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第１章 計画策定の考え方 

 

１．はじめに～計画の背景～ 

 

現在、わが国においては、情報社会(Society 4.0)に続く、超スマート社会

「Society5.0」の実現を目指し、AI、IoT、ロボットなどの革新的技術を活用し

た行政サービス改革を推進しています。 

また、国・地方を通じた厳しい財政状況下においても、質の高い行政サービ

スを引き続き効率的・効果的に提供していく体制の構築は、重要な課題となっ

ています。 

 地方公共団体は、住民に身近な行政サービスを提供する役割を担っており、

今後、限られた経営資源の中で、行政運営の様々な分野において山積する課題

に対応するため、こうした技術が広く浸透することで、市民生活やまちづくり

に大きな変革をもたらすものと考えられています。 

 

 

（出典）総務省「情報通信白書 令和元年度版」 
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２．計画の目的 

 

 本市では、これまで ITを最大限に活用した電子市役所の構築を目指して、

2002（平成 14）年７月に「蕨市情報化総合推進計画」を、2009（平成 21）年３

月に「第２次 蕨市情報化総合推進計画」を策定し、これまでの情報化の取り

組みにより、様々な行政サービスの充実及び行政事務の効率化に寄与してきま

した。 

また、2015（平成 27）年３月には市政運営の基本指針である「コンパクトシ

ティ蕨」将来ビジョンに基づき、まちの将来像「安心とにぎわい みんなにあ

たたかい日本一のコンパクトシティ蕨」を目指していくため、「第３次 蕨市情

報化総合推進計画」を策定し、ICTを活用した市民の利便性向上や行政事務の

効率化、情報の安全性・信頼性の確保を図るための取り組みを進めてきました。 

 

今般、「第３次 蕨市情報化総合推進計画」の計画期間が 2019（令和元）年

度末で満了することから、ICTの急速な進化や市民ニーズなど本市を取り巻く

社会情勢や環境の変化に柔軟に対応し、国や県の情報化施策との整合を図ると

ともに、これまでの取り組みを引き継ぎながら更なる情報化を推進していくこ

とを目的として、2020（令和２）年度より新たに「第４次 蕨市情報化総合推

進計画」を策定しました。 
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３．計画の位置づけと計画期間 

 

 本計画は、本市の最上位計画である「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン（2014

年度～2023年度）に掲げるまちの将来像の実現に向け、情報化の側面から推進

するための計画であり、具体的な取り組みとしてのアクションプランを策定し

ます。 

 

 計画期間は、2020（令和２）年度から 2024（令和６）年度までの５年間とし

ますが、社会環境の変化や国の情報化政策の動向などを考慮しながら、必要に

応じて計画の見直しを行います。 
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第２章 情報化の動向 

 

１．社会環境の変化 

 

 近年、情報通信基盤の発展と利用技術の進歩の相乗効果により、多種多様か

つ大量のデータがインターネットなどの情報通信ネットワーク上を流通するよ

うになりました。 

有線通信技術では「光回線」、無線通信技術では「第４世代移動通信システム

（４Ｇ）」などの高速データ通信サービスの普及と、パソコン並みの処理能力と

メモリーを備えたインターネットの利用端末「スマートフォン」の登場により、

SNSや、動画投稿サイトなどの利用を通じた個人の情報発信力が飛躍的に向上

しました。 

 

 インターネットの普及について、平成 30 年通信利用動向調査によると、わが

国の 13 歳～59歳の年齢層でインターネット利用が９割を超えていますが、高

齢層は５割を切っています。 

 

 
（出典）総務省「平成 30 年通信利用動向調査」 
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また、インターネットへの接続機器も、スマートフォンやパソコンのほか、

タブレット型端末、家庭用ゲーム機等多様化が進み、その中でもスマートフォ

ンを保有している世帯の割合は約８割まで増加しているなど、特別な知識やパ

ソコンがなくてもインターネットを利用できる環境があるといえます。 

 

 

 

 

（出典）総務省「平成 30 年通信利用動向調査」 



６ 

 

さらに、情報処理機器のセンサーの小型軽量化、低廉化により、IoTが急速

に普及し、「第５世代移動通信システム（５Ｇ）」によるさらなる無線通信技術

の高速化が計画されるなど、インターネット上のデータ流通量は今後、ますま

す増加してくことが予想されます。 

 

 一方で、インターネットが急速に普及したことにより、不正侵入、ウイルス

攻撃、データ改ざんなど、サイバー攻撃のリスクが高まっています。このよう

な中で、ICT の利活用を推進していくためには、自治体においてもより一層の

情報セキュリティ対策を実施していく必要があります。 

 

情報セキュリティ 10大脅威 2019 脅威ランキング 

 
（出典）独立行政法人情報処理推進機構「情報セキュリティ 10 大脅威 2019」 
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２．国の情報化政策の動向 

 

 国が 2000（平成 12）年に制定した「高度情報通信ネットワーク社会形成基本

法（IT基本法）」には、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを

通じ、自由かつ安全に多様な情報又は知識を入手・共有・発信することにより、

あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会の形成に関す

る基本理念等が定められています。 

 
（出典）IT 総合戦略室「IT 新戦略の概要」 

 

続く 2001（平成 13）年１月には「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本

部（IT戦略本部）」を設置し、「e-Japan 戦略」を策定することにより、全ての

国民が ITを積極的に活用し、その恩恵を最大限に享受できるための取組を始め

ました。 

 

さらに、2003（平成 15）年７月の「e-Japan 戦略Ⅱ」をはじめ IT戦略の見

直しを重ねながら、2013（平成 25）年６月には新たな IT戦略「世界最先端 IT

国家創造宣言」を閣議決定し、目指すべき社会・姿として「革新的な新産業・

新サービスの創出及び全産業の成長を促進する社会」「健康で安心して快適に生

活できる、世界一安全で災害に強い社会」「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社会」を掲げました。 

 

 総務省では、この戦略等を受けて 2014（平成 26）年３月に「電子自治体の取

組みを加速するための 10の指針」を策定し、「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」「ICT利活用による住民利便性の向上」「電子自治体

推進のための体制整備」に向けた指針としています。 



８ 

 

 
（出典）総務省「平成 30 年度 電子自治体の推進状況」 

 

 2016（平成 28）年１月から個人番号及び法人番号の利用が開始されたマイナ

ンバー制度は、社会保障、税、防災の分野において、国の行政機関、地方公共

団体等が保有する個人の情報が同一人の情報であるという確認を行うことが可

能となるほか、それらの機関同士が情報照会、提供を行うことが可能となりま

した。その結果、社会保障給付等の申請を行う際に必要となる情報について、

申請者が窓口で提出する書類が大幅に削減される等、国民の利便性が向上した

ほか、社会保障や税に係る行政事務の効率化が図られてきました。 

 

 データの利活用の拡大やデータの重要性の高まりを受け、2016（平成 28）年

12月に、「官民データ活用推進基本法」が公布・施行され、それに基づき、2017

（平成 29）年 5月に、「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」を閣議決定しました。当該計画では、全ての国民が IT利活用やデータ利

活用を意識せず、その便益を享受し、真に豊かさを実感できる社会である「官

民データ利活用社会」のモデルの構築を目指すとしています。 

 

 また、同時に「デジタル・ガバメント推進方針」を決定し、これを実行して

いく計画として、2018（平成 30）年１月に「デジタル・ガバメント実行計画」

を関係閣僚会議で決定しました。この実行計画では、地方公共団体における「官

民データ活用推進計画の策定」「行政手続のオンライン利用促進」「クラウド利

用の推進」「オープンデータの推進」「適正な情報セキュリティの確保」を促進

するため、国が必要な支援を行うとしています。 



９ 

 

