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第 1 章 策定の趣旨等 

1．趣旨 

本市では情報化施策を総合的に推進するため、「岡山市情報化に関する方針（2015 

～2016）」（以下、「前方針」といいます。）を策定し、全庁的な情報化や ICT（情報通 

信技術）の利活用を推進してきました。 

平成 27年 4月に策定した前方針は、平成 28 年度に新たな総合計画が策定される予 

定であったことから、それまでの 2年間を中心に重点的に実施すべき情報化の基本的  

な方向性をまとめたもので、「地域情報化の推進」、「行政サービスの向上」、「情報ガ

バナンスの推進」の 3つのポイントに着目し推進してきました。 

この間、ASP/クラウドサービスの利用拡大やソーシャルメディア、タブレット、ス 

マートフォンといった新たなサービスや技術の活用が急速に進むなど、ICTは『目的』

から様々な課題解決のための有効な『手段』として一層の利活用が進んでおり、今後

も ICT を取り巻く環境は大きく変化していくものと考えられます。 

また、情報システムの開発などが複数年に及ぶ案件も多くあり、計画的に推進して 

 いくことが重要であることから、今後の情報化の基本的な方向性と重点的な課題（ア 

クションプラン）を示すものとして、「岡山市情報化指針（2017～2021）」（以下、「情 

報化指針」といいます。）を策定し、継続的に取り組んでいるところです。 

 平成 28年 12月、我が国が官民のデータ利活用のための環境を総合的かつ効果的に

整備するため、官民データ活用推進基本法（平成 28 年法律第 103号。 以下「基本法」

といいます。）が公布・施行されました。基本法では、国、地方公共団体及び事業者

の責務を明らかにするとともに、国及び地方公共団体に対しては、官民データ活用の

推進に関する計画の策定を求めています。これを受け、国は、平成 29 年 5 月、世界

最先端 IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画を策定し、平成 30年 6月に変

更し、世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画を策定しまし

た。 

今後、生産年齢人口が減少する中、地方公共団体では限られた財源と人的資源の中

で、質の高い公共サービスを継続的に提供することが求められ、財源と人的資源を効

率的に活用するためには、より一層の業務改革に取り組む必要があります。 

これらを踏まえ、情報化指針を改訂し、基本法が求める岡山市官民データ活用推進

計画として位置づけ、官民データの利用環境の促進を図り、事務負担の軽減、地域課

題の解決、住民及び事業者の利便性向上等に寄与しようとするものです。 
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2．位置付け 

情報化指針は、前方針を継承しつつ、社会経済環境の変化や技術動向を踏まえ、 

国の情報化施策や岡山市第六次総合計画（長期構想、中期計画）（以下、「岡山市第六 

次総合計画」といいます。）との整合性を図りながら、岡山市が目指すまちづくりを 

ICTの側面から支援していきます。 

また、本市が進めるべき情報化施策の「目標」、「基本指針」を示し、優先順位の高

い重要課題から実行計画（アクションプラン）を策定し、情報化を推進しているとこ

ろですが、この情報化指針を、岡山市官民データ活用推進計画として位置づけるとと

もに、新たに「官民データ活用の推進に関する施策の基本的な方針」を示し、取り組

む個別施策をとりまとめます。 

 

 

 

 

図表 1-1 情報化指針の位置づけ 
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3．期間 

情報の分野では、計画段階から開発までに、複数年を要するものも多く、システ 

ム機器等の一般的なライフサイクルも考慮し、情報化指針の期間は、平成 29 年度

（2017 年度）から平成 33 年度（2021 年度）までの 5か年と設定し、改訂版において

も終期は変更しません。 
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第 2 章 情報化の背景 

1．国の動向 

（1）世界最先端 IT国家創造宣言の改定 

世界最先端 IT国家創造宣言（以下、「創造宣言」といいます。）は、世界最高水準 

の IT 利活用を通じた、安全・安心・快適な国民生活を実現するための政府の IT戦略

として策定されました。そのような中、平成 28 年 5 月 20 日に改定された創造宣言

では、2020 年までを集中取組み期間とし、創造宣言に基づくこれまでの成果

を、「国から地方へ」、「地方から全国へ」と横展開することにより、「一億総

活躍」等、安全・安心・快適な国民生活の実現を目指すこととしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「内閣官房ウェブサイト」より作成 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/pdf/it_sengen_gaiyou2.pdf 

図表 2-1 創造宣言（改定）概要 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/pdf/it_sengen_gaiyou2.pdf
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（2）世界最先端 IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画の策定、変更 

国は、平成 29 年 5 月 30 日、世界最先端 IT 国家創造宣言（平成 28 年 5 月 20 日閣

議決定)を廃止し、全ての国民が IT 利活用やデータ利活用を意識せず、その便益を

享受し、真に豊かさを実感できる社会である「官民データ利活用社会」～データがヒ

トを豊かにする社会～のモデルを世界に先駆けて構築する観点から、我が国全体の

IT 戦略の新たなフェーズに向け、基本法第 8 条第 1 項の規定に基づき、官民データ

活用の推進に関する基本的な計画として、世界最先端 IT 国家創造宣言・官民データ

活用推進基本計画を定め、閣議決定しました。 

また、平成 30年 6月 15日、基本法第 8条第７項の規定に基づき、世界最先端 IT 国

家創造宣言・官民データ活用推進基本計画の全部を変更し、「世界最先端デジタル国

家」の創造に向け、政府の行政サービスを起点として、紙中心のこれまでの行政の在

り方等を含めた大改革を断行することで、国民が安心して暮らせ、豊かさを実感でき

る社会を実現することを目指し、「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活

用推進基本計画」（以下「基本計画」といいます。）を定め、閣議決定しました。 

基本計画の中で、国の IT 戦略の成果を地方展開し、地方のデジタル改革の加速化

を後押しするとしています。 

 

出典：「首相官邸ウェブサイト」より作成 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20180615/siryou8.pdf 

図表 2-2 「重点取組②-地方のデジタル改革-」 
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（3）マイナンバー制度の本格的運用開始 

平成 28年 1月から個人番号（マイナンバー）の利用が開始され、平成 29 年 7月か 

らは、国や地方公共団体等の行政機関間での情報連携及び「マイナポータル」の運用

が開始されます。マイナンバーの本格運用開始により、各種申請書への添付書類の削

減など、行政手続きが簡素化され、市民の負担が軽減されるとともに、行政内部にお

いても事務の効率化が期待されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「内閣官房ウェブサイト」 

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/pdf/faq7-4.pdf 

図表 2-3 マイナンバー制度導入後のロードマップ（案） 

 

また、「マイナポータル」では、マイナンバーカードを使用し、行政機関が保持し

ているマイナンバー制度が適用される自己情報を自宅のパソコン等で確認できるよ

うになり、将来的には、行政機関からの様々なサービスの案内を受け取り可能になる

ほか、子育てワンストップサービスなどの電子申請手続きが可能となる予定となって

います。 

 

 

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/pdf/faq7-4.pdf
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（4）新たな自治体情報セキュリティー対策の抜本的強化 

平成 27年 6月に公表された日本年金機構における情報漏えい事案は、マイナンバー 

制度の施行を控えた地方自治体にとって重大な警鐘となりました。この事案を受けて、

総務省においては、「自治体情報セキュリティー対策検討チーム」を設置し、平成 27

年 11 月に「新たな情報セキュリティ対策の抜本的強化に向けて」を取りまとめ、三

層の構えで万全の対策を講じる必要がある旨を提言しました。 

各地方自治体では、この提言に基づき必要なセキュリティー対策を進めています。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「総務省ウェブサイト」 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000387560.pdf 

図表 2-4 新たな自治体情報セキュリティー対策の抜本的強化に向けて（報告） 

  

http://www.soumu.go.jp/main_content/000387560.pdf
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（5）自治体クラウドの取組みについて 

平成 28年 6月 2日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2016」及び 

「日本再興戦略 2016」においては、自治体クラウドを中心にクラウド導入市区町村

数を更に増加させ、平成 29年度までに倍増（約 1,000団体）させることとしていま

す。自治体クラウドとは自治体が情報システムを自庁舎で管理・運用することに代え

て、外部のデータセンターにおいて管理・運用しネットワーク経由で共同利用するこ

とができるようにする取組みです。複数の自治体の情報システムの集約と共同利用を

推進することで、コスト削減、業務負担の軽減、業務の共通化・標準化、セキュリティー

水準の向上、災害に強い基盤構築などが期待されます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「総務省ウェブサイト」 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000425433.pdf 

図表 2-5 自治体クラウドの取組みについて 

 

 

 

 

 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000425433.pdf
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（6）オープンデータの利活用 

「電子行政オープンデータ戦略」（平成 24年 7 月 4日高度情報通信ネットワーク社

会推進戦略本部決定）を皮切りに、「行政の透明性・信頼性の向上」、「国民参加・官

民協働の推進」、「経済の活性化・行政の効率化」を進めるための国家的な取組みとし

てオープンデータの推進や利活用が掲げられました。 

また、「【オープンデータ 2.0】官民一体となったデータ流通の促進～課題解決のた

めのオープンデータの「実現」～」（平成 28 年 5月 20 日高度情報通信ネットワーク

社会推進戦略本部決定）では、2020年までを集中取組期間と定め、「一億総活躍社会

の実現」、「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会」等の政策課題を強

化分野として設定し、オープンデータの更なる深化を図ることとしています。 

さらに、国、地方自治体における取組みを進めるとともに、民間企業等におけるオー

プンデータ的な取組みについても一定の範囲内（協調的な領域）で協力を依頼し、地

方公共団体における取組みにおいては、防災等の地域を跨いだ共通的な分野とともに、

各々の地域特性に応じた自主的な取組みも併行して促進することとしています。 

 

