
１ 国における情報化の動向

（１）世界最先端ＩＴ国家宣言

国では，これまでもＩＴの活用により世界的規模で生じている急激かつ大幅な社会経済構造

の変化へ対応するための累次の戦略を掲げ，推進してきました。平成２５年６月，国は，成長

戦略の柱としてＩＴを経済成長のエンジンと位置づけ，電子行政に関わる新たな戦略として

「世界最先端ＩＴ国家宣言」を策定しました（平成２６年６月改訂）。

世界最先端ＩＴ国家宣言においては，主に「マイナンバー制度２等のＩＴ利活用環境の整備

による公共サービスの電子化・ワンストップ化３の促進，公共データの民間開放（オープン

データ４ ）の推進，医療・介護に必要な医療情報ネットワーク５の全国展開」などの取組方針

が掲げられています。

（２）電子自治体６の取組みを加速するための１０の指針

世界最先端ＩＴ国家宣言の閣議決定を受け，平成２６年３月，総務省は，地方公共団体の電

子自治体に係る取組みを一層促進することを目的として，「電子自治体の取組みを加速するた

めの１０の指針」（以下「１０の指針」という。）を策定しました。

１０の指針においては，「番号制度の導入に併せた自治体クラウド７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」に係る指針を

提示しています（図表２－１）。
２ マイナンバー制度

マイナンバー（日本国内の全住民が持つ「一人ひとり異なる１２桁の番号」）を利用し，行政の効率化や国民の利便性の向上
を図り，公平・公正な社会を実現するための社会基盤のこと。
３ ワンストップサービス

行政手続等において，ネットワークにつながった端末を用いて，関連する複数の手続を１回又は１か所で行えるサービスのこ
と。
４ オープンデータ

誰もが利用できるデータ，誰でも自由に再利用できるようあらかじめ許諾やデータ形式の整備が施されているデータのこと。
特に，政府や自治体の行政関連情報をオープンなものにする取組みを指すことが多い。
５ 医療情報ネットワーク

地域の病院等に分散記録された患者の医療情報を，全国どこの医療機関でも，必要に応じて安全にアクセスすることができる
ような情報連携基盤のこと。
６ 電子自治体

コンピュータやネットワーク等の情報通信技術（ＩＴ）を行政のあらゆる分野に活用することにより，市民の方々や企業の事
務負担の軽減や利便性の向上，行政事務の簡素化・合理化等を図り，効率的・効果的な自治体を実現しようとするもの。
７ 自治体クラウド

地方公共団体が情報システムを庁舎内で保有・管理することに代えて，外部のデータセンターで保有・管理し，通信回線を経
由して利用できるようにする取組み。複数の地方公共団体の情報システムの集約と共同利用を進めることにより，経費の削減及
び住民サービスの向上等を図るもの。
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第２章 情報化の背景



８ システムオープン化
独自の規格を持つ大型汎用コンピュータ（メインフレーム）から，業界の標準規格に基づいて構築されるシステムへと移行す

ること。
９ 情報セキュリティ

情報資産を安全に管理し，適切に利用できるように運営する経営管理のこと。情報の機密性・完全性・可用性を維持する必
要がある。
１０ ＰＤＣＡ

事業活動における生産管理や品質管理等の管理業務を円滑に進める手法の一つ。 Plan（計画）→ Do（実行）→ Check
（評価）→ Act（改善）の 4 段階を繰り返すことによって，業務を継続的に改善すること。
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指針１：自治体クラウドの導入
指針２：システムのオープン化８への取組み
指針３：都道府県の役割
指針４：人材育成・確保
指針５：業務フロー標準化
指針６：最適な調達手法の検討

