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[書式１] 

平成 22年 3月 31日 

 

平成 21年度実施 地域 ICT 利活用モデル構築事業 成果報告書 

 

 

実施団体名 

 東京都三鷹市 

 

事業名称 

 三鷹市ユビキタス・コミュニティ推進事業 

 

１.事業実施概要 

(１) 委託業務のテーマ 

 「いつでも、どこでも、誰でも」が ICT の活用により、暮らしの豊かさ、便利さ、楽しさ

や感動を実感できる地域社会の実現に必要な地域課題を解決するために、以下の事業を実施

する。 

(２) 各事業の実施内容 

 三鷹市をはじめ多くの自治体では、少子長寿社会への対応や地域経済の活性化、安全安心

のまちづくりなど、多様化する地域課題を抱えている。 また、団塊の世代の地域への回帰

など、新たな市民層が、まちづくりに関心を持ち、自ら参加しやすいような「参加と協働の

仕組みづくり」が求められている。 

 こうした中で「いつでも、どこでも、誰でも」が ICT の活用により、暮らしの豊かさ、便

利さ、楽しさや感動を実感できる地域社会の実現を「民学産公」の協働により目指すことが

課題である。具体的には次の５分野で重点課題を設定し、総合的な取り組みにより「ユビキ

タス・コミュニティ」の実現を目指す。 

ア 安全・安心な生活環境の実現 

(ア) 親子安心システム 

(イ) エリアメールを利用した災害警報情報の提供 

イ 地域社会の活性化の促進 

(ア) みたか地域 SNS の運用 

(イ) e-ご案内システムの検討 

ウ 魅力ある教育・生涯学習の推進 

(ア) 三鷹ナレッジネットワーク 

ａ 「みたか Wiki」 

ｂ 「みたか教えてネット」 

(イ) 図書館の情報センター化と ICタグ活用(市独自事業) 

エ 情報提供の充実と行政手続の利便性の向上 
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(ア) FAQシステムの構築に向けた取り組み 

(イ) e-三鷹市役所 

(ウ) コンビニエンス・ストアにおける証明書の交付 

(エ) 統合型 GIS の整備(市独自事業) 

ア ユビキタス・コミュニティを支える環境の整備 

(ア) システム基盤環境整備に係る検討 

(イ) 公共施設のユビキタス環境整備 

 

２.目標の進捗状況 

指標 目標値 結果の数値 達成状況 計測方法・出展等 

SNS利用者の満足度 80％ 83% ○ アンケート 

図書館利用者の満足度 80％ 91% ○ アンケート 

e-三鷹市役所で 
利用可能なサービス数 

40件 25件 △ サービス提供数 

FAQシステム 
FAQ数 

1,000件 3,377件 ○ サービス提供数 

FAQシステム 
利用アクセス数 

3,000件 
21,478件 

(3月27日現在) 
○ アクセスログ 

コンビニエンス・ストアにお
ける証明書交付件数 

150件 
89件 

(3月29日現在) 
△ 

交付件数 

(発行記録) 

 

 

３.達成見込みが△又は×の場合はその理由 

(１) e-三鷹市役所で利用可能なサービス数 

 電子申請の対象業務については実効性のある業務を選定することとし、見直しを行ったが、

電子申請のみで完結する業務、年間利用件数など費用対効果の見地から電子申請を行うメリ

ットのあるサービスについて、おおむね実施していることが、利用件数が伸び悩んだ原因で

あることが分かった。今後電子申請のサービス数を増やすためには、添付資料の省略など、

電子申請で完結することを前提とした、申請に係る制度の抜本的な見直しが必要であると考

える。また、費用対効果の見地からも、その他サービスの電子化については、国の動向を見

極めながら慎重な検討と判断が必要であると考える。このような中で、主に法人の申告業務

の利便をはかるため、eLTAX(エルタックス：社団法人地方税電子化協議会が運営する地方税

ポータルシステム)を利用した地方税の電子申告の受付を、平成 22年 1月 4日から開始した。 

(２) コンビニエンス・ストアにおける証明書交付件数 

 コンビニエンス・ストアにおける証明書交付システムの進捗については、当初計画では平

成 22年 1月以降を予定していたが、以下の理由から交付開始が遅れた。 
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ア コンビニエンス・ストアと各自治体を取りまとめる全国センターとの調整に時間がかか

り、また、普通紙の証明書に施す改ざん防止処置に関して、諸証明書を証憑書類として受

け取る法務省をはじめとした関係各所への説明・理解に時間を要したことから、平成 22

年 2月 2日からの稼働となった。 

イ また、平成 22 年 2月度においては、当初の計画では稼働開始当初から全国での証明書交

付を予定していたが、最終的には市内 2店舗での証明書交付にとどまった。 

 3 月以降については、関東 1 都 6 県及び山梨県、福島県でのサービスが可能となり、利用

件数も増加している。さらに 5 月以降は全国の店舗で取り扱いが可能となる見込みであるこ

とから、利便性の拡大により引き続き利用件数の増加が期待される。 
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＜委託業務説明書＞ 

