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第１章 改定に当たって 

 

１ 改定の趣旨 
 佐賀市では、情報通信技術（以下、「ICT1」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。 

 

2014 年度（平成 26 年度）に策定した『佐賀市 ICT 推進指針』（以下、「前指

針」という。）では、『第 2 次佐賀市総合計画』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し、これに沿って個別の取組を展開してき

ました。 

 その結果、前指針の対象期間であった 2015 年度（平成 27 年度）から 2019 年

度（令和元年度）までの 5 年間、初めに想定した具体的な取組を、おおむね計画

的に進めていくことができました。また、策定当時には予測できなかったような

ICT の進展や社会情勢の変化に伴い必要となった新たな取組についても、その

都度前指針に定めた基本的な方向性との整合性を確認しながら、一つひとつ導

入の是非を検討していくやり方で実施したことにより、全体として方針からぶ

れることなく、必要な分野で必要な展開ができたと考えています。 

 

今なお続く ICT の絶え間ない進展が向かう方角と、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、2020 年度（令和 2 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。）を改

定し、これにしたがい、個別の取組を着実に推進していくこととします。 

                                            
1 ICT：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。 
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２ 本指針の位置付け 

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、2015 年度（平成 27 年度）

から 2024 年度（令和 6 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、本市の置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」のアンケート結果等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、2020 年度（令和 2 年度）を開始年度とし、『第 2 次佐賀市総合

計画』の終期である 2024 年度（令和 6 年度）までの 5 年間を対象期間としま

す。 

 

 

４ 検証と社会情勢の変化への対応 
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、本指針の具体的な取組について、進捗の

状況を随時把握するとともに、社会情勢の変化を確認し、必要な場合には速やか

に内容を見直すこととします。また、市民サービスの向上や業務改善に有効な

ICT の製品やサービスも適切なタイミングで取入れることとします。 
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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 

2014 年度（平成 26 年度）に策定した前指針では、本市の ICT 推進の基本的

な方向性として次の 3 点を定め、合計 37 の具体的な取組を掲げました。 

 

○ 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１ 前指針に掲げた基本的な方向性 
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その進捗について前指針の対象期間の最終年度である 2019 年度（令和元年度）

に検証を行って、結果を表 1 から表 3 までに取りまとめました。前指針に掲げ

た取組 37 件、すべてが「完了又は実施継続」でした。 

 

表１ ICT で情報の発信・共有の更なる推進（前指針で掲げた取組の状況） 

No. 
具体的な取組 

担当部署 

取組の状況 

具体的な取組の実施内容・実績 

1 ホームページの充実 秘書課 

実施継続 

2018 年（平成 30 年）3 月にウェブアクセシビリティ2チェックを実施し、誰に

とっても使いやすいホームページになっているかの現状確認と改善に努めまし

た。 
今後も毎年チェックを行い改善していきます。 

2 ケーブルテレビによる情報発信 秘書課 

実施継続 

佐賀市公式ホームページに掲載している市政情報を地元ケーブルテレビ3局に提

供することで、インターネット環境のない方への情報発信に努めました。 
また、データ放送4は今後も引き続き行います。 

3 地域からの情報発信 協働推進課 

実施継続 

毎年、ライター研修を行うとともに、情報発信の主体であるまちづくり協議会と

の情報交換を行い、使いやすく見やすいホームページ「つながるさがし」を運営

しています。 
2018 年（平成 30 年）にサイトデザインの改修、コンテンツ管理システム5のバー

ジョンアップ等を実施しました。 

4 市営バスロケーションシステム導入検

討 
交通局、企画政策課 

実施継続 

2017 年（平成 29 年）にバスの現在地、遅延情報をスマートフォン等で確認でき

るバスロケーションシステムを市営バス全台に導入しました。スマートフォン・

タブレットアプリ「PINA（ピナ）」、「MOKUIKU（モクイク）」で接近、遅延情報

を確認ができます。 

 

                                            
2 ウェブアクセシビリティ：障がいの有無、年齢等の条件に関係なく、誰もが同じように

インターネットで提供される情報を利用できること。 
3 ケーブルテレビ：ケーブルを用いて行う有線放送（ラジオを除く。）のこと。ケーブル

テレビ局では、地上波テレビ放送・BS テレビ放送・CS テレビ放送を放送事業者から受信

し業務区域内に再送信するほかに、自主制作したテレビ番組を個別チャンネルに載せて放

送している。 
4 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、地域の情報等、番組の映像放送と同時に提供されている放送。リモコンの

ｄ（データ）ボタンを押すことで見られる。 
5 コンテンツ管理システム：ホームページを編集するためのシステムのこと。 
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5 シティプロモーション6の推進 秘書課 

実施継続 

佐賀市シティプロモーション室の佐賀市公式 SNS7のフェイスブック、インスタ

グラムを随時更新し、その時々の旬な情報をタイムリーに発信しました。今後も

継続して随時更新を行います。 

6 魅力ある観光情報の発信 観光振興課 

実施継続 

佐賀市公式 SNS の LINE による観光情報も発信、インバウンド8誘客策として、

イメージ動画の海外への広告配信、観光協会等への委託による中国や韓国に向け

たフェイスブックによる情報発信を実施しました。 

7 商工メルマガによる情報提供促進 商業振興課 

完了 

2016 年度（平成 28 年度）まで事業者の方に役立つ情報、セミナー等の案内を配

信しました。メールマガジン配信開始当初と比較し、画像等で情報を得るスマー

トフォン利用者が増加し、文字のみのメールマガジンでは訴求力が低いため終了

しました。 
メールマガジン発信回数：定期 24 回、臨時増刊 8 回 

8 防災情報の発信 消防防災課 

実施継続 

2013 年（平成 25 年）10 月から「さがんメール」の運用を開始し、現在約 3 万人

の登録者が利用しています。 
2014 年（平成 26 年）には「防災ハイブリッドラジオ」を導入し、2 局での放送

を実施しています。自治会長や民生委員、施設等には無償貸与を行っています。 

9 インターネットのトラブル防止のため

の啓発活動 
生活安全課 

実施継続 

2018 年度（平成 30 年度）の実績 
・職員出前講座(48 回）及び啓発行事（大学等入学式チラシ配布 3 回、佐賀市内

中学 3 年生チラシ配布 24 回）の実施 
・市報（1 回）、市ホームページ（2 回）への掲載 
・消費生活サポーター養成講座開催（2 回） 

 

  

                                            
6 シティプロモーション：地元のさまざまな魅力を、ときに新たに発掘又は創出しながら

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。 
7 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、フェイス

ブック、LINE 等がある。 
8 インバウンド：外国人が日本へ訪れてくる旅行のこと。 
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表２ ICT で暮らしの場面に応じた質の高いサービスの提供（前指針で掲げた取組の状況） 

