
 

 

 

 

 

阿南市 

行政情報化基本計画 

 

 

～電子自治体の構築に向けて～ 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年２月１８日 改定 

 



 

 

目 次  

第１章 計画策定の基本的な方向  

 １  計画策定の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１  
 ２  計画の位置づけと役割・・・・・・・・・・・・・・・・・１  
 ３  国の情報化計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２  
 ４  計画期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２  
 
 

第２章 本市における情報化の現状と課題  

 １  庁内ＬＡＮ、公共施設間ネットワークの構築及び利用・・・３  
 ２  基幹業務システム及び個別業務システム・・・・・・・・・３  

３  電子自治体の構築・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４  
４  ホームページによる情報提供・・・・・・・・・・・・・・４  

 

第３章 本市の目指す情報化の基本方針と基本施策  

 １  基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６  
 ２  基本施策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６  

（１）市民サービスの向上・・・・・・・・・・・・・・・・・６  

  ア  いつでも利用できるサービス  

  イ  来庁者にやさしい窓口サービス  

  ウ  多様な手段によるサービス  

  エ  だれにもやさしいサービス  

（２）行政事務の質的向上・・・・・・・・・・・・・・・・・７  

  ア  情報リテラシーの向上  

イ  事務の簡素化・効率化  

  ウ  電子化の推進による内部情報の統合・共有  

  エ  コスト縮減  

  オ  広域ネットワーク化  

 

第４章 計画推進のための留意事項  

１  推進体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２  
２  ハード面及びソフト面の整備・・・・・・・・・・・・・・１２  



 

 

（１）地域公共ネットワークの整備と運用管理  

（２）庁内ネットワークの整備  

（３） OA 機器・個別業務システムの整備と運用管理  

（４）全職員が利用できるグループウェアの導入  

（５）マイナンバー制度に対応したシステム構築  

３  安全対策と情報の保護・・・・・・・・・・・・・・・・・１３  
（１）情報セキュリティ対策  

（２）個人情報の保護  

（３）危機管理に対する対応  

 

用 語 解 説  集



 

1 
 

第 1 章  計画策定の基本的な方向  

 

１  計画策定の目的  

本市は、平成 2 年から市民サービスの向上と行政事務の効率化を 

図る観点から電算処理業務の拡大に努めてまいりました。  

しかしながら、国の急激な情報通信技術（ICT）施策の推進は、既存事

務ごとの情報施策の取組では対応しきれない現状となってきておりま

す。また、インターネットの普及は情報通信社会においては重要な社

会基盤を形成し、高度情報化社会への対応は避けることが出来ない状

況となっています。  

従いまして、本市においては情報通信技術の進展に伴って急速に変

化する社会情勢や国の情報通信技術（ICT）施策に対応するために、市全

般における中長期を見据えた情報化の施策を明らかにし、その実現を

図るために「阿南市行政情報化基本計画」を策定するものとします。  

 

２  本計画の位置づけと役割  

本市では、平成 12 年度に 21 世紀初頭を展望した総合的なまちづく

りの指針として、平成 22 年度を目標年度とする「第４次阿南市総合計

画」を策定しました。  

平成 18 年 3 月には那賀川町・羽ノ浦町と合併し、平成 20 年 3 月に  

は総合計画の部門計画として「阿南市行政情報化基本計画」を策定し、

情報化の推進に計画的に取り組み、平成 22 年度に改定を行っています。  

また、平成 23 年 3 月には、合併後初となる基本構想を含む「第５

次阿南市総合計画」を策定し、 10 年後の阿南市を見据え、将来像であ

る「ひと、まち、心をつなぐ笑顔の光流都市」の実現をめざし、市民

と行政が一体となった人づくり・まちづくりを推進し、前期基本計画

の計画期間が平成 27 年度で終了することを受け、平成 28 年度から平

成 32 年度までの後期基本計画策定にあたり、計画期間中に生じた社会

経済状況の変化や各施策の進捗状況を検証し、必要な見直しを行って

おります。  

今回の行政情報化基本計画の改定は、平成 24 年度に改定した前計

画の計画期間の最終年度にあたり、前計画の趣旨を継承しつつ、国の

動向や社会情勢を見極め、全体計画である総合計画との整合性を踏ま

えながら改定するものです。  

本計画は社会における情報通信技術（ ICT）の動向や市民の情報通

信技術（ ICT）の利用状況、国の施策、市財政の状況を睨みながら「
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第５次阿南市総合計画」を着実に進めるとともに、真に住民サービス

の向上を図っていくための計画とします。  

 

