
基礎自治体におけるICT政策とWI-
FI利活用施策のご紹介 
新潟県魚沼市の事例をもとに 

新潟県魚沼市副市長 東川玲 

平成３０年２月 

新潟県魚沼市の位置 

新潟県 

魚沼市 魚沼地域 

2 
魚沼産コシヒカリ 
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(H25ｼｰｽﾞﾝ） 小出地区 
（市街地） 

入広瀬地区 
（山間部） 

年間降雪量 １３ｍ２１cm １６ｍ９cm 

最大積雪深 ２ｍ93cm 
(H25.02.26) 

３m78cm 
(H25.02.22) 

人と四季がかがやく豪雪地帯 

H29シーズン         ７ｍ５６ｃｍ     １０ｍ７８ｃｍ 
                 １ｍ７８ｃｍ      ２ｍ６８ｃｍ 
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鹿児島から（飛行機・新幹線） 
鹿児島中央駅⇒鹿児島空港⇒ 
⇒羽田空港⇒東京駅⇒浦佐駅 

約５時間45分 

新潟県魚沼市へのアクセス 

新潟市から（新幹線） 
新潟駅⇒浦佐駅 

約40分 

大阪から（新幹線） 
新大阪駅⇒東京駅⇒ 
⇒浦佐駅 
約４時間15分 

福岡から（飛行機・新幹線） 
博多駅⇒福岡空港⇒ 

⇒新潟空港⇒新潟駅⇒ 
⇒浦佐駅 

約４時間40分 

東京から（新幹線） 
東京駅⇒浦佐駅 
約1時間40分 

大阪から（飛行機・新幹線） 
新大阪駅⇒大阪空港⇒ 
⇒新潟空港⇒新潟駅⇒ 
⇒浦佐駅 
約３時間30分 

魚沼市 



魚沼市の沿革と概要 
名称 魚沼市 

設置日 平成16年11月1日 

合併方式 新設（対等）合併 

合併関係自治体 堀之内町、小出町、湯之谷村、
広神村、守門村、入広瀬村 

市長 佐藤 雅一 （平成28年12月
12日～） 

目標とする将来像 人と四季がかがやく雪のくに 

市章 全体のコンセプトは「支え合
い」。 
人と自然が支え合っていくイ
メージを表しています。 
稲穂のようなデザインでまとめ
てあり、穂の部分は６つの町村
を表し、稲の部分は魚沼の
「う」を図形化してあります。 
《平成17年 3月制定》 

946.76k㎡ （県土の7.5％） 面積 
•市域の87.3％が森林区域 

37,352人 （平成27年国勢調査） 人口 
•うち65歳以上人口は 12,280人（32.9％） 
•うち年少人口（0歳～14歳）は 4,283人（11.5％） 

13,075世帯 （平成27年国勢調査） 総世帯数 
•１世帯あたりの人員の平均は 2.86人 

 魚沼市の花 かたくり 魚沼市の魚 あゆ  魚沼市の木 こぶし  魚沼市の鳥 うぐいす 
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※ いわゆる「過疎地域自立促進特別措置法」 
   に基づく過疎地 
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情報通信基盤の整備 
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地域イントラ（行政ネットワーク）の整備 

