に始まり、技術

の進展や社会経済の動向等に併せて常に計画の見直しを行いながら、平成２５年６

月の「世界最先端 IT 国家創造宣言」に引き継がれています。

※※※（出典）内閣官房公表資料より作成

※１ CIO：Chief Information Officer の略で、組織内の情報システムや情報の流通を統括する担当役員を

指す。最高情報統括責任者と訳され、組織の情報戦略のトップである。CIO は、都道府県庁では

副知事が、市町村では副市町村長が務めているケースがほとんどであり、そのため CIO は様々

な場面で判断し、意志決定することになる。

※２ キオスク端末：街頭型端末機。本市のキオスク端末であるマイタウンナビは現在５世代目。

※３ ワンストップ：一度の手続で必要とする関連作業を全て完了できること。
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主な IT 戦略の概要

戦略名 概要 主な電子政府関連の目標

e-Japan 戦略

（平成１３年１月）

５年以内に世界最先端の IT 国家と
なることを目指した戦略。IT 基盤整備
が戦略の目標となっており、「超高速
ネットワークインフラ※４の整備」等が
示されている。

・行政内部の電子化
・官民接点のオンライン化、及び行政

情報のインターネット公開・利用促
進

e-Japan 戦略Ⅱ

（平成１５年７月）

IT 戦略第２期として、IT の利活用に
よる「元気・安心・感動・便利」社会
を目指した戦略。７分野（医療、食、
生活、中小企業金融、知、就労・労働、
行政サービス）での IT 利活用の先導的
取組が示されている。

・「２４時間３６５日ノンストップ・
ワンストップ」の行政サービスの提
供

・各業務・システムの最適化計画策定

IT 新改革戦略

（平成１８年１月）

いつでも、どこでも、誰でも IT の恩
恵を実感できる社会の実現を目指した
戦略。医療、環境、防災、交通、行政、
企業、生活の分野で IT による構造改革
力の追及が示されている。

・申請・届出等手続におけるオンライ
ン利用率を平成 22 年度までに５
０％以上

・情報システム調達・評価体制の整備
・自治体システムの信頼性・安全性確

保

i-Japan 戦略２０１５

（平成２１年７月）

国民主役の「デジタル安心・活力社
会」の実現を目指した戦略。「電子政
府・電子自治体」、「医療・健康」、
「教育・人材」を三大重点分野として
戦略が示されている。

・電子政府推進体制の整備
・電子私書箱の普及

新たな情報通信技術

戦略

（平成２２年５月）

国民が主導する「知識情報社会」へ
の転換の実現を目指した戦略。「国民
本位の電子行政の実現」、「地域の絆
の再生」、「新市場の創出と国際展開」
を３つの柱として戦略が示されてい
る。

・行政キオスク端末を通して国民の
５０％以上がサービスを利用
・国民 ID 制度の整備
・政府 CIO の設置
・政府共通プラットフォーム※５の整備
・行政情報の公開・活用

世界最先端 IT国家創

造宣言

（平成２５年６月）

「閉塞を打破し、再生する日本へ」、
「世界最高水準の IT 利活用社会の実
現に向けて」という基本理念のもと、
目指すべき社会・姿として「革新的な
新産業・新サービスの創出と全産業の
成長を促進する社会の実現」、「健康
で安心して快適に生活できる、世界一
安全で災害に強い社会」、「公共サー
ビスがワンストップで誰でもどこでも
いつでも受けられる社会の実現」が示
されている。

・官民の共同による公共サービスの創
造

・オープンな利用環境の整備
・政府情報システムの改革
・業務改革の徹底
・日本版「IT ダッシュボード※6」の整

備
・調達コストの削減や透明性の向上
・地方公共団体におけるオープンデー

タ※7の取組の促進

※４ ネットワークインフラ：e-Japan 重点計画では、「超高速ネットワークインフラ等の形成推進」とし

て、「光ファイバの整備や利用の推進」、「光ファイバやその敷設のための電柱・

管路等の資源の公正かつ公平な利用の促進」、「接続ルールの強化」等が書かれ

ている。

※５ プラットフォーム：情報通信技術を利用するための基盤となるハードウェア、ソフトウェア、ネット

ワーク事業等。また、それらの基盤技術。

※６ 日本版「ITダッシュボード」：各府省庁のIT 投資の状況等をインターネット経由で一覧性をもって国民

が確認できる仕組み。

※７ オープンデータ：機械判読に適したデータ形式で、自治体により公開された二次利用が可能なデータ

のこと。
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【目指すべき社会・姿】

１．革新的な新産業・新サービスの創出及び全産業の成長を促進する社会の実現

２．健康で安心して快適に生活できる、世界一安全で災害に強い社会の実現

３．公共サービスがワンストップで誰でもどこでもいつでも受けられる社会の実現

イ 国の情報化の動向

(ｱ)平成２６年版 情報通信白書

毎年、総務省が調査し、公表している情報通信白書では、国が注視している施

策や方向性が書かれており、平成２６年版の通信白書（平成２６年７月公表）で

は、「ICT※８が世界的に見ても生活のあらゆる局面で急速に浸透している。」とま

とめています。

(ｲ)骨太の方針２０１３

IT 総合戦略を中心に、関係府省と連携して、世界最高水準の電子政府・電子

自治体を早期に実現するため、政府 CIO の下で政府業務の徹底的な見直し、政

府情報システムのクラウド化※９や自治体クラウドの推進、府省共通業務・システ

ムの着実な開発・導入によるバック・オフィス※10業務の効率化等により、行政

コストの削減とサービスの向上を図るとしています。

(ｳ)世界最先端 IT 国家創造宣言

平成２５年６月１４日、「世界最先端 IT 国家創造宣言」が政府の新たな IT 戦

略として決定されました。基本理念を「閉塞を打破し、再生する日本へ」、「世界

最高水準の IT 利活用社会の実現に向けて」とし、これを受けて、以下の目指す

べき社会・姿が示されています。

※８ ICT：Information and Communication Technology の略。情報通信技術のこと。IT とほぼ同義。

日本では、情報処理や通信に関する技術を総合的に指す用語として IT が普及したが、国際的には

ICT が広く使われる。

※９ クラウド化：ソフトウェアやデータなどを、インターネットなどのネットワークを通じて必要に応じ

て利用できるシステムに移行すること。

※１０ バック・オフィス：住民基本台帳、税務、福祉関連などの基幹系業務と、 財務会計、人事給与、庶

務事務などの事務支援。
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その後、この宣言は見直しが行われ、平成２６年６月２４日に変更されていま

す。主な変更点としては、東京オリンピック・パラリンピックに関する項目の追

加、地方公共団体におけるオープンデータの取組の促進、パーソナルデータ※１１

の利活用の補足、起業家精神の発揮、クラウド化市町村の倍増等が挙げられます

が、目指すべき社会・姿の方向性についての大きな変更はありません。

(ｴ)電子自治体の取組みを加速するための１０の指針

「世界最先端 IT 国家創造宣言」を受けて、電子自治体を推進する新たな指針

として、総務省において「電子自治体の取組みを加速するための１０の指針」

が策定されました。

この指針では、「番号制度導入に併せた自治体クラウド導入の取組み加速」

「ICT 利活用による住民利便性の向上」「電子自治体推進のための体制整備」を

主な柱としています。

また、地域の課題や住民ニーズ、ICT の進展等を踏まえ、それぞれの地方公

共団体において電子自治体推進のための計画の策定等を通じ推進されるもので

あること、また、この指針を参考に電子自治体の推進を行うことが期待されて

います。

※１１ パーソナルデータ：個人情報保護法に規定する「個人情報」に限らず、位置情報や購買履歴など、

広く個人に関する個人識別性のない情報も含む個人データのこと。
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（２）神奈川県の情報化について

ア 神奈川県の情報化の歩み

神奈川県は、昭和６１年 6 月に「神奈川県情報化政策」に始まり、計画の見直し

を行いながら、平成２６年３月の「電子化全開宣言」に引き継がれています。

神奈川県の情報化の概略

昭和６１年 ６月 「神奈川の情報政策」を策定

○ 地域の高度情報化の推進

○ 行政の高度情報化の推進

○ 高度情報化の進展に伴う問題への対応

平成３年 ４月 「かながわ情報プラン」を策定

○ 家庭・生活を取り巻く情報環境の充実

○ 情報化による教育・文化環境の向上

○ 情報化による産業の活性化

○ 生活・産業・文化を支える情報基盤の整備

○ 情報化の進展に伴う課題への対応

平成９年 １０月 「かながわの情報政策の新たな展開」を策定

○ 多彩な県民生活を支援するくらしの情報化の推進

○ 情報交流を促進する行政の情報化の推進

○ 地域の活性化を促進する産業の情報化の推進

○ 新たな情報化推進基盤の整備・促進

平成１９年 ７月 総合計画「神奈川構想・プロジェクト５１」策定

○ 行政手続の電子化

○ 入札手続などの効率性、利便性の向上

○ 電子自治体を実現するための基盤整備

○ 情報システム再編整備

○ 情報通信技術の進展への対応

１１月 「新たな情報化社会かながわの推進」を策定

○ 申請・届出、入札など手続の電子化

○ 情報通信技術の進展への対応

平成２０年 ３月 「情報システム再編整備事業全体計画」を策定

○ 費用と効果を見極めつつ全体最適化を目指す

○ 業務・システムの効率化、品質向上等に向けた取組を推進

平成２２年 ２月 「『県庁改革基本方針』改革戦略プラン」を策定

○ 電子申請・届出や公共施設利用予約のサービス拡大

○ 職員等認証基盤の整備

○ グループウェアの導入

○ 情報システム再編整備

平成２５年 １月 「電子化全開宣言」

○ 県民のくらしの利便性向上

○ 県庁から率先して電子化を推進

○ 大胆な経費削減

平成２６年 ６月 「電子化全開宣言行動計画」を策定
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イ 神奈川県の情報化の動向

「電子化全開宣言・電子化全開宣言行動計画」では、最新の情報通信技術（ICT）

を利活用し、県民のくらしの利便性を高めるとともに、県が率先して電子化を進め、

仕事の進め方を徹底的に見直すことで大胆な経費削減に取り組むこととし、以下の

３つの方針を掲げています。

(ｱ)スマート神奈川の推進

神奈川県全般、全県民を対象に、ICTを利活用して、人々の更なる安全安心の

追求、利便性や生産性、快適性の向上を図ることが可能となる賢いサービスを

提供する。

取組内容 概要

エネルギーのスマート化 ・住宅、事業所のエネルギー需給制御システム導入の促進
・エネルギー需給制御システムを活用した見守り等生活支援

サービス等のビジネスモデル実証

環境施策のスマート化 ・微小粒子状物質（PM２.5）等に関するメール配信
・有害鳥獣の行動域、被害状況や対策実施状況の情報共有

防災のスマート化 ・情報提供機能強化
・本庁庁舎耐震化に伴う災害対策機能の再整備
・映像音声システム、災害情報管理システムの再整備

観光のスマート化 ・東京オリンピック･パラリンピック開催に向けたWi-Fi※12の
環境整備

・観光情報発信支援

農林水産業のスマート化 ・ICTを活用した生産技術の開発や農家への導入･普及指導
・畜産農家の各種情報をデータベース化した新たな防疫マップ

の整備による初動防疫対応の迅速化
・漁業者等に向けたプッシュ型情報配信システムによる海況情

報等の提供

スマート医療＆スマートヘ
ルスケア

・医療情報や健康情報を個人が自ら管理・活用する仕組み
・救急医療システムにタブレット型端末を導入
・「健康情報プラットフォーム」の整備

教育のスマート化 ・全ての教科でICT機器を活用した分かりやすい授業の実現
・特別支援学校において障害に応じた学習の支援や新たな能力

開発による就労職域の拡大

公衆無線LANアクセスポイ
ントの設置

・公募方式による県有施設への設置募集
・民間事業者との協働によるフリーWi-Fiの環境整備

公共インフラの管理分野に
おけるスマート化

・点検ロボットやセンサー等、国や民間等による新たな技術開
発の状況を注視しながら、新技術導入を検討

ICTの活用による産業振興 ・成長分野を中心にものづくり中小企業やICT関連企業が参加
する共同研究開発を促進

・ものづくり中小企業が求めるニーズをICT関連企業に発信す
る機会を提供

※１２ Wi-Fi：無線通信の国際標準通信規格のこと。
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(ｲ)行政サービスの ICT 化の拡充

