
「ながさきICT利活用指針」の進捗状況（平成２７年度末時点） 【主な施策】

区分
基本
理念

政策 主な情報化施策
事業
達成状況

実施項目
実施項目
達成状況

H24 H25 H26 H27 Ｈ26末時点 実施項目の概略 関係URL 課名 項

周産期医療支援システムの検討 ◎
小児医療分野での活用方法や電子カルテシス
テムとの連携等、今後の課題を検討した。

周産期医療支援システムの開発・改
修

◎
システムの開発及び改修に対し、補助を行っ
た。

周産期医療支援システムの導入・運
用

◎
システムの安定的な導入・運用を行うために設
置された運営協議会との連携により、スムーズ
に導入された。

研究・検討 ◎

・各教科のコンテンツを充実させるため、追加公
開する教科科目について検討を行った。
・授業内容についても他の教員の参考となるよ
うな「ＩＣＴの活用」や「アクティブラーニング」など
にテーマを絞った。
・動画の撮影については、生徒の肖像権に配慮
することやウェブ公開時の注意点（著作権）など
研究を行った。
・活用については、平成２８年３月に文書により
通知し、周知を図った。

学習指導案・授業教材等のHP掲載 ◎
授業の学習指導案・授業教材７本を教育セン
ターのウェブページに掲載した。

授業の動画をHPにUP ◎
３月末に７本の授業動画を教育センターのウェ
ブページに掲載し、平成２８年度以降も引き続
き活用できるようにした。

県立学校改革推進事業（遠隔授業） ◎ 遠隔授業の本格的導入 ◎

通信制高校（鳴滝高校）に在籍する「しま地区」
の生徒と本校（鳴滝高校）の遠隔授業を実施
し、添削指導との一体化、及び本校への帰属意
識を高める。

なし
教育庁
総務課

P22

ソーシャルメディアを活用した交流（子育て支援） ○
ＳＮＳなどの情報交流サイトの整備・
運営

○

ココロねっこ運動の一環で、子ども・保護者等に
メディアの指導を行っている地域の方々の情報
交流の場としてＳＮＳを活用し、関係資料や情
報の共有等を行っている。

なし こども未来課 P22

なし 医療政策課 P21周産期医療支援システム ◎

地域情報化

「『人』が輝く長崎県」の実現に向けた政策分野

①未来を託す子どもたちを育む

http://www.edu-
c.pref.nagasaki.jp/

授業ｅ－ネットシステム
教育庁
高校教育課

P21◎

【主な施策】1



「ながさきICT利活用指針」の進捗状況（平成２７年度末時点） 【主な施策】

区分
基本
理念

政策 主な情報化施策
事業
達成状況

実施項目
実施項目
達成状況

H24 H25 H26 H27 Ｈ26末時点 実施項目の概略 関係URL 課名 項

加入促進 ◎
長崎地域、壱岐地域において、情報提供病院
整備について必要な助成を実施した結果、利用
地域が拡大した。

機能強化（テレビ会議システム、バッ
クアップ、基盤整備、検査データシス
テム等）

◎
テレビ会議システム、バックアップ、基盤整備、
検査データシステム等の実施に必要な助成を
行い、あじさいネットの機能の充実を図った。

【H25終了】
がん検診データ管理システム

◎
がん検診等データ管理システム整備
への助成事業

◎
システム整備を助成し、データの操作性が向上
した。

なし 医療政策課 P24

ひとり親のＩＴ能力の開発 ◎
参加者に対して６か月間の基礎訓練、10か月
間の応用訓練を実施。

新たな在宅業務の開拓 ◎
参加者が訓練期間中にOJTとして行う業務を開
拓。

業務処理の円滑な遂行を確保する
仕組みの構築

◎
企業からの受注、参加者への分配、成果物の
品質確保、報酬の支払等。

子ども・若者支援ホームページの開
設とメール相談実施

◎
平成23年8月の長崎県子ども・若者総合相談セ
ンター「ゆめおす」の開設と同時に、ホームペー
ジの開設とメールによる相談受付を開始した。

関係する相談機関・支援機関との連
携ネットワーク構築

◎
長崎県子ども・若者支援地域協議会（代表者会
議・実務者会議）を定期的に開催し、情報の共
