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【Ｈ16 合併に伴う電算システム統合の検討】 

住民サービスに支障をきたさないことを最重要課題として検討を行っています。 

市町村合併に伴う情報システム統合の１１のポイント 

１．首長から担当者まで「情報システム統合が最重要課題である」ことを理解する。  

２．限られた時間で効率的な作業を行う必要があることを理解する。  

３．意思決定の所在及びプロセスを明確にする。  

４．予算措置を確実に行う。  

５．情報システム面からみた統合時期を判断する。  

６．アプリケーションのプライオリティ（優先度）を検討する。  

７．安全かつ確実な統合方針を決定する。  

８．情報システム開発時の機能拡張は、極力抑制する。  

９．情報システム統合に伴う効果を把握する。  

１０．個人情報保護及びシステム統合作業の透明性に配慮する。  

１１．電子自治体の動向を注視する。  

 

住民サービスに支障をきたさないことを最重要課題として、安全かつ確実な統合方針

を決定し、限られた時間で効率的な以降作業を行う必要があることから、移行作業期間

が長く取れる、平成 18 年 1 月 1 日を合併期日として、電算システム統合スケジュー

ル案（図表 3.1.2-12）を決定しています。 

 

図表 3.1.2-11 電算システム統合スケジュール案（合併期日Ｈ18 年 1 月 1日で予定） 
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平成 17 年度 

【Ｈ17 レガシーシステム1刷新の検討】 

現行の汎用機（富士通ＧＳ８３００）は、平成１２年１０月からのリース期間が平成

１８年９月で完了するため、電子自治体や地域情報化等のＩＴを活用した住民サービス

の向上を推進するために高度情報化に適応したシステムへの移行やサーバを利用した

Ｗｅｂシステムへの刷新について検討を開始しています。 

 

図表 3.1.2-12 レガシーシステムの刷新（移行前の汎用機システムの構成図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
1
 「レガシーシステム」 メインフレーム（汎用機などとも呼ばれる大型コンピュータ）を使った旧式の大規模システ

ムを意味します。一般的に見て、レガシーシステムは信頼性／安定性に優れ、メーカーの手厚いサポートが受けられる

などの利点があり、政府／地方自治体の基幹システムにおいて数多く採用されてきました。 

 しかし、OS（基本ソフト）がメーカーの独自製品であるため、多くのメーカーが共用している Windows や Linux

などを使用した「オープン・システム」に比べてコストが高いという欠点もあります。また、レガシーシステムは中身

を詳しく知っている開発元のメーカーしか扱えないために、システム開発を受注したメーカーが稼働後の保守やプログ

ラム変更も長期間に渡って独占的に請け負うケースが多いのです。 
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OS やプラットフォーム2環境、今後求められるシステムのあり方などによって、下

の図のようなさまざまなマシグレーション3（移行）方法があるため、庁内の検討委員

会（芦屋町地域情報化推進審議会）で慎重な検討を行っています。 

 

図表 3.1.2-13 レガシーシステムの刷新（移行方法の検討） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 18 年度 

【Ｈ18 芦屋町地域情報化基本計画の計画期間の見直し】 

財政状況の悪化等の理由により、平成 14 年 3 月に策定した芦屋町地域情報化基本

計画の実施期間を見直しました。見直し計画期間は、平成 14 年度から平成 18 年度ま

での期間を平成 14 年度から平成 22 年度までの期間延長を行っています。 

 

【Ｈ18 人事・給与システムの更新】 

 クライアント・サーバ方式により導入していた人事・給与システムを法改正等のソフ

トウェアの更新が容易なＡＳＰ4型の人事・給与システムへ更新を行っています。 

 

                                                  
2 「プラットフォーム」 あるソフトウェアやハードウェアを動作させるために必要な、基盤となるハードウェアやOS、

ミドルウェアなどのこと。また、それらの組み合わせや設定、環境などの総体を指すこともある。 
3 「マイグレーション」 プログラムやデータの移行・変換作業。特に、OS などの環境が異なるシステムへの移行を

指すことが多い。企業の基幹システムなどを新しいプラットフォームに交換するという意味合いも含まれる。 

 
4 「ＡＳＰ」 【Application Service Provider】（アプリケーションサービスプロバイダ）ビジネス用のアプリケーシ

ョンソフトを、インターネットを通じて顧客にレンタルする事業者のこと。ユーザは Web ブラウザなどを通じて、ASP

の保有するサーバにインストールされたアプリケーションソフトを利用する。 
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【Ｈ18 レガシーシステム刷新（汎用機システムからＷｅｂシステムへ】 

