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第１章 計画の基本的な考え方 

１．計画策定の趣旨 

日本における商用インターネットサービスの開始からおよそ 30年、スマートフォ

ンの登場からわずか 15年ほどの間に、情報通信技術（ICT）の発展は日常生活や経

済活動の様々な場面で大きな変化をもたらしてきました。インターネットに接続さ

れた身の回りの様々なモノからリアルタイムに情報が届けられ、毎日の暮らしの中

に ICTが溶け込み、生活が便利になっただけではなく、場所や時間にとらわれない

働き方による仕事と育児・介護等の両立、障がいのある人の社会参加、外国人との

言葉の壁の解消など共生社会の実現にも役立っています。 

これから迎える Society 5.01時代においては、AI2、IoT3、５G4を中心とした先端

技術によりイノベーションがもたらされ、これまで困難とされてきた様々な地域課

題の解決に向けても道が開かれると予想されます。 

少子高齢化時代に多様化する市民のニーズに応え、効率的で利便性の高い

Society 5.0時代にふさわしい行政サービスを提供していくためには、市役所のあ

らゆる業務でデジタル・トランスフォーメーション5（DX）につながるデジタル化の

取組を進めていくことが求められています。また、デジタル技術は地方創生の切り

札としても期待されており、社会の変化に柔軟に対応し、市民（地域）、事業者、

行政との協働により、本市が ICTで社会をリードする自治体となることを目指して

取り組む必要があります。 

本計画は、第２次甲賀市総合計画（第２期基本計画）の目標を達成するため、ICT

活用に係るビジョンを示すものであり、誰ひとり取り残されることのない、「誰も

がいつもの暮らしに『しあわせ』を感じることのできるデジタル社会の実現」に向

けた取組を推進することを目的としています。 

また、大規模な自然災害の発生など地球規模の問題に直面する中、持続可能な開

発目標（SDGs）の達成に向けて、将来の甲賀市を見据え、本計画を通して持続可能

なまちづくりに取り組んでいきます。 

 

２．計画の位置付け 

本計画は、第２次甲賀市総合計画（以下「総合計画」といいます。）を上位計画

とする分野別計画に位置付けられるものであり、総合計画（第２期基本計画）で定

める施策や他の分野別計画との整合を図りながら、本市の目指すまちづくりを ICT

の側面から推進するものです。 

また、本計画は「甲賀市地域情報化計画書」及び「甲賀市地域情報化計画推進プ

ラン」（平成 19年３月）を引き継ぐものとし、官民データ活用推進基本法（平成

28年法律第 103号）に基づく、市町村官民データ活用推進計画としても位置付けま

す。 
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３．計画期間 

本計画の計画期間は、総合計画第２期基本計画に合わせ、令和３年度（2021年

度）から令和６年度（2024年度）までの４年間とします。 

なお、社会状況の変化を踏まえ、期間の途中であっても必要に応じて見直しを行

うほか、国による制度整備や国の設定目標を前提とする施策については、国の計画

にあわせて取組を進めます。 
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第２章 ICT を巡る社会の動向 

１．市民生活や経済活動における現状や  ICT の動向 

（１）社会における課題と ICT の動向 

本計画の前身である「甲賀市地域情報化計画書」が策定された平成 19年当時と比

較しても、社会における ICTの位置づけは大きく変化してきました。 

令和２年通信利用動向調査（令和３年６月総務省）によると、インターネット利

用者の割合が全体の 83.4％と８割を超え、個人のスマートフォンの保有割合も

68.3％と、ほぼ３人のうち２人が保有するまでに普及しました。滋賀県において

は、インターネット利用者の割合が 83.6％、個人のスマートフォンの保有割合は

66.5％となっています。 

また、令和２年３月からは 5Gサービスの提供が開始され、通信速度は最大

4.2Gbps（１秒間に 4.2ギガビット）となり、スマートフォンの処理能力向上とあわ

せて、スマートフォンが ICT活用をしたサービスの中心となりつつあります。 

 

こうした技術の発展を背景として、ICTは成長産業として日本経済を支えてお

り、人の属性や位置情報、購入履歴などビッグデータ6を活用したサービス、シェア

リングエコノミー7やサブスクリプション8、QR・バーコード決済、越境電子商取引9

など新たなサービスや取引の形態が発展しています。今後、5Gサービスの普及、自

動運転やドローン（小型無人機）の活用が進めば、中山間地域の課題解決や生活の

質の向上が見込まれます。 

特にコロナ禍においては、「オンライン」がキーワードとなり、働き方やライフ

スタイルが新しい生活様式へと移行することが求められる一方、「利用できる人」

と「利用できない人」の格差を生み出す可能性や、インターネットを利用した犯

罪、プライバシーやネット社会での人権侵害などにも注目がされました。 

出展 令和 2年通信利用動向調査 



 

4 

 

また、LINEにおける個人情報の取扱いを巡るセキュリティ問題に代表されるよう

に、ICTの重要性が高まるにつれて、情報セキュリティが重大なリスクとして認識

されるようになりました。 

行政分野では、住民ニーズの多様化にともない、行政手続など各種サービスのオ

ンライン化やワンストップ化、AIや RPA10を活用した効率的な事務処理が進められて

きた一方で、コロナ禍では特に基礎自治体である市町村において、きめ細やかで迅

速な給付やサービスが求められる中での課題が浮き彫りとなったところです。 

 

（２）Society5.0 を支える ICT技術 

Society5.0は、狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続く新たな社会を指

し、「超スマート社会」とも呼ばれています。2030年を目途に具体化される社会で

あり、現実空間とサイバー空間が融合した社会です。 

これまでの情報社会では、人がインターネットにアクセスして、情報を入手した

り、分析していました。Society5.0は、カメラやセンサーなど、インターネットに

接続された IoT機器から、膨大な情報が 5Gネットワークなどを通じてサイバー空間

に蓄積され、蓄積されたビッグデータを人工知能（AI）が解析し、その結果が自動

的に現実空間にフィードバックされて良い方向に導いてくれるようになります。 

こうした社会で重要となる技術が、頭脳としての AI、その手足となる IoT、膨大

な機器をつなぐネットワークである 5Gになります。 

 

 

このように、Society5.0時代においては、AI、IoT、5Gといった技術の活用が期

待され、これらの技術が自動運転、ドローン、自動翻訳、VR11、顔認証、ブロック

チェーン12、量子コンピュータ13といった技術に応用されることにより、より高度な

出典 内閣府作成資料 

出典 内閣府作成資料 
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サービスが実現できるようになると見込まれます。また、スマートフォンにマイナ

ンバーカードの機能を搭載する技術的な検討が進められており、スマートフォンの

機能もさらに進化していくことが見込まれます。 

 

 

２．国の動向 

国においては、平成 12年に高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（平成 12

年法律第 144号。IT基本法）を制定して以降、IT戦略本部を司令塔として累次の計

画を策定し、高度情報通信ネットワーク社会の実現を目指してインフラ整備や ICT

利活用に取り組んできました。

 
その後、データの活用の重要性に鑑み、平成 28年に官民データ活用推進基本法

（平成 28年法律第 103号）を制定し、政府はデジタルガバメントとデータ利活用の

２本柱で ICT政策を推進しています。 
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その間、サイバー攻撃などによるリスクが高まったことを背景として、平成 26年

