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第１章 基本方針 

 

１ 計画策定の背景  

高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（ＩＴ基本法）の施行以後、

日本における高度情報通信ネットワークは、急速に進展し、多くの国民

がパソコンやスマートフォンなどを通じて、情報を入手し、共有し、発

信するなど、ライフスタイルやワークスタイルが大きく変化しています。 

情報通信技術（ＩＣＴ）は日々進化しており、今後もインターネット

を通じたデータの多様化、大容量化などにより、さらなる社会構造の変

化をもたらすと見込まれます。  

一方、2020年に世界的に拡大した新型コロナウイルス感染症への対応

において、国、地方公共団体のデジタル化の遅れやデジタル人材の不足

などが浮き彫りとなったところであり、行政分野におけるデジタル化は、

喫緊の課題となっています。  

ＩＣＴを活用し、申請等における押印・対面手続方式を見直した行政

手続きのオンライン化、オンライン手続きをスムーズに行うためのマイ

ナンバーカードの利用やキャッシュレス決済の推進などにより、市民サ

ービスの向上を目指す必要があります。  

また、2040年を展望したとき、人口減少や高齢化率はさらに進行し、

少ない労働力を公的部門と民間部門で分け合うことが予想されること

から、ＡＩ※ １やＲＰＡ※ ２などの技術を活用した行政事務の簡素化と効

率化を目指す必要があります。  

このような背景を踏まえ、本市では、ＩＣＴを活用したデジタル・ト

ランスフォーメーション※ ３を推進し、市民サービスの向上と庁内運営の

効率化を実現するため、宮古市デジタル戦略推進基本計画を策定します。 

 

                                  

※１  AI： Artificial intelligenceの略。人間が行っている知的な行為をコンピュータ上で実現する技

術等を指し、人間が使う自然言語を理解したり、論理的な推論や経験から学習したりするコンピュー

タプログラムやシステム等のこと。  

※２  RPA： Robotic Process Automationの略。人間がコンピュータを操作して行う作業をソフトウェア

により自動化する仕組みを指す。  

※３  デジタル・トランスフォーメーション：将来の成長、競争力強化のために、新たなデジタル技術を

活用して新たなビジネスモデルを創出・柔軟に改変すること。  
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２ 計画の位置付け 

  本市では、宮古市総合計画（基本構想2020-2029、前期基本計画2020-

2024）を策定し、「新しい時代にふさわしい行財政運営の推進」の項目

において、ＩＣＴの活用や業務の効率化を掲げています。  

宮古市デジタル戦略推進基本計画は、宮古市総合計画を上位計画とす

る市行政におけるデジタル施策の基本計画として位置づけ、その推進を

図るものとします。  

  また、官民データ活用推進基本法（平成 28年法律第103号）において、

市町村に策定の努力義務が規定されている本市の官民データ活用推進

計画としても位置付けます。  

 

 

 

  

官民データ活用推進基本法
（平成28年法律第23号）

世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画
（令和２年7月17日閣議決定）

デジタル・ガバメント推進方針（平成
29年５月30日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
推進戦略会議決定）

デジタル・ガバメント実行計画（令和２年12月
25日閣議決定）

自治体デジタル・トランスフォーメーション
（DX）推進計画（令和２年12月25日総務省）

宮古市デジタル戦略推進基本計画（令和３年度～令和６年度）

・市民サービスの向上、庁内運営の効率化、セキュリティ及び個人情報の適正な取扱いの確保
・市のデジタル戦略推進の基本方針及び市町村官民データ活用推進計画として位置づけ

宮古市総合計画（令和２年３月）

・基本構想 令和２年度～令和11年度
・前期基本計画 令和２年度～令和６年度

デジタル社会の実現に向けた
改革の基本方針（令和２年12
月25日閣議決定）

デジタル手続法（令和元年法
律第16号）

【図表１  本計画の位置付け（相関図）】  
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３ 計画の目的 

 宮古市総合計画では、基本施策として「新しい時代にふさわしい行財

政運営の推進」を掲げています。  

この基本施策を進めるため、本計画は、本市における現状と課題を明

らかにし、これを解決するためのデジタル技術の活用方針を推進基本計

画として定めることを目的としています。  

 

４ 計画の期間 

宮古市デジタル戦略推進基本計画の期間は、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。  

また、国の各種デジタル施策の動向、新たなデジタル技術の進展や市

民ニーズの変化等に対応できるよう、適宜・適時にＰＤＣＡ※ ４サイクル

による見直しを行い、必要に応じて改訂することとします。  

 

 

 

                                  

※４  ＰＤＣＡサイクル：Ｐｌａｎ（計画）・Ｄｏ（実行）・Ｃｈｅｃｋ（評価）・Ａｃｔｉｏｎ（改善）

を繰り返すことによって、継続的に改善していく手法のこと。  

  

令和５年度
（2023）

令和６年度
（2024）

宮古市デジタル戦
略推進基本計画

宮古市総合計画

令和２年度
（2020）

令和３年度
（2021）

令和４年度
（2022）

宮古市総合計画前期基本計画実施期間

宮古市デジタル戦略推進基本計画（適宜改訂）

P
D

C
A

P
D

C
A

P
D

C
A

P
D

C
A

（取組内容を毎年度見直し）

P
D

C
A

P
D

C
A

P
D

C
A

【図表２  デジタル戦略推進基本計画の計画期間】  
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５ 推進体制 

本市のデジタル戦略は、宮古市デジタル戦略推進本部（2020年11月設

置）により着実に推進することとします。  

また、推進本部の下に市民サービス向上部会及び庁内運営戦略部会を

設置しました。さらには、取組テーマに応じたワーキンググループを置

き、推進課題の調査及び検討を行います。  

  今後は、推進本部を中心として、全庁組織を挙げて取組を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表３  宮古市デジタル戦略推進本部】  

宮古市デジタル戦略推進本部 

（本部長：市長） 

市民サービス向上部会  庁内運営戦略部会  

ワーキング  

グループ  

ワーキング  

グループ  

ワーキング  

グループ  

ワーキング  

グループ  

ワーキング  

グループ  

ワーキング  

グループ  
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第２章 現状と課題 

   

１ デジタル化の現状と将来予測 

  1979年に第１世代（１Ｇ）と呼ばれる移動通信システムが商用開始さ

れて以降、第２世代（２Ｇ）、第３世代（３Ｇ）、第４世代（４Ｇ）、

第５世代（５Ｇ）と移動通信システムは、著しく進化・発展しています。 

  １Ｇでは最大通信速度が約10Kbpsであったのに対し、2010年に商用開

始された４Ｇでは約１Ｇ bpsになるなど、 30年間で約 10万倍にまで通信

速度が向上しています。  

  2020年には、第５世代（５Ｇ）が商用開始となり、さらに通信速度が

向上し、ありとあらゆるものがインターネットを通してつながるＩ oＴ※

５時代になってきています。  

   

 

 

 

                                   

※５  Ｉ oＴ： Internet of Thingsの略。あらゆるモノがインターネットにつながる仕組みのことで、モ

ノとは「様々な物がインターネットにつながること」「インターネットにつながる様々な物」を指す。

例）ＡＩ搭載のテレビ、冷蔵庫、時計、自動運転車など。  

（出典）令和２年度情報通信白書（総務省作成）  

【図表４  移動通信ネットワークの高速化・大容量化の進展】  
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これまでのインターネットは、パソコンとパソコンを繋ぐものが一般的