有化と連携の強化を図っている。

システム開発 ◎
食肉検査所で検査した結果について、生産者
が、インターネットを通じて当日に閲覧できるシ
ステムを整備。

情報発信 ◎
食肉検査所のホームページに、情報誌（毎
月）、調査研究及び事業概要等を掲載。
検査当日の食肉衛生検査データの提供。

子ども・若者支援システム構築事業 こども未来課

生活衛生課 P25
http://nikunagasaki.jp/kan
gen/login.php

P25

◎

P24◎

◎

②一人ひとりをきめ細かく支える

地域医療情報ネットワーク（あじさいネット） 医療政策課 P23
http://www.ajisai-
net.org/ajisai/index.htm

【H26終了】

http://www.n-kodomo-
wakamono.jp/

こども家庭課
【H26終了】
ひとり親家庭等の在宅就業支援事業

◎

食肉衛生検査データ還元事業

第１次
計画

第２次
計画

【主な施策】2



「ながさきICT利活用指針」の進捗状況（平成２７年度末時点） 【主な施策】

区分
基本
理念

政策 主な情報化施策
事業
達成状況

実施項目
実施項目
達成状況

H24 H25 H26 H27 Ｈ26末時点 実施項目の概略 関係URL 課名 項

システムの導入（市町） ◎
システムの開発を長崎県国保連合会が、市町
への配備も含め行うこととなり、市町への導入
が平成２４年度中に完了した。

受診勧奨（市町） ◎
システムの導入が済んだ市町から、順次、着手
するよう要請している。

保健指導体制の整備 ◎
システムの導入が済んだ市町から、順次、取り
かかるよう要請している。

【H26終了】
「ながさき産業人材育成ポータルサイト」の設置・運営

◎
ながさき産業人材育成ポータルサイ
トの運営

◎

掲載情報の質・量などの充実を随時検討しながら運
営。
※平成26年度末で終了（今後は県ホームページやＳ
ＮＳにおいて常時情報発信することで対応）

【H26終了】 産業政策課 P26

サイトのリニューアル ◎
長崎県総合就業支援サイトとの連携
※平成26年度末で終了（今後は長崎県総合就
業支援サイトと連携した形での運営を検討中）

県内企業の採用情報等の発信 ◎

①高校教育課、学事振興室へ未就職卒業生に
対する周知依頼。
②県からのお知らせ等の広報。
③県外大学等就職課への周知。

「ｅ-農林水産・ながさき」を通じた情
報交流

◎
平成２６年度に引き続き、サイトを通じて農業技
術（農業所得向上を図る生産技術や災害対策）
や優良経営体の情報を発信した。

http://www.pref.nagasaki.j
p/e-nourin/content

「ゆめとびネット｣サイトのリニューア
ル

◎
平成24年3月にサーバ移行とともにリニューア
ルが完了した。

http://www.pref.nagasaki.j
p/suisan/

「ゆめとびネット｣「マリンラボ長崎」を
通じた情報交流

◎
サイトとツイッターを組み合わせて、生産者と消
費者の相互理解が深まるような情報発信を行
う。

http://www.marinelabo.na
gasaki.nagasaki.jp/

情報技術の活用による新たな製品・サービスの創出支
援

◎
環境・新エネルギー分野や医療福祉
分野等において情報技術を活用す
るセミナーや技術交流会の開催

◎

①佐世保情報産業プラザセミナー
・H25.5.28「Raspberry Pi実機体験ワークショップ
セミナー」（6回実施）
・Ｈ26.10.28「Arduino体験ワークショップ」（4回実
施）
・H27.9.29「Arduino体験ワークショップ第2弾」（5
回実施）
②Es-Nagasaki講演会
・H25.11.25「ＩＴ融合化講演会」（農業のIT化）
・H27.11.5「ＩＴ融合化講演会」（IoTの拡大に伴う
サイバーセキュリティの現状と課題）
③ARコンテンツ作成研究会
・H26.8.30「ARコンテンツ作成勉強会」

