宝塚市ＩＣＴ戦略

平成 28 年（2016 年）3 月
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（巻末資料）
用語解説

改版履歴
版数

改版日

改版箇所

1.0

平成 28 年（2016 年）
3 月 31 日
令和元年（2019 年）
7 月 31 日

初版

1.1

p.7 ほか

改版内容

・ コンビニ 交 付 率 の 目 標
値を変更
・2019 年 5 月以降の元
号を「令和」に変更

備考

1
1
2
3

5
5
6
7
13

14
14
15

１ 背景と目的
近年のＩＣＴ※の進歩により、スマートフォンなどの新たな情報機器やＳＮＳ※が普及したこと
で、誰もが時間や場所にとらわれずにインターネット上のサービスを利用し、世界中の人々と交
流できるようになるなど、ＩＣＴの利用は人々の日常生活に浸透し、便利で豊かな生活に欠かせ
ないものとなっています。
本市においても、公共施設のネット予約や情報発信のスマートフォン対応などを進めてきまし
たが、今後も、市民生活に直接関わる分野でＩＣＴ化を進めることで行政サービスの質の向上を
図り、より豊かな市民生活を実現するためにＩＣＴを活用することが求められています。
一方で、ＩＣＴの活用に当たっては、個人情報の保護など情報セキュリティ※の確保がますます
重要となり、また、情報通信機器を使える人と使えない人との格差や、誰もが行政情報へ容易に
アクセスできるようにすることにも配慮しなければなりません。
これらを踏まえ、誰もが利便性やサービス向上を実感できる電子市役所※の実現、効果的な情報
発信・情報交流のためのＩＣＴの利活用推進、情報セキュリティの強化とＩＣＴの高度利用の推
進を図るために、
「宝塚市ＩＣＴ戦略」を策定します。

２ 戦略の位置付け
本戦略は、
「第５次宝塚市総合計画 後期基本計画」に基づき、今後、市としてＩＣＴ化を推進
する上での方針を示すものです。本戦略は、今後の本市における全庁的なＩＣＴ化の基本方針及
び具体的な施策を示す、総合的な情報化推進計画として位置付けています。
本戦略を策定するに当たり、国・県のＩＣＴ化の動向や、社会保障・税番号制度※（以下「マイ
ナンバー制度」と言う。
）の導入、市民生活におけるスマートフォンやタブレット端末、ソーシャ
ルメディア※普及などの外部環境の変化に対応したＩＣＴ化施策を検討しました。
また、技術革新によるＩＣＴの目覚ましい変化に対応するため、本戦略は適宜見直すこととし
ます。
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３ ＩＣＴの利用動向
「平成 27 年版情報通信白書」（平成 27 年（2015 年）7 月 28 日総務省）によると、平成 14
年（2002 年）と平成 26 年（2014 年）の年代別インターネット利用率は全ての世代で上昇して
おり、60 歳代では 50%近く（26.0%→75.2%）上昇するなど、60 歳以上の世代でもインターネッ
ト利用が拡大していることが示されています。また、とりわけ 30 歳代以下においては、イン
ターネットを利用する機器として、スマートフォンで利用する割合がパソコンを上回っていま
す。インターネットによる情報発信を行う場合、パソコンだけでなくスマートフォンでの利用
を想定する必要性が高いことを示しています。
図表 2-2-1-1 インターネット利用率の向上（年代別）

図表 2-2-1-5 最も利用頻度が高いＩＣＴ端末（年代別）

出典：
「平成 27 年版情報通信白書」
（総務省）
http://www.soumu.go.jp/johotsusinto
kei/whitepaper/ja/h27/html/nc122000
.html
http://www.soumu.go.jp/johotsusinto
kei/whitepaper/ja/h27/html/nc122100
.html
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４ 国・県の動向

政府は「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」（平成 25 年（2013 年）6 月策定）の中で、目指すべ
き社会として、次の 4 項目を柱に据えています

①ＩＴ利活用の深化により未来に向けて成長する社会
ＩｏＴ※時代の到来を踏まえ、オープンデータ※、ビッグデータ※を利活用した新たなビジネス
モデルの構築など、産業が有する潜在能力を強化し、新たな雇用を創出し、成長する社会の実現
を目指す。
また、「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（マ
イナンバー法）」の施行など、大きく変革の時を迎えていることから、社会全体のＩＴ利
活用を一気に加速させるため、法制上の措置等を講ずるなど、我が国の未来に向けた成長
を実現するために取り組む。

