
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。 

    

16



    

№ 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。 
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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 

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   

平成２４年度 

6校計 18校     12台   

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   

平成２５年度 

10校計 33台    20台   

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   

平成２６年度 

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。 

24