にサイバーセキュリティ基本法（平成 26年法律第 104号）が制定され、サイバーセ

キュリティ戦略本部や内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）の設置など、体

制の強化が図られました。 

さらに、令和元年５月に公布されたデジタル手続法（令和元年法律第 16号）にお

いては、行政のあらゆるサービスを最初から最後までデジタルで完結させるために

デジタル化３原則14（デジタルファースト、ワンスオンリー、コネクテッド・ワンス

トップ）を明確化し、行政の在り方を紙からデジタルに転換することで、デジタル

を前提とした時代の新たな社会基盤の構築の契機となることを求めています。ま

た、本法律において、地方公共団体における行政手続のオンライン化が努力義務と

して規定されました。 

令和２年 12月には「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」が公表され、

IT基本法施行後の状況の変化と、国や地方公共団体をはじめとする社会全体のデジ

タル化の遅れや社会課題に対応し、社会のデジタル化を強力に進めるため IT基本法

の全面的な見直しとデジタル庁の設置が決定され、令和３年通常国会に IT基本法を

廃止してデジタル社会形成基本法を制定する法案が提出され、同年５月に成立しま

した。 

地方公共団体の DXについては、総務省が令和２年 12月に「地方公共団体 DX推進

計画」を策定し、自治体の情報システムの標準化・共通化、マイナンバーカードの

普及促進、行政手続のオンライン化、AI・RPAの利用推進、テレワーク15の推進、セ

キュリティ対策の徹底を重点的に取り組む方針が示されました。 

 

３．県の動向 

滋賀県においては、ICTやデータを課題解決に向けた有効な手段として積極的に

活用していくこととし、ICTの進歩に的確に対応しながら、計画的に ICTやデータ

の活用施策を推進していくためのビジョンとして、平成 30年３月に「滋賀県 ICT推

進戦略」を策定しています。 

本戦略では、滋賀県が持つ強みである情報通信インフラや情報通信機器の普及率

の高さ、ICT分野やデータサイエンス16分野における教育・研究機関の集積などを活

かし、「全ての県民に ICT・データ利活用を広げていく」、「ICT・データを活用

し、限りある資源を共有・シェアする」、「多様な主体・異分野の連携により、

ICT・データで新たな価値を創造する」の３つの基本方針のもと、ICTで「創る」、

「守る」、「変える」、ICTで「育てる」、「支える」の５つの重点戦略に基づく

取組が進められています。 
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出典 滋賀県ＩＣＴ推進戦略 
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第３章 市のこれまでの主な取組と市民ニーズ 

１．これまでの主な取組 

（１）地域情報基盤の整備 

本市では、平成 19年３月に、市全体でのコミュニケーションを深め、市民・企

業・行政の協働によるまちづくりの視点から、「甲賀市地域情報化計画」を策定

し、市民がいつでも・どこでも・何でも・誰でも必要な情報を得て活用することが

できる ICTを活用した地域社会を目指す取組を開始しました。 

特にインフラ整備については、携帯電話の急速な普及を背景に、平成 21年から中

山間地を中心とした携帯電話の不感地域の解消に努め、携帯電話事業者の協力とあ

わせて、国の補助を活用した携帯電話基地局を設置するなど、市内での携帯電話エ

リア化を進めてきました。 

また、平成 23年からは、地域情報通信基盤として市内全域に光ファイバー網を整

備するとともに、音声放送や、第三セクターの株式会社あいコムこうかによるケー

ブルテレビ、高速インターネットサービスを展開してきました。 

音声放送については、市内全戸を対象に市が設置を進めており、防災をはじめと

する安全・安心情報や市の行政情報を伝達することが可能となりました。 

さらに、ケーブルテレビとインターネットサービスについては、市が出資する第

三セクター株式会社あいコムこうかによる運営がされており、地上デジタル放送が

市内全域で視聴可能になることでテレビのアナログ放送終了にも対応し、高速イン

ターネットについても市内全域で利用が可能となりました。 

また、平成 29年からは、公共施設のインターネット環境の向上と、災害時におけ

る通信環境確保を目的に、市内 80箇所以上に無料 Wi-Fi（公衆無線 LAN）を整備し

ました。 

一方、地域情報計画書に基づく各種情報サービスの実現については、行政情報提

供サービス、河川・ダム・道路の映像情報サービス、小中学校の情報通信環境の整

備などのサービス提供できた事業と、児童見守りや在宅医療、水道自動検針などの

実現には至らなかった事業があります。実施に至らなかった事業については、既に

民間の情報サービスとして実現されているもの、実現には更なる追加投資が必要な

もの等の要因があり、本ビジョンにおいて実施していく情報サービスの整理を行い

ます。 

 

（２）行政サービスのオンライン化 

本市では、地方税の電子申告や住民票など各種証明書のコンビニ交付に平成 28年

7月から対応しているほか、平成 31年１月からは、児童手当関係の４手続（認定請

求、額改定認定請求・額改定届、受給事由消滅届、現況届）について、国が整備す

るマイナポータル17のぴったりサービスを利用し、オンラインによる申請受付を行っ

ています。 

また、令和２年４月からスマートフォン決済アプリによる税・料金等の支払、同

年 10月からは公共施設予約システムの導入を行っています。 
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（３）おうみ自治体クラウド協議会への加入 

行政情報システムについては、マイナンバー18制度の開始にあわせ、これまでの自

庁設置のシステムからクラウドサービス19による住民情報システムへと更新し、費用

の削減を図ったところです。 

甲賀市は、平成 31年４月、システムの共同利用を通じて、契約手続に係る事務の

効率化、システム利用料の低減を目的として、県内８市（草津市、守山市、栗東

市、野洲市、湖南市、近江八幡市、米原市、甲賀市）で構成される「おうみ自治体

クラウド協議会」へ加入しました。その後、令和２年 11月に基幹系システムの共同

利用を開始したところです。 

このほか、おうみ自治体クラウド協議会での共同発注により、コロナ禍における

特別定額給付金の給付事務、新型コロナウイルスワクチン接種事務体制の早期確立

に役立てています。 

 

（４）スマートシティ20・スマート自治体21の推進 

行政手続、窓口応対、学校現場などあらゆる場面での ICTを推進し、スマートシ

ティ・スマート自治体の取り組みを推進しています。 

例を挙げると、保育園において保育園業務支援システム、小中学校においては１

人１台タブレット及び校務支援システムを導入して運用を行っています。 

また、令和２年 10月から公共施設予約システムの運用を開始し、まちづくり活動

センター「まるーむ」、体育館、公民館において、空き状況の確認や予約をイン

ターネット上から行うことができるようになりました。 

また、令和３年３月から、コミュニティバスへのバスロケーションシステム（バ

スの位置情報による運行案内）の導入、乗降データの活用、デジタルサイネージ

（電子看板）の整備を実施しました。 

このほか、ごみの捨て方や行政手続に関する問合せに AIがいつでも回答する AI

チャットボット22のサービスを令和３年３月から開始しています。 
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２．市民意識調査の結果 

令和２年９月、第 4回甲賀市市政に関する意識調査において、情報通信（ICT）に

関する調査を実施しました。 

調査結果によると、市が進める ICT政策（情報通信技術）で期待する役割・分野

について、「子どもや高齢者の見守り、防災、防犯など安全・安心の向上」が

61.3％で最も多く、「公共交通や市内店舗でのキャッシュレス利用、Wi-Fi 整備な

ど日常生活における利便性向上」が 36.1%、「電子申請、公共施設のオンライン予

約など市役所窓口の電子化」が 35.7%と続いています。 

ICTで暮らしが快適になったり、便利になっている実感があるかという問いに対

して、「いつも実感している」と「時々実感している」を合わせた『実感してい

る』の割合は 35.9%でしたが、「あまり実感していない」とする回答も 35.2%でし

た。 

また、パソコンやスマートフォン等による行政サービスで利用したいものに関す

る質問では、「電子申請など市役所窓口への来庁が不要な行政サービス」が 51.0%

で最も多く、「予約や支払をスマートフォンで行ったり、自動運転など高度な技術

を活用した交通システム」「ロボットを活用した高齢者の見守りサービス」が、そ

れぞれ 21.4%と続きました。 

調査結果を踏まえると、市民の期待の高い「子どもや高齢者の見守り、防災、防

犯など安全・安心の向上」を中心とした施策について充実を図り、ICTで暮らしが

快適になったり、便利になっている実感が得られるように施策を展開していくこと

や、市役所窓口への来庁が不要な行政サービスを目指して取り組んでいくことが必

要であるといえます。 

近年における甲賀市の ICT化の取組 
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出典 令和２年度 第４回甲賀市市政に関する意識調査 
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第４章 本計画の方針 

