
４  重要施策 

本計画では、施策（個別計画）の中でも特に力を入れる重要な事業を第 3次計画からの課題や情報化の

動向を参考に抽出し、①市民サービスの充実、②財政面の視点による事務の効率化、③情報セキュリティ対

策の3つの視点で整理しています。 

個別計画のそれぞれの施策における総合計画との体系や位置付けは、下の図のとおりです。 

なお、本計画においては、ＩＴの「情報」に加え情報・知識の共有を念頭に置いた「コミュニケーション」性の

表現を取り入れ、ＩＣＴを前提としこの単語を活用します。 

従前は、一般的に情報化をＩＴと呼んでいましたが、最近は国際的にＩＣＴという単語に置き換えられて使わ

れることが多くなってきました。日本でも総務省などが頻繁にＩＣＴという単語を活用しています。 

本市においても情報機器等がどれだけ高性能であるかということや、操作スキルが高いかに着目していたＩ

Ｔという単語ではなく、人間が扱うための知識や必要としている情報や知識を、技術を駆使して「共有」「伝達」

するというコミュニケーション性の表現を取り入れることが重要であると考え、ＩＣＴ（Ｉｎｆｏｔｍａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｃｏｍ

ｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ（ｓ） Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）という単語を活用します。 

本市でも例外ではない少子高齢化や様々な問題を抱える日々の生活の中で、安心・安全を前提として、高

度化した制度の理解を深めるために、本当に必要な情報を発信・受信できるよう、進めていきます。 

 

 

 
図14 宗像市第二次総合計画及び第4次宗像市情報化計画重点施策体系図 
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４－１  市民サービスの充実 

    （１）  ホームページ・ＳＮＳを利用した情報の受発信 

      （背景・現状・課題） 

宗像市では、平成 18年に公式ホームページをリニューアルして以来、現在に至るまでその運用を

行っています。その間に自治体における情報提供及び情報公開の重要性が高まり、今まで以上に「コ

ンテンツが充実した情報の探しやすい公式ホームページ」が求められるようになりました。 

そこで、平成 24年度にはアンケートを実施し、その結果から得た利用者のニーズや他自治体の動

向などを踏まえ、現在の公式ホームページの現状と課題を整理し、誰もがわかりやすく・使いやすいホ

ームページを構築する検討を進めました。 

そして、平成 26年度に公式ホームページのリニューアルを実施することとなり、リニューアルにあわ

せて観光、子育て・教育、都市ブランドなど、特定の情報に特化した公式ホームページ構築を行いま

した。 

       公式ホームページ以外では、平成 25年には Facebookの市公式アカウントを作成し様々なイベント

等の情報発信を開始しました。 

       しかしながら、インターネット等を利用しない高齢者などとの情報格差（デジタルディバイド）の問題に

も検討していく必要があります。 

       

 

図１５ 宗像市公式Ｆａｃｅｂｏｏｋページ 

      【施策概要】 

       ① 市公式ホームページ、都市ブランドサイト、子育て・教育支援サイトの運営 

       ② 市公式ＳＮＳによる情報受発信 
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 （２） オープンデータ・ビッグデータに関する調査・研究 

      （背景・現状・課題） 

         「3 情報化の現状と課題」（pp.14-15）で述べたように、オープンデータ・ビッグデータの活用につ

いては、国も推進しているところですが、本市においては、市公式ホームページの統計データのサイ

トにおいて、統計書様式のエクセルファイルを掲載しているのみで、オープンデータ化まで至ってい

ない状況です。 

 

                                      （宗像市公式ホームページより） 

図１６ 宗像市統計書トップページ 

 

                                          （宗像市公式ホームページより） 

     図１７ 宗像市年度別人口動態   （平成26年9月現在） 
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 【施策概要】 

       ① 先進自治体調査、研究 

       ② 庁内体制整備（全庁的な組織体制の確立。リスク対応体制含む） 

③ 公開基準、運用ルールの整備 

④ 職員研修 

⑤ データ整備 

⑥ 広報 

⑦ 公開 

       

 

経済産業省平成２４年度情報セキュリティ対策推進事業 

（オープンデータ推進における情報リスク対策に関する調査研究） より 

 

図1８  オープンデータ化チェックプロセス 

 

