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第１ 監査テーマ及び目的 

 

 

１ 監査テーマ 

「ホームページの管理運営について」 

 

 

２ 監査の目的 

現在，インターネットは急速な普及を遂げ，様々な情報入手の手段として欠かせな

いものとなっている。 

茨城県においてホームページの作成は，任意とされているものの，ほとんどの機関

は，ホームページを活用して多くの県政情報や各種事業等に関する情報を，県内はい

うまでもなく県外にも発信している。 

この状況を踏まえ，行政の運営や事務処理の手続き等について，その適正性や効率

性・能率性を確保するという行政監査の目的に則り，ホームページの管理運営が効率

的に行われているか，利用者にとって必要な情報が適切かつ効果的に提供されている

か，維持管理に要している費用は適切か等について監査を行い，ホームページの効率

的・能率的な管理運営の確保，ひいては利用者への情報発信の充実に資することを目

的とする。 
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第２ 監査の実施方法 

 

 

１ 監査対象機関 

ホームページを管理運営している全ての機関（知事部局，企業局，病院局，議会事

務局，教育庁，警察本部，行政委員(会)事務局の各課室等・出先） 

 

 

２ 監査の実施時期 

    平成２６年９月から平成２７年２月まで 

 

 

３ 監査の着眼点 

（１） 要綱・要領等の整備状況について 

要綱・要領等に基づき適切に管理及び運営が行われているか。 

（２）  ホームページの更新状況について 

適宜，適切に更新が行われているか。 

（３） 行政情報等の提供について 

行政情報等の提供は，適切かつ効果的に行われているか。 

（４） 維持管理の状況について 

保守等の維持管理は適切に行われているか。 

 

 

４ 監査の実施方法 

（１） 実態調査 

監査の実施に先立ち，ホームページの管理運営状況を把握することが必要であ

ったため，全ての機関（３５８機関）に対し，平成２６年４月１日を調査基準日

とし，ホームページの管理運営状況について調査票による実態調査を実施した。 

 

 

（２） 書面監査 

上記（１）の結果を踏まえ，ホームページを管理運営している全ての機関  

（３１６機関３８４ホームページ）を対象として，各機関が作成した「行政監査

調書」に基づき，書面監査を実施した。(表―１) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 
 

 

 

表―１ 書面監査対象機関                   

部 局 名  
本  庁 出 先 機 関 合  計 

機 関 数 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ数 機 関 数 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ数 機 関 数 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ数 

知事直轄 6 13 1 2 7 15 

総務部 10 12 6 6 16 18 

企画部 9 18 - - 9 18 

生活環境部 7 15 4 5 11 20 

保健福祉部 9 22 22 26 31 48 

商工労働部 6 11 12 12 18 23 

農林水産部 12 18 25 26 37 44 

土木部 14 17 23 24 37 41 

会計事務局 1 3 - - 1 3 

企業局 1 1 0 0 1 1 

病院局 1 1 2 2 3 3 

議会事務局 1 1 - - 1 1 

教育庁 4 4 132 135 136 139 

警察本部 1 3 0 0 1 3 

行政委員会 6 6 1 1 7 7 

合  計 88 145 228 239 316 384 

※ １つの機関で複数のホームページを管理運営している場合があるため，機関数とホームペ 

ージ数は合致しない。 

  

 

（３） 閲覧調査 

上記（１），（２）の結果を踏まえ，以下の①～⑤に示す選定基準により，ホー 

ムページ全体の概ね２０％に相当する７５機関８７ホームページを抽出して事務局 

職員によるホームページの閲覧調査を実施した。(表―２) 

 

○ 選定基準 

① 各部局のホームページ（各部局のホームページが作成されていない場合は幹事課

のホームページ） 

② ホームページの更新頻度が月に１回以上，かつ，ホームページのコンテンツ 

の作成と維持管理の双方を委託しているか，もしくは，どちらかを委託してい 

る機関のホームページ 

③ ホームページの更新頻度が半年に１回以下の機関のホームページ 

④ 県民の関心が高い（アクセス件数が多い（平成２５年度のアクセス件数１０ 

万件以上））機関のホームページ 

⑤ その他，必要と認めた機関のホームページ 
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表―２ 閲覧調査対象機関 

番

号 
部 局 名 機 関 名 ホームページの名称 

選 定 

基 準 

1 知事直轄 政策審議室（立地推進室） いばらきの工業団地 ②④ 

2 知事直轄 秘書課 秘書課ホームページ ③ 

3 知事直轄 広報広聴課 茨城県ホームページ ②④ 

4 知事直轄 広報広聴課 広報広聴課ホームページ ⑤ 

5 知事直轄 広報広聴課 いばキラＴＶ  ②④⑤ 

6 知事直轄 国体推進課 いきいき茨城ゆめ国体ホームページ ② 

7 知事直轄 国際課 国際課ホームページ ②④ 

8 知事直轄 東京事務所 茨城県東京事務所ホームページ ③ 

9 総務部 総務課 総務部ホームページ ①④ 

10 総務部 税務課 県税のホームページ〔茨城県総務部税務課〕 ④ 

11 総務部 総務事務センター 総務事務センターホームページ ③ 

12 総務部 県民センター総室 県民センター総室ホームページ ③ 

13 総務部 自転車競技事務所 取手競輪場 ②⑤ 

14 総務部 鹿行県民センター 鹿行県民センター ③ 

15 企画部 企画課 企画部ホームページ ①③ 

16 企画部 企画課 水郡線の旅 ③⑤ 

17 企画部 情報政策課 情報政策課ホームページ ⑤ 

18 企画部 情報政策課 
茨城県  

申請・届出様式ダウンロードサービス 
④ 

19 企画部 情報政策課 茨城県高度情報化推進協議会ホームページ ③⑤ 

20 企画部 空港対策課 茨城空港 ②④ 

21 企画部 つくば地域振興課 
つくばエクスプレス沿線のまちづくり 

ホームページ 
②④ 

22 生活環境部 生活文化課 生活環境部ホームページ ①⑤ 

23 生活環境部 生活文化課 大好きいばらき県民会議ホームページ ② 

24 生活環境部 環境政策課 環境いばらき ② 

25 生活環境部 環境対策課 環境対策課ホームページ ② 

26 生活環境部 原子力安全対策課 原子力オフサイトセンター ③⑤ 

27 生活環境部 霞ケ浦環境科学センター 霞ケ浦環境科学センターホームページ ② 

28 生活環境部 環境放射線監視センター 放射線テレメータ・インターネット表示局 ②④ 

29 保健福祉部 厚生総務課 保健福祉部 ① 

30 保健福祉部 厚生総務課 いばらき医療機関情報ネット ② 

31 保健福祉部 福祉指導課 いばらき保健福祉ねっと ③ 

32 保健福祉部 保健予防課 いばらきの食育・健康づくりホームページ ② 

33 保健福祉部 子ども家庭課 「子育て家庭優待制度」ホームページ ②④ 

34 保健福祉部 長寿福祉課 
茨城県保健福祉部長寿福祉課介護保険室 

ホームページ 
④ 

35 保健福祉部 生活衛生課 いばらき食の安全情報ＷｅｂＳｉｔｅ ② 

36 保健福祉部 県立医療大学 茨城県立医療大学公式Ｗｅｂサイト ②④ 

37 保健福祉部 福祉相談センター 茨城県福祉相談センター ③ 
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番

号 
部 局 名 機 関 名 ホームページの名称 

選 定 

基 準 

38 保健福祉部 土浦児童相談所 茨城県土浦児童相談所 ③⑤ 

39 保健福祉部 筑西児童相談所 茨城県筑西児童相談所ホームページ ③ 

40 保健福祉部 動物指導センター 茨城県動物指導センター ④ 

41 商工労働部 産業政策課 産業大県ポータルサイト ①② 

42 商工労働部 産業政策課 産業政策課 ③ 

43 商工労働部 中小企業課 いばらき商店街ポータルサイト ② 

44 商工労働部 観光物産課 
いばらきフィルムコミッション 

ホームページ 
②④ 

45 商工労働部 労働政策課 ジョブカフェいばらきホームページ ④ 

46 商工労働部 工業技術センター窯業指導所 
茨城県工業技術センター窯業指導所 

「匠工房・笠間」ホームページ 
③ 

47 農林水産部 農業政策課 いばらきの農林水産業 ①③ 

48 農林水産部 農業政策課 農業政策課ホームページ ④ 

49 農林水産部 販売流通課 いばらき食と農のポータルサイト ②④ 

50 農林水産部 水産振興課 水産振興課ホームページ ③ 

51 農林水産部 農村環境課 
茨城のグリーン・ツーリズム 

いばらきで農村体験 
② 

52 農林水産部 農業総合センター 農業総合センターホームページ ④ 

53 農林水産部 
農業総合センター 

山間地帯特産指導所 
山間地帯特産指導所ホームページ ③ 

54 農林水産部 霞ケ浦北浦水産事務所 霞ヶ浦北浦水産振興協議会ホームページ ②④ 

55 土木部 監理課 土木部ホームページ ①② 

56 土木部 河川課 河川課ホームページ ②④ 

57 土木部 公園街路課 
茨城県営都市公園 

オフィシャルウェブサイト 
② 

58 土木部 下水道課 下水道課ホームページ ④ 

59 土木部 土浦土木事務所つくば支所 茨城県の宅地分譲（茨城県売主） ② 

60 土木部 鉾田工事事務所 茨城県鉾田工事事務所ホームページ ③ 

61 土木部 茨城港湾事務所 茨城港 常陸那珂港区ホームページ ③ 

62 土木部 那珂久慈流域下水道事務所 那珂久慈流域下水道事務所ホームページ ③ 

63 土木部 流域下水道水質管理センター 茨城県流域下水道水質管理センター ③ 

64 会計事務局 会計管理課 会計事務局 ① 

65 会計事務局 会計管理課 会計管理課 調度グループ ④ 

66 企業局 企業局 総務課企画経営室 茨城県企業局 ①②④ 

67 病院局 経営管理課 経営管理課ホームページ ① 

68 病院局 県立中央病院 茨城県立中央病院ホームページ ②④ 

69 病院局 県立こころの医療センター 
茨城県立こころの医療センター 

ホームページ 
② 

70 議会事務局 議会事務局 政務調査課 茨城県議会ホームページ ①② 

71 教育庁 総務課 教育委員会ホームページ ①②④ 

72 教育庁 義務教育課 
茨城県いじめ・体罰解消サポートセンター

ホームページ 
③ 

73 教育庁 生涯学習課 いばらきっ子郷土検定ウェブサイト ③ 
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番

号 
部 局 名 機 関 名 ホームページの名称 

選 定 

基 準 

74 教育庁 県北教育事務所 県北教育事務所ホームページ ③ 

75 教育庁 県立図書館 茨城県図書館情報ネットワーク ②④ 

76 教育庁 県近代美術館  茨城県近代美術館Ｗｅｂページ ②④ 

77 教育庁 県近代美術館天心記念五浦分館 茨城県天心記念五浦美術館ホームページ ②④ 

78 教育庁 県陶芸美術館 茨城県陶芸美術館ホームページ ②④ 

79 教育庁 ミュージアムパーク県自然博物館 
ミュージアムパーク自然博物館 

ホームページ 
②④ 

80 教育庁 県教育研修センター 茨城県教育研修センター ⑤ 

81 教育庁 牛久栄進高等学校 牛久栄進高等学校公式ホームページ ②④ 

82 警察本部 県民安心センター 茨城県警察ホームページ ①②④ 

83 警察本部 県民安心センター 茨城県公安委員会ホームページ ⑤ 

84 警察本部 県民安心センター 茨城県警察採用ホームページ ② 

85 行政委員会 選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会ホームページ ④ 

86 行政委員会 監査委員事務局 監査委員事務局ホームページ ⑤ 

87 行政委員会 人事委員会事務局 人事委員会ホームページ ④ 

 

 

（４） 実地監査（予備） 

知事部局，教育庁，警察本部を代表するホームページの運営・管理（ウェブサー 

バ（以下，「サーバ」という。）のみの維持管理を含む）を行っている以下の①～ 

⑤に示す５機関については実地監査（予備）を実施した。 

① 茨城県ウェブアクセシビリティガイドライン等を作成している広報広聴課 

② 県サーバの維持管理を行っている情報政策課 

③ 茨城県教育委員会ホームページの管理運営を行っている教育庁総務課 

④ 教育庁サーバの維持管理を行っている教育研修センター 

⑤ 茨城県警察ホームページの管理運営を行っている警察本部県民安心センター 
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第３ ホームページの概要 

 

   ホームページを管理運営している機関は３５８機関のうち３１６機関３８４ホ

ームページあり，ほとんどの機関が作成している。 

   作成していない機関は，本庁主管課で情報を掲載している出先機関である。 

   主なホームページの設置状況及び特徴，ホームページに関する規程，サーバの管

理形態について，以下のとおり説明する。 

 

 

１ 主なホームページの設置状況及び特徴 

 

（１） 茨城県ホームページ 

 

    ① 設置状況 

      現在，広報広聴課が管理運営を行っている茨城県ホームページ（以下，「県

ホームページ」という。）は，平成７年７月に開設された。 

      開設当初は情報政策課が所管していたが，インターネットによる情報提供

業務は県民情報センターの機能の一部として，平成１１年度に広報広聴課へ

所管替えした。 

      また，平成１２年度に携帯サイトを作成し，平成２０年度にコンテンツ・

マネジメント・システム（以下，「ＣＭＳ」という。）を導入した。その後，

平成２２年度からツイッター，平成２３年度からフェイスブックによる情報

発信を開始している。 

なお，平成２３年度にトップページを含め，広報広聴課管理のページにつ

いてリニューアルを行った。 

 