指針７：オープンデータへの取組み
指針８：住民満足度向上のための取組み

図表２－１ 「電子自治体の取組みを加速するための10の指針」の概要

指針９：情報セキュリティ9 強化・災害対策
指針１０：PDCA10体制の構築



11 ＩＢＢＮ
県と市町村が共同で運営する高速大容量の情報ネットワークのこと。いばらきブロードバンドネットワークの略

称。
12 情報リテラシー
情報を自己の目的に適合するように使用できる能力のこと。「情報活用能力」や「情報活用力」，「情報を使い

こなす力」とも表現する。
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２ 県における情報化の動向

茨城県では，情報化推進の基本方針として「いばらきＩＴ戦略推進指針」（第一次：平成１

３年度～平成１７年度，第二次：平成１８年度～平成２２年度，第三次：平成２３年度～平成

２７年度）を策定し，県域の高速大容量の情報通信ネットワーク（ＩＢＢＮ11 ）や住民サービ

ス・行政運営に必要な各種システム等を市町村と共同で構築するなど，ＩＴ利活用に係る基盤

整備を中心に，住民サービスの向上及び行政の効率化に取組んできました。

また，近年の急激な人口減少や高齢化等の状況により，地域社会の活力の維持や発展に対す

る危機感が強まるとともに，地方創生に向けた技術的進展が急速に進むＩＴ利活用等への期待

も高まっていること，また，計画期間が平成２７年度までとなっていたことから，平成２８年

３月にＩＴの特性を活かした施策展開の指針となる新たな「いばらきＩＴ戦略推進指針」を策

定しました。

新たな「いばらきＩＴ戦略推進指針」では，基本目標として「ＩＴの利活用による『みんな

で創る 人が元気で住みよい いばらき』の実現」と設定し，地方創生に向けた「まち」「ひ

と」「しごと」の好循環を促進するため，県内の多様な主体が連携・協働し，ＩＴの特性を活

かした各種取組み施策を推進しており，その施策展開としては，「安全・安心で暮らしやすい

社会の実現」「地域の魅力発信・交流促進」「ＩＴ人材育成・産業の競争力強化」「情報リテ

ラシー12向上・情報セキュリティ対策」「電子行政サービスの充実」の５つのプロジェクトを

位置付け，基本目標の実現を目指していくこととしています（図表２－２）。
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図表２－２ いばらきＩＴ戦略推進指針の基本目標等

参考：いばらきＩＴ政策指針（茨城県）

県民が安全・安心に暮らせるための社会の仕組みや地域課題の解決に向けて，ＩＴ利活用を
促進

本県の地域資源などの魅力を伝え交流促進を図るため，ＩＴを活用した効果的な情報発信
や環境整備を促進

本県の産業競争力の強化を図るため，ＩＴ人材の育成やＩＴを活用した新技術・新製品の開
発等の支援を推進

県民がＩＴの利便性を享受し，豊かな生活が送れる情報リテラシー向上とともに情報セキュ
リティ対策を促進

電子行政サービスの利便性向上とともに，業務・システムの最適化による行政の業務効率化
等を推進
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３ 鹿嶋市における情報化の動向

本市では，本計画の前身となる「第二次鹿嶋市情報化計画（平成２４年度～平成２８年度）」

において，３つの重点目標を掲げ，その目標達成に向け，４７項目の施策を計画し積極的に推進

してまいりました。これまでの主な実績は，次のとおりです。

◆重点目標１ 安心・安全なまちづくり

１－１ 防災・防犯対策（６施策中，６施策達成）

・災害情報充実（防災無線やメール配信システムの整備）

・ＧＩＳ13活用（ハザードマップ14や避難所情報の充実）

・環境情報ネットワーク15運用（不法投棄監視システムの運用）

・災害時要援護者避難支援制度強化（災害時要援護者避難支援システムの導入・運用）

・システム・データの保護（災害や事故に強いクラウドシステムの推進や重要データの保護）

・消費生活情報の充実（消費生活情報のホームページ掲載）

１－２ 健康・医療・福祉の充実（５施策中，５施策達成）

・ホームページ等を活用した健康意識の向上

その１（ＧＩＳを活用したウォーキングマップ等の整備）

その２（こころの健康状態について簡易チェックができる「こころの体温計」の運用）

・医療情報ネットワークの充実

その１（医療機関やＡＥＤ設置施設等の情報充実）

その２（ひとり暮らし世帯等の緊急通報システム，徘徊高齢者探知システムの運用）

・健康管理情報の充実（健康管理システムの運用）

13 ＧＩＳ（Geographical Information Systems）
地理情報システムの略で，地図データ上に様々な情報を重ね合わせて表示・編集したり，検索・分析するシステムのこと。

