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第１章 基本的な考え方

１ 策定の目的 

 本市では、市政運営における情報化の役割と方向性を明示した計画として、平成 21 年に

一宮市情報化推進計画を、その後平成 26 年に改訂版を策定し、ＩＣＴに関する施策を推進

してきました。この９年間、社会的状況は大きく変化し、情報技術の進展も急速に進みまし

た。また、社会的課題を解決する手段としてＩＣＴの役割はますます大きくなり、本市もＩ

ＣＴを積極的に活用した施策を推進してきました。 

近年の社会潮流の中で最も影響が大きいものは、本格的な人口減少とさらなる少子・高齢

化の進行です。平成 17年４月１日、一宮市・尾西市・木曽川町合併時に 377,216 人であっ

た人口は、平成 24年７月の 386,722 人をピークに減少傾向が続いています。同時に高齢化

が進んでおり、平成 29 年１月１日現在の高齢化率は 25.8％と、約４人に１人が 65 歳以上

という状況です。 

わが国における少子高齢化の進行は、戦後 70年の節目を経て得られた社会の成熟化の一

側面でもあります。人々のライフスタイルや価値観は多様化し、行政サービスもそれに応え

ることが求められています。しかし、このような成熟した社会ではかつての高度経済成長期

のような大幅な税収の増加は見込めず、さらなる社会保障費の増大・税収の減少が懸念され

る中で多様な要望に応える行政サービスを提供するためには、民間活力を導入しながらよ

り一層ＩＣＴを活用していかなければなりません。特にＩｏＴ、ビッグデータ、ＡＩなどを

活用した次世代のＩＣＴは社会に大きな影響を与えると考えられており、積極的な活用が

求められています。 

このような状況を踏まえ、多様な行政サービス及び将来にわたる安定的な市政運営の実

現を目指し、本市を取り巻く様々な状況をふまえた上で市政運営における情報化の方向性

を明確にし、効果的なＩＣＴの利活用を促進するため、本計画を策定します。 
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２ 計画の位置付けと役割 

 本市の各施策は一宮市総合計画を規範としており、本計画も第７次一宮市総合計画（計画

期間：平成 30年度から 39 年度）を上位計画と位置づけています。 

 各施策を実施する際には、それぞれの目標の下、住民の福祉の増進に努めるとともに最小

の経費で最大の効果を挙げるよう努めており、ＩＣＴはそれを実現する非常に有力な手段

の一つです。その一方で、ＩＣＴは技術革新が速く内容が専門的であるなどの理由から、Ｉ

ＣＴを十分に利活用して施策を実施する事には困難がつきまといます。 

 本計画では、情報化に関する技術及び国の動向等をふまえた上で、本市における情報化の

方向性を示し、各施策においてＩＣＴを利活用する際の指針とします。そして、目標が明確

に定まり進行管理をすべき重要な取組事項と推進すべき検討事項を列挙し、全庁的に取り

組むべきものとして明示します。 

３ 対象期間 

 平成 30年度から平成 34 年度までの５年間とします。 



3 

第２章 情報化の動向

 商業分野で利用されている技術は積極的に検討し、利活用すべきです。一方で、国におい

ても行政活動においてＩＣＴをどのように利用していくか検討し、方向性を示しています。

これら民間分野における技術利用や国における検討の動向を把握し理解することは、本市

が抱える様々な課題に対応するためＩＣＴをより効果的に利活用するにあたって、必要不

可欠です。

この章では、最近の情報技術分野の進展方向や国におけるＩＣＴの利活用方針などにつ

いてまとめます。

１ 技術・サービス等の動向 

 ＩＣＴの進展はめざましく、そのスピードはますます速くなっています。平成５年に日本

でインターネットが商用開始され、平成 28 年版情報通信白書によると平成 27 年末でのス

マートフォンの世帯保有率は 72.0％まで上昇しています。インターネットやスマートフォ

ンの普及は分かりやすい例ですが、私たちの身の周りの様々な商品やサービスも新たな技

術を柔軟に取り込み、発展してきました。 

 ここではＩＣＴの歴史は振り返りませんが、ＩＣＴは今後も継続的に進歩し、次の技術進

歩を加速させる領域へ資源を集中するでしょう。その対象として近年注目されている分野

が「モノのインターネット（ＩｏＴ）」「ビッグデータ（ＢＤ）」「人工知能（ＡＩ）」です。

また、技術の進歩には負の側面もあります。コンピュータウィルスによる個人情報の漏えい

事件を契機としてネットワーク上に膨大な情報が蓄積されることのリスクが表面化し、セ

キュリティ対策がより一層重要なものと認識されるようになりました。 

（１） ＩｏＴ（Internet of Things） 

ＩｏＴは いわゆる「モノ（物体）のインターネット」といわれ、ＩＴＵ（国際電気通信

連合）の勧告（ITU-T Y.2060(Y.4000)）では、「情報社会のために、既存もしくは開発中の

相互運用可能な情報通信技術により、物理的もしくは仮想的なモノを接続し、高度なサービ

スを実現するグローバルインフラ」とされています。また特定通信・放送開発事業実施円滑

化法では附則第 5 条第 2項第 1号において、インターネット・オブ・シングスの実現を「イ

ンターネットに多様かつ多数の物が接続され、及びそれらの物から送信され、又はそれらの

物に送信される大量の情報の円滑な流通が国民生活及び経済活動の基盤となる社会の実現

をいう」としています。 

あらゆるモノがインターネットに接続することで、モノから得られるデータの収集・分析
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等が可能になり、様々な分野で新たな価値を生むことに繋がります。私たちの身の回りで

日々使用しているモノは、様々な状況に応じて最適な働きをするサービスとして再定義さ

れ、今まででは考えられなかったような高度で付加価値の高い機能が実現することにより、

次のようなことが期待されています。 

・モノがネットワークにつながることにより迅速かつ正確な情報収集が可能となるととも

に、リアルタイムに機器やシステムを制御することが可能となる。 

・カーナビや家電、ヘルスケアなど異なる分野の機器やシステムが相互に連携し、新しいサ

ービスの提供が可能となる。 

 特にモノがネットワークにつながることにより情報収集が可能となることの効果は大き

く、大量のモノから大量のデータが蓄積されることにより、ビッグデータとして活用する可

能性が高まります。 

（２） ビッグデータ 

 ビッグデータとは何かについて明確な共通定義はまだ定まっていませんが、多くの場合、

更新頻度が早い様々な種類の巨大な情報を指すことが多いようです。ビッグデータには国

や地方公共団体が提供するオープンデータ、個人の属性に係るパーソナルデータなど様々

なものが含まれます。しかし、特に重要とされているのが前述のＩｏＴとの関係です。Ｉｏ

Ｔの普及に伴い膨大な数のモノがネットワークに繋がると、多種多様なデータをリアルタ

イムで利活用できるようになります。これらのデータを組み合わせ横断的に利活用するこ

とにより、新たな課題解決のためのソリューション、具体的には環境対策や健康管理、産業

効率化などで高度なサービスが創出されると期待されています。 

（３） 人工知能（ＡＩ:Artificial Intelligence） 

 ビッグデータを収集するための手段がＩｏＴであるならば、ビッグデータを分析・活用す

るための手段がＡＩです。ＡＩの研究は古くから行われていますが、現在は 2000 年代から

始まった第三次人工知能ブームの中にあります。まず、ビッグデータを用いることでＡＩ自

身が知識を獲得する「機械学習」が実用化されました。次いで獲得した知識のどこに注目す

べきかをＡＩが自ら習得するディープラーニング（深層学習や特徴表現学習とも呼ばれま

す。）が登場したことが、ブームの背景にあります。特に近年は、脳を模した仕組みを利用

することで抽象的な情報の分析能力を飛躍的に高める技術として、このディープラーニン

グが注目を集めているところです。 

 平成 28年３月、米Ｇｏｏｇｌｅの子会社が開発した囲碁コンピュータープログラム「ア
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ルファ碁（ＡｌｐｈａＧｏ）」が、囲碁におけるトップ棋士の一人である李九段（韓国）と

の５番勝負に４勝１敗で勝利したことは、世界に大きな衝撃を与えました。また、身近なと

ころでは、インターネットの検索エンジンやスマートフォンの音声応答アプリケーション、

各社の掃除ロボットなどがＡＩを活用したサービスとして知られています。 

このように、ＡＩは音声認識、画像認識、自然言語処理の分野から着実に実用化が進みつ

つあり、将来的には災害時の意思決定支援、サイバーセキュリティ対策などに用いられ、社

会の安全性の向上に繋がっていくことが期待されています。 

（４） 新たなＩＣＴの活用 

 これらＩｏＴ、ビッグデータ、ＡＩを一体的に据え、ＩｏＴで収集した様々なデータを多

面的かつ時系列で蓄積し、ＡＩを活用して処理・分析等を行い課題解決に活用することで、

ＩＣＴが社会に新たな貢献をもたらすとともに、社会は急速かつ非連続に変化するものと

考えられます。 

 少子高齢化や人口減少が進む中で中長期的な発展を実現していくためには、これらの新

しい技術を柔軟に取り込み、ＩＣＴの貢献を最大限に生かしていく必要があります。 
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図 1 IoT・ビッグデータ・AI が創造する新たな価値