②ＩＴを利活用したまち・ひと・しごとの活性化による活力ある社会
「地方創生ＩＴ利活用促進プラン」
（平成 27 年（2015 年）6 月ＩＴ総合戦略本部決定）に基づ
き、地方公共団体等のＩＴ利活用促進のための情報共有基盤整備、地方公共団体等に対する人材・
産業活性化支援等を推進する。

③ＩＴを利活用した安全・安心・豊かさが実感できる社会
障がい者や高齢者などの情報弱者を含む全ての国民が健康で安全・安心に暮らせるユニバーサ
ル※な新たな社会システムを構築し、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
い社会を実現する。
また、平時だけでなく災害時にも誰でもどこでも必要な情報を手に入れられる社会、効率的か
つ安定的なエネルギーマネジメントが行われる社会等の実現や、令和 2 年（2020 年）東京オリン
ピック・パラリンピック競技大会に向けて、ＩＴ利活用による世界への「おもてなし」を発信す
る。

④ＩＴを利活用した公共サービスがワンストップ ※で受けられる社会
平成 27 年（2015 年）10 月に施行されたマイナンバー制度により、電子行政サービスがワンスト
ップでどんな端末でも受けられる「便利なくらし」社会を実現する。
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兵庫県は、ＩＣＴに関する戦略として、平成 31 年（2019 年）までに目指すべきＩＣＴ利活用のあ
り方を視野に入れた、
「ひょうごＩＣＴ戦略」
（平成 27 年（2015 年）3 月）を策定し、6 つの戦略を示
しています。
戦略１：安全安心の推進
災害から県民を守るため、防災・減
災情報を受発信するＩＣＴ基盤を強化
し、地域の防災力を高めるとともに、
地域安全まちづくり、安全な県土空間
づくりを進める。
また、高齢化が進む中、医療・福祉
情報連携や県民一人ひとりの健康増進
に取り組むなど、県民生活の安全安心
を推進する。

戦略２：暮らしの質の向上
教育、エネルギー、まちづくりなど
県民の暮らしの基盤となる分野で、情
報活用の仕組みづくりを進め、県民の
身近なサービスの満足度や効率を高め
て、地域間の格差是正を推進すること
で、暮らしの質の向上を図る。

戦略３：地域力の強化
多自然地域において、ＩＣＴの恩恵
を最大限生かせるよう高度情報通信基
盤の確保を図るとともに、地域資源と
ＩＣＴを組み合わせることにより、
「地域創生」の取り組みとも連携し、
都市から地方への人の流れを生み出
し、人口減少、東京一極集中是正に貢
献する。
また、ＩＣＴ活用による課題解決や
高齢者、障害者などの社会参加促進に
より、地域力を強化する。

戦略４：産業の振興
ひょうごの強みである最先端の計算
科学技術基盤や全国有数の先端研究機
関等の集積を生かし、産業界とも連携
した高度ＩＣＴ人材の育成を進める。
また、デジタルものづくり、医療産
業などの振興により、新たな事業や雇
用の創出を図るとともに、地域産業、
観光、農業など様々な産業が持つ技術
やサービスとＩＣＴを組み合わせ、利
用者のニーズに応じた多様なサービス
を提供し、産業の振興を図る。

戦略５：行政のオープン化・効率化
ワークスタイル改革やマイナンバ
ー、オープンデータなどのＩＣＴ基盤
構築等に取り組むことで、オープン
化・効率化した行政運営を目指すとと
もに、モバイル・ファースト ※ を前提に
した県民本位の情報発信を進める。

戦略６：社会とＩＣＴの調和
ＩＣＴが、あらゆる世代、あらゆる
場所、行動に浸透してきている中、情
報セキュリティへの脅威、情報提供者
による情報コントロールなどＩＣＴの
影の部分への対応を踏まえ、情報セキ
ュリティ・モラル対策を強力に進め、
全国をリードする安全なＩＣＴ社会を
めざす。
また、ＩＣＴへの依存度が高まる
中、子どもから高齢者まで県民全てが
適正にＩＣＴ利活用できるよう、ＩＣ
Ｔ能力の向上を図る。
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第2章

