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第 1 章 計画の趣旨 

 

 2000 年初めに行われた情報化戦略の推進以降、インターネットをはじめとする ICT*1の進

展は目覚ましく、スマートフォンやタブレット等の情報通信機器の普及とともに、インタ

ーネットを介して情報を入手し、コミュニケーションを取る機会が増加しました。特に東

日本大震災時には、携帯電話を使用した安否確認や、被害状況や復旧状況の情報収集を行

う等、携帯電話という情報ネットワークが無くてはならない存在になっていることを痛感

した方も多かったのではないでしょうか。今や ICT は、社会経済に対する変化だけでなく、

私たちの日常生活にも大きな変化をもたらし、ライフスタイル自体が変わろうとしていま

す。 

 一方、行政では国主導の電子行政戦略に基づき、電子自治体の実現に向けた施策の推進

に努めてきました。平成 25 年に閣議決定された新しい情報化戦略である「世界 先端 IT

国家創造宣言」では、「公共サービスがワンストップで誰でもどこでもいつでも受けられる

ように、国民利用者の視点に立った電子行政サービスの実現と行政改革への貢献」が戦略

の柱のひとつとされ、今後はより一層の行政事務の情報化、情報ネットワークを介した住

民サービスの提供に向けた取り組みが急務となっています。 

柴田町における情報化対策としては、平成 13 年度に「柴田町情報化推進計画」を策定し

て以降、3 期 14 年にわたって行政事務のシステム化、町内の情報通信基盤整備、情報化に

よる住民サービスの向上や業務の効率化等を通して地域の情報化に取り組んできました。 

 本計画である「第 4 次柴田町情報化計画」では、第 3 次計画に引き続き地域の情報化を

進めるとともに、国や県の新たな政策に対応しながら、ICT を有効に活用し、効率的で質の

高い行政サービスを提供するための情報化施策の方向性を示します。 

 

 

 

 

  

                                                  
*1 ICT（Information and Communication Technology） 
情報処理および情報通信、コンピュータやネットワークに関連する諸分野における技術・産業・設備・サービス等の総

称。IT（Information Technology）とほぼ同義語であり、IT に替わる語として用いられている。 
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第 2 章 情報化の現状 

１．国の情報化政策 

 2000 年頃、日本の国際競争力は他国に比べ遅れを取っている状態にあり、その原因の一

つが情報化技術への対応不十分にあると考えられていました。この状況を打破すべく、政

府は「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（IT 基本法）」を制定し、さらに内閣に「高

度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（IT 戦略本部）」を設置して国の IT 戦略の基本

方針を掲げるとともに、情報通信技術の推進に取り組んできました。 

IT 戦略本部は、2001 年に「2005 年までに世界 先端の IT 国家になる」ことを目標に掲

げた「e-Japan 戦略」を発表し、ブロードバンド回線*2の普及等、インフラ面や技術面での

戦略を中心に進めました。第 2期の「e-Japan 戦略Ⅱ」（2003 年）で、「e-Japan 戦略」にお

ける「インフラ基盤整備」から「IT の利活用」へと重点戦略の方針を変更して以降、「IT

新改革戦略」（2006 年）、「i-Japan 戦略 2015」（2009 年）、「新たな情報通信技術戦略」（2009

年）とそれぞれの戦略において、IT・ICT をどう活用するべきかを中心とした政策を推進し

てきました。さらに、2013 年には「世界 先端 IT 国家創造宣言」を発表し、2020 年まで

に「世界 高水準の IT 利活用社会を実現する」ことを目標に掲げ、①革新的な新産業・新

サービスの創出と全産業の成長を促進する社会の実現、②健康で安心して快適に生活でき

る、世界一安全で災害に強い社会、③公共サービスがワンストップで誰でもどこでもいつ

でも受けられる社会の実現の 3つを目指すべき社会の姿として、IT・ICT の利活用に取組む

こととしています。 

 一方、これら国の戦略と並行して、総務省では地方公共団体における電子自治体に向け

た指針として、2014 年に「電子自治体の取組みを加速するための 10 の指針」を発表し、目

指すべき電子自治体の姿や、取組むべき課題についての具体的施策を示しています。 

                                                  
*2 ブロードバンド回線 
光ファイバー、DSL、ケーブルインターネットをはじめとした高速・超高速通信を可能とする回線のこと。 



 

図 1 電子政府

図 2 I
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（１）世界最先端 IT 国家創造宣言 

「世界 先端 IT 国家創造宣言」では、2020 年までに世界 高水準の IT 利活用社会

の実現とその成果を国際展開することを目標として、以下の 3 項目を柱とし、目指す

べき社会・姿を明らかにし、実現に向けた取り組みを策定しています。 

 

①革新的な新産業・新サービスの創出と全産業の成長を促進する社会 

 オープンデータ*3・ビッグデータ*4の活用の促進 

 IT を活用した日本の農業・周辺産業の高度化・知識産業化と国際展開 

 起業家精神の創発とオープンイノベーション*5の推進等 

 IT・データを活用した地域（離島を含む。）の活性化 

 次世代放送サービスの実現による映像産業分野の新事業創出、国際競争力の強化 

 東京オリンピック・パラリンピック等の機会を捉えた 先端の IT 利活用による

「おもてなし」の発信 

 

