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益田市情報化推進プラン

第１章 計画策定にあたって

Ⅰ 計画策定の趣旨

近年の急速な情報通信技術(ＩＣＴ※)の進展は、「情報化社会」を創出し産業振興、住

民生活、行政運営などの全般に大きな変革と影響を与え、業務の効率性や生活の利便性

を高めると同時に、高度な情報処理を可能としています。

しかし、インターネットに代表される高速情報通信網の利用環境は、本市の広範囲な

行政区域の中には利用できない地域も一部あり、情報格差が生じています。

市では、県の支援制度を活用して情報通信基盤整備を進めてきましたが、設備投資に

多額の費用を要することや、技術的理由、地理的条件から全域を整備するには至ってい

ません。

また、行政運営において事務処理の大半は電算システムで行っており、その円滑な運

用と機器の安全管理、さらには十分な個人情報保護が重要です。現在の基幹システムは

導入後 14 年目（Ｈ19 年時点）を迎えており、行政事務の効率化と高度な情報処理、情

報の保護を図るため、早期に高性能のシステムに更新する必要があります。

こうしたことから、今後さらに進展する情報化社会に対応して、市民福祉の向上と行

政事務の効率化・高度化を図るため、今回、情報化推進の指針となる「益田市情報化推

進プラン」を策定するものです。

Ⅱ 計画策定の背景

１ ＩＣＴ社会の進展

近年の情報通信技術（ＩＣＴ）の急速な技術革新は、産業・社会構造に大きな変革

をもたらし、高度な情報化社会が形成されつつあります。インターネットを始めとし

て携帯電話、パソコンなどが普及し、産業振興や住民の日常生活にも大きな影響を与

えており、同時に行政運営においても新たな対応が必要となっています。

また、悪質なメールやコンピュータウィルスによる被害、情報流出が社会問題とな

っており、個人情報保護が重要課題です。

※ ＩＣＴ（Information and Communication Technology）

コンピュータやデータ通信に関する技術を総称的に表す語。日本では同様の言葉として IT(情報技術)の方

が普及しているが、国際的には ICT の方が通りがよい。総務省の「IT 政策大綱」が 2004 年から「ICT 政策

大綱」に名称を変更するなど、日本でも定着しつつある。
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２ 国の動向

国においては、ＩＴ基本法の制定(H13.1)以来、「ｅ－Japan 戦略」に基づいて高度

情報通信ネットワークの整備、人材育成、電子商取引の促進、利用環境の整備、行政

の情報化をすすめ、また、ネットワークの安全確保に係る基準や個人情報保護法の制

定(H15.5)などの法整備、情報基盤整備の支援策が実施されました。

その後、「ＩＴ新改革戦略」(H18.1)の中では、《いつでも・どこでも・何でも・誰

でも》ネットワークにつながる社会（ユビキタスネット社会）を目指すとし、さらに、

次世代ブロードバンド戦略 2010(H18.8)では、2010 年度までにブロードバンド・ゼロ

地域を解消する整備目標と民間と国、地方公共団体の役割分担が示されました。

また、電波法の改正により、テレビのアナログ放送が 2011 年（平成 23 年）7 月 24

日で終了し、デジタル放送に完全移行される予定です。

３ 県の動向

島根県では、「e－しまね IT 戦略構想」などの情報化推進施策が進められ、全県 IP

網(H14.6 完成)、全県インターネット環境の整備など、ブロードバンド戦略が取組ま

れました。ブロードバンドの利用環境は、県全世帯でのカバー率（サービス提供エリ

ア）がほぼ 99%と推定されています。しかし、ブロードバンド（FTTH、DSL、CATV)の

世帯普及率は、島根県平均 38.7％(Ｈ18.12 末)で全国平均 52％より低い状況です。

※中国地方のブロードバンドの普及状況 －資料１

※各ブロードバンドの概要及びメリット・デメリット－資料２

また、電子自治体の推進として、県下全市町村の共同アウトソーシングにより、平

成 16 年度から「しまね電子申請サービス」が実施されており、また、現在は電子入札

システムの開発も検討されています。

《島根県のブロードバンド戦略》

第一ステップ 全県域網完成 (～Ｈ14)

第二ステップ 全県高速インターネット環境の実現 (～Ｈ15)

第三ステップ 光通信による地域公共ネットワーク構築 (～Ｈ17)