なし 企業振興課 P28

【H26終了】
まちなか活性化推進事業

◎
インターネットでの情報配信等に取り
組む商店街に対する支援

◎
まちなか活性化推進事業補助金（まちなか商業
振興費）による支援。

なし 商務金融課 P28

生活習慣病重症化防止 国保・健康増進課

農林水産ポータルを通じた情報交流

「『産業』が輝く長崎県」の実現に向けた政策分野

P26

【H26終了】
Ｕターン人材確保支援事業

雇用労働政策課 P27

なし

http://oshigotoichiba.pref.
nagasaki.jp/

農政課
漁政課

P27

◎

◎

◎

③人を育てる、人を活かす

④力強く豊かな農林水産業を育てる

⑤次代を担う産業と働く場を生み育てる

【主な施策】3



「ながさきICT利活用指針」の進捗状況（平成２７年度末時点） 【主な施策】

区分
基本
理念

政策 主な情報化施策
事業
達成状況

実施項目
実施項目
達成状況

H24 H25 H26 H27 Ｈ26末時点 実施項目の概略 関係URL 課名 項

歴史・文化資源のデータベース化と情報発信 ○
ながさきミュージアムネットワークシ
ステム（動画ＤＢの拡充等)運用

○

公開する文化財情報を静止画や文字情報だけ
でなく、長崎学の講演会・講座、お祭り年中行
事、音楽、方言等を蓄積し、動画の公開機能ま
で高める。

http://www.nagasaki-
maibun.jp/search/

文化振興課 P29

「ながさき旅ネット」のコンテンツ強化
（グルメ情報のデータベース化）

◎

グルメ情報をデータベース化するとともに、グル
メに関するパンフレットを電子書籍化して掲載し
たことで、ホームページを訪れた方の来訪意欲
が喚起されるような特集ページ等を作成した。

「ながさき旅ネット」のコンテンツ強化
（モデルコースの充実）

◎

ホームページを訪れた方に世界遺産（候補）や
映画のロケ地巡りをはじめ、さまざまな切り口で
「長崎の旅」を具体的に想起させるモデルコー
スの作成を行った。

「メルマガ長崎県　ナガサキ旅クラ
ブ」（携帯電話向けメルマガ）の運営

◎
メルマガを購読されている方に対して、定期的
に情報発信を行った。(H24廃止）

韓国人向けアプリ開発（iPhone） ◎ 韓国人向け観光情報アプリの運用。

韓国人向けアプリ開発（Android） ◎ 韓国人向け観光情報アプリの運用。

【H25終了】
公衆無線LANの整備

◎ 主要施設の整備促進 ◎
観光振興課において進められている「長崎県Ｗ
ｉ-Ｆｉ環境整備あり方検討会」への情報提供や助
言を行なった。

なし 情報政策課 P31

・総合観光情報プラットフォームの整備
・ＩＰ系スポットからのリアルタイムの観
光情報等の取得や予約サービスの実
現
・ＩＰ系サービスによる安全安心情報案
内

○

地域データセンターとしての「観光情報プラット
フォーム」のシステム開発を行い、ＩＰ系ＩＴＳス
ポット等を活用して、リアルタイムの観光情報や
安全・安心情報等の配信、予約サービスの実
現を行う。

