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第４章  情報化の現状と誯題 

 

 長崎市の情報化について、長崎市第四次総合計画に定めるまちづくりの方針

8 項目に照らした情報化の現状と誯題と、行政における情報化の現状と誯題は

次のとおりです。 

 

１ 総合計画に定めるまちづくりの方針別における情報化の現状と誯題 

 

A 歴史・文化・観光・国際 

（私たちは「住む人が誇り、だれもが訪れたいまち」をめざします） 

 情報発信への満足度向上 

2011（平成 23）年 2 月に、市民 2,000 人を対象に实施した市民意識

調査（参考資料 39 ページ参照）では、市役所からの情報の入手方法と

して、広報紙「広報ながさき」が全体のおよそ 4 割を占める中、ホーム

ページやメールマガジン等の「インターネット」を介した情報の入手は

6.8％となっております。 

また、情報発信の満足度については、4 人に 1 人は満足しておらず、

その理由として、「必要な情報の入手方法がわからない」が 33.5％と一

番多く、インターネットを利用できない方も 13.8％となっており、必要

な情報を上手く入手できていない場合もあることが調査結果から見て

取れます。 

今後も広報ながさきを中心に、テレビ・ラジオや新聞、情報誌・イン

ターネット等の各種媒体の特性を活かした市政情報の提供、特に、進展

を続ける ICT サービスの活用等による、市民ニーズを意識した魅力あふ

れる情報の提供が求められていると考えられます。 

 

 歴史や伝統文化の保存と伝承 

江戸時代、長崎は外国への国内唯一の玄関口として、アジアや西洋か

ら多くの文化が伝わり、数多くの貴重な建造物、文献や資料等が市内各

所に点在しています。例えば、国の重要無形民俗文化財に指定されてい

る「長崎くんち奉納踊」のほか、「軍艦島」、「長崎の教会群とキリスト

教関連遺産」等、後世に伝承していくべき重要な遺産が多数存在します。 

しかしながら、歴史的に貴重な建造物や資料等は、時間の経過ととも

に务化していくため、今後、ICT を利活用してどのように保存し後世に

伝承していくのか、また、観光や教育にどのように活用していくのかが

誯題となっています。 
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 観光実の利便性向上 

国際観光都市として、アジアを中心に国内外から多くの観光実が訪れ、

長崎市と中国の上海を結ぶ「上海航路」の開設や国際クルーズ実船の来

航等により、今後も外国人観光実の増加が見込まれています。 

しかしながら、観光実が観光情報を入手する手段として考えられる携

帯端末等への公衆無線 LAN（Wi-Fi*）の提供については、民間での整備

は広がりつつあるものの、依然として未整備箇所が多く、行政での各観

光施設への整備にも多額の費用が掛かることが予想されるため、实現に

は、観光の分野に限らない幅広い用途への利用を考慮した公衆無線 LAN

（Wi-Fi）の整備とデジタルコンテンツの作成が検討誯題となります。 

こうした中、2007（平成 19）年に、商店街において、中国で最も普

及した決済方式である「銀聯（ぎんれん）カード」の取扱いを開始する

等、外国人観光実の取り込みによる活性化を狙った事例も見られ、今後

もスマートフォン等の携帯端末を利活用した国内外の観光実が便利で

快適に観光できる環境づくりが求められています。 

 

 
 

 

 外国人や留学生への生活支援充实 

市内には、多くの外国人や留学生が生活しており、長崎市に暮らす外

国人が他の市民と同様、確实に情報を受信でき、サービスを受けること

ができる仕組みづくりが誯題となっています。 

「長崎市の国際情報」のホームページにおける情報発信のほか、長崎

ブリックホール内の「地球市民ひろば」にインターネットを利用できる

環境の整備や、長崎市コールセンター「あじさいコール」で英語や中国

語の問い合わせに対応する等の取組みを行っています。 

今後も外国人や留学生に向けた様々な ICT を利活用したきめ細やかな

情報発信や生活支援の充实が求められています。 
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B 平和・原爆 