②健康で安心して快適に生活できる、世界一安全で災害に強い社会 

 適切な地域医療・介護等の提供、健康増進等を通じた健康長寿社会の実現 

 世界一安全で災害に強い社会の実現 

 家庭や地域における効率的・安定的なエネルギーマネジメントの実現 

 世界で も安全で環境にやさしく経済的な道路交通社会の実現 

 雇用形態の多様化とワーク・ライフ・バランス（「仕事と生活の調和」）の実現 

 

③公共サービスがワンストップで誰でもどこでもいつでも受けられる社会 

 利便性の高い電子行政サービスの提供 

 国・地方を通じた行政情報システムの改革 

 政府における IT ガバナンスの強化 

 

  

                                                  
*3 オープンデータ 
行政が保有するデータであり、二次利用が可能な形で公開し、社会が効果的に利用できる新たな価値の創造が期待され

ている。 
*4 ビッグデータ 
巨大なデータ群を解析することにより、利用者のニーズに即したサービスの提供、業務運営の効率化や新産業の創出が

期待されている。 
*5 オープンイノベーション 
分野や業態を超え、自社の技術に固執せず、第三者の技術を取り入れることで革新的なビジネスモデルや革新的な研究

成果、製品開発につなげる方法。 
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（２）電子自治体の取組みを加速するための 10 の指針 

多様な住民ニーズへ対応するため、地方公共団体においても ICT を活用した様々な

取り組みが期待されています。また、電子自治体への取り組みは、行政の効率化や経

費の削減に対する期待も高く、行政改革の中でも重要な位置を占めると考えられてい

ます。さらに、平成 25 年 5 月には、「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（番号法）」が成立し、地方公共団体ではこれに適切に対応

した情報システムの整備や活用が求められる状況にあります。 

期待されている電子自治体の取り組みを加速させるべく、平成 26 年 3 月に総務省か

ら「電子自治体の取組みを加速するための 10 の指針」が発表されました。指針は、上

述した「世界 先端 IT 国家創造宣言」と「番号制度*6」の両方を踏まえつつ、以下の

指針から構成されており、電子自治体の推進を図ろうと計画されています。 

 

第一節 番号制度導入に併せた自治体クラウド導入の取組み加速 

 指針１ 番号制度の導入に併せた自治体クラウドの導入 

 指針２ 大規模な地方公共団体における既存システムのオープン化・クラウド化 

等の徹底 

 指針３ 都道府県による域内市町村の自治体クラウドの取組み加速 

 指針４ 地域の実情に応じた自治体クラウド実施体制の選択及び自治体クラウド

導入を見据えた人材育成・確保 

 指針５ パッケージシステムの機能等と照合した業務フローの棚卸し・業務標準

化によるシステムカスタマイズの抑制 

 指針６ 明確な SLA*7の締結、中間標準レイアウトの活用等による 適な調達手法

の検討 

第二節 ICT 利活用による住民利便性の向上 

 指針７ オープンデータの推進に向けて、地方公共団体が保有するデータに対す

るニーズの精査及び推進体制の整備 

 指針８ ICT 利活用による更なる住民満足度向上の実現 

第三節 電子自治体推進のための体制整備 

 指針９ CISO*8機能の明確化等、情報セキュリティに関する人材・体制の強化 

 指針１０ チェックリストを活用した強力な PDCA*9の構築  

                                                  
*6 番号制度・マイナンバー 
社会保障・税番号制度の通称であり、国民一人ひとりに番号を割り振り、社会保障や税務等の行政事務の効率性・透明

性を高める制度。 
*7 SLA（Service Level Agreement） 
サービスの品質に対する利用者側の要求水準と提供者側の運営ルールを明文化したもの。 

*8 CISO（Chief Information Security Officer） 
情報セキュリティについて執行権限を持つ 高担当役員のこと。 

*9 PDCA（Plan-Do-Check-Act） 
計画(P)、実行(D)、評価(C)、改善(A)の順に計画を遂行し、その結果を次の計画に生かしながら継続的な改善を行う手法。 
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（１）みやぎ ICT 推進プラン（2014～2016） 

 基本目標 

「ICT でつなぐ復興への力～より安全・安心で豊かな宮城の実現～」 

・社会・経済・産業・教育等あらゆる分野において、年齢や性別、国籍、障がいの

有無等に関係なく、必要な情報や知識を自由に受発信しながら快適さ・便利さ及

び安全・安心を実感できる、活力ある地域社会づくりを目指します。 

・情報サービス関連産業の振興をはじめとする地域経済基盤の活性化を図ります。 

・すべての ICT を利活用した復興への取り組みを有効に進めるため、県民が適切に

情報を収集・評価し、活用する力の向上を目指します。 

 

