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第第II章章  基基本本計計画画策策定定ににああたたっってて  

第第１１節節  基基本本計計画画のの趣趣旨旨  

インターネットを中心とする IT（情報通信技術）の進歩は，情報流通の費用と時間を劇的に
低下させ，密度の高い情報のやり取りを容易にすることにより，人と人との関係，人と組織との関

係，人と社会との関係を一変させる可能性をもっています。この IT を行政サービスの提供と行
政内部事務に十分活用し，組織間の業務を横断的に結合することにより，情報の共有と活用，

スピーディーな情報交換を推進し，新しい次元の行政サービスを実現することを目的として，本

計画を策定します。 
 

第第２２節節  基基本本計計画画のの位位置置付付けけ  

本計画は，「第４次鈴鹿市総合計画」の実現のための，IT を活用した具体的な施策とその実
行計画を定めるものです。本計画は，総合計画の計画の推進に掲げた“市民生活に応じた行

政サービス”，“情報公開の推進と情報の積極的な提供”，“経費の節減と事務の効率化”，

“OA化の推進”などの実現を目的とします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第第３３節節  基基本本計計画画のの期期間間  

本計画の計画期間は，平成１７年度から平成１９年度までの３ヵ年とします。本計画によって，

新庁舎とともに，市民への新しい行政サービスの提供を目指します。 

   
第 4次鈴鹿市総合計画  

 
鈴鹿市行政情報化基本計画 

市政運営の指針として，都市づくりの基本理念や将来都市像，また，
それらを実現するための基本目標と施策の大綱を定める。 

都市づくりの３つの基本理念 
１.創造と協働の都市づくり 
２.環境にやさしい都市づくり 
３.安心・快適・活気を実感できる都市づくり 

 
 
将来都市像 
環境にやさしく安心とうるおいに満ちた活力創造都市 

 

総合計画実現のための，IT を活用した具体的な施策と実行計

画を定める。 

基本理念 
 IT を活用した市民満足度の向上 
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第第IIII章章  情情報報化化のの現現状状とと課課題題  

第第１１節節  国国ににおおけけるる情情報報化化のの現現状状  

第第１１項項  情情報報化化のの取取りり組組みみ  

「e-Japan戦略」を決定した平成１３年（2001年）当時，インターネットの普及など我が国の IT
革命への取り組みは大きな遅れを取っていました。そのため，「e-Japan 戦略」によって，この３
年半の間，さまざまな制度改革や施策が集中的・継続的に実施されました。 
その結果，ネットワークインフラなど IT 社会を支える基礎的な部分整備が進んだことで，「平
成１７年（2005 年）に世界最先
端の IT 国家となる」との目標
達成が臨めるまでになってきま

した。一方で，世界最先端の

IT国家に向けての課題も明確
になってきました。  
平成１５年（ 2003 年）の
「e-Japan 戦略Ⅱ」では，目標
を IT基盤整備から，遅れてい
る ITの利活用へと移しました。
また，平成１６年（2004 年）の「e-Japan 戦略Ⅱ加速化パッケージ」では，重点的に政策を展開
すべき５分野を定め，それぞれの分野における残された課題に対する施策を取りまとめました。  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-Japan戦略 平成１３年 

IT革命への日本の取り組みが遅れている。 

５年以内に日本を世界最先端の IT国家にする。 

IT基本法・IT戦略本部・IT基盤整備 

e-Japan戦略Ⅱ 平成１５年 

IT基盤整備は２年間で達成した。 

基盤整備から ITの利活用戦略へ目標を移す。 

IT利活用の先導的７分野 

e-Japan戦略Ⅱ加速化パッケージ 平成１６年 

最先端の IT国家のための重点施策を明確化する。 

利用者の視点を重視し，各府省の連携を強化する。 

５分野の重点施策 
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第第２２項項  情情報報化化のの現現状状  

最新の e-Japan 重点計画 2004 では，平成１７年（2005 年）の目標達成を確実にする重点
計画と，平成１８年（2006 年）以降への布石を打つ重点計画が発表され，５分野の重点政策を
示しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点政策５分野の（ⅳ）行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進の

中では，電子政府の構築とともに，地方公共団体に対しては，電子自治体構築の取り組みが重

要だとして，次のように述べています。 
すべての国民が IT の恩恵を享受し，生活の利便の向上を実感できるようにするとともに，IT
活用による行政運営の効率化を一層推進していくためには，国民に身近な行政サービスを提

供している地方公共団体の電子自治体の構築に向けた取り組みが極めて重要な段階に至っ

ている。このため，国は，こうした地方公共団体の取り組みが国における電子政府構築の取り組

みと歩調を合わせて実施されるよう，各地方公共団体に共通する制度面，システム面の条件整

備等に対する支援を引き続き着実に行っていく必要がある。 
また，電子自治体構築に向けた地方公共団体への支援項目として，次のように列挙していま

す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
（ⅰ）世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成 

  （ⅱ）人材の育成並びに教育及び学習の振興 
  （ⅲ）電子商取引等の促進 
  （ⅳ）行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進

  （ⅴ）高度情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保 

 

■重点政策５分野 

  
･総合行政ネットワーク（LGWAN）の活用  

･住民基本台帳ネットワークシステムの推進  

･公的個人認証サービス制度の普及・促進等  

･地方公共団体が取扱う手続の標準化・簡素化  

･地方公共団体の業務・システムの標準化・共同化  

･電子自治体を支える人材育成  

･地方公共団体による自主的な取り組みへの支援 
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第第２２節節  三三重重県県ににおおけけるる情情報報化化のの現現状状  

第第１１項項  三三重重県県ににおおけけるる情情報報化化施施策策のの取取りり組組みみ  

三重県では，平成８年に，豊かで潤いのあるネットワーク社会を実現するため，「２１世紀三重

情報化社会推進プラン」（デジタルコミュニティズへの旅立ち）を策定し，全国に先駆けてケーブ

ルテレビ網を活用した「高速大容量のネットワーク，ブロードバンドネットワーク」の整備などの情

報化施策を積極的に進めてきたところです。行政においては旧来の事務事業の見直しや高品

質な県民サービスの提供等が求められている中で，平成１４年度末に，県内全市町村をカバー

するＣＡＴＶ網の整備が進み，県内情報通信基盤の整備をほぼ完了しました。 

① ネットワークインフラの整備 
平成６年度から，総務省の補助事業により県内のケーブルテレビ網の整備，充実に着手し，

平成１４年度末には，県内すべての市町村でケーブルテレビの視聴が可能となりました。ケー

ブルテレビ会社の光ファイバーをＬＧＷＡＮ（総合行政ネットワーク）の回線に使用することにで，

国，県市町村との安全で高速大容量のネットワークを安価に構築することができるようになりまし

た。また，県内ケーブルテレビ事業者及び第三セクターの株式会社サイバーウェイブジャパン

の協力を得て，平成１３年にネットワーク「三重Ｍ－ＩＸ」を整備しました。 

② 電子県庁の推進 
平成８年から県庁内の情報通信環境の整備に着手し，庁内ＬＡＮを平成９年に，県庁ＷＡＮ

を平成１０年に整備するとともに，一人一台パソコンを平成１２年に完了しました。グループウェ

ア，ＴＶ会議システム，電子決裁システムなどを順次整備し，すべての職員が各端末から情報

発信，情報受信，情報共有ができる環境が整いました。 

③ 三重県ＧＩＳ（地理情報システム） 
平成１４年から，地図を切り口として，行政サービスの質的向上，IT 革命時代における施策
の進展をさらに充実するため，「三重県ＧＩＳ」をインターネット公開し，平成１５年には簡易携帯

型ＧＩＳ（Ｍ－ＧＩＳ）を提供しました。 
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第第２２項項  三三重重県県ににおおけけるる情情報報化化のの現現状状  

三重県では，これまでに整備してきた情報通信基盤を利活用し，県民の皆さんが，日々の暮

らしの中で，IT の利便性を実感していただけるようにすることが重要であると考えています。ブ
ロードバンドネットワークを生かして，電子自治体の構築を推進し，県民の皆さんのだれもが，い

つでも県に対して意見を発する仕組みづくりなどを進めるとともに，市町村と連携・協働し，より

質の高い行政サービスを提供していきたいと考えています。 

① 業務プロセスの革新 
平成１４年から，全庁的に業務プロセスの全面的な見直しであるＢＰＲ（ビジネス・プロセス・リ

エンジニアリング）に取り組んでいます。ITの導入により，個々の業務や事務の省力化を図るだ
けでは大きな改善効果は得られません。ITを利活用して従来の制度や仕事の仕組みにまで踏
み込んだ見直しが必要で，それは職員の意識・文化を変えることにもつながります。 

② 電子申請 
平成１５年４月から，従来窓口で行っていた申請業務のうち厳格な個人認証を必要としない

約７０の手続について，電子

申請・届出パイロットシステム

として運用をしてきました。平

成１７年１月から，個人認証

が必要な手続も含め，県が

取り扱う約１６００件の手続の

うち，約３００の手続がオンラ

インで行うことができる本格

的な電子申請・届出システム

を運用開始し，順次電子申

請ができる手続を増やしてい

きます。 

③ 公的個人認証 
平成１６年から，インターネット上で他人によるなりすましや，改ざんなどを防ぐため，公的個

人認証サービスを始めています。 
市町村窓口でＩＣカード（住基カード）を利用した電子証明書を取得すれば，自宅のパソコン

からインターネットを使ってさまざまな行政手続が行えます。国税庁の確定申告や外務省のパ

スポート申請，厚生労働省の社会保険関係手続など，このサービスの利用範囲は順次拡大し，

今後は，国の行政機関への申請・届出のうち全体の９８％にあたる手続が，三重県への申請・

届出のうち全体の８５％にあたる手続が，インターネットを通じて行えるようになります。 

 



鈴鹿市行政情報化基本計画 

 
 
6 

④ 三重県電子自治体共同運用基本構想 
平成１３年に，情報化による行政サービスの向上を目標に，県と市町村の連携を強化し，協

働して情報化の推進を図ることを目的として，県と県内市町村とで構成される三重県電子自治

体推進連絡協議会を設置しています。 
協議会では，電子自治体推進への共通認識と市町村の連携を進めつつ，市町村の情報化

支援として，電子申請などの電子自治体に係るシステムの共同開発及び運用などの協議研究

を行い，「三重県電子自治体共同運用基本構想」を検討しています。 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



鈴鹿市行政情報化基本計画 

 
 
7 

第第３３節節  鈴鈴鹿鹿市市ににおおけけるる情情報報化化のの現現状状とと課課題題  

第第１１項項  行行政政情情報報化化のの取取りり組組みみ  

本市のコンピュータ処理は，県内市町村の中では比較的早く，大量の計算・作表事務を正

確かつ効率的に処理するために，昭和４５年に委託形態で始まりました。その後，数多くのシス

テムの開発と改善を経て，現在に至っています。その歴史は，大きく次の５段階に分けることが

できます。 

 