でしたが、ＩoＴは、テレビ、エアコン、照明機器などの家電製品をはじめ、

工場やビニールハウスなどにある機器をインターネットでつなぎ、ライフ

スタイルやワークスタイルに大きな変化をもたらしています。  

 

 デジタル技術は、今後、５Ｇの次の世代へと進化・発展することが見込

まれており、行政分野においても、その活用が求められます。  

 国においては、デジタル社会の実現に向け、関係法令の整備、各種実行

計画の策定など、その取組を加速させています。  

 本市におけるデジタル化への対応は、これまで十分とはいえないことか

ら、現状と課題を整理したうえで、積極的にデジタル化を図る必要があり

ます。  
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 (1) 情報通信機器の普及状況                      

世帯ごとの主な情報通信機器の保有状況は、2019年には、スマート

フォンや携帯電話を含むモバイル端末 ※ ６全体の保有率が 96.1％と非

常に高くなっています。  

特にも、スマートフォンの保有率は、 2010年に9.7％であったもの

が2019年には83.4％となり、最も身近なインターネット接続端末とな

っています。  

また、タブレット端末の保有率も増加傾向にあります。  

 

 

 

 

                                   

※６  モバイル端末：小型・軽量で持ち運びに適した電子機器端末の総称  

【図表５  情報通信機器の世帯保有率の推移】  

（出典）令和２年度情報通信白書（総務省作成）  
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 (2) Society5.0社会の実現                       

Society5.0とは、狩猟社会（Society1.0）、農耕社会（ Society2.0）、

工業社会（Society3.0）、情報社会（Society4.0）に続く、新たな社

会を指すもので、第５期科学技術基本計画（平成28年１月 22日閣議決

定：平成 28年度（2016年度）～令和２年度（2020年度））において我

が国が目指すべき未来社会の姿として初めて提唱されました。  

Society5.0で実現する社会は、Ｉ oＴで全ての人とモノがつながり、

様々な知識や情報が共有され、今までにない新たな価値を生み出すこ

とで、さまざまな課題や困難を克服するものです。  

また、ＡＩ等により、必要な情報が必要な時に提供されるようにな

り、ロボットや自動走行車などの技術で、少子高齢化、地方の過疎化、

貧富の格差などの課題の克服が期待されます。  

イノベーション（変革）を通じて、これまでの閉鎖感を打破し、希

望の持てる社会、世代を超えて互いに尊重し合える社会、一人ひとり

が快適に活躍できる社会を目指すものです。 

 

 

  

【図表６  Society5.0 で実現する社会】  

（出典） Society5.0 とは（内閣府作成）  
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 (3) ５Ｇの普及、そして Beyond５Ｇへ                 

2020年には、日本においても５Ｇ（第５世代）の商用サービスが開

始されましたが、2030年代を見据えて、Beyond５Ｇまたは６Ｇといわ

れる次の規格に向けた検討が各国で始まっています。  

５Ｇは、２時間の映画を３秒でダウンロードできるなどの技術があ

りますが、Beyond５Ｇでは、さらに通信速度などが向上し、自動走行

車が可能となることが期待されています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【図表７  Ⅰ oＴ時代のＩＣＴ基盤である５Ｇ】  

（出典）令和２年度情報通信白書（総務省作成）  
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 (4) 人口減少社会への対応                       

人口減少の進行により、本市の人口は 2010年に59,430人だったのに

対して、2040年には37,441人となることが予想されています。  

このことに伴い、行政サービスを提供する職員の数が減少すること

が見込まれており、質の高い行政サービスの維持が課題とされていま

す。 

そのため、デジタル技術を活用して、市民の利便性を向上させると

ともに、業務の簡素化と効率化を図り、行政サービスの更なる質の向

上につなげていく必要があります。  

 

 

 

（注）人口：  

    平成 17年から平成 27年までは、国勢調査による実績  

    令和２年から令和 27年までは、「日本の市区町村別将来推計人口」  

    （国立社会保障・人口問題研究所  平成 30年推計）  

   人口ビジョン：  

    「宮古市まち・ひと・しごと創生総合戦略（計画期間：平成 27年度（ 2015

年度）～令和元年度（ 2019年度））」の策定にあたり、「日本の市区町村

別将来推計人口」に準拠した推計人口を基に、市が独自に想定した推計人

口。  

 

 

【図表８  人口の推移と推計】  
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単位：人   

 H17.6.6 H22.1.1 H27.4.1 R2.4.1 

正職員  713 690 601 558 

任期付職員    35 14 

再任用職員    17 35 

合計  713 690 653 607 

 

  

【図表 10 本市の職員の推移】  

【図表９  地方公共団体の総職員数の推移】  

（出典）令和２年度情報通信白書（総務省作成）  
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２ 国の動向 

政府は、デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針（ 2020 年 12 月

25 日閣議決定）を定め、そのビジョンとして「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」を掲げ、「誰一人取り残さない、人にやさしいデジタ

ル化」の社会を目指すとしています。  

また、デジタル社会を形成するための基本原則として、次の 10 項目

を定めています。  

 

(1) オープン・透明  

標準化や情報公開による官民の連携の推進、個人認証やベース・レ

ジストリ※ ７等のデータ共通基盤の民間利用の推進、ＡＩ等の活用と

透明性確保の両立、国民への説明責任を果たすこと等により、オープ

ン・透明なデジタル社会を目指す。  

 

(2) 公平・倫理  

データバイアス ※ ８等による不公平な取扱いを起こさないこと、個

人が自分の情報を主体的にコントロールできるようにすること等に

より、公平で倫理的なデジタル社会を目指す。  

 

(3) 安全・安心  

デジタルで生涯安全・安心に暮らせる社会を構築すること、サイバ

ーセキュリティ対策で安全性を強化すること、デジタル技術の善用、

個人情報の保護、不正利用の防止を進めること等により、デジタル利

用の不安を低減し、安全・安心なデジタル社会を目指す。  

 

 

                                  

※７  ベース・レジストリ：公的機関等が保有する社会の基本データ（個人、法人、土地、建物、資格等

に関するデータ）を登録したデータベース。社会の基盤として、データの正確性や最新性を確保する

など、行政手続をはじめとする様々な場面で参照し得るよう整備が求められるもの。  

※８  データバイアス：情報の偏りのこと。  
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(4) 継続・安定・強靭 

社会の活力の維持・向上、カーボンニュートラル※ ９等環境との共生

を通じたサステナビリティ※ 10 の確保、機器故障や事故等のリスクに

備えた冗長性の確保・耐災害性の強化、分散と成長の両立によるレジ

リエンス※ 11 の強化等により、継続的・安定的で、強靭なデジタル社

会を目指す。  

 

(5) 社会課題の解決  

制度・ルール等の再構築や、国・地方・民間の連携強化・コスト低

減といった成長のための基盤の整備、公共施設のネットワーク整備や

マイナンバーカード等の活用による災害や感染症に強い社会の構築、

デジタル人材の育成、官民・地域横断的な活躍の促進等により、社会

課題を解決できるデジタル社会を目指す。  

 

(6) 迅速・柔軟  

「小さく産んで大きく育てる」という考え方に立ち、デジタルならで

はのスピードの実現、社会状況やニーズの変化に柔軟に対応できるシ

ステムの形成、アジャイル※ 12 発想の活用により費用を抑えつつ高い成

果の実現、構想・設計段階から重要な価値を考慮したアーキテクチャ ※

13 への組込み等により、迅速・柔軟なデジタル社会を目指す。  

 

