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福岡市情報化キャラクター
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～福岡市情報化白書の作成の趣旨～ 

 

  インターネットの普及など情報化の進展は、これまでの社会経済システムに大きな変革を促し、市民 

 のライフスタイルや企業活動にも大きな変化を生じさせています。 

  このような状況を踏まえ、本市では、市民がＩＣＴ（情報通信技術）の利便性を実感できる社会や 

 ＩＣＴを利活用した効率的な行政の実現を目指し取り組んでいます。 

「福岡市情報化白書２０１１」（平成２３年度福岡市情報化施策要覧）は、市政運営の基本方針となる

「福岡市２０１１グランドデザイン」に基づき、今後取り組む本市の各行政分野におけるＩＣＴを利活

用した施策をとりまとめたものです。 

また、白書作成にあたりテーマを「ふくおかＩＣＴハッピーライフ」として、市民の皆様から情報化

に関する体験談・意見などを募集し、絵画４作品、作文５作品を掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

○ 各行政分野におけるＩＣＴを利活用した施策をとりまとめ、市の情報化に関する

情報を市民に わかりやすく提供します。 

 

○ 事業毎にスケジュールや成果指標を設定することで、施策の進捗状況を定量的に

把握・管理し、施策を効率的に推進します。 

「「福福岡岡市市情情報報化化白白書書」」ののポポイインントト  
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１章 

福岡市における情報化の現状 

近年、ＩＣＴ※１（情報通信技術）の飛躍的な進展などによって、ブロードバンド※２・

携帯電話・スマートフォン・タブレット（ＰＣ）の普及をはじめ、市民を取り巻く情報

通信環境は急速に整備されつつあります。また、地上デジタル放送※３やＩＣカード※４の

普及など、今後も市民生活や社会経済活動にとってＩＣＴの利活用は欠かせないものと

なっています。 

本章では、福岡市の情報化の取り組みを振り返るとともに、情報通信技術の市民生活

への浸透状況を示します。 

    

 
※１：ＩＣＴ  

   情報通信技術。ＩＣＴ (Information and Communication Technology) 

※２：ブロードバンド  

   ＦＴＴＨ、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。 

※３：地上デジタル放送 

   地上波を用いたデジタル方式によるテレビジョン放送。既存のアナログ放送に比べて映像、音声の高品質な 

   放送が可能であり、コンピュータ等との相互接続が容易であるほか、電波の有効利用が図られるのが特長。 

※４：ＩＣカード  

   キャッシュカードやクレジットカードのようなプラスチック製のカードに、ＩＣチップを埋め込んだもの。 
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１章 福岡市における情報化の現状 

 

１．これまでの情報化の取り組み 

福岡市では、昭和４１年にメインフレーム※１と呼ばれる大型汎用コンピュータを導入して以来、大

量計算・印刷業務を中心にシステム化を進め、昭和６２年以降は区役所業務のオンライン化を推進し、

行政事務の効率化を図ってきました。 

現在、主な基幹業務システムとして、住民票や印鑑証明などの登録・発行業務を行う「住民情報シ

ステム」、市税の賦課・徴収などを行う「市税総合情報システム」などをメインフレームで処理してい

ます。 

また、近年では情報通信技術の進展に伴い、福祉などの分野では、メインフレームによるシステム

からサーバー※２を利用したシステムへの転換を行ってきました。 

さらに、国の電子政府や電子自治体構築推進の動きを踏まえ、福岡市においても、平成８年度にホ

ームページを開設し、一部の申請・届出書類をホームページから取り出せるようにするなど、インタ

ーネットを活用した様々な施策を推進しています。 

   一方で、内部事務の効率化を図るため事務用パソコンを配備し、標準ソフトによる書類作成やネッ

トワークを介した職員や組織間の情報交換・情報共有、インターネットを利用した情報収集などを行

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：メインフレーム 

ホストコンピュータなどとも呼ばれる。 

※２：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。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。 

メインフレーム インターネットの活用 

 ホームページ開設 

 申請・届出書類の取り出し

など 

 住民情報システム 

 市税総合情報システム 

など 

サーバー 

 福祉総合システム 

 国民健康保険システム 

など 
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本市では、ＩＣＴを有効に活用し、市民や企業の様々なニーズにきめ細かく応えていくとともに、

市民がＩＣＴの恩恵を充分に享受し、市民生活や企業活動をより快適で活発なものとしていくため、

大きな２つの柱「電子市役所の実現」と「地域情報化の推進」に向け、これまで各施策の推進に取り

組んできました。 

 

（１）電子市役所の実現 

 

① 多様な市民ニーズへの対応と市民生活の利便性向上 

申請・届出など手続の電子化については、ホームページから取り出せる書類様式を追加するとと

もに、インターネットを利用して公共施設予約・水道の使用開始・中止申込や粗大ごみ収集の受付

などの手続ができるようになり、平成２２年度には電子申請システムのリニューアルを行いました。 

また、地方税申告手続について、平成１７年度から一部の税目について手続の電子化を開始して

おり、納税手続の電子化についても、平成２４年度の運用開始に向けて開発に着手しています。 

公共事業支援統合情報システム（ＣＡＬＳ／ＥＣ）※１を推進する取り組みとしては、平成１７年

度から一定規模以上の工事で電子調達※２を開始するとともに、電子納品※３の試験運用を始めていま

す。   

住民基本台帳ネットワークについては、平成１４年度にネットワークの運用を開始し、平成１５

年度には住民基本台帳カード※４の発行を開始しました。 

消防防災分野における情報化の取り組みとしては、平成１４年度から大雨・洪水・暴風警報など

を電子メールでお知らせする防災メールサービスを開始しました。また、平成１７年度に消防指令

管制情報システムの更新を完了しています。 

    交通分野においては、平成２０年度末から地下鉄ＩＣカード「はやかけん」が導入されており、

平成２２年３月１３日から九州の３事業者（福岡市地下鉄・ＪＲ九州・西鉄）とＪＲ東日本（Ｓｕ

ｉｃａ）の４者間で電子マネーを含めた相互利用サービスを開始しています。 

 

② 行政運営の透明化と政策形成への市民参加 

福岡市ホームページでは、平成１５年度から市民から寄せられた意見・要望・提案とその回答を

「寄せられた市民の声」として掲載し、行政情報を積極的に提供しています。 

また、平成１６年度に「福岡市ホームページアクセシビリティ指針」を策定し、さらに、平成 

２０年度にホームページ作成システムの再構築を行い、情報の充実を図りながら、誰もが利用しや

すいホームページづくりに努めています。 

 

③ 行政事務の効率化 

平成１４年度から総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）※５の運用を開始し、平成１５年度には庁

内ＬＡＮ※６の構築とパソコンの整備を完了しました。 

平成１８年度に文書管理・電子決裁システムの運用を開始し、さらに平成１８年度に財務会計シ

ステム及び庶務管理システムの再構築に着手し、平成２０年度から運用を開始しました。 

 地理情報システム（ＧＩＳ）※７については、平成１８年度に開発に着手し、平成２０年度から運

用を開始しました。 

 

④ 文化の活性化と国際交流の推進 

福岡市博物館では、平成１５年度に収蔵品のデジタル化と来館者向け公開を拡充しました。 

福岡市ホームページでは、海外への情報発信のため、平成８年度に開設した英語版に加え、平成
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１３年度からは韓国語版や中国語版を開設し、国際交流、観光、ビジネスなどの様々な情報を提供

