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地域情報化計画策定にあたって 

 

 

１．趣旨 

 

地域情報化は、便利な生活、時間や場所に制約されないゆとりある暮らし、健康づくりの支援、

福祉の充実、安心・安全な暮らし、やすらぎのある生活環境など、住民誰もが情報化の恩恵を受け

るための取り組みです。 

 これらの実現にあたっては、市のあらゆる分野において行政、企業、団体、個人が主体的に取り

組みを行いながら、相互に連携し協力しあうことが重要です。 

 このことから、この計画は、八代市の住民が一体となって地域情報化に取り組むためのガイドラ

インとして策定します。 

 

計画期間  平成 20 年度～平成 24年度の 5年間 

 

 

２．社会的背景 

 

 近年のインターネットや携帯電話の急速な普及や地上デジタル放送の開始にみられるように情

報通信技術（ICT※ ）の発展は、私たちの生活に大きな影響を与えるようになっています。 

既にインターネットは社会インフラとして確立し、携帯電話などの移動体通信の普及（モバイル

化）やブロードバンド整備など、情報化の波が住民生活にますます浸透しつつあります。 

一方、地域社会を取り巻く環境は、大きな変化を続けており、少子・高齢化対策、環境問題への

対応、安全で安心な社会の実現、地域産業の活性化や地域雇用の創出、地方公共団体の行財政改革

など、様々な課題を抱えています。 

このような課題を解決する手段として、ICT への期待が高まっています。 

 

 

※ ICT（Information and Communication Technology） 

情報通信技術の一般的な総称。従来用いられてきた IT（Information Technology）の「情報」に加え「コミュニケー

ション」（共同）性が具体的に表現されているのが特徴。ネットワーク通信による情報・知識の共有が念頭に置か

れた表現である。
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（1）国の情報化の動向 

 

政府は、2001 年 1 月に決定した「e-Japan 戦略」において 5 年以内に世界最先端の IT 国家

を実現するためにインターネット利用環境などの IT 基盤整備および電子商取引、行政手続きのオン

ライン化などの制度的な基盤整備を推進してきました。 

加えて、制度的な基盤などが達成されつつあることを受け 2003 年 7月に「e-Japan 戦略Ⅱ」

を策定し、IT の利活用の推進により 21世紀にふさわしい新たな社会・経済システムへの移行を図

ってきました。 

さらに、これらの「e-Japan 戦略・Ⅱ」の後継戦略であり、2010 年を目標とした「IT 新改革

戦略」（2006 年 1月）の中で、今後は IT の利活用で世界を先導するとともに、少子高齢化や環境

問題、安全・安心の確保などのわが国が直面するさまざまな社会的課題に対し、IT による構造改革

を推進して対応しようとしています。 

このような「e-Japan」戦略をはじめとしたIT 政策の方針を受け、総務省では、「u-Japan推

進計画2006（2006年9月）」を策定し、いつでも、どこでも、誰でもITの恩恵を実感できるユ

ビキタスネットワーク社会※ の実現を目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ユビキタスネットワーク社会 

ネットワークや機器を意識することなく「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」ICT を利用できる社会のこと。 

これまで単独で利用されていた端末等が相互に連携し、様々なサービスが提供されることにより、生活の豊かさ

の向上や経済の活性化、社会課題の解決等の恩恵がもたらされることが将来期待されている。 
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（２）県の情報化の動向 

 

熊本県では、健全な高度情報通信社会の実現に向け、県民と協働して先導的な取組み（リーディ

ングプロジェクト）をはじめとする様々な情報化施策に取り組むために、平成 12年 7月に熊本県

総合情報通信高度化プラン「通称：くまもとチャレンジ IT プラン」（推進期間：平成 12 年度～平

成 16年度）を策定しました。 

 また、ユニバーサルデザイン※ の考え方に基づき、県民誰もがどこにいても IT を自由に利活用

し、その利便性、有用性を享受し、実感できる高度情報化社会の実現を目指し様々な IT 施策等の展

開を図るために平成 17 年３月に「くまもとユニバーサル IT プラン」（推進期間：平成 17 年度～

平成 19年度）を策定しました。 

現在、熊本県総合計画「パートナーシップ21くまもと」の基本目標「創造にあふれ、“命が脈

うつ”くまもと」の実現を支える高度情報化推進のための基本計画として位置づけた熊本県総合情

報通信高度化計画くまもとユニバーサルITプランⅡ（仮称）を策定しています。 

 