 

 さらに、「世界最先端デジタル国家」の創造に向け、政府自らが徹底的にデジ

タル化に取り組む行政サービスのデジタル改革を起点として、地方公共団体や

民間部門を通じた「ITを活用した社会システムの抜本改革」を断行し、サイバ

ーセキュリティの確保を図りつつ、ITを最大限活用した簡素で効率的な社会シ

ステムを構築し、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、2018（平成 30）年 6月に「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」を策定するとともに、2019（令和元）年

５月に「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並

びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の

技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律（デジタル手続法）」が公布さ

れ、わが国の行政手続デジタル化の方向性が法律として示されました。特に改

正後の「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」においては、「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」を基本

原則として、行政手続のオンライン原則、添付書類の撤廃等が定められ、地方

公共団体も国に準じて、行政手続のオンライン化に必要な施策を講ずるよう努

めなければならないこととされています。 

 

 
（出典）IT 総合戦略室「デジタル手続法について」 



１０ 

 

 

 2019（令和元）年 6月には、IT新戦略である「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」が変更され、社会全体のデジタル化に向

けて、国際データ流通網の構築を含めた「データ利活用」と、デジタル手続法

を起点とした「デジタル・ガバメント」を両輪で実行しつつ、５Ｇと交通信号

機との連携をはじめとした「社会実装プロジェクトの推進」、インフラからデジ

タル格差対策までを含む「社会基盤の整備」に取り組むこととしています。 

 

 

 

 

ICTをめぐる技術進歩は我々の想像を超えるスピードで進展しています。近

年、わが国が抱える様々な課題解決に ICT を活用しようとする取り組みが加速

しています。特に、IoTや AI、ビッグデータなど、新たな技術を活用した産業

が大きく成長し、暮らしを劇的に変える可能性が指摘されています。AI を含む

先端技術は、保健・医療、介護、製造業、行政サービス、教育といった幅広い

分野への活用が見込まれており、今後、生産年齢人口の減少が予想されるなか

でも、社会の利便性を更に高めていくことが期待されています。 

 

（出典）総務省「地域 IoT の実装」 
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３．本市の現状と課題 

 

 こうした社会的背景や国の動向を踏まえ、本市では、これまで情報化の推進

による市民の利便性の向上や行政事務の効率化、情報システムの安全性・信頼

性の向上に取り組んでおり、主な取組には次のようなものがあります。 

 

○電子申請の推進 

本市では、2006（平成 18）年 10月からインターネットを利用して、自宅の

パソコン等から住民票の写しや水道使用開始・中止届などの申請・届出を行う

ことが可能となる電子申請を導入しており、令和 2年 3月現在 43 手続が利用可

能となっています。コストを抑えながら行政手続オンライン化を実現するため、

埼玉県及び県内市町村で共同運用する「埼玉県市町村電子申請共同システム」

を利用しているとともに、国が整備したマイナポータルを経由した子育てに関

する電子申請にも対応しています。 

○公共スポーツ施設予約システムの導入 

 2015（平成 27）年 2月より、公共スポーツ施設予約システムを導入し、予約

サービスを開始しました。これにより、パソコンやスマートフォンなどから市

内公共スポーツ施設の空き状況の確認や予約を行うことができるようになり、

利用者の利便性が向上しました。 

○マイナンバーカードを活用したコンビニ交付の開始 

2017（平成 29）年 6月からマイナンバーカードを活用したコンビニエンスス

トアにおける住民票の写しなどの交付を開始し、休日・夜間でも取得すること

ができるようになりました。今後もマイナンバーカードの普及や利活用につい

ては継続して検討していきます。 

○ホームページのリニューアル 

 市民がわかりやすく、目的のページが探しやすいホームページを目指し、2020

（令和 2）年 1月にホームページをリニューアルしました。また、すべてのペ

ージがパソコンのほか、スマートフォンやタブレット端末にも対応するように

なり、アクセシビリティにも配慮したものとなりました。 

○住民情報システムのオープン化 

本市の住民情報システムは、従来汎用コンピュータでしたが、2014（平成 26）

年１月にオープンシステムを導入しました。これにより、経費の削減や事務の

効率化など複数の効果が得られました。 
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○情報セキュリティ対策の強化 

 マイナンバーを取り扱う行政ネットワークのセキュリティ確保のため、国が

全国の自治体に要請した情報セキュリティの抜本的強化対策に基づき、2017（平

成 29）年 6月、以下の３つの対策を実施、情報セキュリティの強化が図られま

した。 

①外部記録媒体（USBメモリ等）を使用しての業務端末からの情報持ち出し不

可設定を行うなどの対策を施すことで、住民情報の流出を徹底して防止。 

②マイナンバーによる情報連携を行う LGWAN 環境からインターネット接続を分

割することでのセキュリティ確保。 

③埼玉県自治体情報セキュリティクラウドへの接続を行い、メール無害化によ

るウイルス感染の防止など高度な情報セキュリティ対策を講じる。 

 

 

 

 

 情報化の推進により、市民サービスの向上や庁内事務の効率化などに一定の

成果を上げていますが、一方で、窓口での各種申請などの手続きの中には依然

として多大な時間を要するものや、煩雑な手続きが残るところもあるなど、ICT

の活用による市民サービスの向上には改善の余地が残っています。 

 また、今後限られた職員数において、多様化する市民ニーズに対し質の高い、

市民にとって便利で負担の少ない行政サービスの提供を維持していくためには、

ICTを有効に活用しながらこれまでの行政事務を見直していくことが必要とな

ります。 

 さらに、新たな ICTの脅威や災害等に備えるための、最新の情報セキュリテ

ィ対策や災害に強いシステムの構築を図っていくことも重要です。 

 

近年、子ども・子育て支援施策や福祉施策などにより社会保障費は増加傾向

にあり、また情報システムの利用拡大や情報セキュリティ強化に伴うシステム

運用経費も増大しているなど、事業の実施には多額の財源が必要となっていま

す。限られた財源の中で ICTの活用や情報システムの効果的な導入・運用を行

うためには、多くのシステムやサービスの中から本市において有効なものを見

極めるとともに、目標設定および進行管理を適切に行いながら着実に検討・実

施していくことが求められています。 

 



１３ 

 

第３章 情報化の推進のための取組 

 

１．施策の推進体制 

 

  

情報化に関する施策を着実かつ適正に推進していくため、組織横断的な意思

決定機関として、「蕨市情報通信技術活用総合推進会議」を設置しています。同

推進会議が社会情勢及び ICTの現状等を踏まえた方針を定め、必要に応じて各

所属部署の職員から構成される部会及びワーキンググループを設置し、具体的

な計画内容を検討します。また、計画(PLAN)→実施(DO)→確認(CHECK)→改善

(ACTION)のサイクルを確立するとともに、同推進会議は計画内容を定期的に確

認し、必要に応じ改善を行います。 
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２．基本方針およびアクションプラン 

 

 本計画では、本市の最上位計画である「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン

に掲げるまちの将来像の実現に向け、情報化施策を推進するため、次の３項目

を基本方針として定めます。 

 また、それぞれの方針に基づき、具体的に実施・検討を進めていくための取

り組みをアクションプランとして策定しました。各アクションプランは、国の

情報化政策や前計画からの検討事項などを踏まえるとともに、新庁舎に向けて

AIを始めとした新たな ICT 活用の視点を取り入れるなど、2024（令和 6）年度

までの達成を目指して事業が目指す状態（目標）に向けて推進を図るものとし

ます。 

◇1 市民の利便性の向上 

市民サービス向上のため、ICTを活用して利便性を実感できる行政サービス

の実現を目指します。 

 

