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第２次高梁市情報化計画

Ⅰ 計画策定の趣旨

高梁市では、平成２０年２月に策定した「高梁市情報化計画」に基づき、計画的に情報化を推進

してきました。地域情報化では、本市の情報通信基盤であるケーブルテレビ網の整備及び情報の一元

化により、ブロードバンド(*1)利用と地上デジタル放送の視聴について、市内全域において格差がな

くなり、また誰もが同じ内容の情報を享受できるようになりました。行政情報化では、各種申請や届

出、施設の予約等の手続きの電子化を進めるとともに、行政事務の効率化・高度化を推進してきまし

た。

引続き整備した情報通信基盤を活用し、市民生活に必要な情報を誰もが確実にわかりやすく手に入

れることのできる環境整備を目指し、安心・安全なまちづくりを推進するとともに、ＩＣＴ(*2)を活

用して提供されるサービスにより市民生活の向上を図ります。また、情報システムの共同運用・共同

利用するクラウド化の導入や、国が進める社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）を導入するこ

とにより、行政事務の効率化・高度化をさらに推進するため、「第２次高梁市情報化計画」を策定す

るものです。

１ 計画の位置づけ

本市の情報通信基盤の一層の強化を図るとともに、あらゆる分野に活用可能なＩＣＴによる地

域づくりや市民サービスの向上、そして行政事務の効率化・高度化等、行政の情報化を推進する

ため、高梁市新総合計画を上位計画とし、都市像である「ひと・まち・自然にやさしい高梁」を

最上位目標とします。

そして、総合的なまちづくりを推進するためのひとつの手段として本情報化計画を位置づける

とともに、現状や課題等を踏まえ情報化に関わる主要な推進項目を掲げ、基本的な方針や方向性

を示すものとします。

(*1)ブロードバンド：高速・超高速通信を可能とするネットワーク回線のこと。
(*2)ＩＣＴ：（Information and Communication Technology）コンピュータやインターネットに関連する情報通信技術のこ

とで、情報通信技術の略称である。
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２ 計画の期間

「第２次高梁市情報化計画」の計画期間は、平成２７年から平成３１年までの５年間とします。ただ

し、ＩＣＴの急速な進展に対応するため、必要がある場合は計画の見直しを行います。

３ 基本理念

高梁市新総合計画の目指すべき都市像、基本理念及び基本方針の下に、ＩＣＴを活用して目指す情報

化計画の基本理念を「ＩＣＴでめざす活力と魅力のある心豊かなまち高梁」とします。
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Ⅱ 情報化の動向と現状・課題

１ ＩＣＴに関する社会の動向

平成２６年版情報通信白書によると、国内の平成２５年末のインターネット利用者数は、平成２４

年末より３９２万人増加して１０，０４４万人（前年比 4.1％増）、人口普及率は 82.8％（前年差 3.3

ポイント増）となっています。また、端末別インターネット利用状況をみると、「自宅のパソコン」が

58.4％と最も多く、次いで「スマートフォン」（42.4％）、「自宅以外のパソコン」（27.9％）、「携帯電話」

（24.5%）となっています。近年のモバイル端末の動向は、利便性の高さからスマートフォンが急激に

普及しており、今後、ＩＣＴ社会におけるコミュニケーションツールとして重要な役割を担いつつあり

ます。

２ 国、県の動向

(１) 国の動向

国では、ＩＣＴの利活用により、世界的規模で生じている急激かつ大幅な社会経済構造の変化に適確

に対応することの緊要性を踏まえ、内閣に設置された高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（Ｉ

Ｔ戦略本部）及び総務省により、継続的な取り組みが続けられています。

平成２２年５月には、「国民本位の電子行政の実現」、「地域の絆の再生」、「新市場の創出と国際展開」

の３つを柱とした「新たな情報通信技術戦略」が策定され、徹底的な情報公開による透明性の向上によ

り、政府・提供者が主導する社会から納税者・消費者である国民が主導する社会へ転換させ、市民レベ

ルでの知識・情報の共有による新たな「知識情報社会」を実現し、国民の暮らしの質を飛躍的に向上さ

せることが掲げられています。

さらに、平成２５年５月には、国民一人一人に１２桁の新たな番号を付番し、行政機関の間で情報連

携し社会保障・税、災害対策分野で活用しようとする社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導

入が決定しました。

また、平成２６年６月ＩＴ戦略本部で閣議決定された「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」では、ＩＣＴ