 

※ ユニバーサルデザイン 

ユニバーサル＝普遍的な、全体の、という言葉が示しているように、「すべての人のためのデザイン」を意味し、

年齢や障がいの有無などにかかわらず、できるだけ多くの人が利用できるような製品、建物や環境のデザイン

の意味。また、情報、サービスやコミュニケーションも含む。 
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（3）市の情報化の動向 

 

 ①行政における情報化 

 旧八代市では、昭和 62年、コンピュータシステム

を導入して以来、住民情報・税情報等に関する事務処

理の電算化を進め、業務の効率化などを図る一方、総

合窓口制度を実施し住民サービスの向上に努めてき

ました。 

平成 6 年には、庁内 LAN（業務系ネットワーク）を敷設し、財務会計システムの導入、管理簿

冊の廃止、電子決裁の導入など内部事務の効率化を図りました。また旧町村においても庁内 LAN

の敷設、住民情報・税情報など各業務システムの導入を行い、業務の効率化に取り組んできました。 

 平成 17 年には、市町村合併を機に内部情報システム（グループウェア、財務会計、文書管理、

人事給与、庶務事務）を導入し更なる業務の効率化を推進しています。 

 

 ②地域における情報化 

 旧八代市において、平成 13年 9月、地域情報化を推進するため「八代市高度情報化懇話会」を

設置し、平成 15年 3 月に『八代市高度情報化基本計画』を策定しました。 

 計画の重要課題であった八代地域イントラネット※ を構築し、地域ポータルサイト「ごろっと

やっちろ」や議会中継システム、学校間情報共有システムなど、情報提供の拡充と公共施設間の情

報共有を図りました。旧町村においても、防災情報などを迅速に提供するために同報系防災行政無

線の整備、また情報通信格差を是正するために山間部においては、携帯電話用鉄塔、CATV（ケー

ブルテレビ）などの施設整備事業を行ってきました。 

 平成 18 年７月からは、地域住民への情報提供の一つとして、緊急情報配信システムの運用を開

始し、配信を希望する市民の方に火災、地震、台風などの緊急情報をパソコンや携帯電話に電子メ

ールで配信しています。 

 

 

※ 八代地域イントラネット 

学校、図書館、公民館、市役所など八代地域内の公共施設を光ファイバで結んだ高速通信ネットワークのこと。
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３．情報化における現状と課題 

 

（情報通信基盤の整備） 

行政サービスも含め、様々なサービスがインターネットや携帯電話を利用して提供されています。

本市のブロードバンド整備状況は、光ファイバや ADSL※ 、CATV（ケーブルテレビ）など、ほ

ぼ市内全域でブロードバンドサービスの提供が可能となっていますが、一部ではブロードバンドサ

ービスが利用できないエリアが存在しています。 

また、携帯電話についても、今や日常生活に深く浸透しているほか、災害時や緊急時の通信手段

としても重要な役割を担っていますが、一部の不通話地域が残っています。 

 

 

※ ADSL 

電話線を使って高速なデジタルデータ通信をする技術。AsymmetricDigitalSubscriberLine（非対称デジタル加入

者線）の略で上りと下りの速度が違うというのが特徴です。 

 

（コミュニティにおける現状と課題） 

コミュニティには、趣味、生涯学習、子育て、ボランティア活動などのグループ的なコミュニテ

ィのほか、自主防災組織や防犯パトロール隊、PTA 活動、体育活動、青少年育成など学校区や町

内を単位としたコミュニティがあり、地域の日常生活における身近な問題の解決や会員相互の親睦、

地域福祉の促進など様々な活動が行われています。 

しかし、合併に伴う市域の拡大や住民の価値観の変化、核家族化の進展などにより、地域の連帯

感が薄れ、地域活動に対する住民の無関心層が増大するなど地域のコミュニティは希薄化しつつあ

ります。 

このようなことから、八代市では、人と人との繋がりを促進し、情報の共有化やコミュニティを

支援したり、新しいコミュニティの創生を促すためのツールとして、ポータルサイト「ごろっとや

っちろ」を整備いたしました。 

今後は、このポータルサイトを携帯電話で使用できるようにするなど、より多くの市民が利用で

きるように整備を行っていく必要があります。 
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（福祉における現状と課題） 

