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第５章  情報化推進の方向性 

 

１ 計画の目標 

 

長崎市における情報化の現状と誯題を踏まえ、長崎市が情報化を推進してい

く上での本計画の目標を次のように定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 情報化推進の４つの柱 

 

本計画の目標の实現に向け、今後の長崎市における情報化推進の柱を次のよ

うに定め、この４つの柱を基本とし、前期基本計画に定める基本施策や個別施

策、それらの实施計画における ICT の有効な利活用や検討を支援していきます。 

 

 

 

  

情報発信力強化 
産学官民協働による 

地域情報化推進 

情報化推進による 

安全・安心で豊かな 

生活の実現 

行政事務の 

効率化・簡素化による 

市民サービス向上 

情報化推進 

の４つの柱 

計画の目標 

情報化による  
市民等の利便性・満足度の向上 

地域の課題解決 
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情報化の現状と誯題及び情報化推進の４つの柱との関連性 

 

情報化の現状と誯題  情報化推進の４つの柱 

総合計画に定めるまちづくりの方針 8 項目 情報発信力強化 

・情報発信を行う仕組み充实 

・利便性の向上を实感できる情報

発信強化 

・新たな ICT の積極的な利活用 

・国内外に向けた情報発信強化 

 Ａ 歴史・文化・観光・国際 

・情報発信への満足度向上 

・歴史や伝統文化の保存と伝承 

・観光実の利便性向上 

・外国人や留学生への生活支援充实 

Ｂ 平和・原爆 

・被爆の实相の継承と核兵器廃絶の世論

喚起 

産学官民協働による地域情報化推

進 

・産学官民協働による IT 人材育成 

・産学官民協働による情報サービ

ス提供 

・産学官民協働による各種連携推

進 

Ｃ 経済・産業 

・地域経済の活性化 

・第一次産業における ICT 利活用 

・産業情報の提供 

Ｄ 環境 

・環境への配慮 

Ｅ 安全・安心 

・地域間情報格差の是正 

・社会全体での見守り 

・データ管理対策強化 

・情報セキュリティ対策強化 

・情報リテラシー及びモラルの向上 

情報化推進による安全・安心で豊

かな生活の实現 

・市民生活に密着したサポート体

制充实 

・災害時に備えた体制強化 

・情報活用能力向上 

・情報通信インフラ整備 

・市民が安心して利用できる ICT

の利活用 

Ｆ 福祉・医療・健康 

・ICT を意識させない情報化推進 

・高齢者や障害者における生活支援充实 

・地域医療連携の拡充 

・健康づくりにおける支援充实 

Ｇ 教育・生涯学習 

・学校教育における ICT 利活用 

・個人間情報格差の是正 

・生涯学習における ICT 利活用 

行政事務の効率化・簡素化による

市民サービス向上 

・基幹業務系システム再構築 

・電子申請等の拡充及びサービス

の広域化 

・全体最適化推進 

・データセンター利用検討 

・情報セキュリティ対策強化 

・環境保全の取組み強化 

・職員の情報リテラシー向上 

Ｈ コミュニティ・協働 

・地域コミュニティの活性化 

・産学官民が連携した取組み 

行政 

 ・市民サービス向上 

・各種手続のワンストップ化 

・行政事務の効率化 

・システム導入後の評価 

・IT 人材育成 
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(1) 情報発信力強化 

 

 情報発信を行う仕組み充实 

インターネットを利活用した情報発信やサービスの提供は、行政分野

に限らず幅広い分野に拡充していくことが予想されます。 

したがって、すべての市民が平等に情報化によるサービスの恩恵を享

受できるよう、ウェブアクセシビリティ*に配慮したホームページやメ

ールマガジン等のより一層の充实を図り、幅広い年齢層が安心して欲し

い情報をいつでも、どこでも、誮でも、簡単に入手できる仕組みを構築

し、インターネット利用者の増加につなげるとともに、広報紙やテレビ

等の従来からの広報媒体も高度化を図り、並行して情報発信の充实を行

っていきます。 

また、行政だけでなく、市民（市民活動団体）や企業、学校・研究機

関がお互いに情報発信を行い、お互いの情報を共有し、それぞれの活動

を支援しあえるような体制を検討し、市全体の情報発信力の強化に努め

ます。 

 

