第２章 情報施策の展開
１ ＩＣＴの利活用を推進する環境の整備
情報発信の 多様化に 対 応しつつ、 利用者に 認 知してもら うことを 心 がけながら 、
県内のどこで も利用で きる情報通信 ネットワ ーク環境の整 備を進め ます。
また、誰も が安心し て ＩＣＴを利活 用するこ とができるよ う、安 全 面に配慮した
ＩＣＴの利活 用に関す る講習会等を 開催し、情報リテラシ ーの向上 を目指します 。

（１ ） 正しく安全に Ｉ ＣＴを利 活用できる 人づくり
【現 状と 課題】
総務省の「平成 ２７年 通信利用動向 調査」に よると、平成２ ７年の １年間でイ
ンターネット を利用し たことがある 人の割合 は、全体で８ ３．０％ となっていま
す。年齢階層別で は、６０～６９歳 が７６．６％、７０～７９ 歳が ５３．５％と、
高齢層の利用 率が全体 に比べ低くな っており 、高齢層への ＩＣＴの 基礎知識の普
及が課題とな っていま す。
インターネッ トは、今 や県民生活や 経済活動 に不可欠な社 会基盤と して定着し
ていますが、その一方 で、会社や個 人の財産 を狙うインタ ーネット バンキングに
係る不正送金 の増加、官公庁や企業 から情報 窃取するサイ バー攻撃 の増加、イン
ターネット等 の情報通 信を悪用した 犯罪の悪 質・巧妙化、普及する ＩｏＴ機器を
対象とした新 型ウイル スの登場等に より、サ イバー空間の 危険性が 高まっていま
す。
パソコンや携 帯電話 、タブレット型 端末等が 広く個人に普 及し 、誰 もが情報の
送り手として の役割を 担うようにな ってきて います。児童 生徒にお いては、携帯
電話の所持率 の増加に 伴い、インタ ーネット 上でのいじめ や犯罪被 害が発生して
おり、情報モ ラルの向 上が求められ ています 。
情報化が進展 する中で 、児童生 徒には 、大量 の情報の中か ら物事の 本質を見極
めて取捨選択 できる能 力、情報の表 現やコミ ュニケーショ ンの効果 的な手段とし
てコンピュータや情報通信ネットワーク等のＩＣＴを活用する能力が求められ
ています。

【施 策の 方向性 】
正しく安全な 基礎的Ｉ ＣＴ利活用能 力の向上
県民の誰もが パソコン やタブレット 端末等の 利便性を実感 できるよ う、インタ
ーネット操作 に不慣れ な初心者のＩ ＣＴ活用 能力を育成し ます。ま た、インター
ネッ ト を 通 じ て 、 サ イ バ ー 犯 罪 の 被 害 に 遭 わ な い た め の 知 識 の 普 及 を 図 り ま す 。
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ＩＣＴを活用 した学習 の推進
児童生徒に対 して、イ ンターネット を使うた めのルールや マナーを 身に付けさ
せる取組を行 うととも に情報モラル の育成に 努めます。ま た、情報 活用能力を向
上させるため 、授業で のＩＣＴの活 用を推進 します。

【主 な取 組】
本県全体の 情報化を 推し進めるた め、県、市 町 村 及 び 趣 旨 に 賛 同 し た 企 業 ・
団体を加え設 立した群 馬県情報化推 進協議会 において、県 民の誰も がパソコン
やタブレット 端末等の 利便性を実感 し、これ らの機器を日 常的に利 用する契機
になるよう 、県内 の各 地域会場で 、イン ター ネット操作の 初心者向 けにタブレ
ット端末の知 識や操作 を学ぶ講座を 開催しま す。［群馬県 情報化推 進協議会に
よるＩＣＴ基 礎講座］
高度・多 様化する サ イバー犯罪・サイバ ー 攻撃への対策 として 、企業、自治
体、学術機関 等から集 約した最新の サイバー セキュリティ 対策に関 する情報や
県民から提供 を受けた サイバー犯罪 の手口情 報を基に、県民、企 業 、自治体等
の被害防止を 目的とし た研修会の開 催、幅広 い広報媒体を 活用した 情報発信等
を推進し、県 民のサイ バーセキュリ ティ対策 に関する意識 啓発及び 対処能力の
向上を図りま す。［サ イバーセキュ リティ対 策の強化］
スマートフォンなど携帯端末を用いたネットへの書込みによるいじめ等の
児童生徒の問 題行動を 防ぐため 、小学校 、中 学校の生徒指 導担当者 を対象とし
た講習会を開 催し、事 例紹介や被害 防止対策 等の講話を行 います。［携帯イン
ターネット指 導者講習 会］
児童生徒間のネット上のいじめや児童生徒が犯罪に巻き込まれることを未
然に防ぐため 、児 童生 徒を対象とし た情報モ ラル講習会を 開催し 、児童生徒に
インターネッ トを利用 するための正 しい知識 を習得させま す。［情 報モラル講
習会］
インターネ ットを使 うためのルー ルをわか りやすく記し た標語「 おぜのかみ
さま」を作成し、こ れ をホ－ムペー ジに掲載 するとともに、アニメ ーションの
配信、リーフレ ットや 紙芝居の配布 を通じて 、子ども達に対 し、ネ ット被害に
遭わないため の知識を 普及します。 ［おぜの かみさま］
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ネット上の いじめか ら子どもたち を守るた め、県内のい じめ防止 に関する機
関及び団体の 代表者を 委員とした「群馬 県い じめ問題対策 連絡協議 会」にお い
て作成された 啓発リー フレットを活 用し、県 民へ向けてネ ット利用 の危険性や
依存症の問題 の啓発を 図ります 。［ 群馬県い じめ問題対策 連絡協議 会によるネ
ットいじめを 防止する 取組の推進］
授業でＩＣ Ｔを活用 することによ り生徒の 情報活用能力 を育成し ます。また 、
「確かな学力」の向上 を図るため、Ｉ ＣＴを 活用した協働 型、双方 向型の授業
の実践例の周 知や 、各 種研修会等に より 、教 員のＩＣＴを 効果的に 活用する能
力を育成しま す。［授 業でのＩＣＴ 活用推進 ］