    ② 特徴 

      トップページについては，「茨城を創る」，「茨城で暮らす」，「茨城で学ぶ」，

「茨城を楽しむ」，「茨城を知る」の５つに分類することで，ユーザビリティ

に配慮するとともに，重要な施策や利用者ニーズの高い情報をより分かりや

すく発信している。 

      また，トップページ上部に本県の四季折々の画像（茨城の風景，茨城の農

産物等）を掲載することや，「いばらきもの知り博士」，「発見いばらき」な

どのコンテンツを掲載することで，効果的に茨城の魅力を発信している。 

さらに，県政ホットニュースや県政トピックスを随時掲載することで，県 

施策の紹介，各種行事，暮らしに役立つ情報など，県民が必要とする情報を 

日々発信している。 
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なお，県ホームページは，広報広聴課が管理運営を行っているトップペ

ージと本庁各課室等及び出先機関が管理運営を行っている個々のホーム

ページがあり，各課室等の情報は，トップページから分野別，組織別に検

索することができる。 

             

（２） 茨城県教育委員会ホームページ 

 

     ① 設置状況 

       教育庁総務課が管理運営を行っている茨城県教育委員会ホームページ 

（以下，「教育委員会ホームページ」という。）は，平成９年１０月に開設

され，その後，必要に応じてリニューアルを行い，最終的には平成２４年

度に全面リニューアルし，現在に至っている。 

 

     ② 特徴 

       トップページについては，「学校教育」，「生涯学習，家庭・地域教育」， 

      「芸術文化・スポーツ」等に分類され，県民の生活に関わりの深い教育施

策や活動，県立学校入試情報，教育関係施設等の情報などを掲載している。 

       また，教育委員会ホームページは，教育庁総務課が教育委員会の本庁各

課から情報提供を受け，一括で管理運営を行っており，各課の情報は，ト

ップページから分野別，組織別に検索することができる。 

             

 （３） 茨城県警察ホームページ 

 

     ① 設置状況 

       警察本部県民安心センターが管理運営を行っている茨城県警察ホーム

ページ（以下，「県警ホームページ」という。）は，平成８年７月に開設さ

れ，その後，必要に応じてリニューアルを行い，最終的には平成２５年度

に全面リニューアルし，現在に至っている。 

 

     ② 特徴 

       トップページについては，「安全安心なくらし」，「交通安全」，「運転免

許」，「事件情報」，「県警の紹介」，「手続・申請」等に分類され，犯罪被害

や交通事故の防止，事件解決に向けた情報提供依頼，事件事故の発生状況

等の県民の安全安心に関わる情報，相談窓口等の情報などを掲載している。 

       また，県警ホームページは，警察本部県民安心センターが，警察本部の

各課等及び各警察署から情報提供を受け，一括で管理運営を行っており，

各警察署の情報は，トップページの「茨城県内の警察署，交番など」から

検索することができる。        
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     【参考】 主なホームページの設置状況 

時 期 内  容 

平成 7 年 7 月 県ホームページ開設 

平成 8 年 7 月 県警ホームページ開設 

平成 9 年 10 月 教育委員会ホームページ開設 

平成 21 年 3 月 県ホームページにＣＭＳ導入 

平成 23 年 5 月 県ホームページトップページリニューアル 

平成 24 年 4 月 教育委員会ホームページ全面リニューアル 

平成 25 年 4 月 県警ホームページ全面リニューアル 

 

 

 ２ ホームページに関する規程 

 

 （１） ホームページに関する要領等 

ホームページを作成，運用するための要領，ガイドラインなどの規程の整備

状況は，次のとおりである。 

 

    ① 県が運営する全てのホームページに関するもの 

      広報広聴課では次の指針等を定めている。 

     ○「Web アクセシビリティ指針」 

       日本工業規格（JIS X 8341-3）を踏まえ，ウェブアクセシビリティに配 

慮した情報提供を行うため，ホームページの作成を行う際に留意する点を 

定めたもの。 

 

     ○「茨城県ウェブアクセシビリティガイドライン」 

       日本工業規格（JIS X 8341-3）を踏まえ，ウェブアクセシビリティに配

慮した情報提供を行うため，ホームページの作成を行う際守るべき又は注

意すべき事項を定めたもの。 

 

     ○「茨城県ホームページ修正マニュアル」 

       「茨城県ウェブアクセシビリティガイドライン」を基に，ホームページ

を作成する際に，ウェブアクセシビリティの観点から，特に気をつけるべ

き事柄や，現ページの修正方法について解説したもの。 
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    ② 県ホームページに関するもの 

①に加え，広報広聴課では次の要領を定めている。 

     ○「インターネット情報の管理事務処理要領」 

       県ホームページにおいて提供する県政情報の管理に関し，必要な事項を 

定めたもの。 

 

    ③ 教育委員会ホームページに関するもの 

      ①に加え，教育庁総務課では次の要項を定めている。 

○「茨城県教育委員会ホームページ運営要項」 

  広く茨城の教育関係情報を配信し，情報提供サービスの向上を図るため 

に必要な事項を定めたもの。 

                            

 ④ 県警ホームページに関するもの 

①に加え，警察本部県民安心センターでは次の要領を定めている。 

     ○「茨城県警察ホームページ運用要領」 

       茨城県警察における広報活動を効果的に推進するために，ホームページ 

の運用に関し必要な事項を定めたもの。 

 

規  程 所管課 施行日 最終改正日 

Web アクセシビリティ指針 
知事直轄 

広報広聴課 

平成 19 年 

1 月 16 日 
－ 

茨城県ウェブアクセシビリ 

ティガイドライン 
同 上 

平成 22 年 

3 月 25 日 

平成 25 年 

3 月 15 日 

茨城県ホームページ修正マニ

ュアル 
同 上 

平成 26 年 

6 月 25 日 
－ 

インターネット情報の管理

事務処理要領 
同 上 

平成 11 年 

4 月 1 日 

平成 13 年 

9 月 17 日 

茨城県教育委員会ホームペ

ージ運営要項 

教育庁 

総務課 

平成 9年 

2 月 20 日 

平成 21 年 

4 月 1 日 

茨城県警察ホームページ運

用要領 

警察本部 

 県民安心セ 

ンター 

平成 26 年 

8 月 1 日 
－ 
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（２） 情報セキュリティに関する規程 

ホームページに関する情報セキュリティに係る規程の整備状況は，次のとお

りである。 

 

規  程 所管課 施行日 最終改正日 

茨城県情報セキュリティ基本方

針を定める規程 

企画部 

 情報政策課 

平成 25 年 

4 月 1 日 

平成 26 年 

6 月 12 日 

茨城県情報セキュリティ対策基

準を定める要項 
同 上 

平成 19 年 

7 月 1 日 

平成 25 年 

4 月 1 日 

情報セキュリティ委員会設置要項 同 上 
平成 19 年 

7 月 1 日 

平成 25 年 

4 月 1 日 

情報セキュリティ管理事務局設

置要領 
同 上 

平成 19 年 

7 月 1 日 
－ 

部局情報セキュリティ管理事務

局長等会議設置要項 
同 上 

平成 20 年 

6 月 9 日 

平成 25 年 

4 月 1 日 

茨城県県立学校情報セキュリテ

ィ対策基準を定める要項 

教育庁 

総務課 

平成 24 年 

4 月１日 

平成 25 年 

7 月 24 日 

茨城県警察情報セキュリティに

関する訓令 

警察本部 

 情報管理課 

平成 19 年 

3 月 30 日 

平成 20 年 

8 月 22 日 

警察情報システムの情報セキュ 

リティ要件について 
同 上 

平成 26 年 

3 月 12 日 
－ 

茨城県警察情報セキュリティ委 

員会運営要綱の制定について 
同 上 

平成 19 年 

3 月 30 日 
－ 

 

  

３ サーバの管理形態 

 

   ホームページの情報提供は，知事部局のほとんどの機関や警察本部では情報政策

課が維持管理しているサーバを，教育庁では教育研修センターが維持管理している

サーバを多くの機関で使用しているが，一部の機関では外部委託等により独自サー

バを使用している。 

   また，ホームページの作成にあたっては，多くの機関でホームページ作成用のソ

フトを使用し，独自の仕様により作成している。 

   一方，少数ではあるがＣＭＳにより作成している機関もある。 
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第４ 監査結果 

 

 

１ 総括的事項 

 

ホームページの管理運営について，以下の着眼点に沿って監査を実施した。 

 

○ 要綱・要領等の整備状況について   

      要綱・要領等に基づき適切に管理及び運営が行われているか。 

○ ホームページの更新状況について   

    適宜，適切に更新が行われているか。 

○ 行政情報等の提供について        

行政情報等の提供は，適切かつ効果的に行われているか。 

○ 維持管理の状況について        

保守等の維持管理は適切に行われているか。 

 

（１） 監査結果 

 

監査の結果，各機関とも全体としては概ね適切なホームページの管理運営が行われ

ていると認められた。 

一方で，要綱・要領等の整備状況，ホームページの更新状況，行政情報等の提供， 

維持管理の状況等において，以下に示すようなホームページの管理運営が十分とは言 

い難い事例が見受けられた。 

 

 

① 要綱・要領等の整備状況について 

県の各機関が運営するホームページ（以下，「県が運営するホームページ」とい

う。）にあっては，「Ｗｅｂアクセシビリティ指針」（以下，「指針」という。）及

び「茨城県ウェブアクセシビリティガイドライン」（以下，「ガイドライン」とい

う。）に配慮して作成された情報が，「インターネット情報の管理事務処理要領」

（以下，「事務処理要領」という。）によって発信されている。 

しかし，ホームページの管理運営にあたっては，各機関で要綱・要領を独自に整

備することが必要と思われるが，約６割の機関で整備されていなかった。 

また，要綱・要領が整備されている場合であっても，担当者や責任者，セキュリ

ティに関する事項などについては規定されているものの，掲載すべき情報の基準や

掲載内容の点検頻度などについての規定がないものが多く見受けられた。 
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ホームページを管理する担当者については，概ね定められており，事務分担表へ

の記載についても，直接的な表記ではないまでも他業務の分掌の一環等としての記

載を含めるとほとんどの機関で行われていた。 

なお，ホームページに情報を掲載するにあたって，約９割の機関が事前に所属長

等の決裁手続きを行っていたが，約１割の機関では情報発信には迅速さが求められ

るとの考えや掲載する情報の内容等を考慮して，事前の所属長等の決裁手続きを行

っていなかった。 

ホームページを管理する職員は，必要に応じ約４割がホームページ作成やセキュ

リティ等に関する研修を受講しており，研修を受講していない職員については，必

要な知識や技術があるため研修を受講しなくても支障なくホームページの管理運営

を行っているとの回答がほとんどであった。 

 

 

② ホームページの更新状況について 

ホームページの更新については，約９割の機関で職員が行っていたが，ホームペ

ージの全面リニューアルなどを行う場合は，外部業者に委託していた機関もあった。 

    ホームページの更新頻度については，掲載内容の追加や変更のほか，イベント開

催日の変更等の簡易なものも含めると月に１回以上何らかの更新を行っていると回

答した機関が約８割あった。 

一方で，ごく一部ではあるが，１年以上更新を全く行っていないと回答した機関 

もあった。 

 

 

③ 行政情報等の提供について 

ホームページへの所属名，電話番号等のいわゆる基本情報の掲載については，ほ

とんどの機関で行われていた。 

行政情報等の掲載内容の点検については，約５割の機関が月に１回以上の点検を

行っていると回答しているものの，中には募集期間の終了した募集案内や開催時期

が経過したイベント案内等の情報，掲載時期の記載がなくいつの情報か分からない

もの，最新のものに更新すべき情報，リンク先に接続できないもの，組織名称の誤

りなど，時間の経過とともに整理・分類し直すべき情報が修正されないままになっ

ている事例が多く見受けられた。 

また，ホームページによる情報発信に際し，アクセシビリティに配慮するよう定

めた指針やガイドライン等があるにもかかわらず，知識及び技術がない，検討する

機会がなかった等といった理由でアクセシビリティへの取り組みを全く行っていな

い機関が約２割あった。 
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④ 維持管理の状況について 

ホームページの管理運営については，約９割の機関が直営で行っていた。 

サーバについては，知事部局等の多数の機関や警察本部では情報政策課が維持管理 

を行っているサーバを使用しており，教育庁では基本的に教育研修センターで維持

管理を行っているサーバを使用していた。 

一方で，独自サーバを使用している機関も約１割あった。 

サーバを維持管理している機関については，定期的にバックアップデータを作成

し，サーバのセキュリティ対策として，ほとんどの機関がウィルス対策ソフトを導

入し，常に最新のものに更新しているとの回答であったが，中には全く導入してい

ない，もしくは，年に１回程度しかソフトの更新を行っていないと回答した機関も

あった。 

ホームページを更新等する際，サーバへアクセスするために必要なログインＩＤ

（以下，「ＩＤ」という。），パスワードについては，ほとんどの機関で適切に管理が

行われていたが，中には事前にパスワードをパソコンに記憶させ，その都度パスワ

ードの入力をせずとも誰でもアクセスできるといった事例も見受けられた。 

 

 

