北上市情報基本計画 2020
ーICT利活用による、市民一人ひとりの豊かな暮らしの追求ー

令和２年４月
岩手県

北上市

【目
第１章

計画の概要

次】
・・・1

(1)

計画策定の趣旨

・・・1

(2)

計画の位置づけ

・・・2

(3)

計画の期間と進捗管理

・・・2

(4)

推進体制

・・・3

第２章

ＩＣＴを取り巻く社会動向等

・・・4

(1)

ICTに関する社会の動き

・・・４

(2)

国・県のICT戦略

・・・７

第３章

当市の情報政策の現状と課題

・・・11

(1)

前計画の取組と評価

・・・11

(2)

まちづくりの面から見た課題

・・・13

(3)

行政経営の面から見た課題

・・・14

第４章

計画の基本方針と基本目標

・・・15

(1)

計画の基本方針

・・・15

(2)

計画の基本目標

・・・15

第５章

基本施策の推進方針と具体的取組（アクションプラン） ・・・17

巻末資料
・用語集

第１章

計画の概要

（１）計画策定の趣旨
当市では、平成 27 年４月に「北上市情報基本計画」（平成 27 年度～平成 32 年度）を
策定し、コミュニティ FM 局設立による安全安心に暮らせる環境実現や、市ホームページ
の改善による市民サービス利便性向上などに取り組んで来ました。この間、情報通信技術
（ICT）の進歩は目覚ましく、スマートフォンの急速な普及、SNS による新たなコミュニ
ケーション手段の確立、キャッシュレス決済の普及など市民のライフスタイルにも変化が
生じているほか、国、県においてもデータ活用社会を見据えた様々な取 組が推進されてい
ます。
自治体業務においても、国の自治体戦略 2040 構想研究会 １ では、人口減少が進むなか
で、業務標準化やシステム導入により、従来の半分の職員数でも自治体が本来担うべき機
能を発揮できるスマート自治体への転換が必要と提言しているほか、令和元年度に成立し
たデジタル手続法により、デジタル化三原則 ２ のもと、住民と市をつなぐインターフェー
スのデジタル化が求められています。
ICT は業務改善、補助ツールの枠を超え、地域活性化や自治体経営に必須な核心技術と
なりつつあることから、時代の変化に対応した情報政策を再構築し推進するため、現行計
画の終期を繰り上げ、新計画を策定するものです。

１社会構造の変化への強靭性を向上させる観点から、高齢者（65 歳以上）人口が最大となる 2040 年ころの自治体が抱
える行政課題に対し、取り組むべき対応策を検討することを目的として開催されている、総務大臣主催の研究会
２デジタル化三原則
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）
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）
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（２）計画の位置づけ
本計画は「北上市総合計画」に掲げる将来の都市像の実現に向け、総合計画や各個別行
政計画との整合性を図りつつ、総合計画に掲げる ICT 利活用施策に対する、情報政策の側
面からの基本的推進方針を示す個別計画として位置づけます。
また、本計画は「官民データ活用推進基本法」において策定努力義務とされている、北
上市の「官民データ活用推進計画」として位置づけ、国、県の計画との整合性 も確保する
ものとします。

北上市総合計画
ICT 利活用関連施策

情報政策の側面からの推進方針
北上市情報基本計画 2020（個別計画）

準拠

勘案

（国）官民データ活用推進計画

（県）ICT 利活用推進計画

（３）計画の期間と進捗管理
本計画は、社会情勢の変化に柔軟に対応できるよう、３年間の計画として策定します。
なお、計画は毎年度進捗状況を評価、検証し、計画期間中に計画内容の見直しが必要と
なった場合は、その時点で見直しを行います。
計画期間：令和２年４月１日（2020 年度）～令和５年 3 月 31 日（2022 年度）
2020

現

総合計画基本計画

2021

2022

新

2023

2024

総合計画基本計画（2021 年度-2030 年度）

北上市情報基本計画 2020

- 2 -

次期

北上市情報基本計画

2025

（４）計画の推進体制
情報政策の効果的推進を図るため、既存体制を見直し、新たな推進組織を設置します。
①市長の情報政策推進への関与を明確にするため、情報管理運用委員会（委員長：副市
長）を改組し、北上市情報戦略本部を最上位機関として設置します。
②情報政策及び情報セキュリティ対策の推進のため、北上市情報戦略委員会を新設しま
す。これに伴い、電子計算組織運営部会は廃止し、その役割は情報戦略委員会が引継
ぎます。
③情報戦略委員会内の専門組織として、北上市CSIRTを設置し、これまで行ってきた、
情報資産（電子データ、紙情報等）や情報システムの保護・保安を行います。
④その他、特定施策推進のための部会を随時設置し、効果的な政策推進に繋げます。

北上市情報戦略本部
本部長：市長
副本部長：副市長（CIO 兼 CISO）・教育長
本部員：企画部長（CIO 補佐兼 CISO 補佐）、部長級職員（一部事務組合除く）

情報基本計画案の決定/情報化施策の決定/情報セキュリティ
対策の決定

報告

指示

北上市情報戦略委員会
委員長 ：副市長（CIO 兼 CISO）
副委員長：企画部長（CIO 補佐兼 CISO 補佐）・財務部長
委員
：総務課長、政策企画課長、都市プロモーション課長、財政課長

CIO 補佐機関
・都市プロモーション課（庶務）
課長補佐、情報システム係
・政策企画課 課長補佐、政策推進係、行政経営係

北上市 CSIRT
総括管理者：企画部長（CISO 補佐）
行政文書管理者：総務課長
電子情報管理者：都市プロモーション課長
・都市プロモーション課（庶務）
課長補佐、情報システム係
・総務課
課長補佐、法規文書係

専門部会（特定施策推進）
部会長 ：企画部長（CIO 補佐）
副部会長：関係部長
部会員 ：関係課長、都市プロモ
ーション課長
（例）マイナンバー部会

事業実施申出・
事故報告

審査・調整・
改善指示・実
施認可 等

定期監査・事故初
動対応

各部局（各部長：部局内管理運用責任者）
ICT 利活用事業の企画・実施/各情報システムの運用/情報セキュリティ対策の確保
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第２章

ICTを取り巻く社会動向等

ICTはここ数年目まぐるしい進歩を続け、市民生活や企業活動に深く浸透し、無くては
ならないものとなっています。現在のICTを取り巻く社会の動き、国、県の政策動向は次
のとおりです。