しています。 

 

※１：公共事業支援統合情報システム（ＣＡＬＳ／ＥＣ） 

公共事業支援統合情報システム（Continuous Acquisition and Life-cycle Support/Electronic Commerce）とは、従

来、紙で交換されていた情報を電子データ化するとともに、ネットワークを活用してデータを連携して使える環境を創

出する取組みを指すもので、国土交通省が推奨する「公共事業支援統合情報システム」の略称として用いられる。具体

的には、公共事業に関する計画、設計・積算、調達・契約、施工及び保全の各段階で発生する書類・図面・地図及び写

真等の各種情報を電子化し、ネットワークを利用して、発注者や受注者等の関係者間で効率的に情報の交換・共有・連

携ができるようにしようとするもの。 

※２：電子調達 

   公共事業の入札手続きをインターネット上で実現するもので、受発注者はコンピュータの前に居ながらにして入札行為

を行うことができる。 

※３：電子納品 

   調査・設計業務或いは工事などにおいて、 終成果品を電子データで納品すること。 

※４：住民基本台帳カード 

   その者に係る住民票に記載された氏名及び住民票コードその他政令で定める事項が記録されたカード。 

※５：総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ） 

   地方公共団体間を相互に接続する行政専用ネットワークのこと。ＬＧＷＡＮ（Local Government Wide Area Network） 

※６：ＬＡＮ 

   団体内、企業内、ビル内、事業所内等において、コンピュータやプリンタ等の機器を接続するネットワーク。ＬＡＮ(Local 

Area Network) 

※７：地理情報システム（ＧＩＳ） 

   地方公共団体が利用する地図データのうち、複数の部局が利用できるデータを各部局が共有できる形で整備し、利用

していく庁内横断的なシステムのこと。ＧＩＳ（Geographic Information System）。 
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電子市役所構築の進捗状況 

施    策 進捗状況 

庁内ＬＡＮの構築及び職員１人に

１台のパソコン配置 
平成１５年度 構築及び配置完了 

総合行政ネットワーク 
平成１３年度 接続 

平成１４年度 運用開始 

住民基本台帳ネットワーク 
平成１４年度 運用開始 

平成１５年度 住民基本台帳カード交付開始 

組織認証基盤 平成１４年度 運用開始 

公的個人認証基盤 平成１５年度 運用開始 

情報公表・提供システム 

平成１３年度 ホームページ作成システムの運用開始 

平成１５年度「寄せられた市民の声」をホームページにて公表開始  

平成１６年度 ホームページのトップページデザインをリニューアル 

情報公開請求のホームページによる受付開始 

       「福岡市ホームページアクセシビリティ指針」の作成 

平成２０年度 新ホームページ、新携帯サイトの公開 

申請・届出など手続の電子化 

平成１４年度 公共施設案内・予約システムのインターネットによる 

       受付を開始 

平成１６年度 税務関連７種証明書交付申請、消防関係届出・講習会申

込みの開始 

平成１７年度 水道の使用開始・中止申込 

自己搬入ごみ事前受付の開始 

地方税申告手続の運用開始（税目を順次拡大） 

平成１８年度 粗大ごみ受付の開始 

平成１９年度 公的個人認証に対応 

       図書の貸出予約 

平成２０年度 ｅメール１１９受付 

       歳入・歳出手続の電子化（電子納税の導入など）につい

       て検討 

       ふるさと納税申込 

平成２２年度 職員採用試験受験申込 

       共働事業提案制度の応募 

       インターネット消費生活相談の開始 

公共事業支援統合情報システム 

（ＣＡＬＳ／ＥＣ） 

平成１７年度 電子調達運用開始、電子納品試験運用開始 

平成２０年１０月～ 電子納品運用開始 

文書管理・電子決裁システム 平成１８年度 運用開始 

財務会計・庶務管理システム 
平成１８年度 開発に着手（再構築） 

平成２０年度 運用開始 

地理情報システム 
平成１８年度 システム（土木局地理情報システム）開発に着手 

平成２０年度 運用開始 

デジタルミュージアム 平成１５年度 博物館収蔵品のデジタル化と来館者向け公開の拡充 
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消防防災分野ＩＴ化推進 

平成１４年度 防災メールサービス開始 

平成１７年度 消防指令管制情報システムの更新 

平成１８年度 衛星地球局デジタル化 

平成２２年度 指揮支援システム(災害現場映像配信整備事業の運用） 

交通分野ＩＣカード導入 平成２０年度 地下鉄ＩＣカード「はやかけん」導入 

平成２２年度「はやかけん」・「SUGOCA」・「nimoca」・「Suica」相互利用

サービス開始 

 

（２）地域情報化の推進 

 

① 情報通信基盤の拡充 

  民間事業者による通信網の整備を促すため、公共施設収容空間の開放として地下鉄ずい道（ト

ンネル）や下水道管路の民間開放を行っています。 

また、免震構造や生体認証装置など 先端の設備とセキュリティ環境を備えたデータセンターの

活用を進めています。  

 

② 都市生活の充実 

  交通・物流の高度化では、平成１５年度に博多港全体の物流トータルコスト削減などのため、「博

多港物流ＩＴシステム」の運用を開始するとともに、平成１８年度に福岡高速道路のＥＴＣの運用

を開始しました。 

地域コミュニティを活性化するため、平成１４年度からケーブルテレビを活用した市政情報番組

「ウィークリーふくおか」の放映を開始し、平成１６年度からは市民参加型番組「市民チャンネル 

ふくおか まい ＣＯＭ」の放映を始めています。 

さらに、平成１４年度に公民館へのパソコン・インターネット整備を完了しました。 

 

③ 地域経済の活性化 

  情報関連産業の振興では、産学連携のもとシステムＬＳＩ設計開発拠点化構想に参画し、福岡シ

ステムＬＳＩ総合開発センターを活用したベンチャー企業の支援などを行っています。また、平成

１８年度に産学官連携により福岡ゲーム産業振興機構を設立し、ゲーム産業を核としたデジタルコ

ンテンツ産業の拠点形成などを進めています。  

中小企業のＩＴ活用支援では、平成１４年度からメールマガジンの配信を開始し、また平成１７

年度から「福岡市ＩＴ活用支援Ｗｅｂサイト」を開設して、ＩＴ活用事例やＩＴ経営のための情報

提供などを行っています。 

 