 重点目標 

①安全・安心なくらし 

防災、防犯、交通安全、環境、医療、県土保全等、県民生活に密接に関係する

情報を迅速かつ正確に提供するとともに、情報セキュリティ意識の普及・啓発に

より、県民だれもが安全・安心に暮らせる環境を構築します。 

②快適・便利なくらし 

高速大容量通信基盤の整備を促進するとともに、ICT を利活用した各方面の取り

組みを支援するほか、県政情報の発信や行政手続きのオンライン化を充実させる

ことで、県民だれもが快適・便利に暮らせる環境を構築します。 

③活力ある豊かな地域 

先端技術に関する本県の強みを生かした情報サービス関連産業の集積、新市

場獲得及び次世代を担う産業人材育成に加え、ICT による経営革新や情報連携によ

り県内産業の競争力強化を推進するとともに、地域住民の活動の活性化を促し、

活力ある豊かな地域を構築します。 

④情報活用力の向上 

復興への取り組みを有効に推進するため、すべての県民が、それぞれの活動に

おいて情報サービスを使いこなし、人々のつながりの中で豊かさを享受できるよ

う、適切に情報を収集・評価し、活用する力の向上を推進します。 

⑤行政運営の 適化 

本県の復興・再生にあたって、これまで構築してきた電子自治体がさらに有効

に機能するよう、スリムで費用対効果が高く、真に県民ニーズを考慮した 適な

行政運営を推進します。 
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３．柴田町における情報化の取組み 

町政情報の提供と行政事務のシステム化、町内の情報通信基盤の整備を目的とした「柴

田町情報化推進計画」を平成 13 年度に策定して以降、3期 14 年にわたり、情報化による住

民サービスの向上や業務の効率化を目的とした情報化施策を展開してきました。 

前計画である「第 3 次柴田町情報化計画（平成 23 年度から４ヵ年計画）」では、特に下

記の事項についての施策を実施しました。 

 

①情報システムの適正化及び効率化並びに高度な情報セキュリティの維持を図るため、情

報システムの管理運営について「柴田町情報システムの管理運営に関する規程」を策定

しています。 

 

②災害時における情報システムの早期復旧を実現し、行政サービスの長期間停止を防ぐた

め、「柴田町の主要情報システムにおける業務継続計画」を策定し、情報システムの継続

性の確保に取り組んでいます。 

 

③住民への迅速な情報伝達を行うため、メール配信サービスを行っています。さらに、「宮

城県総合防災情報システム（MIDORI）」や「全国瞬時警報システム（J-ALERT）」の防災情

報システムを整備し、防災関連情報の配信手段の拡充を図っています。 

 

④情報システム導入（機器の調達、業務委託、保守契約等を含む）に係る手続きを標準化

し、情報システムの調達から運用・保守における費用対効果の向上を図るため、「柴田町

情報システム調達ガイドライン」を策定しています。 

 

⑤住民情報システムの更新に伴い、従来の業務手順等を見直し、業務の効率化を図ってい

ます。また、業務手順や内容を見直すことにより、住民情報システムのパッケージカス

タマイズを 小限に抑え、導入コストの削減に取り組みました。 
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これまでの主な情報化の取組み 

 

年度 取組み状況 

平成 

13 
「柴田町情報化推進計画」の策定 

14 「柴田町行政情報ネットワークシステムの管理及び運営に関する規程」の施行 

柴田町ホームページリニューアル 

15 「行政情報セキュリティポリシー」の制定 

地域イントラネット*10基盤施設整備事業（総務省交付金事業）の実施 

e まちづくり事業（総務省交付金事業）の実施 

総合行政ネットワークへの接続開始 

公的個人認証サービスを開始 

住民基本台帳ネットワークへの接続開始 

16 「IT 創作プラザ」の創設（しばたの郷土館） 

仙南地域の情報サイト「Shibata-Index」の開設 

ネットワーク配信コンテンツ活用推進事業（文部科学省統括事業）の実施 

17 住宅地図システムの導入 

18 「第 2次柴田町情報化計画」の策定 

介護保険システムの導入 

宮城県総合防災情報システムへの接続 

19 滞納管理システムの導入 

議会会議録のホームページの公開 

緊急情報ネットワークシステムの導入 

ネットワーク配信教育コンテンツシステムの導入 

CMS 導入による柴田町ホームページリニューアル 

20 戸籍システムの導入 

小中学校の生徒用情報学習機器の入替（8校） 

21 小中学校の生徒用情報学習機器の入替（1校） 

22 図書館管理システムの導入 

小中学校校務用パソコンの導入 

小中学校電子黒板や地上デジタル放送対応テレビの設置 

地上デジタル放送難視対策実施 

「第 3次柴田町情報化計画」の策定 

                                                  
*10 地域イントラネット 
地域の教育、行政、福祉、医療、防災等の高速化を図るため、学校、図書館、公民館、市役所等を高速・超高速で接続

する地域公共ネットワーク。 
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年度 取組み状況 

23 「柴田町情報システムの管理運営に関する規程」の策定 

「柴田町の主要情報システムにおける業務継続計画」の策定 

メール配信サービス開始 

24 「柴田町情報システム調達ガイドライン」の策定 

25 職員事務用パソコンの入替 

26 戸籍システムの入替 

小中学校の生徒用情報学習機器の入替（9校） 

住民情報システムの更新 

健康管理システムの導入 
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第 3 章 計画策定の基本方針 

 