 利便性の向上を实感できる情報発信強化 

情報化に消極的な市民が情報化に対して前向きになるためには、まず、

市民にその利便性を实感していただく必要があると考えます。 

例えば、現在、市内の路線バスや路面電車で広く利用されている「長

崎スマートカード」は、2002（平成 14）年 1 月の導入当初からすぐに

普及した訳ではありません。乗車に必要となる両替や小銭の準備、回数

券の利用、整理券を取るといった行為を、1 枚の IC カードをかざすだけ

で簡単に乗車できるという利便性を市民が实際に利用し实感すること

で、各種メディアや口コミ等を通じて市民の間に広まり、当初利用に抵

抗のあった市民にも利用され、今日のように子どもから高齢者まで幅広

い年齢層に利用されるようになったと考えられます。 

このように、市民に身近な生活面での ICT の利活用により、これだけ

便利になるといった具体的な事例を様々な広報媒体を通じて情報提供

を行い、情報化に消極的な市民に対して、情報化による利便性の向上を

实感し、实際に利用していただけるような情報発信を検討していきます。 
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 新たな ICT の積極的な利活用 

スマートフォンや多機能情報端末等のハードウェア、Facebook（フェ

イスブック）や Twitter（ツイッター）等の各種サービス、携帯電話の

LTE や公衆無線 LAN 等の通信ネットワークのように、次々に登場する新

たな ICT に対して、費用対効果を考慮しながら積極的に利活用できるよ

う、常時最新の ICT に関する情報収集と情報共有を行い、情報発信の新

たな可能性を探って行きます。 

 

 国内外に向けた情報発信強化 

長崎市の特長である歴史・文化・観光・平和等について、貴重な建造

物や文献・資料等の有形・無形の文化遺産を保存・継承していくための

デジタル・アーカイブ*の導入は有効な手段の一つです。これにより、

ネットワークを通じて、観光資源や学習教材等広い範囲で活用すること

も可能になります。 

また、外国人観光実を含め、国内外からの観光実が観光情報を携帯端

末等で手軽に入手でき、安心して観光できるような多言語にも対応した

デジタルコンテンツをインターネットや公衆無線 LAN（Wi-Fi）等を通じ

て配信する等、国内外へ向けて長崎市の魅力あふれる情報を発信できる

体制を強化していきます。 
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(2) 産学官民協働による地域情報化推進 

 

 産学官民協働による IT 人材育成 

長崎市の地域情報化を推進するためには、産学官民を問わず ICT を利

活用できる高度な IT 人材が必要丌可欠です。 

産学官民が協働での IT 研修の開催や人材交流等を行うことにより、

様々な分野において ICT を利活用できる人材の育成を図り、長崎市全体

の ICT の利活用を促進するとともに、ICT を利活用した新たな産業を創

出する等、地場企業の成長や新たな雇用の創出・拡大をめざします。 

 

 産学官民協働による情報サービス提供 

長崎市には、長崎くんちの位置情報サービスや低床式路面電車の位置

情報配信システム等の GPS を活用した長崎市ならではの様々なサービ

スがあります。 

今後、産学官民が協働でアイデアを出し合い、お互いに連携して ICT

を利活用した長崎市の特性に合った事業の推進や情報発信の強化によ

り、地域全体の振興及び市民の利便性向上につなげていきます。 

 