汎用機（ホスト5）のリース

期間満了に伴い、現在の汎用機

を利用した基幹系システムを

刷新し、電子自治体を推進する

ためにＷｅｂ版の次世代情報

化システム展開基盤を整備す

るとともに、現在よりも少ない

経費で行政サービスの向上を

図るために、平成 18 年度（第

一次移行作業）と平成 19 年度

（第二次移行作業）の 2 ヵ年で汎用機システムからＷｅｂシステムへの移行を実施し

ています。 

ホスト系のシステムからＷｅｂ系のシステムに刷新することを機会に各種業務を行

うためのソフトは標準パッケージ6化されたものを利用することになり、独自開発した

バッチシステムや芦屋町仕様というものを一切無くして、いままで必要としていたカス

タマイズ費用を削減ができます。 

 Ｗｅｂ系のシステムは入力補助機能や画面遷移数が減少するなど、窓口での職員の操

作時間が減少するため、住民の待機時間が減少し住民サービスが向上します。 

最新の情報技術を活用したＷｅｂ版の次世代情報化システム展開共通基盤を整備す

ることによって、将来予定しているオープン化や共同利用、アウトソーシングの際に、

他のシステムとシームレスな連携が可能です。 

ホスト系からＷｅｂ系のシステムに刷新されることにより、今までのシステムの運用

管理が情報化担当部門への集中から業務担当部門への分散へとシフトすることにより、

業務担当部門での業務改革（業務改善）が進展し、さらに、電子受付・申請等のシステ

ムを導入すれば、ワンストップサービス7が提供できる窓口係の創設など住民サービス

向上を目的とした組織改革も可能となります。 

 

                                                  
5 「ホストコンピュータ」 ネットワークの中心となる大型のコンピュータで、その高い処理能力で各種サービス(たと

えば電子メールの送信、受信など)に必要な処理のほとんどを行う。単にホストと略して呼ばれることが多く、むしろそ

のほうが一般的。  
6 「パッケージソフト」 店頭で販売されているソフトウェア製品、または、出来合いの市販ソフトウェア製品のこと。

企業の業務用システムなどで出来合いのソフトウェア製品を購入・利用する場合などに使う語である。システム開発会

社などに依頼して自社業務に合わせて開発してもらう「オーダーメイドソフト」などと対比する文脈で使われる。 
7 一度の手続きで、必要とする関連作業をすべて完了させられるように設計された行政サービス。行政改革の一環とし

て、行政手続きの電子化や広域連携によって、手続き回数を減少させ、コスト削減と利便性の向上を図る構想のこと。

例えば、住民票の移動に際して、転出の届出と転入の届出とを同時に行えるようにする、などといったものである。ま

た、窓口だけでなくパソコンや情報端末からの手続きを可能にすることも目指している。 

図表 3.1.2-14 レガシーシステム刷新フェーズ 
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図表 3.1.2-15 総合行政パッケージシステム導入スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図表 3.1.2-16 総合行政パッケージシステム構成図（案） 
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平成 19 年度 

【Ｈ19 第二次電算システム移行作業】 

 平成 19 年度当初から、図表 3.1.2-19 にある機器を電算サーバ室に導入、第一次移

行作業により準備された移行データをもとに、旧汎用機システムからＷｅｂシステム8

への移行作業を行い、平成 19 年 10 月より新システムが本稼動されています。 

 

図表 3.1.2-17 総合行政パッケージシステム機器構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
8 「Ｗｅｂシステム」 Web の技術を利用して構築されたアプリケーションソフトを利用したシステムのこと。利用者

は操作する Web ブラウザや専用のクライアントソフトなどを用いて Web サーバにアクセスし、必要なデータの処理や

転送を指示する。技術的には、通信プロトコルに HTTP を、データの表現に HTML や XML を用いるアプリケーショ

ンソフトの総称。Web の特徴としてソフトウェアの実体はサーバ側で管理され、ユーザは必要に応じてそれにアクセス

する形になるため、多くの Web アプリケーションは Web サービスであるとも言える。 
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 平成 23 年 1 月現在で、総合行政パッケージシステムのうち、住民票ほか 24 業務

が稼動中です。※パッケージ外システムとして給食費や交通共済等の業務もあります。 

 

図表 3.1.2-18 総合行政パッケージシステム（業務選択画面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｈ19 財務会計システム1の更新】 

 クライアント・サーバシステム

による財務会計システムからＷ

ｅｂシステム（ＷｅｂページやＷ

ｅｂブラウザを使ったシステム）

に更新を行っています。 

 

 

 

