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はじめに 

 

 各自治体は、組織や地域の情報化を推進していくにあたって、進むべき方向性を明らかにする

ため、情報化計画を策定しています。宗像市でも、市総合計画に盛り込まれた今後の情報化施策

を補完し、体系別の情報化の具体的な施策を示し、それを計画的に進めていくことができるよう策

定しています。 

 今までの経緯として、旧宗像市では、1996（平成 8）年に行政改革を柱とした「宗像市情報化計

画」を策定し、庁内のOA化などの行政情報化や、市公式ウェブサイトの充実、市内地域イントラネ

ットワークの構築など、地域情報化の観点から、基盤整備を中心に事業を実施してきました。 

 また、2003（平成 15）年には、旧玄海町との合併により発足した「新宗像市」の情報化推進のため、

「第 3次宗像市情報化計画」を策定し、第 1次、第 2次の際に整備した基盤を活用し、さらなる行

政情報化、地域情報化に取り組んできました。 

 2006（平成 18）年に策定した「（新）宗像市情報化計画」※では、これまでに整備した基盤の拡大・

活用を目的とした情報化を進め、2009（平成 21）年の「知をつなぐ・人をつなぐ・時をつなぐ」をコン

セプトとした「第 2次宗像市情報化計画」では、「情報の共有化、市民の利便性向上、事務の効率

化」を3本柱と位置付け、情報化に取り組みました。 

 そして、2012（平成 24）年に作成した「第 3次宗像市情報化計画」は、その前年の 3月に発生し

た東日本大震災を受けて、情報化の立場から行う「安心・安全・快適に暮らせる『まち』づくり」を主

な目的として、地域コミュニティ活動と健全な行財政基盤を支え、本市の「協働・共生・自律」の3つ

の基本理念による新しい『まち』づくりを目指した取り組みを、情報化の立場で支援してきました。 

 今回策定した「第4次宗像市情報化計画」は、これまでの情報化計画の理念を引き継ぐとともに、

変化し続ける社会構造やＩＣＴ環境に柔軟に対応し、活用することで「安心・安全・快適に暮らせる

『まち』」の基盤をより強固なものとなるよう支援し、学校現場でのＩＣＴ活用推進や市民生活の更な

る向上、社会保障・税番号制度の導入をはじめ、より効率的で利便性の高い行政サービスの実現

を目指すものです。 

 

※ 2006（平成 18）年に策定した情報化計画は、旧大島村との合併後、本市が現在の市域になって初めての計画

であり、2005（平成 17）年 6月に策定した、市の最上位計画である「宗像市総合計画」が『第 1次』としているため、

「第4次宗像市情報化計画」とせず、「（新）宗像市情報化計画」としています。 
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１ 宗像市情報化計画の基本方針 

  

１－１ 策定の目的及び基本方針 

本計画は、行政や地域の中で情報通信技術を活用し、セキュリティを保ちながら、市民・地域の豊かさと

利便性の向上を図るために、社会や生活の仕組みを変革すること、また、コスト削減の視点など、効率的・

効果的な行政運営のために業務改革をすることを推進するための方針や方向性を示したものです。 

「第2次宗像市総合計画」における、まちづくりの基本的な柱（基本構想）である4つの『元気を育むまち

づくり』『賑わいのあるまちづくり』『調和のとれたまちづくり』『みんなで取り組むまちづくり』を目指した取り組

みを、情報化施策の目的である3つの視点から整理します。 

（１） 市民サービスの充実 

情報通信技術を活用し、情報の受発信や情報の管理を行い、ゆとりある市民生活の実現を目指し

ます。 

具体的には、市公式ホームページの充実した運用や、Facebookでの投稿や緊急時の情報発信、

市民の健康管理体制の充実などがあげられます。 

（２） 行政事務の効率化 

施設・設備・機器・ソフトウェアなど情報通信技術を利用して事務の効率化等を行うことで、職員の

事務負担軽減やコスト削減、市民手続きの簡素化などにつなげ、よりよい市民サービスの充実へと結

び付けます。 

（３） 情報セキュリティ対策 

上記2項目を実現するためには、情報セキュリティ対策の実施は大前提です。一番大きなリスクであ

る人的要素に重点を置く必要があります。 

 

 

１－２ 期間 

本計画は、2015（平成27）年4月1日から2018（平成30）年3月31日までの3カ年計画とします。 

ただし、基本計画については、情報通信技術の進展や本市を取り巻く環境の変化等に合わせて、必要

に応じて、また、個別計画については、進捗管理を行い毎年見直すものとします。 

 

 

図１ 関連計画との関係 
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１－３ 本計画の位置づけ 

本計画は、情報化の立場から「第2次宗像市総合計画 前期基本計画（平成27年3月策定）」の政策を

実現するための下位計画であり、本市の情報化施策・事業の基本となるものです。 

また、学校教育の情報化に関する基本計画は、本計画の基本理念をふまえ、学校教育の情報化を推進

する「第3次学校教育情報化計画」に定めるものとします。 

なお、各計画はそれぞれの策定会議において情報連携を行い、整合性を図るものとします。 

 

 

図２ 情報化計画の位置付け 
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２ 情報化の推進体制 

  

２－１ 情報化の推進体制 

  宗像市の情報化を総合的・体系的に推進するためには、市民と行政が連携をとり、情報収集、意見

 交換を行いながら進めていく必要があります。 

  市民と行政が一体となり、かつ庁内では委員会や部会等、横断的な体制のもと、各主体が役割分

 担を明確にして、効率的に進め、着実な実施につなげる必要があります。 

 

図３ 宗像市情報化推進体制 
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２－１－１ 情報化推進会議 

  宗像市情報化推進会議は、公募市民、教育関係、産業関係などの委員（15名以内）で構成する市

 の諮問機関であり、宗像市の情報化に関して、専門的立場から、提言をいただく機関です。 

 【担任する事務】 

 （１） 宗像市情報化推進計画の策定に関すること。 

   宗像市情報化計画の策定及び個別計画の進行管理に関して、専門的立場から助言・提言をい 

ただきます。 

 （２） 宗像市地域イントラネットの運営に関する提言に関すること。 

   宗像市地域イントラネットの再構築に関する助言・提言をいただきます。 

（３） 情報化の動向、地域社会及び市民生活における情報ニーズ等についての分析に関すること。 

   地域住民が何を求めているか、社会全体としてどのような役割が求められているか、情報化の動

   向を見ながら、把握、分析します。 

※ （１）（２）（３）は、宗像市附属機関設置条例 別表第2条関係 名称及び担任する事務 より抜粋 

 

２－１－２ 情報化推進委員会 

  情報化推進委員会は、市関係課の課長で構成し、各種の情報化施策、事業・取り組みに関して、情

 報化推進部会へ検討を指示し、情報化推進部会から提案・報告された内容について検討を行いま

 す。なお、当委員会は、情報セキュリティ委員会を兼ねます。 

 【所掌事務】 

（１） 宗像市の情報化推進に関する調査・研究 

（２） 「宗像市情報化計画」の策定、進行管理に関すること 

（３） 住民情報システムの管理、運営に関すること 

（４） 「宗像市地域イントラネット」の運営に関すること 

（５） ホームページ等による情報の発信・受信に関すること 

（６） 『宗像市公衆無線ＬＡＮ』の導入に関すること 

（７） ｢宗像市情報システム調達（導入）ガイドライン｣の管理、運営に関すること 

（８） その他情報化の推進に関すること 

※ 所掌事務は、「情報化推進委員会について」 ２ 委員会の所掌事務 より抜粋 
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２－１－３ 情報化推進部会 

  情報化推進部会は、市関係課の職員で構成し、各種の情報化施策に関して専門的な調査、検討を

 行い、事業の実施に向けて作業を行う、情報化推進の中心に位置づけられる作業部会です。検討内

 容については、情報化推進委員会への提案・報告を行います。 

  なお、部会は、必要に応じて設置します。 

  【所掌事務】 

（１） 宗像市の情報化施策の内容及び実施方法の調査、検討 

（２） 複数部門にまたがる情報化施策の部門間調整 

（３） ホームページの更新及び情報の発信・受信に関する調査・研究、検討 

（４） 宗像市公衆無線LANの活用に関する調査・研究、検討 

（５） 「宗像市情報化計画」の内容及び「宗像市地域イントラネット」の運営に関する検討 

（６） その他情報化の推進に関すること 

  ※ 所掌事務は、「情報化推進委員会情報化推進部会の設置について」 ２ 部会の所掌事務 より抜粋 

 

２－１－４ 情報化推進リーダー 

  情報化推進リーダーは、各課に 1名程度配置しており、各課の情報セキュリティ担当者として情報シ

 ステムを管理したり、情報化推進の協力やアドバイスを行ったりします。また、各課のヘルプデスクの

 役割も担っており、簡単なパソコン操作に関する質問や障害の対応を担っています。 

 【所掌事務】 

 （１） 情報化の推進及び情報化関連施策への協力、支援 

 （２） ネットワーク、パソコン、ソフトウェア等の円滑な運用管理への協力、支援 

 （３） 課内の情報化の推進、指導、助言 

 （４） 課内職員への情報化に関する情報提供及び知識の普及 

 （５） 課内職員の情報リテラシーの向上 

 （６） 課内における「宗像市セキュリティ運用管理基準」の運用、指導等 

 （７） 課内におけるネットワーク、パソコン、ソフトウェア等の操作指導 

 （８） 課内におけるネットワーク、パソコン、ソフトウェア等の軽微な障害対応 

 （９） 課内におけるネットワーク、パソコン、ソフトウェア等に対する提案及び要望等の収集 

※ 所掌事務は、「情報化推進リーダーについて」 １ 情報化推進リーダーの職務について より抜粋 

 

２－１－５ 事務局（総務課 情報化推進係） 

  事務局は、情報化推進会議、情報化推進委員会、情報化推進部会の事務を担当し、また、情報化

 推進リーダーを統括します。 

  また、宗像市の情報化に関する事務の全般を受け持ちます。 
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２－２ 進行管理のシステム化（ＰＤＣＡサイクル） 

  本計画では、個別計画の進行状況や達成状況についてＰＤＣＡサイクルを繰り返すことにより、刻々

 と変化する情報化に対応しつつ、事業の見直しを毎年度柔軟に行います。 

 

◆計画（Ｐｌａｎ） 

年度当初：事業計画をたてる。 

◆実行（Ｄｏ） 

事業計画を実施する。 

◆評価（Ｃｈｅｃｋ） 

事業計画の進行状況の点検・評価を行う。 

◆改善（Ａｃｔ） 

事業計画の進行状況や情報技術の変化をもとに、必要に応じ施策の見直しや新たな施策の検討

を行う。 

 

 

図４ 進行管理のシステム化 
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３ 情報化の現状と課題 

３－1国・県・ふくおか電子自治体共同運営協議会の情報化施策と動向 

３－１－１国の情報化施策 

国は、2001年に、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（ＩＴ戦略本部）を設置し、『ｅ‐Ｊａｐａｎ戦略』の

策定を行い、同本部のリーダーシップの下、「5年以内に世界最先端のIT国家になる」ことを目標に、ブロードバ

ンドインフラの整備を中心に本格的な取組みを行いました。これにより、わが国はインフラ整備において世界最

高水準となり、その後、ＩＴ利活用を中心に政策を進めてきています。 

しかしながら、多くの国民がその成果を実感するに至っていない状況です。従来の戦略は、ＩＴ利活用を強調

しつつも、ＩＴ化・ＩＴ活用という名目だけで、利用者ニーズを十分把握せず、組織を超えた業務改革（ＢＰＲ）を行

わなかったことで、ＩＴの利便性や効率性が発揮できないものとなっています。また、各省がバラバラにＩＴ投資、

施策を推進し、重複投資や施策効果が発揮できない状況を生み出してきたなどの面もあったと考えられ、こうし

た点について真摯に反省するところから出発することが求められています。（『世界最先端IT国家創造宣言』より、

一部抜粋・改編） 

このような状況の中、2013（平成25）年6月には『世界最先端ＩＴ国家創造宣言』が閣議決定され、次のように目

標が示されています。 

「本戦略では、今後、5年程度の期間（平成30年まで）に、世界最高水準のＩＴ利活用社会の実現とその成果

を国際展開することを目標として、また、震災からの復興の加速化にも資するよう、デジタル技術における急速な

技術革新と、グローバルな情報社会の進展を踏まえ、データの活用には「見える化」が重要であるとの認識の

下、 

（１） ＩＴ・データの利活用による、国民が日本経済の再生を実感できる革新的な技術や複合サービスの創造

による新産業創出と全産業分野の成長への貢献 

（２） 国民が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への貢献 

（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ように、国民利用者の視点に立った電

子行政サービスの実現と行政改革への貢献 

の3項目を柱として、目指すべき社会・姿を明らかにし、その実現に必要な取組を策定するものである。」 

（『世界最先端ＩＴ国家創造宣言』より、一部抜粋） 

 

また、同年6月には『ＩＣＴ成長戦略会議』（総務大臣、副大臣、大臣政務官、他13名の有識者から構成）にお

いて、『ＩＣＴ成長戦略』が策定されました。その中で、「付加価値産業の創出」、「社会的課題の解決」、「ＩＣＴ共

通基盤の高度化・強靭化」を 3つのビジョンとする新たな『ＩＣＴ戦略』が 2020（平成 32）年 6月までを期限とする

ロードマップが提示されています。 

平成25年6月の『ＩＣＴ成長戦略会議』の要点を図解したものは、次の通りです。 

（総務省ホームページ『ＩＣＴ成長戦略会議』より抜粋・一部改編） 
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（総務省ホームページ『IＣＴ成長戦略会議』）より 

図５ ICT成長戦略 

 

 

（総務省ホームページ『ＩＣＴ成長戦略会議』）より 

図６ 推進体制の整備／ロードマップ① 
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（総務省ホームページ『ＩＣＴ成長戦略会議』）より 

図７ 推進体制の整備／ロードマップ② 

 
 

最新の動向としては、先の『世界最先端ＩＴ国家創造宣言』が閣議決定をうけて、2014（平成 26）年 3月には

「電子自治体の取組みを加速するための10の指針」が総務省から提示されました。その位置付けは、下のように

示されています。 （『電子自治体の取組みを加速するための10の指針』より抜粋・一部改編） 

 