１．基本理念 

国においては、デジタル改革が目指すデジタル社会のビジョンとして「デジタル

の活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸

せが実現できる社会 ～誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化～」という言葉

で示されています。 

さらに、第２次甲賀市総合計画（第２期基本計画）においては行政経営の方針と

して、持続可能性や分野横断での取り組みを基調としつつ、アフターコロナにおけ

る「新しい豊かさ」によるまちづくりをチャレンジ目標として「いつもの暮らしに

「しあわせ」を感じるまち」を目指しています。 

こうした方向性を踏まえ、本計画では、誰一人取り残されず、市民一人ひとりが

ニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できている社会の姿

を表して「誰もがいつもの暮らしに『しあわせ』を感じることのできるデジタル社

会の実現」を基本理念として定めます。 

 

２．デジタル社会の実現に向けた指針 

基本理念に定めるデジタル社会の実現に向けて、３つの指針を掲げます。 

 
 

３．取組方針 

（１）目的志向型の ICT活用 

ICTは目的達成の手段であるため、ICTの活用自体が目的化してはならないことを

念頭に置き、採用する技術は目的達成の手段として最適なものを選択します。 

また、自前で独自のサービスを構築するよりも、民間事業者が提供する外部サー

ビスを活用することが目的達成の手段として有利な場合は、積極的な活用を図りま

す。 

 

（２）デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進 

古い技術を使い続けることはイノベーションの足かせとなり、住民サービス向上

の支障となることから、絶えず社会や技術の動向をチェックし、新たな取組を検討

新しい価値が生み出され、地域の魅力が発揮されるデジタル化

１人ひとりが利便性を実感できる、人にやさしいデジタル化

いのちや暮らしを守り、安心して安全に利用できるデジタル化
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します。その際、既存の業務を単にデジタルに置き換えるのではなく、DXを重視

し、部局間連携により業務改革（BPR23）を推進します。 

また、効率的かつ効果的な施策の推進のため、データを活用したエビデンス（根

拠となる情報）に基づく政策形成（EBPM24）を推進します。 

 

（３）市民の利便性と効率的な事務処理の両立 

オンラインによる申請は、デジタルファースト、ワンスオンリー、コネクテッ

ド・ワンストップのデジタル３原則を通じた市民の利便性向上を図りつつ、受付後

の事務処理との連携を考慮し、利用者側の利便性と効率的で迅速な事務処理の両方

が充実するよう取り組みます。 

 

（４）効率化の徹底とサービス品質の確保 

ICTにかかるコストは初期導入コストと運用コストの総額で導入検討を行い、ク

ラウド型サービスの利用や共同調達などシステム調達にかかる効率化の徹底を図り

ます。 

あわせて、国・県の補助金など財源の確保に努めるとともに、市民の利便性やセ

キュリティ確保を考慮し、複数サービスの比較検討により一定水準のサービス品質

が確保されるよう取り組みます。 

 

（５）周辺自治体、企業・地域等との連携 

データ活用やシステム共同利用・共同調達などは、周辺自治体と協力して取り組

むことでより高い効果を発揮できることから、周辺自治体との連携を図ります。 

また、近年、ICT企業との協定の締結による取組が多くの自治体で始まってお

り、企業・地域等と連携した実証実験など課題解決のための新たな取組に挑戦し、

ICTに関する人材・ノウハウを蓄積します。 

 

（６）デジタル活用の促進と配慮 

デジタル化のメリットを多くの方に早期に実感してもらえるよう、UI/UX（使いや

すいユーザーインターフェイス設計、ユーザー体験に優れた仕組み）に配慮した、

簡便に利用できるシステムの整備などを通じて、デジタル活用の促進を図ります。 

また、年齢、障がいの有無、性別、国籍等にかかわらず、誰もがデジタル活用の

利便性を享受し、また担い手となることができるように取り組む一方、ICTを利用

しない方が不利にならないよう配慮をします。 

 

（７）AI技術の倫理的な活用 

AIの活用が広がる中、その判断が万能なものでないことに留意し、また、AIが人

間の感情を認識することができるまでに技術が進歩する中、プライバシーの侵害に

つながる活用方法とならないよう、AI技術の倫理的な活用に努めます。 
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計画の体系図 

 

 
 

  

デジタル社会の

実現に向けた指針
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て安全に利用で
きるデジタル化

基本理念 誰もがいつもの暮らしに「しあわせ」を
感じることのできるデジタル社会の実現

取組方針

行政のデジタル化による市民サービ
スの利便性向上、業務の効率化

⑴行政手続のオンライン化、ワンストップ化

⑵AI、RPAなど新たな技術を活用した業務効率化の推進

⑶マイナンバーカードの普及促進

⑷情報システムの整備、システムの標準化・共通化

⑸情報セキュリティ対策

⑹働き方改革の推進

目的志向型
のICT活用

デジタル・ト
ランスフォー
メーション
（DX）推進

市民の利便

性と効率的

な事務処理

の両立

効率化の徹底

とサービス品

質の確保

周辺自治体、
企業・地域
等との連携

デジタル活
用の促進と

配慮

AI技術の倫
理的な活用

スマートシティの実現による安心し
て快適に生活できるまちづくり

⑴公共交通の利便性向上

⑵地域社会のデジタル化推進

⑶中山間地域の課題解決

⑷日常生活における安心・安全の確保

⑸社会福祉、生活の質（QoL）の向上

⑹オープンデータ、資料のデジタル公開の推進

ＩＣＴインフラの整備、地域情報基
盤の活用推進

⑴光ファイバーを活かした高度情報ネットワーク
の整備推進

⑵音声放送端末の設置推進

⑶あいコムこうかを通じた提供サービスの充実

⑷地域情報基盤（光ファイバー）の利用促進

ＩＣＴ人材の育成、デジタル格差対
策

⑴教育の情報化

⑵地域におけるICT学習の推進

⑶高齢者等へのデジタル活用支援

⑷デジタル人材の確保・育成

⑸インターネットによる人権侵害、犯罪防止への
対応

施策の展開

１ ２

３ ４
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第５章 施策の展開 

１．行政のデジタル化による市民サービスの利便性向上、業務の効率化 

デジタル手続法において、行政手続は原則オンライン化が必要となり、地方公共

団体における行政手続についてもオンライン化が努力義務として規定されました。

市への申請等の手続は市民の方にとって一番身近な行政手続であるため、オンライ

ン化への取組を進めていくことが必要です。 

また、申請等の受付からその後の事務処理までをデジタル化することにより、来

庁不要な市役所の実現や業務の自動化による効率化を進めます。 

 

（１）行政手続のオンライン化、ワンストップ化 

人々のライフスタイルが多様化する中、新型コロナウイルス感染症対策による三

密回避の要請も踏まえ、電話や来庁による従来型の窓口サービスに加えてパソコン

やスマートフォンから手続きができるサービスの提供が求められています。 

国が整備するマイナポータルの機能充実やオンライン化方針を踏まえつつ、市独

自の手続きについてもオンライン化を進めていく必要があります。 

また、複数の窓口で手続を行う必要のあるものについて、分かりやすい説明とと

もにワンストップ化を実現し、市民の手続に係る負担の軽減を図る必要がありま

す。手続のワンストップ化については、国において「引越し」や「おくやみ」分野

で重点的な取組を進める方針であり、本市においても対応が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

マイナポータルを活用したオンライン化を進めることとされた手続（自治体 DX推進計画） 
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（主な取組内容） 