No. 
具体的な取組 

担当部署 

取組の状況 

具体的な取組の実施内容・実績 

1 社会保障・税番号（マイナンバー9）制

度への対応 
情報課 

実施継続 

2016 年（平成 28 年）1 月に佐賀市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例を施行し、その後、2017 年（平成 29 年）6 月に独自利用事務（7 事務）

を追加しました。 

2 福祉総合窓口システムの導入 福祉総務課 

実施継続 

2015 年（平成 27 年）10 月に福祉総合窓口システムの運用を開始しました。相談

者の世帯単位での保健福祉サービスの受給状況や提案できるサービス候補の確

認、また、関係部署内間で相談内容の共有を行うことで、相談者に対する最適な

保健福祉サービスの提案を実施しています。 

3 クレジットカード納付の開始 納税課 

実施継続 

2015 年度（平成 27 年度）から、金融機関等、コンビニエンスストアに加え、パ

ソコンやスマートフォンからインターネットを利用して、クレジットカード決済

での納付が可能になりました。 

4 コンビニエンスストアでの証明書交付 市民生活課 

実施継続 

2016 年（平成 28 年）1 月から、コンビニエンスストアのマルチコピー機から住

民票、印艦登録証明書、所得課税証明書、納税証明書が取得できるようになりま

した。 

5 市営バス ICカード10システムの導入検

討 
交通局、企画政策課 

実施継続 

2016 年度（平成 28 年度）に全国相互利用可能な交通系 IC カード「nimoca」を

導入しました。2018 年度（平成 30 年度）には、他社での導入も完了し、佐賀市

内を走るすべての路線バスで nimoca が利用できるようになりました。 

6 障がい者への支援 障がい福祉課 

実施継続 

市が委託している障害者地域活動支援センターには、文書作成や表計算処理、

SNS 等のインターネットの活用等の講習会を実施している事業所があります。ま

た、県指定の就労移行支援事業所では、本人の障がい特性・希望により、就労に

向けたパソコンの操作習得を訓練に取り入れています。 

                                            
9 マイナンバー（個人番号）：「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律」に基づき、住民票を有するすべての住民（外国人を含む）一人ひとりが

持つ 12 桁の番号。 
社会保障・税・災害対策の 3 分野で、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。2015 年（平成 27 年）10 月から通知が始まり、

2016 年（平成 28 年）1 月から実際に利用が開始された。 
10 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、個人番号カード、又

は鉄道、バス等の交通機関で使用できる IC カード乗車券等がある。 
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7 高齢者への支援 高齢福祉課 

実施継続 

高齢者のいきがい作り及び若手高齢者の組織化を目的とし、佐賀市老人クラブ連

合会が開催するパソコン教室に助成を行いました。パソコン教室では、簡単な文

章作成、表計算、インターネット等を学習できます。 

8 市民活動団体への支援 協働推進課 

完了 

2015 年度（平成 27 年度）から 2016 年度（平成 28 年度）まで市民活動応援制度

申請団体に対し、会計システムの提供と講習会を開催し、団体の基盤強化を支援

しました。 

9 公衆無線 LAN11の整備 観光振興課、商業振興課、文化振興課、

農業振興課、社会教育課 

実施継続 

2014 年度（平成 26 年度）から 2015 年度（平成 27 年度）にかけて、佐賀駅観光

案内所、街なか交流広場（656 広場）、佐賀市文化会館等に無料の公衆無線 LAN
スポット12を整備しました。 

10 生産者の ICT 活用等による販売拡大支

援 
農業振興課 

実施継続 

佐賀市特産物振興協議会の運営する「うまさが王国」ホームページで、農業者が

開設しているホームページを紹介する「農家紹介」を設け、随時更新しています。 

11 事業者の ICT 活用支援 商業振興課 

実施継続 

外部講師を招き、マイクロソフトの最新テクノロジーと、Society5.013等、情報化

社会、仕事を取り巻く環境等についての講演会を開催しました。今後も ICT に関

する講演会等を実施する予定です。 
また、ネットプロモーション14の推進、キャッシュレス決済15の導入に関する事業

者向けセミナーも開催する予定です。 

12 新産業の創出支援 工業振興課 

実施継続 

2018 年度（平成 30 年度）の実績 
・ICT 関連企業家のインキュベートルーム16の入居件数：6 件 

                                            
11 公衆無線 LAN：無線ＬＡＮを利用したインターネットへの接続を提供するサービスで

あり、誰もが自由に利用できるよう解放されているもの。 
12 公衆無線 LAN スポット：公衆無線 LAN に、誰でも自由にアクセスできる環境を提供

している場所のこと。 
13 Society5.0：「狩猟社会」「農耕社会」「工業社会」「情報社会」に続く、人類史上 5 番目

の新たな社会を科学技術革新により生み出していくとして政府が提唱。サイバー空間（仮

想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、新しい価値

やサービスを創出し、経済成長や社会課題の解決につなげ、さらには社会変革につなげて

いくとするもの。 
14 ネットプロモーション：インターネットを利用した広告、PR 等を行うこと。 
15 キャッシュレス決済：現金を必要とせずにクレジットカード、電子マネー、口座振替等

による決済方法のこと。スマートフォンによる QR コード決済もある。 
16 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。 
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13 教育用 ICT 機器の整備 学校教育課 

実施継続 

2014 年度（平成 26 年度）に全小中学校への電子黒板の整備が完了しました。デ

ジタル教科書等のソフトウェアを併せて整備することで、授業の中での利活用を

促進しています。 
2014 年度（平成 26 年度）からは、パソコン教室の学習者用端末について、画面

を取り外しタブレット端末として利用できるハイブリッド型を採用し、2018 年度

（平成 30 年度）に全小中学校での切替えが完了しました。学習支援ソフトウェア

を併せて整備することで、電子黒板と連携することができ、普通教室での利活用

も促進しています。 

14 情報活用力の育成と情報モラル教育の

実施 
学校教育課 

実施継続 

様々な教科の中で、パソコンを活用した発表や調べもの学習を実施しています。

また、授業の中で児童生徒の発達度合に応じた情報モラル教育を実施し、併せて

保護者向けに作成した情報モラル通信を年 2 回発行しています。 

15 インターネットを利用した授業交流 学校教育課 

実施継続 

ビデオ会議システムを導入し、オーストラリアの学校と交流授業を行うなど、イ

ンターネットを利用した授業交流を実施しています。 

16 校務の効率化 学校教育課 

実施継続 

2015 年度（平成 27 年度）から、佐賀県が提供する校務支援システム「SEI-Net」
の利用を開始しました。 
当初は、小学校では出席簿、中学校では出席簿及び指導要録の利用を行い、2016
年度（平成 28 年度）からは小学校でも指導要録の利用を開始しました。 