④ アイランドシティ 

  創造的ＩＴビジネスフィールドの整備では、アイランドシティにおける土地の開発や港湾機能の

整備にあわせて、道路などの整備を進める中で、通信事業者と連携を図りながら電線共同溝などの

情報通信ネットワークの構築に必要な基盤整備を進めています。 

情報ゲートウェイ拠点の形成では、平成１８年度に文部科学省より、日本で初めてインターネッ

トのみですべての授業を行う株式会社立の４年制大学「サイバー大学」の設立が認可されました。   

同学のＩＴ総合学部では、 先端のＩＴ技術をビジネスに活かすことのできる人材育成が行われ

ています。 
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地域情報化の進捗状況  

区分 項目 進捗状況 

国際型ＩＸの誘致（※） 平成１６年度 大手民間ＩＸ事業者が地域ＩＸサービスの提供開始 

データセンターの誘致 

・活用 
平成１８年度 福岡市でデータセンター活用開始 

日韓ＩＴ光コリドーの 

活用（※） 
平成１３年度 ネットワーク運用開始 

ふくおかギガビット 

ハイウェイの活用（※） 

平成１３年度 供用開始 

平成１６年度 福岡市で接続開始 

情
報
通
信
基
盤
の
拡
充 

公共施設収容空間の開放 
地下鉄ずい道の開放 

平成１４年度 下水道管路の開放開始 

ＩＴＳ（高度道路交通シ

ステム）の推進 
平成１８年度 福岡高速道路のＥＴＣ運用開始 

交
通
物
流
の 

高
度
化 

港湾機能の高度化 平成１５年度 博多港物流ＩＴシステム運用開始 

ケーブルテレビ（ＣＡＴ

Ｖ）の普及促進・活用 

平成１４年度 市政情報番組放送開始 

平成１６年度 市民参加型番組放送開始 

平成１６年度 公民館へのケーブルテレビ整備完了 

都

市

生

活

の

充

実 

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
活
性
化 

公共施設の活用 平成１４年度 公民館へのパソコン・インターネット整備完了 

情報関連産業の振興 

・支援 

ＳＲＰとＩＳＩＴへの支援及び活用 

システムＬＳＩ設計開発拠点化構想への参画 

企業立地促進制度の適用によるシステムＬＳＩ関連企業などの立地 

福岡エレコン交流会の活動推進 

平成１８年度 福岡ゲーム産業振興機構の設立 

中小企業のＩＴ革命への

対応を支援 

平成１３～１４年度 ネットワーク活用型ビジネスプラン支援の実施 

平成１３～１６年度 ふくおかＩＴ経営．ｃｏｍ開設 

平成１４年度 メールマガジン配信開始 

平成１７年度 福岡市ＩＴ活用支援Ｗｅｂサイト開設 

創業支援 
インキュベート事業、福岡市創業者応援団事業の実施 

平成１８年度 福岡市の起業・創業応援サイト開設 

産学連携の促進 産学連携コーディネート事業、福岡産学ジョイントプラザ実行委員会事業の実施

地
域
経
済
の
活
性
化 

アジアＩＴ先進地域交流

促進 

ＩＴ関連業による海外訪問団の派遣（香港、台湾、シンガポールなど） 

（平成１７年度以降はアジアビジネス促進・支援事業の一環で実施） 

創造的ＩＴビジネスフィ

ールドの整備 
平成１５年度 情報通信ネットワーク整備開始 

ア
イ
ラ
ン
ド

シ
テ
ィ 

情報ゲートウェイ拠点の

形成 
平成１８年度 サイバー大学の開学決定（平成１９年 ４月開学） 

※福岡県や民間企業が主体となって実施 
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２．情報通信技術の利用状況 

「福岡市情報化白書」を作成するにあたり、市民の情報通信技術の利用状況を把握するため、平成  

２３年６月末に「平成２３年度 第１回福岡市市政アンケート調査」を実施しました。この調査は、福

岡市市政アンケート調査員６２０人へ郵送により行い、５５７人の方から回答をいただきました。 

 

（１）インターネット利用率 

  現在インターネットを利用している（「過去１年に利用したことはある」を含む）と答えた市民は 

 ７４．９％でした。本調査によると、世代別のインターネット利用率は以下のようになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）インターネット利用機器 

市民がインターネットを利用するときに使う機器（複数回答可能）は、パソコンの利用率９２．３％、

携帯電話・スマートフォン・ＰＨＳの利用率５４．２％、家庭用テレビゲーム機の利用率３．１％、テ

レビの利用率１．９％の順となっています。 
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（３）自宅パソコンのインターネット接続回線の種類 

自宅のパソコンのインターネット接続回線の種類（複数回答可能）は、光回線５４．８％、ケーブル

テレビ回線２１．３％、ＤＳＬ回線１３．５％、携帯電話回線７．０％、モバイルＷｉＭＡＸ３．１％

の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）インターネットの利用目的 

インターネットの利用目的（複数回答可能）については、情報入手８８．７％、連絡・情報交換７６．

３％、商品・サービスの購入・取引５６．１％、デジタルコンテンツの入手・聴取が３６．７％の順と

なっています。 
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３．情報化推進における課題 

 

（１）現状やこれまでの取り組みなどを踏まえた課題 

市民の利便性向上 

インターネットや携帯電話を利用した申請や届出などの手続が可能になると、区役所などの窓口

に出向かずに「いつでも」「どこからでも」行政手続を利用でき、市民や事業者の利便性を高めるこ

とができます。日常生活でインターネットや携帯電話を利用して様々なサービスを受ける機会が増

加していることも踏まえ、今後もこれらの手続を拡大していくことが必要です。 

また、添付書類の必要性など既存手続を見直すとともに、申請から手数料の納付、証明書などの

受け取りまでを、インターネットを活用し一連の手続として完結させることによって、一層の利便

性向上を図ることが求められています。 

    さらに、近年、スマートフォンをはじめとした多機能な携帯情報通信端末の普及はめざましく、

これらのツールを有効に利活用できるよう、公衆無線ＬＡＮの環境整備を検討するなど、新しい技

術を積極的に取り入れ、暮らしの利便性の向上などにつなげていくことが期待されています。 

 

防災分野への活用推進 

平成１７年３月２０日に発生した「福岡県西方沖地震」により、福岡市にとっても地震は無縁な

自然災害ではないことを改めて認識させられました。地震や台風、平成２１年７月の「中国・九州

北部豪雨」に代表される大雨などの大規模災害発生時に市民の生命、身体及び財産の安全を確保す

ることは、福岡市の責務であり、迅速な情報収集や分析、情報提供を進めるうえで、ＩＣＴの活用

をさらに図る必要があります。  

 

情報公開・広報広聴の推進 

情報公開や広報、広聴のツールとして、ホームページや電子メールは効果的であり、今後も行政

運営の透明化や政策形成への市民参画を図るため、さらなる活用を進めていく必要があります。 

また、高齢者や障がい者など年齢的、身体的条件に関わらず、誰もが利用できるアクセシビリテ

ィが確保されたホームページを提供していくことが求められています。 

  

地域の活性化～コミュニティや経済振興 

  コミュニティづくりの核となる公民館などについては、パソコンやインターネット利用環境の整

備が完了しており、今後は情報の発信などへのさらなる活用を進めていく必要があります。 

また、福岡市ではシステムＬＳＩ関連企業の誘致などにより情報通信業の従事者が増加しており

ます。今後もこれらの情報関連産業や福岡市の特色であるゲーム産業などの集積を活かし、知識集

約型産業の振興に取り組む必要があります。 
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（２）情報化を推進する過程での共通課題 

 

複雑化する情報システムと固定化・硬直化するコスト 

福岡市では、転入・転出などの住民記録や市税に関する業務など、市の骨格を形成する業務のほ

とんどは、メインフレームを利用して集中処理されており、長いものでは稼動後３０年以上経過し

たものも存在しています。そのため、制度改正への対応など長年の運用・改修によるシステムの複

雑化が進み、改修コストの増加や品質面でのリスクが増大するなど、抜本的なシステム構造の改善

が必要になっています。さらに、メーカーの固有技術であるメインフレームの運用にあたっては、

安定性や信頼性と引き換えに競争性の欠如を招いており、維持管理コストの削減を図る事が難しい

状況になっています。 

また近年、制度的な拡充が著しい福祉などの業務については、サーバーと呼ばれる小型のコンピ

ュータを利用した分散型の情報システムが主流となっており、集中型であるメインフレームに比べ、

市の保有する情報資産も年々多様化しています。これまでの分散型システムの特徴として、管理の

容易性や採用する情報通信技術の違いなどから、業務ごとにサーバーを用意し、個別に管理を行っ

ていました。しかし、分散型システムの普及と共に維持管理に関わるコストも増加しているため、

情報資産の共有化・効率化によるコストの抑制も急務となっています。 

 

