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１．現行システムの概況  

「ＰＬＡＮＥＴかながわ」は、県民・団体からの情報掲載依頼によるもののほか、県 

機関、市町村、大学、専修・各種学校、民間生涯学習関係機関等（以下「利用機関」と 

いう）と連携して主に県内の生涯学習に関連する情報（講座・イベント、指導者・人材、 

団体・グループ、おでかけ、施設、教材・機器、文化財、かながわの出土品）を収集し、 

県民へ提供するシステムである。 

 

２．現行システムの主な機能・サービス 

(1) データベースシステム 

主に県内の生涯学習に関連する様々な情報を収集し、インターネットを介して県民 

が直接検索できるシステムであり、利用機関が付与されたアカウントで管理者画面に 

ログインすることで、県による入力事務の省力化を図るとともに、利用機関としても直 

接生涯学習にかかる情報の登録ができる。 

 

現在、提供しているデータは次のとおり。 

① 講座・イベント情報 

② 指導者・人材情報 

③ 団体・グループ情報 

④ 施設情報 

⑤ おでかけ情報 

⑥ 教材・機器情報 

⑦ 文化財情報（文化遺産課の公開用データベースとしても活用） 

⑧ かながわの出土品情報 

（県埋蔵文化財センターの公開用データベースとしても活用） 

 

(2)「ＰＬＡＮＥＴかながわ」のホームページ運用 

    当システムに登録された生涯学習情報を検索するホームページであり、サブページ 

として、県立図書館で行われる生涯学習関連イベント案内や生涯学習ボランティアに 

よる県内施設への「ぶらり・かながわおでかけガイド」などの読み物コンテンツの発 

信を行うとともに、県立図書館１階の生涯学習情報コーナーの紹介や大学との連携事 

業等の情報提供を行っている。 

 

(3) 市町村専用検索ページの提供 

   利用機関である市町村機関が登録した情報のみを検索対象とした専用ページであり 

利用申請のあった機関にのみ提供している。 

 

   (4) 県関連機関ホームページの公開代行 

   「神奈川県立金沢文庫」のホームページ及びかながわ男女共同参画センターが提供す 

る男女共同参画関係団体・グループ情報「ミズネット」の検索ページを公開している。 

なお、各ページの更新はそれぞれの機関で行っている。 

   金沢文庫 https://www.planet.pref.kanagawa.jp/city/kanazawa.htm 

    ミズネット http://www.planet.pref.kanagawa.jp/msnet/msnet.html 

https://www.planet.pref.kanagawa.jp/city/kanazawa.htm
http://www.planet.pref.kanagawa.jp/msnet/msnet.html
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 ※かながわ男女共同参画センター「ミズネット」については、県 CMSに検索窓

を設けることができないため、検索窓のページのみを当システムに設けて

いる。 

 

(5) 掲示板システム 

     県立図書館生涯学習ボランティアへのお知らせ及び活動報告の場として活用し 

ている。 

 

  (6) メーリングリストシステム 

      「かながわ人材育成支援ネットワーク」参加企業へのお知らせ等の配信を行って

おり、運営は神奈川県立産業技術短期大学校人材育成支援センターが行っている。 

 

３．現行システムの機器構成 

    物理サーバ ３台（データベース 1台、ＷＥＢサーバ 1台、管理サーバ 1台） 

    Ｌ３スイッチ ２台 

    Ｌ２スイッチ ２台 

    クライアントＰＣ 5台（相談員 1台、県民端末 4台） 

    モノクロレーザープリンタ 2台（相談員 1台、事務室 1台） 

   ※サーバ類は県立図書館に設置し、教育委員会ネットワーク回線を利用している。 

 

４．現行システムにおける課題 

(1) 独自開発データベースシステムによる非汎用性 

・必要最低限の機能のみを独自開発しており、カスタマイズが必要な場合は、その都度 

ベンダーによる開発や改修が必要となる。 

 

(2) サイトのユーザビリティについて 

・外国籍・障がい者等への対応が不十分である。 

 

(3) 情報検索方式について 

・検索の精度があまり高くない 

 

(4) 情報の交流について 

・安全性に配慮した利用機関同士、ユーザー同士などのやり取りの仕組みがない。  

 