17 地域における学びの場の確保 公民館支援課 

実施継続 

市立公民館等（東与賀町、久保田町は農村環境改善センター）においては、2014
年度（平成 26 年度）から無線 LAN 環境を整備しました。公民館事業としてパソ

コン、タブレット等の ICT を活用した講座を開催し、市民が地域活動等に ICT を

活用するための支援を行います。 

18 消費者のトラブル回避と安全確保のた

めの連携強化 
生活安全課 

実施継続 

2018 年度（平成 30 年度）の実績 
・職員出前講座(48 回）及び啓発行事（大学等入学式チラシ配布 3 回、佐賀市内

中学 3 年生チラシ配布 24 回）の実施 
・市報（1 回）、市ホームページ（2 回）への掲載 
・消費生活サポーター養成講座開催（2 回） 
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表３ ICT で効果的な行政事務の改革・改善（前指針で掲げた取組の状況） 

No. 
具体的な取組 

担当部署 

取組の状況 

具体的な取組の実施内容・実績 

1 データセンター17の活用 情報課、各業務担当部署 

実施継続 

これまで本庁舎内に設置し職員で管理していたサーバ等をデータセンターへ移設

し、クラウドサービスを利用することで、職員の負担軽減を図りました。 
電子文書・財務管理システム、情報系システム等の重要な事務支援システムを移

設しました。 

2 公園管理のシステム化 緑化推進課 

実施継続 

2013 年度（平成 25 年度）から、佐賀市都市公園施設長寿命化修繕計画の策定に

伴い、公園内の施設に関する情報を一元管理するために使用しています。 

3 職員の情報セキュリティ意識の向上 情報課 

実施継続 

2016 年（平成 28 年）1 月に「佐賀市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に

関する条例」を制定以降、e ラーニング18による研修を、マイナンバー利用実担当

職員に対して実施しています。 
また、全部署に対して、情報セキュリティに関する e ラーニング研修を実施して

います。 

4 支所窓口サービスの円滑な提供 企画政策課 

実施継続 

2015 年度（平成 27 年度）から、タブレット端末を支所と本庁の窓口担当の部署

に配置し、テレビ電話の機能を利用した相談ができるしくみを導入しました。ま

た、窓口業務の研修を実施する際、支所職員についてはタブレット端末のテレビ

電話機能を用いて研修に参加しています。 

5 基幹行政システム19のクラウド20化 情報課 

実施継続 

2016 年（平成 28 年）1 月から、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21を、データセンターに設置し、運用

環境の構築及び管理業務の軽減を図りました。 

                                            
17 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、火災、地震等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。 
18 e ラーニング：electronic learning の略。インターネットを利用した学習形態のこと。

集合研修と異なり、特定の時間に特定の場所へ行くことなく学習できる。 
19 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。 
20 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。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にサービス利用料を支

払って利用することができる。 
21 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。 
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6 タブレット端末の利活用推進 情報課 

実施継続 

国内外における佐賀市の PR、出前講座等での利用、職員出張時における利用、幹

部職員が参加する会議におけるペーパーレス22会議の実施等、効果を発揮してい

ます。 

7 文書事務の電子化 総務法制課 

実施継続 

2015 年（平成 27 年）4 月から文書管理システムを導入し、文書の収受、起案か

ら廃棄までの一連の文書管理をシステムにより行っています。 

8 森林 GIS23の活用 森林整備課 

実施継続 

紙ベースで管理していた、森林関係情報を森林 GIS で一元管理を行い、佐賀市森

林整備計画等に活用を行っています。2019 年度（令和元年度）からは、林地台帳

制度のデータ整備・管理に活用しています。 

9 ICT ガバナンス24の強化 情報課 

実施継続 

毎年度、情報システムの新規導入、機器更新、大規模改修の予算化に当たり、事

前に最高情報統括責任者（CIO）による審査を実施しています。 
また、導入後のフォローアップ（効果測定）も実施しています。 

10 情報システムの共同調達・共同利用の

推進 
情報課 

実施継続 

庁内においては、建設・上下水道部門で CAD ソフトの共同調達・共同利用を実

施しました。 
また、県や県内他市町との共同調達・共同利用においては、佐賀県 ICT 推進機構

にて必要に応じて検討しています。 

 

  

                                            
22 ペーパーレス：会議等で使う資料を紙媒体ではなく、PDF 等の電子ファイルに置き換

えること。大量に資料を作成する場合等にコスト削減効果がある。 
23 GIS：Geographic Information System の略。空間上の特定の地点又は区域の位置を示

す情報（地理空間情報）の地理的な把握又は分析を可能とするため、電磁的方式により記

録された地理空間情報を、電子計算機を使用して電子地図上で一体的に処理する情報シス

テムのこと。 
24 ICT ガバナンス：組織において ICT を戦略的に取入れ、その効果を継続的に管理して

いくための仕組み。 
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 なお、対象期間中には、初めに設定した具体的な取組以外にも、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４ 前指針の対象期間（2015 年度（平成 27 年度）～2019 年度（令和元年度））におけ

る、前指針で掲げた具体的な取組以外に実施した取組 

基本的な方向性 実施時期 
具体的な取組事例 

（担当部署） 
内容 

ICT で情報の発

信・共有の更なる

推進 

2017 年度 
(H29 年度) 

オープンデータ25掲載開

始 
（情報課） 

佐賀市が保有する情報を二

次利用しやすい形式でオー

プンデータカタログサイト

に掲載を開始しました。 

佐野常民記念館公式ツ

イッター 
（社会教育課） 

佐野常民記念館のイベント、

企画展等の情報発信を開始

しました。 

2018 年度 
(H30 年度） 

佐賀市文化財情報公式

フェイスブック 
（文化振興課） 

佐賀市は埋蔵文化財の宝庫

で、貴重な遺跡が数多く存在

します。シンポジウム、企画

展、発掘調査現地説明会等文

化財に関する情報発信を開

始しました。 

2019 年度 
(R1 年度) 

ごみ出しガイド 
（環境政策課） 

外国人のために、ごみの出し

方についての動画を佐賀市

ホームページで公開しまし

た。 

ICT で暮らしの

場面に応じた質

の高いサービス

提供 

2016 年度 
(H28 年度) 

子育てアプリ「にこさが」 
（健康づくり課） 

緊急時の連絡先や対応方法、

妊娠･出産や子育てに関する

情報、佐賀市が提供する地域

に特化した情報に加え、マッ

プ機能、カレンダー機能等を

備えた、スマートフォン・タ

ブレットアプリを配信開始

しました。 

 

  