ＩＣＴ戦略

１ 基本理念
「第５次宝塚市総合計画 後期基本計画」では、
「誰もが利便性、サービス向上を実感できる電
子市役所の実現」
、「効果的な情報発信・情報交流のためのＩＣＴの活用推進」、「情報セキュリテ
ィの強化とＩＣＴの高度利用の推進」を情報化の基本理念として掲げています。

２ 基本戦略
上記の基本理念を実現するため、次の５つの基本戦略を定めます。

●戦略１：サービスの高度化
スマートフォンやタブレットの端末の普及や社会全体のインターネット接続環境
の整備、市役所や各窓口に足を運ぶことなく手続を行うことができるオンライン行政
手続の実現など、ＩＣＴの目覚ましい進歩を踏まえ、いつでも、どこでも、手軽にア
クセスでき、誰もが利便性、サービス向上を実感できる電子市役所の実現に向けた環
境整備に取り組みます。

●戦略２：安全安心の実現
防災、減災、被災者支援に ICT を活用し、自助、共助の促進による地域の防災力の
強化に取り組みます。
そのために、各種防災情報等の一元的集約による的確な意思決定を支援し、行政と
市民とにおける迅速な情報共有環境を整備することにより、安全安心の実現に努める
とともに、災害時要援護者に対する支援に取り組みます。

●戦略３：暮らしの質の向上と地域の魅力発信
ＩＣＴを活用し、地域の個性を生かした持続可能な暮らしやすいまちづくりに向け
た環境整備に取り組みます。教育分野においては、思考力、判断力、表現力を育成す
る学びの進化や協働型・双方向型学習による 21 世紀型能力の習得を進めるため、Ｉ
ＣＴ活用による特色ある教育を推進します。
また、来街者向けの公衆無線ＬＡＮ（Wi-Fi） ※ 環境の整備に取り組みます。

●戦略４：協働のまちづくりの実現のための基盤整備
市民参加や協働を促進するオープンデータ、ビッグデータの活用の広がりを踏ま
え、ＩＣＴの利活用による情報共有を推進するための環境整備に取り組みます。
市民の市政への関心が高まるよう、市ホームページなどで積極的な情報発信を行う
とともに、市民が知りたい情報が多様化している状況に対応するため、情報の量や内
容、見やすさなどの向上に取り組みます。

●戦略５：安心して使えるＩＣＴ環境の整備と行政事務の効率化
マイナンバー制度の施行を踏まえ、個人番号の有効かつ安全な利用に資するシステ
ム構築・運用を進めるとともに、ＩＣＴの利活用による効率的、効果的な行財政運営
基盤の整備に取り組みます。
また、ＩＣＴ技術が急速に進化する中、個人情報の漏洩など情報セキュリティに対
する脅威が顕在化しており、これらの脅威に備えるための施策に取り組みます。
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３ 総合計画とＩＣＴ戦略の関係
「第５次宝塚市総合計画 後期基本計画」とＩＣＴ戦略の関係は以下のとおりです。
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４ 戦略ごとの取組
５つの基本戦略を達成するため、戦略ごとに以下の取組を推進していきます。

戦略①：サービスの高度化
取組

１

行政手続のオンライン化の推進

【取組の方向性】
市役所に来庁せずとも、各種行政手続が可能となる
ような、使いやすく、利便性の高い、オンライン手続の
仕組みの構築・充実に取り組みます。

２

【具体取組例】
○公共施設予約等の利用拡大
○電子申告の利用拡大
○電子入札の利用拡大
○図書館情報化の推進

諸証明のコンビニ交付とマイナンバーカードの多目的利用の推進

【取組の方向性】
マイナンバー制度施行にあわせ、諸証明のコンビニ
交付を開始し、利用者の利便性向上に取り組むととも
に、国の取組に合わせたマイナンバーカードの多目的
利用について検討します。

主な具体取組
公共施設予約等の利用拡大
コンビニ交付の推進

目標指標・目標

【具体取組例】
○コンビニ交付の推進
公共施設予約管理システム
○電子入札システム
○eL-TAX システム
○ RFID( Ｉ Ｃ タ グ を 活 用 し た
図書の管理・運用技術)の導
現状値
目標値
単位
（平成
26
年度）
（令和２年度）
入