第１期 

 （昭和４５年～） 

大量事務バッチ処理期 

汎用機の利用により，大量反復事務のバッチ処理を中心とした基幹業務か

ら電算処理を委託形態で開始（昭和４５年）しました。 

この時期の対象業務は，計算処理の給与計算，台帳処理の住民記録に始

まり，順次税関係（普通徴収，特別徴収），国民健康保険税，国民年金，固

定資産税，軽自動車税等の業務に拡大しました。 

第２期 

 （昭和５８年～） 

住民情報オンライン処理

期 

住民基本台帳のデータベース化（昭和５６年）と住民異動処理のオンライン

処理（昭和５８年）を開始し，窓口での住民異動届出の即時更新と，住民

票・転出証明書等のオンライン発行が可能になりました。 

その後，国民健康保険税，固定資産税，軽自動車税，収納消込，国民年

金のオンライン処理を開始しました。これらのシステムの稼動によって，住

民情報関係の各課の台帳が一元化され，事務の正確性と迅速性が飛躍

的に向上しました。 

第３期 

 （昭和６３年～） 

オンライン処理拡大期 

住民情報の出張所オンライン化（平成元年），印鑑，外国人登録のオンライ

ン化（平成２年），戸籍事務の電算化（平成１０年），税務関係証明窓口の

総合化（平成１４年）など，ネットワークの構築とオンライン化の拡大で，事

務の改善と効率化を行いました。 

また，内部事務の効率化のため，財務会計システムの処理（昭和６３年）を

開始しました。 

第４期 

 （平成９年～） 

インターネット時代への

対応期 

インターネットヘの接続とホームページの開設（平成９年）により，地域全体

での行政情報の共有と電子メールによる情報交換を開始しました。 

ホームページでは，都市計画図などの地理情報と，市の条例・規則を収録

した例規集を平成１２年に公開し，平成１４年には市政メールモニター（メル

モニ）の開始などで情報（コンテンツ）と機能の充実を図り，平成１６年の全

国広報コンクールでは総務大臣賞を受賞しています。 

第５期 

 （平成１２年～） 

ナレッジマネジメントへ

の対応期 

平成１４年に一人一台パソコン体制が整い，すべての職員が各端末から情

報の発信・受信・共有ができるようになりました。また，基幹システムの統合

と文書管理，ＧＩＳ，庁内ＬＡＮの活用によって，ナレッジ・マネジメント（情報

の共有）を推進しています。 

また，住基ネットワークとＬＧＷＡＮ（総合行政ネットワーク）の活用によっ

て，電子申請などの市民サービス，国及び他の地方公共団体との電子文

書交換など，電子自治体の実現に向けて努力しています。 

さらに，市民への情報公開・提供を積極的に推進し，確実なセキュリティ対

策の元で，行政サービスの向上と市民の行政活動への参画を進めていま

す。 
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第第２２項項  情情報報化化のの現現状状  

平成１４年から始まった前回の鈴鹿市情報化基本計画では，基本理念を，「IT を活用した，
組織間の業務の横断的結合と，情報の共有・活用とスピーディーな情報交換の推進による，新

しい次元の行政サービスの実現」とし，「市民の利便性の向上」と「行政運営の効率化」を目標

に，情報化の推進を進めてきました。 

① 文書管理 
平成１４年に，文書管理システムを導入しました。 
文書管理システムは，日々作成，入手する文書を，IT（情報通信技術）の活用により，文書の
ライフサイクル（収受から作成，回議，供覧，承認，決裁，保存，情報公開を経て廃棄に至るま

で）全体を電子化するものです。文書管理システムの導入によって，文書のペーパーレス化，

事務処理の迅速化・効率化，情報共有・情報活用を進めるとともに，市民への情報公開，情報

提供を積極的に推進し，市民と情報を共有することで行政サービスの向上，市民の行政活動

への参画の拡大を図っています。 

② ＧＩＳ（地理情報システム） 
平成１４年に，庁内用ＷｅｂＧＩＳ（地理情報システム）を導入しました。 
庁内用ＷｅｂＧＩＳにより，行政情報ネットワーク（庁内ＬＡＮ）を使って，市職員全員が地図の

閲覧と登録ができるようになりました。平成１８年度を目標に，既存の業務専用ＧＩＳは庁内用Ｗ

ｅｂＧＩＳへ統合し，各所属からの地図への情報登録によって，同一の空間データ上での情報共

有を進めます。 

③ 住基ネットワークの利用 
平成１６年から，住民基本台帳カードを利用した公的個人認証サービスが始まりました。 
さまざまな行政手続きの申請・届出が，これまでの窓口手続きに加えて，自宅などのパソコン

からインターネットを使ってできる

ようになりつつあります。この際，

他人が本人に成り代わって偽の

申請を行ったり，通信途中で文

書を書き換えたりするなどの危険

を防ぐ必要があります。 
公的個人認証サービスは，電

子証明書の交付により「なりすま

し申請」や「改ざん」を防ぐ機能を

提供するものです。 
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④ ＬＧＷＡＮ（総合行政ネットワーク） 
平成１５年に，ＬＧＷＡＮ（総合行政ネットワーク）との接続を行いました。 
ＬＧＷＡＮは，地方公共団体を相互に接続するとともに，国のネットワークである霞が関ＷＡＮ

とも接続する広域的でセキ

ュリティの高い行政専用の

ネットワークです。今後はＬ

ＧＷＡＮを利用して，国及

び地方公共団体との行政

文書の電子的な交換と，Ｌ

ＧＷＡＮ上の電子申請・届

出サービスによって，市

民・法人がインターネット経

由で申請・届出ができるサ

ービスを実現する予定で

す。 

⑤ セキュリティポリシー 
平成１６年に，鈴鹿市情報セキュリティポリシーを策定しました。 
鈴鹿市情報セキュリティポリシーは，個人情報や情報システムなどの市の情報資産を，さまざ

まな脅威から守るためのセキュリティ対策を，総合的，体系的にまとめたものです。 
情報化社会では，不正アクセス，データの漏洩・改ざんや災害時のシステム障害等により，

市民の暮らしをはじめとする社会生活に大きな影響を及ぼすことが想定されます。情報資産を

守るため，鈴鹿市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推進します。 

⑥ 情報公開 
平成１４年から，電子メールでの情報公開請求の受付を始めました。 
今後は，ホームページの市政情報等の項目・内容を拡充するとともに，市が保存する公文書

を体系的に整理し，だれもがインターネットを通じて，電子化された公文書を直接検索し閲覧で

きる環境を整備し，積極的な情報提供を推進します。 

⑦ 職員の認証 
平成１５年に，行政情報ネットワーク（庁内ＬＡＮ）で，指紋認証による職員個人レベルでの本

人認証を開始しました。 
従来は，ユーザＩＤとパスワードによる本人認証を行っていましたが，セキュリティ強化の取り

組みとして，生体認証である指紋認証に切り替えました。指紋認証とシングルサインオンによっ

て，職員の所属，役職等に応じた各種情報システムのアクセス権限を一元的に安全確実に管

理できるようになりました。 
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第第３３項項  情情報報化化へへのの課課題題  

本市の情報化は，“（１）行政情報化の取り組み”で述べたとおり，業務単位に汎用機による

電算化によって進展してきました。しかし，電子政府，電子自治体が目標とする“IT（情報通信
技術）を活用した各種行政サービスの電子化による市民サービスの高度化と効率的な行政”を

実現するためには，これまでの手法による情報化では限界が出てきています。 
現状システムにおける課題としては，次のようなものがあります。 
 

① 部門単位での業務の情報化による課題 
 部門単位で独自に業務システムを構築してきたため，同じ情報を別の部門の業務システムに再
入力するなど，市の業務全体でみれば，入力作業の重複，再入力によるデータの不整合など

非効率的な部分があります。 
 部門に依存した縦割りの情報管理のため，他部門の情報の再利用がしにくくなっています。
このため，部門間の情報交換は電子化が遅れていて，部門をまたがる業務は効率性におい

て課題があります。 
 業務システム毎に専用端末と専用ネットワークを用意しているため，ハードウェアが重複し非
効率となっています。 
 システム運用管理がシステム毎に行われているため，システム運用管理の費用負担が大きく
なっています。 

② 現状業務の流れを維持した情報化による課題 
 業務改革の視点が欠如したまま，現状業務の流れを維持して情報化を行ったため，業務フ
ローの最適化のための見直しが必要です。 
 現状業務に合わせカスタムメイドでシステムを開発しているため，業務パッケージソフトウェア
を利用したシステム導入に比べ，コスト高になっています。 

③ 最新の IT（情報通信技術）との親和性の課題 
 汎用機と専用端末によるクローズされたシステムのため，電子政府でうたわれている IT（情報
通信技術）を利用したオープンシステムの思想と違いがあり，電子申請，電子入札などインタ

ーネットを活用したシステムとの接続性，親和性，システム間連携において課題があります。 
 インターネットを活用したシステムに対応するためのシステム改造費は，割高になります。 

④ システム標準化と共同化への課題 
 現状業務の流れを維持し，カスタムメイドでシステムを開発してきたため，職員間に電算シス
テムは業務に合わせるべきという固定観念が強く，システムの標準化・共同化の障害になっ

ています。 
 国が施策として重複投資を防ぐための共同化を推奨しているところから，最初の試みとして，
電子申請についての共同化の準備が進んでいますが，実現にあたっては，コスト面，各自治

体間の調整等の困難な部分が多くあり，十分な検討が必要です。 
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第第IIIIII章章  基基本本計計画画  

第第１１節節  行行政政情情報報化化のの基基本本理理念念  

行政情報化の目的は，市民本位のサービスの提供を通じて市民の満足度を向上させること

にあります。市が行う公共サービスは，民間サービスと異なり地域内に同種のサービスが存在し

ないため，競争原理が働きません。行政サービスで市民の満足度を向上させるためには，市民

側のニーズ，要望を積極的にくみあげるための謙虚な姿勢が必要です。 
行政情報化は市民と行政がコミュニケーションを深めながら，参加と協働の過程を通じて，共

同でつくりあげることが必要です。市民が何に困り何を望んでいるのか，市民の視点をより重視

し，市民をお客様と考えることは行政サービスの向上に結びつくだけでなく，業務改善の起点

にもなるものです。 
以上のことから情報化推進計画の基本理念を以下のように掲げます。 
 

 

 

 

 

 

 

第第２２節節  基基本本計計画画のの目目標標  

基本計画の目標は，IT を活用した「市民サービスの向上」，「行政運営の効率化」と「新庁舎
建設に伴う庁内ネットワークの再構築」とします。 
行政情報化の基本理念とした「IT を活用した市民満足度の向上」は，市民サービスの向上と
行政運営の効率化によって達成されることから，基本計画の目標を，IT を活用した「市民サー
ビスの向上」と「行政運営の効率化」とします。 
また，今回の情報化基本計画の大きな柱は，新庁舎建設であることから，２大目標の「市民サ