１ 平成 21年度事業実施において明らかとなった課題 

 三鷹市をはじめ多くの自治体では、少子長寿社会への対応や地域経済の活性化、安全安心のま

ちづくりなど、多様化する地域課題を抱えている。今後、こうした地域課題を解決するためには、

これまで整備が進められてきた情報通信基盤を活用し、市民生活の豊かさや地域の活性化につな

がる実用的な ICT の活用が実際の地域社会においても不可欠になっている。 

 また、近年の団塊世代の地域回帰など、従来、まちづくりに参加する機会の少なかった市民が

まちづくりに関心を持ち、自ら参加しやすいような「参加と協働の仕組みづくり」が求められて

いる。こうした中で「いつでも、どこでも、誰でも」が利用可能な情報発信・情報交流の場を確

保するとともに、安全で安心な生活環境の実現や地域活性化の促進、魅力ある教育・生涯学習の

推進など、生活の豊かさ、便利さ、楽しさを実感できる地域社会(ユビキタス・コミュニティ)の

実現を「民学産公」の協働により目指すことが課題である。具体的には次の５分野で 21年度事業

実施において明らかになった課題について、総合的な取り組みを行い、「ユビキタス・コミュニテ

ィ」の実現を目指していく。 

(１) 安全安心な生活環境の実現 

ア 親子安心システム 

 親子安心システムについては、現在、実用化段階に入っているところである。課題とし

ては、GPS携帯電話の精度について、100メートル～300メートル程度の誤差を発生するこ

とがあり、正確な位置が把握できない場合があることが判った。但し学校近郊に居住・通

学している児童には向かない場合があるが、三鷹市内から市外私立小学校等へ通学してい

る児童に関しては、学校にいるのか、学童保育所にいるのかがメール通知にて保護者にわ

かるため、非常に有効である。 

 また、児童の携帯電話利用については、ネットでの犯罪へ巻き込まれるなど負の側面が

懸念され、このようなシステムで安全安心が担保されることがあっても、携帯電話を学校

へ持ち込むことについて理解を得にくい状況にある。今後、適切な利用のための方策等に

ついて検討を進めるとともに、引き続き学校関係者や見守り団体との情報共有などにより

相互の理解を深めていくことが重要と思われる。その一方で、国等の動向や民間主導で設

立された「安心ネットづくり促進協議会」の動向や、東京都青少年問題協議会が、最低限

の機能を備えた子供向け携帯電話を都が推奨する旨の答申を行ったことなど、各所の動向

にも留意して本事業に取り組んでいきたい。 

 

イ エリアメールを利用した災害警報情報の提供 

 エリアメールとは株式会社 NTTドコモが実施している緊急情報伝達サービスで、気象庁

が配信する緊急地震速報や、国・地方公共団体が配信する災害・避難情報を、携帯電話会

社のエリアメールセンターがメッセージ配信処理を行い、当該エリアにある携帯電話に対

して一斉配信するものである。本市では平成 20年 12月より、株式会社 NTTドコモが提供

する機能を利用して本サービスを開始した。災害情報発信実績については、8 月 10 日(台

風 9 号)及び 10 月 8 日(台風 18 号)に、それぞれ注意喚起の情報を発信した。また、より
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多くの市民に利用していただくよう、広報誌などを用いて本サービスの周知を行なった。 

 引き続きサービスの周知を図るとともに、他の携帯電話事業者において同様のシステム

提供を実現することが課題となっている。 

 

(２) 地域社会の活性化の促進 

ア みたか地域 SNSの運用 

(ア) 周知・広報活動 

 現在の登録者数が地域活動等で利用され、地域の活性化につなげるためには、市民

等に幅広く知ってもらう必要がある。また、地域に根ざした活動を行っているが、ICT

をこれまで活用してこなかった市民、団体等については SNSを使いこなすことが難し

い側面もあり、利用を躊躇する原因となっている。 

 本市では、広報やイベント等で PR をするとともに、簡単な使用方法を記載したチ

ラシ等を関係施設等で配布しており、要望のある市民、団体等については、個別に出

前講座を行い、利活用方法について説明を行っている。 

(イ) 活発な利活用のために 

 平成 22 年 3 月 1 日現在の登録者数が 1,513 名となり、当初の目標である 1,000 名

を達成することができた。一方、地域 SNS で目指している数値的な指標のひとつに、

アクティブユーザー数がある。登録者数が多くても、実際に地域 SNS上で活動してい

る会員が少なければ、この中で活性化したコミュニティが醸成されない。これは、い

わゆる各地域が開設・運用している地域 SNSが抱える共通の課題である。事あるごと

に地域 SNS にアクセスしていただけるような様々なアプローチを仕掛けることによ

って、魅力のある SNS づくりを行なう必要がある。 

 本市では、地域 SNS 運営委員会が中心となり、SNS入門コミュニティを作成・運用

することによって「よろず相談」の対応、イベントとの連携、オフ会などを行うこと

によって、会員への手厚いサポートを行なっている。 

(ウ) 安心感のある地域 SNSづくり 

 現在、民間では多くの SNS が作られ、mixi 等の巨大な SNS も存在している。これ

らの SNS では誰が参加しているか、全く見えないため地域での交流を促進することが

難しい。さらに大手 SNSサイトにおいては、招待制による参加者確保をやめ、登録制

へ移行する傾向がある。 

 みたか地域 SNS は、当初は登録制をとっていたが、平成 22 年 12 月 25 日より、会

員の紹介が必要な招待制へ移行を行った。このように大手 SNSサイトにはない地域性

を前面に出すことによって利用時の安心感を担保している。 

イ e-ご案内システムの検討 

 総務省委託事業の規模が事業当初より縮小されたことから、庁内推進チームでの検討の

み行っているが、今後、観光案内や福祉目的での利用の課題につても引き続き検討を行っ

ていく。これまで検討を行ってきた課題としては、設備の費用がかかることと、案内内容

(コンテンツ)の迅速な更新のためには、行政だけでなく市民、団体等地域との協働が重要
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であることが挙げられる。 