公共施設の予約などの申請
に占めるオンライン率
住民票などの証明書発行
件数に占めるコンビニ交
付率

％

76.2

80.0

％

―

12.0

これまでの取組
【行政手続のオンライン化の推進】
・インターネットの各家庭への普及及びＩＣＴの発達により、ネ
ットワークを通じたオンラインでの処理が可能になり、場所・
時間の制約を受けることなく手続を行う環境が整った ことか
ら、市民が自宅やオフィスまたは携帯電話等から行政手続 がで
きるようオンライン化の推進を図ってきました。
・平成 14 年度（2002 年度）開始：公共施設予約管理システム
・平成 17 年度（2005 年度）開始：兵庫県電子申請共同運営シス
テム
・平成 18 年度（2006 年度）開始：兵庫県電子入札共同運営シス
テム
・平成 21 年度（2009 年度）開始：ｅＬＴＡＸ（地方税ポータル
システム）
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戦略②：安全安心の実現
取組

１

防災・減災のためのＩＣＴ利活用の推進

【取組の方向性】
幅広い対象に迅速に情報を伝えるため、メール、ＳＮ
Ｓを活用し、伝達手段の多ルート化を図ります。
災害時通信環境の運用、防災関連システムの整備を
引き続き推進し、あらゆる災害に迅速に対応できるよ
う取り組みます。

２

【具体取組例】
○安心メールの登録者数拡大
○防災、減災へのＳＮＳ活用
○ 地域児童 育成会 メール 配信
サービスの拡充
○災害時通信環境の運用
○防災関連システムの整備

被災者支援のためのＩＣＴ利活用の推進

【取組の方向性】
これまでの取組に加え、今後発生すると想定されて
いる南海トラフ地震等の災害において、より迅速・的
確に様々な被災者支援業務を実施するために、被災者
支援システムの整備に取り組みます。
また、災害時において市民が災害関連情報等を容易
に入手できる情報通信環境（公衆無線ＬＡＮ(Wi-Fi)）
の整備を推進します。

主な具体取組

目標指標・目標

安心メールの登録者数拡大

登録者数

平成 29 年度（2017 年度）
被災者支援システムの整備・
からの供用開始に向け
利活用
た、システムの導入整備

【具体取組例】
○被災者支援システムの整
備・利活用
○ 震災・被 災シス テムの 利活
用
○公衆無線ＬＡＮ(Wi-Fi)整備

単位

現状値
（平成 26 年度）

目標値
（令和２年度）

人

16,581

20,000

―

―

―

これまでの取組
【防災・減災のためのＩＣＴ利活用の推進】
・阪神・淡路大震災では、被害状況や市民の安否などをはじめとした様々な情報が、市民に
伝わらないだけではなく、行政ですら把握できていない状況でした。この教訓を踏まえ、
地震災害だけでなくあらゆる災害に迅速に対応するため、フェ
ニックス防災システムを整備しました。
・多くの情報が錯綜する災害時には現状を正確に把握することが
重要となるため、土砂災害警戒区域等の危険な区域や、避難勧
告等の発令対象区域の市民を正確に把握するための環境整備を
行いました。
・メール配信による、災害情報を迅速に伝える環境を整備しまし
た。
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戦略③：暮らしの質の向上と地域の魅力発信
取組

１

医療・福祉分野でのＩＣＴ利活用の推進

【取組の方向性】
国民健康保険の健康・医療情報を活用して効果的か
つ効率的な保健事業の実施を図るための実施計画（デ
ータヘルス計画）の策定に取り組みます。
特定健診や医療機関への受診につなげるため、スマ
ートフォンやパソコンを活用した簡易健診を開始し、
宝塚市の健康づくりの推進を図ります。
タブレット端末を活用したスムーズな救急搬送の実
現、医療情報の整備による患者サービスの向上、障が
い者情報支援機器講座実施に継続して取り組みます。

２

ＩＣＴを活用した省エネ型社会の実現

【取組の方向性】
公共施設でエネルギーの使用状況をリアルタイムに
収集、発信できる環境整備を目指し検討を行う。また、
事業者への情報発信等に努め、最適なエネルギーマネ
ジメントによる省エネ型社会を目指します。

