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この度、令和３年度から 10 年間を計画期間とした、ＩＣＴの利活用の指針となる「大
府市情報化基本計画」を策定いたしました。
本市は、昭和 46 年に電算業務の外部委託を開始して以降、各種システムを開発・導入
し、事務の効率化・高度化を図るとともに、市民の皆様によりよいサービスを提供できる
ように、積極的に情報化に取り組んでまいりました。
また、我が国においても、新型コロナウイルス感染症の世界的流行が深い影を落とした
ものの、官民一丸となって、世界最高水準のＩＣＴインフラの実現及び高度なＩＣＴ利活
用の実現を目指し、社会全体のＩＣＴ化を推進してきました。
そのような状況の中、これまで先人達が築いてきたレガシーを継承し、新たなＩＣＴを
計画的かつ柔軟に取り入れ、活用することで、本市の更なる飛躍を目指してまいります。
本計画では、ＩＣＴの活用による、市民の利便性の追求や、地域の活性化、働き方の改
革なども視野に入れるとともに、デジタルトランスフォーメーションの推進を念頭に置
き、「サービスデザイン思考に基づくシステムの構築」、「市民協働による地域課題の解
決」、「それぞれの特性に合ったデータの利活用」及び「積極的なＩＣＴの利活用」の４
つを基本方針として定め、「未来につながるスマートシティ『おおぶ』」を基本理念とし
て掲げております。
日々進化するＩＣＴが私たちの生活になくてはならないものとなっており、新型コロナ
ウイルスの拡大が社会全体の変革を促している今般において、第６次大府市総合計画の目
指す将来都市像「いつまでも

住み続けたい

サスティナブル健康都市おおぶ」の実現に

向け、ＩＣＴの側面からも積極的にアプローチを進め、本市に関わる全ての人々が、いき
いきと健やかな生活を送ることができる、未来志向の持続可能なまちづくりを進めてまい
ります。
最後に、本計画の策定に当たり、多くのご意見やご助力をいただきました市民の皆さま
や関係者の皆さまに心から感謝を申し上げます。

令和３年３月
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本計画の策定にあたり

愛知県立大学

情報科学部教授
小 栗 宏 次

大府市情報化基本計画 ～未来につながるスマートシティ「おおぶ」～ が策定されまし
た．
計画の策定にあたり、大府市情報化委員会・大府市情報化研究会が設置され、大府市の
各部局から選出された委員の皆様により、積極的な意見交換が行われ、その中でＩ Ｃ Ｔ
社会の未来と大府市の将来について大いに語られました。
“未来につながるスマートシティ「おおぶ」”と副題のつけられた情報化基本計画の中
には、こうした未来社会につながる大府市の情報化についての思いが詰められています。
ＡＩ（人工知能）、ビッグデータ処理、ＩｏＴ（モノのインターネット）などに代表さ
れる情報通信技術による社会構造の改革は、世界的規模で急速に発展しており、情報環境
の整備・活用による業務の効率化だけでなく、デジタルデータの活用に加え、仕事の仕方
そのものを変換するデジタルトランスフォーメーション(ＤＸ : Digital Transformation)
が随所で進んでいます。そこで、自治体には、こうしたＤＸ時代に対応する情報化が求め
られています。
大府市情報化基本計画は、2021 年から 2030 年にわたる大府市の情報化について計画し
たもので、情報環境の整備から、サービス、人材育成にわたり細かな検討がなされていま
す。また、変化の激しい情報社会の中にあり、期間中の計画見直しなども想定しており、
大府市の現状を見据えた上で、未来のスマートシティ「おおぶ」への道標となることが期
待されます。
ここで、スマートシティの構築は、自治体の計画策定だけで実現できるものではありま
せん。市民と行政が連携し、地域の課題解決に向け、互いに協力しあう事で、ＩＣＴの持
つ可能性を最大限に引き出し、第６次大府市総合計画に掲げる将来都市像「いつまでも
住み続けたい

サスティナブル健康都市おおぶ」が実現できるものと思われます。

本計画の推進が、大府市の目指す将来都市像の実現に、少しでも貢献できる事を願って
います。

令和３年３月
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序論
１
序論

大府市情報化基本計画の策定に当たって

（１）策定の趣旨
本市では、昭和 45 年の市施行以来、まちづくりの基本的な理念に掲げている「健康
都市」を実現するために、「ＯＴＯＰＩＡ２１
４年策定）から「ＨＩ－ｔｏｐｉａ

大府市ＯＡ化推進基本計画」（平成

大府市情報化基本計画」（平成 23 年策定）まで

継続的に計画を策定し、ＩＣＴ化に関する施策を推進してきました。
人口構成の変化やライフスタイルの多様化などを背景に、日々複雑になる市民ニー
ズに応えるため、ＩＣＴは加速度的に進化し、ＡＩ技術などを活用した情報関連サー
ビスも拡大を続けています。また、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行を契機
に、新たな生活様式や働き方が求められています。
日々進化するＩＣＴは、コミュニケーションの在り方を始め、私たちの生活のあら
ゆる場面に、これまで以上の変革をもたらしつつあります。
本市が第６次大府市総合計画に掲げる将来都市像「いつまでも

住み続けたい

サ

スティナブル健康都市おおぶ」を実現するためには、次世代のあるべき社会の姿を見
据えながら、行政の様々な分野においてＩＣＴによる革新的な技術を積極的に活用
し、効果的・効率的に行政サービスを提供する必要があります。
地域で生活し、活動している多様な主体に対しても、ＩＣＴの活用を促進し、様々
な地域課題の自発的解消や官民のデータ水準の向上などを実現する必要があります。
単にアナログからデジタルへの変革を進める時代は既に終わりを告げつつあり、効
率化の手段として考えられてきた「デジタル化」は、その目的を変え、「デジタル
化」を使って、どのように付加価値を付けるかが問われる時代になってきています。
市民の生活をより豊かにするためには、今まで以上にＩＣＴを柔軟に活用していくこ
とが必要なのです。
このような状況を踏まえ、行政や地域におけるＩＣＴを活用した取組を総合的・横
断的に推進し、ＩＣＴの側面から本市の市民生活をより豊かにするため、本計画を策
定します。

用語の解説
ＩＣＴ：情報通信技術。「Information and Communication Technology」の略。
Ａ Ｉ：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。「Artificial Intelligence」の略。
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（２）位置付け及び構成
本計画は、国や愛知県のＩＣＴ化に関する指針や施策等を踏まえながら、第６次大
府市総合計画に掲げる本市の情報化施策を総合的かつ計画的に推進するための部門別
計画で、第６次大府市総合計画の各施策をまとめ、ＩＣＴの活用を進めるための方針
を明らかにするために、基本構想、基本計画及び情報化実施計画により構成されま
す。
また、官民データ活用推進基本法（平成 28 年法律第 103 号）第９条第３項の規定に
基づく「市町村官民データ活用推進計画」として位置付けるものとします。

基本構想
将来都市像の具現化をＩＣＴの側面から実現させるため、それぞれの主体が共有す
べき目的を示します。基本理念と基本方針によって構成されています。

基本計画
基本構想に示す基本理念を実現するために必要な情報化施策の方向性を体系的に定
めます。本計画は、４つの施策と、その下位に位置する 10 の主要施策によって構成さ
れています。基本計画が機能しなければ、本計画の基本構想はもとより、第６次大府
市総合計画の基本構想の実現も不可能となる重要なものです。

情報化実施計画
情報化実施計画は、法律や制度の改正、ＩＣＴの進化に的確に対応しつつ、基本計
画で定められた各施策を実現するための短期間の具体的な計画であり、第６次大府市
総合計画の下位に位置し、その実効性を確保する実施計画に対応しており、対象とす
る範囲から「情報通信機器導入計画」、「情報システム化計画」及び「情報化研修計
画」により構成されます。
実施計画は、３年間のローリング方式で策定され、この中で情報化実施計画は各課
等の情報化推進員からのシステムの導入や改修、情報通信機器の導入などの要望を第
６次大府市総合計画のうちＩＣＴに関わるものとして取りまとめ、基本計画の方針、
進捗状況、社会情勢等から判断し、情報通信機器については情報通信機器導入計画、
ＩＣＴの活用やシステム更新等については情報システム化計画、職員のＩＣＴに関す
る資質向上については情報化研修計画として策定していきます。

用語の解説
官民データ活用推進基本法：平成 28 年 12 月 7 日に参議院本会議で可決・成立し、12 月 9 日の閣議決定を
受けて公布、即日施行された法律で、国や地方公共団体、事業者が持つ「官民データ」の活用を推進
することを目的としています。その目的の一つに「効果的かつ効率的な行政の推進」が挙げられてい
ます。

6

序論

序論

7

（３）計画期間
本計画の期間は、令和３年度から令和 12 年度までの 10 年間とします。また、具体
的施策を展開する基本計画の対象期間については、本計画の前期に当たる令和７年度
までの５年間とし、対象期間終了時点で基本計画の見直しを行います。これは、ＩＣ
Ｔの進化や、法律や制度の改正等に合わせ、計画を最適化する必要があるためです。
また、基本計画の更新時期以外においても、社会情勢の変化、ＩＣＴの進化、ＰＤ
ＣＡサイクルによる継続的改善等の中で大きな見直しの必要が生じた場合は、随時、
基本計画の見直しを行っていきます。

大府市情報化基本計画
令和３年度～令和 12 年度

用語の解説
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、事務事
業等を継続的に改善していく手法。
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２

現状と動向
（１）本市の現状
本市においては、市庁舎内のネットワークを個人番号利用系ネットワーク、ＬＧＷ

ＡＮ系ネットワーク及びインターネット系ネットワークの３種類で構成しています。

序論

平成 30 年度には、職務・職種に応じて一人１台配布していたノートパソコンの大半を
タブレット型端末に機種変更するとともに、ＬＧＷＡＮ系ネットワークへの接続を無
線形式で行うことを可能とし、行政事務をより効率的に行える環境を整備しました
（情報通信機器の配布状況は 12 ページ、表１参照）。
第５次大府市総合計画の期間内には、メインフレームを使用して構築していた住民
情報系システムや財務会計システムをクライアントサーバシステムへと転換するとと
もに、多様化する市民生活に対応するため、住民票の写し等のコンビニエンスストア
証明書発行システムを稼働しました。令和元年度にＲＰＡを導入し、令和２年度には
愛知県の共同システムとしてＡＩチャットボットを用いた総合案内システムやＡＩ－
ＯＣＲの利用を開始するなど、行政の事務の在り方も随時見直しています（主なシス
テムの整備状況は 12 ページ、表２参照）。特に、新型コロナウイルス感染症の流行を
契機とした、Ｗｅｂ会議の実施やテレワークの検討など新たな働き方への対応も行っ
ています。
様々な主体との連携に着目すると、健康都市を標榜する本市は、国立長寿医療研究
センター等との連携事業や共同研究を行うに当たり、様々なデータを分析・活用して
きました。ＩＣＴの有用性に着目し、ソフトバンク株式会社とＩＣＴの活用による社
会課題の解決、地域の活性化及び市民サービスの向上に寄与することを目的とした
「持続可能なまちづくりに関する包括連携協定」も締結しています。
また、情報通信基盤を整備するだけでなく、市職員に対してもネットワーク研修や
システム操作研修など情報通信に係る技術の向上を図った研修を行うとともに、情報
セキュリティ研修や情報セキュリティ内部監査なども定期的に行い、情報リテラシー
の向上を図っています。
一方、学校教育の現場では、情報活用能力の向上のため、平成 27 年度からタブレッ
トの導入を順次開始し、令和２年度には、小学校４年生以上の児童と中学校全学年の
生徒に一人１台の割合でタブレット配布を完了するとともに、遠隔授業を行える環境
を一部整備しています。
大府市議会においても、令和元年度に市議会議員一人１台のタブレット型端末を導
入するなど、意欲的・積極的にＩＣＴ化を推進しています。
しかし、地域に着目すると、知多メディアスネットワーク株式会社が敷設するネッ
トワークの光回線化も完了し、スマートフォンなども広く普及しているものの、全て
の住民がＩＣＴを高い水準で使いこなしている状況ではありません。市公式Ｗｅｂサ
イトなどを用いて情報提供をしていますが、行政との情報共有はまだまだ拙いのが現
状です。
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（２）本市の課題
市民の利便性の追求
情報通信基盤を支えるＩＣＴは、多面的・加速度的に進化を続けています。その技
術によって、場所や時間の制約が無くなりつつあり、インターネットでいつでも各種
手続が完結できるサービスの提供が可能な環境となっています。ＡＩやＩｏＴ技術と
いったＩＣＴを活用し、市民の利便性の高い仕組みを構築する必要があります。
地域との情報共有
全ての住民が等しく本市の行政サービスを享受するだけでなく、地域で生活し、活
動している多様な主体が、自らよりよい地域を作っていくためには、市と地域との双
方向の情報共有を高い水準で実現していく必要があります。そのためには、デジタル
デバイドを解消し、情報に係る地域間格差や世代間格差を解消することも必要です。
データの活用
ＩＣＴの導入により、行政には様々なデータが蓄積され、ビッグデータと呼ばれる
ものを構築してきました。また、近年では、インターネットを通じて、リアルタイム
で流通するデータも分析・活用できるようになっています。事務負担の軽減のみなら
ず、地域課題の解決、住民及び事業者の利便性や快適性の向上に寄与するためには、
データの所有から共有へと考え方を改めつつ、各種データを利活用する環境を整備し
ていくことが必要です。
ＩＣＴの効果的な導入
市が保有する様々な課題を解決するためには、ＩＣＴの環境を整備し、効果的に活
用する必要があります。
しかし、市の財源は限られているため、より少ないコストでＩＣＴの環境を整備
し、効果的・効率的な行政サービスを提供していかなければなりません。そのために
は、時間や場所にとらわれない働き方も視野に入れた事務フローの最適化や、他の地
方公共団体を始めとした様々な主体との共同基盤の利用も考慮した制度設計などを積
極的に進めていくことが必要です。
ＩＣＴはその導入自体が目的ではなく、ＩＣＴを活用することにより、快適な生活
環境や執務環境を提供していくことが目的です。そのためには、従来のシステム化の
概念であったデジタライゼーションからデジタルトランスフォーメーションへと、Ｉ
ＣＴに関わる全ての人の意識改革が必要なのです。
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用語の解説

序論

個人番号：マイナンバー法に基づき、住民票コードを変換して得られる 12 桁の番号。「マイナンバー」の
正式な名称。
ＬＧＷＡＮ：総合行政ネットワーク。地方公共団体などが個別に運用するローカルエリアネットワーク
（ＬＡＮ）を相互接続した広域ネットワーク（ＷＡＮ）のこと。平成 15 年度から全市区町村での運用
開始。「Local Government Wide Area Network」の略。
タブレット型端末：液晶ディスプレーなどの表示部分にタッチパネルを搭載し、指で操作する携帯情報端
末の総称。
メインフレーム：大規模なデータベースや膨大な計算量を処理するための大型コンピュータのこと。ホス
ト・コンピューター、汎用コンピュータ、汎用機などと呼ばれることもある。
クライアントサーバシステム：コンピュータでファイル管理・通信・印刷などのサービスを提供するコン
ピュータシステム（サーバ）と、そのサービスを受ける多数のパソコン・ワークステーションなどの
システム（クライアント）から構成される、分散処理を行うシステムのこと。
コンビニエンスストア証明書発行システム：コンビ二エンスストアに設置済みのキオスク端末を利用し
て、各種証明書の取得ができる証明書発行システム。
ＲＰＡ：人工知能を備えたソフトウェアのロボット技術により、定型的な事務作業を自動化・効率化する
こと。特に、ホワイトカラーの業務を補完・代行する仕組み。「Robotic Process Automation」の
略。
ＡＩチャットボット：「チャット」と「ボット」を組み合わせた言葉で、人工知能を活用した「自動会話
プログラム」のこと。「チャット」は、インターネットを利用したリアルタイムコミュニケーション
のことで、主にテキストを双方向でやりとりする仕組み。「ボット」は、「ロボット」の略で、人間
に代わって一定のタスクや処理を自動化するためのプログラムのこと。
ＡＩ－ＯＣＲ：ＡＩ（人工知能）技術を取り入れた光学文字認識機能（ＯＣＲ）のこと。
Ｗｅｂ会議：離れた場所にいる複数人同士が、インターネットを通じて資料やデータを共有したり、会話
したりできるシステムやサービスのこと。
テレワーク：ＩＣＴを活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のこと。「自宅利用型テレワー
ク(在宅勤務)、モバイルワーク、施設利用型テレワーク(サテライトオフィス勤務等)の３つに分けら
れる。
モバイルワーク：ノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどのモバイル機器を使いながら、施設
や場所に制限されずに仕事をする形態のこと。
情報リテラシー：情報通信機器やＩＴネットワークを活用して、情報・データを管理、活用する能力のこ
と。
ＩｏＴ：建物、電化製品、自動車、医療機器など、パソコンやサーバといったコンピュータ以外の多種多
様 な 「 モノ 」が イ ン ター ネッ ト に 接続 され 、 相 互に 情報 を や りと りす る こ と。 「Internet of
Things」の略。
デジタルデバイド：コンピュータで扱うデジタル情報を持つ人と持たない人との間で生じている格差と、
それによって生じる問題のこと。
ビッグデータ：インターネットの普及やコンピュータの処理速度の向上などに伴い生成される、大容量の
デジタルデータを指す。非定型の膨大なデータから、規則性や法則を見つけて、ビジネスやサービス
向上に生かす研究が進んでいる。
デジタライゼーション：デジタル化。情報・技術などのデジタル化が進み、新しいネットワーク社会が形
成される過程についていう。
デジタルトランスフォーメーション：情報技術が社会のあらゆる領域に浸透することによってもたらされ
る変革。広く産業構造や社会基盤にまで影響が及ぶとされる。デジタル変革。ＤＸ。
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[表１

情報通信機器の配布状況（令和３年３月末時点）]
ＬＧＷＡＮ系

タブ
レッ
ト型

（単位：台）
インターネッ

個人番号利用系

デス

ト系

デス

デス

クト

ノー

プリ

クト

ノー

プリ

クト

プリ

ップ

ト型

ンタ

ップ

ト型

ンタ

ップ

ンタ

型

一般行政職

393

90

看護保健職

16

4

消防職

48

4

保育職

77

20

技能労務職

4

型
42

9

型

162

21

15

1

8

3

※プリンタ台数には複号機を含まず。

[表２

主なシステムの整備状況（令和３年３月末時点）]

第６次大府市総合計画の体系

主な導入システム

こころもからだも元気に過ごせるまち
地域資源を生かした健康づくりの推進

母子保健システム、健康管理システム、
保健指導・統計システム

健やかな暮らしを支える連携の強化
安心を支える医療制度の充実

医療費助成システム、国民年金システ
ム、国民健康保険システム

文化芸術・学習活動を通じた健やかな心
の醸成

図書館システム、文化財管理システム

豊かで健やかなスポーツライフの創出
地域で助け合えるまち
地域で支え合う福祉のまちづくり

避難行動要支援名簿システム、福祉総合
システム、生活保護システム

高齢者の社会・地域参加の促進

高齢者福祉システム

障がいのある人が自分らしく地域で暮ら
せるまちづくり

障がい者支援システム、給付費適正化支
援システム、障がい（児）者福祉システ
ム
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支え合い学び合うまち
協働による地域力が備わるまちづくり