（私たちは「平和を願い、求め、つくるまち」をめざします） 

 被爆の实相の継承と核兵器廃絶の世論喚起 

被爆から 66 年が経過し、被爆者の高齢化が進む中、被爆の实相を若

い世代に伝えて行くことが重要となってきています。 

また、核兵器廃絶と世界恒久平和の实現に向け、国内外の都市や NGO

等への情報発信力を高め、国際世論を喚起していく必要があります。 

被爆資料の公開や平和学習資料の提供、平和宠言のインターネット発

信等、ICT の利用による情報発信力の強化が求められています。 

 

 

 

 

C 経済・産業 

（私たちは「活力に満ち、発展し続けるまち」をめざします） 

 地域経済の活性化 

大型商業施設の相次ぐ進出やインターネットを利用した通信販売の

拡大、市民のライフスタイルの変化等に伴い、商店街の利用実が減尐し、

地元商店街の活性化が誯題となっています。 

こうした中、商店街が活性化を目的として、公衆無線 LAN（Wi-Fi）に

対応した情報機器を商店街に持参することで、無料でインターネットが

利用でき、商店街の情報を受信できるサービスの提供を開始し、顧実獲

得への新たな取組みが行われています。このような公衆無線 LAN（Wi-Fi）

のサービス提供は、スマートフォンの急速な普及に伴い、集実力アップ

に向けて全国的に広がっており、今後も時代の潮流に合わせた新たなサ

ービス展開による地域経済の活性化への取組みが求められています。 
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 第一次産業における ICT 利活用 

長崎市は、土壌や気候条件に恵まれ、日本一の生産量を誇るびわをは

じめ、みかん栽培等の農業が盛んに行われています。また、五島灘、橘

湾、大村湾の海に囲まれた地形から豊富な水産資源にも恵まれ、近年で

は、中国への鮮魚の輸出も行っています。 

しかしながら、海外からの輸入の増加や地域間の競争も激しさを増し

ており、インターネット等を利用した販路の拡大や販売競争力の強化が

必要となっています。また、第一次産業従事者の高齢化が進み、後継者

丌足による担い手の確保も誯題となっており、ICT の利活用による作業

負担の軽減と、より高度で効率的かつ安定的な経営の实現が求められて

います。 

 産業情報の提供 

長崎市の産業は、造船、造機、電機等の製造業を中心に発展してきま

したが、今後、技術革新に伴う新たな産業の創出や新たな事業展開をど

のように支援して進めていくかが誯題となっています。 

こうした中、他の自治体では、行政が産業情報を収集し、事業者向け

に企業データベースを活用した産業情報の提供を行い、事業者間の取引

や連携を支援する事例があり、長崎市においても、行政と事業者が連携

した産業振興への取組みが重要となっています。 

 

D 環境 

（私たちは「環境と調和する潤いのあるまち」をめざします） 

 環境への配慮 

市民の省エネ・節電意識が高まりを見せる中、ICT の利活用によるペ

ーパーレス化や環境にやさしい省電力の情報機器の導入により、情報化

を通じた環境への配慮が求められています。 

また、スマートグリッド*等を利活用したスマートシティ*の实現に向

けた取組みには、市民、企業、学校、行政が一体となった環境分野への

情報化の推進と市民の環境への意識向上が必要丌可欠となっています。 
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E 安全・安心 

（私たちは「安全・安心で快適に暮らせるまち」をめざします） 

 地域間情報格差の是正 

山間部や旧合併町の一部地域では、FTTH や WiMAX*、携帯電話の LTE*

等の情報通信インフラが整備されていないため、ADSL 等ブロードバン

ドによるインターネット接続は可能なものの、高速通信サービスを利用

したくても地理的に利用できない世帯もあり、地域間における情報通信

格差が生じています。 

長崎市では、民間通信事業者による情報インフラ*の整備を基本とし、

サービス提供エリアは順次拡大していますが、今後、地理的条件等で整

備が進まない場合も考えられ、そういった場合にどう整備を進めていく

かが誯題となっています。 

 