(7) 包摂・多様性  

アクセシビリティの確保、情報通信インフラの充実、高齢・障害・

病気・育児・介護と社会参加の両立、多様な価値観やライフスタイル

への対応等により、包摂的で多様性のあるデジタル社会を目指す。  

 

 

                                  

※９  カーボンニュートラル：二酸化炭素の排出量と吸収量をプラスマイナスゼロとすること。  

※ 10 サステナビリティ： Sustainability。持続継続性のこと。  

※ 11 レジリエンス：弾力、回復力、復元力の意。  

※ 12 アジャイル：顧客の要求に従って、優先度の高い機能から順に、要求・開発・テスト（・リリース）

を短い期間で繰り返しながら、システム全体を構築していく開発手法のこと。  

※ 13 アーキテクチャ：基本設計の意。  
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(8) 浸透 

国民にとって「お得」なデジタル化によるデジタル利用率の向上、

デジタル技術を使う側・提供する側双方への教育を通じて「わかりや

すい」「楽しい」デジタル化を進めること、国民にデジタル化の成果

を実感してもらうこと等により、誰一人取り残さない国民全般に浸透

するデジタル社会を目指す。  

 

(9) 新たな価値の創造  

官民のデータ資源を最大限に活用することや、利用者視点での付加

価値を生むイノベーションを促進し、経済や文化を成長させること等

により、新たな価値を創造するデジタル社会を目指す。  

 

(10) 飛躍・国際貢献  

国民が圧倒的便利さを実感するデジタル化を実現することや、デジ

タル化が進んでいない分野こそデジタル３原則※ 14 の貫徹で一気にレ

ベルを引き上げ、多言語による情報発信を行うことなども含め多様性

のある社会を形成すること、デジタルの活用により地方が独自の魅力

を発揮すること、自由や信頼を大切にするデータ・デジタル政策で世

界をリードすること等により、飛躍し、国際社会に貢献するデジタル

社会を目指す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

※ 14 デジタル３原則：①デジタル・ファースト（個々の手続き・サービスが一貫してデジタルで完結）、

②ワンスオンリー（一度提出した書類は、二度提出することを不要）、③コネクテッド・ワンストッ

プ（民間サービスを含め、複数の手続き・サービスをワンストップで完結）のこと。  
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３ 宮古市の現状と課題 

 

 デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針（ 2020年12月25日閣議決定）

においてデジタル社会形成の 10原則やデジタル庁設置方針が示されるな

ど、国のデジタル施策は、歴史的な大転換点を迎えています。  

 宮古市総合計画に掲げるデジタル施策に係る現状と課題については、大

きな変化はありませんが、国の新たなデジタル施策の方針を踏まえ、宮古

市総合計画に掲げた施策の方向よりも、さらに一歩踏み込んだ施策展開が

求められています。  

 

【図表 11 宮古市総合計画における現状と課題、施策の方向】  

現状  課題  施策の方向  

住民情報、財務会計、庁

内 Ｌ Ａ Ｎ な ど の 61業 務

をシステム化  

各システムの適正管理、

制度改正への対応、管理

コストの削減  

各 シ ス テ ム の ク ラ ウ ド

化など、適正な導入と運

用  

復 旧 復 興 事 業 の 終 息 後

に お け る 職 員 適 正 化 計

画作成の必要  

ロ ボ ッ ト に よ る 業 務 自

動化（ＲＰＡ）や人工知

能（ＡＩ）、情報通信技

術（ＩＣＴ）等の新たな

技術導入を推進し、事務

を効率化  

効 率 的 な 働 き 方 を 推 進

す る た め の Ｒ Ｐ Ａ 、 Ａ

Ｉ、ＩＣＴなどの新たな

技術の導入を推進  

職 員 の ワ ー ク ラ イ フ バ

ラ ン ス に 配 慮 し た 働 き

方改革  

情 報 公 開 制 度 に よ り 市

が保有する情報の共有  

市 が 保 有 す る 情 報 の 公

開を一層推進し、公正で

開かれた市政の推進  

オープンデータ ※ 15の推

進  

住民ニーズの複雑化・多

様化に伴い、行政の果た

すべき役割が質・量とも

に増加  

ＡＩ、ＲＰＡ、ＩＣＴ等

による業務自動化等、こ

れ ま で に な い 新 た な 分

野 に 対 応 で き る 人 材 の

確保・育成  

デ ジ タ ル 社 会 に 対 応 す

るための人材育成  

 

 

 

                                  

※ 15 オープンデータ：国、地方公共団体及び事業者が保有するデータのうち、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）できるよう公開されたデータを指す。  
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第３章 デジタル化施策の方向性 

 

本章では、宮古市総合計画に掲げるシステムのクラウド化とコストの

縮減、オープンデータの推進、ＩＣＴを活用した行政事務の効率化、働

き方改革などの施策の方向をより具体化し、課題を解決するための推進

目標と基本施策を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

◆基本施策１ 市民サービスの向上 

本市が担う行政サービスについて、デジタル技術を活用して、市民の利

便性の向上を図ります。 

① 行政手続のオンライン化  

② マイナンバーカードの普及  

③ デジタルデバイド（情報格差）の解消  

④ ＡＩ等サービスの導入  

⑤ オープンデータの推進  

  ⑥ キャッシュレス決済の導入  

 

◆基本施策２ 庁内運営の効率化 

デジタル技術の活用による業務効率化を図り、行政サービスのさらなる

向上に繋げます。  

① 情報システムの標準化・共通化・クラウド化  

② ＩＣＴを活用した業務改善  

③ 行政事務のデジタル化  

④ テレワーク等の新たな働き方の推進  

⑤ デジタル社会に対応するための人材育成  

推  進  目  標  

デジタル技術を活用し、市民一人ひとりが安全で安心し

て気軽に行政サービスを利用できるようにするとともに、行政

事務の簡素化、効率化の実現を図る。 
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第４章 デジタル戦略推進項目 

 

 前章に掲げた推進目標と基本施策について、デジタル技術を活用し、戦

略的に「市民サービスの向上」と「庁内運営の効率化」の取組みを推進し

ます。  

 

１ 市民サービスの向上 

 

本市では、これまでブロードバンドゼロ地域※ 16の解消に取組み、2019年

３月末時点で光ファイバーの利用可能世帯率は、100％で、市民が高速通信

回線を利用できる状況となっています。  

一方で、2018年11月に実施した市民意識調査※ 17におけるインターネット

利用率は、36.3％となっています。利用率が最も高いのは「 30代」の86.9％

で、最も低い年代は「70代以上」の8.8％であり、年代が上がるにつれて利

用率が低い傾向にあります。  

デジタル技術を活用し、市民サービスの向上を図るためには、デジタル

技術の利便性とその利用方法を丁寧に啓発する必要があります。  

以下において、本市が取り組む市民サービスの向上のための基本施策の

現状と課題をあらためて整理するとともに、国の取組事項と本市の推進方

針を定めます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

※ 16 ブロードバンドゼロ地域：高速通信回線を利用できない地域 
※ 17 市民意識調査：宮古市総合計画（ 2020～ 2029年度）の策定にあたっての基礎資料とするため、無作

為に抽出した 18歳以上の市民 3,000人（回収率 35.8％）に実施した調査。 
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(1) 行政手続のオンライン化              