活動的で豊かな老後を望む一方、核家族化の進行により一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯

が増加傾向にあり、介護や医療サービスへの不安を抱えています。 

また、障がいのある人の地域における自立した生活と一層の社会参加を支援することがこれまで

以上に求められています。 

さらに、核家族化や離婚の増加は、子育ての環境を大きく変化させ、ひとり親、育児に対する悩

みや不安を持つ親が増えています。 

現在、地域ポータルサイト等を利用して、趣味や生きがいつくりなどのサークル支援、子育て相

談などの育児支援が行われています。 

今後は、地域のコミュニティ、ボランティア団体、医療機関や介護施設などの関係機関の連携強

化を図り、上記のような課題に対し総合的な情報の提供を推進していく必要があります。そのため、

お互いの情報を共有できるよう情報ネットワーク化を進めていく必要があります。 

 

（産業における現状と課題） 

高速自動車道、九州新幹線など高速交通網や県内最大の国際貿易港「八代港」の拡充整備など産

業発展のための交通インフラは整いつつありますが、就職の場が少ないことから若者の地元ばなれ

が進んでいます。 

そこで、企業誘致を推進し雇用の場を拡大するために、交通の利便性や市の PR など広範囲に情

報配信を行う必要があります。 

本市の農業においては、輸入農産物や国内競合産地との産地間競争が激化し、農産物価格が下落

しています。また、その年の気象変動などから、作物によっては価格の乱高下が激しく、安定的、

計画的経営が困難な状況にあります。そこで、農業生産情報の共有化を図り生産物の高品質化を図

るとともに、消費者に向けた産地や特産品の PR、ネット販売などによる販路拡大などに取り組ん

でいく必要があります。 

また、市内各地域の商店街では、近年郊外への大型商業施設の進出などにより、商店街の活力が

低下してきています。今後、販路の拡大や商店街の活性化を図っていくために、インターネットを

活用して消費者が役立つ情報を提供していく必要があります。 

観光では、八代市の特色である農業・海洋資源を活かした「体験型」観光などの取り組みを進め、

ホームページ等を通じ観光 PR を行っていますが、今後は観光マップや地場産品など観光情報のネ

ットワーク化を図り、外部への情報発信を充実していく必要があります。 

 

-6-



  

（教育における現状と課題） 

平成 15 年に整備した八代地域イントラネットにより、市内の小・中・特別支援学校は光ファイ

バで結ばれ、高速インターネット通信や学校間で情報を共有できる環境が整っていますが、学校と

保護者や地域とが連携するシステムには至っていません。 

子どもたちがのびのびと活動し、郷土愛を育む地域社会をつくるためには、防犯などの安全面へ

の対応はもちろん、郷土学習のための史跡、名所など地域の特色ある情報提供、物づくりや遊びと

いった体験学習が必要であり、家庭、地域社会、学校、各種団体が連携し、地域が子どもを育てる

環境づくりを行う必要があります。 

 一方、生涯学習においては、社会環境や生活環境の変化に伴い、生涯学習に対するニーズは多様

化しており、それらに対応した多様な分野の学習プログラムの構築が求められています。 

そのため、学習の手助けとなるような情報の提供や相談、様々な学習プログラムへの対応など、

いつでもどこでも学習できる環境の整備を行う必要があります。 

 

（行政における現状と課題） 

行政情報化においては、電子自治体に対応したシステム化やホームページによる情報提供を積極

的に行っていますが、今後多様な市民ニーズに対応していくため、情報提供・意見交換サービスの

拡充が必要となっています。 

誰もが簡単に情報の利便性を享受できるように、情報基盤やシステムの整備だけでなく、住民の

情報活用能力の向上や情報弱者への対応を配慮する必要があります。 

また、近年、パソコンやインターネットの利用拡大に伴い、個人情報の流出やコンピュータウイ

ルスによる被害が拡大しています。これらに対するセキュリティ対策が重要となっています。 
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４．基本的な考え方 

 

（1）目指す都市像 

 

 この計画における目指す都市像を次のとおりとします。 

 

「人がつながるコミュニケーション都市、八代」 

 