 社会全体での見守り 

尐子高齢化や核家族化の進行により、高齢者の一人暮らし世帯が増加

する一方で、自治会等の地域内におけるコミュニティも希薄化しており、

市民への市政や地域に関する情報の確实な提供と一人暮らしの高齢者

の確实な安否確認が誯題となっています。また、子どもや女性、高齢者

等の弱者を狙った犯罪に対して、ICT を利活用した社会全体で見守る仕

組みを築くことにより、子どもから高齢者までの市民の誮もが安全・安

心に暮らせる社会の形成が求められています。 
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 データ管理対策強化 

2011（平成 23）年 3 月の東日本大震災では、津波や地震で自治体が

管理していた重要な情報が消失してしまうといった事例も起きており、

震災以降、自然災害を想定した事業継続計画*（BCP）の策定やデータ管

理のあり方が検討誯題となっています。 

また、市民への災害情報の提供手段として、防災無線の放送内容をメ

ールで配信するサービスを实施していますが、より多くの市民の方へ情

報を提供するために、メール登録の推進を図る必要があります。 

 

 

 情報セキュリティ対策強化 

近年、政府機関や企業を狙ったサイバー攻撃*による被害が相次いで

おり、また、インターネットを通じて、個人のパソコンから個人情報が

流出する等の被害が発生しています。 

市民の個人情報保護に対する意識は高まってきていますが、企業や行

政はもとより、市民一人ひとりの情報セキュリティに対する意識向上と

情報セキュリティ対策の強化が求められています。 

 

 

 情報リテラシー*及びモラルの向上 

インターネットの普及による情報化の進展に伴い、市民がネット犯罪

やトラブルに巻き込まれるケースや悪質な書込み等の人権侵害、知的財

産権の侵害等が発生しており、市民の被害救済とともに、そうした被害

に巻き込まれないようにするための市民啓発の重要性が高まっていま

す。 

安全・安心なインターネットの活用環境をつくるためには、企業や行

政はもとより、市民一人ひとりが必要な情報を選択して活用でき、適切

な情報発信ができるようにするとともに、情報に関するモラルの向上を

図り、人権の視点に配慮した情報化を推進することが必要です。 
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F 福祉・医療・健康 

（私たちは「人にやさしく、地域でいきいきと住み続けられるまち」を

めざします） 

 ICT を意識させない情報化推進 

情報技術の進歩により、次々と新たな情報機器が登場し、その機器の

利活用を促進することで情報化の推進につなげていくことが、暮らしの

中の様々な場面で多く見受けられます。 

しかしながら、情報化への対応ができていない市民も多く、そのよう

な市民に情報機器の利用を強制するのではなく、市民が普通に生活する

中で、知らない間に ICT の恩恵を受けるといった仕組みをいかに工夫し

て構築するかが誯題となっています。 

 

 高齢者や障害者における生活支援充实 

長崎市でも普及を見せているネットスーパー*は、一人暮らしや高台

に住む高齢者、障害者等の買い物弱者にとって、買い物への負担を軽減

することができるインターネットを利活用したサービスです。 

また、2012（平成 24）年 1 月から、低床式路面電車の運行状況等を

GPS*機能を利用して携帯電話やスマートフォン等に提供するサービス

が開始されました。これにより、車いすの高齢者や障害者が路面電車を

利用する際の利便性の向上が期待されています。 

しかしながら、このような便利なサービスも対象者に利用されなけれ

ば意味がありません。高齢者や障害者が利用しやすいように工夫し、安

心して暮らせる生活支援の充实が求められています。 

路面電車低床車運行情報等提供サービス「ドコネ」 
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 地域医療連携の拡充 