 総務省はこれまで、電子自治体の取組みを推進するため、平成15年8月に「電子自治体推進指針」（平成18

年7月一部改訂）、平成19年3月に「新電子自治体推進指針」を策定しています。 

 本指針は、今般の「創造宣言」の閣議決定を受け、自治体クラウドの導入をはじめとした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策定するものです。 

 これまでの指針が、ＩＣＴの進展や動向等について広く地方公共団体に情報提供することを目的の一つとして

いたのに対し、「電子自治体の取組みを加速するための10の指針」は、「創造宣言」を踏まえ、番号制度の導入

に併せた自治体クラウド導入の加速を最優先課題と位置付け、行政情報システムの改革に関して、地方公共団

体に期待される具体的な取組みを提示することに重点を置いています。 

 概要を示す図としては、次のとおりです。（【概要版】『電子自治体の取組みを加速するための 10の指針』より

抜粋・一部改編） 
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（【概要版】『電子自治体の取組みを加速するための10の指針』より） 

図８ 我が国のIT戦略と電子自治体の展開 

 
（【概要版】『電子自治体の取組みを加速するための10の指針』より） 

図９ 電子自治体の取組みを加速するための10の指針概要図 
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３－１－２ 総務省が目標としたブロードバンド基盤の整備状況 

総務省は、2015（平成 27）年を目途にすべての世帯でのブロードバンド利用を実現するという目標を掲げて

います。2014（平成 26）年 3月末現在の国内ブロードバンド基盤整備状況は、下記のとおりです。また、同時期

の調査では、福岡県のブロードバンド利用可能世帯率は 100％、超高速ブロードバンド利用可能世帯率は

100％となっています。以上から、総務省の掲げた目標は全国的にもほぼ達成され、福岡県でも達成していると

いえます。 

 ※ブロードバンドは、光ケーブルなどの有線だけでなく、3.5世代携帯電話など無線通信も含みます。 

 

     （総務省『ブロードバンド基盤の整備状況（平成26年3月末現在）』より） 

図10 ブロードバンド基盤の整備状況 
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３－１－３  福岡県の動向 

福岡県は、平成20年に策定した「新ふくおかＩＴ戦略」で「新たな価値の共創」「先駆的ワンストップサービスの

推進」「次世代ユビキタスネットワークの整備促進」の3つの取り組みを重点的に推進しています。 

 
（平成20年策定 『新ふくおかＩＴ戦略』より） 

図11 新ふくおかＩＴ戦略の重点的な取組 

 

また、福岡県では「県が目指すべき姿を示すとともに、県政の各分野における施策の方向を示し、県の行政

運営の指針」とし、計画期間としては、平成24年度から平成28年度までの5年間での「福岡県総合計画」を策定

しています。そのなかで「ＩＴ化の推進」を「計画推進のための基盤づくり」として位置づけており、福岡県内の情

報化を推進しています。 

 

３－１－４  ふくおか電子自治体共同運営協議会の動向 

福岡県と県内市町村は、相互に連携・協働して電子自治体を構築するとともに、地域情報化の推進に寄与す

ることを目的として、平成14年10月に「ふくおか電子自治体共同運営協議会」を設立しました。平成26年3月

現在、県内33市町村が参加している同協議会では、企画部会、クラウドサービス検討部会、電子入札検討部会

等において、機器やシステムを共同で調達・開発・運用するための調査・検討を行い、各市町村の経費負担・人

的負担の軽減を目指しています。協議会では、以下の取り組みを実施しています。 

（１） ふくおか自治体クラウド（ＩａａＳの導入、ＰａａＳの検討、ＳａａＳの検討） 

（２） 共同利用センター（インターネット、ＬＧＷＡＮ） 

（３） ふくおか電子申請サービスの共同利用 

（４） ふくおか電子入札サービスの共同利用 

（５） 遠隔地バックアップサービス 

（６） 機器等の共同調達（公的個人認証機器） 

（７） 研修の実施 
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３－２ 情報通信技術の動向 

３－２－１ インターネットの普及とスマートフォン・タブレット端末の普及 

平成25年末のインターネット利用者は、平成24年末より392万人増加して10,044万人（前年比4.1％増）、

人口普及率は 82.8％（前年差 3.3ポイント増）となっています。また、端末別インターネット利用状況をみると、

「自宅のパソコン」が58.4％と最も多く、次いで「スマートフォン」（42.4％）、「自宅以外のパソコン」（27.9％）となっ

ています。 

また、平成25年末の情報通信機器の普及状況をみると、「携帯電話・ＰＨＳ」及び「パソコン」の世帯普及率は、

それぞれ 94.8％、81.7％となっています。情報通信機器の普及が全体的に飽和状況の中、「携帯電話・ＰＨＳ」

の内数である「スマートフォン」は、62.6％（前年比 13.1ポイント増）と急速に普及が進んでいます。2019年 3月

末には7割強まで普及すると見られています。また、タブレット端末21.9%（前年比6.6ポイント増）も普及しており、

今後も進んでいくことが考えられます。 

（平成26年版『情報通信白書』より抜粋・一部改編） 

 

３－２－２ ソーシャルメディアの普及 

世界的に普及しているブログ、ＳＮＳ、動画投稿をはじめとするソーシャルメディアの中で、我が国のＳＮＳ に

おいて急速に普及が進んでいる LINE は、20代の利用率が 8割を超えています。Facebookは 5割以上、

Twitterも 4割以上と、その利用率も高まっています。このように、10～20代の若年層をはじめとした幅広い層で

ＳＮＳの利用率はこの1年で大幅に上昇しています。（平成26年版『情報通信白書』より抜粋・一部改編） 

 

３－２－３ クラウドコンピューティング技術の進展 

自庁舎内でサーバを持たず、データセンターを借用しネットワークを利用して、必要なときに、必要な機能だ

けを利用する「クラウドコンピューティング（クラウド）技術」の利用が各分野・業種で進展しています。 

「一部でもクラウドサービスを利用している企業の割合は33.1％であり、平成24年末の28.2％から4.9ポイン

ト上昇しています。資本金規模別に利用状況をみると、資本金 50億円以上企業では 5割を超えている状況で

す。 

クラウドサービスの利用理由は、「資産、保守体制を社内に持つ必要がないから」が 38.8％と最も高く、次いで

「初期導入コストが安価だったから」（36.9％）、「どこでもサービスを利用できるから」（35.1％）となっており、主に

機能面及びコスト面からの理由が挙げられています。 

クラウドサービスを利用しない理由としては、「必要がない」が 42.8％と最も高く、次いで「情報漏洩などセキュ

リティに不安がある」（37.4％）、「クラウドの導入に伴う既存システムの改修コストが大きい」（22.9％）となっていま

す。 （平成26年版『情報通信白書』より抜粋・一部改編） 

 

３－２－４ ビッグデータの活用 

ネットワーク・ディバイス両面におけるＩＣＴの急速な進化が多種多様で膨大なデジタルデータの生成・流通・

蓄積を促し、そのデータをビジネス資源として有効に活用することで、新たな価値の創造や社会的課題の解決

につなげる取組は活発化しています。たとえば、「飲食業、とりわけ生鮮食品を扱う場合、需要予測を誤ると大量

の廃棄ロスが発生する可能性があります。そこで商品の単品管理を行い、その記録を大量に蓄積・分析すること

により、需要予測の精度を向上させ、商品の廃棄ロスを大幅に削減させている」事例があげられます。（平成 26

年版『情報通信白書』より抜粋・一部改編） 



 15 

 

３－２－５ オープンデータの活用 

我が国においても、東日本大震災復旧・復興への取組と教訓や、スマートフォンの急速な普及などICTを取 

り巻く環境の変化も相まって、オープンデータ（公共データの活用促進）に対する取組の強化が進みつつあり、

先の『世界最先端ＩＴ国家創造宣言』においてもオープンデータ（公共データの民間開放）の推進が盛り込まれ

ています。 

産官学が共同でオープンデータ流通環境の実現に向けた基盤整備を推進することを目的として、平成 24年

7月27日に「オープンデータ流通推進コンソーシアム」が設立されました。同コンソーシアムは、①オープンデー

タ推進にむけた課題解決に関する研究活動（オープンデータ推進に必要な技術標準のあり方等の検討、オー

プンデータ推進に必要なライセンスのあり方等の検討）、② オープンデータ推進の普及啓発活動（オープンデ

ータ推進に関する情報発信・情報共有、オープンデータ推進による新たなサービス等の検討）を行っています。

同コンソーシアムでは総務省と連携して、オープンデータに係る技術仕様、二次利用ルールの検討や、オープ

ンデータの意義や可能性の情報発信を実施しているところです。 

総務省では、このような背景から、組織や業界内で利用されているデータを社会でオープンに利用できる環

境（オープンデータ流通環境）の整備に向け、①情報流通連携基盤共通APIの確立・国際標準化、②データの

二次利用に関するルールの策定、③オープンデータのメリットの可視化のための実証実験を平成 24年度から

実施しており、これまでに計12本（平成24年度：5本、平成25年度：7本）の実証実験を実施しています。 

その成果については、電子行政オープンデータ実務者会議やオープンデータ流通推進コンソーシアム等と

連携して展開することとしており、オープンデータ流通環境の普及を目指しているところです。 

（平成26年版『情報通信白書』より抜粋・一部改編） 
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３－３ 本市における情報化に関する現状と課題 

３－３－１ 第3次宗像市情報化計画の実施状況の検証 

旧計画である、第3次宗像市情報化計画は、2012（平成24）年度から2014（平成26）年度までの3カ

年計画であり、「情報の共有化、市民の利便性向上、事務の効率化」を目指し、宗像市の情報化を進め

てきました。 

本計画の策定にあたり、旧計画の 28の情報化施策について、達成状況の検証及び本計画へ引き継

ぐべき課題が残されているかどうかの確認を行いました。 

実施状況は、表２の通りです。 

達成度1 
目標を上回る 

（130％以上） 

達成度2 
目標をやや上回る 

（100％以上130％未満） 

達成度3 
目標どおり 

（90％以上100％未満） 

達成度4 
目標をやや下回る 

（75％以上90％未満） 

達成度5 
目標を下回る 

（75％未満） 

表１ 評価基準 

 

№ 事業名 評価 備考 

1 地域情報の受発信 達成度３  事業計画どおりに進捗した。 

2 市民活動情報の受発信 達成度２ 

 計画どおりの事業実施の他、メイトム宗像（市民活動交流館）

情報発信スペースの配置・レイアウトの変更を行い、情報発信ス

ペースの充実を図ることができた。 

3 
モバイルデバイスを活用した情報発信 

（市公式ウェブサイトの充実） 
達成度３  P18参照。 

4 情報セキュリティの強化 達成度４  P19参照。 

5 むなかた電子博物館の充実 達成度３ 

 天候により観望会を実施できなかった他は、ほぼ目標を達成

しており、宗像ユリックスプラネタリウムと連携を図るなど新たな

取り組みも行った。 

6 沖ノ島バーチャルミュージアムの充実 達成度５  P18参照。 

7 学校教育の情報化 達成度２ 
 セキュリティ研修、授業支援研修は 12月までに目標回数を達

成し、1月以降も実施した。 

8 統合型GISの有効活用 達成度２ 
 当初の予定より多くの件数の埋蔵文化財事前審査情報の登

録が可能となった。 
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№ 事業名 評価 備考 

9 空き家・空き地バンクの活用 達成度３ 

 物件登録申請の件数は目標に届いていないが、取引成立の

件数は上回った。空き家・空き地バンクの案内についても継続

的に実施している。      

 また、サイトリニューアルも来年度実施に向け、見直しに着手し

ている。 

10 渡船会計システムの構築 達成度３ 
 新運賃へのスムーズな移行ができた。 

 平成26年3月達成済のため完了。 

11 産業・観光の振興 達成度３  事業計画どおりに進捗した。 

12 緊急情報伝達システムの活用・改修 達成度３  目標達成指標の95.7％を達成している。 

13 体力評価システムの活用 達成度４  実施地区が増えず、そのため利用者数も増加しなかった。 

14 連帯納付義務者通知発行システム開発 達成度３  平成25年3月達成済のため完了。 

15 地域イントラネット再構築 達成度３  P18参照。 

16 電子申請の充実 達成度４ 
 電子申請サービスの申請の種類を増やすことができなかっ

た。 

17 

庁内ICT環境の充実（ファイルサーバの

再構築・ 

各システムのWin7対応にかかる改修） 

達成度３  事業計画どおりに進捗した。 

18 住民情報システムに関する検討 達成度３  P18参照。 

19 書類の電子保存化 達成度３  P19参照。 

20 健康管理システムの改修 達成度３  現行の実施状況に支障のない範囲内で対応ができている。 

21 
人事給与システム、及び出退勤システ

ムの改修業務 
達成度２  平成25年3月達成済のため完了。 

22 
外国人登録にかかる住民情報システム

の改修 
達成度３  平成25年3月達成済のため完了。 

23 情報の共有化 達成度３  事業計画どおりに進捗した。 

24 
情報システム導入ガイドラインの作成・

運用 
達成度４ 

 当初の予定より実施が遅れているが、作成・運用を開始でき

た。 

25 公有財産管理システム 達成度３  システム構築に向け、方向性を確立することができた。 

26 eLTaxの導入 達成度３  事業計画どおりに進捗した。 

27 議会ICT環境の整備 達成度３ 
 議会広報調査特別委員会において、調査研究が行われ、可

能なところから随時、実施できた。 

28 生活保護システムの更改 達成度３ 
 新システムの導入時期が、1年延期となったが、延期は、社会

保障・税番号制度の導入に関連した必要な措置である。 

表２ 第3次宗像市情報化計画 個別計画達成状況一覧 
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個別計画全体の評価については、目標どおりである｢達成度3｣以上が8割を超えており、概ね計画ど