平成16年度の魚沼市誕生を目指した旧６町村地域間に「地域イン
トラ」を整備し接続 

■ 工 程  平成15年4月3日～平成16年3月26日 
 
■ 事業費  約576百万円 

■ 事業概要 

 敷設総延長は、９６km！ 

⇒合併前の６町村（堀之内町、小出町、湯之谷村、広神村、守門
村及び入広瀬村）の各庁舎間をループ接続 

⇒６町村の庁舎をハブ（ターミナル）として、そこから旧町村区域内
の公民館や学校などの各種公共施設をネットワーク接続 

実施年度 内容 整備・提供事業者 
平成17年度 堀之内地域ケーブルテレビ第1期整備事業（ケー

ブルテレビ、インターネット） 
魚沼市（農水省補助） 

平成18年度 堀之内地域インターネットサービス開始 魚沼市 

湯之谷東部（大湯局舎795局エリア）ADSLサー
ビス開始 

魚沼市（新潟県補助） 

平成21年度 福山新田無線通信サービス開始（新潟県整備） フジミック新潟 

小出地域・湯之谷地域（一部）光フレッツサービス
開始 

NTT東日本 

平成22年度 「地域情報通信基盤整備推進交付金事業」に
よる光伝送路及び地デジ再送信施設整備 

魚沼市（総務省補助） 

その他の792局エリア光フレッツサービス開始 NTT東日本 

平成23年度 広神799局・守門797局・795局（大湯局舎以
外）・入広瀬796局の各エリア光フレッツサービス
開始 

NTT東日本 

平成24年度 堀之内794局エリア光フレッツサービス開始 NTT東日本 

ブロードバンド基盤の整備経緯 
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ブロードバンド基盤の整備について 
～ 契機は、「地デジ」放送 ～ 

■ 工 期 平成22年3月18日～平成23年3月14日 
 
■ 事業費 約502百万円（国庫補助額：約167百万円） 

■ 事業概要  地域情報通信基盤整備事業 

⇒ FTTH方式ブロードバンドサービス未
整備地区への伝送路敷設（NTT東日本と
IRU契約） 
⇒ 地上デジタル放送未対応のテレビ共同受信施設（15組合）
への地上デジタル放送再送信施設の整備（魚沼市直営） 

 敷設総延長は、２０２km！ 
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ブロードバンド基盤の現状 
種別 提供地域 サービス開始 

ADSL（モアⅡ40Mbps） 湯之谷東部（795局） 平成18年11月 

無線通信サービス（30Mbps） 福山新田（797局） 平成21年6月 

光フレッツ（100Mbps） 堀之内（全域） 
小出（全域） 
湯之谷（湯之谷東部以外） 
広神（全域） 
守門（福山新田以外） 
入広瀬（全域） 

平成21年～平
成24年 

「地デジ」以前の、市内で比較的早い
時期にブロードバンドを整備した“湯之
谷東部”と“福山新田”では、インフラの
耐用年限到来前の整備が二重投資に
なるため、これまで光伝送路の整備を
見送ってきたこと。（国県の補助金を投
入しているため施設処分制限が適用） 

10 
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市内における無線LAN整備 

無線LAN整備の流れ 
〇平成28年1月 

 魚沼市ICT推進計画を策定 

 「インターネット利用環境の整備」及び「災害時における情報通信
環境の整備」を重点施策に掲げ、「公衆無線LANの充実」を計画 

〇平成28年6月 

 魚沼市公衆無線LAN設置支援事業スタート。公衆無線LANを設
置する経費の1/2（ただし30万円を上限）を市が補助する事業 

〇平成28年10月 

 魚沼市立学校情報教育推進計画を策定 

 「社会の変化に対応した学校ICT環境の整備」の中で「教師用タ
ブレット端末の導入」「プロジェクタ又は大型テレビの導入」「無線
LAN整備」等を計画 

〇平成29年1月 

 井口小学校（現湯之谷小学校）、小出中学校をモデ
ル校に指定し、教師用タブレット端末、大型テレビ、プ
ロジェクタ等を整備。モデル校でのICT機器を用いた
授業を開始 魚沼市立湯ノ谷小学校 