 自治体 DX推進計画に基づき、令和４年度までに同計画に掲げられた手続（31手

続）のうち該当のあるものについて、マイナポータルを活用したオンラインに

よる申請受付を行います。 

 令和３年度に汎用電子申請システムの整備を行い、いつでも申請受付が可能と

なる体制を構築し、市独自の手続も含めて取扱い件数の多い手続から順次開始

します。 

 汎用電子申請システムの整備にあわせ、令和３年度に行政手続などいくつかの

質問に答えるだけで必要な手続が分かる「手続ガイドシステム」の導入を行い

ます。 

 行政手続のオンライン化を促進するため、令和３年度中にいわゆる「オンライ

ン条例」の必要性について検討を開始します。 

 特定健診、基本健診、各種がん検診の予約について、運用中の「集団健診（検

診）予約システム」の利用を推進します。 

 令和３年度に窓口のキャッシュレス化実証を行い、令和４年度から順次導入を

推進します。 

 国民健康保険、後期高齢者医療、福祉医療に関する事務について、あらかじめ

住所、氏名等を印字した申請書を交付することにより、窓口における書類作成

の負担を軽減します。 

 国の目標年度である令和４年度中に「引越しワンストップ」に対応します。 

 令和５年度までに市役所窓口におけるおくやみ手続のワンストップ化を実現し

ます。またその際、「おくやみコーナー設置自治体支援ナビ」の活用を検討し

ます。 

 

（設定目標） 

 令和６年度にオンライン申請が可能な手続数 200 

 令和６年度に公共施設予約システム導入施設におけるオンライン予約率 30パー

セント 

 令和６年度に成人のがん検診のオンライン予約率 30パーセント 

 証明書発行に占めるマイナンバーカードを利用した証明書交付数の割合（令和 2

年度 18.8パーセント ➡ 令和 6年度 30パーセント） 

 令和６年度にキャッシュレス可能な手続数 10 

 

 

（２）AI、RPAなど新たな技術を活用した業務効率化の推進 

市民の方からの電話や窓口での問い合わせは、共通しているものも多く、対応を

自動化することで業務の効率化につながるとともに、正確かつ迅速でわかりやすい
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対応が可能となります。このため、本市では令和２年度にいつでも問い合わせがで

きる「AIチャットボット」を導入し運用しています。 

また、紙の書類で提出された申請書について、手作業で入力することは迅速な事

務処理に支障をきたしたり、入力誤りにもつながります。本市では、入力作業の自

動化の推進を図るため、令和２年度より AI・RPAの実証に取り組み、今後、本格的

な運用につなげていく必要があります。 

また、ブロックチェーンなど技術の進展に伴い、確実かつ効率的な契約の電子化

についても検討を進めていく必要があります。 

 

（主な取組内容） 

 運用中の「AIチャットボット」について、情報の定期的な更新による有効活用

を図ります。 

 AI・RPAの活用について、対象業務の拡大による事務効率化の推進を図ります。

また、自前でプログラムが組める職員の育成に取り組みます。 

 令和６年度までに電子契約の実証を行います。 

 

（設定目標） 

 令和６年度に AIチャットボットの年間利用数 50,000件 

 令和６年度に RPAの導入８業務 

 

 

（３）マイナンバーカードの普及・活用の推進 

マイナンバーカードは行政サービスを受ける基盤となるもので、国の方針では令

和４年度中にほぼ全国民に行きわたるよう普及させることとしており、さらに、運

転免許証など様々な証明にも利用できるようにする方針が示されています。 

また、令和４年度にスマートフォンにマイナンバーカードの機能を搭載すること

や、任意で保有する口座へのマイナンバー付番を国に登録することのできる制度が

開始されます。 

甲賀市における普及は 32.0％（R3.5.1時点）となっており、更なる普及の促進が

必要です。また、上記の制度改正を踏まえて、給付金等への活用について利用を推

進するとともに、マイナンバーカードを活用した市のサービスについて、導入を図

ります。 

 

（主な取組内容） 

 令和３年度にマイナンバーカード管理システムの導入により、カード交付の迅

速化と交付事務の効率化を図ります。 

 令和３年度にマイナンバーカードに対応した汎用電子申請システムを導入しま

す。 

 令和６年度までにマイナンバーカード交付予約システムを導入します。 
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 郵便局において公的個人認証サービスの電子証明書25の発行・更新を可能とする

制度改正に伴い、郵便局への委託の可否について検討を行い、令和５年度まで

に結論を得ることとします。 

 保有する口座へのマイナンバー登録について、制度の開始にあわせ必要な周知

を図ります。 

 

（設定目標） 

 令和４年度末までにカードの交付を希望するすべての市民に行きわたるように

交付を行います。 

 

 

（４）情報システムの整備、システムの標準化・共通化 

本市は県内８市で構成される「おうみ自治体クラウド協議会」に加入しており、

情報システムの共同利用を通じたコストの削減に努めています。今後は、地方公共

団体情報システムの標準化に関する法律（令和３年法律第 40号）の制定も踏まえ、

情報システムの標準化・共通化に関する国の方針に対応しながら、国が整備するガ

バメントクラウドで効率的かつ安定的な稼働を確保していく必要があります。 

既存システムについては安定した稼働を確保するための計画的更新を図りつつ、

個別業務においても必要性を十分に検証したうえで、費用対効果を踏まえてシステ

ム導入を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

システムの標準化・共通化スケジュール 
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（主な取組内容） 

 おうみ自治体クラウドによる基幹系システムの共同利用により、システムのコ

スト削減につとめます。 

 基幹系 17業務システムについて、国の目標年度である令和７年度までに情報シ

ステムの標準化・共通化を完了させます。 

 令和５年度に内閣府が導入予定の総合防災情報システムとの円滑な連携を図り

ます。 

 令和５年度に「みまもりネットワーク」に防災マップを搭載し、要支援者の的

確な把握ができるよう運用を開始します。 

 防災マップのデジタル化、消防団の管理システムの導入について検討します。 

 上下水道施設の遠隔監視や、現場作業において管路の電子地図を携帯端末から

利用することにより管理の効率化を図ります。 

 令和６年度までに選挙システムの改修を行い、投票機会の拡大を図ります。 

 

（設定目標） 

 おうみ自治体クラウドによる基幹系システムの共同利用により、５年間で約２

億円を削減 

 

 

（５）情報セキュリティ対策 

市民の重要な個人情報を取り扱う市において、多様化かつ複雑化するサイバー攻

撃に備え、不正アクセス・情報漏洩対策を講じサイバーセキュリティの強化に取り

組む必要があります。外部サービスの利用に際しては、セキュリティの確保の状況

について特に注視が必要です。 

さらに、職員一人一人のセキュリティに関する規定の順守や、情報の取り扱いに

関する意識が重要であることから、職員に対する啓発を行っていく必要がありま

す。 

また、情報システムについては、停電や災害に強いシステム構成の確保が求めら

れます。 

 

（主な取組内容） 

 「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」の

改訂（令和２年 12月）を踏まえ、令和３年度中に「情報セキュリティポリ

シー」の見直しを行います。 

 国における「三層の対策」（自治体情報ネットワークの三層分離）の見直しを

踏まえ、新たなモデル（βモデル）の導入について検討します。 

 ISMAP（政府情報システムのためのセキュリティ評価制度：イスマップ）の活用

による、クラウドサービス利用時のセキュリティを確保します。 
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 ハードディスクなど機器の廃棄処分時における情報漏洩対策を徹底します。 

 国が実施する CYDER（実践的サイバー防御演習）に情報システム担当職員が定期

的に参加します。 

 毎年度、一般職員に向けて情報セキュリティ対策に係る研修を実施します。 

 災害時に情報サービスが機能停止することのないよう、サーバーに無停電電源

装置を設置します。 

 

（設定目標） 

 令和６年度までの計画期間中、個人情報の漏洩につながる重大なセキュリティ

事案の発生なし。（令和 2年度 ０件） 

 

 

（６）働き方改革の推進 

妊娠や障がい、介護など様々な事情を抱える職員が多様な働き方ができるよう、

システム面でも対応を進めていく必要があります。同時に、移動の時間を省き、遠

隔地にいる相手との効率的な打ち合わせが可能となる web会議等を一層活用する必

要があります。 

また、会議をペーパーレスで実施することにより、資料の印刷や配布に係る業務

の効率化や経費の削減に努める必要があります。 

 