オンラインによる行政手続は、インターネット上で申請から決定まで

の一連の手続が可能となるサービスです。  

＜現状・課題＞ 

○現状では、直接、市役所に出向いて手続きをする必要があります。  

○手続きには、書類の添付を求めることが多くあります。  

○記載する事項が多く、煩雑な場合があります。  

○手続きでは、順番待ちなどで時間が掛かり過ぎることがあります。  

○行政手続のオンライン化のためには、行政事務の電子化を図る必要が

あります。  

＜国の取組事項＞  

○国は、デジタル・ガバメント実行計画において、2022年度（令和４年

度）末までに、全国の自治体で特に国民の利便性が向上する手続につ

いて、マイナポータル※ 18からマイナンバーカードを用いてオンライン

手続を可能にすることを目指しています。  

○国が推進する手続以外の様々な分野の手続について、地方自治体がマ

イナポータルを活用してオンライン化に取り組むことができるよう

支援することとしています。  

＜推進方針＞ 

○2022年度（令和４年度）末までに、利用者が自宅や外出先で時間を選

ばず、市役所に行かなくても、スマートフォンやパソコンなどにより、

手続きができるよう、オンライン化を推進します。  

○市役所で手続が必要な場合は、書類への記載、押印を不要とする、手

数料等の支払いをキャッシュレスにするなど、可能な限り簡単な手続

きを目指します。  

○公共施設の空き状況をオンラインで確認でき、利用予約ができること

を目指します。  

 

                                   

※ 18 マイナポータル：政府が運営するオンラインサービスのこと。子育てや介護などの行政手続がワン

ストップでできる。また、行政機関からのお知らせを確認することができる。  
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【図表 12 行政手続オンライン化のイメージ】  
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１  処理件数が多く、オンライン化の推進による住民等の利便性の向上

や業務の効率化効果が高いと考えられる手続  

公共施設などの予約・申込  
図書館の図書貸出予約等、文化・スポーツ施設等の  

利用予約、研修・講習・各種イベント等の申込等  

税関係の手続  

地方税申告手続（ｅLTAX）、自動車税環境性能割  

の申告納付、自動車税の賦課徴収に関する事項の  

申告又は報告、自動車税住所変更届等  

暮らしに関する手続  

水道使用開始届等、自動車の保管場所証明の申  

請、駐車の許可の申請、粗大ごみ収集の申込、犬の  

登録申請、死亡届等  

その他各種手続  

港湾関係手続、道路占用許可申請等、道路使用許  

可の申請、建築確認、産業廃棄物の処理、運搬の実  

績報告、感染症調査報告、職員採用試験申込、就業  

構造基本調査、入札参加資格審査申請等、入札、衆  

議院・参議院選挙の不在者投票用紙等の請求、消  

防法令における申請・届出等  

２  住民のライフイベントに際し、多数存在する手続をワンストップで行う

ために必要と考えられる手続  

① 子育て関係  

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求、児童手当等の額の改

定の届出、氏名変更 /住所変更等の届出、受給事由消滅の届出、未支払の児童手当等の

請求、児童手当等に係る寄附の申出、児童手当に係る寄附変更等の申出、受給資格者の

申出による学校給食費等の徴収等の申出、受給資格者の申出による学校給食費等の徴

収等の変更等の申出、児童手当等の現況届、支給認定の申請、保育施設等の利用申込、

保育施設等の現況届、児童扶養手当の現況届の事前送信、妊娠の届出  

② 介護関係  

要介護・要支援認定の申請、要介護・要支援更新認定の申請、要介護・要支援状態区

分変更認定の申請、居住（介護予防）サービス計画作成（変更）依頼の届出 、介護保険

負担割合証の再交付申請、被保険者証の再交付申請、高額介護（予防）サービス費の支

給申請、介護保険負担限度額認定申請、居宅介護（介護予防）福祉用具購入費の支給

申請、居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給申請  

③被災者支援関係  

罹災証明書の発行申請、応急仮設住宅の入居申請、応急修理の実施申請、障害物除

去の実施申請、災害弔慰金の支給申請、災害障害見舞金の支給申請、災害援護資金の

貸付申請、被災者生活再建支援金の申請  

 

 

 

【図表 13 地方公共団体が優先的にオンライン化を推進すべき手続き】  

（出典）デジタル・ガバメント実行計画（総務省作成）を参考に作成  
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 (2) マイナンバーカードの普及                

マイナンバー制度は、官民の各種手続について、添付書類の省略やオ

ンラインで一度（ワンストップ）に行うことができるよう国民の利便性

の向上と、行政事務の効率化を実現するために導入されたものです。  

マイナンバーカードは、オンラインでも利用できる公的では最高位の

本人確認のためのツールです。  

マイナンバーカードを利用したサービスは、これまでの官民のサービ

スのあり方を一変させる可能性があり、様々な活用方法の検討がなされ

ています。サービスの利便性を享受するためには、マイナンバーカード

を取得する必要があります。  

＜現状・課題＞  

○本市では、マイナバーカードを利用したコンビニエンスストアでの住

民票の写し、戸籍謄本、課税所得証明書の交付サービスを行っていま

す。 

○本市でのマイナンバーカードの交付状況は、令和３年２月時点で

21.8％となっています。  

○マイナンバーカードの普及には、その利便性を広く周知する必要があ

ります。  

＜国の取組事項＞  

○マイナンバーカードを活用し、行政手続の申請等がオンラインにより

24時間365日可能となることを目指しています。  

○郵便局、金融機関、コンビニエンスストア、携帯会社などでマイナン

バーカードの発行・更新等が可能となるよう検討しています。  

○あらゆる行政手続がスマートフォンから簡単にできるよう（デジタ

ル・ファースト）、マイナンバーカードの電子証明機能のスマートフ

ォンへの搭載を目指しています。  

○健康保険証（2021年３月実装）のほか、運転免許証その他の国家資格

証などの電子証明機能の実装化を目指しています。  

○セキュリティ強化を図るため、生体認証機能の導入を検討しています。 
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○2022年度（令和４年度）末までには、ほぼ全国民にマイナンバーカー

ドが行き渡ることを目指しています。  

＜推進方針＞ 

○マイナンバーカードの普及に取り組み、2022年度（令和４年度）末ま

でには、ほぼ全ての市民にマイナンバーカードが行き渡ることを目指

します。  

○国の施策と連動し、実装化が検討・予定されているマイナンバーカー

ドを活用した様々なサービスの周知を図ります。  

○マイナンバーカードを活用した本市独自のサービスを検討します。  

 

 

  

【図表 14 マイナンバーカードでできること  】  

（出典）マイナンバー制度について（内閣府 HP）  
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(3) デジタルデバイド（情報格差）の解消  