県民等利用者の視点に立ちつつ、行政内での費用対効果の視点も持ちながら、

最新の ICT の利活用により、利用者の利便性の向上と行政運営の効率化、行政

の透明性の向上を目指す。

取組内容 概要

行政手続の電子化の拡充 ・マルチペイメントネットワーク※１３（ペイジー（Pay-easy））
を利用したインターネットバンキングの導入

・ATMによる県税の電子納税の導入

オープンガバメント※１４の
導入

・平成２６年度は、オープンガバメント導入のモデルとして「旧
東海道」をテーマとしたコンテンツを公開

・平成２７年度以降他のオープンガバメントを更に展開

社会保障・税番号制度（以下
「番号制度」という。）の導
入

・番号制度の導入に適切に対応
・番号制度を利用した事務の効率化とサービス向上

(ｳ)スマート県庁の実現

最新の ICT を利活用して県庁全体の情報化を更に推進し、職員の意識改革等

を図ることで、県庁の業務を抜本的に見直し、業務の効率化により生産性を高

め、県民サービスの向上につなげるとともに、経費削減等を目指す。

取組内容 概要

BPR※１５の推進による
コスト削減と仕事の効率化

・業務プロセスの見える化
・タブレット型端末の導入
・大型ディスプレイの導入
・スマート会議支援システムの導入
・ペーパーレス化の推進

情報システムの見直し ・システムの事後評価
・クラウドコンピューティングの推進
・コンピュータセンターの外部移転
・管理事務トータルシステムの見直し

通信サービスの見直し ・個々の庁舎管理者等が予算を確保し、契約していた固定電話回
線、携帯電話回線を、平成２６年度から全庁で一括契約

※１３ マルチペイメントネットワーク：日本マルチペイメントネットワーク推進協議会が運営する、各種

収納機関と金融機関を結び、顧客・金融機関・収納機関の間で発生

する、様々な決済に関わるデータを伝送するためのインフラ。この

マルチペイメントネットワークを活用して実現されているサービ

スを「ペイジー」と呼ぶ。

※１４ オープンガバメント：インターネットの双方向性等を活用することで、積極的な行政情報の公開や、

行政への市民参加を促進する取組。

※１５ BPR：Business Process Re-engineering の略で、業務プロセスの視点で根本的に業務フローを

見直し、効率化を高める手法のこと。
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２ 本市の情報化について

（１）本市の情報化の歩み

本市は、ICT の有効性や重要性を早くから認識し、市民サービスの向上、行政事務

の効率化などを推進するツールの１つとして、様々な ICT を利活用してきました。

市民の皆様に提供するサービスの例としては、ホームページを始め、公共施設予約

システムや図書検索システムなどに代表されるマイタウンクラブの各サービスなどが

あります。これらのサービスを提供し、市民の皆様の利便性の向上を図るとともに、

キオスク端末の設置などにより、より多くの皆様に ICT を利活用していただくことが

できるような環境づくりも行いながら、様々な情報発信を行っています。

また、基幹系業務では機器更新をしながら４０年以上に渡り、汎用機※１６を用いたシ

ステムを使用してきましたが、「経常経費の負担大」、「サーバー※１７設置場所の制限」、

「セキュリティ・業務継続上の不安」、「サーバー性能の余剰」等の課題が浮き彫りに

なりました。そこで、システム最適化の方針として、「サーバー設置場所の一元化」、「サ

ーバー統合」を定め、解決策を検討した結果、遠隔地にあるサーバーを利用すること

で、有事の際にも安定した運用が確保できることや、運用や維持管理等に係るコスト

削減が図られることから、システムの移行を行いました。

近年における本市の情報化の概略（過去１０年） ※平成１６年以前の取組は資料編に掲載

平成１７年 ２月 電子市役所宣言

第 3 次厚木市ホームページ（CMS※１８）運用開始

チケット予約システム携帯 Web 版稼動（マイタウンクラブ）

総合行政情報システム稼動 （文書管理、庶務処理、電子決裁、財務会計、

グループウェア、総合計画・行政評価、職員認証基盤）

※各システムによって運用開始時期が異なります。

３月 あつぎデジタルギャラリーを開設（市役所本庁舎）

４月 庁内地図情報システム（庁内 GIS※１９）稼動

５月 全国広報コンクール２００５ ホームページ市部「入選」

６月 マイタウンクラブと図書館情報システムを連携

７月 電子化進ちょく度ランキング【全国１０位】

電子申請・届出システム開始（かながわ電子自治体共同運営サービス）

厚木市行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例を施行

※１６ 汎用機：住民記録・税務・保険料などの住民情報を扱う基幹系業務システムなどに用いられる大型

汎用コンピュータ。ネットワークを通じて端末が接続されており、データの処理や保存は全

て中央コンピュータが行う。

※１７ サーバー：ネットワーク上でサービスや情報を提供するコンピュータ。

※１８ CMS：Content Management System の略で、Web サイトを管理・更新できるシステムのこと。

※１９ GIS：Geographic Information System の略。位置に関連づけられた様々な情報を管理・加工し、

視覚的な表示や高度な分析を可能にする技術のこと。
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平成１７年 ９月 図書館情報システムのインターネット予約開始（マイタウンクラブ）

平成１８年 １月 公募募集システム稼動（マイタウンクラブ）

４月 かながわ電子入札共同システム開始（かながわ電子自治体共同運営サービス）

７月 電子化進ちょく度ランキング【全国３位】

インターネットによる行政文書公開請求開始（市ホームページ）

９月 バナー広告掲載開始（市ホームページ）

厚木市地域映像メディア研究会を設置

１１月 ３００インチ大型ディスプレイ「あつぎビジョン」を設置

平成１９年 ３月 音声読み上げサービス開始（市ホームページ）

高画質動画配信サービス開始（市ホームページ）

４月 地図情報システム（Web-GIS）稼動（市ホームページ）

平成１９年度「地域 ICT 利活用モデル構築事業」に採択（総務省）

７月 e 都市ランキング【全国 7 位】

電子化進ちょく度ランキング【全国１１位】

厚木市地域連携ポータルサイト運営協議会を設置

８月 厚木市 ICT 推進会議を設置

１１月 あつぎパノラマビュー開始（市ホームページ）

１２月 マイタウンサポーターズクラブ発足

平成２０年 ３月 マイタウンクラブリニューアル（企業ショップ情報・あつぎ地域 SNS※２０）

厚木市地域連携ポータルサイト構築

バナー広告掲載開始（マイタウンクラブ）

５月 全国広報コンクール２００８ ホームページ市部

「特選・総務大臣賞・読売新聞社賞」受賞

７月 e 都市ランキング【全国 5 位】

企業ショップ情報携帯 Web 稼動（マイタウンクラブ）

９月 日経地域情報化大賞「地域活性化センター賞」を受賞

平成２１年 １月 厚木市議会インターネット中継システム稼動（市ホームページ）

５月 全国広報コンクール２００９ ホームページ市部「入選」

８月 e 都市ランキング【全国 5 位】

１１月 マイタウンクラブトップページリニューアル

平成２２年 ３月 厚木市ホームページリニューアル

５月 全国広報コンクール２０１０ ホームページ市部「入選」

平成２４年 ４月 厚木市斎場予約システム稼働

８月 公式 Facebook（厚木市シティセールス、あゆコロちゃん）開設

平成２５年 ４月 Facebook（厚木市長日記）開設

１１月 あつぎ情報基盤（情報系）運用開始

平成２６年 １月 新基幹系情報システム運用開始

※２０ SNS：Social Networking Service の略。登録された利用者同士が交流できる Web サイトの会員

制サービスのことで、時間や場所の制限を受けずに Web 上で利用者間のコミュニケーション

を可能にする。本市は平成２０年からあつぎ地域 SNS の運用を開始しているが、最近では民

間事業者の SNS が多数見られる。
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（２）「あつぎ ICT 元気プラン（厚木市情報化推進計画）」の実施状況

平成２１年３月に策定した計画は、多くの成果（完了、取組中）が得られた一方、

急速な ICT の進展や社会環境の変化などにより、予定通りに進めることができていな

いものもありました。

【凡例】 ○：完了（現在運用中のものを含む） △：取組中・検討中 ×：中止

※Ⅳ（１）（４－１）は一部中止

Ⅰ 支え合い、安心していきいきと暮らせる元気なまち

（１）保健・医療・福祉体制の強化 （１－１）福祉総合情報システムの整備 ○

（１－２）全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡLＥＲＴ）の運用 ○

（１－３）消防救急無線の広域化・共同化 △

（２－１）図書館情報システムの開発 ○

（２－２）インターネット講座の設置 ×

（２－３）（新）教育総合情報システムの構築 ○

（２－４）学校図書館システムの整備 ×

（２－５）バーチャルあつぎ文化歴史館 ×

（２－６）情報教育用機器の充実 ○

（３－１）環境家計簿システムの構築 ×

（３－２）環境情報配信システムの整備 △

（３－３）温室効果ガス算定システムの構築 △

（３－４）電子フリーマーケットの利用促進 △

（３－５）事業所指導・支援システムの運用 ×

（３－６）ごみ・リサイクル情報の充実 ○

（３－７）ごみ収集管理システムの充実 ×

（４－１）農地情報システム・地図情報システムの構築 ○※

（４－２）企業情報のデータベース化による情報発信・宣伝 ×

（４－３）厚木市斎場施設整備（運営支援システム構築） ○

（４－４）駐車場情報案内の高度化 ×

（４－５）バス運行情報システムの充実 ○

（４－６）公共施設等予約システム（マイタウンクラブ）のリニューアル △

（４－７）地域メディアパークの設置 △

（４－８）コミュニティＦＭ放送局の開設 △

（２）安心・安全な暮らしの実現

Ⅲ みんなでつくる、自然環境と共生する元気なまち

（１）自然環境の保全

（２）ごみ減量・
資源リサイクル促進

Ⅱ だれもが夢をはぐくみ、自ら学び共に成長する元気なまち

（１）生涯学習活動の充実

（２）情報教育の環境整備

（３）地域コミュニティの活性化

Ⅳ にぎわいあふれる、快適で利便性の高い元気なまち

（１）地域産業の活性化支援

（２）公共サービスの充実

「あつぎ ICT 元気プラン（厚木市情報化推進計画）」の実施状況

進捗
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（続き）

【凡例】○：完了（現在運用中のものを含む） △：取組中・検討中 ×：中止

（１）情報インフラ整備 （５－１）厚木市防災情報センターの整備 △

（２）情報提供の充実 （５－２）地上デジタル放送を活用した行政情報提供 △

（５－３）業務継続計画の整備 △

（５－４）有害環境除去の推進 △

（５－５）危機管理マニュアルの整備 △

（５－６）個人情報セキュリティ対策の強化 △

（５－７）市税・各種保険料徴収窓口の拡充 ○

（５－８）情報システム最適化計画の策定 ○

（５－９）かながわ電子入札共同システムの再構築 ○

（５－１０）建築基準法指定道路台帳の整備 ○

（５－１１）市税電子申告システムの導入 ○

（５－１２）国民投票法に係る投票人名簿調製システムの整備 ○

（５－１３）新公有財産管理システムの導入 ×

（５－１４）電子納品システムの構築 ○

（５－１５）固定資産評価システムの構築 ○

（５－１６）期日前投票管理システムの構築 ○

（５－１７）営繕関係事務の改善 ○

（３）情報セキュリティ基盤・
教育の強化

（４）行政サービスの充実

Ⅴ 市民の信頼に応える、ひらかれた行政経営の元気なまち
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（３）IT ガバナンスの取組

情報システムの最適化を推進するに当たり、情報システムの全庁的な統制いわゆる IT

ガバナンス※２１に取り組みました。

庁内全体の内部統制として、情報資産台帳による一括管理を行い、現状を把握しなが

ら、全体最適化、クラウドファースト※２２、パッケージファースト※２３を念頭に置き、仮

想基盤上でのシステム稼働の検討、過剰な機能要求によるカスタマイズを行わないなど、

情報システムに要する総経費の削減に取り組んできました。

また、情報システムの管理者と利用者の橋渡しができる人材や、IT ベンダー※２４との

コミュニケーションが円滑に図れる人材を育成し、予算要求額、システム構築の妥当性

や調達仕様の精度の向上等に取り組んできました。

平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度以降

※２１ IT ガバナンス：組織内で、IT を導入及び活用するに当たり、目的と戦略を適切に設定し、その効果

やリスクを測定・評価して、理想とする IT 活用を実現するためのメカニズムをその

組織の中に確立すること。（組織内で IT の導入、利用をコントロールすること。）

※２２ クラウドファースト：システムの採用・移行の際にクラウドを優先して検討することであり、本市で

は仮想基盤上でのシステム稼働を第一に検討している。

※２３ パッケージファースト：システムの採用・移行の際にパッケージを優先して検討することであり、

本市では独自システムを作らない、無駄なカスタマイズをしないことを心が

けている。

※２４ ベンダー：システムやソフトウェアの開発、構築、販売等を行う事業者。

基幹系情報システム（汎用機）の運用

平成２１年度以降の新たな取組

新基幹系情報システムの構築 新システムの運用

仮想化・サーバー統合の推進

IT ガバナンスの推進

あつぎ ICT 元気プランの
計画期間
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３ 市民ニーズ

市民が求めている ICT を用いた行政サービスや、情報化の影響に対する意識を把握

することを目的に、郵送による市民アンケートを実施しました。その結果については、

次のとおりです。

対象者 ：厚木市民（住民基本台帳から無作為抽出）

対象年齢 ：１８歳以上

調査期間 ：平成２６年 7 月３０日 ～ ８月１３日

調査対象数：４,０００件

回収数 ：１,６２１件（４０.５％）

（１）回答者の年齢分布

「６０代」が２０％以上で最も多く、次いで「４０代」、「７０代」が２０％弱と

なっています。一方、「１０代」、「２０代」は、いずれも１０％に満たず、高齢層か

らの回答が多くなっています。

１０代

0.1%

２０代

7.3%

３０代

14.5%

４０代

18.5%

５０代

14.8%

６０代

22.5%

７０代

17.0%

８０代以上

5.2%

無回答

0.1%

n=1,621
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（２）情報機器の保有率

「携帯電話・PHS」は７０％以上、パソコンも６０％以上で保有していると回答

がありました。「スマートフォン」や「タブレット」は、半数に満たない状況ですが、

「将来利用したい」との回答数が多く、今後も増加が見込まれます。

現在利用している
現在は利用していないが
将来利用したい

将来も利用する
予定はない

無回答

n=1,621 (%)