 多様化する市民ニーズに対し、質の高い行政サービスを市民一人ひとりに提

供していくため、利用しやすいサービスの仕組みを検討し、新たな ICTを活用

することや行政手続の支援、窓口の環境整備など、様々な分野における市民の

利便性向上に取り組みます。 

 

 ＜基本方針に基づくアクションプラン＞ 

 事業① 電子申請の推進 

 事業② 電子的納付方法の導入 

 事業③ 学校の ICT環境整備 

 事業④ デジタル化による防災情報伝達手段の多重化 

 事業⑤ 聴覚障害者向け遠隔手話通訳サービス 

 事業⑥ 窓口における AIの活用及び ICT 環境整備 
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◇2 行政事務の効率化 

ICTの活用により、行政内部のシステムをさらに最適化し、行政運営の簡素

化・効率化を推進します。 

 

 本市では、これまで情報システムの導入や ICTの活用により、人の手でやっ

ていた膨大な量の作業を少ない人員、短い時間で行うことを可能とするなど、

事務の効率化を進めてきました。今後はさらに新しい分野での情報システムの

導入や AI・RPAなどの新しい技術について調査研究し、業務プロセス改革を継

続的に進めるとともに、事務の効率化を推進します。 

 

＜基本方針に基づくアクションプラン＞ 

 事業⑦ ICTによる職員管理 

 事業⑧ 児童相談記録等の管理 

 事業⑨ 情報システムのクラウド化 

 事業⑩ AI・RPA 等を活用した定型業務の効率化 

 

◇3 情報システムの安全性・信頼性の確保 

ICTの急速な進展に伴う状況の変化や脅威への対応を適切に行い、情報セキ

ュリティ対策を継続して実施します。 

 

 行政機関はマイナンバーを始めとする個人情報を取り扱うことから、個人情

報の漏えいが起こらないよう、万全のセキュリティ対策を維持していく必要が

あります。本市においては、「蕨市情報セキュリティポリシー」に基づいた対策

を講じるほか、ICT の進展がもたらしている急激な社会構造の変化や日々増大

するサイバー攻撃等の脅威に対し情報収集や技術的対応を行うとともに、職員

のコンプライアンスに関しても研修や啓発を強化していきます。 

 

＜基本方針に基づくアクションプラン＞ 

 事業⑪ セキュリティ対策の強化 
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アクションプランを始め、情報化の推進にあたっては、次の点を念頭に置き

取り組んでいきます。 

 

○情報システム調達の適正化 

情報システムの導入・運用については、費用対効果の観点から、必要十分の

機能を持つシステムを、より安価に調達し、維持管理していくことが求められ

ています。 

本計画のアクションプラン及びその他の事業計画において調達するシステム

について、サービス品質保証契約及び中間標準レイアウトの活用などにより、

より適正なシステムの調達が実施できるよう努めていきます。 

 

○情報システムの共同化 

市民サービスの充実には情報システムの利活用が不可欠ですが、導入及び維

持管理に要する経費は課題の一つとされています。本市では、費用削減への取

り組みの一環として、同一の目的を持つ情報システムを、複数の市町村におい

て共同で導入し利用する共同化の仕組みについても、その効果を含め調査研究

を進めます。 
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基本方針 ◇1  市民の利便性の向上 

事業 ① 電子申請の推進 

担当課・組織 情報管理室・関係課 

「コンパクトシティ蕨」 

将来ビジョン実現計画での

位置づけ 

テーマ ３３ 職員・組織体制 

施 策 ７６ 職員力と組織力による行政サービ

スの充実 

○事業概要 

現状 電子申請は、インターネットを利用して、申請・届出などの行

政手続きをいつでも、どこからでも利用できるものである。現

在県市町村電子申請共同システムのほか、マイナポータルを使

用した子育てワンストップサービスを利用することができる。

手続できるのは県市町村電子申請共同システムで２８手続、子

育てワンストップサービスで１５手続である。 

２０１９（令和元）年 5 月に行政手続オンライン化法が改正さ

れ、国においては行政手続のオンライン化が原則とされ、地方

公共団体においては推進することとされた。 

課題 料金発生を伴う申請や、添付資料の提出を求めるものについて

は、電子申請だけでは完結できず、手数料等の支払いや資料提

出のため来庁していただく必要があることから、利用手続は伸

びていない。 

事業が目指す 

状態（目標） 

利用できる手続をさらに増やすこと及び普及啓発を行うこと

で、窓口に来庁したり、電話をしたりせずに、24 時間・365 日

申請・届出ができるため、市民の利便性の向上につながる。 

主な実施内容 ・他自治体での活用事例を研究し、利用手続を拡大する。 

・各課のホームページなどを活用して普及啓発を行う。 

・手数料の電子納付、添付資料の電子媒体による提出について

は、国の施策及び他自治体の動向を踏まえて調査研究を行う。 

○取組スケジュール 

2020(令和 2)年度 2021(令和 3)年度 2022(令和 4)年度 2023(令和 5)年度 2024(令和 6)年度 

     

 

 

 

 

利用手続の拡大・普及啓発・調査研究 



１８ 

 

基本方針 ◇1  市民の利便性の向上 

事業 ② 電子的納付方法の導入 

担当課・組織 納税推進室・出納室 

「コンパクトシティ蕨」 

将来ビジョン実現計画での

位置づけ 

テーマ 34 行財政運営 

施 策 7８ 財政の健全化 

○事業概要 

現状 昨今のライフスタイルの変化や、インターネットバンキング等

の普及により、納付方法に対する納税者のニーズが多様化する

中、本市においては、口座振替のほか、納付書を金融機関かコ

ンビニエンスストア（市税・国保税のみ）に持参して納付する

方法に限られている。 

電子納税のひとつとして、「個人市民税（特別徴収分）」と「法

人市民税」を対象とする「地方税共通納税システム」が２０１

９（令和元）年 10月に全国一斉導入され、稼働している。 

課題 「マルチペイメント収納」をはじめとした電子納税に係る基幹

システムの改修費用等は高額である。 

事業が目指す 

状態（目標） 

パソコン、モバイル、クレジット払い、金融機関 ATM など市税

等の納付チャネルを拡大し、収納の利便性を向上させ、収納率

の向上を目指す。 

主な実施内容 ・「キャッシュレス決済」の手法等も含めた、包括的な電子的媒

体による納付方法の情報収集を行うとともに、先進自治体の状

況なども確認しながら、費用対効果等について調査研究を行っ

ていく。 

・「個人市民税（特別徴収）」と「法人市民税」に限定されてい

る、「地方税共通納税システム」について、税目の拡大など今後

の国の動向を注視する。 

○取組スケジュール 

2020(令和 2)年度 2021(令和 3)年度 2022(令和 4)年度 2023(令和 5)年度 2024(令和 6)年度 

     

 

 

 

 

情報収集・調査研究 
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基本方針 ◇1  市民の利便性の向上 