⑤ その他 

ホームページの管理運営を行ううえでアクセス件数を把握し，利用状況を踏まえ

た効果の検証を行うことは重要であるが，中にはアクセス件数を「不明」と回答し，

ホームページの利用状況の把握を行っていない事例が見受けられた。 

また，県が運営するホームページについては，その多くに各機関独自のデザイン

等による創意工夫が見られたが，中には機関名の表示がないもの，県が運営するホ

ームページであることが判別できないもの，同一機関でありながら課ホームページ

とグループホームページの統一性がないものなどが見受けられた。 
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（２） 改善又は検討が必要な事項 

 

県ホームページは，平成７年度に運用を開始し，以来，利用者が必要とする様々な

情報を提供しており，内容を充実させるとともに，利用者のニーズにあった情報発信

に努めてきたところであり，平成２３年度に策定された「第６次茨城県行財政改革大

綱」においては，県庁改革における県民サービス向上の一手段として，県民が必要と

する県政情報を適時適切に発信するとしているところである。 

このような状況の中で，県ホームページが運用開始から今年度で２０年という節目

の年を迎えたことに鑑み，利用者へのサービス向上の一手段として，各機関における

ホームページの管理運営が適切かつ効果的に行われているかについて監査を実施した

ものである。 

監査の結果，各機関とも全体としては概ね適切なホームページの管理運営が行われ

ていることが確認できた。 

ホームページは適時更新されるものであり，県が運営するホームページが利用者と

行政との情報共有の場として有効に機能するため，県が運営するホームページが果た

すべき役割は非常に重要である。 

このため，各機関にあっては，利用者のニーズにあった情報発信を組織的かつ持続

的に推進し，利用者誰もがより容易に最新の情報を入手できるよう，ホームページの

管理運営体制の充実を図り，利用者の視点に立った質の高い情報提供がより一層適切

に行われるよう努められたい。 

 

改善又は検討が必要な事項については着眼点ごとに示すので，ホームページに関す

る規程を所管する機関のうち，広報広聴課及び教育庁総務課は，以下の①，②，③，

⑤について，情報セキュリティに関する規程を所管する情報政策課及び教育庁総務課

は，以下の④について，各機関に対し指導徹底を図られたい。 

 

① 要綱・要領等の整備状況について 

       ホームページの管理運営が十分とは言い難い状況は，掲載すべき情報の基準や掲

載内容の点検頻度などのルールを定めた要綱・要領等が十分に整備されていないこ

とに起因するものと考えられる。 

このことから，継続的に適切な管理運営を行っていくために，ガイドラインや事

務処理要領等を踏まえ，掲載すべき情報の基準や掲載内容の点検頻度などのルール

を定めた要綱・要領等の整備を行うこと。 

また，ホームページに掲載する情報については，軽微な内容の更新や迅速な情報

発信が必要であるという理由で事前に所属長等の決裁手続きを行っていない事例が

見受けられた。 
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ホームページに掲載する情報についても，県が作成した「公文書」であり，第三

者には，県が提供する情報として受け取られることから，事前に決裁手続きを行う

こと。 

 

 

② ホームページの更新状況について 

ホームページの更新については，掲載内容によって，内容の追加や変更等の必要が 

ないものもあり，必ずしも更新を必要とするものばかりではないことから，更新頻

度による要否の判断は現実的ではない。 

しかし，ホームページがその機能を効果的に発揮するためには，必要な情報が確

実に提供される必要があり，そのためには適時に更新することが重要である。 

このことから，日時が指定されている情報等については，遅滞なく適時の更新を

行うこと。 

 

 

③ 行政情報等の提供について 

ホームページは，直接県民に広報を行う重要な手段であると同時に，各機関の「顔」 

という一面もあり，常に，正確かつ適時な情報であることが求められる。 

古い情報が掲載されていたり，更新されるべき情報の更新が行われていないことは 

ホームページから情報を入手しようとする利用者の信頼を損ね，利用の減少にもつ

ながる。 

このことから，適時適切に掲載情報の点検を行い，最新の情報提供に努めること。 

また，ホームページによる情報発信に際しては，知識及び技術がない，検討する機 

会がなかった等といった理由でアクセシビリティへの取り組みを全く行っていない

機関があったことから，アクセシビリティに配慮するよう定めた指針やガイドライ

ン等に基づき，アクセシビリティへの取り組みを行うこと。 

 

 

④ 維持管理の状況について 

サーバを維持管理している機関については，セキュリティ対策としてウィルス対策 

ソフトの導入を全く行っていなかったり，年に１回程度しか更新を行っていなかっ

た機関があった。 

このことから，外部からの不正アクセスやウィルスによる侵入等を防止するため，

ウィルス対策ソフト等によりセキュリティ対策を適切に行うこと。 

また，ホームページを更新等する際，サーバへアクセスするために必要なパスワ

ードについて，事前にパスワードをパソコンに記憶させ，その都度パスワードの入

力をせずとも誰でもアクセスできるといった事例も見受けられた。 
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このことから，パスワードは取扱者を限定するなど，厳格な管理が求められるべ

きものであるため，サーバへアクセスするために必要なパスワードを事前にパソコ

ンに記憶させることなく，適切な管理を行うこと。 

 

 

⑤ その他 

ホームページの管理運営を行ううえでホームページの利用状況を踏まえた効果の

検証は必要不可欠であるが，アクセス件数を「不明」と回答し，ホームページの利

用状況の把握を行っていない事例が見受けられたことから，アクセス件数等により

利用状況を把握するとともに，可能な限り利用者からの意見や要望が反映されるホ

ームページの作成を行うこと。 

また，県が運営するホームページについては，その多くに各機関独自のデザイン

等による創意工夫が見られたが，中には機関名の表示がないもの，県が運営するホ

ームページであることが判別できないもの，同一機関でありながら課ホームページ

とグループホームページの統一性がないものなどが見受けられた。 

各ホームページの独自性は尊重すべきであるが，少なくとも県が管理運営するホ

ームページであることや掲載された情報が県の提供によるものであることが容易に

分かるように，最低限の統一性を持たせることは必要であることから，各機関の案

内や所掌事務等の基本的な情報は体裁を統一させるなど，可能な限り統一を図るこ

と。 
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２ 個別項目の監査意見 

 

 （１） 要綱・要領等に基づき適切に管理及び運営が行われているか。 

    ① ホームページを管理する担当者を定めているか。また，事務分担に記載して

いるか。 

     監査の結果，３８４ホームページのうち３０２機関３７０ホームページ 

（９６．４％）が担当者を定めており，１４機関１４ホームページ（３．６％）

が定めていなかった。 

     また，事務分担表へは，２２４機関２８５ホームページ（７４．２％）が記

載しており，９２機関９９ホームページ（２５．８％）が記載していなかった。 

     担当者を定めているか 

項  目 回答数（件） 回答率（％） 

定めている 370 96.4 

定めていない 14 3.6 

（主な理由）：各内容の担当者が掲載，更新を行っているため 

     事務分担表に記載しているか 

項  目 回答数（件） 回答率（％） 

記載している 285 74.2 

記載していない 99 25.8 

（主な理由）： ・担当者を定めていない 

       ・他の分担事務に含まれる 

       ・担当の引き継ぎとして行ってきたため 

 

    【監査意見】 

情報通信技術（ＩＴ）の推進とともに，ホームページは今や県民の生活

に密接に関わってきており，その果たす役割は，非常に大きくなっている。 

各機関のホームページの管理運営は，各機関の長の下に行われていると

ころであるが，掲載情報は，その情報自体が広く社会に及ぼす影響を鑑みる

と，更新漏れや誤った掲載があってはならず，適切な管理運営が要求される。 

このことから，各機関においては，ホームページを活用した情報公開及

び情報提供を推進するとともに，ホームページの管理運営を適切に行うため，

担当者を定められたい。 

また，ホームページ管理担当者がその担当する事務を円滑に行えるよう

担当する事務の内容を事務分担表または校務分掌に明記し，役割を明確化さ

れたい。 



- 19 - 
 

    ② ホームページに掲載する情報について，事前に所属長の決裁を受けているか。 

     監査の結果，３８４ホームページのうち２９５機関３５９ホームページ 

（９３．５％）が決裁を受けており，２１機関２５ホームページ（６．５％）

が決裁を受けていなかった。 

項  目 回答数（件） 回答率（％） 

決裁を受けている 359 93.5 

決裁を受けていない 25 6.5 

（主な理由）： ・定型的，定例的な内容であるため 

       ・事後に口頭で報告をしているため 

       ・迅速性が要求されるため 

 

    【監査意見】 

ホームページの内容は，広く一般に公開されるものであることから，掲

載内容が利用者に及ぼす影響は大きいといえる。各機関においては，責任体

制を明確にし，適切な情報を提供するため，その内容にかかわらず事前に決

裁を受けられたい。 

 

③ ホームページを管理する職員に必要な研修を受講させているか。 

     監査の結果，３８４ホームページのうち１３７機関１７１ホームページ 

（４４．５％）が受講させており，１７９機関２１３ホームページ（５５．５％）

が受講させていなかった。 

項  目 回答数（件） 回答率（％） 

研修を受講させている 171 44.5 

研修を受講させていない 213 55.5 

（主な理由）： ・必要な知識を持ち合わせている 

・通常業務が多忙なため 

       ・日程の都合がつかなかった 

       ・全て外部に委託している 

 

    【監査意見】 

ホームページ管理担当者の知識や技術等に差が生じると，管理している

ホームページの質に差が生じることになるため，ホームページ管理担当者の

資質の向上を図ることは非常に重要である。各機関においては，ホームペー

ジの作成を適切に行うため，担当者に必要な研修を受講させるよう努められ

たい。また，ホームページ担当者以外の職員にも研修を受講させ，ホームペ

ージ作成に技術的なアドバイスができる者を広く育成することも必要であ
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ると考えられるため，今後は担当者のみならず広く受講させることについて

も検討されたい。 

 

 

（２） 適宜，適切に更新が行われているか。 

   ◯ 外部委託に係る事務手続き等は適正に行われているか。 

     監査の結果，平成２３年度から２６年度までの間に，コンテンツの作成を外

部に委託している，もしくは委託を予定しているホームページは，４１機関 

５３ホームページ（１３．８％）あり，委託していない機関は，２７５機関   

３３１ホームページ（８６．２％）あった。 

項  目 回答数（件） 回答率（％） 

外部に委託している 53 13.8 

外部に委託していない 331 86.2 

     外部委託に係る事務手続き等について監査した結果，概ね適正に執行されて

いた。  

 

    【監査意見】 

外部委託に係る事務手続き等については，引き続き，競争性や透明性を

確保するとともに，地方自治法や財務規則など根拠となる法令を遵守し執行

するよう努められたい。 

 

 

（３） 行政情報等の提供は，適切かつ効果的に行われているか。 

   ① トップページに基本情報（機関名及び電話番号）が掲載されているか。 

     監査の結果，３８４ホームページのうち２８１機関３４８ホームページ 

（９０．６％）が掲載されており，３５機関３６ホームページ（９．４％）が

掲載されていなかった。 

項  目 回答数(件) 回答率(％) 

機関名，電話番号ともに掲載 348 90.6 

片方のみ掲載又は両方とも掲載なし 36 9.4 

 機関名のみ掲載 30 7.8 

両方とも掲載されていない 6 1.6 

 

    【監査意見】 

多くの利用者にとって，トップページは最初に閲覧する場所であり，利



- 21 - 
 

用者が掲載されている情報に対して問い合わせを行いたいときに，最初に探

す場所が，トップページであると考えられる。また，高齢者等の情報機器の

取扱いに不慣れな人に対しても対応できるツールとしては，電話が一般的で

あることから，トップページには，基本情報として最低限，機関名及び電話

番号を掲載されたい。 

 

   ② 古い情報やリンク切れ等の点検は行われているか。 

     監査の結果，３８４ホームページのうち２５９機関３１７ホームページ 

（８２．６％）においては，点検が行われており，５７機関６７ホームページ

（１７．４％）は行われていなかった。 

項  目 回答数（件） 回答率（％） 

行われている 317 82.6 

行われていない 67 17.4 

 

    【監査意見】 

実施済みのイベント情報，開催済みの催しの案内，提出期限が過ぎた募

集などの古い情報が掲載されていると，利用者にとって混乱をきたす恐れが

ある。 

このことから，利用者に対し適切な情報を提供するため，古い情報の点

検については，適時適切に情報の点検を行い，最新の情報を提供するよう努

められたい。 

また，リンク先のホームページの閉鎖などの理由によりリンク切れが生

じたままになっているものがあると，これらは，利用者の利便を損なうのみ

ならず，利用者の信頼を損ね利用の減少にもつながる。 

情報政策課のサーバを使用しているホームページについては，平成２７

年３月にＣＭＳを導入する予定であり，リンク切れの点検については自動的

にチェックされることとなるが，それ以外のホームページについては，リン

ク切れの点検を適時適切に行われたい。 

 

   ③ アクセシビリティに配慮した取り組みが行われているか。 

     監査の結果，３８４ホームページのうち２４３機関３１０ホームページ 

（８０．７％）で何かしらの取り組みが行われており，７３機関７４ホームペ

ージ（１９．３％）で全く行われていなかった。 

項  目 回答数（件） 回答率（％） 

行われている 310 80.7 

全く行われていない 74 19.3 
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【取り組まれているアクセシビリティの種別】 