１．基本方針 

 「第 5次柴田町総合計画」の後期基本計画に掲げる、まちの将来像「みんなで育てる 笑

顔輝く 元気なまち」の実現に向け、ICT を活用することにより、住民生活がより豊かにな

ることを目的とします。 

 本計画では、本町の現状と課題を踏まえ、①ICT による行政サービスの向上、②ICT を活

用した生活環境の充実、③行政事務の効率化と環境整備、の 3 つの方針を骨組みとし、方

針ごとに具体的な施策を掲げて取り組みます。 

 

①ICT による行政サービスの向上 

生涯学習・観光・窓口業務等の分野において ICT を活用し、提供する情報の更なる

充実、情報配信機会の拡充を図り、行政サービスの向上を図ります。また、行政手続

きのオンライン化、番号法に基づく申請手続きの簡略化等を進め、誰もが快適で利便

性の高い生活の実現を目指します。 

 

②ICT を活用した生活環境の充実 

子育て・教育・防災・防犯・健康づくり等の生活環境に関わる分野で ICT を活用し、

情報提供の充実、コミュニケーション機会の拡充に取り組みます。また、子育てから

健康づくりといったライフステージに合わせた情報提供、大規模災害時の情報提供等、

その時々に必要な情報の提供に努めます。 

 

③行政事務の効率化と環境整備 

これまで、災害時の業務継続体制の整備及び情報保護を目的としたセキュリティポ

リシーを策定し、個人情報を取り扱う者としての体制整備を進めてきました。本計画

では、上記の業務継続体制とセキュリティポリシーの内容を見直し、現状に即した内

容に改定することで対策の水準を高めます。 

また、新しい情報通信技術を取り入れ、業務の効率化を図るとともに、既存情報シ

ステムの運営経費や、新規のシステム導入に関わる調達費用の適正化に努めます。 
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２．計画期間 

第 4次柴田町情報化計画は、「第 5次柴田町総合計画」の後期基本計画にあわせて、平成

27 年度から平成 30 年度までの 4年間とします。 
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第 4 章 情報化の施策 

１．ICT による行政サービスの向上 

施策 1－1 生涯学習・文化に関する情報化の推進（生涯学習課） 

【方向性】 

 情報技術の急速な発展、少子・高齢化による社会や経済の急激な変化に対応するために

は、様々な年代の多様な目的に合わせた学び、そしてその環境づくり等、生涯を通じた学

習機会の提供が必要となっています。 

ICT の活用により、生涯学習講座やスポーツイベントの情報提供、図書館の利便性向上に

努め、生涯学習環境の整備を図ります。 

 

【施策内容】 

 生涯学習情報の提供（継続） 

町民が生涯学習やスポーツ活動等を通して積極的に交流が図れるよう、各生涯学習セ

ンターや公民館、しばたの郷土館等で行われる講演会・講習会、文化・スポーツのイベ

ント情報をホームページに掲載し、交流の機会を広めます。 

 

 図書館情報システムの機能拡張（継続） 

現在のインターネットを介した蔵書検索機能に貸出予約機能を拡張し、自宅のパソコ

ンや携帯電話からの貸出予約を可能とすることで、図書館サービスの向上を図ります。 

 

 （新）図書館における生涯学習環境の整備 

新設図書館では、地域住民が資料検索や電子化された情報を閲覧できる環境を整備す

る等、生涯学習に取り組むことができる環境を整備します。また、ICT を活用したレファ

レンスサービス*11等を検討し、利用しやすく開かれた施設を目指します。 

 

【スケジュール】 

 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

生涯学習情報の提供（継続） 実施    

図書館情報ｼｽﾃﾑの貸出予約（継続） 方針検討 導入   

新設図書館での学習環境整備 調査検討    

 

  

                                                  
*11 レファレンスサービス 
図書館利用者が学習・研究・調査を目的として必要な情報・資料などを求めた際に、図書館員が情報そのものあるいは

そのために必要とされる資料を検索・提供・回答するサービス。 
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施策 1－2 観光と特産品の情報発信（商工観光課、農政課） 

【方向性】 

観光情報や農産物、特産品の継続的な情報発信に努めます。観光については、近年、外

国人観光客が増加していることから、外国語に対応した情報発信や情報を取得しやすい通

信環境の整備を行います。また、特産品については、農業者と食品関連業者との連携によ

り、地元で生産される食材や特産品の情報を積極的に発信し、販路拡大による農業の活性

化を図ります。 

 

【施策内容】 

 観光情報の発信（継続） 

町内の観光名所（船岡城址公園、白石川の一目千本桜、太陽の村、観光物産交流館等）

やイベント情報（桜まつり、紫陽花まつり、曼珠沙華まつり、イルミネーション等）を

町ホームページや SNS*12等に掲載し、町外の方や外国人向けの情報提供も行います。また、

写真や動画といった素材や、WebGIS*13を利用したモデルコースを提示する等、視覚的に

印象に残る情報配信ができるよう努めます。 

 

 農産物や特産品の情報発信と販路拡大（継続） 

町ホームページから「ぜいたく味噌」「雨乞の柚子」「花き・鉢花」「直売所」等の情報

提供を行い、町特産品のＰＲや販売促進を支援します。 

 

 観光集客施設での通信環境整備 

旅行者がスマートフォンやタブレット等で町内の観光情報を入手しやすいよう、観光

集客施設（観光物産交流館、庁舎等）に無線 LAN（Wi-Fi）機器を設置し、通信環境を整

備します。 

 