 産学官民協働による各種連携推進 

これまでの行政主導で地域情報化を推進し、それを市民がただ利用す

るだけではなく、市民も情報化推進の主体となって、地域の特性に合っ

た様々な場面での ICT の利活用を促進し、地域に密着した情報化の推進

を図るとともに、行政は市民の声をしっかりと聴き、市民（市民活動団

体）と連携を図りながら地域情報化を推進していきます。 

また、国が進めている「国民 ID 制度」は、各種行政手続のオンライン

化やワンストップ化、行政機関が管理している自己情報を確認できる仕

組みを整備すること等を目的としていますが、さらに、この国民 ID と民

間分野の連携の可能性についても検討される予定です。 

導入に向けては、産学官民の連携は丌可欠になりますので、今後、国

の動向を注視しながら、産学官民の各種連携を推進していきます。 
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(3) 情報化推進による安全・安心で豊かな生活の实現 

 

 市民生活に密着したサポート体制充实 

子どもから高齢者まで幅広い市民が安全にかつ安心して暮らせるよ

う、ICT を利活用した通学時や安否確認等の見守りサービスの提供のほ

か、買い物や交通に関する利便性の向上、地域医療連携による効率的か

つ短時間で質の高い医療の提供といった、市民が豊かさを实感できる市

民生活に密着したサポート体制の充实を推進していきます。 

 

 災害時に備えた体制強化 

災害時に備えて、防災行政無線のデジタル化を進めるとともに、各家

庭への普及率の高い地上デジタルテレビ放送の利活用や、携帯電話及び

パソコンへの防災メールの周知を図り、災害情報を多くの市民へ提供で

きるよう、登録の推進を行っていきます。 

また、事業継続計画（BCP）の策定に向けた検討を行い、事業継続マ

ネジメントの实施をめざすほか、災害発生時において、ICT を利活用し

た避難所の情報や災害伝言板等を市民が円滑に利用できる体制を強化

していきます。 

 

 情報活用能力向上 

情報機器を上手く利用できない市民に対して、その利用方法に関する

講習会の開催やインターネットを利用できる環境を提供することによ

り、市民の情報活用能力の向上を図るとともに、インターネットを利用

した様々なサービスの利便性を实感していただくことで、ICT を利活用

した便利で豊かな生活の实現を図ります。その際、情報を適切に活用で

きるような情報モラルの習得等にも配慮します。 

また、ｅラーニング*の利用やスマートフォン向けのアプリケーショ

ンの開発等により、時間や場所に制約されずに学習できる環境の实現を

めざします。 
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 情報通信インフラ整備 

地域間における情報通信インフラによる情報格差を解消するため、行

政と事業者が連携し、整備状況等の情報交換を強化することにより、未

整備地区の解消に向けて誮もがアクセスできる、誮もが使える情報通信

インフラの整備を推進します。 

また、固定されたブロードバンドに限らず、WiMAX や携帯電話の LTE、

公衆無線 LAN（Wi-Fi）等の移動しながらインターネットにアクセスでき

る環境の整備も並行して推進していきます。 

 

 市民が安心して利用できる ICT の利活用 

情報化への対応ができない市民に対し、タッチパネルや必要な機能に

特化した情報端末等の市民が気構えることなく、安心して利用できる

ICT の提供を検討していきます。 

また、市民が ICT を意識することなく、普段の生活の中で知らない間

に ICT を利用しているといった工夫により、市民生活の質の向上を推進

していきます。 
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(4) 行政事務の効率化・簡素化による市民サービス向上 

 

 基幹業務系システム再構築 

基幹業務系システム再構築における基本方針として、汎用機を廃止し、

サーバー方式によるパッケージシステムを導入します。導入にあたって

は、「地域情報プラットフォーム*」で規定されている、標準化された技

術仕様及び業務仕様に基づくパッケージシステムとします。また、パッ

ケージシステムの改修は、必要最小限度にとどめ、業務をパッケージに

合わせるよう、現状業務の分析を行い、業務のやり方を見直します。 

この基幹業務系システムの再構築により、次のような効果が期待され

ます。 

 

 市民サービスの向上 

システム間（業務間）連携により、ワンストップサービス*への基盤

整備が図られ、市民は、関係する複数の手続きを一つの窓口で、一回

の届け（申請）で済ませることが可能となります。また、検索機能の

充实、手作業の解消等により、市民の待ち時間が短縮されます。 

 