                                                  
1 「財務会計システム」 企業会計のうち、企業の外部関係者に公開する財務会計に関するデータを主に扱い、その報

告書である財務諸表を作成するシステムである。 

財務会計システムの主な機能として、「伝票入力機能」、「決算機能」、「帳票出力機能」の 3 つが挙げられる。まず、「伝

票入力機能」では、売掛帳、買掛帳、現金出納帳などを入力できたり、各拠点で入力したデータを本部で集計・管理し

たりすることができる。次に「決算機能」では、損益計算書、貸借対照表、キャッシュ・フロー計算書やその他決算時

に必要なデータを、伝票入力で入力されたデータなどをもとに作成することができる。「帳票出力機能」では、伝票デー

タや決算機能などで作成された損益計算書などのデータを見やすいフォーマットで印刷できる機能である。 
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平成 20 年度 

【Ｈ20 １人１台パソコンの更新】 

平成 13 年度から平成 16 年度までの 4 年間で、職員１人 1 台配備したパソコンの

内 16 年度配備分 11 台を除いたパソコンが、耐用年数 5 年を経過するため、旧１人

１台パソコン（ノートパソコン）をメンテナンスの容易なデスクトップパソコンに更新

しています。（本庁関係 133 台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｈ20 ファイルサーバ2の更新】 

役場内の情報（文書データや表データ）の共有とデータ一括管理のために導入している

ファイルサーバの機器更新を実施しています。 

 

図表 3.1.2-19 ファイルサーバシステムの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                                                  
2 「ファイルサーバ」 自身の管理している記憶装置をネットワーク上の他のコンピュータと共有し、外部から利用で

きるようにするコンピュータ。ファイルサーバ上にあるファイルは(許可されていれば)誰でも他のコンピュータから読

みこんだり書きこんだりできるため、データの一括管理が可能になる。 

ファイルサーバの導入によりコンピュータ間でのファイル移動の煩雑さが解消され、また個々のコンピュータに保存さ

れているファイルの整合をとる必要もなくなる。ネットワークに接続されていれば、他人が途中まで編集したデータに

その場で手を加えて完成させる、といったことも可能になる。 

 

※ファイルサーバ内に課ごとに管理利用

できるフォルダを設定し、データを格納。
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平成 21 年度 

【Ｈ21 図書館システムの更新】 

平成 12 年度に整備された図書館システムを更新し、蔵書検索が簡単に行えるなど、誰

もが使いやすいシステムとなっています。（生涯学習課） 
 

図表 3.1.2-20 芦屋町図書館ホームページのトップページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｈ21 第２次情報化基本計画策定のための情報化アンケート実施】 

 第２次の情報化基本計画策定の基礎資料となる住民情報化アンケート及び職員情報

化アンケートを実施しました。アンケート結果等の内容については、3 章 2 節「芦屋

町情報の課題」で説明いたします。また、平成 22 年度において、町内の企業・団体の

状況を調査するため、企業・団体情報化アンケートを追加実施しています。 

※下グラフは、住民情報化アンケートの回収率です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートの回収状況およびその属性については、以下の通りである。 
１－１ アンケート回収率（アンケート発送者 1200 人中） 

情報化アンケート回収率

回答者数,
549人,【46%】

未回答者数,
644人,【53%】

宛先不明, 7人,【1%】
回答者数

未回答者数

宛先不明
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【Ｈ21 議会ライブ中継の試行】 

 平成１４年３月に策定した「芦屋町地域情報化基本計画（以下「基本計画」と略）」

の基本理念である「住民サービスの質的向上、新たな住民サービスの提供、住民参加型

行政の実現」を推進するために、平成１６年２

月に「地域イントラネット基盤整備事業」によ

り町内光ネットワーク及び各種のサービスシス

テムを整備しました。そのシステムのうち役場

庁舎内と町内各学校に整備した遠隔授業用ＴＶ

会議システム（カメラとプラズマＴＶ等）を活

用し、基本計画の５つの基本方針のひとつであ

る「住民参加型行政を目指した情報システムの

構築」を図るための事業のうち「新しい技術を利用した議会情報の公開」を推進するた

めに「議会中継（試行）」を平成 21 年 6 月定例議会より実施しています。 

 

図表 3.1.2-21 芦屋町議会ライブ中継（試行）のイメージ図 
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【Ｈ21 電算システムの共同利用の検討】 

 芦屋町と遠賀町の電算システムの共同利用について、平成２０年１１月より１年間か

けてその費用対効果等を検討した結果、平成 22 年 2 月 8 日に「芦屋町・遠賀町電算

システム共同利用基本協定書」を締結し、平成２２年度１０月より基幹系業務システム

の共同利用及び共同運用を実施しています 

 