 

【スケジュール】 

 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

観光情報の発信（継続） 充実化    

農産物、特産品の情報発信（継続） 充実化    

通信環境整備 調査検討 整備   

  

                                                  
*12 SNS（Social Networking Service） 
インターネットを利用して人と人とのつながりをつくることを目的としたサービス。例えば、「コミュニティ」と呼ばれ

るグループを作り、趣味や地域の話題について意見を交換したり、イベントの仲間を募ったりすることができる。 
*13 GIS（地理情報システム：Geographic Information System） 
地理的位置を手がかりに、位置に関する情報を持ったデータ（空間データ）を総合的に管理・加工し、視覚的に表示し、

高度な分析や迅速な判断を可能にする技術。 
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施策 1－3 収納方法の電子化（会計課、税務課） 

【方向性】 

本町では、平成 26 年 4 月から上下水道の使用開始・中止の受付、料金収納、検針等の業

務を民間事業者へ委託しています。これにより料金の支払いは窓口納付や口座振替に加え、

コンビニエンスストアでの納付も可能となり、新たな収納チャネルの開設は、住民の利便

性向上を実現しました。 

今後は、上下水道料金に留まらず、様々な公金の収納チャネルを拡大し、住民のニーズ

に応えられるよう努めます。 

 

【施策内容】 

 コンビニ納付の実施 

 町民の利便性向上を図るため、町税の納付方法の一つとしてコンビニ納付の導入を進め

ていきます。 

 

 納付機会の拡充（継続） 

現在の町における各種公金の収納方法は、水道料金のコンビニ納付が開始されたもの

の、多くの場合は役場や金融機関窓口での現金支払いと口座振替に限られています。町

民の利便性向上を図るため、マルチペイメントサービス*14、クレジットカード収納、モ

バイルレジ（携帯電話）*15等、新たな収納チャネルを調査し、サービスの充実について

検討を進めます。 

 

 

【スケジュール】 

 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

コンビニ納付 導入検討 実施   

納付機会の拡充（継続） 調査検討    

 

  

                                                  
*14 マルチペイメントサービス 
収納機関と金融機関との間をネットワークで結ぶことにより、利用者が ATM、電話、パソコン等の各種チャネルを利用

して公共料金等の支払ができ、即時に消し込み情報が収納機関に通知できる仕組み。 

*15 モバイルレジ 
請求書に印刷されたバーコードを携帯電話で読み取り、モバイルバンキングを利用して支払いができるサービス。 
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施策 1－4 行政サービスの充実（町民環境課、健康推進課、福祉課、税務課） 

【方向性】 

平成 25 年 5 月に「行政手続き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（番号法）」が公布され、国民一人ひとりに付番される個人番号が社会保障・税・災

害対策の各分野で利用されることとなりました。番号制度による効果として、各種･政事務

の効率化実現が期待されています。 

また、「マイ・ポータル*16」では、医療・介護等の社会保障に関する情報の入手が可能に

なり、住民の利便性の更なる向上も期待できます。 

 

【施策内容】 

■番号制度に対応したシステム構築 

平成 27 年 10 月から、全国民に対し個人番号が付番され、平成 28 年 1 月からは、個人番

号の利用が始まります。平成 29 年 7 月からは、特定個人情報保有機関間で情報連携が行わ

れ、各種申請・申告時には、所得証明書や納税証明書等の添付書類が不要となり、住民の

利便性が向上します。番号制度に対応するため、住民基本台帳システム・税関連システム・

福祉関連システム等の改修を計画的に実施します。 

 

■マイ・ポータルを通したプッシュ型情報提供 

平成 29 年 1 月にサービス開始が予定される「マイ・ポータル」を活用し、住民に対する

各種行政サービスの提供を検討します。 

 

 

【スケジュール】 

 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

番号制度に対応したシステム改修 実施    

マイ・ポータルによる情報提供 調査検討    

  

                                                  
*16 マイ・ポータル 
行政機関が個人番号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等を自宅のパソコン等から確認できるもの。 



17 
 

施策 1－5 議会に関する情報提供の充実（議会事務局） 

【方向性】 

平成 25 年度に老朽化した議場及び委員会室の放送設備等の更新工事を実施しました。住

民に対し広く開かれた議会を実現するため、当該設備を活用したインターネット接続によ

る本会議ライブ中継の検討を行います。 

また、ホームページで公開している本会議会議録については、「誰が、いつ、どのような

こと」を発言したのかをスムーズに検索できるよう、会議録検索機能を付加します。 

 

【施策内容】 

 本会議ライブ中継システムの構築（継続） 

インターネット配信によるライブ中継を行うための方式を検討し、議場での本会議ラ

イブ中継システムを構築します。 

 

 会議録検索システムの導入（継続） 

現在ホームページで公開している会議録を含めた本会議会議録のデータベース化を図

り、検索システムを導入します。 

 

 議会日程の公表 

Google カレンダー*17や CMS*18の機能等を活用し、議会や委員会の日程を公表します。

さらに、委員会等で使用された資料をホームページに掲載し、活動内容の公表、情報発

信に努めます。 

 