（１）ICTに関する社会の動き
①データ活用による、経済発展と社会的課題の解決
私たちの生活を支える様々な分野において、デジタル技術を用いた新しいサービスが展
開され始めています。ネットワークでつながる、センサ、IoT 機器が家電や農業機器など
にも入りこんできており、個々の製品やビジネスモデルの変革に留まらず、社会 のありか
た自体にも変化をもたらそうとしています。このような状況のなか、国では、仮想空間と
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社
会を Society5.0 と呼び、新たな社会を想定した各種政策を展開しています。

出典
内閣府 HP
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②働き方改革
日本は「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方の
ニーズの多様化」などの状況に直面しています。こうした中、投資やイノベーションによ
る生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ること
が重要な課題になっており、働く方々が、それぞれの事情に応じた多様な働き方を選択で
きる社会を実現するため「長時間労働の是正」や「多様な就業形態の普及」などに国とし
て取り組んでいます。
ワークスタイル変革には、ICT 活用が重要なことから、企業に対しては RPA や顧客管
理システムなど導入による生産性向上や業務効率化などを支援しているほか 、働く方の多
様な働き方のモデルとしてテレワーク等が推進されています。
③キャッシュレス決済の普及
キャッシュレス決済は、消費者に利便性をもたらすほか、事業者の生産性向上にもつな
がり、経済全体にも大きなメリットがあるものとして、国として推進されています。
近年では、消費税率引き上げ後の需要平準化対策としてキャッシュレス還元が行われて
いるほか、マイナンバーカードのマイキーIDを活用した、マイナポイントが開始される
予定となっています。その他、サービスの統一規格など利用環境の整備も行われており、
今後、キャッシュレス決済はますます市民の生活に浸透してくることが予想されます。
④インターネットの利活用範囲の拡大
全国のインターネット利用率は、80.9％、岩手県は 70.5％となっており、近年の利用
率はほぼ横ばいで推移していますが 1、その利用は高齢者層にも広がり、若年層が利用者
の中心だった過去の状況からは変化しています。
スマートフォンの個人所有率は増加しており、平成 30 年度情報通信白書によると 2017
年時点で、20 代、30 代は 90％が保有している一方、60 代は 44.6％、70 代は 18.8％と世
代間の差が大きい状況です。このことは、インターネット接続端末も若年層はスマートフ
ォンからのアクセスが多い一方、60 代以上はパソコンからのアクセスが多い状況からも伺
い知ることができます 2。

（出典）平成 30 年度版

1
2

情報通信白書概要資料より

岩手県「岩手県ICT利活用推進計画」平成31年3月 8P
総務省「平成30年度版 情報通信白書」156-157P
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情報の受発信では、インターネット上で利用する、個人が情報を受発信できるソーシャ
ルメディアが、情報コミュニケーションの主要なメディアに成長してきており、市政にお
いても、Facebook、インスタグラム、YouTube 等を主要な広報メディアとして活用して
おり、地域情報や災害時の情報を発信しています。
その他、近年では、クラウドベースの音声認識技術を用い、情報検索を行ったり、外国
人との会話もスマートフォンのアプリを通じて自動翻訳が可能になったりするなど、イン
ターネットを介したデータの受け渡しが増えており、Web 閲覧が主たる利用目的であっ
た状況からは、利用の形態に変化が見受けられます。
令和２年には、第５世代（５G）移動通信システムの商用利用が開始されます。今後、
インターネットの利活用範囲が拡大することが見込まれるとともに、システムの基盤とな
る光回線の維持も重要になってきます。
⑤訪日外国人旅行者や外国人住民の増加
国では、観光先進国を目指し、訪日外国人旅行者の増加に係る各種取組を進めています。
2019年3月に発表された訪日外国人受け入れ関するアンケート調査によると、旅行中に困
ったこととして「無料公衆無線LAN環境がない」「施設等スタッフとコミュニケーショ
ンが取れない」ことが上位にあげられており、外国人のニーズを捉えた利便性向上を図る
ため、無料公衆無線LANの整備や観光施設における多言語対応ツールの導入などに全国
の自治体が取り組んでいます。
また、国では少子高齢化による人手不足に対応するため、外国人労働者の受入を 推進し
ていることから、外国人住民が年々増加しており、地域社会の一員として生活情報を入手
できる環境整備が必要となっています。
外国人観光客や外国人住民の増加に伴い、多文化への理解促進と言語の壁を越えた情報
コミュニケーションの充実が必要となっていますが、例えば通訳者の育成などには時間も
かかることから、ICTを利活用して課題解決に繋げる視点がますます重要になってきてい
ます。
⑥情報セキュリティ対策
デジタル社会の進展に伴い、各種システムに対するサイバー攻撃や大規模なシステム不
具合等に関する事件、事故が発生しており、国においても内閣サイバーセキュリティセン
ター（NISC)を置いて、情報セキュリティ対策を進めています。
情報セキュリティ対策、データ保護がより一層重要なものとして、認識されてきていま
す。
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（２）国・県のICT戦略
①デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進計画
国では平成 12 年（2000）に制定された、IT 基本法に基づき「e-japan 戦略」を策定
し、IT 基盤の整備等を進めてきました。その後、デジタル社会の進展に伴い、データ活
用の基盤整備として平成 28 年に「官民データ活用基本法」が施行され、「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」（以下「官民データ計画」とい
う。）を決定しています。
本計画では、国民が安全で安心して暮らせ、豊かさを実感できる社会を実現することを
目指し、デジタル技術を誰もが享受できるインクルーシブな「デジタル社会」に向けた重
点計画を取りまとめています 1。
なお、官民データ活用基本法では、国の施策と自治体の施策の整合性を確保した取組が
必要である観点から、国の官民データ計画に即し、市町村も計画策定する努力を要請して
います。

＜官民データ計画に記載されている取組内容例＞
・デジタル技術を徹底的に活用した行政サービス改革
・地方公共団体のデジタル化
・データ流通の始点となるオープンデータ
・官民におけるデータの徹底活用
・５G を軸とした協業促進によるインフラ再構築
※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より

＜図 官民データ活用推進基本法制定の背景＞
1

「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」令和元年６月 14 日
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２P