おり行えたと評価します。 

主要施策である「モバイルデバイスを活用した情報発信（市公式ウェブサイトの充実）」については、よ

り効果的な情報発信方法の検討・協議を進めた結果、2015（平成27）年度に市の公式ホームページをリ

ニューアルするほか、ソーシャルメディアを使った情報の受発信にも力をいれてきました。 

「地域イントラネット再構築」については、地域イントラネットを民間回線に移行するにあたり、旧計画で

は大島と旧玄海町域の小中学校・海の道むなかた館(旧アクシス玄海)については、地域イントラを維持

することとしていましたが、民間による有線の情報通信基盤整備が進んだことにより、大島を除き、民間

回線への移行が完了し、今後の地域イントラネットの機器更新などによる整備費用の削減に繋がりまし

た。 

「住民情報システムに関する検討」については、自治体クラウドの導入も視野にいれ、検討を行ってき

ましたが、｢経費｣｢導入期間｣｢カスタマイズ可否｣｢操作性｣｢保守・連絡体制｣の 5項目を考慮した結果、

自治体クラウドの導入は行わず、現行システムを継続利用し、ハードの更新を行うこととなり、2014（平成

26）年度に再構築を実施しました。 

表３ 再構築の検討内容 

 

このように、主要施策のうち、以上の施策については、一定の評価ができると考えます。 

ただし、「沖ノ島バーチャルミュージアムの充実」については、平成22年度から、宗像市、福岡県及び

福津市で組織する「宗像・沖ノ島と関連遺産群」世界遺産推進会議が作成するホームページ：『「宗像・

沖ノ島と関連遺産群」を世界遺産に』において、写真や動画等で沖ノ島の魅力を発信するコンテンツを

充実させており、現在、「宗像・沖ノ島と関連遺産群」の情報発信については、「宗像・沖ノ島と関連遺産

群」世界遺産推進会議のホームページを主体とし、今後、拡充していきます。そのため、沖ノ島バーチャ

ルミュージアムに重複して掲載していた内容を削除し、更新せず、今後、沖ノ島バーチャルミュージアム

は、現コンテンツのみのままとするため、達成度5としました。 

『「宗像・沖ノ島と関連遺産群」を世界遺産に』 http://www.okinoshima-heritage.jp/ は、市公式ホー

ムページからリンクしています。 

また、「書類の電子保存化」については、一部書類については電子化をおこなってきましたが、全庁的

な書類の電子化・運用体制には至っておらず、今後も取り組んでいく必要性があります。 

http://www.okinoshima-heritage.jp/
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さらに、「情報セキュリティの強化」においては、「物理的対策」や｢技術的対策｣、｢管理的対策｣に関し

て、サーバ室の入出管理やバックアップ体制、ウイルス対策等行ってきたため一定の評価はできますが、

ＮＰＯ日本ネットワークセキュリティ協会の「2013年セキュリティインシデントに関する調査報告書～個人

情報漏えい編～｣の結果でもわかるとおり、情報漏えいのほとんどが人的要因であり｢人的対策｣を行うこ

とは、今後も継続的な課題となります。本市においても職員のセキュリティ意識の格差があり、職員全体

のセキュリティ意識の向上のため研修等を継続的に実施していく必要があります。また、今後は、内部監

査のみならず外部監査の実施が求められます。 

 

 

                     ｢2013年セキュリティインシデントに関する調査報告書～個人情報漏えい編～｣より 

図12 ＮＰＯ日本ネットワークセキュリティ協会 

 

 

３－３－２ 情報化に関する現状と課題 

本計画は、第 2次宗像市総合計画を補完するものとして、総合計画に掲げる 4つの街づくり方針をもと

に、本市の情報化が今後進むべき方向性を定めるため、旧計画から引き続き実施すべき課題や、新たな

対策が必要となった課題について、現状とともに抽出・再整理を行いました。 
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（１） 市民サービスの充実に関する課題 

① 教育現場等の情報基盤整備 

（これまでの取組み） 

教育現場における情報化としては、2012（平成 24）年度より、市内の小中学校にモデル事業として電子

黒板及びデジタル教科書等の情報教育機器の導入を進めてきました。それに伴い、情報教育機器の効

果的な活用方法について、市内の大学と協力し教職員への研修を行うなどの取組みを行っています。 

また、2014（平成 26）年度には、新たなモデル事業として小中学校各１校ずつに児童・生徒が利用する

ためのタブレット端末の導入を行いました。 

 

 学校名 電子黒板 実物投影機 

平成２４年度 

河東西小学校  4台     2台   

玄海小学校  2台     2台   

玄海東小学校  2台     2台   

地島小学校  2台     2台   

自由ヶ丘中学校  4台     2台   

玄海中学校  4台     2台   

6校計 18校     12台   

平成２５年度 

吉武小学校  2台     2台   

河東小学校  3台     2台   

東郷小学校  4台     2台   

自由ヶ丘南小学校  4台     2台   

日の里西小学校  4台     2台   

日の里東小学校  4台     2台   

大島小学校  2台     2台   

河東中学校  4台     2台   

日の里中学校  4台     2台   

大島中学校  2台     2台   

10校計 33台    20台   

平成２６年度 

赤間小学校  4台     2台   

赤間西小学校  4台     2台   

自由ヶ丘小学校  4台     2台   

南郷小学校  4台     1台   

城山中学校  4台     1台   

中央中学校  4台     1台   

6校計 24校    9台   

表４ 電子黒板等整備状況 
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（課題） 

電子黒板については、各校 4台程度配置していますが、児童・生徒の多い学校については、情報教育

機器が足りないことや教員の習熟度によって、授業で活用する機会に差があることが課題となっていま

す。 

  機器本体に関しても、2009（平成21）年度に導入したＰＣのＯＳがＷｉｎｄｏｗｓ７であり、2020（平成32）年

1月にサポート終了となるため、それに向けた円滑な更新計画を策定する必要があります。 

また、情報機器の利用促進に対して、利用者のＩＣＴリテラシーの問題があります。教育現場や家庭にお

いて、情報通信機器の普及が進むなか、子どもたちが日常的にパソコンやスマートフォンなどの情報通信

機器を使用する機会が増えてきました。それに伴い、学校裏サイトやFacebook、LINE等のソーシャルメデ

ィアでのコミュニケーションが増えています。総務省の『平成25年通信利用動向調査』においてもソーシャ

ルメディアの利用状況は6歳から 12歳で15.9％、13歳から 19歳の利用が 57.2％となっており、今後更

なる増加が予想されます。ソーシャルメディアの利用により、児童・生徒同士のトラブルや犯罪に巻き込ま

れるケースもあり、子どもたちや周りで支える大人たちのＩＣＴリテラシーの向上が求められています。 

 

 

図13 総務省 ｢平成25年通信利用動向調査｣より 

 

② わかりやすい情報発信 

（これまでの取組み） 

旧計画では、市民視点として情報化推進会議の中でいただいた意見として、「市公式ホームページで

必要な情報に行きつかない｣｢わかりづらい｣という意見をいただきました。そのため、2012（平成 24）年度よ

り庁内組織として｢公式ホームページリニューアル検討班｣を立ち上げ、わかりやすい公式ホームページを

目指し取り組んできました。検討会議の結果、公式ホームページのほか、本市の魅力を発信するため｢子
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育て｣｢観光｣｢都市ブランド｣という3つの視点に特化したサイトの立ち上げを行うことになり、2015（平成27）

年度にリニューアルオープンします。 

また、市の一方的な情報発信のみならず、双方向の情報の受発信として2013（平成25）年6月より公式

Fａｃｅｂｏｏｋの試験運用を開始し、2014（平成26）年1月より正式運用が行われています。 

（課題） 

各視点に特化した公式ホームページの開設を皮切りに、更なる効果的な情報の受発信が求められてき

ますが、その反面でホームページでの情報発信に重点をおくことで、インターネット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）などの課題があります。 

 

③ 地域活性化に関する課題 

（これまでの取組み） 

本市では、コミュニティ地区の地域情報や市民活動団体の活動等の情報の受発信を｢コミュニティだよ

り｣や｢むなかたＮＰＯボランティア情報紙 ふらぐ｣などの広報紙でおこなってきました。また地区単位のホ

ームページやＳＮＳなどを開設し、新たな情報発信ツールとして活用してきました。 

（課題） 

これまでの、紙媒体やホームページでの情報の受発信のみならず、今後、自治体のオープンデータや

ビッグデータを活用し、地域の活性化に役立てていく必要があります。 

そのほか、2014（平成26）年度に防災を目的として市で整備をおこなった公衆無線ＬＡＮにおいても、災

害時のみならず、平時の情報受発信ツールとしての利用も効果的です。 

 

  ④ 情報インフラ整備に関する課題 

（これまでの取組み） 

旧計画の主要施策として 2013（平成 25）年度までに市で整備したイントラネット回線を民間のＶＰＮ回線

に移行する計画となっており、大島を除く全域について民間の光回線への移行が完了しています。   

当初計画では、旧玄海町域については民間の超高速ブロードバンド整備が進んでおらず、地域イントラ

ネットを維持していく予定でしたが、民間の整備が進んだことにより、旧玄海町域についても民間回線への

移行を進めることができました。 

（課題） 

大島・地島については、民間による無線の超高速ブロードバンド整備は行われている状況ですが、有線

での整備は行われていないため、今後も市の地域イントラネットを維持する必要があります。そのためイン

トラネット環境の安定維持を続けるとともに、今後も情報通信基盤の整備を含め民間通信事業者へ働きか

けを続けていく必要があります。 

また、2015（平成 27）年度からは、マイナンバーの導入が始まります。そのため、マイナンバー制度につ

いての周知や今後、自治体独自の取組みなども必要となってきます。 

そのほか、近年、共働き世帯が増加するなか、住民票などの証明書の交付について｢平日に市役所へ

取りにいけない｣｢自動交付機が近くにない｣などの声も聞かれます。その対応策として、他の自治体では

コンビニにて証明書を交付できるシステムを導入する自治体も増えており、本市においても今後検討が必

要となってきます。 
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 （２） 行政事務の効率化に関する課題 

新技術導入に関する課題 

（これまでの取組み） 

 パソコンについては、毎年120台程度を導入し、計画的に古いパソコンから順に入れ替えをおこなってき

ました。また、各種システムの更新状況を確認しながら、パソコンやプリンターなどの機器のＯＳやスペック

の見直しを行っています。 

 そのほか、写真や図面などデータの高画質化が著しく、ファイルサーバの容量不足の課題解決のため、

2012年（平成 24）年度にファイルサーバの仮想化を行うとともに、インターネット関係機器とのサーバ統合

を行うことにより、保守料等の管理コストの削減につながりました。 

（課題） 

2011（平成23）年度に行った庁内現況調査では、インターネット環境についての意見がありました。本市

のインターネット環境は、自席のパソコンで閲覧する場合ＬＡＮケーブルをつなぎ換え、ログインしなおす

必要があります。各課に 1台インターネット専用の端末を設置していますが、｢インターネットで調べながら

業務が行えない｣など、自席で手間なくインターネットを閲覧することができるようにしてほしいとの声があり

ました。本市では、業務で使用しているデータの流出を防止するため、物理的に業務用のネットワークとイ

ンターネット用のネットワークを分けています。また、フィルタリング機能により、ウイルス感染の危険性や、

情報流失の危険性を減らす対策を行っています。 

そのため、セキュリティを確保しつつ、インターネットの利用状況に応じた環境整備を行うことにより、業

務効率化を目指すことが今後の課題となります。 

そのほか、サーバの管理・維持のため、人的負担のほか、構築・運用・保守・更新費用等の多大なコスト

が発生しています。そのため、クラウド等の導入により、複数の団体で、システムの共同利用を行うなどコス

ト削減の検討が必要となってきます。 
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（３） 情報セキュリティ対策に関する課題 

（これまでの取組み） 

   本市の安定した行政運営を行うため、以下のようなセキュリティ対策等を行ってきました。 

物理的対策 

・ サーバ室電源整備及び入退室管理 

・ 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・亡失の防止 

技術的対策 

・ 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）の実施 

・ 各課のフォルダ閲覧権限の設定 

・ 各種個人情報（住民情報、税情報 等）への照会・更新権限の管理・運用 

管理的対策 

・ 『宗像市セキュリティポリシー』『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』の策定 

・ 内部監査の実施 

人 的 対 策 

・ 罰則の施行 

2004（平成16）年度：『宗像市個人情報保護条例』 

2008（平成20）年度：『宗像市懲戒処分の指針』 

※ 以上により｢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る。 

・ 一般職のセキュリティ研修を実施 

・ 情報化推進リーダーの設置 

表５ 分類別セキュリティ対策 

（課題） 

今や、情報システムやインターネットは、組織の運営に欠かせないものになりましたが、その反面、利便

性の向上と引き換えに、大きな危険性を抱え持つこととなりました。情報システムの停止や、個人情報の漏

えいによる組織の信頼の失墜など、情報セキュリティ上のリスクは、組織に大きな被害や影響をもたらしま

す。また、多くの場合、被害や影響は市民や取引先などの関係者へも波及します。 

近年、情報セキュリティ対策の重要度が高まる中においても、ウイルスへの感染や関係者による不正な

情報の持ち出し、あるいは記録媒体の紛失など、さまざまな原因により、多くの組織で情報漏洩が実際に

発生しています。 

本市でも、このようなリスクが、どの組織にも存在していることを認識し、これらのリスクを可能な限り軽減

するために、適切な情報セキュリティ対策を行う必要があります。  

また、近年ソーシャルメディアでの不用意な発言による企業や自治体の不祥事が増加しています。その

ため、職員のモラル教育も重要な課題です。 

そのほか、旧計画の主要施策である、｢書類の電子保存化｣においても、災害時の紙文書の破損・亡失

対策として、全文書について電子化を今後も継続して取り組んでいく必要があります。 

 

 

このような、本市の情報化に関する現状と課題を踏まえ、継続的に実施する必要があるものや新規に実施

する必要がある個別計画を策定し、その中でも特に重要な位置付けとなる本計画の施策を次章で示します。 
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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行われている ICT研修のほか、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。しかしながら、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 

  ● ネットワーク仮想化に伴うシンクライアントの検討 

         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。 

ネットワークの仮想化を検討するにあたり、外部への情報漏洩などのリスクを減らすため、パソコン

自体にハードディスクなどを持たずに運用が可能なシンクライアントの導入検討も必要となってきま

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」 
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  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。 

○ 「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
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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

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 
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   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

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） 
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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。 

（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 
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        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、

｢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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  















用語解説

名称 意味／解説／定義／説明

４K
【4K】

　横約4000×縦約2000ピクセル前後の高解像度の映像・表示技術。「K」は1000
を意味する単位の接頭辞「キロ」(Kilo)の頭文字。フルHD(1920×1080)の約4倍の
画素数にあたる。具体的に、3840×2160や4096×2160といった解像度を意味す
る場合もある。