（7）RPA 等を活用したデジタル自治体行政の推進 

  生産年齢人口が減少する中、地方公共団体内の限られた財源と人的資源を地域住民

への行政サービス向上に資する業務に振り向けるため、ICTを活用して自治体業務の

在り方を抜本的に見直す必要がある。様々な業務プロセスについて、団体間比較を通

じて自動化・省力化できる部分を抽出し、同プロセスの標準化と RPA ツール・AI 導

入を並行して進め、業務効率の飛躍的向上につなげていく。加えて、地方公共団体内

部におけるビッグデータの利活用を推進することにより、データに基づいた効果的な

政策立案、住民サービスの向上等が期待される。 

このため、データ利活用人材の育成や事例の創出をノウハウ面で支援し、地方公共

団体が保有するデータを部局・分野横断的に活用するためのガイドを平成 30年度内

に策定し、データ活用の全国展開を進めることとしています。 

 

（8）無料公衆無線 LAN 整備の促進 

  無線 LANは民間主導による商業施設（飲食店、コンビニ、空港、駅など）への普及

が進んでいる一方、行政主導による公共的な観光・防災拠点（庁舎施設、学校などの

避難所・避難場所、博物館など）にも整備が進んでいます。そのような中、平成 28

年 6月 2日に閣議決定された「日本再興戦略 2016-第 4次産業革命に向けて-」では、

外国人旅行者等が観光・災害時にも利用しやすい無料 Wi-Fi環境を実現するため、

2020年までに主要な観光・防災拠点における重点整備個所（避難所・避難場所に指
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定された学校等を含む）について、国が平成 28年度に作成した整備計画に基づき、

無料 Wi-Fi 環境の整備を推進することとしています。 
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2．技術動向 

（1）新たな ICTとその動向 

 近年では IoT（Internet of Things）・ビッグデータ・人工知能（AI）といった新 

たな ICTが注目されています。これらの技術により、企業の業務効率化、潜在需要を 

喚起する新商品・サービスの開発・提供、商品・サービスのデザイン・販売、業務慣 

行・組織編成、さらには社会的課題への対応といった様々な場面への貢献が期待され 

ています。 

このような新たな ICTについての主な技術動向について、以下に示します。 

 

ア IoT（Internet of Things） 

   インターネット技術や各種センサー・テクノロジーの進化等を背景に、パソコン 

やスマートフォンなど従来のインターネット接続端末に加え、家電や自動車、ビル 

や工場など、世界中の様々なモノがインターネットにつながり始めています。この 

ように、実社会のあらゆるモノが情報（データ）化され、ネットワークを通じて自 

由にやり取りすることを可能にし、制御する仕組みを IoT（Internet of Things） 

といいます。IHS Technology の推定によれば、2015 年時点でインターネットにつ 

ながる IoT デバイスの数は約 150億個であり、2020 年までにその 2 倍の約 300億 

個まで増大するとされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原出典：「IHS Technology」 

出典：（総務省）「平成 28 年版情報通信白書」 

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/pdf/n2100000.pdf 

図表 2-5 世界の IoTデバイス数の推移及び予測 

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/pdf/n2100000.pdf
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イ ビッグデータ 

 従来のシステムでは記録や保管、解析が難しい巨大なデータ群のことをビッグ

データといいます。スマートフォンやタブレットの普及、高精細ビデオなどのコン

テンツの流通、IoT の普及による情報量の増加などにより、ますます拡大していく

データをどのように処理していくのかが課題となっています。 

 

ウ 人工知能（AI） 

 学習・推論・判断といった人間の知能のもつ機能を備えたシステムのことを人工

知能（Artificial Intelligence ：AI）といいます。技術水準向上に伴い、インター

ネット検索、スマートフォンの自動応答アプリケーション、ロボット、自動走行を

行う自動車など、様々な商品・サービスにおいて利活用されており、多くの人が人

工知能（AI）を利用している時代が到来しています。また、「新産業構造ビジョン」

の中間整理（平成 28年 4月 27日経済産業省）の中では、IoT 技術、ビッグデータ、

人工知能（AI）、ロボットを組み合わせることで、これまで実現不可能と思われて

いた社会の実現が可能となり、これに伴い、産業構造や就業構造が劇的に変わる可

能性があるとされています。 

 

 エ シェアリング・エコノミー 

   個人が保有する資産をインターネットを介して他者も利用できるサービスを

シェアリング・エコノミーといいます。個人の空き住居を宿泊施設として提供する

民泊サービスや、空きスペースを一時的に駐車場として貸し出すサービス、個人の

自家用車に乗って目的地まで連れて行くサービスなど様々なサービスが登場して

おり、国内での利活用が広まりつつあります。 

 

 オ ウェアラブルデバイス 

  腕や頭部など、身体に装着して利用することが想定された端末（デバイス）を総 

称してウェアラブルデバイスといいます。身に着けることで、身体の動きや体温、 

血圧、心拍数などの健康状態を記録するブレスレット型デバイスや、必要な情報を 

目の前に表示したり、目で見たままの光景を写真に撮ったりできるメガネ型デバイ 

スなど、近年、様々なタイプの製品が実用化されており、注目を集めています。ウェ 

アラブルデバイスの国内市場規模は、2015 年に約 209万台でしたが、2020 年まで 

に約 1,160 万台まで増加すると予測されており、多様な形状のデバイスで普及が加 

速するとされています。 

 

 



第 2 章 情報化の背景 

 

 

| 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：（総務省）「平成 28 年版情報通信白書」 

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/pdf/n3100000.pdf 

図表 2-6 ウェアラブルデバイスの市場規模予測（国内） 

 

 

   カ アクティブ・ラーニング 

教員による一方向的な講義による教育とは異なり、能動的な学習参加を取り入れ

た学習法を総称してアクティブ・ラーニングといいます。アクティブ・ラーニング

に ICTを活用することで、子供たちの学習への興味・関心を高め、分かりやすい授

業や子供たちの主体的・協働的な学びを実現することが期待されています。また、

「平成 27 年度文部科学白書」（文部科学省）では、以下の ICT 活用例を挙げ、ICT

を活用した指導方法の面的展開を進め、「アクティブ・ラーニング」など新しい時

代に必要な資質・能力の育成の充実への推進力につなげるとしています。 

 

【教育への ICT活用例】 

・ 遠隔地間の学校同士を ICT で結び、意見交換を行う合同学習 

・ 家庭等で翌日の授業内容に関する動画を見て知識の習得を行い、学校の授 

  業においては予習を前提としたグループ学習や発展学習 

・ デジタル教科書を使った英単語の発音練習により個々に学習を進める 等 

 

 

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/pdf/n3100000.pdf
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（2）ICT 端末の普及状況とデータ通信トラヒックの増加 

スマートフォンやタブレット端末を保有する世帯は平成 22～23年から急激に増加 

しています。また、新たな ICT 端末として登場したウェアラブル端末も平成 26 年か

ら本格的な保有が始まるなど、ICT 端末は順調に普及が進んでいます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：（総務省）「平成 27年通信利用動向調査」より作成 

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/data/160722_1.pdf 

図表 2-7 情報通信端末の世帯保有率の推移 

 

また、スマートフォンの普及等を背景に、近年、データ通信を中心としたトラヒッ 

クが急激に増加しており、移動通信事業者（MNO）5社（株式会社 NTT ドコモ、KDDI

株式会社、ソフトバンク株式会社、UQ コミュニケーションズ株式会社、Wireless 

City Planning 株式会社）における直近 1 年間のトラヒックは約 1.4 倍のペースで

増加しています。移動通信によるデータトラヒックの増加は、スマートフォン等の

ICT 端末の普及や動画等の大容量コンテンツの利用増加、LTE などの高速通信の普

及等が主要因と推測されます。 

 

 

（％） 

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/data/160722_1.pdf
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出典：（総務省）「情報通信統計データベース」より作成 

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/field/tsuushin06.html 

図表 2-8 我が国の移動通信の月間平均トラヒックの推移 

 

 そのような中、総務省ではトラヒックの急激な増加による通信状況悪化解消のため 

の政策の抜本的な見直し、世界最先端のワイヤレス（モバイル）立国の実現・維持を  

図るべく、平成 26 年 1月に「電波政策ビジョン懇談会」を開催しました。また、同 

年 12月には、2020年までに携帯電話等に加え、新たに無線 LANについても一体的に 

追加周波数帯を確保するとの最終報告が公表されています。 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/field/tsuushin06.html
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第 3 章 岡山市の現状と課題 

1．現状と課題 

（1）情報システムの現状 

ア ネットワークの分類 

本市の内部ネットワークは市民サービスを担うシステムや職員の事務処理等の

システムなどのネットワークとして活用しています。現在の主なネットワークは次

のように分類されます。 

 

（ア）庁内ネットワーク 

民間回線を利用し、本庁舎をはじめとする各出先施設約 450 か所を接続する 

ネットワークで、市民サービスを担うシステム群や職員の事務処理等のシステ

ムのみならず、多くの業務系システムの基盤ネットワークとして活用していま

す。また、岡山情報ハイウェイや LGWANとの相互接続も行っています。 

庁内ネットワークは、系統によって論理的に分割されており、職員が主に一

般事務で使用する情報系システム基盤及び LGWANとの通信を行うための「情報

系（LGWAN 接続系）ネットワーク」（以下、「情報系ネットワーク」といいます。）、

住民記録、市税、社会保障、戸籍事務等で利用する業務システムの通信を行う

ための「業務系ネットワーク」、職員が主にインターネット閲覧などを行うこ

とを目的とした「インターネット接続系ネットワーク」の 3系統のネットワー

クで構成されています。 

 

   （イ）公開系ネットワーク 

庁内ネットワークとは独立した設備により構成されており、インターネット

セキュリティー対策、メール送受信やインターネットに公開している岡山市公

式ウェブサイト等の行政情報を市民向けに安全・安定的に提供することを目的

として運用しています。 

 