本市では、これまで、公共施設を光通信で結ぶ地域イントラネットや山間部におけるＣＡＴＶ（ケ

ーブルテレビ）、携帯電話用鉄塔などのハード整備を行う一方、行政ホームページの充実はもちろ

ん、住民同士による情報交流広場としての地域ポータルサイト「ごろっとやっちろ」の整備など、

ソフト事業にも取り組んできました。 

これからは、まちづくりの様々な課題を解決していくためには、これらの情報基盤や情報技術の

活用をさらに推進することにより、利便性を図ることはもとより、人、企業、行政、学校、地域な

どが一体となり、コミュニケーションを円滑化、活性化し、相互理解を深めていくことが重要です。 

このようなことから、本市の地域情報化における都市像を「人がつながるコミュニケーション都

市、八代」として、その実現を目指すこととします。 
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（2）基本目標 

 

『人がつながるコミュニケーション

都市、八代』を実現するために、本計

画の基本目標を、次の５つの分野に分

類し、計画的、総合的に取り組むこと

とします。 

《くらしにやくだつ情報化》 

《ひとにやさしい情報化》 

《まちをげんきにする情報化》 

《ひとをそだてる情報化》 

《くらしをまもる情報化》 

 

 

《くらしにやくだつ情報化》 

●地域コミュニケーション基盤として、ポータルサイトを充実し、市民活動のサポートを充実する

とともに、レジャー、健康づくり、料理、家事、ショッピング、趣味などの暮らしに役立つ情報を

簡単に収集したり、交換できる環境づくりを行います。 

●インターネットを利用した申請届、施設予約や公共料金のコンビニ収納など、便利な電子市役所

の実現に向けて検討を進めていきます。 

●インターネット、CATV（ケーブルテレビ）やコミュニティＦＭ、携帯電話など、多様な情報通

信手段の活用を推進します。また、ブロードバンド整備などの基盤整備に努め、いつでも、どこで

も手軽に必要な情報が得られる環境づくりに努めます。 

 

 

《ひとにやさしい情報化》 

●高齢者や障がい者のための情報提供を充実することにより、安全で安心して暮らせるような環境

づくりを支援します。 

●ホームページを活用した保健医療に関する情報提供の充実を図り、市民の健康づくりの支援を行

います。 

●福祉システムの充実を図るとともに、総合的な福祉情報の提供に努め、関係機関の情報共有化と

連携の強化に努めます。 
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《まちをげんきにする情報化》 

●インターネットを利用したオンラインショップの構築など、消費者の利便性と販路の拡大を図り

ます。 

●八代地域の観光名所、イベント、宿泊情報など、総合的な観光情報を提供し、観光客の増加を図

ります。 

●企業立地に関する情報を、ホームページ等を利用して積極的に提供することで、企業誘致活動の

支援を行い産業の活性化を図ります。 

●農・林・水産業の生産情報を提供するシステムを構築し、生産者の安定経営の支援を行います。 

 

 

《ひとをそだてる情報化》 

●パソコンやインターネットの操作、活用方法についての講習会を実施するなど市民の情報活用能

力の向上を図ります。 

●文化財などの電子情報の内容充実と市民の自主文化活動や社会体育活動の支援を行うなど、生涯

学習の環境づくりに努めます。 

●学校においては、情報教育を推進するとともに、学校ホームページを活用して学校間、学校と保

護者、学校と地域との連携を図ります。 

 

 

《くらしをまもる情報化》 

●携帯電話、電子メール、CATV（ケーブルテレビ）やコミュニティ FMなど、多様な情報伝達手

段を活用して、防災・防犯情報の提供など積極的に進め、住民の生命と財産を守る支援を行います。 

●インターネットの利用増大により、セキュリティ侵害が大きな課題となっているため、個人情報

保護と情報セキュリティ対策の強化に積極的に取り組みます。 
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５．施策の展開 

※施策の実施にあたっては、企業、団体、個人、行政が相互に連携し協働して推進していくものとしま

す。 

 

（1）くらしにやくだつ情報化 

 

①地域コミュニケーション基盤の整備 

 地域コミュニケーション基盤として、地域ポータルサイト「ごろっと

やっちろ」のデザインの見直しや携帯電話、家庭用電子機器への対応な

ど、使いやすく便利な機能の充実を図ります。 

 