電算システムの共同利用の概要 

 電算システムの共同利用の第一ステップとして、遠賀町の基幹系業務システムの更新

にあわせて、平成２２年度１０月より、遠賀町の基幹系業務システムに係るサーバ機器

等を芦屋町庁舎４階の電算サーバ室内に設置し、芦屋町と遠賀町を町間ネットワーク

（光ファイバ伝送路）で結び、芦屋町所有の高速ラインプリンタ、裁断機、圧着機など

の周辺機器を共同利用・共同負担することにより、経費の縮減を図ります。 

 また現在、基幹系業務システム運用のために、業務委託契約により派遣されている業

務ＳＥ（芦屋町２名、遠賀町１．２５名）のシステム運用体制を、業務ＳＥ３名で両町

の基幹系業務システムを共同運用する体制に再構築し、運用の効率化を図ります。 

 
図表 3.1.2-22 芦屋町・遠賀町の電算システム共同利用イメージ図 
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【Ｈ21 基幹系ＡＤ3サーバの再構築】 

 基幹系のネットワーク上に存在するサーバ、クライアント、プリンタなどのハードウ

ェア資源や、それらを使用するユーザの属性、アクセス権などの情報を一元管理するた

めのサーバを再構築しています。 

※芦屋町の庁舎内ネットワークは基幹系と情報系の 2 系統に分かれています。 

 

図表 3.1.2-23 一般的なＡＤサーバのしくみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 22 年度 

【Ｈ22 情報系ＡＤサーバの再構築】 

 情報系のネットワーク上に存在するサーバ、クライアント、プリンタなどのハードウ

ェア資源や、それらを使用するユーザの属性、アクセス権などの情報を一元管理するた

めのサーバを再構築しています。 

 

【Ｈ22 グループウェアの再構築】 

 グループウェアシステムのサーバ等のハードが耐用年数を経過し、システムの中断な

どの障害が頻繁に発生していることと、さらに職員の生産性を上げるためにグループウ

ェア検討会を立上げ、グループウェアを再構築しています。 

グループウェア（Groupware）とは、企業など組織内のコンピューターネットワー

クを活用した情報共有のためのシステムソフトウェアです。ネットワークに接続された

コンピュータ（のユーザー）同士で情報の交換や共有ができるようになっており、業務

の効率化を目指したものです。一般的に組織の外部からはアクセスできません。 

                                                  
3
「ＡＤ」 Active Directory 【アクティブディレクトリ】 Windows 2000 に搭載されているディレクトリサービ

ス。ネットワーク上に存在するサーバ、クライアント、プリンタなどのハードウェア資源や、それらを使用するユーザ

の属性、アクセス権などの情報を一元管理することができる。これまで Windows NT は、これらの資源の管理を「ド

メイン」と呼ばれる単位で行ってきたが、複数のドメインを相互運用する場合には、いちいちお互いに信頼関係を結ば

なければならず、大規模なネットワークの管理には向かなかった。Active Directory を利用すれば、ドメインや資源に

階層構造を設けて管理することができるため、ネットワークの規模が大きくなっても容易に管理できる。 
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様々な機能が一つのシステムに統合されており、それらが有機的に結合しながらユーザ

にサービスを提供します。 

近年では、インターネット・イントラネットの技術向上に伴い、ウェブブラウザ を

使用したシステムが主流になっている。このタイプはクライアント側が専用ソフトを必

要としないため、ホストのみ設置すれば良く、初期投資が低く抑えられ、クライアント

のオペレーティングシステム (OS) を選ばないという利点がある。 提供方法は、オン

プレミス型（情報システムを利用するに当たり、自社管理下にある設備に機材を設置し、

ソフトウェアを配備・運用する形態のこと。）が中心だったが、現在は SaaS 型の普及

が浸透し始めています。 

 

グループウェアが有する主な機能は以下の通りである。 

・電子メール機能  

・電子メールの送受信、読み書きを行える（相手が読んだかどうかも表示される）  

・電子掲示板（BBS）機能  

・ライブラリ機能（ドキュメント共有機能）  

・情報ファイル、仕様書、画像データなどを登録し、メンバー間で共有できる  

・スケジュール管理機能  

・個人のスケジュール管理のみでなく、メンバーのスケジュールを共有し、会議室予約

備品貸出機能も併せ持つ  

・ワークフローシステム（電子決裁）機能  

システム内で企画書や報告書などの起案－決裁ができる仕組み  

これらはメンバーや組織ごとに利用できる範囲を設定することができる。（例：同じ

課のメンバーのスケジュールは閲覧できるが、他の課のメンバーのものは閲覧できない。

各課から集まったプロジェクト専用の電子掲示板・ライブラリを設置する。など） 

 