・非ＩＰ系スポットによる施設や安全
安心情報案内
・車両走行データの取得

◎
非ＩＰ系ＩＴＳスポットを活用して、観光情報や安
全・安心情報、急速充電器稼働情報等を発信
するとともに、車両走行データを取得する。

国体アプリ開発事業 ◎ アプリ完成。

国体アプリ改修事業 ◎ アプリ改修。

海洋・環境産業創
造課

【H26終了】
国体アプリによる情報発信

大会総務課

【H25終了】
長崎ＥＶ＆ＩＴＳ（エビッツ）プロジェクト

http://www.pref.nagasaki.j
p/ev/ev&its

なし◎

⑦アジアと世界の活力を呼び込む

「ひかりと祈り　光福の街　長崎」キャンペーン推進事業 観光振興課

⑥地域の魅力を磨き上げ人を呼び集める

⑧「地域発の地域づくり」を進める

「『地域』が輝く長崎県」の実現に向けた政策分野

外国人向けスマートフォン情報発信事業 観光振興課

P29

◎

http://www.nagasaki-
tabinet.com/

◎

P30

P32

なし

○

P33

【主な施策】4



「ながさきICT利活用指針」の進捗状況（平成２７年度末時点） 【主な施策】

区分
基本
理念

政策 主な情報化施策
事業
達成状況

実施項目
実施項目
達成状況

H24 H25 H26 H27 Ｈ26末時点 実施項目の概略 関係URL 課名 項

情報更新(運用・充実） ×
・情報提供により随時更新。
・２ヶ月に１回、関係市町提供のイベント情報を
更新。

「ながさきのしま」
http://www.pref.nagasaki.j
p/sima/

問い合わせの受付 ◎

・平成２４年度、平成２５年度は問い合わせな
し。平成２６年度は1件。平成２７年度は問い合
わせなし。
・リンク申請への許可。

「ながさきの半島」
http://www.pref.nagasaki.j
p/hantou/

【～H25】ＵＩターン促進事業
【H26】ながさき暮らしＵＩターン促進プロジェクト
【H27】新・ながさき暮らしＵＩターン促進プロジェクト

◎ 情報更新(運用・充実） ◎
・県や市町が実施する移住定住促進イベントの
情報発信。
・市町の移住定住情報の更新。

http://www.pref.nagasaki.j
p/inaka/index.html

地域づくり推進課 P34

総合防災ポータルサイト ◎ 情報更新(運用・充実） ◎

・災害警戒本部設置時の被害情報を含めた各
種災害関係情報の発信
・指定避難所等を地理情報（GIS)に表示させる
等、総合防災ポータルサイトの充実に努める

http://www.pref.nagasaki.j
p/sb/index.php

危機管理課 P34

ホームページ及び広報チラシの配布
によるサイバー犯罪に関する相談窓
口の周知、サイバー犯罪の情報提
供、防犯指導

◎

インターネット及び広報チラシの配布を通じてサ
イバー関係相談、不正アクセス等サイバー犯罪
についての情報提供やサイバー空間における
安全対策等の防犯指導を実施している。

情報ネットワーク等に対するセキュリ
ティ対策の推進

◎

電子メールを利用し、県内プロバイダ事業者、
経済団体、教育、行政、医療機関に対して、セ
キュリティ情報を配信するなどの被害防止対策
を推進している。

セミナー開催による情報提供、防犯
指導

◎
教育機関、ＰＴＡ、企業等の要請に基づきセキュ
リティ講話を実施している。

システム検討、関係団体との協議、
連携ネットワーク構築

○
情報共有のためのフリーメールを活用したネッ
トワーク構築を実施。

漂着ごみネット（ホームページ）の開
設・運用

× ＨＰの開設・運用

超高速ブロードバンド網の整備推進 ◎ ブロードバンド利活用促進対策 ◎

ＩＣＴの利活用につながる①「地域支え合い（Ｉ）Ｃ
Ｔモデル事業」、②「地域情報発信力向上事業」
を平成２４年度から実施している。
※②の事業は平成26年度で終了

なし 情報政策課 P36

機器の検討 ◎ 本事業に効果的な機器（STB）を選定した。

モデル事業の実施 ◎

平成２４年度からは新上五島町、平成２５年度
からは長与町、平成２６年度からは壱岐市で本
事業を展開した。（平成26年度に新上五島町、
平成27年度に長与町で事業終了）

P33

⑨安全・安心で快適な地域をつくる

P35

地域支え合い（Ｉ）ＣＴモデル事業

なし

http://www.pref.nagasaki.j
p/bunrui/shigoto-
sangyo/johoka-
it/chiiki_it/ict-jigyo/

