


「第三次鹿嶋市情報化計画」の策定にあたって

近年，情報通信技術（ＩＣＴ）は目覚しい発展を遂げ

ており，私たちのライフスタイルやワークスタイルの幅

広い場面において，様々な変化をもたらしています。そ

して，地方自治体が直面する地域課題や社会的課題に的

確に対応するためにも，ＩＣＴの利活用は必要不可欠なものとなっております。

本市におきましても，平成２４年５月に策定した第二次鹿嶋市情報化計画に基

づき，これまでＩＣＴを活用した安全・安心なまちづくりや，にぎわい・絆の創

出，電子市役所の充実について推進してまいりました。

一方，平成２７年１１月，総務省は，マイナンバー制度の導入や日本年金機構

の個人情報流出事件に的確に対応するため，地方公共団体における情報セキュリ

ティに係る抜本的な対策についての考え方を示しました。

本市でも，この事件を深刻に受け止め，平成２９年度以降の第三次鹿嶋市情報

化計画において，これまでに整備した情報化基盤の利活用や業務システムの最適

化はもちろんのこと，特に情報セキュリティ対策の更なる強化・徹底について，

組織を挙げて取り組んでまいります。

本計画では，ＩＣＴを利用することのリスクを確実に管理しながらも，市民の

皆様の安全・安心度の向上や，ＩＣＴを活用した便利で豊かなサービスを誰もが

享受できるまちづくりの実現を目指してまいりますので，本計画の推進にあたっ

ては，市民の皆様のより一層の御理解，御協力を賜りますよう，よろしくお願い

申し上げます。

平成２９年３月

鹿嶋市長 錦織 孝一
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１ 計画策定の経緯

本市では，まちづくりの最上位計画である「第三次鹿嶋市総合計画（平成２４年度～平成３

３年度）」に対応し，「第二次鹿嶋市情報化計画（平成２４年度～平成２８年度）」を策定し

て，情報通信技術（ＩＣＴ1）を活用したまちづくりを推進してまいりました。

この度，第二次鹿嶋市情報化計画の計画期間が終了することから，これまでに行ってきた実

績を検証したうえで，継続して取組むべき事項や環境の変化により新たに取組むべき事項を整

理し，「第三次鹿嶋市情報化計画」（以下「本計画」という。）を策定するものです。

２ 計画の位置づけ

本計画は，第二次鹿嶋市情報化計画と同様に，まちづくりの最上位計画である「第三次鹿嶋

市総合計画（平成２４年度～平成３３年度）」に基づき，その基本構想，基本計画及び実施計

画で示された目標の実現に向けて，情報化の視点から具体的な事業を推進するための個別計画

として策定します。

１ ＩＣＴ（情報通信技術）

Information and Communication Technologyの略で，情報技術（IT）にコミュニケーションの概念を加え，ネッ
トワーク通信による情報・知識の共有が念頭に置かれた表現で，国際的には一般的に用いられる。

-1-

第１章 基本方針



３ 計画の期間

本計画の期間は，第三次鹿嶋市総合計画との整合性を図り，平成２９年度から平成３３年度

までの５年間とします（図表１-１）。
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第１章 基本方針

（計画期間について）

ＩＣＴ環境は目まぐるしく変化しており，本市としても，常に最新の動向に対応することが

理想となります。

しかしながら，ＩＣＴにおける機器やシステムの調達は複数年契約が一般的であることから，

将来を見越した取組みを効率的に進めていくことも重要となります。

これらのバランスに配慮し，第二次情報化計画の策定時から，情報化計画を総合計画の後期

基本計画に併せて見直すことにしています。

基本構想（10か年）

第二次情報化計画（5か年） 第三次情報化計画（5か年）

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33

前期基本計画（5か年） 後期基本計画（5か年）

実施計画（3か年） ※毎年度見直し

総
合
計
画

図表１－１ 計画期間



４ 計画の推進方法

鹿嶋市ＩＴ政策推進委員会（庁内全組織の次長級及び関係所属部署の代表者で構成）を中心

に，その他必要に応じて専門部会やワーキングチームを設置し，本計画を推進します。

推進体制の強化を図るため，実施施策について所管部署を明確にします。

情報政策担当課は，各施策の進捗状況を管理し，計画策定後のＩＣＴ環境の変化を踏まえ，

柔軟かつ効率的に全体スケジュールの調整を図ります。
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図表１－２ 庁内推進体制