市民活動支援システム

地域における学習・育成環境が整い、学
び合うまちづくり
国籍・性別を超えて共に支え合うまちづ
くり

序論

外国語翻訳ツール

環境にやさしい持続可能なまち
地域における持続可能な循環型社会の形
成

し尿清掃手数料システム

地球環境にやさしい取組の推進

環境測定データ処理システム、犬登録シ
ステム

安心安全に暮らせるまち
消防・救急体制の充実

予防統計システム

計画的で包括的な治水対策の推進

河川監視システム

防災・減災対策の推進

気象情報システム、防災情報システム、
被災者支援システム、メール一括送信シ
ステム

地域ぐるみの防犯対策の推進
地域ぐるみの交通安全対策の推進
快適で便利な都市空間が整うまち
未来を見据えた土地利用の推進による良
好な都市空間の形成

都市計画情報システム、屋外広告物管理
システム

未来につながる良好な居住空間の形成

市営住宅使用料システム

人と車が共存できる安心・安全な移動空
間の形成

設計積算システム、用地管理システム、
道路占有システム

緑花、親水施設の整備による潤いある都
市空間の創出
下水の適正処理による快適な生活空間の
創出

下水道台帳地図情報システム、受益者負
担金システム、公営企業会計システム

安全な水の安定供給

上下水道料金システム、公営企業会計シ
ステム

子どもが輝くまち
質の高い保育・幼児教育の提供

子ども・子育て支援システム（保育
料）、栄養管理システム

子どもの健やかな成長を喜び合える環境
づくり

児童相談システム、子ども・子育て支援
システム（放課後児童育成手数料）、児
童福祉システム

心身ともに健康で知恵と愛を持つ児童生
徒の育成

校務支援システム、図書館システム、給
食費管理システム、就学援助システム
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活力とにぎわいがあふれるまち
商業の活性化と地域資源を生かす観光の
推進
基幹産業である製造業の育成、支援と雇
用環境の整備
地域特性を生かした都市近郊農業の推進

農地等情報管理システム、農業者年金シ
ステム

序論

利便性の高い公共交通ネットワークの形
成
まちづくりを支える持続可能な行政経営
未来を見据えた行政マネジメント体制の
確立

行政経営支援システム（行政評価、実施
計画）、官庁速報システム、例規類集シ
ステム、備品管理システム、人事給与シ
ステム、旅費管理システム、勤務管理シ
ステム、生命保険団体扱システム、マイ
ナンバー管理システム

健全で持続可能な財政運営の推進

行政経営支援システム（予算編成、決算
統計）、起債管理システム、財務会計シ
ステム、公会計システム、公金システ
ム、財政融資資金管理システム、税務Ｌ
ＡＮシステム、ｅＬＴＡＸ、軽自動車税
システム、法人市民税システム、個人住
民税システム、国税連携システム、画地
計測システム、農地転用システム、固定
資産税・都市計画税システム、家屋評価
システム、滞納管理システム

効率的で適正な行政サービスの提供

コンビニエンスストア証明書発行システ
ム、住民基本台帳システム、法務省連携
システム、戸籍システム、運転免許証識
別システム、グループウエアシステム、
統合型地図情報システム、電子申請・届
出システム、情報化実施計画システム、
ＲＰＡ、建設副産物情報交換システム、
契約管理システム、電子調達システム、
電子入札システム、工事情報管理システ
ム、電子納品システム、文書管理システ
ム

戦略的な情報発信と市民とのコミュニケ
ーションの充実

市公式Ｗｅｂサイト、校正支援ツール
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（３）ＩＣＴ化を取り巻く状況
総務省の通信利用動向調査（以下、「動向調査」という。）によれば、前回計画の
「ＨＩ－ｔｏｐｉａ

大府市情報化基本計画」を策定した平成 23 年当時は、インター

ネットは自宅のパソコンから利用することが一般的でした。しかしながら、現在で
は、スマートフォンを使用してのインターネット利用が６割を超え、インターネット

序論

はより身近なものになっています。
[図１：インターネット利用機器の状況（個人）]
平成 23 年

0%

50%

100%

インターネット

自宅のパソコン

家庭用ゲーム機
・その他
タブレット型端末
インターネットに
接続できるテレビ

39.3%

6.0%

4.1%

50.4%

タブレット型端末

接続できるテレビ
家庭用ゲーム機
携帯電話・PHS

4.2%

63.3%

パソコン

インターネットに

16.2%

100%
89.8%

スマートフォン

52.1%

自宅以外のパソコン

50%

利用率（全体）

62.6%

携帯電話

0%

インターネット

79.1%

利用率（全体）

スマートフォン

令和元年

（スマートフォンを除く）
（スマートフォン…

その他

n=41,900

23.2%
13.6%
12.0%
10.5%
0.8%
n=37,182

[出典] 総務省「通信利用動向調査」
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インターネットが身近になった反面、インターネットの利用について不安を感じる
人も多くなってきています。令和元年の動向調査では、インターネット利用者の 75％
の人がインターネットの利用になんらかの不安を感じています。不安の内容として、
「個人情報やインターネット利用履歴の漏えい」、「コンピュータウイルスへの感
染」及び「架空請求やインターネットを利用した詐欺」が上位となっており、インタ
ーネット利用者の不安の解消や情報リテラシーの向上などの「安心・安全への取組」
が重要となってきています。
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[図２：インターネット利用における不安とその内容]

[出典] 総務省「通信利用動向調査」
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また、インターネット利用率は、年齢や収入によって差が生じていることがわかっ
てきています。このため、インターネットやパソコンなどの情報通信技術を利用でき
る人と利用できない人の間に生じる格差「デジタルデバイド」の解消もＩＣＴを取り
巻く課題の一つとなっています。
[図３：男女・年齢階層別、世帯年収別インターネットの利用状況]

序論

[出典] 総務省「通信利用動向調査」
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一方、企業活動においても、インターネットの利活用は進んでいます。企業におけ
る従来の業務システムは、自らが管理する設備内にシステムを構築する「オンプレミ
ス」方式が一般的でした。しかしながら、最近では、インターネットなどのネットワ
ークを経由して、システムをサービスの形で利用する「クラウドサービス」を利用す
る企業が多くなってきています。令和元年の動向調査では、「クラウドサービス」を
利用している企業の割合は６割を超えました。
[図４：クラウドサービスの利用状況]
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[出典] 総務省「通信利用動向調査」

また、事業者における働き方にも変化がみられています。決められた時間に、決め
られた場所に出勤していた従来の働き方に対し、ＩＣＴを活用することで時間や場所
にとらわれずに働くことができる「テレワーク」を導入する事業者が増えてきていま
す。令和元年の動向調査では、テレワークの導入率は３割程度ですが、新型コロナウ
イルス感染症の世界的な流行を契機に、テレワークは急速な広がりを見せています。
[図５：テレワークの導入状況]

[出典] 総務省「通信利用動向調査」

用語の解説
コンピュータウイルス：コンピュータやソフトウェアに侵入して、データの破壊や改ざんなどの悪さをす
るプログラム。
クラウドサービス：通信事業者やＩＴ企業が、サーバに大量に蓄積している情報を解析し、利用者に合っ
たシステムやソフトを提供するサービス。消費者や事業者が、ネットワークを通じ、ソフトやデータ
を従来に比べて大量に安く活用できる。ネットの先を「雲(クラウド)」と見立てることから名付けら
れた。
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（４）国・県の動向
国では、平成 13 年に「ｅ－Ｊａｐａｎ戦略」を策定し、平成 18 年までに世界最先
端のＩＴ国家となるという目標を掲げ、それまで先進各国に遅れをとっていたネット
ワーク基盤の整備に力を注いできました。その後、平成 21 年７月に策定された「ｉ－
Ｊａｐａｎ戦略２０１５」では、整備されたネットワーク基盤を利用し、「だれでも
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デジタル技術の恩恵を実感できる」社会の実現を目標としています。
平成 25 年３月に、ＩＴ利活用の総合的な司令塔となる「ＩＴ総合本部」を設置し、
同年８月には、令和２年までに世界最高水準のＩＴ利活用社会の実現とその成果を国
際展開することを目標とした国家的ビジョンとして「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」
を閣議決定しています。
平成 28 年 12 月に、国、地方公共団体、独立行政法人、事業者などが保有する官民
データの活用を総合的かつ効果的に推進するため、「官民データ活用推進基本法」が
施行されました。この法律により、行政サービスの原則オンライン化、オープンデー
タの推進、官民のデータ連携を図るための基盤の整備などの基本施策が示されまし
た。
平成 30 年６月に、これまでの経緯を踏まえて「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」を閣議決定しました。この計画により、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を目指した、政府全体のデジタル政策が取りまと
められました。
令和元年５月に、行政手続等の利便性の向上や行政運営の簡素化・効率化を図るた
めに「デジタル手続法」が公布されました。この法律により、「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」という行政のデジタル
化の基本原則や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ました。
[図６：我が国におけるＩＴ戦略の歩み]

[出典] 内閣官房情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室「ＩＴ新戦略の概要」
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令和２年 10 月現在、国は、行政のデジタル化を一元的に推進する「デジタル庁」
を令和３年度中に設立する方針を打ち出しました。「デジタル庁」として各省庁に
ある関連組織を一元化し、強力な司令塔機能を持たせることで、新型コロナウイル
ス感染症の流行で露呈した行政手続の遅さや連携不足に対応する予定となっていま
す。また、令和７年度までに、標準化のための基準に適合したシステム（標準準拠
システム）への移行を目指すことも示されています。
さらに、デジタル分野において重要な法律である、高度情報通信ネットワーク社
会形成基本法（通称：ＩＴ基本法、平成 12 年法律第 144 号）について、「ＩＴ総合
戦略本部」の閣僚会議のもとに新たな作業グループを設置し、今後、集中的に議論
を進め、抜本改正を行うことも示されています。
ＡＩやビッグデータを活用し、社会の在り方を根本から変えるような都市設計の
動きが国際的に急速に進展し、世界各国で様々な取組が進んでいます。しかし、世
界が先行している部分があるものの、「生活を支える複数の導入サービスが導入さ
れていること」、「複数のサービスがデータ連携を通じて相乗効果を発揮している
こと」、「その成果が住民に評価されるような事業になっていること」の３つの条
件を満たす「まるごと未来都市」は、世界各国でも未だ実現していません。
そこで、国家戦略特区制度を活用しつつ、住民と競争力のある事業者が協力し、
世界最先端の日本型スーパーシティを実現しようという「スーパーシティ」構想が
提唱されています。
[図７：「スーパーシティ」構想について（具体像）]

[出典] 内閣府地方創生推進事務局「「スーパーシティ」構想について」
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序論

愛知県では、平成 19 年に「あいちＩＴプラン２０１０」を作成し、情報通信基盤を
活用して、ＩＴの利便性を実感できる社会の実現を目指してきました。また、愛知県
を事務局として平成 15 年に設立されたあいち電子自治体推進協議会が主体となり、参
加地方公共団体が共同利用できる電子申請・届出システム等を導入し、各地方公共団
体が個別にシステムを導入する場合よりも、開発費や改修費用等のコストを抑える取
組を行っています。

序論

その後、平成 23 年の「あいちＩＣＴアクションプラン２０１５」を経て、平成 28 年
には、「２０２０年の『めざすべき愛知の姿』の実現に向けた取組、地域の諸課題に
対して、最新のＩＣＴの技術を積極的に活用していくための、ＩＣＴに関する総合指
針」として「あいちＩＣＴ戦略プラン２０２０」を策定しました。このプランでは、
「観光・交流拡大」、「産業革新」、「暮らし安心・安全」、「ＩＣＴ基盤強化」の
４つの視点から施策を展開し、あらゆるものがデジタル化・ネットワーク化された
「データ社会」に対応していくことが示されています。また、愛知県では、「あいち
ＩＣＴ戦略プラン２０２０」の計画期間終了に伴い、ＩＣＴを活用した社会の実現に
向けた、新たなプランの作成にも取り掛かっています。
[図８：戦略の方向性のイメージ]

[出典]愛知県「あいちＩＣＴ戦略プラン２０２０」
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①Society 5.0
内閣府は、科学技術基本法（平成７年法律第 130 号）に基づく第５期科学技術基本
計画（平成 28 年度から令和２年度まで）において、「Society 5.0」を目指すべき社
会として提唱しました。Society 5.0 とは、「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
両立する新たな未来社会（Society）」のことです。
今までの情報社会では、情報の解析を人間が行ってきたため、知識や情報が共有さ
れず分野横断的な連携が不十分であるという問題がありました。また、人間の能力的
な限界のため、あふれる情報から必要な情報を見つけて分析することに十分に対応す
ることが困難でした。Society 5.0 では、ＩｏＴ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、これらの課題や
困難を克服します。また、人工知能（ＡＩ）により、必要な情報が必要なときに提供
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が克服され、一人ひとりが快適に活躍できる社会となりま
す。
[図９：Society 5.0 で実現する社会]

[出典] 内閣府「Society 5.0（Ｗｅｂページ）」
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序論

②自治体クラウド
昨今の一般企業におけるクラウドサービスの普及に合わせ、地方公共団体が使用す
る行政事務システムにおいてもクラウドサービスの利用が増加しています。なかで
も、総務省は、複数の地方公共団体で共同運用するクラウドサービスを「自治体クラ
ウド」と定義し、自治体クラウドの導入を推進しています。

序論

他の地方公共団体と共同して同じシステムを使用するということは、これまで各地
方公共団体が行ってきた事務をシステムに合わせて変更する必要があり、一般的に自
治体クラウドの導入には一定のハードルがあります。しかしながら、自治体クラウド
を導入することにより、システムに要する経費、人的コストの削減だけでなく、情報
セキュリティの水準向上や災害時の業務継続性の向上を図ることができ、より質の高
い市民サービスが提供可能となります。
そのため、総務省は「世界最先端デジタル国家創造宣言」（平成 30 年６月閣議決
定）において、「平成 30 年４月時点で約 400 団体であった自治体クラウド導入団体数
を令和５年度末までに 1,100 団体にする」との目標を設定しています。

[図 10：自治体クラウドのイメージ]

[出典]総務省

用語の解説
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仕組み。
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仕組み。
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仕
組み。
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などを通
じて容易に利用（加工、編集、再配布など）できるよう、２次利用が可能な利用ルールが適用され、
機械判読に適したデータ形式で公開され、無償で利用できる公共データ（個人情報、公共の安全・秩
序の維持に支障を及ぼすもの、法人や個人の権利利益を害するおそれがあるものを除く。）。
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基本構想
１

基本理念
第６次大府市総合計画では、目指すべき将来都市像を「いつまでも

住み続けたい

サスティナブル健康都市おおぶ」と定めています。
第６次大府市総合計画でのＩＣＴに関する部分を担うべく策定する「大府市情報化
基本計画」は、その基本理念を次のとおり定め、第６次大府市総合計画の目指す将来
都市像の実現にＩＣＴという側面から貢献していきます。

ＡＩ、ＩｏＴ、クラウドサービス等の先端技術やビッグデータの活用によって、必
要なモノやサービスを、必要な人に、必要なときに、必要なだけ提供することができ
る「快適で質の高い生活」や、サイバー空間とフィジカル空間が高度に融合した「超
スマート社会」を実現するとともに、ＩＣＴを活用して地域が抱える様々な課題を解
決していくことで、「いつまでも

住み続けたい

サスティナブル健康都市おおぶ」

を実現することができますが、そのためには、組織的・計画的に各施策を推進してい
くことが必要です。
今後一層加速していくデジタル化の潮流の中、各施策を推進するに当たって、本計
画を様々な角度や柔軟な視点を持って、ＩＣＴを活用していくための指針とします。
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基本
構想

２

基本目的
第６次大府市総合計画は、基本構想の中で、「ひと」、「くらし」、「まち」、そ

して「みらい」の「４つの健康」に、それらを支える「健康都市経営」の視点を加え
た５つの領域を軸とした、分野横断的な連携による「健康都市」の実現を目指してい
ます。
ＩＣＴ化は、この「健康都市経営」に含まれており、一つの施策に留まらずに、全
ての施策を支えるひとつの手段・手法として、とても重要な位置を占めています。
第６次大府市総合計画の各施策をまとめ、ＩＣＴの活用を統一的に行うため、本計

基本

画では以下の３つの基本目的を掲げます。

構想
・市民サービスの利便性向上
・地域の活性化
・行政事務の最適化

①市民サービスの利便性向上
市民が満足する行政サービスを提供していくためには、価値観やライフスタイルの
多様化に対応していく必要がありますが、ＩＣＴの進化により、様々なニーズを捉
え、それらに応えることが可能な環境が整いつつあります。そこで、ＩＣＴを有効に
活用し、市民の利便性を追求した行政サービスを提供することを目的とします。

②地域の活性化
本市が標榜する「健康都市」を実現するためには、ＩＣＴを行政事務の観点でのみ
活用するのではなく、未来を見据えつつ、地域でも活用していくことが必要です。行
政と地域での様々な情報の共有を進めることで、地域の課題が自発的に解決されるこ
とも期待されます。そこで、ＩＣＴを活用することで、地域が活性化し、生活が豊か
になることを目的とします。

③行政事務の最適化
本市では、計画的にＩＣＴ化を進めてきた結果、多くの行政事務をシステム化して
きました。しかし、ＩＣＴは日々進化するため、構築した仕組みが常に最適な仕組み
とは限りません。働き方改革による業務の在り方の変化や、広域での連携も視野に入
れつつ、効果的・効率的な事務の進め方を常に検討し、行政事務を最適な状態で維持
していることを目的とします。
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３

基本方針

（１）デジタルトランスフォーメーションの推進
データを収集・活用した最適なサービスの提供や、ＩＣＴを使った多くのサービス
の利用が、私たちの生活のあらゆる場面に、当たり前のように浸透してきています。
そのような時代の中、ＡＩ・ＩｏＴといった技術によって、私たちの生活が圧倒的
に便利になるとともに、既存のビジネス構造を変革し、新しい価値を生み出す「デジ
タルトランスフォーメーション」が世界中あらゆる分野で進展しています。ＩＣＴの
徹底的な活用は、行政の仕組みそのものの変革につながります。そこで、行政分野の
システムだけでなく、社会全体を最適なシステムへ変革する「デジタルトランスフォ

基本

ーメーション」を推進することを念頭に置いて、大府市情報化基本計画の基本方針を

構想

定義します。

（２）４つの基本方針
ＩＣＴの活用は、単に業務の効率化、システム化を意味するのではなく、行政経営
の技術戦略を担い、新たな付加価値を創造する重要なファクターになります。そのた
め、ＩＣＴを効果的に活用するためには、一定の方向性を示しておく必要がありま
す。そこで、基本目的を達成するための道標として４つの基本方針を定義します。本
計画におけるこの基本方針は、今後の情報化施策の展開に対する基本的な考え方であ
るとともに、その基準を示すものです。

①サービスデザイン思考に基づくシステムの構築
今までのシステム導入は、事務の効率化に重点が置かれてきました。しかし、情報
通信技術が日々進化することで、実現可能なサービスレベルが上がり、より利用者の
目線に立ったサービスの提供が求められるようになっています。「市役所で書かなく
てもよい」、「市役所で待たなくてもよい」、「市役所に行かなくてもよい」など、
利用者の目線に立ったシステムの構築を目指します。

②市民協働による地域課題の解決
ＩＣＴの進化により、市民との協働をより推進できる社会的環境や、コンテンツの
整備が進んでいます。行政が保有している各種統計データやオープンデータ、ＡＩ等
の革新的な技術の活用を地域においても促進し、地域の生産性向上を図るとともに、
市民生活に密接に関わる地域課題の自発的解消を目指します。