第四ステップ 条件不利地域の FTTH 実現 (Ｈ18～)

４ 市の現状と課題

□高速情報通信網の整備状況

合併前の旧三市町で平成 14 年度、15 年度に島根県の市町村 IT化総合推進補助金を

受けて、高速インターネット環境を構築しました。（DSL、FWA）

現在市街地はほぼ全域カバーされていますが、山間部の美都地域、匹見地域でのブ

ロードバンドカバー率は 75%程度と推測されます。一部の高速インターネットが利用

できない地域の対策が課題です。

ＣＡＴＶは合併前の旧益田市で整備検討しましたが、事業実施に至らず、今後、民

間事業者の主導による取り組みが望まれます。
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□電子自治体の構築

今日までの本市のシステム開発、情報化の実施状況は次のとおりです。

＜電算システム＞

Ｈ 4 益田市情報機能高度化基本計画策定

Ｈ 5～ 電算システム開発着手、基幹業務システム稼動（～Ｈ 6）

Ｈ 9～ 益田市電算システム第二次開発計画 （～Ｈ12）

Ｈ13～ 益田市電算システム第三次開発計画 （～Ｈ18）

Ｈ14～ 庁内情報化推進事業、職員ＰＣ一人一台体制 (～Ｈ15）

Ｈ16 益田市・美都町・匹見町の合併によるシステム統合

＜サービス等＞

Ｓ56 防災情報提供システム

Ｈ 6 自動交付機設置(住民票、印鑑証明)、Ｈ11～所得、所得課税証明

Ｈ10 市ホームページ開始

Ｈ13 中山間地域証明発行開始(11 箇所)

Ｈ15 図書館システム－蔵書検索、貸出予約システム導入

Ｈ16 美都地域、匹見地域証明発行開始(4 箇所)

Ｈ17 島根県電子申請等受付システム導入

ふるさとメール開始

Ｈ18 島根県公共工事積算共同利用システム導入

視覚障害者用文書読上げ装置配備

□電算システム

現在の電算システムは、旧益田市が行財政改革の一環として平成５年に導入し、住

民記録、税、国保、保険、各種手当、財務会計など順次拡充して行政事務の効率化を

図ってきましたが、平成 16 年の市町村合併時に旧美都町・旧匹見町のシステムを統合

しました。

しかし、基幹システムは導入後 14年目（Ｈ19年時点）を迎えており、早期に性能

の高い新システムへの更新が必要です。

※益田市電算システムの状況 －資料３

□職員 PC の配置

平成 14 年度から 15 年度の二ヵ年にかけて職員パソコン一人一台体制を整備し、事

務処理の効率化を図っていますが、機器の老朽化が進んでおり最新のソフトウェアに

対応できる機器への更新が必要です。

□防災情報提供システム

益田地域は、昭和 58 年豪雨災害を契機として昭和 60年に防災行政無線施設（同報

系）を設置し、平成 13、14 年に更新しました。

美都地域は、昭和 56 年に防災行政無線施設を設置し、以来 25年が経過しています。

施設は老朽化し、個別受信機は製造が打ち切られています。
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匹見地域は、昭和 63 年に電話回線を利用したオフトーク通信を開始し、平成 13 年