②デジタル・ガバメント推進方針と実行計画
官民データ計画の策定を受け、重点分野の一つである電子行政の取組については、平成
29 年（2017）5 月に「デジタル・ガバメント推進方針」が策定され、国民・事業者の利
便性向上に重点を置き、行政の在り方そのものをデジタル前提で見直すことが示されまし
た。
令和元年 12 月 20 日に改定された「デジタル・ガバメント実行計画」では、地方公共団
体におけるデジタル・ガバメント推進のため「地方公共団体の行政手続のオンライン化」
ほか５つの項目で、国として取り組む具体的内容が明示されました。今後、全国の自治体
でデジタル化や業務改革（BPR）の取組が推進されることが見込まれます。
③社会保障・税番号制度とマイナンバーカードの普及
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社会基盤として、
平成 27 年から社会保障・税番号（マイナンバー）制度が開始されました。マイナンバー
は、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人
の情報が同一人物の情報であることを確認するために活用されています。
令和元年６月には「マイナンバーカードの普及とマイナンバーカード促進に関する方
針」が定められ、安全・安心で利便性の高いデジタル社会をできる限り早期に実現するた
め、令和４年度中にほとんどの住民がマイナンバーカードを保有していることを想定し、
カードの普及が国として強力に推進されています。また、マイナンバーカードの普及にあ
たり、消費活性化への活用や健康保険証としての利用も推進されています。
④デジタル手続法の施行
情報通信技術を活用し、行政手続等の利便性の向上や行政運営の効率化を図るため、令
和元年５月にデジタル手続法が施行されました。
法律では、「行政のデジタル化に関する基本原則及び行政手続の原則オンライン化のた
めに必要な事項」が定められ、「行政のデジタル化を推進するための各種施策」を講ずる
こととされており、今後全国的に行政手続のデジタル化が加速していくことが予想されま
す。

出典

デジタル手続法説明資料より
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⑤GIGA スクール構想
国では、Society5.0 時代を担う人材投資の一環として、GIGA スクール構想を打ち出
し、学校における高速大容量ネットワークの整備を進めるとともに、義務教育課程におい
ては、児童生徒一人一台端末の環境を 2023 年度までに実現しようとしています。

出典
GIGA スクール構想
説明資料（文部科学
省）より

⑥スマート自治体の実現
本格的な人口減少と高齢化を迎える中、住民の暮らしと地域経済を守るためには、自治
体が行政上の諸課題に的確に対応し、持続可能な形で、質の高い行政サービスを提供する
必要があるとの考えのもと、2040 年頃の自治体が抱える行政課題を整理した上で、今後
の自治体行政の在り方を展望し、早急に取り組むべき対応策を検討することを目的に「自
治体戦略 2040 構想研究会」が開催されています。
研究会の報告において、労働力の絶対量が不足する背景のもと、持続可能な形で住民サ
ービスを提供し続けられるようなプラットフォームであり続けるため、自治体は AI 等を
使いこなすスマート自治体へ転換する必要があると提言されています。

出典
自治体戦略 2040 構
想研究会中間報告資
料より
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⑦岩手県 ICT 利活用推進計画
岩手県は平成 30 年度に、生産年齢人口の減少に伴う人手不足への対応や、農林水産
業、ものづくり産業などの産業分野の生産性向上等、地域が抱える課題の解決や生活の
様々な場面における利便性の向上を図るため、「岩手県 ICT 利活用推進計画」を策定
し、ICT の利活用を県全体で進めています。本計画は、岩手県官民データ活用推進計画
としても位置付けられています。
岩手県における各種施策は、地域の情報化の観点から、連携しながら取り組んで行く必
要があります。

基本方針
本県の強みや本県が有する地域資源・特性を生かしながら、ICT の積極的な利活用
により、地域が抱える課題の解決と県民一人ひとりの暮らし、仕事、学びにおける
利便性の向上を図ります。

５つの取組方向
①暮らし・安全～ICT による安全安心な暮らしの実現～
②産業～ICT による産業の振興～
③人づくり～ICT を支える人づくり、ICT による人づくり～
④情報発信～ICT による効果的な情報の発信
⑤環境整備～ICT の利活用を支える環境の整備～
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第３章

当市の情報政策の現状と課題

社会動向等を踏まえた、当市の情報政策の現状と課題は次のとおりとなります。

（１）前計画の取組と評価
平成27年に策定した前情報基本計画においては、情報を活用したまちづくりのため、
４つの目指す姿を掲げ情報施策に取り組んで来ました。「安全安心なまちづくり」の実現
に繋がる施策は継続していく一方、その他の施策については社会動向等を踏まえた再構築
を行い効果的な施策推進を図る必要があります。
目指す姿
１ 市民が必要
な情報を「早
く」「正確に」
「確実に」受け
取れる災害に強
いまち
２ 市 民 が ICT
を使って良かっ
たと思えるまち

具体的取組項目

進捗

災害時の情報発信システムの構築

実

施

FM局 整 備 等 に よ り 緊 急 情 報 の 受 発 信 体
制は整備され、情報発信インフラは充実
した。

スマートコミュニティの実現

実

施

あじさい型スマートコミュニティの展開
により、エネルギー利活用が進んだ。

障がい者が使いやすいシステムの
導入

実

施

福 祉 課 に て QRコ ー ド 読 み 上 げ シ ス テ ム
を導入し、活用を図った。

北上市公式ホームページの見やす
さ、使いやすさの向上

実

施

平成31年２月にリニューアルを実施し、
見やすさ、使いやすさの向上を図った。

一

部

実

施

行政事務の簡素化、効率化

庁内システム等の対災害性の強
化、災害に強いネットワークの構
築

基幹系システムのクラウド化やネットワ
ーク回線の冗長化により、対災害性を高
めた。

施

一

部

実

施

一

部

実

施

ケーブルテレビ網を利用した地域
情報の発信

実

施

北上ケーブルテレビで新たな視点での番
組制作に取り組んでいる。

地域におけるICT利活用の支援

実

施

市民活動情報センターで各種講座を実施
し、支援している。

市民の理解促進・普及啓発、
NPOとの連携によるICTスキルを
持った人材のネットワーク化

一
実

部
施

民間事業者で各種取組を行っている。市
民活動支援センター事業などで実施。

誰もがICTを利用 でき る知 識を得
るため 、ICT利活 用促 進講 習事業
の実施

一
実

部
施

民間事業者で各種取組を行っていること
から、市主体での 体系的な実施には至ら
なかった。生涯学習事業等で一部実施。

e-ラ ー ニ ン グ に よ る ICTリ テ ラ シ
ーの向上

未実施

民間事業者で各種取組を行っていること
から、市主体では実施していない。

超高速ブロードバンド基盤整備促
進、携帯電話通信速度改善促進

実

施

通信事業者への働きかけを行った結果、
一部地域の光回線化が実現した。

地上デジタルテレビ放送の新たな
難視聴世帯への対策促進

未実施

難視聴の状況は広く発生しておらず、具
体的な取組は行っていない。

社会保障・税番号制度への対応

４ 情報通信基
盤 が 充 実 し ICT
を気軽に利用で
きるまち

会議タブレットの導入により、内部行政
事務の効率化は推進できたものの、電子
行政サービスの拡充には着手できず、市
民の利便性向上は実現できなかった。

実

業務継続計画の運用

３ 市民と地域
と行政が強く結
びつく活力ある
まち

内容
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組織全体の計画は策定されたが、システ
ム部門の業務継続計画は策定できなかっ
た。
制度が開始され保護運用は確実に行って
いる。一方、市民にとって利便性が高い
サービス導入には至らなかった。