ービスの向上」と「行政運営の効率化」を実現するため，「新庁舎建設に伴う庁内ネットワークの

再構築」を目標に加えます。IT を活用して行政事務そのものを電子化するだけでなく，その過
程で既存の事務を抜本的に見直し，行政コストの節減を図りながら，行政サービスの質的な向

上を，新庁舎建設に伴う新しいネットワーク基盤で実現します。 
 

  
 
 

IT を活用した市民満足度の向上 

基 本 理 念 
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第第１１項項  市市民民ササーービビススのの向向上上  

市民サービスの向上には，市民の視点を重視し市民本位のサービスを提供することが必要

です。市民のニーズや要望を十分調査研究した上で，市民向け行政サービスの情報化を行い，

インターネットの迅速性，経済性を活用し，市民サービスの向上を実現します。 

① 市民本位のサービス提供 
市民本位のサービスを提供するため，市民のニーズや要望を十分調査研究し，市民に役立

つ新しいサービスの提供を考えます。また，提供しているサービスが適正かどうか，サービス開

始後も，市民の利用状況や意見を聞いてサービスの改善に努めます。 
先進的な新しい分野の情報化では，市民のニーズを把握しない，ざんしんではあるものの一

方的なお仕着せのサービスが提唱されることが多いため，本当に市民のためのサービスになる

のかどうか，導入前に十分な見極めが必要です。 

② 総合窓口と電子窓口の設置 
市と市民の接点である窓口業務を庁舎内の総合窓口とインターネット経由の電子的総合窓

口の２本立てとし，いつでもどこでも，１つの窓口で手続きをすることができる行政サービスの提

供形態を実現します。 

ア. 庁舎内窓口の総合窓口化 
新庁舎建設に合わせて，１つの窓口で複数の手続きが行える総合窓口を実現します。 

イ. 電子的総合窓口の開設 
市ホームページの役割を電子的な総合窓口と位置付け，インターネットを通して，いつでも

家庭から，各種の窓口対応業務が行える電子総合窓口を実現します。 
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③ 電子申請・届出，入札の実施 
インターネットを通して，市民・事業者がいつでも，どこからでも申請・届出が行える電子申

請・届出サービスを実現し，市民・事業者への行政サービス向上を図ります。 
また，電子的な入札ができる仕組みを整備し，事業者負担の軽減，公平性の向上を図りま

す。 

④ 全公文書の公開 
市が保存する公文書を体系的に整理し，電子化された公文書をインターネットを通じて直接

検索し閲覧できる環境を整備します。原則としてすべての電子化された公文書を公開し，ガラス

張りの市政，市民に信頼される市政をめざします。 

⑤ 市民の情報リテラシーの向上 
市民だれもが情報通信社会の恩恵を受けられるように，市民の情報リテラシー（知識と利用

能力）の向上を目指します。すべての市民がいつでも必要なサービスを利用できるように，利用

環境の整備に努めます。 
 
第第２２項項  行行政政運運営営のの効効率率化化    

行政運営の効率化には，行政情報化とともに，制度や仕事の仕組みの根本的な変革が必要

です。 
現行の制度や仕事の仕組みをそのままにして，業務の電子化を行っても，ITの活用によるコ

スト節減等その有効性を十分に発揮することはできません。現在の事務処理全般について，行

政の効率化や透明性の向上，住民サービス等の観点から，既存の組織や業務のあり方を含め

て，徹底した見直しと改善を行うことが必要です。 
また，適切な費用対効果の検証や十分なセキュリティ対策等を講じた上で，業務の外部委託

（アウトソーシング）や他の地方自治体とのシステムの共同化を行うことにより，更なる行政運営

の簡素化・効率化を図ることができます。 

① 業務手順の改革 
業務の電子化と合わせて，決裁業務など事務の流れを見直し，高度に合理化された業務フ

ローを実現します。 
各種情報システムの導入にあたっては，適用対象となる業務に係る手順の見直しに加え，全

庁レベルでの情報の共有化，意思決定過程の簡素・迅速化，組織の見直し等徹底した改革に

取り組み，業務の最適化を図ります。 

② 情報共有による迅速な意志決定 
IT を活用した行政のネットワーク化により，組織を横断して情報の共有を行うことで，必要な
知識と情報に基づいて，的確な行政判断と意思決定が迅速にできるようにします。 
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③ 環境への配慮 
文書管理システムにより，文書のライフサイクル（収受から作成，保存，保管まで）全体を電子

化し，紙文書を減らして，ペーパーレス化を推進します。 
また，情報機器を情報システム担当部署で一括管理し，機器の有効利用を図るとともに，紙

出力の利用状況を集中管理することで，紙資源の節約に取り組みます。 

④ セキュリティ対策 
セキュリティポリシーの適用範囲を拡大し，電子情報だけでなく紙媒体の情報もポリシーの対

象として，情報資産を総合的に守ります。また，具体的なセキュリティ対策を定める実施手順を，

すべての部署で策定します。 
情報システムへの侵入，データ改ざん，システムの利用妨害といった脅威に対して，個人情

報保護・情報保護という観点から十分な技術的対策と運用対策を行います。十分なセキュリティ

の技術対策と運用対策によって，庁内情報システムを悪意のデータ改ざん・侵入・利用妨害か

ら守ります。 

⑤ 個人情報の保護 
個人情報には高度なセキュリティ対策を行うとともに，個人情報へのアクセスについては履歴

を管理する機能を保持します。個人情報に特別に配慮することによって，各業務システムを同

一ネットワークに接続する場合に発生する不正利用の危険性に対して，システム側で十分な対

策を講じます。 
 

第第３３項項  新新庁庁舎舎建建設設にに伴伴うう庁庁内内ネネッットトワワーーククのの再再構構築築  

平成１８年１月の市役所の新庁舎完成に伴い，庁舎内外の関連施設接続も含めた広域ネッ

トワークの高速化，高信頼化を実現します。実現する上で，求められる品質・機能として通信コ

ストの軽減，高信頼性の確保，高速・大容量化への対応，運用の容易さ，利便性の確保，技術

進歩への対応を考慮します。 
また，危機管理として広域ネットワークの通信インフラや情報システム等に障害が発生しても，

市の業務に及ぼす影響を最小限に食い止めるセキュリティ対策を施します。 
具体的には，重要な部分については，ネットワークの多ルート化，システムの二重化，電源の

冗長化などバックアップ機能の確保，あるいは地震等の災害対策を実施します。 
また，情報のセキュリティ対策として強固なファイアウォール，認証システム・入退室管理シス

テム等を構築します。 

① 庁内行政情報基盤の再構築 
庁内行政情報基盤を再構築し，庁内の情報ネットワークは，行政情報基盤である行政情報

ネットワーク（庁内ＬＡＮ）に統合します。 
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部門単位の専用端末，専用ネットワークの弊害をなくし，情報の共有と円滑な流通を図り，業 
務の効率化と安全性を確保するため，各業務システムは行政情報基盤である行政情報ネットワ

ーク上で運用します。 
さらに，各業務システムにおいて共通的な機能を庁内情報システム基盤として構築し，各業

務システムの有機的連携，職員情報などの管理データの共通化，システムメンテナンスの共通

化などを実現します。これにより，効率的な業務連携と重複投資の削減を実現します。 
庁内情報基盤の行政情報ネットワークでは，次のような技術と方針で運用を行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 オープン技術によるシステム構築 
以下のメリットにより，一般的なＷｅｂブラウザソフトで操作可能なＷｅｂ技術を利用します。 
 各職員のパソコンへのソフトウェアインストール，設定が不要 
 システムのバージョンアップがサーバだけの作業となるため，作業が容易。 
 データ管理がサーバで集中的に行え，情報セキュリティが向上。 
ただし，使用職員数が少ないシステムや特殊な操作性が必要なシステムなどＷｅｂ技術の適

用が適切ではないシステムに関しては，Ｗｅｂ技術の適用に関して別途判断するものとします。 
また，その他のオープン技術についても活用を検討していきます。 
 標準的なハードウェア，パッケージ 
各業務システムは，できるだけ標準的なハードウェアとパッケージソフトウェアで構築します。

標準的なハードウェアやパッケージソフトウェアを採用することで開発期間の短縮とコスト削減を

図ります。 
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また，パッケージソフトウェアはカスタマイズを最小限とし，パッケージソフトウェアに業務手順

を合わせることを優先して検討します。 
 ハードウェア・ソフトウェアプラットフォームの共通化 
ハードウェア，基本ソフトウェア（ＯＳ，データベースソフト，ビジネスソフト）などの共通化を行

います。これにより，サーバハードウェアの共用化による情報化投資の効率化，システム運用保

守費の低減，システム間連携などを実現します。 
 システム間のデータ連携 
庁内情報システムとＬＧＷＡＮ（総合行政ネットワーク）やインターネット等の庁外ネットワーク

をタイムリーにデータ連携させ，既存の情報システムも含めたシステム間の連携を強化します。

システム間のデータ連携による情報の共有化によって，重複したデータ管理の防止と，情報の

共有化により，情報資産の有効活用を促進します。 
 費用対効果を考慮 
費用対効果を考慮し，業務の効率化と市民サービス向上につながる業務システムから優先

的に導入します。 
 情報通信の一括管理 
情報通信用のネットワーク，機器，システムは，情報システム部門で一括して管理します。 
情報通信ネットワークは，情報系の行政情報ネットワーク（庁内ＬＡＮ）と音声系の内線電話

網に分かれていましたが，新庁舎ではＩＰ電話の導入によって，内線電話網を情報システム部

門が管理する行政情報ネットワークに統合します。出先機関の電話網も，順次ＩＰ電話に変更す

ることで，行政情報ネットワークに吸収します。 
パソコン，プリンタなどの情報機器は，情報システム部門で一元管理し，必要な所属へ貸与

する方式に順次変更します。 
情報システムは，システムの契約から保守まで，情報システム部門で一元管理することを目

標に，当面は担当所属と協力しながら情報システム部門からの技術的支援を進めます。 
情報システム部門で情報通信を一括管理することによって，コストの削減と安全性の確保を

図ります。 
 旧式の情報システムの更新 
旧式の情報システム（レガシーシステム）の更新を進め，大幅なコスト削減を図ります。 
情報システムの更新では，汎用機を使いません。旧式システムの更新では，４割以上のコスト

削減を目標とします。削減した費用の一部は，全体の行政情報基盤である行政情報ネットワー

クの更新と信頼性向上に充てることとします。 

② ＷＡＮ回線の光化 
行政ネットで出先機関を結ぶ現用のケーブルテレビの同軸回線によるネットワーク接続を，

光ケーブルによる接続に変更し，行政ネットＷＡＮ回線の高速化，高信頼化を図ります。 
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基本計画の範囲 

《《基基  本本  理理  念念》》  
 

 
《《基基  本本  目目  標標》》   

市民サービスの向上 
行政運営の効率化 
新庁舎建設に伴う庁内ネットワークの再構築 

市民ｻｰﾋﾞｽの向上 
 
 

・総合窓口の実現  

・電子申請の実現 

・電子入札の実現  

･ 積極的な情報提供・

公開の実現  

 
 