に機器を更新しました。

こうしたことから、防災情報提供システムの一元化に向けた検討が必要です。

□自動交付機

平成 6 年に市役所玄関に自動交付機を設置し、住民票、印鑑証明書、平成 11 年か

ら所得、所得課税証明書を発行しています。

※平成 17 年度自動交付機利用状況

交付機の発行枚数 総 数

・住民票 4,044 件(14.7%) 27,482 件

・印鑑証明 9,221 件(41.7%) 22,109 件

・所得証明、課税証明 1,210 件(12.2%) 9,940 件

計 14,475 件(24.3%） 59,531 件

※マックスカード交付枚数 22,725 枚 （H18.12 末）

なお、平成 13 年度から周辺部の地区振興センターにおいて中山間地域証明発行シス

テムを導入し、市民サービスの向上を図っています。

（Ｈ13～益田地域 11 箇所、Ｈ16～美都地域 2箇所、匹見地域 2箇所）

□ホームページ

平成 10 年にホームページを開設しましたが、内容の充実と機能向上の検討が必要で

す。旧美都町、旧匹見町のホームページは合併後、それぞれ総合支所のホームページ

として継続しています。

□図書館システム

市立図書館では、平成 5 年に図書館システムを導入し、その後、平成 15 年にインタ

ーネットでの蔵書検索、貸出予約システムなどを整備して、利用者のサービス向上を

図っています。

※17 年度図書貸出数 199,228 冊 （内、ネット予約 649 冊）

図書カード発行枚数 32,809 人 パスワード登録 324 人(H18.1.23）

□電子申請受付システム

島根県では平成 16年度から県と市町村との共同開発により「しまね電子申請サービ

ス」を実施しました。益田市は平成 17 年度から参加し、18年度までに市町村で 31 項

目の電子申請手続項目を開発しましたが、利便性の高いシステムへの更新が必要です。

□ふるさとメール

平成 17年からふるさとメールを開始し、主に市外の登録会員に週一回益田市のイベ

ント情報、ニュースなどを配信しています。 （登録会員 357 人）
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□公共工事積算システム

平成 18 年に、島根県と市町村の共同開発により「島根県公共工事積算共同利用シス

テム」を導入し、経費節減と業務の効率化を図っています。

□テレビ、携帯電話

山間部の地域ではテレビの難視聴地域が多く、共聴組合などで共同受信施設を整備

して受信しています。今後、平成 23 年 7月に完全移行されるデジタル放送への対応が

課題です。

また、携帯電話の不通話地域も多くあり、今後、緊急通報や情報伝達手段としての

活用が高まることから、不通話地域の解消が課題です。

□インターネット利用環境

現在、市の公共施設にパソコンを配置して、市民が誰でもインターネットを利用で

きる環境づくりを進めています。

（図書館 5 台、人権センター１台、保健センター2 台、市民学習センター3 台を配置）

□パソコン研修

地域でのパソコン研修としては、市立保健福祉センターで高齢者向けのパソコン教

室を実施しています(地域介護予防活動支援事業、Ｈ18－小野、中西、安田) 。 他の

地区振興センター（公民館）でも、それぞれパソコン教室を行っています。

また、小・中学校ではパソコン学習を取り入れてＩＴ教育に取り組んでいます。

情報化社会の形成には、多くの市民がパソコンなどのＩＴ機器を使えることが重要

な要素となりますので、子どもから高齢者まで幅広いＩＴ知識の習得が必要です。

□課題のまとめ

市の主な課題としては、次のことが挙げられます。

・高速情報通信網の全域整備

・山間部のテレビ、携帯電話の受信不可地域対策

・住民福祉の向上に必要な情報提供システムの整備

・行政情報提供システムの拡充

・電算システムの更新 (基幹系システム)

・電子自治体の推進

・情報セキュリティシステムの強化

・ＩＴ知識の習得

これらは、地域住民の生活に密着したものと、行政内部の業務に関するものがあり、

また、民間主導で整備されるべきものと、行政が整備すべきもの、さらに住民の参画

が必要なものもあります。また、相互に関連するものもあります。

市の情報化を進めるにあたっては、民間、行政、住民の役割分担をしながら整備方

策を検討することが必要です。
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第２章 計画の概要

Ⅰ 計画の位置づけ

平成 16年 11 月に益田市・美都町・匹見町が合併することに伴って策定した、「新市建

設計画」で、新市の将来像と基本目標を次のように掲げています。その中の基本事業と

して情報化関連事業が位置づけられています。

○将来像 「未来に向け 一人ひとりが輝くまち」

○基本目標 ①産業が育つまち ②安心できる健康と福祉のまち

③暮らしやすいまち ④環境を守り育てるまち

⑤豊かな心を育み文化の薫るまち ⑥住民が参画するまち

⑦行財政基盤の強化

○基本事業（情報化関連事業）

③暮らしやすいまち

都市基盤の整備－ ・高速情報通信網の整備

生活基盤の整備－ ・消防、防災、安全対策の充実

⑦行財政基盤の強化

行財政の効率化－ ・行政運営の効率化

Ⅱ 計画の性格と役割

この計画の性格と役割は、次のとおりとします。

１ 新市建設計画に掲げる情報化の方針を示すものです。

２ 各分野における情報化の基本施策を示すものです。

３ 個々の整備事業の具体的な実施計画は、国、県の施策、本市の財政状況などに大

きく影響されることから、充分な調整を経て、別途策定するものとします。

Ⅲ 計画の期間

計画の期間は、平成 19 年度を初年度とする概ね 10年間を想定しています。

また、計画は、情報通信技術の進歩や社会ニーズ、国、県の施策動向などの変化に応

じて、随時見直しを行うものとします。
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第３章 基本方針と基本施策