事業 ③ 学校の ICT 環境整備 

担当課・組織 教育総務課・学校教育課 

「コンパクトシティ蕨」 

将来ビジョン実現計画での

位置づけ 

テーマ ７ 学校教育 

施 策 １６ 教育環境の充実 

○事業概要 

現状 小・中学校における教育の ICT 環境整備は、文部科学省の目指

す「誰一人取り残すことのない、公正に個別最適化された学び」

の実現のため必要不可欠なものであり、２０１９（令和元）年 6

月 28日には「学校教育の情報化の推進に関する法律」が公布・

施行された。２０２０（令和２）年度から小学校で、また、２

０２１（令和３）年度から中学校で全面実施される新学習指導

要領においては、「情報活用能力」を「学習の基盤となる資質・

能力」のひとつと位置付けるとともに、「各学校において、コン

ピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するた

めに必要な環境を整え、これらを適切に活用した学習活動にお

いて、より積極的に ICTを活用すること」が求められている。 

課題 ICT 環境整備には、多額の費用を要することをはじめ、最適な機

器の選定、安心して利用できるセキュアな環境、導入後の利活

用方法、サポート体制、などが課題となる。 

また、環境の整備だけではなく、新学習指導要領で国から示さ

れている内容を十分理解した上で、整備された ICT 機器を効果

的に活用するための教職員研修を推進していく必要がある。 

事業が目指す 

状態（目標） 

「平成 30年度以降の学校における ICT環境の整備方針」や「GIGA

スクール構想」（文部科学省）に基づき、学習者用及び指導者用

端末、大型提示装置、無線 LAN 環境などを整備するとともに、

教育センターに同様の ICT 環境を整備し ICT を活用した教職員

の指導力の向上を図る。 

主な実施内容 ・国の環境整備計画などを踏まえ、2023（令和 5）年度を目標に、

整備を進める。 

○取組スケジュール 

2020(令和 2)年度 2021(令和 3)年度 2022(令和 4)年度 2023(令和 5)年度 2024(令和 6)年度 

     

ICT環境整備 
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基本方針 ◇1  市民の利便性の向上 

事業 ④ デジタル化による防災情報伝達手段の多重化 

担当課・組織 安全安心推進課 

「コンパクトシティ蕨」 

将来ビジョン実現計画での

位置づけ 

テーマ １ 防災 

施 策 ２ 防災体制の確立 

○事業概要 

現状 防災情報の伝達手段として、防災行政無線の放送内容を市ホー

ムページに掲載しているほか、テレビ埼玉のデータ放送やケー

ブルテレビのテロップにて文字情報として放送している。 

また、全国瞬時警報システム（J-ALERT）や、携帯電話会社が提

供する緊急速報メールの整備をしている。 

なお、防災行政無線は現在のアナログ方式からデジタル方式へ

の移行期限が 2022（令和 4）年 11月末までに迫っている。 

課題 防災行政無線の放送内容を市ホームページなどへ更新する作業

は職員が個別に行っており、更新に時間がかかっている。デジ

タル化により、各種防災情報をリアルタイムで自動更新するこ

とが技術的に可能となるが、導入には高額な費用を要するなど

の課題がある。 

事業が目指す 

状態（目標） 

防災行政無線のデジタル化を契機として伝達手段を多重化し、

それぞれの伝達体制について普及・啓発、維持管理が万全に行

われ、災害時、それらが有機的・効果的に活用される体制を目

指す。                                       

主な実施内容 ・防災行政無線のデジタル化に伴い、防災行政無線の放送内容

について、市ホームページや Twitter、テレビ埼玉、ケーブルテ

レビへの文字情報などの配信を行う。 

・登録したメールアドレス宛に防災行政無線情報の配信を行う

などのサービスを実施する。 

○取組スケジュール 

2020(令和 2)年度 2021(令和 3)年度 2022(令和 4)年度 2023(令和 5)年度 2024(令和 6)年度 

     

 

 

 

デジタル化に伴う 

配信サービスの実施 
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基本方針 ◇1  市民の利便性の向上 

事業 ⑤ 聴覚障害者向け遠隔手話通訳サービス 

担当課・組織 福祉総務課 

「コンパクトシティ蕨」 

将来ビジョン実現計画での

位置づけ 

テーマ １２ 障害者支援 

施 策 ２８ 自立した生活への支援 

○事業概要 

現状 市庁舎等での聴覚障害者への対応として、他市においては、庁

舎内に専属手話通訳者を配置しており、手話を利用する聴覚障

害のある方が来庁した際に意思疎通の支援を行うことができる

が、本市では配置しておらず、筆談等での対応となっている。 

課題 遠隔手話通訳サービスは、いくつかの自治体で導入されており、

蕨市聴覚障害者協会及び蕨手話サークルからも導入を要望され

ているが、委託費が毎年かかることが課題である。 

事業が目指す 

状態（目標） 

ろう者にとって大切な言語である手話について、その理解の促

進及び普及を図るとともに、手話を使いやすい環境の整備を進

め、もって全ての市民が障害の有無にかかわらず共生すること

のできる地域社会の実現に寄与することができる。システムの

導入により、庁舎内での聴覚障害のある方の意思疎通の促進が

図られる。 

主な実施内容 ・タブレット端末を利用した遠隔手話通訳サービスの検討を行

う。なお、経費節減のため、他事業で端末を導入する場合の共

同利用の可能性についても協議する。 

・聴覚障害者団体との意見聴取を行い、手話言語条例の施行予

定である２０２１（令和３）年度からの導入に向けた調査研究を

行っていく。 

○取組スケジュール 

2020(令和 2)年度 2021(令和 3)年度 2022(令和 4)年度 2023(令和 5)年度 2024(令和 6)年度 

     

 

 

 

 

 

意見聴取・導入に向けた 

調査研究及び事業実施 
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基本方針 ◇1  市民の利便性の向上 

事業 ⑥ 窓口における AIの活用及び ICT 環境整備 

担当課・組織 情報管理室・関係課 

「コンパクトシティ蕨」 

将来ビジョン実現計画での

位置づけ 

テーマ ３４ 行財政運営 

施 策 ７７ 行財政改革の更なる推進 

○事業概要 

現状 窓口は、市民が行政との接点としてサービスの提供を受ける場

所であり、待ち時間の表示と短縮については市民からの要望が

強く、また、近年外国人の増加により、通訳など外国人に対す

るコミュニケーションの必要性が高まっている。 

課題 現庁舎では、市民課など、来庁者が多い部署を中心に混雑して

いる状況であり、待ち時間を表示させるモニターなどを設置す

るスペースも確保できない。 

また、外国語対応については、県の電話通訳サービスなどを利

用し対応している状況である。 

事業が目指す 

状態（目標） 

庁舎窓口において ICTを活用することで、待ち時間の快適化及

び来庁者への行政情報の発信等を行う。 

① AIを活用した外国語翻訳システムの導入。 

② 来庁者の待ち時間の利活用及び災害時にも活用できる公衆

無線 LANの整備。 

③ 番号案内表示及び情報発信などが可能となる、デジタルサイ

ネージ（モニター画面）の設置。 

④ 書かない窓口（申請書作成支援システム）の導入。 

主な実施内容 窓口業務を行う各課と連携して以下の事項に取り組む。 

・窓口へのタブレット端末の設置や、無線 LAN の配備など、外

国語翻訳システムと公衆無線 LAN を使用できる環境の整備を調

査研究する。 

・新庁舎へのデジタルサイネージの設置について検討する。 

・タッチパネル端末などを利用し、窓口で手書きしなくても申

請書が作成できるサービスなどを調査研究する。 

○取組スケジュール 

2020(令和 2)年度 2021(令和 3)年度 2022(令和 4)年度 2023(令和 5)年度 2024(令和 6)年度 

     
導入に向けた調査研究及び事業実施 



２３ 

 

