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第１章 策定に当たって 

 

１ 策定の趣旨 

 佐賀市では、情報通信技術（以下、「ICT」という。）を、市民サービスの質を

高め、また行政事務を効率よく遂行するために活用できる有効なツールだと考

えています。 

 

平成 19年度に策定した『佐賀市情報化推進指針』では、「ICT（情報通信技術）

が支える豊かな市民生活」を目標に掲げて、本市が実施する施策への ICT の活

用に関する基本的な方向性を示し、これに沿って個別の事務事業を展開してき

ました。 

 その結果、指針の対象期間であった平成 19 年度から 26 年度までの８年間の

うち、主に前半の４年間においては、初めに想定した具体的な事務事業を、概

ね計画的に進めていくことができました。これに対し、後半の４年間において

は、策定当時には予測できなかったような ICT を取り巻く社会的潮流の変化が

ありました。したがって、この期間は、社会の動向とニーズを見極めながら、

そのときどきの状況に合わせて必要と思われる施策をその都度考え、判断しな

がら実施することが比較的多かったように思います。しかし、それでも指針に

定めた基本的な方向性との整合性を常に確認しながら、一つひとつ実施の是非

を検討していくやり方によって、全体としては根本の方針がぶれることなく、

必要な分野で必要な施策を展開できたと考えています。 

 

今なお続く ICT の絶え間ない進歩が向かう方角と、それが社会にもたらす影

響は、相変わらず推し量ることが非常に困難です。したがって、引き続き本市

が、明確な目標を持って“まちづくり”を進め、その将来像を実現していくに

当たって ICT をツールとして有効に活用するためには、あらかじめその活用推

進に関する基本的な考え方を明らかにしておく必要があると考えます。 

 

以上により、本市は、平成 27年度以降の ICT関連施策の展開を大きく方向付

ける『佐賀市 ICT推進指針』（以下、「本指針」という。）を策定し、これにした

がい、個別の事務事業を着実に推進していくこととします。 
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２ 位置付け 

本市における“まちづくり”と市政運営の最も基本的な考え方をまとめたも

のが、『第２次佐賀市総合計画』です。計画の期間は、平成 27年度から平成 36

年度までの 10 年間です。本指針は、そこに掲げられた目指すべき将来像、「豊

かな自然とこどもの笑顔が輝くまち さが」を実現するために、本市が行うす

べての ICT関連施策のあり方を示す最上位の基本方針となるものです。 

 

以前にも増して ICT が身近になり、その利活用の可能性が多方面に広がる今

日の社会情勢、また、本市のおかれた厳しい財政事情と行政経営の実情、更に

「市民意向調査」のアンケート結果などを踏まえ織り込みながら、本市が進め

るべき ICT 関連施策の基本的な方向性を、本指針にまとめました。何を、どの

タイミングで、どこまで行うのか、本指針にしたがって適切に判断し、「選択と

集中」による事業の重点化を図りながら推進していきます。 

 

 

３ 対象期間 

本指針では、『第２次佐賀市総合計画』のスタートに合わせて平成 27 年度を

開始年度とし、平成 31年度までの５年間を対象期間とします。 

 

 

４ 検証と見直し 

日々、新たな技術や製品、サービスが登場し、そのうちのあるものは極めて

短期間に幅広く普及し発展を見せる一方で、別のあるものはわずかの間に急速

に過去のものとして置き去られます。遺憾ながら、ICT の分野では誰もその将

来を正しく展望できません。したがって、本指針の内容については、進捗の状

況を随時把握するとともに、社会情勢の変化に照らして著しいかい離が生じて

いないかを適宜検証し、必要な場合には速やかに内容を見直すこととします。 
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第２章 ICT 推進の現状と課題 

 

１ 現状 

 

（１）前指針の総括 

平成 19年度に策定した『佐賀市情報化推進指針』（以下、「前指針」という。）

では、本市の ICT推進の基本的な方向性として次の５点を定め、合計 41の具体

的な取組事例を掲げました。 

 

○ 市民生活を豊かにする情報化 

○ 産業の発展に資する情報化 

○ 教育を支援する情報化 

○ 安心・安全を確保する情報化 

○ 情報格差の是正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 前指針における施策の方向性 

地域間格差の是正 

市民の利便性の向上 

市内企業の情報化への支援 

市民生活を豊かにする 

情報化 

産業の発展に資する 

情報化 

教育を支援する 

情報化 

情報格差の 

是正 

住民の安心・安全の確保 

市民の情報活用能力の向上 

安心・安全を確保する 

情報化 

民
・
産
・
学
と
の
協
働
の
推
進 

パソコン等を使えない人への配慮 

学校における情報教育の充実 

セキュリティ対策の強化 

地域産業情報の発信強化 

行政事務の効率化・コスト削減 

市民の行政への参加機会の拡大 
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その進捗については、前指針の中間年次に当たる平成22年度に検証を行って、

結果を取りまとめました。進捗状況は、取組事例 41件のうち、完了または実施

継続中のものが 39件、検討中のものが 1件、未実施のものが 1件でした。 

あわせて、中間見直しの必要があるかを検討した結果、ブロードバンド環境

の充実や新しい情報通信機器の登場など、変化は確実にあるものの、推進すべ

き基本的な方向性としては今後も大きく変える必要はないとして、従来の施策

の方向性を継続することとしました。 

 

 前指針の対象期間の最終年度である平成 26年度には、主にその後半における

進捗について検証しました。その結果、取組事例 41件中、完了または実施継続

中が 40件、検討中が 0件、未実施が 1件でした。最後まで未実施となった「ICT

を活用した遠隔講座の検討」については、市民の主体的な学習機会の拡大を目

的として関係機関と検討を重ねましたが、最終的に実施に向けた調整がつかず、

実現に至りませんでした。 

 

 

表１ 前指針で掲げた具体的な取組事例と取組状況 

基本的な方向性 具体的な取組事例 取組状況† 

H22年度 

（中間年次） 

H26年度 

（最終年次） 

市民生活を豊か

にする情報化 

ホームページの充実 ○ ○ 

住基カードの普及 ○ ○ 

自動交付機の活用 ○ ○ 

個別システムの見直し ○ ○ 

職員の ICT活用能力の向上 ○ ○ 

全庁型 GISの活用  ○ ○ 

電子申請サービスの推進 ○ ○ 

公金納付方法の電子化の検討  ○ ○ 

インターネット市政モニター  ○ ○ 

産業の発展に資

する情報化 

新産業の創出支援 ○ ○ 

ICT技術者の育成 ○ ○ 

企業情報の積極的な公開 ○ ○ 

商工メルマガの充実強化 ○ ○ 
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ICT関連企業の誘致推進 ○ ○ 

ICT関連企業の参入機会の拡大 ○ ○ 

ブランドイメージの向上 ○ ○ 

観光情報発信機能の強化 ○ ○ 

教育を支援する

情報化 

ICT を活用した学校と地域社会の交流促

進 
○ ○ 

学校の ICT化の促進  ○ ○ 

ユビキタス社会に対応した人材の育成 ○ ○ 

ICTを活用した教育内容の充実 ○ ○ 

総合的な学習情報提供の充実 ○ ○ 

スポーツ施設のネットワーク化 ○ ○ 

図書館資料検索サービス ○ ○ 

就学援助システム等の導入 ○ ○ 

ICTを活用した遠隔講座の検討 × × 

安心・安全を確保

する情報化 

防災情報ネットワークの充実 △ ○ 

情報セキュリティ対策の充実強化 ○ ○ 

市民の情報セキュリティ意識の向上 ○ ○ 

学校情報携帯メールの活用 ○ ○ 

ICTを活用した緊急通報体制の整備 ○ ○ 

災害時等の情報伝達手段の多様化、迅速化 ○ ○ 

防災行政無線の整備検討 ○ ○ 

情報格差の是正 初心者向けパソコン講座 ○ ○ 

情報バリアフリーの推進 ○ ○ 

障がい者への支援 ○ ○ 

高齢者への支援 ○ ○ 

ふじ有線テレビの地上デジタル対応 ○ ○ 

ブロードバンド未整備地区の解消 ○ ○ 

携帯電話の不感地区対策 ○ ○ 

ケーブルテレビ事業への支援検討 ○ ○ 

†取組状況凡例 ○：完了または実施継続中、 △：実施検討中、 ×：未実施 

 