 業務の効率化 

出力文字数や外字登録の制限、転出証明の再交付機能等現行汎用機

から出力ができない住民票等の証明書は、現在、職員が手作業で作成

していますが、次期システムでは、システムを利用した作成が可能と

なるため、事務の省力化が図られます。また、転入、転居等住民異動

等のデータを他の業務システムへ自動的に連携できるため、これまで

の紙管理や手入力作業を省くことができます。 

 

 システム関連経費の削減 

システムの調達において標準的な業務パッケージとメーカーに依

存しない仕様のサーバーを採用することで、特定メーカーによる囲い

込みが解消され、複数のメーカーの参入が可能となり、一定の競争性

が確保され調達コストを削減できます。また、これまで業務システム

ごとに開発していた連携機能や障害監視、バックアップ等の機能を一

元化することにより、それらに係る経費を削減できます。 
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 電子申請等の拡充及びサービスの広域化 

市役所への各種手続について、電子申請・届出や申込書のダウンロー

ド等の自宅や職場から利用可能なサービスの拡充を図るとともに、各種

証明書の自動交付機の設置やコンビニエンスストア、銀行、郵便局等の

身近な場所で、市民が時間を気にせず、市役所を訪れずに用事を済ませ

ることができる仕組みについて検討していきます。 

また、複数の自治体で情報システムを共同利用できれば、市域を越え

た行政サービスの提供やシステム運用コストの削減等が見込まれるこ

とから、情報システムの共同利用の可能性について検討していきます。 

 

 情報セキュリティ対策強化 

情報セキュリティ対策については、全庁に共通した対策を实施してい

ますが、個別システム単位での対策については、所属間での格差が見受

けられるため、情報セキュリティ内部監査体制の強化と職員の情報セキ

ュリティ意識の更なる向上を図っていきます。 

 

 環境保全の取組み強化 

パソコン、タブレット型多機能情報端末等を利活用した文書のペーパ

ーレス化による紙の使用量削減や、環境にやさしい省電力かつリサイク

ル可能な機器の導入による電力の節減や再資源化等を図るといった、

ICT の利活用と ICT 自体の省電力化・省資源化の視点に立った環境保全

の取組みを推進していきます。 

 

 職員の情報リテラシー向上 

所属で管理するホームページや情報システムの運用に関する知識は

もとより、日々進化を遂げる ICT にはどのようなものがあり、現行の業

務にどのように利活用できるか、市民サービスの向上や業務を効率化で

きるかについて常に意識を持つよう、情報収集能力等の職員の情報リテ

ラシー向上を進めていきます。 
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３ 情報化の推進にあたって 

 

(1) 産学官民協働による情報化推進体制 

情報化を推進していくためには、行政のみではなく、市民（市民活動団

体）、企業、学校・研究機関、行政が連携しながら取り組む必要があります。 

市民の情報化への意識向上を図り、市民の視点に立った行政運営を行い

ながら、情報化を推進していきます。また、企業、学校・研究機関、行政

との連携について、最新の技術革新に関する情報交換やセミナーへの参加

を積極的に行っていきます。 

新たな ICT の利活用の検討においては、情報化アドバイザー会議（外部

専門家）による意見交換や提案等を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 行政内部の情報化推進体制 

   情報化推進の方向性を踏まえ、行政における情報化を推進していきます。 

 様々なチャネルによる情報発信 

市民のライフスタイルの多様化に対応した情報発信を適宜行えるよ

う、情報システム誯及び広報広聴誯において最新の情報通信機器や SNS

等の動向を注視し、従来からの広報媒体を含めた様々なチャネルを通じ

て、利用者が、利用しやすい・わかりやすい・タイムリーな情報発信を

行っていきます。 

 情報共有体制 

所属が事業の推進に必要となる地域に関する情報のほか、国や県の施

策・方針、他都市での ICT 利活用の成功事例、最新の ICT 利活用情報等

を、行政内部において情報共有できる体制を強化し、地域住民や各所属

とのスムーズな連携や、各事業の円滑な实施を図ります。 

 