    （３） 産業・観光の振興、文化・観光拠点における公衆無線ＬＡＮの利活用 

      （背景・現状・課題） 

        現在、市公式ホームページや Facebookで地域イベント等の情報発信をしているものの、それだけ

にとどまっています。 

        平成 26年度には、防災の観点から指定避難所の一部である観光拠点に公衆無線ＬＡＮの整備が

なされ、平時の際のインターネット接続サービス環境が確立され、その中で、海の道むなかた館や街

道の駅赤馬館では、それらの場所に特化した情報等の配信やスマホアプリを利用したプッシュ型の

情報発信、ＧＰＳを活用したサービスを今後検討し、リピーターの多いより魅力ある観光拠点とする必
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要があります。 

また、地域の割引クーポン券を使うことができる観光メニューを宗像観光協会が集約し、その情報を

商工観光課で作成しているホームページに掲載していますが、クーポン券の消費量をみるとまだ浸透

していない状況です。 

 

      【施策概要】 

① 海の道むなかた館、街道の駅赤馬館でのスマホアプリを利用したプッシュ型の情報発信等の

検討 

② 公衆無線ＬＡＮ拠点での、観光情報等の配信の検討及び運用 

③ 関係機関との情報共有の体制づくりを行い、新鮮な情報を一元的に収集発信できる仕組みづ

くり（観光プラットフォーム体制の確立）を行う。 

④ 観光情報を一元化したホームページの開設、更新 

 

    （４） 小中学校における電子黒板等ＩＣＴ機器整備 

      （背景・現状・課題） 

        平成24年度から3年間、①児童生徒の学力向上②教員の教材準備等負担軽減③学校教育情報

化推進を目的として電子黒板やそれに付随して活用するデジタル教科書、実物投影機をモデル校

に配置し、学校情報化モデル検証事業を実施しています。 

        モデル校設置の目的は、情報機器導入の効果（児童生徒の学力向上、教員の教材作成負担軽減、

授業効率）を確認することと、成果と課題等を整理し今後の方針を検討することです。 

         ただし、市内小中学校全普通教室に電子黒板を導入することは費用的に現実的ではなく、限ら

れた台数で、より効果的に利活用することが求められます。 

      【施策概要】 

平成 26年度の事業検証結果を受けて、学校規模や活用状況に応じて今後の電子黒板等の利活

用を計画的に進める。 

 

    （５） 小中学校におけるタブレット端末活用検証 

      （背景・現状・課題） 

現在、電子黒板等のＩＣＴ機器を活用した授業を行っていますが、授業スタイルは教員が黒板の前

に立ち、ＰＣを操作しながら行うもので、子どもたちの学習の様子は、机間指導を行わなければ把握す

ることができません。このため、つまずいている子どもへの声掛けが十分にできていない状況です。 

また、子どもたちの発表は、前方に設置した実物投影機まで、書いたノート等を持ち込み、電子黒

板等に投影する必要があり、一人の発表しかできない状況です。 

       【施策概要】 

現在、電子黒板等の活用検証事業を実施しているが、これに加え、個々に応じた児童生徒の更な

る学力向上を目指すため、タブレット端末を活用した授業を検証し、今後の方針を検討する。 

具体的には、平成26年度後半に、河東西小学校と日の里中学校に各50台を配備し、平成27   

年度の1年間をかけて検証を行う。 
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    （６） 小中学校における情報活用能力育成 

      （背景・現状・課題） 

         パソコン操作等が苦手な教職員へのフォローも含め全教職員のＩＣＴ活用指導力の向上と教育活

動へのＩＣＴ活用の定着を図ることが、教育情報化を進める上での大きな課題の一つとなっています

（第3次宗像市学校教育情報化計画より）。 

         教員への研修については毎年実施しているところですが、福岡教育大学との共同研究プロジェク

トによりモデル校で授業研究も実施しています。 

情報モラル教育においては、指導する立場にある教員自身が自ら情報モラルの意識を高め、常

に最新の知識を身につけていくことが必要であり、さらに情報モラルに関しては保護者との情報共

有や連携が必要となるため、ＰＴＡ等を対象とした啓発活動も必要となります。 

 

● 学校教育情報化の基本方針 

 １ 校務情報化の推進による校務事務の効率化 

２ 教員におけるＩＣＴ活用の充実 

３ 児童生徒のＩＣＴ活用能力及び情報モラルに対する教育の実践 

４ 教育の情報化を支える基盤・体制づくり 

（第3次宗像市学校教育情報化計画より） 

 

 

