
（2019～2024） 

2019年３月 

鹿屋市総務部情報行政課 



- 1 - 

目 次 

第１章 計画の策定に当たって 

１ 計画策定の背景・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

２ 計画の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

３ 計画の位置付け、計画期間・・・・・・・・・・・２ 

第２章 情報化の動向 

１ 国の動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

２ 県の動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

第３章 本市の情報化の現状と課題 

１ 情報通信（インターネット）基盤の状況・・・・・12 

２ 情報通信（インターネット）利用の状況・・・・・13 

３ デジタル・ガバメントへの取組状況・・・・・・・16 

第４章 情報化の基本的考え方とその進め方 

１ 基本的考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・21 

２ 施策の方向性・・・・・・・・・・・・・・・・・21 

３ 計画実現に向けて・・・・・・・・・・・・・・・27 

■ 参考資料

１ 鹿屋市情報化計画改訂に係る取組・経緯・・・・・29 

２ 鹿屋市情報化推進懇話会設置要綱・委員名簿・・・30 

３ 鹿屋市情報化計画アンケート調査結果・・・・・・32 



- 2 - 

１ 計画策定の背景 

 鹿屋市では、第１次鹿屋市総合計画における将来都市像『ひと・まち・産業が躍動す

る「健康・交流都市 かのや」』の実現を目指し、“元気な「かのや」づくり”に向けて各

種施策を展開してきました。 

  情報分野においては、「安心して暮らせる快適なまちづくり」を基本理念に、「高度情

報化社会への対応」と「高度な情報処理技術の活用」を推進することとし、鹿屋市情報

化計画（計画期間：2012～2017年度、６年間）を策定し、様々な事業に取り組んできた

ところです。 

２ 計画の目的 

鹿屋市情報化計画（以下、本計画という。)は、第２次鹿屋市総合計画の基本目標の１

つである「未来につながる住みよいまち」の実現のために、市民への情報提供の充実や

高度情報通信基盤の整備などによる市民生活の向上を図るとともに、本市業務の効率化・

高度化による市民サービスの向上を目指すために策定するものです。 

３ 計画の位置付け、計画期間 

 本計画は、本市における情報化の指針となるものです。また、官民データ活用推進基

本法（平成 28年法律第 103号）に基づく本市の官民データ活用推進計画としても取り扱

うものであり、計画期間は 2019年度から 2024年度までの６年間とします。 

区  分 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

総合計画 

情報化計画 

第 1 章 計画の策定に当たって 

〇「第２次鹿屋市総合計画（計画期間：2019～2024年度）」と連動します。 

〇国・県の動向政策や世情を反映するため、適宜見直し（改訂）を行います。 

旧計画 改訂 新計画 

旧計画 新計画 ⇒⇒検証・見直し⇒⇒ 改訂 
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１ 国の動向 

（１）国における政策 

■世界最先端ＩＴ国家創造宣言・官民データ活用推進基本法

 国におけるＩＴ戦略は、「e-Japan戦略（2001.１月）」に始まり、「e-Japan 戦略Ⅱ（2003.

７月）」、「ＩＴ新改革戦略（2006.１月）」、「i-Japan戦略 2015（2009.７月）」、「新たな情

報通信技術戦略（2010.５月）」を経て、「世界最先端ＩＴ国家創造宣言（2013.６月）」へ

と受け継がれています。 

【国のＩＴ戦略の経過】 

2001---→ 2003---→ 2006----→ 2009-----→ 2013---------→ 2016-----------→ 

e-Japan 
戦略 

e-Japan 
戦略Ⅱ 

ＩＴ 
新改革戦略 

i-Japan 
戦略 2015 

世界最先端ＩＴ 
国家創造宣言 

官民データ活用 
推進基本法 

【官民データ活用推進基本法の背景】 

 官民データ活用推進基本計画では、国民が安全で安心して暮らせ、豊かさを実感

できる社会を実現するための「世界最先端デジタル国家」の創造に向け、ＩＴを活

用した社会システムの抜本改革を掲げています。特に「デジタル技術を徹底的に活

用した行政サービスの改革の断行」として「行政サービスの 100％デジタル化」「行

政保有データの 100％オープン化」「デジタル改革の基盤整備」を、「地方のデジタル

改革」では、「ＩＴ戦略の成果の地方展開」等が明記されました。 

第２章 情報化の動向 

※ 総務省資料より 

※ 総務省資料より 
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■マイナンバー（社会保障・税番号）制度の導入

マイナンバー制度は、通称「マイナンバー」と呼ばれる 12桁の個人番号を国民全員に

付番するもので、2015 年 10 月からマイナンバーの通知、2016 年１月からはマイナンバ

ーカードの交付が行われています。 

この制度は、複数の機関に存在する特定の個人の情報が同一の情報であることを確認

するための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、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基盤(インフラ)であるといわれています。 

この基盤を活用した行政機関同士が行う情報連携では、各種手続の際の添付書類が省

略できるなど、国民の負担は軽減されます。 

また、マイナンバーカードを活用した様々なサービスが展開されており、特に、「マイ

ナポータル」では、自宅のパソコンやスマートフォンから個人情報や行政機関同士が個

人情報を受け渡しした履歴などを確認できるほか、保育所の入所申請や児童手当の申請

ができるなど、国民の利便性は向上します。 

将来的には、これらの基盤やマイナンバーカードの仕組みを使い、各種資格の確認、

医療・介護・福祉・金融など、様々な分野での活用が検討されています。 

■電子自治体の取組を加速するための 10の指針

「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」を受け、総務省では 2014年３月に「電子自治体の取

組を加速するための 10 の指針」を策定しました。 

この指針では、前述の社会保障・番号制度の導入に併せた自治体クラウド導入の加速

を最優先課題として位置付け、行政情報システムの改革に関して地方公共団体に期待す

る具体的な取組として次の事項が示されています。 

【電子自治体の取組を加速するための 10の指針（抜粋）】 

※ 総務省資料より 

◇番号制度導入に併せた自治体クラウド導入の取組加速 

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区町村の自治体クラウドの取組加速 
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の締結、中間標準レイアウトの活用等による最適な調達手法の検討 

◇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 

◇電子自治体推進のための体制整備 

指針９ ＣＩＳＯ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の構築 
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■働き方改革、地方創生とＩＣＴ利活用

生産年齢人口は、少子高齢化の進行によって 1995年をピークに減少しており、総人口

も 2008年をピークに減少に転じています。 

【生産年齢人口の推移】 

こうした人口減少社会の到来に伴う経済へのマイナスの影響については、ＩＣＴ利活

用を軸とした課題解決によって改善していくことが期待されています。 

働き方改革に関わるところでは、労働参加率向上及び労働生産性向上が必要であり、

この労働参加率向上の実現に向けては、テレワークの活用が、また、労働生産性向上に

向けては、ＩＣＴ投資、ＡＩ等の活用があります。 

また、地方創生に関わるところでは、「交流人口増加」、「定住人口増加」が必要であ

り、この「交流人口増加」としては、訪日観光客などによるインバウンド需要の拡大に

向けた情報発信及び無線ＬＡＮ等の整備、また、「定住人口増加」としては、地域雇用

等に関する効果的な施策を企画・推進するための各種情報の収集、活用があります。 

【社会的課題に対する解決の方向性とＩＣＴ利活用】 
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（２）インターネット関連 

①インターネット利用率

2017年のインターネット利用率（個人）は、80.9％となっています。 

○男女別では、男性の方が約 7.4ポイント高い。

○年代別インターネット利用率は、13 歳〜59 歳までは各階層で９割を超えてい

る。

46.3%

57.8%

64.3% 66.0%
70.8% 72.6% 73.0%

75.3%
78.0% 78.2% 79.1% 79.5%

82.8% 82.8% 83.0% 83.5%
80.9%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