（出典）総務省「ＩｏＴ時代におけるＩＣＴ産業の構造分析とＩＣＴによる経済成長への多

面的貢献の検証に関する調査研究」（平成 28年） 

（５） 相次ぐ情報漏えいとその対策 

 平成 27年６月に公表された日本年金機構での個人情報の流出事件は、国内に大きな衝撃

を与えました。本事案は、日本年金機構のコンピューターシステムのうち、インターネット

接続環境下にある機構ＬＡＮシステム（内部事務処理のための情報系ネットワークシステ

ム）に対し、ウィルスメールに起因する不正アクセスが行われ、共有ファイルサーバに保存

していた約 125 万件（対象者約 101 万人）の個人情報が流出したものです。この事案を契機

として、総務省は各地方公共団体に対し「自治体情報システム強靭性向上モデル」に基づく

庁内ネットワークの３分割と、「自治体情報セキュリティクラウド」を完了するよう求める

こととなりました。このように特定の相手に対してウイルスファイルを添付したり、ウイル

スに感染するサイトに誘導する仕掛けをしたメールを送りつける手法は標的型攻撃と呼ば

れています。標的型攻撃はますます巧妙化しており、平成 28 年に入っても民間企業や国立

大学法人などから個人情報が流出しています。 

 一方で、情報セキュリティインシデントといわれる、事業運営に影響を与えたり、情報セ

キュリティを脅かしたりする事件や事故には、Ｗｅｂサイトの改ざんやＤＤｏＳ攻撃、内部

者の故意又は過失による情報漏えいなど、様々なものがあります。技術の進歩とともに手法

も多様化しており、最近ではＷａｎｎａ Ｃｒｙｐｔｏｒと呼ばれ、パソコンが感染すると
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特定の制限をかけ、その制限の解除と引き換えに金銭を要求する不正プログラムが大きく

ニュースで取り上げられました。また、平成２８年 9月には、多数のネットワークカメラや

家庭用ルータ等、推定で 145,000 台以上のＩｏＴ機器が「Ｍｉｒａｉ（ミライ）」というマ

ルウェアに感染し、外部の操作者によるＤＤｏＳ攻撃に利用されるという事案も発生して

います。 

 このような背景から、国内では重要インフラの情報セキュリティ対策に係る行動計画に

基づきガイドラインや情報連携の仕組みを整備し、官民連携で具体的なセキュリティ対策

を進めています。電力業界では関連ガイドラインの策定及びガイドラインに基づく情報セ

キュリティ監査を実施しており、クレジット業界では「クレジットカード取引におけるセキ

ュリティ対策の強化に向けた実行計画」を策定しました。 

 情報化が進展し、組織でも個人でも重要な情報を電子データで保有し、それらがネットワ

ークに繋がるようになっています。これらは生活を便利にする反面、様々な危険性をはらむ

ものである事を各自が認識し、それぞれの利用形態に応じたセキュリティ対策を進めるこ

とが求められています。 

図 2 サイバー犯罪

（出展）平成 27 年版 警察白書 
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２ 国の動向 

 国においては、「行政情報化推進基本計画」 （平成 6年 12 月 25日閣議決定）以来多くの

行政情報化に係る戦略等が策定され、特に、平成 25 年の政府ＣＩＯ（内閣情報通信政策監）

の設置以降、ＩＴガバナンスの強化や基盤整備を中核に、電子行政の見直しが行われてきま

した。ＩＣＴに関する国の施策は多岐にわたりますが、以下では特に行政機関に関連したも

のを取り上げます。 

（１） 世界最先端ＩＴ国家創造宣言 

 平成 25年６月に「世界最先端ＩＴ国家創造宣言（以下「「創造宣言」」という。）」が閣議

決定されました。「創造宣言」においては、「公共サービスがワンストップで誰でもどこでも

いつでも受けられるように、国民利用者の視点に立った電子行政サービスの実現と行政改

革への貢献」がその柱のひとつとされ、「より便利で利用者負担の少ない行政サービスの提

供を、災害や情報セキュリティに強い行政基盤の構築と、徹底したコストカット及び効率的

な行政運営を行いつつ実現する」ことが掲げられています。 

 「創造宣言」はその後毎年変更され、平成 29年５月には「世界最先端ＩＴ国家創造宣言・

官民データ活用推進基本計画（以下「「平成 29年度創造宣言」」という。）」が閣議決定され

ました。「平成 29 年度創造宣言」は官民データ活用推進基本法（平成 28 年法律第 103 号）

第８条第６項の規定による官民データ活用推進基本計画と一体となった点に特徴があり、

「官民データ利活用社会」のモデルの構築を目指しています。 

 この背景には、「１ 技術・サービス等の動向」で触れたように、データ流通の飛躍的な

増大、それに伴う新たな技術やサービスの登場等を踏まえ、データ利活用に対する期待が高

まっていることがあります。わが国における急速な人口構造の変化等に伴う諸課題を解決

すべく様々な社会的課題に対応するにあたっては、データの積極的な利活用により国民の

様々なレベルのニーズにきめ細かく対応することが可能となる環境が形成されていくとの

認識の下、対策を講じていかなければならないと述べています。 

このような視点から、官民データを相互につなげて共有し、利活用が容易になるよう、国

と地方公共団体及び事業者等と連携を図りつつ以下の基本的施策により、官民データの利

活用に向けた環境を整備するとしています。 

・国、地方公共団体等のオープンデータの促進 

・紙中心の文化からの脱却 

・官民データの取扱いに係るルール整備 
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・官民データ連携のための標準化等の促進 

・デジタルデバイド対策、研究開発、人材育成、普及啓発等 

・国と各地方公共団体等の施策の整合性確保 

図 3 官民データの利活用に向けた環境整備

（出典）世界最先端ＩＴ国家創造宣言 

（２） デジタル・ガバメント推進方針 

 さらに、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議は、

平成 29 年５月、「平成 29年度創造宣言」の下、国民や事業者が行政サービスの生みだす価

値を享受できるよう、サービスのあり方に焦点を当て、デジタル社会に向けた電子行政の目

指す方向性を示すものとして、「デジタル・ガバメント推進方針」を決定しました。この中

で、これまでの取組でＩＴ関連投資額の抑制に努めてきた一方、国と地方が共に行政サービ

スそのものの価値の拡大に努めていかなくてはならないとし、次の３つの柱を示していま

す。 

・デジタル技術を徹底活用した利用者中心の行政サービス改革 

・官民協働を実現するプラットフォーム 

・価値を生み出すＩＴ ガバナンス 

 一つ目の柱「デジタル技術を徹底活用した利用者中心の行政サービス改革」では、デジタ

ル技術を徹底活用し、行政サービスそのものをデジタル前提で再設計する事により、利用者

中心の行政サービス改革を推進するとしています。ここで注意が必要なのは、サービスの受
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け手となる国民や事業者だけでなく、関連する制度や業務システムを利用してサービス提

供を行う国や地方公共団体の職員等を含めて利用者と据えるとしているところです。この

ような考え方から、ＩｏＴやＡＩなど業務プロセスを抜本的に変えうる技術の活用も含め

デジタル技術を徹底的に活用し、より一層の業務改革を推進するとともに、民間サービスを

含む他のサービスとの連携を意識し、データベースのＡＰＩ公開など情報提供のあり方を

見直すとしています。 

 二つ目の柱である「官民協働を実現するプラットフォーム」とは、行政におけるデータや

サービスを開放し、民間や地方公共団体を含めた多様な主体が相互に連携する事によって、

社会的課題の解決や国民利便性の向上を実現するとともに、新たな事業機会を創出するこ

とのできる仕組みとされています。このプラットフォーム構築のための具体的な取組とし

て、オープンデータを前提として行政が保有するデータが円滑に流通できるようデータレ

イアウト、語彙、コード、文字等の標準化・共通化などの規格を整備する、ＡＰＩによる情

報連携を前提としたシステム設計・構築を行うなどの取組があげられます。 

 三つ目の柱である「価値を生み出すＩＴ ガバナンス」では、上記二つの柱の実現のため、

推進体制を整備し、ＩＴマネジメントの徹底と投資効果の最大化を目指すとされています。 

（３） 行政手続・民間取引 IT 化に向けたアクションプラン（デジタルファースト・アク

ションプラン） 

 デジタル・ガバメント推進方針には、別紙としてアクションプランが付随しています。当

該アクションプランは、デジタル・ガバメント推進方針のうち、行政サービスの効率化と利

便性向上について目標・基本的方向・具体的取組などを集中的に記載したものですが、特に

注目すべきは、「行政手続・民間取引 IT化にあたっての基本的考え方」です。この基本的考

え方では、今後、行政手続・民間取引 IT 化に関して、「画期的・効率的なサービス体験の提

供」を目指すにあたり、以下の３原則を実現するとの考え方を示しています。 

・「デジタルファースト原則」 

・「コネクテッド・ワンストップ原則」 

・「ワンスオンリー原則」 

 「デジタルファースト原則」とは、手続の電子化の徹底を前提としつつ、さらにデジタル

技術を徹底的に活用し、デジタル処理を前提としたサービス設計を行うことにより、「原則

として、個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結する」という方針と定義されてい

ます。 

 「コネクテッド・ワンストップ原則」とは、「民間サービスを含め、複数の手続・サービ

スがどこからでも／一か所で実現する」という方針と定義され、特に行政手続に係る取組を

念頭においたものです。 
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 「ワンスオンリー原則」とは「一度提出した情報は、二度提出することを不要とする」と