デジタル化の進展とともにデジタルデバイド ※ 19 が危惧されています。 

行政サービスのデジタル化にあたっては、地理的な制約、年齢、身体

的な条件、経済的理由などにかかわらず、すべての住民がデジタル化の

恩恵を享受できる環境等を整備する必要があります。  

＜現状・課題＞ 

○インターネットの利用状況が拡大する一方で、高齢者など年齢層が上

がるにつれて、利用率が低い傾向があります。2019年の年齢階層別イ

ンターネット利用率（令和２年版情報通信白書）は、60～69歳が90.5％

（前年比+13.9％）、70歳～79歳が 74.2％（同 +23.2％）、80歳以上が

57.5％（同 +36％）と改善傾向にありますが、さらに利用率を上げてい

く必要があります。  

○インターネットを利用しない層では、「新しい技術についていくのが

難しい」、「端末の使い方がわからない」など、技術等への対応に不

安を抱える声があることから、利用方法などを支援する必要がありま

す。  

＜国の取組事項＞  

○高齢者や障害者等を含む全ての国民がデジタル化の恩恵を受けられ

るよう、オンライン申請等に関するアドバイザーによる支援、ヘルプ

デスク等の利用者サポート機能の充実などデジタルデバイドの是正

の取組を継続的に行うとしています。  

○デジタル技術に関する特別の知識や複雑な操作を必要としないシン

プルな設計による情報システムの整備を検討しています。  

○高齢者や障害者が、デジタル活用の恩恵を受けられるように、ＩＣＴ

機器・サービスの利用方法について、身近な場所で相談や学習を行え

るようにする「デジタル活用支援員」の仕組みの検討を行っています。 

 

                                   

※ 19 デジタルデバイド：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。  
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＜推進方針＞ 

○高齢者等が身近な場所でデジタル技術の活用についての相談や学習

を行えるよう相談窓口の設置を推進します。  

○スマートフォンやインターネットの使い方に不安を抱えている方を

対象とした各種のデジタル講座を開催するなど利用方法の支援を推

進します。  

○デジタル技術の活用を支援するための人材養成を図ります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表 15 デジタル活用支援員】  

（出典）令和２年度情報通信白書（総務省作成）  
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(4) ＡＩ等サービスの導入  

ＡＩ等の技術を活用した行政サービスは、地方自治体と民間企業の協

働による実証事業が数多く行われており、すでにＡＩサービスを実装化

している自治体もあります。このようなサービスは、利用者の利便性を

高めるとともに行政事務の効率化が図られることから、効果的な導入を

推進する必要があります。  

＜現状・課題＞ 

○ごみの出し方や各種手続きなどをＡＩが自動的に応答するチャット

ボット※ 20の導入が徐々に進んでいます。  

○ＡＩを活用した道路管理（路面画像からひび割れを自動検出）や介護

保険のケアプラン作成など活用事例が増えてきています。  

○ＡＩ等を活用した市民サービスの導入を検討する必要があります。  

＜国の取組事項＞  

○業務効率化の効果が大きい、基幹系システムと連携したＡＩ活用サー

ビスの導入手順や留意事項を含む、「ＡＩ導入ガイドブック」を作成

することとしています。  

○ＲＰＡを導入する際の検討の進め方や導入対象業務の選定の方法、取

組事例などを盛り込んだ「ＲＰＡ導入ガイドブック」を作成し、自治

体を支援することとしています。  

＜推進方針＞ 

○ＡＩを活用し、市民からよくある問い合わせを 24時間365日、対話形式

で自動応答する仕組みであるチャットボットの導入を目指します。  

 例：ごみの出し方、休日診療医療案内、観光案内、各種証明書の

案内、担当課の総合案内など  

○ＡＩ等のデジタル技術を活用した市民サービス事例などの情報収集

を行い、積極的な導入を検討します。  

○ＡＩ等の導入にあたっては、導入費用の負担軽減の観点から、複数団

体による共同利用を検討します。  

                                   

※ 20 チャットボット：「 Chat（チャット）」と「 robot（ロボット）」を組み合わせた造語。入力した

質問に対して、ＡＩが自動的に応答するというシステム。  
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【図表 16 ＡＩの活用事例  】  

（出典）地方自治体におけるＡＩ・ロボティクスの活用事例（総務省作成）  
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(5) オープンデータの推進  

地域課題に対する解決策を導く一つの手段として、行政が保有するデ

ータを民間企業等が有効に活用できる環境を整えることは重要です。  

国、地方公共団体を通じたシステムの標準化・共通化などが実現すれ

ば、統一的なフォーマットによるデータの公開が容易になるなど、デー

タ活用の利便性が大きく向上することが見込まれています。  

オープンデータの効果的な活用により、市民の利便性の向上、地域活

性化につながる新たなビジネスモデルの創出を目指し、幅広い分野での

オープンデータを推進していく必要があります。  

＜現状・課題＞ 

○地方公共団体によるオープンデータの取組を促進するための各種ガ

イドラインや国が提示する「推奨データセット ※ 21」等を参考として、

2020年度（令和２年度）中に地域・年齢別人口のデータについて公開

することとしています。  

○市がより多くの質の高いオープンデータを公開し、地域課題の解決を

市民や事業者と連携して実現するとともに、行政事務の効率化及び新

たなサービスの創出につなげていく必要があります。  

＜国の取組事項＞  

○官民データ活用推進基本法に基づき、国、地方自治体及び民間企業が

保有する膨大なデータを有効活用し、国民が安全に安心して暮らせる

社会づくりを目指しています。  

○自治体のオープンデータ化を促すために推奨データセットを示して

います。  

＜推進方針＞ 

○推奨データセットに準拠し、オープンデータ化に取り組みます。  

○推奨データセット以外の市保有データのオープンデータ化を検討し

ます。  

                                   

※ 21 推奨データセット：オープンデータに取り組み始める地方公共団体の参考としてとりまとめた、公

開することが推奨されるデータセット及びフォーマット標準例 のこと。  
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○市のオープンデータを蓄積し、市民・事業者向けのオープンデータポ

ータルサイトの構築を目指します。 

○オープンデータを活用した事業等の創出を図る市民団体や事業者へ

の支援を検討します。  

 

 

 

 

 

 

  

【図表 17 オープンデータに取り組む地方公共団体数の推移】  

（出典）令和２年度情報通信白書（総務省作成）  
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(6) キャッシュレス決済の導入  

キャッシュレス※ 22 決済は、現金を持ち歩かずに買い物ができる非接

触型の支払方法です。店舗事業者にとっては、現金管理の手間を削減で

き、現金の紛失・盗難等のトラブルの予防にもなります。また、感染症

の予防にも有効な手段で、世界的にも利活用が進んでいます。  

各国のキャッシュレス動向を比較すると、2017 年時点で韓国 97.7％、

カナダ 62.1％、オーストラリア 59.9％、イギリス 56.1％、アメリカ

45.5％などとなっているなかで、日本は 21.4％にとどまっています。  

キャッシュレス決済の推進は、官民双方で取り組んでいく必要があり、

利用者のニーズにあった決済サービスの導入が求められています。  

＜現状・課題＞ 

○市税や公共料金（保育料、住宅使用料等）の納付は、市役所窓口、金

融機関の窓口のほか、口座振替、コンビニエンスストアで支払うこと

ができますが、キャッシュレス決済は、導入していません。  

○本市では、市税及び上下水道料金の支払いについて、令和３年度から

スマホ決済アプリの導入をすることとしています。  

○インバウンド需要を取り込むためには、キャッシュレス対応の店舗を

拡大する必要があります。  

＜国の取組事項＞  

○2025年６月までにキャッシュレス決済比率を約 40％に、将来的には世

界最高水準の80％を目指すこととしています。  

＜推進方針＞ 

○各種証明書の手数料、公共施設の使用料などの支払のキャッシュレス

決済を目指します。  

○クレジットカード、電子マネー、ＱＲコード、バーコードなど多様な

決済方法への対応を検討します。  

○市内の商店等のキャッシュレス決済の導入を促進します。  

○キャッシュレス決済を推進し、インバウンド消費の拡大を目指します。 

                                   