 

 



佐賀市 ICT推進指針  

7 

 

 なお、特に対象期間の後半には、初めに設定した取組事例以外にも、新たに

登場した情報通信機器やサービスを活用するなどして幾つかの大きな取組みを

行いました。これらを実施する際も、前指針の基本的な方向性との整合性を確

認しながら進めました。 

 

表２ 前指針の対象期間後半（平成 23年度～26年度）における主な取組事例 

基本的な方向性 実施時期 具体的な取組事例 内容 

市民生活を豊か

にする情報化 

平成 23年度 公衆無線 LANの設置 公共施設４箇所に無線 LAN

の利用環境を整備した。 

まちｉネット 本庁舎１階の証明・届出窓口

の待ち人数をホームページ

上でリアルタイムに把握で

きるようにした。 

平成 24年度 メンタルヘルス・チェッ

クシステム 

携帯電話やパソコンで、健康

状態や人間関係に関する質

問に答えると、本人のストレ

ス度や落ち込み度を判定で

きるサービスを導入した。 

SNS を活用した情報発

信 

『佐賀市職員のソーシャル

メディアの利用に関するガ

イドライン』を策定し、本市

公式 SNS による適正な情報

発信の確保に努めた。 

平成 25年度 住民税額試算システム パソコンで、市・県民税の税

額試算及び申告書の作成が

できるサービスを導入した。 

チカラット会計支援シス

テム 

佐賀市市民活動応援制度「チ

カラット」の対象団体に、

NPO 法人と本市の協働によ

り作成した会計支援システ

ムを配布し、会計処理に使用

してもらった。 

民生委員による地域の見

守活動へのタブレット端

末導入実証実験 

佐賀市民生委員児童委員協

議会、佐賀県、市内企業、大

手情報通信事業者等と共同

で、本庄地区民生委員・児童

委員 22 人の活動に、専用ア

プリを搭載したタブレット

端末を試験導入し、有効性の

検証を開始した。 

平成 26年度 公民館の社会教育用イン

ターネット回線及び無線

LANの整備 

地域の講座やコミュニティ

活動に使用できるインター

ネット回線と無線 LAN 環境

を整備した。 
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教育を支援する

情報化 

平成 25年度 電子黒板・デジタル教科

書の整備 

市立全小中学校の普通教室

及び特別支援教室等に、電子

黒板とデジタル教科書を

２ヶ年で整備した。 

佐賀県が構築した教育情

報システム（SEI-Net）

の運用検証開始 

勧興小学校及び成章中学校

において運用検証を開始し

た。 

安心・安全を確保

する情報化 

平成 23年度 戸籍や福祉などの重要情

報のデータセンターへの

バックアップ 

大規模災害に備え、本市の重

要情報システムのデータを

庁舎外に保存する取組みを

開始した。 

被災者支援システム 大規模災害発生時に、被災者

を的確に把握し、円滑に支援

するためのシステムを整備

した。 

平成 25年度 『佐賀市 ICT部門業務継

続計画』（ICT-BCP）の

策定 

『佐賀市業務継続計画』に基

づく個別行動計画として、災

害時における重要業務継続

のための ICT 部門における

対応策を整備した。 

 

 

 全体の総括としては、前指針で設定した基本的な方向性にしたがい、一つひ

とつ費用対効果等を勘案しながら ICT の活用推進を図ってきたことについて、

一定の成果を得たと考えています。 

とはいえ、８年間の対象期間の中で見えてきた課題もあります。それは、ICT

の分野で次々と新しい技術や製品、サービスが生まれてくる中で、一体どれを

どのタイミングで採用するのが本市にとって最良の選択か、その判断が非常に

難しいという点です。本当に必要な技術やサービスを見極め、それらを適切な

タイミングで本市が行う事務事業に取り入れ活用していくためには、今後も本

市の ICT 推進に関する基本的な方向性をきちんと明確にしておくことが、やは

り重要と考えます。 
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（２）指標で見る本市の ICT 利活用の現状 

 本市における ICT 利活用の現状を示す指標として、幾つかの統計資料の値を

以下に取り上げます。参考として、全国における値もあわせて掲載し、本市の

状況と比べてみました。 

 

 

表３ 指標で見る本市の ICT利活用の現状 

No. 指標名 本市の現状 全国の状況 調査基準日 

① インターネット利用率（個人） ８０．４％ ８２．８％ H25年末 

② パソコン世帯保有率 ７６．７％ ８１．７％ H25年末 

③ スマートフォン世帯保有率 ６０．８％ ６２．６％ H25年末 

④ 情報通信業事業所割合 １．０８％ １．１７％ H24.2 月 

⑤ 情報通信業従業員割合 ２．４９％ ２．９１％ H24.2 月 

⑥ 
学校の超高速インターネット

（30Mbps以上）接続率 
５０．９％ ７９．０％ H26.3 月 

⑦ 
学校の普通教室の LAN 

整備率 
８８．１％ ８５．７％ H26.3 月 

⑧ 電子黒板のある学校の割合 ８８．７％ ７６．４％ H26.3 月 

出典： 〔本市の現状〕 ①～③総務省「平成 25年通信利用動向調査」における佐賀県の値 

  ④，⑤総務省・経済産業省「平成 24年経済センサス － 活動調査」 

  ⑥～⑧文部科学省「平成 25 年学校における教育の情報化の実態等

に関する調査」 

 〔全国の状況〕 ①～③総務省「平成 25年通信利用動向調査」 

  ④，⑤総務省・経済産業省「平成 24年経済センサス － 活動調査」 

  ⑥～⑧文部科学省「平成 25 年学校における教育の情報化の実態等

に関する調査」 
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 「インターネット利用率（個人）」、「パソコン世帯保有率」及び「スマートフォ

ン世帯保有率」は、いずれも全国水準を下回っています。 

「インターネット利用率（個人）」については、家庭や学校、仕事等の用途を

問わず、また対象機器もパソコンだけでなく、携帯電話やスマートフォン、タ

ブレット端末、ゲーム機など、あらゆる機器を含めて、インターネットの利用

の有無を調査したものです。通信機能を備えたさまざまな種類の機器が登場し

ていることが、今日、インターネットをより身近なものにしている一因といえ

ます。また、最近ではパソコンの普及率の伸びが全国的に頭打ちとなる一方、

スマートフォンの普及が急激な上昇傾向を示しています。 

 

 産業面における指標である「情報通信業事業所割合」と「情報通信業従業者

割合」の値も、やはり全国値より若干低い状況です。引き続き、ICT 関連の技

能育成や企業の競争力強化を支援していきながら、市内 ICT 産業の活性化を

図っていく必要があります。 

 

 教育面では、「学校の超高速インターネット（30Mbps 以上）接続率」が、全

国の値を下回っています。これは、ケーブルテレビ回線のうち比較的低速なも

のや ADSL 方式のインターネット回線を利用している学校が、一定程度あるこ

とによります。現在、光回線への切替などによる回線の高速化を進めていると

ころです。 

一方で、「学校の普通教室の LAN整備率」及び「電子黒板のある学校の割合」

については、全国水準を上回っています。学校における情報化を全県的に強力

に推進してきた成果がうかがえます。 

 

 全体として、本市の ICT 利活用の現状は、全国レベルよりもやや低い位置に

あるといえます。現状と潜在的ニーズとの格差を正しく見極め、底上げが不十

分な分野を中心に対策を講じていく必要があります。 
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（３）市民アンケート 

本市では、毎年「市民意向調査」を実施しています。これは、市民が佐賀市

の現状をどのように感じているか、そしてこれからの“まちづくり”について

どのような意見を持っているかを把握し、市政に反映させることを目的とする

アンケート調査です。 

平成 26 年 4 月に実施したアンケートでは、「身の回りの情報通信機器の普及

状況」に関する調査項目を設けて、本指針を策定する際の基礎資料としました。 

 

 

表４ 市民アンケート調査の方法 

調査地域 佐賀市全域 

調査対象 市内に居住する 20歳以上の男女  

対象者数 ５，０００人 

抽出方法 旧市町村ごとに住民基本台帳から年齢階層別に無作為抽出 

調査方法 郵送による配布、郵送による回収 

調査時期 平成２６年４月１１日（金）～４月３０日（水） 

回収状況 回収件数 １，４５３人、回収率 ２９．１％ 

 