インターネット利用率の推移（全体）

81.2% 81.7%

83.8% 84.0%

86.1% 86.3%
84.9%

87.0%
男性, 84.7%

74.8% 74.8% 74.5% 75.1%

79.7% 79.4%
81.2%

80.1%

女性, 77.3%

70.0%

80.0%

90.0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

インターネット利用率の推移（男女別）

2017, 73.6%

96.9% 98.7% 97.8% 96.8% 92.4%

73.9%

46.7%

20.1%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

6-12歳 13-19歳 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80歳以上

インターネット利用率の推移（年代別）
2013 2014 2015 2016 2017

※ 総務省 平成 29年通信利用動向調査より 

※2017調査では、高齢者層の回答が増加したことによる回答傾向の変化等があったことから、経年比較に際しては注意が必要。 



- 7 - 

②インターネット利用に係る情報通信機器

 インターネットを利用する際に使用する端末については、スマートフォンやタブ

レットが急激に増加する一方、パソコンが減少傾向にあります。 

○固定電話やファックス離れも進行している。

③モバイル端末の保有状況

モバイル端末機（スマートフォン、携帯電話・ＰＨＳ）の利用者については、ス

マートフォンが増加する一方、携帯電話・ＰＨＳは減少しています。 

93.2% 94.5% 94.5% 94.8% 94.6% 95.8% 94.7%

モバイル端末機全体, 
94.8%

83.4% パソコン, 
72.5%

85.8%

固定電話, 
70.6%

9.7%

スマートフォン, 
75.1%

43.8%

ファックス, 
35.3%

7.2%

タブレット, 
36.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

情報通信機器保有状況の推移（世帯）

39.1%

44.7%

53.1%
56.8%

スマートフォン, 60.9%

38.9%

34.6% 35.1% 33.6% 携帯電話・ＰＨＳ, 
29.3%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

2013 2014 2015 2016 2017

モバイル端末の保有状況の推移（個人）

※ 総務省 平成 29 年通信利用動向調査より 
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13歳から 69歳では、８割以上がモバイル端末機を保有しています。 

○全体の約６割がスマートフォン、約３割が携帯電話・ＰＨＳを保有している。

○13 歳～59 歳ではスマートフォンの保有率が高く、60 歳以上では携帯電話・Ｐ

ＨＳの保有率が高い。

④次世代移動通信システムの開発

 国は、現代のＩｏＴ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ ｏｆ Ｔｈｉｎｇｓ）社会を支える社

会的基盤として、2020年を目処に、これまでの移動通信システムよりも超高速、

多数接続、低遅延という特徴を有する第５世代移動通信システム（５Ｇ）の実現に

向け、民間企業とともに研究開発・総合実証試験の推進、国際連携の強化、５Ｇ用

周波数の確保といった取組を進めており、関係者が参加する実証プロジェクトを東

京だけでなく地方でも開始しています。 

しかし昨今、５Ｇを取り巻く国際情勢は 2019年の実現へと目標を前倒ししてき

ていることから、国においても、これに追従する方向で検討されつつあり、今後と

もこうした技術については、短期間での飛躍的進歩が予測されます。 

⑤キャッシュレスの推進

少子高齢化や人口減少に伴う労働者人口減少の時代を迎え、生産性向上は喫緊の

課題といえる中、国は、「日本再興戦略（改定）2014」において、キャッシュレス決

済の普及による決済の利便性・効率性の向上を掲げたことを発端として、「日本再興

戦略 2016」では、2020年のオリンピック・パラリンピック東京大会開催等を視野に

入れたキャッシュレス化推進を示しています。さらに、2017年６月に決定された「未

84.0%

47.9%

86.1%

96.9% 97.3% 97.0% 95.4%
88.8%

72.5%

39.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

全体 6-12歳 13-19歳 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80歳以上

年齢階層別モバイル端末の保有状況 スマートフォン 携帯電話・PHS

保有なし モバイル端末全体

※ 総務省 平成 29年通信利用動向調査より 
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来投資戦略 2017」にてＫＰＩ(重要な評価指標）として 10年後（2027年）までにキ

ャッシュレス決済比率を４割程度とすることを目指すとしています。キャッシュレ

ス決済は、消費者に利便性をもたらすほか、事業者の生産性向上につながり、イン

バウンド消費の拡大を含め、経済全体にも大きなメリットがあるとされています。 

⑥Society5.0

Society5.0とは、サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高

度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心

の社会のことで、狩猟社会（1.0）、農耕社会（2.0）、工業社会（3.0）、情報社会（4.0）

に続く、新たな社会を指すもので、国が目指すべき未来社会の姿として提唱してい

ます。Society5.0 で実現する社会は、ＩｏＴで全ての人とモノがつながり、様々な

知識や情報が共有され、今までにない新たな価値を生み出すことで、社会的課題や

困難を克服します。また、人工知能（ＡＩ）により、必要な情報が必要な時に提供

されるようになり、ロボットや自動走行車などの技術で、少子高齢化、地方の過疎

化、貧富の格差などの課題が克服され、社会の変革(イノベーション）を通じて、こ

れまでの閉塞感を打破し、希望の持てる社会、世代を超えて互いに尊重しあえる社

会、一人一人が快適で活躍できる社会になります。 

このような Society5.0(超スマート社会）に向けて、データ利活用の推進、通信

環境の整備、ＩｏＴの活用等の推進、エネルギー分野への取組、スマートシティに

関連する取組（モビリティ、自動運転等）などが行われています。 

※ 経済産業省資料

より

※ 内閣府資料より 
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２ 県の動向 

（１）県における施策 

県は、2018年３月に策定した「かごしま未来創造ビジョン」において、「鹿児島の目指

す姿」の実現に向けた「施策展開の基本方向」のひとつに「暮らしが潤い世界につなが

る県土の創造」を掲げ、情報通信技術の活用等による利便性の高い社会の実現に向けた

施策を展開することとしています。 

【かごしま未来創造ビジョン（一部抜粋）】 

第５章 施策展開の基本方向 

Ⅶ 暮らしが潤い世界につながる県土の創造 

－施策体系－ 

中 項 目 小  項 目 

１ 情報通信技術の活用等による

利便性の高い社会の実現 

①情報通信基盤の整備

②ＩＣＴ利活用の推進

③行政の情報化の推進

④ＩＣＴリテラシーの向上

１ 情報通信技術の活用等による利便性の高い社会の実現 

《10年後の将来像》 

〇 県内の全ての地域において、超高速ブロードバンド等の情報通信基盤が整備

されるとともに、ＩｏＴやＡＩの活用が進められ、リビングにいながら音声で

最適な商品の選定・購入、家電製品の操作が可能となるなど、生活の利便性が

向上しています。また、テレワークやサテライトオフィス等の活用により、場

所や時間にとらわれない働き方が可能となり、新たなビジネス・雇用が創出さ

れています。 

（１）現状・課題 

○ 「第４次産業革命（ＩｏＴ、ビッグデータ、ＡＩ、ロボット、シェアリングエコ

ノミー等）」は、あらゆる産業、あらゆる社会生活を劇的に変革する可能性を有し

ています。 

○ 条件不利地域等においては、情報通信基盤の整備が進みにくく、超高速ブロード

バンドが未整備の地域が依然として残っており、地域間で情報格差が生じている

ため、その解消を図っていく必要があります。 

○ 人口減少・少子高齢化等に伴う社会的課題の解決を図るため、情報通信基盤や革

新的技術を活用した各種取組を促進する必要があります。 

（２）施策の基本方向 

①情報通信基盤の整備
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○ 光ファイバ等の超高速ブロードバンドや公衆無線ＬＡＮ（無料Ｗｉ－Ｆｉ）、

第５世代移動通信システム（５Ｇ）などの情報通信基盤について、国、市町村及

び事業者と連携しながら整備を促進します。 

②ＩＣＴ利活用の推進

○ テレワークやサテライトオフィスの活用など、働き方改革や地方創生などの

施策の推進を図るため、情報通信基盤やＩＣＴの活用について情報収集し、普

及を図ります。 

○ インターネットを通じて、医療機関の選択に関して必要な医療機能情報を患

者に提供するとともに、高齢者の見守り体制の強化等に資するため、センサー

等の情報通信機器の活用を促進します。 

○ センサー、ビッグデータ等を活用したスマート農業・林業・漁業の普及による

生産性の向上に向けた取組を推進します。 

○ 地域の観光情報等のビッグデータを利用して、観光客のニーズに合わせた情報

を提供するとともに、外国人観光客への対応等で活用できる多言語翻訳機能など

のサービス提供を促進します。 

○ オープンデータの活用により民間企業等による新たなビジネスサービスの創

出や諸課題の解決が期待されることから、個人情報に配慮しながら、官民デー

タのオープン化を推進します。 

③行政の情報化の推進

○ 各種行政手続が時間的・地理的な制約なく行える行政手続のオンライン化

や、タブレットを活用した会議等による行政事務のペーパーレス化のほか、テレ

ワーク等の柔軟な働き方がしやすい環境整備などに取り組みます。 

○ 国や市町村と連携して、マイナンバーカードで各種行政手続のオンライン申請

や各種証明書のコンビニ交付ができるようにするなど、マイナンバーカードの利

活用策の充実を図ります。 

④ＩＣＴリテラシーの向上

○ 国や市町村、教育関係者と連携して、学校や地域等におけるＩＣＴリテラシ

ー向上のための取組を促進します。 

※ かごしま未来創造ビジョンより 
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１ 情報通信（インターネット）基盤の状況 