 
 

行政運営の効率化 
 
 

･ 庁内情報化・庁内情報共有化

の推進 

・文書管理システムの活用 

・人事，給与，勤務管理システ

ムの再構築  

・財務会計システムの再構築 

・地理情報システムの整備 

・CALS システムの整備 

・データシステムの統合 

・総合住民情報システムの導入

新庁舎建設に伴う庁内ネ

ットワークの構築 
 
・庁内ﾈｯﾄﾜｰｸの整備  

・WAN 回線の光化 

 
 

《《 具具 体体 的的 施施 策策 》》   

IT を活用した市民満足度の向上
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第第IIVV章章  具具体体的的施施策策  

第第１１節節  情情報報シシスステテムム導導入入ののススケケジジュューールル  

平成１７年度に新庁舎での業務を開始するため，基盤となる庁内ネットワークの再構築・整備

を行います。安全性を十分に考慮し，より効率的で最適なシステム構築をめざします。市民サ

ービスのシステムは，平成１８年度に電子的総合窓口の構築を開始し，電子申請などそこから

利用できる行政サービスを順次，拡大していきます。 
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第第２２節節  市市民民ササーービビススのの向向上上にに向向けけてて  

市民サービスの向上には，市民の視点を重視し，市民が望むサービスを提供することが必要

です。市民サービスの向上を目的とする以下の具体的施策については，市民のニーズや要望

を十分調査した上で，実施します。 
第第１１項項  総総合合窓窓口口のの実実現現  

［目的］ 
業務の担当窓口が異なるため別々の窓口で手続きをしなければならなかった手続きの一本

化を行い，総合窓口を設置して市民の利便性の向上を実現します。 
 

［施策］ 
第１段階 

新庁舎建設に伴って平成１８年１月から，総合証明窓口を導入し，窓口サービスの向上を図

ります。 
 

① 総合証明窓口の設置 
市民課の住記に関する証明と，市民税課の税に関する証明を，一カ所の総合証明の窓口で

交付します。 
別々の窓口で手続きをしなければならなかった住記と税に関するほとんどの証明書の発行

が，一カ所の窓口で可能になります。 

② 窓口案内の充実 
フロアマネージャーと番号発券機により，窓口案内を充実します。 
フロアマネージャー

が来庁者の用件を聞

き，申請書の記載方法

を案内し窓口へ誘導し

ます。また，番号発券

機と番号案内表示板

を設置して，だれもが

やさしく簡単に新庁舎

の窓口が利用できるよ

うに，サービスの充実

を図ります。 
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第２段階 
総合窓口の拡大とともに，市民の窓口の時間外サービスへの要望にこたえるため，市民のニ

ーズや要望を十分調査した上で，次のような窓口サービスを検討します。 

③ 休日夜間も利用できる窓口の開設 
ショッピングセンターなどの市民が気軽に利用できる施設で，休日や夜間も業務を行う窓口

を設置します。 
休日や夜間も業務を行う窓口は，市庁舎以外の場所に開設し，市の総合窓口と同様のサー

ビスを行うことを目標にします。休日や夜間も業務を行う窓口の設置により，平日に来庁できな

い市民への時間外サービスの充実と，合わせて本庁窓口の混雑緩和を図ります。 

④ 証明書自動交付機の設置 
ショッピングセンターなどの施設に，証明書の自動交付機を設置します。 
自動交付機を利用すると申請書を書く手間が省け，休日や勤め帰りにも，印鑑登録証明書

や住民票の写しを受け取ることができます。自動交付機は，休日夜間にも稼動させて，平日に

来庁できない市民への時間外サービスの充実と，合わせて本庁窓口の混雑緩和を図ります。 
 

第３段階 
平成２０年の基幹業務システム更新に合わせて，市民の利便性の向上をめざし，来庁者の意

見を取り入れて，市民が望む市民本位の総合窓口サービスを順次実施します。総合窓口支援

システムの導入により，総合窓口で受け付ける申請や届出を順次拡大し，窓口サービスの充実

に努めます。 
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第第２２項項  電電子子申申請請のの実実現現  

［目的］ 
市民が自宅や職場からインターネットを利用して，電子申請・届出が行うことができる電子総

合窓口を設置して，窓口の時間外サービスの要望と，行政手続に係る市民負担の軽減等への

要請にこたえます。 
 

［施策］ 
第１段階 

本格的な電子申請に先立って，公的個人認証による本人確認を使用しない方法で，申請予

約と施設予約を検討します。 

① 申請予約 
本人確認を証明書等の書類送付先で行う方法で，申請予約を検討します。 
本人確認は，申請予約時に希望された自宅などの書類送付先で行います。手数料は送付

先で受け取ります。公的個人認証とマルチペイメントは使用しません。 
申請予約は，パソコンからのインターネット経由だけでなく，電話，ファックスなど従来からの

通信手段でも利用可能です。申請予約のシステムは，受付から書類送付と本人確認まで，個

人情報保護に十分配慮した外部委託で実施することを検討します。 

② 施設予約 
利用者を事前に登録する方法で，公共施設の施設予約を始めます。 
本人と利用資格の確認は各施設の窓口で行い，利用者を事前に登録します。利用料は施

設の窓口で受け取ります。公的個人認証とマルチペイメントは使用しません。施設予約のシス

テムは，ＡＳＰ方式又は県内の地方公共団体が共同で開発する予定の電子申請サービスのい

ずれかを利用します。 
 

第２段階 
公的個人認証とマルチペイメントを利用した電子申請を検討します。 

③ 電子申請 
県内市町村の共同利用方式で電子申請を検討します。 
県と県内市町村とで構成する三重県電子自治体推進連絡協議会で検討中の「三重県電子

自治体共同運用基本構想」に基づき，三重県が提供する電子申請サービス若しくは，複数の

地方公共団体が共同で利用する運営センターが提供する電子申請サービスを利用して，市民

への電子申請サービスを提供する予定です。 
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電子申請イメージ図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第第３３項項  電電子子入入札札のの実実現現  

［目的］ 
入札の内容と過程を広く公開することで，参加条件を満たす者がだれでも容易に入札に参

加できるようにし，入札の透明性，競争性の一層の向上を図ります。また，受注者，発注者間で

の情報伝達，共有，処理，加工，検索，連携の充実を図り，入札コストの低廉化及び事業の迅

速化・効率化を図ります。 
電子入札に関連するシステムとして，CALS/ECがあります。CALS/ECは，公共事業におけ
る計画，調査，設計，契約，施工，維持管理といった一連の業務プロセスを，IT 技術の活用に
よって支援するシステムで，電子入札は CALS/ECにおける一部のプロセスとなります。 
 

［施策］ 
電子申請・届出同様，本人の証明，データ改ざんの防止のために，電子認証が必要となりま

す。したがって，社会インフラとしての電子認証基盤の整備状況に合わせて，国，県及び他の

市町村の動向を見ながら，オンラインでの入札手続を行うことのできる環境を速やかに整備して

いきます。 
電子入札のシステムは，県内の地方公共団体が共同で開発・運用する予定があるため，共

同化によるメリットがあれば共同システムでの導入を検討します。 
導入手順としては，次のように順次機能拡張を行っていきます。 
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① 第１段階 
入札公告，入札結果をホームページに掲載して公開します。 

② 第２段階 
電子認証や暗号化を用いた，電子入札を実施します。財務会計システムの契約管理機能と

の連携を検討し，業務連携に

よる効率化を目指します。 

③ 第３段階 
建設工事の仕様書及び図

面を電子化し，ホームページで

公開します。 
 
 
 
 
 
 
 

第第４４項項  積積極極的的なな情情報報提提供供・・公公開開のの実実現現    

［目的］ 
市民が生活をする上で必要な情報の提供，市民が必要なときに欲しい情報がすぐに探し出

せるサービスなど，情報面とサービス面でホームページの一層の充実を図ります。 
市民に開かれた行政と市民との協働の実現のため，積極的に情報の提供・公開を行ってい

きます。そのために，ホームページで発信している市政情報等の項目を拡充するとともに，市が

保有する公文書の公開がより簡単に行えるよう環境を整備します。 
 

［施策］ 

① 市ホームページの拡充 
わかりやすく，迅速な市政情報の提供が求められていることから，市ホームページの情報項

目の拡充及び内容の充実を図るとともに，市民への行政情報の案内や，利便性の向上を図り

ます。 

② 統合ポータルサービス 
行政情報・サービスのカテゴライズにより，必要な情報へ容易に到達できるようにし，統合ポ 
ータルサービスを市民の電子市役所の窓口として，利用できるようにします。 

  
認証局

認証証発行

電子認証

認証書確認
問合せ

電子入札
落札通知

発注者

入札者Ａ

入札者Ｂ

入札者Ｃ
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③ 市だけでなく様々な情報提供者の情報登録，メニュー化 
正確で迅速な情報提供が必要なものについては，担当部署で分散登録ができるようにしま

す。また，県及び県内市町村のホームページと連携し，ポータルメニューへの登録，他の情報

提供者からの情報登録を容易にします。 

④ プッシュ型通知機能 
市民が必要な情報をメールモニターシステムで送信し，パソコンや携帯電話など様々な機器

に対応した案内サービスを行います。 

⑤ パブリックコメント機能 
政策形成段階からの市民参加を行うため，電子会議室，電子投票機能などにより，市の政策

の開示，市民の意見の収集を容易に広く行います。 

⑥ 公文書の公開 
文書管理システムに情報公開システムを追加し，段階的に公開事務の電子化を進めます。

平成１４年度から電子メールで情報開示請求を受付しています。平成１８年度からは市のホー

ムページ上で，請求手続きが直接可能となる予定です。 
第１段階 

• 電子公文書写しの交付 
市のホームページ上で，公開請求内容を直接記入して請求ができるようにします。請求対象

公文書が電子文書であれば，電子メールに添付して公開します。 
第２段階 

• インターネット上で電子化された公文書の公開 
電子化された公文書は，原則として情報公開条例の許容範囲で市民と共有していきます。 
電子化された公文書（文書管理システムに保存されている電子文書）は，文書本文を市のホ

ームページから閲覧を可能にします。市民は，いつでも見たいときにインターネットを通じて，公

文書を閲覧することができます。また，検索機能の充実により，電子化された公文書は本文の

内容での検索も可能とします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



鈴鹿市行政情報化基本計画 

 
 

25 

第第５５項項  市市民民のの情情報報リリテテララシシーーのの向向上上  

［目的］ 
市民の情報リテラシー（知識と利用能力）の向上を支援し，市民だれもが情報通信社会の恩

恵を受けられるようにします。 
 

［施策］ 
ＮＰＯと協働で，市民の情報技術の向上に寄与し，情報弱者（デジタルデバイド）の解消をめ

ざす IT推進活動を行います。 
ＮＰＯが実施する IT講習や IT相談窓口等の IT推進活動について，ＮＰＯの活動を支援し，
ＮＰＯとの協定書により，市民への広報及び機材と施設の提供を行います。 
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第第３３節節  行行政政運運営営のの効効率率化化にに向向けけてて  