３  国の情報化計画  

  国は、高度情報通信ネットワーク社会に関する施策において、迅速

かつ重点的に推進することを目的に、平成 12 年 11 月に制定した「高

度情報通信ネットワーク社会形成基本法 (IT 基本法 )」に基づき「 e-

Japan 戦略」や「 e-Japan 戦略 II」をはじめとする重点計画等を策定

し、取組を行ってきました。  

  平成 22 年 5 月には新たな国民主権の社会を確立することを目的に

「新たな情報通信技術戦略」を策定し、『国民本位の電子行政の実現』

『地域の絆の再生』『新市場の創出と国際展開』を三つの柱として、向

こう 10 年間の取組を発表しました。また、平成 23 年 8 月には電子

行政を推進する指針として「電子行政推進に関する基本方針」を策定

しました。  

  また、平成 25 年 6 月には、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等を柱とした「世界最先端ＩＴ国家創造宣

言」を閣議決定し、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た「電子自治体の取組みを加速するための１０

の指針」を策定しています。  

  これに先立ち、平成 25 年 5 月に「行政手続き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」（以後マイナンバー法とい

う。）が成立し、これに適切に対応した情報システムの整備や活用が求

められています。  

  このような国の施策の動向を踏まえ、市として実施すべきものにつ

いては、その内容を精査して本市の情報化基本計画等に反映していき

ます。  

 

４  計画期間  

本計画の計画期間は、平成 28 年度から平成 32 年度の 5 年間としま

す。  

ただし、情報通信技術の急速な進展、情報通信基盤の整備状況やイ

ンターネット等の市民への普及状況によっては、市民ニーズも変化し

ていくと考えられますので、本計画については毎年度評価を行い必要

があると認めた場合、適宜改善を行うこととします。  
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第２章 本市における情報化の現状と課題 

 

１  庁内ＬＡＮ、公共施設間ネットワークの構築及び利用  

【現状】  

平成 13年度に、各課等に 1台ずつ情報端末として庁内ＬＡＮ用

パソコンを配備し、インターネット・電子メールを利用して情報

を受発信できる情報通信基盤を整備しました。電子メールは国及

び地方公共団体との文書連絡、市民等からの質問・要望などに対

応しています。  

現在、約 600 台のパソコンが基幹系及び情報系としてネットワ

ーク接続され、本庁に設置された庁内ＬＡＮサーバにより本庁内

の各課及び周辺公共施設（図書館・市民会館・ひまわり会館・文

化会館・スポーツ総合センター等）との間でネットワークを構築

し、本庁からインターネットに接続しています。庁内ＬＡＮにグ

ループウェア・財務会計システムを導入し、電子掲示板・会議室

予約や契約・支払業務に利用されています。  

【課題】  

本市には約 160 の公共施設がありますが、上記の一部施設を除  

いて本庁とこれら施設を結ぶ専用情報通信網が未整備の状態であ  

り、本庁と同等の庁内 LAN の各種サービスの提供が困難な状態で、

電子的な情報の共有が行えていないのが現状です。  

 

２  基幹業務システム及び個別業務システム  

【現状】  

本市では、平成 2 年から汎用コンピュータを導入し、平成 17 年 

1 月に基幹システムを更新し、住民基本台帳、税務、国民健康保

険、福祉などの住民情報システムを稼働させました。システムの

安定稼動を維持するため、定期的に機器の入替を行い、引き続き

運用を行っています。  

また、平成 3 年度にオフィスコンピュータによる財務会計・人

事管理・給与計算システムを導入し、予算・出納・人事等の業務

を処理していました。  

人事管理・給与計算システムは平成 19年度から、財務会計シス  

テムは平成 24年度から、新システムに移行し運用しています。  

このほか、農家台帳システム、水道システムなどのように、業務

毎に個別に稼働している複数の業務システムがあり、そのシステ
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ムの性質上、基幹系・情報系ネットワークに接続されていないシ

ステムもあります。  

【課題】  

基幹系システムにおいては、大型プリンターの更新や、社会保

障・税番号制度等の大きな制度改正への適切な対応を図らなけれ

ばなりません。  

また、市民サービスの向上を目的として窓口サービスを最適化  

できるシステムの仕組みを考慮しておく必要があります。  

 

３  電子自治体の構築  

【現状】  

電子自治体構築の基盤となる住民基本台帳ネットワークシステ

ムが平成 14 年度に稼働し、平成 15 年度には地方行政団体間が専

用回線で電子文書が交信できる総合行政ネットワーク (LGWAN)シ

ステム及び市民がインターネットから行政手続きができる電子申

請・届出システムが県と県下自治体により構築されています。  

電子申請・届出システムは、平成 21 年 4 月から LGWAN-ASP を

利用したサービスになり、平成 28 年 4 月からは利便性が向上し

た新しいシステムに移行します。  

【課題】  

インターネットを通じて、原則として、いつでも、どこからで

も、誰もが簡便かつ安全に各種申請・届出などの行政手続きや行

政との情報の受発信を可能にする利便性の高い行政サービスを実

現するため、市民にとって利用しやすい便利な行政手続きになる

ように業務の見直しを行い、電子申請が可能な手続きを増やし、

より利用されやすいサービスを提供し、利用率の向上をめざす必

要があります。  

 