基本方針 ◇2  行政事務の効率化 

事業 ⑦ ICTによる職員管理 

担当課・組織 人事課・関係課 

「コンパクトシティ蕨」 

将来ビジョン実現計画での

位置づけ 

テーマ ３４ 行財政運営 

施 策 ７７ 行財政改革の更なる推進 

○事業概要 

現状 現在、市庁舎勤務職員の出退勤時間はタイムカードにより、時

間外勤務は、別途時間外勤務命令表により、休暇の届け出は休

暇届によりそれぞれ管理を行っている。各種用紙の準備作業や

集計処理について事務の負担となっている。 

課題 IC カード対応タイムレコーダー及び庶務事務システムの導入と

維持には高額な費用が必要である。 

事業が目指す 

状態（目標） 

IC カード対応タイムレコーダー及び庶務事務システムの導入に

より、正確な出退勤時間を管理し、時間外勤務や休暇について

は、従来の紙の申請から、システムに直接入力することで職員

の勤務実績を把握しやすくなり、職員管理の適正化を図ること

が出来る。また、紙の削減や集計作業も大幅に削減でき、事務

の効率化に繋がる。 

主な実施内容 ・出退勤管理や時間外勤務管理、休暇管理などを行うシステム

について調査研究し、新庁舎での導入を検討する。 

○取組スケジュール 

2020(令和 2)年度 2021(令和 3)年度 2022(令和 4)年度 2023(令和 5)年度 2024(令和 6)年度 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査研究・導入検討 
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基本方針 ◇2  行政事務の効率化 

事業 ⑧ 児童相談記録等の管理 

担当課・組織 児童福祉課 

「コンパクトシティ蕨」 

将来ビジョン実現計画での

位置づけ 

テーマ ６ 子育て支援 

施 策 １４ 子育て家庭への支援 

○事業概要 

現状 児童相談業務については、毎年相談件数が増加しており、精神

的な疾患を抱える保護者が多いなど、その対応に苦慮している。

近年発生した重大な児童虐待案件を受けて、国は２０２２（令

和４）年度までに全ての市区町村に「子ども家庭総合支援拠点」

の設置を目指すこととしている。当市においても４年以内に「子

ども家庭総合支援拠点」の設置を目指しており、今後児童虐待

防止に向けた事業を拡充していく必要がある。 

課題 現在、児童相談業務は児童福祉課のケースワーカーと家庭児童

相談室の相談員が対応にあたっているが、即時情報共有を図る

ことが出来ない。また、数千件にも上るケース対応や訪問の記

録等は全てワードやエクセル管理で行っており、その管理が煩

雑なため児童相談所等の関係機関からの照会や要保護児童対策

地域協議会の会議資料を作成、福祉行政報告例の集計に非常に

多くの時間がかかり、業務に支障をきたしている。 

事業が目指す 

状態（目標） 

「子ども家庭総合支援拠点」の事業開始までに、児童相談の記

録等を管理するシステム導入を目指す。児童虐待防止に向けて、

システムを活用し、ケース対応や情報共有をより確実に行える

体制を構築していく。 

主な実施内容 ・国や県の動向を注視しながら、２０２０（令和２）年度から

２０２１（令和３）年度に調査研究し、システム導入に向けた

準備を進める。 

・２０２２（令和４）年度の「子ども家庭総合支援拠点」開設

時に児童相談の記録等を管理するシステムを稼働させ、児童虐

待防止に取り組む体制を強化する。 

○取組スケジュール 

2020(令和 2)年度 2021(令和 3)年度 2022(令和 4)年度 2023(令和 5)年度 2024(令和 6)年度 

     
調査研究・導入に向けた準備 
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基本方針 ◇2  行政事務の効率化 

事業 ⑨ 情報システムのクラウド化 

担当課・組織 情報管理室 

「コンパクトシティ蕨」 

将来ビジョン実現計画での

位置づけ 

テーマ ３４ 行財政運営 

施 策 ７７ 行財政改革の更なる推進 

○事業概要 

現状 当市の住民情報システムを始めとする各種システム機器は、現

在「ハードウェアを所有する」形態であるが、被災時において

早期に復旧が可能となるよう、２０１７（平成 29）年１月に市

庁舎に設置していた住民情報システム等を、耐火・耐震性に優

れ、高いセキュリティレベルを有する民間データセンターへ移

設した。 

課題 民間データセンターへの移設により、システムの安全性の確保

は成されたが、市庁舎に設置する場合と比べ単純なコストは増

加している。また、ハードウェアやシステムに起因する障害発

生時には、当市職員の負担が発生している。 

他自治体との共同クラウド化については、当市の情報資産を共

同クラウド上に保存することでのセキュリティ面の課題や、大

規模なクラウドシステムの構築が必要なことから、按分効果以

上のコストがかかる可能性があるなどの課題がある。 

事業が目指す 

状態（目標） 

クラウド化により「サービスを利用する」形態へと移行するこ

とで、コストの削減やセキュリティレベルの向上、災害時にお

ける業務継続性の確保といった、更なるメリットが期待できる。 

主な実施内容 ・住民情報システムなどの更新時期に合わせ、クラウド化に適

しているかどうかその都度検討を行う。 

・他の自治体との共同クラウド化については、引き続き調査研

究を進める。 

○取組スケジュール 

2020(令和 2)年度 2021(令和 3)年度 2022(令和 4)年度 2023(令和 5)年度 2024(令和 6)年度 

     

 

 

 

調査・研究 
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基本方針 ◇2  行政事務の効率化 

事業 ⑩ AI・RPA等を活用した定型業務の効率化 

担当課・組織 情報管理室・政策企画室・関係課 

「コンパクトシティ蕨」 

将来ビジョン実現計画での

位置づけ 

テーマ ３４ 行財政運営 

施 策 ７７ 行財政改革の更なる推進 

○事業概要 

現状 国の施策として、行政分野における AIや RPAなど、新たな ICT

技術の導入が推進され、複数の自治体で実証実験が行われ、導

入により事務の効率化につなげている事例もある。 

当市においても、限られた職員数で日々の業務を行う中で、定

型業務にかかる時間は多く、新技術の活用により効率化が図れ

る業務について研究する必要がある。 

課題 AI や RPAを始め、ICTにおける新技術は多数存在し、他市にお

いて有効であった技術が当市において最適な技術となるかどう

かについては、想定される効果や、経費、導入・維持管理にか

かる職員の負担などを総合的に考える必要がある。 

事業が目指す 

状態（目標） 

AI や RPAなどの先進技術を活用することで、定型業務の負担を

軽減し効率化を図ることができる。 

① AI音声認識システムによる会議録等の文字起こしシステム

の導入。 

② 定型入力作業等の自動化を行う RPAの導入。 

主な実施内容 ・先行導入事例の調査研究を通して、業務の効率化につながる

技術と他自治体との共同利用についても視野に精査を行う。 

・新たな技術を活用可能な業務を洗い出し、いくつかの定型業

務についてトライアルを実施し、一定の効果が認められれば導

入及び他分野への展開も考えていく。 

○取組スケジュール 

2020(令和 2)年度 2021(令和 3)年度 2022(令和 4)年度 2023(令和 5)年度 2024(令和 6)年度 

     

 

 

 

 

調査・研究、試行・効果検証 
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基本方針 ◇3  情報システムの安全性・信頼性の確保 

事業 ⑪ セキュリティ対策の強化 

担当課・組織 情報管理室 

「コンパクトシティ蕨」 

将来ビジョン実現計画での

位置づけ 

テーマ ３４ 行財政運営 

施 策 ７９ 市政情報の適正な提供 

○事業概要 

現状 ICT の急速な進歩により、不正アクセスやウイルス感染による情

報の漏えいが増大するなど、セキュリティ対策の重要性が高ま

っている。これらに対処するため、２０１７（平成 29）年度に

情報セキュリティの抜本的強化対策を実施し、３つのセキュリ

ティ強化対策を実施した。 

①情報系ネットワークとインターネット接続ネットワークの分

離。 

②埼玉県自治体情報セキュリティクラウドへの接続。 

③端末からの情報持出不可設定及び端末の二要素認証の導入。 

課題 セキュリティ強化対策により、セキュリティの強化が図られた

が、新たなセキュリティ上の脅威に対して情報収集を行ってい

く必要がある。 

また、技術的対策だけではなく、職員による情報漏えいのリス

クもあることから、職員ひとりひとりのセキュリティ意識の向

上を図る必要がある。 

事業が目指す 

状態（目標） 

新たな脅威に対して高いセキュリティ水準を維持する。また、

職員ひとりひとりのセキュリティ意識の向上を図り、情報漏え

いを防止する。 

主な実施内容 ・新たな脅威に対して調査研究を行い、ウイルス対策やフィル

タリングなど、ソフトウェアによる技術的な対応を行う。 

・システムのクラウド化など情報インフラの見直しを検討する。 

・職員に対するセキュリティ教育を実施する。 

・蕨市情報セキュリティポリシーの見直しを行う。 

・コンピュータ室への入退室管理機能などを検討する。 

○取組スケジュール 

2020(令和 2)年度 2021(令和 3)年度 2022(令和 4)年度 2023(令和 5)年度 2024(令和 6)年度 

     
調査・研究、各種セキュリティ対策の実施 



２８ 

 