12 



学校教育における無線LAN及びCT機器等の整備 

〇平成29年4月 

 湯之谷小学校が開校 

 全教室に無線LAN、プロジェクタ、大型テレビを備えた校舎が完成。 

〇平成29年6月 

 公衆無線LAN環境整備支援事業（総務省）交付決定 

 避難所に指定されている小・中学校の体育館・グラウンドに公衆無線LANを
整備するための事業を開始（平成29年度末完成予定） 

 同時に普通教室については市単独での整備を開始。 

〇平成29年9月 

 モデル校にICT支援員配置 

〇平成29年12月 

 市内全校（モデル校除く）に教師用タブレット端末及びプロジェクタを
配置するための機器調達、電源工事等を開始。（平成29年度末までに
完了予定） 

 平成30年度より、体育館・グラウンドの公衆無線LAN及び各教室に整
備中の無線LANを活用した授業を実施予定。 
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公衆無線LANアクセスポイント 

種別施設 利用可能場所 運用開始 

行政庁舎（堀之内、小出、湯之谷、広神、
守門及び入広瀬） 

1階ロビー（入広瀬庁舎は2階ロ
ビー） 

平成24年 

企業庁舎（ガス水道局） 2階ロビー、事務室 平成24年 

消防庁舎（本部庁舎及び上条出張所） 消防本部：1階及び3階ホール 
上条出張所：事務室 

平成25年 

公民館（堀之内公民館、小出郷福祉セン
ター及び広神コミュニティセンター） 

1階ロビー（広神コミュニティセン
ターは2階図書館エリア） 

平成24年 

文化ホール（小出郷文化会館） 1階事務室及び3階サロン 平成24年 

多目的ホール（小出ボランティアセンター） 1階ロビー 平成27年 

その他公共施設（小出子育て支援セン
ター、小出郷図書館、奥只見郷インフォ
メーションセンター及び入広瀬スポーツセ
ンター） 

平成24年 
～平成28年 

市内小学校及び中学校（小学校全9校、中
学校4校） 

「避難所指定」体育館及びグラウン
ド 

平成29年 
～平成30年 
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市内小中学校のWI-FI整備状況（教室） 

施設等の名称 利用場所 利用時間 運用開始 

学
校 

湯之谷小学校 普通教室 毎日24時間 平成28年 

小出中学校 普通教室 毎日24時間 平成28年 

入広瀬中学校 普通教室 毎日24時間 平成29年 

施設等の名称 利用場所 利用時間 運用開始 

学
校 

宇賀地小学校 普通教室 毎日24時間 平成30年 

堀之内小学校 普通教室 毎日24時間 平成30年 

伊米ヶ崎小学校 普通教室 毎日24時間 平成30年 

小出小学校 普通教室 毎日24時間 平成30年 

広神東小学校 普通教室 毎日24時間 平成30年 

広神西小学校 普通教室 毎日24時間 平成30年 

須原小学校 普通教室 毎日24時間 平成30年 

入広瀬小学校 普通教室 毎日24時間 平成30年 

堀之内中学校 普通教室 毎日24時間 平成30年 

湯之谷中学校 普通教室 毎日24時間 平成30年 

広神中学校 普通教室 毎日24時間 平成30年 

守門中学校 普通教室 毎日24時間 平成30年 
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市内小中学校のWI-FI整備状況（避難場所） 

施設等の名称 利用場所 利用時間 運用開始 

学
校 

宇賀地小学校 体育館、グラウンド 毎日8:00～21:30 平成30年 

堀之内小学校 体育館、グラウンド 毎日8:00～21:30 平成30年 

伊米ヶ崎小学校 体育館、グラウンド 毎日8:00～21:30 平成30年 

小出小学校 体育館、グラウンド 毎日8:00～21:30 平成30年 

広神東小学校 体育館、グラウンド 毎日8:00～21:30 平成30年 

広神西小学校 体育館、グラウンド 毎日8:00～21:30 平成30年 

須原小学校 体育館、グラウンド 毎日8:00～21:30 平成30年 

入広瀬小学校 体育館、グラウンド 毎日8:00～21:30 平成30年 

堀之内中学校 体育館、グラウンド 毎日8:00～21:30 平成30年 

湯之谷中学校 体育館、グラウンド 毎日8:00～21:30 平成30年 

広神中学校 体育館、グラウンド 毎日8:00～21:30 平成30年 

守門中学校 体育館、グラウンド 毎日8:00～21:30 平成30年 
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市内全小中学校におけるICT機器の導入状況 