８K
【8K】

　横約8000×縦約4000ピクセルの高画素数/高解像度の映像データ及び表示装
置。「K」は1000を意味する単位の接頭辞「キロ」(Kilo)の頭文字で、8Kは8000、4K
は4000の意。フルHD(1920×1080)の約16倍、4K2K(横4000ピクセル前後)の約4
倍の画素数にあたる。正確な画素数は7680×4320(縦横比16:9)、8192×
4320(256:135)などいくつかの種類がある。

ASP
【Application Service Provider】

　ビジネス用のアプリケーションソフトをインターネットを通じて利用できるようにす
るサービス｡もしくは､サービスを提供する事業者のこと。
　ユーザのパソコンには個々のアプリケーションソフトをインストールする必要がな
いので､インストールや管理､アップグレードにかかる費用･手間を節減することが
できる。

CATV/ケーブルテレビ
【Community Antenna TeleVision】

　テレビの有線放送サービス。山間部や人口密度の低い地域など、地上波テレビ
放送の電波が届きにくい地域でもテレビの視聴を可能にするという目的で開発さ
れた。近年では多チャンネルや電話サービス、高速なインターネット接続サービス
などを武器に、都市部でも加入者を増やしている。人口密度の低いアメリカでは
普及率がきわめて高い。

CIO
【Chief Information Officer】

　企業内の情報システムや情報の流通を統括する担当役員。「最高情報責任者」
「情報統括役員」などと訳される、企業の情報戦略のトップである。元は米国の企
業で用いられていた呼び名だが、情報戦略に注目が集まるにつれて日本でも採
用する企業が増えつつある。情報システムの構築や運営に関する技術的な能力
だけでなく、そうして得られた情報を基にCEO(最高経営責任者)ら経営陣に対し
て適切な報告・助言を行うことも求められ、経営戦略に関する深い理解と能力も必
要とされている。

ＣMS
【Ｃontents Management System】

　Webコンテンツを構成するテキストや画像､レイアウト情報などを一元的に保存･
管理し､サイトを構築したり編集したりするソフトウェアのこと。

CS
【Communication Satellite】

　通信用電波の送受信が目的の人工衛星。広義のCSは放送も含む地表との電
波の送受信を行う目的の衛星の総称であり、気象衛星や偵察衛星などと区別す
るための概念である。

　単にCSといった場合には、許可を得た事業者などが特定の対象に向けて映像
配信などを行うための衛星を指すことが多い。近年では法改正により、そのような
衛星を利用した一般向けの放送(CS放送)が開始されている。日本上空で運用さ
れているCSはSUPERBIRDシリーズやJCSATシリーズで、スカパー!などの事業者
が加入者向けの放送を行っている。

eLTax
【エルタックス】

　地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステム。地方
税ポータルシステムとも呼ぶ。地方税電子化協議会が開発と運営を行う。同協議
会は、47都道府県と市区町村などの地方公共団体が参加する社団法人。
　参加自治体が対応すれば、電子申告、電子納税、電子申請および届け出が可
能になる。電子申告では、PCdeskなどのeLTAX対応ソフトを使用して、自宅やオ
フィスなどからインターネット経由で申告手続きを行う。複数の地方公共団体への
提出も容易になる。電子納税での支払いには国内におけるマルチペイメントネット
ワークサービスであるPay-easy（ペイジー）を利用する。

eジャパン構想
【e-Japan構想】

　2000年9月21日に森首相(当時)が所信表明演説の中で掲げた､全ての国民が
情報通信技術を活用できる日本型IT社会を実現するための構想。
　全国民がITのメリットを享受できる社会を実現し､それによって産業分野での国
際競争力の強化や経済構造の改革､国民生活の利便化などを成功させることを
目的に､国家が中心となって情報技術の普及に取り組んでいこうとする構想であ
る｡
　2005年までに世界最先端のIT国家となることを目標としており、そのために高速
で安価な通信網の整備や国家制度の確立などを謳っていた。
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用語解説

名称 意味／解説／定義／説明

e-learning
【eラーニング】

　e-learningとはパソコンを使用し、インターネット上でできる教育・学習形態。IT技
術を活用した教育システムで、24時間いつでも、どこででもアクセス可能なことか
ら、受講者を時間や場所の束縛から開放する利点がある。
　また、受講者の一元管理が可能で、研修場所の確保、講師のスケジュール調整
なども省けることから管理側にも有効である。一方で機械の操作方法など技術教
育が重要となるような学習はeラーニングには向かない。

Facebook
【フェイスブック】

　Facebookとは、2004年2月に米国の学生向けコミュニティサイトとして開始された
SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）の名称である。
　Facebookは、ハーバード大学の学生のひとりによって同校のネットワークツール
として公開された。間もなくFacebookは研究活動や就職活動といった学生活動の
あらゆる側面において利用されるコミュニケーションツールとなり、ハーバード大学
だけでなく他校においても利用されるようになった。
　Facebookに参加するためには、従来は大学に所属する学生のみ持っている
「.edu」や「ac.uk」などのドメインのメールアカウントが必要だった。2006年9月に
は、どのようなメールアドレスでも登録可能となり、事実上誰でもFacebookに参加
できるようになった。

GPS
【 Global Positioning System 】
全地球測位システム / グローバルポジ
ショニングシステム

　GPSとは、人工衛星と地上の制御局を利用して、自分の位置を測定するシステ
ムのことである。高度約2万kmの6つの円軌道に4つずつ配された米国防総省が
管理するGPS衛星からの電波を利用し、4つ以上の衛星からの電波の到着時間の
差によって位置を測定する。この時、緯度、経度、高度などを数十メートルの精度
で割り出すことができる。本来は軍事用に開発されたシステムであるが、最近では
地学の研究や、自動車のナビゲーションシステムなどにも用いられている。

G空間情報
【地理空間情報】

　G空間情報とは、位置情報とそれにひもづけられたデータからなる情報のことで
ある。
　総務省が刊行した「情報通信白書（平成25年版）」によれば、G空間情報とは、
「位置情報、すなわち『空間上の特定の地点又は区域の位置を示す情報（当該
情報に係る時点に関する情報を含む）』または位置情報及び『位置情報に関連づ
けられた情報』からなる情報」と定義される。
　G空間情報はGPS（全地球測位システム）及びGIS（地理情報システム）の活用に
より実現される。情報通信白書では、G空間情報とICTを徹底的に利活用すること
（「G空間×ICT」）が、日本が抱える課題を効果的・効率的に解決するに当たって
有効な役割を果たし得ると述べている。

ICT/情報通信技術
【lnformation and Communication（s）
Technology】

　従来のIT(lnformation Technology)の概念を一歩進め、情報にコミュニケーショ
ンの重要性を加味した概念を含む情報通信技術を表す言葉。

ICT－BCP 　ICT部門の業務継続計画（BCP）策定の推進のこと。
　業務継続計画（BCP)とは災害・事故を受けても重要業務をなるべく中断せず、
中断しても出来るだけ早急に復旧させるための計画である。

ICTリテラシー 　情報を創造・発信する能力及び、メディアの特性を理解する能力、メディアを通
じたコミュニケーション能力、送り手の意手を読み解く能力、並びに、ICT（ツール）
を理解、操作するスキルまでを含む概念。

ID/識別子
【identification】

　IDとは、システムの利用者を識別するために用いられる符号のことである。
　ネットワーク上においては、インターネットに接続する際のプロバイダとの接続
や、LAN上のデータベースに接続する際などに、ユーザ認証を行うために使用さ
れる。ネットワークに接続していないコンピュータでも、セキュリティ対策のためにロ
グインIDを設けることがある。
　IDは「ユーザ名」や「ユーザID」などと呼ばれることも多い。一般的にIDはパス
ワードとセットにして用いられる。多くのシステムでは、IDはアルファベットや数字を
用いて設定することができる。
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用語解説

名称 意味／解説／定義／説明

laaS
【lnfrastructure as a Service】

　クラウドコンピューティングの一種｡情報システムの稼動に必要な機材や回線な
どの基盤(インフラ)を､インターネット上のサービスとして遠隔から利用できるように
したもの｡また､そのようなサービスや事業モデル。
　laaSは､こうした基盤一式を大規模なデータセンターなどに用意して､仮想化され
たサーバなどの形で顧客組織がネットを通じて必要なだけ利用し､利用実績に応
じて課金するというサービスである｡組織はこうしたインフラをすべて自前で用意す
る場合に比べ､システムの利用規模などに応じて柔軟に処理性能を向上させるこ
とができ､また､ハードウェアのメンテナンスや障害対応などもすべて任せることが
できる。

LAN
【Local Area Network】

　ケーブルや無線などを使って､同じ建物の中にあるコンピュータや通信機器､プ
リンタなどを接続し､データをやり取りするネットワーク。

LANケーブル
【LAN cable】

　構内ネットワーク(LAN)を構成する機器間をつなぐ通信ケーブル｡信号を伝達す
る光ファイバーや銅線を樹脂やゴムなどで覆った線状の部品で､両端に機器に接
続するためのコネクタがついている。

LGWAN
【Local Government Wide Area
Network】

　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ヶ関WANにも接続されている。
　LGWANは、地方自治体間のコミュニケーションの円滑化や情報共有、行政事
務の効率化、アプリケーションの共同利用などによる重複投資の抑制などを目指
し、2001年に創設された。
　住民からの申請・届出の受付や、公共施設の空き状況の確認・予約受付など、
どの自治体でも必要となるネットワークアプリケーションについては、自治体が共
同で費用を負担して開発し、LGWANを通してASPの形で共同利用することで、経
費を節減することが構想されている。

LINE
【ライン】

　スマートフォンなどで短い文字メッセージの交換(チャット)や音声通話などができ
るアプリケーションソフト。韓国NAVER社傘下のNHN Japanが開発・提供してい
る。
　携帯電話のデータ通信機能を利用して、音声をデータに変換して送受信する
方式のため、LINE利用者間の通話はパケット定額制に加入していれば携帯電話
会社の違いに関わらず無料となる。
　導入時に携帯電話のアドレス帳を読み取ってNHN社運営のサーバに照会し、
誰がLINEを利用しているか調べるようになっており、アドレス帳に電話番号を登録
しているLINE加入者とはすぐにメッセージ交換や通話ができる。こうした手軽さが
受けて国内2,000万人以上、世界で5,000万人以上が加入する人気サービスと
なっている。

NPO
【Not for Profit Organization】

　様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し収益を分配することを目的と
しない団体の総称。 収益を目的とする事業を行うこと自体は認められるが、事業
で得た収益は、様々な社会貢献活動に充てることになる。
　法人格の有無を問わず、様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際
協力など)で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待さ
れている。

OA/オフィスオートメーション
【Office Automation】

　情報機器を用いて事務作業などの業務を自動化、省力化、効率化すること。ま
た、そのための装置やシステムなどのこと。
　1970年代後半に普及した概念で、職場にコピー機やファクシミリ、ワープロ機な
どの情報・通信機器を導入して情報やデータの加工、保存、複製、伝達などの作
業を自動化したり効率的に行えるようにすることを指す。1990年代以降にパソコン
やコンピュータネットワークが普及するとOAという用語はあまり使われなくなり、IT
化という言葉に置き換わっていった。
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用語解説

名称 意味／解説／定義／説明

OS/オペレーティングシステム
【Operating System】

　ソフトウェアの種類の一つで、機器の基本的な管理や制御のための機能や、多
くのソフトウェアが共通して利用する基本的な機能などを実装した、システム全体
を管理するソフトウェア。
　入出力装置や主記憶装置(メインメモリ)、外部記憶装置(ストレージ、ディスク)の
管理、外部の別の装置やネットワークとのデータ通信の制御などが主な役割で、
コンピュータに電源が投入されると最初に起動し、電源が落とされるまで動作し続
ける。利用者からの指示に基いて記憶装置内に格納されたソフトウェアを起動し
たり終了させたりすることができる。
　OSの機能を利用し、OSの上で動作するソフトウェアをアプリケーションソフト
(application software、応用ソフト)という。アプリケーションの開発者は、OSの提供
する機能を利用することによって、開発の手間を省くことができ、操作性を統一す
ることができる。また、ハードウェアの仕様の細かな違いはOSが吸収してくれるた
め、あるOS向けに開発されたソフトウェアは、基本的にはそのOSが動作するどん
なコンピュータでも利用できる。
　パソコン向けのOSとして広く利用されているものにはMicrosoft社のWindowsシ
リーズやApple社のMac OS Xなどがあり、企業などが使うサーバ向けのOSとして
はLinuxなどのいわゆるUNIX系OSや、Microsoft社のWindows Serverシリーズがよ
く使われる。スマートフォンやタブレットなどではGoogle 社のAndroid OSやApple
社のiOSが用いられることが多い。

ＰａａＳ
【Ｐｌａtfｏｒｍ ａｓ ａ Ｓｅｒｖｉｃｅ】

　クラウドコンピューティングの一種｡アプリケーションソフトが稼動するためのハー
ドウェアやOSなどの基盤(プラットフォーム)一式を､インターネット上のサービスとし
て遠隔から利用できるようにしたもの｡また､そのようなサービスや事業モデル。
　PaaSは､こうした基盤一式を大規模なデータセンターなどに用意して､顧客組織
がネットを通じて必要なだけ利用し､利用実績に応じて課金するというサービスで
ある｡
　組織はこうしたプラットフォームをすべて自前で用意する場合に比べ、システム
の利用規模などに応じて柔軟に処理性能を向上させることができ､また､ハード
ウェアのメンテナンスや障害対応などもすべて任せることができる。

ＰＤＣＡサイクル
【Plan-Do-Ｃheck-Act cycle】

　業務プロセスの管理手法の―つで､計画(plan)→実行(do)→評価(check)→改善
(act)という4段階の活動を繰り返し行なうことで､継続的にプロセスを改善していく
手法。
　PDＣAサイクルは4つのステップから成る｡“Plan"では、目標を設定してそれを達
成するための行動計画を作成する｡“Do"では､策定した計画に沿って行動する｡
“Ｃheck"では､行動した結果と当初の目標を比較し､問題点の洗い出しや成功･失
敗の要因を分析する｡“Act"では､分析結果を受けてプロセスや計画の改善､実施
体制の見直しなどの処置を行なう｡“Act"が終わると再び“Plan"に戻り､次のサイク
ルを実施する｡これを繰り返すことによって螺旋状に次第にプロセスが改善される
ことが期待されている。