（ウ）教育ネットワーク 

小中学校約 130 拠点を結ぶネットワークです。物理的ネットワークは庁内

ネットワークと共用しています。 
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（エ）その他 

緊急を要する対応が運用に求められる消防や病院関係などについては、それ

ぞれ独自のネットワークを構築・運用しています。 

 

イ 情報システムの分類 

本市では、情報部門は主に全職員が利用する庁内ネットワークや複数の部署が利 

用する情報システム等の管理・運用を行い、個別の業務システムは、当該業務を主 

管する課室が導入、運用を行うことを原則としています。 

このような中、情報システムの全体最適化を推進するために、平成 24年度から 

市内のデータセンターを借用し、業務系・情報系・公開系など取り扱う情報資産や

セキュリティーレベルなど系統別に必要に応じて仮想化・統合化を行い、情報シス

テムの基盤環境（以下、「システム基盤」といいます。）を構築しました。 

併せてクラウドサービスを利用して市民と共同で利用できる官民協働型ポータ 

ルサイトも整備しました。 

一方、各課保有の情報システムについては、優先順位を付して、システム更新の 

時期に合わせて順次、各基盤への移行・集約を進め、情報システムの統合・集中管 

理による業務継続（BCP）対策の徹底、セキュリティーレベルの向上、システム運 

用の効率化を目指してきました。 

また、システム更新時や導入時には情報部門による調達等の支援、運用管理支援 

を行うなど情報ガバナンスを推進し、システム経費の適正化、費用対効果の最大化 

に努めています。 

現在の主なシステムは次のように分類されます。 

 

（ア）情報系システム基盤（LGWAN 接続系業務システム） 

情報系ネットワークを利用し、各職員が共通的な一般事務（掲示板、電子メー 

ル、内部管理（総務・人事・財務）など）等を行うためのシステムで構成され 

ています。平成 25年度から、市が借用するデータセンターにシステム基盤を 

整備し、運用しています。 

 

（イ）個人番号利用事務系業務システム 

業務系ネットワークを利用し、個人番号利用事務（住民記録、市税、社会保

障関係事務）や戸籍事務等の住民情報を取り扱う事務において利用するシステ

ムで構成されています。 

平成 25年度から市が借用するデータセンターに基幹業務システム、業務系 

システム基盤等を整備し、集約を進めています。 
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（ウ）その他業務システム 

業務目的のために関連施設等を含め独自にネットワーク化している業務用 

システムや他のコンピューターとは接続せずに単独で利用する形態の業務シ 

ステムなどがあります。 

 

（エ）インターネット接続系システム基盤 

庁内 LAN(情報系)端末からのインターネット閲覧環境を仮想化するとともに、

インターネットメールの無害化処理を行うためのシステムです。「自治体情報

セキュリティーの抜本的強化策」のひとつとして、平成 28 年度にデータセン

ターにシステム基盤を整備し、運用しています。 

 

（オ）公開系システム基盤 

本市の公式ウェブサイトを中心に、インターネットを利用した行政情報等の

提供を行うためのシステムやインターネットセキュリティー対策機器、教育系

システム基盤からなるシステム群であり、平成 25 年度に市が借用するデータ

センターにシステム基盤を整備し、運用しています。 

「自治体情報セキュリティーの抜本的強化策」のひとつとして、平成 29年 4

月より岡山県自治体情報セキュリティークラウドに参加し、ウェブサイトの公

開やインターネット利用、メール送受信などについて専門的な知識及び技能を

有する作業員による監視等によってセキュリティー対策を強化しています。 

 

（カ）ASP (Application Service Provider) /クラウドシステム 

ネットワークを通じてアプリケーションやサービスの提供を受ける形態の

システムで、事業者が提供するサービスの対価としてサービス利用料を支払う

システムです。 

 

ウ データセンター 

データセンターは、サーバーやネットワーク機器等を設置するための専用設備で

あり、耐震性に優れ、最新の空調設備や電気設備を備えています。データセンター

へ重要な情報システムを集積することにより、強固なセキュリティーが確保され、

地震等災害時における業務継続が可能となります。 

本市では、重要なシステムについては、平成 25 年度から順次、システム更新の

時期にあわせて借用するデータセンターに移行しており、BCP対策を積極的に推進

しています。 
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（2）岡山市における情報化の取組み 

  前方針である「岡山市情報化に関する方針（2015～2016）」の計画期間を含め、 

直近 5年間の岡山市における情報化の取組みは次のとおりです。 

 

ア 庁内ネットワークの再構築 

本市の庁内ネットワークは、平成 12年 3月から稼働しています。平成 24年 7月 

には、ネットワークセキュリティーの向上、BCP対策等を目的として、情報系ネッ 

トワークと業務系ネットワークの完全分離、データセンターを中心としたネット 

ワークの再構築を実施しました。 

現在、情報系ネットワークには 5,500 台超のパソコン、業務系ネットワークには

2,000 台超のパソコンが接続されています。 

平成 27年 11月に総務省が示した「新たな情報セキュリティ対策の抜本的強化に

向けて」では、「LGWAN 環境のセキュリティ確保に資するため、LGWAN 接続系とイン

ターネット接続系を分割すること」が提示されており、本市では、情報系ネットワー

ク（LGWAN 接続系）からインターネット接続環境を分離するために仮想化、画面転

送の仕組みを導入することとしました。 

平成 28 年度には、現行庁内ネットワークの課題、問題点等を踏まえ、更なる効

率的かつ安全で安定的なサービス提供を目的として、次期庁内ネットワークの要件

定義等を整理し、更新に向けての準備を進めました。 

 

イ 基幹業務システムの最適化 

市税、国民健康保険、国民年金などの基幹業務を取り扱うシステムを運用してい 

た汎用コンピューターは導入から 30年が経過し、度重なる改修により複雑・肥大 

化したことで、このまま継続利用するために高額な改修費や機器使用料を要するこ 

とは避けられない状況となっていました。そこで、多様化する市民ニーズに的確に 

対応した市民サービスの提供、庁内事務の効率化及び運用コストの削減を目的に、 

効率的な情報システムの整備を進めてきました。 

具体的には、市税システム、国民健康保険システム、国民年金システム及び選挙 

システムについて、事務プロセス改革（BPR）の観点を取り入れ、システムの再構   

築を行いました。また基幹業務システムの再構築に合わせて、共通基盤システムを 

導入し、業務システム間のデータ連携を集約、共通コード等の一元管理や外字の配

信等を実現しています。平成 24年から調達を開始し、平成 27年度末には汎用コン

ピューターからすべてのシステムの移行が完了しました。 
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ウ マイナンバー制度対応 

 平成 27 年 10月 5日付で、「行政手続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」（以下、「マイナンバー法」といいます。）が施行され、平

成 28 年 1月からは、区役所の窓口などでマイナンバーの利用が開始されました。 

マイナンバー制度を導入することで、国民一人ひとりに付番されるマイナンバー

を利用して他行政機関と情報を連携し、それらの情報を社会保障、税、災害対策の

分野で効果的に利用することにより、行政の効率性や透明性を高め、国民にとって

利便性の高い公平・公正な社会を実現することが期待されています。 

本市でもマイナンバー制度に対応するため、情報システムの改修を行ってきまし 

た。現在は住民記録システム、市税システムなど関連システムの改修が完了してお 

り、平成 29年 7月から始まる他行政機関との情報連携に向け、国の機関や他の地 

方公共団体との連携テストを実施しています。 

 

エ 情報セキュリティー対策の抜本的強化 

 本市では、平成 27年 11月に総務省から提示した「新たな自治体情報セキュリティ 

対策の抜本的強化に向けて」に基づき、次のような情報セキュリティー対策を実施  

しています。 

   

・ マルウェア等監視システム 

   平成 28年 3月にマルウェア等監視システムを導入し、未知のウイルスや不 

正な通信などを監視しています。 

 

・ 二要素認証 

二要素認証とは、システムなどにログインする際に、2つ以上の要素で認証 

を行うことでセキュリティーを高める方法です。本市では、業務系ネットワー 

クに指静脈認証を行うことで、強力なアクセス制御を実現しています。 

 

・ ファイルサーバー暗号化 

     データ持出対策のため、ファイルサーバーのデータを暗号化する仕組みを導 

    入しています。データが暗号化されているため、万が一データを持ち出された 

としても、内容を閲覧することができない仕組みとなっています。 
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・ インターネット分離／メール無害化 

     LGWANと接続している情報系ネットワークからインターネット環境を分割す 

    るために仮想化、画面転送の仕組みを構築し、インターネットのリスクを回避 

    します。 

また、インターネットからの電子メールについて「添付ファイルの無害化処 

理」、「メール本文のテキスト化、リンクの無効化」などの対策を行うことでメー 

ルの無害化を行います。 

 

・ 自治体情報セキュリティークラウド 

     情報セキュリティー専門人材による高水準なセキュリティー運用監視など 

高度なセキュリティー対策の仕組みを都道府県単位で構築し運用するもので 

す。   

岡山県が構築・運用する自治体情報セキュリティークラウドは、平成 29年 4 

月から運用開始となります。 

    

オ 教育ネットワークの最適化 

   本市では、教育専用ネットワークを構築し、校務用及び児童生徒用パソコンの  

整備、校務支援システムの導入などを実施してきましたが、情報セキュリティー対   

策の強化、通信量の増加、運用管理の効率化、機器等の老朽化などの課題が顕著 

となり、その対策として平成 28 年度から「教育ネットワークの最適化」を進めて

います。 

 