４  ホームページによる情報提供  

【現状】  

平成 11 年度からホームページを開設して、イベント情報・市広

報の内容、図書館の蔵書検索、文化会館など各施設の予約状況、

市例規集の閲覧など市民生活に密着した行政情報の発信をしてい

ます。  

ホームページに市の電子メールアドレスを掲載し、電子メール

による市民からの感想や意見等の収集を行っています。  

平成 18 年 3 月 20 日那賀川町・羽ノ浦町の合併によりホームペ
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ージのリニューアルを行いました。  

平成 22 年 10 月には、総務省クラウド開発実証事業により、徳

島県と他６市町とで自治体クラウド CMS 方式によるホームページ

に変更を行いました。  

平成 26 年 2 月から市ホームページに、電話等で問い合わせが

多い質問に対して一問一答式で確認できる阿南市Ｑ＆Ａコーナー

を設けています。  

平成 26 年 7 月から情報伝達手段として、ソーシャルネットワ

ーキングサービス（ SNS）の一つである「フェイスブック」を用

いた情報発信を行っています。  

【課題】  

市民への情報提供の手段のひとつとしてのホームページは、紙 

などの媒体による手段と異なり、即時性を有すること、紙などの 

媒体と比較して多くの情報を掲載可能なことが特徴として挙げら 

れます。  

    情報の新鮮度を向上させ、市民が必要とする情報を迅速に提供

可能な仕組みとして、自治体クラウド CMS 方式のホームページ管

理システムの導入を行い、阿南市が発信する情報がスピーディー

に充実させる仕組みが出来上がりました。今後、正確で迅速な情

報の提供を増加させるために、ホームページの外、防災・減災に

有効性が発揮されると考えられる「フェイスブック」、「ツイッタ

ー ]等のソーシャルネットワーキングサービス（ SNS）を活用した

情報提供等に取り組む必要があります。  
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 第３章  本市のめざす情報化の基本方針と基本施策 

 

１  基本方針  

21 世紀は、わが国の地域社会が少子高齢化、環境問題、地域機

能の低下など多数の課題を生じてきています。こうした中で、市

に対する市民・企業からの行政要望は確実に増加してきており、

市は質の高い行政サービスをどのように提供すれば良いかが問わ

れています。また、市は自ら地域の発展と活性化を促進する地域

経営の担い手としての役割が重要になってきています。そこで、

本計画は、市が ICT 技術の便益を最大限に利活用するとともに、

「市民サービスの向上」、「行政事務の質的向上」するための有力

な手段としての電子自治体の構築をめざすものであります。  

「市民サービスの向上」においては、「いつでも利用できるサー 

ビス」、「来庁者にやさしい窓口サービス」、｢多様な手段によるサ 

ービス｣、「だれにもやさしいサービス」を４つの柱として、市民  

生活がより便利で快適なものとなるよう情報化を進めます。また、  

「行政事務の質的向上」においては、「情報リテラシーの向上」「  

事務の簡素化・効率化」、「内部情報の統合・共有」、「コスト縮減｣、

｢広域ネットワーク化｣を５つの柱として、各種サービスが迅速か  

つ効率的に提供できるよう情報化を進めます。  

このことにより、簡素で効率的な行政を実現し、市民や企業等

にとって利便性の高い行政サービスの提供、行政コストの軽減が

実現すれば、企業の誘致や市民の定着につながっていくことが期

待され、本市が魅力ある地域となると考えられます。  

 

２  基本施策  

(1) 市民サービスの向上  

ア  いつでも利用できるサービス  

(ｱ)電子自治体窓口の実現  

電子自治体のメリットは市役所の住民窓口の取扱時間に関  

係なく、また、わざわざ窓口まで出向かなくても各種行政サ  

ービスを利用することが出来ることであります。すなわち、  

電子自治体の窓口となるポータルサイト開設をすることによ  

り、 24 時間 365 日いつでも市民が行政サービスを利用するこ 

とが出来る行政サービスのノンストップ化の実現を図ります。  
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(ｲ)市民と行政のコミュニケーションの拡大  

市民本位の行政を実現していくためには、電子自治体窓口

等を通じた行政情報の積極的な公開と分かりやすい形での提

供等により説明責任を十分に果たし、行政運営の透明性の向

上を図っていくことが不可欠であります。また、行政情報の

積極的な公開は市民・企業等の行政の参画を促し、市民と行

政の協働関係を形成していきます。  

 

イ  来庁者にやさしい窓口サービス  

多くの来庁者がある窓口には、待ち時間が少なくなるよう

に、諸手続きがスムーズに行える窓口サービス支援システム

の構築をめざします。  

 

ウ  多様な手段によるサービス  

パソコン以外の方法として、スマートフォン、携帯電話、

電話、ファックスなどの多様な方法で、それぞれの機器の特

性に応じた情報提供をできるように努めます。  

 