ＩＴ政策

推進委員会

専門部会・ワーキングチーム

情報政策担当課

担当課 関係機関



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
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１ 基本指針

国・県のICT政策や社会情勢，本市のこれまでの取組みの成果等を踏まえ，目指すべき方向性

として「４つの基本指針」を掲げ情報化を推進します。

マイナンバー制度
の運用開始

少子高齢化の
更なる進行

本市の将来像：
活動人口 ７万人

オープンデータ
推進

東日本大震災
の教訓

相次ぐ
情報漏洩事件

基本指針１

市民の利便性向上

基本指針２

地域社会の活性化

基本指針３

行政の効率化

基本指針４

情報システムの信頼
性・安全性の確保

国等政策・社会情勢 ４つの基本指針

第３章 情報化基本指針

国
政
策

社
会
情
勢

総
合
計
画

国
政
策

災
害
対
策

社
会
情
勢
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２ 施策展開の方向性

「４つの基本指針」の実現に向けて，「８つの重点目標」を設定し，「２１の施策」を展開し

ていきます。

行政情報発信

行政サービス
の拡充

安全・安心な
まちづくり

鹿嶋市ＰＲ

既存資産・新技術の
活用

人材育成

情報セキュリティ
の向上

業務継続性の確保

８つの重点目標 ２１の施策

1 ホームページ トップデザインの再構築

2 情報サービスの充実

3 オンライン申請の充実

4 マイナンバーカードの活用

5 教育用ＩＣＴ機器の整備推進

6 図書館情報システムの拡充

7 防犯・防災・災害情報の充実

8 GISを活用した医療・健康情報の充実

9 オープンデータの推進

10 観光情報ポータルサイトの内容拡充

11 スポーツ情報ポータルサイトの内容拡充

12 文化財デジタルミュージアムの内容拡充

13 文化財情報のデータベース化

14 公衆無線ＬＡＮの整備

15 ＩＣＴを活用した校務の効率化

16 LGWAN・IBBNの運用・利活用

17 仮想化技術の活用

18 ICT研修の充実

19 情報セキュリティ対策の強化（ハード）

20 情報セキュリティポリシーの遵守・見直し

21 システム・データの保護，業務継続性の確保



１－１ 行政情報発信
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30 プル型サービス

必要とする情報を利用者が能動的に取得するタイプのサービスのこと。
31 プッシュ型サービス

サービス提供者が利用者に自動的に情報を提供するサービスのこと。

No.１ ホームページトップデザインの再構築 担 当 課 ： 秘書広報課

現状・課題

ホームページは，本市の情報発信における主要な媒体の一つになっていますが，情報量の
増加に伴い，トップページのリンクやバナーの数が増えています。

実施内容

ホームページを訪れた方が，容易に必要な情報にアクセスできるよう，ホームページ トップデ
ザインの再構築を行います。

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度

課題整理 ⇒ 再構築実施 運用継続 ⇒

No.２ 情報サービスの充実 担 当 課 ： 秘書広報課，少子化対策室

現状・課題

本市は，ホームページ・メール配信サービス・twitter・Facebookといった電子媒体を活用し，各
種サービスや申請，災害情報等の発信を行っています。

実施内容

市公式ホームページやかしま子育てねっと，ママフレ（子育て応援サイト）（プル型サービス30）
については，ＦＡＱページを含めて過去の記事を定期的に見直し，情報の鮮度を保ちながら内
容を充実させていきます。

メール配信サービスやtwitter，Facebook等ＳＮＳ（プッシュ型サービス31）については，活用方
法の最適化を検討します。また，子育て支援アプリの導入についても検討します。