第４章 デジタル・トランスフォーメーション(DX)の推進 

 

１．自治体のデジタル・トランスフォーメーション(DX)推進の背景 

 

 2020（令和 2）年 12月、「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」及

び「デジタル・ガバメント実行計画」が国において策定され、目指すべきデジ

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～」が示されました。また、デジタル庁が 2021

（令和 3）年９月に発足し、同年 12月には「デジタル社会の実現に向けた重点

計画」が策定されるなど、デジタル社会に向けた整備が急激に進んでいます。

中でも、2020（令和 2）年 12月に策定された、「自治体デジタル・トランスフ

ォーメーション（DX）推進計画（以下、「自治体 DX推進計画」という）」におい

て、自治体の役割の重要性や取り組むべき事項が示されたことから、本市にお

いても、この自治体 DX推進計画が示す方針を踏まえ、効率的な行政運営を推進

していくとともに、今後開庁を予定している新庁舎や行政センターでの運用を

はじめとして、デジタルの活用による、市民サービスの向上や地域の活性化を

目指していきます。 
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２．自治体 DX推進計画の要と本市の取組 

 

〇推進体制 

自治体 DXを推進していくには、デジタル化に向けた全庁的なマネジメント

体制の構築が必要とされていることから、本市では「蕨市情報通信技術活用

総合推進会議（第 3章 1）」を自治体 DX 推進のための組織と位置付け、取り

組んでいきます。 

 

〇重点取組事項 

自治体 DX推進計画では、次の 6項目を「重点取組事項」とし、国が主導的

に役割を果たしつつ、自治体全体として、足並みを揃えて取り組んでいくと

しています。 

①自治体の情報システムの標準化・共通化 

目標時期を 2025（令和７）年度とし、「(仮称)Gov-Cloud」の活用に向けた

検討を踏まえ、基幹系 17業務システムについて、国の策定する標準仕様に

準拠したシステムへ移行を図る。 

②マイナンバーカードの普及促進 

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目指し、交付

円滑化計画に基づき、申請を促進するとともに交付体制の充実を図る。 

③自治体の行政手続のオンライン化 

マイナポータルからマイナンバーカードを用いて直接自治体とオンライン

手続を可能とすることを目指す。 

④自治体の AI・RPAの利用推進 

自治体の情報システムの標準化・共通化や行政手続のオンライン化による

業務見直し等を契機に、AI・RPA導入・活用を推進する。 

⑤テレワークの推進 

テレワーク導入事例やセキュリティポリシーガイドライン等を参考に、テ

レワークの導入・活用を推進するとともに、自治体の情報システムの標準

化・共通化や行政手続のオンライン化による業務見直し等に合わせ、対象

業務の拡大を図る。 
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⑥セキュリティ対策の徹底 

改定セキュリティポリシーガイドラインを踏まえ、適切にセキュリティポ

リシーの見直しを行い、セキュリティ対策の徹底を図る。 

本市においては、第 3章で掲げた、情報化推進のための取組（アクション

プラン）を実施していくとともに、これらの重点取組事項について、国から

示された手順書・仕様書等に基づき取り組んでいきます。 

 

〇重点取組事項とあわせて取り組むべき事項 

自治体 DX推進計画では、次の 2項目を「重点取組事項とあわせて取り組む

べき事項」としています。 

⑦地域社会のデジタル化 

デジタル化によるメリットを享受できる地域社会のデジタル化を集中的に

推進する。 

⑧デジタルデバイド対策 

「デジタル活用支援員」の周知・連携、NPOなどと連携して市民に対するき

め細やかなデジタル活用を支援する。  

本市においても、地域のデジタル化について研究を進めるとともに、高齢

者などデジタルに不慣れな方でもデジタル技術を活用してもらえるように取

り組んでいきますが、デジタルに対応することが難しい方もいることから、

デジタルが得意な方も苦手な方も誰もが同様の行政サービスを受けることが

できる環境を維持していきます。 
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３．本市のデジタル社会の実現に向けて 

 

 「コンパクトシティ蕨」将来ビジョン推進プランでは、本市が目指すべき「将

来のまちの姿」として『安心とにぎわい みんなにあたたかい 日本一のコン

パクトシティ蕨』と掲げられており、本市にしかできない、日本一小さい市域

の中に歴史や文化がとけこみ、人と人とが触れ合うコミュニティのあたたかさ

がぎゅっと詰まった、住みやすさ日本一のまちを目指すため、デジタルの観点

から推進していきます。 

 

 

【ＤＸで目指すまちづくり】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光・コミュニティ 

〇SNS を活用した、地域の魅
力発信 

〇スマートフォンなどを利用
したコミュニティの拡充 

安全・安心 

〇データを活用した地震や風水害などの予
測やシミュレーションによる災害対策 

〇事件・事故情報の分析や、データを活用し
た安全対策などによる、犯罪・事故の予防 

交通 

〇位置情報（GPS）や道路交通デ
ータを利用し、交通混雑の緩和 

〇コミュニティバスの自動運転
の研究など利便性向上 

子育て・介護 

〇デジタルを活用した子育
て支援、介護の負担軽減 

医療・健康 

〇オンライン診療などにＩＣＴを活用 
〇健康情報の収集・活用による生活習
慣病などの予防や医療費の抑制 

行政サービスの向上 

〇オンライン申請拡充など、い
つでもどこでも行政手続き
ができるサービスの研究 

〇デジタル技術による窓口の
混雑緩和、来庁者の負担軽減 

情報インフラの整備 

〇公共施設等へのインタ
ーネット環境の整備 

〇5G、Wi-Fi、光ファイバ
ーなど高速通信の確保 
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行政サービスの向上 

〇すべての行政手続きを対象に、オンライン申請により利便性が向上する手続

きの拡充や新たなサービスの研究を進め、市役所窓口に行かなくても、いつ

でもどこでも申請を行える市役所を目指します。 

〇市役所窓口で職員が対面で行う必要があるサービスについては、窓口混雑状

況の発信、窓口の事前予約、申請書などに記入をさせないサービス、電子決

済など、デジタル技術により窓口の混雑緩和、来庁者の負担軽減を目指しま

す。 

 

情報インフラの整備 

〇公共施設等へのインターネット環境の整備を進め、イベントや講座などでの

インターネットの活用をするとともに、災害発生時には安否確認や情報収集

など緊急時対応にも使用できるなど、より利用しやすい環境を目指します。 

〇これからのデジタル社会に対応し、高度なデジタル技術を利用していくため

には、より高速、大容量なブロードバンドサービスが必要不可欠となること

から、5G、Wi-Fi、光ファイバーなど安定した通信の確保を目指します。 

 