エ  だれにもやさしいサービス  

パソコンを所有していない市民やインターネットを利用す

る機会のない市民のために、誰もが簡単に電子行政サービス

を利用できるよう、公共施設などへインターネット接続環境

を段階的に整備し、電子申請等の利用機会の拡大を図ってい

きます。   

また、観光や防災の拠点における来訪者の情報収集等の利

便性を高めるため、高速インターネットが無料で利用できる

公衆無線 LAN 環境を平成 26 年度に各公民館に整備しました。

今後も、庁舎等の公共施設での整備を図ります。  

 

 (2)行政事務の質的向上  

ア  情報リテラシーの向上（人材育成）  

行政情報化による電子自治体構築のためには、その担い手  

である職員の情報リテラシーの向上は必須条件であり、電子  

自治体の根幹を成す最重要要素であることから、職員一人一  

人が電子自治体の目的と必要性を十分に自覚し、高い意識を  

もって率先して情報リテラシーの向上を図ることが重要です。  

情報リテラシーは、各課の業務に則した業務システムの運  
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用及び活用等の知識のみならず、ワープロ・表計算・プレゼ  

ンテーションなどの OA ツールの ICT スキル、インターネット 

を利用した情報収集能力、電子メールでのコミュニケーショ  

ン能力、さらには、情報化の動向やネットワーク上のモラル、

個人情報保護や知的財産権に関する知識、セキュリティなど  

幅広い知識が求められます。  

このために、計画的な内部研修の実施や外部機関が実施す

る各種研修の活用、オンライン研修の受講による自習環境の

提供などを通じて、全職員を対象とした研修や、職員の情報

リテラシーレベルに応じた段階別の研修を実施するなどの情

報化研修の充実・拡充を図り、情報リテラシーの向上を、引

き続き図っていきます。  

また、各所属に情報化推進の核となる人材の育成・確保も

引き続き図っていきます。  

 

イ  事務の簡素化・効率化  

(ｱ)  庁内 LAN の整備及びタブレットパソコンの活用  

庁内 LAN は、行政の業務の電子化・ネットワーク化を推進

するための基盤となる最も基本的な情報システムであり、電

子自治体構築のために必要不可欠なものと位置づけられるこ

とから、業務の目的に適した庁内ＬＡＮの整備に努めます。  

併せて、ノートパソコンより安価で、携帯性に優れたタブ

レットパソコンの導入を検討していきます。  

 

(ｲ)行政手続の簡素化・合理化の徹底  

行政手続オンライン化法第 8 条第 3 項及び第 9 条第 1 項の

規定の趣旨を踏まえ、行政手続（市民と国及び地方公共団体

の行政機関との間の申請・届出等の行政手続及び行政機関の

間の手続など申請・届出等以外の行政手続）のオンライン化

の実施に当たっては、業務プロセス、必要書類の見直し等事

務の徹底した簡素化・合理化を図るように努めます。  

特に、条例または規則に基づく行政手続については、社会

経済環境の変化により必要性が失われたと判断される手続き

の原則廃止、申請・届出等の頻度の軽減、添付書類の省略・

廃止、事務処理期間の短縮等の取り組みを推進します。  
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ウ  電子化の推進による内部情報の統合・共有  

内部管理業務の電子化により、業務効率を向上させ行政運

営を簡素化していくことは電子自治体構築の大きな目的の一

つであります。このためには、文書の起案、決済、供覧、廃

棄に至るまでの流れを電子文書により一貫して管理する総合

的なシステムの導入をめざします。  

また、分散して保有するデータ等の電子化と統合・共有を

図り、業務の効率化と市民サービスの向上に努めます。  

 

エ  コスト縮減  

(ｱ)電子申告、電子決済の導入に向けた取組  

入札・契約事務の透明性、客観性及び競争性の一層の向上

を図り、コスト削減と事務の効率化をめざし、徳島県の電子

入札システムを導入し運用を行っています。  

地方税の申告、申請、納税など（以下「申告等」といいま

す。）の電子化については、エルタックス（ eLTAX）による申

告手続の電子化に取り組んでいきます。  

歳入・歳出手続の電子化については、国の行政機関と金融

機関との間で行われている各種歳入・歳出手続に関する電子

化の推進状況を踏まえ、今後積極的に推進していきます。  

オンライン申請等に係る手数料の納付手続等歳入・歳出手

続の電子化は、マルチペイメントネットワークを活用した決

済サービスを利用し、電子化に取り組んでいきます。  

 