◎

廃棄物対策課

県警本部
生活環境課

◎

○

http://www.police.pref.nag
asaki.jp/

○

⑩地域づくりを支えるネットワークをつくる

ながさき漂着ごみネット

P37情報政策課

しま・半島の情報発信 地域づくり推進課

サイバー犯罪対策

P35

【主な施策】5



「ながさきICT利活用指針」の進捗状況（平成２７年度末時点） 【主な施策】

区分
基本
理念

政策 主な情報化施策
事業
達成状況

実施項目
実施項目
達成状況

H24 H25 H26 H27 Ｈ26末時点 実施項目の概略 関係URL 課名 項

システム開発 ◎
長崎県公式ウェブサイトのリニューアル（CMS
化）。

システム運営 ◎
新ウェブサイトシステム及びサーバの保守･運
営。

【H24終了】
モバイル利活用によるPC環境整備モデル事業

◎
セキュリティを確保したパソコン等の
庁外持出環境の構築

◎
50台分のノートＰＣ等の庁外持出環境を構築し
た。

なし 情報政策課 P38

【H25終了】
テレビ会議システム環境の整備

◎
テレビ会議・ＷＥＢ会議システムの整
備

◎
本庁及び振興局の会議室にテレビ会議システ
ムを導入した。
※当該システムは、パソコンでも利用可能。

なし 情報政策課 P38

長崎県自治体クラウドサービス提供
（電子申請・公共施設予約システム）

◎
電子申請システム、公共施設予約システムを提
供中。

長崎県自治体クラウドサービス提供
（その他のシステム）

◎

平成２６年１月からWEBアンケート・申し込みシ
ステムの提供開始。
平成２７年３月からモバイル版公共施設予約シ
ステムの提供開始。

長崎県自治体クラウドサービスの地
元ベンダーによる運用の検討

○
自治体クラウドサービスの拡販・運用（営業活
動、初期設定作業、問い合わせ対応）を地元ベ
ンダーに委託するよう検討中

サーバの使用状況・態様の分析 ◎
仮想化するサーバの使用状況・態様の分析は
終了した。

仮想サーバの構築・移行 ○
26年度に仮想サーバの設計、構築を完了し、27
年度に移行実施。（DBサーバの移行は28年度）

バックアップ体制の再構築 ○
基幹BCPサーバ構築完了。28年度にDBサーバ
移行、運用プロセスの整備を含めバックアップ
体制の再構築を完了予定。

共同利用の検討 ◎

県内市町の電算システムの共同利用について
は、市町村行政振興協議会において「長崎県
市町村電算システム共同化研究会」（17市町）
が設置され、検討の結果、クラウド方式ではなく
共同処理方式が採用されることとなった。

共同利用開始 ○
県内の複数の市町で、共同化の検討が進めら
れている。（五島市において、平成２７年３月か
ら利用開始）

「ながさきWEB県政アンケート」を実
施するための「県政モニター管理シ
ステム」の開発及び改修

◎

平成23年度より「簡易電子申請システム」を活
用してアンケートを行う「県政モニター管理シス
テム」の開発を実施。平成24年8月まで改修を
行い完成。

「ながさきWEB県政アンケート」の実
施

◎
平成２４年８月より稼動。平成２４年度に７件、
平成２５年度９件、平成２６年度１２件、平成２７
年度８件実施。結果はＨＰに掲載。

「ながさきWEB県政アンケート」システム

庁内サーバの統合（庁内クラウド）

○

P40情報政策課なし○

P41

P40

広報課インターネット広報推進事業 P37◎ なし

P39情報政策課長崎県自治体クラウドサービス なし

◎

○

行政情報化

http://www.pref.nagasaki.j
p/bunrui/kenseijoho/goike
n-
gosodanmadoguchi/kocho
/ankeeto/index.html

県民センター

市町システム共同化支援事業 なし 情報政策課

【主な施策】6



「ながさきICT利活用指針」の進捗状況（平成２７年度末時点） 【主な施策】

区分
基本
理念

政策 主な情報化施策
事業
達成状況

実施項目
実施項目
達成状況

H24 H25 H26 H27 Ｈ26末時点 実施項目の概略 関係URL 課名 項

業者管理システムの運用 ◎ 新システムを構築中

執行管理システムの運用 ◎ 新システムを構築中

電子入札の全面運用 ◎ 運用中。

達　　成　◎ 28

一部達成　○ 8

計 36

建設企画課なし◎ P41公共工事の電子調達

【主な施策】7



「ながさきICT利活用指針」の進捗状況（平成２７年度末時点） 【ＨＰ】

区分
基本
理念

政策 ＨＰ名
事業

達成状況
実施項目

実施項目
達成状況

H24 H25 H26 H27 実施項目の概略 URL 課名

ココロねっこ運動 ◎ 情報更新（運用・充実） ◎

ホームページのリニューアルに伴い、掲載内容
の精査を行い、アクセシビリティの向上を図っ
た。また、さまざまな掲載情報の更新を実施し
た。

http://www.pref.nagasaki.j
p/bunrui/hukushi-
hoken/kosodateshien-
shoshikataisaku/kokorone
kko/

こども未来課

家庭教育・子育て支援情報 ◎ 情報更新（運用・充実） ◎
家庭教育に関するウェブ講座を設けたり、家事
育児支援サービスの情報や子育て講座の案内
を掲載したりして、子育て情報の充実を図った。

http://www.pref.nagasaki.j
p/bunrui/hukushi-
hoken/kosodateshien-
shoshikataisaku/kosodate
shien/

こども未来課

長崎県がん対策 ◎ 情報更新（運用・充実） ◎ がん対策に関係する情報を適宜更新。
http://www.pref.nagasaki.j
p/gantaisaku/

医療政策課

長崎県救急医療情報システム ◎ 情報更新（運用・充実） ◎

・地域住民に対し、休日在宅当番医情報を提
供。
・医療機関、消防機関等に対し、急患搬送に関
する情報を提供。

http://www.pref.nagasaki.j
p/kyukyu/index.php

医療政策課

食品の安全・安心と食育 ◎ 情報更新（運用・充実） ◎
食品の安全性と食育に関して県民や事業者へ
情報を提供した。

http://www.pref.nagasaki.j
p/shokuhin/

食品安全・消費生
活課

情報更新（運用・充実） ◎
消費者トラブルの注意喚起情報などの更新を
行っている。

相談･苦情･問合せの受付 ◎ ホームページ上で相談の受付を行っている。

情報更新 ◎

・チャレンジしたい女性にとって役立つ支援機
関・団体、サイトの紹介。
・身近なロールモデル（お手本となる人）の紹
介。
・大浦お慶プロジェクト事業の紹介。
・プロジェクトチャレンジモデル事業の紹介。