                                            
25 オープンデータ：国、地方公共団体及び事業者が保有する官民データのうち、国民誰も

がインターネット等を通じて容易に利用（加工、編集、再配布等）できるよう、①営利目

的、非営利目的を問わず二次利用可能なルールが適用されており、②機械判読に適し、③

無償で利用できるものを指す。 
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ICT で暮らしの

場面に応じた質

の高いサービス

提供 

2017 年度 
(H29 年度) 

「シギの恩返し米」プロ

ジェクト 
（農業振興課） 

スマート農業を導入した米

作りを実施しました。肥料散

布、田植えから収穫までの

間、ドローンを使用してたん

ぼを撮影し、生育状況の調

査・解析を行いました。 

2019 年度 
(R1 年度) 

キャッシュレス決済の支

援 
（商業振興課） 

増加する外国人観光客等の

消費を効果的に獲得するた

めの環境を、ICT を活用して

整え、地域経済の活性化を図

りました。 

ICT で効果的な

行政事務の改革・

改善 

2016 年度 
(H28 年度) 

国土調査成果管理システ

ムの導入 
（都市政策課） 

国土調査成果を紙面で管理

していましたが、資料のデー

タ化と検索システムを整備

しました。 

有害鳥獣捕獲管理システ

ムの導入 
（農業振興課） 

イノシシによる農作物被害

軽減を目的として、感知セン

サーとスマートフォン等電

子端末の連携による効果的

なイノシシ捕獲を行えるよ

う整備しました。 

2017 年度 
(H29 年度) 

空き家台帳システムの導

入 
（建築指導課） 

市内の空き家について、相談

履歴、危険度や管理・対応状

況について一元管理ができ、 
空き家バンク等の利活用情

報も併せて管理できるシス

テムを整備しました。 

家庭児童相談システムの

導入 
（こども家庭課） 

児童の健全育成のための各

種記録の管理、資料作成を効

率的且つ迅速に行うことで

市民サービスの向上を目的

としたシステムを整備しま

した。 

2019 年度 
(R1 年度) 

議事録作成支援システム

の導入 
（企画政策課） 

AI26技術を活用した、会議等

の音声データの文字データ

に変換するシステムを整備

しました。 

RPA27システムの導入 
（企画政策課） 

パソコン上の定型処理を、ソ

フトウェアに登録すること

で処理を自動化できる PRA
ソフトを導入し、事務の効率

化を図りました。 

                                            
26 AI：Artificial Intelligence の略。コンピューターを使って、学習、推論、判断等人間の

知能のはたらきを人工的に実現したもの。 
27 RPA：robotic process automation の略。デスクワーク（主に定型作業）を、自動処理

するテクノロジーのこと。 
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ICT で効果的な

行政事務の改革・

改善 

2019 年度 
(R1 年度) 

AI-OCR28システムの導

入 
（企画政策課） 

AI 技術を活用した、申請書等

の手書き文字を文字データ

に変換するシステムを整備

しました。RPA ソフトと連携

させることで、事務の効率化

を図りました。 

保育所 AI 入所選考シス

テムの導入 
（企画政策課） 

手作業で行っていた入所調

整事務の一部に、AI 技術を利

用した入所選考システムを

導入することで、事務の効率

化を図りました。 

 

 

 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従い、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、5 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。 

  

                                            
28 AI-OCR：手書きも含め、紙に書かれた文字を認識してデジタル化する技術のこと。 
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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

以下に取上げ、5 年前の値と比べてみました。参考として、全国における値も併

せて掲載し、本市の状況と比べてみました。 

 

表５ 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 

① インターネット利用状況（世帯） 
 85.7％ 86.0％ 

5 年前 83.7％ 84.9％ 

② パソコン保有状況（世帯） 
 71.0％ 74.0％ 

5 年前 76.7％ 81.7％ 

③ スマートフォン保有状況（個人） 
 61.4％ 64.7％ 

5 年前 36.0％ 39.1％ 

④ 
小・中学校の高速回線接続率 
（30Mbps 以上） 

 100％ 93.4％ 

5 年前 50.9％ 79.0％ 

⑤ 小・中学校の普通教室の LAN 整備率 
 100％ 90.2％ 

5 年前 88.1％ 85.7％ 

出典 

①～③［本市］総務省「平成 30 年通信利用動向調査」における佐賀県の値 

   ［全国］総務省「平成 30 年通信利用動向調査」 

   ［5 年前］総務省「平成 25 年通信利用動向調査」 

④  ［本市］文部科学省「平成 30 年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査」 

   ［全国］文部科学省「平成 30 年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査」 

   ［5 年前］文部科学省「平成 25 年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査」 

⑤  ［本市］佐賀市教育委員会調べ 

   ［全国］文部科学省「平成 29 年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査」 

   ［5 年前］文部科学省「平成 25 年度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状況（世帯）」、「パソコン保有状況（世帯）」及び「スマー

トフォン保有状況（個人）」は、いずれも全国値を下回ってはいますが、大きく

かい離しておらず同等であるといえます。「スマートフォン保有状況（個人）」及

び「インターネット利用状況（世帯）」については、家庭、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、スマートフォン、

タブレット端末、ゲーム機等、あらゆる機器を含めて、過去 1 年間にインター

ネットを世帯のうち誰か利用したかどうか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、全国・佐賀市ともに 5 年前と比

べ、「スマートフォン保有状況（個人）」は約 25％増加していますが、「パソコン

保有状況（世帯）」は約 5％減少しています。手軽に持ち運べ、インターネット

に接続できるスマートフォンの技術・利便性が向上したことが、「パソコン保有

状況（世帯）」の減少につながったと推測されます。 

 

 教育面では、「小・中学校の高速インターネット（30Mbps 以上）接続率」が、

5 年前には全国の値を下回っていましたが、2019 年（平成 31 年）3 月末には接

続率が 100％になりました。「平成 30 年度学校における教育の情報化の実態等

に関する調査」（2019年（平成31年）3月末時点）では新しい指標として100Mbps

以上のインターネット接続率が追加されました。本市は 100Mbps 以上のイン

ターネット接続率も 100％（全国は 69.1％）となっています。これは、比較的低

速なインターネット回線から、光回線等への切替えによる回線の高速化を進め

てきた結果です。 

「小・中学校の普通教室の LAN 整備率」についても、本市の現状は 100％と

なっています。 

以上のことから、学校における情報化を強力に推進してきた成果がうかがえ

ます。 

 

 本市の ICT 利活用の現状は、教育面では全国レベルを上回っていますが、生

活面で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。 

2019 年（令和元年）5 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、本指針を改定する際の基礎資料とし

ました。 

 

表６ 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１８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 ２０１９年（令和元年）５月９日（木）～５月２７日（月） 

回収状況 回収件数 １，５７６人、回収率 ３１．５％ 

補正係数 
抽出者数の構成比が旧市町村の人口構成比と同じになるように補正係数

を乗じて集計分析した。 

 