の利活用により、平成３２年までに、(1)革新的な新産業・新サービスの創出及び全産業の成長を促進

する社会、(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を実現するための３つの取組を明らかにしてい

ます。
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(２) 県の動向

岡山県では、地域情報化の基盤となる岡山情報ハイウェイを全国に先駆けて整備するとともに、平成

１３年度に情報化施策の推進方針として「おかやまＩＴ戦略プログラム」を策定し、以来、４次にわた

る改定を重ねて先進的な情報化施策を推進し、現在では、ブロードバンドや携帯電話の利用環境の整備

はおおむね完了しました。

東日本大震災の経験から、ＩＴがライフラインの一つであることが再認識され、ＩＴ基盤の災害対策

強化や企業の情報システムやネットワークのリスク分散の動きが広がっています。このような状況の中、

クラウドコンピューティング(*3)の普及、スマートフォンやソーシャルメディア(*4)の利用者の急増等、

ＩＴの新たな技術やサービスの普及・進展は、ＩＴの社会インフラとしての重要性を高め、日常生活に

深く浸透するとともに、さまざまな課題解決に寄与する手段としてますます期待されるようになってき

ました。平成２５年４月に策定された「第５次おかやまＩＴ戦略プログラム」では、ＩＴインフラにお

ける災害対策の強化を図り、防災、医療、教育、産業等、幅広い分野でＩＴを有効活用するとともに、

業務の効率化やコスト削減に取り組んでいます。

(*3)クラウドコンピューティング：従来は手元のコンピュータで管理・利用していたようなソフトウェアやデータ等を、イ
ンターネット等のネットワークを通じてサービスの形で必要に応じて利用する方式(略称で「クラウド」と呼ぶことも
ある。）

(*4)ソーシャルメディア：インターネット上で展開される情報メディアのあり方で、個人による情報発信や個人間のコミュ
ニケーション、人の結びつきを利用した情報流通等といった社会的な要素を含んだメディアのこと。
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３ 高梁市の現状と課題

(１) 地域情報化の現状と課題

○現状

高梁市では、第１次情報化計画によりインフラ整備及び様々な行政サービスを行い、市民を取り巻く

情報環境は以前に比べ向上しました。次に掲げる項目は主な整備及び行政サービスの現状です。

・ケーブルテレビ網の整備

本市のケーブルテレビ網は、民間事業者及び行政がインフラ整備を行い、平成２２年度には市内全

域の整備が完了しました。この整備により、地上デジタル放送の移行による難視聴解消と情報通信サ

ービスにおけるブロードバンドの提供が可能となりました。

＜ケーブルテレビ加入状況＞

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

加入世帯数(戸) １０，４６５ １０，４２７ １０，３６４

加入率(％) ７５．２ ７５．０ ７４．５

・メール配信サービス

災害時等の緊急時においては、メール配信サービスやケーブルテレビによる情報伝達にも取り組ん

でおり、利用者数は年々増加しています。

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

メール配信

登録者数(人)
２，３００ ３，７００ ４，６００

・ホームページの利用

平成２４年４月にホームページをリニューアルし、ホームページを利用するすべての人が提供され

る情報に問題なくアクセスし利用できることやホームページの使いやすさへの配慮に努め、農業情報、

観光案内情報、福祉情報、定住情報等、幅広い情報を発信しています。

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

市ホームページ

アクセス件数

(件)

1,700,676 1,731,071 2,012,247

・図書館システムの拡充

平成２２年１０月に高梁市立図書館のホームページをリニューアルし、本の検索、予約等ができる

ようになりました。

また、岡山県立図書館や他市の図書館システムとも連動し、本の検索等ができるようになりました。

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

Ｗｅｂ等からの

申請件数(件)
７８４ ９３５ ８２４
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・遠隔医療サービス