              （複数回答可） 

回答数

（件） 

回答率

（％） 

①フレームを使用していない 179 46.6 

②ホームページのタイトルに，そのホームページの内容が識別で

きるタイトルを付けている 

223 58.1 

③画像にはテキストなどの代替情報を提供している 109 28.4 

④読み上げ機能（ソフトウェア）がある 2 0.5 

⑤読み上げに支障となるスペースや記号を入れていない 82 21.4 

⑥文字サイズは，利用者が変更できるようになっている 98 25.5 

⑦点滅する文字や画像，色を使用していない 226 58.9 

⑧リンク箇所は判別しやすい 225 58.6 

⑨その他 14 3.6 

 

    【監査意見】 

ホームページは，全ての利用者にとって利用しやすく分かりやすいこと

が重要であるが，アクセシビリィティに配慮した取り組みが，全くされてい

ない機関が約２割見受けられた。 

情報政策課のサーバを使用しているホームページについては，平成２７

年３月にＣＭＳを導入する予定であり，アクセシビリティについては自動的

にチェックされることとなるが，それ以外のホームページについては，広報

広聴課で作成しているガイドライン等により，利用する全ての人が容易にホ

ームページを利用できるよう配慮されたい。 

 

④ 外国語による情報提供を行っているか。 

     監査の結果，３８４ホームページのうち１９機関３２ホームページ（８．３％）

が行っており，２９７機関３５２ホームページ（９１．７％）が行っていなか

った。 

項  目 回答数（件） 回答率（％） 

行っている 32 8.3 

行っていない 352 91.7 

 情報提供の必要性検討済 178 46.4 

情報提供の必要性未検討 174 45.3 

 

    【監査意見】 

ホームページで掲載される情報の中には，その内容が県内で生活する外

国人にとって参考になるようなものや，外国人観光客を誘致するためのもの

があると思われる。 
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したがって，そのような情報を外国語によって提供することは望ましい

と考えられることから，該当する機関にあっては，適切な外国語による情報

提供の必要性を検討されたい。 

 

⑤ 個人情報や著作権の保護について配慮しているか。 

     監査の結果，３８４ホームページのうち２９６機関３６４ホームページ 

（９４．８％）が個人情報保護方針や著作権の取扱いについて配慮しており，

２０機関２０ホームページ（５．２％）が配慮していなかった。 

項  目 回答数（件） 回答率（％） 

配慮している 364 94.8 

配慮していない 20 5.2 

 

    【監査意見】 

ホームページに情報を掲載する場合，個人情報や著作権の保護が重要で

ある。個人情報の収集・利用・管理については，「茨城県個人情報の保護に

関する条例」等に基づき，適切に取り扱うとともに，ホームページに掲載さ

れる著作権についても配慮したうえで，個人情報保護方針や著作権の取扱い

について掲載されたい。 

 

   ⑥ 利用者からの意見・要望を受けた際，適切に対応しているか。 

     監査の結果，３８４ホームページのうち利用者からの意見・要望があったホ

ームページは５６機関５８ホームページ（１５．１％）であり，そのすべての

ホームページにおいて適切に対応されていた。 

項  目 回答数（件） 回答率（％） 

適切に対応している 58 100.0 

（主な意見）： ・更新の頻度を上げてほしい 

       ・ファイルが開けない 

       ・内容に誤りや漏れがある 

       ・画面が見づらい，分かりづらい 

 

    【監査意見】 

利用者からの意見・要望に対し適切に対応することは，利用者への信頼

につながる。 

今回の監査では，意見・要望があったすべてのホームページにおいて適

切な対応がとられていたが，今後とも利用者からの意見・要望に対しては，

真摯に対応し，常に適切な対応を図られたい。 
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 （４） 保守等の維持管理は適切に行われているか。 

   ① 外部委託に係る事務手続き等は適正に行われているか。 

     平成２３年度から２６年度までの間に，サーバ等の維持管理を外部に委託し

ている，もしくは委託を予定しているホームページは，３２機関３７ホームペ

ージ（９．６％）あり，委託していない機関は，２８４機関３４７ホームペー

ジ（９０．４％）あった。 

項  目 回答数（件） 回答率（％） 

外部に委託している 37 9.6 

外部に委託していない 347 90.4 

     外部委託に係る事務手続き等について監査した結果，概ね適正に執行されて

いた。  

 

    【監査意見】 

外部委託に係る事務手続き等については，引き続き，競争性や透明性を

確保するとともに，地方自治法や財務規則など根拠となる法令を遵守し執行

するよう努められたい。 

 

   ② サーバのセキュリティ対策は適切に行われているか。 

     ３８４ホームページのうち各機関でサーバが管理されている３９機関４３

ホームページ（１１．２％）についてウィルス対策ソフトの導入・更新状況に

ついて確認した。 

監査の結果，３７機関４１ホームページ（９５．３％）が導入・更新をして

いたものの，２機関２ホームページ（４．７％）では，導入していないか，又

は導入していても１年に１回程度しか更新していないものがあった。 

項  目 回答数（件） 回答率（％） 

導入し常に最新に更新している 41 95.3 

導入していない又は更新していない 2 4.7 

 

    【監査意見】 

コンピュータウィルスによる被害では，情報の漏えいや内容の改ざん等

が考えられる。また，ウィルスは感染した機器だけでなく，他の機器へも感

染を拡大させる恐れがある。 

これらの被害を防ぐため，ウィルス対策ソフトを導入することは，いう

までもないが，導入しただけでは，ウィルスが日々新たに発生・進化してい

る現状では，対応できない。そのため，ウィルス対策ソフトは常に最新のも
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のに更新し，ウィルスからの脅威に万全の対応を図られたい。 

 

   ③ バックアップは適切に行われているか。 

     ３８４ホームページのうち各機関でサーバが管理されている３９機関４３

ホームページ（１１．２％）についてサーバのバックアップの状況について確

認した。 

監査の結果，３９機関４３ホームページ（１００．０％）全てでバックアッ

プが行われていた。 

項  目 回答数（件） 回答率（％） 

バックアップが行われている 43 100.0 

 

    【監査意見】 

サーバのデータは，災害等による事故や，外部からの侵入などによる事

件により損失する恐れがある。 

今回の監査では，全ての機関で適切にバックアップが行われていた。引

き続き，バックアップデータを定期的に作成されたい。 

 

   ④ ＩＤ，パスワードの管理は適切に行われているか。 

     監査の結果，更新を他の機関で行っている２ホームページを除く３１４機関

３８２ホームページのうち３０２機関３６８ホームページ（９６．３％）がパ

スワードを定めており，１２機関１４ホームページ（３．７％）が定めていな

かった。 

項  目 回答数（件） 回答率（％） 

パスワードを定めている 368 96.3 

パスワードを定めていない 14 3.7 

 

    【監査意見】 

今回の監査では，パスワードをパソコンに記憶させ，誰でもパスワード

を入力することなくアクセスできる環境の機関が一部に見受けられた。 

サーバへアクセスするためのＩＤやパスワードは，関係者以外の者がサ

ーバへアクセスすることによるホームページの改ざんや情報の漏洩を防ぐ

ために設定されているものであることから，今後は，パスワードをパソコン

に記憶したままにすることなく，その都度入力するといった設定を行ったう

え，ＩＤ，パスワードは適切に管理されたい。 
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（５） その他 

   ① バナー広告を掲載しているか。 

     監査の結果，３８４ホームページのうち４機関５ホームページ（１．３％）

でバナー広告を掲載していた。平成２５年度では，約６９０万円の広告料収入

があった。 

項  目 回答数（件） 回答率（％） 

掲載している 5 1.3 

掲載を検討している 22 5.7 

掲載していない 357 93.0 

（主な理由）： ・掲載希望業者がないと考えるため 

       ・ホームページの目的や性格上，なじまない 

       ・検討したことがない 

 

    【監査意見】 

バナー広告の掲載については，ホームページの開設目的や性質上，導入

が難しい場合もあると考えられるが，県の財政が厳しい状況に鑑み，収入の

確保やその方策を探ることは重要であるため，費用対効果等を踏まえた導入

の必要性について検討されたい。 

 

   ② 県民等が利用しやすく分かりやすいホームページにするための工夫を行っ

ているか。 

     監査の結果，３８４ホームページのうち２８７機関３５０ホームページ 

（９１．１％）で何らかの工夫が行われていた。しかし，中には工夫をしてい

ないと回答した機関もあった。 

項  目 回答数（件） 回答率（％） 

工夫を行っている 350 91.1 

 

    【監査意見】 

ホームページは情報発信のツールであり，利用者にとって利用しやすく

分かりやすいことが大切である。 

今回の監査では，写真や図表を取り入れたり，文字の大きさや色の設定

に配慮したりする等，利用者に分かりやすく見やすいように工夫しているホ

ームページが多く見受けられた。ホームページの作成にあたっては，このよ

うに利用者の視点に立ち，今後とも利用しやすく分かりやすいホームページ

にするための工夫に努められたい。 
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   ③ ホームページの管理運営にあたり，課題や問題点を把握しているか。 

     監査の結果，３８４ホームページのうち２８２機関３２９ホームページ 

（８５．７％）が把握していた。しかし，中には課題等がないと回答した機関

もあった。 

項  目 回答数（件） 回答率（％） 

課題等を把握している 329 85.7 

 

    【監査意見】 

今回の監査では，ホームページの管理運営においては担当者の専門的知

識によるところが大きいため，その人材の確保や技術力の継承が困難である

ことや，担当者自身の負担が大きいといった回答が多く見受けられた。 

ホームページの管理運営にあたっては，常に課題や問題点がないかとい

った視点に立ち，課題や問題点を発見した際は，機関全体として捉え，速や

かに解決にあたることが要求される。 

今回の監査結果の総括的事項及び個別項目の監査意見を踏まえ，より利

用者にとって常に利用しやすく分かりやすいホームページの作成を心がけ，

適切な管理運営に努められたい。 



参考資料

384

384

100%

ホームページ名称
ＵＲＬ
開設年月日

　　また，今までの累計のみ把握している場合は，累計欄に累計アクセス数を記載してください。

H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 累計
248 253 265 274 287 276

19,721,523 24,338,425 67,068,402 52,545,489 42,027,441 110,817,114

79,522 96,199 253,088 191,772 146,437 401,511
96 90 87 85 77 47

（３）サーバの形態を記載してください。
項目 回答数 回答率

①情報政策課が管理するサーバ ① 200 52.1%
②教育庁が管理するサーバ ② 129 33.6%
③貴所属が管理する独自のサーバ ③ 54 14.1%
　（その他の内容　…　協議会が管理するサーバ） その他 1 0.3%

（４）平成27年3月に情報政策課は，現在管理している（３）①のサーバをクラウドサービスへ移行する
　　 予定です。移行後のサーバ利用は，どれを予定していますか。

項目 回答数 回答率
①クラウドサービスを利用する ① 202 52.6%
②教育庁が管理するサーバを利用する ② 130 33.9%
③貴所属が管理する独自のサーバを，引き続き利用する ③ 50 13.0%
　（その他の内容　…　協議会が管理１，ホームページの廃止１） その他 2 0.5%

（１）ホームページの運用管理にあたって要綱・要領を定めていますか。
項目 回答数 回答率
① 166 43.2%
② 218 56.8%

項目 回答数 回答率
① 370 96.4%
② 14 3.6%

年　度
ホームページ数（件）

アクセス数合計
アクセス数平均
不明・記録なし

①定めている
②定めていない

監査基準日：平成26年4月1日

（１）ホームページの名称，ＵＲＬ及び開設年月日を記載してください。

1　基本情報について

　　なお，開設年月日が不明な場合は，「不明」と記載してください。

　　　　　　　　　－
　　　　　　　　　－
　　　　　　　　　－

（２）当該ホームページの過去５年間の年間アクセス件数（トップページ）を記載してください。

　　アクセス件数を把握していない場合は，該当年度に不明と記載してください。

２　ホームページの管理・運営について

①定めている
②定めていない

（２）ホームページを管理する担当者を定めていますか。

１ 行 政 監 査 調 書 集 計 結 果

行政監査テーマ「ホームページの管理運営について」

監査対象件数

回収件数

回収率
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（３）ホームページに関する事務を事務分担（平成26年4月1日時点）に記載していますか。
項目 回答数 回答率
① 285 74.2%
② 99 25.8%

（４）ホームページの作成にあたり，貴所属独自に作成したホームページ作成マニュアルはありますか。
項目 回答数 回答率

①ある ① 79 20.6%
②ない

② 305 79.4%

（５）省略

（６）ホームページに掲載する情報について，事前に所属長等に承認（決裁）手続きを行っていますか。
項目 回答数 回答率

①承認（決裁）手続きを行っている ① 359 93.5%
②承認（決裁）手続きを行っていない ② 25 6.5%

（７）（６）で「①承認（決裁）手続きを行っている。」を選択した所属のみ回答してください。
　　　承認（決裁）は誰が行っていますか。

項目 回答数 回答率
①所属長 ① 281 78.3%
②課長補佐（総括）又は次長（総括担当），事務長等 ② 19 5.3%

　　　　　③掲載情報等を所管する担当グループ（課）の課長（補佐）等 ③ 39 10.9%
④その他 ④ 20 5.6%

（８）平成２５年度中に，ホームページに掲載する（掲載している）情報について，所属長等から担当者等
　　 に，何らかの指示等を行ったことがありますか。

項目 回答数 回答率
①指示あり ① 211 54.9%
②指示なし ② 173 45.1%

（９）ホームページを管理する職員に必要な研修（ホームページ作成研修，セキュリティ研修）を受講さ
　　せていますか。

項目 回答数 回答率
①受講させている ① 171 44.5%
②受講させていない ② 213 55.5%

３　ホームページコンテンツの更新について

（１）コンテンツの更新は，職員が行っていますか。平成23年度から26年度までの期間に外部業者に
　　 委託したことがある又は予定がある場合は，「②外部業者に委託している」を選択してください。