（１）ブロードバンド（固定通信系） 

本市のブロードバンド環境として、ＡＤＳＬ回線は市内全域で利用可能な状況となっ

ています。しかし光ブロードバンド回線は、インターネットサービスを提供する事業者

の拠点基地局 11 か所のうち市街地を中心とする３局のエリアでのみ利用可能な状況が

続いていましたが、地域ニーズの高まりを受け、更には本市における地域情報化の推進

による情報格差の是正と地域経済の活性化などを目的とし、2017 年度から 2019 年度ま

での３年間で残り８局エリアの拠点整備及び光ブロードバンド回線の敷設を行う事業に

着手しています。 

なお、この事業により、市内の世帯における光ブロードバンド回線のカバー率は、79.9%

から 98%超(*)へと改善します。 

【市内の光ブロードバンド回線整備状況】 

区分 基地局 主な町（字）名 世帯数 割合 備考 

整

備

済

鹿屋 

古前城町、本町、朝日町、向江町、共栄町、新
栄町、北田町、大手町、西大手町、曽田町、白
崎町、新川町、王子町、打馬１・２丁目、寿１
～８丁目、札元１・２丁目、旭原町、上谷町、
新生町、大浦町、西原１～４丁目、郷之原町、
今坂町、上野町、野里町、小野原町、笠之原
町、東原町、上祓川町、祓川町、下祓川町、西
祓川町、田崎町、川西町、川東町、永野田町、
名貫町 

33,634 66.3% 

吾平 麓、上名、下名 3,069 6.0% 

串良 岡崎、上小原、下小原、有里、 3,840 7.6% 

大姶良 大姶良町、獅子目町、田淵町、横山町、下堀町 1,663 3.3% 2017 
整備済 細山田 細山田 2,021 4.0% 

小計 44,227 87.2% 

未

整

備

高隈 上高隈町、下高隈町 882 1.7% 

2018 
整備 

古江 
花岡町、根木原町、花里町、有武町、小薄町、
高牧町、海道町、古里町、白水町、天神町、 
船間町、古江町 

2,080 4.1% 

高須 高須町、浜田町、永小原町 782 1.5% 
鹿屋南 飯隈町、萩塚町、星塚町、池園町、南町 1,178 2.3% 
市成 市成、諏訪原 686 1.4% 2019 

整備 百引 上百引、下百引、平房 922 1.8% 
小計 6,530 12.8% 

合計 50,757 100.0% 

H30.１.末現在 

第３章 本市の情報化の現状と課題 

＊事前調査により、光ブロードバンド回線使用が見込めない世帯など敷設不要のケースが
あることから、世帯カバー率は 100%にはならない。 
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【光ブロードバンド回線未整備地域のアンケート調査結果】 

調査対象 調 査 結 果 

事業所 

回答数＝263 

①インターネット利用事業所の割合・・・・76.4%（201/263）

②光ブロードバンド回線利用希望・・・・・53.6%（141/263）

世 帯 

回答数＝510 

③インターネット利用世帯の割合・・・・・34.7%（177/510）

④光ブロードバンド回線利用希望・・・・・17.3%（ 88/510）

（２）移動体通信系 

現在、スマートフォン、タブレット、携帯電話など移動体通信系については、ほぼ全

域で通信事業者の高速回線が使用できる環境にあり、ブロードバンドの通信速度の遅い

地域においては、高速なインターネット環境をカバーする手段となっています。 

２ 情報通信（インターネット）利用の状況 

（１）インターネットの利用状況 

アンケート調査によると、本市におけるインターネットの利用率は６年前と比較して

全体で 1.7倍に増加しています。 

特に 40代（1.4倍）、50代（2.1倍）、60代（2.8倍）、70代(2.4倍)など、中高年齢層 

における利用率の増加が著しい結果となっています。 

今後のインターネット利用は、低年齢化とともに、現在の利用者が高齢化することを

考慮すると、さらに利用率は上昇することが予測されます。 

【年代別インターネット利用状況】 

92.0%
81.3% 82.2%

63.6%

39.9%

21.7%

6.0%

40.9%

93.8%
89.1% 92.0% 88.4% 85.6%

61.3%

14.4%

69.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

2011 利用率 2017 利用率

※2017年度鹿屋市情報化アンケート調査結果 

※利用事業所の約７割、利用世帯の約５割が光ブロードバンド回線利用を希望 
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（２）情報通信機器の利用状況 

インターネット利用の際に使用している情報通信機器については、スマートフォンが、

パソコン・タブレット、携帯電話より多くなっており、今後もこの状況は続くと考えら

れます。 

【インターネット利用の際に使用している端末機の種類】 

（３）情報通信機器の保有状況 

家庭における情報通信機器の保有状況は、スマートフォン 73.0%、携帯電話（スマート

フォン除く。）57.6%、パソコン・タブレット 67.0%となっており、前回のアンケート調査

（2011年）以降、スマートフォンの保有率が急激に伸びています。 

なお、これらと関連し、家庭における固定電話の保有率は下がっていくと考えられま

す。 

【家庭にあるスマートフォンの台数】  【家庭にある携帯電話（スマートフォン除く） 

の台数】 

6.7%

9.2%

71.8%

80.2%

ゲーム機

携帯電話

パソコン・タブレット

スマートフォン

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

所有して

いない

27.0%

1台

23.8%

2台

33.2%

3台

10.0%

4台

5.3%

5台

0.7%

※2017年度鹿屋市情報化アンケート調査結果 

所有して

いない

42.4%

1台

31.9%

2台

21.8%

3台

3.3%
4台

0.5%
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【家庭にあるパソコン・タブレットの台数】 【家庭の固定電話の保有状況】 

スマートフォンについては、単身世帯では、52.2％、複数世帯では 76.5％が保有して

いる状況です。 

（４）情報伝達の在り方 

本市では、「広報かのや」、「鹿屋市ホームページ」、「防災行政無線」、「ＦＭかのや（市

政インフォメーション）」等を活用し、市民へ施策や事業、イベントなどの情報提供を行

っています。 

最近では、スマートフォンやタブレットの普及が急速に進むなど、市民が情報を得る

手段は大きく様変わりしてきました。 

こうした状況から、本市においては、市から市民への情報発信チャンネルの増加とと

もに、市民から市への道路ほか公共施設の不備・不具合などの情報伝達など、双方向で

の情報伝達と地域課題の共有を図ることを目的とし、2018年４月、スマートフォンやタ

ブレット向けのアプリ「かのやライフ」の配信を開始しました。 

今後、このアプリの機能充実を図るとともに、市民がいつでもどこでも必要な情報を

入手できるよう、環境を充実させていくことが必要と考えます。 

所有して

いない

33.0%

1台

36.0%

2台

18.5%

3台

9.2%

4台

1.3%

5台以上

2.0%

保有あり, 52.2%

76.5%

保有なし, 47.8%

23.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

単身世帯

複数世帯

世帯構造別スマートフォンの保有状況

ある

76.4%

ない

23.6%

※2017年度鹿屋市情報化アンケート調査結果 
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【鹿屋市民アプリの概要】 

３ デジタル・ガバメントへの取組状況 

（１）情報システム 

  本市の電算事務処理は、平成 18年１月１日の市町村合併を機に事務作業の統一化・平

準化を行い、同一のシステム運用による効率性の高い内部事務処理の確立に努めてきた

と同時に、システムの管理及びその利活用による事務処理など、職員の事務処理能力の

向上のため、システム研修への参加や各種パソコン研修を実施してきました。 

  現在では、市民サービスの向上と行政事務の効率的運用において、情報システムの充

実は、非常に重要な要素となっています。 

【情報システムの導入経過】 

年度 内   容 

2004 戸籍管理システム、健康管理システム 

2005 住民情報系システム、行政事務系システム 

2006 電話督促システム 

2008 裁判員制度、裁判員候補者名簿調製システム 

2009 国民投票、国民投票に係る選挙人名簿調整システム 

2012 納付書のコンビニ収納対応システム 

2013 罹災証明交付など被災者支援システム 

2014 公開型ＧＩＳシステム「まっぷｄｅかのや」 

2015 マイナンバー制度対応システム 

・通知カード、マイナンバーカード管理システム 

・マイナンバーカード顔認証システム 

2016 証明書等のコンビニ交付システム 

〇機能追加 

観光、子育て、高齢者、保健、その他 

〇お知らせ機能 

  市からの重要な情報（制度、災害ほか）やイ

ベント情報などのプッシュ配信など 

〇ごみカレンダー機能 

  地域ごとのごみカレンダー表示やプッシュ通

知、ごみ分別辞典など 

〇地域レポート機能 

  道路破損や危険個所、ごみ不法投棄などの地

域課題を市民と行政で共有 

2017 

２０１８

～ 

＜イメージ＞ 
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一方、その運用面では、各種制度改正や新規立法などに柔軟かつ速やかに対応する必