Ⅰ 基本方針

計画は次の目標を柱として情報化施策を進めます。

１ 暮らしやすいまちづくりの実現

２ 市民サービスの向上

３ 行政運営の効率化と高度化の実現

Ⅱ 基本施策

基本施策は、『地域の情報化』と『行政の情報化』で構成します。

『地域の情報化』＝ 住民生活の充実と利便性の向上、事業活動の効率化につながる情報

環境の整備

『行政の情報化』＝ 行政内部の事務処理の効率化と、行政運営の高度化を図るための情

報環境の整備

１ 地域の情報化

（１）情報通信基盤の整備

◇高速通信網の整備に向けた調査研究（情報通信格差の是正）

◇携帯電話の利用環境の整備の推進（不通話地域の解消）

◇地上デジタル放送の受信環境の整備の推進（辺地共聴施設の改修支援）

（２）情報提供システムの構築

① 行政分野

◇議会情報提供システムの構築の検討（議会中継、録画、議事録検索）

◇住民ニーズ把握の充実（電子会議室）

②保健・医療・福祉分野

◇インターネットなどを活用したシステムの調査研究（相談、情報閲覧）

◇保健・医療・福祉の関係機関とのネットワーク化に向けた調査研究（情報の

共有）

③ 文化・教育・生涯学習分野

◇文化資料の電子化に向けた調査研究（保存、検索、文化情報の一括管理）

◇生涯学習支援システムの充実に向けた調査研究（在宅学習、新たな生涯学習

の場づくり）

④ 産業・経済分野

◇オンラインショップの構築に向けた支援の調査研究

◇観光情報提供システムの構築に向けた調査研究

⑤ 防災・防犯分野

◇緊急時の情報提供サービスの充実（市ホームページ、メール配信）

◇安全な生活環境の整備の推進（市ホームページ、メール配信）
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（３）インターネット環境の充実