表６ 学習指導要領における記述 

      【施策概要】 

       ① 福岡教育大学との共同研究プロジェクトにより若年教員の授業スキルを上げる。 

       ② 研修会を実施し、教員のＩＣＴ活用の充実を図る。 

       ③ 電子黒板導入校を研究指定校として委嘱し、実践活動を深める。 

 ④ 児童生徒及び保護者も含めた情報モラル啓発活動の充実を図る。 
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４－２ 行政事務の効率化 

    （１） マイナンバー（社会保障・税番号）制度の導入 

      （背景・現状・課題） 

        日本においては、諸外国で導入されている国民ＩＤに相当する個人を識別する統一的な番号が存

在せず、国や地方自治体などの各機関が別個に管理してきました。その結果、情報の突合（とつごう）

の困難さから「消えた年金問題」など、本来受けることができる給付が受けられない、反対に不正に給

付を受けるなど、社会保障分野における公正の確保が万全でない状況が発生しています。 

        そこで、この制度を導入することにより、上記の問題などが解決し公平化が図られるほか、申請時の

証明書添付不要など各種手続きの簡素化による国民の利便性、そして行政事務の効率化が可能とな

ります。その反面、今まで以上に法律に従い制度面及びシステム面での個人情報保護対策を実施す

る必要があります。 

       ● 制度面における保護措置 

○ 番号法の規定によるものを除き、特定個人情報の収集・保管、特定個人情報ファイルの作成

を禁止 

○ 特定個人情報保護委員会による監視・監督 

○ 特定個人情報保護評価 

○ 罰則の強化 

○ マイ・ポータルによる情報提供等記録の確認 

       ● システム面における保護措置 

○ 個人情報を一元的に管理せずに、分散管理を実施 

○ 個人番号を直接用いず、符号を用いた情報連携を実施 

○ 通信の暗号化を実施 

      【施策概要】 

       ① 円滑な特定個人情報保護評価の実施及び公表 

       ② マイナンバー制度に関する広報啓発の実施 

       ③ 番号カード交付開始に伴う円滑な受付対応 

       ④ 団体内や他機関とのシステム連携作業の円滑な進捗確認及び実施 
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（内閣官房ホームページ「番号制度の概要」より） 

図1９  社会保障・税番号制度導入のロードマップ（案） 

 

    （２） コンビニ交付サービスの検討 

      （背景・現状・課題） 

        証明書発行サービスについては、当初平成15年に自由ヶ丘地区、日の里地区、南郷地区コミュニ

ティ・センターに自動交付機を設置しました。その後、平成 23年にはサンリブに設置し市役所玄関と

2ヶ所のみと市、それに合わせ大島を除く各地区コミュニティ・センターにおいては、テレビ電話申請・

即時交付に切り替えました。 

        また、当初住民票及び印鑑証明のみの発行でしたが、平成16年からは税証明も追加しました。 

        現在、証明書発行全体に対する自動交付機の利用率は約 30％、コミセンでの交付については約

5％です。 

        前述したマイナンバー制度の運用開始に伴い、市民に対し交付される個人番号カードを普及促進

することにより、現在稼働している自動交付機のリース満了時期（平成 28年 12月）を見据え、この個

人番号カードを利用したコンビニ交付サービス事業導入について、検討を開始しているところです。 

      【施策概要】 

       ① コンビニ交付導入に向けた調査・検証の実施 

       ② 税証明など、証明書発行対象拡大の検討 
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    （３） 自治体クラウド、シンクライアント検討 

      （背景・現状・課題） 

 ● 自治体クラウドは、住民基本台帳、税務、保険などの基幹システムを複数の自治体を統合したデ

ータセンターに統合し、これを共同利用することで効率化を目指すものです。総務省、各自治体

で取り組みが本格化しています。 

  ● 構築モデルの例 

     総務省では、自治体クラウドの典型的な構築モデルを下図の形態で示しています。 

              