要があること、また、数年ごとにハードウエアを含めた大規模な更新が必要であること

などから、適切に維持管理を行うために要する経費及び作業量は、大きな負担となって

います。 

こうした課題への対応策として、自治体クラウド(*)の導入に取り組む必要があります。 

【自治体におけるクラウドのイメージ】 

（２）地域イントラネット 

  本市は、市の関係機関で同一のシステムを運用する必要性があることから、本庁や各

総合支所など各公共施設 98 か所を光ケーブルで接続する地域イントラネットを敷設し

ており、これにより、市内の各総合支所・出張所のどこでも証明が発行できるなど市民

サービスの向上や、内部事務における各部署間の連携強化及び効率化を図っています。 

  しかし、こうした専用回線の保有は、維持管理経費の恒常的負担を要するほか、将来

的には回線の老朽化に伴う再整備費用等の課題が発生することとなります。 

■単独自治体クラウド

各自治体が個別にデータセンターと連携

し、サービスを利用

■複数自治体クラウド

複数の自治体が業務を標準化の上で、同じデータ

センター及びサービスを利用

自治体Ａ 税金・国保 
福祉・水道 

税金・福祉 
地図・水道 

税金・環境 
福祉・国保 データセンター 

自治体Ｃ 

自治体Ｂ 

自治体Ａ 

自治体Ｂ 

自治体Ｃ データセンター 

税金 

福祉 

地図 

水道 

国保 

環境 

＊自治体クラウド 

自治体クラウドは、データセンターによるクラウドコンピューティング技術を活用して、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、市

民サービスの向上、災害・事故等発生時の業務継続の確保等を図るものです。 
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【情報通信基盤整備の経過】 

H13 旧輝北町学校インターネット整備 

H16 地域イントラネット基盤施設整備 

【地域イントラネット敷設施設一覧】 … 全 98施設(2019年１月１日現在) 

○鹿屋地区（56施設）

1 鹿屋市役所 20 図書館 39 野里小学校 
2 高隈出張所 21 中央公民館 40 浜田小学校（旧） 
3 大姶良出張所 22 鹿屋女子高校 41 祓川小学校 
4 花岡出張所 23 看護専門学校 42 東原小学校 
5 高須出張所 24 鹿屋市産業支援センター 43 古江小学校（旧） 
6 中央サービスコーナー（旧） 25 大姶良小学校 44 南小学校 
7 西原サービスコーナー（旧） 26 大黒小学校 45 大姶良中学校 
8 農業研修センター 27 鹿屋小学校 46 鹿屋中学校 
9 保健相談センター 28 笠野原小学校 47 鹿屋東中学校 

10 寿保育所（旧） 29 寿小学校 48 田崎中学校 
11 児童センター 30 寿北小学校 49 第一鹿屋中学校 
12 寿光園（旧） 31 菅原小学校（旧） 50 高隈中学校 
13 鹿屋市資源センター 32 田崎小学校 51 高須中学校（旧） 
14 衛生処理場 33 高隈小学校 52 花岡学園（旧花岡中学校） 
15 下水処理センター 34 高須小学校 53 東地区学習センター 
16 畜産環境センター 35 鶴羽小学校（旧） 54 田崎地区学習センター 
17 鳴之尾牧場 36 西原小学校 55 大姶良地区学習センター 
18 霧島ヶ丘公園 37 西原台小学校 56 鹿屋市役所分庁舎 
19 鹿屋市体育館 38 西俣小学校 

○輝北地区（13施設）

57 輝北総合支所 62 市成小学校（旧） 67 輝北総合福祉センター 
58 輝北学校給食センター 63 輝北小学校（旧百引小学校） 68 輝北在宅介護支援センター 

59 輝北コミュニティセンター 64 平南小学校（旧） 69 上場公園天球館 
60 市成出張所 65 輝北中学校（旧市成中学校） 
61 高尾小学校（旧） 66 百引中学校（旧） 

○串良地区（18施設）

70 串良総合支所 76 串良小学校 82 農村環境改善センター 
71 串良公民館 77 細山田小学校 83 串良公民館細山田分館 
72 串良平和アリーナ 78 上小原小学校 84 Ｂ＆Ｇ海洋センター 
73 給食センター 79 串良中学校 85 串良幼稚園（旧） 
74 上小原保育所(旧) 80 細山田中学校 86 細山田幼稚園（旧） 
75 串良ふれあいセンター 81 上小原中学校 87 大隅肝属広域事務組合 

○吾平地区（11施設）

88 吾平総合支所 92 神野小学校（旧） 96 振興会館 
89 吾平小学校 93 吾平中学校 97 畜産指導センター 
90 下名小学校 94 保健センター 98 学校給食センター 
91 鶴峰小学校 95 湯遊ランドあいら 
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（３）公衆無線Ｗｉ－Ｆｉ 

 近年、ＩＣＴインフラの中でも災害に強く、地域活性化のツールとしても有効な公衆

無線Ｗｉ－Ｆｉへの注目が高まっています。 

        

本市では、市民サービスの一環として 2016 年度に市役所本庁舎、各総合支所（輝北、

串良、吾平）、リナシティかのや、かのやばら園に公衆無線Ｗｉ－Ｆｉスポットを整備し

ました。 

また、2017年度には、指定緊急避難所など 19か所に、総務省の「防災等に資するＷｉ

－Ｆｉ環境の整備計画（2017～2019年度）」に基づく支援を活用し、災害時の備えとして

の公衆無線Ｗｉ－Ｆｉスポットを整備しました。 

今後は、外国人観光客の誘致促進の観点などから整備が必要なポイントについて検証

を行い、拡充を図っていく必要があります。 

【市の整備した公衆無線Ｗｉ－Ｆｉスポット】 

地区 整 備 か 所 

鹿屋 

 2016  鹿屋市役所本庁舎、市民交流センター（リナシティかのや）、かのやばら園 

 2017  高隈地区交流促進センター、東地区学習センター、田崎地区学習センター、

西原地区学習センター、花岡中学校、高須中学校、大姶良中学校、鹿屋運動

公園陸上競技場、勤労者交流センター、鹿屋中央公園、武道館 

輝北 
 2016  輝北総合支所 

 2017  輝北ふれあいセンター、輝北うわば公園天球館 

串良 
 2016  串良総合支所 

 2017  平和公園串良平和アリーナ、平和公園屋内練習場 

吾平 

 2016  吾平総合支所 

 2017  湯遊ランドあいら、吾平山陵公園吾平物産展示館、吾平物産館、 

吾平振興会館 

【参 考】 

  〇市内アクセスポイント数 

（市所有） （民間） 

H28年度 15箇所  109箇所 

H29年度 34箇所  142箇所 

H30年度 35箇所  199箇所  ※民間は情報行政課調査 

＊公衆無線Ｗｉ－Ｆｉ 

無線ＬＡＮを利用したインターネットへの接続を提供するサービス 

電話回線が輻輳（ふくそう）のために利用できない場合でもインターネットにアクセ

スしやすく、スマートフォン等のように無線ＬＡＮの利用可能な端末が急速に普及して

いることから、災害時でも効果的に情報を受発信できる通信手段である。 

※ 総務省資料より 
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   Ｗｉ－Ｆｉスポット 

輝北総合支所 

串良総合支所 

吾平総合支所 

鹿屋市役所本庁 

至錦江町 

至垂水市 

至東串良町 

至霧島市 

至大崎町 

504 

269 

220 

504 

220 

269 
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１ 基本的考え方 

  高度情報通信社会の到来に対応しつつ、市民の快適な生活には、地域間の情報格差の

是正とともに、世の中にあふれる情報の中から必要なものを選択し、状況に応じて加工

するなど、活用のための能力の向上が重要となります。 

  一方、ネットワーク化の進展による利便性の向上は、情報資産への脅威の増大にもつ

ながることから、個人情報保護や情報セキュリティ対策などを強化しなければなりませ

ん。 

さらに、行政においては、行財政改革の推進と市民サービスの向上を図るため、「自治

体システムの効率化・高度化」の更なる推進が求められています。 

このような課題等をクリアしながら、子どもからお年寄りまで市民の誰もが日常のあ

らゆる場面で、情報通信技術の利便性を享受できるような社会の実現を目指していく必

要があります。 

今後は、市民生活における利便性向上や地域産業の発展を実現するため、光ブロード

バンドや第５世代移動通信システム（５Ｇ）などの通信環境とともに、ＩｏＴ、ビッグ

データ、ＡＩ等の先進技術について、その活用等に取り組む必要があります。 

２ 施策の方向性 

市民の利便性が向上し、住みよいまちとするには、「いつでも、どこでも」市民が欲し

い情報を入手できるような環境とともに、周囲とのつながりを確保できるような環境を

整えることが基本となります。 

しかしながら、近年市民が様々な情報を得る手段は、広報誌、スマートフォン、タブ

レット、携帯電話、パソコン、防災行政無線、テレビ、ラジオなど多岐に渡っており、

周囲とのつながりを持つ手段も、電話やメール、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーク・

サービス）など様々です。 

また、行政においては、市民が情報を得る手段や環境の総合的な整備とともに、でき

る限り最新の情報を提供する必要があります。 

これらのことから、本市の情報化を推進するに当たっては、施策の第一に「情報提供

の充実」を置くこととします。 

これに、本市の課題である情報格差是正のため「高度情報通信基盤の整備」、国が推進

するデジタル・ガバメントの推進への対応として、「企業や人材の育成」、「ＩＣＴの利活

用」を加え、情報化計画の施策の方向性（大分類）とします。 

第４章 情報化の基本的考え方とその進め方 
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鹿 屋 市 情 報 化 計 画