携帯電話・ＰＨＳ

パソコン

スマートフォン

タブレット

71.8

66.6

45.7

18.4

2.4

10.0

19.3

31.8

17.8

12.0

20.7

29.2

8.0

11.4

14.3

20.6



第１章 情報化の現状

—15—

（３）インターネットの利用

インターネットの利用は７０％を超える方が「利用している」と回答しており、平

成１９年度調査と比べると１２.４ポイント増加しています。

＜今回調査＞ ＜平成１９年度調査：郵送、インターネット調査の合計値＞

「１０代」から「４０代」では９０％以上の方がインターネットを「利用している」

と回答している一方で、「５０代」では８０％程度、「６０代」では６０％程度、「７０

代」では５０％程度と年代が上がるにつれて利用している人の割合が減っていく傾向

です。

利用して

いる

73.8%

利用して

いない

24.1%

無回答

2.1%

n=1,621

利用して

いる

61.4%

利用して

いない

33.9%

無回答

4.7%

n=443

利用している 利用していない 無回答

n= (%)

１０代 (2)

２０代 (118)

３０代 (235)

４０代 (299)

５０代 (240)

６０代 (365)

７０代 (275)

８０代以上 (85)

年齢が不明な方 (2)

年
齢

100.0

93.2

95.7

92.6

78.7

64.6

49.1

25.9

50.0

6.8

4.3

6.7

20.0

32.9

45.8

67.0

50.0

0.7

1.3

2.5

5.1

7.1
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（４）インターネットの利用目的

インターネットの利用目的では、「ホームページの閲覧」、「地図、路線やルート等の

検索」、「電子メール」などで多く利用されています。また、「ショッピングやオークシ

ョン」での利用も情報収集となる「ニュース」や「天気」の閲覧と同様に利用が多い

目的の一つとなっています。

79.7

77.9

68.6

60.5

59.7

56.0

52.0

45.0

29.5

23.1

21.8

21.4

19.8

19.7

18.6

16.9

14.4

12.0

8.8

4.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ホームページの閲覧

地図、路線、ルート検索

電子メール

ニュース

ショッピングやオークション

天気

各種予約

音楽やゲームなど

オンライン決済

金融取引

電話、テレビ電話

ＳＮＳ

動画投稿サイト利用

電子ファイル交換、ダウンロード

クイズや懸賞などの応募、アンケート回答

ブログ、日記

就職や転職（求人、応募等）情報の入手

電子申請、電子申告、電子届出

Webカメラの閲覧

無回答

(n = 1,197)
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（５）インターネット回線の種類

インターネットの利用回線では「光回線（光ファイバー）」が最も多く、次いで「ケ

ーブルテレビ」などとなっており、安価で高速な通信インフラの普及が進んでいると

考えられます。また、無線 LAN ルーターも１０％と３番目に多い結果となっており、

今後普及する可能性が示唆されます。平成１９年度調査と比べると「光回線（光ファ

イバー）」の普及が更に進み、ケーブルテレビと ADSL の割合が逆転していることが

分かります。

＜今回調査＞

＜平成１９年度調査：郵送調査＞

光回線（光ファイバー）

ケーブルテレビ

無線ＬＡＮルーター、
LTE等による接続

ＡＤＳＬ

アナログ電話回線

ＩＳＤＮ

その他

無回答

61.0

14.1

10.0

8.9

1.8

1.5

0.9

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

2

3

4

5

6

7

8

(n = 931)

光回線（光ファイバー）

ＡＤＳＬ

ケーブルテレビ

アナログ通信回線

ＩＳＤＮ

公衆回線ＬＡＮ

その他

無回答

37.0

31.7

20.3

4.5

2.0

2.0

0.8

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

2

3

4

5

6

7

8

(n =246)
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（６）ICT を利用した行政サービスについて重要だと思うもの

ICT を利用した行政サービスについては、「緊急情報の入手」を半数以上の人が重

要視しており、次いで「行政手続の電子化」、「日常的な地域情報の入手」、「助成や交

付金等に関する情報の入手」となっており、情報入手に関する要望が上位となってい

ます。

57.6

37.9

33.6

33.4

28.9

24.9

21.1

19.7

14.1

13.5

6.5

5.4

12.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

緊急情報の入手

行政手続きの電子化

日常的な地域情報の入手

助成や交付金等に関連する情報の入手

行政手続きの総合窓口化

税金、公売、使用料の収納等の電子決済

施設予約

図書館サービス

専門分野の相談

電子地図情報の活用

地域で連携した情報の交換

その他

無回答

(n = 1,621)
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（７）厚木市で生活するために必要な情報で入手しにくいもの

必要な情報であるにも関わらず入手しにくい情報としては、「福祉、保健、衛生情報」、

「医療情報」、「防災、防犯、災害情報」、「道路、交通情報」、「環境、ごみ、リサイク

ル情報」といったものが挙げられています。

37.4

35.7

32.9

24.6

24.4

17.5

16.0

12.8

12.4

11.2

10.0

9.5

8.9

8.7

8.5

7.9

6.8

6.7

5.2

5.0

4.9

4.8

3.5

7.0

11.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

福祉、保健、衛生情報

医療情報

防災、防犯、災害情報

道路、交通情報

環境、ごみ、リサイクル情報

税負担や財政状況に関する情報

イベント、催し物情報

生涯学習､教育､公共施設の利用情報

子育てや教育に関する情報

行政手続情報

社会福祉、ボランティア、人材バンク情報

地域に関する行事・観光・歴史に関する情報

趣味娯楽に関する情報

ライフスタイルに関する情報

厚木市政情報

ニュース

観光、特産品情報

購買に関する情報

議会、選挙情報

料理・食生活に関する情報

厚木市役所からの募集等の情報

自然、歴史情報

厚木市役所からの記者会見等の情報

その他

無回答

(n = 1,621)
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（８）情報化が進展することによって生じる影響

情報化が進展することにより必要な情報がどこにいても簡単に入手でき、効率的な

情報収集が可能となることから、「仕事がしやすくなる」、「生活に時間的な余裕が増え

る」という恩恵が期待されています。一方では、コンピュータウィルス感染や個人情

報の漏えい、クレジットカード等の金融トラブルに加え、「機械に弱い人が取り残され

る」、「情報格差が拡大してしまう」というデジタル・デバイド※２５などが情報化によっ

て発生する脅威として心配されています。

※２５ デジタル・デバイド：パソコンやインターネットなどの情報技術を使いこなせる者と使いこなせな

い者の間に生じる格差のこと。

そう思う どちらかといえばそう思う あまり思わない 全く思わない 無回答

n=1,621 (%)

青少年に悪影響を及ぼす

知的所有権が侵害される

生活習慣の変化に伴い健康的な障害が起きる

地域コミュニティが崩壊する

悪
影
響

システムトラブル（コンピュータ、ウィルス、データの改ざん、破壊行
為など）が発生するおそれが増える

情報トラブル（個人情報の漏えいや盗聴など）が発生するおそれ
が増える

金融トラブル（詐欺やクレジット関連など）が発生するおそれが増
える

機械に弱い人が取り残される

人的トラブル（プライバシーの侵害、誹謗中傷、恐喝、青少年への
悪影響など）が発生するおそれが増え

情報格差が拡大してしまう

災害時に社会機能が停止してしまう

地域間の格差が広がる

コストが増える

好
影
響

仕事がしやすくなる

生活に時間的な余裕が増える

地域経済が豊かになる

文化水準が上がる

人と人との交流が多くなる

22.3

23.5

20.7

17.5

11.5

48.8

47.3

45.1

48.1

42.1

23.6

20.3

17.1

15.2

13.2

10.0

6.4

5.5

38.9

35.8

36.3

36.7

27.6

35.3

36.3

36.2

30.8

34.4

37.8

32.3

27.1

29.1

28.2

27.4

20.3

18.6

26.8

29.2

33.0

33.6

44.2

8.1

8.6

11.5

14.0

15.4

27.5

32.5

42.2

40.6

43.1

47.6

51.5

53.7

3.9

4.3

3.1

4.7

9.2

0.6

0.9

0.7

1.7

1.1

3.8

6.2

5.6

6.3

7.8

5.6

13.7

13.4

8.1

7.2

6.9

7.5

7.5

7.2

6.9

6.5

5.4

7.0

7.3

8.7

8.0

8.8

7.7

9.4

8.1

8.8
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第２章 情報化のコンセプト

１ 取組施策の考え方

ICT を上手に利活用することで、市民の利便性の向上や行政事務の更なる効率化、経

費削減などが期待できます。ICT を利活用する際は、行政の考え方に偏らないように市

民の視点で、かつ、国や県等の状況も把握し、点ではなく面で情報を捉え、さらに、費

用対効果を考慮しながら、これからの取組を進めていきます。

特に、市民が必要な情報を入手するに当たっては、可能な限り国、県や民間など発信

元を意識することなく、幅広い情報が得られるような仕組みを目指します。

（１）市民が利便性を享受できる取組

ICT の進展により、新しいハードウェアやサービスが出現し、場所や時間に捉われ

ない ICT の利活用が可能となったことで、行政サービスにおいても市民が新たな利便

性を享受できる可能性が高まっています。

一方で、高齢者等におけるデジタル・デバイドの問題が懸念されており、できる限

り多くの方が ICT による利便性を享受できる取組が必要とされています。

本市ではホームページやマイタウンクラブ、あつぎ地域 SNS 等の様々な仕組みを

構築し、市民の利便性の向上を図るとともに、いつでも、どこでも、簡単に、ICT の

恩恵を享受し、実感できるような取組を進めてきました。

今後は、特に情報発信機能の強化に重点をおき、行政サービスにおける ICT の利活

用を一層推進することにより、市民の生活が便利になったと実感できるように取り組

んでいきます。

また、地域経済の活性化や市民協働も視野に入れながら、取り組むことができるよ

う努めます。

国
県民間

市
市民

○○○

○○○
○○○様々な幅広い情報

ICT 活用で、

つながる、つなげる、あつぎの 絆
きずな
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（２）行政事務の効率化への取組

近年、地方自治体において行政事務で利用するシステムの「オープン化※２６」や「ク

ラウド化」に取り組む事例が見られるようになりました。

国の指針では、大規模自治体におけるシステムのオープン化や、比較的小規模な自

治体における複数自治体の共同でのクラウド化を進める方針となっています。

本市では行政事務を効果的に、また、効率的に執行するに当たり、行政内部の事務

処理等に ICT の利活用や、システムのオープン化を推進し、一部のシステムではクラ

ウドという考え方も導入しています。

今では、行政事務は ICT の利活用なくしては円滑な執行が難しくなっています。こ

のことから、今後は、頻繁に発生する関連法令等の改正に対応しながら、可用性※２７

が高く、正確かつ迅速に業務を遂行できるシステムを目指す必要があります。

また、IT ガバナンスの強化を重点的に取り組むとともに、職員の IT スキル※２８の向

上に取り組みます。

（３）情報セキュリティなど安心・安全を高める取組

情報セキュリティは、「災害によるリスク」､「外部からのリスク」、「内部からのリス

ク」、「情報リテラシー※２９不足等によるリスク」と様々な視点で考える必要があります。

本市では、基幹系情報システムの業務継続計画（ICT-BCP）※３０を作成し、サーバ

ー等の重要な機器は非常用発電装置を備えているデータセンター※３１を活用するなど

安心・安全の取組を進めてきました。

さらに、コンピュータウィルスの感染リスク低減対策や情報セキュリティに関する研

修を定期的に開催するなどの意識啓発に取り組んできました。また、デジタル・デバイ

ド対策の一環として、市民を対象にパソコン講座や操作研修などを開催し、操作が分か

らない不安を軽減する取組を行ってきました。

今後は、特に災害対応に重点をおき、災害発生時に重要業務をできる限り中断させず、

また、中断してもできるだけ早急に復旧させるための対策の検討を進めます。

※２６ オープン化：汎用機などメーカーごとに独自仕様の機材・ソフトウェアで構成されたシステムを、

標準規格や業界標準に則り複数のメーカーの製品を組み合わせて構成することができ

るオープンシステムに置き換えること。

※２７ 可用性：システムの壊れにくさや復旧が早いなど耐障害性の強さのこと。

※２８ IT スキル：一般的に特定の製品サービスに関するノウハウやプログラミング言語の技術とされるこ

とが多いが、ここでは、職員自身が所管するシステムの理解を深め、自分たちの言葉で

ベンダー等との交渉を行える技術のことを意味する。

※２９ 情報リテラシー：情報分野における知識、教養、能力。

※３０ 業務継続計画（ICT-BCP）：BCP は Business continuity planning の略で、情報システム部門（ICT

部門）において、災害や事故を受けても、重要業務をなるべく中断させず、

中断してもできるだけ早急に復旧させるための計画。

※３１ データセンター：インターネットに接続するための回線を装備して、顧客のサーバーを預かる施設。
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（４）情報通信技術を活用した新たな取組