観光・コミュニティ 

〇Twitter、YouTube など、SNSの活用を通して地域の魅力を始めとした市の情

報発信の充実を目指します。 

〇スマートフォン等のモバイル端末を利用し、オンラインでのイベントや講習

会などを開催するなど、デジタルによるコミュニティの拡充を目指します。 

 

安全・安心 

〇災害を想定したバーチャルリアリティ体験、リアルタイムな災害情報の収

集・発信など、データを活用した地震や風水害の予測やシミュレーションに

より、災害に強いまちを目指します。 

〇警察及び民間企業と連携し、事件・事故情報の分析や、カーナビ等のデータ

を活用した安全対策を進めるなど、犯罪・事故の予防にデジタルを活用し、

安全・安心なまちを目指します。 

 

交通 

〇位置情報（GPS）や道路交通データの利用のほか、自転車等駐車場（駐輪場）

の空き情報の発信など、デジタルを活用した交通混雑の緩和を目指します。 

〇コミュニティバスについては、現在地情報の発信（バスロケーションシステ

ム）や、自動運転技術の研究など、運行事業者と連携したデジタルによる利
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便性向上を目指します。 

 

子育て・介護 

〇オンライン相談などによる子育て支援や、介護ロボットなどを活用した介護

の負担軽減など、デジタル技術を活用し子どもや高齢者にやさしいまちを目

指します。 

 

医療・健康 

〇遠隔地からでも診察や健康状態の把握ができる、オンライン診療などのＩＣ

Ｔ活用を目指します。 

〇健康情報の収集や活用により生活習慣病などの予防や、医療費の抑制につな

げるなど、健康寿命を延ばす取組にデジタル活用することで、生涯にわたり

活躍し続けられるまちを目指します。 
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用語集 

用語 用語解説 

ＡＩ（人工知能） Artificial Intelligence の略。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。 

ＢＰＲ Business Process Re-engineering の略。ビジネス・プロセスを

見直し、抜本的にそれをデザインし直す（リエンジニアリング）

という考え方。組織の目標を達成するため、既存の業務内容や業

務フローの見直しを行うことを意味する。 

ＩＣＴ Information and Communication Technology（情報通信技術）の

略。IT に「通信（Communication)」の概念を加えたもので IT と

ほぼ同義の意味を持つが、より情報や知識の共有・伝達に重きを

置いた言葉である。 

ＩｏＴ Internet of Things（モノのインターネット）の略。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

トを表した言葉。 

ＩＴ Information Technology(情報技術）の略。コンピュータやネット

ワークに関わるすべての技術を総称する言葉として使用される。 

ＬＧＷＡＮ Local Government Wide Area Network（総合行政ネットワーク）

の略。地方自治体のコンピュータネットワークを相互に接続した

広域ネットワークのこと。中央省庁の相互接続ネットワークであ

る霞ヶ関 WAN（Wide Area Network：広域通信網）にも接続されて

いる。 

ＲＰＡ Robotic Process Automation の略。AI 等の技術を用いて、業務

効率化・自動処理を行う。 

ＳＮＳ Social Networking Service の略。個人間の交流を支援するサー

ビスで、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、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。 
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用語 用語解説 

Society5.0 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）のこと。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、新たな社会を指すもので、第５期科

学技術基本計画において我が国が目指すべき未来社会の姿として

初めて提唱された。 

Ｔｗｉｔｔｅｒ 2006年に米国で開始されたインターネット上のサービス。ユーザ

ーが「つぶやき」と呼ばれる 140 字以内の短い記事を書き込み、

ほかのユーザーがそれを読んだり、返信をすることができる。 

ＵＳＢメモリ パソコンの差込口に挿すだけで書類や音楽、ビデオ、写真など、

あらゆるデータを保存できる、記憶装置。半導体にデータを記録

するため振動や衝撃に強く、小型・軽量のため持ち運びが容易な

反面、紛失や盗難などによる情報漏えい事故の危険性が課題とな

っている。 

ｘTｅｃｈ ｘTech（クロステック）とは、産業や業種を超えて、テクノロジ

ーを活用したソリューションを提供することで、新しい価値や仕

組を提供する動きの総称。 

アクセシビリティ 環境、サービス、ソフトウェア、機器等について、年齢や身体的

な条件に関係なく、支障なく利用できること。情報通信分野にお

いては、高齢者や障害者等、ハンディを持つ人にとって、情報や

ウェブサービス、ソフトウェア等が円滑に利用できることを意味

する。 

アプリ アプリケーションの略で、ワープロ、表計算、画像編集ソフトな

ど、用途に応じて作られたソフトウェアのこと。 

インターネット 共通の通信仕様を用いて全世界の膨大な数のコンピュータや通信

機器を相互につないだ、地球規模の巨大なコンピュータネットワ

ークのこと。 

インターネットバ

ンキング 

コンピュータを使ってインターネット経由で銀行などの金融機関

のサービスを利用すること。 

ウイルス コンピュータウイルスことで、他のコンピュータに入り込んで害

を及ぼすプログラムの総称。コンピュータウイルスに入り込まれ

ることを「感染」と呼ぶ。 
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用語 用語解説 

オープンシステム 様々なメーカーのソフトウェアやハードウェアを組み合わせて構

築されたコンピュータシステムのこと。各社の製品の価格や性能

を比べて最も良い製品を組み合わせることができる。 

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。 

ギグエコノミー インターネットを通じて単発の仕事を受注する働き方や、それに

よって成り立つ経済形態のこと。 

キャッシュレス決

済 

物理的な現金（紙幣・硬貨）を使用しなくても決済できる手段の

ことで、「クレジットカード」、「電子マネー」、「デビットカード」、

スマートフォンを使った「QRコード」などの種類がある。 

クラウド クラウドコンピューティングの略で、ソフトウェアやデータなど

を、インターネットなどのネットワークを通じてサービスの形で

必要に応じて利用する方式。IT業界ではシステム構成図でネット

ワークの向こう側を雲(cloud：クラウド)のマークで表す慣習があ

ることから、このように呼ばれる。 

公衆無線 LAN 無線 LANの中で、特に外出先（公共施設や飲食店、交通機関など）

で多くの人がインターネット接続を利用できるように用意されて

いるものを公衆無線 LANと呼ぶ。 

子育てワンストッ

プサービス 

マイナポータルを活用した、妊娠、出産、育児等の子育てに関す

る手続をオンライン上で行うことができるサービス。 

コンプライアンス 英語で「命令・要求に従うこと」という意味。日本では「法令遵

守」、「企業がルールや社会的規範を守って行動すること」という

意味で使われることが多い。 

サービス品質保証

契約（SLA) 

あるサービスについて、事業者が提供するサービスの具体的な内

容、保証するサービス水準などが、文書などの形式で予め明示す

る品質保証契約のこと。 

サイバー攻撃 インターネット等のネットワークを利用して、自治体や企業のコ

ンピュータに不正に侵入し、データの破壊や改ざん等を行う犯罪

行為。特定の組織や個人を狙ったものと、不特定多数を無差別に

攻撃するものがある。 
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用語 用語解説 

サプライチェーン 製品における原材料・部品調達から、製造・生産、物流・流通、

販売、消費までの全体の一連の流れのこと。その視点から、IT を

活用して効果的な事業構築・運営する経営手法を SCM（サプライ

チェーンマネージメント）と呼ぶ。 

シェアリングエコ

ノミー 

個人等が保有する活用可能な資産等（スキルや時間等の無形のも

のを含む。）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。 

自治体クラウド クラウドコンピューティング技術を電子自治体の基盤構築にも活

用して、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

ことにより、情報システムに係る経費の削減や住民サービスの向

上等を図るもの。また、堅牢なデータセンターを活用することで、

行政情報を保全し、災害・事故等発生時の業務継続を確保するこ

とができる。 

自治体情報セキュ

リティクラウド 

総務省が全国の自治体に要請した情報セキュリティの抜本的強化

対策に基づき各都道府県が構築した自治体クラウド。従来各市区

町村が独自に接続していたインターネットとの接続口を都道府県

ごとに集約化することで、集中して高度な監視を行うなど、セキ

ュリティ強化が図られた。 

スマートフォン コンピュータを内蔵し、インターネットの閲覧や電子メール、写

真や音楽の再生などの機能を持ち、インターネットなどを通じて

アプリケーションをダウンロードして追加することで機能強化や

カスタマイズができる拡張性に優れた多機能携帯電話のこと。 

全国瞬時警報シス

テム（J-ALERT） 

人工衛星と市町村の防災無線を利用して緊急情報を伝えるシステ

ムで、総務省消防庁が整備したもの。弾道ミサイル、航空攻撃、

大規模テロなどの有事関連情報や、地震、津波、気象に関する警

報や注意報等の情報が対象となっている。 

第４世代移動通信

システム（４Ｇ) 