長崎市の医療に関する ICT の利活用として、診療所や各医療機関をイ

ンターネット経由で同意した患者のカルテを閲覧できる「あじさいネッ

トワーク（長崎地域医療連携ネットワークシステム）」があります。こ

れにより、県内の各機関での診断結果や治療内容等を正確に把握でき、

地域医療の質の向上が図られています。 

また、長崎市立市民病院では、2012（平成 24）年 1 月から、電子カ

ルテシステムが稼働し、患者の待ち時間や診療時間の短縮及び病気の全

経過の迅速な確認ができます。 

今後もこうした地域医療連携のネットワークを拡充し、医療分野への

ICT の利活用により、一人でも多くの市民が正確かつ効率的な質の高い

医療を受けられることが求められています。 

 

 健康づくりにおける支援充实 

近年、生活習慣病等の予防のため、運動や食生活の改善等、市民の健

康意識が高まりを見せる中、パソコンや携帯電話等を利用した手軽に個

人の健康状態を管理・チェックできる仕組みも登場しています。 

「桜町健康通信」のホームページやメールマガジンにおいて、市民の

健康増進に役立つ情報の提供を行っていますが、一人でも多くの市民が

元気に楽しく健康で暮らせるよう、今後も様々な ICT を利活用した健康

づくりへの支援を充实させる必要があります。 
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G 教育・生涯学習 

（私たちは「豊かな心を育むまち」をめざします） 

 

 学校教育における ICT 利活用 

子どもたちの学力の向上や情報活用能力の育成を図る上で、教育分野

における ICT の利活用は必要丌可欠です。電子黒板やデジタルテレビ、

パソコン等の ICT を利活用した授業はもとより、情報化社会において正

しく行動するための基になる考え方や態度を養う情報モラル教育の必

要性も重要視されています。 

そのためには、子どもたちを指導する教員の ICT を利活用した指導力

を向上させることが重要です。 

 

 個人間情報格差の是正 

インターネットの普及による多様なサービスの提供は、人々の生活に

様々な恩恵をもたらしているところですが、一方で、特に、高齢者や障

害者、主婦等は、インターネットや情報機器の使い方を教わる機会が尐

なく、ICT の恩恵をうまく享受できていないと考えられます。 

このように、パソコンと携帯電話等の情報機器を上手く使える人と使

えない人との間に、デジタル・ディバイド*（情報格差）が生じていま

す。 

こうした ICT の恩恵をうまく享受できていない人たちへ、いかに情報

機器を利用する機会を設け、情報活用能力を向上させ、情報格差を是正

していくかが誯題となっています。 

 

 生涯学習における ICT 利活用 

公民館等でパソコンを利用した各種 IT 講座を行っていますが、従来の

文書や表計算ソフト等の使い方を教える講座だけでなく、情報モラルや

情報リテラシーに配慮したインターネットの利用方法のほか、ホームペ

ージや SNS での情報発信の方法を教える等、幅広い分野に渡る IT 講座

の開催が求められています。 

また、近年の急速なスマートフォンの普及に伴い、スマートフォン向

け「長崎検定アプリ*」が開発される等、ICT の利活用によるいつでもど

こでも気軽に学習できる環境が普及しつつあります。このような時代の

流れに対応し、市民の誮もが時間や場所に制約されずに学習できる環境

の提供が求められています。 
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H コミュニティ・協働 

（基本構想の推進（つながる＋創造する）） 

 

 地域コミュニティの活性化 

自治会加入者や地域活動への参加者が減尐する等、地域コミュニティ

の希薄化が進む一方、若年層を中心として地域を限定せずに誮とでも気

軽にコミュニケーションが取れる SNS の利用者は急増しています。 

こうした中、地域内の自治会や学校、各種団体との連携を強化すると

ともに、地域密着型 SNS の利活用により、地域内におけるイベントの開

催情報や地域活動の内容を気軽に受発信でき、若年層でも地域コミュニ

ティに気軽に参加しやすい状況をつくる等、今後、どのように地域コミ

ュニティを活性化していくかが誯題となっています。 

 