施 策 

大分類 

（１） 

情報提供の充

実 

（２） 

高度情報通信

基盤の整備 

（３） 

企業や人材の

育成 

（４） 

ＩＣＴの利活

用 

施 策 

小分類 

① 

地域の情報提 

供の充実 

① 

安全で快適な 

環境づくり 

① 

中小企業など

の経営安定の

ための支援 

① 

市民サービスの

向上と行政事務

の効率化 

② 

安全・安心な生 

活のための情 

報提供の充実 

② 

教育のための

環境づくり 

② 

市民へのＩＣ

Ｔの普及啓発 

② 

市民ニーズへの

対応と利便性の

向上 

③ 

情報伝達手段 

の充実 

③ 

地域産業振興 

のための環境 

づくり 

③ 

先進技術への

取組 

③ 

地域産業振興の

ためのＩＣＴ利

活用 

施 策 体 系 

＜鹿屋市の施策＞ 

基本目標１ やってみたい仕事ができるまち 

基本目標２ いつでも訪れやすいまち 

基本目標３ 子育てしやすいまち 

基本目標４ 未来につながる住みよいまち 

基本目標５ ともに支えあい、いきいきと暮らせるまち 

＜国の施策＞ 世界最先端ＩＴ国家創造宣言・官民データ活用推進基本法 

電子自治体の取組を加速するための 10の指針 

＜県の施策＞ かごしま未来創造ビジョン 

本市の 
課 題 
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（１）情報提供の充実 

①地域の情報提供の充実

市民が日常的に必要とし、高い関心が寄せられている保健・医 

療・福祉の分野を始め、豊かな生活の実現に役立つような各種施 

策、制度、地域の情報ほか市政全般の情報提供の充実に努めます。 

②安全・安心な生活のための情報提供の充実

市民が安心して生活できるよう、国や県などの組織・機関との 

連携を深めるとともに、防犯や防災など市民の生命や生活を守る 

ための情報の充実に努めます。 

また、市民アプリや防災行政無線システム、コミュニティＦＭ 

などの活用による防災情報の充実に努めます。 

③情報伝達手段の充実

市民に対し、様々な手段で情報を伝達できるよう広報誌、スマ 

ートフォン、タブレット、携帯電話、パソコン、防災行政無線、 

テレビ、ラジオなどあらゆる媒体を情報伝達手段として活用して 

いきます。 

特に、所有率が大きく伸びている、スマートフォンやタブレッ 

ト端末の一層の活用に努めます。 

【施策等】 

○各種広報

○日常生活に役立つ情報提供 など

【施策等】 

○防犯・防災に関する情報

○緊急的な防災情報等の伝達手段の確保

〇市民アプリの充実 など 

【施策等】 

○鹿屋市ホームページ及びコミュニティＦＭの利用促進

○市民アプリの充実 など
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（２）高度情報通信基盤の整備 

①安全で快適な環境づくり

市民が同じレベルの情報通信基盤のもとで生活できるよう、市内 

全域において光ブロードバンド回線を整備し、インターネット環境 

の地域間における情報格差を解消します。 

また、従来からの情報伝達手段である防災行政無線や、一人暮ら 

しの高齢者向け緊急情報伝達装置等の維持に努めます。 

②教育のための環境づくり

授業改善に向けた各教科等の指導におけるＩＣＴ活用の促 

進や校務のＩＣＴ化による教育の質の向上及び教職員の業務 

負担軽減に向けたＩＣＴ環境づくりに努めます。 

また、教育現場における情報活用能力の育成とともに、 

ネットワーク犯罪や有害サイトなどのトラブル防止のための 

情報モラルの向上に取り組みます。 

③地域産業振興のための環境づくり

地域産業の振興を促進し、また、企業誘致を行いやすい環境を 

整えるため、市内全域において光ブロードバンド回線を整備し、 

企業活動に欠かせないインターネット環境を確保します。 

【施策等】 

○光ブロードバンド回線未整備地区の解消

○公衆無線Ｗｉ－Ｆｉスポットの整備 など

【施策等】 

○小中学校など教育ＩＣＴ環境の整備

○児童生徒に対する情報モラル教育の実施 など

【施策等】 

〇テレワーク、サテライトオフィスへの取組 

○ビッグデータの分析・活用

〇スマート農業等の環境づくり など 
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（３）企業や人材の育成 