◇ホームページの充実（行政情報、各種制度）

◇メールマガジンを利用した各種情報提供の充実

◇地域拠点施設の情報利用環境の充実に向けた調査研究（ＩＴ学習の場づくり）

・各種情報の取得
・各種サービスの利用

など

・各種情報の取得
・各種サービスの利用

など

学校

公共施設

地区振興センター

市役所（本庁・支所）

・各種情報の提供・取得
・情報利用環境の充実

など

・各種情報の提供・取得
・情報利用環境の充実

など

・各種機関との連携
・生涯学習サービスの充実

など

自宅

企業など

インターネット

屋外

・公共サービスの充実
・各種情報の提供・取得
・ホームページの充実

など

地域の情報化イメージ図

・各種機関との連携
・医療サービスの充実

など

・高速通信網の整備

・地上デジタル放送の
受信環境の整備

・携帯電話の利用
環境の整備・各種情報の取得

・各種サービスの利用
など

●情報通信基盤の整備
●情報提供システムの構築
●インターネット環境の充実

保健・医療・福祉機関
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２ 行政の情報化

（１）行政サービスにおける高度情報化の実現

① インターネット等を活用した行政サービスの提供

◇電子申請システムの利便性の向上

◇電子行政相談窓口の調査研究

② 住民基本台帳カードを活かした行政サービスの充実

◇住基カードの住民ＩＤカードとの機能統合及び機能拡充

◇認証基盤※１の利活用（電子申請・電子申告）

③ 行政サービス窓口の機能拡充

◇証明書自動交付機の機能及び運用の拡充

◇総合サービス窓口の調査研究

（２）戦略的な行政情報システムの構築

① 効率化を目指した基幹系情報システムの次世代化

◇基幹業務システムの再構築

◇共同アウトソーシング※２・共通基盤の調査研究

② 戦略的な内部事務系情報システムの構築

◇統合型財務会計システムへの移行

◇電子入札システムの構築

◇情報共有機能の強化・拡充

◇電子文書交換に対応した文書管理・電子決裁システムの調査研究

◇住民ニーズに応じた収納システムの調査研究

◇統合型地理情報システムの調査研究

③ 情報通信ネットワークの強化

◇動画・音声情報にも対応する高速通信ネットワークの構築

（３）高度な情報セキュリティシステムの構築

① 情報セキュリティシステムの強化

◇情報セキュリティポリシー※３の整備

◇高度な情報セキュリティシステムの構築

② 情報処理能力の高い職員の育成体制の確立

◇情報処理研修の実施体制の整備

◇情報セキュリティ研修の実施体制の整備

※１ 認証基盤

インターネットなどの情報通信網を使った申請や届出の手続きにおいて、申請者が本人であることを証明

する仕組み

※２ 共同アウトソーシング

情報システムを複数自治体で共同開発したり、民間事業者などに共同委託したりする手法

※３ 情報セキュリティポリシー

情報資産を安全に運用し管理するための文書化された規程のこと。
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インターネット

イントラネット（庁内ＬＡＮ）

市役所（本庁・支所）

自宅 企業など

地区振興センター

・電子申請
・電子入札
・電子申告

など

行政の情報化イメージ図

・窓口の機能拡充
・住基カードの利用

など

・システムの次世代化
・新しいシステムの導入

など

・ネットワークの強化
・セキュリティシステムの
強化
・職員研修体制の整備

など

●行政サービスにおける高度情報化の実現
●戦略的な行政情報システムの構築
●高度な情報セキュリティシステムの構築

・証明書発行
（住民票）
（印鑑登録証）
（課税証明） など
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第４章 計画の推進体制

Ⅰ 推進体制

・計画の推進体制として、庁内に「益田市情報化推進本部」(仮称)を設置します。

※庁議の構成メンバーとする

・「益田市情報化推進委員会」（Ｈ18.12.4 設置）で、計画の進行管理を行います。

※地域振興部長と関係課長

Ⅱ 市民と行政の協働

・民間事業者の参画と協力により、情報通信基盤整備を進めます。

・市民ボランティア、関係団体との連携により、情報化を進めます。

Ⅲ 計画の進捗管理と見直し

・計画の実施状況の点検をし、必要に応じて随時計画の見直しを行います。

《 情報化推進プラン 》

<平成 19 年から概ね 10 年間を想定>

実施・点検

推進本部

推進委員会

民間事業者

市民ボランティアなど

地域の情報化

行政の情報化

・情報通信基盤の整備

・情報提供システムの構築

・インターネット環境の充実

・行政サービスにおける高度情報化の実現

・戦略的な行政情報システムの構築

・高度な情報セキュリティシステムの構築

情報通信技術の進歩

社会ニーズ

国、県の施策動向 など
見直し

協力・連携

１ 暮らしやすいまちづくりの実現

２ 市民サービスの向上

３ 行政運営の効率化と高度化の実現

基本方針

基本施策

実施計画

推進体制

市



中国地方のブロードバンドの普及状況（平成 18 年 12 月末現在）

平成１８年１２月末の契約者数及び世帯普及率

ブロードバンド合計 ＦＴＴＨ DSL CATV

世帯数

契約数 普及率 契約数 普及率 契約数 普及率 契約数 普及率

鳥 取 県
209,478 90,876 43.4% 19,821 9.5% 50,028 23.9% 21,027 10.0%

島 根 県
260,791 101,012 38.7% 19,628 7.5% 61,356

23.5% 19,937 7.6%

岡 山 県 731,529 335,655 45.9% 86,219 11.8% 194,563 26.6% 54,087 7.4%

広 島 県 1,145,282 515,690 45.0% 189,915 16.6% 297,400 26.0% 28,181 2.5%

山 口 県 591,232 243,679 41.2% 46,810 7.9% 125,027 21.1% 71,760 12.1%

中国五県 2,938,312 1,286,912 43.8% 362,393 12.3% 728,374 24.8% 194,992 6.6%

全 国 49,529,232 25,755,080 52.0% 7,940,384 16.0% 14,236,041 28.7% 3,567,075 7.2%

・世帯数は、平成１７年 10 月国勢調査による。

・このほかに FWA（固定した無線設備によりインターネット接続を行うもの）によるブロードバンドサービスも提供さ

れています。

< 総務省 報道資料より抜粋 >

資料１



通信速度 システムの概要 メリット デメリット

FTTH（光ファイ
バ）

100Mbps ～
1Gbps

通信事業者の収容局から加入者宅まで光
ファイバケーブルを敷設し、超高速インター
ネットアクセスを可能とするもの。配線形態の
違いにより、1 芯の光ファイバを1 加入者で占
有するSS（Single Star）方式と、1 芯の光ファ
イバを複数の加入者で共有するPON （
PassiveOptical Network）方式がある。