（総務省ホームページより） 

図20  自治体クラウド構築モデル 

  ● 自治体クラウドの利点 

  サーバを庁舎外のデータセンターに設置することで、庁舎内での物理的なスペース占有が不要

になり、それに伴う人的コストを削減できます。また、システムの構築・運用・保守にかかる費用を利

用団体で按分できるため、金銭的コストを削減できます。 

  ● 自治体クラウドの課題 

共同利用の対象となるサービスの範囲や導入時期などについて、利用団体間での調整が必要

になります。 

また、ひとつのシステムを共同利用するため、利用団体間での業務標準化が必要となります。現

在の導入事例では、団体間の人口規模に大きな差がある場合、標準システムは、より大きな団体に

合わせています。 

  ● 自治体クラウド導入事例（九州管内） 

・ 福岡県北九州市、飯塚市、大川市、芦屋町、宇美町、志免町、須恵町 

・ 佐賀県伊万里市、杵藤地区広域市町村圏組合、大分県日田市、杵築市、九重町 

・ 宮崎県延岡市、日向市、門川町、鹿児島県伊佐市  など 

  ● シンクライアント 

         本市では、住民情報システム等基幹系と言われる内部のネットワーク（青線）とインターネットに接

続された情報系と言われるネットワーク（黄色線：ＬＧＷＡＮ含む）、そして住基ネットに接続されてい

るネットワークの3系統があります。 
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         前述の国の施策である「社会保障・税番号制度システム」の整備に伴い、基幹系とＬＧＷＡＮ、住

基ネットを接続する必要が生じます。 

         そこで、これを機にネットワークも仮想化し、セキュリティを保ちながら職員の使い勝手も良くなるよ

う検討が必要です。 

      【施策概要】 

① クラウド導入自治体への取り組み調査 

② ネットワーク仮想化に関する情報収集 

③ 本市の現状に合った段階的なクラウド導入計画策定、段階的なネットワーク仮想化計画 

の策定 

 

    （４） 『宗像市情報システム調達（導入）ガイドライン』の運用 

      （背景・現状・課題） 

  平成17年度に実施した「宗像市情報化推進アドバイザー事業」により、当時の問題点や課題が浮き

 彫りになりましたが、今後の効果的な情報システムの導入に関して、下記の問題点・課題に対応する

 ため、以下の事項を目的にガイドラインを作成し、適切な運用を図る必要がありました。 

● 問題点・課題（平成17年度『宗像市情報化推進アドバイザー事業」より） 

○ 導入・更新時に、どんな資料を作って作業を進めればよいのかわからない。 

○ システム導入に関する標準的なガイドラインがないため、時間・労力・情報収集によけいな時

間がかかっている。 

○ システム調達のための情報が不足している。情報の収集方法さえわからない。 

○ これまでに調達したシステムに関する資料や情報を集めるのに時間がかかる。どこにあるの

かわからない。 

○ システム導入の意思決定が担当課の都合のみで行われることが多い。 

○ 選定委員会を設置しての導入がほとんどだが、「導入」の是非を市の方針に沿っているかを

客観的に判断する第三者的機関がない。当該部署のみの個別最適化のみで、市全体として

の最適化になっていない。 

○ システムを導入しても、使わない、使えないシステムになっている。 

○ 導入後のシステム評価が行われていない。 

○ どんなシステムが導入されているかが市全体で認知されていない。 

→ 担当部署のみが知っていることから、甘え、あいまい等が生じ、結果として、システム評価

ができていない状況になっている。その結果、システムを使用する方が負担となり、使えない

システム、使わないシステムとなっている状況がある。 

→ 使えないシステムの場合、導入経費や保守運用経費が無駄になっている。 

● ガイドライン作成の目的 

○ 「調達プロセスの標準化」 

  調達プロセス（事務手続き）の標準化を行い、実績、ノウハウ等を蓄積する。 

○ 「情報システムの最適化」、「IT投資コストの削減」 

「システム評価」（導入目的の達成度合いの評価や、効果を分析する。）を実施する。このこと

により、全庁的に「情報システムの最適化」、「IT投資コストの削減」を図ることができる。 
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○ 「情報管理部署の関わりの明確化」 

  情報化推進委員会、総務課情報化推進係を経由した、意思決定をおこなう。意思決定手順を  

  明確化する。全庁的にシステムの認知を行う。政策に沿ったシステム導入をおこなう。 

  

 以上のことから、「宗像市情報システム調達（導入）ガイドライン」を作成し、全庁的にこれにそって、情報

システム調達（導入）を行うことで、住民サービスの向上を図ることができます。 

 このガイドラインについては、平成26年3月に完成し、職員への周知を図っているところです。 

 

 

図21  調達プロセス各フェーズ 

 

      【施策概要】 

  各課にてシステムの更新等が発生する際に、「宗像市情報システム調達（導入）ガイドライン」に則

 り、業務を進めていくことができるよう、担当課と情報共有を行いながら連携する。 

 