PDF
【Portable Document Format】

　PDFとは、Adobe Systems社が開発した、テキストや画像を含む電子文書を扱う
技術、及びファイル形式のことである。
　PDFでは、テキスト、画像、ハイパーテキストといったマルチメディアを、同じ文書
内で扱い、所定のレイアウトで再現することができる。WindowsやMac OS、UNIX、
各種のモバイル端末など、あらゆるプラットフォームをサポートしている（マルチプ
ラットフォームである）ため、コンピュータの環境に依存せず、どんな環境で閲覧し
ても、意図した通りの配置やフォントで文章を再現できるという特徴がある。
　PDFは独自のレンダリング技術によってファイルを再現する必要があるため、閲
覧するためには専用のアプリケーションソフトを必要とする。Adobe Systems社で
は、閲覧専用のソフトウェア「Adobe Reader」を無償で配布しているため、閲覧は
非常に容易である。
　閲覧環境に依存しない文書形式という観点などから、PDFは電子文書の配布形
式として非常に広く普及している。官公庁や企業の発表する文書のファイル形式
としても多く利用されている。2008年7月には、ISO 32000として国際標準化もされ
ている。
　PDF形式の文書を作成するには、一般的にはAdobe Acrobatなどのソフトウェア
が用いられる。PDFの技術仕様は公開されているため、アプリケーションの印刷機
能を利用してPDF形式で出力するツールなども多数配布されている。
OpenOffice.orgはデフォルトでPDF出力の機能を備えており、MicrosoftのOffice
2007もアドインをインストールすることでPDF形式で出力が可能となる。
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用語解説

名称 意味／解説／定義／説明

SaaS
【Software as a Service】

　クラウドコンピューティングの一種｡多様な機能を持つソフトウェアについて､必要
に応じて必要な部分の機能のみを提供するサービスのことである｡サービス型ソフ
トウェアとも呼ばれる。
　ユーザは必要な機能のみを必要なときに利用でき､利用する機能に応じた分だ
けの料金を支払う。

SNS/ソーシャルネットワーキングサービ
ス
【Social Networking Service】

　SNSとは、参加するユーザが互いに自分の趣味、好み、友人、社会生活などの
ことを公開しあったりしながら、幅広いコミュニケーションを取り合うことを目的とした
コミュニティ型のWebサイトのことである。
　SNSで提供されている主な機能としては、自分のプロフィールやアバターなどを
公開して自己紹介するためのマイページ機能、SNS上で交流のある友人・知人を
登録しておけるアドレス帳の機能、マイページを訪問したユーザの履歴を参照で
きる「あしあと」機能、ブログのように簡単にエントリーを更新できる日記帳の機能、
同じ趣味や感性を持った人同士がコミュニティを作れる掲示板の機能、などがあ
る。
　SNSの中には、既存の参加者から招待されると参加できるシステムを採用してい
るものも多い。また誰でも自由に参加できるタイプのSNSもある。
　SNSは、米国では2003年頃に成立し、日本においても2004年頃には登場し始め
た。代表的なSNSとしては、MySpace、Friendster、Facebook、orkut、Cyworldなど
があり、国内においてはmixiを筆頭にGREE、Yahoo! Daysなどがある。また、
Last.fmやTwitterなどのように、ある特定のサービスを主眼としながらSNSの要素を
融合させているサービスも数多く登場している。

Twitter
【ツイッター】

　今していること、感じたことなどを「つぶやき」のような短い文章にして投稿するス
タイルのブログサービスの一つ。こうしたタイプのブログは「ミニブログ」と呼ばれ、
Twitterはその魁として最も注目されたサービスの一つである。
　Twitterは2006年7月にObvious社(現Twitter社)によって英語版のサービスが開
始された。その後、日本国内での利用が米国内に次いで多かったことから、2008
年4月に他言語版としては初となる日本語版のサービスが開始された。
　Twitterはメールアドレスなどを登録すれば誰でも無料で利用できる。加入すると
自分専用のWebページが作成され、そこで1回140字以内の発言を投稿する。特
定のユーザに向けて「あて先」を指定する書式も用意されており、文字通り「おしゃ
べり」に使うこともできる。
　また、「フォロー」と呼ばれる機能で他のユーザを登録すると、そのユーザの発言
を自分のページに表示させることが可能である。フォローすると相手側に通知され
るが、Twitterの文化はゆるく、知らない人でも気軽にフォローして良いとされてい
る。
　「twitter」とは英語で「さえずる、ぺちゃくちゃ喋る、くすくす笑う」といった意味で
ある。

VPN
【Virtual Private Network】

　組織内ネットワークとして利用する仮想ネットワーク。
　かつては各拠点の間に専用線を導入して直接通信していたが､公衆回線に｢相
乗り｣することにより低コストで拠点間接続が可能となる｡公衆回線では様々な組織
のデータが混在して流れることになるが､データは認証や暗号化で厳重に保護･
管理されるため､混信や漏洩､盗聴などの危険性は低い。

Wi-Fi
 【Wireless Fidelity】

　無線LAN機器が標準規格であるIEEE 802.11シリーズに準拠していることを示す
ブランド名。また、無線LAN自体のこと。
　無線LANとは、電波を用いて数m～数十m程度の範囲内で高速なデータ通信を
行う通信技術で、「アクセスポイント」と呼ばれる中継機器(あるいは、その機能を内
蔵したルータなど)を中心に、複数のコンピュータや電子機器を相互に接続して通
信ネットワークを形成することができる。
　Wi-Fi認証は業界団体のWi-Fi Allianceが発行しているもので、他社製品との相
互接続性などに関する試験をパスした装置にロゴの表示などが許可されている。
ロゴが添付された製品間であればメーカーが違っても組み合わせて使用できるこ
とが保証される。
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用語解説

名称 意味／解説／定義／説明

アクションプラン
【action plan】

　戦略や改革の、具体的な施策。
　一般に、２〜３年程度の時間軸で設定した中期プランと、数ヶ月程度の短期実
行プランの２種類を用意する。中期プランは施策の優先順位をもとに、どのような
手順で何に手を着けるのかという道筋を大まかに設定したものである。
　中期的にどのようなことをどのような手順で展開するのかを示す、マスタープラン
（全体計画）である。一方、短期実行プランには、向こう数ヶ月程度の具体的なア
クションを明示する。もちろん、この段階で個々の詳細な計画をすべて詰めること
は不可能だが、当面何から手を着けるのかを、作業レベルで明らかにしなければ
ならない。

アクセス
【access/Access】

　メモリや磁気ディスクなどの記憶装置に対して､データの書き込みや読み出しを
行うこと。
　または､ネットワーク経由でサイトなどに接続すること。
　あるいは、Microsoftが提供しているリレーショナルデータベース管理システム
（RDBMS）「Microsoft Access」の通称でもある。

アプリ/アプリケーションソフト
【application software】

　文書の作成、数値計算など、ある特定の目的のために設計されたソフトウェア。
「応用ソフト」とも呼ばれ、どのソフトウェアにも共通する基本的な機能をまとめた
OS(基本ソフト)に、ユーザが必要とするものを組み込んで利用する。

　代表的なアプリケーションソフトには、ワープロソフトや表計算ソフト、画像編集ソ
フト、データベースソフト、プレゼンテーションソフト、ゲーム、Webブラウザ、電子
メールソフトなどがある。企業で使われる財務会計ソフトや人事管理ソフト、在庫
管理ソフトなどもアプリケーションソフトの一種である。

　アプリケーションソフトの中でも、ファイル圧縮やコンピュータウイルス駆除、メモリ
管理など、OSや他のアプリケーションソフトの持つ機能を補い、機能や性能、操
作性を向上させるソフトを特に「ユーティリティソフト」という。

OSにアプリケーションソフトを導入する操作を「インストール」という。

イノベーション/革新
【innovation】

　イノベーションとは、それまでになかった技術や仕組みを打ち出すことで既存の
仕組みや在り方を一変させること、といった意味で使われる語である。
　イノベーションの語は技術開発、商品開発、新たな販路やビジネスモデル、あら
ゆる分野・文脈において用いられる。ビジネスの分野においては経済学者シュン
ベーターが提唱した定義に基づきイノベーション類型が挙げられることが多い。

インターネット
【Internet】

　通信プロトコルTCP/IPを用いて全世界のネットワークを相互に接続した巨大な
コンピュータネットワーク。
　インターネットは全体を統括するコンピュータの存在しない分散型のネットワーク
であり、全世界に無数に散らばったサーバコンピュータが相互に接続され、少し
ずつサービスを提供することで成り立っている。
　インターネット上で提供されるサービスやアプリケーション(WWWやFTP、電子
メールなどの基本的なものからクレジット決済などの高度なものまで)は、そのほと
んどがTCP/IPという機種に依存しない標準化されたプロトコルを利用しており、イ
ンターネット上では機種の違いを超えて様々なコンピュータが通信を行うことがで
きる。
　インターネットに参加するためには、インターネットに既に参加しているネットワー
クに専用回線で接続する必要がある。一般家庭などから接続する場合は、公衆
回線からの通信を受け付けてインターネットに接続してくれるインターネットサービ
スプロバイダと呼ばれる業者と契約する必要がある。

インデックス
【index】

　索引、見出し、添字、指数などの意味を持つ英単語。
　プログラミングでは、配列の要素を区別・指定するための通し番号をインデックス
(添字)という。
　データベースや検索エンジンでは、テーブルなどに格納されたデータをすばや
く検索・抽出するための識別データ・索引データなどのことをインデックスという。

イントラネット
【intranet】

　インターネットの技術を用いて構築された､組織内ネットワークのこと｡組織内の
情報交換にWebブラウザや電子メールなどを用いたネットワーク形態を指す。
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名称 意味／解説／定義／説明

インフラ/インフラストラクテヤ
【infrastructure】

　一般的には上下水道や道路などの社会基盤のこと｡ITの世界では､何らかのシ
ステムや事業を有効に機能させるために基盤として必要となる設備や制度などの
こと。

ウイルス/コンピュータウイルス
【computer virus】

　他人のコンピュータに勝手に入り込んで悪さをするプログラム｡画面表示をでた
らめにしたり、無意味な単語を表示したり､ディスクに保存されているファイルを破
壊したりする。ウイルスはインターネットからダウンロードしたファイルや､他人から
借りたフロッピーディスク･USBメモリなどを通じて感染する｡
　最近ではe-mailを介して感染するタイプのウイルス(ワーム)もある｡大抵は使用者
の知らないうちに感染する｡またウイルスに感染したことに気づかずにコンピュータ
を使用し続けると､他のコンピュータにウイルスを移す危険性もある。

ウェブサイト/Webサイト
 【Web site】

　ウェブサイトとは、特定のドメイン（例えばwww.yahoo.co.jpなど）内で運営されて
いるWebページ全体のこと。単に「サイト」と呼ばれたり、「ホームページ」と呼ばれ
たりすることもある。ほとんどの場合、Webサイトにはトップページと、そこからリンク
を辿って行くことのできる一つ一つのWebページがあり、画像ファイルや音声ファ
イルが設置されていることもある。
　「ホームページ」や「ブログ（日記風の簡易サイト）」もWebサイトの一種であると言
えるが、ホームページはどちらかと言えば個人や小規模な企業などが運営する小
規模なWebサイトを指し、ブログは日記形式で手軽に更新ができて、トラックバック
やコメントなどの機能を持ったものを指し、Webサイトは、中規模から大規模に
サービスを展開しているサイトや中規模以上の企業が運営しているサイトのことを
指すことが多い。

エクセル/Microsoft Excel
【Excel】

　Microsoft社の表計算ソフト。Microsoft Officeの一部として提供されている。
Officeに含まれる他の製品と緊密に連携し、データの相互乗り入れなどの面で便
宜が図られている。Microsoft Excelはデータ分析に特化しており、VBAによるマク
ロ作成機能と合わせて、企業などにおける複雑なデータの処理を行うのに適した
構造となっている。また、セル内でのふりがな表記や文字の回転など、データを直
接見ることを前提としたデザイン面の強化も図られている。

オープンイノベーション
【open innovation】

　企業やベンチャー、大学、研究機関が自前の技術やアイデアを持ち寄り、共同
で新製品開発などを進める手法を言う。自社の技術だけで製品開発するのに比
べて、いち早い製品化などが可能となり、市場のニーズに迅速に対応できるなど
のメリットがある。大学や研究機関にとっても技術の事業化が容易になるなどの利
点も多く、産学官で積極的な取り組みがみられるようになっている。

オープンデータ
【open data】

　オープンデータとは、誰もが利用できる（オープンな）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であ
る。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り組みを指す
ことが多い。
　総務省は、政府や自治体が保有する公共データについて、閲覧・参照できるだ
けでなく民間企業などが再利用できる形で提供するための取り組みを推進してい
る。2012年には「電子行政オープンデータ実務者会議」が発足し、2013年には
「オープンデータ・アプリコンテスト」の開催を決定するなどの取り組みも行われて
いる。

オンライン
【online】

　通信回線などを使ってネットワークやホストコンピュータに接続されている状態の
こと。対義語は｢オフライン｣(oｆｆline)。

ガイドライン
【guideline】

　政策・施策などの指針。指標。
　国や自治体などが、関係者らが取り組むことが望ましいとされる指針や基準とな
る目安などを示したもの。法的な拘束力はない。

外部監査 　一般的には、公認会計士や監査法人など外部の監査人が公正な第三者の立
場で行う会計監査をさす。
　ここでは、情報セキュリティ監査に特化し、情報セキュリティを維持・管理する仕
組みが組織において適切に整備・運用されているか否かを外部の第三者の客観
的専門的な視点で点検・評価することである。
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用語解説

名称 意味／解説／定義／説明

カスタマイズ
【customize】

　カスタマイズとは、ユーザの好みと使い方に合わせて、システムやソフトウェアの
機能などを設定し直すことである。
　ソフトウェアのインストール時に機能を取捨選択するようなカスタマイズの方法は
特にカスタムインストールと呼ばれる。あるいは、企業内においてはアプリケーショ
ンソフトの設定をその企業専用に細かく調整してから社内に配布することもある。