 

情報セキュリティ対策 

福岡市では、平成１５年度に策定した「福岡市情報セキュリティポリシー」に基づき、情報資産

の適切な管理やコンピュータウイルス※１対策などの情報セキュリティ対策を実施していますが、状

況の変化を踏まえた見直しや点検を行って、情報セキュリティ水準を継続的に向上させていく必要

があります。 

また、情報セキュリティに関する基礎的な知識や意識の欠如が原因と考えられる、情報漏えい事

件が後を絶ちません。物理的・技術的なセキュリティ対策の実施はもちろんのこと、職員に対する

研修の実施や意識向上を図る取り組みの徹底が課題となっています。 

 

 

クラウドコンピューティングへの対応（自治体クラウド） 

近年では、行政サービスの分野においてもコスト削減の観点からＡＳＰ※２（アプリケーションサービ

スプロバイダ）によるアプリケーションソフト※３のレンタルサービスや、コンピュータ処理をネット

ワーク経由で、サービスとして利用するクラウドコンピューティング※４など新しい情報システムの

利用が始まりました。このクラウドコンピューティングを電子自治体の基盤構築にも活用していこ

うとする「自治体クラウド」については、総務省も大臣を本部長とする「自治体クラウド推進本部」

を設置し、実証実験に取組むなどしており、今後、全国にその活用が広がると予想されますが、個

人情報の保護と、情報セキュリティ対策が重要な課題となっています。 
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※１：コンピュータウイルス 

電子ファイル、電子メール等を介して次々と他のコンピュータに自己の複製プログラムを潜伏させていき、その中のデ

ータやソフトウェアを破壊するなどの害を及ぼすコンピュータプログラム。 

※２：ＡＳＰ 

  自社の保有するサーバーに搭載された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。利用者側で個々のアプリケーションソフトを用意する必要がないので、ソフトの管理、アップグ

レードにかかる費用・手間を節減することができる。 

 

※３：アプリケーションソフト 

文書の作成、数値計算など、ある特定の目的のために設計されたソフトウェアのこと。企業で使われる財務会計ソフト

や人事管理ソフト、在庫管理ソフトなどもアプリケーションソフトの一種である。 

 

※４：クラウドコンピューティング 

  データサービスやインターネット技術等が、ネットワーク上にあるサーバー群（クラウド（雲））にあり、ユーザーは

今までのように自分のコンピュータでデータを加工・保存することなく、「どこからでも、必要な時に、必要な機能だ

け」利用することができる新しいコンピュータ・ネットワークの利用形態   
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２章 

各分野における情報化関連施策 

 

 

 本章では、情報通信技術の利用状況と課題等を踏まえ、本市の各行政分野における

ＩＣＴを利活用した施策等を次の３つに分類し、実現に向けた取り組みを着実に推進

していきます。 
 
＜ＩＣＴを活用した施策の３つの分類＞ 
  （１）多様な市民ニーズへの対応と市民生活の利便性の向上 
  （２）地域の活性化 
  （３）行政運営の透明化と効率化 
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２章 各分野における情報化関連施策 

 

１．多様な市民ニーズへの対応と市民生活の利便性の向上 

（１） 行政手続の利便性向上 

 

いつでもどこからでも利用できる行政手続の拡充 
市民の生活スタイルや生活サイクルが変化するにつれ、行政サービスに対する市民のニーズも多様

化しています。ＩＣＴを活用し、今まで窓口でしかできなかった手続を、市民に身近な拠点や、イン

ターネット上で行えるようにするなど、時間や場所にとらわれることなく、必要とするサービスをい

つでもどこからでも利用することができる取り組みを進めていきます。 

また、福岡市では、インターネットを利用して証明書の交付を申請しても、その受け取りのために、

一度は役所に行く必要があったり、添付書類を別途送付したり、窓口に行って料金を支払ったりする

必要がある行政手続などがあります。今後、市民や企業の利便性をさらに向上させるために、より多

くの手続がインターネットで完結できるよう取り組みを進めていきます。 

 

事業名 実施主体 ページ

福岡市口座振替依頼書のダウンロードサービス（口座振替の推進） 会計室 39 

行政手続オンライン化の促進 総務企画局 41 

電子申請システム（福岡市インターネット手続サービス）の運用 総務企画局 44 

公共施設案内・予約システムの運用 総務企画局 46 

公文書目録検索システム利用の推進 総務企画局 47 

入札制度等改革事業（電子入札制度等） 財政局 48 

電子調達システム利用の推進 財政局 50 

市税の電子申告・電子納税の推進 財政局 52 

インターネット公売の拡充 財政局 53 

コンビニ収納（速報値）のデータ受信 財政局 55 

証明サービスコーナーシステムの運用 市民局 57 

住民基本台帳ネットワークシステムの運用 市民局 58 

戸籍総合システムの運用 市民局 59 

消費生活相談ホームページ受付システム 市民局 60 

行政手続オンライン化の促進（浄化槽法に基づく使用開始報告書等） 保健福祉局 62 

都市計画情報案内システムの運用 住宅都市局 63 

クレジットカード 継続払い の導入（福岡市下水道事業収納金） 道路下水道局 65 

道路管理システムの運用 道路下水道局 66 

下水道施設(下水道管)管理システムの運用 道路下水道局 67 

下水道施設（下水道管）管理システムの運用 道路下水道局 67 

博多港ＥＤＩシステムの利用促進 港湾局 70 

水道料金等のクレジットカード継続払い 水道局 72 

行政手続オンライン化の促進（職員採用試験） 人事委員会 73 
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★コラム★ 

テーマ ページ

電子市役所の歩み 74 

 

 

 

 

（２） 安全・安心のまちづくり 

 

防災・危機管理、防犯分野における活用 

平成１７年３月に発生した「福岡県西方沖地震」により、改めて地域防災の大切さが認識され、誰も

が安心して暮らせるまちづくりが求められています。また、自然災害だけでなく、大規模な事故など様々

な緊急事態への迅速な対応が必要となっています。緊急事態発生に備え、一元的に情報を収集・分析・

提供できる仕組みを充実するなど、ＩＣＴを活用して危機管理体制を強化していきます。 

  また、近年、子どもを狙った犯罪や事件の多発により、より安全・安心な地域社会の実現に向けた対

策が求められています。ＩＣＴを活用し、防犯に役立つ情報の共有を行うなど、犯罪や事件の発生を

小限にするための取り組みを進め、誰もが安心して暮らせるまちを目指します。 

 

事業名 実施主体 ページ

福岡市安全・安心ネットワークの運用・管理 市民局 76 

福岡市防災気象情報システムの運用 市民局 78 

福岡市災害対応支援システムの運用 市民局 79 

福岡市緊急時職員参集システムの運用 市民局 80 

福岡市防災メールサービス 市民局 82 

福岡市デジタル移動通信系防災無線整備 市民局 84 

災害時要援護者情報データ更新システムの運用 保健福祉局 86 

災害援護資金等貸付償還管理システムの運用 保健福祉局 88 

生活衛生情報管理システムの運用 保健福祉局 90 

「みまもりタッチ」普及事業 交通局 91 

 