 これらの課題に関する取り組みとして、三鷹市に事業所を構える日本無線株式会社が、

特定非営利活動法人三鷹ネットワーク大学推進機構の共同研究事業の一環として実施し

ている、「ワンセグ自主放送による地域情報提供事業」がある。これはワンセグ対応携帯

電話を用いて、微弱電波を利用したワンセグテレビ情報配信システムが、市内の文学史跡

や商店街情報などの動画コンテンツを提供する、という実証実験である。このコンテンツ

作成に、同機構の構成会員である国際基督教大学および東京工科大学の学生が参画し協働

の取り組みで進められた。 

(３) 魅力ある教育・生涯学習の推進 

ア 三鷹ナレッジネットワーク 

 団塊世代の地域回帰など、従来、まちづくりに参加する機会の少なかった市民がまちづ

くりに関心を持ち、自ら参加し易いような「参加と協働の仕組みづくり」が求められてい

る。こうした状況を踏まえ、知的資源の集積とその活用を図るとともに、市民が気軽に学

習できる環境を整備することがますます求められる状況となっている。 

 このような知的資産を集約するためのサイトがみたか Wiki であるが、編集された記事

についてどこまでの掲載が可能か、不適切な記事を削除する場合のルール、著作権を侵害

していないかなどについて運用を行っていくメンバーの組織化を適切に行うことが引き

続きの課題となっている。 

イ 図書館の情報センター化と ICタグ活用(市単独事業) 

 図書館は、地域の身近な生涯学習施設として活用されているが、より高い利便性と情報

収集機能の拡充が求められている。地域における知的資源の集積・活用の視点からも、情

報センターとしての図書館に期待する役割は大きくなっている。昨年度、本委託事業によ

り図書館にも無線 LAN 設備を設置し、情報収集のために訪れた市民等に積極的に活用され

ている。 

 また、平成 21年１月には、書籍に貼った ICタグを活用して、職員を介さずに書籍の貸

出及び返却が可能となり、書籍の管理、BDS(書籍保護システム)ゲートの設置などにより、

効率的な書籍の管理を行うことができる。引き続き、本システムの安定した運用と、シス

テム導入に伴う業務の見直しが今後の課題となっている。 

(４) 情報提供の充実と行政手続の利便性の向上 

ア FAQシステムの構築に向けた取り組み 

 FAQ システムの稼働に伴い、アクセス数の目標値を 3,000 件と見込んでいたところ、

20,000 件を超えるアクセスがあり、当初予定していた利用件数を大幅に上回った。これは、

インターネットの普及によって、自身が抱える疑問に対して自己解決をする手段を求めて

おり、例えば市役所を訪問する前に制度等について調べ、窓口では簡潔に用件を済ませた

い、などという潜在的な要望が、FAQ システムの導入によって FAQ 情報を市民が直接調べ

ることが可能となり、潜在的な需要の掘り起こしが成功したものと考える。 

 一方、利用者が求めるコンテンツにうまくたどり着けない事例も見られることから、FAQ

システムの利用状況の分析データを元に、市民の想定する検索キーワードの登録など、現
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在 3,000 件を超える FAQコンテンツの適正化を進めている。 