 No. 納品場所 納品台数 
学校名 住所 プロジェクター タブレットPC 

1 堀之内小学校 魚沼市堀之内430-3 16 16 
2 宇賀地小学校 魚沼市下島910-1 8 8 
3 小出小学校 魚沼市佐梨1060 20 20 
4 伊米ヶ崎小学校 魚沼市虫野38 7 7 
5 広神東小学校 魚沼市中家新田77-1 10 10 
6 広神西小学校 魚沼市親柄107-1 8 8 
7 須原小学校 魚沼市須原980 8 8 
8 入広瀬小学校 魚沼市穴沢236 5 5 
9 堀之内中学校 魚沼市堀之内208 9 19 
10 小出中学校 魚沼市古新田225-2 ※12 － 
11 湯之谷中学校 魚沼市七日市32 8 17 
12 広神中学校 魚沼市田尻320-1 8 17 
13 守門中学校 魚沼市須原1423 5 12 

計 124 147 

●平成29年度導入予定（29年度末までに配備） 
 

●平成28年度導入 

 教師用タブレットPC 

 井口小学校  14台（学級担任に各1台、平成29年4月に湯之谷小学校へ移動） 

 小出中学校  22台（教科担任に各1台） 

 プロジェクター 

 井口小学校  14台（普通教室に各1台、平成29年4月に湯之谷小学校へ移設） 

 大型テレビ（50型） 

 小出中学校  3台（追加購入、既設8台と併せて計11台。全教室に配備済み） 17 
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学校教育現場における利活用 



タブレット端末、WI-FIを活用した授業の様子 

25個の“○印”をプロジェクタで黒板に映し、 
一定の数ごとのグループに分けて、 
かけ算で○印の数を求める授業 
 
（4×4）＋（3×3）＝25や 
（1×2）＋（3×2）＋（5×2）＋7=25 
など多様な答え子ども達が考えて発表した 19 

タブレット端末、WI-FIを活用した授業の様子 

各国の国名を英語で発音する授業 
 
担任の先生が自作の動画を制作し、タブレット
端末から動画を再生。 
先生自ら動画に出演して「Where do you want 
to go to?」と質問 
子ども達に行きたい国を英語で答えてもらった。 
 20 



ICT支援員を活用した 
タブレット端末、WI-FI活用状況 

周知・理解 

•ICT支援員の支援業務の説明 
•電子教材ソフトの紹介 
•タブレット端末、プロジェクタ等の操作説明 

提案・実践 

•操作が不得手、活用方法がわからない先生への提案・授業のサポート 
•電子教材ソフトの具体的な活用法の提案 

活用 
•提案・実践で得られた成果を他の先生にも周知し、スキルの底上げを図る 

蓄積 

•他校の先生にも活用事例を周知するため、授業で使用した教材をアーカイブ化
して再利用できるように蓄積、公開 

H29年度2学期 

H29年度3学期 

H30年度1学期 

H30年度2学期 
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先生とICT支援員が独自に作成した教材の例 
（ローマ字入力の教材／抜粋） 

タブレット端末から 
PowerPointを使って 
プロジェクターに表示できるよう作成したもの 
 
 
 
ファイルサーバなどに登録して 
他の学校の先生も 
検索・再利用できるようにしたい 

22 



魚沼市立学校情報教育推進計画 全体目標① 

|基 本 目 標 
学習指導や校務にICT機器を活用することを通して、児童・生
徒の「生きる力」をはぐくむ 

   以下のように目標・指標を定めて計画を推進 

①情報機器の技能と活用力の育成 
成 果 指 標（技能の詳細は別表） 

小学校 低学年 ■コンピュータ等の機器の操作に慣れる。 

中学年 ■キーボードを使ってローマ字入力ができる。 
■インターネットを使って知りたい情報を集めることができる。 

高学年 ■インターネットを使って集めた情報を使って、資料を作成し
発表することができる。 

中学校 ■目的や課題に応じて、適切な情報機器を選択し、主体的に
情報収集することができる。 
■収集した情報を取捨選択し、相手に伝わりやすいよう工夫
し、資料としてまとめて、情報発信することができる。 
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魚沼市立学校情報教育推進計画 全体目標② 