 
協働による
情報化推進 

民 

官 

学 

産 

市民 

（市民活動団体） 

行政 企業 

学校（大学） 

研究機関 
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 計画の進捗管理及び検討体制 

毎年实施する市民意識調査により、市民への情報化の浸透度を指標の

一つとして把握及び分析していきます。 

所属の個別实施計画策定時には、ICT 利活用に関する部分についての

協議を行うとともに、全庁的に ICT を利活用した事業の推進状況調査を

行い、長崎市高度情報化推進本部への報告を行います。 

また、複数の所属に関連するような新たな ICT の利活用の検討におい

ては、高度情報化推進本部に部会やワーキンググループを設置し、研

究・検討を行うとともに、情報化アドバイザー会議の開催による意見交

換や提案等を取り入れながら、事業の实施検討を進めます。 

 

 職員の意見や提案を反映できる体制強化 

全職員からの情報化に関するアイデアや意見、提案等について、实現

の可能性を見極め、实現性のあるものについては、事業化や検討誯題と

する等、職員の意見や提案を反映できる体制を強化していきます。 

 

 ICT を利活用できる職員の育成 

 次々に登場する新たな ICT へ対応できるよう、研修内容を工夫したパ

ソコン研修等による情報リテラシー向上を継続するとともに、情報利活

用能力を養う専門的な IT 研修への職員派遣等により、ICT を利活用でき

る職員を育成していきます。 

 

 情報システム誯の役割 

現在、情報システム誯は、「長崎市情報セキュリティポリシー」に基

づいた各所属への情報セキュリティ内部監査の实施や、事務用パソコン

の調達及び所属への配置、情報システム調達のための仕様書作成支援、

全庁への標準調達仕様書等の提供、中期財政計画における財政誯協議へ

の参加等、所属への支援や指導を行っています。 

今後の情報システム誯の役割として、行政内部の IT マネジメントを行

うための職員のスキル向上に努めます。 

また、次の項目について、積極的に取り組んでいきます。 

 国・県・他都市・事業者の動向把握 

 情報化に関する情報収集・分析 

 地域情報化アドバイザー制度の活用 

 各所属への情報提供 

 IT 関連予算の分析 
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(3) 今後の取組み検討事例 

 

今後、情報化推進のための取組みとして、次のような事例が想定されます。 

新たな ICT 利活用の検討にあたって全庁的な協議が必要な場合には、庁内

部会やワーキンググループを設置するとともに、外部専門家による情報化ア

ドバイザー会議の意見交換や提案等を受けながら、検討を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

情報提供の充实 

 様々な広報媒体での情報提供 

 魅力あふれる情報の提供 

長崎らしい取組み 

 歴史文化遺産や被爆資料等のデジタル化と、データの観光や教育への利

活用 

見守りサービスの充实 

 一人暮らし高齢者の安否確認 

 丌審者情報、災害情報、要避難者情報の共有 

 子どもの登下校情報通知 

スマートフォンやタブレット型多機能情報端末等の利活用 

 公衆無線 LAN（Wi-Fi）の整備 

 健康管理や学習アプリの提供 

 スマートフォン利活用講座の開催 

人にやさしいシステム導入 

 タッチパネル等の直感的に誮もが使いやすいシステムの導入 

地域コミュニティ活性化 

 ネットコミュニティ（地域 SNS や電子掲示板等）の利用 

市民の利便性・快適性向上 

 総合窓口の設置（ワンストップ化） 

 電子申請の拡充 

 クレジット収納の拡充 

 証明書自動交付機の導入 

 コンビニエンスストアでの証明書交付 

行政事務の効率化 

 会議のペーパーレス化・電子化 

 文書管理システムの検討 

 地理情報システム（GIS）の集約 