《具体的施策》 

 ◆他地域 SNS との連携 

・他地域との住民交流や情報交換を行うため、他地域 SNS※ との

連携を図ります。 

◆携帯電話、家庭用ゲーム機、地上波デジタル放送への対応 

 ・携帯電話、家庭用ゲーム機、地上波デジタル放送でも「ごろっと 

やっちろ」が利用できるよう機能の充実を図ります。 

◆ライブ中継などの充実 

・花火やイベントのライブ中継を充実させ、リアルタイムな情報交換ができるよう機能の充実を図

ります。 

◆地図情報の活用 

  ・各情報と地図情報とのリンクを充実するとともに、地図情報システムの機能の拡充を図ります。 

 

《今後のスケジュール》 

施　策 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

地域コミュニ
ケーション基
盤の整備

実施・継続

 

 

※ 地域 SNS 

人と人の「つながり」を意識して作られたインターネット上のコミュニティサイト。八代市で運営を行っている地域

ポータルサイト「ごろっとやっちろ」は、自治体として初めてSNSを導入し、他地域SNSサイトの基盤システムとし

て全国へ波及しています。
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②電子市役所の構築 

 時間や場所に制約されずに、市民がいつでもどこでも簡単に行政サービスが受けられるよう、イ

ンターネットや八代地域イントラネットを活用した電子市役所の構築を推進します。 

 

《具体的施策》 

◆電子申請・届出の推進 

・申請・届出等手続のオンライン化を推進します。 

◆電子入札の検討 

・入札や調達のオンライン化を検討します。 

◆便利なホームページの検討 

・転居・結婚・出生・死亡時などのイベントに応じたホームページづくりなど、便利なホームペー

ジづくりについて検討を行っていきます。 

・生活関連情報などを外国語で提供するとともに、内容の充実を図ります。 

◆公共料金の収納方法の検討 

 ・公共料金のコンビニ収納、クレジット収納を検討します。 

◆公共施設予約システムの拡充 

 ・体育施設、公民館、学校施設などへの拡充を図ります。 

◆パブリック・コメント（市民意見提出）制度の促進  

・市政への住民参加を支援します。 
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《今後のスケジュール》 

施　策 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

公共料金の収
納方法の検討

公共施設予約
システムの拡
充

パブリック・
コメント制度
の促進

電子申請・届
出の推進

電子入札の検
討

便利なホーム
ページの検討

実施・継続

検討

検討 実施

検討

検討

実施

実施

実施

一部実施 実施
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③多様な情報通信手段の活用と基盤整備 

地域コミュニティ FMと CATV（ケーブルテレビ）を利用してイベント中継や自主放送など地域

の話題を放送しています。今後は、これらの連携を図るなど、多様な情報通信手段の新たな活用策

を検討していきます。 

特に、携帯電話は著しく普及しており、時間や場所に制約されずに情報のやりとりが可能になり

つつあることから、行政ホームページをはじめ、様々なホームページを携帯電話から利用できるよ

う整備に努め、利便性の向上と利用者の拡大を図ります。 

また、地域における情報格差の是正を図るため、ブロードバンドや携帯電話用鉄塔の未整備地域

の解消について、通信事業者と協議・検討していきます。 

 

《具体的施策》 

◆コミュニティ FMと CATV（ケーブルテレビ）の連携 

・コミュニティ FMの番組を、CATV（ケーブルテレビ）の番組として放送できるよう検討します。 

◆ホームページの携帯電話への対応 

・行政ホームページを携帯電話から利用できるように整備します。 

◆未整備地域の解消 

 

 

《今後のスケジュール》 

施　策 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

コミュニティ
FMとCATVの
連携

ホームページ
の携帯電話へ
の対応

未整備地域の
解消

構築 実施

実施一部実施

協議・検討 実施一部実施
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（2）ひとにやさしい情報化 

 

①バリアフリーマップの電子化 

 高齢者や障がい者、病気やケガをしている人が、安全

で安心して生活ができるようにバリアフリーマップ※

の電子化に向けて取り組みます。 

また、年齢や障がいの有無などに関わらず、誰でも必

要な情報が得られ、活用できるよう、ユニバーサルデザ

インに配慮したコンテンツの普及に努めます。 

 

《具体的施策》 

◆バリアフリーマップの電子化 

・バリアフリーマップや施設の整備状況などを 

電子化し、インターネットや携帯電話で利用できるようにします。 

◆ユニバーサルデザインへの配慮  

・ホームページの色あいやデザインへの配慮、音声ガイダンスの活用などに取り組みます。 

 