 

① 情報の入手方法 

 日常生活に関係の深い６つの分野について、普段どんな方法で情報を得てい

るか、複数回答で尋ねました。 

 「ニュース・天気」に関しては、９割以上の人がテレビ・ラジオで情報を得

ています。「観光・旅行」、「趣味・娯楽」及び「学習・仕事」については、

テレビ・ラジオ以外に、新聞・雑誌やインターネット、家族や知人からなど、

いろいろな情報源が活用されています。「買い物」及び「佐賀市の行政情報」

については、新聞・雑誌を参照する人が最も多いようです。 

 インターネットの活用割合が比較的大きいのは、「観光・旅行」（42.2％）

及び「趣味・娯楽」（37.7％）の分野でした。逆に活用割合が最も低いのは、

「佐賀市の行政情報」（15.1％）であり、インターネットが行政情報の有効な

入手方法になっていない現状がうかがえます。 
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図２ 情報の入手方法 
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② インターネットの利用状況 

 まず、インターネットの利用の有無を尋ねたところ、「利用している」人が

58.5％、「利用していない」人が 39.2％となりました。 

 先ほど「（２）指標で見る本市の ICT利活用の現状」で示した本市の「インター

ネット利用率（個人）」は 80.4％でした。結果に大きな開きがある理由は、調査

方法の違いによるものと推測されます。先の「インターネット利用率（個人）」

の調査対象が 6歳以上だったのに対し、市民アンケートは 20歳以上の方に対す

る調査結果です。「インターネット利用率（個人）」の値では、10 代以下の世代

における携帯電話・スマートフォンやインターネット機能付き家庭用ゲーム機

等による利用の割合が、比較的大きかったものと思われます。 

 

 次に、インターネットを「利用している」人に対し、普段利用する場所を尋

ねました。「自宅」が 93.0％と特に高く、「学校や職場」（45.7％）、「移動

中の屋外」（15.1％）、「お店や飲食店」（14.8％）がこれに続きます。特に「移

動中の屋外」及び「お店や飲食店」での利用は、スマートフォンの普及による

ところが大きいと思われます。 

 

 

図３ インターネットの利用場所 
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③ 情報通信機器の普及への懸念事項 

 パソコンやスマートフォン等の情報機器やインターネットの普及が進むこと

で、心配に思うのはどのような点かを尋ねました。 

 最も多かった回答は、「情報流出やプライバシー侵害が起こる」（52.5％）、

次に多かったのは、「詐欺やウイルス感染などの被害に遭う」（45.8％）でし

た。実害を伴う影響に対し、最も大きな懸念があることがうかがえます。 

 なお、回答者の年代別に見ると、年齢が 30～40代の方では「子どもに悪い影

響を及ぼす」が、50 代以上の方では「使える人と使えない人で格差が生じる」

が、比較的多い傾向にありました。 

 

 
図４ 情報通信機器の普及への懸念事項 

 

 

④ 情報通信機器の普及に伴い力をいれてほしいこと 

 パソコンやスマートフォン等の情報機器やインターネットの普及に伴い、佐

賀市に力を入れてほしいことを尋ねました。 

 「個人情報の流出を防ぐこと」（51.8％）、「災害に迅速・的確に対応し、

被害を最小限に抑えること」（45.2％）、「子どもたちに正しい使い方を教え

ること」（39.0％）、「使える人と使えない人との格差が出ないように支援す

ること」（38.0％）、「行政手続を簡単にすること」（34.8％）が上位を占めま

した。 
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前述の③の結果と同様、ここでも市民の情報セキュリティと個人情報保護、

また情報格差の問題に対する関心の高さがうかがえます。 

 

 

図５ 情報通信機器の普及に伴い力を入れてほしいこと 

 

 

（４）国及び県内の動向 

① 国の動向 

高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（IT総合戦略本部）は、平成 26

年 6 月に『世界最先端 IT 国家創造宣言』の改訂版を公表しました。ここでは、

平成 32 年（2020 年）までに、ICT を世界最高水準で利活用できる社会の実現

と、その成果を国際展開することを目標に掲げ、次の３項目を目指すべき社会・

姿と位置付けています。 

 

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 

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 

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 

 

 とりわけ、データの「見える化」と利活用による企業活動、消費者行動や社

会生活の新たな変革に大いに期待しており、自由な二次利用を可とする公共

データ、すなわち「オープンデータ」の公開や、行政または企業等が保有する
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多種多量の情報、いわゆる「ビッグデータ」の利活用による、事業・サービス

における新しい付加価値の創出を推進することとしています。 

 

 

図６ 世界最先端 IT 国家創造宣言の要旨（出典：総務省『平成 26年版 情報通信白書』） 

 

 

 また、国では現在、行政サービスの効率性・透明性・公平性を高め、国民に

とって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤として、「社会

保障・税番号制度」の導入を進めています。平成 27 年 10 月には、国民一人ひ

とりに対する個人番号（マイナンバー）の通知が始まり、翌年 1 月からは、社

会保障・税・災害対策の３分野において、法律や条例に定める行政手続に個人

番号が使用されます。 

 同じく平成 28 年 1 月には、希望者には「個人番号カード」が交付されます。

本人確認のための身分証明書として、また e-Tax（国税電子申告・納税システム）

等の電子申請や、各自治体が条例で定めるサービスに、これを利用できるよう

になります。 

 

② 佐賀県の動向 

佐賀県では、平成 25 年度に『佐賀県 ICT 利活用推進計画』を策定し、ICT
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を県民生活の向上や地域の活性化を図るための重要なツールとして活用し、医

療、教育、産業、観光、行政等の各分野における取組みと県民の ICT 利活用を

促進することとしています。 

同計画において、県内の市町に対しては、ICT を効果的に活用したサービス

提供を行うとともに、住民・事業者等による ICT 利活用の推進に取組むことが

期待されています。 

 

 佐賀県においても、保有する公共データのより一層の利活用を促すため、「佐

賀県Ｄｏ－ｉＴプロジェクト」を立ち上げ、最新技術により情報を分析し、こ

れを政策立案・評価等に活用するとともに、情報の公開と二次利用を推進し、

新たな県民サービスの創出等の促進を目指しています。 

 

また、公衆無線 LAN が、災害時の情報通信インフラとして、あるいは 2020

年の東京オリンピック開催をにらんだ外国人観光客の集客を目的として、日本

各地の観光地・商業地で導入が進められている中、県内においても、有明佐賀

空港への海外格安航空会社（LCC）の就航により、アジア圏からの外国人観光

客が増加傾向にあることから、公衆無線 LAN 環境の充実に力を入れています。 

 

 

２ 課題 

前指針において取り上げた課題のうち、今後も継続して対応していくべきも

のがある一方で、技術革新による ICT の絶え間ない進歩と、市民の情報通信機

器やインターネットの利用動向等の情勢変化に伴い、新たな課題も見受けられ

るようになりました。 

 

■ 新たな情報通信機器への対応 

 総務省の『平成 26 年度版 情報通信白書』によると、平成 25 年末における

全国のスマートフォンの世帯普及率は 62.6％と、急激に上昇しています。また、

近年、インターネット接続可能な家庭用ゲーム機（38.3％）やタブレット端末

（21.9％）も、特に普及が進んでいます。インターネットといえばパソコンで

の利用だけをイメージする従来の考え方は、もはや過去のものになろうとして

います。 

これに伴って、スマートフォンやタブレット端末のブラウザや専用アプリを



佐賀市 ICT推進指針  

18 

 

通じて、いつでもどこでもインターネット上のサービスを利用できるさまざま

な仕組みも、急速に広がりを見せています。 

 

新しい情報通信機器の利用者に向けた行政情報の発信については、さまざま

なチャンネルを駆使したシティプロモーション活動の強化という観点からも、

適宜効果的なツールを見極めつつ、継続的に充実を図る必要があります。 

また、こうした機器を、新たな行政サービスを展開したり、既存の業務をよ

り効果的・効率的に実施したりといった、有効な活用方策についても探ってい

かねばなりません。 

 

 