３

【具体取組例】
○ 公共施設 エネルギ ーマ ネジ
メントの導入検討

教育分野でのＩＣＴ利活用の推進

【取組の方向性】
学校ＩＣＴ環境整備を進め、教職員のＩＣＴ機器活
用スキル向上、児童生徒の学力向上、教職員の多忙化
の解消等を目指します。
宝塚市立看護専門学校の学生が学習に利用できるパソ
コン等を学校内に整備し、教育環境の向上を図ります。
図書館運営にRFID技術を活用し、利用者のプライバ
シーを確保するとともに利便性の向上を図ります。
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【具体取組例】
○効果的かつ効率的な保健事
業の実施
○ スマート フォンや パソ コン
を活用した健診の実施
○救急搬送におけるタブレッ
ト端末の活用
○医療情報システムの拡充
○ 障がい者 情報支援 機器 講座
の実施

【具体取組例】
○スクールネット宝塚の拡充
○校務支援システムの活用推進
○ 宝塚市立 看護専門 学校 教育
用パソコン整備・利活用
○ RFID( Ｉ Ｃ タ グ を 活 用 し た
図書の管理・運用技術)の導
入検討

ＩＣＴを活用した「おもてなし」環境の整備

【取組の方向性】
令和 2 年（2020 年）に開催される東京オリンピッ
クに向け、外国人観光客の増加が予想され、観光振興
について公衆無線ＬＡＮ環境整備は有効であると考え
られます。ＩＣＴの活用により、宝塚市を訪れる人々
が快適に過ごすことができる環境整備を図ります。
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【具体取組例】
○ 公 衆 無 線 Ｌ Ａ Ｎ (Wi-Fi) 整
備 、 導入 経費 補助 金 制度 の
充実
○手塚治虫記念館における
ＩＣＴ利活用の推進

主な具体取組
効果的かつ効率的な保健
事業の実施
公共施設エネルギーマネ
ジメントの導入検討
スクールネット宝塚の拡
充
公 衆 無 線 Ｌ Ａ Ｎ (Wi-Fi)整
備、導入経費補助金制度の
充実

目標指標・目標
データヘルス計画 ※ の策定
（平成 27 年度（2015 年
度））
エネルギーマネジメントシ
ステム管理対象施設数
ＰＣ教室以外の教室におけ
るＰＣの利用時間
観光 Wi-Fi 対象エリアの整
備率（注）
導入補助実施件数

単位

現状値
（平成 26 年度）

目標値
（令和２年度）

―

―

―

施設

―

8

時間

1,449

2,000

％

25

100

件

―

21

（注）対象エリア：手塚治虫記念館、花のみち（２カ所）、ナチュールスパ宝塚前の計４か所

これまでの取組
【医療・福祉分野でのＩＣＴ利活用の推進】
・市立病院における医療情報システムの整備による患者サービスの向上と業務効率化に取り
組んできました。
・地域児童育成会を利用する保護者への連絡手段としてメール活用に取り組んできました。
・視覚障がい者のパソコン技術習得のためのパソコン教室に取り組んできました。
【ＩＣＴを活用した省エネ型社会の実現】
・平成 17 年度（2005 年度）から環境マネジメントの一環として「たからづかのエコチェック」
を実施しています。各課のエネルギーの使用状況を把握し、地球温暖化対策の推進に関する
法律等に基づく法定報告を行うなど、省エネ型社会の実現に取り組んでいます。
【教育分野でのＩＣＴ利活用の推進】
・平成 10 年度（1998 年度）からスクールネット活用事業を推進し、コンピュータを活用した
教育活動を行うための環境整備に取り組んできました。また、校務支援システムを整備し、
教職員の多忙化の解消による、児童生徒に向き合う時間や教材研究の時間が確保できる環
境整備に取り組んでいます。
【ＩＣＴを活用した「おもてなし」環境の整備】
・紙媒体だけでなくホームページによる情報発信の充実を
図り、観光大使によるブログや、市政情報のページとは
異なるデザインの魅力あるホームページ作りに取り組ん
でいます。
・平成 26 年度（2014 年度）に、Google で手塚治虫作品や
その生涯を紹介する手塚治虫記念館のミュージアムビューが
公開されました。
・平成 26 年度（2014 年度）から手塚治虫記念館において、
館内で利用できる観光 Wi-Fi の環境を提供しています。