③それぞれの特性に合ったデータの利活用
行政事務の範囲が広がり、様々なシステムを導入することにより、行政は膨大な量
のデータを保有することになりました。行政と事業者との共通プラットフォームの整
備なども視野に入れつつ、各種データを効率的に構造化するとともに、ビッグデータ
を多角的に分析・研究し、その有効活用を目指します。
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④積極的なＩＣＴの利活用
本市は、意欲的に情報化施策を推進してきたため、行政分野におけるＩＣＴ基盤は
非常に高いレベルで整備されており、そのＩＣＴ基盤のもと、最適な市民サービスの
提供を行っています。今後も、常に最適な市民サービスを提供していくために、情報
セキュリティの確保や、人的・財政的負担の軽減に留意するだけでなく、本市が中心
的な役割を担いながら、行政という枠組みにとらわれずに、全体的な視野を持ったＩ
ＣＴの積極的な導入・利活用を目指します。

基本
構想

用語の解説
サービスデザイン思考：サービスを利用する際の利用者の一連の行動に着目し、サービス全体を設計する
考え方のこと。
共通プラットフォーム：ハードウェアの違いやＯＳの違いを吸収し、ソフトウェア開発者やユーザーに利
用しやすい環境を提供するもの。
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基本計画
ＩＣＴを活用して、本計画で掲げた３つの基本目的を達成するには、それぞれの基
本目的に対して、何をすればいいのかを取りまとめ、それぞれの現状・具体的な方
針・スケジュールについて明らかにする必要があります。
そこで、情報化施策を体系的に明らかにするために、次の４つの施策を策定しま
す。

・ＩＣＴを活用した市民サービスの提供
・ＩＣＴを活用したまちづくり

基本

・ＩＣＴを活用した行政事務の最適化
・ＩＣＴを活用するための基盤づくり

計画

（１）ＩＣＴを活用した市民サービスの提供
市民の価値観やライフスタイルが多様化するに伴い、市が提供する市民サービスの
在り方にも変化が求められてきました。そのため、行政は常に進化するＩＣＴを把
握・活用し、市民がＩＣＴの恩恵を享受できる環境や、利用者の利便性を向上させる
市民サービスを提供できる環境を整えることを目的とし、各情報化施策を推進してき
ました。
しかし、「市役所」という場所や時間にとらわれずに、24 時間 365 日提供する市民
サービスや、各種申請の手続を電子化した、市民に負担を与えず効率的に提供する市
民サービスは、行政が提供している市民サービス全体から見ればごく一部でしか実現
していません。
最近では、国が中心となって、ＩＣＴを活用して、市民サービス全体の効率化と利
便性の向上を加速させることを提唱しています。あらゆる市民サービスが、場所や時
間にとらわれずに市民本位で提供される時代は、すぐ目の前に来ています。
統一的な視野を持って、ＩＣＴを柔軟に導入していくことは当然に必要ですが、今
後、ＩＣＴを活用した質の高い市民サービスを提供していくために、「いつでも、ど
こでも、簡単に」という意識を持ち、常に利用者目線に立ったシステムを構築してい
きます。
また、本市の特色である健康分野については、既に様々な主体と連携し、その成果
を挙げていますが、その効果をより大きなものにするために、今後も積極的にＩＣＴ
を活用していきます。
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（２）ＩＣＴを活用したまちづくり
市民のより健康的で豊かな生活の実現のためには、行政事務のＩＣＴ化だけでな
く、地域のＩＣＴ化も必要でした。そのため、第５次大府市総合計画の計画期間で
は、地域情報化計画を策定し、市民に行政の情報を効率的に提供するために、防災行
政無線などのインフラ整備だけでなく、学校におけるＩＣＴ教育や公民館講座などに
よる情報リテラシーの向上なども行い、地域のＩＣＴ化を推進してきました。また、
「持続可能なまちづくりに関する包括連携協定」をソフトバンク株式会社と締結し、
ＩＣＴの活用による社会課題の解決、地域の活性化等を目指しています。
市民が使用するインターネットについては、主に通信業者等がインフラ整備を進
め、令和２年度版情報通信白書によると、愛知県でのインターネット利用率は 91.3％
となっており、高い水準で推移しています。また、そのうち最も多く使われている機
器はスマートフォンとなっています。このスマートフォンを始めとした携帯端末が世

基本
計画

代を越えて広く利用され、既にインターネットは生活になくてはならないものになっ
ています。行政と事業者が継続的に行ってきたソフト面・ハード面の整備によって、
全ての人々がＩＣＴの恩恵を享受できる環境が整えられつつあるのです。
しかし、市民・地域からの情報を迅速・的確に受信する体制や、行政が発信する情
報を市民・地域が容易に入手し、効果的に活用できるような手段は未だ模索中の分野
です。
ＩＣＴを活用して行政情報の公開や双方向の情報交流を積極的に行っていくこと
は、市民・地域・事業者等が共に手を取り合い、より暮らしやすいまちづくりを行う
ことにもつながります。小学校や中学校でＩＣＴ教育を積極的に進めることは、ＩＣ
Ｔに精通しつつ高いモラルを持った人材を育成することにつながります。また、公民
館等におけるＩＣＴに関する講座の開催は、幅広い世代の情報リテラシーの底上げに
つながります。全ての世代におけるＩＣＴの活用が地域の活性化を実現するのです。
そこで、ＩＣＴによるまちづくりのために、包括連携協定を活用するとともに、行
政・市民・地域・事業者等との情報の交流を進め、行政を開かれたものとして、行政
に参加する機会を推進し、共有した情報を有効に活用できる基盤の整備を行います。

（３）ＩＣＴを活用した行政事務の最適化
常に変化し続ける社会情勢の中、市民に質の高いサービスを提供していくために
は、事務を電子化・効率化し、膨大なデータを整理していくことが必要でした。その
ため、本市では情報化施策を計画的に推進し、基幹系業務システムだけでなく、クラ
ウドサービスも含めた様々なシステムを導入し、そのシステムを効果的に使用するた
めのネットワークや各種端末などの情報通信機器を整備してきました。これまで、費
用対効果が明確な事務に対して行ってきたシステム化や、事務の省力化のためにＲＰ
Ａといった技術を導入してきた結果として、処理時間の短縮、事務の正確性の確保、
人件費の削減等の成果を挙げています。
務
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しかし、今後増加していく行政事務に対して、十分な対応を行うためには、効率化
のため単純に事務をシステム化するのではなく、事務フローの見直しを行い、当該事
務をスリム化していかなくてはなりません。事務本来の目的に向かうため、新型コロ
ナウイルス感染症の流行が契機となった働き方改革にも留意しつつ、抜本的に事務フ
ローを見直すＢＰＲの発想も必要なのです。
また、現在の行政事務は、市単独で整備していく形から、クラウドサービスの利用
や共同利用化への移行が求められています。これまで進めてきたＩＣＴ化もその事務
の在り方を見直す時期に来ているのです。そのためには当然として、様々な圏域を巻
き込んだ広域連携も視野に入れなければなりません。
そこで、行政事務のスリム化・広域化だけでなく、新型コロナウイルス感染症の流
行のような想定外の事態にも柔軟に対応できるように、ＩＣＴを活用した仕組みの最
適化を図っていきます。

（４）ＩＣＴを活用するための基盤づくり
ＩＣＴを十分に活用するためには、情報通信機器やネットワーク機器といったイン
フラの適切な整備は必要です。しかし、行政内部にのみ視点を置いていてはＩＣＴの
十分な活用はできません。市がイニシアチブを取り、関係する組織や事業者と連携し
つつ、大きな視点でＩＣＴを活用していく必要があります。また、ＩＣＴを活用する
ために必要な基盤はインフラだけではありません。
行政が保有する情報は加速度的に増え続けています。その情報を適正・安全に管理
するために、情報セキュリティレベルを高い水準で確保し、リスクに備える必要があ
ります。そのため、本市では、情報セキュリティに関する各種規程を整備し、情報セ
キュリティインシデントが発生しないように万全の体制を敷いています。しかし、情
報セキュリティに対する新しいリスクは日々発生しているため、最新の状況を常に把
握し、対応していかなくてはなりません。
今まで推進してきた情報化施策を更に効果的にするためには、システムや情報を十
分に使いこなす人材が必要であったため、情報化推進員を始めとした組織のＩＣＴ化
を推進する職員に各種研修を行ってきました。ＩＣＴを活用するために必要な基盤
は、機器などのハードばかりでなく、それを使う人材や安全を確保する情報セキュリ
ティ対策も含まれるのです。
ＩＣＴを用いたシステムは、あくまで手段の一つであり、その導入自体が目的では
ありません。ＩＣＴの導入により効率化した時間により、窓口での応対の向上など
「人」にしかできない事務の質を高めていくことが重要なのです。「人と人とのコミ
ュニケーション」が深まることが、真のＩＣＴの効果です。
そこで、最新のＩＣＴを常に把握し、インフラ環境といったハード面や、様々な種
類のシステム等ソフト面に関する効率化を推進することだけではなく、全ての情報化
施策に共通して、情報セキュリティのレベルを高く維持するとともに、ＩＣＴを支え
る基盤である「人」の育成も図っていきます。
用語の解説
ＢＰＲ：業務本来の目的に向かって既存の組織や制度を抜本的に見直し、プロセスの視点で、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。「Business Process Re-engineering」の
略。
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（１－１）サービスの高品質化
ライフスタイルの多様化が進む中、ＩＣＴを活用し、利用者に便利な仕組みを構築
することで、行政サービスの提供方法を多様化し、市民の利便性を向上します。

（１－１－①）デジタル化の推進
現状
○窓口における各種手続は、原則として申請書の記入が必要です。
○デジタル手続法では、デジタル化の基本原則として「デジタルファースト」、「ワ
ンスオンリー」及び「コネクテッド・ワンストップ」を掲げています。

基本

課題
○窓口での滞在時間が長くなることがあるため、様式の統一化や、ＩＣＴを用いた申
請方法等を検討し、滞在時間の短縮を図る必要があります。
○申請をする人が、類似の書類の記入や、同じ添付書類を複数用意しなくてもよい環
境を構築する必要があります。

目標
○サービスレベルの向上のため、ＩＣＴを活用した各種手続の見直し等により、窓口
での滞在時間を短縮します。
○「デジタルファースト」、「ワンスオンリー」及び「コネクテッド・ワンストッ
プ」による手続を増やします。

情報化施策の方向性
○インターネット経由又は窓口に設置したタブレット型端末等からの入力で申請が可
能な、窓口案内システムの導入を検討します。
○「デジタルファースト」、「ワンスオンリー」及び「コネクテッド・ワンストッ
プ」について、調査・研究を行います。

評価指標

現状値

目標値

「市役所の行政サービスに満足している」市民の割合

42.8％

50.0％

具体的な取組
○市民課での転入転出手続について、窓口案内サービスの実証実験を行い、段階的な
導入を検討します。
○庁内横断的な手続が円滑に進むように、窓口案内サービスの拡大を検討します。
○「デジタルファースト」、「ワンスオンリー」及び「コネクテッド・ワンストッ
プ」の実施に向けた調査・研究を行います。
※現状値は直近のデータを掲載し、目標値は令和 12 年度に達成を目指す値を示しています。
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（１－１－②）多様な主体との連携
現状
○知多北部広域連合、国民健康保険団体連合会、あいち電子自治体推進協議会などと
ＩＣＴによる連携をしています。
○ソフトバンク株式会社とＩＣＴに関する包括連携協定を締結しています。
○おぶちゃん連絡帳を使用し、医療・介護の在宅療養に関わる情報を利用者と多職種
間で共有しています。

課題
○制度改正等を理由とした、関係機関との情報連携に係るシステム改修に必要なコス
トを低減する必要があります。
○本市のＩＣＴを活用した取組を一層進めるため、事業者等との連携を進める必要が

基本
計画

あります。
○ＩＣＴを活用した医療と介護の連携ツールの利便性を向上する必要があります。

目標
○関係機関との情報連携を円滑にし、制度改正等に対して低コストでスムーズな対応
を行います。
○事業者等と地方公共団体のニーズをマッチングし、最適な連携を行います。
○全世代、全対象型の地域包括支援体制を構築し、サスティナブルな地域共生社会を
実現します。

情報化施策の方向性
○中間標準レイアウトの採用などにより、システム間の円滑な連携を目指します。
○それぞれのフェーズに応じた事業者等との連携の可能性を検討します。
○おぶちゃん連絡帳の使用範囲の拡大を検討します。

評価指標

現状値

目標値

おぶちゃん連絡帳情報交換件数

2,708 件

3,700 件

具体的な取組
○税等基幹系業務システムの再構築に伴い、中間標準レイアウトを採用するなどし
て、各システム間の連携方法が最適化するように見直します。
○おぶちゃん連絡帳を活用し、医療機関、介護・障がいサービス事業所、家族、行
政、その他関係者が必要な情報を共有できる仕組みを検討します。
用語の解説
おぶちゃん連絡帳：市内在宅療養者を支援するために、医療・介護等の在宅療養に関わる情報を多職種間
でネットワークを構築し、連携を図る情報共有のためのツール。療養者一人ひとりに関わる支援機関
が、登録したパソコン等の端末から、Ｗｅｂ上の掲示板への書き込みや、画像の掲載をすることによ
り、訪問時の療養者の状態や、医師からケアに対する指示等についての情報連携を行う。
中間標準レイアウト：地方公共団体の情報システム更新に際し、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で、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。
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（１－１－③）キャッシュレス化の推進
現状
○市・県民税（普通徴収）、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税については、
コンビニエンスストア及びキャッシュレス決済での支払いが可能です。
○市・県民税（特別徴収）、法人市民税については、地方税共通納税システムを利用
した支払いが可能です。

課題
○４税以外についても、コンビニエンスストアでの支払いや電子マネーを使ったキャ
ッシュレス決済による支払いについて、検討する必要があります。
○地方税共通納税システムにおけるキャッシュレス決済についての動向に注視する必
要があります。
○市民の利便性の向上のため、証明書等の発行手数料、施設使用料等について、キャ
ッシュレス決済での支払いが可能かどうか検討する必要があります。

目標
○市民の利便性向上や窓口業務の効率化等のため、コンビニエンスストアでの支払い
やキャッシュレスによる決済が可能な手続を拡大します。

情報化施策の方向性
○４税以外について、コンビニエンスストアでの支払いの可能性を検討します。
○各税目について、クレジット決済、ＱＲコード決済などのキャッシュレス決済の可
能性を検討します。また、地方税共通納税システムで利用できる対象税目や収納方
法の拡大に対応していきます。
○窓口における、証明書発行手数料、施設使用料等のキャッシュレス決済の可能性を
検討します。

評価指標

現状値

目標値

現年度賦課分徴収率

99.8％

100％

具体的な取組
○スマートフォンなどを利用したキャッシュレス決済による電子納税を推進します。
○各種手続における手数料等のキャッシュレス決済について、導入を検討します。
用語の解説
電子マネー：デジタルデータ化された貨幣。ＩＣカードに情報を書き込みクレジットカードのように利用
する形態（ＩＣカード型電子マネー）、インターネット上でデータとして流通する形態（ネットワー
ク型電子マネー）及びプリペイドカード型電子マネーがある。
地方税共通納税システム：全ての都道府県・市区町村へ、自宅等のパソコンから電子納税できる仕組み。
キャッシュレス決済：財やサービスの対価の支払い手段として、物理的なキャッシュ(現金)である紙幣や
硬貨ではなく、クレジットカードや電子マネーなどによる電子的な決済手段を用いること。
ＱＲコード：２次元バーコードの一種で、モザイク状の四角いドットで作られている。1 方向だけでしか
情報を記録できないバーコードに対して、ＱＲコードは、縦、横２方向に情報を持つことで、記録で
きる情報量を飛躍的に増加させている。
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（１－２）サービス提供環境の整備
多様な市民ニーズを的確に把握し、施策に反映させるための情報収集や分析を行う
とともに、ＩＣＴを活用した行政サービスを提供するための環境を整備します。

（１－２－①）市民ニーズの把握
現状
○隔年で市民意識調査を行っています。
○「市長への手紙」等で市民の意見を集めています。
○愛知県共同の総合案内システム（ＡＩチャットボット）を導入しています。

課題
○増加傾向の外国人を始め、多様化する市民の声を把握し、最適な市民サービスを提

基本
計画

供するため、より多くの意見を集める必要があります。
○より気軽に市民が市に提案ができるような環境を構築する必要があります。
○データ管理の一元化や情報共有により、収集した情報をより効率的に活用する必要
があります。

目標
○ＩＣＴを活用し、広聴手段を広く確保することで幅広く市民ニーズを捉えます。
○収集した情報を的確に管理・分析し、効率的な意見の集約と効果的な施策への反映
を実現します。

情報化施策の方向性
○市民ニーズを広く捉えるため、ＩＣＴの利用を推進します。
○市公式Ｗｅｂサイトのアクセス分析、総合案内システム（ＡＩチャットボット）に
よるニーズ分析等を行います。
○行政経営支援システムで市民ニーズを一元管理し、情報を共有・分析できる仕組み
を構築します。

評価指標

現状値

目標値

「市民意見の市政への反映に満足している」市民の割合

31.8％

30.0％

具体的な取組
○情報の双方向性を確保するためにＩＣＴを利用し、広聴機能の充実を図ります。
○市民ニーズに関する情報の蓄積に合わせ、行政経営支援システムにおける広聴機能
を最適化します。
○総合案内システム（ＡＩチャットボット）等を活用し、市民ニーズの収集・分析を
行います。
用語の解説
ＳＮＳ：インターネットを介し、ユーザー同士が集まり、新たな人脈作りやコミュニティを形成するサー
ビスの総称。「Social Networking Service」の略。
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（１－２－②）相談体制の充実
現状
○相談は相談窓口ごとに行い、相談内容の管理も部署ごとで行っています。
○多言語での相談に対応するため、タブレット型端末を導入し、インターネット回線
を使ってオペレーターを介した翻訳サービスを行っています。また、携帯型音声翻
訳機を市庁舎、保健センター、保育園、小学校及び中学校に配置しています。

課題
○相談内容のうち、必要な情報を効率的に共有する仕組みを構築する必要がありま
す。
○総合案内システム（ＡＩチャットボット）の精度を向上し、より効率的な案内を可
能にするには、膨大なデータを蓄積する必要があります。

基本

○携帯型音声翻訳機を適切な場所に配置していく必要があります。

計画

目標
○ＩＣＴを活用して、市民がストレスなく相談ができる環境を構築します。
○ＩＣＴを活用して、必要な情報の共有を図ります。

情報化施策の方向性
○総合相談窓口等について、ＩＣＴによる効率化を図ります。
○外国人が日本人と同じ水準でサービスを享受できるように、外国人総合窓口「ウェ
ルサポ」を活用するとともに、多言語対応に必要な翻訳機等を適正に配置します。
○総合案内システム（ＡＩチャットボット）、各種アンケート、市民要望等の情報を
効果的に組み合わせて活用します。

評価指標
「困ったときに相談できる人・機関の充実に満足して
いる」市民の割合

現状値

目標値

38.8％

40.0％

具体的な取組
○携帯型音声翻訳機の最適な配置を行います。
○消費生活相談システムの接続形態を更新します。
○市民の様々な疑問が迅速に解消するように、総合案内システム（ＡＩチャットボッ
ト）の対象分野の拡大を検討します。
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（１－２－③）サービス提供場所の多様化
現状
○マイナンバーカードを利用した各種証明書（住民票の写し、印鑑登録証明書、全
部・個人事項証明書・戸籍の附票の写し）について、コンビニエンスストアで証明
書発行サービスを行っています。
○住民票の写しの交付の請求等 40 種類以上の申請について、市公式Ｗｅｂサイトか
ら電子申請をすることができます。

課題
○コンビニエンスストアでの証明書発行サービスの利用を推進する必要があります。
○市役所への来庁が困難な方のために、インターネットを利用した各種申請を充実さ

基本
計画

せるとともに、電子で申請して電子で完結する仕組みを構築する必要があります。

目標
○市役所に訪れることなく、各種申請が可能になるような環境を構築します。
○オンライン化を優先的に取り組むべき手続と、その方策を決定します。

情報化施策の方向性
○コンビニエンスストアでの証明書発行サービスがより活用されるように誘導手段を
検討します。
○インターネット上で手続等が可能になるように、電子申請やマイナポータルの利便
性の向上を検討します。