    （５） 情報資産の適正管理 

      （背景・現状・課題） 

         各業務の情報システム化は、関連部署にて最適なシステムが選定、導入されており、その数は増

加の一途にあって、全システムを正確に把握しきれていない状況です。 

         また、導入、見直しは、市全体の情報資産ではなく当該システムの機器等の範囲内であり、ハー

ド面よりソフト面が重視されています。また、クライアント端末はシステム独自の設定を要するなど複

雑化しているため、資産管理の労力増大とシステムの硬直化を招いています。 

国においては、番号制度の導入に併せた自治体クラウド導入の加速が課題と位置づけられてお

り、また、本市が参加する「ふくおか電子自治体推進協議会(事務局：福岡県)」ではクラウド部会を

設置し、IaaSを平成 25年度に構築し、現在はソフトの共同利用を目指した検討が進められていま
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す。 

      【施策概要】 

       ① 情報資産を把握するため、まずは資産調査を実施 

       ② 現状を把握したうえで、今後の更新計画を整理 

        → 本市の状況に適したサーバ、ネットワーク仮想化及びクラウド化計画並びに番号制度にも対 

応した整備計画の策定 

 

（６） 書類の電子保存化 

   本市では、たくさんの書類を取り扱い、保存しています。紙文書については、「宗像市文書管理規

  程」により、文書の保管方法、保存年限が定められており、保管・廃棄について、適切な処理を行っ 

ています。しかし、事務量の増加等に伴い、紙文書は増える一方で、書庫不足に陥っています。 

   また劣化や破損、必要な時にすぐ取り出すことができないなどの問題も生じています。 

  2011（平成 23）年 3月 11日に発生した東日本大震災では、主に津波被害により、紙文書を中心

  に重要な情報が亡失してしまったという事例もあります。 

   そのため、本市では、検索性の向上、紙文書の破損・亡失等を防ぐために、紙文書の電子保存に

  かかるルール作りをし、書類の電子保存化を進めていきます。 

 （背景・現状・課題） 

   e-Japan戦略の一環として、2005（平成17）年4月1日より、「民間事業者等が行う書面の保存等

における情報通信の技術の利用に関する法律」、「民間事業者等が行う書面の保存等における情

報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が施行され法

令で義務付けられている書面（紙）による保存等に代わり、電磁的記録による保存等が行えることと

なりました。 

    書類の電子保存化を行うことによって考えられるメリットは以下のとおりです。 

         ● 業務の効率化 

      ・ 書類の検索が容易となる。 

      ・ 情報の共有が容易となる。 

      ・ 文書保管庫にかかるコストが削減される（文書保管庫確保、設備投資等）。 

      ・ ペーパーレスにより、事務負担が軽減される。 

      （例）電子申請を取り入れることにより、データ入力作業等の手間を省くことができる。 

    ● リスク分散 

      ・ 地震や火災等の災害時における、業務復旧時間の短縮や情報の亡失防止につながる。 

      ・ バックアップが容易にできるため、分散保管を行うことができる。 

      ※ 紙文書を複製すると、その分の書庫が必要となる。 

      書類の電子化をするにあたり、電子保存化にかかるルールを策定する必要があります。 

    ● 電子化する書類の範囲 

   本市で取り扱う書類のうち、どの書類を電子化するのか、電子化する書類の範囲を決め   

             る必要があります。また、過去の文書についての取り扱いについても検討する必要がありま   

             す。 

※ 法律等で原本保管が義務付けられているものについては、電子保存化した後も原本は
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別途保管します。 