指定管理者である社会福祉法人旭川荘が管理を行っている川上医療センターと、岡山大学病院との

間で携帯電話を活用した在宅療養者の画像診断の実証実験に取り組みました。

・見守りサービス

独居の要援護高齢者宅に緊急通報システムを設置し緊急時の通報に２４時間看護師が対応できる

ようになりました。平成２３年度からは認知症、難聴等により機械の使用が難しい高齢者に対し、セ

ンサー式の機械を設置し自動で通報できる仕組みを構築しました。

・学校ネットワークの整備

教育用パソコンの配備、グループウェア(*5)の導入により、学校間及び保護者への連絡を行うこと

ができるようになりました。

平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

学校保護者メー

ル配信システム

登録件数(件)

１，０７７ １，３１２ １，３９７

○課題

・有漢・川上・備中地域の老朽化した防災行政無線を統合整備するには、多額な費用を要します。

・ケーブルテレビ放送とメール配信サービスのどちらも利用することが困難な市民への伝達手段等を

検討する必要があります。

・重要な情報を伝達するケーブルテレビ網は、一部伝達障害が発生したときに補完する機器が整備さ

れていない箇所があり、災害・事故時には情報を伝達することができない状況になる可能性があり

ます。

・ケーブルテレビ網の整備により設置した機器は、今後、順次更新することになりますが、更新には

多額の経費が発生します。

(２) 行政情報化の現状と課題

○現状

・情報システム

高梁市では、住民記録・住民基本台帳ネットワーク・戸籍・税・保険・福祉等の市民サービス部門、

グループウェア・財務会計・文書管理・電子決裁・勤務管理・人事給与等の内部部門のシステム化を

行い、光ケーブル等で各出先機関とも接続されており、市民サービス向上と事務効率の向上に役立っ

ています。

平成２７年１月には、市民サービス部門の一部のシステムについて、クラウド化を行いました。

また、学校においても各学校園を結ぶネットワークを整備し教育委員会、幼稚園、小学校、中学校

及び市立高等学校との情報共有を行い、業務の効率化を図っています。

(*5)グループウェア：LAN を活用して情報共有やコミュニケーションの効率化をはかり、グループによる協調作業を支援す
るソフトウェアの総称で、電子メール、電子掲示板、スケジュール、施設予約、文書共有などがある。
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・情報セキュリティ対策等