仮想化
【virtualization】

　プロセッサやメモリ、ディスク、通信回線など、コンピュータシステムを構成する資
源(及び、それらの組み合わせ)を、物理的構成に拠らず柔軟に分割したり統合し
たりすること。
　1台のサーバコンピュータをあたかも複数台のコンピュータであるかのように論理
的に分割し、それぞれに別のOSやアプリケーションソフトを動作させる「サーバ仮
想化」や、複数のディスクをあたかも1台のディスクであるかのように扱い、大容量
のデータを一括して保存したり耐障害性を高めたりする「ストレージ仮想化」などの
技術がある。

学校裏サイト 　特定の学校に関する情報を交換するために設置された掲示板サイト。その学校
の公式ホームページなどとは異なり、関係者(大抵は在校生)が勝手に開設してい
るもの。学校や学校関係者(在校生、教諭など)に関する噂などが匿名で書き込ま
れ、ネットを利用したいじめの温床になっているとして社会問題化している。
　学校裏サイトは中学・高校についてのものが多く、主な運営者、利用者は在校
生である。多くの教諭や保護者はその存在を知らず、存在を知っても携帯電話や
パソコンの操作に疎くアクセスできないことも多い。学校裏サイトは携帯電話向け
の掲示板サービスなどを利用して設置されることが多く、学校名を当て字にして検
索できないようにしたり、パスワード認証で部外者が閲覧できないようにしたり、パ
ソコンからのアクセスを拒否するよう設定していることもある。
　多くの学校裏サイトは、同じ学校に通う児童・生徒同士で有意義な情報交換や
交流を行うことを目的に設置されるが、その匿名性や閉鎖性から、特定の教諭や
生徒に関する噂や誹謗・中傷、デマなどの書き込みが増えていくことが多い。わ
いせつな内容の書き込みや画像が掲載されたり、学校関係者の個人情報が本人
に断り無く掲載されたりといった事例も見られる。2000年代中頃から学校裏サイト
での書き込みに関連すると見られるいじめやそれを苦にした自殺、生徒間のトラ
ブルなどが全国で発生するようになり、学校関係者は頭を痛めている。

業務改革/BPR
【Business Process Re-engineering】

　企業活動に関するある目標(売上高、収益率など)を設定し、それを達成するた
めに業務内容や業務の流れ、組織構造を分析、最適化すること。たいていの場
合は組織や事業の合理化が伴うため、高度な情報システムが取り入れられる場合
が多い。

クラウドコンピューティング
【cloud computing】

　従来は手元のコンピュータで管理･利用していたようなソフトウェアやデータなど
を､インターネットなどのネットワークを通じてサービスの形で必要に応じて利用す
る方式。
　サービスの提供者は大規模なデータセンターなどに多数のサーバを用意し、遠
隔からネットを通じてソフトウェアやデータ保管領域を利用できるようなシステムを
構築する｡サービスの利用者はユーザ登録を済ませるとすぐにソフトウェアなどを
利用することができ､作成したデータの保存･管理などもサーバ上で済ませること
ができる｡利用者は､ソフトウェアの購入やインストール､最新版への更新､作成した
ファイルのバックアップなどの作業から解放され､必要なときに必要なだけソフトを
利用することができる｡無償で利用できる場合もあるが､一般的には利用期間や利
用実績などに応じた料金を支払う。
　クラウドコンピューティングで提供されるのは､個人の利用するオフィスソフトや
メールソフト､オンラインストレージなどから､組織の業務システムやデータベースま
で多岐に渡る｡大組織などが自社ネットワーク上で社員などが利用するためのクラ
ウドコンピューティングシステムを構築する場合もあり、｢プライベートクラウド｣と呼
ばれる｡インターネットから誰でも利用できるようなサービスは｢パプリッククラウド｣と
いう。

グローバル
【global】

　全世界の、地球全体の、全体的な、広範囲の、などの意味を持つ英単語。ITの
分野では、「系全体の」という意味で用いられることが多い。対義語は「ローカル」
(local)。
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用語解説

名称 意味／解説／定義／説明

公衆無線LANサービス
【public wireless LAN service】

　店舗や公共の空間などで提供される、無線LANによるインターネット接続サービ
ス。無線LAN機能を持ったノートパソコンやスマートフォン、携帯ゲーム機で利用
でき、街中や旅先で通信料金を気にせず高速なネット接続を享受することができ
る。
　駅や空港、飲食店、宿泊施設などで提供されるもので、施設の管理者が独自に
提供している場合と、通信会社などが提供している場合がある。前者はその施設
の利用者や顧客なら誰でも無料で自由に接続できるようになっているサービスが
多いが、別途料金がかかる場合もある。後者は事業者と契約してそのサービスに
加入する必要があり、多くは月額課金制となっている。

コンソーシアム
【consortium】

　共同体、(企業)連合、合弁企業、共同事業体、組合、協会、協議会などの意味
を持つ英単語。
　複数の個人や法人、団体が集まり結成される組織・団体の一種で、同種の団体
が集まって共同事業を行なったり、特定のテーマや目的に関連する企業や団体、
個人が共同で活動を行なったり、参加者が財産や権利を出し合って共同で運用
したりするもの。
　日本語の外来語としては、大学や研究機関の共同事業体、特定の技術の調
査、研究、開発、普及、振興などを行う企業連合、互いに関連する特許などの知
的財産を持ち寄って共同で運用し、利益を分配する企業連合、特定の技術分野
の標準化団体、などの意味で用いられることが多い。共同で事業や企業を買収・
所有する出資者組合、ある企業や事業に共同で融資を行う金融機関連合などの
意味で用いられることもある。

コンテンツ
【contents】

　コンテンツとは、一般に、コンピュータのようなマルチメディア環境によって提供さ
れる内容や中身のことである。映像・静止画・音声・文字などの情報やデータの総
称として用いられる。特に、WWW上で提供されるWebサービスや、あるいはCD-
ROMやDVD-Videoタイトルの内容を指す場合が多い。

コンビニ交付 　住民がコンビニのキオスク端末を用い、住民基本台帳カードにて本人認証を行
うことで、住民票の写しなどの各種証明書類を受け取ることができる制度のこと。
この制度に参画した自治体の住民は、自宅や職場の近くのコンビニで、役所の開
庁時間を気にすることなく各種証明書類を取得することが可能となる。
　今後、マイナンバー制度が導入されると、住民基本台帳カードのかわりに、個人
番号カードを利用することが可能となる予定である。

サーバ
【server】

　ほかのプログラムやコンピュータから要求を受けて､処理を実行するプログラムや
装置のこと｡サーバに処理要求を出す側をクライアントといい､一般的に1つのサー
バを多数のクライアントが利用できるようになっている。

最適化/オプティマイズ
【optimization/optimize】

　最適化とは、一般に、最適な処理方法を選択することである。具体的には、（１）
プログラムの実行速度を向上させるため、（２）ソフトやデータなどを、パソコンの機
種やOSなど実行する環境で最大の処理性能を発揮できるようするため、または
（３）MS-DOSやWindowsのファイル管理において、ファイルへのアクセス時間を短
縮するため、あるいは（4）画像処理やデータベースなどの分野において、何らか
の状態を、実質的な内容を保持したまま最適な状態にすること、などの目的で最
適化が行なわれる。
　ただし、ここでは、業務・システムを最適化することをいい、統一的な管理手法を
用いて市役所内で各課ごとにバラバラに使われている情報システムの一元化など
を進めることにより、業務やシステムを最適な状態にすることである。

サイバーセキュリティ
【cyber security】

　サイバー攻撃に対する防御行為。コンピュータへの不正侵入、データの改ざん
や破壊、漏洩、コンピュータウイルスの感染などがなされないよう、コンピュータや
コンピュータネットワークの安全を確保すること。
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名称 意味／解説／定義／説明

サイバー攻撃
【cyberattack】

　コンピュータシステムやインターネットなどを利用して､標的のコンピュータやネッ
トワークに不正に侵入してデータの詐取や破壊､改ざんなどを行なったり、標的の
システムを機能不全に陥らせること｡特定の組織や集団､個人を狙ったものと､不特
定多数を無差別に攻撃するものがある。
　サイバー攻撃の具体的な手法としては､特定のWebサイトに侵入して内容を改ざ
んしたり、大量のアクセスを集中させて機能不全に陥らせたり(DoS攻撃/DDoS攻
撃)､コンピュータウイルスを添付した電子メールを大量に送信したりといったものが
多い。

自治体クラウド
【local government cloud】

　複数の地方自治体の情報システムを一つに集約し、通信ネットワークを通じて
共同利用するシステム。クラウドコンピューティングを自治体の情報システムに適
用したもの。
　従来は各市区町村・都道府県がそれぞれの庁内で個別に開発・運用していた
情報システムのうち、自治体ごとの違いが少ない汎用的なシステムを共同で開発・
運用するもので、民間の事業者などが運営するデータセンターなどに機材を設置
し、職員は各庁舎などから通信回線を通じてシステムを利用する。
　複数の自治体が共同することでシステムにかかるコストや業務、人員を削減で
き、専門のデータセンターを利用することでセキュリティ向上や災害対策も進めや
すくなるとされる。近隣の自治体が広域連合を形成してシステムを共同で開発・導
入する例や、県庁が県内の市町村向けにクラウドサービスを開発・提供する例が
多い。

実物投影機
【document camera】

　書類や立体物などの被写体をその場でプロジェクターなどで投写するためのカ
メラ。書画カメラとも呼ぶ。学校教育の現場や各種のプレゼンテーションなどで利
用される。書画カメラをセットにしたプロジェクター製品もある。

住基ネット
【住民基本台帳ネットワーク】

　住基ネットとは、市町村の「住民基本台帳」に記載されている情報をデジタル化
し、ネットワーク経由で、全国共通の本人確認を可能とするシステムのことである。
正式名称は「住民基本台帳ネットワークシステム」である。
　住民基本台帳は、住民の居住関係の公証や選挙人名簿の登録など、住民に関
する事務処理の基礎となる台帳である。住民基本台帳には、氏名や生年月日、
性別、住所、住所の変更情報などが記録されている。住基ネットでは、これらの個
人情報に住民票コードを付けて一元管理し、行政サービスを合理化するとともに
住民サービスの向上を図るものとされる。
　住基ネットでは、すべてのサーバは閉じられた専用の回線網（IP-VPN）で相互
に結ばれ、自治体や政府機関が必要に応じて利用したり、転居などの際に情報
を交換したりするような仕組みになっている。
　なお、住基ネットは、住民基本台帳法に基づく指定情報処理機関として、地方
公共団体情報システム機構が運営している。

情報格差（ディジタルディバイド）
【digital divide】

　デジタルディバイドとは、ICT（情報通信技術）の活用機会や活用能力の有無に
よって生じる、社会的及び経済的な格差のことである。
　デジタルディバイドによって生じる雇用機会や収入の差は、社会問題として広く
認識されるまでに至っている。なお、デジタルディバイドは必ずしもインターネット
の普及とともに起こった問題ではなく、情報化時代における先進国・発展途上国
間の格差の問題として、情報メディアの発達とともに存在し続けてきたといえる。

情報資産
【information asset】

　企業等組織の業務遂行の過程で生み出される価値あるもののことである。情報
資産には、不動産や商品など、目に見えるものもあれば、財務情報、人事情報、
顧客情報、技術情報などの目に見えないものもあり、情報セキュリティ上の脅威か
ら守る必要がある。
　組織には、多くの情報資産が蓄えられており、それらは、コンピュータ、記録媒
体、紙、または人の記憶や知識など、さまざまな形態をとる。ITの普及に伴い、情
報資産の価値は、ますます高まっているといえる。

情報モラル
【information ethics】

　人間が情報を用いた社会形成に必要とされる一般的な行動の規範である。
　個人が情報を扱う上で必要とされるものは道徳であり、社会という共同体の中で
は、道徳が結合した倫理が形成される。
　現在の、情報社会では、道徳を元に結合された倫理が行動の規範の中核とさ
れ、情報を扱う上での行動が社会全体に対し悪影響を及ぼさないように、より善い
社会を形成しようとする考え方である。
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名称 意味／解説／定義／説明

シンクライアント
【thin client】

　シンクライアントとは、ネットワークにおける端末のうち、クライアント自身がハード
ディスクを持たず、アプリケーションソフトもサーバ側で起動するため、最低限の入
出力装置しか持っていないような端末のことである。または、そのような端末とサー
バで構成されたネットワーク構成を指すこともある。
　シンクライアントは企業などにおいて導入される。データを各クライアントに分散
させず、サーバで一元管理するため、情報漏洩の阻止・抑止が図れるという利点
がある。また、データやアプリケーションを手元に持たないため、クライアントのメン
テナンスコストの軽減を図れるというメリットもある。
　シンクライアントの実現方法としては、画面転送方式と、ネットワークブート方式
の2種類に大別することができる。さらに、画面転送方式にはサーバベース方式、
ブレードPC方式、仮想PC方式などがある。これらの方式は、アプリケーションの共
有の仕方や、サーバとクライアント間で転送される情報の内容などがそれぞれ違
なる。

スペック
【spec】

　あるエ業製品に求められる(あるいは､その製品が有する)性能や機能､構成、仕
様などをまとめたもののこと｡転じて､｢性能の高さ｣といった意味合いで用いられる
こともある。

スマートTV
【smart TV】

　インターネット接続機能やコンピュータとしての高度な機能を内蔵したテレビ受
像機のこと。
　家庭内LANなどを通じてインターネットに接続することができ、ネット上の動画共
有サービスや動画配信サービスなどの動画を視聴することができる。SNSなどの
ネットサービスと連携し、視聴中の番組に関連した情報や他の人の発言内容を表
示したり、自分のアカウントで書き込みを行ったりすることができるものもある。
　また、パソコンに似た汎用のコンピュータとしての機能を持ち、アプリケーションソ
フトを外部から取り込んで実行したり、家庭内のパソコンやスマートフォン、デジタ
ルビデオレコーダーなどと連携し、相互に機能を利用したり、コンテンツを送受信
したりすることができる。

ICTスマートタウン 　総務省が進める「ICTを活用した新たな街づくり」における実証プロジェクト「ICT
街づくり推進事業」を通じて実現を目指す“街”のこと。
　災害に強い街づくり、地域が複動的に抱える諸課題の解決、経済の活性化・雇
用の創出、国際社会への貢献・国際競争力の強化等を可能とする「ICTスマート
タウン」の先行モデルの早期実現を図るため実施されており、平成２４年度には５
つの地域で取り組まれている。