カ 市民利用型システムの更新 

（ア）施設予約システムの再構築 

   本市のスポーツ施設の予約・抽選や公共施設の空き情報照会の提供には、生 

涯学習支援システム「マナビネット岡山」が利用されてきました。 

しかし、本システムは導入から 10年が経過し、今後の製品サポートやセキュ 

リティーに関する問題から、平成 28 年度に新たなシステムの導入（再構築） 

を行いました。 

新システムでは、「維持管理の効率化」、「セキュリティー対策」、「BCP対策」   

    の観点から、クラウドサービスを利用することとし、より安全で安定的な施 

設予約サービスを提供しています。 
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（イ）電子町内会システムの再構築 

本市では、地域コミュニティーの活性化及び地域の情報化を推進するために、

電子町内会に取り組んでいます。 

     電子町内会システムは導入から 10 年以上が経過したことから、現状の利用

状況や課題を踏まえたうえで、更なる活性化と利便性向上を目的として、平成

28年度にシステムの再構築を行いました。 

 

   新システムは、施設予約システムと同様にクラウドサービスとすることで、 

より安全で安定的なサービス提供を目指しています。また、再構築と合わせて、

各町内会のウェブサイトの情報が容易に更新できる仕組みを導入することで、

システム管理の負担軽減と利便性の向上を図っています。  

 

（ウ）おかやま全県統合型 GIS 

岡山県と県内 15市町で共同利用している「おかやま全県統合型 GIS（岡山 

市地図情報システム）」について、平成 28 年 10月にシステム更新を行いまし 

た。新システムでは、オープンデータ公開に利用可能な機能等も追加されてい 

ます。 
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（3）情報化に関する諸課題 

地方公共団体は、法令等に基づき、住民の個人情報や機密情報を多数保有するとと 

もに、他に代替することができない行政サービスを提供しており、その業務の多くが

情報システムやネットワークに大きく依存しています。 

情報化が果たすべき役割がますます拡がる中、庁内の各部署に対するヒアリング等 

の結果から、情報化に関する課題について「地域（市民）における情報化」、「市民と  

行政の接点の情報化」、「行政の情報化」の 3 つの観点により整理しました。 

 

  ア 地域（市民）における情報化 

（ア）地域コミュニティーの充実 

   「岡山の行政・民間の情報を一度に見たい」、「公共のサイトで地域の情報 

も発信したい」という岡山市公式ウェブサイトでは解決できない市民ニーズ 

を背景に、「官民協働型ポータルサイト」を構築し、市民・団体等とともにサ 

イト運営を進めてきました。 

今後は、単なる情報発信に留まらず、さまざまな分野における市民活動を   

連携させ、地域力を発揮するためのきっかけづくりが求められています。 

 

 （イ）地域産業の活性化、住民サービスの向上 

地域産業の活性化、住民サービスの向上などの観点から、オープンデータへ

の関心、期待は高まっています。一方で、岡山市公式ウェブサイトに公開して

いる情報は、紙媒体を意識したものが多く、「どこにデータがあるかわからな

い」、「利用しようとしても手間がかかる」など利活用には様々な課題がありま

す。 

 それらの課題を解決するため、岡山市の保有するデータについて、活用ニー 

ズ、プライバシー情報等の取扱いなどを十分に検討しながら、オープンデータ 

として、積極的に公開していく必要があります。 

 

 （ウ）地域力をいかした安全・安心なまちづくり 

 安全・安心に対する市民意識の高まりから、災害に強いまちづくりが求めら 

れています。また、災害時に無料で利用ができる公衆無線 LAN の整備、迅速・ 

的確な消防救急体制の構築など、地域の防災力の強化が急務となっています。 

更なる防災意識の向上、消防救急体制における諸問題の解決のため、ICTを 

利活用することで、地域力をいかした安全・安心なまちづくりを実現していく 

必要があります。 
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  イ 市民と行政の接点の情報化 

（ア）情報発信力の向上 

市民の行政への理解と信頼を深めるとともに、まちづくりを市民と行政が協

働して進めるためには、時代に即した様々な ICTを活用して市政情報の発信力

を向上させていく必要があります。 

また、継続的なウェブアクセシビリティーの確保・維持・向上を求める総務

省「みんなの公共サイト運用ガイドライン（2016 年版）」に対応し、高齢者や

体の不自由な方を含む誰もが利用しやすいウェブサイトを提供することが求

められています。 

 

（イ）行政サービスの効率化・高度化 

     ICTを活用した業務の効率化を一層進め、コストを抑制しつつ質の高い行政 

サービスを提供していく必要があります。 

インターネットを利用して市民にサービスを提供している市民利用型シス 

テムのうち、電子町内会システムや施設予約システムは平成 28 年度にシステ 

ムの更改、リニューアルを行っており、今後一層の利活用促進を図っていく 

必要があります。 

また、図書館システムについては、ハードウェア、ソフトウェアのサポート 

切れ等に伴いシステム再構築を検討し、更なるサービスの向上に努めていく必 

要があります。 

 

  ウ 行政の情報化 

（ア）情報システム最適化の推進 

  更新時期に近づいた情報システムについては、単なる置き換えだけでなく、 

業務内容や業務フロー等も併せて見直し・検討を行うことにより一層業務の効 

率化を図るとともに、更新によるセキュリティー・信頼性の向上、クラウドサー 

ビスの検討やシステム統合による業務コストの削減、新たなニーズによる機能 

拡充など、様々な側面から全体が最適となるようなシステムの構築を推進して 

いく必要があります。 

 

（イ）情報セキュリティー対策の強化 

  サイバー攻撃が急速に複雑・巧妙化している中、多くの住民情報を扱う自治

体においては重大なリスクが想定されることから、情報セキュリティー対策を

抜本的に強化していく必要があります。 
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平成 27 年 6 月に公表された日本年金機構における情報漏えい事案も教訓と

して、従来型の入口対策のみではなく、侵入を前提とした内部拡散対策、外部

への流出対策など多層防御や、LGWAN が利用可能な情報系ネットワークからイ

ンターネット環境を分割するなど徹底的にリスクを排除していくことが求め

られています。 

 

（ウ）情報ガバナンスの推進 

本市が保有する情報システムは、市民サービスの向上、行政サービスの利便 

性向上等に資するため、真に必要となる情報システムを、経費適正化、費用対 

効果、業務継続計画（BCP）などを検討したうえで導入しています。その一方    

で、ICTの技術進展やサービス拡大により、情報システムの利用形態は「所有 

から利用へ」と急速に変化しています。また、サイバー攻撃や情報漏えい等へ 

のセキュリティー対策などへの対処のため、体制の維持・強化など、より一層 

の情報ガバナンスの充実が求められています。 
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2．前方針の実施状況  

（1）取組みの状況 

前方針のアクションプランの進捗及び今後の方針は一覧表のとおりです。進捗状況 

では当初の計画より遅れたプランもありますが、大きな問題や計画変更もなく、目標

とした計画が概ね実現できたものと評価することができます。なお、一部のアクショ

ンプランについては、新たな課題に対応すべく、前方針のアクションプランを見直し、

情報化指針のアクションプランとして引き続き対応していきます。 

番

号 

前方針の 

アクションプラン名 

進捗 

状況 

今後

の 

方針 

情報化指針

のアクショ

ンプラン 

補足 

1 市公式ウェブサイトの充実 B B ○ 
次期システム調達の方針策定を

行う。 

2 
官民協働型ポータルサイトに

よる情報発信力の強化 
B B ○ 

次期システムの構築に向けた取

組みを行う。 

3 
公害監視テレメータシステム

の再構築 
B A － 運用開始。維持・向上に努める。 

4 オープンデータの推進 B B ○ 
公開対象範囲の拡大、活用方法の

検討を行う。 

5 
ICT利活用による地域コミュニ

ティの充実 
B B ○ 

運用開始。町内会の更なる参加促

進を行う。 

6 社会保障・税番号制度への対応 B C － 
運用開始。国との連携テストを実

施中。 

7 施設予約システムの再構築 B A － 運用開始。維持・向上に努める。 

8 
固定資産台帳管理システムの

構築 
B A － 運用開始。維持向上に努める。 

9 
下水道施設台帳システムを利

用したストックマネジメント 
B C － 

ストックマネージメントの推進

に向けた新たな計画策定検討中。 

10 
ICT利活用による教育の質的向

上 
B B ○ 

ネットワーク最適化事業実施。更

なる教職員負担軽減施策を検討

する。 

11 情報システムの最適化 C B ○ 
更なる統合・最適化を検討中。情

報化指針アクションプランで継

続対応。 

12 ガバナンスの PDCA確立 B B ○ 
「情報システム調達ガイドライ

ン」見直しを実施。情報化指針ア

クションプランで継続対応。 

13 
業務継続計画の推進と情報セ

キュリティの向上 
B B ○ 

業務継続計画の見直しを実施。情

報化指針アクションプランで継

続対応。 

 

 

 

 

 

図 3-1 前方針のアクションプラン進捗状況一覧 

A：計画以上に進められた 

B：計画どおりに進められた 

C：計画より遅れている 

 

A：完了 

B：完了・見直し（前方針期間内の実施内容完了。 

   新たな課題により情報化指針のアクションプ 

   ランとして見直し） 

C：継続（前方針アクションプランを継続） 

D：廃止 

 

【進捗状況基準】 【今後の方針基準】 
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（2）情報化指針のアクションプランへの継続事業 

全 15プランのうち 8プランについては、情報化指針におけるアクションプランと 

して新たに計画を策定し、継続的に取り組んでいくこととしています。 

 

ア 次期システムの検討、再構築：2プラン 

現行システムの課題や問題点を抽出・整理し、次期システムの検討を行います。

一般的に情報システムを継続利用する場合は、ハードウェア／ソフトウェアのサ

ポートやリース期間などライフサイクルを意識しながら計画的に更改していく必

要があります。また、更新時には、必要な条件等が整えば、ASP、SaaS形態への移

行（所有から利用へ）も検討していく必要があります。 

 