■ 役に立ち、使える情報の発信 

行政情報の発信を充実していく取組みは、従来の情報公開の域を超え、いま

や市民参画による“まちづくり”にも深く関わってきます。 

本市は、平成 26 年 4 月、市民の参加と協働によるまちづくりを進めるため、

「佐賀市まちづくり自治基本条例」を施行しました。条例では、まちづくりの

基本原則として、「情報共有」、「市民参加」、「協働」の３点を掲げています。こ

のうち「情報共有」は、市民がまちづくりに参加し活動するための大前提とい

えます。地域の協力と協働により何かを成し遂げるには、その材料となる十分

な情報の流れがなくてはなりません。これまで行ってきた、分かりやすく編集・

加工された情報を発信し続けることは変わらず重要ですが、今後はこれに加え

て、誰でも自由に二次利用できる生データを一緒に公開することで、有名無名

の個人や団体の手によって、地域課題の解決に役立つ何かが生まれるのを期待

するなど、新たな情報発信のあり方も必要になってきます。 

 

 

■ 地域産業への支援 

産業面については、スマートフォン利用者向けのサービスや、SNS による店

舗情報の発信、市産品の PRなど、中小企業でもあまりコストを掛けずに比較的

簡単に取組める事例が増えてきました。インターネットの利用者を、SNS 等を

通じて実店舗に呼び込んで消費を促し、店舗と消費者の新たな関係を築こうと

する、O2O（Online to Offline）の取組みが、近年、注目されています。また、

インターネットで商品の注文を受けて配達する「ネットスーパー」の取組みも、
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今後、子育て世帯や高齢者による需要増に、期待が持たれています。こうした

生産者と消費者との関係を強める仕組みづくりは、地域産業が、全国チェーン

の大型店や大手ネット通信販売事業者に対抗していくための方策の一つです。

今後も、市産品の販路の拡大や新たなビジネスチャンスの創出に向けて、事業

者による ICTの活用を支援していく粘り強い取組みが必要です。 

加えて、高い ICT の知識や技術を有する人材の育成や、障がい者の就業機会

の確保等の観点から、これらの人々の技能向上を支援していくことも重要です。 

 

 

■ ICTの利活用とモラル教育 

教育分野では、授業を効果的に進める道具として ICT を取り入れたカリキュ

ラムが、小中学校で既に始まっています。電子黒板と電子教材を活用し、豊富

な図表や写真、動画を併用した授業は、子どもたちの理解度を高めるのに大い

に貢献しています。 

情報通信機器が子どもたちにとってますます身近なものになったことから、

その適切な活用方法と情報モラルの両方に関する指導の重要性が、一層高く

なってきました。スマートフォンやタブレット端末、インターネット接続機能

付きの家庭用ゲーム機が、子どもたちの発達段階の比較的早いうちからすぐそ

ばにある状況の中、家庭や学校で、それらの機器との上手な付き合い方を身に

付ける場を作っていく必要があります。 

 

 

■ 更なる行政サービスの向上 

行政運営においては、厳しい財政状況の下、ICT を取り入れた業務手順の見

直しと適正な人員配置により、効率的に事務を実施していくことが、今後も変

わらず大きな課題です。このため、情報システムの導入評価と見直しによる投

資の最適化に加え、他の市町との情報システムの共同調達・共同利用の検討に

ついても、継続していく必要があります。 

業務手順の見直しに関しては、平成 27年度から始まる社会保障・税番号制度

への対応が、ひとつの契機となります。制度の実施により、手続に必要な添付

書類が省略できるほか、個人番号カードを用いたスムーズで確実な本人確認や

自治体独自のサービス展開ができるようになります。こうした住民にとっての

メリットを最大限に発揮し、サービスの向上を図るには、従来の業務手順を見
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直し、個人番号の活用を前提としたものに改めていくことが不可欠です。個人

番号と個人番号カードの独自利用を含めて、十分な検討が必要です。 

 

 

■ 負の側面への対応 

 ICT が社会に浸透していく中、そのことが却って私たちの暮らしの不安をか

き立てる部分が依然としてあることも、事実として認識しなければなりません。

これには大きく、情報のセキュリティとプライバシーに関わる問題、いじめや

人権侵害に関わる問題、ICTの利活用機会の格差に関わる問題が含まれます。 

 

 ICT を取り入れて住民サービスを充実していくに当たって、職員には情報セ

キュリティと個人情報保護に対する高い意識と、徹底した業務ルールの遵守が

求められます。社会保障・税番号制度の導入にあわせて業務手順の見直しが発

生することから、あらためて職員に対する研修を行い、意識啓発を図る必要が

あります。 

 

 多様な情報通信機器の普及が進む一方で、これらは必ずしも、高齢者や障が

い者にとって敷居の低いものにはなっていません。この敷居をできるだけ低く

し、誰もが ICT を容易に利活用できる状況になることが望まれます。地域で行

われる社会教育講座や趣味の活動を通じて、高齢者や障がい者が ICT に親しむ

ことができる機会を設けるなどの取組みが必要となります。 

 その一方で、たとえ ICT に不慣れな方であっても、そのことを特別に意識す

ることなく、地域の中や本市のサービスの中に ICT の力が溶け込んで、いつの

間にか生活のいろいろな場面で利便性が従来より向上していることを実感でき

るようにしていくことも重要です。 
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第３章 基本的な方向性と推進事例 

 

１ ICT推進の基本的な方向性 

 『第２次佐賀市総合計画』に掲げる将来像を実現するため、本市を取り巻く

現状と課題を踏まえ、本指針の対象期間内に取組むべき ICT 推進の基本的な方

向性を、次の３点とします。 

 

○ ICTで情報の発信・共有の更なる推進 

○ ICTで暮らしの場面に応じた質の高いサービス提供 

○ ICTで効果的な行政事務の改革・改善 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ ICT推進の基本的な方向性 
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２ 具体的な推進事例 

本市が取組むべき ICT 推進の基本的な３つの方向性それぞれについて、具体

的な推進事例を挙げていきます。 

 

多くの場合、ICT の導入時には、最初に一時的に発生する初期費用と、利用

期間中継続的に発生する運用コストが掛かります。間違っても ICT の導入それ

自体が目的になることは避けなければなりません。本市を取り巻く情勢から問

題点と課題を見極め、何がどうあるべきか、誰にどうなってほしいのか、目的

を明確にした事業計画がまずあるのが前提であり、限りある財源の中で、施策

の重要性や緊急性、また費用対効果等を総合的に判断して、「選択と集中」によ

り、必要な分野に対して必要な投資を行っていきます。 

 

したがって、以下に掲げる推進事例は、全て足並みをそろえて一律に実施し

ていくのではなく、年度によって、また社会情勢の変化によって、重点的に取

組む分野をしぼって進めるなど、ある程度の濃淡を伴いながら実施していくこ

ととします。 

 

 

（１）ICT で情報の発信・共有の更なる推進 

 必要な情報を必要な人に向けて発信するとともに、市民との情報共有によっ

て、一人ひとりがそれぞれの立場で本市の“まちづくり”に関わることができ、

市民生活の豊かさと便利さの実感が増していくような取組みを行います。 

 

No. 推進事例 概    要 

1 ホームページの充実 本市ホームページを、高齢者や障がい者の方にも配慮し、

誰にとっても操作性が高く分かりやすいものにし、更に充

実した情報発信を行います。情報の共有と利用促進のため

に、二次利用が可能なデータ形式での行政情報の公開や、

SNSの活用にも力を入れます。 

2 ケーブルテレビによ

る情報発信 

インターネットに馴染みのない方でも、行政情報、緊急情

報や防災情報、休日在宅当番医、イベント情報など、地域

に密着した情報を容易に取得できるよう、地元ケーブルテ

レビのデータ放送を活用した情報発信を行います。 
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3 地域からの情報発信 市民参加型の情報発信を目指して、本市が運営する地域コ