 

《今後のスケジュール》 

施　策 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

ユニバーサル
デザインへの
配慮

バリアフリー
マップの電子
化

検討

継続

実施

 

 

 

※ バリアフリーマップ 

バリアフリーマップは、車いすを利用している方をはじめ、視覚に障がいのある方、聴覚に障がいのある方、高

齢の方、妊産婦、子供づれの方などが、安心して外出できるよう、車いす用トイレ、スロープ、エレベータなどの

設備を記載した地図。 
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②健康づくりの支援 

 市民の健康づくりや受診時の参考となるよう、保健情報

や医療機関情報を提供するホームページを作成するとと

もに、医師会等のホームページとのリンクを図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《具体的施策》 

◆保健・医療機関情報の提供 

・健康診断や健康情報など、住民の健康づくりを支援する情報を集約したホームページを構築

します。 

・地図情報を活用して、休日在宅医・医療機関・医師会が保有する医院などの医療情報の提供

充実を図ります。 

 

《今後のスケジュール》 

施　策 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

保健・医療機
関情報の提供 調査・検討 実施

広報やつしろ(市民カレンダー) 

医師会ホームページ 
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③福祉情報システムの充実 

 介護、障がい者の自立や子育ての支援を行うため、総合的な福祉情報の提供を図るとともに各種

サービスのシステム構築を図ります。 

 

《具体的施策》 

◆在宅要援護者支援の充実 

・ひとり暮らし高齢者および障がい者等の、緊急通報サービスなどを検討します。 

◆福祉ポータルサイトの構築 

・介護や福祉関連機関の連携を図り、福祉に関するサイトの玄関口となるポータルサイトの構築を

検討します。 

 ◆子育て支援システム導入の検討 

・インターネットやメールを利用して、子どもの送迎や一時預かりを支援するシステム導入を検討

します。  

 

 

《今後のスケジュール》 

施　策 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

在宅要援護者
支援の充実

福祉ポータル
サイトの構築

子育て支援シ
ステム導入の
検討

検討 実施

一部実施

検討・構築 実施

実施
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（3）まちをげんきにする情報化 

 

①オンラインショップの構築 

 物産品や特産品などの販路拡大や消費者の利便性の向上を図るため、オンラインショップを構築

し、ネット販売や情報提供を行います。 

 

《具体的施策》 

◆オンラインショップの構築 

◆店舗ホームページの推進 

 ・「ごろっとやっちろ」のホームページ作成機能の活用など、店舗ホームページの作成を支援しま

す。 

 

 

《今後のスケジュール》 

施　策 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

オ ン ラ イ ン
ショップの構
築

実施調査・検討

 

 

②観光ポータルサイトの構築 

 観光客の増加を図るため、総合的な観光ホームページを構築し、新鮮な観光情報を動画や画像を

使って提供します。 

 

《具体的施策》 

◆観光ポータルサイトの構築 

・観光名所、史跡、イベント、宿泊などに関する情報を総合的に提供する観光の専用ホームペー

ジを構築し、計画期間内にポータルサイトへの移行を目指します。 

 

《今後のスケジュール》 

施　策 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

観光ポータル
サイトの構築 調査・検討 実施一部実施
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③企業立地等の情報提供 

 雇用の場の創出を図るため、進出や増設を考えている企業の参考となるような、企業立地に関す

るホームページを構築します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《具体的施策》 

◆企業立地ホームページの作成 

・企業優遇制度、工業用地、交通アクセスなどの企業立地に必要な情報提供を行います。  

 

 

《今後のスケジュール》                                       

施　策 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

企業立地ホー
ムページの作
成

調査・検討 実施
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④農・林・水産業情報の提供 

 生産の安定化と生産物の高品質化を図るため、農・林・水産業の生産に関する情報を携帯電話へ

直接提供するシステムを構築します。 

 

《具体的施策》 

◆生産情報提供システムの構築 

・病害虫や気象、警報等の情報提供を、直接携帯電話に発信するシステムを構築します。 

 

 

《今後のスケジュール》 

施　策 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

生産情報提供
システムの構
築

調査・検討 実施
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（4）ひとをそだてる情報化 

 