イ 施策として継続的に推進：6プラン 

情報発信の充実強化、セキュリティーの向上、BCP 対策、情報システムの最適化

については継続的な取組みとして今後も強力に推進していく必要があり、新たな課

題や指標を設定し、PDCA により推進していきます。 
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第 4 章 基本的な考え方 

1．基本的な考え方について 

現状と課題、及び前方針の実施状況で明らかになった情報化の諸課題を解決するため

に本市が目指すべき基本的な考え方を「基本方針」として取りまとめていきます。 

 

2．基本方針について 

「岡山市第六次総合計画」において示された岡山市が目指すまちづくりを、ICTの

側面から支援するため、前方針を継承しつつ、「情勢の変化」、「国の政策」、「岡山市

の情報化に関する課題」を踏まえ、『ICT を活用した“住みやすく躍動感のある”ま

ちづくり』を全体テーマとして設定しました。また、全体テーマを実現するため、3

つの目標と 5つの基本指針に基づき情報化の推進を図ります。 

また、官民データ活用の推進に関する施策の 5 つの基本的な方針に基づき、官民

データ活用の推進に関する施策を実施します。 

 

 

  

図表 4-1 情報化指針体系図 
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3．目標と基本指針について 

（1）目標 1：情報化推進による地域活性化 

ICT を活用して魅力と活力にあふれるまちづくりを目指します。 

ア 魅力と活力あるまちづくり 

（ア）情報発信力の強化 

・ 多様な市民ニーズに的確に応えるため、民間の創意工夫を活かして、官民 

     にわたるさまざまな情報を集め、その情報を効率的かつ継続的に更新する手  

法を「官民協働型ポータルサイト」として引き続き実現していきます。 

・ さまざまな分野における市民活動を連携させ、地域力を発揮するための 

きっかけづくりの場の提供を進めることで、市民一人ひとりの市民活動への 

参加意欲を高めるとともに、人と人との絆づくりを進めます。 

・ 多くの方が利用しているスマートフォンは、高機能で、利便性が高く、様々  

なアプリが利用できることから、その強みを生かした効果的な情報発信につ

いても進めていきます。 

    ・ 旅行者や市民が観光・災害時にも利用しやすい無線 LAN 環境を実現するた 

め、主要な観光・防災拠点における重点設備箇所（避難所・避難場所に指定 

された学校等を含む。）について、国が平成 28年度に作成した整備計画に基 

づき、無料 Wi-Fi環境の整備について検討を進めていきます。 

 

（イ）オープンデータの推進 

・ 本市が保有する公共データを利用しやすい形で公開を行うオープンデー

タの推進を図ることにより、民間サービスの創出促進、官民協働による賑わ

いのあるまちづくりを目指します。 

 

（ウ）地域コミュニティーの充実 

・ 電子町内会の推進により、特色のある町内会活動等の情報を発信するとと    

 もに、会員相互では、町内会の身近な情報や意見の交換を進めるなど、ICT 

 を活用して市民の情報化、地域コミュニティーの充実を目指します。 

・  電子町内会の管理者等の作業軽減と利便性向上を図るためにウェブサイ

トを容易に更新するためのツール（CMS）を利活用するとともに更なる電子

町内会への加入の促進を図るため、安全で便利な使い方等、講習会の内容・

回数の充実を図ります。 
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イ 安全・安心なまちづくり 

（ア）ICT を活用した安全・安心なまちづくり 

・ 災害対応職員にモバイル端末を配布し、災害現場で災害情報を入力する 

ことで、災害対応の迅速化を図ります。 

・ 滑動崩落の予防対策を進めるために大規模盛土造成地の有無とそれらの安 

全性を確認し、その結果を岡山市公式ウェブサイトや広報紙などにより、 

多くの方に情報提供し、市民の宅地防災に対する理解と防災意識の向上を図 

ります。 

・ ICTの活用により、救急隊が救急現場に滞在する時間を短縮することで、 

救命率の向上を図ります。 

・ 平成 24 年度に導入した通信指令システムの更新整備を行うことで、119 

  番通報受信体制の安定運用を図ります。 

・ 消防情報通信センターと災害現場間における情報通信を高度化・双方向化 

することにより、現場活動における消防力のさらなる向上を目指します。 

・  国が示す整備計画に基づき、観光・防災拠点等における無料 Wi-Fi環境の 

整備について検討していきます。 

・ 地図上に施設情報、防災情報などを表示し、市民に情報提供を行うツールと   

して GIS（地理情報システム）を活用しています。今後、オープンデータの 

推進とあわせて更に積極的な情報公開を進めます。 
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（2）目標 2：行政サービスの利便性向上 

ICT を活用して情報発信力の向上、便利さが実感できる行政サービスの提供を目指 

します。 

ア ICT を活用した業務の効率化・高度化 

 ・ タブレット端末は、更なる業務の効率化、市民サービス向上などの効果的

なツールとしての可能性もあることから、試行的に一部の庁内会議等で導入

し（庁内会議のペーパーレス化）、新たなワークスタイルの検討を進めます。 

 ・ 図書館で予約した資料の受取・貸出・返却を行う公民館の拡充や、不正持

ち出しを防止するための IC タグ採用といった将来の機能拡充を視野に入れ

たシステムを導入することで、適正な蔵書・資料管理を行い、利用者が希望

する蔵書や資料提供をより円滑に提供できるようにします。 

・ 図書館に保管している郷土資料等を電子化し、図書館ウェブサイト上に公  

開することで来館が困難な利用者へのサービス充実を図ります。 

    ・ 教育ネットワークの最適化、校務の情報化等を進めることにより、教職員  

の校務負担の軽減を支援し、子ども一人ひとりと向き合う時間をより多く確  

保できるように取り組んでいきます。 

 

イ ウェブサイトの利便性向上 

・ 岡山市公式ウェブサイトと広報紙などとの連携を強化するとともに、ソー

シャルメディア（facebook や twitter 等）なども活用し、タイムリーな情報

配信と双方的なコミュケーションが図れるよう効果的な情報発信に努めま

す。 

・ 公共機関のウェブアクセシビリティーの指針である「みんなの公共サイト

運用ガイドライン（2016年版）」（総務省）を踏まえ、継続的にウェブアクセ

シビリティーの確保・維持・向上に取り組んでいきます。 
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（3）目標 3：情報ガバナンスの更なる充実 

業務プロセスやシステム構成などを見直し、投資効率の高い情報システムの構築を 

推進します 

ア 情報システム最適化の推進 

（ア）情報ガバナンスの推進 

・ 庁内の情報システムの把握と適切な管理を行うために作成している情報シ 

ステム管理台帳の継続的な見直しや情報システムの調達に係る手順や事務 

処理手続きを標準化した「情報システム調達ガイドライン」の周知・徹底を 

行うことで、情報システムの経費適正化・費用対効果の向上を図ります。 

・ 本市の情報システムやネットワークについて、システム更新時には、構成

の見直しや仮想化、統合による最適化を検討し、システム導入及び運用保守

コストの削減を図ります。 

・ 現状の業務プロセスに視点を置き、ルール、手順等を見直し、最適化して 

いきます。 

 

（イ）情報セキュリティー対策の強化 

・ 自治体の行政運営に重大な影響を与えるリスクが想定されるサイバー攻撃

は、急速に複雑・巧妙化してきており、国が示す「三層の構え」に基づき、

情報セキュリティー対策を抜本的に強化していきます。 

・ 前方針に引き続き、データセンターを活用して、各部署にて個別に導入し

ているハードウェア等を集積し、集中管理することで、セキュリティーの向

上を図っていきます。 

    ・ 情報セキュリティー対策が情報セキュリティーポリシー等の規定に準拠し

ていることやその対策が妥当なものであること等を検証するため、情報セ

キュリティー監査を実施し、PDCA サイクルによる管理を行うことで情報セ

キュリティーレベルの向上を図ります。 

 

（ウ）業務継続計画（BCP）の推進 

情報システムは、平常時からの業務継続の備えがないと、被害を受けてから

の事後的な復旧に多くの時間を要し、市民や企業等に甚大な影響を与えます。

このため、業務継続計画を策定し、PDCA により見直しと訓練を重ねることで、

業務継続に対する取組みを一層進めます。 
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4．官民データ活用の推進に関する施策の基本的な方針と個別施策 

官民データ活用の推進に関する施策については、「手続における情報通信の技術の利

用等に係る取組」、「官民データの容易な利用等に係る取組」、「個人番号カードの普及及

び活用に係る取組」、「利用の機会等の格差の是正に係る取組」及び「情報システムに係

る規格の整備及び互換性の確保等に係る取組」の５つの取組を柱とし、それぞれの柱に

係る基本的な方針及び個別施策は次のとおりとします。  

 

（1） 基本的な方針 

 ア 手続における情報通信の技術の利用等に係る取組 

「すぐ使える」「簡単」「便利」な行政サービスを実現するため、従来の紙文化から脱

却し、官民データ利活用に向けた行政手続等におけるオンライン化の原則、それに伴う

情報システム改革・業務の見直し（BPR）を推進します。併せて、行政手続等における

オンライン化の原則を実現するため、住民や職員等の利用者側におけるオンライン化に

ついても利用を促進します。 

 

イ 官民データの容易な利用等に係る取組 

官民データを様々な主体が容易に活用できるようにするため、「オープンデータ基本

指針（平成 29 年５月 30 日、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民デー

タ活用推進戦略会議決定）」等を踏まえて、本市が保有するデータのオープンデータ化

を推進します。 

 

ウ 個人番号カードの普及及び活用に係る取組 

国はマイナンバーカードの普及に向けては、「持ちたい」と思えるカードにすること

が必要として、その利活用の推進など利便性向上に取り組んでいる（マイナンバーカー

ド利活用推進ロードマップ、経済財政運営と改革取組 2017（平成 29 年６月９日閣議決

定）、未来投資戦略 2017（同））。本市においては、行政サービスにおけるマイナンバー

カードの利用を促進するための具体的な施策を策定し、取り組むことで、行政の事務負

担の軽減及び住民の利便性向上に寄与します。 

 