(ｲ)外部サービスの利用と阿南高専との連携協力  

電子自治体を構築するために、市だけで独自に様々な業務

を開発することは、経費、人的資源等の観点から非常に困難

であるだけでなく、全体として多大な重複投資の無駄を生じ

ることとなります。  

そのために、国、県及び他自治体と合同でアプリケーショ

ンを開発する、あるいは共同利用する、及び他の地域で開発

されたアプリケーションプログラムを標準的なプログラムと

して入手し必要な修正を加え導入する、オープンソースソフ

トウェアや ASP サービス、 SaaS などクラウドサービスを積極

的に活用するなどの方法により、コスト節減と高い水準によ

る運用・管理の実現をめざします。  

また、システム構築、保守管理、監査業務は高度なノウハ
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ウと専門性を有する阿南工業高等専門学校との連携協力によ

り対応を進めていきます。  

 

オ  広域ネットワーク化  

(ｱ)総合行政ネットワーク（ LGWAN）の利用の推進  

総合行政ネットワーク（ LGWAN）は、全国の地方公共団体

を相互に接続し、国の府省間のネットワークである政府共通ネ

ットワーク（ G-Net）にも相互接続する安全性の高い行政専用

のネットワークです。  

また、それは申請・届出・報告・許認可等に係る行政文書

の電子的な交換、法令・条例・基礎的統計等行政情報の共有

と高度利用等を実現するなど、国・地方を通じた電子政府・

電子自治体の実現に不可欠のインフラとなるネットワークで

す。  

そのため、市は平成 15年 9月に総合行政ネットワーク（ LGW 

AN）に参加し、平成 16年度から本格的な利用を推進していま

す。  

 

(ｲ)  マイナンバー制度による情報連携  

平成 25年  5月にマイナンバー法が成立し、平成 28年  1月か

らマイナンバー制度の運用が開始されました。  

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に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利用するもので、行政を効率化

し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社

会基盤として期待されています。  

制度導入により、平成 29年  1月から国の行政機関など、平

成 29年  7月から地方公共団体で情報連携が始まることから、

迅速かつ確実にやり取りを行うための安全な情報提供ネット

ワークシステムの構築に取り組みます。  

 

(ｳ)  マイナンバーカード・マイナポータルの利活用  

マイナンバーカードは、マイナンバーを記載した書類の提

出や様々な本人確認の場面で利用できるカードのことです。  

マイナンバーカードは、券面の写真や氏名・住所などによ

る公的な証明書としての活用、公的個人認証サービスの秘密
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鍵や電子証明書の格納が可能となる機能等をもっています。   

このマイナンバーカードを利用して、印鑑・戸籍証明書等

を全国のコンビニエンスストアでも交付が可能となる住民サ

ービス提供等について検討していきます。  

マイナンバー制度においては、希望者に対して自己のマイ  

ナンバーに係る個人情報の確認、行政機関から自分に対して  

の必要なお知らせ情報等を自宅のパソコン等から確認できる  

ものとして、情報提供等記録開示システム（マイナポータル）

が整備されます。この機能を利用して市から住民に対して主  

体的に行政サービス情報を該当者にお知らせ、手続きができ  

るプッシュ型行政情報サービスの提供を検討していきます。  

 

(ｴ)公的個人認証基盤の運用  

地方公共団体に対する申請・届出等をオンライン化するた

めには、申請者が発信した文書等が真にその申請者によって

なされたものかどうか、また、送信途上で文書等が改ざんさ

れていないかどうかを確認する必要があります。この仕組み

を個人認証基盤といい、公的に行えるシステムを平成 15年度

に整備しました。  

市民・企業等が地方公共団体に対する電子申請・電子届出  

等が出来る行政手続を、平成 16年度から順次施行し運用して  

いますが、引き続き行政のオンライン化を推進していきます。  

 

(ｵ)情報通信網の活用  

今まで述べてきた多くの課題の解決や施策の推進には地域

イントラネットの整備や、地域のインターネット接続環境の

整備が不可欠であり、これら未整備である市内の情報通信網

の整備を計画的に推進してきました。  

今後も、地域における情報通信網の充実に努めるとともに

地域の行政、教育、福祉、医療、防災等の市民への行政情報

等は、ホームページ、ソーシャルネットワーキングサービス

（ SNS）などインターネットあるいは、 CATV を通して提供し

ていきます。  

また、情報通信網を活用し、図書館に行かなくても、 24時

間ネットで電子書籍が利用できる電子図書館及びふるさとの

伝統や文化に関する写真や文献などをデータ化して公開する

デジタルアーカイブ事業を検討していきます。  
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第４章 計画推進のための留意事項 

 

１  推進体制  

この計画の実現には、庁内のあらゆる業務にまたがるものであ

ることから、平成 15 年 4 月に情報化推進本部を発足し、推進本部長  

を中心とする全庁的な推進体制を整備しました。今後においても、

電子自治体の構築、セキュリティ対策等あらゆる情報政策に対し  

て積極的に取り組んでいきます。  

 