①情報活用研修の充実 

 市民の情報活用能力の向上を図るため、パソコンなどの情報通信機器やインターネットの操作に

関する講習会を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《具体的施策》 

◆IT 講習会の開催  

・住民を対象として、パソコンの基本操作を習得できる講習会等を行います。 

 

 

《今後のスケジュール》 

施　策 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

IT講習会の開
催 実施・継続
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②生涯学習の支援 

 生涯学習の環境づくりを支援するため、インターネットなどを活用して、郷土資料など文化財情

報の提供内容を充実します。また、文化講座（公演）や公共施設で行われる文化活動を支援するシ

ステムを検討します。 

 

《具体的施策》 

◆デジタルミュージアム化の推進（※文化財情報の充実など）  

・民俗芸能、伝統芸能を情報収集し、データベース化し、市ホームページや地域ポータルサイ

トで映像、文字による情報提供を行っていきます。 

・市内の国指定文化財、県指定文化財、市指定文化財の情報と地図データを活用して、文化財

マップの作成など、散策ルートとして利用できるようなコンテンツを作成し提供します。 

◆文化活動の支援 

・インターネットを利用して、文化講座（公演）や公共施設で行われる文化活動の紹介、講座等へ

の参加申し込みができるような仕組みを検討します。 

◆図書館情報システムの拡充 

・本館で行っているインターネットによる図書の予約管理を、せんちょう分館、かがみ分館に拡充

します。 

・公共図書館システムと学校図書館システムの連携を図ります。 

・インターネットを利用して講座の参加申し込みができるような仕組みを検討します。 

 

 

《今後のスケジュール》 

施　策 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

デ ジ タ ル
ミュージアム
化の推進

文化活動の支
援

図書館情報シ
ステムの拡充 実施

一部実施 実施

検討

実施・継続

 

-22-



  

③学校の情報化 

 学校間、学校と保護者、学校と地域が連携できるように、学校ホームページを活用した情報配信

を推進します。 

そのため、児童・生徒の情報教育に努めるとともに、情報機器を活用した授業ができるよう教職

員の情報教育に関する研修の充実を図ります。 

 

《具体的施策》 

◆情報教育環境の充実 

・小・中・特別支援学校の教育情報機器やソフトウェアの充実に努め、これらを利用した教育を実

施し、学校における情報教育環境の充実を図ります。 

◆児童生徒の情報活用能力の向上 

・各教室のパソコンを活用して、情報を利活用できる児童・生徒を育成します。  

◆学校ホームページの活用 

・学校ホームページを活用して、学校案内、行事カレンダー、学校だよりや校内の様子などの情報

を校内外へ向けて配信します。 

◆教職員の育成  

・情報機器を使用してわかりやすい授業ができるよう、教職員の情報教育に関する研修の充実を図

ります。 

 

 

《今後のスケジュール》 

施　策 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

学 校 ホ ー ム
ページの活用

実施一部実施
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（５）くらしをまもる情報化 

 

①防災・防犯情報の充実 

 八代広域消防本部と連携し、火災、地震、台風などの防災情報を市ホームページや電子メールに

よる緊急情報配信を行なっています。 

今後は、携帯電話で、地域ポータルサイトや防災専用ホームページ、災害時の避難場所地図情報

等の閲覧などが可能になる仕組みづくりを検討します。 

 また、防犯に関しても、安心で安全に暮らせるまちづくりを目指すために、行政、警察、地域が

連携し、情報の収集と発信方法の検討を行っていきます。 

 

《具体的施策》 

◆防災情報の充実  

・災害時における、被災情報・避難状況などのリアルタイムな情報提供に努めます。 

・地図情報、動画、画像などを利用したわかりやすい情報提供に努めます。  

◆緊急連絡システムの検討 

・学校から保護者等に対する緊急連絡（不審者情報、集団下校、休校通知など）などを携帯電話へ 

メール配信することを検討します。 

 

 

《今後のスケジュール》 

施　策 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

防災情報の充
実

緊急連絡シス
テムの検討

検討 実施

実施検討
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②個人情報保護などのセキュリティ対策 

 ICT を活用した行政サービスの向上、効率化を図る一方で、個人情報の保護が重要な課題となっ

ています。 

 住民情報等、重要な情報資産の取り扱いを厳重に行うとともに、不正なアクセスやコンピュータ

ウイルス対策など、セキュリティ対策を強化します。 

 