エ 利用の機会等の格差の是正に係る取組 

地理的な制約、年齢、身体的な条件その他の要因に基づく情報通信技術の利用の機会

又は活用のための能力における格差の是正を図るため、官民データ活用を通じたサービ

スの開発及び提供その他の必要な措置を講じます。 

 

オ 情報システムに係る規格の整備及び互換性の確保等に係る取組 
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行政サービスの利便性の向上や行政運営の効率化を図るため、総合的なデジタル化、

業務の見直し（BPR）や情報システムの改革を推進します。具体的には、情報システム

については、クラウド化を促進することで、情報システムの運用経費削減、セキュリティ

水準の向上、災害時における業務継続性の確保を図る。また、本市内における各種デー

タの標準化を図り、官民でのデータ流通を促進することで、民間の活力を活用した地域

課題の解決に繋げます。 

 

（2） 個別施策 

官民データ活用の推進に関する個別施策は「別添 1 官民データ活用個別施策」のと

おりとします。 
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第 5 章 推進のための環境整備 

1．推進体制 

（1）情報化施策の推進体制 

本市では、情報化施策を総合的かつ計画的に推進するため、岡山市情報化推進委員

会設置規程に基づき、全庁組織である「岡山市情報化推進委員会」を設置し、職場に

おける情報化の推進役として、各局室区主管課長で構成される幹事会、各課等に情報

化推進員を置いています。また、必要に応じて専門部会を設置して、部門横断的で多

様な情報化施策を総合的・一体的に推進する庁内体制を整備することとしています。 

 

 

 

 

 

図表 5-1 情報化推進体制図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各課等に設置
・各課等における情報化推進

委員長：副市長（総務局担当）
副委員長：総務局長
委 員：局長
①情報化施策の総合調整
②情報化関連計画の策定・推進
③その他情報化施策の推進

代表幹事：総務局総務部長
幹 事：局室区主管課長
・各局室の調整

推 進 員

幹 事 会情 報 化 推 進 委 員 会

臨時に設置
・専門的事項の調査研究

専 門 部 会
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（2）情報セキュリティーの推進体制 

情報化の進展に伴い情報セキュリティー対策はますます重要となることから、岡山

市情報セキュリティー推進本部設置規程に基づき、情報セキュリティー対策を組織的

かつ継続的に推進していくため、情報セキュリティー推進本部を設置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 5-2 情報セキュリティー推進体制 

 

 

（3）情報ガバナンスの推進体制 

情報部門（ICT 推進課及び情報システム課）が中心となって、情報ガバナンス・業務

継続計画（BCP）の推進、IT リスク統制等を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

図表 5-3 ガバナンス推進体制図 
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2．進捗管理 

関係部門では、情報化指針に沿ってシステムの構築等、各種情報化施策を順次進め 

ることになりますが、急速な技術進歩の動向や財政状況、国の動向等の環境の変化等 

を見極めながら、情報化指針の変更の要否も含めて継続的に検討しながら進行管理を 

行うことでその実効性を確保します。特に、進歩が著しい新たな技術・ツールなどの 

利活用については、情報収集・研究に努め、市民の立場に立ち、その有効性を検証し 

たうえで導入を検討していきます。 

進捗管理には、計画（Plan）⇒実施（Do）⇒評価（Check）⇒改善（Action）のい 

わゆる PDCA サイクルを確立する仕組みを導入して、実効性を確保します。 

進捗管理の方法については、各事業部門でアクションプラン策定時に、評価基準（年 

次計画、効果指標）を設定します。評価基準に基づき年度末に評価を行い、次年度の

実施内容の見直しを行います。また、アクションプランの大幅な内容変更や新たなア

クションプランが策定された場合には、情報化推進委員会に諮ることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 5-4 計画の進行管理 
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用語集 

本情報化指針内（本編、実行計画（アクションプラン）編含む）に使用される用

語の一覧を用語集としてまとめています。 
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【あ行】 

 アカウント 

インターネット上の様々なサービスやコンピューターにログインするための権利 

のこと。 

     

 アクセシビリティー 

情報やサービス、ソフトウェア等が、どの程度広汎な人に利用可能であるかをあら

わす語。特に、高齢者や障害者等、ハンディーを持つ人にとって、どの程度利用し

やすいかということを意味する。（総務省「平成 28年度情報通信白書」用語解説か

ら） 

 

 アクティブ・ラーニング 

教員による一方向的な講義による教育とは異なり、子供たちの能動的な学習参加 

を取り入れた学習法の総称。 

 

 アプリケーション（アプリ） 

アプリケーションの略。OS 上で作業の目的に応じて使うソフトウェア。スマート

フォンが普及して以降、スマートフォンやタブレット向けに多種多様なアプリが提

供され利用が広がるとともに、「アプリケーション」よりも「アプリ」等の略称が

一般的となっている。（総務省「平成 28年度情報通信白書」用語解説から） 

 

 インターネット 

世界中の各コンピューターを互いに繋げたコンピューターネットワークのこと。 

一般的に「電子メール」や「ウェブサイト」を指す。 

 

 インターネット分離 

マイナンバーによる情報連携に活用されるLGWAN環境のセキュリティー確保に資す

るため、LGWAN を活用する業務用システムと、インターネットの通信経路を分割す

ること。また、両システム間で通信する場合には、ウイルス感染のない無害化通信

を図ることとしている。 

 

 ウイルス 

コンピューターシステムの破壊等を目的としたプログラムのこと。電子ファイル、

電子メール等を介して他のファイルに感染することにより、その機能を発揮する。 

（総務省「平成 28年度情報通信白書」用語解説から） 

 

 ウェアラブルデバイス 

腕や頭部などの身体に装着して利用する ICT 端末のこと。（総務省「平成 28 年度

情報通信白書」用語解説から） 

 

 ウェブサイト 

1 冊の本のように、ひとまとまりに公開されているウェブページの集まりのこと。 
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 オープンデータ 

機械判読に適したデータ形式で、二次利用が可能な利用ルールで公開されたデータ

であり、人手を多くかけずにデータの二次利用を可能とするもののこと。（総務省

「平成 28年度情報通信白書」用語解説から） 

 

 オープンデータカタログサイト 

保有するデータをオープンデータとして利用できる場をつくり、データの提供側・

利用側双方にオープンデータのイメージを分かりやすく示すことを目的とした

ポータルサイトのこと。 

 

 岡山情報ハイウェイ 

岡山県内を高速大容量の光ファイバー網で結んだネットワーク。平成 10 年度から

整備を始め、平成 12年度中に基幹回線はすべて完成し、平成 15年度に高速かつ大

容量化を実現している。 

 

 岡山市第六次総合計画（長期構想、中期計画） 

人口減少社会の到来が見込まれる中、都市の活力を生み出し、さらなる岡山市の発

展を実現するため、「未来へ躍動する桃太郎のまち岡山」を基本目標として策定し

た総合計画。都市づくりの方向性を明らかにする長期構想（計画期間：平成 28 年

～平成 37年度）と、長期構想の実現に向けた施策の具体的展開を示す中期計画（計

画期間：平成 28 年度～平成 32 年度（前期）、平成 33 年度～平成 37 年度（後期））

の 2層で構成。 

 

【か行】 

 

 仮想化 

サーバー機器、ネットワーク機器、回線などシステムを構成する資源を、物理的構

成に拠らず論理的に分割したり、統合したりすること。 

 

 業務継続計画【BCP】 

大規模な災害、事故、事件等で庁舎、職員等に相当の被害を受けても、重要業務を

可能な限り中断させず、たとえ中断してもできるだけ早急に復旧させるために、そ

の対象や目標などを策定する計画のこと。 

 

 クラウドサービス 

インターネット等のブロードバンド回線を経由して、データセンターに蓄積された

コンピューター資源を役務（サービス）として、第三者（利用者）に対して遠隔地

から提供するもの。なお、利用者は役務として提供されるコンピューター資源がい

ずれの場所に存在しているか認知できない場合がある。（総務省「平成 28年度情報

通信白書」用語解説から） 

 

 クラウドシステム 

クラウドサービスを提供するシステムのこと。 
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 グループウェア 

組織や集団の内部での情報共有や、コミュニケーションに利用するソフトウェアの 

こと。グループウェアが有する主な機能としては、電子メール、掲示板、文書管理、 

スケジュール管理、施設管理などとなっている。 

     

 公衆無線 LAN 

店舗や公共の空間などで提供される、無線 LANによるインターネット接続サービ 

ス。（総務省「平成 28年度情報通信白書」用語解説から） 

 

 子育てワンストップサービス 

 マイナポータルで提供されるサービスのひとつ。地方公共団体の子育てに関する 

サービスの検索やオンライン申請ができるもの。 

 

 コンシューマ  

  IT 業界における市場などのカテゴリーの区分のひとつで、一般消費者のこと。 

 

 

【さ行】 

 

 サーバー 

  ネットワーク上でサービスや情報を提供するコンピューター。インターネットでは

ウェブサーバー、DNSサーバー、メールサーバー等があり、ネットワーク上で発生

する様々な業務を、内容に応じて分担し、集中的に処理する。（総務省「平成 28 年

度情報通信白書」用語解説から） 

 

 サイト 

インターネットにおける、ウェブページを蓄積しているコンピューターまたはコン 

ピューターを含むシステム全体を指す。 

 

 サイバー攻撃 

インターネットなどのネットワークなどを介して、標的のコンピューターやネット 

ワークへ不正侵入、データの窃取・破壊、不正プログラムの実行などを行うこと。 

 