①中小企業などの経営安定のための支援

ＩＣＴの活用による地元産品・製品の販路拡大など地域産業の活性化を図るため、

基幹産業である第一次産業の従事者や地元中小企業などに対し、各種講習や優良事

例の紹介など、各種支援に努めます。 

また、就業機会の創出など、職業的な活用を目的としたＩＣＴ講座の充実に努め

ます。 

②市民へのＩＣＴの普及啓発

市民の情報リテラシー向上を図るため、鹿屋市市民交流センター情報プラザや地

区学習センターなどにおいて、各種ＩＣＴ講座を実施します。 

また、将来に向けた人材育成及び地域内のＩＣＴ技術力の向上を図り、開発事業

者の市内への誘致や地元雇用の可能性を広げる基盤づくりに努めます。 

③先進技術への取組

先進技術の活用により、地域の特産品、観光地、地域資源、 

かのやブランドなどの情報について、より魅力的かつ効果的な、 

発信に務め、本市や大隅地域のイメージアップを図るとともに、 

交流人口の増加や企業誘致の促進に繋げます。 

【施策等】 

○地元中小企業向けＩＣＴセミナーの開催 など

【施策等】 

○ＩＣＴを活用したコミュニティの推進

○インターネットにおける情報モラル等の啓発

〇情報リテラシーの向上 など 

【施策等】 

○ドローンなど新たな映像技術を活用した魅力的な観光情報の発信

〇ＳＮＳ（Facebook、Instagramなど）を活用した地域情報の発信 

○ＡＩ、人型ロボット等の活用

〇キャッシュレス決済の推進など 
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（４）ＩＣＴの利活用 

①市民サービスの向上と行政事務の効率化

行政事務に関するシステムの効率的かつ安定した運用の維持に務めるため、自治

体クラウドの導入を進めるとともに、なお一層の市民サービス向上のため、新たな

ＩＣＴ技術の利活用による業務の効率化に努めます。 

さらに、職員のＩＣＴの能力の向上、情報担当職員の育成、セキュリティ管理教

育などにより、庁内の情報化の効率的実施に努めます。 

②市民ニーズへの対応と利便性の向上

鹿屋市市民交流センター情報プラザの利活用促進とともに、市民の情報リテラシ

ー向上を図るため、設備やＩＣＴ関連講座等の充実に努めます。 

また、市民の利便性向上のため、電子申請システムのなお一層の充実に努めると

ともに、マイナンバーカードの利活用拡大に向けた取組について検討します。 

③地域産業振興のためのＩＣＴ利活用

少子高齢化社会の到来による労働力不足に対応するため、本市の各種産業分野に

おけるＩｏＴ・ビッグデータ・ＡＩ等の新たなＩＣＴの活用による企業の生産性向

上、新たな商品・サービスの創造等に向けた取組を促進します。 

また、こうした事業における国の各種助成制度等の活用を調査・検討します。 

【施策等】 

○行政手続のオンライン化

○自治体クラウドの導入

〇ＲＰＡ（ロボティック・プロセス・オートメーション）の導入 

〇テレビ会議、ペーパーレスの推進 など 

【施策等】 

○ＩＣＴ講座の充実

○県の電子申請利用拡大

〇マイナンバーカードの普及・利活用の検討 

〇少子高齢化における諸課題への対応 

〇スマートシティの推進 など 

【施策等】 

○新たなＩＣＴ（ＩｏＴ・ビッグデータ・ＡＩ等）の利活用の検討

○オープンデータの推進 など
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３ 計画実現に向けて 

本計画を実現するため、本市においては市民や国、県及び他自治体との連携を図りつ

つ、鹿屋市電子自治体推進委員会や鹿屋市情報担当職員を中心に、総合的な情報化の推

進に努めます。 

また、安全で確実なデジタル・ガバメントの運営のためのセキュリティ対策などを行

い、計画の着実な推進を目指します。 

（１）情報化推進体制 

本計画を実現するためには、行政と市民、市民団体、企業などが連携して、情報化に

取り組むことが重要です。 

①市民との連携・協働

地域産業の振興や地域の活性化を更に進めるためには、地域情報化の推進が不可

欠です。 

そのため、各種施策について、市民、地元企業、地域コミュニティやボランティ

ア団体など市民団体等から様々な形で意見を聞くとともに、情報分野の有識者等の

提案などを踏まえながら、施策に反映する体制の整備に努めます。 

②国・県及び他自治体等との連携

情報通信技術は日々進歩しており、国や県の施策も常に変化していることから、

常に関係機関等の動向を把握し、市の施策への反映に努めます。 

また、県下自治体で共同運営している「鹿児島県電子申請システム」の活用など

他の自治体と連携した情報化施策の推進を検討します。 

さらに、ＩＣＴ技術を最先端で活用している鹿屋体育大学などのノウハウを参考

にしながら、より市民生活に密着した情報化の推進に努めます。 

③本市の推進体制

情報化の推進に当たっては、市の組織における横断的な取組が不可欠であること

から、本市の情報化推進事業の決定機関である「鹿屋市電子自治体推進委員会」な

どで審議しながら、部門横断的で多様な情報化施策を一体的・総合的に推進します。 
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（２）安全対策 

市民の利便性の向上を目的とし、本市では各種電子申請の推進を行っています。 

一方、近年、個人情報に対する市民の関心が高まってきていることから、個人情報の

漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の安全のために必要かつ適切な対策を行

います。 

①セキュリティ対策

デジタル・ガバメントの安全かつ確実な運営のため、セキュリティポリシー(*)を

遵守します。 

また、社会情勢や技術動向などの状況変化に応じた改定を行い、情報の安全性を

確保するための体制の確立に努めます。 

 

②個人情報保護

本市では、個人情報保護条例に基づき、個人の権利利益の保護を図るとともに、

市民に公正で信頼される対策を講じています。 

個人情報の漏えいを防止するとともに、個人情報の目的外使用の禁止、常に正確

な個人情報を保つための正確性の確保、流出や盗難・紛失を防止するための安全性

の確保、本人が閲覧・開示可能な透明性の確保などに努めます。 

＊鹿屋市セキュリティポリシー（2006年策定） 

人的脅威や災害、事故などから情報セキュリティを確保するために、遵守すべき行為及

び判断などの基準を示すもの 
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１ 鹿屋市情報化計画改訂に係る取組・経緯 

日時／場所 実 施 項 目 主 な 内 容 

H29.4.17-4.26 

（書面協議） 

第１回電子自治体推進

委員会 

・鹿屋市セキュリティポリシーの改定について 

・鹿屋市情報化計画の策定について 

・セキュリティ強靭化の対策について 

・自治体クラウドの取組について 

H29.4.28 14:00- 

市役所庁議室 

第１回鹿屋市 

情報化推進懇話会 

・委員委嘱状交付 

・情報化推進懇話会の役割等について 

・鹿屋市情報インフラ整備事業について 

・鹿屋市情報化計画について 

H29.5.23 14:00- 

リナシティかのや情

報研修室 

第２回鹿屋市 

情報化推進懇話会 

・情報化アンケート調査について 

・鹿屋市情報化計画の構成案について 

H29.6.9～6.30 情報化推進に関する 

アンケート調査 

・満 16 歳以上の鹿屋市市民 2,000 人（無作為抽

出） 

H29.9.12 14:00- 

市役所第１委員会室 

第３回鹿屋市 

情報化推進懇話会 

・情報化アンケート調査結果について 

・鹿屋市情報化計画（案）について 

H29.10.18 14:00- 

市役所ＯＡ研修室 

第２回電子自治体推進

委員会 

・自治体クラウドの推進について 

・鹿屋市情報化計画について 

・地域経済応援ポイントの導入準備について 

H29.11.17 14:00- 

市役所庁議室 

第４回鹿屋市 

情報化推進懇話会 

・鹿屋市情報化計画（案）について 

・本市におけるＩＣＴ利活用について 

H30.8.9 15:00- 

市役所 

601･602会議室 

H30 年度第１回鹿屋市

情報化推進懇話会 

・情報化推進懇話会の役割等について 

・鹿屋市情報インフラ整備事業について 

・鹿屋市情報化計画のスケジュール変更について 

・今後のＩＣＴ利活用について 

H30.11.14 15:00- 

市役所 

別館第２会議室 

H30 年度第２回鹿屋市

情報化推進懇話会 

・鹿屋市情報化計画の進捗報告 

・鹿屋市が取り組んでいるＩＣＴ関係事業の紹介

と意見交換 

H30.12.14- 

H31.１.15 

パブリックコメント ・鹿屋市情報化計画（案）についての意見公募 

H31.1.28 14:00- H30 年度第３回鹿屋市

情報化推進懇話会 

・鹿屋市情報化計画（案）について 

H31.2.12 15:30- 第１回電子自治体推進

委員会 

・自治体クラウドの推進について 

・鹿屋市情報化計画について 

H31.４.１ 計画改訂版策定 ・鹿屋市情報化計画改訂版策定 

■ 参考資料
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２ 鹿屋市情報化推進懇話会設置要綱・委員名簿 

○鹿屋市情報化推進懇話会設置要綱

（設置） 

第１条 鹿屋市における情報化の推進及び地域の振興並びに市民生活の向上に資する情報

化の在り方について検討を行うため、鹿屋市情報化推進懇話会（以下「懇話会」と

いう。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 懇話会は、次に掲げる事項について協議検討するものとする。 

(１) 鹿屋市の情報化に関する計画の策定に関すること。 

(２)  光ブロードバンド等情報基盤整備及びＩＣＴ利活用に関すること。 

(３) その他情報化の推進に関すること。 

（組織） 

第３条 懇話会は、委員 10人以内で組織する。ただし、市長は、必要があると認めると

きは、委員を増員することができる。 

２ 委員は、市政及び情報化施策について優れた見識を有するもののうちから市長が委

嘱する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、３年以内とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、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、委員の互選により選任する。 

２ 会長は、会務を総理し、懇話会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、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 懇話会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は

意見を求めることができる。 

（庶務） 

第７条 懇話会の庶務は、総務部情報行政課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 
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○委員名簿