【スケジュール】 

 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

本会議ライブ中継システムの構築 検討  構築  

会議録検索システムの導入 調査・準備 実施   

議会日程の公表 調査検討 実施   

 

  

                                                  
*17 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。 

*18 CMS（Contents Management System） 
テキストや画像、レイアウト等のコンテンツを一元的に保存・管理し、ホームページを構築するソフトウェア。 
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２．ICT を活用した生活環境の充実化 

施策 2－1 小中学校における情報化教育の充実（教育総務課） 

【方向性】 

 インターネットの普及に伴い、経済・社会、生活・文化のあらゆる場面における情報化

が進み、大量の情報の中から有効な情報を選ぶ能力、情報の表現やコミュニケーションの

手段として情報機器やネットワークを活用する能力、多様な情報を結び付け、情報を共有

し新たな知識や情報を創造・発信する能力等が求められています。 

平成 25 年に宮城県教育委員会で策定された「みやぎの教育情報化計画」においては、情

報教育の充実、教員の ICT 活用指導力の向上、校務の情報化、ICT 環境の整備等、これから

の学校教育における情報化の推進が示されています。 

こうした状況を踏まえ、情報学習機器の充実と校内ネットワークの整備による学校教育

の情報化を推進するとともに、教職員による校務の情報化を推進し、次世代に向けた学校

教育の実現を図ります。さらに、学校と保護者間の情報連携を促進し、安全・安心な学校

づくりを目指します。 

 

【施策内容】 

 情報学習環境の整備 

平成 26 年に導入したタブレット端末を活用するとともに、小中学校の教室内のネット

ワーク環境や、デジタル教材を使用した授業の環境整備を進め、「わかりやすい授業」の

推進を図ります。また、デジタル教科書・教材等の教育コンテンツの充実を図ります。 

 

 ICT メディアリテラシー*19の向上 

インターネットやスマートフォンの普及に伴い、児童・生徒がインターネット上のト

ラブルや犯罪に巻き込まれるケースが増加しています。情報通信社会におけるルールや

マナーを身に付けるとともに、膨大な情報の中から、自ら情報を取捨選択し、本当に必

要な情報を選別する能力を養うための、情報モラル教育を推進します。 

 

 校務の情報化推進 

平成 22 年度以降、教員一人一台の校務用パソコンの導入を進めてきました。導入した

機器の整備や更新を行い、 適化を図ります。また、校務の情報化に伴い、児童・生徒

の情報を電子データとして扱う機会が多いことから、教員の情報セキュリティに対する

意識の向上や知識の習得を進めます。 

 

                                                  
*19 ICT メディアリテラシー 
放送番組やインターネット等各種メディアを主体的に読み解く能力や、メディアの特性を理解する能力、新たに普及す

る ICT 機器にアクセスし活用する能力、メディアを通じコミュニケーションを創造する能力等をいう。 
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 地域や保護者に対する情報公開の推進 

町内 9 小中学校でホームページを開設していますが、 新情報の更新や、掲載する情

報の精査が十分に行われていない状況です。情報を配信しやすい環境を整備するととも

に、地域や保護者に教育活動への理解を図るため、一層のホームページ活用を促進して

いきます。また、メール配信等を活用し、学校と保護者がいつでも連絡が取れる、安全・

安心な教育環境を整備します。 

 

【スケジュール】 

 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

校内 LAN の整備 調査・設計 実施   

教育コンテンツの充実 実施    

ICT メディアリテラシー教育 実施    

校務用情報機器の整備  機器更新   

教職員の情報セキュリティ研修 実施    

情報公開の推進 実施    
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施策 2－2 子育て支援の充実（子ども家庭課） 

【方向性】 

少子化問題が深刻化する中、次代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応

援するためには、子ども自身が健やかに育っていける環境、安心して子どもを生み育てる

ことができる環境の形成が求められ、子育て支援に関する情報を積極的に提供してく必要

があります。 

子育て支援や児童福祉等に関する情報提供に努め、子どもの健全な育成を図り、保護者

が安心して子育てができる環境づくりを推進します。 

 

【施策内容】 

 子育て支援サイトの開設（継続） 

核家族化や少子化に加え、地域のつながりが希薄化してきていることから、子育て家

庭の育児に対する不安増加が問題視されています。 

子育て家庭のための子育て支援サイトを開設し、育児不安に関する相談指導や、保育

所・幼稚園への申し込み等子育てに関する情報を集約して配信します。さらに、地域 SNS

を活用し、子育て家庭同士が交流し、情報を共有できる環境の提供に努めます。 

 

 子ども・子育て支援制度システムの導入 

「子ども・子育て支援新制度」の施行（平成 27 年 4 月）に伴い、子どもに関する各種

業務の効率化を図るため、制度施行に合わせてシステムを導入します。 

 

【スケジュール】 

 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

子育て支援サイトの開設（継続） 方針検討  公開  

子育てに関する情報提供（継続） 実施    

子ども・子育て支援制度システム

の導入 

導入    
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施策 2－3 安心・安全なまちづくりの推進（総務課、まちづくり政策課） 