項目 回答数 回答率
①職員が行っている ① 331 86.2%
②外部業者に委託している ② 53 13.8%

（２）（１）で「②外部業者に委託している」を選択した所属のみ回答してください。
　　 平成23年度以降に委託した年度ごとに，その委託費用（円／年）を記載してください。
　　 なお，平成26年度については，当初予算額を記載してください。（外部委託の費用のみ記載し，
　　 担当者が使用するホームページ作成用ソフトの購入費用は含めません。）

　　 ※サーバの維持管理と一体的に委託しており，金額を区分できない場合は，該当年度の委託金額
　　　　は５（２）に記載してください。

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度
39 39 41 35
22 22 24 23

42,810,948 67,500,581 14,620,631 12,396,792

2,518,291 3,970,622 860,037 1,033,066

②記載していない

ホームページ数　　　（件）
年度

うち維持管理に含む
委託金額合計（税込）　　（円）
委託金額平均（税込）　　（円）

（①のうち運用管理要綱・要領の中で規定　2）

①記載している
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（３）ホームページの更新頻度を選択してください。 （平成２５年度の状況を記載してください。）
項目 回答数 回答率

①半月に１回以上　　　②月に１回以上　　③四半期に１回程度　　　 ① 160 41.7%
④半年に１回程度　　　⑤年に１回程度 ② 138 35.9%
⑥１年以上更新を行っていない ③ 57 14.8%

④ 17 4.4%
　（その他の内容　…　H26.3.1開設のため更新していない） ⑤ 7 1.8%

⑥ 4 1.0%
その他 1 0.3%

（４）ホームページの最新更新日はいつですか。

－

４　ホームページの掲載内容について

（１）貴所属のトップページに次の基本情報を掲載していますか。該当する情報全てについて○をつけて
　　 ください。

①所属名　　②所在地　　③電話番号　　④FAX番号　　⑤電子メールアドレス　　⑥更新年月日
項目 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

回答数 377 343 351 316 264 227
回答率 98.2% 89.3% 91.4% 82.3% 68.8% 59.1%

（２）貴所属のホームページにはどのような情報を掲載していますか。該当する情報を全て選択し，
　　 ○をつけてください。

　 ①事務所案内（案内図，住所，連絡先等） ⑩県産品の観光等の情報
②組織の事務分掌（業務案内等を含む） ⑪広報誌，定期刊行物，印刷物等の情報
③重要施策，制度等の情報 ⑫各種様式等ダウンロードサービス
④審議会等の附属機関に関する情報 ⑬電子申請
⑤研究成果等の各種技術情報 ⑭電子入札システム，電子調達システム
⑥災害等の緊急情報 ⑮入札情報（入札等の結果情報を含む）
⑦イベント（行事）情報 ⑯その他
⑧各種試験案内
⑨各種統計情報

項目 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
回答数 353 238 220 53 88 106 300 117
回答率 91.9% 62.0% 57.3% 13.8% 22.9% 27.6% 78.1% 30.5%
項目 ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯

回答数 189 37 161 217 41 16 43 75
回答率 49.2% 9.6% 41.9% 56.5% 10.7% 4.2% 11.2% 19.5%

（３）ホームページ掲載内容について，期限切れの情報が掲載されていないか，リンク切れのページが
　　 ないか等の点検を行っていますか。

項目 回答数 回答率
①行っている ① 356 92.7%
②１年以上行っていない ② 28 7.3%

（４）（３）で「①行っている」を選択した所属のみ回答してください。実施している点検内容を全て選択して
　　 ください。

項目 回答数 回答率
①更新・削除または追加する情報はないか ① 346 90.1%
②リンク切れはないか ② 308 80.2%
③掲載情報に誤りはないか ③ 308 80.2%
④その他 ④ 7 1.8%

最新更新日
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（５）（３）で「①行っている」を選択した所属のみ回答してください。 項目 回答数 回答率
　　 掲載情報の点検は誰が行っていますか。 ① 251 70.5%
　 ①ホームページを管理する担当者 ②当該情報の担当者 ② 74 20.8%

③その他 ③ 31 8.7%

（６）（３）で「①行っている」を選択した所属のみ回答してください。 項目 回答数 回答率
　　掲載情報の点検の実施頻度を選択 してください。 ① 65 18.3%

※平成２５年度の状況を記載してください。 ② 100 28.1%
③ 82 23.0%

①半月に１回以上 ②月に１回以上　　　　③四半期に１回程度 ④ 50 14.0%
④半年に１回程度　 ⑤年に１回程度 ⑤ 58 16.3%
　（その他の内容　…　H26.3.1開設のため点検していない） その他 1 0.3%

（７）ホームページ作成にあたり，アクセシビリティへの取り組みは行っていますか。
項目 回答数 回答率

①行っている ① 303 78.9%
②行っていない ② 81 21.1%

（８）（７）で「①行っている」と回答した所属のみ回答してください。
　　 取り組み内容を全て選択し，該当する番号に○を記載してください。

項目 回答数 回答率
①フレームを使用していない ① 179 46.6%

② 223 58.1%
③画像にはテキストなどの代替情報を提供している ③ 109 28.4%
④読み上げ機能（ソフトウェア）がある ④ 2 0.5%
⑤読み上げに支障となるスペースや記号を入れていない ⑤ 82 21.4%
⑥文字サイズは，利用者が変更できるようになっている ⑥ 98 25.5%
⑦点滅する文字や画像，色を使用していない ⑦ 226 58.9%
⑧リンク箇所は判別しやすい ⑧ 225 58.6%
⑨その他 ⑨ 14 3.6%

（９）ホームページ作成にあたり，ユーザビリティへの取り組みは行っていますか。
項目 回答数 回答率

①行っている ① 319 83.1%
②行っていない ② 65 16.9%

（10）（９）で「①行っている」と回答した所属のみ回答してください。
　　　取り組み内容を全て選択し，該当する番号に○を記載してください。

項目 回答数 回答率
①検索機能がある ① 73 19.0%
②サイトマップがある ② 123 32.0%
③操作案内（ヘルプ）がある ③ 16 4.2%
④すべてのページからトップページに戻れるようになっている ④ 269 70.1%
⑤添付ファイルには，ファイル形式及び容量を掲載している ⑤ 92 24.0%
⑥その他 ⑥ 31 8.1%

（11）外国語による情報提供は行っていますか。
項目 回答数 回答率

①行っている ① 32 8.3%
②行っていない ② 352 91.7%

言語 英語 中国語 韓国語 ドイツ語 フランス語 ロシア語 スペイン語 ポルトガル語

回答数 31 11 10 0 0 0 5 5
言語 タイ語 インドネシア語 タガログ語

回答数 5 4 5

②ホームページのタイトルに，そのホームページの内容が識別できるタイトルを付けている

その他
ペルシャ語　１
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（12）ホームページへの掲載内容については，個人情報や著作権の保護について配慮していますか。
項目 回答数 回答率

①配慮している ① 382 99.5%
②配慮していない ② 2 0.5%

（13）当該ホームページから，県民からの意見要望の受信は可能ですか。
（電話，手紙等による場合を含む） 項目 回答数 回答率

　　 ①受信可能 ① 206 53.6%
②受信不可能 ② 178 46.4%

（14）過去３年以内に，県民から意見（要望）・苦情がありましたか。
項目 回答数 回答率
① 58 15.1%

①意見要望あり ②意見要望なし ② 326 84.9%

５　維持管理について

（１）当該ホームページの維持管理は，委託していますか。平成23年度から26年度までの期間で委託
　　 したことがある又は予定がある場合は，「②委託している」を選択してください。

項目 回答数 回答率
①委託していない ① 347 90.4%
②委託している ② 37 9.6%

（２）（１）で「②委託している」を選択した所属のみ回答してください。
　　 平成23年度以降に委託した年度ごとに，その委託費用（円／年）を記載してください。

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度
31 32 36 37

55,983,697 171,751,757 231,498,738 233,841,196

1,805,926 5,367,242 6,430,521 6,320,032

（３）サーバのバックアップデータを定期的に作成するようにしていますか。
サーバを管理している所属のみ回答してください。 項目 回答数 回答率

① 43 100.0%
①作成している ② 0 0.0%
②作成していない

（４）サーバのセキュリティ対策として，ウィルス対策ソフトを導入（更新）していますか。
サーバを管理している所属のみ回答してください。 項目 回答数 回答率

① 41 95.3%
①常に最新のものに更新している ② 0 0.0%
②半年に１回程度確認し，更新している ③ 1 2.3%
③１年に１回程度確認し，更新している ④ 0 0.0%
④導入後，１年以上更新していない ⑤ 1 2.3%
⑤導入していない

（５）ホームページの更新を行う際の端末（パソコン）について，回答してください。
項目 回答数 回答率

①特定の端末（専用端末）でのみ行うようにしている ① 148 38.5%
②特定の端末（担当者パソコン）で行うようにしている ② 223 58.1%
③特に指定をしていない ③ 13 3.4%

　　 なお，平成26年度については，当初予算額を記載してください。

年度
ホームページ数　　　（件）

委託金額合計（税込）　　（円）
委託金額平均（税込）　　（円）
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（６）更新の際のＩＤ及びパスワードを知っている者について回答してください。
項目 回答数 回答率

①担当者のみ ① 155 40.6%
②担当者と副担当者 ② 92 24.1%
③担当者及び直属上司 ③ 32 8.4%
④担当者，副担当者，直属上司 ④ 39 10.2%
⑤グループ員全員 ⑤ 16 4.2%
⑥所属職員全員 ⑥ 15 3.9%
⑦その他 ⑦ 33 8.6%

６　その他

（１）当該ホームページに，バナー広告は掲載していますか。
項目 回答数 回答率

①掲載している ① 5 1.3%
②掲載を検討している ② 22 5.7%
③掲載していない ③ 357 93.0%

（２）（１）で「①掲載している」を選択した所属のみ回答してください。

H23年度 H24年度 H25年度
5,321,487 6,064,550 6,881,849

（３）当該ホームページ以外に電子媒体により情報提供している場合は，該当する番号全てに○を記入
　　 してください。
　 ①携帯サイト　　②メール配信　　③ブログ　　④動画サイト　　⑤Twitter　　⑥Facebook

⑦mixi　　　⑧その他

項目 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
回答数 54 71 33 10 43 28 0 4

※⑧に○をつけた場合は，以下に具体的に記入してください。

（４）貴所属において，ホームページの管理運営に当たって県民等が利用しやすく分かりやすいホーム
　　　ページにするために，特に工夫や配慮していることを記載してください。

（５）貴所属において，ホームページの管理運営に当たっての課題や問題点等を記載してください。
　　 併せて，その課題や問題点等に対する対応方法を記載してください。

（主な工夫）
　・写真等を取り入れてわかりやすくしている
　・文字，背景，色など画面構成を見やすくしている
　・階層数を少なくし目的の情報へ到達しやすくしている

（主な課題や問題点等）
　・担当者の負担が大きい
　・専門的知識を持った人材の確保が必要である
　・担当者の異動の際の技術力の継承が困難である

⑧の内容
LINE，微博（中国語版Twitter），他サイトから電子書籍等の提供
（ibaraki ebooks)　http://www.ibaraki-ebooks.jp/

広告料収入額　（円）
年度

　　　過去３年間の広告料収入額（円／年）を記載してください。

- 33 -



２　監査対象機関ホームページのＵＲＬ一覧

№ 機関名 ホームページ名称 URL
1 知事直轄　政策審議室 政策審議室ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/bugai/seisaku/seisaku.htm

2 知事直轄　政策審議室（立地推進室） いばらきの工業団地 http://www.indus.pref.ibaraki.jp/
3 知事直轄　政策審議室（立地推進室） 茨城県総務部土地販売推進本部ホームページ http://www.indus.pref.ibaraki.jp/tochi_info/

4 知事直轄　秘書課 秘書課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/bugai/hisyo/hisyo.htm

5 知事直轄　広報広聴課 茨城県ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/
6 知事直轄　広報広聴課 広報広聴課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/bugai/koho/public/

7 知事直轄　広報広聴課 いばキラＴＶ http://www.ibakira.tv/
8 知事直轄　女性青少年課 女性青少年課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/bugai/josei/

9 知事直轄　国体推進課 国体推進課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bugai/kokutai/

10 知事直轄　国体推進課 いきいき茨城ゆめ国体ホームページ http://www.ibarakikokutai2019.jp/
11 知事直轄　国際課 国際課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/kokuko/kokuko.htm

茨城県多言語ホームページ（英語） http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/kokuko/en/index.htm

茨城県多言語ホームページ（中国語） http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/kokuko/ch/index.htm

茨城県多言語ホームページ（ポルトガル語） http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/kokuko/po/index.htm

12 知事直轄　国際課 茨城県多言語ホームページ（タイ語） http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/kokuko/th/index.htm

茨城県多言語ホームページ（韓国語） http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/kokuko/kr/index.htm

茨城県多言語ホームページ（タガログ語） http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/kokuko/ta/index.htm

茨城県多言語ホームページ（スペイン語） http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/kokuko/es/index.htm