(5) 費用について 

・更改ごとに機器更新が必要となるなど、サーバ運用経費が多くかかっている 

 

(6) 管理・運用について 

・利用機関が自身で登録した情報のアクセス件数を把握できないため、情報掲載の効果 

を示すものがない。 

  ・指導者・人材、団体・グループ登録の年次更新において手作業が多く、ミスを誘発し 

やすい。 
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(7)利用機関の要望事項への対応について 

・利用機関から、動画・ＰＤＦ対応の要望があるが、現行のシステムでは対応できない。 

 

(8)連携機関からの要望について 

・県の他機関の公開用データベースとしての機能を継続していかざるを得ない。 

 

５．現行システムにおける課題への対応 

(1) 基本方針 

〇パッケージソフトの活用による汎用性や可変性の向上 

〇ＣＭＳ導入や動画の活用によるアクセシビリティおよびユーザビリティ向上 

〇検索情報に基づいた、おすすめ情報などの提案により、利用者に新たな学びの提供及 

び、検索結果をマップ表示することで、情報を「見える化」する。 

複数のジャンルによる関連検索などにより、検索能力を向上させる。 

〇利用機関同士、利用機関と利用者、利用者同士などについて、安全性・匿名性に配慮 

した交流の場の提供 

〇サーバ最適化およびクラウドサービス利用による経費削減 

〇アクセス数等の利用統計の視覚化による利用機関の利便性向上 

〇年次更新作業の自動化によるデータ誤入力等の事故防止 

〇動画・ＰＤＦの登録・掲載 

〇データベースの継続 

 