 シェアリング・エコノミー 

個人が保有する遊休資産（スキルのような無形のものも含む）をインターネットを 

介して他者も利用きるサービス。（総務省「平成 28年度情報通信白書」用語解説か

ら） 

 

 自治体クラウド 

  自治体が情報システムを自庁舎で管理・運用することに代えて、外部のデータセン 

ターにおいて管理・運用しネットワーク経由で利用することができるようにする取 

組みのこと。 
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 自治体情報セキュリティークラウド 

  都道府県と市区町村が協力してインターネット接続口を集約し、高度なセキュリ 

ティー対策を講じたネットワーク基盤のこと。 

 

 事務プロセス改革（BPR：Business Process Re-engineering） 

プロセスに視点を置き、その組織やルール、手順等の業務全体を全面的に再設計し 

て最適化していくこと。 

 

 住基ネット 

住民の利便性の向上と国及び地方公共団体の行政の合理化に資するため、居住関係

を公証する住民基本台帳をネットワーク化し、全国共通の本人確認ができるシステ

ムのこと。 

     

 住民基本台帳 

氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民票を編成したもので、住民に関

する事務処理の基礎となるもの。 

     

 情報ガバナンス 

組織内の情報化についてのポリシーの確立と推進体制を統括すること。 

 

 ストックマネジメント 

公共施設などの計画的かつ効率的な施設管理を行うこと。 

 

 スマートフォン 

従来の携帯電話端末の有する通信機能等に加え、高度な情報処理機能が備わった携

帯電話端末。従来の携帯電話端末とは異なり、利用者が使いたいアプリケーション

を自由にインストールして利用することが一般的。また、スマートフォンはイン

ターネットの利用を前提としており、携帯電話の無線ネットワーク（3G 回線等）

を通じて音声通信網及びパケット通信網に接続して利用するほか、無線 LAN に接続

して利用することも可能。（総務省「平成 28年度情報通信白書」用語解説から） 

 

 セキュリティーパッチ 

  OS やソフトウェアにセキュリティー上の弱点が発覚したときに、その弱点を修正  

  するために配布される修正プログラムのこと。 

     

 セキュリティーポリシー 

企業や団体等の情報セキュリティーに関する基本方針で、情報の開示やデータ操作、

又はデータの暗号化等、外部からの侵入や機密漏洩等を防止するための方針を定め

たもの。 

 

 ソーシャルプラグイン 

  SNSが自治体や企業のウェブサイトなどに設置できるように提供している機能のこ 

と。 
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 ソーシャルメディア 

ブログ、ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）、動画共有サイトなど、利用

者が情報を発信し、形成していくメディア。利用者同士のつながりを促進する様々

なしかけが用意されており、互いの関係を視覚的に把握できるのが特徴。（総務省

「平成 28年度情報通信白書」用語解説から） 

 

【た行】 

 タブレット 

キーボードがなく画面を指先や専用のペンでタッチして操作するデバイスの中で、 

特に電話機能（通話機能）を持たない機器のこと。スマートフォンと同様に近年普 

及が進んでいる。 

 

 通信指令センター 

119 番通報を通信指令台で受信し、その通報内容から災害点と災害種別を確定させ

た時点で、自動に出動隊を編成して有線や無線を介して指令を送るために必要な通

信機器を含めた設備のこと。 

 

 データセンター 

サーバーを設置するために、高度な安全性等を確保して設計された専用の建物・施

設のこと。サーバーを安定して稼働させるため、無停電電源設備、防火・消火設備、

地震対策設備等を備え、ID カード等による入退室管理などでセキュリティーが確

保されている。（総務省「平成 28年度情報通信白書」用語解説から） 

 

 データベース 

コンピューターなどの情報処理により、大量のデータを集めて、データの追加・削

除・検索をしやすいように整理したもの。 

     

 デジタル教科書 

デジタル機器や情報端末向けの教材のうち、既存の教科書の内容と、それを閲覧す

るためのソフトウェアに加え、編集移動、追加、削除などの基本機能を備えるもの。

（「デジタル教科書教材協議会」ウェブサイトから） 

 

 テレメータ 

遠隔地から伝送された測定データ（電気信号）を計測・記録する装置。 

 

 電子書籍 

書籍の体裁に近い形で、パソコンや携帯情報端末（PDA）、携帯電話などの ICT 機器

で読めるようにしたデジタルコンテンツ。紙媒体の書籍と異なり、音声や動画を掲

載するなど、電子書籍特有の表現を行うことが可能。（総務省「平成 28年度情報通

信白書」用語解説から） 

     

 電話交換局 

電話回線を相互接続し電話網を構成するための交換機群で構成される建物などの
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総称。 

     

 トラヒック 

ネットワーク上を移動する音声や文書、画像等のデジタルデータの情報量のこと。

通信回線の利用状況を調査する目安となる。「トラヒックが増大した」とは、通信

回線を利用するデータ量が増えた状態を指す。（総務省「平成 28年度情報通信白書」

用語解説から） 

 

【な行】 

 

 二要素認証 

システムなどにログインする際に、2 つ以上の要素で認証を行うことでセキュリ

ティーを高める方法。二要素認証は、「ユーザーが知っていること（パスワードな

ど）」、「ユーザーが所持しているもの（スマートフォンや IC カードなど）」、「ユー

ザーの生体情報（指紋や静脈など）」の 3つのうち、2つを組み合わせて認証を行う。 

 

 

【は行】 

 

 ファイルサーバー暗号化 

データ持出対策のため、ファイルサーバーのデータを暗号化する仕組み。データが

暗号化されているため、たとえデータを持ち出されたとしても、内容を閲覧するこ

とができないため、情報の流出を防ぐことができる。 

 

 汎用コンピューター 

企業や団体の基幹業務システム等に使用されている大規模なコンピューター。処理

の多重化による処理性能の向上が図られている。 

 

 光ファイバー 

離れたところに光信号を運ぶための伝送路。情報通信分野のみならず、制御、計測、

光エネルギーなどの幅広い分野で実用化されている。 

 

 

 ビッグデータ 

利用者が急激に拡大しているソーシャルメディア内のテキストデータ、携帯電話・

スマートフォンに組み込まれた GPS（全地球測位システム）から発生する位置情報、

時々刻々と生成されるセンサーデータなど、ボリュームが膨大であると共に、構造

が複雑化することで、従来の技術では管理や処理が困難なデータ群。（総務省「平

成 28年度情報通信白書」用語解説から） 

 

 プロジェクト管理 

与えられた目標や計画を成功裏に完了させることを目指して活動すること。計画を
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構成する各活動の人材、費用、設備、スケジュールなどをバランスよく調整し、全

体の進捗管理を行うことも含まれる。 

    

 ページビュー 

ウェブサイトの特定のウェブページが開かれた回数。ウェブサイトがどのくらい閲

覧されているかを測定するための一般的な指標となる。 
   

 ヘルプデスク 

顧客（市民）、または社員（職員）など内外からの問い合わせに対し、製品の使用

方法やトラブル時の対処法、クレーム処理などを一括して受付し対応する部門。 

     

 ポータルサイト 

インターネットに接続した際に最初にアクセスするウェブページ。分野別に情報を

整理しリンク先が表示されている。（総務省「平成 28年度情報通信白書」用語解説

から） 

 

 ホームページ 

厳密には「ウェブサイトの先頭ページ」を指す。ウェブサイトに接続したときに、

最初に表示されるページのこと。2つ、3つめのページの様に個々のページは「ウェ

ブページ」と言う。 

 

 ホームページビルダー 

  株式会社ジャストシステムが開発・販売しているアプリケーションソフトで、ウェ

ブサイトを構築するために必要なプログラム言語の知識がなくても、ウェブサイト

を作成することができる。 

   

 

【ま行】 

 

 マイナポータル 

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

必要なお知らせ情報等を自宅のパソコン等から確認できるものとして整備するも

の。（総務省ウェブサイトから） 

 

 マイナンバー 

国民一人ひとりに付番される個人番号のこと。 

 

 

 

 マイナンバーカード 

本人の申請により交付され、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な身分 

証明書として利用でき、また、様々な行政サービスを受けることができるようにな 
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る IC カードのこと。（総務省ウェブサイトから） 

 

 マルウェア 

malicious software の短縮された語。コンピューターウイルスのような有害なソ

フトウェアの総称。（総務省「平成 28年度情報通信白書」用語解説から） 

 

 ミドルウェア 

ソフトウェアの種類の１つで、OS とアプリケーションソフトの中間的な処理・動

作を行うソフトウェアのこと。 

 

 メール無害化 

外部からのメールについて、「添付ファイルの無害化」、「メール本文のテキスト化・

リンク無効化」などの処理を行うことで、メール自体の無害化を行うもの。 

 

 モバイル 

  移動中でも使用が可能なコンピューターのこと。 

 

【や行】 

 

 ユーザビリティー 

 一般的に、システムやウェブサイトなどの操作性や使いやすさを示すもの。 

     

 ユニークユーザー 

  特定の期間（1日、1週間、1か月、1年など）にウェブサイトにアクセスした人の 

数。 

   

【ら行】 

 

 

【わ行】 

 ワイヤレス 

  通信線が不要な方法・方式のこと。代表的な通信方法として、電波・赤外線・音波 

などがある。 

 

 

【英字（A～Z）】 

 

 AI（Artificial Intelligence） 

学習・推論・判断といった人間の知能のもつ機能を備えたシステムのこと。 

 

 ASP（Application Service Provider） 

ビジネス用アプリケーションソフトをインターネットを通じて顧客に提供する事

業者（総務省「平成 28年度情報通信白書」用語解説から） 
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 BCP（business continuity plan） 

何らかの障害が発生した場合に重要な業務が中断しないこと、または業務が中断し

た場合でも目標とした復旧時間内に事業が再開できるようにするための対応策な

どを定めた包括的な行動計画。（総務省「平成 28年度情報通信白書」用語解説から） 

 