国では「オープンデータ」、「ワンストップサービス」、「番号制度」、「クラウド技術」

等といった通信技術を活用した新しい取組を推進しています。また、神奈川県では、東

京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、Wi-Fi 環境の整備等の通信技術を活

用した新しい取組を進めることとしています。

本市では、システム再構築や機器更新などを行う際、新しい技術を取り入れ、効果

的・効率的にシステムを利用できるような取組を進めています。

また、情報システムの調達方式を見直し、費用対効果や人的・物的資源を効率的に

利用できるよう情報システムの最適化を進めています。

今後は、新たな取組として、特にオープンデータに重点を置き、積極的に情報収集

や調査研究などに努めます。また、新しい ICT を利活用することで、市民の利便性の

向上を図り、ICT の恩恵を市民が享受し実感できることが期待できるものについては、

先行するイメージにとらわれることなく、全体を見ながら、取り組んでいきます。

厚木市情報化推進計画

四つのコンセプト



第２章 情報化のコンセプト

—24—

２ 計画の位置付け

（１）計画の位置付け

本計画は、本市総合計画が掲げる将来都市像「元気あふれる創造性豊かな協働・交流

都市 あつぎ」を実現するための個別計画とし、ICT を効果的に活用した取組を進めてい

きます。

総合計画と本計画の関係

総合計画が目指す都市

像の実現するために、

ICT を効果的に活用

ICT 活用で、

つながる、つなげる、あつぎの 絆
きずな

情報セキュリティなど

安心・安全を高める取組

行政事務の効率化

などの取組

市民が利便性を

享受できる取組

情報通信技術を活用した

新たな取組

厚木市情報化推進計画

本市の将来都市像

元気あふれる

創造性豊かな

協働・交流都市

あつぎ

５つのまちづくりの目標
(基本政策)

安
心

支え合い、安心していきいきと
暮らせる元気なまち

成
長

だれもが夢をはぐくみ、自ら学び
共に成長する元気なまち

共
生

みんなでつくる、
自然環境と共生する元気なまち

快
適

にぎわいあふれる、
快適で利便性の高い元気なまち

信
頼

市民の信頼に応える、
ひらかれた行政経営の元気なまち

厚木市総合計画
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（２）計画の構成

本計画は、「あつぎ ICT 元気プラン（厚木市情報化推進計画）」に掲げた基本的な方向

性を踏襲しつつ、社会環境の変化等に対応するため、国や神奈川県の動向、市民ニーズ

等を把握しながら、総合計画第２期基本計画の策定や、本市における現行のシステムの

取組状況などを踏まえ、また、整合を図り進めていきます。

（３）計画の期間

本計画の対象期間は平成２７年から平成３２年までの６年間を対象とし、前期３年、

後期３年の２段階に分けアクションプランを策定し、また、中間年においては進捗の評

価などを行い、必要に応じて部分的な見直しを行います。

平成２６年度 平成２７年度 平成28年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

情報化
推進計画

アクション

プラン

前期アクションプラン

後期アクションプラン
前期アクションプランの見直し

後期アクションプランの策定

見直し

現計画 厚木市情報化推進計画
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第３章 情報化推進の施策

１ 市民が利便性を享受できる取組

（１）社会環境や情報化に関する環境の変化

ICT の進展により、スマートフォンやタブレット端末等の新しいハードウェアや

SNS 等のサービスが出現し、場所や時間に捉われない ICT の利活用が可能となりまし

た。また、これらを行政サービスにおいても利活用することで、様々な分野で市民が新

たな利便性を享受できる可能性が高まっています。

一方で、少子高齢化等の社会環境の変化を受けて、「高齢者単身世帯」等の世帯属性

が増加し、このような世帯属性におけるデジタル・デバイドの問題が懸念されており、

できる限り多くの方が ICT による利便性を享受できる取組が必要とされています。

スマートフォン、タブレット端末、SNS 等に代表される ICT の進展は、私たちのラ

イフスタイルの幅広い場面において変化をもたらしています。

国の調査では、右図のとおり、スマート

フォンの世帯普及率は平成２５年末時点で

６２.６％、タブレット端末も２１.９％と伸

びています。また、平成２６年度に実施し

ました本市の情報化に係るアンケート調査

では、スマートフォンの普及率は４５.７％、

タブレット端末は１８.４％と普及してき

ており、スマートフォンやタブレット端末

の普及がうかがえます。

これらの情報機器の普及によって、イン

ターネットがより身近なものとなり、今後

は SNS 等の場所や時間にとらわれないサ

ービス利用が浸透し、また、行政手続では

オンライン化が推進されるなど、ライフス

タイルが変化していくことが考えられます。最近では、都道府県が電子申請や電子入札

のシステムを構築し、市町村が利用する例も見られます。

一方、行政サービスでは、平成１４年に住民基本台帳ネットワークシステム（住基ネ

ット）が稼働したことにより、都道府県、市町村の広域的な連携が実現されましたが、

平成２８年には新たに社会保障・税・災害対応の分野を中心に番号制度が開始されるこ
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とになっています。これを受け、新たな ICT の利活用や、他の行政サービスを同時に

行うことで、効率的、効果的なシステムの更新や導入などが検討されています。
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（２）本市の取組

ホームページやマイタウンクラブ、あつぎ地域 SNS 等の様々な仕組みを構築し、

市民の利便性の向上を図るとともに、いつでも、どこでも、簡単に、ICT の恩恵を享

受し、実感できるように取組を進めてきました。

ホームページは、情報発信・提供を行う基本的なツールとして運用するほか、ライ

フスタイルの変化、多様化するニーズや社会環境の変化にできる限り対応できるよう

に機を捉えてリニューアルなども行っています。

マイタウンクラブは、公共施設予約、図書の検索や予約、講座イベントなどの申込

みまで、生活に密着した行政サービスを提供する仕組みとして多くの方々に利用いた

だいています。

あつぎ地域 SNS は、『生活の中で「ひと」と「まち」をつなげるシステム』をコン

セプトに、地域の価値ある情報を利用者自らが発信し、交流できる仕組みとして、利

用いただいています。特に、平成２３年３月の東日本大震災では、あつぎ地域 SNS

の利用者による積極的な情報発信や情報交換などが行われ、その効果を発揮しました。

あつぎ地域 SNS での情報交換
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■ 近年の取組実績等

● ホームページによる情報発信・情報提供

・・・アクセス数：月平均約８１１,０００PV※３２（平成２５年度）

● マイタウンクラブでの各種サービス提供

・・・アクセス数：月平均約２２３,０００PV（平成２５年度）

・・・提供サービス：図書検索・予約、公共施設予約、講座イベント、

公募・募集、サークル情報、チケット予約、

お店・サービス情報、地域 SNS

● 地域 SNS での地域コミュニティ活性化

・・・ログインユーザー数は月平均約５,３００人（平成２５年度）

参照された記事の数は月平均約８,８００PV（平成２５年度）

● 情報プラザの運営によるデジタル・デバイドへの対応

・・・利用者数は年約２８,０００人（平成２５年度）

※３２ PV（ページビュー）：インターネット上で Web ページが読み込まれた回数を示す値のこと。Web

サイトのアクセス規模を測定するための基本的な指標の一つとして用いられ

る。

マイタウンクラブのシステム構成イメージ
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（３）今後の課題

新たな ICT の出現、民間サービスの普及、ライフスタイルの変化や多様化する市民

ニーズなどの社会環境の変化を捉えつつ、重複する機能やサービスを整理し、民間サ

ービスの活用も視野に入れた既存コンテンツの見直しを行う必要があります。

また、今後、図書館における電子書籍の活用や、教育の情報化※３３について検討し

ていく必要があります。

■ 課題解決の考え方

● ホームページのリニューアル

・・・本市では、ホームページからの情報発信を充実させるため、様々なカテゴ

リーにおいて多くの情報を発信してきた結果、現在では情報過多で必要な情

報の検索が難しいという課題を抱えるようになったことから、利用者の立場

になって、必要なものを簡単に閲覧できるように現在掲載しているコンテン

ツの整理を行うとともに、スマートフォンへの対応、オープンデータに係る

取組など新しい取組も検討する必要があります。

● マイタウンクラブのリニューアル

・・・システムのライフサイクルやサービス内容を考慮し、全体のサービスの在

り方や新たな ICT の利用などについて検討する必要があります。

● 番号制度の施行

・・・新たな制度の施行に伴い、市民の利便性が向上し、ICT の恩恵を享受し、

実感できるように、費用対効果を勘案しながら新たなサービスについて調査

研究を行う必要があります。

※３３ 教育の情報化：「子どもたちがコンピュータやインターネットなどに慣れ親しみ、基本的な操作及び

情報モラルを身に付け、適切に活用できるような能力を育成する取組」、「教員が ICT

を効果的に活用し、分かりやすく、学習の理解が深まる授業を実現する取組」、「子

どもたちと向き合う時間の確保などのために教員の事務処理の効率化を図る取組」、

これらの取組を通して教育の質の向上を目指すこと。
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● 電子図書館

・・・近年、電子書籍を採用する図書館があります。電子書籍については、従来

の紙媒体とは異なっているため、所有権やコンテンツ供給事業者との契約の

在り方、他の自治体の動向なども注視し調査研究する必要があります。

● 教育の情報化

・・・本市の未来を担う子どもたちが ICT に興味を持ち、ICT の進展に合わせて

主体的に利活用できるように取り組んでいく必要があります。また、教育の

情報化に向けて一層適切な環境を整備することや、ICT 利活用の技術やマナ

ーを更に身に付けることなどが必要であると考えられます。
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（４）実施すべき施策の方向性

行政サービスにおける ICT の利活用を一層推進することにより、市民の生活が便利

になったと実感できるような取組を進めていきます。

また、サービスの実施主体や提供すべき範囲などを見極め、地域経済の活性化や市

民、民間企業、教育研究機関などとの協働も検討しながら、取り組むことができるよ

う努めていきます。

【情報化に向けた取組方針】

（重点的に取り組む内容）

現在のホームページは、情報量としては充実しているものの、利用者の立場から

は必要な情報までなかなかたどり着くことができない等の課題があることから、掲

載しているコンテンツや体系を整理し、利便性の向上を図ります。またスマートフ

ォンやオープンデータ等、新たな ICT への対応も検討していきます。

マイタウンクラブについても、サービス内容の整理等を行い、利便性の向上を図

ります。

その他、収蔵資料の情報発信についても検討を進めます。

情報発信機能の拡充
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学校においては、将来、本市を担う子どもたちが ICT に興味を持ち、ICT が進展して

も主体的に利活用できるよう、さらには、教育現場において ICT が有効活用できるよう、

教育の情報化について一層調査研究を進めていきます。また、図書館においては図書館

情報システムの再構築を行うとともに、電子図書館についても調査・研究をしていきま

す。

番号制度の運用が開始されることに伴い、新たに個人番号カードが一定の条件の下、

利用が可能になることから、コンビニエンスストア等で各種証明交付ができる仕組みづ

くりに取り組みます。

学校や図書館の情報化の推進

番号制度への対応

行 政
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２ 行政事務の効率化への取組

（１）社会環境や情報化に関する環境の変化

これまで行政事務で利用するシステムは、大型汎用機を使ったシステムが稼働して

いました。大型汎用機によるシステムは、処理性能や安定性に優れている一方、運用

や維持管理に経費が掛かるシステムとなっていました。また、使用しているシステム

は長年に渡り、改修を重ねてきたため、ブラックボックス化※３４されていることが多

く、システム改修は導入したベンダーに依存せざるを得ないベンダーロックイン※３５

という課題を抱えていました。

やがて、サーバーの性能が向上、普及し、アーキテクチャ※３６が公開され、行政事

務で使用するシステムでも複数の IT ベンダーが参入できるようになり、競争原理が働

いてコスト削減が望めるようになりました。このような背景から大型汎用機で使用し

ていたシステムは、サーバーで動作するシステムに移行（オープン化）が進んでいま

す。近年はネットワーク上のサーバーにあるソフトウェアやデータベースにアクセス

し、利用する形態（クラウド化）も見られるようになりました。また、小規模な自治

体では、ベンダーが提供するパッケージに業務を合わせ、さらに、複数の自治体がク

ラウドシステムを共同利用する事例も見られるようになりました。

地方自治情報管理概要（平成２６年 3 月 総務省）によると、クラウド技術や外部

データセンターを活用した情報システム（基幹系業務）の利用において、複数自治体

の協議に基づく共同による基幹系業務システムの導入は、１,７４２の市区町村のうち、

導入済みが１１.６%、導入予定が１４.５％となっています。

【複数自治体の協議に基づく共同による基幹系業務システムの導入状況】

※３４ ブラックボックス化：長年に渡り改修を重ねながら利用されてきたことでハードウエアやソフトウ

エアの内部構造や原理が容易に解明できない状態になること。

※３５ ベンダーロックイン：特定のベンダーに依存してしまい、そのベンダーでしか分からないシステム

となり、別のベンダーに移行することが困難になること。

※３６ アーキテクチャ：コンピュータの特性を決定するデータの形式やハードウェアの機能分担などを含

めた、コンピュータシステムの基本構造。

導入済み

11.6%

導入予定

14.5%

予定なし

73.9%

n=1,742
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また、単独自治体では、都道府県においては導入済みが１２.８%、導入予定が