高梁市の行政組織では、「高梁市情報公開及び個人情報の保護に関する条例」に基づき、個人情報

の漏洩防止や守秘義務の遵守を徹底するとともに、平成１９年に策定した「高梁市情報セキュリティ

基準に関する規程」「高梁市パソコンの取扱いに関する要領」によりセキュリティレベルを維持して

います。平成２２年には、資産管理システムを導入し、パソコンの操作記録の収集、周辺機器の使用

を制限し記録媒体へのデータの持ち出しを制限するとともに、ウイルス対策ソフトによりコンピュー

タウイルスによる被害防止を図っています。

また、ネットワーク障害発生時には、本庁と地域局等とを結ぶ基幹システムのバックアップ回線を

用意する等安定稼働に努めています。

○課題

・情報システム

平成２５年５月２４日、マイナンバー制度が導入されることが決定しました。制度導入により、①

国民の利便性の向上（面倒な手続きが簡単に）、②公平・公正な社会の実現（給付金等の不正受給の

防止）、③行政の効率化（手続きが正確で迅速に）の効果が見込まれますが、個人情報の保護、導入

に伴うシステム整備、体制整備等に多くの時間と費用が必要となります。

・情報セキュリティ対策等

ＩＣＴの進展や社会情勢の変化等に伴い、情報セキュリティ対策も、物理的・人的・技術面・運用

面での対応を図って行っていく必要があります。

また、災害や障害発生時には、ＩＣＴ利活用部門における業務の継続と早期に情報システムを復旧

稼働しデータを利用できるようにしておく実効性のある体制や手順を整備する必要があります。

(３) 情報化に関するアンケート調査結果等からわかる現状

・アンケート調査結果について（平成２５年１１月実施 高梁市民対象情報化に関するアンケートより）

情報を入手する手段は、テレビが最も多く、次いで新聞、広報紙、回覧板の順になっています。携

帯電話・パソコン・スマートフォンによるＩＣＴ機器から情報を取得されている方もありますが、比

較的少ないことがわかりました。

ケーブルテレビの自主放送チャンネルは、約７割の方が視聴しており普及していることがわかりま

した。

テレビのデータ放送は、４割の方が利用したことがあり、テレビのデジタル化から約３年が経ちま

したが、まだ十分に普及していないことがわかりました。

メール配信サービスは、約２割を超える方が利用していますが、存在を知らない、メールが使えな

い、設定が難しくて登録ができない等の問題点があることがわかりました。

・インターネット利用率について

平成２６年版情報通信白書に基づき、高梁市のインターネットの利用率は、７０％程度であること

が推測されます。情報通信白書によると、１３歳から５９歳までは９０％を超えてインターネットを

利用していますが、６５歳以上の利用率は下落しています。６５歳以上の高齢者の占める割合が高い

本市では、全国利用率の８２．８％に比べ、低いものと推測されます。
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Ⅲ 地域情報化

地域情報化について、次の主要な推進項目を掲げ、基本的な方針や方向性を示します。

１ 情報環境の整備

（１）情報通信基盤の強靭化

（２）無線ＬＡＮスポットの整備

（３）産業振興でのＩＣＴ利活用策の検討

２ 市民の安心安全を推進するための情報化

（１）メール配信サービスの推進

（２）ケーブルテレビ網を活用した情報伝達

（３）移動通信施設の活用

（４）災害時の情報伝達手段の確立

３ 市民福祉向上のための情報化

（１）医療、保健、福祉の情報提供サービス

（２）見守り介護サービスの推進

４ 市情報発信等の充実

（１）ホームページの利用拡大

（２）高梁市行政放送の充実

（３）ＳＮＳ等の利用検討

（４）情報リテラシーの向上

１ 情報環境の整備

(１) 情報通信基盤の強靭化

本市の情報通信基盤であるケーブルテレビ網は、東地区(高梁地域・有漢地域)は民間事業者が整備し、

西地区(成羽地域・川上地域・備中地域)は行政が整備しました。今後は、整備された情報通信基盤の強

靭化を図るため、伝達障害が発生したときに補完する機器及びルートの整備を推進します。

また、既存機器の長寿命化を念頭に、効率的な機器更新を検討します。

(２) 無線ＬＡＮスポットの整備

最近のモバイル端末、スマートフォンの急激な普及により、いつでもどこでも高速インターネットが

接続できる環境への需要が高まっています。本市の公共施設においても岡山県が提供している「おかや

まモバイルスポット」を２ヶ所設置していますが、今後は観光施設等への設置を推進します。また、電

気通信事業者に対しても整備を要請します。

(３) 産業振興でのＩＣＴ利活用策の検討

新たな産業・雇用を創出し定住を促進するための施策として、本市情報通信基盤の光ケーブル予備芯

線を電気通信事業者に貸し出し企業誘致を推進する等、産業振興面での情報環境整備を検討します。
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２ 市民の安心安全を推進するための情報化