10

戦略④：協働のまちづくりの実現のための基盤整備
取組

１

オープンデータ、ビッグデータの活用

【取組の方向性】
市民との情報共有、行政の透明性、信頼性の向上を
目的に、市の保有する情報を個人や企業等が利活用し
やすい形で、オープンデータとして公開していくとと
もに、ビッグデータを活用した効果的かつ効率的な事
業の実施に取り組みます。

２

【具体取組例】
○統計情報・観光情報に関する
オープンデータの推進
○効果的かつ効率的な保健事業
の実施【再掲】

豊かな情報発信

【取組の方向性】
ホームページ、メールマガジン、ＳＮＳ等の活用に
よる市政情報の発信とともに、市民の意見を聴取しや
すい仕組みづくりに取り組みます。また、子育て情報
発信の強化にも取り組みます。
家 庭 で の食 育 と して 学校 給 食 レシ ピ の 活用 及び 学
校給食の魅力を発信していきます。
議会情報の多様な情報発信に引き続き取り組み、市
民と情報共有をさらに進めていきます。
定住人口、交流人口の増加を図るため、全国に宝塚
市の魅力をＰＲすべく、シティプロモーションに特化
したウェブサイト開設に取り組みます。

主な具体取組

目標指標・目標

統計情報・観光情報に関す
るオープンデータの推進

市オープンデータページへ
のアクセス件数

市政情報発信の充実

市ホームページ総アクセ
ス件数
メールマガジンサービス
登録件数

【具体取組例】
○市政情報発信の充実
・ホームページ
・メールマガジン
○宝塚のおいしい学校給食レシ
ピ集（クックパッド）
○議会情報発信の推進
・インタ-ネット映像配信
・会議録検索システム
・Facebook 活用
○シティプロモーションの推進

単位

目標値
（令和２年度）

件

―

10,000

件

7,383,000

15,000,000

件

7,164

10,000

これまでの取組
【豊かな情報発信】
・市ホームページ、メールマガジン、ＳＮＳの活用により、
市民向けに様々な情報発信を行っています。
・議会の情報発信として、会議録検索（平成 13 年（2001 年）
～）、インターネット映像配信（平成 24 年（2012 年）
～）、Facebook（平成 26 年（2014 年）～）に取り組んで
きました。
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現状値
（平成 26 年度）

戦略⑤：安心して使えるＩＣＴ環境の整備と行政事務の効率化
取組

１

市民のＩＣＴ活用機会の促進

【取組の方向性】
市民向けに、基礎編から応用編まで充実したパソコ
ン講座を開催していきます。
最近多発しているインターネット関連被害（ワンク
リック請求やプロバイダー変更によるトラブル 等）防
止の講座を実施します。

２

【具体取組例】
○就労支援等パソコン教室
○消費者啓発講座の拡充
○インターネットやケータ
イ ・ スマ ホの 安心 安全な 使
い方講座の実施

マイナンバー制度対応

【取組の方向性】
マ イナポ ータ ル ※ を活用 したプ ッシ ュ型サ ービ ス ※
及びワンストップサービスの実現を目指します。

３

【具体取組例】
○マイナンバーカード交付の推進
○各システムの制度対応推進

ＩＣＴを活用した行政事務の効率化
【具体取組例】
○基幹系システムの更新
○サーバ統合化基盤の有効活用
○ 情報シス テムのネ ット ワー
クセンターへの移設

【取組の方向性】
基幹系システムの更新、サーバ統合化基盤の有効活
用等の推進により、効果的・効率的なＩＣＴ活用によ
る行政事務の効率化を進めます。災害に対する業務継
続性確保のため、情報システムのネットワークセンタ
ー ※ への移設に取り組みます。