１０.６%となっており、市区町村では導入済みが２４.８%、導入予定が１２.１%とな

っています。

【単独自治体での基幹系業務システムの導入状況】

総務省の「電子自治体の取組みを加速するための１０の指針」では、自治体クラウ

ドの推進について示されていますが、大規模自治体（人口規模２０万人以上）におい

ては、まずはシステムのオープン化から取り組み、徐々にクラウド化を進める方針で

あり、比較的小規模な自治体については、都道府県の協力の下、共同でクラウド化を

進める方針となっています。

クラウド技術等の活用状況

（出典）地方自治情報管理概要（平成 26 年 3 月 総務省）より作成

導入済み

12.8%

導入予定

10.6%

予定なし

76.6%

n=47

＜都道府県＞

導入済み

24.8%

導入予定

12.1%
予定なし

63.1%

n=1,742

＜市区町村＞
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（２）本市の取組

行政事務を効果的、効率的に執行するために、行政内部の事務処理等に積極的に ICT

の活用やシステムのオープン化を推進し、さらに、一部のシステムではクラウド化も

採用しています。

また、コスト削減を図る方法の一つであるクラウド化の採用に当たり、パッケージ

のカスタマイズを最小限に抑えるパッケージファーストを念頭に要件整理を行ってい

ます。

さらに、電子決裁や文書管理等の機能を持つ総合行政情報システムによる行政事務

の電子化の推進、庁内のネットワークシステムを活用した情報共有による事務処理の

迅速化、効率化を図っています。

その他、保健・福祉の効率的なサービス提供を目指した福祉総合情報システムの運

用、公共建築物の維持管理システムの導入や下水道台帳管理システムの再構築等も行

っています。

■ 近年の取組実績等

● IT ガバナンスの推進

・・・情報システムに係る無駄や過剰と思われる投資を抑制するため、情報化主

管課において各課等における情報システムに関する予算要求等に係る事業

計画などの評価やシステム導入・運用等に関する相談や支援を実施していま

す。また、導入に係るシステム選定や、決定後のベンダーとの打合せなどに

も加わり、より適切なシステム規模となるような支援に重点を置いています。

● ガイドラインによる職員の育成

・・・「企画・予算要求ガイドライン」、「調達ガイドライン」、「開発ガイドライ

ン」、「運用ガイドライン」を作成し、調達時のベンダー選定のスキル、見積

り精査のスキルの向上等に取り組んでいます。

● 基幹系情報システム

・・・基幹系情報システムのオープン化・クラウド化を進め、業務継続性の向上

やコスト削減に取り組みました。（詳しくは「４ 情報通信技術を活用した

新たな取組」参照）
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● 公共建築物の維持管理支援システム

・・・本市が保有する公共建築物の長寿命化に向け、施設情報を集約し、老朽化

に伴う安全面、機能面の確保を図るため、施設ごとの保全工事の予測をたて、

把握することで、適切な維持保全を実施するための事務支援をするシステム

を構築しました。

● 下水道台帳管理システム

・・・公共下水道管路施設の適切な管理をするため、また、適切な施設の維持・

修繕・更新、下水道事業の運営、資産管理等を効率的に実施するための事務

支援をするシステムを再構築しました。
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（３）今後の課題

近年の取組であるハードウェア資源を効率的に使用することでコスト削減を図る

ためのサーバー統合、データの確実な保護や業務の継続性を確保するためクラウド化

を推進し、効果的かつ効率的な行政事務を安定して執行できるよう取り組む必要があ

ります。

■ 課題解決の考え方

● 総合行政情報システムの在り方の検討

・・・国の地方公会計の整備推進に関する指針やシステムのライフサイクルなど

も考慮し、全体のシステムの在り方や新たな ICT の利活用などを含めて検討

する必要があります。

● 福祉総合情報システムの再構築

・・・生活保護、障がい福祉、高齢福祉、児童福祉に係るシステムである福祉総

合情報システムが取扱う情報については、市が独自に実施している事業に関

するものも多く、また、関連法令等の改正等も頻繁に行われていること、さ

らに、構築から１８年が経過していることから、既存システムの改修が複雑

かつ難しく、改修等に要する費用負担が大きくなっています。行政事務の効

率化や費用対効果などを勘案しながら、システム化している業務を整理し、

新たなシステム構築を進める必要があります。

● 健康管理システムの再構築

・・・各種の健康診査や検診、予防接種などの情報を一元管理する保健・健康に

係るシステム（福祉総合情報システムのサブシステム）については、関連法

令等の改正が頻繁に行われていることから、既存のシステムの改修に頼るこ

とが難しくなってきています。市民サービスの向上や行政事務の効率化など

を図り、また、費用対効果を勘案しながら新たなシステム構築を進める必要

があります。
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（４）実施すべき施策の方向性

行政事務では、事務処理の効率化、迅速化や市民サービスの向上などを図るため、ICT

の利活用を進めてきたことにより、今では行政事務は、ICT の利活用なくしては、円滑

な執行は難しくなっています。このことから、頻繁に行われる関連法令等の改正に対応

しながら可用性を重視した、正確かつ迅速に業務を遂行できるシステムを実現する必要

があります。

また、これまでに導入しているシステムについては、更に効率的な運用ができるシス

テムへの移行などを検討するとともに、ICT を効果的に利用できていない事務等につい

ては、事務処理の効率化、合理化等を推進し、市民サービスの向上などを図ることがで

きるように取り組んでいきます。

さらに、業務内容の分析や他自治体の事例についても調査研究しながら、運用形態な

どの見直しを行い、より効果的、効率的に利用ができるよう努めます。
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【情報化に向けた取組方針】

（重点的に取り組む内容）

本市では、これまで部署ごとに乱立するシステムをサーバーの統合化等の最適化

を行い、クラウドファースト、パッケージファーストの視点を持ってシステムに要

する総経費（TCO）の削減に取り組んできました。今後も、新たな ICT の動向や費

用対効果等も踏まえながら、IT ガバナンスの推進に取り組んでいきます。

また、業務主管課の IT リーダーを中心に、必要な IT スキルを身に付けるための

取組を行い、情報システムの管理者と利用者の橋渡しができる人材や、IT ベンダー

とのコミュニケーションが円滑に図れる人材の育成に取り組みます。

現在、庁内で運用しているシステムのリニューアルを進め、市民の信頼に応える業務

の実現を目指します。

● 財務会計システム

・・・総合行政情報システムのうち財務会計システムについて、国の地方公会

計の整備推進に関する指針により示されている目標の平成３０年度までに

地方公会計制度の運用が開始できるようシステムを導入します。

IT ガバナンスの推進

庁内事務系システムの効率化

システム システム

システム システム システム

システム

部署 A のシステム

部署 B のシステム

部署 C のシステム
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● 庁内システムの統合

・・・費用対効果を勘案しながら、庁内システムで使用するサーバーの一元化

に努め、クラウドファースト、パッケージファーストの視点を持って、過

剰な投資の抑制を行っていきます。

● 福祉総合情報システム

・・・長年使い続けてきた福祉総合情報システムの機能を見直し、福祉業務に

おける処理の迅速性・正確性を確保するとともに、複雑、多様化する市民

福祉サービスの更なる向上を目指した新たなシステムの再構築に向け、検

討を進めます。

● 健康管理システム

・・・各種の健康診査や検診、予防接種などに関する情報管理や、それらの情

報を基に市民の皆様の疾病の予防、健康の増進などを効果的に行うための

システムとして、その目的を円滑に達成するため再構築を実施します。

● ペーパーレス会議システム

・・・行政事務の効率化や迅速化を図るため、庁内会議ではタブレット端末に

よる会議システムを活用し、紙資源の節減や資料準備に係るコストの削減

に努めていきます。また、目的や効果を高められるように、周知などを行

い、対象とする会議体を増やせるよう努めていきます。

● 要望・苦情共有化システム

・・・要望・苦情の内容や処理状況を共有化することにより、公平、公正、迅

速な対応を実現するとともに、市民満足度の向上に努めていきます。

ペーパーレス会議システムの活用の推進

要望・苦情等の共有化
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３ 情報セキュリティなど安心・安全を高める取組