(１) メール配信サービスの推進

メール配信サービスとは、事前に登録した携帯電話等のメールアドレスに、気象情報、防災情報、防

犯情報、火災情報、行政情報、国民保護情報等を配信することができるシステムです。高梁市地域防災

計画にも位置付けられており、また、携帯電話の普及率、人口カバー率、確実性等を勘案した場合、い

つでも、どこでも確実に情報を伝達する手段として、最も優れています。今後は、本サービスの広報Ｐ

Ｒに努めるとともに、高齢者、障害者等の災害時援護者への対応策等も検討しながら、本サービスの拡

充拡大を推進します。

(２) ケーブルテレビ網を活用した情報伝達

全市域をカバーしたケーブルテレビ網により、映像・音声・操作性・双方向性・データ放送等、ケー

ブルテレビの特性を活用し、市民へ行政情報や防災情報等をお知らせしています。今後、データ放送技

術を活用し、内容の充実や改善を行います。

(３) 移動通信施設の活用

市内には、本市や電気通信事業者が保有する携帯電話基地局等の移動通信施設があります。移動通信

施設を利用した新たな情報通信手段の構築等について、利活用の可能性を含め電気通信事業者と検討を

行います。

(４) 災害時の情報伝達手段の確立

複数の通信手段を活用し、防災情報を市民に確実に伝達するため、ケーブルテレビ放送やL字放送(*6)、

メール配信サービスの利用拡大を図ります。また、ポケベル周波数帯域を使った防災ラジオ等、新たな

情報伝達手段の導入についても、検討を進めます。

３ 市民福祉向上のための情報化

(１) 医療、保健、福祉の情報提供サービス

在宅療養者を支援するため、医療・介護の多職種協働によるネットワークの構築を図り、住み慣れた

地域での包括的、継続的な医療と介護の提供を行います。また、医療機関とケアマネージャーとの連携

による、退院から在宅へのスムーズな移行及び在宅療養者を支えるため、医師・看護師・ケアマネージ

ャー・介護事業所等がツールを使用し情報を共有することで、お互いが連携を図り、本人や家族が安心

して在宅生活を送ることができるネットワークの構築を検討します。

(２) 見守り介護サービスの推進

独居の要介護高齢者宅への緊急通報システムの設置や、センサー式の機械による自動通報システムの

構築を踏まえ、今後は、地域包括ケアシステムの構築について、「徘徊ＳＯＳネットワーク」等の整備

を充実・推進します。

(*6)L 字放送：番組で表示する字幕等から邪魔にならないように、放送されている映像を縮小し、画面の余白部分に情報を
提供する放送のこと。
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４ 市情報発信等の充実

(１) ホームページの利用拡大

平成２４年４月に市公式ホームページをリニューアルし、平成２６年１０月にはスマートフォン用サ

イトも立ち上げました。

今後も、内容の充実やアクセシビリティ(*7)・ユーザビリティ(*8)に配慮しながら、誰もが使い易く

訪れやすいホームページを目指します。

(２) 高梁市行政放送の充実

市の行政情報を映像でお知らせする「高梁市行政放送」は、現在週に２～３本の番組を制作しており、

年間約１２０本の番組を放送しています。

一方で、施設の老朽化が進んでいたことや映像の画質がＳＤ（標準画質）であること等から、地上デ

ジタル放送によるＨＤ（高精細度テレビジョン放送）が定着してきた中で、設備の更新が求められるよ

うになっていました。

このため、平成２５年度においてＨＤ画質対応の機器に更新し、吉備ケーブルテレビが使用している

１２１チャンネル内で１日３回放送する等、高梁市行政放送の充実を一層進めます。

(３) ＳＮＳ等の利用検討

モバイル端末、スマートフォンの急激な普及に伴い、新たにＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・

サービス）(*9)、動画掲示板等が注目を集めています。これらの方法を利活用し、定住促進の分野等で

市の新鮮な情報発信方法を検討します。

(４) 情報リテラシーの向上

急速な情報通信技術の発展の中で、その恩恵を受けにくい市民のために、情報リテラシー（*10）の

向上を図ります。イベント等で相談窓口を設ける等各種行政システムの広報ＰＲに努め、あわせて情報

通信機器の操作方法の教育を行う等、普及啓発活動を図ります。

(*7)アクセシビリティ：情報やサービス、ソフトウェアなどが、どの程度広汎な人に利用可能であるかをあらわす。高齢者
や障害者などハンディを持つ人にとって、どの程度利用しやすいかということ。

(*8)ユーザビリティ：ソフトウェアやウェブサイトの使いやすさのこと。
(*9)ＳＮＳ(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)：参加するユーザーが互いに自分の趣味、好み、友人等について公

開しながら、幅広いコミュニケーションを取り合うことを目的としたコミュニティ型のウェブサイトのこと。代表的な
ものとして、フェイスブック、ライン、ツイッターなどがある。

(*10) 情報リテラシー：情報を使いこなす能力のこと。情報機器やネットワークを活用して、情報やデータを管理・活用
すること。
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Ⅳ 行政情報化