イ e-三鷹市役所 

 申請・届出の電子化や税・使用料等の電子納付の拡充など、電子的な手続きやサービス

の充実が図られる一方で、既存のホームページには、こうしたサービス提供を一覧で表示

できるものが存在しない。市ホームページの情報提供機能が、今後さらに重要性を増す中

で、情報バリアフリーの視点を含め、市民が利用しやすい環境の整備を進めることが課題

である。 

 また、申請や証明書交付におけるオンライン利用促進も課題となっている。庁内の推進

チームでも検討を引き続き利用促進に向けた活動を行っていくこととしているが、電子申

請については、手続き上添付書類の省略が可能な手続きや費用負担がない手続きについて

は、比較的電子申請に馴染むが、添付書類があるものや手数料等の納付が必要な手続きに

ついて、添付書類の代替手段等について検討する必要がある。とりわけ、子育て支援分野

の手続（児童手当、医療費助成など）が有効であると考えるが、これまで健康保険証や年

金加入証明書などの添付書類の関係で電子申請化が難しく、普及が図られていない。これ

らの手続の対象者は、電子申請等をスムーズに利用できる世代であり、また、これらの手

続のために市区町村の窓口に来庁することは、対象者の負担にもなっている。このような

制度における添付書類の省略に向けたさらなる検討が必要となる。さらに費用対効果の見

地からも、その他サービスの電子化については、昨今の国の動向などを見極めながら慎重

な検討と判断が必要であると考える。 

ウ コンビニエンス・ストアにおける証明書の交付 

 コンビニエンス・ストアでの証明書交付のため、本人確認、住基カードの多目的利用の

ためのシステム構築、既存の印鑑カードとの統合、事務フローの見直し、各条例の改正等

が必要となることから、昨年度後半からこれらの課題について調査、検討を行ってきた。

またコンビニエンス・ストアでの証明書交付に関しては国内に例を見ない取組であること

から、セキュリティ面や行政手続きとしての観点などから、様々な問題が想定されること

から、この実施に当たっての問題点や解決の方向性などについて、広く有識者から意見を

求め、また、提言・提案等を受けるための有識者会議を開催した。このような段階を踏ま

え、平成 22 年 2 月 2 日より、コンビニエンス・ストアでの証明書交付が稼働した。稼働

後から 3 月 28 日現在までの証明書交付件数は 89 件と、目標値に達していないが、2 月度

36件、3月度 53 件(3 月 29 日現在)と増加傾向を示している。 

 また本サービスにおいては、証明書交付アプリケーションが導入された住民基本台帳カ

ードが必要である。平成 22年 1月 4日から 2月 28日までの間に証明書交付アプリケーシ

ョンが導入された住民基本台帳カード交付件数は 2,524 件である。これは本市人口の 1.4

パーセントにあたる件数である。一方、現行設置されている自動交付機で利用する為の磁

気ストライプカードは、本市人口の約 56パーセントにあたる 99,024枚交付されているこ

とから、先ずは証明書交付アプリケーションが導入された住民基本台帳カードの交付が今

後コンビニエンス・ストアにおける証明書交付件数の普及・促進を図るための課題となっ

ている。本市では、平成 22 年 1 月 4 日より、現行有料で行なっていた住民基本台帳カー
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ドの無料交付を実施しており、同カードの交付を強力に推し進めることとしている。 

エ 統合型 GISの整備(市単独事業) 

 地域のまちづくりを推進する上で、地図情報の重要性が増している。このことは、行政

内部事務の効果的・効率的な運用にとどまらず、市民が主体的にまちづくりに取り組む事

例が増加していることを踏まえ、地図情報を手軽に入手し活用できるようなシステムの整

備が課題となっており、昨年度統合型 GISの導入を行ったが、市民へどの範囲の情報まで

公開が可能か、各部署間での情報共有について制度上どこまでが可能かについてさらに検

討を加え、有効活用を行っていく。今後は安全安心に関する情報、文化的資産、商店など

の情報も求められていることから、関連の地図の公開を行っていく。 

(５) ユビキタス・コミュニティを支える環境の整備 

ア システム基盤環境整備に係る検討 

 ユビキタス・コミュニティの構築に向けては、ICT 基盤の整備を促進するとともに、デ

ジタルデバイドの解消や ICT人財(三鷹市では「人財」と表記している)の育成、市民等の

情報交流の場の確保などが課題となっている。特に、参加と協働のまちづくりを推進する

ためには、市民間の情報発信・情報交流の促進や市民参加の充実のための環境整備を引き

続き進めることが課題である。昨年度からは、地域 SNSの導入、ナレッジネットワークの

導入・運用を行ってきたが、これらが有効に利活用されるよう、今後も研修や出前講座、

周知広報に努めていく。 

 また、ICT は実際の地域活動等をさらに促進するためのツールとして有効であるため、

既存の団体等にも利用勧奨を行っていく。 

 

イ 公共施設のユビキタス環境整備 

 情報社会の進展は、一方で情報格差の問題を生じさせている。自宅からインターネット

を利用したサービス提供を受けられない市民に対しては、図書館など公共施設に簡易な操

作で利用可能な公衆端末を設置するなど、対応が求められている。本事業によって、図書

館、三鷹産業プラザ、三鷹ネットワーク大学、三鷹国際交流協会に無線 LANを設置したが、

引き続き無線 LAN の設置・活用に関する検討を行っていく。また、デジタルデバイドの解

消や ICT リテラシーの向上など、情報格差の是正に努めることが引き続き課題となってい

る。 

 

２ 自律的・継続的運営の見込み 

 従来型の官主導では対応できない状況が多々ある近年の状況では、協働での取り組みがま

すます重要視されているが、本事業による協働を通じて、地域と行政の意思疎通が図られ協

働体制が促進されるという点においても大きな効果がある。 

 本事業は三鷹市ユビキタス・コミュニティ推進基本方針（平成 19年５月策定）に定める体

制により推進していく。つまり、市民、団体、事業者等から構成される三鷹市ユビキタス・

コミュニティ推進協議会を中心として、市の推進本部である三鷹市ユビキタス・コミュニテ

ィ推進本部等が連携して自律的、継続的に三鷹市ユビキタス・コミュニティ推進事業全体を
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統括して推進を図ることとしている。 