14 ハザードマップ
自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で，被災想定区域や避難場所・避難経路等の防災関係施設の位

置等を表示した地図のこと。
15 環境情報ネットワーク

個々の地域の実状等を反映した環境情報を行政と企業と住民とが効率的に共有するための情報連携基盤のこと。



16 LGWAN（Local Government WAN）
地方自治体のコンピュータネットワークを相互接続した広域ネットワーク。正式名称は「総合行政ネットワーク」。都道府県，市

区町村の庁内ネットワークが接続されており，中央省庁の相互接続ネットワークである霞が関WANにも接続されている。
17 情報セキュリティポリシー

情報セキュリティに対する取組姿勢等の原則を定めた規則及び同規則で定められた情報セキュリティを確保するために遵守
すべき具体手順等を示した対策基準の総称。
18 ポータルサイト

アクセスするときの入口となるウェブサイトのこと。
19 デジタルミュージアム

歴史や絵画，彫刻等様々な資料をデジタルデータに変換して保管し，電子ネットワーク上で閲覧できるデータベースのこと。
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１－３ 情報セキュリティ対策（４施策中，４施策達成）

・ＩＣＴ関連出前講座のメニュー化（出前講座「上手に使おうインターネット」を開催）

・ＬＧＷＡＮ16・ＩＢＢＮの運用・利活用（システムのクラウド化推進）

・庁内情報セキュリティ対策の見直し

（最新の技術動向を反映した，ハード面からの情報セキュリティ対策）

・庁内情報セキュリティの遵守（本市情報セキュリティポリシー17の遵守）

１－４ ＩＣＴ教育の充実（４施策中，２施策達成）

・学校ＩＣＴ環境整備【一部未達成】（校務効率化について，課題整理・財源確保できず）

・図書館情報システムの拡充（公共図書館と学校図書館の連携）

・ＩＣＴ研修の支援（外部）（市民センターのパソコン研修室活用）

・ＩＣＴ研修の充実（内部）【一部未達成】（新規ＩＴリーダの育成見送り）

◆重点目標２ にぎわい・絆の創出

２－１ 観光資源の有効活用（６施策中，４施策達成）

・観光情報ポータルの運用（ポータルサイト18を活用した本市のＰＲ）

・外国語自動翻訳機能（ホームページの多言語対応）

・スポーツ情報ポータルの運用（ポータルサイトを活用したスポーツ情報の発信）

・スポーツ施設予約利便性の向上【一部未達成】

（課題がクリアできず，現在はインターネット予約未対応）

・文化財システムのデータ整理【一部未達成】

（膨大なデータの整理が遅れ，データベースの一般公開に至らず）

・デジタルミュージアム19（電子博物館）の開設（本市の歴史・文化財に関する情報発信）
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２－２ 活力ある産業（５施策中，５施策達成）