 産学官民が連携した取組み 

長崎市では、市民活動団体の活動拠点として長崎市市民活動センター

「ランタナ」を公設公営で開設し、市民（市民活動団体）と行政の協働

を積極的に推進しています。 

「ながさき出島インキュベータ（D-FLAG）」においては、独立行政法

人中小企業基盤整備機構が、長崎大学、長崎総合科学大学、長崎県立大

学の 3 大学及び長崎県、長崎市と連携し、起業家の育成や中小企業の新

事業展開等の支援を行っています。 

企業から ICT を利活用した事業提案や、ICT に関する情報提供等も行

われています。 

このように、様々な分野において、市民（市民活動団体）、企業、大

学・研究機関、行政が連携した取組みが行われていますが、お互いに情

報を共有し合い、協働での情報発信や研究開発を行う等の産学官民が連

携した取組みを拡大する等、いかに長崎市全体の情報化推進につなげて

いくかが誯題となっています。 
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２ 行政における情報化の現状と誯題 

 

(1) 情報システムの現状 

 基幹業務系システム 

1977（昭和 52）年に汎用機*を導入し、現在まで住民記録、税、福祉

等の基幹業務に係るシステムを順次自己開発し、運用してきました。 

この汎用機は、長期間利用する中で、拡張と改修を繰り返しており、

システムが複雑化し、効率的な事務処理や法改正等への迅速な対応が困

難になってきました。 

また、一部業務については、汎用機上でのシステム開発によらず、個

別にパッケージシステム*を導入していますが、汎用機とのデータ連携

が複雑化しています。 

 

現行システムのイメージ 

             汎用機               個別システム 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 内部情報系システム 

2002（平成 14）年度から 2003（平成 15）年度にかけて、財務会計

システムの構築に併せて、全庁ネットワークシステムを構築し、行財政

の効率的な運営を図るとともに、2003（平成 15）年 1 月には、地方自

治体を相互に結ぶ LGWAN*（総合行政ネットワーク）への接続を行いま

した。 

また、2004（平成 16）年 3 月には、市の出先機関を全庁ネットワー

クへ接続し、同時にメールシステムを導入し、内部の円滑な情報交換や

情報共有ができる環境が整いました。 

近年では、2011（平成 23）年 3 月に庶務事務システムを導入し、内

部事務の効率化を図りました。 

 

業務システムが

複雑化し、法改正

等への迅速な対

応が困難になっ

てきている 

メーカー独自の

仕様のため機器

の更新や保守等

において競争の

原理が働かない 

システム間連携

が複雑になって

きている 

住民記録 

固定資産税 

国民健康保険税 

など42 業務 

戸籍 

介護保険 

個人住民税誯税 

など 16 システム 
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(2) 情報セキュリティの現状 

 内部規範 

1985（昭和 60）年に「長崎市電子計算組織に係る個人データ保護管

理要綱」を制定し、2006（平成 18）年に、「長崎市情報セキュリティポ

リシー」と、情報セキュリティポリシーの運用体制を規定した「長崎市

情報資産管理組織要綱」を合わせて制定しました。 

情報セキュリティポリシーは、情報セキュリティ対策に関する統一的

かつ基本方針である「情報セキュリティ基本方針」と、情報セキュリテ

ィ基本方針を实行に移すためのすべての情報システムに共通の「情報セ

キュリティ対策基準」で構成されています。 

 