 各システムの主体は基本的に三鷹市であるが、地域 SNSでは運営委員会が主体になるなど、

市だけではない協働団体が主体となる事業が生まれている。今後は市民との協働で進めるこ

とができるよう軌道に乗ったシステムから、順次、主体を協働団体等へ移し、自律性・継続

性が見込まれる体制づくりを目指す。なお、システム保守や実際のシステム運用は事業ごと

に専門事業者等へ業務の委託を行う。 

 

３ 今後の展開方針 

 三鷹市ユビキタス・コミュニティ推進基本方針（平成 19年５月策定）に定める体制により運営

する。(実施体制説明図にある体制) 

 個別の事業等については、事業実施概要や委託業務説明書に記載した内容を実施していくこと

としているが、市民、団体、事業者等から構成される三鷹市ユビキタス・コミュニティ推進協議

会を中心として、市の推進本部である三鷹市ユビキタス・コミュニティ推進本部が連携して自律

的、継続的に三鷹市ユビキタス・コミュニティ推進事業全体を統括して推進していく。 

 推進に当たっては ICT を利活用することで、住民満足度の向上につながるよう留意して実施し

ていく。 
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＜実施体制説明書＞ 

１ 実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推進本部事務局 

三鷹市ユビキタス・ 
コミュニティ 
推進協議会 

市、関係団体、 

市民、企業、 

大学研究機関 

＜推進事業＞ 

三鷹市ユビキタス・ 
コミュニティ 
推進本部 

市  長 

副 市 長 

教 育 長 

関係部長 

＜意思決定＞ 

三鷹市ユビキタス・ 
コミュニティ 
推進有識者会議 

 

学識者等 

＜助言・評価＞ 

 

 

事業の実施主体を担う。三鷹市が約 98％を出資する第三セクター。子育

てネットなどを開発・運用。約 100社の SOHO を支援。 

株式会社まちづくり三鷹 

 

 

調査研究及び事業評価を担う。電気通信大学他 15 の教育研究期間が運

営。日本無線などの 66社の IT企業が参加。 

特定非営利活動法人三鷹ネットワーク大学推進機構 

 
 

市民・NPO・市民活動団体などとの協働を担う。登録団体は、シニア SOHO

普及サロン・三鷹など 12の NPO法人を含む 148団体が参加し、NPO法人

みたか市民協働ネットワークが運営を行っている。 

三鷹市民協働センター 

 

 

事業への協力を行う。商工会、JAむさし、住民協議会、町会、自治会な

ど 

関係団体 
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２ 各主体の役割 

NO 氏名・団体名 役   割 

1 三鷹市 統括：プロジェクト全体のマネジメント、関係団体との調整 

2 NPO法人 

三鷹ネットワーク大学 

推進機構 

調査研究：フィージビリティー調査実施、実施計画作成支援、

システム研究開発支援、事業評価支援 

3 株式会社まちづくり三鷹 

(第三セクター) 
事業実施：ネットワーク運用、産業、市民関係の取りまとめ 

4 三鷹市市民協働センター 事業実施：NPO団体、ボランティア団体等の取りまとめ 

5 関係団体： 

警察等の官公庁商工会、 

JAむさし、 

住民協議会、 

町会、自治会など 

事業協力 
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事業実施進行表 

実施内容 
H21 

4月 

 

5月 

 

6月 

 

7月 

 

8月 

 

9月 

 

10月 

 

11月 

 

12月 

H22 

1月 

 

2月 

 

3月 

推進本部開催 
△ 
4/6 

     
△ 

10/27 
    

△ 
3/30 

推進協議会開催 
△ 

4/22 
     

△ 
10/27 

    
△ 

3/25 

有識者会議開催 
△ 
4/16 

     
△ 

10/27 
   

△ 
2/4 

 

有識者会議開催 

(ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽ･ｽﾄｱに

おける証明書交付

サービスに関する

検討部会) 

  
△ 

6/30 

△ 
7/13 

△ 
7/27 

△ 
8/4 

       

FAQシステムの

導入 

 
 

 
  

 △ 
契約 
 

 
 

   

ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽ･ｽﾄｱに

おける証明書 

交付 

 
 

 
 

 
 

 
  

  
 

e-ご案内 

システム 

 
   

 
       

e-三鷹市役所 

 
   

 
       

公共施設のユビ

キタス環境整備 

 
    

 
      

図書館の情報 

センター化と 

ICタグの活用 

 
    

 
      

報告書作成            
 

SNS・ﾅﾚｯｼﾞﾈｯﾄ 

ﾜｰｸｼｽﾃﾑの 

継続的な利活用 

 
    

 
      

 

仕様検討 
システム運用 

調査・検討 

調査検討・普及促進 

継続運用 

継続運用 

継続運用 

システム運用 
仕様検討 システム構築 

システム構築 
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その他 

本事業により構築したウェブサイト又は本事業を掲載したウェブサイト 

 

[１] http://www.mitaka-sns.jp/ [三鷹地域 SNS(Pokiネット)] 

[２] http://www.mitaka-wiki.jp/index.php/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83% 

9A%E3%83%BC%E3%82%B8 [みたか Wiki] 

[３] http://www.mitaka-oshiete.jp/[みたか教えてネット] 



  概 要  
 

［書式２］ 

平成 22年 3月 31日 

平成 21年度地域 ICT利活用モデル構築事業 システム設計書 

 

 