●上りの通信速度と下りの通信速度が同じ
でかつ速度も安定しており、大容量のアプリ
ケーション・コンテンツをスムーズに流通させ
ることが可能。
●拡張性に優れており、WDM（※１）等の伝
送機器の増設または更新のみで大容量化、
放送等の多目的な利用が可能。

●他のシステムと比較して、コスト（イニシャ
ルコスト及びランニングコスト）が一般的に高
価である。
●サービス提供地域が採算効率の高い都市
部に限られている。

ADSL（非対称
デジタル加入者
回線）

下り1.5Mbps ～
40Mbps、
上り数百kbps
～3Mbps

加入者宅の既存のメタルケーブル（電話線）
にADSL モデム等を接続することにより、電
話サービスと同時に高速インターネットアクセ
スを可能とするもの。
上りの通信速度より下りの通信速度を高速に
することでインターネットアクセス（ダウンロー
ド）の高速化が可能となる。

●既存のメタルケーブル（電話線）を利用す
るため、収容局に専用装置（DSLAM 等）を設
置するだけで新たに加入者宅までケーブル
を敷設することなく、短期でかつ安価にサー
ビス提供が可能。

●周囲の環境（ノイズ）に左右されやすいの
で速度が不安定。
●収容局からの距離により、通信速度が低
下する場合やサービスが提供できない場合
がある。ただし、長距離伝送が可能なリーチ
DSL（※２）という方式であれば10km 以上で
もサービス可能であり、一部事業者がサービ
スを提供している。
●収容局から加入者宅までのケーブルが一
部でも光化されている場合、メタルケーブル
が併存しているか、またはRTBOX局に光電
変換装置等の専用装置を設置するスペース
があることがサービス提供するために必要と
なる。

ケーブルイン
ターネット
（HFC）

下り数百kbps
～100Mbps 、
上り数百kbps
～ 数Mbps

既存のケーブルテレビネットワークに専用設
備（ケーブルモデム等）を増設することによ
り、高速インターネットアクセスを可能とする
もの。最近では、幹線路のみ光ファイバケー
ブルを用いる方式（HFC 方式）が標準的であ
る。

●放送サービスと一体的に提供することが
可能。

●FTTH と比較して通信速度が遅い。

無線（FWA／無
線LAN）

数Mbps ～
156Mbps

通信速度、通信距離等については、周波数
帯（2.4G 帯、5G 帯、18G 帯、26G 帯等）に
よって異なる。加入者まで（ラストワンマイル）
を無線により構築するもの。FWA の場合、事
業者側の基地局と複数の利用者側の加入者
局とを結ぶ1対多方向型（P-MP：Point to
Multipoint）と、事業者側と利用者側とを1 対1
で結ぶ対向型（P-P：Point to point）がある。

●ケーブル敷設工事の必要がないので、特
に山間部等の地形が峻険な地域、集落が広
範囲に点在している地域等においては、
FTTH 及びケーブルインターネットと比較して
短期でかつ安価に整備が可能な場合があ
る。
●エリア一帯をカバーするので、柔軟なネッ
トワーク構築が可能。

●周囲の環境（障害物、天候、他の無線シス
テムとの干渉等）により通信速度が低下、ま
たは通信不能になる場合がある。
●上記の有線システムと比較し、よりセキュ
リティ対策に配慮する必要がある。

各ブロードバンドの概要及びメリット・デメリット
(総務省｢全国均衡のあるブロードバンド基盤の整備に関する研究会」最終報告より抜粋)

資
料
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通信速度 システムの概要 メリット デメリット

（参考）第3 世
代携帯電話（
IMT-
2000:Internatio
nalMobileTeleco
mmunications-
2000）

数百kbps～数
Mbps 程度

世界共通に分配された主に2GHz帯の電波を
用いて世界中のどこでも使用できるグローバ
ルサービスと高速データ通信が可能な高速・
高品質のマルチメディア移動通信システム。

●端末は小型化・軽量化が進み、持ち運び
に便利であり、ほとんど場所を選ばずに操作
することが可能。
●画面のカラー化、Java 技術、動画対応、カ
メラ付等、端末の高機能化によりモバイルな
らではのコンテンツの提供が可能。
●携帯電話端末はパソコン等と比べ安価。
利用者にとって容易に最新モデルへ変更が
可能。