図表 3.1.2-24 一般的なグループウェアの導入効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ｈ22 第２次情報化基本計画（本計画書）策定】 

 旧情報化計画（芦屋町地域情報化基本計画）が計画期間満了を迎えるため、本計画（第

２次情報化基本計画：計画期間平成 23 年度から平成 33 年度）を策定しています。 
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3.1.3 旧計画の情報化施策と振り返り 

3.1.3.1 旧計画の概要 

芦屋町における地域情報化への取組は、平成 14 年 3 月に策定した「芦屋町地域情

報化基本計画」（以下旧計画）から始まっています。旧計画は「第４次芦屋町総合振興

計画」の示すとおり「ＩＴ（情報通信技術）の進展によってもたらされる住民ニーズへ

の対応」の視点と、「行政運営」の課題である「効率的な作業とコスト削減を図るため

の庁内 OA 化推進」の方針として策定しています。 

計画策定の経緯として、「ＩＴの進展とはなにか」「ＩＴがわたしたちの生活にいかな

る影響をもたらすのか」また「ＩＴを利用して、より一層の住民サービス向上を図るに

はどうしたら良いのか」について検討を重ねています。 

旧計画は、住民意識やライフスタイルの多様化への対応として「ＩＴ」を活用した新

たな施策を行うための基本方針となるものです。住民サービスの質的向上、新たな住民

サービスの提供、住民参加型行政の実現のために、住民ニーズに適合した「情報通信シ

ステムの構築」を行うこととしています。 

芦屋町では、地域情報化の計画を策定する指針として、以下の５つの基本方針を設け、

これらの視点より取り組む施策を定めています。 

 

１．庁内情報システムの整備と職員の情報リテラシー（処理能力）の向上 

 電子政府、電子自治体などに対応し、ＩＴ時代の新しい住民サービスの提供をするた

めの庁内情報システムの整備を行います。 また芦屋町の職員が、情報化社会によって

新たに生まれる住民ニーズに対応できる知識を持ち、地域の情報化のリーダーとして活

動できるようになるための資質を高める施策を行います。 

  

２．住民参加型行政の実現を目指した情報システムの構築 

 ＩＴを活用し、住民参加型の行政や新たな住民サービスの提供が行えるようなシステ

ムを構築します。 

 

３．地域住民の情報リテラシー向上のための啓発、教育、支援 

 地域住民が、ＩＴ時代に生活していくうえで必要となる知識習得と、情報通信機器を

容易に利用できる環境の整備を行います。 

 

４．デジタル・デバイド1発生の抑制 

 ＩＴがもたらす利益が拡大する反面、何らかの理由により情報通信機器が利用できな

い住民に対して、その不利益の発生が 小限になるための施策を行います。 

                                                  
1 デジタル・デバイド 【digital divide】パソコンやインターネットなどの情報技術(IT)を使いこなせる者と使いこなせ

ない者の間に生じる、待遇や貧富、機会の格差。個人間の格差の他に、国家間、地域間の格差を指す場合もある。 

若者や高学歴者、高所得者などが情報技術を活用してますます高収入や雇用を手にする一方、コンピュータを使いこな

せない高齢者や貧困のため情報機器を入手できない人々は、より一層困難な状況に追い込まれる。いわば、情報技術が

社会的な格差を拡大、固定化する現象がデジタル・デバイドである。 
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５．情報化社会に対応できる町内の社会基盤（インフラ）の整備 

 ＩＴを利用するうえで、一番の基本となる高速通信回線を地域内に整備します。 

 以上の 5 つの基本方針に基づく施策を実施することで、「第４次芦屋町総合振興計画」

の示す「歴史を守り 海と緑を活かし 人が育つまち」という将来像を実現するための

目標の一つである「みんなでつくる開かれたまちをめざして」を達成するために、いろ

いろな地域情報化事業を実施しています。 

 

3.1.3.2 旧計画の情報化施策と振り返り 

【旧計画で計画された事業】 

1．職員や住民がＩＴを利用する力を養い、環境を整備します（平成 14 年度） 

平成 14 年度はＩＴを利用する力を養い、ＩＴ導入の環境を整備します。 

職員に対しては、パソコン研修などのＩＴ関連研修を充実させ、現在すでに導入済み

の各種システム（グループウェアなど）の利用拡大を図っていきます。 

また、ＩＴの利用促進をより効果的に行えるように、ＩＴリーダー（仮称）の育成を

行います。ＩＴリーダーは、ＩＴ利用の拡大に合わせて重要な課題となるセキュリティ

に関する知識習得も行います。 

住民に対しては、従来行ってきたＩＴ講習会をその内容および開催頻度などを見直し

て、より住民ニーズに対応できるものとして継続していきます。 

 