実施団体名：東京都三鷹市 

代表団体名： 

事業名称：三鷹市ユビキタス・コミュニティ推進事業 

 

１ 概要 

 「いつでも、どこでも、誰でも」が、ICTの利活用に供することができる環境の整備を図るため、

以下の事業により構成されている。 

(１) 地域の知的資源の集積・活用し、地域活性化を図るためのツールである SNSシステム 

(２) 市民とのコンタクトセンターとなる協働コールセンターの構築を改め、市民の自己解決手段

の提供や、職員のノウハウ共有のための FAQシステム 

(３) コンビニエンスストアにおける証明書の交付 

 その他、三鷹ナレッジネットワーク(「みたか『Wiki』」、「みたか教えてネット」）、GPS携帯を活

用した親子安心システム、公共施設のユビキタス環境整備（無線 LANスポット・公衆利用パソコン）、

図書館の情報センター化と IC タグの活用、GIS システム、など、平成 19 年度または 20 年度に構

築されたシステムなどによって構成されている。 

 

２ 運用結果 

(１) みたか地域 SNS システムについては、運営協議会組織を立ち上げ、自律的な運営サイクルが

確立しつつある段階である。会員数も 1,500人を超え、会員制への移行を完了している。 

(２) FAQ システムについては、ASP サービスを用いたシステム構築を行った。運用開始後の利用

実績についても、当初の予定を大幅に超えるアクセス数となり、的確な市民ニーズの掘り起こ

しを行うことができた。 

(３) コンビニエンスストアにおける証明書の交付については、システム開発を実施し、2月より

稼働を開始した。運用開始後のシステムは、特にトラブルもなく安定的に稼働している。また

利用実績については、稼働時期が遅れたことと、コンビニエンスストア店舗展開が段階的とな

ったことによって、当初予定していた利用件数を下回っているが、着実に増加している。 

 

 その他、三鷹ナレッジネットワークについては、コンテンツ充実のための仕組みづくりの検討を

行なっており、親子安心システムについては、既に民間事業者の提供するサービスへ移行により、

全国での利用が可能となっている。また、公共施設のユビキタス環境整備と図書館の情報センター

化と IC タグの活用については、継続的な運用を実施しており、GIS システムについては引き続き

コンテンツの充実を図ったところである。 

 

３ 課題・改修の必要性 

(１) みたか地域 SNS システムについては、アクティブユーザーのさらなる増加、会員同士のコミ

ュニティの醸成および魅力的なコンテンツの醸成が課題となっている。 

(２) FAQ システムについては、FAQ システムの利用状況の分析データを元に、市民の想定する検

索キーワードの登録など、コンテンツの適正化が今後の課題となっている。 

(３) コンビニエンスストアにおける証明書の交付については、証明書交付アプリケーションが導

入された住民基本台帳カードの交付促進が、証明書交付件数の普及・促進を図るための課題と

なっている。 

 

４ その他 

なし 
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	引き続きサービスの周知を図るとともに、他の携帯電話事業者において同様のシステム提供を実現することが課題となっている。

	(２)　地域社会の活性化の促進
	ア　みたか地域SNSの運用
	(ア)　周知・広報活動
	現在の登録者数が地域活動等で利用され、地域の活性化につなげるためには、市民等に幅広く知ってもらう必要がある。また、地域に根ざした活動を行っているが、ICTをこれまで活用してこなかった市民、団体等についてはSNSを使いこなすことが難しい側面もあり、利用を躊躇する原因となっている。
	本市では、広報やイベント等でPRをするとともに、簡単な使用方法を記載したチラシ等を関係施設等で配布しており、要望のある市民、団体等については、個別に出前講座を行い、利活用方法について説明を行っている。
	(イ)　活発な利活用のために
	平成22年3月1日現在の登録者数が1,513名となり、当初の目標である1,000名を達成することができた。一方、地域SNSで目指している数値的な指標のひとつに、アクティブユーザー数がある。登録者数が多くても、実際に地域SNS上で活動している会員が少なければ、この中で活性化したコミュニティが醸成されない。これは、いわゆる各地域が開設・運用している地域SNSが抱える共通の課題である。事あるごとに地域SNSにアクセスしていただけるような様々なアプローチを仕掛けることによって、魅力のあるSNSづくりを行...
	本市では、地域SNS運営委員会が中心となり、SNS入門コミュニティを作成・運用することによって「よろず相談」の対応、イベントとの連携、オフ会などを行うことによって、会員への手厚いサポートを行なっている。
	(ウ)　安心感のある地域SNSづくり
	現在、民間では多くのSNSが作られ、mixi等の巨大なSNSも存在している。これらのSNSでは誰が参加しているか、全く見えないため地域での交流を促進することが難しい。さらに大手SNSサイトにおいては、招待制による参加者確保をやめ、登録制へ移行する傾向がある。
	みたか地域SNSは、当初は登録制をとっていたが、平成22年12月25日より、会員の紹介が必要な招待制へ移行を行った。このように大手SNSサイトにはない地域性を前面に出すことによって利用時の安心感を担保している。