【方向性】 

東日本大震災の経験から、防災・災害関連情報の迅速な提供や、情報発信環境の一層の

充実が求められています。また、日常生活においても、防犯や交通安全等、住民の安全・

安心を確保していく必要があります。 

これまでの町ホームページなどによる防災・防犯・災害関連情報の提供に加え、地域や

町民が自ら安全を確保するために必要な情報の発信に努め「意識づくり」を推進します。 

また、情報伝達手段の多重化を図り、情報配信の窓口を広げます。情報を提供するだけ

でなく、情報を受け取りやすい環境の整備についても検討します。 

 

【施策内容】 

 防災・防犯・災害関連情報の提供（継続） 

町ホームページに掲載している防災・防犯・災害関連情報の拡充を図ります。防災に

関しては、GIS を活用して地震や土砂災害に関するハザードマップをホームページ上に可

視化し、安全に避難できるよう備えます。 

防犯に関しては、関係機関（警察、防犯活動団体、学校等）と連携し、地域に関連し

た情報を提供します。 

 

 情報伝達手段の多重化整備 

災害発生時には住民に対し、関連情報をいち早く正確に届ける必要があります。宮城

県総合防災情報システム（MIDORI）や全国瞬時警報システム（J-ALERT）、緊急速報メー

ル・エリアメールや柴田町メール配信サービスによる情報配信手段の整備に加え、SNS を

利用した情報の配信環境を整えることで情報伝達手段の多重化を図ります。 

 

 被災者支援システムの導入 

大規模な自然災害発生時には、直ちに被災者を救護・支援し、迅速かつ的確な復旧・復

興作業を行うことが求められます。倒壊家屋管理、生活再建支援、り災証明書発行等の機

能をもつ被災者支援システムの導入を検討します。 

 

 

【スケジュール】 

 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

防災・防犯・災害関連情報の提供 充実化    

情報伝達手段の多重化整備 方針検討 実施   

被災者支援システムの導入 調査 方針検討   
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施策 2－4 健康・福祉サービスの推進（福祉課、健康推進課） 

【方向性】 

 住民が健やかに安心して暮らせる環境を実現するには、各世代に合わせた、健康づくり

や福祉サービスに関する情報提供が求められます。 

 また、社会的弱者と言われる障がいのある方や高齢者に対しては、住み慣れた地域で自

立した生活が継続できるよう多様な支援が求められます。 

町ホームページによる継続的な情報提供に加え、平成 29 年に開始される「マイ・ポータ

ル」を活用した個人向けのプッシュ型サービス*20等、より個人に目を向けた健康・福祉サ

ービスの情報提供を推進します。 

 

【施策内容】 

 健康・医療・福祉に関する情報提供 

住民の健やかな暮らしをサポートするため、健康、医療、福祉等の情報提供の充実を

図ります。町ホームページに健康診査や予防接種、各種保健事業についてのお知らせを

掲載するだけでなく、番号制度により、平成 29 年 1 月からサービス開始が予定される「マ

イ・ポータル」を活用したプッシュ型サービスの検討を進めます。 

 

 健康管理システムの有効的活用 

各種検診、予防接種等の各種情報を総合的に管理し、事務作業の効率を図ります。 

また、住民の健康管理情報を基に、出生から高齢期まで、きめ細かな健康相談・保健

指導を行うための基盤整備を目指します。 

 

 災害時要援護者の支援 

平成 25 年 6 月の災害対策基本法の一部改正により、災害発生時の避難等に特に支援を

要する方の名簿（避難行動要支援者名簿）の作成が義務付けられたことを受け、平成 26

年度に、要援護者の情報をシステムで管理しています。システムを有効に活用し自主防

災組織や民生委員等の関係者とのスムーズな連携を図り、災害時要援護者の避難支援を

強化します。 

 

 高齢者徘徊見守りネットワークの構築 

徘徊の見られる認知症高齢者を早期発見・保護するため、登録された方が行方不明に

なった時、行方不明時の状況等を捜索に協力いただける協力事業者などへメールで一斉

配信します。 

                                                  
*20 プッシュ型サービス 
住民が利用できる諸制度を積極的に案内する「お知らせ型」の行政サービス。 
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 ひとり暮らし緊急通報システムの拡充 

一人暮らし高齢者世帯等に生じる緊急事態に対する不安の軽減を図るとともに、緊急

事態に迅速に対応するため、緊急通報システムの設置拡充を図ります。 

 *緊急時にボタンを押すと警備会社へ通報される。平成 26 年 9 月時点 48 台を設置。 

 

 

【スケジュール】 

 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

情報提供（継続） 実施    

マイ・ポータルによる情報提供 調査検討    

健康管理システムの有効的活用 実施    

災害時要援護者の支援強化 実施    

高齢者徘徊見守りネットワークの

構築 

方針検討 実施   

ひとり暮らし緊急通報システムの

拡充 

実施    
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３．行政事務の効率化と環境整備 

施策 3－1 情報通信基盤の整備 

【方向性】 

町内公共施設と庁舎を結ぶ地域公共ネットワークは、運用開始から 10 年以上が経過し、

機器の老朽化や部品供給の困難さが懸念されています。また、BCP（業務継続計画）*21につ

いても策定してから 4 年が経過しており、その間、住民情報システムの変更等、大幅な情

報システムの変更もありました。健全な行政サービスの継続を行うため、ネットワーク環

境と関連システムの継続性確保に取り組みます。 

 