(2) 現行システムの課題への具体的対応策 

現行システムの課題 次期システムでの対応 

独自開発データベー

スシステムによる非

汎用性 

【データベースシステム】 

データベースにパッケージソフトを導入することにより、

情報登録項目に汎用性や可変性を持たせることで、利用者や

利用機関への要望に適時的確に応えられるものとする。 

【情報検索結果】 

項目の表示位置の変更を可能にすることで利用者や利用

機関への要望に的確に応えられるものとする。また、アダプ

ティブ・デザインやウェブアクセシビリティ対応させること

で、「神奈川県ウェブアクセシビリティ方針」に適合するも

のとする。 

サイトの構築につい

て 

【ＰＬＡＮＥＴかながわホームページ】 

【市町村専用検索ページ】 

CMSを導入し、ウェブアクセシビリティ、アダプティブ・

デザインへ対応させる。また、これを機にデザインを一新し、

利便性とデザイン性を向上させる。さらに、読み上げ、ルビ

振り、自動翻訳に対応させることで、すべての人が、得たい

情報を簡単に得られるシステムとする。 

【神奈川県立金沢文庫】 
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【ミズネット検索ページ】 

CMSを導入し、ウェブアクセシビリティ、アダプティブ・

デザインへ対応させるとともに、読み上げ、ルビ振り、自動

翻訳に対応させる 

情報検索方式につい

て 

【ＰＬＡＮＥＴかながわホームページ】 

【市町村専用検索ページ】 

新たに、マップ形式を採用する。マップ上に全ての情報を

表示し、その詳細を一覧で見ることができる仕様とする。こ

れによって、地域ごとにどのような情報があるのか、自分が

希望する分野の講座、人材、施設等が近隣の市町村にもある

ことを知ることができ、より学びの機会を広げることができ

る。 

情報提供方式につい

て 

【データベースシステム】 

【ＰＬＡＮＥＴかながわホームページ】 

講座等の動画配信による学習機会を提供できる仕組みを

導入する。 

利用登録を行った県民に対し、利用機関から要望に合った

「おすすめ情報」を流す。 

利用機関同士、利用機関と利用者、利用者同士の交流の場

となれるような仕組みを、安全性・匿名性に配慮して構築す

る。情報のやり取りをしやすくすることで、学びの機会への

第 1 歩を踏み出しやすくする。 

費用について 【データベースシステム】 

データベースシステムにパッケージを導入し汎用性を持

たせるとともに、開発コストを削減する。パッケージを適用

する場合はカスタマイズ率を極力抑制する。該当するパッケ

ージがない場合は独自開発とするが、規模が過大になりすぎ

ないようにする。 

【システム全般】 

令和３年度に予定されている教育委員会ネットワークセ

ンターへのサーバ集約の動向も踏まえた管理体制や緊急時

の対応の迅速化等を視野に入れつつ、オンプレミス型とクラ

ウド型の両方から比較検討を行い、セキュリティ及び経費面

から総合的に判断して、よりよい条件を満たす方を採用す

る。また、現在のサーバの規模・構成を見直し、ダウンサイ

ジングを含めた最適化を行う。 

クラウド型における通信については、電子政府推奨暗号リ

スト（平成 25 年３月１日付総務省・経済産業省）により、

暗号化を施すとともに、教育委員会ネットワークセンターま

での通信においても暗号化や漏洩防止の施されたものを使

う。（SSL 対応やインターネット VPN 導入など） 
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【ＰＬＡＮＥＴかながわホームページ】 

【市町村専用検索ページ】 

【関連機関ホームページの公開代行】 

CMSを導入し汎用性を持たせることで開発コストを軽減す

るとともに、当課の全職員がホームページの更新を行えるよ

うにする。 

管理・運用について 【管理・運用機能】 

利用統計データを可視化できる仕組みを設け、利用機関に

おける当システムの利便性を向上させる。また、年次更新作

業を電子化するとともに、可能な範囲での自動化を行うこと

で個人情報の誤送等を未然に防ぐ。 

利用機関からの要望

事項について 

 

【データベースシステム】 

【情報検索結果画面】 

サーバに負担をかけない範囲で動画の登録を可能にとし、

検索結果画面において YouTube の動画をインライン表示さ

せる。また、PDFファイル登録を可能とし、情報検索結果画

面において、表示するものとする。 

また、情報検索結果画面においては、関連情報を表示する

機能を持たせることで、関心の幅が広がるような情報を提供

できるようにする。 

【ＰＬＡＮＥＴかながわホームページ】 

「おすすめ情報」を表示する機能を持たせることで、得た

い情報が漠然としているような人に対しても、的確な情報を

提供できるようにする。 

連携機関からの要望

について 

 

【データベースシステム】 

【PLANET かながわ】 

「文化財」と「かながわの出土品」の情報収集及び、提供を

継続する。 

 

６．次期システムの全体像 

〇公的な機関がデータの提供を行うことで、引き続き、安全・安心な生涯学習関連情報の

提供を行うとともに、県民同士が安心して交流できる情報交流機能を拡充 

〇パッケージソフトの活用による汎用性や可変性の向上 

〇CMSの導入、動画や読上げソフト等の活用による、アクセシビリティ及びユーザビリ 

ティの向上 

〇パッケージソフトの活用やサーバの最適化による経費の縮減 

 

 

 

 



- 6 - 

 

現行システム  次期システム 

データベースシステム  【機能強化】 

データベースシステム 

※パッケージ化 

 項目の追加変更可能 

 動画取込対応 

PDF取込対応 

バックアップ容量確保 

情報検索結果画面  【機能強化】 

項目の表示位置の変更可能 

動画表示対応 

PDF表示対応 

関連情報の表示 

アダプティブ・デザイン 

ウェブアクセシビリティ対応 

ＰＬＡＮＥＴかながわホームページ  【機能強化】 

ＰＬＡＮＥＴかながわホームページ 

※CMS化 

検索結果視覚化（マップ表示） 

 読み上げ、ルビ振り、自動翻訳対応 

 おすすめ情報の表示 

アダプティブ・デザイン 

ウェブアクセシビリティ対応 

ＳＥＯ対策（検索エンジンで上位に

表示させる） 

利用者（県民）が登録を行った分野に

ついての「おすすめ情報」を表示す

る。また、指導者・人材情報及び団

体・グループ情報登録者との匿名性

を担保した上での連絡機能を持たせ

る（マイページ機能）  
市町村専用検索ページ 

(ＰＬＡＮＥＴかながわＨＰ上のペー

ジ) 