●通信速度は上記システムと比較すると遅
い。
●メリットでも述べたとおり、近年端末は高機
能化しているものの、パソコンと比較すると、
画面の見安さ、表示可能な情報量(一覧性)、
処理能力等の点で劣る。

（参考）衛星イン
ターネット

数百kbps
～
数Mbps
程度

衛星通信を利用し、特に下り回線に使うこと
でデータ伝送を高速化したもの。

●上空から広く面的にカバーするので、中継
回線がない離島や中山間地域等の遠隔地で
も少ない初期投資でカバーすることが可能。

●通信速度は上記システムと比較すると遅
い。
●初期コストと比較するとランニングコストが
高価。

（参考）高速電
力線搬送通信
（PLC）

数百kbps
～
数Mbps （諸外
国におけるサー
ビス事例によ
る）

専用のモデム等を設置し、商用電力を供給
する屋内外の電力線を伝送路として高速
データ通信を行うもの。

●既存の電力線を利用するため、安価で
サービス提供が可能。
●家庭内のコンセントを利用することにより、
ホームネットワークを容易に構築することが
可能。

●伝送距離は上記システム比較すると短く、
数百メートル毎に中継装置を設置す
る必要がある。
●回線共有型であるため、ユーザー数の増
加に伴って回線速度が低下する。
●船舶・航空通信、アマチュア無線通信、短
波放送等に影響を与える可能性があるた
め、漏洩電界低減技術の開発が課題となっ
ている。

※１ Wavelength Division Multiplexing（波長分割多重方式）の略。複数の異なる波長の光信号を多重化し、1 本の光ファイバで伝送する技術のこと。すでに敷設されている光ファイバ網を
WDM 化することにより通信容量を飛躍的に増大させることが可能になる。また最近では大容量化する目的だけではなく、放送用の波長を伝送する目的で利用するケースもある。

※２ 300kHz 以下の周波数帯域を使用するため、距離による信号の減衰やノイズの影響を受けにくい。ただし、通信速度は上り下りあわせて最大2.2Mbps と通常のDSL よりも遅い。専用の
モデムを設置する必要がある。



1 住民記録・外国人登録 1 住基ネットワーク 18 飲料水簡易水道

2 住民登録外 2 自動交付機 19 農業所得

3 印鑑証明 3 戸籍 20 図書貸出 -単独

4 市県民税 4 固定家屋評価 21 人事給与管理 -単独

5 固定資産税 5 法人市民税 22 財務会計 -情報系

6 軽自動車税 6 児童手当

7 国民健康保険資格 7 児童扶養手当

8 国民健康保険税 8 健康管理

9 国民年金 9 乳幼児医療 1 例規検索

10 収納消込 10 福祉医療 2 グループウェアー

11 水道料金調定 11 介護保険

12 学校教育 12 老人医療

13 社会教育 13 地域包括支援

14 保育 14 障害者自立支援 1 起債管理

15 敬老会 15 交渉管理 2 在宅福祉

16 選挙 16 住宅管理 3 申告受付(匹見町)

17 生活保護 17 農業集落排水

<機 器> < H13.4 > < H16.11～ >

1 中央処理装置 MP5400 AP7000

2 磁気ディスク 27.7GB 37.8GB

3 磁気テープ装置 ２台(オープンリール) 1台(LTO)

4 カートリッジテープ装置 ２台 ２台

5 高速ラインプリンタ 3000行/分/×２台 3400行/分/×２台

基幹系 121台 情報系 559台

益田市電算システムの状況

<クライアントサーバー>-基幹系 <クライアントサーバー>-基幹系

<ウェブ> -情報系

H 4.4 益田市情報機能高度化基本計画

H 5.2～ システム開発着手、11基幹業務システム稼動

H16.11. 合併、機種変更

１．電算化の経過

H 9.10 益田市電算システム第二次開発計画

H13.10 益田市電算システム第三次開発計画(H14- 18)

４．端末機器

３．汎用機の構成

２．システムの分類と項目

<汎用機> -基幹系

S61.2 益田市行財政審議会答申

S62.2 益田市OA化推進検討委員会設置

・事務事業のOA化による行政の効率化とサービスの向上

<スタンドアロン>-単独

資料３
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