評価指標
オンライン化済みの行政手続におけるオンライン申請
数の割合

現状値

目標値

54.2％

65.0％

具体的な取組
○マイナポータルから申請できるワンストップサービスの対象分野や手続の拡大を推
進します。
○所得課税証明書（市・県民税）等を始めとした、コンビニエンスストアでの証明書
発行サービス対応手続の拡充を検討します。
○行政サービスの提供場所の増加のため、キオスク端末（マルチコピー機）の導入を
検討します。

用語の解説

マイナポータル：マイナンバー制度で、個人ごとに設けられるポータルサイトの名称。行政機関が保有す
る自分の特定個人情報の内容やそのやりとりの記録、自分への通知等をパソコンや携帯端末を利用し
て閲覧できる。情報提供等記録開示システム。
キオスク端末：店舗や公共施設、鉄道駅などに設置される自立式の小型の情報端末。
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（１－２－④）マイナンバーカードの普及・活用
現状
○マイナンバーカードの交付枚数率は、令和２年９月末時点で 22.0％です。
○産業文化まつり等のイベントでのマイナンバーカードの申請補助や、平日にマイナ
ンバーカードの受取りができない方のための日曜日臨時開庁を行っています。
○マイナンバーカード取得支援のため、オンライン申請専用端末を導入しています。

課題
○マイナンバーカードの取得を積極的に推進する必要があります。
○平日に来庁できない方へのサポート及び交付機会の拡大を検討する必要がありま
す。
○マイナンバーカードの利活用シーンを検討する必要があります。

基本

目標

計画

○令和４年度中には、ほとんどの市民がマイナンバーカードを保有していることを目
指します。
○マイナンバーカードの健康保険証利用、子育て支援への活用等、利活用シーンを拡
大します。
○マイナンバーカードの活用により、事務を効率化し、業務量を削減します。

情報化施策の方向性
○イベント等でのマイナンバーカードの申請補助や、出張申請サポートを行います。
○マイナンバーカードの申請の仕方がわからない方への申請サポート及び周知を図り
ます。
○手続の簡素化のため、独自利用を含めたマイナンバーカードの活用シーンを検討し
ます。

評価指標

現状値

目標値

マイナンバーカード交付枚数率

22.0％

92.6％

具体的な取組
○窓口における申請サポート体制の強化、ポスターによる周知、出張申請受付などマ
イナンバーカードの普及啓発を継続して行います。
○マイナンバーカードの多機能化を含めた活用方法を研究します。
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（２－１）地域の情報活用
市の魅力を広くＰＲするために、ＳＮＳなどのツールを使用して情報を発信すると
ともに、地域が抱える様々な課題を解決するためのオープンデータなどによる情報提
供の充実に向け、各情報化施策に取り組みます。

（２－１－①）データ利活用型のまちづくりの推進
現状
○市民は、地域の回覧板等を用いて情報を共有しています。
○市公式Ｗｅｂサイト、ＳＮＳ、広報おおぶ、同報無線、一括配信メール、ケーブル
テレビ等で行政情報を発信しています。

基本
計画

課題
○情報の双方向性をより高い水準で確保する必要があります。
○市民に対する、行政情報の提供方法を拡充する必要があります。
○多様な情報発信ツールが存在しているため、行政として最適な情報発信ツールを選
定する必要があります。

目標
○総合案内システム（ＡＩチャットボット）やＳＮＳ等による情報の双方向性を確保
します。
○市民がデータを利活用できるように、必要な情報を正確かつタイムリーに発信しま
す。

情報化施策の方向性
○ＩＣＴを活用し、情報配信や情報共有を効率的に行う方法を検討します。
○誰でも必要な情報を取得できるように、市公式Ｗｅｂサイト等の多言語対応を継続
して行います。
○音声操作や簡易な文字のやりとりのみで市政情報を取得できる仕組みを検討しま
す。

評価指標

現状値

目標値

インターネット多言語情報提供数

130 頁

60 頁

具体的な取組
○市公式Ｗｅｂサイトで、新たな多言語自動翻訳対応を行い、行政情報を広く提供し
ます。
○市民と行政との効率的な情報共有の方法を検討します。
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（２－１－②）オープンデータの推進
現状
○国の「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」において、「公共データの民間開放（オープ
ンデータ）の推進」が重要な施策として位置付けられています。
○市公式Ｗｅｂサイトで、一部のデータをオープンデータとして公開しています。
○オープンデータを前提として、情報システムや業務プロセス全体の企画、整備及び
運用を行う「オープンデータ・バイ・デザイン」の考え方が示されています。

課題
○オープンデータの有用性や活用方法に対する理解度を深める必要があります。
○公開するデータの種類、事業者の活動に資するデータを増やす必要があります。

目標
○行政の透明性や業務の効率化のため、オープンデータを推進します。
○事業者や市民が必要とするデータをオープンデータ化することで、地域課題解決に
つなげます。
○オープンデータ・バイ・デザインの考え方に基づいた業務システムを構築します。

情報化施策の方向性
○統合型地図情報システム等の更新時に、オープンデータ・バイ・デザインの考え方
に基づいた仕組みの構築を検討します。
○オープンデータの公開に関するガイドラインを作成するとともに、データの整理を
行い、公開するデータを増やします。

評価指標
オープンデータの数

現状値

目標値

３データ

14 データ

具体的な取組
○オープンデータガイドラインを作成するとともに、オープンデータ化を推進しま
す。
○オープンデータ・バイ・デザインについての考え方や方向性を検討します。

用語の解説
オープンデータ・バイ・デザイン：公共データについて、オープンデータを前提として情報システムや業
務プロセス全体の企画、整備及び運用を行うこと。
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（２－１－③）シティプロモーションの推進
現状
○本市の魅力を市内外に伝える情報発信ツールとして、Facebook、Instagram、LINE
及びYouTubeを利用しています。
○本市の魅力を市内外に伝える手段として、様々な動画を作成しています。作成した
動画は、動画配信サービスにアップロードし、市関連Ｗｅｂサイト等に掲載して情
報発信しています。
○本市には、ぶどう、梨、木の山芋などの特産品や、大倉公園茅葺門や明神樋門など
の登録有形文化財など、魅力あるものが数多く存在します。
○観光案内や物産ショップの中心として、大府市健康にぎわいステーション「ＫＵＲ
ＵＴＯおおぶ」を運営しています。

基本
計画

課題
○第６次大府市総合計画で目標とする10万人都市を実現するために、どのようにシテ
ィプロモーションを進めるかを検討する必要があります。
○大府市に興味を持つ人や、大府市を訪れる人が増加するように、本市の魅力をＰＲ
する必要があります。

目標
○効果的なシティプロモーションを行います。
○大府市の認知度を高めます。

情報化施策の方向性
○ＳＮＳや YouTube 等の積極的な活用等、シティプロモーション効果を高める手法・
戦略を研究します。
○多様化する情報発信ツールの特性を生かし、ターゲットに合わせた効果的な情報発
信を行います。

評価指標

現状値

目標値

地域ブランド調査における大府市の認知度

20.9 点

25 点

具体的な取組
○効果的なシティプロモーションを研究し、推進します。

用語の解説
シティプロモーション：市民の自地域に対する愛着度、地域の売り込みや地方公共団体の知名度の向上等
を目的とした取組のこと。
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（２－２）地域の活性化
ＩＣＴを活用した地域の活性化を図ります。また、ＩＣＴに必要な環境を整備する
ため、地域で活動する人材や団体の育成、情報リテラシーの向上を図ります。

（２－２－①）地域団体への支援
現状
○公民館や大府市民活動センター「コラビア」等で、様々な団体が活動を行っていま
す。
○大府市民活動センター「コラビア」で、市民活動支援を目的としたＷｅｂサイトを
運営しています。
課題
○地域、市民団体が活動しやすくなるように、ＩＣＴを使った環境を整備する必要が
あります。
○市民活動が一層活発になるような、Ｗｅｂサイトを活用した仕組みを検討する必要
があります。
目標
○地域、市民団体が活動しやすくなるように、公共施設に必要な通信環境を整備しま
す。
○市民団体の活動が活発になるように、Ｗｅｂサイトを使った団体間の情報共有を促
進します。

情報化施策の方向性
○大府市民活動センター「コラビア」における公衆無線ＬＡＮを継続的に稼働すると
ともに、公民館に必要なＩＣＴ環境を引き続き検討します。
○市民団体の活動が一層活発になるように、Ｗｅｂサイトの利用を促進します。

評価指標
市民活動マッチング件数

現状値

目標値

31 件

40 件

具体的な取組
○大府市民活動支援サイトの、より効果的な運用方法を検討します。
○公民館などの公共施設での災害時以外における公衆無線ＬＡＮの活用方法を研究
し、導入を検討します。

用語の解説
公衆無線ＬＡＮ：無線ＬＡＮを無料で使えるようにしたサービスのこと。
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（２－２―②）若者、高齢者等への支援
現状
○義務教育の段階から情報通信機器を使用しているだけでなく、全世代的にスマート
フォン等も広く普及しています。
○ＳＮＳやソーシャルゲーム等が広く普及しています。
○スマートフォンの普及等により、パソコンの世帯保有率は減少傾向にあります。

課題
○若者や高齢者の積極的な社会参加を促す必要があります。
○スマートフォン等に依存しない環境を構築する必要があります。
○ＳＮＳ等の普及により、不特定多数の人とのコミュニケーションが容易になったた

基本
計画

め、利用者はＳＮＳ等を利用することで発生するリスクに備える必要があります。

目標
○ＩＣＴの活用により、若者や高齢者等の積極的な社会参加を促します。
○情報リテラシーの向上を図ります。

情報化施策の方向性
○駅周辺のにぎわいづくりのため、ＩＣＴの活用を検討します。
○ＩＣＴを活用した社会参加の仕組みを検討します。
○インターネットを介したハラスメントや危険性、ＩＣＴのメリットやデメリットに
ついて学ぶ機会を提供します。

評価指標
地域・社会活動に参画した高校生・大学生の延べ人数
（市及びコミュニティ事業）

現状値

目標値

800 人

1,500 人

具体的な取組
○大府駅前・共和駅前へ公衆無線ＬＡＮを設置します。
○若者、高齢者等の社会参画が進むように、ＩＣＴを活用します。

用語の解説
ソーシャルゲーム：主にパソコンや携帯電話のＳＮＳで提供されるゲームの総称。ソーシャルアプリケー
ションの一種。ＳＮＳを通じて複数のプレーヤーとコミュニケーションをとり、協力や競争をしなが
らプレイできる等、オンラインであることの特性を生かしたものが多い。
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（２－２－③）ＩＣＴによる学校教育の支援
現状
○情報活用能力の育成のためプログラミング教育を既に行っていた中学校に加え、令
和元年度から、小学校でもプログラミング教育を行っています。
○校内ネットワーク（校内無線ＬＡＮ）を構築し、電子黒板等も整備することによ
り、タブレットを授業に十分に活用できる環境を整備しています。
○大府市適応指導教室「レインボーハウス」に遠隔授業を行える環境を構築していま
す。また、持ち帰り学習ができる環境も構築しています。

課題
○文部科学省のＧＩＧＡスクール構想も視野に入れつつ、本市におけるＩＣＴ教育の
在り方を研究し、タブレット端末の適正配備を始めとした、より高い水準のＩＣＴ
環境を整備する必要があります。
○ＩＣＴを活用し、より高度な教育を行っていく必要があります。
○本市が目指す学習の在り方を実現するためのネットワーク構成を検討する必要があ
ります。

目標
○学校におけるＩＣＴ環境を常に最新の状態にするとともに、高い水準で維持しま
す。
○児童生徒が、情報活用能力や情報セキュリティに関する正しい知識やＩＣＴを正し
く活用するための良識・マナーを習得しています。

情報化施策の方向性
○⼩学校４年⽣以上の児童と中学校全学年の⽣徒に一人 1 台の割合で導入しているタ
ブレットや、授業で使用する電子黒板を適正な時期に更新します。
○センターサーバの更新時期を考慮し、最適なネットワーク構成を検討します。
○学校授業により、児童生徒の情報リテラシーの向上を図ります。

評価指標
基準に応じた教育用タブレットの整備率

現状値

目標値

100％

100％

具体的な取組
○児童生徒一人１台タブレット（⼩学校４年⽣以上の児童と中学校全学年の⽣徒）の
更新を基準に合わせて行います。
○タブレットによる自宅学習の拡充を検討します。
○セキュリティの確保に配慮しながら、センターサーバを更新します。

用語の解説
ＧＩＧＡスクール構想：全国の学校で義務教育を受ける児童生徒に、一人 1 台の学習者用パソコンやクラ
ウド活用を前提とした高速ネットワーク環境などを整備する５年間の計画をまとめたもの。
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（２－２－④）地域経済活性化の支援
現状
○マイキーＩＤの全国登録者数は、令和２年９月時点で 7,383 千人となっています。
○マイナンバーカード及びマイキーＩＤの取得計画を策定しています。
○マイナポイントを活用した消費活性化事業を行っています。

課題
○マイキーの取得を積極的に推進する必要があります。
○マイナンバーカード、マイキープラットフォームに対して、個人情報の漏えいを危
惧する意見が多くあります。
○マイナポイントなど、マイキーＩＤを活用できるサービスの増加を検討する等、イ

基本
計画

ンセンティブの見える化をする必要があります。

目標
○マイキーＩＤの活用により、地域の経済活動の活性化を図ります。

情報化施策の方向性
○マイキーＩＤの設定支援を行います。
〇市公式Ｗｅｂサイトなどにより、マイキーＩＤを活用した制度内容やメリットを広
くＰＲします。
○国の動向に注視しつつ、マイキーＩＤの利用に係るベネフィットを検討します。

評価指標

現状値

目標値

マイキーＩＤ設定数

698 件

1,100 件

具体的な取組
○マイキーＩＤの設定支援を継続して行います。
○国の動向に注視しながら、マイキーＩＤの利用に係るベネフィットを検討します。

用語の解説
マイキーＩＤ：マイナンバーカードのＩＣチップの中に搭載されている電子証明書を活用して、Ｗｅｂ上
に作成するＩＤのこと。
マイキープラットフォーム：マイナンバーカードのマイキー部分（ＩＣチップの空きスペースと公的個人
認証の部分で、国や地方公共団体といった公的機関だけでなく、事業者でも活用できるもの。）を活
用して、マイナンバーカードを公共施設や商店街等に係る利用者ＩＤ等各種サービスを呼び出す共通
の手段とするための共通情報基盤。
ベネフィット：製品やサービスを利用することで消費者が得られる有形、無形の価値のこと。
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（２－２－⑤）健康づくりの支援
現状
○大府市健康プログラムなどを積極的に行い、市民に自身の健康に関するデータをフ
ィードバックしています。
○市民の健康づくりのため、国立長寿医療研究センターと共同で様々な研究を行って
います。

課題
○市民の健康づくりのために、ＩＣＴを有効活用する必要があります。
○蓄積したデータをより有効に活用するために、多面的な分析を行う必要がありま
す。

基本

目標

計画

○ＩＣＴを活用して、市民が健康で快適な生活を送っています。

情報化施策の方向性
○国立長寿医療研究センター等が行う先進的な研究事業に協力することで、効果的な
取組を検証します。
○健康づくりに有効なデータを効果的・効率的に市民にフィードバックする方法を検
討します。

評価指標

現状値

目標値

「日頃から健康づくりに取り組んでいる」市民の割合

66.0％

75.0％

具体的な取組
○国立長寿医療研究センター等と協力し、健康づくりに関する研究を行います。
○市民の健康に関するデータのフィードバック方法を検討します。
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（２－２－⑥）ＩＣＴによる新たな価値の創造
現状
○ＩｏＴやＶＲ等を利用した各種サービスがリリースされています。
○令和元年度に文化の一つとして、世界中で参加者が急増している「e-sports」の体
験型イベントを、おおぶ文化交流の杜「allobu」で開催しました。

課題
○ライフスタイルが多様化する中、ＩＣＴを活用して市民の生活を豊かにしていく必
要があります。
○ＩＣＴのスキルを持った人が活躍できる場所を提供する必要があります。

基本
計画

目標
○ＩＣＴを活用し、安全で安心な暮らしや豊かさを実感できる暮らしを実現します。
○ＩＣＴ等専門技術を持った高齢者や障がい者の自己表現や活躍の場を提供します。
○事業者、団体等と協力し、市民が楽しめるＩＣＴの活用方法を提供します。

情報化施策の方向性
○高齢者や子どもの見守り支援にＩＣＴを活用することを検討します。
○公共施設にデジタルアート等ＩＣＴを使った新たな仕組みの導入を検討します。
○運転技術の確認や、認知症体験にＶＲを導入する等、ＩＣＴを活用した啓発を検討
します。
○e-sports 等のＩＣＴを使ったイベント等の開催を検討します。

評価指標
包括協定等を活用した、新技術の導入研究件数

現状値

目標値

１件

１件以上

具体的な取組
○高齢ドライバーの運転技能の向上支援を行います。

用語の解説
ＶＲ：コンピュータによって作られた仮想的な世界をヘッドマウントディスプレー(ＨＭＤ)と呼ばれる、
ゴーグル型のデバイス等を使用して、あたかも現実世界のように体感できる技術のこと。「Virtual
Reality」の略。
e-sports：コンピューターゲームやテレビゲームの種類の一つである対戦型ゲームをスポーツ競技として
楽しむ娯楽スタイルのこと。「Electric Sports」の略。
デジタルアート：主にコンピュータを使って作られた芸術作品のこと。
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（２－３）地域の環境整備
ＩＣＴを活用した地域の活性化のため、様々な環境整備を行います。

（２－３－①）地域の情報セキュリティレベルの向上
現状
○公民館での講座や消費生活講座等、情報セキュリティ意識の向上に資する講座を開
催しています。
○大府商工会議所が事業者向けにＩＣＴ関連セミナーを行っています。

課題
○市民がＩＣＴに関するリスクやトラブルを回避できるように啓発する必要がありま
す。
○情報セキュリティに関する知識を有し、リスクに対応できる人材を育成する必要が
あります。
○事業者向けの情報リテラシー向上の施策を検討する必要があります。

目標
○市全体の情報リテラシーを向上し、情報セキュリティのレベルを高めます。

情報化施策の方向性
○公民館講座等を活用し、地域の情報セキュリティ意識の向上を図ります。
○児童生徒に対するＩＣＴ教育の実施により、情報セキュリティ意識の向上を図りま
す。
○情報セキュリティレベルの向上のため、事業者との効果的な連携方法を検討しま
す。

評価指標
消費者トラブル対策講座回数

現状値

目標値

19 回

10 回

具体的な取組
○公民館で、市民向けの情報セキュリティ関連講座を行います。
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基本
計画

（２－３－②）デジタルデバイドの解消
現状
○令和２年度版情報通信白書によると、国全体のインターネット利用率は、89.8％と
なっています。また、端末別のインターネット利用率は、「スマートフォン」
（ 63.3 ％ ） が 最 も 高 く 、 「 パ ソ コ ン 」 （ 50.4 ％ ） 、 「 タ ブ レ ッ ト 型 端 末 」
（23.2％）の利用率を上回っています。
○愛知県におけるインターネット利用率は、全国平均の 89.8％と比較して 1.5 ポイン
ト高い 91.3％となっています。
○公民館等で、パソコン学習のための講座を開催しています。

課題
基本

○インターネット利用率は、13 歳～69 歳の各年代で９割を超えていますが、70 歳～

計画

79 歳では 74.2％、80 歳以上では 57.5％となっており、世代による利用率の差を解
消する必要があります。
○次々と新しい技術が開発されるため、常に新たな知識を習得する必要があります。