行政運営の効率化には，行政情報化とともに，制度や仕事の仕組みの根本的な変革が必要

です。行政運営の効率化を目的とする以下の具体的施策は，既存の組織や業務のあり方を含

めて，徹底した見直しと改善を行いながら実施します。 
第第１１項項  庁庁内内情情報報化化・・庁庁内内情情報報共共有有化化のの更更ななるる推推進進  

［目的］ 
安全性・冗長性に優れたネットワーク構成の形成及び，操作の容易な情報セキュリティの仕

組みを構築・利活用することにより行政運営の効率化・高度化を図ります。 
 

［施策］ 

① 機器の更新 
今後各システムを導入していくにあたって，負荷の増加等により既存機器の性能アップのた

めの機器更新が必要です。また，機器更新に合わせて，ソフトのバージョンアップのため，ＯＳ

等の最新版への更新が必要となります。 

② ＲＭＳ（Rights Management Services）の導入の検討 
ＲＭＳは，配信するコンテンツ，ドキュメント，及び電子メールに対して，閲覧・編集・印刷など

の権利を付与して不正利用を防ぐサーバソフトです。 
鈴鹿市の標準ソフトであるMicrosoft officeで作成した文書を配信する場合に，閲覧や編集

の権限や，有効期限などの設定が可能であり，永続的な利用ポリシーを簡単に設定し，施行す

ることができます。操作性に優れ，セキュリティを考慮したネットワーク構築をめざし，導入を検

討しています。 

③ 情報の統合化による効率的な情報収集 
グループウェア機能を向上させ，職員毎に必要な情報が統合化できる仕組みを実現します。

これにより，業務の総合的，効率的な判断に役立てていきます。 
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第第２２項項  文文書書管管理理シシスステテムムのの更更ななるる活活用用    

［目的］ 
現在運用中の文書管理システムの更なる活用により，行政事務の根幹となる文書事務の高

度化･効率化を推進していきます。文書事務の一連の流れを体系的にシステム化･ネットワーク

化することで，意思決定の迅速化，高度化･効率化を実現します。また，文書情報を中心とする

行政情報の市民への公開（情報公開）も，電子的に公文書目録を管理することで，より迅速か

つ正確に行います。 
 

［施策］ 

① 電子決裁の本格導入 
電子決裁システムを本格導入し，電子的な決裁処理を行います。これにより，従来の決裁書

類の持ち回りや文書便などによる回議から，庁内ネットワークを利用して電子文書を瞬時に回

議することが可能となるため，意思決定の

迅速化につながります。 
また，電子決裁の導入により，文書業

務の全ライフサイクルが電子化されます。

これにより，紙による文書の管理が不要と

なり，文書保存スペースの削減，また，文

書引継時の搬送作業や文書の廃棄作業

などの省力化を実現します。 

② 電子文書の円滑な交換 
平成１５年に接続したLGWAN（総合行政ネットワーク）と文書管理システムを連携し，国の各

省庁及び他の地方公共団体との迅速かつ安全で確実な電子文書交換を実現します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

鈴鹿市

中央省庁

他の自治体

霞が関WAN

文書交換

文書交換

総合行政ネットワーク

鈴鹿市

中央省庁

他の自治体

霞が関WAN

文書交換

文書交換

総合行政ネットワーク
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③ インターネットによる情報公開 
庁内で作成・管理される行政文書の公文書目録情報についてインターネットを利用して，迅

速に市民に提供します。また，電子文書をインターネット上で公開し，行政の透明化を実現しま

す。 

④ 電子申請・届出等手続との連携 
市民や民間企業がインターネットを通じて処理できる電子申請・届出システムと文書管理シス

テムを連携することにより，申請から内部文書処理までを一貫して，電子的に処理し，事務の迅

速化，ペーパーレス化を実現します。 
   【導入効果】 
• 短時間で最新の文書・資料の検索 
• 整理時間の大幅短縮（引継ぎ，廃棄時間） 
• 作成事務の効率化 
• 紙･複写費の削減 
• 決裁の迅速化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第第３３項項  人人事事・・給給与与・・勤勤務務管管理理シシスステテムムのの再再構構築築  

［目的］ 
汎用計算機を利用していた人事・給与システムのダウンサイジング化を行います。勤務管理

システムと庁内申請システム及び電子決裁システムとの連携などにより，人事・給与システムに

係わる事務処理形態を見直し，庶務事務の効率化を図ります。 
勤務管理システムは，各種申請を電子化し，庁内における一般業務の勤務時間の管理・集

計，集計ミスの防止，庶務事務の負担軽減，間接業務の効率化を実現します。 
 

［施策］ 

① 勤務管理システム 
勤務管理システムを導入し，時間外申請，休暇申請などの申請を，庁内ネットワークに接続 

  



鈴鹿市行政情報化基本計画 

 
 

29 

された各職員のパソコンから入力します。入力されたデータを勤務管理システムで自動集計し， 
人事・給与システムと連携をとります。自動集計とシステム連携で，各所属庶務担当者による集

計作業，人事担当課による検算確認，集中入力など人事給与に関する庶務事務の削減を行い

ます。 

② 人事・給与・勤務管理と電子決裁の連携 
人事・給与・勤務管理システムと電子決裁基盤の連携をとり，人事・給与に関する業務の決

裁業務の電子化を行います。電子決裁との連携で，決裁業務の迅速化，ペーパーレス化を実

現します。 

③ 給与明細書の電子化 
空封筒で職員に配布している給与明細書を電子化し，各職員のパソコンから各自の給与明

細を参照できる形態とします。給与明細書の電子化によって，印刷等の経費の削減とペーパー

レス化を図ります。 
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第第４４項項  財財務務会会計計シシスステテムムのの再再構構築築  

［目的］ 
財務会計システムを行政情報ネットワークと統合し，端末とネットワークの共用によりコストを

削減します。各職員が行政ネットワークの端末から財務会計事務を行うことができ，財務データ

の抽出も可能なシステムとします。 
 
［施策］ 

① 財務会計システムのＷｅｂ化 
財務会計システムをＷｅｂ化し，出先機関を含めて各職員の行政情報ネットワーク端末で，財

務会計事務ができるようにします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② データの有効活用 
職員だれもが財務会計システムより必要なデータの抽出作業を行うことが可能であるため，

予算の執行状況が随時確認できるとともに，様々な統計資料や決算データを各種業務におい

て有効活用することができます。 
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第第５５項項  地地理理情情報報シシスステテムムのの整整備備    

［目的］ 
ＧＩＳ（地理情報システム）を全職員が日常業務で活用し，インターネットを通して，市民へ最

新の地理情報の提供を行います。また，業務専用ＧＩＳの統合を進めることによって，業務の効

率化と地理情報のメンテナンスの効率化を実現します。 
 
［施策］ 

① 公開用ＧＩＳ（インターネット版WebGIS）との連携 
庁内用ＧＩＳ（イントラネット版 WebGIS）で作成した地図のうち，公開可能なものはインターネ
ット版の公開用ＧＩＳで市民に公開します。現行の公開用ＧＩＳと庁内用ＧＩＳの連携をさせること

によって，様々な情報に位置情報を付加して，簡単迅速にわかりやすく市民に提供することが

できます。また市民が地図上に書き込める機能を充実させることによって，地図を用いた要望を

受け付け，政策形成のために地図を高度に利用することも可能になります。 

② 統合型ＧＩＳの更なる整備 
ＧＩＳ間のデータの互換性を確保して，全体の統一を保ちながら地理情報を分散管理する統

合型ＧＩＳの整備を更に推進します。各システム間のデータの互換性に配慮しながら，業務専用

ＧＩＳの見直しと再構築を行います。業務に最適なＧＩＳを活用し，庁内情報システム基板上でデ

ータの互換性を確保することによって，業務の効率化とともに全庁的に利用する基図の整備を

図ります。 

③ 三重県ＧＩＳとの連携 
三重県のＧＩＳと庁内用ＧＩＳとの間で，データ交換ができるシステムを整備します。また，三重

県と県内市町との連携で，航空写真や基図の共同更新作業が実現した場合は，基図の縮尺

精度と位置的整合性に留意しながら，共同作業に参加します。 
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第第６６項項  ＣＣＡＡＬＬＳＳシシスステテムムのの整整備備  

［目的］ 
ＣＡＬＳとは（Continuous Acquisition and Life－Cycle Support）の略であり，「継続的な
調達と（構造物など製品の）ライフサイクルの支援」などと訳されます。 
建設省ではＣＡＬＳを，部門間，企業間等において，調査計画・設計から（工事），維持管理

に至る公共構造物等のライフサイクル全般にわたる各種情報を電子化し，技術情報や取引情

報をネットワークを介して交換及び共有し，業務執行の効率化による時間の短縮，コストの削減，

生産性の向上等を図ろうとする活動であり概念と位置付けています。 
具体的には，従来は発注側監督職員と請負側担当者の間でやり取りされていた情報（資料，

書類，図面，写真など）を電子化することで，例えば相手先や現場へ直接出向くこと無く，迅速

に情報のやり取りをし「移動コスト」を削減する，あるいは，設計段階で図面をＣＡＤデータ化し

ておき，それを施工段階で仮設図，施工図，出来形管理用資料として再利用することで業務の

効率化を図り，また転記ミスの軽減などを実現するなどの利点があります。 
 

［施策］ 
これまでの業務処理は前述の通り，紙（ペーパー）を使用して進められてきました。コンピュー

タや情報システムが普及した現在においても，この状況は変わっておらず，事務処理システム

の各段階において「印刷」という機能が設けられています。データベースやネットワークを利用し

て業務の合理化・効率化を達成しようとしても，目覚ましい成果をあげられなかった原因の一つ

がここにあると言えます。 
情報の電子化による合理化・効率化を図るためには，紙による整理や処理の方法を改め，事

業を行うすべての段階を通じて徹底的な電子化を行い，情報の流動性や加工性を高める必要

があります。こうしたことにより，建設ＣＡＬＳ/ＥＣの「業務の効率化」，「建設コストの縮減」，「品質
の確保・向上」が実現します。また，この実現のためには具体的には「情報交換方式の統一」，

「情報の蓄積・管理の一貫性の保証」，「業務プロセスの見直し」を行う必要があります。 
 

第第７７項項  デデーータタ管管理理のの最最適適化化  

［目的］ 
基幹業務のデータ管理構造を適切に管理し，重複する情報の管理をなくします。またデータ

ベースを統合し最適化するとともに，データ連携方法を確立して，データの抽出とシステムの新

規導入や更新を容易にし，データの活用を広げます。 
 

［施策］ 
バックオフィス系の基幹業務の更新時に合わせ，システムごとに構築されているデータベー

スを統合します。 
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① ハードウェアの共用 
データベースを統合して最適化するために，システムで利用するハードウェアを個別に導入