（２）まちづくりの面から見た課題
北上市は、総合計画及び人口減少対策に特化した「北上市版総合戦略」に定める４つの
重点プロジェクトに従ってまちづくりを推進しています。まちづくりの推進において、情
報政策面から取り組むべき課題は次のとおりです。
①ICT 利活用による子育て環境と学びの環境の充実
当市は、好調な企業立地により、若者・子育て世代の構成割合が多くなっています。こ
の世代の方々は、スマートフォンなどICT機器を日常的に利用している方が多く、ICTリ
テラシーが他の世代と比べ高いと言えます。
そのため、各種行政サービスのデジタル化により、生活利便性は一層高まり、生活や子
育ての満足度向上へつながるものと考えられます。
現在、市として取組の遅れているマイナンバーカードを活用した、子育てワンストップ
サービス（電子申請システム）、各種証明書のコンビニ交付サービス、北上市としての独
自サービス導入に積極的に取り組んで行くとともに、公式ホームページ上で子育て教育関
連の情報発信の充実を図ったり、情報をスマートフォンにプッシュ型で届ける生活アプリ
の導入等による情報受発信の充実を図ったりすることで、生活の利便性及び満足度の向上
に繋がっていくものと思われます。
また、市では令和２年度からは子どもが自ら育つ環境の充実「子育ち応援」にも取り組
むこととしていますが、教育用コンピュータの整備等は県内でも遅れており、ICT利活用
による教育環境が充実しているとは言い難い状況にあります。
そのため、国のGIGAスクール構想に合わせ、義務教育課程でのICT利活用による教育
を実現できる環境整備に取り組むことで、Society5.0時代に対応できる人材育成に繋がり、
持続可能な地域の形成にも寄与することができます。
②多文化共生社会に対応した情報コミュニケーションの充実
当市においても、「展勝地さくらまつり」や「夏油高原スキー場」「鬼の館」といった、
イベントや観光レクリエーション施設を中心に、多くの訪日外国人旅行者が訪れていると
ともに、外国人住民も平成31年１月の639人から令和２年１月時点では780人と1年間で
141人も増加しており、街中でも外国人の方を目にする機会が多くなりました。
そのため、外国人観光客に対しては、ニーズを踏まえた情報受発信環境整備が必要であ
るほか、外国人住民に対しては、日本人住民と情報格差を生じさせないようにするための
情報コミュニケーションの充実が一層重要となってきています。市では、これまでも国際
化対応のため、人の集まる民間事業所等への公衆無線ＬＡＮ整備促進や、市公式ホームペ
ージの多言語化を行って来ました。今後も観光施策や外国人住民向け情報発信において、
ＩＣＴを積極的に利活用していく視点が必要です。
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③ICT/IoT 実装やデータ活用による地域活性化の推進
市では、総合計画推進に向け、様々な事業やプロジェクトを通じて、地域の活力の維持
向上を図っています。
国や他自治体では、ICT技術の進化に対応した取組やSociety5.0を睨んだ先導的な取組
を行っていますが、当市においてはこれらの視点を持った取組があまり見られない状況に
あり、数年後には社会構造と現状との乖離が生じてくる可能性もあります。
今後も、地域の活力の維持向上を図るためには、様々な地域活性化プロジェクトにおい
て、Society5.0時代を睨んだICTやIoT関連技術の活用を積極的に推進し、経済発展と社会
課題の解決に繋げていく必要があります。
また、地域のデータ活用基盤整備として、官民協働による地域課題の解決や地域経済活
性化に寄与することが期待されているオープンデータの公開にも積極的に取り組むことで、
情報アプリの開発などの波及展開が生まれ、地域活性化につながってくるものと思われま
す。

（スマート農業研修の事例）
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（３）行政経営の面から見た課題
社会動向やまちづくりの観点を踏まえ、行政経営上の課題は次のとおりとなります。
①スマートワーク実現のための ICT の積極活用
当市では、平成 29 年度に全管理職がスマートワーク宣言を行い、限られた時間のなか
で公務の生産性を上げるための働き方改革に取り組んでいます。
今後、当市においても人口減少に直面し、限られた職員数で多様な業務をこなしていか
なければならない状況が想定されることから、業務の質を維持向上しつつ、生産性を高め
る取組を今から行う必要があります。
この取組にあたっては、業務マネジメントや業務フローの改革と並行して、 ICT を利活
用した業務改革の視点も必要であり、RPA や AI などの革新的技術の活用のほか、事務室
自席以外での業務遂行など、業務の在り方そのものの変革を見据え、適切な ICT 業務環境
整備の取組を進める必要があります。

②効率的、効果的なシステム運用等につながる環境整備
行政サービスや業務のデジタル化の進展に伴い、庁内のシステム運用経費、セキュリテ
ィ対策にかかる経費は平成 30 年度に一時的に減少したものの近年、増加傾向にあります。
また、新たなシステム開発等においては、担当職員個人の ICT スキルによって導入ス
ケジュール等が左右されるケースも多く見受けられています。
今後も限られた財源のなかで、効果的かつ効率的な調達と運用を行うためには、国の示
す標準仕様書に基づくシステム利用や自治体クラウドの導入など、システム調達・運用の
最適化を図る必要があります。

③組織の ICT ガバナンスの強化
当市の情報政策推進組織は、これまで業務システムの開発運用、既存の情報システムの
管理に特化した体制となっており、社会動向、国・県の施策、市民ニーズを踏まえた
ICT 戦略を定め、業務横断的に ICT 利活用事業を推進したり、新たなシステムの導入や
運用を管理統制したりする機能が弱い状況です。
今後も、業務の多様化や技術の進展に伴い、ICTの利活用需要が高まることが見込まれ
ることから、ICT利活用に関するガバナンスの強化は急務となっています。
また、情報政策の推進にあたっては、ICT に関する知識に加え、デジタル技術を駆使し
た住民サービスの変革や職員の働き方の変革といった、自治体デジタルトランスフォーメ
ーション（DX)を実現するための、プロジェクトマネジメント能力も担当職員に求められ
てきています。このような状況から、今後は計画的な職員育成により、職員個々の能力を
高めるとともに、専門知識を持った外部人材の活用を積極的に考える必要があります。
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第４章