主な具体取組

目標指標・目標

インターネットやケータイ・ス
マホの安心安全な使い方講座

講座実施小中学校数

マイナンバーカード交付の
推進
基幹系システムの更新

人口に占めるマイナンバー
カード交付率
オープン化した基幹系シス
テム数

単位

現状値
（平成 26 年度）

目標値
（令和２年度）

校

29

36

％

―

28.0

個

1

13

これまでの取組
【市民のＩＣＴ活用機会の促進】
・市民の就労支援の一環としてＩＣＴの活用機会の促進を図るためパソコン講座、インターネ
ット関連の問題を取り上げた講座やイベントを実施しています。
【マイナンバー制度対応】
・平成 27 年（2015 年）10 月のマイナンバー法施行を踏まえ、推進体制を整備し、システム環
境整備に取り組んでいます。
【ＩＣＴを活用した行政事務の効率化】
・各部署において、ＩＣＴを活用し、住民サービスの向上、内部事務の効率化、行財政コスト
の低減に取り組んでいます。
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５ 取組の推進に当たっての留意事項
ＩＣＴ化に当たっては、下記の事項に十分留意しながら取組を推進することとします。

情報セキュリティ対策の実施
インターネットの発達した社会にあっては、利便性が向上すると同時に、ネットワーク障害によ
る通信の途絶や、コンピュータウィルス感染などの情報セキュリティ事故が発生しないよう、対策
を講じる必要があります。特にサイバー攻撃※については、実際に官公庁で情報漏えいが発生する
など、その脅威は日々増大しています。情報セキュリティ事故は、市民生活に深刻な悪影響を与え、
ひとたび個人情報等の重要な情報が流出した場合には、その被害を完全に回復することは困難です。
市の機関のほか、委託業者等も含めたＩＣＴに関する業務全般について十分な情報セキュリテ
ィ対策を実施し、個人情報や市民のプライバシーを守る対策に取り組みます。

費用対効果の検討
情報システムは、開発費や機器購入費、導入後の運用費等、多額の費用を必要とします。また、
通信回線の敷設のようなＩＣＴ利用環境の整備を実施する場合も、財政上の負担は少なくありませ
ん。情報システムの導入や、ＩＣＴを利用した事業の実施に当たっては、市民ニーズや、事務の効
率化について考慮した上で、十分にその機能や費用を精査し、不要な機能・機器の導入を行わず、
最少の費用で最大の効果を発揮するよう、費用対効果を十分に検討します。
また、市民が利用する情報システムの導入に際しては、その効果を発揮するため、市民に認知し
てもらうための周知方法についても検討を行います。

利用者のＩＣＴ利用環境への配慮
今日では、社会の隅々までインターネットが普及し、全ての人がＩＣＴによる利益を享受できる
かのようにも思われがちですが、パソコンなどの情報機器を使いこなす習熟度や、ＩＣＴに関する
知識の差など、個人一人ひとりの間で大きな違いがあります。年齢的、身体的条件等に関わらず、
誰もが情報にアクセスし利用でき、ＩＣＴによる利益を享受できるよう、「わかりやすく、使いや
すい」システムの構築を目指します。
また、例えば全市民を対象とした情報発信を行う場合には、ホームページのみでなく紙媒体も併
用して行うなど、ＩＣＴに習熟していない市民、ＩＣＴを利用しない市民にも十分に配慮します。

市民の取組
「第５次宝塚市総合計画 後期基本計画」においては、協働の取組をさらに推進するため、
「市
民の取組」として下記の事項を掲げていることを踏まえ、市民とともに施策の推進に取り組みま
す。


積極的にＩＣＴサービスを利用し、行政とともに電子市役所の実現に取り組みます。



ＳＮＳなどを利活用し積極的に情報を発信・収集することで、市民活動を活性化させます。



ＩＣＴの利用に際しては、便利である反面、リスクがあることを理解し、適切な利用を心
がけることに努めます。
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１ 情報化推進本部
宝塚市情報化推進本部設置要綱（平成 27 年（2015 年）4 月 21 日施行）に基づき設置している「宝
塚市情報化推進本部」により、ＩＣＴ戦略の総合的かつ体系的、組織横断的な推進を図ります。
重点的に取り組むべき事項については専門部会を設置し、ＩＣＴ戦略の着実な推進を図ります。ま
た、情報セキュリティ管理体制と連携し、情報セキュリティ確保を前提としたＩＣＴ戦略の推進に取
り組みます。