目標
○より多くの市民がＩＣＴの恩恵を享受できるような環境の構築を図ります。
○より多くの市民がＩＣＴを十分に使いこなすための技術を習得することを目指しま
す。

情報化施策の方向性
○ＩＣＴの知識を教えたい人と、知識を習得したい人をマッチングする市民講師企画
講座を引き続き活用します。
○事業者や地域人材（学生、ＰＴＡ、シニア等）、学校（パソコン教室）等のリソー
スを活用した学習機会の提供を図ります。

評価指標
生涯学習プラン重点講座実施回数

現状値

目標値

33 回

50 回

具体的な取組
○公民館で市民向けのＩＣＴ関連講座を行います。
○小中学校で、ＩＣＴ関連教育を行います。

用語の解説
市民講師企画講座：知識や技能、経験を地域へ還元するために、市民が自主的に企画運営する講座のこ
と。
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（２－３－③）地域のインフラ整備
現状
○市庁舎、大府市民活動センター「コラビア」、おおぶ文化交流の杜「allobu」、大
府市勤労文化会館「愛三文化会館」に公衆無線ＬＡＮを設置しています。
○同報無線で防災情報等を周知しています。
○知多メディアスネットワーク株式会社が光回線化を完了しています。また、ローカ
ル５Ｇの活用方法を検証しています。

課題
○災害時には、情報を取得するための手段を複数用意しておく必要があります。
○５Ｇやローカル５Ｇなどの技術を活用し、地域のインフラ整備を推進する必要があ
ります。
○同報無線のデジタル化に対応する必要があります。

目標
○快適なＩＣＴ環境が提供できるように、地域のインフラ環境を整備します。
○災害時に、避難所で必要な情報が取得できるように、地域のインフラ環境を整備し
ます。

情報化施策の方向性
○大府駅前や共和駅前に公衆無線ＬＡＮを設置します。
○計画的に同報無線をデジタル化します。
○５Ｇやローカル５Ｇなどの新しい技術の活用方法を研究します。

評価指標

現状値

目標値

「快適な住環境の整備に満足している」市民の割合

50.1％

55％

具体的な取組
○災害時における複数の通信手段の確保のため、公民館などの避難所への公衆無線Ｌ
ＡＮの導入を検討します。
○同報無線の完全デジタル化を推進します。

用語の解説
５Ｇ：第五世代移動通信システムの略称で、携帯電話等の通信に用いられる次世代通信規格のひとつ。
ローカル５Ｇ：地域・産業のニーズに応じて地域の事業者や地方公共団体等が個別に利用できる５Ｇネッ
トワークのこと。通信事業者が全国で展開する均一な５Ｇの通信サービスに対して、ローカル５Ｇ
は、地域・事業者が主体となって、自らの建物内や敷地内といった特定のエリアで自営の５Ｇネット
ワークを構築・運用・利用することができる。
同報無線：災害情報等を伝達するための手段。公園、学校等 60 か所に屋外拡声子局（屋外スピーカー）
を設置、公民館等の公共施設等 68 か所に戸別受信機（屋内用小型受信機）を設置。
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（３－１）マネジメントの強化
行政事務を効率化するため、蓄積したデータを活用して、最適な行政運営に取り組
みます。

（３－１－①）データ基盤の強化
現状
○システム化した事務は、保有情報をデータベース化しています。
○国は、基幹システム等の円滑な導入や更新のために、中間標準レイアウトの採用を
提案しています。

基本

○ビッグデータと呼ばれる膨大なデータを蓄積しています。

計画

課題
○同種のデータが別々のデータベースで管理されており、データの登録・管理等の作
業が各部署で重複して発生しているため、効率的なデータ管理を行う必要がありま
す。
○システム更新時等を見据えて、データレイアウトの統一を検討する必要がありま
す。
○蓄積したデータを有効に活用する必要があります。

目標
○データの重複管理による事務量の増加を抑制します。
○データレイアウトの最適化を行います。
○効果的な事業の実施のため、必要なデータ分析を行います。

情報化施策の方向性
○データの更なる利活用のため、データ構造やデータレイアウトの最適化を検討しま
す。
○他の地方公共団体とのシステム共同利用を見据えて、中間標準レイアウトの採用を
検討します。
○目的に応じて、最適なデータ分析が行えるように、分析手法を研究します。

評価指標
中間標準レイアウト仕様準拠システム数

現状値

目標値

０システム

17 システム

具体的な取組
○統一的な中間標準レイアウトの導入を検討します。
○システムの内部開発時に、効率的なデータ管理を実現するためのデータ構造やルー
ルを再検討します。
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（３－１－②）ＰＤＣＡサイクルの機能強化
現状
〇主要事業、キックオフミーティング、実施計画、予算編成、実績報告、行政評価
等によるＰＤＣＡサイクルを構築して行政運営を行っています。
〇行政経営支援システム、公会計システム、ＦＭ営繕計画システム等を導入してい
ます。

課題
〇ＰＤＣＡサイクルにより、より効果的なマネジメントを行う必要があります。
〇実績数値等を客観的に判断することで、無駄のない行政経営を行う必要がありま
す。

基本

目標

計画

〇各施策の方向性を決定するに当たり、行政経営支援システム、公会計システム、
ＦＭ営繕計画等を有効に活用します。
〇実施計画や予算編成を行うに当たり、各システムに蓄積されたデータや、蓄積し
たデータから導き出されるシミュレーション結果を活用します。

情報化施策の方向性
○行政経営支援システムに、事業実績、市民からの要望、意思決定のための会議の
結果などの各データを蓄積し、施策や事務事業ごとに管理します。
○公会計システムやＦＭ営繕計画システム等の効果的な活用方法を検討します。

評価指標
施策評価における数値目標の達成割合

現状値

目標値

－

毎年度 70％以上

具体的な取組
○行政経営支援システムを継続的に活用します。
○財政状況を企業会計視点で明らかにする公会計システム等の連携方法を検討しま
す。
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（３－２）業務プロセスの効率化
事務の在り方や事務フローの見直しを視野に入れつつ、様々なＩＣＴを活用したシ
ステムの導入や再構築を行い、行政事務の最適化を行います。

（３－２－①）次世代インフラ・システムの整備
現状
○平成 30 年度に全庁的にタブレット型端末を導入するとともに、ＬＧＷＡＮ系ネッ
トワークに無線ＬＡＮを導入しています。
○大府市情報化基本計画や情報化実施計画に基づき、計画的にシステム化等を進めて

基本
計画

います。
○個人番号利用系ネットワークとＬＧＷＡＮ系ネットワークを分断しています。

課題
○導入した情報通信基盤について、技術革新や制度改正に対応する必要があります。
○システム関連に必要なコストを適切な範囲に抑制する必要があります。
○ネットワークの仕組みを再度見直す必要があります。

目標
○業務継続性や将来性を考慮し、計画的にシステム・情報通信機器を更新します。
○サービス水準を維持又は向上しつつ、コストを削減するシステム設計をします。
○ネットワーク構造の最適化を行います。

情報化施策の方向性
○省コスト、省スペース化のため、仮想化技術を使用した個人番号利用系端末とＬＧ
ＷＡＮ系端末の統合等により、職員への配布端末の構成を最適化します。
○社会情勢や情報化の動向に注視しながら、情報化実施計画を策定し、コスト低減や
業務効率化ができるよう計画的にシステム更新を行います。
○事務効率とコストのバランスを考慮しながら、ネットワーク強靭化による３層構造
の仕組みを見直し、最適な環境構築を検討します。

評価指標
新規導入システム数

現状値

目標値

６システム

４システム

具体的な取組
○国の動向に注視しながら、ネットワーク強靭化の仕組みを見直し、ネットワークの
再構築を行います。
○税等基幹系業務システムの更新に合わせて、標準準拠システムの導入を検討すると
ともに、個人番号利用系端末の仮想化検討及び導入方針を決定します。
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（３－２－②）ＢＰＲの推進
現状
○行政事務について、システム化による効率化を図っています。また、それぞれのシ
ステムは、市独自のカスタマイズを施しています。
○職種・職務に応じて、一人１台の端末を配布しています。
○ペーパーレス化の進展に伴い、プリンタを一部撤去しています。

課題
○システム化をする際に、事務フローの最適化を行う必要があります。
○事務を効率的に行うために、最適なＩＣＴ環境が整備されているかを検討する必要
があります。

基本

○ペーパーレス化を更に推進する必要があります。

計画

目標
○システム導入に当たっては、事務フローの見直しを行い、最適な導入形態を検討し
ます。
○端末配布基準を最適な状態で維持します。
○事務の見直しを行いながら、ペーパーレス化を更に推進します。

情報化施策の方向性
○システム更新の際に、自治体クラウド、共同利用方式等の採用によるスケールメリ
ットの効果を検討します。
○情報システム部門が中心となり、各課の業務のフローを見直し、システム構成や機
器構成が最適かどうか検討します。
○電子文書を用いた会議を推進するとともに、複合機やプリンタの最適な配置を検討
します。

評価指標
職種・職務に応じた端末整備率

現状値

目標値

100％

100％

具体的な取組
○税等基幹系業務システムの更新に合わせて、自治体クラウドの利用を検討します。
○職種・職務に応じた端末配布基準を変更し、事務の効率化を図ります。
○ペーパーレス化を推進するため、複合機の必要性を検討し、適正配置を行います。

用語の解説
ペーパーレス：報告書などの書類を電子的にやりとりし、紙を使用しないようにすること。
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（３－２－③）働き方改革
現状
○職員の体調管理等のため、緊急時、災害時及び電算処理上必要と認められる場合以
外は、22 時に端末の画面をロックしています。
○新型コロナ感染症の流行に伴い、Ｗｅｂ会議やテレワークの推進が求められていま
す。
○ＲＰＡやＡＩ－ＯＣＲを導入し、事務の効率化を進めています。ロボットは、基本
的に情報システム部門の職員が作成しています。

課題
○タブレット型端末の特性を生かしつつ、テレワークやＷｅｂ会議などを取り入れた

基本
計画

働き方を推進していく必要があります。
○それぞれの部署で行う業務において、省力化できる部分や、ロボット化できる部分
を検討し、事務の効率化を推進する必要があります。

目標
○多様に渡る働き方のなかで、本市に適した働き方を推進しつつ、事務効率を向上し
ます。
○ＩＣＴを活用した、効率的な働き方を実現します。

情報化施策の方向性
○シンクライアントなどの導入も視野に入れながら、自宅利用型テレワーク（在宅勤
務）やモバイルワークなどのテレワークの実施を検討します。
○事務フローの最適化を意識しつつ、ＲＰＡやＡＩ－ＯＣＲを活用して事務の省力化
を図ります。

評価指標
ＲＰＡロボット年間作成数

現状値

目標値

４システム

５システム

具体的な取組
○在宅勤務やサテライトオフィスなどのテレワークの導入を推進します。
○Ｗｅｂ会議の運用環境の拡大を検討します。
○働き方改革のため、端末利用時間の見直しを検討します。

用語の解説
シンクライアント：「薄い、少ない」という意味の「シン（Thin）」と、「クライアント（Client）」を
組み合わせた用語。クライアント端末の機能を最小限にし、アプリケーションやデータをサーバ側で
実行し、管理する仕組みのこと。
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（４－１）リスクマネジメント
情報セキュリティインシデントが発生しないような人的・物理的な情報セキュリテ
ィを確保し、リスクマネジメントを行います。

（４－１－①）自然災害リスクへの対策
現状
○市庁舎は免震構造を備えています。また、停電に備え、ＣＶＣＦ及び自家用発電装
置を実装しています。
○定期的にバックアップデータを遠隔地に保管しています。
○情報化ＢＣＰを各課の業務ごとに策定しています。

課題

基本

○大地震等の災害が発生した場合でも、市役所の機能が維持できるように、サーバ類
の損傷や、データの損失が発生しないような環境を構築する必要があります。
○不測の事態に対応できるように、業務を継続する必要があります。

目標
○市庁舎倒壊時等の事態に直面してもデータが失われないように、リスク回避しま
す。
○災害発生時等の円滑な業務継続のために、情報化ＢＣＰを最適化します。

情報化施策の方向性
○システムの入れ替え時に合わせて、自治体クラウド、データセンター、ＬＧＷＡＮ
-ＡＳＰなどの活用を検討します。
○ネットワーク切断時など不測の状況下でも的確に対応できるように、情報化ＢＣＰ
を最適化します。
○サーバ、ネットワーク機器、配線を冗長化して、災害に強い環境を構築します。

評価指標
情報セキュリティ内部監査時における情報化ＢＣＰ整
備率

現状値

目標値

100％

100％

具体的な取組
○市庁舎倒壊時等の事態に直面してもデータが失われないように、自治体クラウドや
データセンター等の利用を検討します。
○情報化ＢＣＰを常に最新の状態に維持します。
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用語の解説
リスクマネジメント：危機管理のこと。将来起こり得るリスクを想定し、リスクが起こった場合の損害を
最小限に食い止めるための対応のこと。
ＣＶＣＦ：停電時等にも安定的に電源を供給するための無停電電源装置（ＵＰＳ：Uninterruptible
Power Supply）のうち、特に交流電力を供給するための装置のこと。「Constant Voltage Constant
Frequency」の略。
情報化ＢＣＰ：業務に支障を来たし得る緊急事態が発生した際に、損害を最小限に抑えつつ業務を続行す
るための対応策のこと。「Business Continuity Plan」の略。
ＬＧＷＡＮ-ＡＳＰ：利用者である地方公共団体の職員に、ＬＧＷＡＮという非常にセキュアなネットワ
ークを介して、各種行政事務サービスを提供するもの。「Local Government Wide Area Network」と
「Application Service Provider」の略。

基本
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（４－１－②）情報セキュリティ対策の徹底
現状
○個人番号利用系ネットワーク、ＬＧＷＡＮ系ネットワーク及びインターネット系ネ
ットワークを分割・分断しています。また、インターネットについては、あいち情
報セキュリティクラウドを通じて接続しています。
○個人情報を扱う業務について、生体認証を導入し、情報セキュリティを高めていま
す。
○情報セキュリティポリシーを随時更新し、周知しています。

課題
○タブレット型端末等の紛失や、情報漏えいなどの情報セキュリティリスクに備える

基本

必要があります。
○常に発生する新たな情報セキュリティリスクに適切に対応する必要があります。

目標
○情報セキュリティの運用体制を最適化します。
○情報を収集し、常に高い情報セキュリティレベルを維持します。

情報化施策の方向性
○「サイバーセキュリティ基本法（平成 26 年法律第 104 号）」、「サイバーセキュ
リティ戦略（平成 27 年９月閣議決定）」、「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」、「大府市情報セキュリティ基準」等に基づ
く適切な情報システムの運用体制を確保します。
○ディスクの暗号化やシンクライアントの導入等、より高度な情報セキュティ対策の
導入を検討します。

評価指標
情報セキュリティ内部監査不適合率

現状値

目標値

0.2％

0％

具体的な取組
○タブレット型端末の特性を生かすため、シンクライアント等の調査・研究を行いま
す。
○情報セキュリティ内部監査を継続して行います。

用語の解説
あいち情報セキュリティクラウド：情報セキュリティ強化対策として、愛知県が実施する、県と市町村の
インターネット接続口を集約し、高度な監視を行う仕組み。
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（４－２）人材育成
情報化施策を進めるために、ＩＣＴに精通した人材を育成するとともに、職員全体
の情報リテラシーの向上を図ります。

（４－２－①）情報リテラシーの向上
現状
○ＯＪＴにより、情報リテラシーの向上を図っています。
○情報化推進員等を対象に、ネットワーク研修、ｅ－ラーニング等を行っていま
す。

基本
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課題
○データを正しく見て理解し、必要な行動に結びつける能力を向上させるため、情
報リテラシーの向上のための研修を行う必要があります。
○本市の環境における情報通信機器やネットワーク技術の研修等を行い、全ての職
員が最低限の知識を習得する必要があります。
○事務の更なる効率化を実現していくためには、ＩＣＴの利活用能力が高いだけで
なく、従来の行政手法や業務フローを改革できる人材を育成する必要がありま
す。

目標
○業務に必要なデータを効率的に分析し、必要な意思決定が迅速に行われるよう
に、各職員が必要な能力を習得します。
○各職員がＩＣＴへの理解度を深めることで、効率的に情報資産を活用し、業務量
の軽減を図ります。
○市が保有する情報を有効利用し、事務の効率化やサービス水準の向上を図りま
す。

情報化施策の方向性
○情報リテラシー向上に必要な研修を継続的に行います。
○情報化推進員を中心に、ナレッジシェアリングを積極的に行います。

評価指標

現状値

目標値

情報リテラシー研修の受講人数

112 人

50 人以上

具体的な取組
○情報化推進員を中心とした全職員に対し、情報リテラシーの向上に資する研修を
行います。

59

（４－２－②）情報セキュリティ意識の向上
現状
○定期的に標的型攻撃メール訓練を行っています。
○情報化推進員等を対象に、定期的に情報セキュリティ研修、ｅ－ラーニング等を
行っています。
○職員による情報セキュリティ内部監査を定期的に行っています。

課題
○情報化推進員以外の職員にも情報セキュリティに関する情報を提供し、理解を深
める必要があります。
○情報セキュリティ内部監査を継続し、職員の情報セキュリティ意識の向上を図る
必要があります。

基本
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目標
○情報セキュリティ意識をより一層向上します。
○情報セキュリティインシデント発生時に、適切な判断ができるような知識を取得
します。

情報化施策の方向性
○情報セキュリティのリスクを正しく判断し、リスクの最適化や回避、低減等を適
切に行えるように、職員に対して適切な内容の研修を行います。
○情報セキュリティ内部監査を継続的に行います。

評価指標
情報セキュリティ研修の受講人数

現状値

目標値

26 人

20 人以上

具体的な取組
○情報化推進員を中心とした全職員に対し、情報セキュリティ研修を行います。

用語の解説
ＯＪＴ：新たに入庁した新人等が職場において上司や先輩等から、実際の職務を通じたトレーニング、教
育を受けること。「On The Job Training」の略。
ｅ-ラーニング：パソコンやタブレット、スマートフォンを使ってインターネットを利用して学ぶ学習形
態のこと。
ナレッジシェアリング：メーリングリスト、ＳＮＳ、電子掲示板等のネットワークシステムを利用し、知
識の共有や明確化を図ること。
標的型攻撃メール：サイバー攻撃の一種で、攻撃や機密情報漏えいなどを目的として、特定企業や個人と
対象に送りつけられる電子メールのこと。
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（４－３）新たな技術の導入
「未来につながるスマートシティおおぶ」の実現のため、常に新たな技術を研究
し、柔軟かつ積極的にＩＣＴを取り入れます。

（４－３－①）新たな技術の導入
現状
○国は、Society5.0 の要素技術の導入やスマートシティに関する取組を進めていま
す。
○生活や仕事の様々な場面で、ＡＩなどの先進技術が活用されています。

基本
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課題
○先進技術により代替される仕事が増えることで、人にしかできない付加価値の高
い仕事を主体的に見出していくことが必要です。
○ＩＣＴの進化等の物理的側面だけでなく、身近な生活空間等への社会実装の可能
性を検討する必要があります。

目標
○ＩＣＴを活用し、エネルギー、環境、交通、情報セキュリティ、防災、ヘルスケ
ア等、様々な社会課題の解決を図ることで、「都市サービスの高度化」や「スマ
ートシティ化」を実現します。
○新しい技術を適宜取り入れることにより、サービスレベルの向上、事務効率の向
上、コストの削減等、システムの現行課題を解決します。