ミュニティサイト「つながるさがし」を通じ、地域の身近

な課題解決や活性化に関する自主的な活動について、地域

の方に直接情報発信していただく取組みを行います。 

4 市営バスロケーショ

ンシステム導入検討 

バスが今どこを走っているのか、スマートフォンなどの画

面から確認できるような、バスロケーションシステムの導

入について検討します。 

5 シティプロモーショ

ンの推進 

市のイメージアップと認知度の向上のため、観光、商業、

農林水産業などの情報を、トップセールスに加えて SNS等

の情報発信ツールを積極的に用いて効果的に発信します。 

6 魅力ある観光情報の

発信 

観光客の増加を図るため、フェイスブックや LINE など、

ターゲットに応じた情報発信ツールを活用しながら、本市

の多様な観光資源を効果的に PRしていきます。 

7 商工メルマガによる

情報提供促進 

事業者の方に役立つ各種法令や制度、セミナー等の案内を

するために、引き続き市内外の企業等に対し、メールマガ

ジンを発行して情報提供に力を入れます。 

8 防災情報の発信 本市の防災情報、緊急情報などを素早く入手できるよう、

必要な情報を登録者にメールで配信する「さがんメール」

や緊急情報を自動的に受信できる「防災ハイブリッドラジ

オ」の普及に力を入れるほか、専用のホームページやケー

ブルテレビで防災関連情報の発信に努めます。 

9 インターネットのト

ラブル防止のための

啓発活動 

市民がインターネットを介した詐欺や性犯罪等に巻き込ま

れないように、広く啓発活動を行います。 

 

 

（２）ICT で暮らしの場面に応じた質の高いサービス提供 

日常の生活や仕事、教育などのそれぞれの場面において、市民の利便性を向

上させる方策について常に考え、ICT を効果的に取り入れた質の高いサービス

を展開していきます。この中には、市民が直接 ICT に触れる機会を提供するよ

うなものもあれば、直接操作せず、特別に意識をしなくても、サービスの裏側

で最新の ICTが働くことで、その利便性を享受できるようなものもあります。 
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No. 推進事例 概    要 

1 社会保障・税番号（マ

イナンバー）制度への

対応 

社会保障・税番号（マイナンバー）制度の施行に伴い、行

政手続の簡素化と市民サービスの充実を図るために、個人

番号及び個人番号カードの独自利用の方策を検討します。 

2 福祉総合窓口システ

ムの導入 

種類が多く分かりにくい保健・福祉分野の行政サービスに

ついて、世帯の実情に合ったサービス提案を積極的に行え

るようにするため、関係する情報を横断的に把握できるシ

ステムを導入し、福祉総合窓口としてサービス案内ができ

る体制を整備します。 

3 クレジットカード納

付の開始 

市・県民税、固定資産税及び軽自動車税を、時間と場所を

選ばず納付できるようにするため、インターネットを通じ

たクレジットカード納付を開始します。 

4 コンビニエンススト

アでの証明書交付 

住民票の写し等を市役所に出向かずに取得できるよう、個

人番号カードを利用したコンビニエンスストアでの証明書

交付について導入を検討します。 

5 市営バス IC カードシ

ステムの導入検討 

市営バスを含む公共交通機関の乗り継ぎの円滑化を図るた

め、各社の鉄道やバスで共通に利用できる ICカードシステ

ムの導入を検討します。 

6 障がい者への支援 障がい者が ICT を利活用でき、社会参加や就労を促す契機

となるよう、NPO等と連携した講習会を実施するなど、情

報リテラシーの向上を支援します。 

7 高齢者への支援 高齢者がコミュニケーションや生きがいづくり等の手段と

して、ICTを気軽に利活用できるように、NPO等と連携し

て、パソコンその他の情報通信機器の基本操作から趣味へ

の活用まで、ニーズに合った講習会等の実施を通じて情報

リテラシーの向上を支援します。 

8 市民活動団体への支

援 

市民活動団体の会計事務について、簡易かつ効率的に事務

処理できるような会計システムの提供及び講習会の開催等

を行うことで、団体の基盤強化を支援します。 

9 公衆無線 LANの整備 本市を訪れる観光客の利便性を高め、市内への集客向上を

図るため、市内の観光拠点や商業拠点に、誰でも自由に利

用できる公衆無線 LANを設置します。 
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10 生産者の ICT 活用等

による販売拡大支援 

地場産品の販売拡大を促進するため、生産者による直売や

インターネット販売など、新たなチャンネルでの販売の取

り組みに対する支援を行います。 

 

11 事業者の ICT 活用支

援 

地場産業の活性化を図るため、ICT に関する人材育成と新

産業創出のための講演会や講習会等を開催します。 

12 新産業の創出支援 ICT 関連起業家の事業展開を支援するため、新産業支援プ

ラザのインキュベートルームを提供します。 

13 教育用 ICT 機器の整

備 

小中学校の授業の中で効果的に活用できるよう、電子黒板

等の ICT 機器等を整備し、教師の利活用を促進します。学

習者用端末機は、体育館や屋外でも利用できる持ち運びが

容易な機種を導入することとし、電子黒板と連携した活用

も行います。 

14 情報活用力の育成と

情報モラル教育の実

施 

児童生徒の情報活用力と情報モラルの向上のために、体系

的な情報教育を実施していきます。 

15 インターネットを利

用した授業交流 

児童生徒に ICT 利活用能力と国際的視点などの広い視野を

身につけてもらうため、国内の遠隔地や、海外の小中学校

と、インターネットを利用した授業交流を行います。 

16 校務の効率化 小中学校に校務支援システムを導入して校務情報を一元管

理し、教職員が行う学校業務の情報共有を促進することで、

教師が子どもたちと触れ合う時間を創出します。 

17 地域における学びの

場の確保 

社会教育系ネットワークと無線 LAN 環境が整備された公

民館等において、地域住民の生涯学習の一環として、パソ

コンその他の情報機器の基本操作のほか、これらを地域活

動や趣味の活動等にも活かせるような講座等を開催しま

す。 

18 消費者のトラブル回

避と安全確保のため

の連携強化 

子どもから高齢者まで、ICT の普及に対応した消費者教育

を推進するため、関係機関との連携を図ります。 
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（３）ICT で効果的な行政事務の改革・改善 

 既存の業務プロセスの見直しを随時図り、迅速で正確かつ透明性の高い行政

事務を目指すとともに、ICT の効果的な運用により費用対効果の高い行政運営

を行っていきます。これにより、誰にとっても利便性の高いサービスを、極力

コストを抑えながら提供できるよう努めます。 

 

No. 推進事例 概    要 

1 データセンターの活

用 

災害に強い業務体制を確保するために、行政サービスを提

供する上で重要な情報システムの機器及びデータについ

て、庁舎外のデータセンターへの移設を進めます。 

2 公園管理のシステム

化 

都市公園における遊具・施設情報と点検・修繕情報を一元

管理することで、都市公園長寿命化計画のもと、計画的な

予防補修や修繕・改築を進め、公園利用者に快適で安全・

安心な公園施設を提供します。 

3 職員の情報セキュリ

ティ意識の向上 

住民情報をあずかる本市職員の適正な業務遂行と市民の信

頼確保のために、社会保障・税番号制度にも対応した情報

セキュリティと個人情報保護のあり方に関する研修を行

い、意識の向上を図ります。 

4 支所窓口サービスの

円滑な提供 

支所窓口における行政サービスの提供を円滑に行うため

に、例えば遠隔での相談や会議を実現できるような仕組み

を導入するなど、本庁職員と連携した対応を行います。 

5 基幹行政システムの

クラウド運用 

本市が著作権を有する基幹行政システムの運用基盤となる

ハードウェア及びミドルウェア等を、サービス利用型に切

替え、運用環境の構築及び管理業務の軽減を図ります。 

6 タブレット端末の利

活用推進 

職員による分かりやすい説明・案内、屋外等での各種調査

等の迅速化、会議等のペーパーレス化を目的として、業務

におけるタブレット端末の活用を推進します。 

7 文書事務の電子化 意思決定の迅速化と執務スペースの有効活用を図るため、

従来の紙文書を中心とした文書事務から、電子データを中

心とした事務への転換を進めます。 

8 森林 GISの活用 森林簿などの森林に関する情報と、森林計画図、林道、施

業履歴等を、地理情報と組み合わせて管理・蓄積し活用す

ることで、現場作業の効率化を図るとともに、森林の計画
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的な整備・保全を推進します。 

9 ICT ガバナンスの強

化 

本市が運用する情報システムに係る費用対効果の全体最適

化を目的として、最高情報統括責任者（CIO）をトップと

する ICTガバナンス体制の強化を図ります。 

10 情報システムの共同

調達・共同利用の推進 

複数の部署または複数の自治体に共通の情報システムを整

備するときは、共同調達や共同利用によるスケールメリッ

トを生かした調達を実施し、費用対効果を高めます。 
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第４章 推進体制 

 