いう方針と定義されます。これは行政手続に係る取組であり、まずは、事業者・国民が一度

提出した情報について、同じ内容の情報を再び求めないようにするとともに、バックヤード

連携環境の整備等を通じて、行政内において異なる省庁・部局間（異なる手続間）での情報

連携を進めることにより、必要書類・情報の削減、ひいては、事業者・国民における行政手

続コストの削減を実現するものです。 

 これらの考え方は以前より度々示されていたものですが、過去の経緯を踏まえ、以下の視

点が加えられた点が特に重要です。 

・デジタル化を推進するにあたっては、マイナンバーカードの普及を促進し、マイナンバー

制度における IT 基盤を徹底的に活用すること。 

・オンライン利用を原則としつつも、過去の経緯・反省点を踏まえつつ、全ての手続のオン

ライン化自体を目標とするのではなく、費用対効果を踏まえて優先順位をつけて取り組む

こと。 

・単に紙から電子に置き換えるのではなく、デジタル社会の到来を前提に、ユーザー中心の

サービスデザイン思考の観点から、そもそもの手続の見直しと行政内部の業務改革を併せ

て行うこと。 

図 4 今後の検討の基本方針（行政手続・民間取引 IT 化にあたっての３原則） 

（出典）行政手続・民間取引 IT 化に向けたアクションプラン

基本的方向＜「３原則」＞
※マイナンバー制度の徹底活用による「画期的・効率的サービス体験の提供」

＜デジタルファーストの実現＞
○原則オンライン利用の推進

• 全数調査結果、費用対効果を踏まえた戦略的取組
• 対面・書面原則の撤廃（本人認証、双方向技術等の積極活用等）
○サービスデザイン思考に基づく取組の推進

• デジタルを前提とした、事業者・国民視点での制度・
業務・手続の抜本的見直し（規制改革推進室等と連携）

• 行政内でのBPRとの一体的取組による効率化の推進

＜コネクテッド・ワンストップの実現＞
○民間・行政サービスの融合

• APIの公開、モバイル対応など

＜ワンスオンリーの実現＞
○必要書類の徹底削減

• バックヤード連携の整備など

利用者
（事業者・
国民等）

行政等

サービス・デザイン

行
政
手
続
Ｉ
Ｔ
化

民
間
取
引
Ｉ
Ｔ
化
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３ 電子自治体に関する動向 

 行政サービスに対する要望は多様化しており、それは本市についても変わりません。住民

満足度の向上は市が一丸となって取り組むべき指標の一つであり、ＩＣＴの活用による

様々な取り組みによる多様な住民ニーズへの対応が期待されているところです。一方で、本

市の財政状況は依然として厳しく効率的な行政運営が求められています。ＩＣＴの活用は

行政の効率化や経費削減が期待され、持続可能な都市経営に資する行財政基盤の強化とし

ての役割を果たす必要があります。 

（１） 社会保障・税番号制度 

 平成 25 年５月には、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律」が成立し、行政手続きのあり方が大きく変わることになりました。多くの手続を

行う地方公共団体では、これまで市民の方から証明書等の提出により行っていた所得等の

確認を、各行政機関間での情報連携で行うことになり、一層の事務効率化が期待されていま

す。さらに、マイナポータルを利用したぴったりサービスの運用も始まり、インターネット

上で行政手続きを行う場面がますます増えてくるでしょう。 

また、「デジタル・ガバメント推進方針」でも、行政手続・民間取引のＩＴ化を推進する

にあたり、マイナンバーカードやマイナポータルなどのマイナンバー制度の活用を推進す

ることが重要であるとされています。特にマイナンバーカードを用いると IC チップに搭載

された電子証明書による公的個人認証サービスが利用できるため多方面での活用が期待さ

れており、行政サービスにおいても積極的な検討が必要です。 

一方で、多量のデータとして個人情報を取り扱う場面が増えつつあります。デジタルデー

タは一旦流出すると回収が困難であったり、他の情報と結びつく事によって被害が拡大す

る特徴があり、その取扱いには十分注意しなければなりません。個人情報の取扱いに関する

体制を整備し、継続的に運用していく事も求められています。 

（２） 電子自治体の取組みを加速するための１０の指針 

 総務省はこれまで、電子自治体の取組みを推進するため、平成 15年８月に「電子自治体

推進指針」（平成 18 年７月一部改訂）や平成 19年３月に「新電子自治体推進指針」を策定

してきましたが、平成 26年３月、自治体クラウドの導入をはじめとした地方公共団体の電

子自治体に係る取組みを一層促進することを目的として、「電子自治体の取組みを加速する

ための 10の指針（以下「10 の指針」という。）」を公表しました。「10の指針」では、より

一層効率的な行政運営が求められている地方公共団体にとり、「電子自治体の取組みは、行

政の効率化や経費の削減が期待され、行政改革の中でも重要な位置を占める」とした上で、
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以下の３節に分けて、行政情報システムの改革に関して地方公共団体に期待される具体的

な取組みを提示しています。 

・第一節 番号制度導入に併せた自治体クラウド導入の取組み加速 

・第二節 ＩＣＴ利活用による住民利便性の向上 

・第三節 電子自治体推進のための体制整備 

 第一節では、自治体クラウドが既存システムについての管理運用経費の削減及び制度改

正対応の負担軽減の効果があるとされていることから、自治体クラウド等の情報システム

の効率化に取り組む際の参考となるよう、導入にあたっての検討課題、業務標準化に向けた

取組事項等がまとめられています。 

 第二節では住民利便性の向上に焦点を当て、オープンデータ等の新たな取組について、ま

とめています。 

 第三節では、情報システムが地方公共団体の行政運営における重要なインフラであるこ

とから、情報セキュリティや各地方公共団体が電子自治体の推進を着実に実施するための

体制などについて整理されています。 
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４ 本市における情報化の現状 

 本市では、平成 21 年３月に第６次一宮市総合計画（計画期間：平成 20 年度～29 年度）

を上位計画とした一宮市情報化推進計画（計画期間：平成 21年度～25年度）を、平成 26年

３月には一宮市情報化推進計画【改訂版】（計画期間：平成 26 年度～29 年度）を策定しま

した。これらの計画で、本市の情報化の基本的な方向性と具体的な取組を示した上で、個別

の取り組み事項を進行管理し、ＩＣＴを利活用した行政運営を全庁的に進めてきました。 

（１） 自治体情報システム強靭性向上モデル 

 日本年金機構における個人情報流出事案をうけ、平成 27 年 12 月に総務省より情報セキ

ュリティ対策の抜本的強化を図るよう全国の自治体に通達が出されました。 

この中では、 

・マイナンバー利用事務系では、端末からの情報持ち出し不可設定等を図り、住民情報流出

を徹底して防止すること 

・マイナンバーによる情報連携に活用されるＬＧＷＡＮ環境のセキュリティ確保に資する

ため、ＬＧＷＡＮ接続系とインターネット接続系を分割すること 

・都道府県と市区町村が協力して、自治体情報セキュリティクラウドを構築し、高度な情報

セキュリティ対策を講じること 

との、三層からなる対策を求められていますが、平成 29 年６月までにすべての対応を完了

しています。 

これらの対策により、以前にも増して個人情報の安全な取扱いが可能となりました。 

（２） 総合行政システムの現状 

本市では、昭和 42 年に大型汎用機を導入して以来、順次、各種行政事務のシステム化、

効率化を図ってきました。

ホストコンピュータは、信頼性、安定性に優れ、多くの行政事務で採用してきましたが、

維持や運用に多額の費用がかかるため、平成 16 年 6 月よりサーバを使用した業務システム

へと転換を行ってきました。一宮市情報化推進計画に沿って業務システムの最適化が図ら

れ、従来個別に構築されていた業務システムを、総合行政システムとして再構築し、平成 24
年度より稼働しています。総合行政システムは、長期使用が可能な地域情報プラットフォー

ムに準拠したウェブ方式のパッケージシステムとして構築され、システムの契約期間を 12
年間で調達しています。

また、平成 24 年 10 月には当時東海３県で初という住民票等のコンビニ交付サービスを
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開始しています。