することを禁止し，情報システム基盤として整備するハードウェアを必要に応じて共用して使用

することとします。 

② 総合窓口への基盤 
データベースの統合により，様々なシステムが同じ基盤の上に成り立つことで，総合窓口システ

ムの構築が容易になります。また，基幹業務のデータを必要とする部署には，基幹業務のデー

タを照会用データとして提供できることから，データ活用の可能性が広がります。 

③ 他システムとの連携 
データベースを統合することで，福祉・住宅・下水等の他のシステムと連携が容易となり，シス

テム開発費用の軽減が図れます。 

④ 総合住民情報システムへの基盤 
データベースが整理されていることから，総合住民情報システムの更新の際に，住基系と税

系を別々の業者へ依頼する等，システム選択の幅が広がります。これにより，より良いシステム

の選定とコスト削減が図れます。 
 

第第８８項項  総総合合住住民民情情報報シシスステテムムのの導導入入  

［目的］ 
機器の更新に合わせて，税と住記の基幹業務システムを扱う住民情報システム全体の大幅

な見直しを行います。業務最適化を行い，コストの大幅な削減を目指します。 
 

［施策］ 
従来のシステムを根幹から見直すことによって，業務改善を行います。 

① 業務の最適化 
現システムにおいて行っている業務を洗いなおし，業務の必要性から見直します。システム

側では，帳票印刷等の委託作業の必要性，データチェック等の有用性等を検証します。業務

の最適化により，無用なカスタマイズを削減し，事務の効率化・簡素化を図ります。 

② コストの削減 
総務省の電子自治体推進指針に基づき，コスト削減のため汎用機やオフコンを使用せずオ

ープンシステムで更新します。基幹業務システムと電子申請等の市民サービス用システムとの

シームレスな連携のためにもオープンシステムが有効です。 
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③ 総合窓口との連携 
総合窓口としての運用を前提としたシステム作りを行います。将来的に，証明書発行だけで

なく，届出の対応も含めた総合窓口へ向けての基盤を作ります。 

④ 情報の共有 
市への問い合わせ履歴等，部署間で市民に対しての情報を共有することにより，いわゆるた

らい回しの防止や，市民の待ち時間短縮を図ります。 

⑤ 共同化の検討 
三重県電子自治体推進連絡協議会で策定中の「三重県電子自治体共同運用基本構想」で

は，バックオフィス系にあたるシステムについても県内市町村でのシステムの共同化が検討され

ているため，「三重県電子自治体共同運用基本構想」の策定状況と他の自治体の動向を注視

して，バックオフィス系にあたる基幹業務の総合住民情報システムの更新についても，システム

の共同開発・運用の可能性を検討します。 
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第第４４節節  新新庁庁舎舎建建設設にに伴伴うう庁庁内内ネネッットトワワーーククのの再再構構築築にに向向けけてて  

第第１１項項  庁庁内内ネネッットトワワーーククのの整整備備  

［目的］ 
行政情報化基盤として，情報セキュリティ対策が施された，安定した情報通信環境を利用で

きるようにするために，新庁舎の建設に合わせて情報通信ネットワークの再構築を行います。 
また，部門別のネットワークを統合し，効率的な管理を行い運用コストの削減を行います。 

 
［施策］ 

① 新庁舎ネットワーク整備 
基幹ネットワークを光ケーブルを利用した大容量のものとします。 
ネットワーク安全性を確保するため，基幹ネットワーク及び主要ネットワーク機器の二重化を

行います。 
主要ネットワーク機器については無停電電源装置による電源の確保を行います。 
IP電話の導入を行い，音声系ネットワークとデータ系ネットワークを一元管理します。 
部門別のネットワークはすべて廃止してネットワークの一元管理を行い，運用コストの削減と

統一したセキュリティレベルを維持します。 
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② 新庁舎内サーバ室整備 
庁舎サーバ室内設置機器の地震対策として，免震装置を採用してサーバ及び通信機器の

安全対策を行います。 
サーバ室専用の無停電電源装置を設置して，情報機器の電源を確保します。 
サーバ室を二重化し，重要な情報を２カ所で保管することで大規模災害に備えます。 
重要な情報機器についてはすべてサーバ室に保管することとします。 

③ 新庁舎と出先機関間のネットワーク整備 
重要施設については通信経路を二重化します。 
ネットワークの一元管理を行い，運用コストの削減と統一したセキュリティレベルを維持しま

す。 
 

第第２２項項  ＷＷＡＡＮＮ回回線線のの光光化化  

［目的］ 
行政情報ネットワークで出先機関を結ぶ現用のケーブルテレビの同軸回線によるネットワー

ク接続を，光ケーブルによる接続に変更し，行政情報ネットワークＷＡＮ回線の高速化，高信頼

化を図ります。 
 

［施策］ 
現状，大規模出先機関の接続は，ケーブルテレビの同軸回線利用による接続から，光ケー

ブルによる接続に，通信インフラ整備が終了しています。しかし，ＬＡＮ端末台数の少ない小規

模出先機関は，現在もケーブルテレビ回線を利用しているため，ケーブル回線の通信混雑時

における速度の低下や，通信機器の信頼性不足により通信障害が発生しています。 
小規模出先機関を結ぶＷＡＮに回線ついても，信頼性の高い光ケーブル接続に順次転換

し，市内すべての出先機関のＷＡＮ回線を光ケーブルで整備します。また，光ケーブルの整備

にあったっては，光ファイバーを分岐させて利用するＰＯＮ方式を採用し，光ファイバーの有効

利用と通信コストの削減を図ります。 
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第第VV章章  情情報報化化のの推推進進ににああたたっってて  

第第１１節節  推推進進体体制制    

本計画は，各主管課及び電算業務担当課の所属長で構成する「情報化検討委員会」が主

体となって推進します。 
情報化検討委員会は，情報化計画の策定をはじめ庁内ＬＡＮの構築，運用や各種システム

の検討を行い，情報化についての方針の最終決定を行います。情報化の推進にあたり，人員

増減等の管轄外の問題が関連する場合には，政策幹部会議等の諸機関と連絡・調整を情報

化検討委員会が行います。 
また，情報化推進の実務にあたっては，情報化検討委員会の内部に専門分野ごとの調査研

究グループを設置して，各専門分野でのシステム等の調査研究を推進します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

調査研究報告・提案 

情報化検討委員会 
市の情報化の方針決定 

 

○財務会計調査研究 Gr   財務会計システムの調査研究 

○個人情報調査研究 Gr   個人情報保護の調査研究 

○IC カード調査研究 Gr   IC カードの調査研究 

○地理情報調査研究 Gr   地理情報システムの調査研究 

○窓口システム調査研究 Gr 窓口システムの調査研究 

○建設積算調査研究 Gr   建設積算の調査研究 

○総合住民情報調査研究 Gr 総合住民情報システムの調査研究 

他の諸機関 連絡・調整
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第第２２節節  セセキキュュリリテティィポポリリシシーー  

総務省の情報セキュリティポリシーのガイドライン（情報セキュリティポリシーに関するガイドラ

イン：総務省発行）に沿って，三重県北勢広域電子自治体研究会で共同作成した「北勢共同ポ

リシー」を基本に，「鈴鹿市情報セキュリティポリシー」を平成１６年４月に策定しました。 
情報セキュリティポリシーとは，鈴鹿市の情報資産をどのような脅威からなぜ保護しなければ

ならないかを明確にした情報セキュリティ対策に関する統一的かつ基本的な方針です。 
第第１１項項  目目的的  

「鈴鹿市情報セキュリティポリシー」は，盗難や不正アクセス等の様々な脅威から，市民の個

人情報や行政運営情報等重要な情報資産を適性に保護し，情報資産の機密性・完全性・可用

性を維持し，「鈴鹿市情報セキュリティポリシー」に定める統一的な情報セキュリティ対策を実施

することで情報資産の管理を徹底し，市民からの信頼の維持向上に努めることを目的とします。 
第第２２項項  適適用用範範囲囲  

「鈴鹿市情報セキュリティポリシー」の適用範囲は，鈴鹿市の行政サービスとし，適用組織と

適用資産は次のように定めています。 
• 適用組織 
市長部局，水道局，教育委員会事務局，議会事務局，監査委員，選挙管理委員会，農業

委員会，固定資産評議審査委員会，公平委員会 
• 適用資産 
鈴鹿市の行政サービスにおいて取り扱う個人情報，非公開情報，重要な情報，ファシリテ

ィ及び職員 
第第３３項項  今今後後のの予予定定  

平成１６年４月策定の「鈴鹿市情報セキュリティポリシー」では，総務省のガイドラインに沿って，

電子情報だけを適用資産としていましたが，平成１６年度中に紙，電子を問わずすべての情報

を適用資産とするようにセキュリティポリシーの改正を行います。紙文書も電子文書もすべて適

用資産とすることで，統一的で徹底的な情報資産の管理が行えます。 
また，「鈴鹿市情報セキュリティポリシー」の情報セキュリティ対策基準に基づいて，個々用途

や情報システムに対して具体的な対策を定める情報セキュリティ実施手順を，各所属単位で早

急に作成します。 
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第第３３節節  人人材材育育成成  

情報化の推進のためには，ハードウェアやソフトウェアを導入するだけでなく，それらを有効

に活用でき，更に発展させることのできる人材が必要です。これには，情報通信ネットワークを

活用し，行政サービスを受ける側の市民と行政サービスを提供する側の本市職員という両者の

情報リテラシーの向上が必要です。電子市役所が真の行政サービスの向上，業務の効率化に

つながるように，市民及び本市職員の情報リテラシー向上と，これらを支える人材の育成に取り

組みます。 
第第１１項項  市市民民にに対対すするる取取りり組組みみ  

行政からではなく，市民から市民に対する取り組みとして，ＮＰＯが実施する IT講習や IT相
談窓口等の IT 推進活動があります。これらの活動に対して，機器の無料貸与や市報による周
知等の協力を行い，ＮＰＯと協働で市民の情報リテラシーの向上に取り組みます。 
また，公民館などの公共施設で，地域の IT 講習を継続的に行っていきます。市民の方々が
パソコン，インターネットなどの情報通信機器に慣れ親しむ場を提供するとともに，生涯学習とし

て，情報について学習する機会を充実させ，市民全体の情報リテラシーの向上を図ります。  
第第２２項項  本本市市職職員員にに対対すするる取取りり組組みみ  

市職員の情報リテラシーを向上させるために，行政情報ネットワークの新規利用者には，初

心者向けに基本操作の講習を行います。更に事務処理能力やプレゼンテーション能力を高め

るために，希望者には人事研修部門で高度な情報化研修を実施します。 
また，ｅ－ラーニング等を利用して，個人情報保護・セキュリティポリシーに対する研修を実施

することにより，身近に潜むリスクに対する意識を高め，より安全な業務運用を目指します。 



鈴鹿市行政情報化基本計画 

 
 