（主な取組内容） 

 セキュリティの確保されたモバイル端末でリモートによる勤務が可能な仕組み

を導入し、令和３年度に一部職員からテレワークの試行的実施を行い、令和５

年度から本格導入します。 

 令和３年度に J-LISの実証実験「自治体テレワークシステム for LGWAN」に参

加し、本格的なテレワーク環境の構築に向けて検討を進めます。 

 令和３年度に決裁事務の電子化を導入し、利用を推進します。 

 運用中の「ペーパーレス会議システム」や、情報系ネットワークにおけるコ

ミュニケーションツール（グループウェア）を活用した庁内会議のペーパーレ

ス化に引き続き取り組みます。 

 令和３年度に自治体専用のコミュニケーションツール（ビジネスチャット）を

一部の部署から導入します。 

 

（設定目標） 

 令和６年度に電子決裁率 50パーセント 
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２．スマートシティの実現による安心して快適に生活できるまちづくり 

Society5.0で実現する社会は、AIや IoTなどの技術ですべての人とモノがつなが

り、新たな価値を生み出していく社会の姿が想定されており、最新技術を最大限活

用してまちの利便性や快適性を高める取り組みであるスマートシティは、Society 

5.0 時代のまちづくりの基本となります。 

データ基盤の充実や、データに基づく都市の機能をスマート化することにより、

効率的で利便性が高く安心して快適に生活できるまちづくりを進め、誰もが活躍で

きる社会を構築していきます。 

 

（１）公共交通の利便性向上 

バスやタクシー、鉄道等の公共交通は通勤や通学など市民の日常に欠かせない重

要な移動手段となっています。中でも市内を巡回するコミュニティバスでは、バス

ロケーションシステムなどの導入に引き続き、公共交通全体において、利便性を向

上させるために、キャッシュレス化や効率的な運行に資するデータ活用の取組を進

めていく必要があります。 

また、鉄道の二次交通として沿線地域全体の利便性向上に取り組むほか、MaaS26や

バスの自動運転など技術革新の動向を踏まえた取組が必要です。 

 

（主な取組内容） 

 運用中のコミュニティバスのインターネット乗換検索サービスや「バスロケー

ションシステム」について、ダイヤ改正を適時に反映させて安定的な運用を図

ります。 

 令和５年度からデータを活用した路線再編後のダイヤによるコミュニティバス

運行を実施します。 

 コミュニティタクシーのインターネット予約の導入について検討します。 

 市内公共交通におけるデジタル切符・定期券、ICカード決済等の導入による

キャッシュレス化について検討を行います。 

 

（設定目標） 

 令和 5年度までに、バスロケーションシステムのデータを活用した路線再編を

実施します。 

 

 

（２）地域社会のデジタル化推進 

市内各地域や市内事業所等、市全体でデジタル化を推進し、業務の効率化や働き

やすい職場環境の構築、あらゆる世代が活躍できる環境づくりが必要です。 

さらに、区・自治会、自治振興会の活動においてもデジタル化を推進し、市から

の情報伝達の円滑化や、ICT活用による地域課題の解決も重要となります。 
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（主な取組内容） 

 令和４年度までにビジネスサポートセンター等と連携した市内事業所の DX推進

体制を構築します。 

 毎年度、ビジネスサポートセンターのスタッフなど、リーダー向けの人材育成

として ICT講習会を実施します。 

 市内事業者のデジタル化に向けた基盤の構築を目指し、令和３年度にキャッ

シュレス化の補助事業を進めます。 

 令和３年度に区・自治会、自治振興会の活動においても情報伝達のためのシス

テム調査研究を実施し、令和４年度から導入を図ります。 

 

（設定目標） 

 市内キャッシュレス対応店舗数（令和元年度 665店舗 ➡ 令和 6年度 1,200

店舗 出典 RESAS） 

 

 

（３）中山間地域の課題解決 

ICT活用には場所や時間の制約を受けないことから、ワーケーション27など中山間

地域の魅力を生かした取組が可能となります。 

農業分野では、農作業の負担を軽減するともに、高品質な作物を育成するため

に、ICTを活用したスマート農業の取り組みが進められています。また、課題であ

る獣害対策についても、ICTを活用した獣害対策が全国的に進められており、本市

においても技術の進展を踏まえながら推進していく必要があります。 

中山間地域では、ドローンの活用が有望な地域であることから、その活用につい

て研究を進めていく必要があります。 

 

（主な取組内容） 

 ワーケーションの推進など、中山間地域の魅力を生かした取組を推進します。 

 効率的で付加価値の高い農業の実施のために、スマート農業を推進します。 

 ICTを活用した実効的な獣害対策について研究を進め、令和６年度までに実証実

験に取り組みます。 

 データを活用したコミュニティバスの路線の再編により、交通手段の維持に努

めます。（再掲） 

 公共施設の跡地利用など有効活用も含めた ICT企業の誘致に取り組みます。 

 部局横断でドローン活用のための研究に取り組みます。 
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（設定目標） 

 ドローンを活用したスマート農業の導入など、中山間地域の特性に合った先進

的な ICT活用事例１件以上 

 

 

（４）日常生活における安心・安全の確保 

様々な情報媒体を活用し、市民に安心・安全情報の提供をタイムリーに行うこと

が求められます。 

通学路などの防犯体制の確保や、危険を通報し、迅速に対応ができる体制を構築

する必要があります。 

さらに、外国人市民が、市役所で安心して相談ができる体制の確保が必要であ

り、外国人市民の国籍も多様化する中、「やさしい日本語」を含めたより多くの言

語に対応していくなど、きめ細やかな相談体制の構築が求められています。 

 

（主な取組内容） 

 ホームページ、LINE公式アカウント、YouTube、facebookなどの SNS28、あいこ

うか緊急メール、ケーブルテレビなどの媒体を活用して安心安全情報をはじめ

とする情報発信を充実させます。 

 音声放送端末機の設置を推進します。 

 災害時の支援が円滑に行えるよう、協定締結事業者等とグループチャットなど

を利用した情報共有体制を整備します。 

 防犯カメラの設置台数の増加を図ります。 

 運用中の「保育園業務支援システム」の活用により、保護者とのコミュニケー

ションの円滑化や保育士の負担軽減を図ります。 

 運用中の「不具合箇所通報システム」について、令和４年度に市民に向けて公

開します。 

 SNSを活用した生活相談について、セキュリティを確保しつつ気軽に利用できる

実施方法を検討します。 

 外国人市民が安心して相談ができるよう、令和３年度にタブレットを活用した

三者通訳システムを導入します。 

 

（設定目標） 

 甲賀市ＬＩＮＥ公式アカウントの登録者数（令和 6年度 ２万人） 
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（５）社会福祉、生活の質（QoL）の向上 

スマートフォンやスマートウォッチなどウェアラブル29端末の普及により、健康状

態を把握し、健康寿命を伸ばす取組にも ICTが活用されています。 

市独自のポイント制度などを活用することで、各種行事やボランティア活動など

への参加意欲を高め、助け合いを推進することができます。 

モノ、スペース、スキル、時間などあらゆる資産を共有する「シェア」の考え方

や消費スタイルが日に日に広がりを見せています。 

また、高齢者の見守りは、ロボットとの会話など高齢者が楽しみながら見守りが

可能なサービスも提供されており、注目されています。 

障がい者等に向けたサービスでは、「甲賀市手話言語及び情報・コミュニケー

ション促進条例」の趣旨を踏まえ、ICTを活用した多様なコミュニケーション手段

の利用促進を進めていく必要があります。 

 