さらに、総合行政システムの効率的な運用を目指し、仮想化技術を活用したサーバ集約を

平成 30 年４月より開始する予定です。

（３） 仮想化基盤の活用 

情報系の各システムの信頼性や運用安定性の向上を図るため、各システムのサーバ群を

収容するサーバ基盤（仮想化基盤）を構築し平成 28 年１月より運用を開始しました。 

 これによりシステムごとに用意されていたサーバ機器、ストレージ機器、バックアップ機

器などのハードウェアを共用化し、機器運用の一元化によるリソースの有効利用及び障害

発生時の対応の迅速化、また、各システムの更新費用や運用費用の低減を進めており、新規

導入や更新を迎えるシステムより順次仮想化基盤への移行を実施しています。 

また、情報システム強じん化に伴うネットワーク分離事業では、インターネット接続系に

おいても仮想化基盤を導入し平成 29 年３月より運用を開始したのに続き、平成 29 年度に

は基幹系での仮想化基盤の運用開始に向け構築作業を進めています。 

表 ２-１ 市民向けＩＣＴ関連サービスの推進経過

年 月 内容 担当課 

平成 9年 2 月 一宮市公式ホームページを開設 秘書広報課 

平成 13 年 6 月 戸籍事務の電算化により、戸籍証明の発行を電

子化 

市民課 

平成 14 年 8 月 住民基本台帳ネットワークシステム運用開始 市民課 

平成 15 年 5 月 聴覚障害者等に対する携帯電話による緊急メー

ル通報サービス開始 

通信指令課 

6 月 あんしん・防災ねっと運用開始 行政課 

8 月 図書館の蔵書検索・予約のインターネットサー

ビスを開始 

図書館事務局 

住民基本台帳ネットワークシステム第 2次サー

ビスを開始 

市民課 

平成 16 年 1 月 公的個人認証サービスを開始 情報推進課 

6 月 河川等水位監視システムの運用を開始 治水課 

8 月 一宮市議会会議録検索システム運用開始 議事調査課 

11 月 市民活動情報サイトを開設 地域ふれあい

課 
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平成 17 年 4 月 インターネット掲示板「みんなで子育て～ゆめ

おりっこ広場～」を開設 

子育て支援課 

共同運用（あいち電子自治体推進協議会）によ

る電子申請・届出システム運用開始 

情報推進課 

5 月 地理情報システムを利用した一宮市地域ポータ

ルサイトを開設 

情報推進課 

7 月 ケーブルテレビで災害時に緊急情報を提供する

体制を整備 

秘書広報課 

市公式ホームページの携帯版を開設 秘書広報課 

メールマガジン「週刊一宮」配信開始 秘書広報課 

平成 18 年 3 月 「ホームページ作成のためのアクセシビリティ

ガイドライン」を制定 

秘書広報課 

市立図書館、蔵書管理システムを統合 図書館事務局 

6 月 尾西・木曽川庁舎で、窓口相談システム運用開

始 

情報推進課 

平成 19 年 3 月 インターネット公売を開始 納税課 

4 月 市税のコンビニエンスストアでの納付が可能に 納税課 

共同運用（あいち電子自治体推進協議会）によ

る入札参加資格の電子申請を開始 

契約課 

市公式ホームページにバナー広告を掲載 秘書広報課 

市公式ホームページに「よくある質問集

（FAQ)」を公開 

秘書広報課 

6 月 一宮・尾西・木曽川庁舎でモニターテレビによ

り市議会本会議を放映 

情報推進課 

「災害メール 119」を開始 通信指令課 

7 月 一宮市地域ポータルサイトの携帯電話版「一宮

市携帯地図サイト」を開設 

情報推進課 

8 月 市議会本会議の録画映像をホームページで公開 議事調査課 

10 月 子育て支援サイト「みんなで子育て」を開設 子育て支援課 

平成 20 年 1 月 一宮市スポーツ施設予約システム運用開始 スポーツ課 

4 月 一宮市スポーツ施設予約システムによる公園施

設予約の運用開始 

公園緑地課 

12 月 地方税ﾎﾟｰﾀﾙｼｽﾃﾑ(eLTAX:ｴﾙﾀｯｸｽ)電子申告の受

付開始 

市民税課 
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平成 21 年 6 月 市公式ホームページに多言語対応の自動翻訳シ

ステムを公開 

秘書広報課 

平成 22 年 4 月 共同運用（あいち電子自治体推進協議会）によ

る電子申請・届出システムをリニューアル 

情報推進課 

9 月 情報公開システム運用開始 行政課 

平成 23 年 4 月 市公式ホームページに「ホームページ Q＆Ａシ

ステム」を公開 

秘書広報課 

「一宮市のオンライン手続きポータルサイト・

eいちのみや」を公開 

情報推進課 

平成 24 年 10 月 コンビニエンスストア端末での住民票の写し・

印鑑登録証明書の交付サービス開始 

市民課 

平成 25 年 1 月 コンビニエンスストア端末での戸籍事項証明

書・戸籍附票の写しの交付サービス開始 

市民課 

コミュニティーFM「FM いちのみや」が開局

し、広報番組「知っトク！いちのみや」を放送

開始 

秘書広報課 

4 月 介護保険料・後期高齢者医療保険料・保育料・

放課後児童保育サービス利用手数料・市営住宅

家賃のコンビニエンスストアでの納付が可能に

高年福祉課 

5 月 微小粒子状物質（PM2.5）と光化学スモッグ情

報のメール配信を開始 

環境保全課 

平成 26 年 6 月 インターネットで市議会本会議の生中継配信を

開始 

議事調査課 

12 月 ケーブルテレビで市議会本会議の生中継を開始 議事調査課 

平成 27 年 4 月 無料アプリでの広報一宮の配信を開始 秘書広報課 

共同運用（あいち電子自治体推進協議会）によ

る電子申請・届出システムをリニューアル 

情報推進課 

7 月 行方不明高齢者等捜索メールの配信を開始 高年福祉課 

7 月 ゴミ分別ウェブアプリ「一宮市ゴミチェッカ

ー」の運用を開始 

清掃対策課 

8 月 広報一宮号外「健康ひろば」の無料アプリでの

配信を開始 

健康づくり課 

在宅療養における医療・介護の情報共有システ

ム「ささえ iネット一宮」を運用開始 

高年福祉課 

平成 28 年 1 月 個人番号カードの交付を開始 市民課 
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2 月 ウェブサイト更新システム（ＣＭＳ）を導入

し、市ウェブサイトをリニューアル 

広報課 

一宮市公式ＳＮＳ（フェイスブック・ツイッタ

ー・ユーチューブ）の運用を開始 

広報課 

4 月 一宮市防災情報公式ツイッターの運用を開始 行政課危機管

理室 

市内の河川などの水位や、雨量情報を確認でき

るウェブサイト「河川等水位情報」をリニュー

アル 

治水課 

5 月 本庁舎窓口でタブレット端末を使用した「７カ

国語対応の通訳サービス」を導入 

情報推進課 

6 月 市施設などで「いちのみやフリーWi-Fi」サー

ビスを開始 

情報推進課 

10 月 住民票の発行手数料などの支払いのため、交通

系電子マネー決済を開始 

会計課 

12 月 一宮市オープンデータカタログサイトを公開 情報推進課 

平成 29 年 1 月 市立図書館で電子書籍の貸し出しを開始 中央図書館 

3 月 いちのみや子育て支援サイト・子育て支援アプ

リを公開 

子育て支援課 

9 月 LINE による市政の運用情報の発信と「いちみ

ん」LINE スタンプの販売を開始 

広報課 
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第３章 情報化の方向性

 多様化し、急速に変化する現代社会において、行政サービスはこれまで以上に市民視点で

検討し、市民中心に提供していく必要があります。そのためには、デジタル技術を徹底的に

活用し、行政サービスのあり方を抜本的に見直すことにより、行政サービスの改革を推進し

なければなりません。限られた行政資源の中で行政サービスの改革を推進するために、本市

では、ＡＩやＩｏＴなどの先進技術の利用や大学や民間企業との協働を積極的に推進して

いきます。

 行政サービスの改革に際し、デジタルファースト原則及びワンスオンリー原則は特に重

要な指針です。前述のとおり、デジタルファースト原則とは、「原則として個々の手続・サ

ービスが一貫してデジタルで完結する」という方針であり、市民中心の視点を念頭に、デジ

タルを前提として業務及び手続を根本的に見直すものです。また、ワンスオンリー原則とは、

「一度提出した情報は、二度提出することを不要とする」という方針であり、部署間の情報

連携を進めることにより、必要書類・情報の削減、ひいては市民における行政手続コストの

削減を実現するものです。こうした指針による改革を進めることで、個々の市民から真に求

められる市民サービスが可能となります。

 本市ではこれまでもよりよい市民サービスの提供に努めてきましたが、本計画ではこの

ような考えの下、「アカウント・個客型行政の推進」を最優先で進めるべき情報化の方向性

とします。ＩＣＴを活用した施策の数々は、当然「利便性の高い市民サービスの提供」、「協

働社会の実現」、「持続的な市政運営の推進」を目的とするものですが、市民がＩＣＴ利活用

の果実を最も実感できるのは、なによりも一人ひとりの市民の立場に立った市民サービス

の実現だからです。

１ アカウント・個客型行政の推進 

 アカウント（Account）という言葉は、インターネットで様々なサービスを使う際の「ユ

ーザーアカウント」としてよく用いられます。また、派生語のアカウンタビリティ

（accountability）は「説明責任」と訳されます。ラテン語で「数える」という意味の

<computare>を語源とする Account は、欧米のビジネスの現場では勘定・会計、口座、説

明、顧客など多様な使い方がされる意味深い言葉です。さらに、<computare>は computer
（コンピューター）の語源でもあり、アカウントはＩＣＴとつながりが強い言葉でもありま