  ★コラム★ 

テーマ ページ

福岡市における防災情報の収集・伝達体制について 93 

 

 

 

 

消防・救急活動の充実 

  安全で安心な暮らしの実現には、消防・救急活動が迅速かつ的確に行われることが重要です。人口増

加や高齢化に伴う救急出動件数の増加も踏まえ、消防隊や救急隊の現場到着時間を一層短縮するなど、

消防・救急活動を支援するため、さらにＩＣＴを活用していきます。 
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事業名 実施主体 ページ

福岡市消防局ホームページによる情報提供 消防局 94 

消防局予防業務管理システムの運用 消防局 95 

指揮支援システムの運用 消防局 96 

消防団分団区管理システムの運用 消防局 98 

応急手当市民サポーター管理システムの運用 消防局 100 

災害救急指令センター機能の充実(火災情報等のメール配信サービス) 消防局 102 

災害救急指令センター機能の充実(消防救急無線デジタル化) 消防局 103 

災害救急指令センター機能の充実(指令管制情報システムの中間更新) 消防局 104 

災害救急指令センター機能の充実 

(携帯電話等位置情報通知システムの整備) 
消防局 105 

 

 

 

（３） 暮らしに身近なサービスの提供 

 

健康づくりや福祉分野における活用 

生活習慣病という概念が広く知られるようになるとともに、予防のための生活改善など健康づくり

への関心が高まっています。健診結果を活用したきめ細やかな保健指導や、健康づくりに関する情報

をホームページで提供するなど、市民の健康づくりを支援するためＩＣＴを活用していきます。 

 

事業名 実施主体 ページ

保健福祉総合システムの運用 総務企画局など 107 

バリアフリーマップの公開 保健福祉局 108 

福岡市健康づくり保健医療情報システムの運用 保健福祉局 110 

後期高齢者医療制度システムの運用 保健福祉局 111 

国民健康保険・公費医療システムの運用 保健福祉局 112 

生活保護システムの構築・運用・管理 保健福祉局 113 

飼い犬登録システムの運用 保健福祉局 114 

わんにゃんよかネット 保健福祉局 116 

健康づくり・スポーツ情報ポータルサイトの運用 保健福祉局 118 

地域包括支援システムの運用 保健福祉局 119 

ホームページによる介護保険制度の情報提供 保健福祉局 120 

介護保険ショートステイ施設空き状況提供システムの運用 保健福祉局 121 

福岡市保健福祉総合システム（精神保健福祉センタ－）の運用 保健福祉局 123 

 

 

子育て支援や学校教育における活用 

 少子化が進行する中、子育てと仕事の両立支援など、安心して生み育てられる環境の整備が求めら

れています。子育てに関する行政サービスの情報をホームページで提供するなど、ＩＣＴの活用を進

めるとともに、学校教育においては、児童生徒の情報活用能力の向上や、学校教育情報ネ

ットワークを活用した学校間の連携や情報共有の強化などを進めていきます。 
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事業名 実施主体 ページ

子ども情報提供 こども未来局 124 

福岡市中央児童会館ホームページシステムの運用 こども未来局 126 

福岡市「赤ちゃんの駅」事業 こども未来局 128 

留守家庭子ども会利用料徴収システムの運用 こども未来局 129 

市立障がい児通園施設利用者負担金システムの運用 こども未来局 130 

福岡市特別支援学校放課後等支援事業管理システムの運用 こども未来局 132 

子ども手当システムの運用 こども未来局 134 

福岡市私立幼稚園就園奨励費・第３子優遇事業管理システムの運用 こども未来局 135 

校務情報化推進事業 教育委員会 137 

学校教育情報ネットワークの運用 教育委員会 139 

福岡市教育センター ホームページ 教育委員会 140 

就学援助システムの運用 教育委員会 141 

学校給食「献立作成システム」の運用 教育委員会 144 

 

★コラム★ 

テーマ ページ

小学校におけるパソコン教室の活用について 146 

子どもとメディアのよい関係づくり 147 

 

 

環境分野における活用 

地域や地球規模の環境問題を解決していくためには、市民や事業者、行政などの主体的な取り組みが

重要です。ＩＣＴを活用して、環境に関するデータを収集・分析するとともに、ホームページや電子メ

ールなどを活用した情報提供を進めます。また、ペーパーレスや行政手続のオンライン化による来庁機

会の減少など、ＩＣＴの利活用を進め、地球温暖化問題をはじめとする多様な環境問題の改善に貢献し

ていきます。 

事業名 実施主体 ページ

環境監視システムの運用 環境局 149 

ＰＲＴＲ電子届出システムの運用 環境局 150 

粗大ごみインターネット受付の運用 環境局 151 

自己搬入ごみ事前受付システムの運用 環境局 153 

ごみ出し日メール通知サービスの運用 環境局 154 

３Ｒステーション事業 環境局 156 

不用品リユース情報システムの利用の推進 環境局 158 

学ぼう！つなごう！ふくおかの環境 環境局 160 

ラブアース・クリーンアップ事業 環境局 161 

福岡市新エネルギーホームページ 環境局 162 

自動車騒音面的評価システムによる自動車騒音調査 環境局 163 

福岡市保健環境研究所ホームページによる保健・環境情報の提供 環境局 164 

保健環境科学情報システムの運用 環境局 166 

ごみ処理情報ネットワークシステムの運用 環境局 168 
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★コラム★ 

テーマ ページ

節電対策としてのＩＣＴを活用した働き方「テレワーク」 169 

 

 

 

（４） 豊かで快適な暮らしの実現 

 

生涯学習や文化芸術に親しむ機会の提供 

生き方や働き方が多様化する中、生涯を通じた自己啓発や能力開発に取り組む人が増えています。

ＩＣＴを活用し、ホームページでの生涯学習に関する情報の提供や、学習施設での多様な利用者ニー

ズにあったサービスの提供などを進めていきます。 

また、デジタルアーカイブ※１の公開など、文化・芸術をより身近に感じることのできる機会を提供

していきます。 

※１：デジタルアーカイブ 

   博物館、美術館、公文書館や図書館の収蔵品や蔵書をはじめ、有形・無形の文化資産等をデジタル化して保存・蓄積・

修復・公開し、ネットワーク等を通じて利用を可能とするもの。Digital Archive。 

 

事業名 実施主体 ページ

情報プラザ情報提供システムの運用 市長室 170 

たいたいｗｅｂ 市長室 171 

市立体育施設(体育館・プール)のプリペイドカードをＩＣ化 市民局 172 

動物園ホームページの充実 住宅都市局 174 

「福岡市学習情報提供システム まなびアイふくおか」の運用 教育委員会 176 

ホ－ムペ－ジ「福岡市立婦人会館」の運用 教育委員会 178 

福岡市の文化財ホームページの運営 教育委員会 179 

埋蔵文化財センター ホームページ 教育委員会 181 

総合図書館システムの運用 教育委員会 182 

福岡市美術館ホームページの運用 教育委員会 184 

福岡アジア美術館美術情報システムの利用促進 教育委員会 186 

ホームページ「福岡アジア美術館」の運用 教育委員会 187 

博物館情報システムの運用 教育委員会 188 

福岡市博物館ホームページ 教育委員会 189 

 

 

 

 

 

 