（主な取組内容） 

 ICTを活用した健康づくりの施策の検討・導入を進めます。 

 遠隔診療について検討を進め、令和６年度までに実証実験に取り組みます。 

 国における実証実験結果も踏まえ、助け合いや社会活動を活性化するため、マ

イナポイントを活用したポイント制度の実証実験を行います。 

 令和６年度までにロボットを活用した高齢者にやさしい見守りサービスの実証

に取り組みます。 

 令和６年度までに障がいのある人が在宅ワークを選択できる環境整備を行いま

す。 

 令和３年度から開始された、障がい者がテレビ電話を通じて手話で内容を伝え

る「電話リレーサービス」の周知につとめます。 

 印刷物のコードにスマホをかざすだけで、内容を読み上げてくれるアプリ

「Uni-Voice」の活用など、情報バリアフリー化を推進します。 

 スマートフォンへの最適化など、ホームページのリニューアル等を通じてホー

ムページのアクセシビリティ30を向上させます。 

 電子図書館の導入に向けた検討を行います。 

 シェアリングエコノミー（インターネットを介して個人と個人の間で使ってい

ないモノ・場所・技能などを貸し借りするサービス）の実証実験に取り組みま

す。 

 

（設定目標） 

 ホームページの A.A.Oアクセシビリティ評価（令和２年度 Ｅ評価 ➡ 令和

6年度 Ｃ評価） 
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（６）オープンデータ31、資料のデジタル公開の推進 

オープンデータは、だれ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）できるよう公開されたデータであり、官民データ活用推進基本法で

は、地方公共団体は、国と同様に、保有するデータを国民が容易に利用できるよう

必要な措置を講ずるものとされています。 

また、観光振興に係る情報の積極的な配信や、文化財など史資料その他行政が保

有する情報のオンラインによる公開を進める必要があります。 

 

（主な取組内容） 

 オープンデータの推奨データセット32に基づき、公開データの充実と最新化を図

ります。 

 SNSやアプリを活用した地域の魅力の発信など ICTを活用した観光の活性化に取

り組みます。 

 令和６年度までに市内の指定文化財のデジタル公開に取り組みます。 

 

（設定目標） 

 オープンデータの開示数（令和２年度 ９件 ➡ 令和 6年度 20件） 

 

 

３．ＩＣＴインフラの地域展開、地域情報基盤の活用推進 

平成 19年３月に策定した「甲賀市地域情報化計画書」に基づき、本市における地

域情報基盤事業は、市内統一の情報伝達手段として、有事の際の緊急通報のほか、

テレビの難視聴解消など情報化社会における格差解消、地域に根ざしたサービス提

供といった、様々な地域課題を総合的に解決するために平成 23年度より光ファイ

バーの整備を進め、平成 28年度に面整備が終了しました。 

テレワークや遠隔授業など、新しい生活様式が定着し、今後ますますブロードバ

ンドサービスが必要不可欠となる中、令和２年 12月に総務省は「ICTインフラ地域

展開マスタープラン 3.0」を策定するなど、Society5.0時代に向けた ICTインフラ

の展開が引き続き市内全域で求められます。 

 

（１）光ファイバーを活かした高度情報ネットワークの整備推進 

本市の強みである光ファイバー活かしつつ、より効率的なネットワーク構築のた

めには、５G、ローカル５G33、BWA34、LPWA35など無線サービスとの併用が求められま

す。 

特に５Gサービスについては、市内全域で早期にサービスが利用できるよう、事

業者や関係機関との連携が必要です。また、限定されたエリアで活用が見込まれる

ローカル５Gについては、早期に活用のモデルを示していくことが必要です。 
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（主な取組内容） 

 住宅団地等の新規造成時に地域情報基盤（光ファイバー）を整備します。 

 令和３年度より、Society5.0時代の地域情報基盤のあり方についての検討に着

手します。 

 基地局の設置場所の確保など、５Gの早期の導入に必要な施策を検討します。 

 ローカル５Gについて、実証実験のフィールドを検討します。 

 令和６年度までに他市の事例も参考に「都市 OS」と呼ばれるデータ基盤の導入

について検討を行います。 

 

（設定目標） 

 光ファイバーの市内カバー率 100パーセントの維持 

 

 

（２）音声放送端末の設置推進 

緊急時の備えや安心・安全情報を提供するため、地域情報基盤を利用して市内に

約２万世帯に音声放送端末を設置しています。今後、更なる普及を目指すために

は、導入が進んでいない集合住宅への設置推進や、光ファイバーの引き込み工事が

困難な世帯に向けた対応が求められます。 

 

（主な取組内容） 

 令和４年度中に集合住宅・事業所の設置推進に向けて、施設設置負担金の在り

方を見直します。 

 集合住宅など光ファイバーの導入工事が困難な世帯向けに、スマートフォンに

よる音声情報の提供について実証を行います。 

 音声放送端末機の更なる有効活用や、聴覚障がい者用タブレットも含めた今後

の方向性について検討を行います。 

 

（設定目標） 

 音声放送端末の加入世帯数率（令和２年度 57パーセント ➡ 令和 6年度 

70パーセント） 

 

 

（３）第三セクター株式会社あいコムこうかを通じた提供サービスの充実 

あいコムこうかでは、光テレビ、光インターネット、ケーブルプラス電話のサー

ビスを基本として提供されており、加入者はデータ放送、コミュニティサービスの

利用が可能となっています。 

令和２年度にＬアラート36に対応したデータ放送を開始するなど、安全・安心情報

の提供が充実しました。 
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コミュニティサービスについては、より利用しやすいサービスへの移行が求めら

れているほか、スマートフォンと連動したサービスの提供が必要です。 

 

（主な取組内容） 

 令和３年にリニューアルし運用中のデータ放送を通じた情報提供の充実を図り

ます。 

 令和３年度に、スマートフォンを利用したサービスの導入について検討しま

す。 

 令和３年度に、コミュニティサービスの見直しの方向性を検討し、令和５年度

から実施を図ります。 

 ケーブルテレビ専門チャンネルの４Ｋ37サービスの導入検討を行います。 

 インターネット１ギガ超のサービス導入に向けて、ネットワーク環境の検証を

行います。 

 

（４）地域情報基盤（光ファイバー）の利用促進 

災害時を含めた安心安全、新しい豊かさにつながる多様な働き方の実現、移住定

住を促進するためには、市が整備した地域情報基盤を最大限に活用していく必要が

あります。 

補助事業としては、コロナ禍におけるテレワークの需要に応え、移住・定住の促

進に資するため、令和３年度に地域情報基盤を活用したサテライトオフィス等の整

備にかかる通信環境の整備に対する補助金を創設しました。 

今後、リモートワークや遠隔授業、遠隔診療、また ICT企業のサテライトオフィ

ス誘致など、光ファイバーによるインターネット環境が必要になる場面が増えるこ

とも想定されることから、その時々において必要な補助について検討を行います。 

 

（主な取組内容） 

 公共施設への地域情報基盤を活用した無料 Wi-Fiの設置を進めます。 

 地域情報基盤を活用した取組に対する補助事業について、時々の状況に応じて

検討します。 

 地域情報基盤が多目的で利用しやすくなるよう、令和５年度までに利用ルール

の明確化を検討します。 

 

（設定目標） 

 令和６年度までに光ファイバーの先進的な活用事例４件 
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４．ＩＣＴ人材の育成、デジタル格差対策  

Society5.0時代に向けて、機械や AIでは代替することのできない価値を創造

し、未来の社会を支える人材が甲賀市から育っていくことが、本市の持続的な発展

のためにも重要です。ICT教育環境を整備し、特性や能力に応じた多様な学びを実

現しながら、青少年のインターネットリテラシー（情報活用能力）を高める取組が

必要です。 

また、高齢者等へのスマートフォンの利用ができる環境づくりや、本市の情報化

を推進するデジタル人材の育成が求められます。 

 

（１）教育の情報化 

時代のニーズに合った教育を提供し、児童生徒の創造力を高め、特性や能力に応

じた多様な学びが実現できるよう、小中学校における ICT環境の整備にこれまでか

ら重点的に取り組んできました。 

１人１台の学習者用コンピュータ、校務支援システムが整備され、これらの設備

を活用して STEAM教育38などの取り組みにつなげる必要があります。 

 