す。

 「アカウント・個客型行政の推進」では、「アカウント」という言葉が持つこのような意
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味を踏まえ、高度な説明責任を果たすべく、ＩＣＴを極限まで活用し、最少の経費で最大の

効果を目指した事務処理を行います。その際、民間の優れたお客様サービスを取り入れた一

人ひとりの市民に寄り添ったきめ細やかな市民サービスの実現を目指し、特にデジタルフ

ァースト原則及びワンスオンリー原則に則り、行政サービス改革を推進するものとします。

２ ＩＣＴを活用した利便性の高い市民サービスの提供 

 急速な少子高齢化の中、住民が行政に求める多様なニーズへの対応には、ＩＣＴの活用が

大きな力となります。高齢者・障害者を含むすべての住民がサービスを享受できることを前

提とした上で、利便性、サービス形態のニーズ、セキュリティの確保を念頭に、住民満足度

が向上する取組みを行います。 

３ ＩＣＴを活用した協働社会の実現 

 多様な社会的課題が山積する現代において、限られた行政資源を元に行政が単独でサー

ビスを企画・提供する従来の行政手法では、住民の要望に応えることはもはや困難となりつ

つあります。行政機関は多様な民間主体と連携し、官民共同による行政サービスの提供を行

うことにより、地域の課題を迅速かつ柔軟に解決できるようになります。 

 住民・企業など様々な主体とのデジタル技術を活用した協働により、多様化する課題の解

決を促進します。特に共同研究やコラボレーション、実証実験など、大学や民間企業との積

極的な協働を起爆剤に、アカウント・個客型行政の推進、利便性の高い市民サービスの提供、

持続的な市政運営の推進を実現します。 

４ ＩＣＴによる持続的な市政運営の推進 

 市の財政状況は依然として厳しい状況にあり、一層効率的な市政運営が求められていま

す。ＩＣＴの活用は行政の効率化や経費の削減が期待され、行財政改革の中でも重要な役割

が求められています。 

 また、行政運営における重要な基盤としての情報システムの役割は年々高まっています。

もはや業務システムなしには住民サービスの提供は十分に行えません。業務システムの停

止は住民サービスの提供に深刻なダメージをもたらします。さらに、ＩＣＴの利活用にとも

ない、業務システムで扱う個人情報の重要性は増す一方です。 
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 ＩＣＴの活用による行財政改革を進めるとともに、継続的な住民サービスの提供と個人

情報の適切な取扱いを徹底するため、全庁的な取組みを行います。 
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第４章 推進体制

１ 組織 

庁内の横断的な組織である一宮市地域情報化推進委員会を本計画の中心的な推進組織と

位置づけ、全庁的な合意形成を図りながら、計画を着実に進めます。

推進体制は下図のとおりとなります。また、主な推進組織を次ページに示します。

市  長 

最高情報統括責任者(CIO) 副市長 

委員長 副市長

副委員長 総務部長 副委員長 企画部長

一宮市 
地域情報化 
推進委員会

幹事長 委員会委員

専門部会 

プロジェクトチーム

構築段階 

幹事会 

調査･検討段階

事務局 
情報推進課

(関係課･委託業者等)

事業担当課

事業担当課

事業担当課

事業担当課

調達･構築･運用段階 

有識者

関係官公庁

放送事業者

通信事業者

経済団体
など

報告

助言

一宮市 
地域情報化 
推進協議会

報告 

提案

決定 

指示

報告

検討

指示

連携

重要事項の報告
重要事項の指示

幹事 課長補佐・主査十数名

外部機関

任命

(関係課代表者十数名)

プロジェクトチーム

(関係課･委託業者等)

専門部会 

(関係課代表者十数名)

委員 企画政策課長ほか課長十数名

調達･構築段階で必要に応じ

てプロジェクトチームを結成 

連携

構築後は、主たる事業担当課へ
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①最高情報統括責任者（ＣＩＯ）