情報化施策の方向性
○事業者等と情報の連携を行い、新技術の導入を研究します。必要に応じて実証実
験を行います。
○情報システム部門が中心となり、大府市情報化研究会等で新技術の導入を研究し
ます。

評価指標
大府市情報化研究会の開催回数

現状値

目標値

6回

6回

具体的な取組
○情報システム部門や情報化推進員が中心となり、先進技術の調査・研究を行いま
す。
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本計画を着実に推進するため、全庁横断的な体制のもと、技術動向の移り変わりの
速いＩＣＴに対して柔軟かつ機動的な対応を図り、地域、市民団体、事業者、教育機
関などの多様な主体や他の地方公共団体との連携を図りながら、各情報化施策に取り
組みます。

（１）施策実施の役割
①市民の役割
市民はデジタル社会の主人公として、生活を営むうえでＩＣＴを特に意識すること
なく活用し、様々な情報交流や情報発信を行うなど、楽しみながらデジタル社会の一
員として社会参加していくことが期待されます。
本市では、市民が本市全体のＩＣＴ化に参加し、意見等が十分施策に反映できる体
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制づくりに努め、連携を図っていきます。

②事業者・各種団体の役割
行政と連携し、情報通信基盤等の積極的な活用による魅力的な情報発信が求められ
ています。また、産業界におけるＩＣＴ化を担う人づくりを進めるほか、各事業者、
商工関係団体など各種団体の組織運営の電子化を促進し、自らの情報発信に加え、他
の主体との情報共有、経営の効率・高度化を推進することで、地域産業の活性化を図
ることが期待されます。特に、本市が出資し、平成８年５月に設立した知多メディア
スネットワーク株式会社については、地域の通信事業者として、本市の地域情報化基
盤の整備・充実に大きな期待が寄せられています。また、包括連携協定を締結してい
る事業者については、ＩＣＴを活用したスマートシティの実現に向けて、本市と協力
体制をとりつつ、先進的な取組を進めていくことが期待されます。

③教育機関の役割
現在、本市の小中学校には、タブレットや電子黒板などの教育用の情報通信機器を
全国的に見ても高い水準で整備しています。教育機関の役割としては、次世代を担う
児童生徒が、単に情報通信機器の操作に慣れるだけでなく、主体的に収集した情報を
取捨選択し、構造的思考を持って活用できるように、デジタル社会にふさわしい情報
リテラシーの育成を行うことが期待されています。また、各種の取組や授業におい
て、教育現場から本市の施策に対する意見の提出、提案及び参加が期待されます。

④市の役割
本市におけるＩＣＴの一層の活用を進めるため、本計画の着実な遂行に努めます。
また、市民や事業者等との協働による取組において、その指導的役割を果たすととも
に、本市がこの計画の中心的な役割を担って推進します。

62

（２）施策実施の推進体制
本計画は、副市長を会長とする全庁横断的な会議「大府市情報化委員会」をもって
推進します。また、本計画を具体的に推進するためには、ＩＣＴの活用を推進する管
理部門と住民制度、健康・福祉、子育て等の実施部門との連携や協力が必要不可欠で
あることから、大府市情報化委員会の下部組織として、各課などの職員から構成され
る大府市情報化推進会議を設置します。
①大府市情報化委員会
ＩＣＴの活用に関する全市的な決定や、総合的な調整を図り、市政各分野における
ＩＣＴの活用を推進するための組織で、大府市情報化推進会議からの問題提起やＩＣ
Ｔに関する課題を協議します。委員会は情報化委員で構成し、委員は常に本市のＩＣ
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Ｔの活用に意識を持ち、情報収集に努め、本計画に基づく各情報化施策を推進しま
す。
②大府市情報化推進会議
各課等のＩＣＴに関する代表者である情報化推進員で構成し、行政におけるＩＣＴ
の有効な活用方法を検討するため、定期的に会議を開催します。
推進員は、システム開発等の協力ができるだけでなく、各課等の業務において、Ｉ
ＣＴを有効に活用できる人材とします。事務改善について常に意識を持つようにＩＣ
Ｔに関する研修を重点的に行い、各課等のＩＣＴの活用について指導者的役割を求め
ます。今後、日常業務とＩＣＴは増々密接な関係となってくるため、推進員が中心と
なり、全ての職員の情報リテラシーの向上が必要になってきます。
③大府市情報化研究会
大府市情報化委員会から指示された事項について調査、研究及び検討を行うための
組織で、その研究テーマごとに最適な人材を選定します。委員は、研究テーマに対し
て、深い見識や客観的な視点を持って分析を行うことで、具体的で有効な手法を研究
します。
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（３）事務局の役割
本市では、昭和 63 年に電子計算機を導入して以降、特に基幹系業務システムにおい
て、職員自らが開発の中心となる自前主義を貫き、行政事務のＩＣＴ化に取り組んで
きました。しかし、その後のＩＣＴの大きな進化によって、従来のモノを「所有」す
るという考え方から「利用・共有」するという流れが加速しつつあります。
このような環境の変化のもと、ＩＣＴを活用し、新たな社会を生み出す中心的かつ
管理的な役割を担う事務局は、円滑な事務の遂行のため、情報通信機器、ネットワー
ク機器、各種システム等の管理・連携、情報セキュリティインシデントが発生しない
環境構築に努めます。
また、蓄積したビッグデータを有効活用することや、事務フロー等を見直すことな
どにより、業務の効率化が見込まれるため、担当課への指導・助言を行うだけでな
く、データ活用やシステム導入、システム開発に係る担当課への情報提供や技術支援
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を行います。特に、本市の伝統である自前主義は今後も継承し、必要に応じてツール
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開発を自ら行っていきます。
加えて、情報リテラシーを向上させるための職員に対する各種研修の実施、横断的
にＩＣＴを活用するために複数部署や他組織にまたがる事務の調整、システム導入等
に際し必要に応じて事務分掌の見直しを行うなど、総合調整能力も必要となります。
ＩＣＴなくして行政運営が成り立たない現状において、専門的かつ総合的な能力が
情報管理部門の職員に求められています。

（４）多様な主体との連携
本計画を推進し、将来都市像を実現するためには、地域、市民団体、事業者、教育
機関などの多様な主体と交流するとともに、愛知県や他市町村等との連携を図ること
が必要です。市が中心となって、様々な分野のＩＣＴを総合的・有機的に活用するこ
とで、その効果はより高いものになります。また、マイナンバー制度など、国が主体
となる仕組みについても適正に対応をしていきます。
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（５）ＰＤＣＡサイクルによる進行管理
計画の進行管理には、「計画（Ｐｌａｎ）」、「実行（Ｄｏ）」、「評価（Ｃｈｅ
ｃｋ）」、「改善（Ａｃｔｉｏｎ）」の４つのステップのＰＤＣＡサイクルを使用し
ます。
情報化施策のＰＤＣＡサイクルを正しく回すには、情報化施策を構成する個別の事
務等におけるＰＤＣＡサイクルも意識する必要があります。そのため、階層的なＰＤ
ＣＡサイクルに留意しながら、進行管理を行います。

基本
計画

65

（６）その他の留意事項
①ユニバーサルデザイン化
ＩＣＴによる恩恵は、全ての人が等しく享受する必要があります。そのためには、
全ての人がＩＣＴを自由に使いこなせる環境を実現するため、使う人の様々な条件に
配慮したコンテンツ作成や、使いやすい情報機器の導入を進める必要があります。特
に、高齢者や障がい者の方も簡単に利用できるような配慮をしていきます。

②知的所有権の保護
インターネットの急速な普及により情報交流が活発化し、多様な情報を自由に収
集・加工・発信できる環境となっている一方、知的所有権保護の問題が顕在化してい
ます。知的所有権には、著作権・特許権等があり、これらは法律によって保護されて
います。多くのソフトウェアやデータベースなど、本市における情報資産において、
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その活用などについて、著作権法等に基づいた適正な取扱いを行います。
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③環境問題への配慮
世界的に地球温暖化等環境問題が顕在化する中、行政においても環境問題に対する
取組が期待されています。このような状況を踏まえ、本市のＩＣＴ化の推進に当たっ
ては、タブレット型端末の導入により、紙資料に依存していた事務からペーパーレス
化の事務へと移行を進めています。また、ペーパーレス化以外にも、ＩＣＴを利活用
した低炭素化の実現に向けた様々な対応を検討・実施することで、地球環境に配慮し
た行政経営の実現を目指します。

用語の解説
ユニバーサルデザイン：障がい者や高齢者だけでなく、妊婦、子ども連れ、荷物を多く抱えて歩く人な
ど、あらゆる年齢、性別の人が、能力の違いに関係なく利用できるよう配慮された製品や環境のデザ
インのこと。
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資料編

キャッシュレス決済に
よる、電子納税の推進

市民ニーズの
把握

ＩＣＴを活用した、広
聴機能の充実

67

継続

データベースの管理・
運用

新規

総合案内システム（Ａ
Ｉチャットボット）に
よる、市民ニーズの収
集・分析

新規

行政経営支援システム
の広聴機能の最適化

継続

サービス
提供環境
の整備

新規

手数料等のキャッシュ
レス決済の導入検討

継続

キャッシュレ
ス化の推進

継続

連携システムの安定稼
働

該当ページ

おぶちゃん連絡帳の情
報共有の仕組み検討

継続

税等基幹系業務システ
ムの再構築に伴う、連
携方法の最適化

新規

多様な主体と
の連携

令和７年度

デジタル化の調査・研
究

継続

編

令和６年度

資料

新規

「デジタルファース
ト」、「ワンスオンリ
ー」及び「コネクテッ
ド・ワンストップ」の
調査・研究

令和５年度

窓口案内サービスの拡
大検討

令和４年度

窓口案内サービスの導
入検討

令和３年度

デジタル化
の推進

新規

サービス
の高品質
化

新規

ＩＣＴを活
用した市民
サービスの
提供

具体的な取組

区分

情報化施策

32

32

32

―

33

33
―
34
34

35
35

35

―

大府市民活動支援サイ
トの運用方法の検討

68

新規

災害時対応以外での、
公共施設における公衆
無線ＬＡＮの導入検討

該当ページ

地域団体への
支援

新規

効果的なシティプロモ
ーションの研究・推進

継続

地域の活
性化

シティプロモ
ーションの推
進

新規

オープンデータの整
理・検討

新規

オープンデータ・バ
イ・デザインの検討

令和７年度

オープンデータガイド
ラインの作成

新規

オープンデー
タの推進

継続

アクセシビリティの確
保

令和６年度

市民と行政との効率的
な情報共有方法の検討

継続

市公式Ｗｅｂサイトの
新たな多言語自動翻訳
対応

新規

データ利活用
型のまちづく
りの推進

継続

ＩＣＴを活用 地域の情
したまちづく 報活用
り

マイナンバーカードの
活用方法の研究

継続

マイナンバー
カードの普
及・活用

マイナンバーカードの
普及啓発

新規

キオスク端末の導入検
討

新規

コンビニ交付対応手続
の拡充検討

令和５年度

マイナポータルの対象
分野等の拡大推進

新規

サービス提供
場所の多様化

新規

総合案内システム（Ａ
Ｉチャットボット）の
対象分野の拡大検討

新規

消費生活相談システム
の接続形態の更新

令和４年度

携帯型音声翻訳機の最
適な配置

新規

相談体制の充
実

令和３年度

具体的な取組

区分

情報化施策

36
36

36

37
37
37

資料
編

38
38

39

39
―
40
40
―

41

42

42

健康づくりに関する研
究

ＩＣＴの活用方法の調
査・研究

デジタルデバ
イドの解消

ＩＣＴ関連講座の実施

防災行政無線の完全デ
ジタル化の推進

69

新規

災害時対応のための、
避難所への公衆無線Ｌ
ＡＮの導入検討

新規

地域のインフ
ラ整備

継続

ＩＣＴ関連教育の実施

継続

情報セキュリティ関連
講座の実施

継続

地域の情報セ
キュリティレ
ベルの向上

継続

地域の環
境整備

高齢ドライバー安全運
転技能向上事業の実施

新規

ＩＣＴによる
新たな価値の
創造

継続

データのフィードバッ
ク方法の検討

継続

健康づくりの
支援

継続

マイキーＩＤの利用に
係るベネフィットの検
討

該当ページ

マイキーＩＤの設定の
支援

令和７年度

地域経済活性
化の支援

継続

編

令和６年度

資料

継続

プログラミング教育の
実施

新規

センターサーバの更新

新規

タブレットによる自宅
学習の拡充

令和５年度

基準に合わせたタブレ
ットの更新

新規

ＩＣＴによる
学校教育の支
援

43
継続

若者や高齢者等の社会
参画の推進

令和４年度

大府駅前・共和駅前へ
の公衆無線ＬＡＮ設置

新規

若者、高齢者
等への支援

令和３年度

具体的な取組

区分

情報化施策

43
44
44
44
―
45

45

46
46
47
―

48

49
49

50

50

該当ページ

70

継続

事務の最適化の検討

継続

電算業務の在り方の研
究

継続

ＲＰＡロボットの作成

新規

複合機の適正配置の実
施

新規

職種・職務に応じた、
端末配布基準の変更

令和７年度

自治体クラウドの利用
検討

新規

ＢＰＲの推進

継続

計画的なシステムの更
新

新規

次期内部情報系システ
ムの検討

新規

次期タブレット型端末
の検討

新規

標準準拠システムの導
入検討、個人番号利用
系端末の仮想化の検
討・方針決定

令和６年度

ネットワーク強靭化の
仕組みの再構築

新規

次世代インフ
ラ・システム
の整備

公会計システム等の連
携方法の検討

新規

業務プロ
セスの効
率化

行政経営支援システム
の活用

継続

ＰＤＣＡサイ
クルの機能強
化

継続

データ分析方法の研究

新規

効率的な管理のため
の、データ構造・ルー
ルの再検討

令和５年度

中間標準レイアウトの
導入検討

令和４年度

データ基盤の
強化

新規

ＩＣＴを活用 マネジメ
した行政事務 ントの強
の最適化
化

新規

ローカル５Ｇ、５Ｇの
活用方法の検討

令和３年度

具体的な取組

区分

情報化施策

―
51

51

―
52
52

資料
編

53

53

―
―
―
54
54
54
―
―
―

新たな技術 新たな技術の
の導入
導入

先進技術の調査・研究

71

該当ページ

情報セキュリティ研修
の実施

継続

情報セキュリ
ティ意識の向
上

継続

情報リテラシーの向上
のための研修の実施

継続

情報リテラシ
ーの向上

人材育成

継続

情報セキュリティ技術
の調査・研究

継続

情報セキュリティポリ
シーの見直しの検討

令和７年度

情報セキュリティ内部
監査の実施

令和６年度

シンクライアント等の
調査・研究

継続

情報セキュリ
ティ対策の徹
底

新規

編

継続

遠隔地保管の実施

資料

継続

情報化ＢＣＰの最新化

令和５年度

自治体クラウド等の利
用の検討

新規

ＩＣＴを活用 リスクマネ 自然災害リス
するための基 ジメント クへの対策
盤づくり

新規

端末利用時間の運用の
見直し

55
新規

Ｗｅｂ会議等の運用環
境の拡大の検討

令和４年度

テレワークの導入推進

新規

働き方改革

令和３年度

具体的な取組

区分

情報化施策

55
55

56
56
―
58
58
―
―

59

60

61

年月

内容

昭和 46 年

４月

市県民税、国民健康保険税の賦課・納税通知書の作成業務
を株式会社日本計算センターに委託

昭和 48 年

４月

給与計算、水道料金業務を株式会社セントラル・システム
ズに委託

昭和 49 年

４月

固定資産税業務を株式会社日本計算センターに、国民年金
業務をＮＢＣに、児童手当業務を株式会社協栄計算センタ
ー（株式会社アイネス）に委託

昭和 51 年

４月

給与計算業務委託を株式会社セントラル・システムズから
株式会社協栄計算センターに切り替え

昭和 52 年

11 月

住民記録システムを株式会社協栄計算センターに委託
水道料金業務を除き、その他の業務を株式会社協栄計算セ
ンターに委託

昭和 58 年

５月

委託業務を自己処理に切り替えるための調査・研究を行う
ため、事務改善委員ＯＡ専門部会を設置

昭和 60 年

12 月

富士通株式会社の電算機導入を決定し、市議会に説明・報
告

昭和 61 年

４月

総務部企画財政課に電算係を新設。旧保健センター内で執
務を開始

昭和 62 年

６月

開発用にＮＴＴの専用回線を敷設し、端末５台を導入

昭和 63 年

２月

分庁舎が完成。電子計算機（FACOM M-730 モデル８) を搬
入
大府市電子計算機管理規程を制定
ＣＶＣＦを導入
総務部電算課を設置
大府市住民記録オンライン稼働式
住民記録関連システム（保健センター業務・住民記録バッ
チ等）を稼働
宛名・口座システムを稼働
住民記録関連システム（就学事務）を稼働

３月
４月
７月
９月
10 月
11 月
12 月
平成元年

１月
２月
３月
４月
５月

８月
12 月

収納・し尿システム・住民記録関連システム（成人式）を
稼働
固定資産税システムを稼働
保育システムを稼働
国民年金・軽自動車税・児童手当システムを稼働
市県民税システムを稼働
電子計算機（FACOM M-730 モデル６Ａ) を搬入（デュープ
レックスシステム）
福祉年金・選挙システムを稼働
死体埋火葬システムを稼働
住民記録関連システム（敬老会・敬老金）を稼働

72

計画

資料
編

平成２年

２月
４月
５月
６月

下水道受益者負担金システムを稼働
市営住宅・収納オンラインシステムを稼働
ＯＡ化推進幹事会・ＯＡ化推進委員会を設置
固定資産税オンラインシステム（証明書発行）・市県民税
オンラインシステム（検索）を稼働

平成３年

４月
12 月

固定資産税オンラインシステム（検索等）を稼働
軽自動車税オンラインシステムを稼働

平成４年

３月
７月

OTOPIA21 大府市ＯＡ化推進基本計画を策定
国民健康保険税オンラインシステム（資格異動）を稼働
ＯＡ推進委員会に内部情報部会を設置

平成５年

３月

住民記録オンラインダウンリカバリシステム（住民票）を
稼働
実施計画システムを稼働
財務会計シテステム用端末（FMRHL3/FMR70Σ3)46 台を設置
ＬＡＮ運用を開始
予算編成システムを稼働

６月
９月
10 月
平成６年

編

１月
３月
10 月

平成７年

３月

住民記録オンラインダウンリカバリシステム（印鑑）を稼
働
過年度課税システムを稼働
予算執行システムを稼働
ＯＳを移行（ＦＳＰ⇨ＸＳＰ）

６月

人事給与システムを稼働
水道料金システムを稼働
決算・決算統計システムを稼働

平成８年

４月
７月

各マスターの外部施設保管を開始
総務部電算課が企画部情報課に統合

平成９年

４月

契約管理システムを稼働

平成 10 年

２月

指名業者登録システムを稼働
全システムの郵便番号７桁化を対応
ＯＡ化推進幹事会を情報化委員会、ＯＡ化推進委員会を情
報化推進会議にそれぞれ名称を変更
NEOTOPIA21 大府市行政情報化計画を策定

５月
10 月
平成 11 年

７月
９月

平成 12 年

４月
９月

国保課税オンラインを稼動
企画部情報課から総務部情報課に組織変更
現行市庁舎の供用開始
Windows のパソコンを導入
チームウエア(グループウエア) を仮稼動
総合税証明発行システムを稼動

73

ＮＥＯＴＯＰＩＡ２１

12 月

コンピュータ西暦 2000 年問題危機管理計画を策定
知多北部広域連合と介護保険のデータ交換を開始
Ｙ２Ｋ総合テスト実施。コンピュータ西暦 2000 年問題を対
応
大府市公式Ｗｅｂサイトを開設