※ 22 キャッシュレス：現金以外を用いた決済の総称。具体例としては、クレジットカードや口座振替、

電子マネー等を用いた決済。  
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【図表 18 各国のキャッシュレス比率比較（ 2017 年）】  

（出典）キャッシュレスロードマップ 2020（（一社）キャッシュレス推進協議会） 

【図表 19 キャッシュレス決済とは】  

（出典）キャッシュレスの現状及び意義（経済産業省作成）  
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【図表 20 キャッシュレス推進の意義・メリット】  

（出典）キャッシュレスの現状及び意義（経済産業省作成）  
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２ 庁内運営の効率化 

 

行政事務は、全て手書きによる書類作成から、パソコンの普及に伴い、

パソコンで書類を作成し、出力した紙文書で事務手続を行うというように

変化し、業務の効率化が図られました。  

ＩＣＴの進展により、紙文書による手続きから、すべてデジタルで事務

を完結できるように技術はさらに進化しています。  

ＩＣＴにより、事務の簡素化や効率化、さらには費用の削減を図ること

が可能となっていることから、これを有効に活用していく必要があります。 

以下、本市が取り組む「効率的な行財政運営」のための主な項目の現状

と課題を整理します。  
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(1) 情報システムの標準化・共通化・クラウド化  

国では、地方公共団体が情報システムを個別に整備することは非効率

であることから、今後は、地方公共団体における基幹系（住民基本台帳、

各種税、国民健康保険など）の情報システムの標準仕様書を作成し、こ

れの共同利用を推進することとしています。  

情報システムの標準化※ 23・クラウド化※ 24、 25を推進し、地方公共団体

の情報システムの共同利用による費用の削減、手続きの簡素化・迅速化、

業務の効率化等を図る必要があります。  

＜現状・課題＞ 

○本市では、2020年１月に遠野市、山田町、岩泉町との４市町による自

治体クラウド協定を締結し、住民情報システムと財務会計システムに

おいて、自治体クラウドを導入しました。  

○今後、国が順次、策定する標準仕様に準拠したシステムに対応し、さ

らなる共同化を進める必要があります。  

○現在、国が開発を進めているクラウドサービス「（仮称）Gov-Cloud」

の活用を検討する必要があります。  

＜国の取組事項＞  

○情報システム標準化の一歩目として、2020年９月に住民記録システム

の標準仕様書の第1.0版を取りまとめました。  

○2021年夏までに介護保険、障がい者福祉、就学、固定資産税、個人住

民税、法人住民税、軽自動車税の標準仕様書の作成を、2022年夏まで

に選挙人名簿管理、国民年金、後期高齢者医療、生活保護、健康管理、

児童手当、児童扶養手当、子ども・子育て支援の標準仕様書の作成を

目指しています。  

 

                                  

※ 23 システム標準化：各自治体が独自に発展させてきた情報システムを国が取りまとめる標準仕様書

に基づきシステムを開発し、これを利用することにより標準化を図ること。  

※ 24 クラウド：インターネットなどのネットワークを通じたコンピュータの利用形態で、何らかのコン

ピューティング資源（ソフトウェア、ハードウェア、処理性能、記憶領域、ファイル、データなど）

を必要に応じて利用する方式のこと。  

※ 25 クラウド化：自治体がそれぞれ情報システムのサーバーを所有し、管理することをせず、クラウド

上で共有すること。 
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○「（仮称）Gov-Cloud」の開発を進め、早期の運用開始を目指していま

す。  

○自治体の標準準拠システムへの円滑な移行を図るため、「（仮称）自

治体ＤＸ推進手順書」を示すこととしています。  

＜推進方針＞ 

○国が策定する標準仕様に準拠したシステムへの移行に対応するため、

現行のシステムを調査し、ロードマップを策定するなど、標準システ

ム導入の準備を進めます。  

○システムの共同利用による経費削減のスケールメリットを享受する

ため、近隣自治体または全県的な共同利用の方法を検討します。  

○国が順次作成する標準仕様に基づいて、市の条例・規則の見直し、業

務プロセスの見直し等を行います。  

 

 

 

 

 

  

【図表 21 自治体における情報システムの標準化・広域クラウド化のイメージ】  

（出典）令和２年度情報通信白書（総務省作成）  
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【図表 22 自治体の情報システムの標準化・共通化のスケジュール】  

（出典）自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進計画（総務省作成） 
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(2) ＩＣＴを活用した業務改善 

ＡＩ機能によるチャットボットの活用は、市民サービスの向上のみな

らず、行政事務の効率化を図ることができます。  

また、これまで人間が行ってきた定型的なパソコン入力等の作業など

は、ＲＰＡその他のＩＣＴ技術に代替できるようになってきています。 

人口減少に伴う将来的な職員数の減少を見据え、進化を続けるＩＣＴ

を活用した事務の簡素化、効率化を図り、職員でなければ対応できない

政策的な業務に時間を振り分ける必要があります。  

＜現状・課題＞ 

○ごみの出し方や各種手続きなどをＡＩが自動的に応答するというチ

ャットボットの導入が徐々に進んでいます。[再掲] 

○定型的かつ膨大な作業量を伴う市民窓口業務、税業務などは、劇的な

効率化が難しく、人手による処理に人員と時間を要しています。  

○定型的な業務について、ＲＰＡなどの技術の導入を検討し、事務の効

率化を図る必要があります。  

＜国の取組事項＞  

○自治体行政スマートプロジェクト※ 26事業により、ＡＩ・ＲＰＡ等のＩ

ＣＴを活用した業務プロセスの標準モデルを構築し、先進的な良好事

例の全国各自治体への展開を推進することとしています。  

○業務効率化の効果が大きい、基幹系システムと連携したＡＩ活用サー

ビスの導入手順や留意事項を含む、「ＡＩ導入ガイドブック」を作成

し、自治体を支援することとしています。〔再掲〕  

○ＰＲＡを導入する際の検討の進め方や導入対象業務の選定の方法、取

組事例などを盛り込んだ「ＲＰＡ導入ガイドブック」を作成し、自治

体を支援することとしています。〔再掲〕  

 

 

 

                                  

※ 26 自治体行政スマートプロジェクト：自治体行政の様々な分野でＡＩ・ＲＰＡ等を活用した標準的で

効率的な業務プロセスの構築にモデル的に取り組む自治体を支援する総務省が行う事業  
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＜推進方針＞ 

○限られた経営資源の中で持続可能な行政サービスを提供していくた

め、先進的な良好事例を踏まえて、積極的にＡＩ・ＲＰＡ等のＩＣＴ

技術の導入を検討します。  

○新たなＩＣＴ技術の導入には、初期投資、ランニングコストが発生す

ることから、費用対効果を十分に検討したうえで、導入を図ります。 

 

 

 

 

  

【図表 23 RPA の活用事例】  

（出典）地方自治体におけるＡＩ・ロボティクスの活用事例（総務省作成）  
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【図表 24 ＩＣＴ化に関連する業務慣行の改善】  