	イ　e-ご案内システムの検討
	総務省委託事業の規模が事業当初より縮小されたことから、庁内推進チームでの検討のみ行っているが、今後、観光案内や福祉目的での利用の課題につても引き続き検討を行っていく。これまで検討を行ってきた課題としては、設備の費用がかかることと、案内内容(コンテンツ)の迅速な更新のためには、行政だけでなく市民、団体等地域との協働が重要であることが挙げられる。
	これらの課題に関する取り組みとして、三鷹市に事業所を構える日本無線株式会社が、特定非営利活動法人三鷹ネットワーク大学推進機構の共同研究事業の一環として実施している、「ワンセグ自主放送による地域情報提供事業」がある。これはワンセグ対応携帯電話を用いて、微弱電波を利用したワンセグテレビ情報配信システムが、市内の文学史跡や商店街情報などの動画コンテンツを提供する、という実証実験である。このコンテンツ作成に、同機構の構成会員である国際基督教大学および東京工科大学の学生が参画し協働の取り組みで進められた。

	(３)　魅力ある教育・生涯学習の推進
	ア　三鷹ナレッジネットワーク
	団塊世代の地域回帰など、従来、まちづくりに参加する機会の少なかった市民がまちづくりに関心を持ち、自ら参加し易いような「参加と協働の仕組みづくり」が求められている。こうした状況を踏まえ、知的資源の集積とその活用を図るとともに、市民が気軽に学習できる環境を整備することがますます求められる状況となっている。
	このような知的資産を集約するためのサイトがみたかWikiであるが、編集された記事についてどこまでの掲載が可能か、不適切な記事を削除する場合のルール、著作権を侵害していないかなどについて運用を行っていくメンバーの組織化を適切に行うことが引き続きの課題となっている。
	イ　図書館の情報センター化とICタグ活用(市単独事業)
	図書館は、地域の身近な生涯学習施設として活用されているが、より高い利便性と情報収集機能の拡充が求められている。地域における知的資源の集積・活用の視点からも、情報センターとしての図書館に期待する役割は大きくなっている。昨年度、本委託事業により図書館にも無線LAN設備を設置し、情報収集のために訪れた市民等に積極的に活用されている。
	また、平成21年１月には、書籍に貼ったICタグを活用して、職員を介さずに書籍の貸出及び返却が可能となり、書籍の管理、BDS(書籍保護システム)ゲートの設置などにより、効率的な書籍の管理を行うことができる。引き続き、本システムの安定した運用と、システム導入に伴う業務の見直しが今後の課題となっている。

	(４)　情報提供の充実と行政手続の利便性の向上
	ア　FAQシステムの構築に向けた取り組み
	FAQシステムの稼働に伴い、アクセス数の目標値を3,000件と見込んでいたところ、20,000件を超えるアクセスがあり、当初予定していた利用件数を大幅に上回った。これは、インターネットの普及によって、自身が抱える疑問に対して自己解決をする手段を求めており、例えば市役所を訪問する前に制度等について調べ、窓口では簡潔に用件を済ませたい、などという潜在的な要望が、FAQシステムの導入によってFAQ情報を市民が直接調べることが可能となり、潜在的な需要の掘り起こしが成功したものと考える。
	一方、利用者が求めるコンテンツにうまくたどり着けない事例も見られることから、FAQシステムの利用状況の分析データを元に、市民の想定する検索キーワードの登録など、現在3,000件を超えるFAQコンテンツの適正化を進めている。
	イ　e-三鷹市役所
	申請・届出の電子化や税・使用料等の電子納付の拡充など、電子的な手続きやサービスの充実が図られる一方で、既存のホームページには、こうしたサービス提供を一覧で表示できるものが存在しない。市ホームページの情報提供機能が、今後さらに重要性を増す中で、情報バリアフリーの視点を含め、市民が利用しやすい環境の整備を進めることが課題である。
	また、申請や証明書交付におけるオンライン利用促進も課題となっている。庁内の推進チームでも検討を引き続き利用促進に向けた活動を行っていくこととしているが、電子申請については、手続き上添付書類の省略が可能な手続きや費用負担がない手続きについては、比較的電子申請に馴染むが、添付書類があるものや手数料等の納付が必要な手続きについて、添付書類の代替手段等について検討する必要がある。とりわけ、子育て支援分野の手続（児童手当、医療費助成など）が有効であると考えるが、これまで健康保険証や年金加入証明書などの添付...
	ウ　コンビニエンス・ストアにおける証明書の交付
	コンビニエンス・ストアでの証明書交付のため、本人確認、住基カードの多目的利用のためのシステム構築、既存の印鑑カードとの統合、事務フローの見直し、各条例の改正等が必要となることから、昨年度後半からこれらの課題について調査、検討を行ってきた。またコンビニエンス・ストアでの証明書交付に関しては国内に例を見ない取組であることから、セキュリティ面や行政手続きとしての観点などから、様々な問題が想定されることから、この実施に当たっての問題点や解決の方向性などについて、広く有識者から意見を求め、また、提言・提案...
	また本サービスにおいては、証明書交付アプリケーションが導入された住民基本台帳カードが必要である。平成22年1月4日から2月28日までの間に証明書交付アプリケーションが導入された住民基本台帳カード交付件数は2,524件である。これは本市人口の1.4パーセントにあたる件数である。一方、現行設置されている自動交付機で利用する為の磁気ストライプカードは、本市人口の約56パーセントにあたる99,024枚交付されていることから、先ずは証明書交付アプリケーションが導入された住民基本台帳カードの交付が今後コンビ...
	エ　統合型GISの整備(市単独事業)
	地域のまちづくりを推進する上で、地図情報の重要性が増している。このことは、行政内部事務の効果的・効率的な運用にとどまらず、市民が主体的にまちづくりに取り組む事例が増加していることを踏まえ、地図情報を手軽に入手し活用できるようなシステムの整備が課題となっており、昨年度統合型GISの導入を行ったが、市民へどの範囲の情報まで公開が可能か、各部署間での情報共有について制度上どこまでが可能かについてさらに検討を加え、有効活用を行っていく。今後は安全安心に関する情報、文化的資産、商店などの情報も求められてい...