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、約 9 割の人がテレビ・ラジオで情報を得てお

り、約 5 割の人がインターネットから情報を得ています。「観光・旅行」、「趣

味・娯楽」及び「学習・仕事」については、インターネットから情報を得ている

人が最も多いですが、テレビ・ラジオ、新聞・雑誌等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・雑誌から

情報を得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」（56.1％）及

び「趣味・娯楽」（50.3％）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」（19.9％）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

69.9％、「利用していない」人が 25.5％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」で引用した「平成 30 年

通信利用動向調査」の結果に「インターネット利用状況（個人）」があり、佐賀

県の値は 74.4％でした。結果に 5％程の開きがある理由は、調査方法の違いに

よるものと推測されます。「平成 30 年通信利用動向調査」の「インターネット

利用状況（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 18

歳以上の方に対する調査結果です。「インターネット利用状況（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、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 97.3％と特に高く、「学校や職場」（44.4％）、「お店や飲

食店」（23.4％）、「移動中の電車やバスの車内」（19.0％）がこれに続きます。

特に「お店や飲食店」及び「移動中の電車やバスの車内」での利用は、スマート

フォンの普及、公衆無線 LAN スポットの増加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、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」（58.7％）、

次に多かったのは、「詐欺やウイルス感染等の被害に遭う」（52.4％）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 20～50 歳代の方では「過度に依存し

てしまう」、「子どもに悪い影響を及ぼす」が、60 代以上の方では「使える人

と使えない人で格差が生じる」、「世の中の流れについていけなくなる」が、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、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」（57.0％）、「災害に迅速・的確に対応し、被

害を最小限に抑えること」（51.9％）、「行政手続を簡単にすること」（41.6％）、

「子どもや高齢者、障がい者の方でも利用できるようにすること」（41.5％）、

「子どもたちに正しい使い方を教えること」（37.3％）、が上位を占めました。 
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前述の③「情報通信機器の普及への懸念事項」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）国及び県の動向 

① 国の動向 
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ル社会」を実現することを基本的な考えとしています。 

IT 政策大綱は、この時代（＝「デジタル時代」）に特に求められる政策を大綱

として取りまとめています。 

 

「デジタル社会」の実現として、国民生活の利便性向上と、行政機関、民間企
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次の 5 項目を挙げています。 

 

１）国民の利便性を向上させる、デジタル化 

２）効率化の追求を目指した、デジタル化 

３）データの資源化と最大活用につながる、デジタル化 

４）安心・安全の追求を前提とした、デジタル化 

５）人にやさしい、デジタル化 

 

「デジタル社会」を目指すために、データ連携基盤の構築と通信・交通ネット

ワークの抜本的改善から、国民一人ひとりがデジタル化の恩恵を実感できるよ

う、広範な分野における「社会実装プロジェクト」を推進することとしています。 

「社会実装プロジェクト」を推進するために、AI・IoT29関連技術、オープン

データ、ビッグデータ30等を活用し、データ連携基盤の構築として、スマート農

林水産業・健康関連データ活用・サイバーポート31の整備を進め、通信・交通ネッ

トワークの抜本的改善として、交通インフラの高度化・5G32の早期社会実装・自

動運転を進めることとしています。 

 

「デジタル時代」の新たな IT 政策として、第 1 に、データは 21 世紀の石油

であると位置づけ、国民や企業が自由・安全にデータを活用できる環境を整備す

ることとしています。第 2 に、官民が一体となって、レガシーシステム33の刷新

                                            
29 IoT：Internet of Things の略。様々な「モノ（物）」がインターネットに接続され、情

報交換することにより相互に制御する仕組み。 
30 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、業務運営の効率化、又は新産業の創出等の

新たな知見の発見につながることが期待されている。 
31 サイバーポート：港湾関連データを連携させる基盤を構築し、港湾情報処理の完全電子

化を目指す取組。 
32 ５G：第 5 世代移動通信システムと呼ばれる。携帯電話、自動車等の持ち運び・移動が

できるものの無線情報通信技術のこと。 
４G に続く移動通信システムであり、超高速、超低遅延、多数同時接続の主要性能を持

つ。 
33 レガシーシステム：主にコンピューターの分野で、代替すべき新しい技術のために古く

なったコンピューターのシステム、技術等のこと。 
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等を進め、デジタル・トランスフォーメーション34を推進し、国際競争に勝ち抜

くため、データや AI を最大限活用する環境整備をすることとしています。 

 

 また、国では、マイナンバーカードの普及と利活用の促進を図り、利便性を実

感できる施策を順次実施するとしています。その具体例として、消費増税後の消

費活性化策としてマイナポイントの運用開始を 2020 年（令和 2 年）に、保険証

としての利用を 2021 年（令和 3 年）3 月から運用する予定としています。 

2019 年（令和元年）5 月には、「情報通信技術の活用による行政手続等に係る

関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手

続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律（デ

ジタル手続法）」が成立しました。今後、行政手続（申請及び申請に基づく処分

通知）の原則オンライン化が進められる予定です。また、行政機関の情報連携に

よって入手・参照できる情報に係る添付書類については、添付を不要とする規定

を整備する予定とされています。 

 

② 佐賀県の動向 

 佐賀県では、県と県内全市町で連携・協力して情報システムの共同調達、ICT

利活用を推進するため、県と県内全市町の ICT 部門で構成された組織を運営し

ています。 

 

また、佐賀県では、2014 年度（平成 26 年度）まで、ICT の推進計画を策定

していましたが、佐賀県の総合計画のうち約 4 割が ICT に関連し、又は活用の

可能性があるものとなり、ICT 利活用が施策目的達成のためのツールとして浸

透しているとの判断から、ICT を推進する「総合計画の下位計画」としてではな

く、総合計画の施策を ICT の観点から評価を行い、今後の総合計画の施策運営

に反映していくこととしました。 

一方で、自治体等や県民が地域課題解決のために「ICT を利活用する取組」を

検討するに当たって、事業効果の有効性やポイント、参考情報等を共有する必要

性を考え、計画ではなく『佐賀県 ICT 利活用推進ハンドブック』（カタログ、参

考書、ガイドブック）を作成しました。 

                                            
34 デジタル・トランスフォーメーション：「IT の浸透が、人々の生活をあらゆる面でより

良い方向に変化させる」という概念。2004 年にスウェーデンのウメオ大学のエリック・ス

トルターマン教授が提唱したとされる。 
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図６ ハンドブックの趣旨（出典：佐賀県『佐賀県 ICT 利活用推進ハンドブック』） 

 