【指 標】
項目

現状(H27 年度)

目標(H31 年度)

95.0％

100％

82.5％

100％

インターネット利用時に守るべきルールやマナー

97.0％(小)

100％(小)

を身に付けている小・中学生の割合

98.2％(中)

100％(中)

小・中学生のＩＣＴ活用能 力
①コンピュー タで文字 を打つなど基 本的
操作が身 について いる小学生の 割合
②コンピュー タ等の情 報手段を積極 的に
活用して いる中学 生の割合

（２ ） 県民の生活を 豊 かにする ＩＣＴ基盤 の整備促進
【現 状と 課題】
携帯電話は、県民生活 を支える重要 なインフ ラとなってい ますが、過疎地域等
の条件不利地域では、採算性の面から通信事業者の整備は必ずしも進みません。
本県では、国 庫補助事 業及び県単独 補助事業 により携帯電 話エリア 拡大に向けた
整備を推進し てきまし たが、平成２ ８年３月 末時点で未だ 一部地域 が未整備とな
っています。ブロードバンドの整備については、条件不利地域について、県が、
国庫補助事業 の活用な どにより、市 町村の取 組を支援して きたとこ ろ、利用可能
世帯比率は１ ００％と なりました。しかし、世界的な潮流 となって いる超高速ブ
ロードバンド について は、平成２８ 年３月末 時点で一部地 域ではサ ービスが利用
できない状況 となって います。
Ｗｉ－Ｆｉ環 境につい ては、過去半年 間に利 用した外国人 に対する Ｗｅｂアン
ケート（平成２ ６年３ 月総務省調査）で、「 満足した」63.6％、「 十分ではない
が、特段大きな 問題は なかった」32.7％、「満足できなか った」3.7％で、約 36％
の者が十分で はないと しており、エ リアの拡 大が求められ ています 。
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平成２３年７ 月に完全 移行した地上 デジタル 放送に関して は、難視 聴世帯が残
されないよう 支援対策 を行い、平成 ２７年３ 月に県内全市 町村の対 策が完了しま
した。しかし 、整備し た共聴施設の 維持管理 費が住民にと ってどの 程度負担とな
っているかが 明らかで はありません 。

【施 策の 方向性 】
県民の生活を 豊かにす るＩＣＴ基盤 の整備
携帯電話、高速ブロードバンド及びＷｉ－Ｆｉ環境について、県民や県内を
訪れた外国人旅行客等がＩＣＴの利便性を実感できるよう、引き続きＩＣＴ基
盤の整備を推進していきます。また、地上デジタル放送の難視聴対策で新設し
た共聴施設に ついては 、維持管理す るための 住民負担の実 態把握に 努めます。

【主 な取 組】
情報通信格 差是正の 一環として、全ての地 域住民が等し くサービ スを享受で
きるよう、過 疎地域等 において携帯 電話やス マートフォン が利用可 能な地域を
拡大するため の支援を 行います。［ 携帯電話 エリア整備］
超高速ブロ ードバン ドについては 、様々な 社会経済活動 にとって 必要不可欠
な基盤である ため、国 や市町村、事業 者と協 力しながら、県 内の超 高速ブロー
ドバンド未整 備地域の 解消に向けて 取り組み ます。［超高 速ブロー ドバンド環
境整備］
県有施設な どの公的 施設をはじめ 、県 内の 施設や店舗に おいて 、県民だけで
なく観光客や 外国人も 利用可能なＷ ｉ－Ｆｉ を整備するこ とにより 、情報発信
の多様化に対 応します 。また、Ｗｉ－Ｆｉ 整 備済みの施設 では、ス テッカーな
どにより周知 を行いま す。［ぐんま Ｗｉ－Ｆ ｉプロジェク ト］
地上デジタル放送への移行に伴い整備した共聴施設の維持管理費が住民に
とってどの程 度負担と なっているの か、実態 を把握します。また、新たな支援
制度を創設す るよう国 に働きかけて いきます 。［地デジ共 聴施設維 持管理］

【指 標】
項目
県民の活動拠点となる県有施設の Wi-Fi 環境導
入率

現状(H28 年度)

目標(H31 年度)

20.7％

70.0％
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＜トピックス 「お ぜのかみさま」＞
「おぜのかみ さま」の 目的
インターネッ ト利用に よる子どもの 犯罪被害 やトラブルな どが多発 し
ていることか ら、本 県 では、青少 年が安全・安心にインタ ーネット を利
用するための セーフネ ット標語「お ぜのかみ さま」を考案 しました 。
標語の内容
標語 の内 容

子ど もた ち を守 りた い

「お」写真をお く らな い

「児童ポルノ の被害か ら」

「ぜ」ぜ ったいあ わな い

「性犯罪の被 害から」

「の」個人情 報をの せ ない

「個人情報の 漏洩から 」

「か」悪口等 をか きこ まない

「ネット上の いじめか ら」

「み」有害サ イトをみ ない

「有害サイト から」

「さ」出会い をさ がさ ない

「出会い系サ イトから 」

「ま」家庭で のルール をま もる

「ネット依存 から」

標語の普及啓 発
本県のホーム ページに 標語を掲載す るととも に、おぜのか みさまの 内容
を解説した約 ６分間の アニメーショ ンを YouTube で配信してい ます。
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