快適な公共交通サービスの提供 
マイカーの増加による慢性的な交通渋滞の緩和や地球温暖化の防止などから、定時性に優れ、環境

に優しい公共交通機関の役割は重要となっています。人と環境にやさしい公共交通としての役割を果

たしていくために、ＩＣカードの導入などＩＣＴを活用し、より快適で利便性の高いサービスを提供

していきます。 
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事業名 実施主体 ページ

地下鉄ＩＣカードの導入 交通局 191 

「はやかけん電子マネー」の利用施設拡大事業 市民局 194 

携帯サイトの充実（交通局ホームページ） 交通局 196 

 

★コラム★ 

テーマ ページ

ＩＴＳについて 198 

 

 

 

２．地域の活性化 

 

（１） 市民の主体的な活動の支援 

 

地域コミュニティ活動などの支援 

福岡市の人口は増加傾向にはありますが、急速に高齢化が進んでおり、かつ単独世帯が増加していま

す。それに伴い、地域コミュニティが変化し、地域が抱える課題もより複雑化しています。ＩＣＴを活

用し、地域特性に応じた情報を提供し共有するなど、地域コミュニティの活性化に向けた取り組みを支

援していきます。 

また、近年、社会的な課題解決を目的としたＮＰＯの活動が盛んになっており、新たな公共・公益

分野の担い手として重要な存在となっています。ＩＣＴを活用し、ＮＰＯなどによる活動や幅広い人

材の交流に対する支援を進めていきます。 

 

事業名 実施主体 ページ

福岡市Ｗｅｂまっぷの推進 総務企画局 199 

ケーブルテレビの活用 総務企画局 201 

「ユビキタス特区」事業への参加 総務企画局 203 

地上デジタルテレビ放送の普及促進 総務企画局 205 

地域情報発信支援事業 総務企画局 207 

市民の情報活用能力の向上支援 総務企画局 208 

ＮＰＯ・ボランティアに関する情報提供（あすみんホームページ） 市民局 209 

ホームページ「中央区みどころ情報発信館」による情報提供 中央区 210 

 

★コラム★ 

テーマ ページ

ＡＩＰについて 212 
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（２） 地域経済の活性化 

 

地域経済の支援 

地域経済が発展するためには、地場中小企業の競争力の強化や起業・創業の促進、物流機能の強化

が重要です。地場中小企業の経営や博多港の物流に関する情報を、ホームページで提供するなどのＩ

ＣＴ活用を進めるとともに、地場中小企業のＩＣＴ化の支援を進めていきます。 

 

事業名 実施主体 ページ

福岡市産業振興ガイドホームページの運営 経済振興局 213 

中小企業の経営に関する情報提供 経済振興局 214 

福岡市の起業・創業応援サイトの運用 経済振興局 215 

若者相談窓口（若者自立支援事業） 経済振興局 216 

Ｃｏｍｍｉｔ（コミュニティビジネス販路拡大支援事業） 経済振興局 217 

ＩＴを活用した在宅ワークの促進（在宅ワーク促進モデル事業） 経済振興局 218 

ボートレース福岡の情報提供 経済振興局 220 

博多港物流ＩＴシステムの推進 港湾局 221 

博多港ホームページの管理運営 港湾局 223 

アイランドシティホームページの管理運営 港湾局 225 

 

★コラム★ 

テーマ ページ

アイランドシティにおけるＩＣＴの活用について（サイバー大学） 226 

 

 

 

新産業の創出・振興 

福岡市の経済活力を将来にわたって維持・発展させるためには、新たな産業の振興に取り組む必要

があります。そのため、これまでのＩＣＴ関連産業の集積などの福岡市の強みを活かした新産業の振

興を図っていきます。 

また、ＩＣＴ分野における技術の進歩がますます急速になっていることを踏まえ、各種団体や大学、

企業などと連携して情報通信技術者の育成に関する取り組みを推進・支援するとともに、育成された

人材が活躍できる環境づくりを進めていきます。 

 

事業名 実施主体 ページ

情報関連産業の集積促進 経済振興局 227 

デジタルコンテンツ関連産業の振興 経済振興局 229 

情報関連産業分野における人材及び企業のマッチング促進 

(人材確保の支援） 
経済振興局 230 

福岡アジアビジネスポータルサイトの運用 経済振興局 231 
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★コラム★ 

テーマ ページ

★ＩＳＩＴについて 232 

★福岡ソフトリサーチパーク地区について 233 

★ロボスクエア 234 

 

 

福岡市を訪れる人々へのサービスの提供 

福岡市には、国内外から多くの人々が訪れており、特にアジアからの観光客は増加傾向にあります。

こうした観光・ビジネスなど様々な機会で福岡市を訪れる人々に対して、ホームページによる情報提

供などのＩＣＴを活用したサポートを充実させていきます。 

            

事業名 実施主体 ページ

外国人向け観光案内コールセンターサービスの提供 経済振興局 235 

ホームページ「博多情緒めぐり」による情報発信 博多区 237 

 

★コラム★ 

テーマ ページ

福岡市の姉妹都市交流 238 

観光振興とＩＣＴ 239 

観光コンベンションビューロー 241 

 

３．行政運営の透明化と効率化 

 

さらなる情報提供に向けた取り組み 
市民の市政運営への関心が高まるなかで、市政に関する情報を幅広く提供していくことが求められ

ています。ＩＣＴを活用し、ホームページなどにより行政情報を積極的に提供し、透明性の高い行政

運営を進めていきます。 

また、高齢者や障がい者にとっても、ホームページは重要な情報源となっていることを踏まえ、誰

もが利用できるよう、さらなるアクセシビリティの確保に努めていきます。 

 

事業名 実施主体 ページ

ホームページを活用した迅速な情報提供 市長室 243 

Ｑ＆Ａシステムの運用 市長室 245 

シティプロモーションポータルサイト 市長室 247 

まるごと福岡・博多 FUKUOKA SHOWCASE 市長室 249 

極私的福岡案内 市長室 251 

Ｆｕ：ａ ～アジア文化資産アーカイブの構築～ 市長室 252 

広報ケーブルテレビ番組 市長室 253 

広報テレビ番組 市長室 254 

広報テレビ番組動画配信 市長室 256 
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局区運営方針の公表 総務企画局 258 

ホームページの充実（附属機関の議事録） 総務企画局 259 

外郭団体における経営の透明性の確保と経営責任の明確化 総務企画局 260 

デジタルサイネージ福岡実験の推進 総務企画局 261 

情報リテラシー向上に関する取り組み 総務企画局 263 

わかりやすい財政情報の提供 財政局 265 

市有地の売却及び未利用地情報 財政局 266 

契約情報サービスシステム（福岡市契約情報ホームページ）の運用 財政局 267 

窓口待ち人数表示システム（ウェルカメラネット） 市民局 269 

指定管理者の外部評価（福岡市NPO・ボランティア交流センター） 市民局 271 

指定管理者の外部評価（文化施設） 市民局 272 

人権啓発センターホームページの運用 市民局 273 

福岡市立母子福祉センター ホームページ こども未来局 275 

福岡市の社会福祉法人・施設の指導監査結果の公表 保健福祉局 277 

みんなの！国保・医療・年金 

（国民健康保険課・医療年金課ホームページ） 
保健福祉局 278 

指定管理者の外部評価（葬祭場） 保健福祉局 279 

農林水産局ホームページ 農林水産局 280 

中央卸売市場の機能強化(鮮魚市場情報システム) 農林水産局 281 

福岡市の都市計画ホームページの運用 住宅都市局 283 

交通量調査集計ホームページ 住宅都市局 284 

福岡市東区千早駅前千早並木広場ホームページ 住宅都市局 286 

指定道路台帳の運用 住宅都市局 287 

まちなみのルールづくり支援事業 住宅都市局 288 

ホームページの充実（道路下水道局トップページ） 道路下水道局 290 

福岡市路線情報・基準点配点情報提供システム 道路下水道局 291 

区ホームページの充実（城南区） 城南区 293 

城南区キッズホームページ 城南区 294 

情報表示ディスプレイによる行政情報の提供について 城南区 295 

子育てにっこりんメール（子育て応援メルマガ事業） 城南区 296 

ホームページによる選挙啓発事業 選挙管理委員会 299 

ホームページ等による情報の提供（農業委員会事務局） 農業委員会 300 

ホームページの充実（監査事務局） 監査事務局 301 

 