２  ハード面及びソフト面の整備  

(1)地域公共ネットワークの整備と運用管理  

地域公共ネットワークの整備と運用管理は、ネットワークを長  

期間に亘って維持、管理、運用をしていかなければならないこと  

から、ネットワーク品質、セキュリティ、運用コストなどの総合  

的な評価を行い、少ない経費で継続運用できることが不可欠です。  

この実現には、必ずしも自設の光ケーブル敷設等による独自ネ  

ットワークの構築ばかりでなく、民間通信事業者が提供する高度

にセキュリティが確保されたネットワーク手段の利用や、放送事

業者の敷設する回線を専用的に利用可能かどうかの検討などを含

め、ネットワーク構築のための多様な手段のメリット・デメリッ

ト・コストを考慮し最も合理的な手段を使って構築していきま

す。  

これらを考慮し、出先機関・公共施設をその役割に応じて、接

続の可否や回線の品質を検討し整備を行っていきます。  

阿南市全域に CATV のための光ケーブル網の幹線の敷設が平成 22

年 3 月完了しました。敷設された光ケーブル網に繋ぎこみ可能な

場合はこれを利用し、接続を行い、イントラネットを構築してい

きます。  

 

(2)庁内ネットワークの整備  

庁内ネットワークの整備は新庁舎建設に際し情報管理の安全性

を高め、防災機能にも対応したネットワークの構築を行います。  

 

(3)OA 機器・個別業務システムの整備と運用管理  

OA機器、アプリケーションソフトウェアや個別業務システム等  

の整備と運用管理は、予算の効率的運用、投資効果の最大化等の 
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観点から、システムの品質に対する評価を加え、運用コスト等シ 

ステム関連経費の節減に厳しい目を向けていくことが不可欠です。  

これらの整備と運用管理については、ＩＴ推進課が業務主管課

と民間のシステムエンジニアとの間の交渉に立ち、システム設計

や運用設計などの検討・調整を実施します。  

また内部事務で使用する文書作成、表計算、プレゼンテーショ

ンソフトなどのオフィースソフトは、ライセンス料、バージョン

アップ費用、データ互換性などを考慮しつつ、オープンソースソ

フトウェアの導入を検討し推進します。  

 

(4)全職員が利用できるグループウェアの導入  

現在、庁内ネットワークにおいて電子掲示板、会議室予約機能

等を使用しているグループウェアは平成 13 年度に導入したもので

あることから、職員の情報共有が促進される高機能なものに更新

していきます。  

また、庁内ネットワークが接続されていない出先機関において

もインターネット回線等からセキュリティを確保した状態で利用

できるグループウェアの導入を検討します。  

 

(5)  マイナンバー制度に対応したシステム構築  

マイナンバー法施行に係るシステム改修に対応し、セキュリテ

ィの向上を図るとともに、安定した情報連携システムの構築をめ

ざします。  

 

３  安全対策と情報の保護  

(1)情報セキュリティ対策  

インターネットを利用して市民がオンラインによる電子申請な

どを可能とする電子自治体の実現のためには、高度な安全性を確

保し、利用者の信頼を築き上げることが不可欠な前提条件として

考えられます。しかし、ネットワーク化された情報システムは利

便性を向上させる一方、ハッカーやコンピュータウィルス等を介

した不正行為によるネットワークへの侵入、情報の改ざん・破壊

・窃盗・漏えい等の懸念が現実のものとなっています。  

このことから、組織として意思統一され、明文化された行動原

則としての情報セキュリティポリシーに基づき、情報セキュリテ

ィ対策を講じ、職員に対しても情報セキュリティ研修を行ってい

きます。  
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また、自治体はマイナンバーの運用開始により、より高度な情

報セキュリティ対策が求められています。  

 具体的には、マイナンバー利用事務端末に新たに生体認証を追

加します。更には、インターネットのリスクへの対応として、新

たにインターネット専用ネットワークを用意し、仮想化技術等を

利用した安全なインターネット利用環境を構築することで、シス

テム全体の強靭性の向上に取り組みます。  

なお、クラウドサービスを利用したシステムは、自庁にシステ

ム及びデータそのものが存在しないため、自庁にあるような旧来

の方法での情報管理ができません。クラウドサービスに対応した

情報セキュリティと個人情報保護のありかたを新たに検討する必

要があります。  

 

(2)個人情報の保護  

ICT の発展は、電子化された情報がネットワークを介して大量

かつ迅速に処理することが可能となり、個人情報の保護の必要性

が一層高まってきています。  

本市においては、平成 13年に策定しました「阿南市個人情報保

護条例」を、マイナンバー法の施行に伴い平成 27年 10月に改正を

行い、市が保有する「個人情報」の性質や、目的等を勘案し、個

人情報の適正な取扱いが確保されるように、個人情報の保護に努

めます。  

 