茨城県多言語ホームページ（インドネシア語） http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/kokuko/in/index.htm

13 知事直轄　国際課 上海事務所ホームページ http://www.shanghai.pref.ibaraki.jp/
14 東京事務所 茨城県東京事務所ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/bugai/tokyo/

15 東京事務所 茨城県人会連合会ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/bugai/tokyo/kenjinkaitop.html

16 総務部　行財政改革・地方分権推進室 総務部行財政改革・地方分権推進室ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/gyobun/gyobun.htm

17 総務部　総務課 総務部ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/

18 総務部　出資団体指導・行政監察室 出資団体指導・行政監察室ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/syussi/syussi.htm

19 総務部　総務課 総務部総務課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/somu/somu.htm

20 総務部　総務課 私学振興室ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/somu/private_school/

21 総務部　人事課 人事課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/jinji/jinji.htm

22 総務部　財政課 財政課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/zaisei/zaisei.htm

23 総務部　管財課 総務部管財課 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/kanzai/kanzai.htm

24 総務部　税務課 県税のホームページ〔茨城県総務部税務課〕 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/zeimu/zeimu.htm

25 総務部　総務事務センター 総務事務センターホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/soumu/soumujimu/

26 総務部　市町村課 市町村課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/chiho/chiho.htm

27 総務部　県民センター総室 県民センター総室ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/soumu/sousitu/

28 自転車競技事務所 取手競輪場 http://www.toride-keirin.com/
29 自治研修所 茨城県自治研修所ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/soumu/jichiken/

30 県北県民センター 県北県民センターホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/kenmin/kenhoku/

31 鹿行県民センター 鹿行県民センター http://www.pref.ibaraki.jp/kenmin/rokko/

32 県南県民センター 県南県民センターホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/kenmin/kennan/

33 県西県民センター 県西県民センター http://www.pref.ibaraki.jp/kenmin/kensei/

34 企画部　企画室 企画部ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/kikaku/

35 企画部　企画課 企画課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/kikaku/kikakuka/

36 企画部　企画課 いばらきの公共交通 http://www.koutsu-ibaraki.jp/
37 企画部　企画課 水郡線の旅 http://www.suigunsen.jp/
38 企画部　情報政策課 情報政策課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/kikaku/jyosei/

39 企画部　情報政策課 茨城県　申請・届出様式ダウンロードサービス http://www.pref.ibaraki.jp/yoshiki/top.htm

40 企画部　情報政策課 茨城県高度情報化推進協議会ホームページ http://www.it-ibaraki.jp/
41 企画部　水・土地計画課 水・土地計画課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/kikaku/mizuto/index.html

42 企画部　地域計画課 いばらき地域づくりねっと http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/kikaku/chikei/chikeitop.htm

43 企画部　地域計画課 いばらき北関.com http://www.ibaraki-kitakan.com/
44 企画部　事業推進課 事業推進課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/kikaku/jisui/jisui.htm

45 企画部　空港対策課 茨城空港 http://www.ibaraki-airport.net/
46 企画部　空港対策課 茨城空港利用促進等協議会 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/kuko/

47 企画部　つくば地域振興課 つくば地域振興課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/kikaku/tsushin/joshin-n.htm

48 企画部　つくば地域振興課 つくばエクスプレス沿線のまちづくりホームページ http://www.tsukubaexpress-ibaraki.jp/
49 企画部　統計課 いばらき統計情報ネットワーク http://www.pref.ibaraki.jp/tokei/

- 34 -



№ 機関名 ホームページ名称 URL
50 企画部　統計課 茨城県統計協会ホームページ http://www.ibatokei.jp/
51 企画部　科学技術振興課 科学技術振興課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/kagaku/index.html

52 生活環境部　生活文化課 生活環境部ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/

53 生活環境部　生活文化課 生活文化課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/seibun/seibun.htm

54 生活環境部　生活文化課 大好きいばらき生活文化情報ネット http://www.bunkajoho.pref.ibaraki.jp/
55 生活環境部　生活文化課 いばらき安全なまちづくりガイド http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/seibun/seibun/anzen/index.htm

56 生活環境部　生活文化課 大好きいばらき県民会議ホームページ http://www.daisuki-ibaraki.jp/
57 生活環境部　環境政策課 環境いばらき http://www.pref.ibaraki.jp/kankyo/
58 生活環境部　環境政策課 いばらきエコチャレンジWeb https://www.ibaraki-eco-challenge.jp/index.php

59 生活環境部　環境対策課 環境対策課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/kantai/

60 生活環境部　環境対策課 クリーンアップひぬまネットワーク http://www.hinuma-network.jp/
61 生活環境部　廃棄物対策課 廃棄物対策課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/haitai/haitai.htm

62 生活環境部　防災・危機管理課 防災・危機管理課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/kikikanri/

63 生活環境部　防災・危機管理課 防災・危機管理ポータルサイト http://www.pref.ibaraki.jp/bousai/index.html

64 生活環境部　消防安全課 消防安全課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/shobo/

65 生活環境部　原子力安全対策課 原子力安全対策課 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/gentai/

66 生活環境部　原子力安全対策課 原子力オフサイトセンター http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/gentai/ofc/

67 消費生活センター いばらき消費生活なび http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/syose/

68 霞ケ浦環境科学センター 霞ケ浦環境科学センターホームページ http://www.kasumigaura.pref.ibaraki.jp/
69 消防学校 消防学校ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/shobo-school/

70 環境放射線監視センター 環境放射線監視センターホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/houshasen/

71 環境放射線監視センター 放射線テレメータ・インターネット表示局 http://www.houshasen-pref-ibaraki.jp/index.html

72 保健福祉部　厚生総務課 保健福祉部 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/

73 保健福祉部　厚生総務課 保健福祉部厚生総務課 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/koso/

74 保健福祉部　厚生総務課 いばらき医療機関情報ネット http://www.ibaraki-medinfo.jp/
75 保健福祉部　福祉指導課 福祉指導課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/koshi/

76 保健福祉部　福祉指導課 いばらき保健福祉ねっと http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/koshi/hf-net/shinhp.html

77 保健福祉部　福祉指導課 茨城県人権啓発推進センター http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/koshi/keihatsu/

78 保健福祉部　医療対策課 医療対策課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/isei/div/

79 保健福祉部　医療対策課 地域医療支援センター http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/isei/ishikakuho/top/

80 保健福祉部　保健予防課 保健予防課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/yobo/yobo.htm

81 保健福祉部　保健予防課 いばらきの食育・健康づくりホームページ http://www.shokuiku.pref.ibaraki.jp/index.cgi

82 保健福祉部　子ども家庭課 子ども家庭課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/jifuku/

83 保健福祉部　子ども家庭課 「子育て家庭優待制度」ホームページ http://www.kids.pref.ibaraki.jp/
84 保健福祉部　長寿福祉課 長寿福祉課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/kofuku/kofuku.htm

85 保健福祉部　長寿福祉課 施設指導担当ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/kofuku/sisetu/index/home_shisetsu.htm

86 保健福祉部　長寿福祉課 やさしさのまち「桜の郷」ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/sakuranosato/

87 保健福祉部　長寿福祉課 茨城県保健福祉部長寿福祉課介護保険室ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/kaigo/

88 保健福祉部　障害福祉課 茨城県保健福祉部障害福祉課 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/shofuku/shofuku.htm

89 保健福祉部　薬務課 薬務課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/yakumu/yakumu.htm

90 保健福祉部　生活衛生課 水道整備グループホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/seiei/suido/

91 保健福祉部　生活衛生課 茨城県保健福祉部生活衛生課環境・動物愛護グループホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/seiei/EnvandAni/newtop/e-atop.html

92 保健福祉部　生活衛生課 いばらき食の安全情報WebSite http://www.shoku.pref.ibaraki.jp/index.cgi

93 保健福祉部　生活衛生課 茨城県食肉衛生検査所ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/seiei/seieisyokunikujyouhou/seieisyokunikujyouhou.html

94 水戸保健所 茨城県水戸保健所 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/mitohc/

95 ひたちなか保健所 ひたちなか保健所ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/hitanhc/

96 常陸大宮保健所 茨城県常陸大宮保健所ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/omiyahc/

97 日立保健所 日立保健所ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/hitathc/

98 鉾田保健所 鉾田保健所 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/hokohc/

99 潮来保健所 潮来保健所ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/itakohc/

100 竜ケ崎保健所 竜ケ崎保健所ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/ryuhc/

101 土浦保健所 茨城県土浦保健所 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/tsutihc/

102 つくば保健所 つくば保健所ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/tsukuhc/

103 筑西保健所 筑西保健所ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/shimohc/

104 常総保健所 茨城県常総保健所 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/mitsuhc/

105 古河保健所 古河保健所ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/kogahc/

106 衛生研究所 茨城県衛生研究所ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/eiseik/

107 県立医療大学 茨城県立医療大学公式Web サイト http://www.ipu.ac.jp/
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108 県立医療大学 茨城県立医療大学　附属図書館ホームページ http://www.lib.ipu.ac.jp/
109 県立医療大学 茨城県立医療大学　地域貢献センター　ホームページ http://www.crdc.ipu.ac.jp/
110 県立医療大学 茨城県難病・相談支援センターホームページ http://www.nanbyou.org/
111 県立医療大学 県立医療大学付属病院ホームページ http://www.hosp.ipu.ac.jp/
112 福祉相談センター 茨城県福祉相談センター http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/fukuso/

113 県立中央看護専門学校 茨城県立中央看護専門学校ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/hoken/chuokango/

114 土浦児童相談所 茨城県土浦児童相談所 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/tsutiji/

115 筑西児童相談所 茨城県筑西児童相談所ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/shimoji/

116 県立茨城学園 茨城学園ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/ibagaku/

117 精神保健福祉センター 茨城県精神保健福祉センターホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/seisin/homepeji.fairu/

118 県立リハビリテーションセンター 県立リハビリテーションセンターホームページ http://www1.ocn.ne.jp/~rehabili/
119 動物指導センター 茨城県動物指導センター http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/dobutsu/

120 商工労働部　産業政策課 産業大県ポータルサイト http://www.sangyou.pref.ibaraki.jp/index.cgi

121 商工労働部　産業政策課 産業政策課 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/syoukou/shosei/shosei.htm

122 商工労働部　産業技術課 産業技術課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/syoukou/kogi/kogihp/kougyou.htm

123 商工労働部　中小企業課 中小企業課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/syoukou/shoryu/shoryu.htm

124 商工労働部　中小企業課 いばらき商店街ポータルサイト http://ibawaku.com/
125 商工労働部　観光物産課 観光物産課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/syoukou/kanbutsu/

126 商工労働部　観光物産課 観光いばらき http://www.ibarakiguide.jp/
127 商工労働部　観光物産課 いばらきフィルムコミッションホームページ http://www.ibaraki-fc.jp/
128 商工労働部　労働政策課 しごと情報いばらき労働政策課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/syoukou/rosei/

129 商工労働部　労働政策課 ジョブカフェいばらきホームページ http://www.jobcafe-ibaraki.jp/
130 商工労働部　職業能力開発課 職業能力開発課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/syoukou/shokuno/shokuno.htm

131 計量検定所 茨城県計量検定所 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/syoukou/keiryo/

132 大阪事務所 茨城県大阪事務所ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/syoukou/osaka/

133 工業技術センター 茨城県工業技術センター http://www.kougise.pref.ibaraki.jp/
134 工業技術センター繊維工業指導所 工業技術センター繊維工業指導所 http://www.kougise.pref.ibaraki.jp/seni/
135 工業技術センター窯業指導所 茨城県工業技術センター窯業指導所「匠工房・笠間」ホームページ http://www.kougise.pref.ibaraki.jp/yougyou/

136 産業技術短期大学校 茨城県立産業技術短期大学校ホームページ http://www.ibaraki-it.ac.jp/
137 水戸産業技術専門学院 茨城県立産業技術短期大学校併設水戸産業技術専門学院 http://www.ibaraki-it.ac.jp/gakuin/
138 日立産業技術専門学院 茨城県立日立産業技術専門学院ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/syoukou/hsangi/

139 鹿島産業技術専門学院 茨城県立鹿島産業技術専門学院ホームページ http://business2.plala.or.jp/kasigise/
140 土浦産業技術専門学院 茨城県立土浦産業技術専門学院ホームページ http://www.t-gakuin.ac.jp/
141 筑西産業技術専門学院 筑西産業技術専門学院ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/syoukou/shsangi/

142 古河産業技術専門学院 古河産業技術専門学院ホームページ http://business2.plala.or.jp/sangisen/
143 農林水産部　企画室 いばらきの農林水産業 http://www.pref.ibaraki.jp/nourin/nosuibu/

144 農林水産部　農業政策課 農業政策課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/nourin/noseisaku/

145 農林水産部　産地振興課 産地振興課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/nourin/sansin/

146 農林水産部　産地振興課 茨城県農林水産部産地振興課エコ農業推進室 http://www.pref.ibaraki.jp/nourin/econou/

147 農林水産部　産地振興課 茨城県農林水産物モニタリング情報 http://www.ibaraki-rdtest.jp/
148 農林水産部　販売流通課 販売流通課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/nourin/hanryu/

149 農林水産部　販売流通課 いばらき食と農のポータルサイト http://www.ibaraki-shokusai.net/
150 農林水産部　畜産課 畜産課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/nourin/chikusan/top.htm

151 農林水産部　農業経営課 農業経営課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/nourin/nokeiei/