メール相談 ◎
女性力でながさきを活性化！会議メンバーが回
答する質問コーナー。

【H24廃止】
NPO法人事業報告書閲覧システム

― 情報更新（運用・充実） ―
内閣府のＮＰＯ法人ポータルサイトへリンクさせ
ている。

リンク先
https://www.npo-
homepage.go.jp/portalsite.
html

県民協働課

フレッシュワーク ◎ 情報更新（運用・充実） ◎

若年者就職支援施設であるフレッシュワークで
実施する求職者向け支援（カウンセリングやセ
ミナー等の案内）と、「ながさき若者・女性・高齢
者就職応援団」による県内の企業情報発信

http://freshwork.pref.naga
saki.jp/

雇用労働政策課

大浦お慶プロジェクト
男女参画・女性活
躍推進室

地域情報化

「『人』が輝く長崎県」の実現に向けた政策分野

①未来を託す子どもたちを育む

②一人ひとりをきめ細かく支える

http://www.okei-net.jp/

③人を育てる、人を活かす

ながさき消費生活館
食品安全・消費生
活課

◎

◎

http://www.nagasaki-
shouhi.jp/

【ＨＰ】1



「ながさきICT利活用指針」の進捗状況（平成２７年度末時点） 【ＨＰ】

区分
基本
理念

政策 ＨＰ名
事業

達成状況
実施項目

実施項目
達成状況

H24 H25 H26 H27 実施項目の概略 URL 課名

めぐみの長崎 ◎ 情報更新（運用・充実） ◎ データのリニューアル更新。

http://www.pref.nagasaki.j
p/bunrui/kanko-kyoiku-
bunka/kanko-
bussan/megumi/

物産ブランド推進課

ながさきの地産地消 ◎ 情報更新（運用・充実） ◎

・『地産地消こだわりの店』、『長崎県の魚愛用
店』、『県産米指定店』、『県産茶指定店』、『平
成「長崎俵物」』、『長崎四季畑』、『レシピ』等の
随時更新
・県の地産池消施策や地域のイベント情報など
を随時発信。

http://www.pref.nagasaki.j
p/tisan/

農山村対策室
農産加工流通課
水産加工流通課

旅する長崎学《たびなが》 ◎ 情報更新（運用・充実） ◎

今年度(H26)、コラムの定期更新、実施予定の
旅する長崎学講座の紹介、これまでのコンテン
ツの一部を更新する等、タイムリーに情報発信
できた。

http://tabinaga.jp/ 文化振興課

情報更新（運用・充実） ◎
新着情報の随時更新、「長崎の教会群」概要
ページの設置。

リニューアル ◎ (H25)ウェブサイトのリニューアル。

【H26終了】
２０１４長崎がんばらんば国体・長崎がんばらん
ば大会

◎ 情報更新（運用・充実） ◎

平成23年3月のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾘﾆｭｰｱﾙ時にCMSを
導入したため、最新情報を迅速に掲載できた
(年間300件程度)。また便利でわかりやすい内
容を目指し随時改修を行った。

【終了】 大会総務課

【H25終了】
２０１３長崎しおかぜ総文祭

◎ 情報更新（運用・充実） ◎
長崎しおかぜ総文祭のイベント情報発信や活
動報告を行った。

【終了】
教育庁
学芸文化課

出島ネットワーク ◎ 情報更新（運用・充実） ◎

「長崎県在住の特派員情報」、「よりぬきGo!Go!
ともっち」、「世界は今」といったレギュラーコー
ナーの更新や、写真コンテストの開催等を行い
コンテンツを充実させた他、H２７年度には、新
たにベトナム語でのウェブサイト運営も行い多
言語化を図った。