１ 内部推進体制 

今日、ICT の利活用の場は、観光、産業、福祉、健康、教育、文化、スポー

ツ、防災など、あらゆる分野に拡大しています。本指針にしたがい、前章で例

示した項目を着実に実施していくためには、ICT 部門だけでなく、各業務部門

においても主体性を十分に発揮してもらい、互いに連携して全庁的に推進して

いく体制が必要です。 

 

（１）最高情報統括責任者（CIO） 

 本市では、ICT に関する施策統括と、ICT を活用した業務改革等を所管する

最高情報統括責任者（CIO）を設置し、ICT 投資の最適化と業務改革を推進し

ています。各業務担当部署が ICTに関する施策または ICTを活用した業務の改

革を実施するときは、CIOの承認を得なければならないこととしています。 

 

 

（２）ICT ガバナンスの運用 

 情報システムの導入を初めとする ICT の利活用の際に、各業務担当部署だけ

の判断でこれを進めると、整備方針がどうしてもその部署だけの部分最適に陥

りやすく、他部署との十分な連携が考慮されなかったり、二重投資などの非効

率が発生したりする懸念があります。市政の運営方針との整合性の確保、また

部署間の業務連携や多重投資の抑制の観点から、本市の ICT 部門と業務担当部

署との連携をこれまで以上に密にし、ICT ガバナンスを適切に機能させ、本市

にとって全体最適な整備計画となるよう調整を図ることが重要です。 

 したがって、業務担当部署が作成した情報システムの整備（更新）企画書の

CIO による審査を今後も継続して行い、費用対効果と全体最適性を確保し、整

備実施後は運用に係る状況やコスト等の事後調査によって、当初の計画どおり

の運用がなされているか検証していきます。 
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図８ 内部推進体制 

 

 

（３）人材育成 

 厳しい財政状況と地方分権の時代にあって、これからの職員には、社会情勢

の変化を捉える鋭敏な感覚と、その変化に対応して行政事務を積極的に改善し

ていく力が求められます。業務を見直す際の視点の一つとして、ICT の活用は

有効な手法の一つであり、職員は、これを業務にどのように取り入れていけば

効果的な改善が図れるかを検討できる能力を養う必要があります。 

 

① 各業務担当職員 

行政サービスの提供に直接関わることの多い各業務担当職員には、住民ニー

ズや社会情勢の変化を随時把握し、必要に応じて業務の現状を分析し、ICT を

CIO（企画調整部長） 

CIO補佐官（企画調整部副部長） 

行政管理課 

・『佐賀市 ICT推進指針』の進捗

管理 

・ICT を活用した全庁的な施策

や業務改善の企画立案 

・各課の情報化企画の評価 

情報システム課 

・全庁的に使用する情報システ

ムの管理 

・全庁的に使用するネットワー

クの管理 

・情報セキュリティポリシーの

運用 

【連携】 

業務担当部署 

・所管業務における ICTを活用した施策や業務改善の企画立案 

・各部署で導入した情報システムの管理 

・情報セキュリティを確保した業務運用 

【支援】 

・ICT 活用方策の

情報提供 

・情報化企画の立

案支援 

【支援】 

・全庁的に使用する情報

システム・ネットワー

ク機能の提供 

・情報セキュリティに関

する情報提供 
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適切に取り入れながら、サービスをよりよく改善できる能力が求められます。 

このため、該当職員に対しては、ICT の最新動向に関する情報提供や利活用

能力の向上を目的とした研修等を実施して、能力の底上げを図ります。 

また、従来から実施している業務改善運動や職員提案制度においても、ICT

を取り入れた改善や提案を積極的に促します。 

 

② ICT部門職員 

ICT部門職員には、業務と ICTの両方の知識から、情報化企画の立案、調達、

構築、運用、また各フェーズのプロジェクト管理、更には関係機関との間の調

整事務に至るまで、幅広い能力が求められます。また、業務担当部署が作成し

た情報化企画の妥当性を適切に評価する目も必要です。 

これに対応するために、引き続き外部で実施されている専門的な研修に該当

職員を派遣するなどして、計画的な技能習得に努めていきます。 

 

 

２ 県・他市町との連携 

平成 20年 8月、佐賀県及び県内全 20市町を構成員とする「佐賀県 ICT推進

機構」が設立されました。この組織は、自治体の ICT 導入を単独の自治体でそ

れぞれ進めるのでなく、相互に連携・協力しながら、情報システムの共同化・

ネットワーク化により、県内全体で ICT の導入と利活用を推進していくことを

目的としています。 

これまで、公共工事設計積算システムの共同利用化等により、費用対効果の

高いシステム導入を実現していますが、今後も他自治体との議論や意見交換を

深め、市町にとって共同調達・共同利用のメリットが高い案件を掘り起こし、

実現していくことで、業務運用の効率化を進めます。 
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第５章 佐賀市情報セキュリティポリシー 

 

 本市では、住民の個人情報等の情報資産を守り、情報セキュリティを確保す

るため、関係する手順や対応策を取りまとめ、「佐賀市情報セキュリティポリ

シー」として定めています。 

 これに基づき、今後も引き続き、全庁的な情報セキュリティの維持・強化を

図っていきます。 

 

 

 図９ 佐賀市情報セキュリティポリシーの基本構成 

 

 

１ 外部の脅威への対応 

いまやインターネットは、行政事務の実施にも必要不可欠な社会インフラで

あり、これを使わずに事務を実施することは不可能です。行政機関に対するサ

イバー攻撃やコンピューターウイルスの侵入等の脅威のうち、多くはインター

ネットを経由してやってきます。したがって、庁内のネットワークには、不正

な侵入や攻撃に対する各種の技術的な防護策を講じています。 

しかしながら、こうした外部の脅威は、常に新たなものが登場し、巧妙さと

悪質さを増す傾向にありますので、今後も情報収集を怠らず、常に最新のリス

ク状況を把握して、必要な対策をとっていきます。 

 

 

佐賀市の情報セキュリティに関する基本

的な方針や考え方を整理したもの 

基本方針に基づき情報セキュリティ対策

を実施する上で、厳守すべき行為や判断

基準を整理したもの 

佐賀市が運用する情報システムごとに対

策基準を反映させた具体的な手順書 

基本方針 

対策基準 

運用マニュアル 

・・・・・ 

・・・・ 

・・・ 
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２ 人の対策 

 個人情報を含む重要な情報資産の流出・漏えいにまつわる事件・事故の報道

が、後を絶ちません。今日、とりわけ大きな問題となっているのが、組織内部

の、または業務委託先の雇用者による情報の持ち出しです。いまや大量の情報

を一度にコピーして簡単に携帯することが可能であることから、情報セキュリ

ティを考える上で最も力を注ぐべきは、人的対策であるといえます。 

 そのため、本市職員に対しては、サイバー攻撃やウイルス対策などの外部の

脅威への対処の仕方に加えて、個人情報を含む業務上知り得た秘密の適正管理

や、情報保護の意識について、また業務委託時における委託先または再委託先

の事業者に対する監督義務について、研修教育を行うとともに徹底して指導し

てきました。社会保障・税番号制度においては、個人番号を含む個人情報は特

定個人情報と定義され、名寄せによる不正な収集・利用の危険性を防ぐため、

その収集、利用、提供及び管理に、一般の個人情報よりも更に厳格な法的規制

を定めています。本市においても、これに基づく適正な情報の取扱いと制度運

用について、あらためて職員研修による教育を行っていきます。 

 

 

３ 情報公開との両立 

情報セキュリティの確保は、本市が取扱う重要な情報資産を守り、適正な行

政サービスを実施し、ひいては行政運営に対する住民の信頼を得るための対策

として必要不可欠です。 

一方で、本市が保有する公文書を、市民からの請求に応じて開示する情報公

開の制度もまた、市政に対する市民の理解と信頼を深め、参加を推進し、公正

で開かれた市政を実現するための重要な仕組みです。本市のホームページに掲

載する情報についても、誰にとっても操作性が高く分かりやすい形で、広く公

開していくべきであり、今後は、掲載する情報を二次利用が可能なデータ形式

で公開することにも力を入れていきます。 

 

これらの一見して相反する２つの要件を同時に満たすには、バランスのとれ

た情報の管理・運用体制が求められます。特に、二次利用可能なデータの公開

などの新しい取組みに対しては、既存の体制との整合性を図る一方で、それが

もたらす社会的メリットを阻害しないよう十分留意し、必要があれば新たな運

用ルールを構築するなど、慎重に進めていく必要があります。 
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用語集 