40 

第第４４節節  ハハーードドウウェェアア，，基基本本ソソフフトトウウェェアアのの更更新新方方針針  

第第１１項項  ハハーードドウウェェアアのの更更新新方方針針  

① 職員用パソコンの更新 
行政情報ネットワーク用の職員１人１台パソコンは，原則として５年間は更新せずに使用

します。次回の更新は平成２０年１月とし，行政情報ネットワークに接続した全端末を一括

して更新します。 

② 各業務システムサーバの更新 
サーバの更新は，５年間は原則的には行いません。負荷の増加等により，性能アップが

必要な場合は，サーバを廃棄せずに他の用途に転用し，資産を有効に活用します。 
 
第第２２項項  ハハーードドウウェェアアのの一一括括管管理理  

① パソコンの一括管理 
コスト削減と安全対策のため，行政情報ネットワークワーク（庁内ＬＡＮ）用パソコンだけでなく，

その他のすべてのパソコンについても，一括管理を行います。特殊用途のパソコンを除いて，

パソコンはすべて情報担当部門で購入し，各利用所属に貸与する方法に変更します。これによ

り，管理の行き届いていないパソコンを減らし，情報漏洩等のリスクを削減し，パソコンの有効活

用を図ります。 
また，現在各所属で管理しているパソコンは，各所属で不要となった場合は，適正な状態に

した上で，希望部署へ再配布して最後まで有効に利用します。 

② パソコンの適正廃棄 
能力不足や故障等で，使用に適さなくなったパソコンについては，ハードディスクの完全な消

去を行った上で，産業廃棄物として適正に処理します。 

③ プリンタの一括管理 
各所属で独自にプリンタを購入する方法から，全庁一括で複合機等を契約する方法に変更

します。全庁一括契約と印刷枚数の正確な把握により，印刷コストの大幅な削減を図ります。 
 
第第３３項項  基基本本ソソフフトトウウェェアアのの更更新新方方針針  

① 基本ソフトウェアのバージョンアップ 
現在使用している基本ソフトのバージョンアップを職員用パソコンの更新に合わせて，平成２

０年１月に行います。基本ソフトウェアとしては，次のものを予定しています。 
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② 職員用パソコンの基本ソフトウェアの更新 
更新後，５年間は同一基本ソフトウェアを使用します。基本ソフトウェアだけの更新は，全パソ

コンへのインストールの費用，インストール時の動作不良など経費の増加が予想されますので，

原則としては実施しません。 

③ 業務システムサーバの基本ソフトウェアの更新 
基本ソフトウェアの統合化により，システムの導入経費，運用コストの低減を図ります。導入コ

スト，運用経費の面においてコストメリットのあるサーバＯＳ，データベースシステムを採用し，今

後，既設システムの再構築，新規導入システムにおいては，同一基本ソフトウェアで業務システ

ムを統一して行きます。 
  

第第５５節節  シシスステテムムのの更更新新・・構構築築ににつついいてて  

現在，各課の個別システムを更新・構築するにあたっては，各課独自で調査を行い，委託業

務の契約を行っています。この方法は，小回りの効く反面，専門的な知識の不足や情報の不足

により，ベンダーの言いなりとなってしまい，コストの上昇や安全性の低下の原因となることがあ

ります。 
情報システムの更新・構築にあたっては，電算委託料に関する契約を，情報担当部門で一

括して行っていくことを検討します。 
情報担当部門での電算委託の一括管理により，本市全体の電算委託料の４０％以上削減を

目指します。また，削減した電算委託料の一部を再投資して，IT を利用した市民サービスの向
上を図る新規事業や全体の行政情報基盤である行政情報ネットワークの更新と信頼性向上を

実施します。 

ＯＳ（オペレーティングシステム） Windows XP professional 
サーバＯＳ（オペレーティングシステム） Windows Server2003 
データベースソフト Microsoft SQLServer2000 

Oracle Database 
ビジネスソフト Microsoft Office2003 
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用用語語集集   

－Ｃ－ 
・CAD（Continuous Acquisition and Life－Cycle Support または Computer Aided 
Design） キャド 
「コンピュータ支援設計」の略。建築物や工業製品の設計にコンピュータを用いること。 
 
・CALS/EC（Commerce At Light Speed/Electronic Commerce） キャルスイーシー 
生産者と消費者の間で製品やサービスに関する情報を共有し，設計から決済までのすべて

をコンピュータネットワークを利用して行うための公共事業支援総合情報システム。 
 
・CATV（Community Antenna Television） シーエーティービー 
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

が届きにくい地域のテレビ視聴を可能にするために開発された。近年は，多チャンネルや高速

なインターネット接続サービスを提供し，都市部でも加入者を増やしている。 
 
－Ｅ－ 

・e-Japan イージャパン 
政府のＩＴ戦略本部が２００１年３月に打ち出した高度情報化社会の国家方針。情報通信ネッ

トワーク戦略をはじめ，教育，電子商取引，行政，公共分野のＩＴ活用促進など７項目を柱として

おり，２００６年には世界最先端のＩＴ国にすることを目標としている。目標達成のために個人情

報保護基本法をはじめ商法，民法などのＩＴ関連法の改正も行われている。 
 
－Ｇ－ 

・GIS（Geographic Information System） ジーアイエス 
地理情報システムの略称。 

 
－I－ 

・ICカード(IC card) アイシーカード 
キャッシュカード大のプラスチック製カードに，極めて薄い半導体集積回路を埋め込み，情報

を記録できるようにしたカード。電子マネーやクレジットカードなどに応用されている。磁気カー

ドに比べて大量のデータを記録でき，データの暗号化も可能なため偽造にも強い。 
 
・ID（Identification） アイディー 
識別記号のこと。一般にはネットワークユーザの識別に利用されるものを指す。アクセスする

ユーザを識別するために数字やアルファベットなどを組み合わせた IDが使われる。 
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・IP電話 アイピー電話 
インターネットの通信方式である「IP（インターネット・プロトコル）」を使う電話のこと。音声を細
分化して送信するため，回線を有効に利用することができる。 

 
・IT（Information Technology） アイティー 
情報通信技術。コンピュータやデータ通信など情報の加工，利用に関する技術の総称。 
 
－Ｌ－ 

・LAN（Local Area Network） ラン 
より対線や同軸ケーブル，光ファイバーなどを使って，同じ建物の中にあるコンピュータやプ

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。 
 
・LGWAN（Local Government Wide Area Network） エルジーワン 
総合行政ネットワーク。地方自治体を相互に接続する広域的な行政ネットワーク。 

 
－O－ 

・OA(Office Automation) オーエー 
コピー機やＦＡＸ，コンピュータ，電話機などの情報機器を用いて，事務作業を効率化するこ

と。 
 
・OS(Operating System) オーエス 
オペレーティングシステムの略称。 

 
－Ｔ－ 

・TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ティーシーピーアイピー 
ネットワークで結ばれたコンピュータや他の装置との間で行われる通信を手助けするネットワ

ーク・プロトコルで，インターネットやイントラネットで標準的に使われる。 
 
－Ｗ－ 

・WAN(Wide Area Network) ワン 
広域通信網といわれ，電話回線や専用線を使って，本社―支社間など地理的に離れた地

点にあるパソコンやコンピュータや携帯電話などの情報機器同士を接続し，データをやり取りす

ること。 
 
・Web ウェブ 
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WWW（World Wide Web）の略称。 
インターネットやイントラネットで標準的に用いられるドキュメントシステム。HTML という言語
で文書の論理構造や見栄えを記述し，文書の中に画像や音声など文字以外のデータや，他の

文書の位置(ハイパーリンク)を埋め込むことができる。 
 

・WebGIS ウェブジーアイエス 
インターネットやイントラネットで標準的に用いられるウェブを利用した地理情報システム。 

 
－ア－ 

・アクセス 
メモリや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。 
 
・アプリケーション 
アプリケーション・ソフトウェアというのを略した言い方。また，さらに略されて「アプリ」と略され

て呼ばれることも多い。例えば，ワープロや表計算，データベースなどコンピュータを使って，文

書や表，データベースを作るとか，給与計算，経理業務システム，販売業務システムなどそれ

ぞれの目的を実現するためのソフトのこと。 
 
・暗号 
第三者に漏れないように，当事者間でのみ解読できるよう取り決めた特殊な記号や文字。情

報通信を行う上はセキュリティを保つために非常に重要な技術。 
 
－イ－ 

・インストール 
ソフトウェアをパソコンやコンピュータに導入する作業のこと。そのソフトウェアを構成するプロ

グラムやデータなどのファイルを磁気媒体やネットワークを通じて，そのパソコンやコンピュータ

のハードディスクなどにコピーし，必要な設定を行う。 
 
・インターネット 
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。携帯電話の iモードなどもインターネットの一部である。 

 
・インフラ（Infrastructure） 
辞書的な意味としては「下部構造」や「基盤」といった意味になる。何を「インフラ」ととらえるか

は，どこに注目するかで変わるので，その意味では極めて相対的な概念である。注目している

事柄に対して，それを実現するための基盤となっているものは，インフラと呼ばれる。 
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－オ－ 

・オープンシステム 
特定のメーカーやベンダーの特定の方式ではない各社に共通のソフトウェアやハードウェア

を組み合わせて構築されたコンピュータやネットワークのシステム。つまり，仕様が公開されてい

るもの。 
 
・オペレーティングシステム (Operating System) 
コンピュータやパソコンシステム全体を管理するソフトウェア。基本ソフトや略して OS とも呼ば
れる。代表的なOSは，パソコンのWindows(ウィンドウズ)やLinux(リナックス)などがある。キー
ボード入力や画面出力といった入出力機能やディスクやメモリの管理など，多くのアプリケーシ

ョンソフトから共通して利用される基本的な機能を提供する。 
 
・オンライン 
パソコンやコンピュータで，端末の入出力装置などが通信回線を通じて中央の処理装置の

直接制御下に置かれている状態。 
 
－カ－ 

・改ざん 
データやソフトウェアの内容などを変更してしまうこと。 

 
・ガイドライン 
政府や団体が指導方針としてかかげる大まかな指針。 

 
・カスタマイズ 
ソフトウェアの設定や設計を調整し，ユーザの好みに合わせて作り変えること。 
 
・霞が関WAN 

1997年 1月から開始された，各省庁の LAN を相互に接続するネットワーク。ネットワークを
通じて省庁間のコミュニケーションの円滑化と情報の共有を図り，行政運営の迅速化と高度化

などを推進することを目的として運用されている。 
 
・可用性 
可用性は，システムがある時点で機能を維持している確率，あるいは期間中に機能を維持す

る時間の割合。稼働率を用いて図る。 
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－キ－ 
・業務フロー 
コンピュータシステムを利用して日常業務を効率的に行うこと。紙を電子化することなどによっ