計画の基本方針と基本目標

市の総合計画に掲げる将来の都市像の実現に向け、社会動向、国、県のICT戦略、市の
現状と課題を踏まえ、基本方針と基本目標を設定し、各施策に取り組みます。

（１）

計画の基本方針

ICTは、いまや市民生活や企業活動に必要なツールとなっているとともに、行政 の業務
遂行においても欠かすことができない核心技術となっています。新しい社会である
Society5.0を想定してICTを積極的に利活用することが、経済発展と社会課題の解決を両
立による、市民一人ひとりの豊かな暮らしの追求につながることから、令和３年度から始
まる新しい総合計画を踏まえ、情報基本計画の基本方針を次のとおり定めます。

ICT 利活用による、市民一人ひとりの豊かな暮らしの追求

（２）

計画の基本目標

次期総合計画の終期である2031年に想定している都市像を実現するため、本計画の基
本方針を踏まえ、今から取り組むべき施策の基本目標を定めます。
基本目標と施策体系は、新しい総合計画の政策分野を勘案し設定します。

ICT 利活用による、市民一人ひとりの豊かな暮らしの追求

基本目標 1

基本目標２

基本目標 3

基本目標 4

ICT による充

ICT による力

ICT による安

ICT による効

実した子育て

強い地域経済

全・安心・快適

率的な行政経

と学びの環境

の実現

なくらしの実現

営とスマート
自治体の実現

の実現

- 15 -

基本目標1：ICTによる充実した子育てと学びの環境の実現
市では、子育て・子育ち環境の充実を図るため、様々な取組を行っています。子育て世
代は、スマートフォンの所持率も高く、他世代と比べると ICTのリテラシーが高いといえ
ます。そのため、子育て関連のサービスのデジタル化やインターネットを活用した情報の
受発信を進め、利便性が高く安心して子育てができる環境を実現します。また、子育ちの
観点では、Society5.0時代の地域社会を支える人材育成を実現するため、ICTを利活用で
きる教育環境の整備を進め、これからの地域を支える人材育成に力を入れていきます。

基本目標2：ICTによる力強い地域経済の実現
Society5.0時代が目の前に迫り、ICTを積極的に利活用することが、今後も地域活力の
維持・向上を実現することにつながります。そのためには、地元企業の活動にICTを取り
入れ技術開発力・生産性の向上を図ったり、地域の課題をICTを使って解決するケースを
増やしたりしていくことが必要になります。また、行政が保持するデータのオープンデー
タとしての公開等を推進し、住民参加によるEBPMの推進や情報アプリ活用などによる地
域活性化に繋げていきます。
基本目標３：ICTによる安全・安心・快適なくらしの実現
ICTを市民サービスに積極的に取り入れることが、市民の生活利便性向上につながりま
す。
そのため、市民一人ひとりが、安全・安心・快適な暮らしを体感できるようになるため、
いつでもどこでも必要な情報を入手できるようICTによる情報受発信の充実と、利便性の
高い市民サービスが提供できる環境整備に取り組んで行きます。
各種取組にあたっては、障がい者、高齢者、外国人でも必要な情報を得ることができる
環境を実現していくとともに、人口減少地域や防災拠点等でも必要な情報を得ることが出
来る環境整備など、デジタルデバイド対策にも力を入れていきます。
基本目標４：ICTによる効率的な行政経営とスマート自治体の実現
行政事務は年々多様化、複雑化しています。今後、本格的な人口減少社会を迎えるにあ
たり、限られた資源（財源や職員数）で市民サービスの維持向上を実現するため、ICTや
RPA・AIといった革新的技術を積極的に活用したスマートワークを推進するとともに、
システム運用の最適化・効率化を進め、効率的な行政経営を行い、スマート自治体の実現
につなげます。
また、データ活用社会の進展とともに、市民の財産である情報資産の保護が重要となっ
ており、情報セキュリティ対策に今後も力を入れる必要があります。
これらの取組を実現するため、情報政策に関する戦略策定及び実行を統制する機能を強
化するとともに、担当職員のICTに関する専門知識とプロジェクトマネジメント能力の強
化や外部専門人材の活用を推進し、デジタル技術を駆使した住民サービスの変革や職員の
働き方の変革を推進できる環境を構築していきます。
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第５章

基本施策の推進方針と具体的取組（アクションプラン）

４つの基本目標ごとに展開する、基本施策の推進方針と、個別施策の具体的取組やスケ
ジュールを次のとおり定めます。
基本施策の評価の基準となる重要業績指標（KPI）は定性的な方向性として示すほか、
具体的な数字が把握できるものついては可能な限り明示します。
また、本計画は市町村版の官民データ活用推進計画として位置付けることから、各基本
施策には、国が示す「官民データ活用の推進に関する施策の基本的な方針」に係る５つの
柱へ、施策が対応している場合はその分野を明示します。

《記載例》
国が 示 す官 民 デー タ 基本 方
針に か かる ５ つの 柱 へ対 応

基本施策① ●●●●

する場合、名称記載

基本施策の推進方針を記載
基本施策評価指標（KPI)

具体的取組
施策名称を記載

基本施策の評価指標を記載

概要

スケジュール
2020

2021

担当課

2022

個別 施策 の取 組 概

施策の担当課を

要を記載

記載

《官民データ施策の基本方針にかかる５つの柱》
(1)手続における情報通信の技術の利用等に係る取組 （オンライン化原則）
(2)官民データの容易な利用等に係る取組（オープンデータの推進）
(3)個人番号カードの普及及び活用に係る取組（マイナンバーカードの普及及び活用）
(4)利用の機会等の格差の是正に係る取組（デジタルデバイド対策等）
(5)情報システムに係る企画の整備及び互換性の確保等に係る取組（標準化、デジタル化、
システム改革、BPR)
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基本目標1：ICTによる充実した子育てと学びの環境の実現
―

基本施策① ICT を活用した、子育て環境の充実

子育て関連の各種取組に ICT を積極的に取り入れ、子育て世代が利便性が高く安心し
て子育てできる環境の実現を図ります。
基本施策評価指標（KPI)

具体的取組

総合計画「子育て環境の充実に関する満足度」向上
（3.89pt/2018 年度）

概要

スケジュール
2020

2021

マイナポータルを活用
子育てワンストップサ

した、子育てワンスト

ービスへの対応

ップサービス（電子申

担当課

2022

都市プロモーシ
手法検討

開始

運用

ョン課・関係各
課

請）への対応を行う。
市 公 式 HP で の わ か り や
すい情報発信を推進す
市公式HPの充実

るほか、子育て教育カ

サイト小規
随時改善

テゴリのコンテンツの

模リニュー

随時改善

アル実施

都市プロモーシ
ョン課

充実を図る。

―

基本施策② 小中学校における ICT 利活用の推進

Society5.0 時代を担う人材投資として、義務教育課程における ICT 教育を推進しま
す。
基本施策評価指標（KPI)