 

ADSL（非対称デジタル加入者線） 

 Asymmetric Digital Subscriber Lineの略。一般のアナログ電話回線を通じてインター

ネット接続を行うための通信技術の一つ。一時は従来の方式より高速な通信ができたこと

から普及したが、現在はこれ以上の高速通信が比較的安価に実現できる光回線等が主流と

なっている。 

 

CIO（最高情報統括責任者） 

 Chief Information Officerの略。組織の ICT戦略を統括する担当役員。佐賀市では、市

の情報化施策の統括、情報通信技術を活用した業務改革、その他市長が指示する事項に関

する事務を所掌し、企画調整部長がその任に当たる。 

 

e-Tax（国税電子申告・納税システム） 

 自宅やオフィス、税理士事務所からインターネットを通じて、国税の申告や申請・届出

等の手続や国税の納付手続ができるサービスで、国税庁が運営している。 

 

GIS（地理情報システム） 

 Geographic Information System の略。道路や建物等のデータを位置情報と紐付けて電

子地図上に表示して管理できるシステム。統合型 GIS では、様々な業務分野の情報を一元

的に管理でき、それらを関係部署で共有して活用することで、事務の効率化やコスト削減

を図ることができる。 

 

ICカード 

 プラスチック製のカードに IC チップを埋め込み、情報を記録できるようにしたもの。

キャッシュカードやクレジットカードに利用されるほか、住民基本台帳カードや個人番号

カード、また鉄道・バス等の交通機関で使用できる ICカード乗車券などがある。 

 

ICT（情報通信技術） 

 Information and Communication Technologyの略。情報処理及び情報通信に関する技術

の総称であるが、これを利用した機器やサービスを指すこともある。別に IT（Information 

Technology; 情報技術）という言葉があるが、ICTでは特にコミュニケーションの重要性が

加味されている。 

 

ICTガバナンス 

 組織において ICTを戦略的に取り入れ、その効果を継続的に管理していくための仕組み。 

 

LAN（ラン、構内通信網） 

 Local Area Networkの略。一つの業務フロアや事業所内、あるいは建物内など、比較的
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限られた範囲においてコンピューターやプリンター等の情報通信機器を接続して運用する

ネットワークのこと。 

 

LINE（ライン） 

 2011年に LINE社がサービス提供を開始した SNS。利用者は、スマートフォンやパソコ

ンから、無料通話、メッセージ交換、その他関連アプリ等を利用できる。メッセージ交換

では「スタンプ」と呼ばれる絵文字を利用でき、一部のスタンプは有料で提供されている。 

 

NPO（民間非営利組織） 

 Nonprofit Organization の略。行政や企業に属さずに社会的活動を行う非営利の組織の

こと。法人格の有無や種類は問わない。NPOのうち、市民に支えられている組織を「市民

活動団体」と呼んだり、ボランティアで構成されている団体を「ボランティア団体」と呼

んだりすることもある。また、自治会をはじめとする地域を基盤にした地縁型組織も NPO

の範囲に含まれる。 

 

O2O（オー・ツー・オー） 

 Online to Offlineの略。事業者が、ホームページや SNS等のインターネット上で展開す

るサービス通じて、顧客を実店舗に呼び込むための工夫を凝らした情報発信を行い、消費

者との新たな関係を形成しながら店舗での消費を促そうという取組み。 

 

SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス） 

 Social Networking Serviceの略。インターネット上で運用される、利用登録者間の情報

交流を通じて、人と人との社会的つながりを形成するようなサービスのこと。代表的なも

のとして、ツイッターやフェイスブック、LINEなどがある。 

 

アプリ 

 アプリケーションを略した言葉であるが、主にスマートフォンやタブレット端末で、利

用者が有償・無償で自由に導入して使用できるソフトウェアのことを指して使われる。 

 

インキュベートルーム 

 新たに会社や事業を始めようとしている人や、創業間もない中小企業事業者に対し、比

較的低料金で事業スペースを提供し、入居者や利用者に対する経営や技術面に関するサ

ポートを行う施設のこと。 

 

インターネットカフェ 

 顧客に対し、インターネットを利用できるパソコン等を有料で提供している店舗のこと。 

 

インターネット市政モニター 

 自治体が、インターネットを通じて市政に対する市民の意向を把握することを目的に設

置しているアンケート制度のこと。制度の登録者には、自治体から電子メール等でアンケー

トが送信され、回答は市政やまちづくりに活かされる。 
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オープンデータ 

 公共機関が保有している多種多様なデータを、コンピューターによる判読・解析が可能

な形式で公開したもの。公開されたデータは、営利・非営利を問わず、利用（再利用を含

む。）可能とすることで、今までにない新たな社会的・経済的価値が創出され得るという考

え方が、世界的に広まっている。 

 

基幹行政システム 

 自治体が運用する、住民基本台帳業務や税務、国民健康保険業務等の住民情報に基づく

業務を行うための情報システム。 

 

業務継続計画 

 大規模災害等の非常事態の発生を想定して、あらかじめ優先的に継続すべき業務を選定

しておき、その業務を非常事態下で遂行するのに必要な人員、機材、電気・水道等の資源

を確保できる体制や、業務を通常状態にまで復旧する手順等を、計画としてまとめもの。

略称では BCP（Business Continuity Plan）と呼ばれる。 

 

クラウド（クラウドコンピューティング） 

 コンピューターや情報システムの運用形態を表わす言葉。利用者がコンピューターで何

かをしようとする場合、従来は、そのためのハードウェアとソフトウェアを自前で調達し

て運用するしかなかった。クラウドコンピューティングでは、利用者は特別なハードウェ

アやソフトウェアを直接所有せず、インターネットを通じて必要な機能をサービス利用料

を支払って利用することになる。 

 

高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（IT総合戦略本部） 

情報通信技術の発達により、社会経済構造の変化が急激かつ世界規模で生じていること

から、高度情報化社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進することを目的に、平

成 13年 1月に内閣に設置された組織のこと。内閣総理大臣が本部長を務め、全ての国務大

臣、内閣通信政策監、その他内閣総理大臣が任命する者で構成される。 

 

個人番号（マイナンバー） 

 社会保障・税番号制度の施行に伴い、住民票を有する国民一人ひとりに付番して、社会

保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が

同一人の情報であることを確認するために活用される 12桁の番号。平成 27年 10月から通

知が始まり、平成 28年 1月から実際に住民サービスに利用される。 

 

個人番号カード 

 社会保障・税番号制度の施行に伴って導入される IC カードのこと。券面に氏名、住所、

生年月日、性別、個人番号（マイナンバー）等が記載され、本人の顔写真が表示される。

平成 27年 10月以降に個人番号が通知された後、申請により、平成 28年１月から、個人番

号カードの交付を受けることができる。 

カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、IC チップに搭載された
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電子証明書を用いて e-Tax（国税電子申告・納税システム）等の電子申請が行えるほか、各

自治体が条例で定めるサービスにも使用できる。 

 

コンピューターウイルス 

 他人のコンピューターに勝手に入り込んで悪さをするプログラム。電子メールやホーム

ページで取得したファイルや、USB メモリ等の外部記憶媒体を経由して感染するほか、ウ

イルス感染したホームページを閲覧するだけで感染が広がるようなものもある。 

 

サイバー攻撃 

 コンピューター等の情報通信機器に対し、不正侵入や大量のデータ送信などを通じて、

その正常運用を妨げるような妨害行為。 

 

シティプロモーション 

 地元のさまざまな魅力を、ときに新たに発掘または創出しながらＰＲすることで、地域

に対する住民の愛着形成を促すとともに、それらの情報を外に向けて積極的に売り込み、

知名度の向上と観光振興を図る活動。 

 

自動交付機 

 証明書自動交付機。市役所の窓口で申請手続をすることなく、利用カードを挿し込んで

画面上で必要事項を選択すると、住民票の写しや印鑑登録証明書等を取得できる機械。 

 

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度） 

 各機関に存在する個人や法人の情報を、同一の人物や法人の情報であると特定し、それ

らの機関の間で効率的かつ安全に情報連携を行う制度。社会保障・税・災害対応の分野に

おいて、行政サービスの効率性・透明性・公平性を高め、住民にとって利便性の高い公平・

公正な社会を実現するための基盤となる。 

 