 CMS（Contents Management System） 

コンテンツを構成するテキストや画像、レイアウト情報などを一元的に保存・管理

し、ウェブサイトを構築したり編集したりするソフトウェアのこと。 

 

 CS型（クライアントサーバー型） 

  クライアントとサーバーを分離するコンピューターネットワークのソフトウェア

モデル。クライアントにアプリケーションなどをインストールし、サーバーに直接

アクセスするシステムのこと。 

     

 ESD（Education for Sustainable Development: 持続可能な開発のための教育） 

将来の世代を含む誰もが安心して暮らせる社会をめざして、環境、経済、社会など

様々な問題を自分の事としてとらえ、あらゆる世代で学び合い、よりよい地域づく

りに取り組む人の輪を広げ、未来のことを考え行動する人づくりの取組みのこと。 

 

 EUC（エンドユーザーコンピューティング） 

  自治体や企業などで情報システムを利用して現場で業務を行う職員やエンドユー 

ザ部門が自らシステム構築やソフトウェア開発、運用・管理に携わること。 

 

 e御意見番機能 

 電子町内会システムを構成する機能のひとつで、電子町内会からアンケートを取る 

ための機能。 

 

 e交流機能 

 電子町内会システムを構成する機能のひとつで、電子掲示板やメール一斉送信を行 

うための機能。 

 

 Facebook（フェイスブック） 

インターネット上で、人と人とのつながりを促進・サポートし、相互交流の場を提

供する会員制サービス（SNS）の一種。友達や同僚、同級生、近所の人たちと実名

で交流が出来る。アメリカの学生向けのサービスとして始まり、後に一般に開放さ

れたもの。 

 

 FAQ（Frequently Asked Questions） 

よくある質問とその回答を集めたもののこと。 
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 FTP（File Transfer Protocol） 

  インターネットなどのネットワークでファイルを転送するために使われる通信上

の約束事の一部。FTP サーバー、FTP クライアントの二種類のソフトウェアを使っ

て、両者の間でファイルを送受信することができる。 

   

 GIS（Geographic Information System） 

コンピューター上で様々な地理空間情報を重ね合わせて表示するためのシステム。 

 

 Google+ 

Googleが運営する SNS。Twitterの公開性、Facebook の限定公開機能の両方を併せ

持つ特徴のあるサービスとなっている。 

     

 Google カレンダー 

  Google が提供する無料の時間管理ウェブアプリケーション。利用には Googleアカ 

ウントを取得する必要がある。 

     

 HMD（Head Mount Display） 

頭部に装着するディスプレー装置。ウェアラブル端末のひとつで、SmartGlass と

も呼ばれる。ディスプレー方式として、外の様子をみることができない「非透過型」、

ディスプレーを通して外の様子を見ることができる「ビデオ透過型」、ディスプレー

装置が半分だけあるものや、片目のみにあり、外の様子が見ることができる「光学

透過型」などがある。 

 

 ICタグ 

タグやシールなど様々な形状のものに IC チップと小型のアンテナを埋め込み、そ

こに記憶された情報を電波によって直接触れずに読み取る電子装置の一種。 

 

 ICT（Information and Communication Technology ） 

多くの場合「情報通信技術」と和訳され、IT の「情報」に加えて「コミュニケー

ション」（共有）が具体的に表現されている。情報の共有化という点において、ICT

は IT に比べて一層ユビキタス社会に合致した表現とされている。 

 

 ICT ガバナンス 

導入した情報システムの効果が出ているか、役に立っているか、適切な費用となっ 

ているか、安全・安定稼働しているかを組織的にチェックし、適正化していく取組 

み。 

 

 ICカード 

  情報の記録や演算をするために IC チップを組み込んだカード。 
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 ICチップ 

  特定の機能を実現するために、多数の素子をまとめた集積回路のこと。 

 

 IoT（Internet of Things） 

「モノのインターネット」と呼ばれる。自動車、家電、ロボット、施設などあらゆ

るモノがインターネットにつながり、情報のやり取りをすることで、モノのデータ

化やそれに基づく自動化等が進展し、新たな付加価値を生み出す。（総務省「平成

28年度情報通信白書」用語解説から） 

 

 IP（Internet Protocol） 

複数の通信ネットワークを相互に接続し、データを中継・伝送して一つのネット

ワークにすることができる通信規約（プロトコル）の一つ。  

     

 IT（Information Technology） 

一般には、情報技術のことを指す言葉であるが、コンピューターやデータ通信に関

する技術のことを総称的に表す語である。 

 

 JIS（Japanese Industrial Standards：日本工業規格） 

日本の工業製品に関する規格や測定法などが定められた日本の規格のこと。工業標

準化法に基づき、経済産業省に設置されている審議会である日本興業標準調査会に

よって定められている。 

    

 LGWAN（Local Government Wide Area Network） 

地方公共団体を相互に接続する行政専用のネットワーク。 

 

 LTE（Long Term Evolution） 

高速データ通信を実現する移動体通信の規格であり、第 3 世代移動通信システム

を高度化したもの。3.9G とも呼ばれる。LTE の後継規格には LTE-Advanced があ

る。（総務省「平成 28年度情報通信白書」用語解説から） 

 

 NAS（Network Attached Storage） 

  コンピューターネットワークに直接接続し、コンピューターなどからネットワーク 

を経由してアクセスできる補助記憶装置。 

 

 MNO（Mobile Network Operator） 

移動通信サービスを提供する電気通信事業を営む者であって、当該移動通信サービ

スに係る無線局を自ら開設又は運用している者。（総務省「平成 28年度情報通信白

書」用語解説から） 
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 OS（Operating System） 

    「基本ソフトウェア」とも呼ばれ、キーボード入力や画面出力等の入出力機能、ディ 

スクやメモリーの管理など、多くのアプリケーションソフトが共通して利用する基 

本的な機能を提供し、コンピューターシステム全体を管理するソフトウェア。（総 

務省「平成 28年度情報通信白書」用語解説から） 

   

 PDCA 

事業活動における生産管理や品質管理などの業務を円滑に進める手法の一つ。 

①Plan（計画）→ ②Do（実行）→ ③Check（評価）→ ④Act（改善）を繰り返す

ことによって、業務を継続的に改善させることを目的としている。なお、PDCA は 

Plan・Do・Check・Action のそれぞれの頭文字を並べた言葉である。 

 

 RPA（Robotic Process Automation） 

ロボティック・プロセス・オートメーションの略語で、デスクワーク（主に定型作

業）を、パソコンの中にあるソフトウェア型のロボットが代行・自動化する。 

 

 SaaS（Software as a Service） 

ネットワークを通じて、アプリケーションソフトの機能を顧客の必要に応じて提供

する仕組み。（総務省「平成 28年度情報通信白書」用語解説から） 

 

 SmartBand 

SmartWatch の一種で、スマートフォンなどの連携した通信ができる一方、健康管 

理などの機能に特化している特徴がある 

 

 SmartGlass 

GPS などのさまざまなセンサーやカメラ、マイクなどを搭載したメガネ型ウェアラ 

ブルデバイス。 

   

 SmartWatch 

  手首に装着できる腕時計型ウェアラブルデバイス。時計のほかに、アプリケーショ 

  ンを実行したり、スマートフォンなどと連携して通信できるといった特徴がある。 

   

 SNS（Social Networking Service） 

インターネット上で友人を紹介しあって、個人間の交流を支援するサービス（サイ

ト）。誰でも参加できるものと、友人からの紹介がないと参加できないものがある。

会員は自身のプロフィール、日記、知人・友人関係等を、ネット全体、会員全体、

特定のグループ、コミュニティー等を選択の上公開できるほか、SNS 上での知人・

友人等の日記、投稿等を閲覧したり、コメントしたり、メッセージを送ったりする

ことができる。プラグイン等の技術により情報共有や交流を促進する機能を提供し

たり、API 公開により連携するアプリケーション開発を可能にしたものもある。（総

務省「平成 28年度情報通信白書」用語解説から） 
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 TCO（Total Cost of Ownership） 

コンピューターシステムにおいて、導入時の初期費用だけでなく、機器の保守費、

システムを運用するための人件費などすべての費用総計を表すもの。 

 

 Twitter（ツイッター） 

個々のユーザーが「ツイート」（tweet）と呼ばれる 140 文字以内の「つぶやき」を

投稿し、そのユーザーをフォローしているユーザーが閲覧できるサービス。タイム

ラインと呼ばれる自分のページには自分の投稿と自分がフォローしているユー

ザーの投稿が時系列順に表示される。（総務省「平成 28 年度情報通信白書」用語解

説から） 

 

 USB メモリー 

フラッシュメモリーを内蔵した小型の外部記憶装置(ストレージ)。コンピューター

やタブレットなどの USB端子に差し込んで使用する。 

     

 VLAN（Virtual LAN） 

  ネットワークにおいて、物理的な接続形態とは独立して、仮想的な LAN を作る技術。 

  ネットワークの用途によって、物理的な場所にこだわらず、論理的にネットワーク 

を分割することができる。 

    

 VPN（Virtual Private Network） 

  ネットワークに接続している利用者の間に、仮想的に通信トンネルを構成したプラ 

イベートなネットワークのこと。通信経路を認証や暗号化により保護することで、 

VPN を使用しないネットワークと比較し、セキュリティーを高めることができる。 

 

 Wi-Fi（ワイファイ） 

無線 LAN の標準規格である「IEEE 802.11a/b/g/n/ac」の消費者への認知を深める

ため、業界団体の WECA（現：Wi-Fi Alliance）が名付けたブランド名。（総務省「平

成 28年度情報通信白書」用語解説に加筆） 

 

 YouTube 

動画ファイルを閲覧したり、アップロードしたりできる動画コンテンツ共有サイト。 
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