義務教育課程における ICT 教育環境の整備

具体的取組

概要

一人一台の学習用端末

小中学校への学習端末

の配置

の配置

プログラミング教育の
推進

スケジュール

担当課

2020

2021

2022

7,484台

7,484台

7,484台

学校教育課

研究実践

研究実践

研究実践

学校教育課

教育課程におけるプロ
グラミング教育を推進
する

デジタルデバイド対策

基本施策③ ICT リテラシーの向上

経済・社会活動に ICT が不可欠なものとなっている現代社会において、ICT を理解し
使いこなす能力を高めることが一人ひとりにとって重要となっていることから、 ICT リ
テラシーの向上を図る取組を推進します。
・ICT や IoT 関連技術を利活用した、地域活性化プロジェク
基本施策評価指標（KPI)

ト数
・総合計画「情報ネッ トワーク施策の充実満 足度」の維持
（3.79pt/2018 年度）
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具体的取組
北上コンピュータ・ア
カデミーとの連携によ
る人材育成

概要

カデミーと連携し、ICT
リテラシーの高い人材

2021

2022

支援

支援

支援

開催支援

開催支援

開催支援

実施

実施

実施

担当課

産業雇用支援課

創出を図る
県等が主催するセミナ

け、関連技術セミナー

ーの開催支援、広報支

の開催支援

援

支援

2020

北上コンピュータ・ア

地元企業や事業者向

情報リテラシーの向上

スケジュール

産業雇用支援
課、農業振興課

スマートフォンや情報
アプリの使い方に関す

生涯学習文化課

る市民講座を実施

基本目標2：ICTによる力強い地域経済の実現
―

基本施策① キャッシュレス社会への対応

官民連携によるキャッシュレス経済が推進されている。JPQR やマイキーID といった
キャッシュレス基盤を活用した取組やデジタル経済に対応した取組を推進します。
基本施策評価指標（KPI)

具体的取組

マイキーID 設定支援数

概要

スケジュール
2020

2021

2022

開催支援

開催支援

JPQRの 普 及 セ ミ ナ ー を
キャッシュレス決済の

支援するほか、マイナ

開催支援

普及促進

ポイント制度への対応

ID設定支援

担当課
都市プロモーシ
ョン課・商業観
光課・市民課

を行う
QRコ ー ド に よ る キ ャ ッ
公金収納のキャッシュ

シュレス決済等による

レス化の調査・研究

公金収納について調

調査研究

調査研究

推進

財政課・収納課

査・研究を行う

―

基本施策② 地元事業者の経営力向上

ICT や IoT 関連技術の地域へ普及推進するとともに、これらを利活用した地元事業者
の経営力向上を支援していきます。

基本施策評価指標（KPI)

ICT や IoT 関連技術を利活用した、地域活性化プロジェクト
数
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具体的取組

概要

地元企業や事業者向

県等が主催するセミナ

け、関連技術セミナー

ーの開催支援、広報支

の開催支援【再掲】

援

スケジュール
2020

2021

2022

開催支援

開催支援

開催支援

担当課
産業雇用支援
課、農業振興課

・オープンデータの推進

基本施策③ オープンデータの推進

官民協働による、地域課題の解決や経済の活性化を促進するため、地域活性化 に資す
るため、行政が所持するデータをオープンデータとして公開します 。

基本施策評価指標（KPI)

具体的取組
オープンデータの公開
と充実

オープンデータを用いた官民協働プロジェクトの創出

スケジュール

概要

2020

2021

2022

新規公開5件

新規公開5件

新規公開5件

随時更新

随時更新

随時更新

国が示す「推奨データ
セット」に沿ったオー
プンデータを公開する

担当課
都市プロモーシ
ョン課

市の保有するデータや
「データでみる北上市

RESAS 等 を 基 に 分 析 し

の姿」の更新

た地域レポートを随時

政策企画課

更新し公開する。

基本目標3：ICTによる利便性が高く、安全・安心・快適な暮らしの実現
・オンライン化原則

基本施策① デジタル行政サービスの推進

・マイナンバーカード

マイナンバーカードを活用できるデジタル行政サービスのほか、行政サービスにおけ
るデジタル化を推進し、市民の利便性向上と行政の効率化につなげます。
･マイナンバーカード活用サービス数
基本施策評価指標（KPI)

･行政手続のオンライン化率向上（38％/2017 年度）
･デジタル行政サービス数

具体的取組
証明書コンビニ交付サ
ービスの開始

概要

スケジュール
2020

2021

2022

証明書コンビニ交付サ
ービスを開始運用す

担当課
都市プロモーシ

開始運用

る。

運用

運用

ョン課・市民税
課・市民課
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子育てワンストップサ
ービスへの対応【再
掲】

マイナポータルを活用
した、子育てワンスト
ップサービス（電子申

都市プロモーシ
手法検討

開始

運用

課

請）への対応を行う。
マイナンバーカードを

マイナンバーカード独

利用した、北上市独自

自利用サービスの推進

サービスの調査研究を

都市プロモーシ
調査研究のうえ、出来ることから着手

国・県・他自治体の動

化方針決定

総務課・政策企

向を踏まえて、行政手
続オンライン化方針を

画課・都市プロ

出来るだけ早期に決定

モーション課・

できるだけ早期に決定

関係各課

する。
市民課窓口のデジタル
窓口デジタル化の推進

化を進め、書かせない

ョン課・関係各
課

行う。

行政手続のオンライン

ョン課・関係各

調査研究

方針決定

開始

窓口を実現する。

都市プロモーシ
ョン課・市民課

―

基本施策② ICT による快適な生活環境の整備

ICT や IoT 関連技術を地域へ普及推進するとともに、これらを利活用した地域活性化
プロジェクトを推進することで、快適な生活環境を実現していきます。

基本施策評価指標（KPI)

具体的取組

ICT や IoT 関連技術を利活用した、地域活性化プロジェクト
数

概要

スケジュール

担当課

2020

2021

2022

調査研究

開始

運用

調査研究

未定

未定

健康増進課

調査研究

設置運用

運用

都市計画課

健康づくりや高齢者の
支え合いの地域づくり
の取組を支援するため
健康ポイントの推進

の健康ポイント制度・
介護ボランティアポイ

長寿介護課、健
康増進課

ント制度の創設向けた
調査・研究（ICTを活用
したポイント管理）
地域拠点における医療
遠隔診療サービスの導

環境の充実を図るた

入に向けた調査研究

め、遠隔・巡回診療サ
ービスの調査・研究

幹線交通ICT化推進

バスロケーションシス
テムの運用
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・デジタルデバイド

基本施策③ 生活関連情報・災害関連情報受発信の充実

既存の情報提供システムの効果的運用や、インターネット経由の情報提供サービスを
充実強化するとともに、地域情報システムである、コミュニティ FM 等を活用した災害
情報発信の充実を図ります。
・広報紙、ホームページなどの情報発信の内容のわかりやす
さ向上（市民意識調査で「そう思う」「どちらかと言うとそ
基本施策評価指標（KPI)