本市の情報化を推進する最高責任者で、副市長が任にあたります。

②一宮市地域情報化推進委員会

情報化に関する庁内の横断的な組織で、重要な情報関連施策や情報セキュリティに関す

る事項について、協議し、方針を決定する機関です。本計画の推進組織として中枢的な役割

を担います。

本委員会では、協議する重要な案件について、必要に応じて、下部組織である一宮市地域

情報化推進委員会幹事会で事前協議を行います。

全庁にわたる事業の導入を計画する場合は、一宮市地域情報化推進委員会の指示により

専門部会を設け、事前に導入のための検討や調査を行います。また、全庁的な事業で、すで

に運用が始まっている取り組みであっても、委員会の指示により、利活用の方針の決定、ル

ール作りなどの検討を行います。これらの検討・調査事項は報告書としてまとめ、委員会に

提出し、委員会の協議を経て、方針を決定します。

③一宮市地域情報化推進協議会

 本市の情報化に関する唯一の外部組織で、有識者や事業者などの立場から、本市の情報化

施策に対して意見や提言をいただいています。本計画でも、進捗状況を報告し、いただいた

助言を施策に反映させていきます。

④そのほかの推進組織

一宮市地域情報化推進委員会と一宮市地域情報化推進協議会の事務局は、本市の総務部

情報推進課に置かれています。同課では、本市の情報政策の立案・調整・推進に関する事務

を所掌しており、情報化推進の最前線として、本計画を主導的、積極的に推進していきます。

また、全庁にわたる事業について、主たる事業担当課と連携して推進の先導役を務めるとと

もに、本計画推進のため関係課との連絡・調整にあたります。さらに、進捗状況を委員会・

協議会に報告し、推進についての具申も行っていきます。委員会へは、協議会での協議結果

を報告するとともに、可能な限り施策へ反映させるための提案を行っていきます。

事業担当課では、情報推進課と連携して、情報化に関する施策を積極的に推進していきま

す。
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２ 進行管理 

（１） 進行管理の対象 

ＩＣＴは既に行政活動に不可欠なものであり、本計画に関する施策や事業は多岐にわた

ります。いわゆるＰＤＣＡサイクルによる進行管理は、施策や事業の実施による住民の福祉

の増進を最終目標とするものであり、適切な指標を設定しなければその効果は十分に得ら

れません。また、限りある行政資源を最大限有効に活用し、持続的な市政運営を行うために

は、時期を見極め、重要な施策を集中的に推進する、いわゆる選択と集中が肝要です。

本計画で目標を設定し進行を管理する施策は特に集中して推進すべきものとし、一定の

目標状況に達した段階で対象から除外します。また、技術革新と社会情勢の変化のスピード

は年々増していることから、スケジュールや目標値は柔軟に変更します。

（２） ＰＤＣＡサイクルによる管理 

施策の実施には計画（Ｐ）、実施（Ｄ）、評価（Ｃ）、改善（Ａ）を定期的に繰り返しなが

ら、継続的な計画の推進を図らなければなりません。年度ごとに目標が達成されているかを

確認し、達成されていない場合には現状の課題を把握し、改善策を講じます。

本計画の最終年度である平成 34 年度には、次期計画へ向けて総括的な評価を行います。

（３） 報告と公表 

進行管理の状況は毎年度、一宮市地域情報化推進委員会と一宮市地域情報化推進協議会

に報告するとともに、公表します。

推 

進 

図 5 ＰＤＣＡサイクル
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３ 取組の見直し 

（１） ニーズや社会情勢による見直し 

情報技術分野は技術革新が速いので、進行管理を行う中で情報化のニーズや社会情勢の

変化などに応じ新たな取り組みを追加するなど、柔軟な見直しを行います。

（２） 評価による見直し 

進行管理をしていく上で、達成度の低い取り組みについて原因の分析を進め、例えば、目

標到達の阻害要因を取り除くような対策を施す、過大評価による高い目標値を下方修正す

る、事業を取りやめるなどの検討を行います。反対に、進展が著しいものについて目標値を

上方修正するなどの検討も行います。

４ 推進体制強化のための見直し 

 本計画を推進する上で、推進体制を強化するための方策を検討し、必要に応じて、体制強

化のための見直しを行います。
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第５章 施策の展開

 前述までに整理した本市を取り巻く様々な状況を踏まえ、今後積極的に推進し全庁的に

取り組むべき施策を、取組事項及び検討事項として整理しました。また、ＩＣＴに関連し、

既に運用段階にあるものを実施事項として取りまとめました。 

１ 取組事項 

（１） 取組事項の位置付け 

 情報化が進展した現在において、ＩＣＴが関連する事業には多種多様なものがあります。

また、技術の進展はめざましいものがあり、新たに導入が完了し一定の期間が経過したもの

は、業務を行う上で利用して当然のものとなっているものもあります。 

 将来にわたり安定的な市政運営が行えるようＩＣＴを積極的に利活用することが求めら

れていることを踏まえ、目標設定及び進行管理を確実に行い、着実に実施及び検討を進めて

いくべき重要なものを取り上げ、取組事項とします。 

（２） 取組事項の実施期間と進行管理 

 取組事項の実施期間は平成 30 年度から平成 34 年度までの５年間とし、ＰＤＣＡサイク

ルによる進行管理を行うことで着実に推進します。一方、社会情勢や費用対効果などから妥

当性、有効性、効率性を随時判断し、柔軟に取組事項を見直します。 

２ 検討事項 

（１） 検討事項の位置付け 

 ＩＣＴが関連する事業の中には、新しい技術を取り入れることによって利便性が向上し

たり、経費が削減されるものがあります。ただし、そうした事業では既存の業務や住民サー

ビスへの影響が大きい場合もあり、十分な検討が必要です。また法制度の改正や補助金など、

国の施策を見極めることによって事業の効果がより大きくなる場合もあります。 

 このように、積極的に進めるべきであるものの評価指標や目標値を明確に定めることが

困難なものを、検討事項とします。検討事項としたものは継続的に状況分析及び研究を行い、

適切な時期に実施ができるよう、準備を進めます。  
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第６章 取組事項及び検討事項

１ 取組事項の詳細 

（１） アカウント・個客型行政の推進 

取組事項 スマートフォンを利用した電子キーの導入 管理番号 1-1 

取組内容 

公民館利用者のスマートフォンを利用した電子キー（スマートフォン等

の電子機器を通じて、ドアの開施錠を行う入退室管理システム）の導入

に向け、大徳公民館玄関ドアに試験導入し、利用者と公民館とでシステ

ムの実証実験をした上で、導入を検討する。 

評価指標 
スマートフォンを利用した電子キーの導入 

平成 34 年度

目標値 

平成３２年度導入 

担当課 
生涯学習課 

（２） ＩＣＴを活用した利便性の高い市民サービスの提供 

取組事項 市公式ウェブサイトのアクセス件数の拡大 管理番号 2-1 

取組内容 

平成 28年 2 月に導入した「ウェブサイト更新システム（ＣＭＳ）」を

継続運用し、閲覧する方が「より見やすく利用しやすいウェブサイト」

を公開することで、今まで以上に一宮市の魅力を国内外に発信し、市公

式ウェブサイトのアクセス件数を増やす。 

評価指標 
市公式ウェブサイト（ＰＣ・携帯サイト）のアクセス件数 

平成 34 年度

目標値 

11,840,000 件 

担当課 
広報課 
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取組事項 
あんしん・防災ねっと及びＳＮＳを利用した災

害情報の提供 
管理番号 2-2 

取組内容 
あんしん・防災ねっとおよび一宮市防災ツイッターにより、災害に関す

る緊急情報等を発信する。 

評価指標 
あんしん・防災ねっと登録件数および一宮市防災ツイッターフォロワー

数 

平成 34 年度

目標値 

15,000 件 

担当課 
危機管理課、通信指令課 

取組事項 
フリーWi-Fi（無料公衆無線 LAN）サービスの

拡大 
管理番号 2-3 

取組内容 

市民サービスの向上および災害時の情報提供などを目的に、公共施設

で、無料でインターネットに接続できる「いちのみやフリーWi-Fi」を

整備し、提供施設を拡大する。 

評価指標 
フリーWi-Fi（無料公衆無線 LAN）アクセスポイント数 

平成 34 年度

目標値 

100 か所 

担当課 
情報推進課 
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取組事項 地方税共通納税システムによる電子納税の推進 管理番号 2-4 

取組内容 
地方税共通納税システムによる電子納税に対応するため、収納システム

の改修を行う。 

評価指標 
収納システムの改修状況 

平成 34 年度

目標値 

平成 31 年度改修完了・運用開始 

担当課 
情報推進課・市民税課・納税課・会計課 

取組事項 クレジットカード納付推進事業 管理番号 2-5 

取組内容 
インターネットを利用した税のクレジットカード納付件数を増やす。 

評価指標 
インターネットを利用した税のクレジットカード納付件数 

平成 34 年度

目標値 

13,200 件 

担当課 
納税課・会計課・情報推進課 

取組事項 交通系 ICカードが利用できる窓口数の拡大 管理番号 2-6 

取組内容 
交通系 ICカードが利用できる窓口数を拡大する。 

評価指標 
交通系 ICカードが利用できる窓口数 

平成 34 年度

目標値 

６か所 

担当課 
会計課 



30 

取組事項 
聴覚・言語機能障害者に対応した 119 番通報シ

ステムの導入 
管理番号 2-7 

取組内容 

会話に不自由な聴覚・言語機能障害者を対象に、スマートフォン等の

GPS 測位機能を利用し、音声によらない円滑な 119 番通報を可能にする

システムを整備する。 

また、同システムを導入する他の消防機関と相互接続し、災害場所を管

轄する消防機関に通報されるものとする。 

評価指標 
本システムの利用申請者数 

平成 34 年度

目標値 

100 人 

担当課 
通信指令課 

取組事項 
多言語音声翻訳アプリ「救急ボイストラ」の導

入 
管理番号 2-8 

取組内容 

近年の在留外国人や外国人観光客等の増加などに伴い、救急搬送におい

ても外国人傷病者と接触する機会の増加が予想される。 

そこで、救急活動の一助とするため、スマートフォンなどのモバイル端

末を導入し、外国語による音声と画面の文字によるコミュニケーション

が可能な多言語翻訳アプリ、「救急ボイストラ」をダウンロードし、外

国人傷病者に対応できるよう整備する。 

評価指標 
救急ボイストラ導入状況 

平成 34 年度

目標値 

平成３０年度導入 

担当課 
一宮消防署管理課 
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（３） ＩＣＴを活用した協働社会の実現 

取組事項 映像を利用した犯罪抑止の推進 管理番号 3-1 

取組内容 

街頭犯罪・侵入盗などを未然に防ぎ、安全・安心なまちづくりを推進す

るため町内会、マンション管理組合が設置する防犯カメラに対してその

費用の一部を補助する。 

評価指標 
町内会、マンション管理組合が設置した防犯カメラの台数 

平成 34 年度

目標値 

710 台 

担当課 
地域ふれあい課 

取組事項 オープンデータ公開件数の拡大 管理番号 3-2 

取組内容 

市が保有するデータを民間が活用する事による新たな産業やサービスの

創出、ひいては住民の利便性向上が期待できるため、各所管課が保有す

るデータを精査し、一宮市オープンデータカタログサイトへのデータ登

録件数を増やす。 

評価指標 
一宮市オープンデータカタログサイトへのデータ登録件数 

平成 34 年度

目標値 

100 件 

担当課 
情報推進課 
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取組事項 小中学校におけるプログラミング教育の実施 管理番号 3-3 

取組内容 

児童生徒の「論理的思考力」や「ICT を活用する力」を育成することを

目的に平成 34 年度までにプログラミング教育を全小中学校で実施す

る。 

評価指標 
プログラミング教育の実施校数 

平成 34 年度

目標値 

61 校 

担当課 
学校教育課 

（４） ＩＣＴによる持続的な市政運営の実現 

取組事項 教職員の情報機器活用研修の充実 管理番号 4-1 

取組内容 
教職員の情報機器活用研修を充実することで、ICT 活用能力の向上を目

指す。 

評価指標 
情報機器活用研修の履修率 

平成 34 年度

目標値 

85% 

担当課 
学校教育課 
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２ 検討事項の詳細 

（１） アカウント・個客型行政の推進 

検討事項 マイアカウントによる市民サービスの向上 管理番号 5-1 

検討内容 

市民サービスの向上及び行政手続コスト削減のためには、「一度提出し

た情報は、二度提出する事を不要とする」という「ワンスオンリー原

則」に基づき、市民が一度提出した情報について、同じ内容の情報を再

び求めないようにする必要がある。システム及び運用体制の整備等を通

じて部署間での情報連携を進めることにより、申請項目や必要書類を削

減し、市民サービス向上につなげる方法を検討する。 

担当課 
情報推進課 

検討事項 ＡＩを活用したチャットボットの活用 管理番号 5-2 

検討内容 

チャットボットとは、ＡＩを用いて人間と自然な対話・応答を行う自動

会話プログラムである。多量の実例や業務経験のデータを活用したチャ

ットボットを導入することにより、これまで職員が応対してきた問合せ

業務を、インターネットを介して２４時間行うことで多様な住民ニーズ

に応えることが可能となる。また、職員が業務遂行の際にチャットボッ

トを利用することで、より適切・迅速に対応できるようになる。利便性

の高い市民サービスの提供及び業務効率の向上を目指し、ＡＩを活用し

たチャットボットの活用を検討する。 

担当課 
情報推進課 
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（２） ＩＣＴを活用した利便性の高い市民サービスの提供 