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度

ホームページ記事
見直し／SNS等活
用検討

⇒
子育て支援アプリ

導入検討
⇒

子育て支援アプリ
導入

第４章 施策
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32 マイナンバーカード
マイナンバーを記載した書類の提出や，様々な本人確認の場面で利用できるカードのこと。

No.３ オンライン申請の充実 担 当 課 ： 総務課等

現状・課題

本市では，これまで，図書貸出予約や各種証明書の交付申請，税，入札等に関する手続につ
いて，オンライン申請に対応してきました。

税や入札に関する手続については，オンライン申請の利用率が高い一方で，各種証明書の
交付申請等，オンライン申請があまり利用されていない手続もあります。

実施内容

マイナンバー制度による申請添付書類の削減等を活用し，申請受付業務フローについて，オ
ンライン申請が利用しやすい形への見直しを検討します。

その上で，電子化が可能な行政手続についてオンライン申請による対応を推進し，利便性向
上を図ります。

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度

検討 ⇒
オンライン申請に
よる対応を推進

⇒ ⇒

No.４ マイナンバーカード32の活用 担 当 課 ： 総合窓口課，総務課

現状・課題

平成２８年１月から，マイナンバーカードの交付が始まりました。本カードの多目的利用により，
市民生活の利便性向上が期待されています。

実施内容

マイナンバーカードを用いた，コンビニにおける諸証明の交付サービスを運用し，市民の利便
性向上を図ります（総合窓口課）。

マイナンバーカードの活用について，研究・検討を行い，行政サービスや利便性の向上を図り
ます（総務課）。

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度

コンビニ交付運用
／その他活用検討

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

１－２ 行政サービスの拡充
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No.５ 教育用ＩＣＴ機器の整備推進 担 当 課 ： 鹿嶋っ子育成課

現状・課題

1人1台のタブレットPC，電子黒板，無線LAN等を整備したモデル校（他自治体）においては，８
割以上の教職員及び児童・生徒が，授業への意欲・理解が高まったと評価しています。

本市では，全小学校において無線ＬＡＮの整備を行い，タブレットＰＣを導入して授業の充実を
図っています。

実施内容

電子黒板やタブレットＰＣ等，教育用ＩＣＴ機器の整備をさらに推進し，児童・生徒の情報活用
能力の向上を図ります。

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度

中学校の無線
LAN・タブレットＰＣ
整備

運用継続／
その他のICT機器
導入検討

⇒ ⇒ ⇒

No.６ 図書館情報システムの拡充 担 当 課 ： 中央図書館

現状・課題

図書館と市内公立小中学校図書館をシステム連携させ，一括して書籍情報の管理をしていま
す。また，学校支援として図書館の資料を学校へ貸し出す等，子どもたちの学習に活用してい
ます。

実施内容

新たな図書館情報システムを導入し，書籍検索時に表紙画像や書評の閲覧が出来る機能や，
今まで図書館で借りた書籍を記録として残せる「読書手帳」等を導入します。

また，自宅にいながらパソコンやスマートフォンで書籍を読むことができる「電子図書館」を開
設する等，市民にとってより便利で役立つ図書館を目指します。

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度

新システム導入／
電子図書館開設

運用継続 ⇒ ⇒ ⇒



２－１ 安全・安心なまちづくり
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No.７ 防犯・防災・災害情報の充実 担 当 課 ： 交通防災課

現状・課題

平成２３年の東日本大震災においては，通信インフラもダメージを受け，情報伝達手段が手薄
になりました。その教訓から，防災無線やメール配信システムの整備に加え，市内各所にWi-Fi
スポット33を整備するなど，災害時の情報伝達手段を充実させてきました。

実施内容

GISを活用した避難所・交番等の位置やハザードマップの掲載，市内各所に整備済のWi-Fiス
ポットを使用した災害時情報発信など，防犯・防災・災害情報の更なる充実を図ります。