 
  
②情報モラルの育成 

成 果 指 標（技能の詳細は別表） 

小学校 低
学
年 

イ．他人の作品のよさを見つけ、自分と異なった情報を互いに認
め合うことができる。 

ロ．機器の使用について、決められた利用の時間や大人と一緒に
使う等約束を守ることができる。 

中
学
年 

ハ．自分の情報や他人の情報を大切にすることができる。 
ニ．情報の発信や情報をやり取りする場合のルール・マナーを知

り守ることができる。 
ホ．情報には誤ったものがあることを知り、有害情報に出合った場
合は大人に意見をもとめ適切に対応する。 

ヘ．健康の為に利用時間を決め、守ることができる。 

高
学
年 

ト．何がルール・マナーに反する行為かわかる。 
チ．情報にも自他の権利があることを知り尊重することができる。 
リ．発信した情報に対する責任や他人に与える影響を理解するこ

とができる。 
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魚沼市立学校情報教育推進計画 全体目標③ 

 
  
②情報モラルの育成 

成 果 指 標（技能の詳細は別表） 

中学校 イ．著作権・肖像権・知的財産権等を理解し、尊重することができる。 
ロ．安全性の面から情報社会の特性を理解し、情報の信頼性を吟味

できる。 
ハ．上記及び、インターネットとの安全な関わりを理解した上で、情報

発信を行うことができる。 
ニ．健康との関わりから情報機器の利用時間や頻度を自己管理できる。 

③特別支援教育情報化の推進 
成 果 指 標（技能の詳細は別表） 

小学校 
中学校 

イ．児童・生徒の学びにICT機器の活用が有効と認められる場合は、
個別指導計画にICT機器の活用について記載し、授業での活用
を図る。 

ロ．特別支援学級担当教員等が情報交換できる研修会等を開催する。  
１回以上/年 
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魚沼市立学校情報教育推進計画 全体目標より 
（小学生） 

各教科・領域等のおける情報教育の目標 

国語 目的や内容に応じて必要な情報を収集し、取捨選択したり、内容を要約
して、自分の考えをまとめて適切に表現できる能力の育成。 

社会 社会的事象に関するデジタル化された資料の活用やインターネットを利
用した調べ学習等を通じた社会生活への理解。 

算数 デジタル教材や機器を活用し、数量や図形についての感覚を豊かにした
り、表現する力の育成。 

理科 観察や実験を通して、データや情報を収集し、集計・処理・グラフ化を
通じた科学的な思考力の育成。 

図画工作 コンピュータやデジカメを使った創造的な造形活動を行い、発想や構想
する能力の育成。 

音楽 臨場感溢れる映像と音楽による鑑賞を行い、音楽のよさや美しさを味わ
う能力の育成。 

家庭科 消費者として、正確な情報を収集・処理し判断する等、情報を適切に活
用する能力の向上。 

体育 デジカメなどで撮影した運動場面の活用や、保健学習において、イン
ターネットを活用した体力・健康意識の向上。 

生活科 デジカメやお絵かきソフトを使って、地域の人材や素材との関わりを豊
かに表現力する能力の向上。 

外国語 ICT機器やインターネットを使って外国語の豊かな表現や文化に親しむ
ことで、異なった文化・言語の理解。 
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魚沼市立学校情報教育推進計画 全体目標より 
（中学生） 