平成 14 年度に取り組む事業として、以下の４事業を計上。 

・情報通信機器を使用するしくみの整備 

  → ○文書作成・表計算ソフトの利用促進（紙→電子へ）  

・ＩＴリーダーの育成    → ○町民・職員合同でＩＴリーダー育成研修会実施 

・ＩＴの高度化研修     → ○情報化担当部門職員が県ＩＴ高度化研修に参加 

・パソコン教室の開催    → ○教育委員会が主催するパソコン教室実施（中） 

 

2．職員や住民がＩＴを日常的に使いこなす環境を整備します（平成 15 年度） 

平成 15 年度は、ＩＴを日常的に使いこなす環境を整備します 

職員１人に 1 台のパソコンを貸与し、庁内でのＩＴ利用環境を整備します。 

この環境を利用して庁内文書および紙文書で行っている決裁を電子化します。 

文書と決裁の電子化は、現在、国県が推進している LGWAN（総合行政ネットワー

ク）において、平成 15 年度より開始される行政文書の電子化に対応するものでもあり

ます。 

また、平成 16 年度より町内の公共施設を中心として行う各種住民サービスに向けて、

町内の公共施設間を高速回線で結ぶ事業にも取り組みます。同時に、公共施設などにパ

ソコンを設置し、町職員が、設置したパソコンの操作指導ができる環境を整備します。 
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平成 15 年度に取り組む事業として、以下の 7事業を計上。 

・庁内ネットワーク網の整備 → ○全庁ＬＡＮの整備を実施（冗長化・二重化） 

・情報通信機器の整備    → ○１人１台パソコンの整備を実施 

・文書管理システム     → ×ＬＧＷＡＮ文書の送受信開始に合わせて検討 

・電子決裁システム     → ×財務システム導入に合わせて検討課題 

・地域内のパソコン設置   → ○地域イントラネット整備（Ｈ16 年度）で実施 

・町職員によるパソコン相談 → ×地域イントラネット整備での検討課題 

・町内のインフラ整備    → ○地域イントラネット整備で実施 

 

3．ＩＴを利用した新しい住民サービスを実施します（平成 16 年度） 

平成 16 年度はＩＴを利用した新しい住民サービスを実施します。住民に向けた新し

い行政サービスを、町ホームページの機能を拡充することにより開始します。 

 

図表 3.1.3-1 町ホームページのトップページ（ＣＭＳ2型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、新しいサービスをより効果的に利用できるために、公共施設へのパソコン設置

を充実します。新しい住民サービスが利用できない人に対しては、町職員によるパソコ

ン相談の体制充実を行います。 

パソコン操作の代行サービスについても試験的に取り組みを開始します。 

 平成 15 年度に整備を開始した町内ネットワークを利用した学習支援についても、本

年度に取り組みます。 

                                                  
2 ＣＭＳ 【Contents Management System】（コンテンツマネジメントシステム）Web 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、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。

広義には、デジタルコンテンツの管理を行うシステムの総称。 
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なお平成 15 年度に運用を開始した庁内の各業務システムは、本年度より各システム

間のデータ連携がとれるようにその機能を拡充します。 

 

平成 16 年度に取り組む事業として、以下の 9事業を計上。 

・行政情報提供システム   → ○地域イントラネット整備で町ホームページ開設 

・総合福祉情報提供システム → △総合福祉システムの導入実施 

・施設予約管理システム   → ○地域イントラネット整備で実施（停止中） 

・総合電子窓口システム   → ×基幹系システム再構築時の検討課題 

・地域内のパソコン設置   → ○地域イントラネット整備で図書館等へ設置 

・町職員によるパソコン相談 → ×地域イントラネット整備での検討課題 

・パソコン操作代行サービス → ×未実施（試験的） 

・学習支援システム     → ×未実施 

・庶務事務システム     → ×地域イントラネット整備で導入検討 

 

4.より高度な情報通信技術を利用した住民サービスの拡充（平成 17、18 年度） 

平成 17 年度及び 18 年度には、IT はより高度になり、新しい技術を利用した住民サ

ービスを展開します。 

庁内文書の電子化を受けて、電子による情報公開のしくみの確立や、新しい技術を利

用した議会情報の公開を行います。 

また、政府が平成 17 年からの開始を予定している「電子申請3」「電子交付」に対応

できる環境の整備を行います。より高度なＩＴ利用として、地図の電子化や日常の住民

の声などを貴重な情報として蓄積していくしくみを確立します。 

 

図表 3.1.3-2 電子申請のしくみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
3 「電子申請」 現在紙によって行われている申請や届出などの行政手続を、インターネットを利用して自宅や会社の