★コラム★ 

テーマ ページ

福岡市発行のメールマガジン 302 

ソーシャルメディア（ツイッター）の活用 303 

福岡市職員厚生会ホームページ 304 

行政の枠を超えた「福岡の魅力」発信 305 
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市政運営への市民参画・共働の推進 

市民の市政運営への関心の高まりとともに、市民と行政が連携してまちづくりに取り組んでいくこ

とが重要となっています。ＩＣＴを活用し双方向の情報提供・交流を行うなど、政策形成や実施の過

程で、より市民が参画・共働できるような取り組みを進めていきます。 

 

事業名 実施主体 ページ

福岡市主要施策概要 総務企画局 307 

福岡市新・基本計画ホームページ 総務企画局 308 

アジアのリーダー都市ふくおか!プロジェクト 総務企画局 309 

予算編成過程の公表 財政局 310 

道路整備に関するアンケートの実施 道路下水道局 311 

区の主要事業の地域への情報提供について(東区) 東区 312 

窓口サービスの向上に向けた取組の情報提供について（東区） 東区 314 

多々良川ゆめプラン 東区 315 

区の主要事業の地域への情報提供について（博多区） 博多区 316 

区の主要事業の地域への情報提供について（南区） 南区 317 

南区校区よかとこ再発見 南区 318 

「城南区役所への提案」の実施 城南区 320 

「情報の提供・広報の充実」及び「わかりやすく快適なサービスの提供」

（早良区） 
早良区 321 

区の事業の地域への情報提供（西区） 西区 323 

福岡市議会ホームページの管理運営 議会事務局 325 

開かれた議会（ネットワークを活用した議会放映） 議会事務局 326 

 

★コラム★ 

テーマ ページ

議会事務局の情報化について 329 

 

 

行政事務のさらなる効率化 

 福岡市では、これまで情報システムを活用し行政事務の効率化を進めてきましたが、情報通信技術の

進展により、さらにシステム化できるものも残っています。これらについては、費用対効果を見極め、

業務の見直しを行った上でシステム化を進めていきます。 

 

事業名 実施主体 ページ

財務会計システムの運用 会計室 331 

市民の声データベースシステムの再構築 市長室 332 

文書管理システム利用の推進 総務企画局 333 

全庁ＯＡシステムの運用 総務企画局 335 

システム 適化の検討 総務企画局 336 

庁内報「ふく・よか」通信の発行 総務企画局 337 
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広告事業の推進 財政局 338 

ＣＡＬＳ／ＥＣ（電子納品）の推進 財政局 339 

地理情報システム（ＧＩＳ）の業務利用の推進 財政局 341 

市有建築物保全情報システムの運用 財政局 343 

図書システムの運用（福岡市人権啓発センター） 市民局 345 

児童扶養手当システムの運用 こども未来局 347 

母子寡婦福祉資金貸付金システムの運用 こども未来局 348 

保育所情報システムの運用 こども未来局 349 

森林情報管理システム 農林水産局 350 

建築確認支援システムの運用 住宅都市局 351 

建築指導行政情報審査支援システムの運用 住宅都市局 353 

道路台帳管理システムの運用 道路下水道局 355 

博多港港湾施設管理台帳システム 港湾局 356 

水道管路情報管理システム 水道局 357 

学校給食費管理システムの運用 教育委員会 359 

選挙人名簿対照事務のバーコードシステム化 選挙管理委員会 361 

その他の情報化関連施策（行政事務のさらなる効率化） 各局・区・室 331 

 

★コラム★ 

テーマ ページ

ＡＳＰ・ＳａａＳについて 386 
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３章 

情報化の推進に向けて 

 本章では、情報化施策の実現に向けて、福岡市における情報化の推進に向けた取り

組みについて示します。 
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３章 情報化の推進に向けて 

 

１．推進体制 

  副市長を会長とし、局長級で構成される「福岡市情報化推進会議」と、その下部組織として、福岡

市情報システム審査委員会、福岡市電子手続・収納委員会、福岡市情報セキュリティ委員会、福岡市

公共事業支援統合情報システム（ＣＡＬＳ／ＥＣ）推進委員会及び福岡市地上デジタル放送対策委員

会の５つの委員会を置き、情報化施策の実現に向けて取り組みを推進していきます。 

 

 福岡市情報化推進会議 

  本市の取り組むべき情報化施策の方向性を明確にするため、各局・区・室長などを構成員とする本

会議で、情報セキュリティなど、情報化の推進に必要な事項を協議します。 

  また、本白書の進行管理もあわせて実施します。 

 

 （１）福岡市情報システム審査委員会 

   システムについて、計画及び運用後評価の審査を行い、次計画の改善に反映させます。 

 

 （２）福岡市電子手続・収納委員会 

   行政手続のオンライン化・電子収納に関する取り組みの推進等を行います。 

 

 （３）福岡市情報セキュリティ委員会 

    情報セキュリティ監査の実施、情報セキュリティ研修計画の策定、情報セキュリティポリシー

の見直し及びその他情報セキュリティの推進に関する事項を所掌します。 

 

（４）福岡市公共事業支援統合情報システム（ＣＡＬＳ／ＥＣ）推進委員会 

公共事業の情報を管理することにより業務のＩＴ化・効率化を推進します。 

 

 （５）福岡市地上デジタル放送対策委員会 

    地上デジタル放送に関する各種情報を共有・連携して、地上デジタル放送への移行に伴う諸課

題の解決を図ります。 
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【参考】情報化推進体制 
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２．共通的な推進事項 

 

（１）ＩＴガバナンスと人材育成 

本市の厳しい財政状況の下では、情報システムにおいても、限られた資源で 大の投資効果を発揮

していくことが求められています。 

このため、全庁的に統一した手法でシステム調達を行うためのガイドラインの作成や、ＰＤＣＡサ

イクルによる継続的な改善など、全庁的なＩＴガバナンスの強化に取り組みます。 

また、高度化する情報通信技術に対応するため、これまで行ってきた、民間企業等の実務経験で培

われた高い専門性を有する人材の確保に加え、計画的で継続した教育体系を確立し、長期的な視点で

ＩＴ人材の育成を進めていきます。 

 

（２）情報セキュリティの確保 

情報セキュリティとは、本市が管理する情報資産（個人情報等の電子情報や情報システム等）に係

る機密性（情報にアクセスすることを認められた者だけが情報にアクセスできること）、完全性（情報

が破壊、改ざん又は消去されていないこと）及び可用性（情報にアクセスすることを認められた者が、

必要なときに中断されることなく情報にアクセスできること）を維持することをいい、本市の情報資

産を、不正アクセス、紛失や盗難被害、地震や火災等の様々な脅威から保護するためには、情報セキ

ュリティ対策の継続的な向上を図っていく必要があります。 

本市では、以下のような情報セキュリティの取り組みを行っています。 

 