（１）社会環境や情報化に関する環境の変化

情報セキュリティなど安心・安全を高める取組は、「災害によるリスク」､「外部か

らのリスク」、「内部からのリスク」、「情報リテラシー不足等によるリスク」と様々な

視点から考える必要があります。

ア 災害によるリスク

災害によるリスクは、地震などの災害によりシステム自体が破損され稼働しなく

なってしまう、また、電力供給がされず稼働できなくなるということが想定される

ことから、行政運営などに必要なデータの保管、災害時における情報発信を重要視

する気運が高まっています。

イ 外部からのリスク

外部からのリスクは、最近は SQL インジェクション※３７やフィッシング詐欺※３８

などが多くなっています。近年の攻撃の特徴は、人を騙すテクニックやセキュリテ

ィ対策を巧妙にすり抜ける手法を組み合わせた高度なものが出現しています。

このような中、自治体に関連する主なものは、外部からのホームページの改ざん

（閲覧者のウイルス感染）、悪意のあるサイトからのウイルス感染といったものが

度々報告されています。最近は SNS を利用する自治体も多くなってきていますが、

SNS では、悪意のあるサイトに誘導されて被害にあうケースも発生しています。

※３７ SQL インジェクション：SQL とは、データベースを操作するためのプログラミング言語のこと。イ

ンターネットの Web サイトなどの入力画面に対して、直接 SQL 命令文の

文字列を入力することで、データベースに不正アクセスを行い、情報の入

手や、データベースの破壊、Web ページの改ざんなどを行うこと。

※３８ フィッシング詐欺：実在する金融機関や企業などを装った偽の電子メールやウェブサイトで、クレ

ジットカードの番号や暗証番号などの個人情報を不正入手する詐欺行為。



第３章 情報化推進の施策

—44—

ウ 内部からのリスク

内部からのリスクは、情報管理のミスやシステムの操作ミスといった人的要因に

より情報等が漏えいするといった事件・事故が発生しています。「２０１２年 情

報セキュリティインシデントに関する調査報告書（日本ネットワークセキュリティ

協会）」によると、下の図のとおり個人情報漏えいの要因はほとんどこの内部から

のリスクによるものであることが分かります。

エ 情報リテラシー不足等によるリスク

ICT に関するリスクは、知識を持つことである程度回避することができます。

アンケートの結果を見ても「機械に弱い人が取り残される」や「情報格差の拡大」

などの不安を抱えるデジタル・デバイド（情報弱者）に対する情報リテラシー向上

のための施策が求められています。

また、最近はスマートフォンなどで使える無料のコミュニケーションアプリなど

を使った「ネットいじめ」といった新しい問題も発生しています。

管理ミス

1391
59.0%

誤操作

474

20.1%

紛失・置忘れ

189
8.0%

盗難

88
3.7%

不正な情報持ち出し

60
2.5%

不正アクセス

35
1.5%

内部犯罪・内部不正

30
1.3%

バグ・セキュリティ

ホール

28
1.2% 設定ミス

23
1.0%

目的外使用

11
0.5%

ワーム・ウィルス

9
0.4% その他

8
0.3%

不明

11
0.5%

個人情報の漏えいの要因

（出典）２０１２年情報セキュリティインシデントに関する調査報告書

（日本ネットワークセキュリティ協会）
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（２）本市の取組

基幹系情報システムについては、災害や事故等が発生した場合に、重要業務をでき

る限り中断させず、また、中断してもできるだけ早急に復旧させるため、業務継続計

画（ICT-BCP）を作成しています。

サーバー等の重要な機器は、関東大震災規模の地震に耐えられるよう、さらには、

地震等により商用電源が供給されない場合も想定し、一定時間はシステムの稼動が確

保できる非常用発電装置を備えているデータセンターに設置し、安心・安全の取組を

進めてきました。

また、デジタル・デバイド対策の一環としては、情報プラザやその他の公共施設で、

パソコン講座や操作研修を開催し、操作が分からない不安を軽減する取組を行ってき

ました。

その他、内部管理の対策として、システムを利用する際は、許可された者以外が操

作できないような対策、データ等の持ち出し又は持ち込み対策によるコンピュータウ

ィルス等の感染リスク低減対策や情報セキュリティに関する研修を定期的に開催する

などの意識啓発に取り組んできました。

■ 近年の取組実績等

● 防災・危機管理ホームページ

・・・機能分散、リスク分散を図り、災害等が発生しても停止しにくい仕組みを

構築するため、防災・危機管理に特化したホームページを平成２５年度に開

設しました。本ホームページでは、災害発生時における市からの緊急情報を

中心に情報発信をしています。
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● 業務継続性の実現

・・・総務省が策定する「BCP 策定に関するガイドライン」に準拠し、BCP の観

点を強く意識した事業継続性の対策を実現するため、強固なデータセンター

を活用し、業務継続性を最大限に高めました。※※※※

１

● 情報発信・機能確保訓練

・・・必要な機能をできる限り早く確保できるように、毎年、訓練を実施してい

ます。また、災害等が発生した際に、迅速かつ円滑に、情報発信・情報提供

を行うことができるような訓練も行っています。

● 情報セキュリティ研修等

・・・外部講師を招き、近年の情報セキュリティリスクなどについて、実機によ

るデモを含めた研修会を開催しました。また、定期的に情報漏えい等の情報

セキュリティに関する事例を内部に提供し、意識啓発を行っています。

● 市民対象のパソコン講座等

・・・情報プラザで、パソコン講座等を開催しています。

講座開催数：５４講座／参加人数：１,６９６人（平成２５年度）

【開催講座の例】

パソコンことはじめ、文書作成、表計算、画像処理、年賀状作成など

※３９ 冗長化：万が一に備え、代替用の設備を用意しておき、故障や障害が発生した場合にサービスを継

続的に提供できるようにすること。
※４０ 堅牢化：ハードウェアが丈夫で壊れにくい設計になっていることや、ソフトウェアやシステムなど

が予期せぬエラーや障害、セキュリティ上のリスクなどに柔軟に対応できること。

※４１ DR：disaster recovery の略。災害などによる被害からの回復措置、あるいは被害を最小限に抑え

るための予防措置のこと。
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（３）今後の課題

新たな ICT の出現、スマートフォンやタブレット端末などに代表されるデジタル機

器や各種民間サービスの普及等に伴い、情報漏えいやセキュリティ対策など、分から

ない不安が高まっていることを踏まえ、パソコン等の操作研修やインターネットで提

供されるサービスの利用方法などの講座等を継続的に行う必要があります。

また、多様化するセキュリティリスクにも迅速かつ適切に対応できる仕組みについ

て検討を行う必要があります。

最近では、子どもたちの間でコミュニケーションアプリによるトラブルやネットい

じめといった問題も生じていますので、情報モラルを向上させる取組の充実について

検討を行う必要があります。

■ 課題解決の考え方

● 市民のデジタル・デバイドの軽減、情報リテラシーの向上

・・・ICT の利用などに対する不安軽減やインターネットで提供されるサービス

（例えばインターネットショッピングなど）の基本的な使い方や注意点など、

情報リテラシー向上のための講座等の充実を図る必要があります。特に、高

齢者や視覚・聴覚障がい者などの情報弱者に対する配慮も必要です。

● 情報モラルの向上

・・・現在、小・中学校では「携帯電話教室」や教科の授業等で、情報機器など

の利用によるトラブル防止等の情報モラル教育を進めています。今後は、学

校・家庭・地域が連携した市民協働の取組を更に充実し、情報モラルの向上

を図ることが必要です。

● 庁内システムの安全対策の点検

・・・ゼロディ攻撃※４2やスパムメール※４3などの脅威に対し、情報資産を守るた

め、迅速かつ適切に対応できる仕組みについて検討を行う必要があります。ま

た、情報システムにおける業務継続計画（ICT-BCP）の実行性を高めるため、

定期的な点検が必要です。

※４２ ゼロディ攻撃：OS やソフトウェアに対する脆弱性が発見されたときに、メーカーが修正プログラム

を配布するまでの間に、その脆弱性を利用して行われる攻撃。

※４３ スパムメール：受信者の同意を得ず、広告や勧誘などのために不特定多数に大量配信される電子メ

ール。
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（４）実施すべき施策の方向性

災害時においては、重要業務をできる限り中断させず、また、中断してもできるだ

け早急に復旧させる対応を図る検討を進めます。

個人情報漏えいの対策は、職員への研修等による意識の向上に取り組みます。

ICT を利用する不安を解消するため、市民や市内の事業者向けの講座等を実施し、

情報リテラシーの向上に取り組みます。
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【情報化に向けた取組方針】

（重点的に取り組む内容）

災害時においても、重要な行政サービスが停止しない仕組みとして、基幹系情報

システムの業務継続計画の見直しや他のシステムへの拡充の検討を行います。

また、市民が災害に関する情報を入手する新たな仕組みの構築やメーリングリス

ト※４４の見直しを行い、より容易に入手することができる手法を検討します。

● 要援護者支援システムの活用

・・・平常時の要援護者の登録や更新、また地図情報と連動し位置情報を視覚

的に表現、把握できるようなシステムを活用し、災害発生時に災害対策本

部が避難準備情報や避難勧告などを発した場合、その地域の要援護者を容

易に把握し、安全かつ速やかに支援できるような運用を行っていきます。

※４４ メーリングリスト：電子メールを利用した複数の利用者間のコミュニケーションツールの一つ。 専

用のメールアドレスを使用することで、そのメーリングリストに登録されている

全ての利用者に同時に電子メールを送信することができる。

災害対応

災害における ICT 活用
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情報システムにおける資産に対する情報セキュリティ対策として、情報資産を守るた

めの仕組みを適切に運用するとともに、セキュリティポリシー※４５の点検、セキュリティ

監査や必要に応じた強化策等を講じることにより、情報資産の安全性を高めていきます。

情報機器の使い方、ネットショッピングなどのインターネットで提供されるサービス

の利用方法や情報セキュリティに関する講座を開催し、市民の情報リテラシーの向上に

努めます。

※４５ セキュリティポリシー：組織内の情報セキュリティを確保するための方針、体制、対策等を包括的

に定めた文書のこと。

個人情報漏えい対策

情報リテラシーの向上による ICT を利用する不安の解消

情報プラザのパソコン講座開催の様子
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４ 情報通信技術を活用した新たな取組

（１）社会環境や情報化に関する環境の変化

総務省が策定した「電子自治体の取組みを加速するための１０の指針」を基に通信

技術を活用した新たな取組を考察すると、「住民サービス」では「オープンデータ」、

「ワンストップサービス」等、「技術・制度」では「番号制度」、「クラウド技術」等が

挙げられます。

オープンデータとは、「機械判読に適したデータ形式で、自治体により公開された

二次利用が可能なデータ」のことであり、自治体が保有するデータ※４６をオープンデ

ータとして公開し、交通、観光、防災、環境等の様々な分野で利用されることにより、

産業の活性化等が期待されます。「オープンデータのアンケート調査（JMAHD※４７

平成２５年 9 月）」によると、既にオープンデータに取り組んでいる自治体は８%、

何らかのアクションを起こしている団体は３６%となっています。

※４６ 自治体が保有するデータ：個人情報は含まない。

※４７ JMAHD：株式会社ＪＭＡホールディングスの略。独自にオープンデータの調査・研究を実施して

いる。

Ｇ８合意

平成２６年度平成２５年度 平成２７年度 平成２９年度平成２８年度

Ｇ８進捗

レビュー

平成２５年６月 平成２６年６月 平成２７年６月 平成２８年３月

各府省ホームページ

利用ルール見直し
利用ルールの

整備

その他、必要なルール

整理と見直し対応

内閣官房、全府省

Ｇ８

オープンデータ

憲章

データカタログ

サイトの整備 実証事業等によるデータカタログに求められる機能等の検討・検証

内閣官房、総務省、

試行版データカタログ

サイト
データカタログサイトの

本格運用

機械判読に適した

データ形式の

公開拡大

オープンデータに係る基盤整備

新規にインターネットを通じて公開するコストが低いデータや

利用者のニーズ（要望）の強いデータについて公開を拡大

公共データ

利用促進

内閣官房、全府省

全府省

平成３０年３月

他の先進国と同水準の

オープンデータの公開

と利用を実現

Ｇ８進捗

レビュー

データカタログサイトの

改善

独立行政法人、地方公共団体への

周知・普及

（有効事例の創出・普及を含む。）

自治体は平成２９年度まで

に他の先進国と同水準の

オープンデータの公開と

利用を実現

内閣官房、総務省、経済産業省

地方公共団体のデータ

の公開に関する考え方

の整理・提示

内閣官房、総務省、関係府省

オープンデータ推進のためのロードマップ
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ワンストップサービスとは、一度の手続で必要とする関連作業を全て完了させられ

るように設計された行政サービスのことで、ICT の高度化により更なる改善が期待さ

れています。

地方自治情報管理概要（総務省 平成２６年３月）によると、オンライン利用のメ

リット拡大のために講じた措置において、「ワンストップサービスの提供」と回答した

団体は、市区町村で２.４%となっています。

番号制度の対応に当たり、システムの更新や改修などが必要となります。これに併

せて、新たな ICT の利活用や他の行政サービスを同時に行うことにより、効率的、効

果的なシステムの更新や導入などが可能か検討している自治体もあります。また、総

務省では自治体クラウドの導入と併せて検討することを勧めています。

クラウド技術の活用においては、広域での行政サービスの提供、医療や介護等への

応用が期待されています。「新たな電子自治体推進のための情報化調査（総務省 平成

２５年度）」によると、自治体クラウドを導入済みの団体は、全市区町村の１０％とな

っています。

国ではこのような新しい取組を推進しています。また、神奈川県では、東京オリン

ピック・パラリンピックの開催に向けて、Wi-Fi 環境の整備等の ICT を活用した新し

い取組を進めることとしています。

図 オンライン利用のメリット拡大のために講じた措置

（出典）地方自治情報管理概要（総務省平成２６年 3 月）

n=1,742
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（２）本市の取組

本市においては、システム再構築や機器更新を行う際、クラウドやサーバーの仮想

化※４８などの新しい技術を取り入れ、効果的に、また、効率的にシステムを利用でき

るような取組を進めています。

また、これまでの情報システムは、一般的に同じベンダーが提供するシステムを継

続して使用することが多く、これによりシステムは安定的に運用できていました。そ

の反面、費用の高止まり、それぞれ導入されたシステムの連携が困難であることや法

令等の改正に対応するための改修等によりシステムが複雑化するなどの弊害も抱えて

いました。

このことから、情報システムの調達方式を見直し、費用対効果や人的・物的資源を

効率的に利用できるよう情報システムの最適化を進めています。特に、これまで業務

主管課内でシステムごとに導入し個別に最適化も進めてきましたが、効果は限定的な

ものとなっており、組織全体の効率化が図られにくかったことから、庁内全体で IT ガ

バナンスの強化を図り全体最適化として進めています。

近年では、最適化の一環として、基幹系情報システムの再構築を行い、平成２６年

１月から新システムを稼働しました。また、新しい基幹系情報システムは、これまで

の独自にシステムを持つ方式から事業者が提供するシステムをサービスとして利用す

る方式に変更し、さらに、独自機能を作り込む方式からパッケージを基本とし独自機

能を必要以上に作り込まないという方式を採用するなど、パラダイムシフト※４９して

います。

※４８ 仮想化：コンピュータやハードディスク、OS やアプリケーションなどを物理的構成によらず柔軟に

分割したり統合したりする技術。

※４９ パラダイムシフト：その時代や分野において当然のことと考えられていた認識や思想、社会全体の

価値観などが革命的にもしくは劇的に変化すること。
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■ 近年の取組実績等

● 基幹系情報システムの再構築

・・・これまで約４０年間利用してきた汎用機を用いた基幹系情報システムを

オープン化、仮想化、クラウド化を実現するシステムに移行しました。

・・・対象業務：住民記録、税務、国民健康保険、介護保険、選挙 など

基幹系情報システム(イメージ図)

民間賃貸ビル

レガシー
システム

（汎用機）

機器は全て
リースによる調達

システム構成の
複雑化

市独自運用による
改修経費の増大

汎用機との連携

堅牢なデータセンター(遠隔地)

機器調達に係る

事務が不要

利用料契約により

改修費の削減

仮想化

強固なセキュリティ

冗長化されたネットワーク

みんなでつ

くる、

機器は全て
所有から
利用へ

本市の将来都市像
の実現

職員で
運用・管理
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●サーバーの仮想化技術を活用した資産の有効活用

・・・システム更新などの機会を捉えて、これまでシステムごとに導入していた

サーバーを、機能や性質などに留意しながら、仮想化技術により一定の規模

でまとめることで、資源の有効活用や運用に係る職員の負荷軽減等を図りま

した。

● ワンストップサービス

・・・本庁舎１階・２階等で実施している証明書交付や戸籍等の手続、税務関連、

子育て・高齢者、相談関連を４つのエリアとして位置付け、各エリアでは、

市民の方に移動していただくのではなく、職員が移動して対応するワンスト

ップの窓口を設置しています。

物理サーバー 物理サーバー 物理サーバー 物理サーバー

個別システム 個別システム 個別システム 個別システム

OS OS OS OS

物理リソース

(CPU など)

物理リソース

(CPU など)

物理リソース

(CPU など)

物理リソース

(CPU など)

現状：CPU、メモリー、HDD 等のサーバー資源が物理的に複数存在する

物理サーバー

物理リソース(CPU など)

仮想化 OS

仮想マシン

個別システム

OS

仮想リソース

(CPU など)

仮想マシン

個別システム

OS

仮想リソース

(CPU など)

仮想マシン

個別システム

OS

仮想リソース

(CPU など)

仮想マシン

個別システム

OS

仮想リソース

(CPU など)

複数のサーバーを１台

に集約する

サーバー仮想化のイメージ

CPU、メモリー等のリソースは物理的に１つのサーバー内にあるが、

仮想化 OS により各仮想マシンにリソースを動的に割り当てて利用する。
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（３）今後の課題

新たな ICT の動向等について、情報収集や調査研究等を行い、市民等の利便性の向

上、行政事務等の効率化やセキュリティの確保などに活用できるものについては、費

用対効果の視点や情報セキュリティの方向性も踏まえながら、積極的に新たな ICT を

活用する姿勢が必要です。

■ 課題解決の考え方

● オープンデータの推進

・・・行政が保有するデータを、誰もが二次利用できるコンピュータが処理可能

な形式で公開し、広く公共データが活用されることで、新たな価値を創造し

ていこうとする取組について、実施していく必要があります。第６次行政改

革大綱「あつぎ行政経営プラン」においても、オープンデータの取組を推進

することとしています。

● システムの広域利用・共同利用

・・・各自治体で、業務等の円滑な執行や市民サービスの向上などを目的に、ICT

の利活用が進んでいます。これまで単独で実施してきた ICT の活用等につい

て、広域利用や共同利用という観点から、今後は、より効率的、効果的なシ

ステムの在り方を複数の自治体で検討する必要があります。

● Wi-Fi 接続環境

・・・神奈川県や近隣市町村の取組状況や関連法令の整備等の状況を注視しつつ

Wi-Fi 接続環境導入に係る調査研究を進める必要があります。
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（４）実施すべき施策の方向性