	(５)　ユビキタス・コミュニティを支える環境の整備
	ア　システム基盤環境整備に係る検討
	ユビキタス・コミュニティの構築に向けては、ICT基盤の整備を促進するとともに、デジタルデバイドの解消やICT人財(三鷹市では「人財」と表記している)の育成、市民等の情報交流の場の確保などが課題となっている。特に、参加と協働のまちづくりを推進するためには、市民間の情報発信・情報交流の促進や市民参加の充実のための環境整備を引き続き進めることが課題である。昨年度からは、地域SNSの導入、ナレッジネットワークの導入・運用を行ってきたが、これらが有効に利活用されるよう、今後も研修や出前講座、周知広報に努め...
	また、ICTは実際の地域活動等をさらに促進するためのツールとして有効であるため、既存の団体等にも利用勧奨を行っていく。
	イ　公共施設のユビキタス環境整備
	情報社会の進展は、一方で情報格差の問題を生じさせている。自宅からインターネットを利用したサービス提供を受けられない市民に対しては、図書館など公共施設に簡易な操作で利用可能な公衆端末を設置するなど、対応が求められている。本事業によって、図書館、三鷹産業プラザ、三鷹ネットワーク大学、三鷹国際交流協会に無線LANを設置したが、引き続き無線LANの設置・活用に関する検討を行っていく。また、デジタルデバイドの解消やICTリテラシーの向上など、情報格差の是正に努めることが引き続き課題となっている。


	２　自律的・継続的運営の見込み
	従来型の官主導では対応できない状況が多々ある近年の状況では、協働での取り組みがますます重要視されているが、本事業による協働を通じて、地域と行政の意思疎通が図られ協働体制が促進されるという点においても大きな効果がある。
	本事業は三鷹市ユビキタス・コミュニティ推進基本方針（平成19年５月策定）に定める体制により推進していく。つまり、市民、団体、事業者等から構成される三鷹市ユビキタス・コミュニティ推進協議会を中心として、市の推進本部である三鷹市ユビキタス・コミュニティ推進本部等が連携して自律的、継続的に三鷹市ユビキタス・コミュニティ推進事業全体を統括して推進を図ることとしている。
	各システムの主体は基本的に三鷹市であるが、地域SNSでは運営委員会が主体になるなど、市だけではない協働団体が主体となる事業が生まれている。今後は市民との協働で進めることができるよう軌道に乗ったシステムから、順次、主体を協働団体等へ移し、自律性・継続性が見込まれる体制づくりを目指す。なお、システム保守や実際のシステム運用は事業ごとに専門事業者等へ業務の委託を行う。
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	推進本部
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	１　概要
	(１)　地域の知的資源の集積・活用し、地域活性化を図るためのツールであるSNSシステム
	(２)　市民とのコンタクトセンターとなる協働コールセンターの構築を改め、市民の自己解決手段の提供や、職員のノウハウ共有のためのFAQシステム
	(３)　コンビニエンスストアにおける証明書の交付

	２　運用結果
	(１)　みたか地域SNSシステムについては、運営協議会組織を立ち上げ、自律的な運営サイクルが確立しつつある段階である。会員数も1,500人を超え、会員制への移行を完了している。
	(２)　FAQシステムについては、ASPサービスを用いたシステム構築を行った。運用開始後の利用実績についても、当初の予定を大幅に超えるアクセス数となり、的確な市民ニーズの掘り起こしを行うことができた。
	(３)　コンビニエンスストアにおける証明書の交付については、システム開発を実施し、2月より稼働を開始した。運用開始後のシステムは、特にトラブルもなく安定的に稼働している。また利用実績については、稼働時期が遅れたことと、コンビニエンスストア店舗展開が段階的となったことによって、当初予定していた利用件数を下回っているが、着実に増加している。

	３　課題・改修の必要性
	(１)　みたか地域SNSシステムについては、アクティブユーザーのさらなる増加、会員同士のコミュニティの醸成および魅力的なコンテンツの醸成が課題となっている。
	(２)　FAQシステムについては、FAQシステムの利用状況の分析データを元に、市民の想定する検索キーワードの登録など、コンテンツの適正化が今後の課題となっている。
	(３)　コンビニエンスストアにおける証明書の交付については、証明書交付アプリケーションが導入された住民基本台帳カードの交付促進が、証明書交付件数の普及・促進を図るための課題となっている。

	４　その他