（出典）令和２年度情報通信白書（総務省作成）  



39 

(3) 行政事務のデジタル化 

 行政手続のオンライン化などを実現するためには、書面主義、押印原

則、対面主義という現在の手続方法を抜本的に見直す必要があります。 

 本市の行政事務は、申請受理、審査、決裁といった一連の手続きが紙

文書により行われています。  

 今後においては、紙文書から電子文書に移行するなど、様々な行政事

務をデジタル化する必要があります。  

 行政事務のデジタル化を図るためには、文書事務の見直しのほか、こ

れまでの業務プロセスにまで踏み込んだ業務改革（ＢＰＲ ※ 27）を実施し、

行政事務をエンドツーエンドでデジタル化を前提とした改革として取

り組むことが必要です。  

＜現状・課題＞ 

○紙文書の決裁方式は、決裁者が不在の場合に文書が滞留する、決裁後

文書の保管場所に膨大なスペースを必要とする、検索性が低いなどの

デメリットがあります。  

○文書の電子化が進まない理由としては、収受した紙文書を電子化する

手間が生じる、図面はパソコンのディスプレイでは確認しがたい、回

議中における修正事項の伝達が難しいなどが挙げられます。  

○メリット、デメリットを精査のうえ、事務効率化を第一とした電子決

裁化を図る必要があります。  

○紙文書から電子文書に移行するためには、多くの手続きで行われてい

る申請書等への押印を見直す必要があります。  

○電子入札制度の導入などデジタル化により、事業者等の利便性の向上

や行政事務の効率化を図れる手続を検討する必要があります。  

 

 

 

                                   

※ 27 ＢＰＲ： Business process reengineeringの略。ビジネスプロセスを見直し、抜本的に再設計（リ

エンジニアリング）する手法。業務改革のことをいう。  
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＜国の取組項目＞  

○各府省は、書面・押印・対面規制などの慣行を見直し、法令等の改正

を含めた改革を実施することとしています。  

○引き続き押印を必要とする事務については、電子署名を活用したオン

ライン利用を促進することとしています。  

○総務省は、2020年12月に「地方公共団体における押印見直しマニュア

ル」を策定し、地方自治体の押印見直しを推進しています。  

＜推進方針＞ 

○書面・押印・対面規制などの慣行を見直します。  

○行政手続のオンライン化等への対応やスピード感を重視した事務を

推進するため、行政事務の電子化を図ります。  

○文書の電子化に併せて、電子署名を利用した公印の電子化を検討し、

送付文書等への押印の電子化を図ります。  

○事業者の利便性を高めるとともに、事務の効率化を図るため入札の電

子化の導入を検討します。  

○タブレット端末を活用し、各種会議におけるペーパーレス化を推進し

ます。  
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【図表 25 ＩＣＴ化に関連する業務慣行の改善】  

（出典）令和２年度情報通信白書（総務省作成）  
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(4) テレワーク等の新たな働き方の推進  

テレワーク※ 28は、ＩＣＴによって時間や場所を有効に活用できる柔軟

な働き方であり、育児、介護などライフステージに合った多様な働き方

を実現できる働き方改革の一つです。  

また、災害や感染症が発生した非常時における業務継続の観点からも

重要なことから、早期の実現が必要です。  

＜現状・課題＞ 

○押印や書面を前提とした慣例がテレワークの進まない要因の一つと

なっています。  

○ウィズコロナの状況を踏まえ、感染症防止のため、テレワークの導入

が推奨されています。  

○育児や介護等のために時間の制約がある職員のワークライフバラン

スの実現のためにテレワークの導入を図る必要があります。  

○テレワークを実用化するときは、セキュリティ上の安全を十分に確保

する必要があります。  

＜国の取組項目＞  

○テレワークの導入事例や活用のノウハウを取りまとめ、自治体に提供

することとしています。  

○「テレワークマネージャー※ 29」による相談体制を引き続き提供するこ

ととしています。  

○自治体職員が自宅のパソコンから自治体庁内にあるＬＧＷＡＮ接続

系※ 30のパソコンにセキュリティを確保したうえでリモートアクセス

できる機能の実用化を目指しています。  

○セキュリティ確保のため、「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」の改定を行うこととしています。  

 

                                   

※ 28 テレワーク：ＩＣＴを活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のこと。在宅勤務、モバ

イルワーク、サテライトオフィスの３つに分けられる。  

※ 29 テレワークマネージャー：テレワーク導入を検討する企業や自治体等に対し、専門家が無料でシス

テムや情報セキュリティなどの相談対応をするもの  

※ 30 ＬＧＷＡＮ： Local Government Wide Area Networkの略。国の各府省と各地方公共団体との間を

高度なセキュリティによりネットワークで結ぶもの。  
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＜推進方針＞ 

○育児や介護等のために時間の制約がある職員のワークライフバラン

スの実現を図るため、また非常時における基幹業務を継続するため、

早期のテレワークの運用の実現を目指します。  

○押印の省略やペーパーレス等を進めながら、テレワークの導入を推進

します。  

○個人情報等を保護するため、総務省が設定する高いセキュリティレベ

ルに基づき、テレワークを運用します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【図表 26 テレワークのイメージ図】  

（出典）テレワークの推進（総務省 HP）  
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【図表 28 企業のテレワーク導入率の推移】  

（出典）令和２年度情報通信白書（総務省作成）  

【図表 27 テレワークによる働き方改革】  

（出典）テレワークの推進（総務省 HP）  
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(5) デジタル社会に対応するための人材育成  

デジタル戦略を推進するためには、これを担う人材が重要となります。 

今後、職員全体のＩＣＴや情報セキュリティに関する知識及びスキル

の向上に加え、行政のデジタル化を主導する専門的人材を確保する必要

があります。  

＜現状・課題＞ 

○2019年の経済産業省「ＩＴ人材需給に関する調査」では、2030年には、

ＩＣＴ人材が45万人不足すると試算されています。  

○デジタル人材を育成する仕組みを早期に構築することが必要です。  

○当面は、民間企業など外部からのデジタル人材の活用の検討も必要で

す。 

○小学校では2020年度、中学校では2021年度、高等学校では 2022年度と

プログラミング教育が必須化となることを受けて、将来を担う児童・

生徒のＩＣＴ教育を強化する必要があります。  

＜国の取組項目＞  

○総務省・内閣官房（デジタル庁（設置予定））・都道府県の連携によ

り外部人材（民間企業）を確保する仕組みの構築を目指しています。 

○自治体職員向けの研修・人事交流の実施を検討しています。  

○地方自治体が外部人材を雇用する場合の経費の一部を負担すること

としています。  

○2022年以降の国家公務員の採用枠において、デジタル枠を設けること

を検討しています。  

＜推進方針＞ 

○これからの行政職員に求められるＩＣＴスキルを身に付けるため、計

画的に研修を実施し、デジタル戦略を推進するデジタル人材の育成を

推進します。  

○国が実施する「地域情報化アドバイザー派遣制度」など、各種の人材

支援制度の活用を積極的に図ります。  

○将来に向けて、児童・生徒のＩＣＴ教育を強化します。  
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第５章 強靭なセキュリティの確保 

 

 セキュリティ及び個人情報の適正な取扱いの確保        

  デジタル技術の革新に伴い、サイバー攻撃※ 31等による情報の漏えい、

不正使用等の脅威が深刻化しています。  

本市においては、法令等に基づき、市民の個人情報や企業の経営情報

等の重要な情報を多数保有するとともに、他に代替することができない

行政サービスを提供しています。このため、市民の生活や地域の経済活

動を保護するため、情報セキュリティ対策を講じて、その保有する情報

を守り、業務を遂行していく必要があります。  

今後、行政手続きのオンライン化の本格化や行政文書の電子化等が進

展することにより、システムの停止等が発生した場合、広範囲の業務が

継続できなくなり、行政サービスの提供に重大な支障が生じる可能性が

あります。  

 本計画の推進にあたっては、サイバーセキュリティ基本法、国が定め

るサイバーセキュリティ戦略、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、及び宮古市情報セキュリティポリシー