ICT の進展は日進月歩であることから、積極的に情報収集や調査研究などに努め、

新しい ICT を活用し、費用対効果を勘案しながら、市民の利便性の向上や行政事務の

効率化に取り組んでいきます。
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【情報化に向けた取組方針】

（重点的に取り組む内容）

オープンデータに係る国や先進自治体の動向を踏まえながら、本市が持っている

公開可能な情報を、コンピュータが読み取ることができるデータとして積極的に公

開していきます。

また、オープンデータは、市民の利便性の向上や地域の活性化につながる可能性

があることから、イベントの開催を通して、他の自治体や大学、企業、市民等、協

働による取組を実現します。

番号制度の導入を契機として、市民の利便性の向上に寄与する取組について検討を行

います。

安全かつ安定的に Wi-Fi 接続環境の運用を継続するための調査、研究を行います。

基幹系のシステムだけではなく、幅広い分野でクラウド技術の利用について検討を行

います。

オープンデータを活用した新たな取組

番号制度を活用した新たな取組

Wi-Fi 技術を活用した新たな取組

クラウド技術を利用した新たな取組
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第４章 計画実施に当たっての留意点
本計画の実現に向け、次のような点に留意し、計画を推進します。

１ 体制
本市の情報化に関する推進計画の策定に当たっては、公募市民、教育機関、経済団体、

民間企業などの代表で構成する「厚木市情報化推進会議」を設置し、本市における情報

化の方向などについて意見交換等を行い取りまとめています。今後は、計画の進捗に合

わせ、意見を伺う組織として位置付けます。

また、策定した計画を効果的に推進するため、庁内に「厚木市情報化推進委員会」を

設置し、庁内調整や進捗の報告等を行うとともに、必要に応じて、事案ごとに、下部組

織である「専門部会」を設置することとしています。

組織名 役 割

厚木 情報化推進会議
・計画の見直しを行う場合は、厚木市自治基本条例に基づ

き意見などを伺う。

厚木 情報化推進委員会
・情報化の推進に関わる調整（進捗に関することを含む。）

・その他情報化の推進に関すること。

ワー 専門部会
・厚木市情報化推進委員会のもと、必要に応じ情報化施策

について、調査や検討などを行う。

さらには、本市の情報化に対する理解を深めるため、必要に応じて関係者等との意見

交換の場を設定できるよう努めます。

また、情報化の進展するスピードが速いことから、常にその動向を注視し、庁内にお

いては迅速な意思決定に努めるとともに、更なる全体最適化に向けた IT ガバナンスを

行っていきます。

情報化推進の体制図

最高情報統括責任者
（CIO）

厚木市情報化推進委員会

専門部会 専門部会 専門部会

市 民

教育関係者

行政
厚木市情報化推進会議

報告指示

設置 報告 情報交換

協 働

経済団体

民間事業者
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２ 進捗管理
各施策の進捗状況の把握に当たっては、定期的な評価や見直しを行うため、情報化施

策における PDCA※５０サイクルにより、業務やシステムなどの最適化を含め、着実に推

進していきます。

また、情報通信技術の進展のスピードに適応できるよう、計画に記載した実現方法や

これまでに投資してきた費用の大小にとらわれることなく、所期の目的、投資効果など

の視点から柔軟に対応策を検討していきます。

なお、投資効果を評価するに当たっては、開発・改造や運用等に要する経費、人件費

等の定量的効果※５１だけではなく、市民や職員などの満足度や実感などの定性的効果※５２

なども取り入れるよう検討するとともに、本市における情報化を効果的に推進するため、

「厚木市情報化推進委員会」で庁内調整や進捗の報告等を行っていきます。

※５０ PDCA：計画（PLAN）、実行（DO）、評価（CHECK）、改善（ACTION）というプロセスを実施

し、改善を次の計画に活かしていく、継続的に業務改善や品質向上を進めていく手法のこ

と。

※５１ 定量的効果：数値で表すことのできる効果のこと。

※５２ 定性的効果：数値では表しにくい「質」「性質」の効果のこと。

IT ガバナンスによる PDCA

計画(P)

実施(D)評価(C)
定量評価
定性評価

改善(A)
見直し 計画の策定

施策の実施
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３ IT ガバナンス・人材

IT ガバナンスについては、全職員の努力や意識啓発などにより、一定の効果が表れて

いますが、対象とするシステムの数が多いこと、規模が大きく、広い分野に渡る業務で

あることなどから、更に高い ICT に係る知識やマネジメント能力が情報化主管課には求

められます。

また、ICT の利活用に当たっては、情報化主管課のみならず、業務主管課においても、

ICT やその業務に精通した職員が必要なため、それぞれに対し、積極的な研修等を通じ、

人材育成を強力に進めていく必要があります。

４ その他

社会や経済の情勢、情報化に関する技術などは急激に変化します。計画の実施に当た

っては、このような動向を注視するとともに的確に把握し、柔軟に対応することが必要

です。

また、ICT 活用の取組については、市民の利便性の向上や行政運営などを円滑にかつ

効果的に行うための手段に他ならず、利用自体が目的ではないことを意識し、今後、効

率の悪いサービスや社会環境の変化などにより、一定の成果を挙げ、概ね目的を達成し

たサービスについては見直しを行い、限りある資源（財源、人材など）を効果的に投資

できるよう選択と集中により対応していく姿勢が必要です。

なお、計画については、必要に応じて見直しをしていきます。
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資料編

資料編
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１ 厚木市情報化推進計画策定経過

日程 摘要

平成 26 年 ７月 ２日 第１回厚木市情報化推進会議
委嘱

意見交換

平成 26 年 ７月１５日 第１回厚木市情報化推進委員会 計画の構成、骨子等について

平成 26 年 ７月３０日

～ ８月１３日
情報化に係るアンケート

厚木市に住民登録されている満

18 歳以上の方 4,000 人

住民基本台帳を基に年齢層別・居住

地区別の無作為抽出

郵送による

平成 26 年 ８月 ６日 第２回厚木市情報化推進委員会
計画の構成、骨子等について

意見交換

平成 26 年 ８月２０日 第２回厚木市情報化推進会議
計画の構成、骨子等について

意見交換

平成 26 年 ９月３０日 第３回厚木市情報化推進委員会 計画の素案等について

平成 26 年１０月１６日 第３回厚木市情報化推進会議
計画の素案等について

意見交換

平成 2７年 １月 ５日

～ ２月 ４日
パブリックコメント

平成 2７年 ３月 計画の策定
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２ 厚木市情報化推進会議設置規程

（設置目的）

第１条 本市の情報化に係る施策の方向性等について検討し、及びその内容等を踏まえた

厚木市情報化推進計画（以下「推進計画」という。）の策定を行うに当たり、市民参加の

趣旨にのっとり、市民、企業、教育機関等から意見を聴くため、厚木市情報化推進会議

（以下「推進会議」という。）を設置する。

（所掌事項）

第２条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 情報通信を利用したサービスに関すること。

(2) 情報通信技術を活用したまちづくりに関すること。

(3) 情報化事業に係る助言に関すること。

(4) その他推進会議の目的を達成するために必要な事項

（組織）

第３条 推進会議の委員（以下「委員」という。）は 15 人以内とし、次に掲げる者のうち

から市長が委嘱する。

(1) 公募による市民

(2) 民間企業の代表

(3) 経済団体等の代表

(4) 教育機関の代表

（任期）

第４条 委員の任期は、平成 27 年３月 31 日までとする。

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（委員長）

第５条 推進会議に、委員長を置き、委員の互選により定める。

２ 委員長は、推進会議を総理し、委員会を代表する。

３ 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

（会議）

第６条 推進会議の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

２ 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見等を求めることができる。

（謝礼)

第７条 委員の謝礼は、次に掲げる額とする。

(1) 委員長 日額 8,800 円

(2) 委員 日額 7,800 円

（庶務）

第８条 推進会議の庶務は、情報政策主管課において処理する。

（委任）

第９条 この規程に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、委員長が

推進会議に諮って定める。

附 則

１ この規程は、平成 26 年６月１日から施行する。

２ 厚木市 IT 推進会議設置要綱（平成 19 年 7 月 1 日設置）は、廃止する。
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３ 厚木市情報化推進会議委員名簿

（氏名 50 音順）

氏 名 選出区分 所属等

委 員 長 上平 員丈 教育機関 神奈川工科大学

職務代理 柿島 憲一 関係経済団体 厚木商工会議所

委 員 入倉 陽次 民間企業 日本電気㈱相模支店

上倉 一人 教育機関 東京工芸大学

川副 正教 民間企業 日産自動車㈱テクニカルセンター

小峯 悟 民間企業 日立オートモティブシステムズ㈱

齋藤 啓司 民間企業 ㈱リコー厚木事業所

中川 洋太 教育機関 厚木市立小学校長会

中山 保 民間企業 ソニー㈱厚木テクノロジーセンター

藤田 真人 民間企業 富士通㈱神奈川支社

矢野 ゆり子 民間企業 ＳＥＬサービス㈱

山崎 榮三郎 公募による市民

山根 修二 公募による市民

吉村 千代子 公募による市民

和田 律 民間企業 アンリツ㈱
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４ 本市の情報化の概略（昭和６１年～平成２６年）※８ページ関係

昭和６１年 ３月 テレトピア構想モデル都市（旧郵政省）

厚木市テレトピア計画

昭和６２年 ３月 インテリジェント・シティの指定（旧建設省）

７月 ビデオテックス「キャプテンシステム※５３」稼動

平成元年 ３月 ハイビジョン・シティ構想モデル都市（旧郵政省）となる

４月 多極分散型国土形成促進法による業務核都市となる

９月 テレコムタウン調査対象都市に選定

平成２年 ６月 情報通信に対する積極的な取組が評価され郵政大臣から表彰される

地域情報シンポジウム開催

１１月 厚木市子ども科学館にハイビジョン・シアターを常設

平成３年 ４月 市内駐車場満空情報の配信（キャプテンシステム）

５月 第 1 次スポーツ施設予約システムの稼動（キャプテンシステム）

平成５年 ３月 厚木市情報化基本計画の策定

５月 図書館情報システムの稼動（キャプテンシステム）

平成８年 ３月 福祉総合情報システムの稼働

８月 第 1 次厚木市ホームページ開設

１１月 情報プラザオープン

平成９年 ６月 厚木伊勢原ケーブルネットワーク（株）がサービス開始

平成１０年 - 庁内 LAN システムの導入

平成１１年 ２月 第２次厚木市ホームページ（CMS）運用開始

第２次公共施設予約システム稼動（インターネット）

街頭型端末機（あつぎマルチメディアステーション＝AMS）の設置（４４台）

３月 厚木市情報化推進計画の策定

６月 図書館情報システム稼働

平成１２年 ２月 第２次厚木市ホームページ（CMS）のリニューアル

平成１３年 ３月 戸籍のコンピュータシステム運用開始

４月 第２次公共施設予約システム携帯 Web サービス開始（i-mode のみ）

６月 厚木市 IT 戦略会議を設置

平成１４年 ２月 厚木市情報プラザリニューアル

厚木市 IT 基本戦略の策定（平成１４年度～平成１９年度）

４月 携帯 Web の医療機関情報サービス開始

６月 携帯電話の電子メールを活用した職員緊急連絡システム開始

※５3 キャプテンシステム：電話網をアクセス回線として、文字や図面等の画像情報を提供するビデオテッ

クス通信のサービス・システムの名称で、ビデオテックス（静止画像）を提供

するための電話網、ビデオテックス通信処理装置等から構成される公衆電気通

信設備のこと。
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平成１４年 ７月 住基 IC カード実証実験

８月 住民基本台帳ネットワークシステム開始

１１月 無線 LAN 環境整備事業実証実験（5 箇月間）

平成１５年 ５月 あつぎメールマガジン「防災行政無線情報サービス」配信開始（メールマガジ
ンシステム稼動）

１１月 あつぎメールマガジン「ケータイ SOS ネット」配信開始

１２月 IT のまち あつぎアクションプラン５０の策定

平成１６年 ２月 厚木市データセンター移設

３月 厚木市情報セキュリティポリシーの策定

６月 外国語生活情報サイト（6 カ国）を開設（市ホームページ）

インターネット放送局開始（市ホームページ）

インターネットライブカメラ増設[市役所第二庁舎、東町スポーツセンター、
小鮎公民館]（市ホームページ）

８月 高機能消防通信指令システム稼動

９月 街頭型端末機（マイタウンナビ）を設置（５１箇所７３台）

１０月 市立病院トータルオーダリングシステム稼動

マイタウンクラブ稼動（Web・携帯 Web）
（第 3 次公共施設予約、講座イベント予約、地域コミュニティ、共通認証基盤）

１１月 チケット予約システム稼動（マイタウンクラブ）

１２月 庁内パソコン約 1,700 台を整備

平成１７年 ２月 電子市役所宣言

第 3 次厚木市ホームページ（CMS）運用開始

チケット予約システム携帯 Web 版稼動（マイタウンクラブ）

総合行政情報システム稼動 （文書管理、庶務処理、電子決裁、財務会計、
グループウェア、総合計画・行政評価、職員認証基盤）
※各システムによって運用開始時期が異なります。