LTE-Advanced とも呼ばれ、最大伝送速度 1Gbpsの通信サービスを

提供可能とする移動通信規格。 

第５世代移動通信

システム（５Ｇ） 

「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、平成

31 年４月に周波数割当を実施し、令和２年からの商用化が予定さ

れている。現行 LTE と比べて 100 倍の接続機器数（100 万台

/km2）、100 倍の通信速度（10Gbps）などが要求条件とされており、

ITU をはじめ、世界各国でも実現に向けた取組が本格化している。 
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用語 用語解説 

タブレット型端末 薄い板状のパソコンやモバイル端末の総称で、液晶ディスプレイ

の表示画面で画面にタッチすることで操作可能なインターフェー

スを搭載した持ち運び可能なコンピュータのこと。 

地方税共通納税シ

ステム 

2019年（令和元年）10月から開始した、すべての都道府県・市区

町村へ自宅や職場のパソコンから電子納税できる仕組み。 

中間標準レイアウ

ト 

地方公共団体の情報システム更改に際し、既存システムから次期

システムへのデータ移行を円滑に行うため、移行データの項目名

称、データ型、桁数、その他の属性情報等を標準的な形式として

定めた移行ファイル用のレイアウト仕様。平成 24年 6月から総務

省において公開、地方公共団体情報システム機構（J-LIS）におい

て維持管理している。 

中間標準レイアウト仕様を活用することで、地方公共団体におい

ては、システム更改時における円滑なデータ移行や、移行コスト

の削減が可能となる。 

データセンター インターネット用のサーバやデータ通信、固定・携帯・IP電話な

どの装置を設置・運用することに特化した建物の総称。通常、複

数の通信事業者の通信回線が利用可能であることや、災害時にも

サービスの提供に極力支障が出ないように建物自体も耐震構造と

されている、電力供給が途絶えた場合に備え大容量の蓄電池や自

家発電装置等を備えているなどの特長を持っている。 

データ放送 テレビの地上デジタル放送などで実施しているもので、リモコン

の「ｄボタン」を押すことにより、「ニュース」や「天気」などの

最新情報や、放送されている番組に関する情報などを提供するサ

ービス。 

デジタル・トランス

フォーメーション

（ＤＸ） 

デジタル技術を活用して人々の生活をより良いものへと変革し、 

既存の価値観などを根底から覆すような新たな仕組みを作り出す

こと。 

デジタル・プラット

フォーマー 

検索サービスや SNS、動画や音楽の配信、モノの購入や旅行の予

約など、インターネットでこれらの場を提供している ICT 企業の

ことで、デジタル経済の進化の中で、その存在感を高めている。 

デジタル活用支援

員 

住民に身近な場所で高齢者などから ICT 機器やサービスの利用方

法の相談を受けたり、学習支援を行ったりする人のこと。 
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用語 用語解説 

デジタルサイネー

ジ 

屋外・店頭・公共空間・交通機関など、あらゆる場所で、ディス

プレイなどの電子的な表示機器を使って情報を発信するメディア

の総称。「デジタル看板」や「電子看板」とも呼ばれる。 

デジタルデバイド ICTを利用できる人とできない人との間で生じる格差のこと。 

テレワーク ICTを活用した、場所や時間にとらわれない働き方のこと。 

動画共有サービス 個人（こじん）がアップロード（インターネットのサーバにデー

タを送ること）した動画を見たり見てもらったりできるサービス

のこと。 

動画投稿サイト 動画をインターネット上で投稿、閲覧を専門とするサイトのこと。

「動画共有サービス」と同義。 

光回線 光ファイバーケーブルで行う通信回線のことで、高速性と安定性

を兼ね備えていることから、動画視聴やオンラインゲーム、大容

量のデータのやりとりなどを快適な通信状態で楽しむことを可能

とするとともに、インターネットのみならず、ひかり電話やテレ

ビ視聴などに使用することもできる。 

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。 

標的型攻撃 特定の組織を狙って、機密情報や知的財産、アカウント情報（ID、

パスワード）などを窃取しようとする攻撃のこと。標的の組織が

よくやり取りをする形式のメールを送りつけ、そこについている

添付ファイルやリンクをクリックさせ実行させ、そこからマルウ

ェア配布サイトに誘導するなどの手口がよく使われる。 

フィッシング（詐

欺） 

実在の銀行やクレジットカード、ショッピングサイトなどを装っ

た電子メールを送付し、これらのホームページとそっくりの偽サ

イトに誘導して、重要情報を入力させて詐取する詐欺行為のこと。 

フィルタリング あるネットワークやコンピュータからアクセス・閲覧できるイン

ターネット上の Web サイトを制限する方式の一つで、閲覧を許可

する(あるいは拒否する)URL を列挙する方式のこと。また、その

ような方式で閲覧制限を行うソフトウェアや、ソフトウェアの機

能のこと。 



４０ 

 

用語 用語解説 

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。具体的には、自己情

報表示機能、情報提供等記録表示機能、お知らせ機能、各種ワン

ストップサービス等を提供する基盤であり、国民一人ひとりが

様々な官民のオンラインサービスを利用できる。また、API 連携

により、国、地方公共団体及び民間のオンラインサービス間のシ

ームレスな連携を可能にする基盤である。 

マイナンバー 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

する法律に基づき、日本国内に住民票を有するすべての個人に割

り当てられる「個人番号」の通称で、住民票コードを変換して得

られる１２桁の番号のこと。 

マイナンバーカー

ド 

マイナンバー（個人番号）および氏名、住所、生年月日、性別が

記載された顔写真付の ICカード。本人確認のための身分証明書と

して利用できるほか、自治体サービス、e-Tax 等の電子証明書を

利用した電子申請等、様々なサービスにも利用することができる。 

マイナンバー制度 社会保障・税番号制度のことであり、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

であるとともに、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、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。 

マルチペイメント

収納 

マルチペイメントネットワークを利用した収納のこと。マルチペ

イメントネットワークでは各種料金・税金を収納する企業や自治

体と、金融機関を共通のネットワークで繋ぐことで、利用者は ATM

やパソコン、携帯電話から各種料金や税金の支払いが可能となる。 

無線 LAN 電波による通信を利用して、ケーブル無しでデータを送受信する

LANのこと。 

モバイル 携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、小型のノートパソ

コン等、軽量小型で持ち運びが容易な情報端末装置のこと。 

ランサムウェア 「Ransom（身代金）」と「Software（ソフトウェア）」を組み合わ

せた造語。感染したコンピュータが正常に利用できないようファ

イルの暗号化などの制限をかけ、その制限の解除のために金銭を

要求する不正プログラム。 
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