委嘱期間:2017年４月１日～2018年３月 31日 

№ 区分 氏名 会 社 名 等 

1 委員 南 克 幸 株式会社鹿児島頭脳センター 

2 委員 萩原 俊行 鹿児島県 大隅地域振興局 

3 委員 戸田 雅也 ＮＴＴ西日本 鹿児島支店 

4 委員 和田 智仁 鹿屋体育大学 スポーツ情報センター 

5 委員 杉本 正和 社会福祉法人上名福祉会 認定こども園 つるみね保育園 

6 委員 新屋 浩一 丸紅塵芥清掃有限会社 

7 委員 榎原 秀志 WAZZE e-IMO生産組合 

8 委員 林田 貴久 社会福祉法人恵仁会 特別養護老人ホーム 鹿屋長寿園 

9 委員 南 野 昇 鹿児島応用技術株式会社 

10 委員 金 艶 華 株式会社ＡＪＣ 

委嘱期間：2018年８月１日～2021年３月 31日 

№ 区分 氏名 会 社 名 等 

1 委員 髙峯 正一 鹿屋市立寿小学校 

2 委員 長野 玲子 鹿児島県 大隅地域振興局 

3 委員 横田 昌樹 ＮＴＴ西日本 鹿児島支店 

4 委員 和田 智仁 鹿屋体育大学 スポーツ情報センター 

5 委員 杉本 正和 社会福祉法人上名福祉会 認定こども園 つるみね保育園 

6 委員 新屋 浩一 丸紅塵芥清掃有限会社 

7 委員 榎原 秀志 WAZZE e-IMO生産組合 

8 委員 林田 貴久 社会福祉法人恵仁会 特別養護老人ホーム 鹿屋長寿園 

9 委員 南 野  昇 鹿児島応用技術株式会社 

10 委員 金 艶 華 株式会社ＡＪＣ 
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１ 調査概要

(１) 調査の目的 

情報通信技術の分野で、市民が日常的に利用、また必要と考えているサービスについ

て、状況、意見、要望を把握し、今後の施策に活かす。 

(２) 実施概要 

① 範囲・対象

  満 16歳以上の鹿屋市民 2,000人（無作為抽出） 

② 調査方法等

ア 配 付 郵送 

イ 回 答 電子申請システム（インターネット）及び郵送（料金着払い） 

ウ 時 期 2017 年６月９日～30日 

③ 調査項目

ア 基本情報：年代、性別、職業、居住地区、家族人数、情報機器の保有状況、イン

ターネットの利用状況 

イ 特殊情報：スマートフォンアプリに関すること、Ｗｉ－Ｆｉスポット設置場所、

ほか 

④ 回答数

ア 電子申請システム 76件（回収率  3.8%） 

イ 郵送等  529件（回収率 26.5%） 

 合計  605件（回収率  30.3%） 

(３) 集計上の留意事項 

① 集計結果については、回答者に関する基本的なデータのほか、特徴的なものにつ

いて掲載している。 

② 質問項目によっては複数回答のものがあり、また無回答の場合もあることから、

回答数と回収数は必ずしも一致しない。 

2.9%

10代

2.1%

8.7%

20代

7.0%

37.7%

30代

9.1%

26.1%

40代

15.0%

14.5%

50代

18.7%

8.7%

60代

29.7%

1.4%

70代以上

18.3%

電子申請

郵送
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２ 調査結果 

(１) 基本情報 

① 回答者の年齢（回答数：603）

○60代が 27.0％で最も多く、次

いで 50 代 18.4％、70 代

16.1％となっており、50代以

上が全体の 60％以上を占め

ている。

〇回答者に占める郵送・オンラ

イン別の回答割合は、郵送回

答 87.4％、オンライン回答

12.6％となっている。 

② 回答者の性別（回答数：601）

○男性が 44.6％、女性が 55.4％

と、概ね鹿屋市人口の男女比

に見合った回答率となって

いる。

③ 回答者の職業（回答数：602）

○会社員・公務員が 34.7％で最

も多く、次いで無職 25.9％、

家事 10.6％、パート・アルバ

イト 10.5％となっている。

10代

2.7%

20代

7.6%

30代

12.4%

40代

15.8%

50代

18.4%

60代

27.0%

70代以上

16.1%

男性

44.6%女性

55.4%

会社員・公

務員

34.7%

農林水産業

4.3%
自営業

9.1%

家事

10.6%

パート・ア

ルバイト

10.5%

学生

2.8%

無職

25.9%

その他

2.0%

（その他の回答） 

・会社役員 

・団体職員 

・施設職員（看護師、保育士） 
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④ 回答者の居住地区（回答数：597）

○鹿屋地区が 78.7％占め、概ね

地域別の人口比に見合った回

答率となっている。

【参考：中学校区別】 

⑤ 回答者の家族の人数（回答数：601）

○単身世帯が 15.0％、複数世帯

が 85.0％となっている。

⑥ 家庭にあるスマートフォンの台数（回答数：600）

〇スマートフォンを保有する家

庭は、全体の 73.0％となって

いる。 

○保有世帯における保有台数

は、１世帯当り 2.0 台となっ

ている。

〇単身世帯では、52.2％、複数世

帯では 76.5％が保有してい

る。 

鹿屋地区

78.7%

輝北地区

3.5%

串良地区

11.6%

吾平地区

6.2%

No 区　分 回答数 割合

1 高隈中学校区 10 1.7%

2 鹿屋中学校区 70 11.7%

3 花岡中学校区 29 4.9%

4 第一鹿屋中学校区 117 19.6%

5 鹿屋東中学校区 155 26.0%

6 田崎中学校区 46 7.7%

7 大姶良中学校区 43 7.2%

8 輝北中学校区 21 3.5%

9 細山田中学校区 28 4.7%

10 上小原中学校区 19 3.2%

11 串良中学校区 22 3.7%

12 吾平中学校区 37 6.2%

合　　　計 597 100.0%

1人

15.0%

2人

40.4%

3人

19.3%

4人

17.6%

5人以上

7.7%

所有して

いない

27.0%

1台

23.8%

2台

33.2%

3台

10.0%

4台

5.3%

5台

0.7%
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⑦ 家庭にある携帯電話（スマートフォン除く）の台数（回答数：601）

○携帯電話を保有する家庭は、

57.6％となっている。

〇前回の調査（89.2％）と比較す

ると、31.6 ポイント減少して

おり、携帯電話からスマート

フォンへ機種変更した家庭が

増加したと思われる。 

⑧ 家庭にあるパソコン・タブレットの台数（回答数：600）

○パソコン・タブレットを保有

する家庭は、全体の 67.0％と

なっている。

○保有世帯における保有台数

は、１世帯当り 1.8台となっ

ている。

⑨ 家庭の固定電話の保有状況（回答数：602）

○全体の 3/4が保有している。

※国の通信利用動向調査の結

果によると、固定電話の保

有状況は年々減少傾向にあ

る。 

所有して

いない

42.4%

1台

31.9%

2台

21.8%

3台

3.3%
4台

0.5%

所有して

いない

33.0%

1台

36.0%

2台

18.5%

3台

9.2%

4台

1.3%

5台以上

2.0%

ある

76.4%

ない

23.6%
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⑩ インターネットの利用状況（回答数：602）

○利用しているが 69.3％、利用し

ていないが 30.7％となってい

る。

⑩-1 情報通信技術を利用する上で必要と考えること（複数回答）

セキュリティ対策などの安全性が 32.82％と最も多く、次いで通信費用や通信機器

が安くなるなどの通信費用が 31.7％、操作方法がわかりやすくなるなどの操作性が

26.1％となっている。 

情報通信技術は不必要と回答した 59件を年代別で見ると、「40代、50代」が全体の

85％近くを占めている。 

利用し

ている

69.3%

利用し

ていな

い

30.7%

2.8%

6.7%

26.1%

31.7%

32.8%

その他

通信環境

操作性

通信費用

安全性

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

１０代, 

0.0%
２０代, 

1.7%

３０代, 

5.1%

４０代, 

33.9%

５０代, 

50.8%

６０代, 

5.1%

７０代, 

3.4%
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⑪ インターネット利用の際に使用している端末機の種類（複数回答）

スマートフォンが 80.2％と最も多く、次いでパソコン・タブレット 71.8％となって

いる。 

⑫ 家庭のインターネット接続の状況（複数回答）

光回線が 60.8％と最も多く、次いで携帯電話回線が 24.2％となっている。 

⑬ インターネットを利用する目的（複数回答）

ホームページ閲覧が 86.1％と最も多く、次いでネット通販・予約サービス 62.9％と

なっている。 

6.7%

9.2%

71.8%

80.2%

ゲーム機

携帯電話

パソコン・タブレット

スマートフォン

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

1.7%

7.5%

10.7%

24.2%

60.8%

その他

高速モバイル通信

ADSL回線

携帯電話回線

光回線

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

2.9%

23.4%

44.4%

50.2%

52.4%

62.9%

86.1%

その他

オンラインゲーム

電子メール

情報発信・コミュニケーション

音楽・動画の視聴等

ネット通販・予約サービス

ホームページ閲覧

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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(２) 今後の施策関係 

⑭ 日常生活において必要なスマートフォンアプリ（複数回答）

  全年代を通して、イベント情報、防災・防犯情報が多い結果となった。 

次いで行政サービス、道路情報となっている。 

・行政サービス 52 件のうち、ゴミカレンダー等が 13件、各種窓口手続が 13件と半数

以上を占めている。 

・気象情報 26件のうち、桜島の降灰情報等が 15件と半数以上を占めている。 

⑮ 公衆フリーＷｉ－Ｆｉスポットの設置希望箇所（複数回答）

〇避難所、公園、官公庁、市運営施設 

〇図書館、リナシティかのや、文化会館 

〇室内でこどもたちと触れ合える空間 など 

⑯ 情報化に関する自由意見

〇今年度の予算で情報インフラ整備事業が盛り込まれたことを大変うれしく思って

います。 

〇情報漏洩には気を付けていただきたい。市民が便利で使えるアプリに期待します。 

〇光回線を全域にし、ネットを充実したら、独居老人の見守りに役立てて欲しい。 

〇情報化が進むことは良いことですが、税金は無駄に使ってほしくない。 

〇災害発生時に体育館や公民館に避難した場合でも携帯電話網が万が一ストップし

た場合に備えＷｉ－Ｆｉが使える様に整備して頂きたい。 など 

5

11

17

22

26

26

48

52

60
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３ 考察・まとめ

(１) 考察 

① インターネット利用率の推移（年代別） （回答数：602）

インターネットの利用率（年代別）を前回調査と比較すると、50代が 45.7ポイント、

60代が 39.6ポイント増加している。 

  なお、全体では 69.3％となっており、全国の 83.5％と比較すると、14.2ポイント低く

なっている。 

  しかし、鹿屋市の高齢世代に関しても、インターネット利用率は、高い水準に推移し

ていくと思われる。 

② インターネット利用目的（年代別） （複数回答）

インターネットの利用目的を年代別で見ると、各年代で「ホームページ閲覧」が一番

利用されている。 
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③ インターネット利用目的（男女別） （複数回答）