主に、佐賀県の新たな取組事例や全国の優良事例等について紹介しています。 

『佐賀県 ICT ハンドブック』では、佐賀県の ICT 利活用の成功事例や全国の

事例を紹介するとともに、ICT 利活用の普及促進に寄与することを目的として

います。 

 

今後の取組として、①地図と連動した災害・防災情報の収集共有「防災情報共

有システム（防災 GIS）」②タブレット端末を活用した廃棄物監視指導業務等の

変革③土地利用型作物の省力化技術の開発と実証を挙げています。 
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２ 今後の ICT 推進に向けた課題 
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 の進展と、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 

 2017 年（平成 29 年）9 月末において、全国のスマートフォンを保有する世帯

の割合（75.1％）はパソコンを保有する世帯の割合（72.5％）を上回りました。

スマートフォンを保有する世帯の割合は年々増加していますが、パソコンを保

有する世帯割合は緩やかに減少傾向にあります。他の情報通信機器の中で保有

する世帯の割合の増加が顕著に表れているものはタブレット端末です。2018 年

（平成 30 年）9 月末では 40.1％となっていて、ここ 5 年間で保有する世帯の割

合が約 20％増加と普及が進んでいます。インターネットを利用する情報通信機

器はスマートフォンとタブレット端末が主流となりつつあります。 

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

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

な経路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く必

要があります。 

 

 

■ 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、2014 年（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
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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。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重要です。また、本市が保有する情報を、誰でも自由に二次

利用できるオープンデータとして、オープンデータカタログサイトに 10 種類掲

載していますが、掲載種類を増やしていくことも必要です。様々なオープンデー

タを掲載することで、個人や団体の手によって、地域課題の解決に役立つアプリ

ケーション等が生まれることが期待できます。 

 

 

■ 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、SNS による店舗

情報の発信、市産品の PR 等、中小企業でもあまりコストを掛けずに比較的簡単

に取組めることが増えてきました。こうした広報としての利用だけではなく、オ

ンラインショップも年々増加傾向にあります。実際に店舗へ出向くことなく、

ウェブサイト上で商品等が注文できるため、子育て世帯や高齢者による更なる

需要増が期待されます。 

近年増加する訪日外国人観光客等の消費を効果的に獲得するための取組も必

要となります。そのためには、キャッシュレス決済の普及促進が重要となります。

訪日外国人観光客等の支払方法にはクレジットカード決済が多く利用されてい

ます。店舗等がキャッシュレス決済に対応できるように支援を進めることで、地

域経済の活性化が期待できます。 

 

 

■ ICT 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、タブレット端末、インターネット接続機能付

き家庭用ゲーム機等が、子どもたちの発達段階の比較的早いうちからすぐそば
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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。 

 

 

■ 人口減少・少子高齢化に伴う生産人口減少に対する対応 

佐賀市は他の地方都市と同様に、人口減少・少子高齢化の進展によって、生産

人口の減少が問題となってきています。今後も、安定的な行政運営を確保し、行

政サービスを維持していくためには、行政手続の電子化・ペーパーレス化の推進、

AI・RPA 等の ICT 利活用の推進等による「スマート自治体35」の実現を目指す

必要があります。 

2016 年（平成 28 年）に官民データ活用推進基本法が施行されました。官民

データ36は、情報の円滑な流通の確保を図りつつ、自立的で個性豊かな地域社会

の形成、新事業の創出、国際競争力の強化等を図り活力ある日本社会の実現に寄

与するものとされています。また、インターネット等の情報通信ネットワークを

通じて流通する情報を活用することにより、少子高齢化の進展への対応等の課

題の解決に資することができるとされています。 

本市でも官民データ活用を推進し、安全で安心して暮らせる社会及び快適な

生活環境を目指していきます。本市では、現在オープンデータとして 10 項目の

掲載をしていますが、官民データ活用を推進するためには、掲載するデータを増

やしていく必要があります。また、各種行政システムやウェブサービスを導入す

る際には、二次利用を前提としたシステムを構築する取組が重要となります。 

2019 年（平成 31 年）4 月から働き方改革関連法が順次施行されています。働

き方改革の取組のひとつとして、「テレワーク37」があります。ICT を活用し、

場所や時間を有効に活用できる柔軟な働き方であり、出退勤の移動時間をなく

                                            
35 スマート自治体：人口減少が深刻化しても自治体が持続可能な形で行政サービスを提供

し続け、住民福祉の水準を維持すること。職員を事務作業から解放し、職員でなければで

きない、より価値のある業務に注力できる環境を作ること。長年の経験や勘を AI や RPA
に蓄積・代替することにより、団体の規模・能力や職員の経験年数に関わらず、ミスなく

事務処理を行えるようすることができる自治体を指す。 
36 官民データ：電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する

ことができない方式で作られる記録をいう。）に記録された情報であって、国若しくは地

方公共団体又は独立行政法人若しくはその他の事業者により、その事務又は事業の遂行に

当たり、管理され、利用され、又は提供されるものをいう。 
37 テレワーク：自宅を就業場所とする「在宅勤務」、施設に依存せず、いつでも、どこで

も仕事ができる「モバイルワーク」、サテライトオフィス、テレワークセンター、スポッ

トオフィス等を就業場所とする「施設利用型勤務」の総称。 
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すことで効率的に働くこと、また、子育てや介護をしながらなど自分の生活に合

わせて働くことができます。ワーク・ライフ・バランス38の向上につながるため、

調査・研究を進めます。 

AI、ロボティクス等の先端技術を積極的に導入・利用することで、効率的な事

務を実施していくことも大きな課題です。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。 

 

 

■ マイナンバー制度（社会保障・税番号制度）への対応 

2015 年度（平成 27 年度）から始まったマイナンバー制度の目的は「公平・公

正な社会の実現」「国民の利便性の向上」「行政の効率化」の 3 つがあります。

2019 年（平成 31 年）4 月 1 日時点でのマイナンバーカードの普及率は、全国で

13.0％、佐賀市で 13.8％と、佐賀市の交付率は全国の交付率を上回っています

が、広く普及しているとは言い難い数字です。 

マイナンバー制度の実施により、手続に必要な添付書類が省略できるほか、マ

イナンバー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した。今後は健康保険証としての利用等、マイナン

バーカードを用いたサービスが増えていくことが予想されます。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、マイナンバーカード

の普及が重要です。 

 

 

■ 負の側面への対応 

 ICT が社会に浸透していく中、そのことがかえ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 利活用の機会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

                                            
38 ワーク・ライフ・バランス：「仕事と生活の調和」と訳される。働くすべての人が、「仕

事」と育児や介護、趣味や学習、休養、地域活動といった「仕事以外の生活」との調和を

とり、その両方を充実させる働き方・生き方のこと 
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求められます。また、マイナンバー利用事務担当職員に対しては、特定個人情報