に基づく適切なデジタル戦略の推進体制を確保するほか、個人情報の保

護に関する法律及び宮古市個人情報保護条例に基づく適切な運用を図

ることとし、データ活用に係る市民の不安の払拭を図ります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

※ 31 サイバー攻撃：コンピュータに不正に侵入したり、コンピュータの不正操作をしたりす

る行為を指す。  
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【図表 29 インターネット利用時に不安を感じる人の割合・インターネット利用時に  

感じる不安の内容】  

】  

（出典）令和２年度情報通信白書（総務省作成）  
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第６章 計画の推進について 

 

 アクションプランの策定                   

本計画を具体的に推進するため、推進項目ごとにワーキンググループが

調査・検討したうえで、アクションプラン（実行計画）の素案を作成する

こととします。  

アクションプラン（案）は、所属部会、本部会議での審議を経たうえで

公表し、順次、実行することとします。  

アクションプランは、ＳＴＥＰ１（実施設計）、ＳＴＥＰ２（部分導入・

実証段階）、ＳＴＥＰ３（本格運用・検証）の３段階の構成として策定し

ます。  

なお、課題項目ごとにさらに細分化してアクションプランを作成すべき

であると判断した場合は、当該施策を細分化して策定するものとします。 

 また、アクションプランは、本計画の最終年度である 2024年度（令和６

年度）の達成を目指します。  

 

 ワーキンググループの役割                   

 

ワーキンググループは、推進項目ごと関係する課等から選任のうえ、構

成することとします。  

ステップごとの主な役割は、次のとおりです。  

  ○ＳＴＥＰ１  実施設計の素案を調査・検討のうえ作成  

  ○ＳＴＥＰ２  部分導入・実証段階の検証と改善案検討  

  ○ＳＴＥＰ３  本格運用後は、解散し、デジタル推進課に継承  

 

デジタル技術のさらなる進展に伴い、新たな課題が生じたときは、デジ

タル戦略推進本部会議における協議を踏まえて、新たなワーキンググルー

プの設置を検討することとします。  
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◆市民サービス向上部会  

ワーキンググループ  調査・検討内容  

①行政手続オンライン

推進ＷＧ  

申請・届出等の行政手続きオンライン化、公共

施設のオンライン予約の推進に関すること。  

②マイナンバー推進  

ＷＧ  
マイナンバーカード普及の推進に関すること。 

③ＡＩ等サービス推進

ＷＧ  

市民相談等に対するチャットボット（ＡＩ自動

回答）等のＡＩ等のデジタル技術を活用したサー

ビスの導入検討に関すること。  

④キャッシュレス推進

ＷＧ  

税金や使用料等のキャッシュレス支払の推進

に関すること。  

⑤デジタルデバイド  

対策ＷＧ  

デジタル化推進に伴う情報格差を解消するた

めの取組に関すること。  

⑥オープンデータ推進

ＷＧ  

市が保有するデータを容易に利用できるよう、

データの整理や利用規約の整備等の推進に関す

ること。  

 

◆庁内運営戦略部会  

ワーキンググループ  調査・検討内容  

①情報システム標準化・

共通化・クラウド化推

進ＷＧ  

・国の作成した標準システムの導入推進に関す

ること。  

・クラウドコンピューティング技術の活用によ

る地方自治体の基幹系情報システムの集約と

共同利用の推進に関すること。  

②ＩＣＴ化推進ＷＧ  
市役所業務におけるＩＣＴ技術の導入検討に

関すること。  

③行政事務電子化推進

ＷＧ  

行政文書の電子化、押印省略、電子決裁（文書

管理システム、財務会計システム）、入札電子化

等の推進に関すること。  

④働き方改革・人材育成

推進ＷＧ  

デジタル人材・セキュリティ人材の育成、テレ

ワーク等のデジタルワークスタイルの推進に関

すること。  

 

 

  

【図表 30 ワーキンググループ（イメージ図）】  
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参考資料 

 

 法令、国の計画等の概要 

 

○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）（通

称：ＩＴ基本法）  

 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関して、基本理念及び施策の策

定に係る基本方針を定めた法律であって、あらゆるデジタル化政策の基本

となっています。  

 日本における初のＩＴ戦略の根拠法として、主にインフラ整備とＩＴ利

活用の推進の役割を果たしてきたものです。  

 

○官民データ活用推進基本法（平成 28年法律第103号）   

高度情報通信ネットワーク社会において、官民が保有するデータを適正

かつ効果的に活用し、国民が安全で安心して暮らせる社会及び快適な生活

環境の実現を目指し、地方公共団体が取り組むべき基本的な施策として、

次の事項を定めています。  

①行政手続きの原則オンライン化  

②オープンデータの促進  

③マイナンバーカードの普及・活用  

④デジタルデバイド（情報格差）対策  

⑤情報システム改革、業務の見直し（ＢＰＲ）  

 

○情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成 14年法律第

151号）（通称：デジタル手続法）  

デジタル手続法では、デジタル技術を活用した行政の推進の基本原則と

して次のとおり３原則を定め、地方公共団体に行政手続きの原則オンライ

ン化を努力義務として課しています。  

①デジタル・ファースト  

個々の手続き・サービスが一貫してデジタルで完結  

②ワンスオンリー  
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一度提出した書類は、二度提出することを不要  

③コネクテッド・ワンストップ  

民間サービスを含め、複数の手続き・サービスをワンストップで完結  

 

○サイバーセキュリティ基本法（平成 26年法律第104号）  

 日本におけるサイバーセキュリティ対策を講ずる上で、基本となる法律。 

 次の主な目的を果たすため、サイバーセキュリティ対策を総合的かつ効

果的に推進すること。 

 ①経済社会の活力の向上及び持続的発展  

 ②国民が安全で安心して暮らせる社会の実現  

 ③国際社会の平和及び安全の確保並びに我が国の安全保障に寄与する

こと。  

 

〇方針・計画 

○世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画（令和

２年７月17日閣議決定）  

 全ての国民がデジタル技術とデータ利活用の恩恵を享受するとともに、

安全で安心な暮らしや豊かさを実感できるデジタル社会の実現に向けた

政府全体のデジタル政策を取りまとめたものです。  

 

○デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針（令和２年 12 月 25 日閣議

決定）  

デジタル社会の将来像、ＩＴ基本法の見直しの考え方、デジタル庁設置

の考え方等について、政府の方針を示したものです（本書 12～14 ページ参

照）。  

 

○デジタル・ガバメント実行計画（令和２年 12月25日閣議決定）  

 デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針を踏まえ、国・地方公共団

体のデジタル化指針を取りまとめたものです。  
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○自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進計画（令和２年

12月25日総務省）  

 地方自治体の情報化施策を推進するため、自治体が重点的に取り組むべ

き事項や内容を具体化するとともに、国の支援策を取りまとめたものです。 

 

〇その他 

・令和２年版情報通信白書（総務省作成）  

・サイバーセキュリティ戦略（平成 30年７月 27日閣議決定）  

・地方公共団体における押印見直しマニュアル（令和２年 12月18日閣議決

定） 

〇本市の計画、条例等 

・宮古市総合計画（基本構想：令和２年度から令和１１年度）  

・宮古市情報セキュリティポリシー（令和３年１月改定）  

・宮古市個人情報保護条例（平成１７年宮古市条例第１３号）  

 

 