    ● 電子化した書類の保存年限 

   紙文書については、「宗像市文書管理規程」により保存年限を定めていますが、現在、

電子化されている書類（Word、Excel等で作成した文書、PDF文書など）については、保存

年限を定めておらず、ファイルサーバの容量不足がおこっています。そのため、書類の電子

保存化を進めるにあたり、紙文書と同様、電子化された書類の保存年限を定め、適切に保

管・廃棄をする必要があります。 

    ● 「見読性」、「完全性」、「機密性」、「検索性」の確保 

  経済産業省では、書類に電子保存化の基本的な要件として「見読性」、「完全性」、「機密

性」「検索性」を定義しています。 

   ○ 「見読性」 ： 電子化した文書は、パソコンやディスプレイなどの装置がなければ見るこ

とができません。そこで、必要とする文書をすぐに目に見えるような明瞭な

状態でディスプレイやプリンタに出力し、確認できるようにしておかなければ

なりません。 

 ○ 「完全性」 ： 電子化文書は、痕跡を残さずに改ざんできる、コピーを容易に作成でき

る、ファイルの日付を書き換えることができるといった、紙文書にはない特性

を備えています。したがって、電子化文書が事故や操作ミスによって消去し

てしまうことを防止し、改ざんや消去があった事実を確認できるようにしてお

かなければなりません。 

     ○ 「機密性」 ： 電子化文書の完全性を確保するためには、許可した人以外はアクセスで

きないといった管理が必要になります。 

     ○ 「検索性」 ： 電子化文書は、必要に応じてすぐに確認できるように管理しなければ、

活用することができません。そこで求められるのが、文書をインデックスで検

索し表示するシステムなどを整備しておくという検索性という要件です。ファ

イル名だけではなく業務形態に応じて、例えば契約日時といったインデック

スで検索できるように整備しておく必要があります。 

※ 「経済産業省 「文書の電子化・活用ガイド」【入門編】満たすべき基本要件」 より 

      【施策概要】 

    ① 運用ルールの検討（平成27年度） 

    ② 運用ルールの検討及び試験的導入（平成28年度） 

③ 運用ルールの確立及び導入（平成29年度） 

 

 

４－３  情報セキュリティ対策 

本市が取り扱う情報のなかには、市民一人ひとりの大切な情報がたくさんあります。  

セキュリティに関して、国民一人ひとりの関心は高まっているものの、個人情報等の漏洩事故は、

一向になくなりません。さらに、ＩＣＴ技術のめまぐるしい発展に伴い、ウイルス攻撃やサイバー攻撃

などの、攻撃側の手法も高度化してきています。市民一人ひとりの大切な情報を守るためには、物

理的対策のみならず、論理的対策、人的対策に重点を置く必要があります。 
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（１） 物理的対策 

      （背景・現状・課題） 

庁舎増築に伴うサーバ室整備及び電源並びに入退室管理は既に実施していますが、パソコンな

どの盗難防止は、窓口配置分（ワイヤーロック実施）を除き、今後の検討課題となっています。 

また、書類の電子化や遠隔地バックアップを行い、災害時の個人情報等重要書類（データ）の流

出・亡失等を防いでいます。 

      【施策概要】 

   ①  より厳重なサーバ室入退室管理運用体制の検討 

   ②  ワイヤーロック以外のパソコン盗難防止対策の検討（シンクライアント導入検討） 

   ③  書類の電子保存化の推進 

 

（２） 技術的対策 

      （背景・現状・課題） 

ウイルス対策やフィルタリング（インターネット閲覧制限）は、毎年ライセンスを更新し、各課のデー

タや個人情報を含むデータは、各課のフォルダにて管理しています。 

      【施策概要】 

       ①  ウイルス対策に関する最新情報の収集 

       ②  データのフォルダ管理の周知徹底（シンクライアント導入検討） 

 

（３） 管理的対策 

      （背景・現状・課題） 

『宗像市セキュリティーポリシー』は、2003（平成 15）年に策定し、その後『宗像市セキュリティ運用

管理基準』、『宗像市情報セキュリティ対策基準』、『パソコン等記録媒体管理要項』を策定しました。

2014（平成 26）年には、策定から 10年以上経過していることや、実情に合わせ、内容を見直し、改

正を行っています。 

また監査については、2004（平成 16）年に一部の課を対象に内部監査を実施し、2014（平成 26）

年にも内部監査を実施しましたが、今後は外部監査を含め、検討する必要があります。 

それに加え、業務委託先等に対するセキュリティ管理も、契約書の条項のみではなく、検討する

必要があります。 

      【施策概要】 

        ①  定期的な内部監査の実施 

        ②  外部監査の検討 

        ③  業務委託先等に対するセキュリティ管理の方法検討及び実施 

        ④  セキュリティーポリシーの見直し 

 

（４） 人的対策 

      （背景・現状・課題） 

犯罪等の抑止として罰則規定の周知を図っています。罰則については、2004（平成16）年に『宗像

市個人情報保護条例』、2008（平成 20）年に『宗像市懲戒処分の指針』を施行しており、その中で、
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｢機密漏洩｣｢個人の秘密情報の目的外収集｣｢個人情報保護義務違反｣など、情報漏洩等に関する

項目を網羅しています。 

また職員教育については、年1回のセキュリティ研修を継続的に実施しています。 

       

【施策概要】 

        ①  部署によっては、日常の窓口業務で研修等に参加出来ない職員がいるため、都合のよい時

間帯に受講可能な『ｅ‐ｌｅａｒｎｉｎｇ』を実施 

        ②  研修内容について、今まで同様全般的なものに加え、公私ともに利活用するＳＮＳ等での情

報発信内容に関する留意点等モラル教育項目も増やしていく。 
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