３月 あつぎデジタルギャラリーを開設（市役所本庁舎）

４月 庁内地図情報システム（庁内）稼動

５月 全国広報コンクール２００５ ホームページ市部「入選」

６月 マイタウンクラブと図書館情報システムを連携

７月 電子化進ちょく度ランキング【全国１０位】

電子申請・届出システム開始（かながわ電子自治体共同運営サービス）

厚木市行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例を施行

９月 図書館情報システムのインターネット予約開始（マイタウンクラブ）

平成１８年 １月 公募募集システム稼動（マイタウンクラブ）

４月 かながわ電子入札共同システム開始（かながわ電子自治体共同運営サービス）

７月 電子化進ちょく度ランキング【全国３位】

インターネットによる行政文書公開請求開始（市ホームページ）

９月 バナー広告掲載開始（市ホームページ）

厚木市地域映像メディア研究会を設置
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平成１８年 １１月 ３００インチ大型ディスプレイ「あつぎビジョン」を設置

平成１９年 ３月 音声読み上げサービス開始（市ホームページ）

高画質動画配信サービス開始（市ホームページ）

４月 地図情報システム（Web-GIS）稼動（市ホームページ）

平成１９年度「地域 ICT 利活用モデル構築事業」に採択（総務省）

７月 e 都市ランキング【全国 7 位】

電子化進ちょく度ランキング【全国１１位】

厚木市地域連携ポータルサイト運営協議会を設置

８月 厚木市 ICT 推進会議を設置

１１月 あつぎパノラマビュー開始（市ホームページ）

１２月 マイタウンサポーターズクラブ発足

平成２０年 ３月 マイタウンクラブリニューアル（企業ショップ情報・あつぎ地域 SNS）
厚木市地域連携ポータルサイト構築

バナー広告掲載開始（マイタウンクラブ）

５月 全国広報コンクール２００８ ホームページ市部
「特選・総務大臣賞・読売新聞社賞」受賞

７月 e 都市ランキング【全国 5 位】

企業ショップ情報携帯 Web 稼動（マイタウンクラブ）

９月 日経地域情報化大賞「地域活性化センター賞」を受賞

平成２１年 １月 厚木市議会インターネット中継システム稼動（市ホームページ）

３月 あつぎ ICT 元気プランの策定（平成２１年度～平成２６年度）

５月 全国広報コンクール２００９ ホームページ市部「入選」

８月 e 都市ランキング【全国 5 位】

１１月 マイタウンクラブトップページリニューアル

平成２２年 ３月 厚木市ホームページリニューアル

５月 全国広報コンクール２０１０ ホームページ市部「入選」

平成２４年 ４月 厚木市斎場予約システム稼働

８月 公式 Facebook（厚木市シティセールス、あゆコロちゃん）開設

平成２５年 ４月 Facebook（厚木市長日記）開設

１１月 あつぎ情報基盤（情報系）運用開始

平成２６年 １月 新基幹系情報システム運用開始

平成２7 年 ３月 厚木市情報化推進計画（2015～2020）の策定
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５ 用語集

注釈
№

用語 説明
掲載
ページ

※１ CIO Chief Information Officer の略で、組織内の情報システム
や情報の流通を統括する担当役員を指す。最高情報統括責任
者と訳され、組織の情報戦略のトップである。CIO は、都道
府県庁では副知事が、市町村では副市町村長が務めているケ
ースがほとんどであり、そのため CIO は様々な場面で判断
し、意志決定することになる。

P.１

※２ キオスク端末 街頭型端末機。本市のキオスク端末であるマイタウンナビは
現在５世代目。

P.１

※３ ワンストップ 一度の手続で必要とする関連作業を全て完了できること。 P.１

※４ ネットワークインフラ e-Japan 重点計画では、「超高速ネットワークインフラ等の
形成推進」として、「光ファイバの整備や利用の推進」、「光
ファイバやその敷設のための電柱・管路等の資源の公正かつ
公平な利用の促進」、「接続ルールの強化」等が書かれている。

P.２

※５ プラットフォーム 情報通信技術を利用するための基盤となるハードウェア、ソ
フトウェア、ネットワーク事業等。また、それらの基盤技術。

P.２

※６ 日本版「IT ダッシュボー
ド」

各府省庁のIT 投資の状況等をインターネット経由で一覧性を
もって国民が確認できる仕組み。

P.２

※７ オープンデータ 機械判読に適したデータ形式で、自治体により公開された二
次利用が可能なデータのこと。

P.２

※８ ICT Information and Communication Technology の略。情
報通信技術のこと。IT とほぼ同義。日本では、情報処理や
通信に関する技術を総合的に指す用語として IT が普及した
が、国際的には ICT が広く使われる。

P.３

※９ クラウド化 ソフトウェアやデータなどを、インターネットなどのネット
ワークを通じて必要に応じて利用できるシステムに移行す
ること。

P.３

※１０ バック・オフィス 住民基本台帳、税務、福祉関連などの基幹系業務と、財務会
計、人事給与、庶務事務などの事務支援。

P.３

※１１ パーソナルデータ 個人情報保護法に規定する「個人情報」に限らず、位置情報
や購買履歴など、広く個人に関する個人識別性のない情報も
含む個人データのこと。

P.４

※１２ Wi-Fi 無線通信の国際標準通信規格のこと。 P.６

※１３ マルチペイメントネッ
トワーク

日本マルチペイメントネットワーク推進協議会が運営する、
各種収納機関と金融機関を結び、顧客・金融機関・収納機関
の間で発生する、様々な決済に関わるデータを伝送するため
の仕組み。このマルチペイメントネットワークを活用して実
現されているサービスを「ペイジー」と呼ぶ。

P.７

※１４ オープンガバメント インターネットの双方向性等を活用することで、積極的な行
政情報の公開や、行政への市民参加を促進する取組。

P.７

※１５ BPR Business Process Re-engineering の略で、業務プロセス
の視点で根本的に業務フローを見直し、効率化を高める手法
のこと。

P.７

※１６ 汎用機 住民記録・税務・保険料などの住民情報を扱う基幹系業務シ
ステムなどに用いられる大型汎用コンピュータ。ネットワー
クを通じて端末が接続されており、データの処理や保存は全
て中央コンピュータが行う。

P.８

※１７ サーバー ネットワーク上でサービスや情報を提供するコンピュータ。 P.８

※１８ CMS Content Management System の略で、Web サイトを管
理・更新できるシステムのこと。

P.８

※１９ GIS Geographic Information System の略。位置に関連づけ
られた様々な情報を管理・加工し、視覚的な表示や高度な分
析を可能にする技術のこと。

P.８
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注釈
№

用語 説明
掲載
ページ

※２０ SNS Social Networking Service の略。登録された利用者同士
が交流できる Web サイトの会員制サービスのことで、時間
や場所の制限を受けずに Web上で利用者間のコミュニケー
ションを可能にする。本市は平成２０年からあつぎ地域
SNS の運用を開始しているが、最近では民間事業者の SNS
が多数見られる。

P.９

※２１ IT ガバナンス 組織内で、IT を導入及び活用するに当たり、目的と戦略を
適切に設定し、その効果やリスクを測定・評価して、理想と
する IT 活用を実現するためのメカニズムをその組織の中に
確立すること。（組織内で IT の導入、利用をコントロールす
ること。）

P.１２

※２２ クラウドファースト システムの採用・移行の際にクラウドを優先して検討するこ
とであり、本市では仮想基盤上でのシステム稼働を第一に検
討している。

P.１２

※２３ パッケージファースト システムの採用・移行の際にパッケージを優先して検討する
ことであり、本市では独自システムを作らない、無駄なカス
タマイズをしないことを心がけている。

P.１２

※２４ ベンダー システムやソフトウェアの開発、構築、販売等を行う事業者。 P.１２

※２５ デジタル・デバイド パソコンやインターネットなどの情報技術を使いこなせる
者と使いこなせない者の間に生じる格差のこと。

P.２０

※２６ オープン化 汎用機などメーカーごとに独自仕様の機材・ソフトウェアで
構成されたシステムを、標準規格や業界標準に則り複数のメ
ーカーの製品を組み合わせて構成することができるオープ
ンシステムに置き換えること。

P.２２

※２７ 可用性 システムの壊れにくさや復旧が早いなど耐障害性の強さのこ
と。

P.２２

※２８ IT スキル 一般的に特定の製品サービスに関するノウハウやプログラ
ミング言語の技術とされることが多いが、ここでは、職員自
身が所管するシステムの理解を深め、自分たちの言葉でベン
ダー等との交渉を行える技術のことを意味する。

P.２２

※２９ 情報リテラシー 情報分野における知識、教養、能力。 P.２２

※３０ 業務継続計画
（ICT-BCP）

BCP は Business continuity planning の略で、情報シス
テム部門（ICT 部門）において、災害や事故を受けても、重
要業務をなるべく中断させず、中断してもできるだけ早急に
復旧させるための計画。

P.２２

※３１ データセンター インターネットに接続するための回線を装備して、顧客のサ
ーバーを預かる施設。

P.２２

※３２ PV（ページビュー） インターネット上で Webページが読み込まれた回数を示す
値のこと。Web サイトのアクセス規模を測定するための基
本的な指標の一つとして用いられる。

P.３０

※３３ 教育の情報化 「子どもたちがコンピュータやインターネットなどに慣れ親
しみ、基本的な操作及び情報モラルを身に付け、適切に活用で
きるような能力を育成する取組」、「教員が ICT を効果的に活用
し、分かりやすく、学習の理解が深まる授業を実現する取組」、
「子どもたちと向き合う時間の確保などのために教員の事務
処理の効率化を図る取組」、これらの取組を通して教育の質の
向上を目指すこと。

P.３１

※３４ ブラックボックス化 長年に渡り改修を重ねながら利用されてきたことでハードウ
エアやソフトウエアの内部構造や原理が容易に解明できない
状態になること。

P.３５

※３５ ベンダーロックイン 特定のベンダーに依存してしまい、そのベンダーでしか分から
ないシステムとなり、別のベンダーに移行することが困難にな
ること。

P.３５
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※３６ アーキテクチャ コンピュータの特性を決定するデータの形式やハードウェ
アの機能分担などを含めた、コンピュータシステムの基本構
造。

P.３５

※３７ SQL インジェクショ
ン

SQL とは、データベースを操作するためのプログラミング
言語のこと。インターネットの Web サイトなどの入力画面
に対して、直接 SQL 命令文の文字列を入力することで、デ
ータベースに不正アクセスを行い、情報の入手や、データベ
ースの破壊、Web ページの改ざんなどを行うこと。

P.４３

※３８ フィッシング詐欺 実在する金融機関や企業などを装った偽の電子メールやウ
ェブサイトで、クレジットカードの番号や暗証番号などの個
人情報を不正入手する詐欺行為。

P.４３

※３９ 冗長化 万が一に備え、代替用の設備を用意しておき、故障や障害が発
生した場合にサービスを継続的に提供できるようにすること。

P.４６

※４０ 堅牢化 ハードウェアが丈夫で壊れにくい設計になっていることや、ソ
フトウェアやシステムなどが予期せぬエラーや障害、セキュリ
ティ上のリスクなどに柔軟に対応できること。

P.４６

※４１ DR disaster recovery の略。災害などによる被害からの回復措
置、あるいは被害を最小限に抑えるための予防措置のこと。

P.４６

※４２ ゼロディ攻撃 OS やソフトウェアに対する脆弱性が発見されたときに、メ
ーカーが修正プログラムを配布するまでの間に、その脆弱性
を利用して行われる攻撃。

P.４７

※４３ スパムメール 受信者の同意を得ず、広告や勧誘などのために不特定多数に
大量配信される電子メール。

P.４７

※４４ メーリングリスト 電子メールを利用した複数の利用者間のコミュニケーショ
ンツールの一つ。専用のメールアドレスを使用することで、
そのメーリングリストに登録されている全ての利用者に同
時に電子メールを送信することができる。

P.４９

※４５ セキュリティポリシー 組織内の情報セキュリティを確保するための方針、体制、対
策等を包括的に定めた文書のこと。

P.５０

※４６ 自治体が保有するデー
タ

個人情報は含まない。 P.５１

※４７ JMAHD 株式会社ＪＭＡホールディングスの略。独自にオープンガバ
メント、オープンデータの調査・研究を実施している。

P.５１

※４８ 仮想化 コンピュータやハードディスク、OS やアプリケーションな
どを物理的構成によらず柔軟に分割したり統合したりする
技術。

P.５３

※４９ パラダイムシフト その時代や分野において当然のことと考えられていた認識
や思想、社会全体の価値観などが革命的にもしくは劇的に変
化すること。

P.５３

※５０ PDCA 計画（PLAN）、実行（DO）、評価（CHECK）、改善（ACTION）
というプロセスを実施し、改善を次の計画に活かしていく、
継続的に業務改善や品質向上を進めていく手法のこと。

P.６０

※５１ 定量的効果 数値で表すことのできる効果のこと。 P.６０

※５２ 定性的効果 数値では表しにくい「質」「性質」の効果のこと。 P.６０

※５３ キャプテンシステム 電話網をアクセス回線として、文字や図面等の画像情報を提
供するビデオテックス通信のサービス・システムの名称で、
ビデオテックス（静止画像）を提供するための電話網、ビデ
オテックス通信処理装置等から構成される公衆電気通信設
備のこと。

P.６７
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