の取扱いに特化した研修を行い、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 基本的な方向性と取組 

 

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、前指針に引続き次の 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 具体的な取組 
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

的な取組を挙げていきます。 

 

多くの場合、ICT の導入時には、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費用が掛かります。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、緊急

性、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、以下に掲げる取組は、すべ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。 

 なお、以下に掲げる取組については、進捗状況を随時把握するとともに、その

ときの社会情勢の変化を確認し、必要な場合には速やかに内容を見直すことと

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を行います。 

 

No. 
具体的な取組 
（担当部署） 

概    要 

1 広報の充実 
（秘書課） 

市報やホームページのほか、フェイスブック、ツイッター、

インスタグラム等の SNS 等を活用し、メディアや情報紙

等の広報媒体を組み合わせながら、多角的に幅広い世代に

届くように情報発信を行います。 

2 ケーブルテレビによ

る情報発信 
（秘書課） 

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、イベント情報等、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 
（協働推進課） 

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を行います。 

4 シティプロモーショ

ンの推進 
（秘書課） 

市のイメージアップと認知度の向上のため、観光、商業、

農林水産業等の情報を、トップセールス39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。 

5 防災情報の発信 
（消防防災課） 

本市の防災情報、緊急情報等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、

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。 

6 学校ホームページの

充実 
（学校教育課） 

各学校の教育方針や教育活動の様子等を広く市民に公開

し、開かれた学校運営を進めるため、ホームページの充実

を図ります。 

7 マスメディア関係者

への人権教育・啓発 
（人権・同和政策・男

女参画課） 

高度情報化が進展する現代社会において、テレビ、ラジオ、

新聞、雑誌、インターネット等のマスメディアは、社会情

報の大部分を提供しています。そのため、人々の価値判断、

意識形成に大きな影響力を持ち、また、人権が尊重される

社会を形成する上で重要な役割を担っています。 
マスメディアに従事する者が、人権尊重の視点に立った適

切な取材活動や情報の提供を行うよう、関係者に対する人

権教育・啓発に努めます。 

8 ICT 系企業の誘致 
（工業振興課） 

ICT 系企業の佐賀市内への進出が増えてきています。今後

も誘致を推進します。あわせて、求人に関する情報提供を

行い、人材確保のためのネットワークづくりを推進しま

す。 

9 インターネットによ

る人権侵害に対する

教育・啓発活動の推進 
（人権・同和政策・男

女参画課、学校教育

課） 

研修会や啓発資料の提供等を通して、インターネットを正

しく活用することや取得した情報については正しい知識

をもって判断することの大切さを伝えます。また、情報の

収集・発信における個人の責任等について理解するため、

専門講師による情報モラル教育の充実を図ります。 

10 観光客の誘致 
（観光振興課） 

ターゲットに応じた情報発信ツールを適切に活用し、広域

的な連携も図りながら本市の観光情報やイメージを積極

的かつ効果的に発信することにより、宿泊客を中心とした

観光客の増加に努めます。 

 

  

                                            
39 トップセールス：社長、市長等の組織のトップが自ら宣伝を行うこと。 
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（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、仕事、教育等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。 

 

No. 
具体的な取組 
（担当部署） 

概    要 

1 障がい者への支援 

（障がい福祉課） 
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40の向上を支援します。 

2 高齢者への支援 

（高齢福祉課） 
高齢者がコミュニケーション、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。 

3 公衆無線LANの整備 

（各業務担当部署） 
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 スポットの整備を推進します。 

4 生産者の ICT 活用等

による販売拡大支援 

（農業振興課） 

地場産品の販売拡大を促進するため、生産者による直売、

インターネット販売等、新たな経路での販売の取組に対す

る支援を行います。 

5 事業者の ICT 活用支

援 

（商業振興課） 
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。 

6 校務の効率化 
（学校教育課） 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。 

7 新産業の創出支援 

（工業振興課） 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。 

                                            
40 情報リテラシー：インターネット、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。 
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8 情報活用力の育成と

情報モラル教育の実

施 
（学校教育課） 

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。2020 年度（令和 2 年

度）からは小学校でプログラミング教育41が必修化されま

す。 

9 地域における学びの

場の確保 
（公民館支援課） 

市立公民館においては、無線 LAN を活用し、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、趣味活動等にも活かせる

ような講座等を開催します。 

10 消費者のトラブル回

避と安全確保のため

の啓発の推進 
（生活安全課） 

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、必要な場合には関係機関との連携を図りながら、推進

していきます。 

11 議会広報広聴への支

援 
（議会総務課） 

ICT 等を有効活用し、議会情報を分かりやすく市民に伝え

るとともに、議会運営に対する市民ニーズの把握のための

支援を行います。 

12 小・中学校教育用情報

機器の整備 

（学校教育課） 

情報社会に対応する児童生徒を育成するため、コンピュー

ターに関する知識と操作能力の習得や、各教科教育支援と

なるよう、1 人 1 台の環境で学習できるパソコン教室を

小・中学校に整備・更新していきます。 

13 小・中学校児童生徒用

図書の整備 

（学校教育課） 

小・中学校の図書館蔵書をデータベース化するとともに、

市立図書館とのネットワークを構築し、学校間及び市立図

書館の図書資源の共同利用化を推進しています。これによ

り、学校図書館の児童生徒用の図書整備を進め、読書指導

の活性化はもとより、学校の教育課程の多様な展開に寄与

します。さらに、児童生徒が自ら学ぶ意欲と社会の変化に

主体的に対応する能力を育てるため、学習情報センターと

しての機能充実を目指します。 

14 インターネットを利

用した授業交流 
（学校教育課） 

児童生徒が ICT 活用力を向上させ、コミュニケーション

力や広い国際的視野を身に付けるため、インターネットを

通じて、風土や言語の異なる国内外の学校と交流する機会

をつくります。 

15 不登校児童生徒支援

事業 
（学校教育課） 

不登校及び不登校傾向の児童生徒に対し、学習支援員によ

る別室での学習・生活支援や、自宅での ICT 学習支援を

行うとともに、家庭を訪問し、悩みや相談を聞いたり、生

活空間を広げたりすることにより、児童生徒の学校への復

帰を目指します。 

                                            
41 プログラミング教育：自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの

組合せが必要であり、一つひとつの動きに対応した記号を、どのように組み合わせたらい

いのか、記号の組合せをどのように改善していけば、より意図した活動に近づくのか、と

いったことを論理的に考えていく力「プログラミング的思考」を養うことを目的とする。 
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16 インターネットによ