住基カード（住民基本台帳カード） 

 住民票のある市区町村において交付が受けられる ICカード。券面には氏名、住所、生年

月日、性別等が記載され、希望に応じて顔写真のあるものとないものが選べる。顔写真の

あるものは、本人確認用の身分証明証として利用できる。転入転出手続の特例が受けられ

るほか、自治体が行う独自サービスでも利用できる。 

 なお、社会保障・税番号制度の導入に伴い、平成 28年 1月以降は住基カードの新規発行

はなくなり、代わりに個人番号カードが発行されることになる。 

 

情報資産 

 組織の業務遂行に使用される情報と、その情報を管理する仕組みの総称。情報を管理す

る仕組みとは、情報システムと、その開発、運用及び保守を行うための資料等を表わす。 

 

情報セキュリティ 

 保有する情報が外部に流出したり、不正に改ざん・消去されたり、必要な情報が急に参
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照できなくなったりしないよう、情報の機密性（決められた人だけが決められた情報だけ

を取扱えること。）、完全性（正しい情報が正しいまま、破壊、改ざんまたは消去されてい

ないこと。）、可用性（必要なときに必要な情報が利用可能であること。）の３つを維持する

こと。 

 

情報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基本方針、体制及び対策等を包括的に定め

た文書のこと。 

 

情報通信業 

我が国の産業の範囲を定め、統計調査の結果を体系的に示すのに用いられる日本標準産

業分類に基づき定義されている産業の一つ。情報の伝達を行う事業所、情報の処理、提供

などのサービスを行う事業所、インターネットに附随したサービスを提供する事業所及び

伝達することを目的として情報の加工を行う事業所が、これに分類される。 

 

情報バリアフリー 

 情報通信技術が社会に広まり浸透していく中で、その恩恵を受けられない人が出ること

なく、誰もが利便性を享受できるように配慮されていること。 

 

情報リテラシー 

 インターネットやパソコン等を活用して情報を入手したり活用したりするための知識や

能力のこと。 

 

スマートフォン 

 表面の大部分がタッチパネル式の液晶画面になっている携帯電話。画面が大きいため、

よりパソコンに近い使用ができるほか、用途に応じたさまざまな「アプリ」と呼ばれる専

用ソフトウェアを導入できるなど、利用範囲が幅広い。 

 

ソーシャルメディア 

 主として文章による情報発信や情報交流を通じて、新たな人と人との社会的つながりを

生じたり、つながりを介して情報が拡散されたり、またそうした情報交流のやり取りを誰

もが閲覧できるように設計された仕組み。今日の代表的なものとしては、SNSであるツイッ

ターやフェイスブックのほか、電子掲示板やブログもこれに含まれる。 

 

タブレット端末 

 タッチパネル式の液晶画面を表面に配した板状の携帯情報端末。パソコンに近い用途で

使用できる一方、パソコンより薄くて軽いことから持ち運びに適している。 

 

チカラット（佐賀市市民活動応援制度） 

 市民活動団体の活動基盤を強化し、市民のまちづくりへの参画と実践を進めるために、

市民活動団体が行う公益的事業に対して支援金を交付する佐賀市市民活動応援制度のこと。
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市民活動団体が行う事業の中から、一般の市民が応援したいと思う事業を選んで投票（届

出）し、その投票数に応じて支援金が交付される。 

 

データセンター 

 各種のコンピューターその他の情報通信装置を集約的に設置し運用することを目的とし

た建物の総称。停電や火災、地震などに対し強固な対策が取られており、継続した安定運

用が不可欠な情報システムの運用に適している。 

 

データ放送 

 主に地上デジタル放送において、テレビ番組の関連情報のほか、ニュース、天気予報、

地域の情報など、番組の映像放送と同時に提供されている放送。 

 

デジタル教科書 

既存の教科書と同じテキストや画像の他に、音声や動画等のデータを交えて構成され、

電子黒板やパソコン上で使用する教材。画面の拡大縮小や自由な書き込みができるなど、

授業の理解を促すための工夫がされている。 

 

電子黒板 

 従来の黒板の替わりに、大型の画面上にパソコンで作った資料や市販の DVDソフト等の

教材を投影したり、パソコンを使って授業を受けている児童生徒の画面を一つひとつ映し

出して指導したりできる教育用機器。 

 

電子申請 

 インターネットに接続されたパソコンや携帯電話を利用して行うことができる各種申請

や届出等のこと。 

 

ネットスーパー 

 店舗で販売している食料品や日用品などを、インターネットで注文を受け付け、商品を

自宅まで配達してもらえるサービス。 

 

バスロケーションシステム 

 パソコンや携帯電話または専用の案内板等を通じて、路線バスが今どこを走っているの

か確認できる仕組み。 

 

ビッグデータ 

今までは収集・分析することが困難だった、もしかしたら役に立つかもしれない多種多

量のデータのこと。コンピューターの処理性能の向上によって、非常に莫大な量のデータ

や、SNS での個人の発言のような非定型情報も含む多様なデータ、各種のセンサーがリア

ルタイムで捉え次々と生成されるようなデータ等を収集し解析することが可能になってき

た。これらを活用することで、異変の察知や近未来の予測等を通じて、顧客それぞれのニー

ズに即したサービスの提供や業務運営の効率化、また新産業の創出等の新たな知見の発見
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につながることが期待されている。 

 

フェイスブック 

 イギリスのフェイスブック社がインターネット上で提供している SNS。利用者は原則実

名でプロフィール登録を行い、自身の近況等に関し情報発信を行う。出身地や出身校、勤

務先などの情報から友人・知人などを検索でき、気に入った相手を「友達」登録すると、

相手の発信内容が自分のページに表示される。内容がよかったら「いいね！」をクリック

し、互いのつながりを深める。 

 

ブラウザ 

 パソコンやスマートフォン、タブレット端末等で使用するホームページを閲覧するため

のソフトウェア。 

 

ブロードバンド環境 

比較的大容量のデータを高速に送受信できるインターネットの通信環境のことで、代表

的なものとして、光回線やケーブルテレビ回線がこれに該当する。 

 

ホームページ 

インターネット上で、パソコンやスマートフォンのブラウザを通じて、文字や画像など

の情報をレイアウトして発信する仕組み。文章中の語句や画像に埋め込まれたリンクをた

どると、関係する別の情報が表示され、様々な情報がリンクを通じて網の目状に張り巡ら

された形になっている。 

本来は、ブラウザに表示される一つひとつのページを「Webページ」、インターネットの

同じ場所（ドメイン）にあるひとまとまりのWebページ群を「Webサイト」と言い、「ホー

ムページ」とは、ブラウザを開いて最初に表示されるWebページ、またはWebサイトのう

ち最初に表示される Web ページのことを指す。しかしながら、現在は Web ページも Web

サイトも、ホームページと区別されずに呼ばれることが多くなっている。 

 

まちｉネット 

 佐賀市が平成 23年度に導入した、本庁舎１階の窓口の待ち人数を、市のホームページか

らリアルタイムで確認できる仕組みの愛称。実現に当たって、福岡市早良区が同様の目的

で実施していた「ウェルカメラネット」を参考にした。 

 

ミドルウェア 

 情報システム等を運用する場合に、コンピューターの OS（オペレーティングシステム）

とアプリケーションソフトウェアの間で、両者の機能を仲介しながら働くソフトウェアの

こと。代表的なものとして、データベースソフトウェアが挙げられる。 

 

無線 LAN 

 情報通信機器の間を、ケーブルで配線するのでなく、無線電波を介した通信によって形

成するネットワークのこと。代表的な通信規格として、Wi-FiとWiMAXがある。誰もが自
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由に利用できるように開放されている無線 LANは、「公衆無線 LAN」と呼ばれる。 

 

メールマガジン（メルマガ） 

 発行者が特定のテーマに関する情報を編集し、電子メールで購読希望者に定期的に配信

するサービス。 

 

ユビキタス 

 「いたるところに、あまねく存在する」という意味の言葉で、いつでも・どこでも必要

な情報にアクセスできる状況を表わす言葉として用いられる。 

 

ワンストップ（ワンストップ・サービス） 

 あるサービスを利用する場合に、一回の手続または一箇所の窓口で関係の事務処理がす

べて完了すること。 
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