(3)  危機管理に対する対応  

 地震・津波や火災などの災害時、またコンピュータウィルスに

よる大規模なネットワーク障害やサイバーテロなどによる情報シ

ステムの中断は、電子自治体の進展に伴い地域住民に多大な影響

を及ぼすため、情報システムが長期にわたって中断しないよう、

対策を講じることが求められています。大規模な災害や事故が発

生した場合においても中断させることができない、あるいは優先

させるべき重要業務を「阿南市業務継続計画 (BCP）」（平成 27 年

度作成）において特定しておき、システムごとに事前のバックア

ップや事後の応急対応、復旧手順などを計画化し、情報システム

の被害影響を最小限にとどめるよう努めます。  

また、情報資産に対するセキュリティ侵害事案が発生した場合

には、迅速かつ適切に被害の拡大防止や復旧等を行うために、緊

急時対応体制を整えます。  



用　　語 意　　味

あ

ＩＣＴ（アイ・シー・ティ）
(Information and
Communication
Technology)

　日本では一般的にＩＴ（情報通信技術）と言われて
いるが、国際的にはむしろＩＣＴの方が一般的であ
る。「eーとくしま」では、人と人とのコミュニケーショ
ンの存在を重視しており、この用語を使っている。

アプリケーション
(application)

　ソフトウェアの類別のひとつで、ワープロソフトや
表計算ソフト、ゲームなど、目的に応じて使うソフト
ウェアの総称をアプリケーション（またはアプリケー
ションソフト）という。

インターネット
(internet)

　インターネット・プロトコル技術を利用して、イン
ターネット・プロトコルによるネットワークを相互接
続して構築されたネットワーク。

ＡＳＰ(エー・エス・ピー）
(Application Service
Provider)

　アプリケーション・ソフトウェアをインターネットを
通じてユーザーに利用させる事業者のことで、
ユーザーはＷｅｂブラウザなどを通じて、ＡＳＰの保
有するサーバにインストールされているアプリケー
ション・ソフトウェアを使用料を支払って利用する。

LGWAN-ASP(エルジーワ
ン　エー・エス・ピー）

　LGWAN という非常にセキュアなネットワークを介
して、利用者である地方公共団体の職員に各種行
政事務サービスを提供するもので、ファシリティ
サービス、通信サービス、ホスティングサービス、
ネットワーク層及び基盤アプリケーションサービ
ス、アプリケーション及びコンテンツサービスの５種
類のサービスにより構成されている。
　このうち、地方公共団体等から見える唯一の
サービスは、アプリケーション及びコンテンツサー
ビスで、電子申請、電子入札・調達、セキュリティ
監視などの多様なサービスが提供されている。

オンライン
(online)

　コンピュータを使用してネットワークに接続してい
る状態のこと。

オープンソースソフトウェア
(Open Source Software)

　ソフトウェアの著作者の権利を守りながら、ソー
スコードを公開することを可能にするライセンスに
基づいて記述されたソフトウェア。

か 仮想化技術
　1台のコンピュータの中に、複数の仮想コンピュー
タを作り、それぞれに別々の基本ソフトを入れて動
かす技術のこと。

基幹業務システム

　明確な定義は無いが、一般的に住民基本台帳・
税務・国民健康保険・福祉など直接市民サービス
に関係するシステムを指す。基幹系システムともい
う。
　これに対して、主に内部事務処理に関係する財
務会計・人事給与などのシステムを内部情報系シ
ステムと呼んで区別する。また、単に情報系システ
ムという場合、インターネット・メール・文書作成・表
計算・グループウェアなど一般事務を処理するた
めのネットワークなどで接続されたシステムを指
す。

緊急時対応計画

　情報資産への侵害が発生した場合等に備えて、
あらかじめ実施すべき具体的な措置を定めた計画
のこと。

用　語　解　説　集



用　　語 意　　味

用　語　解　説　集

グループウェア
(groupware)

　個人の持つ情報を共有化し、グループ作業を支
援する目的で使用されるソフトウェア。電子メー
ル、電子掲示板、スケジュール管理等の機能を提
供する。

コンピュータ・ウィルス
(computer virus)

　ウィルスが動植物を侵すように、ネットワークや
ディスク・コピーを通してコンピュータ・システムに
密かに潜入し、ディスクの内容を破壊してしまうプ
ログラムのこと。

さ
サーバ
(server)

　コンピュータネットワークにおいて、パソコンから
の要求に応じて機能やサービスなどを提供するコ
ンピュータのこと。

情報セキュリティポリシー
(security policy)

　組織全体の情報セキュリティに関する基本方針。
保有する情報へのアクセス、利用及び管理につい
てルール化することで、情報の不適切な利用や外
部流出などを防止する。

情報リテラシー
(literacy)

　コンピュータやネットワークを活用して情報や
データを扱うための知識や能力のこと。主として情
報の整理、分析能力を意味する。

ＳａａＳ（サース）
(Software as a Service)

　アプリケーション・ソフトウェアをユーザーが自分
のシステムに導入して使うのではなく、ソフトウェ
ア・ベンダーが所有する情報基盤で稼働してもらっ
て機能だけをネットワークを経由して使用する方式
のこと。

CMS(シー・エム・エス）
(Content Management
System)