各教科・領域等のおける情報教育の目標 

国語 授業を通して感じたり、発見したりしたもの中から必要なものを取捨選択
し、自分の考えを適切に表現できる能力を育成。 

社会 収集した情報を、多面的多角的に考察する能力の育成。情報社会の意味を
理解し、その中で生活する基本的態度を育成。 

数学 情報処理やシミュレーション等の情報手段の特性とその活用法の理解。 

理科 観察等をとおした情報収集能力の育成。実験の結果から自然法則を導き出
すことをとおして、情報の科学的な理解、処理能力判断能力の育成。 

音楽 作曲等の創作活動をとうして創造する意欲や表現伝達力の育成。 

美術 自分が表現したいことや伝えたいことについて、デザインや絵画をとおし
て表現する能力の育成。 

保体 情報社会における健康管理の基本的知識についての理解と活用。観察やシ
ミュレーション等の活用能力の育成。 

技家 
学習活動を通して得た情報について情報機器を用いて表現することを通し
て、その機能や適切な活用方法の理解。 
Webページ等で情報発信する際に必要な情報モラルについての理解と実践。

英語 授業で学んだ内容についてインターネットを活用してさらに深め、追及す
る態度と技能の習得。 
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具体的な方向性と取り組み方策 

重点施策１ 
次世代に求められる児童・生徒の情報活用能力の育成 

 
取組内容 H29 H30 H31 H32 H33 

魚沼市立学校情報教育全体目標の策定と
見直し 

策定  見直     

タイピングソフトの導入（小学校）        導入 運用 
  

ICT能力認定試験導入・試験費用補助制
度の導入 

    検討     

情報モラル教育の授業の実施 実施 

保護者等を対象とした情報モラル講習会
の開催 

実施 

ICT機器を活用した特別支援学級での授
業 

実施 
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具体的な方向性と取り組み方策 

重点施策２ 
教員・学校が使いやすく教育の質的改善につながるICT環境
の段階的整備 
 取組内容 H29 H30 H31 H32 H33 
校務支援システムの導入検討 検討      計画 

学校情報セキュリティガイドラインの作成及
び見直し 

周知 見直    

学校情報セキュリティの監査の実施 計画 監査 
実施  

    

各学校ネットワーク規程の見直し 見直 

情報モラル・セキュリティ研修会の実施 実施 

セキュリティ付USBの本格導入の検討 検証 導入 
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具体的な方向性と取り組み方策 

重点施策２ 
教員・学校が使いやすく教育の質的改善につながるICT環境
の段階的整備（つづき１） 
 

取組内容 H29 H30 H31 H32 H33 
ICT支援員の配置 モデ

ル校 
に 
配置 

全校 
展開 

    

コールセンターの開設   検討 

各学校でのICT機器操作講習会    検討    

市教育振興会の研修との連携 検討 
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具体的な方向性と取り組み方策 

重点施策２ 
教員・学校が使いやすく教育の質的改善につながるICT環境
の段階的整備（つづき２） 
 取組内容 H29 H30 H31 H32 H33 
校務用PCの更新 更新       

教師用タブレット・プロジェクタの整備 モデ
ル校 
検証 

全校
拡大  

  

パソコン教室PCの更新 更新     

児童生徒用タブレットの導入 検討 

デジタル教科書の導入 導入 運用 

無線LAN整備 全校 
整備 
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具体的な方向性と取り組み方策 

重点施策３ 
地域・家庭等との連携 

取組内容 H29 H30 H31 H32 H33 
ホームページによる情報発信 実施     

メールマガジンの発行 発行     

ＳＮＳ（Facebook・ブログ）の活用 検討   活用     

デジタルミュージアムの構築 検討 

ｅラーニングシステムの導入 検討 

電子相談窓口の開設 検討 開設 運用 
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過疎地の医療における利活用 