行政情報化について、次の主要な推進項目を掲げ、基本的な方針や方向性を示します。

１ 電子自治体の推進

（１）クラウド化の推進

（２）社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入

（３）電子申請システム、施設予約システムの拡充

（４）電子入札の導入

２ 教育ＩＣＴの推進

（１）教育ＩＣＴ環境整備の推進

３ 情報セキュリティ対策等の強化

（１）個人情報保護とシステムの適正な運用

（２）ＩＣＴ部門の業務継続体制の検討

１ 電子自治体の推進

(１) クラウド化の推進

クラウド化とは、業務システム及びそのデータを安全な外部データセンター等で管理、運用するもの

で他市町村と共同利用することができ、運用経費を安価に抑えることができます。また、災害等で庁舎

等が被災した場合でも電源確保やデータ保護を実現し、業務継続体制を確保することができます。今後

は、各システムを検証し、これらのメリットを生かしたクラウド化を推進します。

(２) 社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入

マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報が、同一人の情報であることの確認を行うた

めの全国統一した社会基盤であり、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会

基盤です。

この制度の円滑な導入により、市民の利便性の向上、公平性の確保を図り、また市の独自利用も検討

し事務処理の効率化を図ります。またあわせて、市民誰もが本制度の恩恵が受けられるよう環境整備も

行います。

(３) 電子申請システム、施設予約システムの拡充

電子申請システム、施設予約システムは、岡山県や県内市町村と共同でシステムを利用しています。

今後は、事務の効率化、市民の利便性向上のため、順次、対象事業の拡大を図ります。

(４) 電子入札の導入

電子入札とは、参加業者と市をネットワークで結び、一連の入札についてネットワークを経由して行

う方法です。電子入札を導入し、手続きの透明性の確保、コスト縮減、事務の迅速化等を図ります。



12

２ 教育ＩＣＴの推進

(１) 教育ＩＣＴ環境整備の推進

平成２６年度、市内１中学校にてタブレットＰＣによるＩＣＴ機器を活用した教育研究を行いました。

今後も、教材・教具を適切に活用しながらＩＣＴ機器についても積極的に授業に取り入れる等、こども

の学力向上のための環境整備を推進します。

また、地域におけるＩＣＴを活用した生涯学習の取り組みを行い、いつでも、どこでも学ぶことがで

きる生涯学習を推進するとともに、学校・家庭・地域等の教育の場において、誰もがＩＣＴを正しく利

用できるよう普及啓発を図ります。

３ 情報セキュリティ対策等の強化

(１) 個人情報保護とシステムの適正な運用

各種情報システムの利用が増える中、個人情報を取り扱う環境については、より一層の注意を払う必

要があります。「高梁市情報公開及び個人情報の保護に関する条例」に基づき、個人情報の漏洩防止や

守秘義務の遵守を徹底するとともに、「高梁市情報セキュリティ基準に関する規程」によるルールを徹

底し、情報資産の保護に努めます。また、マイナンバー制度の導入に伴い、個人番号を含んだ特定個人

情報の適正な取扱いに関する規程等を整備し、個人情報保護に努めます。

(２) ＩＣＴ部門の業務継続体制の検討

災害・障害発生時には、ICT 部門における業務の継続とシステムの早期復旧を行うため、「高梁市行政

情報化推進本部」等の庁内組織にて、訓練の実施や復旧手順書の整備及びシステム構築委託業者との連

携・協力等の業務継続体制を検討し、ＩＣＴ利活用部門以外の他の部門も包括した業務継続計画の策定

を目指します。

高梁市情報公開及び個人情報保護に関する条例

高梁市情報セキュリティ基準に関する規程

(高梁市情報セキュリティポリシー)

・高梁市電子計算組織及び情報システムの管理運営に関する規程

・高梁市パソコンの取扱いに関する要領

高
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情報セキュリティ基本方針

情報セキュリティ対策基準

・物理的セキュリティ対策

・人的セキュリティ対策

・技術面におけるセキュリティ対策

・運用面におけるセキュリティ対策