・農産物・水産物等特産品ＰＲ（ホームページを活用した特産品のＰＲ）

・農産物等の放射能等環境測定値の公表（ホームページでの公開）

・企業誘致（ホームページを活用したＰＲ）

・定住促進（分譲地情報ポータルサイトを活用したＰＲ）

・雇用促進（常陸鹿嶋地区雇用対策協議会サイトの活用）

２－３ 地域コミュニティの向上（５施策中，５施策達成）

・問合せ環境の充実（ＳＮＳ20を含めた，電子媒体による問合せ環境の整備）

・よくある質問と回答の充実（ホームページＦＡＱ21の充実）

・ホームページ公開記事の双方向性向上（アンケート機能の活用）

・子育て支援の充実（子育て支援ポータルサイトを活用した情報発信）

・ホームページアクセシビリティ22の向上（自動翻訳機能，音声読み上げ機能）

◆重点目標３ 電子市役所の充実

３－１ 業務の効率化・迅速化（５施策中，２施策達成）

・総合窓口システムの向上【実施見送り】（マイナンバー制度への対応優先のため）

・自動交付機の増設【実施見送り】（証明書コンビニ交付導入のため）

・庁内電子データ共有拡充（ＧＩＳ等を活用したデータ共有）

・フロントオフィス業務システム23の見直し【実施見送り】

（マイナンバー制度への対応優先のため）

・内部共通バックオフィス業務システム24の見直し

（文書管理システム，勤休管理システム導入による業務の効率化）

20 SNS （Social Networking Service ）
ソーシャル・ネットワーキング・サービス。社会的ネットワークをインターネット上で構築するサービスのこと。

21 FAQ（ Frequently Asked Questions ）
頻繁に尋ねられる質問の意で，多くの人が共通して聞く質問と，それに対する回答をまとめた問答集のこと。

22 アクセシビリティ
情報やサービス，ソフトウェアなどが，どの程度広汎な人に利用可能であるかをあらわす語。

23 フロントオフィス業務システム
窓口業務を行う場合などに必要となるシステムのこと。住民情報系システムや税務系システム等がある。

24 バックオフィス業務システム
内部業務向けの処理を行うためのシステムのこと。文書管理システムや勤休管理システム等がある。
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３－２ オープンガバメント25（３施策中，２施策達成）

・ホームページの充実【一部未達成】

（ホームページリニューアルについて，課題整理・財源確保できず）

・市議会インターネット中継（動画配信サイトを活用した市議会中継）

・鹿嶋市ＰＲ動画撮影（動画配信サイトを活用した本市のＰＲ）

３－３ 双方向通信の充実（４施策中，４施策達成）

・意見募集の推進（パブリックコメント26，ご意見メールクラブ27の運用）

・オンライン申請28の充実（図書予約，電子入札，諸証明の電子申請等）

・クレジット納税の検討（インターネットによるクレジット納税の運用）

・ネットワークの見直し

（出先機関の回線見直し，本庁舎内ネットワークの更新・無線ＬＡＮ29環境整備）

25 オープンガバメント
インターネットを活用し政府を国民に開かれたものにしていく取組みのこと。

26 パブリックコメント

公的な機関が規則あるいは命令等の類のものを制定しようとするときに，広く公（=パブリック）に，意見・情報・改善案等

（=コメント）を求める手続をいう。
27 ご意見メールクラブ

鹿嶋市政に対する意見を募集するメール投稿フォームのこと。鹿嶋市公式ＨＰ上で公開している。
28 オンライン申請

自宅や職場のパソコンからインターネットを利用して手続等の申請を行うこと。
29 無線ＬＡＮ

電波を利用してデータの送受信を行うネットワークのこと。



未達成の理由 施策

計画策定後の状況の変化により
実施を見送った（３施策）

総合窓口システムの向上／自動交付機の増設／フロント
オフィス業務システムの見直し

課題整理・財源確保等ができず，
計画通りに実施に至らなかった
（５施策）

学校ICT環境整備／ICT研修の充実（内部）／スポーツ施設

予約利便性の向上／文化財システムのデータ整備／ホー
ムページの充実
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施策全体の達成状況としては，施策全体の８３％にあたる３９施策が完了しております。

未達成施策は平成２８年度末で８件となっており，計画策定後の状況の変化により実施を

見送った施策が３件，課題整理・財源確保等ができず，計画通り実施に至らなかった施策

が５件となっています。

83%

17%

完了（３９施策） ８３％ 未完了（８施策） １７％

図表２－３ 第二次鹿嶋市情報化計画の進捗状況

３９/４７施策
達成

未達成施策について