ＯＴＯＰＩＡ２１

資料

平成 13 年

３月
４月
５月
６月

平成 14 年

４月
５月
８月
11 月
12 月

平成 15 年

１月
３月

平成 16 年

１月
６月

８月
９月
11 月
12 月
平成 17 年

１月
３月
４月
７月
９月

カスタマバーコード(郵便番号)を対応
電子計算機管理規程の全部改正
大府市情報セキュリティポリシーを策定
知北霊園予約システムを稼動
あいち電子自治体推進協議会を設立
住民基本台帳ネットワークシステム(２次) を稼動
ウイルスバスターパターンファイル自動更新ソフトをイン
ストール
ＬＧＷＡＮに接続
知多北部任意合併協議会を設立
公的個人認証サービスを開始
ＬＧＷＡＮ文書交換システムを稼働
備品管理システム（内部開発）を稼働
知多北部任意合併協議会 情報化構想特別部会を設置
起債管理システムを稼働
保育園、勤労文化会館の 14 施設にＶＬＡＮを接続
中学校校内ＬＡＮを構築
予防接種システムを稼動
電子申請・届出システムを稼動
NEOTOPIA21（大府市行政情報化計画）と地域情報化計画を
一本化
総務部情報課から企画政策部情報推進課に組織変更
あいち簡易電子受付サービスを稼動
統合型地図情報システムを稼動

74

ＮＥＯＴＯＰＩＡ２１

８月
11 月

大府市地域情報化計画を策定
ＩＴ講習会を開催
住民基本台帳ネットワークシステム(１次) を稼動
児童扶養手当システムを稼動(Windows 版)
文書管理システムを稼動
老人医療システムを稼動

地域情報化計画

４月

大府市勤労文化会館で住民票の発行開始
チームウエア(グループウエア) を本稼動
市公式Ｗｅｂサイト上にお便り箱を開設
ＩＴ講習会を開催
事業評価システムを稼動
例規類集検索システムを稼動

資料
編

１月
２月
４月
10 月

１月
５月

資料

９月
10 月
11 月
平成 20 年

編

１月
４月
５月
６月
９月
10 月
11 月

平成 21 年

１月
４月

８月
９月
10 月

11 月

住民税申告支援システムを稼動
勤務管理（出勤管理・旅費申請）システムを稼動
長寿医療制度（後期高齢者医療制度）システムを稼動
旅費管理システムを稼動
施設予約システム（文化施設）を稼働
校務支援システム（大府西中）を稼働
電子決裁グループウエア・文書管理システムを稼動
保育料日割計算を開始
基幹系ＬＡＮ（各階間）100Mbps から１Gbps に変更
嘱託等管理（賃金）システムを稼動
公開用地図情報システムを稼働
大府市民活動センター「コラビア」の供用開始（市民活動
支援サイト「元気 365」を稼動）
情報セキュリティ会議を情報化委員会に統合
大府市情報化アクションプラン 2010 を策定
大府市情報化ＢＣＰ（事業継続計画）を策定
行政マネジメントシステムを稼動
６月議会から議会中継ストリーミングサービスを開始
衆議院総選挙から開票集計システムを稼働
校務支援システム（大府中・大府北中・大府南中・北山
小）を稼働
ファイルサーバを稼働
小学校校内ＬＡＮを構築
児童センターインターネット接続パソコンを導入(８台)
市民健康ロビーインターネット開放用パソコンを更新(２
台)
庁内ＬＡＮとインターネットの接続を開始
各課インターネット専用機を廃止

75

大府市情報化アクションプラン

６月

電子調達システム（ＣＡＬＳ／ＥＣ) を稼動
長草公民館で戸籍謄抄本の交付開始
議会会派ごとにインターネットパソコンを導入
施設予約システム（屋内スポーツ施設）を稼働
電子入札システムを稼働
勤務管理（時間外・休暇申請）システムを稼動
情報セキュリティ内部監査（ヒアリング形式）を実施

ＮＥＯＴＯＰＩＡ２１

平成 19 年

職員ポータル簡易システムを稼動（休暇・時間外電子決裁
を含む。）
知事選期日前投票バーコードの受付開始
戸籍システムを稼動
長草公民館で住民票等の交付開始
県議選投票管理システムバーコードの受付開始
インターネットパソコンを各課に導入
一般開放インターネットパソコンを公民館に導入
戸籍システム除籍を稼動
施設予約システム（屋外スポーツ施設）を稼働

0
1
0
2

平成 18 年

９月
11 月
平成 23 年

２月

４月

10 月
平成 24 年

４月
５月
７月
12 月

平成 25 年

４月
７月

東山小学校で「フューチャースクール推進事業」実証研究
に係る公開授業を実施
大府市情報化基本計画（HI-topia）を策定
医療扶助レセプト電子化オンライン（生活保護）を稼働
新水道料金・給水申込システムを稼動（コンビニ収納対
応）
ＦＭ営繕計画システムを稼働
税等基幹系業務システムを稼働
歳入システムを稼働
Acrocity 福祉医療システムを稼働
法務省とのデータ連携を開始
住記系（PRIMEQUEST1400E）を撤去
保育園栄養管理ソフト（わんぱくランチ）を稼働
企画政策部情報推進課から総務部総務課に組織変更
外国人住民の住民票コード付番及び住基カードの運用を開
始
ＣＭＴとＦＤ装置を撤去
ＬＧＷＡＮ機器を更新（３次ＬＧＷＡＮルータに移行）

平成 26 年

４月

番号法システム導入のための社会保障・税番号導入推進会
議、作業部会を発足

平成 27 年

２月

大府市情報化基本計画（HI-topia）の中間見直しを実施

平成 28 年

３月

新財務会計システム、契約管理システムを稼働

平成 29 年

４月
５月
７月

社会保障・税番号制度の導入による生体認証装置を導入
あいち情報セキュリティクラウドに参加
社会保障・税番号制度の導入によりネットワークを分断
（インターネットとの分離）
社会保障・税番号制度の導入によりネットワークを分断
（個人番号利用系との分離）
画地計測システムを導入
コンビニエンスストア証明書発行システムを導入
障害者総合支援法給付費適正化総合支援ソフトを導入
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ＨＩ－ｔｏｐｉａ

10 月
11 月

ＷＳＵＳを稼働（源泉サーバに制御機能設定）
国民投票システム（内部開発）を稼働
基幹系業務再構築研究会により住民記録・税等基幹系業務
システム再構築の検討を開始
校務支援システム（市内全小学校）を稼働
情報セキュリティ内部監査の対象を施設に拡大

0
1
0
2

３月
５月
６月

大府市情報化アクションプラン

平成 22 年

平成 30 年

２月
４月
９月
10 月

12 月

資料

部長級以上にタブレット（surface）25 台を導入
電子会議ソフトを稼働
市庁舎でのパスポートの交付開始
22 時以降のネットワーク遮断を実施
庁議室に電子黒板を導入
大府市情報セキュリティ方針及び大府市情報セキュリティ
対策基準を改訂
外国語翻訳ツールを稼動
都市計画情報提供サービスを導入
あいちＡＩ・ロボティクス連携共同研究会に参加
ＬＧＷＡＮ機器を更新（４次ＬＧＷＡＮルータに移行）

１月
３月

地方税共通納税システムの対応を開始
無線ＬＡＮ環境を庁内に構築
埋蔵文化財システム（内部開発）を稼働
タブレット型端末を全庁的に導入
財務会計システム等の元号改正を対応

令和元年

５月

ソフトバンク株式会社とＩＣＴに関する包括連携協定を締
結
情報化実施計画システム（内部開発）を稼働
避難行動要支援名簿システム（内部開発）を稼働
ＲＰＡを稼働（syncroid）
防災情報システムを稼動
被災者支援システムを稼動
自治体クラウド勉強会に参加
児童（老人福祉）センター市民開放用パソコンを撤去
財務会計システムの消費税対応を実施
大府市議会議員及び監査委員に一人１台のタブレットを導
入

編

７月

12 月

令和２年

３月

12 月

保健センター及び消防署に庁外無線ＬＡＮを導入
市庁舎 1 階及び地階に公衆無線ＬＡＮを導入
新型コロナウイルス感染症に係る特別定額給付金システム
（内部開発）を稼働
新共長出張所に庁外無線ＬＡＮを導入
タブレット配布基準を小学校４年生以上、中学生全学年に
一人 1 台に変更
県の共同利用形式として、総合案内システム（ＡＩチャッ
トボット）を稼働
県の共同利用形式として、ＡＩ-ＯＣＲシステムを稼働
自宅利用型テレワーク(在宅勤務)の実証実験を実施

２月

富士通株式会社とＩＣＴに関する包括連携協定を締結

５月
７月
８月
11 月

令和３年
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平成 31 年

○大府市電子計算機管理規程
平成15年３月28日大府市訓令第１号
改正
平成17年３月28日訓令第５号
平成19年３月30日訓令第13号
平成20年９月25日訓令第14号
平成20年11月27日訓令第17号
平成23年６月30日訓令第６号
平成24年３月30日訓令第３号
平成25年３月27日訓令第５号
大府市電子計算機管理規程
大府市電子計算機管理規程（昭和63年大府市訓令第４号）の全部を次のように改
正する。

資料

目次

編

第１章

総則（第１条・第２条）

第２章

情報システム管理者（第３条）

第３章

システムの導入（第４条・第５条）

第４章

電子計算機処理の運用（第６条―第10条）

第５章

ネットワークの管理（第11条）

第６章

情報資産の管理

第１節

情報資産の管理（第12条―第19条）

第２節

情報セキュリティ対策（第20条―第34条）

第７章

補則（第35条）

附則
第１章

総則

（趣旨）
第１条

この規程は、電子計算機の適正な運用管理及びデータの的確な保護管理 に

関して必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第２条

この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める と

ころによる。
(１)

電子計算機

定められた一連の処理に従って自動的に事務処理を行う電子

的機器の組織をいう。
(２)

汎用電子計算機

総務課により電算機室に設置された電子計算機及びその

関連機器をいう。
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(３)

小型電子計算機

汎用電子計算機以外の電子計算機（オフィスコンピュー

タ、パーソナルコンピュータ、サーバ、その周辺機器等）をいう。
(４)

端末機

汎用電子計算機又は小型電子計算機と接続したデータ入出力装置

をいう。
(５)

媒体

電子計算機に用いる磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク等をい

う。
(６)

事務所管課

(７)

個人情報

電子計算機による事務処理を行う課等をいう。
大 府 市 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成 17 年 大 府 市 条 例 第 ３ 号 。 以 下

「条例」という。）第２条第２号に規定する個人情報をいう。
(８)

ドキュメント

システム設計書、プログラム詳細設計書等の電子計算機の

処理に必要な仕様書をいう。
(９)

データ

電子計算機による事務処理に係る入出力帳票、磁気テープ、磁気

ディスク、光ディスクその他の媒体に記録されているものをいう。
(10)

資料

データ保護

データの漏えい又は滅失若しくはき損を防止することをい

う。

編

(11)

ネットワーク

電子計算機、関連機器等の多目的利用及び各種システムの

データ伝送を目的として構築された情報通信基盤をいう。
(12)

情報資産

ネットワーク並びに情報システムの開発、運用並びに取り扱う

データ及びドキュメントをいう。
第２章

情報システム管理者

（情報システム管理者及び情報システム副管理者）
第３条

電子計算機の適正な運用管理及びデータの的確な保護管理を行うため、 情

報システム管理者（以下「管理者」という。）を置き、総務部長をもって充て
る。
２

管理者を補佐するため、情報システム副管理者（以下「副管理者」という。 ）
を置き、総務課長をもって充てる。

３

管理者は、電子計算機の適正な運用管理及びデータの的確な保護管理に関す る
事務を統括する。
第３章

システムの導入

（システム要望）
第４条

各課等の長は、プログラムを新規に開発若しくは修正しようとするとき 、

又はソフトウェア若しくはソフトウェアに係る周辺機器を導入しようとするとき
は、情報システム化計画書（第１号様式）を総務課長に提出しなければならな
い。
２

総務課長は、前項の計画書の提出があったときは、当該システムの効果及び 運
用に関し必要な調査を行い、大府市情報化委員会（以下「情報化委員会」とい
う。）に諮るものとする。
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（機器要望）
第５条

各課等の長は、端末機及び周辺機器を導入しようとするときは、情報通 信

機器導入計画書（第２号様式）を総務課長に提出しなければならない。
２

総務課長は、前項の計画書の提出があったときは、当該機器の必要性の調査 を
行い、情報化委員会に諮るものとする。
第４章

電子計算機処理の運用

（データ保護の義務）
第６条

電子計算機による事務処理に従事している職員は、データ保護に努めな け

ればならない。
（電子計算機処理の要件）
第７条

電子計算機により処理する事務の要件は、次の各号のいずれかに該当す る

ものでなければならない。
(１)

市民福祉の向上を図ることができるもの

(２)

事務の合理化、経費の節減を図ることができるもの

(３)

その他行政水準の向上に寄与することができるもの

（汎用電子計算機の管理）
第８条
２

汎用電子計算機は、総務課長が運用管理を行うものとする。

汎用電子計算機の端末機は、当該端末機が設置されている課等の長が運用管 理
を行うものとする。
（小型電子計算機の管理）

第９条

小型電子計算機（当該端末機を含む。）は、当該小型電子計算機により 処

理する事務を所掌する課等の長が運用管理を行うものとする。
（汎用電子計算機の利用計画）
第10条

各課等の長は、定期的にその所掌する事務を汎用電子計算機により処理 し

ようとするときは、事前に総務部長に汎用電子計算機利用計画書（第３号様式）
を提出しなければならない。
２

各課等の長は、新規及び臨時にその所掌する事務を汎用電子計算機により処 理
しようとするとき、又はシステム若しくは処理方法を変更しようとするときは、
事前に総務課長に汎用電子計算機処理申請書（第４号様式）を提出しなければな
らない。

３

各課等の長は、汎用電子計算機を時間外に利用しようとするときは、事前に 総
務課長に汎用電子計算機時間外利用申請書（第５号様式）を提出しなければなら
ない。
第５章

ネットワークの管理

（ネットワークの管理）
第11条

管理者は、ネットワークの安全性及び信頼性の向上を図り、ネットワー ク

の効率的かつ円滑な運用が確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。
２

ネットワークの管理に関し必要な事項は、別に定める。
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第６章
第１節

情報資産の管理
情報資産の管理

（情報資産の統括管理）
第12条
２

管理者は、情報資産の統括管理を行う。

管理者は、事務所管課が保有する情報資産の管理について指導監督を行うも の
とする。
（情報資産管理責任者）

第13条

情報資産を管理するため、事務所管課に情報資産管理責任者を置き、当 該

事務所管課の長をもって充てる。
２

情報資産管理責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(１)

データ、ドキュメント等の保護管理に関すること。

(２)

電子計算機及びデータ等保管施設の管理と保安に関すること。

(３)

事故発生時の措置に関すること。

（保護データの管理）
第14条

情報資産管理責任者は、所掌する事務に係るデータが次の各号のいずれ か

に該当するときは、特別な保護を必要とするデータ（以下「保護データ」とい

資料

う。）として扱わなければならない。

編

(１)

個人情報に関するデータ

(２)

法令の規定により守秘義務を課せられているデータ

(３)

漏えいした場合、市の信頼性を著しく阻害し、事務の遂行に支障を及ぼす

おそれのあるデータ
(４)

滅失又はき損した場合、その復元が著しく困難となり、事務の適正な遂行

を妨げるおそれのあるデータ
２

情報資産管理責任者は、前項に規定する保護データを取り扱う場合は、保護 デ
ータの名称、媒体、保護措置等を管理者に報告しなければならない。
（電磁的記録及び入出力帳票の管理）

第15条

情報資産管理責任者は、電磁的記録及び入出力帳票を厳正に管理し、保護

データの管理に努めなければならない。
２

不要となった電磁的記録及び入出力帳票は、保護データの漏えいに配慮して処
分しなければならない。
（個人情報に関するデータ管理）

第16条

電子計算機による事務処理に従事している職員は、その業務に関して知り

得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
（ドキュメントの管理）
第17条

情報資産管理責任者は、ドキュメントについて、その重要度に応じて所定

の場所に保管する等の管理に努めなければならない。
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第18条

汎用電子計算機のオペレーションは、汎用電子計算機利用計画書に基づ い

て行い、履歴を記録しなければならない。
２

汎用電子計算機のオペレーションは、総務課長の指示又は承認を受けた者が 原
則として複数で行う。

３

端末機の操作は、情報資産管理責任者の指示又は承認を受けた者が行う。
（アクセスの管理）

第19条

情報資産管理責任者は、データの不正利用、破壊等を監視するため、端 末

機の利用状況を把握する等の必要な措置を講じなければならない。
２

端末機を操作する職員は、自己の所有するパスワードを第三者に漏らしては な
らない。
第２節

情報セキュリティ対策

（セキュリティ統括管理者）
第20条

電子計算機処理及びネットワークの情報セキュリティ対策について総合 調

整を行うため、セキュリティ統括管理者（以下「統括管理者」という。）を置
く。
２

統括管理者は、副市長をもって充てる。

３

統括管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、管理者がその職務を代理 す
る。
（セキュリティ管理者）

第21条

事務所管課における情報セキュリティ対策に関する実施手順等の策定及 び

調整を行うためセキュリティ管理者を置く。
２

セキュリティ管理者は、部長（相当する職にある者を含む。）その他市長が 必
要と認める者をもって充てる。
（セキュリティ責任者）

第22条

前条第１項の規定に基づいて策定された実施手順等を実施するに当たり 、

セキュリティ責任者を置く。
２

汎用電子計算機に係るセキュリティ責任者は、総務課長をもって充て、小型電
子計算機及び端末機に係るセキュリティ責任者は、小型電子計算機及び端末機に
より処理する事務を所掌する課等の長をもって充てる。
（入退室管理責任者）

第23条

入退室管理責任者は、電算機室、磁気ファイル等の保管施設及び電算機 室

内の各種小型電子計算機の設置室にあっては総務課長をもって充て、それ以外の
小型電子計算機及び端末機にあっては、小型電子計算機及び端末機の設置されて
いる課等の長をもって充てる。
２

入退室管理責任者は、入退室の管理を行うほか、セキュリティを確保するた
め、入退室の管理に関し、必要な措置を講じなければならない。
（保安措置）
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第24条

セキュリティ責任者は、火災その他災害及び盗難に備えて、電算機室及び

磁気ファイル等の保管施設に必要な保安措置の整備を図らなければならない。
（事故発生時の対策）
第25条

セキュリティ責任者は、事故発生時の対策を定めるとともに、事故が発生

した場合には、速やかに事故の経緯、被害状況等を調査し、復旧のための措置を
講じなければならない。
（情報セキュリティに関する審議）
第26条

市の情報セキュリティに関する審議は、情報化委員会において行うものと

する。
（関係部課等に対する指示及び必要な措置の要請）
第27条

統括管理者は、情報化委員会の結果を踏まえ、関係部課等の長に対し指示

し、又は他の執行機関の長に対し、必要な措置を要請することができる。
（外部委託）
第28条

各課等の長は、電子計算機による事務処理を外部に委託しようとするとき

は、委託契約書に善良なる事業者の注意義務及び守秘義務を明記するよう配慮す
るとともに、必要に応じてデータ取扱いに関する注意義務等を覚書にして取り交
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わす等、必要な措置を講ずるものとする。
２

外部委託に係る契約については、大府市個人情報取扱事務委託基準を適用す
る。
（委託を受けようとする者の管理体制等の調査）

第29条

各課等の長は、電子計算機による事務処理を外部に委託しようとするとき

は、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体
制、業務を遂行する能力及び情報セキュリティ対策の実施状況について調査する
ものとする。
（外部委託の承認）
第30条