152 農林水産部　林政課 林政課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/nourin/rinsei/

153 農林水産部　林業課 林業課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/nourin/ringyouka/

154 農林水産部　漁政課 漁政課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/nourin/gyosei/gyoseika.htm

155 農林水産部　水産振興課 水産振興課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/nourin/suisanka/suisanka.htm

156 農林水産部　農村計画課 いばらきの農村発見ホームページ http://www.nouson.pref.ibaraki.jp/
157 農林水産部　農村計画課 農村計画課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/nourin/noukeikaku/

158 農林水産部　農地整備課 農地整備課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/nourin/nouchi/

159 農林水産部　農村環境課 農村環境課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/nourin/nokan/kankyoka/

160 農林水産部　農村環境課 茨城のグリーン･ツーリズム　いばらきで農村体験 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/nourin/nokan/ibarakigt.htm

161 県北農林事務所 茨城県県北農林事務所 http://www.pref.ibaraki.jp/nourin/nourinjimu/kenhoku

162 県北農林事務所高萩土地改良事務所 高萩土地改良事務所ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/nourin/takatokai/

163 県央農林事務所 茨城県県央農林事務所ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/nourin/nourinjimu/kenou/

164 鹿行農林事務所 鹿行農林事務所 http://www.pref.ibaraki.jp/nourin/nourinjimu/rokko/

165 県南農林事務所 県南農林事務所ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/nourin/nourinjimu/kennan/
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166 県南農林事務所稲敷土地改良事務所 県南農林事務所稲敷土地改良事務所ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/nourin/inatokai/

167 県西農林事務所 茨城県県西農林事務所 http://www.pref.ibaraki.jp/nourin/nourinjimu/kensei/

168 県西農林事務所境土地改良事務所 県西農林事務所境土地改良事務所ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/nourin/nourinjimu/kensei/sakai/

169 肥飼料検査所 肥飼料検査所ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/nourin/hishiryo/

170 病害虫防除所 茨城県病害虫防除所 http://www.pref.ibaraki.jp/nourin/byobo/

171 東京農産物販売推進センター 茨城県農産物販売推進東京本部 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/nourin/tono/

172 北海道事務所 茨城県北海道事務所ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/nourin/hokkaido/index.htm

173 畜産センター 畜産センターホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/nourin/chikuse/Welcome.html

174 農業総合センター 農業総合センターホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/nourin/noucenter/

175 農業総合センター生物工学研究所 生物工学研究所ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/nourin/seibutsu/

176 農業総合センター園芸研究所 茨城県農業総合センター園芸研究所 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/nourin/engei/

177 農業総合センター農業研究所 農業研究所ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/nourin/noken/

178 農業総合センター山間地帯特産指導所 山間地帯特産指導所ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/nourin/santoku/

179 農業総合センター鹿島地帯特産指導所 農業総合センター鹿島地帯特産指導所ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/nourin/katoku/

180 農業総合センター農業大学校 農業大学校ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/nourin/nodai/
181 林業技術センター 茨城県林業技術センターホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/nourin/ringyo/

182 霞ケ浦北浦水産事務所 霞ヶ浦北浦水産事務所 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/nourin/suisanji/

183 霞ケ浦北浦水産事務所 霞ヶ浦北浦水産振興協議会ホームページ http://www.kasumikita-sinkou.jp/
184 水産試験場 水産試験場ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/nourin/suishi/

185 水産試験場漁業無線局 漁業無線局トップページ http://www18.ocn.ne.jp/~gyomusen/index.htm

186 水産試験場内水面支場 水産試験場内水面支場ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/nourin/naisuisi/

187 土木部　監理課 土木部ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/

188 土木部　監理課 監理課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class01/

189 土木部　用地課 用地課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class02/

190 土木部　検査指導課 検査指導課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class03/

191 土木部　道路建設課 道路建設課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class04/

192 土木部　道路維持課 道路維持課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class05/

193 土木部　河川課 河川課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class06/

194 土木部　港湾課 茨城県土木部港湾課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class07/

195 土木部　営繕課 営繕課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class08/

196 土木部　都市計画課 都市計画課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class09/

197 土木部　都市整備課 都市整備課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class10/

198 土木部　都市整備課 阿見吉原土地区画整理事業ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class10/amiyoshiwara/

199 土木部　公園街路課 公園街路課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class11/

200 土木部　公園街路課 茨城県営都市公園オフィシャルウェブサイト http://www.koen.pref.ibaraki.jp/
201 土木部　下水道課 下水道課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class12/

202 土木部　建築指導課 建築指導課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class13/

203 土木部　住宅課 住宅課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class14/

204 水戸土木事務所 茨城県土木部水戸土木事務所 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class15/

205 常陸大宮土木事務所 茨城県土木部常陸大宮土木事務所ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class16/

206 常陸大宮土木事務所大子工務所 茨城県大子工務所 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class17/

207 潮来土木事務所 茨城県潮来土木事務所ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class21/

208 土浦土木事務所 土浦土木事務所ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class23/

209 土浦土木事務所つくば支所 土浦土木事務所つくば支所 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class40/

210 土浦土木事務所つくば支所 茨城県の宅地分譲（茨城県売主） http://tx-town.jp/
211 筑西土木事務所 筑西土木事務所ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class24/

212 常陸太田工事事務所 常陸太田工事事務所ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class18/

213 高萩工事事務所 茨城県高萩工事事務所 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class19/

214 鉾田工事事務所 茨城県鉾田工事事務所ホームぺージ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class20/

215 竜ケ崎工事事務所 竜ケ崎工事事務所ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class22/

216 常総工事事務所 常総工事事務所ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class25/

217 境工事事務所 境工事事務所ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class26/

218 茨城港湾事務所 茨城港　常陸那珂港区ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class28/

219 茨城港湾事務所日立港区事業所 日立港区事業所ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class27/

220 茨城港湾事務所大洗港区事業所 大洗港区事業所ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class30/

221 鹿島港湾事務所 茨城県鹿島港湾事務所ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class29/

222 鹿島下水道事務所 鹿島下水道事務所ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class31/

223 那珂久慈流域下水道事務所 那珂久慈流域下水道事務所ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class34/
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224 霞ケ浦流域下水道事務所 霞ケ浦流域下水道事務所 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class32/

225 霞ケ浦流域下水道事務所利根浄化センター 霞ヶ浦流域下水道事務所利根浄化センターホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class35/

226 県西流域下水道事務所 茨城県県西流域下水道事務所 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class33/

227 流域下水道水質管理センター 茨城県流域下水道水質管理センター http://www.pref.ibaraki.jp/doboku/ryuikisuikan/

228 会計事務局　会計管理課 会計事務局 http://www.pref.ibaraki.jp/kaikei/
229 会計事務局　会計管理課 会計管理課 http://www.pref.ibaraki.jp/kaikei/kaiichi/

230 会計事務局　会計管理課 会計管理課　調度グループ http://www.pref.ibaraki.jp/kaikei/kaini/suini.htm

231 企業局　総務課企画経営室 茨城県企業局 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/kigyou/

232 病院局　経営管理課 経営管理課ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/byoin/byokei/

233 県立中央病院 茨城県立中央病院ホームページ http://www.hospital.pref.ibaraki.jp/chuo/

234 県立こころの医療センター 茨城県立こころの医療センターホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/tomobyo/

235 議会事務局　政務調査課 茨城県議会ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/gikai/
236 教育庁　総務課 教育委員会ホームページ http://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/
237 教育庁　義務教育課 茨城県いじめ・体罰解消サポートセンターホームページ https://www.edu.pref.ibaraki.jp/ijimekaisho/

238 教育庁　生涯学習課 いばらきっ子郷土検定ウェブサイト http://www.ibaraki-kentei.jp/index/menu

239 教育庁　文化課 いばらき総文2014～第38回全国高等学校総合文化祭～ http://www.edu.pref.ibaraki.jp/soubun2014/

240 水戸教育事務所 水戸教育事務所ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/kyouiku/mito/

241 県北教育事務所 県北教育事務所ホームページ http://www.edu.pref.ibaraki.jp/kenpoku/
242 鹿行教育事務所 鹿行教育事務所ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/kyouiku/rokko/

243 県南教育事務所 県南教育事務所ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/kyouiku/kennan/

244 県西教育事務所 茨城県県西教育事務所 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/kyouiku/kensei/

245 県立図書館 茨城県立図書館ホームページ http://www.lib.pref.ibaraki.jp/
246 県立図書館 茨城県図書館情報ネットワーク http://ref.libnet.pref.ibaraki.jp/
247 県近代美術館 茨城県近代美術館Webページ http://www.modernart.museum.ibk.ed.jp/

248 県近代美術館 茨城県博物館協会ホームページ http://www.ibaraki-museums.jp/
249 県近代美術館つくば分館 茨城県つくば美術館ホームページ http://www.tsukuba.museum.ibk.ed.jp/
250 県近代美術館天心記念五浦分館 茨城県天心記念五浦美術館ホームページ http://www.tenshin.museum.ibk.ed.jp/
251 県陶芸美術館 茨城県陶芸美術館ホームページ http://www.tougei.museum.ibk.ed.jp/
252 ミュージアムパーク県自然博物館 ミュージアムパーク自然博物館ホームページ http://www.nat.pref.ibaraki.jp/
253 県教育研修センター 茨城県教育研修センター http://www.center.ibk.ed.jp/
254 高萩高等学校 茨城県立高萩高等学校ホームページ http://www.takahagi-h.ed.jp/
255 高萩清松高等学校 高萩清松高等学校 http://www.seisho-ih.ed.jp/
256 日立第一高等学校・附属中学校 日立一高・付属中ホームページ http://www.hitachi1-h.ed.jp/
257 日立第二高等学校 茨城県立日立第二高等学校ホームページ http://www.hitachi2-h.ed.jp/
258 日立工業高等学校 茨城県立日立工業高等学校公式ホームページ http://www.hitachi-th.ed.jp/
259 多賀高等学校 茨城県立多賀高等学校ホームページ http://www.taga-h.ed.jp/
260 日立商業高等学校 日立商業高等学校ホームページ http://www.hitachi-ch.ed.jp/
261 日立北高等学校 茨城県立日立北高校ホームページ http://www.hitachikita-h.ed.jp/
262 磯原郷英高等学校 茨城県立磯原郷英高等学校ホームページ http://www.iskyoei-h.ed.jp/
263 太田第一高等学校 茨城県立太田第一高等学校 http://www.ohta1-h.ed.jp/
264 太田第二高等学校 茨城県立太田第二高等学校ホームページ http://www.ohta2-h.ed.jp/
265 佐竹高等学校 佐竹高等学校ホームページ http://www.satake-h.ed.jp/
266 大子清流高等学校 大子清流高等学校 http://www.daigoseiryu-h.ed.jp/
267 小瀬高等学校 小瀬高校のホームページ http://www.ose-h.ed.jp/
268 常陸大宮高等学校 常陸大宮高等学校ホームページ http://www.hitachiohmiya.ed.jp/
269 水戸第一高等学校 茨城県立水戸第一高等学校ホームページ http://www.mito1-h.ed.jp/
270 水戸第二高等学校 茨城県立水戸第二高等学校ホームページ http://www.mito2-h.ed.jp/
271 水戸第三高等学校 茨城県立水戸第三高等学校ホームページ http://www.mito3-h.ed.jp/
272 緑岡高等学校 創り出せ！自分の未来を緑高から　茨城県立緑岡高等学校 http://www.midorioka-h.ed.jp/
273 水戸農業高等学校 水戸農業高等学校ホームページ http://www.suino.ed.jp/
274 水戸工業高等学校 水戸工業高校ホームページ http://www.mito-th.ed.jp/
275 水戸商業高等学校 水戸商業高等学校ホームページ http://www.mito-ch.ed.jp/
276 水戸南高等学校 水戸南高等学校 http://www.mitominami-h.ed.jp/
277 水戸桜ノ牧高等学校 桜ノ牧Web http://www.mitosakuranomaki-h.ed.jp/
278 水戸桜ノ牧高等学校常北校 茨城県立水戸桜ノ牧高等学校常北校 http://www.johoku-h.ed.jp/
279 勝田高等学校 茨城県立勝田高等学校ホームページ http://www.katsuta-h.ed.jp/
280 勝田工業高等学校 勝田工業高校ホームページ http://www.katsuta-th.ed.jp/
281 佐和高等学校 佐和高等学校ホームページ http://www.sawa-h.ed.jp/
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282 那珂湊高等学校 茨城県立那珂湊高等学校ホームページ http://www.nakaminato-h.ed.jp/
283 海洋高等学校 海洋高等学校ホームページ http://www.ibk-kaiyo-h.ed.jp/
284 笠間高等学校 茨城県立笠間高等学校 http://www.kasama-h.ed.jp/
285 友部高等学校 茨城県立友部高等学校ホームページ http://www.tomobe-h.ed.jp/
286 大洗高等学校 茨城県立大洗高等学校 http://www.ooarai-h.ed.jp/
287 東海高等学校 茨城県立東海高等学校 http://www.tokai-h.ed.jp/
288 茨城東高等学校 茨城県立茨城東高等学校ホームページ http://www.ibarakihigashi-h.ed.jp/
289 那珂高等学校 茨城県立那珂高等学校ホームページ http://www.naka-h.ed.jp/
290 鉾田第一高等学校 茨城県立鉾田第一高等学校ホームページ http://www.hokota1-h.ed.jp/
291 鉾田第二高等学校 鉾田第二高等学校ホームページ http://www.hokota2-h.ed.jp/
292 鉾田農業高等学校 鉾田農業高等学校ホームページ http://www.hokota-ah.ed.jp/
293 玉造工業高等学校 茨城県立玉造工業高等学校 http://www.tamatsukuri-th.ed.jp/
294 麻生高等学校 茨城県立麻生高等学校ホームページ http://www.asou-h.ed.jp/
295 潮来高等学校 潮来高校ホームページ http://www.itako-h.ed.jp/
296 鹿島高等学校 茨城県立鹿島高等学校ホームページ http://www.kashima-h.ed.jp/
297 鹿島灘高等学校 鹿島灘高校ホームページ http://www.kashimanada-h.ed.jp/nadaindex.html