また，災害時の対応を迅速化するため，被災者支援システムについて，広域での調達を検討
します。

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度

防犯・防災・災害
情報充実／
被災者支援システ
ム調達検討

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

33 Wi-Fiスポット
公共施設や店舗などの空間でWi-Fi※によるインターネット接続が可能な場所。※「Wi-Fi Alliance」という業界団体が国際標

準規格である無線LAN規格「IEEE 802.11」を使用していることを示すために発行している認証のこと。

No.８ GISを活用した医療・健康情報の充実 担 当 課 ： 保健センター

現状・課題

超高齢社会において，医療や健康に関する意識が高まっており，これらの情報へのニーズも
増加しています。

本市は，ホームページを活用して，医療機関等の情報提供や，認知症やこころの健康を簡易
チェックできるサイトの公開等を行っています。

実施内容

GISを活用して，医療機関やAED設置施設等の医療情報の更なる充実を図るとともに，情報
公開を行っていることの周知にも努めてまいります。

さらに，ウォーキングマップの整備にもGISを活用し，健康づくりの啓発を行います。

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度

情報充実及びPR ⇒ ⇒ ⇒ ⇒
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No.９ オープンデータの推進 担 当 課 ： 秘書広報課

現状・課題

オープンデータとは，「機械判読に適したデータ形式で，二次利用が可能な利用ルールで公
開されたデータ」であり，「人手を多くかけずにデータの二次利用を可能とするもの」のことを言
います。

公共データのオープンデータ化を推進することで，行政にとっては透明性・信頼性の向上，事
業者にとってはビジネスの創出・参入機会の増加，市民にとっては地域の情報・課題の共有が
可能になるといったメリットが期待されています。

本市では，試験的に一部のデータについて，機械判読に適した形でホームページ上に公開し
ています。

実施内容

オープンデータとするデータの種類や，公開の手法について検討を行い，オープンデータの取
組みを推進していきます。

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度

データ種類・
公開手法の検討

⇒
オープンデータ

推進
⇒ ⇒
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No.１０ 観光情報ポータルサイトの内容拡充 担 当 課 ： 商工観光課

現状・課題

本市は，歴史資源，スポーツ資源，自然資源など，豊かな観光資源に恵まれています。
交流人口を増やし，本市を活性化させていくために，これらの観光資源について一層のＰＲが

必要です。

実施内容

観光情報ポータルサイト「かしまの魅力新発見！」を活用し，本市の魅力を積極的に発信して
いきます。多言語対応することで，インバウンド34効果も狙った誘客促進を図ります。

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度

ポータルサイト
の充実

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

No.１１ スポーツ情報ポータルサイトの内容拡充 担 当 課 ： スポーツ推進課

現状・課題

本市は，Ｊリーグ「鹿島アントラーズ」のホームタウンであり，本市にとって，スポーツは重要な
まちづくりの資源となっています。

実施内容

スポーツ情報ポータルサイト「かしまSPORTS NAVI」を活用し，スポーツイベントや施設に関す
る情報を発信することで，スポーツを核とした交流人口の増加を図ります。

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度

ポータルサイト
の充実

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

3４ インバウンド
外国人が訪れてくる旅行のこと。

２－２ 鹿嶋市ＰＲ
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No.１２ 文化財デジタルミュージアムの内容拡充 担 当 課 ： 社会教育課

現状・課題

平成２７年から，本市の歴史・文化財・自然・民俗に関する情報発信を行うホームページ「鹿嶋
デジタル博物館」を公開しています。

実施内容

市民や観光客により一層本市の文化財への親しみや関心をもっていただくため，文化財デジ
タルミュージアム「鹿嶋デジタル博物館」を活用し，歴史・文化財・自然・民俗に関する様々な魅力を
発信します。また，多言語対応することで，インバウンド効果も狙った誘客促進を図ります。

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度

内容充実 ⇒
内容充実／

多言語対応準備
⇒ ⇒

No.１３ 文化財情報のデータベース化 担 当 課 ： 社会教育課

現状・課題

本市は，多くの文化財を保有していますが，主要なもの以外は十分に整理されておらず，
データベース化もできていません。

実施内容

多種多様の文化財情報について，整理・データベース化を進めていきます。
将来はデータベースを一般公開し，文化財を核とした交流人口の増加を目指します。

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度

情報整理
データベース化準備

（システム構築）
内容随時追加

一般公開／
内容充実

⇒
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No.１４ 公衆無線ＬＡＮの整備 担 当 課 ： 商工観光課