検討事項 公金納付方法の多様化対応 管理番号 6-1 

検討内容 
マルチペイメントネットワーク導入や、マイナポータル公金決済への対

応について情報収集や検討を行う。 

担当課 
納税課 

（３） ＩＣＴを活用した協働社会の実現 

検討事項 大学、民間企業等の協働 管理番号 7-1 

検討内容 

ＩＣＴに関する専門的な知見を有する大学、民間企業などと積極的に意

見を交換し、協働を進めることにより、先進的なＩＣＴの活用につなげ

る。 

担当課 
情報推進課 

（４） ＩＣＴによる持続的な市政運営の実現 

検討事項 
基幹系業務システムにおける自治体クラウドの

導入 
管理番号 8-1 

検討内容 

業務システムは汎用システムから個別サーバシステムへの移行を完了

し、平成 30 年度には、仮想化技術を利用したプライベートクラウドへ

の移行をし、効率化を図っている。 

現在稼動している業務システムのシステム更新時期に合わせ、尾張地区

を中心に自治体クラウドによる共通調達を実現し、更なる費用の削減及

び業務の効率化を図る。 

担当課 
情報推進課 
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検討事項 基幹系端末のシンクライアント化 管理番号 8-2 

検討内容 

基幹系システムは、非常に機密性の高い個人情報を取り扱っている。現

在、電子記録媒体の規制を行い情報漏えいに努めているが、その危険性

は依然として高い。また、端末固有の問題で不具合が起き、対応に苦慮

している。そこで、基幹系システムの端末をシンクラ化し、これらの問

題を解決する。 

担当課 
情報推進課 

検討事項 総合行政システムにおける文字基盤の導入 管理番号 8-3 

検討内容 

市が発行する証明書や郵送物に印刷する文字はフォントの種類によって

字形が異なる。また、パソコンやサーバーのＯＳによって使用できるフ

ォントに制限がある。文字基盤を導入することによりフォント変更の際

のコストを削減し、住民データの継続的な安定利用を目指す。 

担当課 
情報推進課 

検討事項 ＲＰＡを利用した事務の効率化 管理番号 8-4 

検討内容 

ＲＰＡ（Robotic Process Automation：ロボテック・プロセス・オート

メーション）とは、人間がパソコンで行うデスクトップ画面上の操作

を、ルールに基づいて自動的に再現する技術である。自動化の対象は主

に定型業務で、定められた手順の事務を人に代わってソフトが処理す

る。この技術を利用して職員のパソコン操作を省力化することにより、

業務の効率化を図る。 

担当課 
情報推進課 
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検討事項 
ＩｏＴ技術を活用したゲート等監視システムの

導入 
管理番号 8-5 

検討内容 

河川水位上昇時には、その河川につながるゲートを確実に操作した上

で、その後もゲートや水位の状況等を随時確認する必要がある。ＩｏＴ

技術を活用した監視装置を設置しこれらの状況を遠隔地より確認するこ

とで、より確実な防災対応に役立たせるとともに、降雨時の職員負担の

軽減及び事故の防止を図る。 

担当課 
維持課 
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第７章 （参考資料）平成 29年度の取組事項一覧

 既に述べたように、行政運営におけるＩＣＴの役割は年々増すばかりであり、ＩＣＴが関

連した業務は多方面に及びます。どのような業務を行っているかを把握する一助として、平

成 26年に改定した一宮市情報化推進計画【改訂版】における、平成 29 年度の取組事項一覧

を示します。 

管理番号 取組事項 担当課 

1-1-1 あんしん・防災ねっと及びＳＮＳを利用した災害情

報の提供 

危機管理課 

通信指令課 

1-1-2 デジタル地域防災無線システムの運用 危機管理課 

1-1-3 河川等水位監視システムの運用 治水課 

1-1-4 ライブカメラを活用した河川監視の運用 治水課 

1-1-6 災害時要援護者支援及び避難行動要支援者支援シス

テムの運用 

福祉課 

高年福祉課 

1-1-7 被災者支援システムの共同導入 情報推進課 

関係各課 

1-2-1 小中学校での不審者情報のメール配信 学校教育課 

1-2-2 町内会、マンション管理組合又は地域づくり協議会

が設置する防犯カメラの推進 

地域ふれあい課 

経済振興課 

1-3-1 子ども向けページの充実 広報課 

1-3-2 よくある質問集の充実 広報課 

1-3-3 内部モニター制度の充実 広報課 

情報推進課 

1-3-4 ウェブサイト更新システム（CMS）の継続運用 広報課 

情報推進課 

1-3-5 ウェブサイト自動翻訳システムの効果的な活用 広報課 

1-3-6 地図情報サイトの効果的な活用 情報推進課 

1-3-7 市議会ウェブサイトの充実 議会事務局 

庶務課 

議事調査課 

1-4-1 ＳＮＳの利用拡大 広報課 

1-4-2 ケーブルテレビ広報番組の放映 広報課 

1-4-3 スマートフォン対応ウェブページの継続運用 広報課 
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1-4-4 コミュニティーFM広報番組の放送 広報課 

1-4-5 携帯電話・スマートフォン等対応サービスの利用拡

大 

情報推進課 

関係各課 

1-4-6 利活用できるオープンデータの公開推進 情報推進課 

関係各課 

1-5-1 オンライン手続のポータルサイトの利用拡大 情報推進課 

1-5-2 あいち電子申請・届出システムの利用拡大 情報推進課 

1-5-3 図書館蔵書検索・予約システムの利用拡大 図書館事務局 

1-5-4 スポーツ施設予約システムの利用拡大 スポーツ課 

公園緑地課 

1-5-5 地方税ポータルシステム（eLTAX：エルタックス）の

利用拡大 

市民税課 

資産税課 

1-5-6 フリーWi-Fi（無料公衆無線 LAN）サービスの拡大 情報推進課 

1-6-1 クレジットカード納付導入の準備 会計課 

納税課 

関係各課 

1-6-2 マルチペイメントネットワークシステム（MPN）導入

の検討 

会計課 

納税課 

情報推進課 

1-6-3 交通系 ICカードによる支払い場所の拡大 会計課 

情報推進課 

1-7-1 総合窓口の運用 行政課 

関係各課 

1-7-2 証明書コンビニ交付サービスの利用拡大 市民課 

1-7-3 図書館の自動貸出機による貸出利用拡大 図書館事務局 

1-7-4 中央図書館のインターネット端末・持込パソコン室

の利用拡大 

図書館事務局 

1-7-5 テレビ電話による通訳サービスの継続運用 情報推進課 

1-7-6 電子書籍の利用拡大 図書館事務局 

1-8-1 G 空間（地理空間）情報による防災情報等の提供 情報推進課 

行政課 

関係各課 

1-8-2 G 空間（地理空間）情報によるくらしの安心に役立つ

情報等の提供 

情報推進課 

関係各課 

2-1-1 市民活動情報サイトの利用拡大 地域ふれあい課 
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2-1-2 市民活動センター・団体情報のネット上の発信 地域ふれあい課 

2-1-3 子育て支援サイトの利用拡大 子育て支援課 

2-2-1 情報公開支援システムの運用 行政課 

2-2-2 市議会会議録検索システム・議会録画中継・ライブ中

継の運用 

議事調査課 

2-2-3 市民メールの運用 広報課 

2-2-4 市民意見提出制度の運用 広報課 

2-3-1 市民向けパソコン講座の推進 生涯学習課 

2-3-2 小中学校のパソコン学習、インターネットによる調

べ学習、情報モラル教育の推進 

学校教育課 

2-3-3 教職員の情報機器活用研修の充実 学校教育課 

2-3-4 市職員の情報システム活用研修の実施 情報推進課 

2-3-5 小中学校におけるプログラミング教育の実施 学校教育課 

3-1-1 あいち電子調達共同システム(CALS/EC)の活用推進 契約課 

3-1-2 あいち電子調達共同システム(物品等)の活用推進 契約課 

3-1-3 契約管理システムの活用推進 契約課 

情報推進課 

3-1-4 財務会計システムにおける電子決裁の運用 情報推進課 

関係各課 

3-2-1 文書管理システムの利用促進 行政課 

情報推進課 

3-2-3 複合機導入の推進 情報推進課 

3-2-4 印刷出力枚数の削減の推進 情報推進課 

行政課 

3-3-1 庁内情報システムの有効利用 情報推進課 

3-3-2 インターネットの有効利用 情報推進課 

3-3-3 職員認証基盤の運用 情報推進課 

3-3-4 職員ポータルサイトの運用 情報推進課 

3-3-5 シンクライアントパソコンの利用推進 情報推進課 

3-3-6 オープンソース・フリーソフトウエアの有効利用 情報推進課 

3-3-7 ストレージ管理の強化 情報推進課 

3-3-8 庁内情報システムの庁外利用のための運用 情報推進課 

3-3-9 会議等におけるタブレット端末の運用 情報推進課 

3-3-10 庁内（各庁舎、出先施設）におけるＷｉ-Ｆｉ環境の

運用 

情報推進課 
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3-4-1 地域情報化推進委員会・幹事会・専門部会の機能強化 情報推進課 