スマートフォン
【smartphone】

　スマートフォンとは、通話機能以外にインターネット利用やスケジュール管理な
どの機能も併せ持った、多機能な携帯電話のことである。
　スマートフォンは、携帯電話とパソコンの中間的な存在であり、パソコンで行う機
能を次々と取り込んでいる。具体的には、WordやExcelなどのファイル編集や、添
付ファイル操作を含めたメールの送受信、パソコンと同じイメージでのWeb閲覧な
どである。
　なお、最近では、スマートフォンを略して、俗にスマホと呼ぶ場合もある。

セキュリティ
【security】

　コンピュータシステムが安全で信頼できるようにするための方策｡ハード的にはコ
ンピュータシステムそのものの安全性をいい､ソフト的には､そこに蓄えたデータの
改ざんや盗難などに備えることである。

セキュリティインシデント
【security incident】

　事件、出来事、ハプニングなどの意味を持つ英単語。ITの分野では、情報管理
やシステム運用に関して保安上の脅威となる現象や事案(セキュリティインシデン
ト)のことを指す場合が多い。こうした事案には、ウイルス感染や不正アクセス、情
報漏洩、迷惑メール送信、サービス拒否攻撃(DoS攻撃)などが含まれる。
　インシデントという語自体は、医療や航空などの分野でも、事故に至らない「ひ
やっとした事例」といったニュアンスの用語として使われている。
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名称 意味／解説／定義／説明

セキュリティホール
【security hole】

　ソフトウェアの設計ミスなどによって生じた、システムのセキュリティ上の弱点。
　インターネットに公開されているサーバは誰でもアクセスできるため、セキュリティ
ホールを放置しておくと、悪意のあるユーザに不正にコンピュータを操作されてし
まう可能性がある。
　攻撃を受けると、外部のユーザが本来実行できない操作が可能になるため、
Webサーバで公開されている情報が改ざんされたり、機密データが漏洩したり、他
のコンピュータへ不正アクセスするための踏み台に利用されたりする。
　また、最近はワームがコンピュータに感染する糸口としてセキュリティホールを使
うケースが急増しており(代表例はCode RedやNimda)、セキュリティホールによっ
て被害を受ける恐れは急激に高まっている。
　ソフトウェアにセキュリティホールが発見された場合は、対策のための修正プログ
ラムが無償で配布される。

セキュリティポリシー/情報セキュリティポ
リシー
【security policy/information securitey
policy】

　企業全体の情報セキュリティに関する基本方針。広義には、セキュリティ対策基
準や個別具体的な実施手順などを含む。どの情報を誰が読み取れるようにする
か、どの操作を誰に対して許可するか、どのデータを暗号化するかなど、情報の
目的外利用や外部からの侵入、機密漏洩などを防止するための方針を定めたも
の。コンピュータウイルス感染によるデータやシステムの破壊や、トラブルによる情
報システムの停止、データの喪失などに対してどう対処していくか、といった項目
まで含める場合もある。セキュリティポリシーを策定し公開することにより、責任の
所在が明らかになり、判断基準や実施すべき対策が明確になる。社員のセキュリ
ティに対する意識が向上したり、対外的なイメージや信頼性が向上するといったメ
リットもある。

ソーシヤルメディア
【social media】

　ユーザ参加型サイトの総称｡従来のインターネット利用がパーソナル(個人)単位
の情報に関するものであったこととは対照的に､それらパーソナルな情報を共有
し､相互に利用できるという特徴を有している。

ソフトウェア
【software】

　コンピュータを動作させる手順･命令をコンピュータが理解できる形式で記述し
たもの。
　コンピュータを構成する電子回路や周辺機器などの物理的実体をハードウェア
と呼ぶのに対して､形を持たない手順や命令などをソフトウェアと呼ぶ。

タブレット端末
【tablet terminal】

　タブレット端末は雑誌大の広さで､指で操作する(タッチパネル搭載)薄型軽量の
コンピュータで､充電池を内蔵し持ち運んで好きな場所で利用できる｡無線LANや
3G携帯電話のデータ通信機能などを内蔵しており、インターネットなどを通じてコ
ンテンツやアプリケーションソフトを入手し､閲覧･操作することができる。

調達 　一般的には、金品などを必要に応じてととのえること。または、求めに応じて金
品を送り届けること。また、企業や自治体の購買活動のこともいい、最近の調達方
法には、インターネットなどのネットワークを用いて商品の発注や請求などを行う
電子調達もある。

データセンター/インターネットデータセ
ンター
【data center/IDC】

　データセンターとは、コンピュータを管理・運用するために、室内空調・セキュリ
ティ・防災などを徹底した、専用の建物。停電のアクシデントにもバッテリや自家発
電装置で対応し、通信サービスが不通の事態に陥っても、瞬時に別経路で対応
する。データセンターリソースを活用するデータセンターソリューションには、ユー
ザからサーバを預かり回線や保守を提供するハウジングサービスやレンタルサー
バを提供するホスティングサービス、仮想サーバを提供するVPSなどがある。

デジタル教科書 　デジタル教科書とは、電子書籍として配信・提供される教科書の総称である。従
来の教科書をデジタルデータに置き換えたものと言うことができる。
　一般的な紙媒体の教科書に比べた場合、デジタル教科書が実現できる利点と
して、音声や映像などのマルチメディアコンテンツとの連携が容易である、大量の
データを持ち歩ける、ネットワークを通じて容易に配布でき、また情報が更新でき
る、などの点を挙げることができる。画像を拡大表示したり、物体を回転させて裏
側を見たりといったインタラクティブな仕組みも実現できる。
　日本では、2009年に発表されたいわゆる「原口ビジョン」において、デジタル教
科書を全国の小中学校に導入する構想が打ち出されている。2010年には民間企
業からなる協議会として「デジタル教科書教材協議会」が発足した。
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テレワーク
【teleworking】

　通信ネットワークを利用して､オフィス以外の場所で働く労働形態のこと｡実際の
労働場所にもよるが､在宅勤務の一形態とも考えられる｡従業員にとっては通勤の
必要がない、自由に労働時間を選べるなどのメリットがある｡
　一方､組織では大規模なオフィスを都心に用意する必要がなくなり､コスト削減の
メリットがある｡テレワークでは業績評価がしにくいなどの課題も残されているが､交
通渋滞や通勤ラッシュの緩和など､社会的なメリットも多く､普及が期待されてい
る。

電子化 　仕事などにコンピュータを導入すること。紙の文書などを、コンピュータで使える
ようデジタルデータにすること。

電子黒板
【Interactive Whiteboard】

　教育用の大型ディスプレイのこと。デジタル教材などを表示し、授業の内容を分
かりやすく説明するために使う。画面を拡大する、電子ペンで書き込むといった操
作が可能。プロジェクターと組み合わせるユニット型、大型テレビのような一体型
など複数の種類がある。パソコン、デジタルカメラ、書画カメラ（実物投影機）など
の機器を接続できる。政府が2009年度に実施したスクール・ニューディール政策
によって小中学校に導入され始めた。
　メーカーや機能によって、インタラクティブホワイトボードとも呼ばれている。

電子申請
【electronic application】

　行政機関への申請や届け出を、パソコンを使ってインターネット経由で行うこと。
申請の種類によっては、悪意ある第三者によるなりすましや改ざんを防ぐため、電
子署名の付与や認証サービスの利用が必要となる。

電子入札 　電子入札とは、主に官公庁と業者との間における入札業務をインターネット上で
行うためのシステム、及び、入札方式のことである。
　電子入札を導入することで、かつて書類で行われていた入札における作業はす
べてインターネット上で行うことが可能となる。利用に際しては認証用のICカード、
及びICカードリーダなどを用意する必要がある。
　電子入札のメリットは、移動コストの削減、競争性とそれに伴う品質の向上、また
国民に対して情報公開を行うことによる透明性の確保といったものが挙げられる。

統合型GIS 　総務省がその普及を指導しているGISで、地方公共団体内でのLAN等のネット
ワーク環境のもとで、庁内で共用できる空間データを一元的に整備・管理し、各部
署において活用する庁内横断的なGISである。

トラストフレームワーク
【trust-framework】

　オープンデータ・ビックデータの活用を推進するうえで、総務省が構築を目指し
ている「消費者への透明性を担保しながら適切なデータ利活用を可能とする仕組
み」のこと。

内部監査 　一般的には、企業内部の監査人が行う会計監査。近年は，経営全般について
評価・検証・改善策の提案などを行うことをも含めていう。
 　ここでは、情報セキュリティ監査に特化し、情報セキュリティを維持・管理する仕
組みが組織において適切に整備・運用されているか否かを組織内部で点検・評
価することである。

ナレッジマネジメント
【knowledge management】

　個人の持つ知識や情報を組織全体で共有し､有効に活用することで業績を上
げようという経営手法。日本語では｢知識管理｣などと訳され､｢KM｣と略されることも
ある。
　知識を､個人の中に蓄積されたノウハウとしての知識(暗黙知)と､マニュアルのよ
うに誰でも参照できる体系化された知識(形式知)の2種類に分類し､これらを融合
して活用することを目指す。

ネットワーク
【network】

　データなどを伝送する通信網。

パーソナルデータ
【personal data】

　国籍、名前、血液型、生年月日等、個人の固有の情報のこと。
　ビックデータ・オープンデータの利活用に向けて、総務省では、「行政機関等が
保有するパーソナルデータに関する研究会」が開催され、個人情報として取り扱う
べき範囲の整理等検討されている。
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バーチャル/仮想
【virtual】

　実質上の､事実上の､仮に想定した､などの意味で､ITの分野では､現実に存在
する何かをソフトウェアやハードウェアの機能によって再現したものを意味する場
合が多い｡再現するものは別のソフトウェアやハードウェアやそれらの提供する機
能である場合が多い。

ハードウェア
【hardware】

　コンピュータ分野ではコンピュータシステムを構成する個々の機器を指し､さらに
それらの総称としても用いられる｡これに対して､コンピュータを動かすためのプロ
グラムなどをソフトウェアという。

バグ
【bug 】

　バグとは、プログラムに含まれる誤りや不具合のことである。プログラムの誤作動
や処理の停止などの原因となる。
　システム開発において、バグの箇所を特定し修正する作業がデバッグ（debug）と
呼ばれる。デバッグ作業では、デバッガと呼ばれるツールを用いてプログラム上の
ミスを特定するという作業が繰り返し行われる。
　バグの中には、実際にシステムが稼動しないと発見できないような種類のものも
あり、システムリリース後にバグが発生することもある。

バックアップ
【backup】

　データの写しを取って保存すること｡コンピュータに保存されたデータやプログラ
ムを､破損やコンピュータウイルス感染などの事態に備え､別の記憶媒体に保存す
ること｡保存されたデータのことをバックアップと呼ぶ場合もある。

バリューチェーン/価値連鎖
【value chain】

　企業活動を、最終的に顧客に提供する製品やサービスに価値を付加していく工
程の連鎖として捉えたもの。
　1985年にハーバード大学のMichael Eugene Porter(マイケル・ポーター)教授が
提唱した概念で、企業が製品を顧客に届けるまでの各段階を、コストを支払って
価値を付け加える活動(価値活動)の積み重ねであると考え、顧客が支払う代金が
全活動で付加された価値の総額であり、そこから総コストを差し引いたものが利益
であるとする。
　バリューチェーンの考え方では企業活動は主活動と支援活動に分類され、ポー
ターの挙げた基本形では、前者には購買物流、製造、出荷物流、販売・マーケ
ティング、サービスが含まれ、後者には全般管理、人的資源管理、技術開発、調
達活動が含まれる。

光ケーブル 　電気信号を光に変えて通信を行う光通信で使用するケーブル。同軸ケーブル
に比べ軽く、大容量のデータを伝送することができ、信号の減衰が少ない。反面
折り曲げに弱く、ケーブルの接続に専用のコネクターが必要。1000BASE-Xや
100BASE-FX、FDDIなどのLAN、海底ケーブル、FTTHなどに使用される。

ビジョン
【vision】

　将来のあるべき姿を描いたもの。将来の見通し。構想。未来図。未来像。

ビッグデータ
【big data】

　ビッグデータとは、一般的に、既存の通常の技術では処理や管理が困難である
ほど、巨大で複雑なデータの集合を指す語である。
　ビッグデータは文字通り「巨大なデータ」を意味する。2012年1月現在、ペタバイ
ト（PB）、あるいはエクサバイト（EB）級のデータをビッグデータと呼ぶことが多い。
近年、ビッグデータは、データ解析の技法であるデータマイニングなどによってこ
れまでにない知見が得られる情報源として注目されている。
　ビッグデータは、巨大であるだけでなく、テキスト形式、画像、音声などさまざま
な形式のデータが含まれる。そのため、どのように扱い、分類・分析を行っていく
かも問題となる。そのため、ビッグデータを分析するには、大規模な分散処理シス
テムなど、大掛かりな環境を用意する必要があるとされる。

ファイルサーバ
【file server】

　ネットワーク上で､複数のコンピュータから利用できるようにハード･ディスクを共
有する機能､あるいはそのためのコンピュータを指す。
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フィルタリング
【filtering】

　ITの分野では､一定の条件に基づいてデータなどを選別･排除する仕組みのこ
とを指す。
　単にフィルタリングといった場合には､青少年保護などを目的として､インターネッ
ト上にある性的あるいは反社会的な情報を含んだサービスやサイトを一定の基準
に基づいて選別し､青少年の利用する携帯電話やWebプラウザから閲覧できない
ようにするシステムやサービスなどのこと(コンテンツフィルタリング､未成年フィルタ
リング)を指すことが多い。

フェーズ
【phase】

　段階、位相、相、側面などの意味を持つ英単語。電気や無線などの分野では、
電気信号や電波などの位相のこと。
　システム開発やプロジェクトマネジメントにおいて、プロジェクトの各段階や工程
のことをフェーズということがある。