現状・課題

訪日外国人旅行者を対象とした各種の調査によると，日本の観光地に対する不満点として，
公衆無線ＬＡＮの整備が十分でないことが挙げられています。

本市は，公衆無線ＬＡＮの整備を進めています。

実施内容

観光名所における公衆無線ＬＡＮの整備を推進し，インバウンド効果も狙った誘客促進を図り
ます。

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度

整備推進 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒
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No.１６ ＬＧＷＡＮ・ＩＢＢＮの運用・利活用 担 当 課 ： 総務課

現状・課題

情報セキュリティの観点から，行政事務におけるインターネットの利用を制限せざるを得ない
状況です。そのため，LGWAN（総合行政ネットワーク）やIBBN（いばらきブロードバンドネット
ワーク）といったセキュリティレベルの高い通信回線を活用する必要性が，これまで以上に高
まっています。

実施内容

国や地方公共団体を接続しているLGWAN（総合行政ネットワーク）やIBBN（いばらきブロード
バンドネットワーク）といった高速大容量かつセキュリティレベルの高い通信回線を活用し，庁内
サーバ等のクラウド化や国・県等の連携システム接続を推進します。また，サーバ等のクラウド
化にあたっては，複数自治体による共同利用についても検討してまいります。

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度

活用促進／
クラウド化推進

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

３－１ 既存資産・新技術の活用

No.１５ ＩＣＴを活用した校務の効率化 担 当 課 ： 鹿嶋っ子育成課

現状・課題

本市の学校現場では，パソコンの利用は一般化しているものの，多くの校務は，手書き又は
ワープロソフトや表計算ソフトへの手動入力によって行われています。

また，校務として作成しなければならない書類は多岐にわたり，その作成・管理のための作業
は，教職員にとって大きな負担となっています。

実施内容

多忙な教職員が児童・生徒と向き合う時間を増やすため，校務の標準化・システム化を検討
し，校務の効率化を図ります。

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度

校務標準化・
システム化の検討

⇒
校務支援システム

の導入検討
⇒ ⇒
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No.１７ 仮想化技術の活用 担 当 課 ： 総務課

現状・課題

コンピュータなどのハードウェア内のリソース（CPU，メモリ，ディスク）を，物理的な構成にとら
われずに，論理的に統合・分割することができる，仮想化技術が発展・普及してきています。

本市でも，一部のサーバやネットワークで仮想化技術を活用し，ハードウェアを有効活用して
います。

実施内容

近年，めざましい発展を遂げている仮想化技術をさらに活用して，サーバやネットワーク，クラ
イアント等のハードウェアの有効活用を検討し，セキュリティを維持しながらコストの削減を図り
ます。

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度

活用促進 ⇒ ⇒ ⇒ ⇒
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No.１８ ＩＣＴ研修の充実 担 当 課 ： 総務課

現状・課題

本市は，ＩＣＴを活用して行政事務の効率化及び高度化を図り，まちづくりにおいて中心的な役
割を担う市職員として，ＩＴリーダーを育成してきました。

今後は，更なるICT利活用の実現に向けて，「狭く深く」型研修から「広く浅く」型研修へと舵を
切り，市職員全体のＩＣＴリテラシーを高めていく研修体系の構築を目指します。

実施内容

業務効率の底上げを図るための若手職員向けの研修や，ICT活用への理解を促すための管
理職員向けの研修など，内部研修体制を充実させ，市職員全体のＩＣＴリテラシー向上を図りま
す。

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度

研修メニュー再構
築／研修実施

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

３－２ 人材育成
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35 スパムメール
一方的に送りつけられる受信者にとって不必要なメールのこと。