（主な取組内容） 

 児童生徒の情報活用能力の育成に向けた ICT機器の効果的な活用を推進しま

す。 

 大型提示装置（電子黒板や大型ディスプレイ）など、ICTを活用した授業に必要

な環境整備に引き続き取り組みます。 

 支援の必要な家庭にモバイルルータの貸出しなど家庭での ICTを活用した学習

環境の構築を支援します。 

 運用中の「校務支援システム」の活用を進め、子どもの成長を記録し見守り、

教育の質的向上を目指します。 

 

（設定目標） 

 令和３年度から児童生徒が１週間に３日以上タブレットを活用 

 

 

（２）地域におけるＩＣＴ学習の推進 

令和２年度から、小学校でプログラミング教育が開始されたところであり、

Society5.0時代の人材が活躍していくためには、授業以外の場でもプログラミング

をはじめとした ICTについて学ぶことのできる環境が必要です。 

また、こうした取組が世代を超えた交流を生み出すきっかけとなり、地域の活性

化にもつなげていくことが求められます。 

なお、プログラミングなどの技術を実際に活用している企業との協力を得て進め

ることが効果的であることから、協力企業との提携を進めます。 
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（主な取組内容） 

 令和３年度に地域の協力を得て子どもたちがプログラミングなどを学ぶ「地域

ICTクラブ」の試験導入を図り、その結果を踏まえて各地域における同クラブの

立ち上げを支援します。 

 夏季休暇などを利用した児童・生徒向けの ICT学習活動を実施します。 

 ICT学習に関する企業との提携を進めます。 

 

（設定目標） 

 令和６年度までに地域 ICTクラブの立ち上げ数４クラブ 

 

 

（３）高齢者等へのデジタル活用支援 

社会全体でデジタル化の動きがますます加速する中、行政手続をはじめとする市

役所と市民の方との関係においても、デジタルが介在する割合が多くなっていくこ

とが予想されます。 

高齢者がスマートフォンを利用できれば、必要な情報を得たり、緊急時の備えに

もつながります。また、外出に制約のある高齢者などが、スマートフォンで買い物

やコミュニケーションがとれるようになれば、生活の質を高めることにもつながり

ます。 

市内では、あいコムこうかや携帯ショップによるスマホ講座などが実施されてい

ますが、一部の取組にとどまっており、継続的に実施できる体制の構築が必要で

す。 

 

（主な取組内容） 

 あいコムこうかや各種団体と連携し、国の補助事業も活用しながらスマホ教室

を市内全域に展開します。 

 誰もが使いやすい UI/UXに優れた仕組みを整備することにより、デジタルデバ

イスが苦手な方への敷居を下げる取組を進めます。 

 

（設定目標） 

 令和６年度においてスマホ教室年間 20回の開催 

 

 

（４）デジタル人材の確保・育成 

今後、社会全体として ICT人材の不足が見込まれており、自治体における ICT人

材の確保や育成が全国的な課題となっています。 
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こうした状況も踏まえ、国においては地方創生人材派遣制度でデジタル専門人材

の派遣を行っているほか、複数の市町村が共同で ICT人材を雇用する制度の検討を

進めています。 

また、総務省では「地域情報化アドバイザー」の派遣を通じて、地方公共団体が

費用負担なく専門家に相談できる体制を構築しており、本市でも有効活用が求めら

れます。 

 

（主な取組内容） 

 地域情報化アドバイザーの積極的な活用を図り、市役所内の各分野における ICT

化の助言を受けることとします。 

 職員採用において、ICT分野を専攻した学生や、ICT企業での経験者の積極的な

採用を図ります。 

 地方公共団体情報システム機構（J-LIS）の教育研修プログラムを活用し、職員

の能力向上を図ります。 

 「おうみ自治体クラウド協議会」、「滋賀県地域情報化推進会議」の連携体制

を活用して、県内他市町と ICT活用のノウハウの共有を進めます。 

 

（設定目標） 

 令和６年度までに地域情報化アドバイザーの委嘱回数６回 

 

 

（５）インターネットによる人権侵害、犯罪防止への対応 

インターネット上の誹謗中傷・人権侵害情報等に関する相談件数は高止まりして

おり、デジタル化の進展により今後も多種多様な誹謗中傷・人権侵害情報等の発信

が想定されます。 

現在、法務省において「人権相談」、総務省において「違法・有害情報相談セン

ター」、民間機関において「誹謗中傷ホットライン」が設けられており、市民から

相談が寄せられた場合には、専門機関に適切に相談をつなぐことが重要です。 

また、インターネットを利用した悪徳商法や特殊詐欺・架空請求に対する市民へ

の啓発を強化し、相談に適切に対応していくことが必要です。 

 

（主な取組内容） 

 インターネットによる人権侵害や消費生活に関する相談について適切な対応を

行うことのできるよう、相談員が最新の制度の概要について知識を得る機会を

定期的に設けるとともに、対応についてマニュアル化するなど、適切な案内が

できる体制を構築します。 

 インターネット上での人権侵害の防止や情報モラルの向上につながる教育・啓

発、人権侵害に対する相談先の周知を進めます。 
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第６章 計画の推進 

・計画の進行管理・推進体制について 

 

本計画については、市長を本部長とする ICT推進本部を開催し、一定期間ごと

に各施策の進捗状況や成果の確認等を行います。ICT推進本部の開催に当たって

は、国・県の政策動向、新たな民間サービス等に関する情報共有を図り、予算への

反映も行いながら、施策の更なる推進を図ります。 

また、国、県、周辺市町、事業者・団体、地域住民と情報交換を行い、提携・協

力を図りつつ、本計画を推進していきます。 
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用語解説 

 

1 Society5.0 

「第５期科学技術基本計画」（平成 28年１月 22日閣議決

定）において我が国が目指すべき未来社会の姿として提唱さ

れた、狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 

2.0）、工業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）

に続く、サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実

空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会

的課題の解決を両立する、人間中心の社会（Society）を指

す。 

2 AI（人工知能） 

Artificial Intelligenceの略である。人工的な方法に

よる学習、推論、判断等の知的な機能の実現及び人工的な

方法により実現した当該機能の活用に関する技術のこと。 

3 IoT 

Internet of Things（モノのインターネット）の略であ

る。自動車、家電、ロボット、施設などあらゆるモノがイン

ターネットにつながり、情報のやり取りをすることで、モノ

のデータ化やそれに基づく自動化等が進展し、新たな付加価

値を生み出すというコンセプトを表した語である。 

例）バスのリアルタイムの運行状況を把握する 

   外出先から家のエアコンを ONにする 

4 ５Ｇ 

第５世代移動通信システム。「超高速」だけでなく、

「多数接続」「超低遅延」といった特徴を持つ次世代の移

動通信システムのこと。我が国においては、令和２年３月

から携帯電話事業者がサービス提供を行っている。 

5 

デジタルトラ

ンスフォー

メーション

（DX） 

企業などにおいてビジネス環境の激しい変化に対応し、

データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを

基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するととも

に、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を

変革し、競争上の優位性を確立する取組を指す言葉。 

6 ビッグデータ 

ボリュームが膨大でかつ構造が複雑であるが、そのデー

タ間の関係性などを分析することで新たな価値を生み出す

可能性のあるデータ群のこと。例えば、利用者が急激に拡

大しているソーシャルメディア内のテキストデータ、携帯

電話・スマートフォンに組み込まれた GPS（全地球測位シ



 

33 

 