3-4-2 情報システム調達ガイドラインによる運用 情報推進課 

3-4-3 情報システム管理の簡素化 情報推進課 

3-5-1 基幹業務システムの最適化 情報推進課 

関係各課 

3-5-2 人事給与システムの最適化 人事課 

3-5-3 土木工事積算システムの最適化 建設総務課 

上水道整備課 

3-6-1 パソコン周辺機器のグリーン購入の推進 情報推進課 

3-6-2 リース等庁内で使用する情報機器のグリーン調達の

推進 

情報推進課 

3-6-4 リサイクルトナーの利用の推進 情報推進課 

3-6-5 紙保存文書量の削減の推進 行政課 

3-6-7 情報機器・電子媒体のリユースの推進 情報推進課 

4-1-1 職員向け情報セキュリティ・メールマガジンの発刊 情報推進課 

4-1-2 情報セキュリティ研修の実施 情報推進課 

人事課 

4-1-3 電子媒体の使用削減 情報推進課 

4-1-4 ウイルス対策の強化の実施 情報推進課 

4-1-5 監視カメラ等による物理的セキュリティの強化 情報推進課 

4-2-1 情報セキュリティ監査体制の整備、内部監査人の育

成 

情報推進課 

4-2-2 セルフチェックの実施 情報推進課 

4-2-3 ネットワーク監視の充実 情報推進課 

4-2-4 サーバ等の技術的診断の実施 情報推進課 

4-3-1 非常時連絡体制の整備・運用 情報推進課 

4-3-2 障害時管理マニュアルの整備・運用 情報推進課 

4-3-3 緊急時対応計画の整備・運用 情報推進課 

4-3-4 ICT 部門の業務継続計画の整備・運用 情報推進課 

※他の取組事項との統合などで管理番号が欠番になっているものがあります。 
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第８章 用語集

英数

ＡＩ

ＡＰＩ

ＢＤ

ＤＤｏＳ

ＤＤｏＳ攻撃

ＩＣＴ

ＩｏＴ

ＬＧＷＡＮ

Artificial Intelligence の略で、人工知能と訳さ

れる。→人工知能

Application Program Interface の略。あるプ

ログラムの機能を他のプログラムから呼び出

して利用できるように公開する際の規約のこ

と。もしくは、利用する仕組みのこと。

→ビッグデータ

Distributed Denial Of Service の略。→ＤＤｏ

Ｓ攻撃

提供するサービスを妨害したり停止させる目

的で、ネットワーク上の複数の場所から行う攻

撃全般を指す総称

Information and Communication Technology
の略で、情報通信技術と訳される。

Internet of Things の略で、モノのインターネ

ットと訳される。第２章１（１）を参照。

総合行政ネットワークともいい、地方公共団体

を相互に接続する行政専用のネットワークの

こと。
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あ行

か行

ウェブ方式

オープンデータ

端末側でウェブブラウザによる表示処理を行

う方式のこと。

国、地方公共団体及び事業者が保有する官民デ

ータのうち、国民誰もがインターネット等を通

じて容易に利用（加工、編集、再配布等）でき

るよう、次のいずれの項目にも該当する形で公

開されたデータのこと。

① 営利目的、非営利目的を問わず二次利用可

能なルールが適用されたもの

② 機械判読に適したもの

③ 無償で利用できるもの

仮想化技術

検索エンジン

公的個人認証サービス

個人情報

実際に存在する１台のコンピュータ上に、ソフ

トウェアの働きにより、何台もの仮想のコンピ

ュータがあるかのような働きをさせることが

できる技術

インターネット上の情報（ウェブサイトやサイ

ト内のファイル等）を検索できるサービスのこ

と。

地方公共団体情報システム機構が提供するサ

ービスで、インターネットを通じて安全・確実

な行政手続き等を行うために、他人によるなり

すまし申請や電子データが通信途中で改ざん

されていないことを確認するためのもの

生きている個人に関する情報で、①特定の個人

であると分かるもの及び他の情報と紐づける

ことで容易に特定の個人であると分かるもの

又は②個人識別符号（※）が含まれるもの（個
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さ行

コンピュータウィルス

人情報保護法第２条第１項）。

※個人識別符号とは、例えば、指紋をデータ化

したものや運転免許証番号、パスポート番号、

マイナンバー等であり、法律や政令、規則で定

めるものをいう。

電子メールやホームページ閲覧などによって

コンピュータに侵入する特殊なプログラム

サーバ

サイバーセキュリティ

自治体クラウド

ネットワーク上で情報やサービスを提供する

コンピュータのこと。

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式（以下「電磁

的方式」という。）により記録され、又は発信

され、伝送され、若しくは受信される情報の漏

えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の

安全管理のために必要な措置並びに情報シス

テム及び情報通信ネットワークの安全性及び

信頼性の確保のために必要な措置（情報通信ネ

ットワーク又は電磁的方式で作られた記録に

係る記録媒体（以下「電磁的記録媒体」という。）

を通じた電子計算機に対する不正な活動によ

る被害の防止のために必要な措置を含む。）が

講じられ、その状態が適切に維持管理されてい

ることをいう。（サイバーセキュリティ基本法

第２条）

地方公共団体が情報システムを庁舎内で保有・

管理することに代えて、外部のデータセンター

で保有・管理し、通信回線を経由して利用でき

るようにする取組。複数の地方公共団体の情報

システムの集約と共同利用を進めることによ
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た行

自治体情報セキュリティクラウド

人工知能

ストレージ

り、経費の削減及び住民サービスの向上等を図

るもの

自治体における不正通信の監視機能の強化等

への取組に際し、より高い水準のセキュリティ

対策を講じるため、インターネット接続ポイン

トの集約化やセキュリティ監視の共同利用等

を行うもの

第２章１（３）を参照

データを格納するための外部記憶装置

地域情報プラットフォーム

デジタルデバイド

電子自治体

様々なシステム間の連携（電子情報のやりとり

等）を可能にするために定めた、各システムが

準拠すべき業務面や技術面のルール（標準仕

様）のことで、地方公共団体においては、地域

情報プラットフォームを活用したシステム再

構築を行うことで、業務・システムの効率化や、

マルチベンダー化が期待される。

インターネットやパソコン等の情報通信技術

を利用できる者と利用できない者との間に生

じる格差のこと。

コンピュータやネットワークなどの情報通信

技術を行政のあらゆる分野に活用することに

より、住民や企業の事務負担の軽減や利便性の

向上、行政事務の簡素化・合理化などを図り、

効率的・効果的な自治体を実現しようとするも

の
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は行

ま行

パッケージシステム

ビッグデータ

ぴったりサービス

ホストコンピュータ

特定の業務あるいは業種で汎用的に利用する

ことができる 既製の市販システム

第２章１（２）を参照

マイナポータルから利用する、地方公共団体が

提供している行政サービスを検索したり、オン

ライン申請できるサービスの総称

コンピュータ・ネットワークの中で、データの

処理や管理を一手に引き受けている大きめの

コンピュータのこと。

電子証明書 信頼できる第三者（認証局）が間違いなく本人

であることを電子的に証明するもので、書面取

引における印鑑証明書に代わるもの

マイナポータル

マイナンバーカード

マイナンバー制度

政府が運営するオンラインサービス。行政機関

がマイナンバーの付いた自分の情報をいつ、ど

ことやりとりしたのか確認できるほか、行政機

関が保有する自分に関する情報や行政機関か

ら自分に対しての必要なお知らせ情報等を自

宅のパソコン等から確認できる。

マイナンバー（個人番号）が記載された顔写真

付のカードで個人番号カードともいう。券面に

は氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー

（個人番号）と本人の顔写真等が表示される。

複数の機関に存在する個人の情報を同一人の

情報であるということの確認を行うための基

盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性
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ら行

ルータ ネットワークとネットワークを中継し、送信デ

ータを目的地へ届ける役割を持つハードウェ

アのこと。

マイナンバー利用事務

マルウェア

を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正

な社会を実現するための社会基盤。社会保障・

税番号制度

行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その

他の行政事務を処理する者が番号法第９条第

１項又は第２項の規定によりその保有する特

定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率

的に検索し、及び管理するために必要な限度で

個人番号を利用して処理する事務

「Malicious」（悪意のある） 「Software」を

略したもので、さまざまな手法を用いて利用者

のコンピュータに感染し、スパムの配信や情報

窃取等の遠隔操作を自動的に実行するソフト

ウェア（コード）の総称
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