  インターネットの利用目的を男女別で見ると、利用目的別で男女の差はあまり見受け

られないが、「情報発信・コミュニケーション」では、女性の割合が高いことから、ＳＮ

Ｓ等の情報発信能力は女性の方が高いと思われる。 
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(２) まとめ 

（アンケートについて） 

  今回のアンケート調査から、鹿児島県電子申請システムを活用し、パソコンやタブレ

ット、スマートフォンからの回答（以下「オンライン回答」という。）ができるようにな

りました。アンケート回答者 605人のうち、オンライン回答した人は、76人で 12.6％に

停まりました。今後、このようなアンケートをするに当り、オンライン回答をしやすく

する工夫が必要と考えます。 

（インターネット利用等について） 

インターネットを利用している個人の割合は、69.3％となり、前回調査の 40.9％から

大きく上昇しています。さらに、年代別で見ると 50代が 45.7ポイント、60代が 39.6ポ

イント増加しています。 

全国の全体割合 83.5％と比較すると 14.2 ポイント低くなっていますが、これは、50

代以上の割合の差が要因となっています。しかし、鹿屋市においても５年 10 年後には、

50 代以上に関してもインターネットを利用する個人の割合は増加すると考えられます。 

  また、インターネット利用に一番利用されている端末機がスマートフォンで、パソコ

ン・タブレットより多く、携帯電話は減少傾向にあることから、スマートフォンの保有

率はさらに増加すると考えられます。 

（スマートフォンアプリについて） 

  総務省「平成 28年通信利用動向調査」の結果によると、スマートフォンを保有する個

人の割合は 56.8％と半数以上の人がスマートフォンを保有しています。鹿屋市のアンケ

ート結果でも約半数の人がスマートフォンを保有しています。 

このようなことから鹿屋市においても、スマートフォンアプリの導入を検討する上で

アンケートした結果、イベント情報、防災・防犯情報の意見が多くなりました。特に近

年の局地的災害が全国各地で発生していることから、災害時の避難所情報や道路情報な

どの意見も多く見受けられました。 
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（参考）アンケート調査用紙 

情報化推進に関するアンケート調査について 

このアンケートは、情報通信技術の分野で、現在、皆様が日常的に利用して

いる状況や、今後必要と考えられるサービスなどについて、意見や要望を把握

するために行うものです。 

（結果は、情報通信技術の利活用による市民生活の向上や地域活性化など

を推進する基本方針「情報化計画」に反映します。） 

ご協力をお願いします。 

〇この調査票は、市内にお住まいの方 2,000名を無作為に抽出して送付し

ています。 

〇宛て名の方への調査ですが、ご家族で回答いただいても構いません。 

〇回答の内容は、他の目的に使用することはありません。 

【お問い合わせ】 

鹿屋市総務部 

情報行政課地域情報係 

☎ 31-1135（直通） 

【回答方法】 

■インターネットで回答される方

スマートフォン、パソコン、タブレット等から、下記のいずれかの方法で

回答書式にアクセスし、ご入力ください。 

◇その１ 右のＱＲコードから 

◇その２ 鹿屋市ホームページから 

■この調査票で回答される方

同封の返信用封筒により、この調査票をご返送ください。 切手不要 

回答期限：2017年６月 30日（金） 

情報化アンケート 
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該当する番号を〇で囲んでください。（回答欄がある場合はご記入をお願いします。） 

 

問１ あなたの年齢は？ ※必須 

  １ 10代   ２ 20代   ３ 30代   ４ 40代   ５ 50代 

 ６ 60代   ７ 70代以上 

 

問２ あなたの性別は？ ※必須 

  １ 男性   ２ 女性 

 

問３ あなたの職業は？ ※必須 

  １ 会社員・公務員    ２ 農林水産業      ３ 自営業 

  ４ 家事         ５ パート・アルバイト  ６ 学生 

  ７ 無職         ８ その他 → 

 

 

問４ あなたのお住まいの地区（中学校区）は？ ※必須 

  １ 鹿屋－高隈中学校区    ２ 鹿屋－鹿屋中学校区 

  ３ 鹿屋－花岡中学校区    ４ 鹿屋－第一鹿屋中学校区 

  ５ 鹿屋－鹿屋東中学校区   ６ 鹿屋－田崎中学校区 

  ７ 鹿屋－大姶良中学校区   ８ 輝北－輝北中学校区 

  ９ 串良－細山田中学校区   10 串良－上小原中学校区 

  11 串良－串良中学校区    12 吾平－吾平中学校区 

 

※ わからない場合は、右に住所をご記入 

ください。 

  例）〇〇町、〇□丁目、〇〇町△△など 

 

問５ あなたを含め、同居しているご家族の人数は？ ※必須 

  １ １人  ２ ２人  ３ ３人  ４ ４人  ５ ５人以上 

 

問６ あなたのご家庭にあるスマートフォンの台数は？ ※必須 

    

 

 

問７ あなたのご家庭にある携帯電話（スマートフォン除く）の台数は？ ※必須 

    

 

 

問８ あなたのご家庭にあるパソコン・タブレットの台数は？ ※必須 

    

■ あなたの基本的な情報についてお伺いします。 

 

（具体的にご記入ください） 

－→ 
町 

丁目 

 

台 

 

台 

 

台 
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問９ あなたのご家庭には固定電話がありますか？ ※必須 

  １ ある ２ ない 

問 10 あなたはインターネットを利用していますか？ ※必須 

１ はい ２ いいえ 

↓ 

問 10-1 インターネットをはじめ、情報通信技術は現代の生活に欠かせないものと

なっています。あなたが今後ご利用するうえで必要と考えることは？（いく

つでも） 

例）機器や通信の費用が安くなること 

安全性（個人情報の保護など）が確保されること 

操作方法がもっと分かりやすくなること 

使用しなくても生活に支障がない（必要と感じない） など 

問 11 あなたがインターネット利用の際に使用している端末機の種類は？ 

（いくつでも） 

１ スマートフォン    ２ 携帯電話（スマートフォン除く） 

  ３ パソコン・タブレット ４ ゲーム機 

問 12 あなたのご家庭のインターネット接続の状況は？ 

１ 光回線               ２ ADSL回線 

３ 高速モバイル通信（Wi-MAXなど） ４ 携帯電話回線 

５ その他（ISDN回線など） 

問 13 あなたがインターネットを利用する目的は？（いくつでも） 

１ ホームページの閲覧（情報収集、調べものなど） 

２ 電子メール（各種連絡、資料送付など） 

３ ネット通販・予約サービス 

４ オンラインゲーム 

５ 音楽・動画の視聴等 

６ 情報発信・コミュニケーション（ＳＮＳ＊、ホームページ作成など） 

７ その他 └→

（具体的にご記入ください） 

→ 問 16へ 

＊ＳＮＳ 
LINE、Twitter、blog等の
人同士の繋がりを電子化
するサービス 
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問 14 近年、スマートフォン利用者が急速に拡大していることから、本市では、市民と

行政を情報でつなぐシステム（アプリ）を導入することとしました。 

日常の生活において「あれば便利」、「こんな機能や情報が欲しい」などとお考え

のサービスは？（いくつでも） 

例）道路情報（トラブルの通報、改善状況の確認）に関するアプリ 
 
 

 

 

 

 

問 15 本市では、市内の防災拠点となる公共施設や観光スポット等に、公衆のフリーWi-

Fiスポット（無線でのインターネット接続を無料で行える場所）を整備していきま

す。 

日常生活において「ここにあれば便利」、「ここに欲しい」などとお考えの場所は？

（いくつでも） 

例）文化・学習施設（図書館、文化会館、地区学習センター） 
 
 

 

 

 

 

問 16 鹿屋市の情報化に関してご意見などがありましたら、自由にご記入ください。 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 今後の施策についてお伺いします。 

以上でアンケートは終了です。ご協力ありがとうございました。 
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