ステム）から発生する位置情報、時々刻々と生成されるセ

ンサデータ等がある。 

7 
シェアリング

エコノミー 

個人等が保有するモノ、スペース、スキル、時間等のあ

らゆる資産を、インターネット上のマッチングプラット

フォームを介して他の個人等も利用可能とする経済活性化

活動のこと。 

8 
サブスクリプ

ション 

定額料金を支払い利用するサービスのこと。商品を「所

有」ではなく、一定期間「利用」するビジネスモデル。サブ

スクとも略される。 

９ 
越境電子商取

引 

インターネット通販サイトを通じた国際的な電子商取引の

こと。 

10 RPA 
Robotic Process Automationの略である。AI等の技術を用

いて、業務効率化・自動処理を行うことである。 

11 VR 

Virtual Realityの略である。コンピュータ上に仮想的な

世界を作り出し、あたかも現実にそこにいるかの様な体験を

させる技術。 

12 
ブ ロ ッ ク

チェーン 

複数のデータを塊り（ブロック）にし、暗号化して

チェーンのようにつなぎ合わせて情報を分散管理する仕組

みのこと。複数の端末で運用するため、耐障害性が高く、

またデータの改ざんもほぼ不可能と言われている。 

13 
量 子 コ ン

ピュータ 

重ね合わせや量子もつれといった量子力学的な現象を用い

て従来のコンピュータでは現実的な時間や規模で解けなかっ

た問題を解くことが期待されるコンピュータ。 

14 
デジタル３原

則 

①デジタルファースト 

個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結する 

②ワンスオンリー 

一度提出した情報は、二度提出することを不要とする 

③コネクテッド・ワンストップ 

民間サービスを含め、複数の手続・サービスをワンス

トップで実現する 
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15 テレワーク 

テレワークとは、ICTを活用し、場所や時間を有効に活

用できる柔軟な働き方のことであり、雇用型と自営型に大

別される。雇用型テレワークとは、ICTを活用して、労働

者が所属する事業場と異なる場所で、所属事業場で行うこ

とが可能な業務を行うこと（例：在宅勤務、サテライトオ

フィス勤務、モバイル勤務）をいい、自営型テレワークと

は、ICTを活用して、請負契約等に基づき、遠隔で、個人

事業者・小規模事業者等が業務を行うこと（例：SOHO、在

宅ワーク、クラウドソーシング）をいう。 

16 
データサイエ

ンス 

データを用いて新たな科学的および社会に有益な知見を引

き出そうとするアプローチのこと。 

17 
マイナポータ

ル 

マイナンバー制度の導入に併せて新たに構築した、国民

一人ひとりがアクセスできるポータルサイトのこと。様々

な官民のオンラインサービスを利用できる。 

18 
マイナンバー 

（個人番号） 

日本国内に住民票を有する全ての方が一人につき１つ持つ

12桁の番号のこと。外国籍でも住民票を有する方には住所地

の市町村長から通知される。マイナンバーは行政を効率化

し、国民の利便性を高め、公平、公正な社会を実現するため

の社会基盤。その利用範囲は法令等で限定されており、平成

28年１月から順次、社会保障、税、災害対策分野の行政手続

で利用されている。 

19 
ク ラ ウ ド

サービス 

インターネット等のネットワークを経由して利用できる

サービスのこと。 

（例）Gmail、Office365 

20 
スマートシ

ティ 

スマートシティ（Smart City）とは、ICTや AIなどの先

端技術の活用により、エネルギーや交通システム、行政

サービスなどのインフラを効率的に整備、マネジメントす

ることで最適化された、持続可能な環境配慮型都市を指し

ます。 

21 
スマート自治

体 

ＡＩなどを活用し、自治体の事務処理を自動化したり業

務を標準化したりして、行政サービスなどを効率的に提供

する自治体。 
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22 
チャットボッ

ト 

チャットボットとは、「チャット」と「ボット」を組み

合わせた言葉で、自動的に会話を行うプログラムのこと。 

23 
業 務 改 革

（BPR） 

BPRは Business Process Reengineeringの略である。既

存の組織やビジネスルールを抜本的に見直し、利用者の視

点に立って、業務プロセス全体について業務内容、業務フ

ロー、組織を再設計すること。 

24 EBPM 
Evidence Based Policy Makingの略で、統計や業務

データなどの客観的な証拠に基づく政策立案のこと。 

25 

公的個人認

証サービス

の電子証明

書 

オンラインでの（＝インターネットを通じた）申請や届

出といった行政手続やインターネットサイトへのログイン

等を行う際に、他人による「なりすまし」やデータの改ざ

んを防ぐことが可能となる本人確認の手段。 

電子証明書には、以下の２種類がある。 

①署名用電子証明書 

インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用

（例：e-Tax等の電子申請）。「作成・送信した電子文書

が、利用者が作成した真性なものであり、利用者が送信し

たものであること」を証明する。 

②利用者証明用電子証明書 

インターネットサイトやコンビニ等のキオスク端末等に

ログインする際に利用（例：マイナポータルへのログイ

ン、コンビニでの公的な証明書の交付）。「ログインした

者が、利用者本人であること」を証明する。 

26 MaaS 

Mobility as a Serviceの略で、出発地から目的地まで、

利用者にとっての最適経路を提示するとともに、複数の交通

手段やその他のサービスを含め、一括して提供するサービ

ス。 

27 
ワ－ケーショ

ン 

「ワーケーション」とは、ワーク（仕事）とバケーショ

ン（休暇）を組み合わせた欧米発の造語で、長期滞在先で

パソコンなどを使って仕事をすること 

28 SNS 

Social Networking Service(Site)の略である。個人間の交

流を支援するサービス（サイト）で、参加者は共通の興味、

知人などをもとに様々な交流を図ることができる。例えば、
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友人・知人間のコミュニケーションを円滑にする手段や場を

提供したり、趣味や嗜好、居住地域、出身校、「友人の友

人」といったつながりを通じて新たな人間関係を構築したり

する場を提供する。 

29 
ウェアラブ

ル端末 

腕や頭部などの身体に装着して利用する情報端末のこ

と。デバイスに搭載されたセンサーを通じて装着している

人の生体情報を取得・送信し、クラウド上で解析しフィー

ドバックすることで、フィットネスやヘルスケア分野など

での活用が期待されている。また、スマートフォンと連携

してのハンズフリーでのアプリ操作や、産業分野での作業

支援などにも使われ始めている。 

30 
アクセシビ

リティ 

情報通信分野においては、機器やソフトウェア、システ

ム、情報などが身体の状態や能力の違いによらず様々な人

から同じように利用できる状態を指す。 

（例）WEBサイト上で、視力や視覚の状況に応じて、文字 

の拡大・読み上げ機能を選択できる備えがある。 

31 
オ ー プ ン

データ 

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、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、というい

ずれの項目にも該当する形で公開されたデータのこと。 

32 
推奨データ

セット 

オープンデータの公開とその利活用の促進を目的とし、

政府として公開を推奨するデータと、そのデータの策定に

当たり準拠すべきルールやフォーマット等を取りまとめた

もの。 

33 ローカル５Ｇ 

地域・産業のニーズに応じて地域の企業や自治体等が個

別に利用できる５Ｇネットワーク。自らの建物や敷地内と

いった特定のエリアで自営５Ｇネットワークを運用・利用

することができる。 

34 BWA 

地域の公共の福祉の増進や情報格差解消を目的として、

市町村単位で地域事業者が提供する無線電気通信システ

ム。 



 

37 

 

35 LPWA IoT用途に適した、低消費電力の広域無線通信技術。 

36 

Ｌアラート

（災害情報共

有システム） 

避難勧告・指示等といった、安心・安全に関わる公的情報

など、住民が必要とする情報が迅速かつ正確に住民に伝えら

れることを目的とした情報基盤のこと。全国の情報発信者

（地方公共団体等）が発信した情報を、地域を越えて全国の

情報伝達者（メディア等）に一斉に配信できるので、住民は

テレビ、ラジオ、携帯電話、ポータルサイト等の様々なメ

ディアを通じて情報を入手することが可能となる。 

37 ４Ｋ 

ハイビジョンを超える解像度の映像のこと。水平方向の

画素数が約４千であることから、4Kと呼ばれる。4Kはハ

イビジョンの４倍の解像度となる。 

38 STEAM教育 

科学・技術・工学・芸術・数学の 5つの英単語の頭文字

を組み合わせた造語。 

科学（Science）、技術（Technology）、工学

（Engineering）、アート（Art）、数学（Mathematics）

の 5つの領域を対象とした理数教育に創造性教育を加えた

教育理念。 
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