パソコンを使って行えるようにするものです。 
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パソコン操作の代行サービスについては、試験的な運用から実用の段階へと進めます。 

なお、現在稼動中の人事給与システムと財務会計システムの機能拡大は、他のシステ

ムとの連携を考慮しながら順次整備を行い、平成 17 年度までに完了することを目指し

ます。 

 

平成 17 年度および 18 年度に取り組む事業として、以下の 7 事業を計上。 

・情報公開支援システム    → ×未実施 

・議会中継システム      → △Ｈ21 年 6 月より試行 

・議事録検索システム     → △Ｈ22 年度より表計算ソフトを利用した 
簡易検索を議会事務局で実施 

・電子申請、電子交付システム → ×Ｈ22 年度各課へ導入効果の調査を実施したが 

費用対効果が低かったため未実施 

・地図情報システム4     → △担当課の一部で各種地図の電子化を実施 
 （図表 3.1.3-3） 

・問合せ情報管理システム   → △地域イントラネット整備の際に、住民からの 

問合せ～回答までを一元管理し、迅速な対応と
住民側での問題解決支援するシステムを導入 

・パソコン操作の代行サービス → ×未実施（民間事業者でサービス提供普及） 

 

図表 3.1.3-3 統合型ＧＩＳのしくみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
4 「地図情報システム」 別名：地理情報システム GIS 行政事務を行ううえで必要とされるさまざまな地図が管理さ

れています。これらの地図は、その作成が法で義務づけられたものや、意思決定を行う場合、また説明を行う場合など

に極めて重要な役割を果たすものが多く存在します。地図情報システムでは、これらの地図を電子化して一元的に管理

することで、常に 新の情報を入手できるような環境を整備するものです。地図を一元管理することにより、業務の効

率化と転記作業や複製作業を大幅に削減し、かかるコストを抑制します。 
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財政状況の悪化等の理由により、平成 18 年度において、平成 14 年度から平成 18

年度までの計画期間を平成 14 年度から平成 22 年度まで延長しています。 

 
 計画された事業数 27 事業  －  実施 15 事業  ＝  残 12 事業 
 

【評価：事業未実施】 

  実施できなかった理由等 

① 計画策定時と実施時における住民ニーズ等が大きく変化した。 

② 計上していた事業が、実施計画の段階で調査したら、費用対効果が低かった。 

 ③ 計画策定後、急激な財政の悪化から事業の実施が難しくなった。 

 ④ 当初の計画期間内（Ｈ14～Ｈ18）に遠賀郡 4 町の合併が検討されたため、実

施が予定されていた事業が一時凍結（延期）された。 

 

【評価：実施事業について】 

今回、住民情報化アンケートで「芦屋町地域イントラネット整備事業」について調査

したところ、下記グラフにあるように、サービス自体、あまり知られておらず、サービ

スを知っていても実際に利用したことのある方は約３分の１～６分の１程となってい

ます。 

 

★住民情報化アンケート（Ｈ21 年度実施） 

  ５－１ 地域イントラネットのサービスについて（アンケート回答 549 人中） 
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【公共施設間の光ファイバー伝送路敷設後の効果について】 

 芦屋町でのＩＳＤＮ（128Kbps）からブロードバンドと言われるＡＤＳＬ（電話局

→利用者方向(下り)の通信速度は 1.5～約 50Mbps）へのインターネット接続回線の

普及は、基地局（ＮＴＴ収容ビル）が町の中心部にあったため、芦屋町地域イントラ整

備事業前に町内の多くの世帯で普及していました。 

 ＦＴＴＨ（光ファイバーによる家庭向けのデータ通信サービス）についても、町内一

部の地域で普及し始めていましたが、接続を申し込んだ世帯のいる地域に、一定数の申

し込みがある場合でも数ヶ月程度かかる状況になっています。 

 しかし、ブロードバンド事業者が所有しているブロードバンドの基線が、遠賀川を越

えるために芦屋橋やなみかけ大橋を通っていたことに加え、地域イントラ整備事業によ

り公共施設間を接続する民間光ファイバーを利用したことで、事業者間のブロードバン

ド普及に刺激を与えて、接続までの期間等が短縮され、FTTH への切り替える世帯が

増えています。 

（※福岡ＦＴＴＨアクセス普及率 Ｈ17 年 3 月 5.4％→Ｈ22 年 9 月 34.6％） 

 

 また、それまで民間の回線サービスを利用して本庁ＬＡＮに接続していた公共施設間

の回線を、イントラ事業による自設の光ファイバー回線に切り替えたため、年間 2,000

千円以上かかっていた回線費用が縮減されています。 

 