各課等の長は、電子計算機による事務処理を外部に委託しようとするとき

は、委託する事務の内容、理由、情報の保護に関する事項等について、あらかじ
め、統括管理者の承認を受けなければならない。
（要員派遣）
第31条

電子計算機の処理について要員の派遣を受ける場合には、必要に応じて 要

員を派遣する企業の責任者及び本人の双方から秘密保持等データの適正な取扱い
についての誓約書を提出させる等の措置を講じるものとする。
（受託者の管理状況の調査）
第32条

情報資産管理責任者は、必要に応じ、電子計算機による事務処理の受託者

における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について、調査するも
のとする。
（データ提供の制限）
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第33条

情報資産管理責任者は、データを外部に提供しようとするときは、提供 す

るデータの内容、使用目的、提供方法、管理方法等について管理者及び関係事務
所管課の長と協議し、データ保護が十分に図られると認める場合でなければ、提
供してはならない。
（データ使用の承認）
第34条

各課等の長は、必要なデータを他課等のデータから得ようとするときは 、

当該他課等の情報資産管理責任者の承認を受けなければならない。この場合、各
課等の長は、条例に基づく必要な手続又は調整をしなければならない。
第７章

補則

（委任）
第35条

この規程の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附

則

（施行期日）
１

この訓令は、平成15年４月１日から施行する。
（大府市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ管理規程の一部改正）

２

第１条中「本人確認情報等の個人情報の保護について」の次に「、大府市電 子
計算機管理規程（平成15年大府市訓令第１号。以下「電算管理規程」という。）
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に定めるもののほか」を加える。
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第２条第５項中「第８条」を「第３条」に改める。
第３条から第７条までを削り、第８条を第３条とし、同条第２項表中「入 退室
管理者」を「入退室管理責任者」に改める。
第９条を削り、第10条を第４条とし、第11条から第13条までを６条ずつ繰り上
げ、第７条の次に次の１条を加える。
（本人確認情報管理）
第８条

住基ネットの情報資産のうち、本人確認情報等の個人情報、当該個人情

報が記録された帳票及び住民基本台帳カードの適正な管理を行うため、本 人確
認情報管理責任者を置く。
２

本人確認情報管理責任者は、市民課長をもって充てる。

３

前２項の規定は、法第30条の33第１項に規定する受領した本人確認情報を管
理する場合について準用する。
第14条を削り、第15条を第９条とし、第16条から第20条を削り、第21条を第10

条とする。
附

則（平成17年３月28日訓令第５号）

この訓令は、平成17年４月１日から施行する。
附

則（平成19年３月30日訓令第13号）

この訓令は、平成19年４月１日から施行する。
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附

則（平成20年９月25日訓令第14号）

この訓令は、平成20年10月１日から施行する。
附

則（平成20年11月27日訓令第17号）

この訓令は、平成20年12月１日から施行する。
附

則（平成23年６月30日訓令第６号）

この訓令は、平成23年６月30日から施行し、改正後の大府市電子計算機管理規程
の規定は、同年６月１日から適用する。
附

則（平成24年３月30日訓令第３号）

（施行期日）
１

この訓令は、平成24年４月１日から施行する。
（経過措置）

２

この規則の施行の際現に改正前の大府市電子計算機管理規程の規定に基づき 作
成されている第５号様式による用紙は、改正後の大府市電子計算機管理規程の規
定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附

則（平成25年３月27日訓令第５号）

（施行期日）
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この訓令は、平成25年４月１日から施行する。
（経過措置）

２

この訓令の施行の際現に改正前の大府市電子計算機管理規程の規定に基づき 作
成されている諸用紙は、改正後の大府市電子計算機管理規程の規定にかかわら
ず、当分の間、使用することができる。

※第１号から第５号様式については省略しております。
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大府市情報セキュリティ基本方針
１

目的
大府市の各情報システムが取り扱う情報には、市民の個人情報のみならず行政

運営上重要な情報など、部外に漏洩等した場合には極めて重大な結果を招く情報
が多数含まれている。したがって、これらの情報及び情報を取り扱う情報システ
ムを様々な脅威から防御することは、市民の財産、プライバシー等を守るために
も、また、事務の安定的な運営のためにも必要不可欠である。ひいては、このこ
とが大府市に対する市民からの信頼の維持向上に寄与するものである。
そのため、大府市の情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、情
報セキュリティ対策の基本方針を定めることを目的とする。
２

定義

資料

（１）セキュリティポリシー
大府市情報セキュリティ基本方針と別に定める大府市情報セキュリティ対策
基準をいう。
（２）ネットワーク
大府市における市長、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員
会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会事務局並びに教育委員会（ 各教
育機関（事務室及び職員室を除く。）は対象外とする。）を相互に接続す るた
めの通信網、その構成機器（ハードウェア及びソフトウェア）をいう。
（３）情報システム
ネットワーク、ハードウェア、ソフトウェア及び記録媒体で構成され、処理
を行う仕組みをいう。
（４）情報資産
情報システムに係る全てのデータ及び設備をいう。
（５）情報セキュリティ
情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。
（６）マイナンバー利用事務系
個人番号利用事務又は戸籍事務等に関わる情報資産をいう。
（７）ＬＧＷＡＮ接続系
人事給与、財務会計、文書管理等ＬＧＷＡＮに接続された情報資産をいう。
（８）インターネット接続系
インターネットメール、ファイル交換システム等に関わるインターネットに
接続された情報資産をいう。
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（９）通信経路の分割
ＬＧＷＡＮ接続系とインターネット接続系の両環境間の通信環境を分離した上
で、安全が確保された通信だけを許可できるようにすることをいう。
（１０）無害化通信
インターネットメール本文のテキスト化や端末への画面転送等により、コンピュ
ータウィルス等の不正プログラムの付着がない等、安全が確保された通信をいう。
３

情報セキュリティポリシーの位置付けと職員の責務
情報セキュリティポリシーは、大府市が所掌する情報資産に関する情報セキュリテ
ィ対策についての基本的な考え方及び方策を定めたものであり、情報セキュリティ対
策の頂点に位置するものである。
したがって、大府市長をはじめとして大府市が所掌する情報資産に関する業務に携
わる全ての職員等及び受託者は、情報セキュリティポリシーの重要性について共通の
認識を持つとともに業務の遂行に当たって情報セキュリティポリシーを遵守する義務
を負うものとする。
４

情報セキュリティ管理体制
大府市の情報資産について、幹部が率先して情報セキュリティ対策を推進・管理す
るための体制を確立するものとする。
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５

情報資産の分類
情報資産をその内容に応じて分類し、その重要度に応じた情報セキュリティ対策を
行うものとする。
６

情報資産への脅威
情報セキュリティ対策基準等を策定するうえで、特に認識すべき脅威は以下のとお
りである。
（１）部外者による故意の不正アクセス又は不正操作による情報資産の漏えい、破
壊、改ざん、消去、機器及び媒体の盗難等
（２）職員等及び受託者による意図しない操作、故意の不正アクセス又は不正操作に
よる情報資産の漏えい、破壊、改ざん、消去、機器及び媒体の盗難等
（３）地震、落雷、火災等の災害並びに事故、故障等によるサービス及び業務の停止
７

情報セキュリティ対策
上記６で示した脅威から情報資産を保護するために、以下の情報セキュリティ対
策を講ずるものとする。
（１）情報システム全体の強靭性の向上
情報システム全体に対し、次の三段階の対策を講じる。
ア

マイナンバー利用事務系においては、原則として、他の領域との通信を出来な
いようにした上で、端末からの情報持ち出し不可設定や端末への多要素認証の導
入等により、市民の個人情報の流出を防ぐ。
イ ＬＧＷＡＮ接続系においては、ＬＧＷＡＮと接続する業務用システムと、イン
ターネット接続系の情報システムとの通信経路を分割する。なお、両システム間
で通信する場合には、無害化通信を行う。
ウ インターネット接続系においては、自治体情報セキュリティクラウドを導入す
る等、不正通信の監視機能の強化等の高度なセキュリティ対策を行う。
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（２）物理的セキュリティ対策
サーバー等、情報システムを設置する施設、通信回線等及び職員等のパソコン等
の管理について、物理的な対策を講ずる。
（３）人的セキュリティ対策
情報セキュリティに関する権限や責任を定め、職員等が遵守すべき事項を定める
とともに、十分な教育及び啓発を行う等の人的な対策を講ずる。
（４）技術的セキュリティ対策
コンピュータ等の管理、アクセス制御、不正プログラム対応、ネットワーク管理
等の技術的な対策を講ずる。
（５）運用
システム開発等の外部委託、ネットワークの監視、情報セキュリティポリシー遵
守状況の確認等の運面の対策を講ずる。また、緊急事態が発生した際に迅速な対応
を可能とするための危機管理対策を講ずる。
８

情報セキュリティ対策基準の策定
上記７に規定する対策等を実施するために、具体的な遵守事項、判断基準等を定め
る情報セキュリティ対策基準を策定する。
９

情報セキュリティ実施手順の策定
情報セキュリティ対策基準に基づき、情報セキュリティ対策を実施するための具体
的な手順を定めた情報セキュリティ実施手順を策定するものとする。なお、情報セキ
ュリティ対策基準及び情報セキュリティ実施手順は、公にすることにより大府市の行
政運営に重大な支障を及ぼす恐れのある情報であることから非公開とする。
１０ 情報セキュリティ監査の実施
情報セキュリティポリシーが遵守されていることを検証するため、定期的に監査を
実施する。
１１ 評価及び見直しの実施
情報セキュリティ監査の結果等により、情報セキュリティポリシーに定める事項及
び情報セキュリティ対策の評価を実施するとともに、情報セキュリティを取り巻く状
況の変化に対応するために、情報セキュリティポリシーの見直しを実施する。

第１版
第２版
第３版

平成15年４月30日
平成23年４月１日
平成31年４月１日
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○大府市情報化委員会設置要綱
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（設置）
第１条 大府市事務分掌規則（平成１６年大府市規則第３８号）第１０条の規定に基づき、
行政上の重要課題である情報化の推進について、創造的かつ科学的な企画調査及び研究
を行い、行政運営の効率化に資するとともに、市の保有する情報資産のセキュリティに
関する審議等を行うため、大府市情報化委員会（以下「情報化委員会」という。）を置
く。
（所掌事務）
第２条 情報化委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
⑴ 情報化計画を策定し、その実施を推進すること。
⑵ 情報システムの構築に関すること。
⑶ 市の保有する情報資産のセキュリティ対策の決定及び見直しに関すること。
⑷ 前号のセキュリティ対策における遵守状況の確認に関すること。
⑸ セキュリティ監査の実施に関すること。
⑹ セキュリティ研修の実施に関すること。
⑺ その他行政事務の効率化に資する情報化に関すること。
（組織）
第３条 情報化委員会は、会長及び委員をもって組織する。
（委員）
第４条 委員は、市職員のうちから市長が任命する。
（会長）
第５条 会長は、副市長をもって充てる。
２ 会長は、会務を総理し、情報化委員会を代表する。
３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が
その職務を代理する。
（会議）
第６条 情報化委員会の会議は、会長が必要と認めるときに招集し、議長となる。
（推進会議の設置等）
第７条 情報化委員会の事務執行を補助し、及び情報化の推進に関する事務を実施するた
め、情報化推進会議（以下「推進会議」という。）を置く。
２ 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
⑴ 情報化計画の部門別の情報化の推進に関すること。
⑵ 情報システムの構築に関すること。
⑶ 情報セキュリティに関すること。
⑷ その他行政事務の効率化に資する情報化に関すること。
（推進会議の組織）
第８条 推進会議は、次に掲げる者をもって組織する。
⑴ 総務課長
⑵ その他市長が任命する職員
（推進会議の座長等）
第９条 推進会議の座長は、総務課長をもって充てる。
２ 座長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
３ 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指名した者がそ
の職務を代理する。
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（推進会議の会議）
第１０条 推進会議の会議は、情報化委員会の指示があるとき、又は座長が必要と認める
ときに招集する。
２ 座長は、推進会議の会議の結果を情報化委員会に報告する。
（研究会の設置等）
第１１条 情報化委員会に情報化研究会（以下「研究会」という。）を置くことができる。
２ 研究会は、情報化委員会から指示された事項について調査、研究及び検討を行い、そ
の結果を情報化委員会に報告する。
３ 情報化委員会から指示された事項が複数ある場合は、当該指示事項ごとに研究会を設
け、研究会の名称をそれぞれ定める。
（研究会の組織）
第１２条 研究会は、会長、副会長及び研究会ごとに市長が任命する職員をもって組織す
る。
（研究会会長及び副会長）
第１３条 研究会の会長（以下「研究会会長」という。）は総務部長を、研究会の副会長
（以下「研究会副会長」という。）は総務課長をもって充てる。
２ 研究会会長は、研究会の会務を総理する。
３ 研究会副会長は、研究会会長を補佐し、研究会会長に事故があるとき、又は研究会会
長が欠けたときは、その職務を代理する。
（研究会の会議）
第１４条 研究会の会議は、研究会会長が研究会ごとにそれぞれ招集し、議長となる。
２ 研究会会長は、研究会の会議において必要があると認めるときは、会員以外の者に出
席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
（研究会の助言者）
第１５条 研究会の審議事項に関し、指導又は助言を得るため、研究会ごとにそれぞれ助言
者を置くことができる。
（庶務）
第１６条 情報化委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
（委任）
第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成４年７月１日から施行する。
附 則
この要綱は、平成６年４月１日から施行する。
附 則
この要綱は、平成８年７月１日から施行する。
附 則
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令和元年度大府市情報化委員名簿
氏
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名

所属

会長

山 内

健 次

副市長

副会長

久 野

幸 信

総務部長

新 美

光 良

企画政策部長

吉 兼

智 人

健康都市推進局長

丸 山

青 朗

市民協働部長

鈴 置

繁 雄

福祉子ども部長

今 村

昌 彦

健康文化部長

玉 村

雅 幸

都市整備部長

・役職

長谷川

重仁

建設部長

寺 島

晴 彦

産業振興部長

杉 山

鐘 辞

水道部長

久 野

信 親

会計管理者

木 學

貞 夫

教育部長

相 木

直 人

議会事務局長

相 羽

政 信

監査委員事務局長

上 山

治 人

消防長

富 澤

正 浩

総務課長

新 美

清 和

総務課情報システム係長

竹 下

直 幸

総務課情報システム係主任

盛 林

達 哉

総務課情報システム係主任

委員

事務局
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令和２年度大府市情報化委員名簿
氏

名

所属

・役職

会長

山 内

健 次

副市長

副会長

信 田

光 隆

総務部長

新 美

光 良

企画政策部長

吉 兼

智 人

健康都市推進局長

玉 村

雅 幸

市民協働部長

鈴 置

繁 雄

福祉子ども部長

今 村

昌 彦

健康文化部長

近 藤

重 基

都市整備部長

伊 藤

宏 和

建設部長

寺 島

晴 彦

産業振興部長

杉 山

鐘 辞

水道部長

久 野

信 親

会計管理者

木 學

貞 夫

教育部長

相 木

直 人

議会事務局長

相 羽

政 信

監査委員事務局長

上 山

治 人

消防長

富 澤

正 浩

総務課長

新 美

清 和

総務課情報システム係長

竹 下

直 幸

総務課情報システム係主任

盛 林

達 哉

総務課情報システム係主任

委員

事務局
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氏

所属

・役職

会長

久野

幸信

総務部長

副会長

富澤

正浩

総務課長

川出

陽一

企画政策課企画係長

太田

雅之

広報広聴課広報係長

北川

美香

健康都市推進課健康都市推進係長

林
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名

委員

事務局

助言者

美 幸

市民課窓口係長

久野

義鎮

藤田

奈緒子

島田

真希

健康増進課健康増進係長

弘

都市計画課都市計画係長

鈴 置

協働推進生涯学習課生涯学習係長
保育課保育係長

村田

卓也

土木課維持補修係長

半田

貴之

商工労政課工業労政係長

奥村

喜美子

鈴木

善和

会計課出納係長

深谷

雄紀

学校教育課学校教育係長

武陵

真結子

吉野

史高

庶務課庶務施設担当主査

新美

清和

総務課情報システム係長

竹下

直幸

総務課情報システム係主任

盛林

達哉

総務課情報システム係主任

太田

茉知

総務課情報システム係主事

安藤

暁彦

総務課情報システム係主事

小栗

宏次

愛知県立大学情報科学部教授

下水道課庶務係長

議事課議事係長
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令和２年度大府市情報化研究会委員名簿
氏

名

所属

会長

信田

光隆

総務部長

副会長

富澤

正浩

総務課長

鈴木

康幸

企画政策課企画係長

太田

雅之

広報広聴課広報係長

久野

倫太郎

林

委員

事務局

助言者

美 幸

・役職

健康都市推進課健康都市推進係長
市民課窓口係長

久野

義鎮

協働推進生涯学習課生涯学習係長

藤田

奈緒子

島田

真希

健康増進課健康増進係長
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久野

建史

都市計画課都市計画係長

編

近藤

宏幸

土木課維持補修係長

半田

貴之

商工労政課工業労政係長

奥村

喜美子

鈴木

善和

会計課出納係長

深谷

雄紀

学校教育課学校教育係長

武陵

真結子

吉野

史高

庶務課庶務施設担当主査

新美

清和

総務課情報システム係長

竹 下

直 幸

総務課情報システム係主任

盛 林

達 哉

総務課情報システム係主任

太田

茉知

総務課情報システム係主任

安 藤

暁 彦

総務課情報システム係主任

小栗

宏次

愛知県立大学情報科学部教授

保育課保育係長

下水道課庶務係長

議事課議事係長
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№

日付

会議名

議題

１

令和元年９月５日（木）

政策調整会議

大府市情報化基本計画の策定につい
て

２

令和元年 11 月 12 日（火）

情報化研究会

(1) 計画策定の趣旨
(2) HI-topia の振り返り
(3) 大府市情報化基本計画の考え方
(4) 大府市情報化基本計画策定の進
め方

３

令和元年 12 月２日（月）

情報化委員会

(1) 計画策定の趣旨
(2) HI-topia（現大府市情報化基本
計画）の振り返り
(3) 大府市情報化基本計画の考え方
(4) 大府市情報化基本計画策定の進
め方

４

令和元年 12 月３日（火）

情報化研究会ワー
キンググループ

作業内容の説明

５

令和元年 12 月 13 日（金）

情報化研究会ワー
キンググループ

作業内容の説明

６

令和２年１月７日（火）

情報化研究会ワー
キンググループ

作業内容の説明

７

令和２年１月 31 日（金）

情報化研究会

(1) 大府市情報化基本計画の基本方
針案
(2) 各施策の現状と課題

８

令和２年４月９日（木）

政策調整会議

大府市情報化基本計画案の概要につ
いて

９

令和２年４月 27 日（月）

情報化委員会

大府市情報化基本計画案の策定状況
について

10

令和２年６月 12 日（金）

情報化研究会ワー
キンググループ

作業内容の説明

11

令和２年９月 18 日（金）

情報化研究会

情報化施策案について

12

令和２年 10 月 12 日（月）

情報化委員会

大府市情報化基本計画案について

13

令和２年 10 月 19 日（月）

政策調整会議

大府市情報化基本計画案について

14

令和２年 12 月 19 日（土）
～令和３年１月 19 日（火）

パブリックコメント

大府市情報化基本計画案について意
見募集

15

令和３年３月 16 日（火）

情報化委員会

大府市情報化基本計画について
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⼤府市公式マスコットキャラクター

おぶちゃん
体の形は⼤府市の地形。
明るい⻩⾊は元気のしるし。
チャームポイントは市の花くちなし。
タスキをかけて未来への健康の橋渡
し役を務めているよ。
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