http://dejima-
network.pref.nagasaki.jp/

国際課

長崎空港ファンクラブ ◎ 情報更新（運用・充実） ◎
ツアー情報やイベント情報の掲載、お得なキャ
ンペーン紹介等を実施し、長崎空港の利用促
進に努めた。

http://www.nagasakiairpor
t-fc.com/

新幹線・総合交通
対策課

⑦アジアと世界の活力を呼び込む

「『産業』が輝く長崎県」の実現に向けた政策分野

⑥地域の魅力を磨き上げ人を呼び集める

長崎から世界遺産を
世界遺産登録推進
課

http://www.pref.nagasaki.j
p/s_isan/

◎

④力強く豊かな農林水産業を育てる

【ＨＰ】2



「ながさきICT利活用指針」の進捗状況（平成２７年度末時点） 【ＨＰ】

区分
基本
理念

政策 ＨＰ名
事業

達成状況
実施項目

実施項目
達成状況

H24 H25 H26 H27 実施項目の概略 URL 課名

ながさき田舎暮らし情報局 ◎ 情報更新（運用・充実） ◎
・県や市町が実施する移住定住促進イベントの
情報発信。
・市町の移住定住情報の更新。

http://www.pref.nagasaki.j
p/inaka/

地域づくり推進課

長崎EV＆ITS ◎ 情報更新（運用・充実） ◎
・PR活動や新たな取り組み等の最新情報を新
着情報や募集・イベント情報として随時更新。

http://www.pref.nagasaki.j
p/ev/ev&its

海洋・環境産業
創造課

長崎県の文化財 ◎ 情報更新（運用・充実） ◎
長崎県内における文化財（国指定・県指定等）
の情報を随時更新し公開。

http://www.pref.nagasaki.j
p/bunkadb/

教育庁
学芸文化課

長崎県遺跡情報システム ○ 情報更新（運用・充実） ○
新たな遺跡情報の更新及び既存の遺跡の内容
変更の更新。

http://gissv02.pref.nagasa
ki.jp/isekiweb/MainControl
ler

教育庁
学芸文化課

ながさき遺跡探検隊！ ○ 情報更新（運用・充実） ○
新たな遺跡情報の更新及び既存の掲載遺跡情
報の内容の変更。

http://gissv02.pref.nagasa
ki.jp/isekiweb/kids_index.js
p

教育庁
学芸文化課

長崎県文化ジャンクション ◎ 情報更新（運用・充実） ◎
県内ホールのイベント情報、県や市町、各種団
体が主催する文化事業等の紹介。

http://www.pref.nagasaki.j
p/bunrui/kanko-kyoiku-
bunka/bunka-
geijutsu/bunkajunction001
/

文化振興課

ながさきの消防団 ◎ 情報更新（運用・充実） ◎

消防団大会やポンプ消防操法大会をはじめ、
各市町の消防団員確保対策など各種情報を随
時公開することで、アクセス件数が増するなど、
効果的な運用ができた。

http://syouboudan.pref.na
gasaki.jp/

消防保安室

安全安心まちづくりに関する県の取り組み ◎ 情報更新（運用・充実） ◎
県の｢犯罪のない・安全・安心まちづくり｣に関す
る取組など各種情報を随時掲載。

http://www.pref.nagasaki.j
p/bunrui/anzen-
anshin/anzen-
anshinmachidukuri/kentori
kumi/

交通・地域安全課

長崎県河川砂防情報システム ◎ 情報更新（運用・充実） ◎

雨量情報、河川水位情報および土砂災害危険
度情報の提供のために適切な運用を行った。
また、平成25年7月よりダム情報の項目を追加
し情報の充実を図った。
平成27年6月より新システムによる運用を開始
し、信頼性の向上を図った。

http://www.kasen-
sabo.pref.nagasaki.jp/

河川課
砂防課

住まいの玉手箱 in NAGASAKI ◎ 情報更新（運用・充実） ◎
随時、住宅政策、及び住宅に関する支援・補助
に関する情報の更新を行い、広く県民に情報を
提供。

http://www.doboku.pref.na
gasaki.jp/~sumai/

住宅課

ゴミゼロながさき ◎ 情報更新（運用・充実） ◎
「ゴミゼロながさき」ホームページにより、随時情
報更新を行った。

https://www.pref.nagasaki
.jp/bunrui/kurashi-
kankyo/haikibutsu-
recycle/gomizero/