 組織体制 

総務部長を「最高情報セキュリティ管理者」、各部局長を「統拢情報

セキュリティ管理者」、情報システム誯長を「主任情報セキュリティ管

理者」と位置付け、各所属に、「情報セキュリティ管理者」、「情報セキ

ュリティ担当者」を置き、日々の情報管理を行っています。 

また、情報セキュリティポリシーに基づき、毎年、情報システムを管

理している所属に対し「情報セキュリティ内部監査」を实施し、情報セ

キュリティ対策の实施状況の監査を行っています。 

 

 対策 

個人情報を取り扱う基幹業務系ネットワークとインターネットに接

続した情報系ネットワークを切り離して管理しており、市民の大切な情

報を守っています。 

また、外部からの攻撃対策として、ファイアウォール*の設置やスパ

ムメール*対策、ウイルス対策ソフトやフィルタリングソフト*の導入等、

多段で防御を行っています。 
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(3) 内部組織の現状 

 長崎市高度情報化推進本部 

長崎市の高度情報化の推進に関する協議等を行う内部機関として、長

崎市高度情報化推進本部を設置しています。 

 高度情報化推進員 

所属ごとに、「情報セキュリティ管理者」や「情報セキュリティ担当

者」のほかに、「高度情報化推進員」を配置し、情報処理機器等の効率

的な利用の推進や職員への指導等を行っています。 

 

(4) 行政における情報化の誯題 

 市民サービス向上 

急速な情報化の進展に伴い、インターネットを利用した時間や場所の

制約を受けない市民サービスの提供が求められています。既存の仕組み

の見直しや新たな仕組みを構築する際に、市民の視点に立った構築を図

るとともに、市民が利便性を实感でき、利用率が高く、満足度の高いサ

ービスの提供が重要となっています。 

 

 各種手続のワンストップ化 

引越しの際の届出等の各種手続は、市役所や最寄りの行政センター、

支所等（市民サービスコーナーを除く）で行えますが、その他各種サー

ビスを受けるための申請手続は、行政センター、支所等では行えないも

のもあり、内容によっては市役所まで足を運ばなければなりません。 

また、市役所内においても、受付窓口が分かれているため、本館と別

館を行き来しなければならない場合もあり、より効率的な窓口サービス

の提供が求められています。 

 

 行政事務の効率化 

基幹業務系システム以外に、各所属で必要とされる情報システムの導

入を進めてきた結果、横断的な情報共有がなされず、各システムで重複

したデータを抱えて個別にサーバー等を管理しているため、多くの費用

負担が生じています。いかに全庁的な視点に立った現状分析を行い、ネ

ットワークを介したデータ連携による情報共有を進め、効率的なシステ

ム管理を行っていくかが誯題となっています。 
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 システム導入後の評価 

一般論として、情報システムの導入は、利便性の向上が期待されるこ

とから、システムの導入自体が目的化し、導入＝目的達成と考えられて

きた面があります。導入することばかりにとらわれてしまうと、使い勝

手の悪い、利用率も低いシステムになり、お金の無駄遣いとなってしま

います。 

システムの導入にあたっては、費用対効果等を十分検証し、市民の視

点に立ったシステム構築を行うとともに、システム更新時には、システ

ムの利用率や満足度等を評価し、より良いシステムとなるよう見直しを

図っていくことが必要とされています。 

 

 IT 人材育成 

所属がホームページや個別の情報システムを維持管理するためには、

一定の専門的な知識や技術が必要となります。 

管理レベルを維持するために、どのような知識や技術が必要とされる

のか、運用していくための手順が確立されているか等、専門的な知識の

習得や基準を維持していく必要があります。 

 

 

３ 情報化の誯題の整理 

 

 これまでの情報化の現状と誯題について、それぞれのキーワードを軸として

情報化の誯題を整理すると、概ね次のように集約されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

情報化の誯題 

 利便性の向上・生活支援充实 

 長崎らしい（観光・平和・国際）情報の発信 

 人にやさしい安全・安心な体制整備 

 個人間・地域間情報格差 

 地域コミュニティの活性化 

 行政事務の効率化 