 【機能強化】 

市町村専用検索ページ 

※CMS化 

検索結果視覚化（マップ表示） 

読み上げ、ルビ振り、自動翻訳対応 

 アダプティブ・デザイン 

ウェブアクセシビリティ対応 

運営・管理機能  【機能強化】 

 利用統計データの視覚化 
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 年次更新作業の自動化 

関連機関ホームページの公開代行 

・金沢文庫ホームページ 

・ミズネット検索ページ 

 【機能強化】 

※現状のまま CMS化 

掲示板システム  掲示板システム等 

利用機関同士、利用機関と利用者、利

用者同士の情報交換の場として、安全

性と匿名性を担保したやりとりが可能

なシステムを構築する。 

システム全般  各サーバのクラウド化 

サーバ構成の最適化（ダウンサイジン

グ含む） 

メーリングリストシステム 

 

 「かながわ人材育成ネットワーク」の

メーリングリストとして利用していた

が、外部サービスへ移行する方針が固

まったため、廃止予定。 

 

７．次期システムの機器構成 

・外部クラウドサービス利用の場合 

 仮想サーバ （外部クラウドに設置・データベース用と WEBサーバ用・管理サーバ 

用） 

 ・オンプレミスの場合 

 物理サーバ （教育委員会ネットワークセンターに設置・データベース用と WEBサー

バ用・ファイルサーバ用） 

 ※サーバについては上記の構成を基本とするが、構成見直しにより変更となる場合もあ 

る。 

 ※ソフトウェアについて、適用できるパッケージがある場合、スクラッチ（独自開発）と 

パッケージ適用時に必要となる開発期間について提案願います。 

Ｌ３スイッチ 広報・生涯学習推進課事務室内に 1 台設置する(予定) 

クラウドサービスを利用する場合、既存の KL-NETのＬ３スイッチにセグ 

メント設定を行った上で接続する。（県民利用端末セグメント・相談員端 

末セグメント） 

オンプレミス方式とする場合は、L３スイッチ１台をさらに用意するもの 

とし、1 台は教育委員会ネットワークセンター用とする） 

Ｌ２スイッチ ２台 

クライアントＰＣ ５台（デスクトップ PC 学習相談員１台、県民端末４台） 

モノクロレーザープリンタ ２台（学習相談員１台、広報・生涯学習推進課事務室１台） 

※教育委員会ネットワーク回線を利用するものとする。 

  ・仮想サーバと県立の図書館間の通信は、「電子政府推奨暗号リスト」（平成 25年３月 

１日付 総務省・経済産業省）による暗号化を行うものとする。個人情報を取り扱 
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うため、外部漏洩対策がされた回線(インターネット VPN など)を使用するものとし、 

回線の設置・設定までも含めるものとする。 

  ・ソフトウェア開発については、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）の 

「安全なウェブサイトの作り方」を基準としたルールを適用する。 

対策対象：SQLインジェクション・OSコマンドインジェクション・ディレクトリリ

トバーサル・HTTPヘッダインジェクション・メールヘッダインジェクション） 

  ・WEBアプリケーションについては脆弱性診断を実施し、診断結果が適合していること 

を必須条件とする。納品検査時に検査結果の提出が必要となる。 

・今後、暗号化方式や教育委員会ネットワークへの接続方法等については教育委員会ネ 

ットワークセキュリティポリシーの変更により、条件が変わる場合がある。 

 

８．システムで取り扱う情報 

 ア 個人情報 

   利用申請者及び連絡先の住所・氏名・電話番号・ﾌｧｸｼﾐﾘ番号・メールアドレス 

 

９．スケジュール 

    令和２年度 システム再構築構想策定 

        他自治体調査   ５月８日～５月 29日 

        ＲＦＩ(情報提供依頼)  

        ・参加表明受付  ６月 23日～７月７日 

        ・質問受付期間  ７月８日～７月 14日 

        ・提出受付期間  ７月 15日～７月 28日 

        構想調書提出期限 ８月 20日 

    令和３年度 教育委員会ネットワークセンター開所(４月) 

          システム再構築事前評価（６月） 

    令和４年度 システム調達（４月～８月）、開発契約締結（８月）、開発開始（９月） 

  令和５年度 新システム稼働開始(９月) 

 

１０．調達方式 

(1)調達方式 

総合評価一般競争入札 

(2)調達単位 

    令和４年９月１日～令和５年８月 31日のシステム開発と令和５年９月１日～令和 

10年８月 31日の運用支援委託を一括して調達する方向で調整を進める。なお、別途 

令和５年９月１日～令和 10年８月 31日の機器リースについても、債務負担行為を設 

定する方向で調整を進める。 

https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity.html