《具体的施策》 

◆情報セキュリティ対策の推進 

・システム、機器、データ保護などのセキュリティ対策を実施します。 

・監査の実施や必要に応じて、セキュリティポリシー※ の見直し等を行います。 

◆情報セキュリティ研修の実施 

・職員のセキュリティ意識を向上させ、セキュリティポリシー遵守を徹底します。 

 

 

《今後のスケジュール》 

施　策 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

個人情報保護
などのセキュ
リティ対策

継続

 

 

 

※ セキュリティポリシー 

情報セキュリティに関する基本方針であり、情報システムやデータの取り扱いに関する総合的なルール。 
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６．計画の推進に向けて 

 

（1）推進体制 

 

◆市民・民間・団体等との連携 

 地域全体が一体となって情報化を推進するには、市民、企業、関係団体、行政等がそれぞれ役割

を分担し情報化に取り組んでいく必要があります。 

 そのため、それぞれの分野における関係機関・団体等と行政とが実務レベルでの検討会を開催す

るなど積極的な連携を図ることとします。 

 

◆国・県との連携 

本市の情報化への取り組みを効果的に行うためには、国や県の情報化動向を把握し、連携して進

めていく必要があります。 

そのため、社会情勢の変化や市民のニーズ等を踏まえながら、国や県に対して必要な支援・協力

を要望していきます。 

 

 

 

 

（2）計画の進捗・見直し 

 

◆進行管理 

 本計画を効果的に推進するために、各施策の進行管理を行うとともに、情報化に係る有識者、関

係者の代表等で構成されている「八代市情報化懇話会」において、情報化計画の進め方、方向性に

ついて審議・提言を行っていきます。 

 

◆計画の見直し 

ICT の進展、社会・経済状況の変化、市民ニーズの多様化など、今後も情報化を取り巻く環境は

目まぐるしく変化することが予想されます。こうした変化に適切に対応するため、本計画について

も、随時適切な見直しを行います。 
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八代市地域情報化懇話会設置要綱 

平成 17年 8月 1日 

告示第 3号 

 (設置) 

第１条 八代市における地域の情報化を推進するため、八代市地域情報化懇話会(以下「懇話会」と

いう。)を設置する。 

 (所掌事務) 

第２条 懇話会は、地域の情報化に係る計画の策定、進行管理、改定等に関し必要な事項について

検討し、市長に対し提言を行う。 

 (組織) 

第３条 懇話会の委員は、25人以内とする。 

２ 委員は、情報化に関して識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。 

 (任期) 

第４条 委員の任期は、３年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

 (会長) 

第５条 懇話会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、懇話会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。 

 (会議) 

第６条 懇話会は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。 

 (部会) 

第７条 懇話会は、事務の効率化を図るため、テーマに応じた部会を設置することができる。 

２ 部会に、部会を代表し、部会等を主宰するものとして部会長を置く。 

３ 部会長は、部会を構成する委員の互選により定める。 

４ 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。 

 (代表者会議) 

第８条 会長は、懇話会として全体調整を図るため、会長及び部会長が指名する委員からなる代表

者会議を設置することができる。 

２ 会長は、代表者会議を主宰し、その議長となる。 
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(事務局) 

第９条 懇話会の庶務は、企画振興部情報推進課において処理する。 

 (その他) 

第１０条 この告示に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

   附 則 

 この告示は、平成 17年８月１日から施行する。 

 

附 則（平成 18年 3 月 31 日告示第 47号） 

この告示は、平成 18 年 4月 1 日から施行する。 
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八代市地域情報化懇話会名簿 

 

氏　　名 所            属

★     森内　　勉 　八代工業高等専門学校

    小島　俊輔 　八代工業高等専門学校

    秋岡　定志 　中九州短期大学

    多田　　満 　エフエムやつしろ

    蓑田　淳美 　八代市ＰＴＡ連絡協議会

    村山　　忍 　博物館友の会

    松木　喜一 　八代商工会議所

    井戸　千明 　八代地域農業協同組合（ＪＡやつしろ）

    上村　憲助 　八代よかとこ宣伝隊

    鏡　　克弘 　八代市社会福祉協議会

    前田　　稔 　八代市消防団

    冨永　　尚 　坂本町

    中　　　寛 　千丁町

    岡　　初義 　鏡町

    八岡　孝子 　東陽町

    福岡　博司 　泉町

★会長  
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