堀之内 
医療センター 

守門診療
所 

入広瀬診
療所 

小出病院 

遠隔地 
遠隔地 

遠隔地 
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（背景） 

・医者が不足しているため、法定の病床数（15病床以上）を満たさないために、
市立小出病院以外の病院がそれぞれ診療所となっている。 
・さらに各診療所においても、将来的には医師が常駐する見込みはないため、 
遠隔医療の必要性が高まっている。（市内は広大であり、往診のみでは対応する
ことは難しい） 
・平成27年8月厚労省から、ＩＣＴ技術の発展を踏まえて、遠隔診療の適用範囲
を緩和する事務連絡が発出される。 
・平成30年度の診療報酬改正で遠隔診療の報酬が引き上げとなる見込み。 

小出病院 

システム 

看護師 

患者(自宅) 

（内容） 

 在宅医療やへ
き地診療を担う
医師不足を補う
ため、市立小出
病院が行う遠隔
診療の試験導入
に係る費用の一
部を補助するも
の。 

魚沼市立小出病院遠隔診療イメージ 

(仮)遠隔診療による在宅医療等推進事業を創設 平成30年度～  
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（平成30年度補助対象事業費） 

・ハードウエア導入経費 
  病院側ＰＣ端末（医師用）       ２台×＠150,000円＝300,000円 
  患者側タブレット端末（訪問看護師用） ２台×＠ 60,000円＝120,000円 
・ソフトウエア導入経費           １式         500,000円 
・先進地視察経費等               １式        80,000円 
 合 計                         1,000,000円                                             
    

（補助率）   10/10 

（予算措置） 

病院事業会計で執行し、財源は全額を一般会計から繰入れるものとする。 

（事業展開） 

・30年度：小出病院の患者から、遠隔地居住者や交通弱者を抽出して試
験診療を実施 
・31年度：採算性や運用方法等の検証を行いながら患者数の増加を図る 
     システム設計 
 
・32年度：電子カルテとの接続、端末整備 

当該補助事業 

32年度以降は、地域医療介護総合確保基金の活用を検討 
※国の医療介護総合確保推進法に基づく、各都道府県の基金 
新潟県は、約90億円程度の基金残高がある 
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新庁舎における無線LANの利活用 



2020年3月末に新庁舎を建設予定 

■平成16年11月に市町村合
併によって魚沼市が誕生 

 （旧小出町、旧湯ノ谷村、旧
堀之内町、入広瀬村が合併） 

（経緯） 

合併後、長期にわたり検討が行
われてきた。平成３２年に新庁
舎を建設予定（予算30億円（主
に合併特例債）） 

旧庁舎ごとに市役所機能が分
散。合併の効果を最大限生か
すために、2020年に市役所機
能を一つの庁舎に統合する。 

LANケーブル等による町内
ネットワークを見直し、完全にワ
イヤレス化により、業務効率を
向上させる方向で検討中 
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新庁舎のフロア内における無線ＬＡＮのイメージ 

【１階】 

来客、一般市民
向けに「公衆用」
のFREESPOT 

職員業務用とし
てセキュリティを
強化した無線
LAN 

「公衆用」のフリー用回
線と「業務用」の限定回
線の２種類の無線ＬＡ
Ｎを各フロアに配置 
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新庁舎のフロア内における無線ＬＡＮのイメージ 

【２階】 

来客、一般市民
向けに「公衆用」
のFREESPOT 

職員業務用として
セキュリティを強化
した無線LAN 
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新庁舎のフロア内における無線ＬＡＮのイメージ 

【３階】 

来客、一般市民
向けに「公衆用」
のFREESPOT 

職員業務用として
セキュリティを強
化した無線LAN 
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新庁舎における無線ＬＡＮ環境 

■ 配線撤去による執務環境改善 

■ 人事異動及びフロアレイアウト変更の際
における円滑な対応 

【新庁舎】全館無線LAN化 ・・・平成32年度完成 

＊新庁舎無線化に向けた実証実験を旧庁舎（小出）で実施 
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ご清聴ありがとうございました 
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