る人権侵害に対する

相談支援体制の充実 
（人権・同和政策・男

女参画課、学校教育

課） 

「佐賀県ネットトラブル相談窓口」の周知、専門的な知識

を有する警察、地方法務局等の関係機関との連携をとるこ

とによって、相談者の不安を軽減し、問題の深刻化を未然

に防止するとともに早期解決が図れるように努めます。ま

た、県の「ネットパトロール」から問題書き込みの情報提

供があった場合には、関係機関と連携した早期対応に努め

ます。 

17 マイナンバー（社会保

障・税番号）制度への

対応 
（情報課、市民生活

課） 

マイナンバーを利用した行政手続の簡素化が可能となり

ました。マイナンバーカードの活用と併せて、さらなる市

民サービスの向上を進めます。 

18 スマート農業42の推

進 
（農業振興課） 

スマート農業を活用した ICT や高度な環境制御技術等の

新技術の導入を進め、生産性向上と効率化を図ります。 

19 スマート林業43の推

進 
（森林整備課） 

ICT 等の先端技術を活用したスマート林業の実現に向け

た取組を進め、森林施業の効率化、省力化を図ります。 

20 スマート水産業44の

推進 
（水産振興課） 

ノリ製品の高品質化、生産コストの削減、労働時間の短縮

等のための施設整備を支援します。また、佐賀県等と連携

しながらスマート水産業に向けた ICT の活用を推進しま

す。 

21 

キャッシュレス決済

の推進 
（商業振興課） 

増加する外国人観光客等の消費を効果的に獲得するため

の環境を、ICT を活用して整え、地域経済の活性化を図り

ます。 

22 

電子申請システムの

導入 
（情報課） 

市民が行う行政手続等の利便性の向上や行政運営の簡素

化・効率化を図るため、行政手続をオンラインで実施する

ことができる電子申請システムを、佐賀県内で共同調達す

ることを検討していきます。 

 

  

                                            
42 スマート農業：ロボット技術、ICT を活用して、超省力、高品質生産当を実現すること

を推進している新たな農業のこと。 
43 スマート林業：森林施業の効率化、省力化や需要に応じた高度な木材生産を可能にする

ため、地理空間情報や ICT、ロボット等の先端技術を活用した林業のこと。 
44 スマート水産業：ICT 等の先端技術の開発・導入や、資源調査・評価の取組等で得られ

たデータの活用を通じて、適切な資源評価・管理や生産性の向上を目指す先進的な水産業

のこと。 
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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. 
具体的な取組 
（担当部署） 

概    要 

1 公園管理のシステム

化 
（緑化推進課） 

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。 

2 職員の情報セキュリ

ティ意識の向上 
（情報課） 

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。 

3 窓口サービスの利便

性の向上 
（市民生活課） 

証明書等を発行する際の手数料キャッシュレス化等、住民

の利便性を向上させるための取組の検討をしていきます。 

4 タブレット端末の利

活用推進 
（情報課） 

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。 

5 データセンターの活

用 
（情報課） 

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

供するうえ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。 

6 ICT ガバナンスの強

化 
（情報課） 

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。 

7 情報システムの共同

調達・共同利用の推進 
（情報課） 

複数の部署又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・共同利用によるコスト削減効果

を生かした調達を実施し、費用対効果を高めます。 

8 AI 時代に対応できる

人材を育成 
（人事課） 

定型業務に AI が導入されることで、これまでの業務の体

制見直しが必要になります。そこで、課題発見能力、問題

解決能力、対人能力等を向上させる研修を通じて人材の育

成を図ります。 
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9 AI 等の ICT 技術を活

用した業務の改善 
（企画政策課） 

AI、RPA、IoT 等の ICT 技術を活用し、行政事務における

定型業務の自動化、省力化を進めて、業務改善や負担軽減、

市民サービスの向上に取組みます。 

10 ICT 教育の環境整備

及び利活用推進事業 
（学校教育課） 

授業での児童生徒の興味、集中力を高め学力向上を図ると

ともに、教師の授業準備にかかる負担を軽減するために、

小・中学校の普通教室・特別教室及び特別支援学級に電子

黒板を整備・更新しています。 
また、教育現場において ICT 教育環境を活用した実証研

究の成果を生かし、有効な ICT 利活用教育の実践につな

げます。 

11 議会活動への支援 
（議会総務課） 本会議、委員会等が その機能を十分に発揮できるよう、

ICT の活用等必要な環境整備を図るとともに、事務の適正

化や効率化等に努めます。 

12 広聴の充実 
（秘書課） 市政への提言やパブリックコメント等の制度の活用に加

え、インターネット等の双方向メディアを利用して、幅広

い市民の意見を収集します。 

13 オープンデータを活

用した官民連携サー

ビスの実装推進 
（情報課） 

オープンデータの質・量を増やすことで、官民連携による

データを活用した新サービス・新事業の創出・実装を推進

します。 
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第４章 推進体制 

 

１ 内部推進体制 
今日、ICT 利活用の場は、観光、産業、福祉、健康、教育、文化、スポーツ、

防災等、あらゆる分野に拡大しています。本指針にしたがい、前章で例示した取

組を着実に実施していくためには、ICT 部門だけでなく、各業務担当部署にお

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 関連施策の統括、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 関連施策又は 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 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、二重投資等の非効率が発

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 部門と各業務担当部署と

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、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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（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

適切に取り入れながら、サービスをより良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通して、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、又は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 ICT

部門職員を派遣するなどして、計画的な技能習得に努めていくとともに、専門的

な研修で得た知識、情報については、各業務担当職員へ情報提供、システム・機

器調達の手法等の助言・指導を行っていきます。 

 

 

２ 県・他市町との連携 
2008 年（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。 
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これまで、公共工事設計積算システムの共同利用化や佐賀県情報セキュリ

ティクラウド45の構築により、費用対効果の高いシステム導入を実現しています。

今後も県内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。 

 

  

                                            
45 佐賀県情報セキュリティクラウド：2017 年（平成 29 年）から、佐賀県内自治体のイン

ターネットへの接続口を 1 つにまとめ、県内自治体のセキュリティを高いレベルで統一し

たシステム。専門業者による 24 時間のセキュリティ監視を行っている。 
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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46を守り、情報セキュリティ47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８ 佐賀市情報セキュリティポリシーの基本構成 

 

 

１ 外部からの脅威への対応 
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48、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

                                            
46 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。 
47 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

又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。 
48 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、大量のデータ送信

等を通じて、その正常運用を妨げるような妨害行為。 
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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。 

 

 

２ 人的脅威への対応 
 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、又

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、人的脅威への対応であるといえます。 

 そのため、本市職員に対しては、サイバー攻撃、コンピューターウイルス侵入

等の外部から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

又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。マイナンバー制度においては、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

いくべきです。現在、佐賀市が保有する情報をオープンデータとして、オープン

データカタログサイトに 10 種類掲載しています。今後もオープンデータの掲載
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種類を増やしていく予定です。 

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、オープンデータについては、

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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