て業務の簡略化，スピードの向上などを図る。 
 
－ク－ 

・グループウェア 
コンピュータネットワークを利用して，複数の人間からなるグループでの情報共有，及びそれ

らの相互作用を円滑化するソフトウェア。 
 
・クローズされたシステム 
オープンシステムの反対語。他のメーカーとリンクをとれないシステム。つまり，特定のメーカ

ーしか動かないということ。 
 
－コ－ 

・コンピュータネットワーク(Computer Network) 
コンピュータをネットワークでつなげることによって複数のコンピュータ間で情報のやりとりを可

能にしたシステム。全世界でつながっているネットワークがＷＷＷである。 
 
－サー 

・サーバ 
コンピュータネットワークにおいて，クライアントに対し，自身の持っている機能やデータを提

供するコンピュータ。 
 
－シー 

・シームレス 
継ぎ目のないこと。ネットワークシステムなどでは境目を感じさせないつながり。また，最近で

は経営でもシームレス化が課題となり，上下や横の境目を取り払ことは重要。 
 
・システム化 
手作業によって行われる事務手続き等について，コンピュータ（電子計算機）を用いて処理

を行うこと。 
 
・指紋認証 
指紋による認証。本人の指紋を使用して，その本人かどうか確認すること。 
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・冗長性 
最低限必要な量より多めに設備を用意しておき，一部の設備が故障してもサービスを継続し

て提供できるような状態のこと。 
 
・情報通信基盤 
情報通信社会を築くための基盤のコンピュータ関連機器や，データ伝送を行うための通信回

線をいう。行政関連では 1人 1台端末や，住民も利用できる各種情報入出力機器，庁内 LAN
や行政機関を結ぶWANなどがこれにあたる。 

 
・情報リテラシー 
情報を活用する能力。パソコンなどの情報端末の操作知識だけではなく，情報を収集，選別，

判断，理解，加工，評価できる総合的な情報資源活用能力を意味する。 
 
－セー 

・セキュリティ対策 
コンピュータシステムやネットワークシステムの安全性及び機密性を保つために行う対策や措

置。狭義では故意による脅威への対策を指すが，広義においては，天災やシステムの故障，誤

動作等の現象への対策として捉えることもある。 
 
・セキュリティポリシー 
組織内のセキュリティに関する基本的な方針や行動指針のこと。近年，組織においてはセキ

ュリティを守るための行動基準として重要視されている。 
 
－ソー 

・ソフトウェア(Software) 
コンピュータが理解できる方法で表現された処理手順のこと。プログラムとほぼ同義語だが，

プログラムは一定の処理手順というニュアンスが強く，ソフトウェアという言い方はコンピュータ本

体などのハードウェアと対比させて使うことが多い。 
 
－ター 

・ダウンサイジング(Downsizing) 
大型計算機など，従来は大規模なコンピュータシステムで行っていた処理を，小型のワーク

ステーションやパーソナルコンピュータに置き換えていくこと。パーソナルコンピュータなどの小

型コンピュータの性能が劇的に向上したことから，これが可能になった。 
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－チー 
・地理情報システム（Geographic Information System） 
コンピュータ上の地図データに，様々な情報を重ねて表示すことにより，多様な形で情報の

分析や検索を行うシステム。地図上の絵などをクリックすることにより情報の検索ができるためキ

ーボードによる文字入力の必要がなく，操作が容易となっている。GIS とも呼ばれる。 
 
－テー 

・データ(Data) 
コンピュータで扱う情報の総称。 

 
・データ通信 
コンピュータからコンピュータなど複数の端末間でデータのやりとりを行うこと。電気信号を有

線や無線で送ることによって実現する。 
 
・電子市役所 
情報通信技術を利用して事務や事業の高度化と効率化を促し，組織内外とのコミュニケーシ

ョンの円滑化，情報の共有化による意思決定の迅速化が進んだ市役所。また申請･届出などの

手続きの電子化，ワンストップ・ノンストップ・サービスの実施やインターネット利用，ホームペー

ジの活用など電子的手段･媒体による行政情報の提供など，市民により高度なサービスを提供

する市役所。 
 
・電子申請 
行政機関に対して書類で行っていた申請や届出手続きを，電子データの状態でネットワーク

を利用して行ったり，電子データが保存された媒体によって行ったりすること。 
 
・電子データ 
情報を電子的に処理しコンピュータ等で読み書き可能な形式にすること。データを電子化す

ることで，作業の自動化とより迅速で正確な対応ができるようになる。 
 
・電子メール 
ネットワークを通して主に個人から個人に向けてメッセージを送るサービスのこと。メールとも

呼ばれる。 
 
－ナ－ 

・なりすまし 
他人の ID やパスワードを利用し，正当な所有者のふりをしてシステムに侵入し，不正行為を
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行うこと。企業などの特別な権限を持つ者の IDを盗み，機密情報を漏らすことなど。 
 
・ナレッジマネジメント 
組織内で，個人が持つ知識やノウハウを共有化して有効に活用していくこと。個人の知識を

組織の知識として活かす仕組みと，知識の共有・適用・学習により新たな知識を創造するプロセ

ス，そのプロセスを継続できる文化・環境・システムなどが必要とされる。 
 
－ネ－ 

・ネットワーク 
ハードウェア，ソフトウェア，データなどを共有する目的でコンピュータを結び付けた状態。ま

た，パソコン通信を指すこともある。 
 
－ハ－ 

・バージョンアップ 
ハードウェアやソフトウェアが世代交代され，新しい製品が出荷されること。一般にこのバージ

ョンアップでは，旧世代の仕様のすべて，または一部が継承され，新世代製品に引き継がれ

る。 
 
・ハード 
ハードウェアの略。ソフトの対義語でコンピュータの機械部分のことを指す。 
 
・ハードウェア(Hardware) 
コンピュータから基本ソフトやアプリケーションなどのソフトウェアを除いた機械部分の総称。

周辺機器もこう呼ぶ。 
 
・パスワード（Ｐａｓｓｗｏｒｄ） 
インターネットやパソコン通信サービスを利用し，特定のディスクやデータにアクセスしようと

するときなどに，その権利のある利用者であることを識別するための文字列。例えば，銀行のＡ

ＴＭで使用する４桁の数字もパスワードである。 
 
・パソコン 
パーソナルコンピュータの略。もともとはアラン・ケイが提唱した概念（Personal Computer）。

Personal Computer という言葉が広く使われるようになるためには，Apple社の貢献が大きい。
1980 年代ごろまではマイコン（マイクロコンピュータ）とも呼ばれた。現在では「ＰＣ」と呼び，個
人が所有できるコンピュータのことを総称して「パソコン」と呼ぶ。 
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・パッケージ(Package) 
様々なアプリケーションソフトを組み合わせて，１つのシステムやサービスを提供できるように

したソフトウェア群。 
 
・バッチ(Bach) 
必要な指示をあらかじめすべて与えておき，これを一挙に処理すること。インタラクティブ処

理やオンライン処理とは逆の言葉として用いられることもある。 
 
・パブリックコメント 
パブリックコメントとは，行政機関が政策の立案等を行おうとする際にその案を公表し，この案

に対して広く国民・事業者等から意見や情報を提出する機会を設け，行政機関は，提出された

意見等を考慮して最終的な意思決定を行うというもの。 
 
－フ－ 

・ファイアウォール 
インターネット等の公衆通信回線と接続されているネットワークを利用する場合などで，自分

のコンピュータやネットワークを外部からの不正な侵入を防ぐために構築された代表的なセキュ

リティシステムのこと。 
 
・不正アクセス 
システムへのアクセスを許されない者が，故意にシステムに侵入すること。警察庁は不正アク

セスを①他人の識別情報（ID，パスワード）を無断で使用すること，②システムの弱点（セキュリ
ティ・ホール） を攻撃して相手のコンピュータに侵入，操作すること，と定義している。 

 
・プッシュ型 
クライアント側のユーザが操作することなく，サーバ上にある情報をクライアントに取り込むタイ

プの技術。ユーザがＷＷＷブラウザで情報を引き出すタイプをこれに対して「プル型」という。プ

ッシュ型を実現するためにはクライアントがサーバに定期的にアクセスすることが自動的に行わ

れる。 
 
・プライバシー 
個人情報という意味から転じて法律で保護されている個人の秘密全般を指す。 
 
・ブラウザ(Browser) 
データやファイルの中身を見るためのソフトの総称。データの編集はできないが，内容を一覧

して確認できるようになっている。一般的には，「インターネットエクスプローラ」や「ネットスケー
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プナビゲータ」といったウェブページ閲覧ソフトを単にブラウザと呼ぶことも多い。 
 
・ブラウザソフト 
ブラウザの機能を実現するためのソフトウェア。具体的にはＷｅｂページを閲覧するために必

要となるソフトで，「インターネットエクスプロ－ラ」や「ネットスケープ」などが広く普及している。 
 
・プラットフォーム 
システムなどの基礎となる技術やハードウェア，ソフトウェアのこと。 
 
・ブロードバンドネットワーク(Broadband Network) 
大容量通信という意味。一度に大量のデータを送ることにより，送信スピードの向上や動画の

配信などが可能なり，インターネット，情報通信の可能性を飛躍的に高める技術。 
 
・プロセス 
ものを作るときの工程過程。 
 
－ヘ－ 

・ペーパーレス 
紙を使わないことという意味から転じて，業務のコンピュータ化が進み，紙を使わずなるべく

書類などを電子化してしまうこと。 
 
－ホ－ 

・ホームページ 
本来はインターネットブラウザを立ち上げたときに，初めに表示されるように設定されたウェブ

ページのこと。しかし，日本ではインターネットが普及するにつれ，ウェブページすべてをホーム

ページと呼ぶ傾向になってきている。しかし海外ではホームページとは，本来の意味にしか使

われていない。 
 
－マ－ 

・マルチメディア 
デジタル技術を利用して画像，音声など，複数のメディアをミックスした複合メディアのこと。

様々なメディアを組み合わせることによって情報伝達を分かりやすく，スピーディーに伝えること

が可能となった。 
 
－メ－ 

・メニュー 
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GUI(Graphic User Interface)での入力方法の１つ，GUI とはユーザにシステムやコンピュ
ータを使いやすくするために絵などで操作を実現すること。ある場面でアプリケーションを実行

できるコマンドを表示し，ユーザにこれを実行させるための入力方法。 
 
・メモリ 
文書データやプログラムデータを記憶する装置で，パソコン内の作業場所ということができる。

メモリにはいくつか種類があり，まずＲＯＭ（リード・オンリー・メモリ）はデータの読み出し専用の

メモリ。ＲＯＭは電源を切っても中のデータが消えないため，パソコンを動作させる基本的なも

のを保存するのに用いられている。 
 
・メンテナンス 
システムの保守作業一般を指す言葉だが，コンピュータやシステムなどを長期的に利用でき

るように予備確認から実際に故障や不具合が生じたときの修理，修復を意味する。LANを構築
している場合は，アドミニストレータや専門の業者による定期的なメンテナンスが必要になる場

合が多い。 
 
－ラ－ 

・ライフサイクル 
商品が市場に登場してからやがては他の商品に駆逐されるまでの過程。 
 
－リ－ 

・リアルタイム 
即時，同時。そこから転じて，ネットワークなどデータイムラグがほとんどなくデータや情報を

やりとりできるという意味にも使われる。情報技術の進歩によりこれが可能となった。 
 
・リスク 
危険。損害を受ける度合い。 
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