No.１９ 情報セキュリティ対策の強化（ハード） 担 当 課 ： 総務課

現状・課題

本市は，これまで，ウィルス対策，スパムメール35対策，ＵＳＢメモリ等の媒体によるデータ持
出しの制限，住民記録や税などの基幹システムをインターネットから分離する等，ハード面から
様々な情報セキュリティ対策を講じてきました。

平成２９年から，マイナンバー制度による他機関との情報連携が開始される予定となっており，
更なる情報セキュリティの強化が求められています。

実施内容

県域で情報セキュリティ機器等を共同調達することで，高度なセキュリティ対策を安価に実施
することを目的とした自治体情報セキュリティクラウドが，平成２９年頃から稼動する予定です。
こうした仕組みを活用し，ハード面から情報セキュリティ対策の強化を図ります。

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度

自治体セキュリ
ティクラウド活用

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

４－１ 情報セキュリティの向上

No.２０ 情報セキュリティポリシーの遵守・見直し 担 当 課 ： 総務課

現状・課題

本市は，平成１５年に情報セキュリティポリシーを策定し，ソフト面から情報セキュリティ強化を
推進しています。

実施内容

本市情報セキュリティポリシーの遵守を目指し，職員に対する内部研修や指導を強化します。
また，ＰＤＣＡの観点から，随時ポリシーの見直しを行います。

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度

研修実施／
ポリシーの見直し

⇒ ⇒ ⇒ ⇒
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No.２１ システム・データの保護，業務継続性の確保 担 当 課 ： 総務課

現状・課題

本市は，住民記録や税務等の重要データやシステムについて，堅牢な外部のデータセンター
で保有するなど，災害や事故への備えを行っております。

実施内容

現在，庁舎内だけで保有しているデータやシステムについて，堅牢な外部のデータセンターで
の保有へ移行することを検討し，災害や事故発生時のデータ保護体制について強化を図りま
す。

また，災害や事故によりネットワーク等が毀損した場合に，業務継続あるいは早期復旧を可
能にするための有効手段について，研究を行います。

平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度

データセンター
活用推進／業務
継続性確保に向

けての研究

⇒ ⇒ ⇒ ⇒

４－２ 業務継続性の確保



第5章 （参考）用語集

第５章（参考） 用語集

1 ICT
Information and Communication Technologyの略で，情報技術（IT）にコミュニケーションの
概念を加え，ネットワーク通信による情報・知識の共有が念頭に置かれた表現で，国際的
には一般的に用いられる。

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。

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。

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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第5章 （参考）用語集

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り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。

20 ＳＮＳ
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。Social Networking Service の略。

21 ＦＡＱ
Frequently Asked Questionsの略。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。

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。

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。
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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。

30 プル型サービス 必要とする情報を利用者が能動的に取得するタイプのサービスのこと。

31 プッシュ型サービス サービス提供者が利用者に自動的に情報を提供するサービスのこと。

32 マイナンバーカード マイナンバーを記載した書類の提出や，様々な本人確認の場面で利用できるカードのこと。

33 Wi-Fiスポット
公共施設や店舗などの空間でWi-Fi※によるインターネット接続が可能な場所。※「Wi-Fi 
Alliance」という業界団体が国際標準規格である無線LAN規格「IEEE 802.11」を使用している
ことを示すために発行している認証のこと。

34 インバウンド 外国人が訪れてくる旅行のこと。

35 スパムメール 一方的に送りつけられる受信者にとって不必要なメールのこと。
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本計画は，総務省ＩＣＴ地域マネージャー派遣事業を活用し，同事業における派遣マネー
ジャーの助言も参考にしながら策定しています。

派遣マネージャー
高橋 邦夫 氏 （東京都豊島区ＣＩＳＯ（政策経営部 情報管理課長））（※平成２７年度当時）

第三次鹿嶋市情報化計画

発行年月 ： 平成２９年３月
発 行 ： 鹿嶋市総務部総務課

〒３１４－８８６５
茨城県鹿嶋市大字平井１１８７番地１
電 話 ０２９９（８２）２９１１ （代表）
ＵＲＬ http://city.kashima.ibaraki.jp/