　WEBサイトの構成要素のテキスト・画像・動画・音
声・画面レイアウト・ルールなどを一元管理するシ
ステムやソフトウエアの総称。
　WEBサイト更新の簡素化・統一化・効率化などの
作成にかかわる諸問題の解決を目的として導入さ
れる。

自治体クラウド

　地方公共団体間の情報システムの統合化・集約
化を図り、情報システムの構築・運用などの効率
化・低コスト化を図る取り組みで、自治体情報シス
テムを自庁舎ではなく、外部データセンターにおい
て保管・管理し、通信回線を経由して利用できる仕
組みのこと

生体認証

　個人認証の方式の一種で、指紋や声、筆跡、静
脈、瞳の虹彩といった、生物個体が持っている特
性を利用した認証の仕組みのこと

ソーシャルネットワーキン
グサービス（Social
Networking Service）

　「フェイスブック」、「ツイッター]等に登録された利
用者同士が交流できるWebサイトの会員制サービ
スのこと。

た タブレットパソコン

　薄い板状の本体に、タッチして操作が可能な液
晶画面が組み込まれたパソコンのこと。 タブレット
パソコンはキーボードやマウスがなくてもタッチ操
作が出来、持ち運びがしやすく、あらゆる所で使え
るのが特徴。
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地域イントラネット
(intranet)

　地域の教育、行政、福祉、医療、防災等の高度
化を図るため、学校、図書館、公民館、市役所など
の公共施設をインターネット技術で接続する団体
内施設間ネットワークのこと。

地域情報プラットフォーム

　自治体が持つ情報システムをはじめとした、地域
内外のあらゆる情報システムを全国規模で連携さ
せるための共通基盤。総務省主催の「地域におけ
る情報化の推進に関する検討会」の中で提言さ
れ、2005年10月に設立された「全国地域情報化推
進協会」で標準仕様の作成・管理が行われてい
る。

庁内ＬＡＮ
(Local Area Network)

　市役所内部の閉じた世界で構築するネットワーク
のこと。本庁舎や出先機関だけを同軸ケーブルや
光ファイバー等で結び、コンピュータやプリンタ等を
接続し、データをやり取りする総合的な情報通信
ネットワークのこと。

デジタルアーカイブ
　歴史資料等公共的な知的資産をデジタル化し、
インターネット上で電子情報として共有・利用でき
る仕組みのこと。

電子申請

　紙の申請書に捺印して行政機関の窓口で申請
する行政手続を、パソコンや公共端末機等からイ
ンターネットを通じて電子的に行なうこと。

電子メール
　インターネットを通じて、互いにメッセージをやりと
りするシステムのこと。

な
ネットワーク
(network)

　データなどを伝達する通信網。これを広く解して、
加入者の端末を結ぶ電気通信回路網を指すこと
が多い。

は
ハッカー
(hacker)

　本来は、コンピュータ技術などに精通した高い技
術を持つ人を指すが、最近は、コンピュータ技術を
用いて悪事を働く人のことを指す意味で使われる
場合が多い。

プッシュ型行政情報サービ
ス

　一人ひとりに合った行政機関などからのお知ら
せをマイナポータル上に表示する機能のこと。

プログラム
(program)

　コンピュータの動作を規定し、記述したもの。

ホームページ
(home page)

　本来は、インターネットのＷＷＷサーバにアクセ
スすると、最初に表示されるトップページのこと。最
近では、トップページだけでなく、表示されるデータ
全体をホームページと呼ぶこともある。

ポータルサイト
(Portal Site)

　さまざまな情報が集約されたり、さまざまなサイト
へのリンクが張られているなどして、Webサイトの
入口として用いられるサイト。

ま マイナポータル

　別名「情報提供等記録開示システム」といい、行
政機関がマイナンバーの付いた自分の情報をい
つ、どことやりとりしたのか確認できるほか、行政
機関が保有する自分に関する情報や行政機関か
ら自分に対しての必要なお知らせ等をインターネッ
トから確認ができるサービス。
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マイナンバーカード
（個人番号カード）

　マイナンバー（個人番号）を記載した書類の提出
や様々な本人確認の場面で利用できるカードのこ
と。
　券面の写真や氏名・住所などによる公的な証明
書としての活用や、公的個人認証サービスの秘密
鍵や電子証明書の格納が可能となる等のＩＣ機能
をもち、カードで個人番号を証明することができる。

マルチペイメントネットワー
ク（電子決済）
(Multi-Payment Network)

　料金支払いを電子的に行なうシステム。金融機
関と収納企業の間をネットワークで結ぶことで、利
用者はＡＴＭやパソコンから料金の支払いが出
来、収納情報は金融機関から直ちに収納企業に
通知される。

平成２０年 ３月 ２５日 策定
平成２３年 １月 １７日 改定
平成２５年 ２月 ２１日 改定
平成２８年 ２月 １８日 改定
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