【施策内容】 

 地域公共ネットワークの再構築 

町内公共施設を自営光ファイバー網で結び、行政情報等を提供している地域公共ネッ

トワークの機器更新を行います。また、更新時には従来の構成を見直し、機器の 適化

を図ります。 

 

 BCP の見直し 

現行の BCP は、東日本大震災規模以上の災害発生を想定し、平成 23 年度に策定されま

した。BCP 策定後に行われたシステム変更等による、システム復旧方法の確認や復旧にお

ける課題等を確認し、BCP 全体の見直しを行います。また、総務省において東日本大震災

の教訓を踏まえて策定された、発災後 72 時間を目安にした初動業務に焦点を当てている

「ICT 部門の業務継続計画」を参考に、初動業務についても検討を行います。 

 

【スケジュール】 

 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

地域公共ネットワークの機器更新 実施    

自営光ファイバー網の更新 方針検討    

BCP の見直し 現状分析 策定   

 

  

                                                  
*21 BCP（業務継続計画：Business Continuity Plan） 
災害・事故を受けても重要業務をなるべく中断せず、中断しても出来るだけ早急に復旧させるための計画。 
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施策 3－2 情報セキュリティ対策 

【方向性】 

 町では「柴田町行政情報セキュリティポリシー」を策定し、ネットワークや情報システ

ムのセキュリティ対策を進めるとともに、セキュリティに関する職員研修を行い、全庁的

に情報セキュリティに関する意識啓発を実施してきました。 

今後も継続的な情報セキュリティの確保を行うため、情報セキュリティポリシーの定期

的な評価と見直しを行い、現行業務に即した内容へと整備を進めます。 

 

【施策内容】 

 情報セキュリティ研修の実施 

情報セキュリティに関する知識や対策等を職員に定着させるため、情報セキュリティ

研修を実施します。また、職員を参集しなくとも知識を習得できるよう、地方公共団体

情報システム機構が提供している情報セキュリティに関するインターネットを介した e-

ラーニング等を活用し、知識習得を進めます。 

 

 セキュリティポリシーの見直し 

セキュリティポリシーに基づく対策が適切に行われているかを確認し、実態把握を行

います。番号法により、個人番号の利用や提供に関して厳しく規定され、これまでの個

人情報保護方策よりも高い保護方策が求められています。住民の財産、プライバシー等

を守るため、また、継続的かつ安全・安定的に行政サービスを提供するため、セキュリ

ティポリシーの見直しを行います。 

 

【スケジュール】 

 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

情報セキュリティ研修の実施 実施    

セキュリティポリシーの見直し 現状分析 策定   
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施策 3－3 情報システムの最適化 

【方向性】 

 平成 25 年に閣議決定がなされた「世界 先端 IT 国家創造宣言」中でも記載されている

とおり、自治体クラウド*22の導入を進める等、低コストかつ業務の効率化を図ることが求

められています。情報システム関連の経費削減や、費用対効果の向上を目的とし、既存の

情報機器の整理や、新しい機器導入に向けた方針を検討します。 

 

【施策内容】 

 自治体クラウドの導入検討（継続） 

町では、県主催の「自治体クラウド専門部会」に参加し、自治体クラウド導入に向け

て、導入・運用コストや提供機能の検討を進めてきました。現状では、機能面や費用に

おいて自治体クラウドを導入する効果が期待できるまでに至っていませんが、今後も引

き続き専門部会へ参加し、低コストで上質な行政サービス提供に向けた自治体クラウド

の動向を探ります。 

また、平成 26 年に総務省で策定された「電子自治体の取組みを加速するための 10 の

指針」に従い、基幹系システムの次期更新において自治体クラウドへ参加できるよう、

システムパッケージのカスタマイズを抑えた業務運用の見直し、複数のシステムでの共

通サーバの利用の検討等を進めます。 

 

 庁内パソコンの 適化 

平成 29 年 4 月に Windows Vista、平成 29 年 10 月には Office 2007 のサポート終了が

予定されています。このサポート終了に該当する業務用パソコンは 200 台強あり、セキ

ュリティリスクを回避するため、全庁的な端末の精査と必要な機器の更新を行います。 

また、現在、住民情報等を取り扱う基幹系ネットワークはセキュリティリスクを回避

するため、一般業務を取り扱う情報系ネットワークとは物理的に異なるネットワークを

使用しています。仮想化技術*23を適用し、1台のパソコンから両方のネットワークを使用

できる環境等を検討し、業務効率化と情報機器の保有台数の削減を目指します。 

  

                                                  
*22 自治体クラウド 
クラウドコンピューティング技術を電子自治体の基盤構築にも活用して、地方公共団体の情報システムの集約と共同利

用を進めることにより、情報システムに係る経費の削減や住民サービスの向上等を図るもの。 
*23 仮想化技術 
1 台のコンピュータの中に複数の仮想コンピュータを作り、それぞれに別々の基本ソフトを入れて動かす技術。 
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【スケジュール】 

 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

自治体クラウドの導入検討（継続） 導入検討    

庁内パソコン等の更新 現状調査 実施   

仮想化技術等による 適化 調査・検討    
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