図表 3.1.3-4 ブロードバンド普及状況（Ｈ20） 
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【効果がでなかった理由等】 

全体的には、提供サービスの周知不足、サービスを利用する住民の方々が利便性、効

率性、活力を感じることができなかったため、利用者が少なかったと思われます。 

① 提供サービスが住民ニーズとかけ離れていた。（施設空き情報） 

② 利用する住民が限られていた。（映像提供、キオスク） 

 ③ 利用するためのスキルが不足していた。（ＴＶ会議） 

 ④ 住民が求める 新のコンテンツ5を提供できなかった。（映像・行政情報提供） 

 

 ※現在、ＴＶ会議システムは遠隔授業のほか、議会ライブ中継（試行）にも 

  活用しています。 

 
 キオスク、プラズマＴＶ（映像提供）  ＴＶ会議システムを使った学校での 
 を使った行政情報提供システム     遠隔授業 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 ホームページを使った行政情報提供   芦屋町施設空き検索システム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
5 コンテンツ 【contents】 内容、中身という意味の英単語。メディアが記録・伝送し、人間が観賞するひとまとま

りの情報、すなわち、映像や画像、音楽、文章、あるいはそれらの組み合わせを意味することが多い。具体的には、ニ

ュース、小説、映画、テレビ番組、歌、ビデオゲーム、マンガ、アニメなど。デジタルデータ化されたものをデジタル

コンテンツという。 
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BCP（事業継続計画）Business Continuity Plan 
 
「BCP（Business Continuity Plan：事業継続計画）」は、企業などの組織におけるリスクマネジメ

ントの一部であり、災害や情報システムのトラブルに対し事業を形成する業務プロセスや資産を的確に守
るための計画のことを指します。行政の場合は「業務継続計画」とも呼ばれます。 

企業や政府機関などの組織は、災害や事故で被害を受けても、重要業務が中断しないことや、中断して
も可能な限り短い期間で業務を再開することが求められています。このような事業継続のためには、BCP
を策定し、バックアップシステムやオフィスの確保、即応した要員の確保、迅速な安否の確認といった具
体的対応を事前に計画しておくことが重要となります。 

2005 年頃から、政府では、企業や政府機関における BCP の普及に向けて、様々なガイドラインの整
備を進めています。策定された主なガイドラインには、以下のようなものがあります 

●事業継続計画策定ガイドライン（2005 年 3 月公表） 
●事業継続ガイドライン 第一版（2005 年 5 月公表） 
●中央省庁業務継続ガイドライン 第 1 版（2007 年 6 月公表） 
●地方公共団体における ICT 部門の業務継続計画（BCP）策定に関するガイドライン 
（2008 年 8 月公表） 
総務省が主催した「電子自治体の推進に関する懇談会セキュリティワーキンググループ」での検討内容

をもとに策定されました。地方公共団体の情報システムに障害が発生した場合の業務の中断防止や早期復
旧を目的としており、BCP 策定の手引きが整理されています。なお、このガイドラインは ICT 部門にお
ける業務継続計画を策定することを目的としていますが、「本来、全庁的に実施するのが望ましく」とし
ています。 

地方公共団体における BCP の策定状況をみると、2008 年 7 月に実施された全国の都道府県、市区
町村を対象とした BCP の策定状況に関する調査（「情報システムに関する業務継続計画の策定状況の調
査結果」総務省）において、「業務継続計画を策定している」と回答した自治体は、都道府県で 6.4％(3
団体)、市区町村で 2.3％(41 団体)にとどまっています（図 1）。 

 
≪都道府県≫ 3 団体：静岡県、徳島県、福岡県 
 
≪市区町村≫ 41 団体：北海道留萌市、北海道湧別町、岩手県大船渡市、茨城県稲敷市、茨城県八千

代町、栃木県二宮町、群馬県太田市、埼玉県さいたま市、埼玉県蕨市、埼玉県三芳町、埼玉県川島町、千
葉県市川市、千葉県佐倉市、千葉県流山市、千葉県四街道市、東京都中央区、東京都日野市、東京都東村
山市、東京都狛江市、東京都瑞穂町、神奈川県藤沢市、石川県志賀町、長野県諏訪市、岐阜県各務原市、
岐阜県下呂市、愛知県岡崎市、愛知県大府市、三重県いなべ市、京都府亀岡市、大阪府豊中市、大阪府岬
町、兵庫県西宮市、島根県邑南町、岡山県津山市、広島県広島市、福岡県久留米市、福岡県新宮町、福岡
県岡垣町、佐賀県神埼市、鹿児島県姶良町、沖縄県宮古島市 
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