フォロー
【follow】

　フォローとは、「追う」「従う」「関心をもつ」「傾聴する」などのような意味を持つ英
語であるが、IT用語としては、Twitterをはじめとするソーシャルサービスにおい
て、他のユーザの動向を知ることができるようつながりを得ることである。特に
Twitterにおいては、対象ユーザのツイートを受信するように登録すること、及び、
そうしてツイートを受信している状態のことである。
　あるユーザをフォローした場合、自分はそのユーザの「フォロワー」である、と形
容される。互いに互いをフォローしている関係は「相互フォロー」と呼ばれることが
多い。
　Twitterでユーザをフォローすると、そのユーザのツイートが自分のホームタイム
ライン上に表示される。複数の気になるユーザの動向を、リアルタイムに、ページ
をあちらこちらと移動することなく追跡することができる。
　Twitterにおけるフォローは、一般的なソーシャルサービスのいわゆる「友だち」
関係とは異なり、フォローする際に申請して相手の承認を得る必要はない。フォ
ローは一方向的であり、自分がフォロワーとなっただけで相手にフォローされるこ
ともない。Twitterでは自分のフォロワー（自分をフォローしている相手）に対して第
三者に公開されない「ダイレクトメッセージ」を送ることができる。相手から自分への
ダイレクトメッセージを受け取る場合には、自分が相手をフォローして（フォロワー
になって）おく必要がある。

符号化
【encode】

　データの符号化（エンコード）とは、他形式へのコードの変換を行うことである。
　エンコードは、データの圧縮や暗号化の際に用いられる。例えば、CDから取り
込んだ音楽データをMP3プレイヤーに転送する際には、WAV形式からMP3形式
へのエンコードが行われる。また、電子メールにファイルを添付する際には、バイ
ナリ形式からテキスト形式へのエンコードが行われる。
　エンコードされた情報を元に戻すことは、デコードと呼ばれる。エンコードの方法
ととデコードの方法が食い違うと、正しくファイルを開けなくなってしまう。電子メー
ルやWebページにおける文字化けなどは、その一例である。

不正アクセス
【illegal access】

　不正アクセスとは、あるコンピュータに対して、正規のアクセス権を持っていない
者が、不正な手段によってアクセス権を取得し、ネットワークを通じてそのコン
ピュータを利用することである。あるいは、そのような利用を試みること。
　不正アクセスの主な手段としては、IDやパスワードを盗用することによる「なりす
まし」、あるいはソフトウェアの保安上の脆弱性（セキュリティホール）を悪用した侵
入などが挙げられる。その内容としては、ファイルの盗み見・削除・改ざん、IDやク
レジットカード番号などの重要なデータの窃取、コンピュータの正常な動作の妨
害、あるいはメールサーバを悪用した迷惑メールの配信などが挙げられる。
　不正アクセスによる被害は、インターネットの普及に伴うかたちで急増している。
日本では1999年に「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」（通称、不正アク
セス禁止法）が成立し、それによって不正アクセス行為は法的処罰の対象となっ
た。ちなみに、不正アクセス禁止法においては、不正アクセスは「電気通信回線を
通じて」（ネットワークを通じて）の不正なアクセス行為であると定義されている。

プッシュ型情報配信/プッシュ通知 　プッシュ通知とは、システム側が外部のサーバと連携して能動的に情報を取得
してユーザに通知する方式のことである。
　プッシュ通知を利用すれば、何らかの情報更新があった場合には、ユーザが働
きかけなくても更新されたことを知ることができる。これによってよりリアルタイムな
情報の受け取りが可能となる。
　プッシュ通知に対して、ユーザがサーバにアクセスするなどの操作を行うことで
情報が取得できる方式か「プル」（プル型情報配信）と呼ばれる。
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用語解説

名称 意味／解説／定義／説明

プラットフォーム
【platform】

　あるソフトウェアやハードウェアを動作させるために必要な、基盤となるハード
ウェアやOS、ミドルウェアなどのこと。また、それらの組み合わせや設定、環境など
の総体を指すこともある。
　一般的にはソフトウェアやハードウェアは対応しているプラットフォームが予め決
まっており、異なるプラットフォーム上で使うことはできない。ただし、複数の異なる
プラットフォーム向けにそれぞれ調整された複数の版を併売したり、単体で複数
のプラットフォームでの動作が可能な製品などもあり、「マルチプラットフォーム対
応」などと呼ばれる。

ブロードバンド/ワイドバンド
【broadband/wideband】

　電波や電気信号、光信号などの周波数の帯域幅が広いこと。また、それを利用
した高速･大容量な通信回線や通信環境。対義語は｢ナローバンド｣
(narrowband)。
　現在では専ら、高い通信速度の加入者系(広域)データ通信回線という意味で用
いられ､概ね500kbps以上のものを意味する｡該当するのはADSL(XDSL)やCATV
インターネット、光ファイバーなどの有線通信、第3世代(3G)携帯電話(W-
CDMA/CDMA2000 /HSPA/LTE)､WiMAXなどの無線通信である。これに対し、
アナログ電話回線(モデム接続)やISDN、第2世代までの携帯電話(のパケット通
信)などはナローバンドであるとされる。

ブログ
【blog】

　ブログとは、weblogの略称で、Web上で個人またはグループで日記や記事など
を継続的に作成・管理されるWebサイトの総称。他のサイト記事との連携機能やコ
メントを書き込める機能などを備えたシステムも利用できる。ブログは新しい記事
順に掲載される。読み手にとってもホームページより簡単にみることができるシス
テム。

プロジェクト
【project】

　ある目的を達成するための計画の策定とその遂行。特に、期限が定まっていた
り、具体的な目標を達成したら終了するような限定性を持った計画のことを意味す
る。
　プロジェクトの進捗を管理することを「プロジェクトマネジメント」(project
management)、管理する人や役職のことを「プロジェクトマネージャ」(project
manager)という。

プロセス
【process】

　プロセスとは、一般的に「経過」や「過程」を意味する英語である。IT用語として
は、特にプログラムの実行単位として用いられたり、あるいは、半導体の製造工程
を意味する「製造プロセス」の略として用いられることが多い。
　プログラムの実行単位としてのプロセスは、多くの場合、OSが認識するユーザ要
求処理の一つを指す。MS-DOSやUNIXにおいては、1つのプログラムの実行をプ
ロセスと呼び、プロセス識別子が付与される。
　プロセスは、ユーザの要求という側面から言及する際にはジョブと呼ばれる。
　UNIXをはじめとするマルチタスクOSでは、OSが管理する処理の単位として、プ
ロセスの他にタスクやスレッドといった単位もある。

ペーパーレス化
【paperless】

　ペーパーレス化とは、オフィス内の文書、書類、帳票類の電子化を進めてパソコ
ンなどでファイルとして閲覧できるようにすることで、業務効率を改善しようという取
り組みのことである。

ベンダー
【vendor】

　ベンダーとは、英語で「売り手」を意味し、IT用語としては製品やサービスの提供
を行っている事業者を全般的に指す語である。
　ベンダーは販売という点に焦点を当てた語であり、ハードウェア、ソフトウェア、
サービスなどの商材を問わず用いられる。セキュリティ製品に特価したセキュリティ
ベンダー、情報システムの構築・導入において適切な助言を提供するソリューショ
ンベンダーなどのように、分野に応じた呼び名の区分が設けられることはある。
　ベンダーとの対比において、ベンダーが製品を販売する相手は「ユーザ」、ベン
ダーがユーザに販売する製品を製造する事業者は「メーカー」と呼ばれる。メー
カーとベンダーは定義上は区別されるが、実際には製造・販売の両方に携わる
（メーカーでもありベンダーでもある）事業者は多い。ただし、この区分における
ユーザは一般的にエンドユーザを指しており、製造販売を行っているといっても中
間部品の製造者や下請け業者はベンダーに含まない場合が多い。
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用語解説

名称 意味／解説／定義／説明

マイナンバー
【個人番号】

　マイナンバーは、住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付して、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ものである。
　国の行政機関や地方公共団体などでは、各分野で保有する個人情報とマイナ
ンバーとを紐づけて効率的に情報の管理を行い、さらにマイナンバーを活用し
て、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取り（情
報連携）することができるようになる。
　また、他人のマイナンバーを利用した成りすましを防止するための厳正な本人
確認の仕組み、マイナンバーを保有する機関の情報管理や情報連携における個
人情報保護の措置も取り入れている。

マイ・ポータル 　国民一人一人に固有の番号を割り振るマイナンバー制度で、インターネット上
に個人用のホームページを設置し、自分の個人情報の内容やアクセスログを確
認できる情報提供等記録開示システム。

マニュアル
【manual】

　作業や操作の手順についてまとめたもの。手引き書・取扱（操作）説明書・手順
書など。

モバイルデバイス/モバイル端末
【mobile device】

　モバイル端末とは、小型・軽量で持ち運びに適した電子機器の端末の総称であ
る。単に「モバイル」と呼ばれることもあるが、サービスやコンテンツなどを含めずに
電子機器のみ指す場合に「モバイル端末」と呼ばれることが多い。
　モバイル端末の例としては、携帯電話、スマートフォン、タブレット型端末などを
挙げることができる。ノートPCも、デスクノートのような据え置き用途が想定された
機種を除けば、モバイル端末に含まれる。多くの場合は汎用的な電子機器がモ
バイル端末と呼ばれており、電子辞書やポケベル、ウェアラブルデバイスなどはモ
バイル端末の括りに含まれないことがある。

モラル
【moral】

　道徳。倫理。また，人生・社会に対する精神的態度。

ユビキタスネットワーク
【ubiquitous network】

　あらゆるモノにコンピュータやICチップなどが埋め込まれ､有線･無線通信により
常に相互に接続されて､誰でもいつでもどこからでも､様々な情報やサービスを利
用できる情報ネットワーク環境のこと。

ライセンス
【license】

　ソフトウェアメーカーが購入者に対して許諾する､ソフトウェアを使用する権利の
こと｡ライセンスを許諾されない状態でソフトウェアを使用すると不正使用となり、著
作権の侵害に相当する。

リース
【lease】

　料金を取って，物を貸すこと。土地や建物，大型の機械や設備などを，比較的
長期にわたって貸すことをいう。

リスク
【risk】

　将来起こりうる悪い出来事、及び、その確率や損害の程度。特に、何らかの行動
や決断、あるいはその欠如によって、将来遭遇しうる損害とその可能性のこと。危
険性、不確実性などと訳されることもある。
　通常、事前にある程度の想定、制御、回避などが可能であるような事象のことを
意味し、まったく想像もつかないような(あるいは一切の制御や回避が不可能であ
るような)災厄のことは含まれない。
　また、行動に伴って必ず支払わなければならない代償はコスト(cost)であり、や
はりリスクとは区別される。
IT関連あるいは一般の外来語としては、悪い出来事についてのみ用いるのが普
通である。

リニューアル
【renewal】

　新しくすること。新しいものに変えること。一新。または、店舗などを改装・改修す
ること。

ロードマップ
【road map】

　企業が将来リリースを予定している製品をまとめた図表のこと。時系列で各製品
の世代的な前後関係が分かりやすく記載されている。もちろんロードマップに記
載されている内容は予定にすぎないため、企業戦略の変化に応じてロードマップ
も随時改訂される。ロードマップは将来の業界動向を知る貴重な資料であるた
め、特に専門家や投資家にとってはロードマップは欠かせないものである。

ワークスタイル
【work style】

　どのように仕事をするかという方法・流儀
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用語解説

名称 意味／解説／定義／説明

ワーム
【worm】

 ユーザに気づかれないようにコンピュータに侵入し、破壊活動や別のコンピュー
タへの侵入などを行う、悪意のあるプログラム(マルウェア)の一種。
　以前はCD-ROMやフロッピーディスクなどに潜伏して侵入するものが主流だっ
たが、近年ではインターネットの普及により、電子メールやWebサイトなどを介して
爆発的な速度で増殖するものが出現し、問題となっている。作成が比較的容易で
あることから亜種の登場も早く、その種類は急増している。
　「ワーム型ウイルス」としてコンピュータウイルスの一種とする場合もあるが、他の
プログラムに寄生するわけではなく単独で活動する点や、スクリプト言語やマクロ
などの簡易的な技術で作成される点など、(狭義の)コンピュータウイルスとは区別
される。

セキュリティワイヤーロック
【security wire lock】

　コンピュータの盗難や不正な持ち出し、ケーブルや周辺機器の不正な差し込み
などを防止するための金属線でできた固定器具のこと。

ワンストップ行政サービス
【one stop governmental service】

　一度の手続きで､必要とする関連作業をすべて完了させられるように設計された
行政サービス｡
　行政改革の一環として､行政手続きの電子化や広域連携によって､手続き回数
を減少させ､コスト削減と利便性の向上を図る構想のこと｡
　例えば､住民票の移動に際して､転出の届出と転入の届出とを同時に行えるよう
にする､などといったものである｡
　また､窓口だけでなくパソコンや情報端末からの手続きを可能にすることも目指
している。

基幹系システム/基幹業務システム
【mission-critical system】

　組織の根幹をなす業務を支援するコンピュータシステムのこと。

機密性
【confidentiality】

　情報セキュリティの基本的な概念の―つで､正当な権限を持った者だけが情報
に触れることができる状態｡また､そのような状態を確保･維持すること。

光ファイバー
【optical fiber】

　光通信において､デジタル伝送路となるケーブルをいう。
　光ファイバーケーブルは､電気信号を流して通信するメタルケーブルと比べて信
号の減衰が少なく､超長距離でのデータ通信が可能である｡また､電気信号と比べ
て光信号の漏れは遮断しやすいため､光ファイバーを大量に束ねても相互に干渉
しないという特長もある。
　光ファイバーで実現できる通信速度は従来のメタルケーブルと比べて段違いに
速い。

情報
【information】

　何らかの形で意味を持つ､または人がする､あるいは知らしめることによって価値
を認識できるデータや事象や知識のこと。

引用
 ITトレンド「IT用語集」
 IT用語辞典　e-Words
 IT用語辞典バイナリ
 Weblio辞書
 香川県教育センター
 経済産業省日本ネットワークセキュリティ協会
 三省堂　大辞林
 総務省/電子自治体
 内閣府NPOホームページ
 日経パソコンデジタル・IT用語辞典
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                                ご意見があればこちらまで 

 

     問い合わせ先 

宗像市総務部総務課情報化推進係 

ＴＥＬ  0940-36-5444 

ＦＡＸ  0940-34-2156 

Ｅｍａｉｌ jyouhou@city.munakata.fukuoka.jp    

mailto:jyouhou@city.munakata.fukuoka.jp