う思う」の合計値

72.2％/2018 年度）

・総合計画「信頼ある開かれた行政の推進施策の満足度」向
上（3.79pt/2018 年度）

具体的取組

概要

スケジュール
2020

2021

担当課

2022

市 公 式 HP で の わ か り や
市 公 式 HP の 充 実 【 再
掲】

すい情報発信を推進す
るほか、子育て教育カ

サイト小規
随時改善

模リニュー

テゴリのコンテンツの

随時改善

アル実施

都市プロモーシ
ョン課

充実を図る。
利便性の高い情報発信
生 活 情 報 ア プ リ ・ AI チ
ャットボットの導入検
討

と市民ニーズの見える
化による業務の質の向
上につなげるため、ア

都市プロモーシ
調査研究

調査研究

方針決定

ョン課・関係各
課

プリ等の導入可能性を
調査研究する
情報アプリ、メールサ
ービス、コミュニティ

各種情報媒体を活用し

FM、 ケ ー ブ ル テ レ ビ を

た情報受発信充実

活用した、行政情報、

都市プロモーシ
随時改善

随時改善

随時改善

ョン課・消防防
災課・関係各課

地域情報、災害関連情
報発信を充実させる。

・デジタルデバイド

基本施策④ 格差のない情報環境整備

Society5.0 時代の情報通信基盤を維持向上させるとともに、障がい者、高齢者、外
国人等の情報入手に格差が生じないよう環境整備を図ります。
・総合計画「情報ネットワーク施策の充実満足度」の維持
（3.79pt/2018 年度）
基本施策評価指標（KPI)

・広報紙、ホームページなどの情報発信の内容のわかりや
すさ向上（市民意識調査で「そう思う」「どちらかと言う
とそう思う」の合計値

具体的取組

概要

72.2％/2018 年度）

スケジュール
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担当課

人口減少地区の光回線
の維持

2020

2021

2022

維持

維持

維持

要請活動

要請活動

要請活動

市で整備した稲瀬ー臥
牛間の光ファイバー幹
線を維持する。

都市プロモーシ
ョン課

都市拠点・地域拠点を
５G環境の早期整備の推

中心とした地域に、５G

進

環境が早期に整備され

都市プロモーシ
ョン課

るよう要請を行う。
災害時の拠点施設とな
公共施設への公衆無線

る公共施設への無線

LAN整備

LAN 環 境 整 備 方 針 を 定

現況調査

整備方針
決定

都市プロモーシ
順次整備

所管課

め、整備していく。

都市プロモーシ

市 公 式 HP の ほ か 、 団 体
市 公 式 HP 等 の ウ ェ ブ ア

としてのウェブアクセ

クセシビリティ向上

シビリティ向上の取組

ョン課・各施設

ョン課・独自
推進

推進

推進

HP 管 理 課 各
課・コンテンツ

を推進する。

作成各課

外国人対応に有用な、
多言語対応ツールの活

多言語対応ツール（自

活用範囲

活用範囲

活用範囲

用

動翻訳機等）の活用を

拡充

拡充

拡充

推進する。

都市プロモーシ
ョン課・政策企
画課・関係各課

基本目標４：ICTによる効率的な行政経営とスマート自治体の実現
・標 準 化・ デ ジタ ル 化・ シ

基本施策① ICT による業務の生産性向上の推進

ステム改革・BPR

業務効率化につながる ICT システムの導入を推進し、業務の生産性向上を図るととも
に、最適な業務遂行環境を構築します。

基本施策評価指標（KPI)

具体的取組

職員時間外勤務時間（年間一人当たり）の減少（約 130 時
間/2018 年度）

概要

スケジュール
2020

2021

2022

RPA 等 を 取 り 入 れ 、 職

導入事務

導入事務

導入事務

員でなければ出来ない

累計

累計

累計

業務に注力できる環境

４事業

5事業

6事業

方針により

方針により

対応

対応

担当課

定型行政事務に対し、
定型行政事務の自動化
（RPA・AI－OCR等）

都市プロモーシ
ョン課・関係課

を整備する。
会議等の音声データか
議事録作成システムの

ら議事録を自動作成す

導入

るシステム導入を推進
する。

実証実験
導入方針決
定
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都市プロモーシ
ョン課

会議用タブレットの活
会議タブレットの活用

用範囲を広げ、会議の

利用会議数

利用会議数

利用会議数

省力化とペーパレス化

12会議

13会議

14会議

都市プロモーシ
ョン課

を推進する。
既存の業務環境評価や
業務改革を踏まえた、
次期ICT業務環境整備計
画の策定

スマートワーク推進を
踏まえ、効率的業務遂
行環境を実現するICT業

総務課・政策企
調査研究

方針決定

順次整備

画課・都市プロ
モーション課

務環境整備の方針を決
定する。

業務効率化につなが
る、財務会計・文書管
理システムの更新

既存システムの更新に

総務課・政策企

あわせ、効率的な業務

RFI等による

選定・導入

遂行に資するシステム

仕様決定

準備

運用開始

を選定し運用する。

画課・都市プロ
モーション課・
財政課

標準 化 ・デ ジ タル 化 ・シ ス

基本施策② システム運用の最適化・効率化の推進

テム改革・BPR

限られた資源（人員、財源）で効率的なシステム導入・運用を実現できる環境を整備
します。
基本施策評価指標（KPI)

具体的取組

・システム関連経費の増加抑制（541,255 千円/2018 年度）

概要

スケジュール
2020

2021

2022

調査研究

ルール策定

運用開始

調査研究

方針決定

調査研究

外部委託

外部委託

推進

推進

推進

担当課

ICT関連の業務経験が少
システム調達ルールの
策定・運用

ない職員でも、円滑な
業務遂行が可能となる
よう、調達ルールを策

都市プロモーシ
ョン課

定し、運用する。
システムの共同利用に
自治体クラウドの導入
推進

よる効率化につなげる
ことができる自治体ク
ラウドの導入を推進す

方針により
対応

都市プロモーシ
ョン課

る。
庁内システムの運用サ
庁内システム運用サポ
ート体制の再構築

ポートに関する外部委
託範囲の検証を行い、
サポート体制を再構築

都市プロモーシ
ョン課

する。
業務システム導入に係
業務システムのノンカ

る経費及び運用管理経

スタマイズ、クラウド

費を低減するため、ノ

化の推進

ンカスタマイズ及びク
ラウド化を推進する。
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都市プロモーシ
ョン課