298 神栖高等学校 茨城県立神栖高等学校 http://www.kamisu-h.ed.jp/
299 波崎高等学校 波崎高等学校ホームページ http://www.hasaki-h.ed.jp/
300 波崎柳川高等学校 波崎柳川高等学校ホームページ http://www.hasakiyanagawa-h.ed.jp/
301 土浦第一高等学校 土浦一高ホームページ http://www.tsuchiura1-h.ed.jp/
302 土浦第二高等学校 土浦第二高等学校 http://www.tsuchiura2-h.ed.jp/
303 土浦第三高等学校 土浦第三高等学校 http://www.tsuchiura3-h.ed.jp/
304 土浦工業高等学校 茨城県立土浦工業高等学校 http://www.tsuchiura-th.ed.jp/
305 土浦湖北高等学校 土浦湖北高等学校ホームページ http://www.tsuchiurakohoku-h.ed.jp/
306 石岡第一高等学校 石岡第一高等学校ホームページ http://www.ishioka1-h.ed.jp/
307 石岡第二高等学校 茨城県立石岡第二高等学校WebＳｉｔｅ http://www.ishioka2-h.ed.jp/
308 石岡商業高等学校 石岡商業高校ホームページ http://www.ishioka-ch.ed.jp/
309 中央高等学校 茨城県立中央高等学校ホームページ http://www.ibk-chuo-h.ed.jp/
310 竜ケ崎第一高等学校 竜ヶ崎第一高等学校ホームページ http://www.ryugasaki1-h.ed.jp/
311 竜ケ崎第二高等学校 茨城県立竜ヶ崎第二高等学校ホームページ http://www.ryugasaki2-h.ed.jp
312 竜ケ崎南高等学校 茨城県立竜ヶ崎南高等学校ホームページ http://www.ryunan-h.ed.jp/
313 江戸崎総合高等学校 茨城県立江戸崎総合高等学校ホームページ http://www.edosakisougou-h.ed.jp/
314 取手第一高等学校 茨城県立取手第一高等学校ホームページ http://www.toride1-h.ed.jp/
315 取手第二高等学校 取手第二高等学校ホームページ http://www.toride2-h.ed.jp/
316 取手松陽高等学校 取手松陽高校ホームページ http://www.torideshoyo-h.ed.jp/
317 藤代高等学校 茨城県立藤代高校ホームページ http://www.fujishiro-h.ed.jp/
318 藤代紫水高等学校 茨城県立藤代紫水高等学校ホームページ http://www.fujishiroshisui.ed.jp/
319 牛久高等学校 茨城県立牛久高等学校 http://www.ushiku-h.ed.jp/
320 牛久栄進高等学校 牛久栄進高等学校公式ホームページ http://www.ushikueishin-h.ed.jp/
321 筑波高等学校 筑波高等学校ホームページ http://www.tsukuba-h.ed.jp/
322 竹園高等学校 茨城県立竹園高等学校 http://www.takezono-h.ed.jp/
323 つくば工科高等学校 茨城県立つくば工科高等学校 http://www.tsukubakoka-h.ed.jp/
324 茎崎高等学校 茎崎フレックススクールホームページ http://www.kukizaki-h.ed.jp/
325 岩瀬高等学校 茨城県立岩瀬高等学校ホームページ http://www.iwase-h.ed.jp/
326 真壁高等学校 茨城県立真壁高等学校 http://www.makabe-h.ed.jp/
327 下館第一高等学校 茨城県立下館第一高等学校ホームページ http://www.shimodate1-h.ed.jp/
328 下館第二高等学校 下館二高ホームページ http://www.shimodate2-h.ed.jp/
329 下館工業高等学校 茨城県立下館工業高等学校 http://www.shimodate-th.ed.jp/
330 明野高等学校 茨城県立明野高等学校 http://www.akeno-h.ed.jp/
331 下妻第一高等学校 茨城県立下妻第一高等学校ホームページ http://www.shimotsuma1-h.ed.jp/
332 下妻第二高等学校 茨城県下妻第二高等学校ホームページ http://www.tsuma2.ed.jp/
333 結城第一高等学校 茨城県立結城第一高等学校ホームページ http://www.yuki1-h.ed.jp/
334 結城第二高等学校 茨城県立結城第二高等学校　結城フレックススクール http://www.yuki2-h.ed.jp/
335 鬼怒商業高等学校 鬼怒商業高校 http://www.kinu-ch.ed.jp/
336 石下紫峰高等学校 茨城県立石下紫峰高等学校のWebサイト http://www.isigesiho-h.ed.jp/
337 水海道第一高等学校 水海道第一高等学校ホームページ http://www.mitsukaido1-h.ed.jp/
338 水海道第二高等学校 茨城県立水海道第二高等学校ホームページ http://www.mitsukaido2-h.ed.jp/
339 八千代高等学校 茨城県立八千代高等学校 http://www.yachiyo-h.ed.jp/
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340 古河第一高等学校 茨城県立古河第一高等学校 http://www.koga1-h.ed.jp/
341 古河第二高等学校 茨城県立古河第二高等学校 http://www.koga2-h.ed.jp/
342 古河第三高等学校 茨城県立古河第三高等学校Web Site http://www.koga3-h.ed.jp/
343 総和工業高等学校 茨城県立総和工業高等学校ホームページ http://www.sowa-th.ed.jp/
344 総和高等学校 総和高等学校ホームページ http://www.sowa-h.ed.jp/
345 三和高等学校 三和高等学校ホームページ http://www.sanwa-h.ed.jp/
346 境高等学校 茨城県立境高等学校ホームページ http://www.ibk-sakai-h.ed.jp/
347 岩井高等学校 岩井高等学校ホームページ http://www.iwai-h.ed.jp/
348 坂東総合高等学校 茨城県立坂東総合高等学校 http://www.bandousougou-h.ed.jp/
349 守谷高等学校 守谷高等学校ホームページ http://www.moriya-h.ed.jp/
350 伊奈高等学校 伊奈高等学校ホームページ http://www.ina-h.ed.jp/
351 並木中等教育学校 茨城県立並木中等教育学校 http://www.namiki-cs.ed.jp/
352 古河中等教育学校 茨城県立古河中等教育学校ホームページ http://www.koga-cs.ed.jp/
353 古河中等教育学校 茨城県立古河中等教育学校ホームページ http://www.koga6.com/
354 盲学校 茨城県立盲学校 http://www.ibaraki-sb.ed.jp/
355 水戸聾学校 茨城県立水戸聾学校ホームページ http://www.mito-sd.ed.jp/
356 霞ケ浦聾学校 茨城県立霞ヶ浦聾学校 http://www.kasumigaura-sd.ed.jp/
357 北茨城特別支援学校 茨城県立北茨城特別支援学校ホームページ http://www.kitaibaraki-sh.ed.jp/
358 水戸特別支援学校 茨城県立水戸特別支援学校－ＴＯＰ http://www.mito-sh.ed.jp/
359 水戸飯富特別支援学校 水戸飯富特別支援学校ホームページ http://www.mitoiitomi-sh.ed.jp/
360 水戸高等特別支援学校 茨城県立水戸高等特別支援学校 http://www.mitokoutou-sh.ed.jp/
361 友部特別支援学校 茨城県立友部特別支援学校ホームページ http://www.tomobe-sh.ed.jp/
362 友部東特別支援学校 茨城県立友部東特別支援学校 http://www.tomobehigashi-sh.ed.jp/
363 内原特別支援学校 茨城県立内原特別支援学校ホームページ http://www.uchihara-sh.ed.jp/
364 勝田特別支援学校 茨城県立勝田特別支援学校 http://www.katsuta-sn.ed.jp/
365 大子特別支援学校 茨城県立大子特別支援学校 http://www.daigo-sh.ed.jp/
366 鹿島特別支援学校 鹿島特別支援学校ホームページ http://www.kashima-sh.ed.jp/
367 土浦特別支援学校 土浦特別支援学校の紹介 http://www.tsuchiura-sh.ed.jp/
368 美浦特別支援学校 茨城県立美浦特別支援学校ホームページ http://www.miho-sh.ed.jp/
369 伊奈特別支援学校 茨城県立伊奈特別支援学校 http://www.ina-sh.ed.jp/
370 つくば特別支援学校 茨城県立つくば特別支援学校ホームページ http://www.tsukuba-sh.ed.jp/
371 下妻特別支援学校 下妻特別支援学校ホームページ http://www.shimotsuma-sh.ed.jp/
372 結城特別支援学校 茨城県立結城特別支援学校ホームページ http://www.yuki-sh.ed.jp/
373 協和特別支援学校 茨城県立協和特別支援学校ホームページ http://www.kyowa-sh.ed.jp/
374 境特別支援学校 境特別支援学校ホームページ http://www.sakai-sn.ed.jp/
375 警察本部　県民安心センター 茨城県警察ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/
376 警察本部　県民安心センター 茨城県公安委員会ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a08_kouan/

377 警察本部　県民安心センター 茨城県警察採用ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/saiyo/ibarakipc_site/

378 選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/senkan/
379 監査委員事務局 監査委員事務局ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/iinkai/kansa/

380 人事委員会事務局 人事委員会ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/iinkai/jinji/

381 労働委員会事務局 茨城県労働委員会ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/iinkai/tirou/tirou.htm

382 茨城海区漁業調整委員会事務局 茨城海区漁業調整委員会ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/iinkai/kaiku/
383 霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会事務局 霞ヶ浦北浦海区漁業調整委員会 http://www.pref.ibaraki.jp/iinkai/kasumi/

384 内水面漁場管理委員会事務局 内水面漁場管理委員会ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/iinkai/kaiku/naisui/
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３ 用語解説 

 

用 語 説  明 

ウェブアクセシビリティ

（アクセシビリティ） 

ホームページを利用するすべての人が，心身の機能や利用す

る環境に関係なく，ホームページで提供されている情報やサー

ビスを利用できること。 

ウェブサーバ 

（サーバ） 

 ホームページで文書，画像，音声などを公開するためのコン

ピュータ（システム）のこと。 

ウェブページ インターネット上で公開されている文書のこと。 

クラウドサービス  従来は利用者が手元のコンピュータで利用していたデータや

ソフトウェアを，ネットワーク経由で，サービスとして利用者

に提供するもの。 

コンテンツ 

（ウェブコンテンツ） 

 ホームページ上で提供される動画，音声，テキストなどの情

報の内容のこと。 

コンテンツ・マネジメン

ト・システム 

（ＣＭＳ） 

ウェブコンテンツを構成するテキストや画像，レイアウト情

報などを一元的に保存・管理し，サイトを構築したり編集した

りするソフトウェアのこと。 

サイト インターネット上で公開されているホームページやその集ま

りのこと。 

サイトマップ  ホームページ（サイト）内の構成をわかりやすいように構造

化し，一覧できるようにした案内ページのこと。 

JIS X 8341-3 平成 16年 6月に策定されたウェブアクセシビリティの確保に

関する日本工業規格（JIS 規格）。正式名称は，JIS X 8341-3:2004

「高齢者・障害者等配慮設計指針－情報通信における機器，ソ

フトウェア及びサービス－第 3 部：ウェブコンテンツ」。 

その後，国内外のウェブ制作技術の変化等を踏まえた全面改

正が行われ，平成 22 年 8 月に JIS X 8341-3:2010 として公示さ

れた。 

Twitter 

（ツイッター） 

 Twitter 社が提供するインターネット上のサービス。140 文字

以内の「ツイート」と称される短文を投稿できる。 

バックアップ データの写しを取って保存すること。コンピュータに保存さ

れたデータやプログラムを，破損やコンピュータウイルス感染

などの事態に備え，別の記憶媒体に保存すること。 

バナー広告  ホームページ上で他のページを紹介する画像のこと。クリッ

クすると紹介するページを表示するようになっている。 

Facebook 

（フェイスブック） 

 フェイスブック社が提供するインターネット上のサービス。

利用者が実名を登録し様々な情報交換を行うことができる。 

フレーム  ウェブページの一つの画面を複数の枠に区切り，それぞれ別

の画面を表示させる表現技法。 
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ブログ  ウェブログを省略した言葉で，日々更新される日記形式で公

開されるウェブページのこと。 

mixi  ミクシィ社が提供するインターネット上のサービス。 

ユーザビリティ  ホームページの使いやすさ，使い勝手のことで，取扱いが容

易で，操作がわかりやすく，快適かつ効率的に使えること。 

読み上げ機能 

（音声読み上げ機能） 

 パソコンの画面に表示されている内容や利用者の操作などを

合成音声によって読み上げるソフトウェアの機能のこと。 

リニューアル  新しくすること。一新すること。 

リンク切れ リンクとは，画面に表示された特定の文字やアドレスを選択

することで，他のページや文章等へ接続できる仕組みのこと。 

リンク切れとは，何らかの理由で接続できない状態のこと。 

 