情報セキュリティポリシーの策定 

平成２３年４月１日から施行された、「福岡市情報セキュリティに関する規則」と「情報セキュリテ

ィ共通実施手順」は本市が管理する情報資産に係る機密性、完全性及び可用性を維持するための情報

セキュリティ対策の基準を明文化したもので、この２つの規定を「福岡市情報セキュリティポリシー」

と総称します。「福岡市情報セキュリティに関する規則」には福岡市が所管する情報資産の保護及び管

理に関する基本的な方針を定めており、「情報セキュリティ共通実施手順」には情報資産の管理体制や

管理方法、物理的セキュリティ対策、人的セキュリティ対策、技術的セキュリティ対策等具体的な対

策を規定しています。 

 

本市においては、全市共通の情報セキュリティ対策をまとめた「福岡市情報セキュリティポリシー」

（旧）を平成１５年度に策定しました。その後、情報セキュリティを取り巻く状況の変化に対応して

改定を重ね、平成２３年度に、要綱であった「福岡市情報セキュリティポリシー」（旧）において定め

る基本方針を規則とし、公文書としての明確な位置づけを行うことにより、セキュリティ対策の強化

を図るため全面改訂しました。 

 

今後は、情報セキュリティに関する新たな脅威の出現等の環境変化を踏まえて、「福岡市情報セキュ

リティに関する規則」及び「情報セキュリティ共通実施手順」の内容を適宜見直し、対策の強化を図

っていくとともに、個別のネットワークやシステムごとに詳細な情報セキュリティ対策を定めた「情

報セキュリティ個別実施手順」に基づき、それぞれの業務に携わる者が対策を実施していきます。 
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情報セキュリティ監査の実施 

情報セキュリティ監査とは、情報セキュリティを維持する仕組みが適切に整備され、確実に運用さ

れているかを点検・評価し、必要に応じて改善の方向性を示すもので、情報セキュリティの継続的な

向上を図る上で有効な手段です。本市においては、平成１９年度から外部監査人による情報セキュリ

ティ監査を実施しました。 

 

今後は、本市が保有する電子情報や情報システム等が多岐にわたっていることから、平成２０年度

に策定した情報セキュリティ監査中期計画が平成２３年度で終了することを受け、新しく２６年度ま

での監査中期計画を策定して、効果的かつ継続的に監査を実施していきます。また、個別のネットワ

ークやシステムごとに策定する情報セキュリティ個別実施手順についても、適切に整備され、確実に

実施されているかを情報セキュリティ監査によって点検していきます。 

 

情報セキュリティ教育の実施 

情報セキュリティ教育は、職員の情報セキュリティに関する知識の習得や意識の向上を目的として

実施しており、本市においては、現在、パソコンを利用したｅラーニングによる研修や講習会、各種

通知等を行っています。 

 

今後は、職員の情報セキュリティに関する知識の習得や意識の向上をより一層図っていくため、平

成２０年度に策定した情報セキュリティ教育方針が平成２３年度で終了することを受け、新しく２６

年度までの情報セキュリティ教育方針を策定して、効果的かつ継続的に教育を実施していきます。 

 

ＰＤＣＡサイクルによる情報セキュリティ水準の向上 

情報セキュリティ対策のＰＤＣＡサイクルとは、情報セキュリティポリシーの策定（Ｐ）とそれに

基づく対策や研修の実施（Ｄ）、新たな脅威等を踏まえた点検や情報セキュリティ監査の実施（Ｃ）、

点検や監査結果に基づく情報セキュリティポリシーや対策の見直し（Ａ）の実施サイクルです。 

情報セキュリティを取り巻く状況の変化に対応するため、このＰＤＣＡサイクルを継続的に繰り返

すことにより、情報セキュリティレベルの向上を図っていきます。 

以上のような様々な情報セキュリティ対策を実施することにより、情報セキュリティ事故を防止し、

本市の情報資産を様々な脅威から保護していきます。 

 

災害等へ対応（情報システムの業務継続計画） 

市が平常時に提供している行政サービスが長時間停止した場合、市民生活や経済活動に大きな支障

が生じることが予想されます。 

そこで、地震等の災害や新型インフルエンザ流行等により、市庁舎や職員に相当の被害を受けても、

業務を可能な限り中断させず、また中断しても早急に復旧させるために、住民登録情報などの特に重

要な情報を取り扱う情報システムの業務継続計画を策定しています。 

この業務継続計画では、システム障害への対応体制や復旧訓練等について詳細に定め、万一の災害

等に備えています。 
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１．情報セキュリティポリシー等の構成

【一般的な情報セキュリティ規程体系】

実施手順

対策基準

基本方針

情報セキュリティポリシー

○基本方針 ＝ 情報セキュリティ対策における基本的な考え方を
定めるもの

○対策基準 ＝ すべてのネットワークや情報システムに共通の
情報セキュリティ対策の基準を定めるもの

○実施手順 ＝ 個別のネットワークや情報システムの情報セキュ
リティに関する詳細事項を定めるもの

【本市情報セキュリティポリシー等の構成】

福岡市情報セキュリティに関する規則

情報セキュリティ共通実施手順
Ⅰ 目的
Ⅱ 福岡市情報セキュリティポリシー
Ⅲ 脅威
Ⅳ 脅威への対応

情報セキュリティ個別実施手順
（各ネットワーク，各情報システム）

福岡市情報セキュリティポリシー

対策基準

基本方針

２．情報セキ ュリティ共通実施手順の概要

情報 セキ ュ リティ共 通実施 手順

Ⅳ 脅威 への対 応

【 情報 セ キ ュ リテ ィ共 通 実施 手順 で 定め る主 な対 策】

○ 情報 資産の 管理方 法 本市が所管す る 情報資産の作成，利 用，廃棄等，そ れぞ れの場面で 守るべき対策 を示しま す 。

○ 物理 的セ キ ュ リテ ィ サー バ，通信 回線，パソコン 等の機器面で の管理等，物理的 な対策 を示しま す 。

○ 人的 セキ ュ リ ティ 職員が守る べき基本的事項や職 員への教育等，人的な 対策を示し ます 。

○ 技術 的セ キ ュ リテ ィ サー バ，ネ ット ワー ク等の設定面で の制御やウ イルス 対策等，技術的な 対策を示し ま す。

○ 運用 開発等の 委託を行う場 合の対策や情報セ キュ リティの 問題発生時の対 策等，運用に お ける 対策を示し ます 。

【 想定 す る 脅威】

・部 外者 の侵入，不 正アク セ ス ，ウ イルス 攻撃等 の意 図的要 因に よる情 報資産 の盗難 、漏え い 等

・情 報資 産の無 断持ち 出し，操 作ミス 等の非 意図的 要因に よ る情報 資産 の紛失、漏 えい 等
・地 震，火災 等の環 境的要 因に よる サー ビス の 停止

・大 規模 ・広範 囲に わ たる疾 病に よ る要員 不足に 伴う シス テ ム 運用の 機能不 全等

・電 力供 給の途 絶、通信の 途絶、水 道供給 の途絶 等の提 供サ ービ ス の障害 から の波及
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