廃棄物対策課

「『地域』が輝く長崎県」の実現に向けた政策分野

⑨安全・安心で快適な地域をつくる

⑧「地域発の地域づくり」を進める

【ＨＰ】3



「ながさきICT利活用指針」の進捗状況（平成２７年度末時点） 【ＨＰ】

区分
基本
理念

政策 ＨＰ名
事業

達成状況
実施項目

実施項目
達成状況

H24 H25 H26 H27 実施項目の概略 URL 課名

県庁舎建設課 情報更新（運用・充実）
新県庁舎完成までの進捗状況について情報を
掲載。

http://www.pref.nagasaki.j
p/section/kencho/index.h
tml

県庁舎建設課

現庁舎の跡地活用 情報更新（運用・充実）
現県庁舎の跡地活用検討状況等について情報
を掲載。

http://www.pref.nagasaki.j
p/bunrui/machidukuri/tos
hikeikaku-
kokudoriyo/atochi/

まちづくり推進室

環長崎港地域の都市再生 ◎ 情報更新（運用・充実） ◎
環長崎港地域の都市再生に係る取り組みを
ホームページにて紹介。

http://www.pref.nagasaki.j
p/bunrui/machidukuri/tos
hikeikaku-
kokudoriyo/kannaga/

まちづくり推進室

長崎市中央部・臨海地域の都市再生 ◎ 情報更新（運用・充実） ◎
長崎市中央部・臨海地域の都市再生に係る取
り組みをホームページにて紹介。

http://www.pref.nagasaki.j
p/bunrui/machidukuri/tos
hikeikaku-
kokudoriyo/chuou/

まちづくり推進室

九州新幹線西九州ルート ◎ 情報更新（運用・充実） ◎

新幹線の工事や広報活動に関する情報を随時
更新した。
コンテンツ（西九州ルートの概要等）の内容を見
直し更新した。

http://www.pref.nagasaki.j
p/bunrui/machidukuri/dor
o-kotsu/shinkansen/

新幹線・総合交通
対策課

達　　成　◎ 29

一部達成　○ 2

その他(廃止) 1

計 32

◎ ◎

⑩地域づくりを支えるネットワークをつくる

【ＨＰ】4



「ながさきICT利活用指針」の進捗状況（平成２７年度末時点） 【その他】

区分
基本
理念

政策 その他
事業

達成状況
実施項目

実施項目
達成状況

H24 H25 H26 H27 実施項目の概略 関係URL 課名

障害者ＩＴ講習会 ◎ 障害者向けＩＴ講習会の開催 ◎
視覚障害者、聴覚障害者及び肢体（上肢）不自
由者の方々に対し、パソコン操作に関する講習
会を開催。

なし 障害福祉課

「ながさきまなびねっと」による講座
情報の提供

◎
「ながさきまなびねっと」による講座情報の提供
の実施。

http://www.manabi.pref.na
gasaki.jp/

「ながさき図書クロスねっと」等による
図書情報の提供

◎
「ながさき図書クロスねっと」等による図書情報
の提供の実施。

http://www.lib.pref.nagasa
ki.jp/

県内企業のデータ収集、蓄積 ○ 企業情報や企業訪問記録を随時入力。

県内企業のデータベース構築 ◎ 構築済み。

地域の映像発信講座の開催 ◎
県内各地で、動画の編集、動画サイトへの投稿
方法を学ぶ講座を開催。

http://www.pref.nagasaki.j
p/bunrui/shigoto-
sangyo/johoka-
it/chiiki_it/koza/

長崎県ムービーアワードの開催 ◎
上記受講生を中心に、長崎の魅力を発信する
動画をムービーアワードに投稿していただき、
最優秀作品等を表彰。

http://www.pref.nagasaki.j
p/bunrui/shigoto-
sangyo/johoka-
it/chiiki_it/movie_award/

公共施設予約・電子申請システム ◎
公共施設予約システムのスマート
フォン対応

◎

平成２４年度からスマートフォン対応に着手し、
平成２５年度までに開発、動作検証を行った。
平成２６年度にセキュリティ対応改修を実施し、
平成２７年３月から「モバイル版公共施設予約
システム」の提供を開始した。

http://eap.pref.nagasaki.lg.
jp/portal/4200042/

情報政策課

達　　成　◎ 4

一部達成　○ 1

計 5

生涯学習情報提供システム・図書館情報システ
ム整備

教育庁
生涯学習課

企業データベース 産業政策課

◎

○

「『産業』が輝く長崎県」の実現に向けた政策分野

なし

⑤次代を担う産業と働く場を生み育てる

行政情報化

◎
【H26終了】
地域情報発信力向上事業

情報政策課

「『地域』が輝く長崎県」の実現に向けた政策分野

地域情報化

「『人』が輝く長崎県」の実現に向けた政策分野

②一人ひとりをきめ細かく支える

③人を育てる、人を活かす

⑧「地域発の地域づくり」を進める

【その他】1