―

基本施策③ 情報セキュリティ対策の推進

市民の財産であるデータを保護し、安全、安心なシステム運用環境を 実現するため、
情報資産（行政文書、電子データ）の保護や情報セキュリティ対策に係る各種取組を推
進します。
基本施策評価指標（KPI)

重大なセキュリティインシデント発生件数０件

具体的取組

概要

特定個人情報保護・情

特定個人情報保護・情

報セキュリティ監査の

報セキュリティ監査を

実施

毎年度実施する。

スケジュール

担当課

2020

2021

2022

実施

実施

実施

１

１

１

受講割合

受講割合

受講割合

総務課・都市プ

50％

75％

90％以上

ロモーション課

総務課・都市プ
ロモーション課

情報セキュリティイン
CSIRT訓練の実施

シデントが発生した場
合の、想定訓練を毎年

総務課・都市プ
ロモーション課

度実施する。
情報セキュリティ教育

全 職 員 に 対 し e- ラ ー ニ

の推進

ング受講を推進する。

―

基本施策④ ICT ガバナンスの強化

庁内の推進体制を見直し、効果的な ICT 利活用に繋げる環境整備を行います。
基本施策評価指標（KPI)

具体的取組
情報戦略本部・情報戦
略委員会の設置

情報基本計画の推進

概要
既存の体制を見直し、
情報戦略本部等を設置
する。

スケジュール
2020
訓令等改正
設置

2021

2022

運営

運営

活用

活用

担当課
都市プロモーシ
ョン課

専門知識を持つ外部人
外部人材の活用

材の活用を図り、効果
的な政策推進に繋げ

活用

る。
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都市プロモーシ
ョン課

情報基本計画用語集

用語

説明
Artificial Intelligence

AI（人工知能）

コンピュータによる、学習・推論・判断などの人間の知能の
働きを模した知的行動を行わせる技術。

AI-OCR

AIの技術を用いた、光学文字認識技術。
AI（人工知能）を活用した自動会話プログラム。近年、自治

AIチャットボット

体公式HPで、住民からの問い合わせに自動応答するサービス
として導入されているほか、内部からの事務問い合わせに活
用されている。
Business Process Re-engineering

BPR

既存の組織や業務を見直し、職務、業務フロー、管理機構、
情報システムをデザインし直すこと。

CIO （ 最 高 情 報 統 括 責
任者）
CISO（最高情報セキュ
リティ責任者）

組織の情報システム運用や情報戦略における最高責任者。政
府CIO、府省CIOのほか、近年各自治体でもCIOが設置されて
いる。
組織内でコンピュータシステムのセキュリティ対策のほか、
機密情報や個人情報などの情報資産のセキュリティ対策を総
括する責任者。
Computer Security Incident Response Team

CSIRT（シーサート）

コンピュータセキュリティに係るインシデントに対処するた
めの組織の総称。
Evidence Based Policy Making

EBPM

証拠に基づく政策立案。客観的な証拠を活用して、政策の効
果的・効率的な決定・運営を目指す取組。
Information and Communication Technology

ICT

ITに情報コミュニケーションの概念を加えたもので、情報・
通信に関する技術として、ITに代わる言葉とし使われている
もの。
Internet of Things

IoT

モノのインターネット。身の回りの様々なモノに組み込まれ
たセンサやデバイスから、インターネットを介して相互に接
続し制御する仕組み。

IT
JPQR

Information Technology
情報技術。コンピュータやデータ通信に関する技術の総称。
日本のQRコード・バーコード決済の統一規格として、国が推
進しているもの。

地域経済分析システム（リーサス）。地方自治体の様々な取
RESAS

組を情報面から支援するため、官民ビッグデータを集約し、
可視化するシステム。
Robotic Process Automation

RPA

パソコンの中にあるロボットが、事務を代行・自動化するシ
ステム。

SNS（ ソ ー シ ャ ル ネ ッ

Web上で社会的ネットワークを構築できるサービス

トワークサービス）
Web
５G
オンプレミス
基幹系システム

インターネット上で、標準的に用いられている、文書の公
開・閲覧システム。
第５世代移動通信システム。4Gに続く、高速かつ大容量通信
が可能な無線通信システム。
サーバや情報システムを、使用者が管理する設備内に設置
し、運用することを指す。自社運用。
住民情報、税関連、国民健康保険、国民年金、福祉関連な
ど、自治体の基幹業務に関するシステムの総称。
クラウドコンピューティングの略称。

クラウド

インターネットなどのネットワークに接続されたコンピュー
タが提供するサービスを、ネットワーク経由で提供する。

コンテンツマネジメン
トシステム（CMS)

Webサイト構築、運営 に必要な、HTMLやCSSの書き換えな
どの作業を、専門的な知識がなくても管理画面を使って登録
更新できるシステム。
放送局の放送と同時に、インターネットで放送をストリーミ

サイマルラジオ

ング（ネットワーク上で、音声や動画などを転送・再生する
ダウンロード方式の一種）配信するサイト。サイマルは
simultaneousの略。
自治体のネットワークを、マイナンバー利用系システム、総

三層分離

合行政ネットワーク（LG-WAN)システム、インターネット接
続系システムに分離して運用するセキュリティ対策の総称。

自治体セキュリティク

都道府県毎にインターネットの接続口を集約し、監視する仕

ラウド

組み。

センサ

物理的、科学的な現象を電気信号やデータに変換して出力す
るデバイスや装置。
コンピュータやインターネットなどの情報技術を利用したり

デジタルデバイド

使いこなしたりできる人と、そうでない人の間に生じる、機
会や社会的地位の格差。

デジタルトランスフォ

ICTの浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化

ーメーション（DX)

させるという概念。

マイキーID
マイナポイント
ロボティクス

マ イ ナ ン バ ー カ ー ド の ICチ ッ プ の 中 の 電 子 証 明 書 を 利 用 し
て、ウェブ上のマイキープラットフォームで設定されるID。
マイナンバーカードを取得し、マイキーIDを設定すると還元
される消費活性化ポイント。
ロボットの設計・制御を行う「ロボット工学」の総称。

作成：

北上市（令和２年４月）

担当：

企画部都市プロモーション課

〒024-8501

岩手県北上市芳町１番１号