２ ＩＣＴガバナンスの確立
ＩＣＴ戦略の着実な推進を支えるため、ＩＣＴガバナンスの確立を図っていきます。具体的には、
各課において情報システムの調達を行う機会が増えてきたことを踏まえ、情報システムの調達の基
本的な考え方や事務手順の標準化・明確化を図り、効果的かつ効率的な情報システム導入に資するた
め、
「ＩＣＴ調達ガイドライン」の策定に取り組みます。
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３ 情報セキュリティ管理体制
情報セキュリティ対策の確保、向上を図るため、宝塚市情報セキュリティ規則（平成 17 年（2005
年）3 月 22 日施行）に基づき、宝塚市情報セキュリティ管理体制をとっています。

国・県と情報セキュリティ情報を共有し、インシデント※が発生した場合には、迅速な対応を行え
るよう、連携体制を構築しています。

出典：「自治体情報セキュリティ緊急強化対策について」
（総務省）
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（巻末資料）用語解説
ページ

用語

解説

1

ＩＣＴ

Information and Communication Technology の略。情報通信技術の
こと。

1

ＳＮＳ

Ｓocial Ｎetworking Ｓervice の略。インターネット上の交流を通じて
新たな人間関係を構築する場を提供するサービスのこと。

1

情報セキュリティ

個人や企業が持つ情報を、不当に取得・改変されることなく、正当な
権利を持つ個人や組織が、情報や情報システムを意図通りに制御で
きるよう、人的・組織的・技術的な対策を講じること。

1

電子市役所

市役所の実際の窓口とは別に、インターネット上にオンライン窓口を
設置し、各種申請・届出を受け付ける体制を築くもの。電子市役所が
確立することにより、市民・事業者などは 24 時間、場所を選ばず各
種行政サービスを受けることができるようになる。

1

社会保障・税番

マイナンバー制度。社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民

号制度

にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するために、複数の
行政機関に存在する個人の情報を同一人物の情報であるということ
の確認を行うための基盤のこと。

1

3

ソーシャルメディ

インターネットを利用して誰でも手軽に情報を発信したり、相互のやり

ア

とりが出来る双方向のメディアのこと。

ＩｏＴ

Internet of Things の略。モノのインターネットと呼ばれ、乗り物や家
電などが、人の手を介さず直接インターネットに接続し、相互に通信
することで自動制御などを行うこと。

3

オープンデータ

行政が保有する情報を、インターネットを通じて誰もが自由に入手し、
加工、利用及び再配布できるように公開されたデータのこと。

3

ビッグデータ

事業に役立つ知見を導くための巨大なデータであり、社会・経済の問
題解決や、業務の付加価値向上を行う、あるいは支援する目的など
に利用されるデータのこと。

3

ユニバーサル

高齢者や障がい者を含む誰もが、簡単に利用可能なこと。

3

ワンストップ

行政機関などへの複数の手続を一度で完了できること。

4

モバイル・ファー

スマートフォンやタブレット等のモバイル端末の利用者が増加している

スト

ことから、モバイル端末の利用を前提としたＩＣＴサービスを提供するこ
と。

5

9

10

12

公衆無線ＬＡＮ

無線ＬＡＮ（通信網）を利用して、インターネットへの接続を企業や自

（Wi-Fi）

治体が提供するサービスのこと。

スクールネット宝

コンピュータを活用した教育活動を行うため、市内の公立学校園の教

塚

育用コンピュータを結んでいるネットワークのこと。

データヘルス計

国民健康保険の健康・医療情報を活用して効果的かつ効率的な保

画

健事業の実施を図るための実施計画のこと。

マイナポータル

行政機関がマイナンバー（個人番号）の付いた自分の情報をいつ、ど
ことやりとりしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関
する情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報などを
自宅のパソコンなどから確認できるウェブサイトのこと。

12

12

プッシュ型サービ

一人ひとりに合った行政機関などからのお知らせを表示する機能の

ス

こと。

ネットワークセン

大雨による浸水等、災害からコンピュータネットワーク機器を守るため

ター

に、新市庁舎（建設予定）に設置を予定しているコンピュータ室のこ
と。

13

サイバー攻撃

コンピューターシステムやインターネットなどを利用し、個人や組織の
コンピュータやネットワークに不正侵入し、情報の詐取、改ざん、破壊
などを行う行為のこと。

15

インシデント

情報セキュリティを脅かす事件や事故、それらを引き起こしかねない
状況及びそれらの前兆のこと。

---------------------------------------------------【お問い合わせ先】
宝塚市 企画経営部 政策室 情報政策課
住所：〒665-8665

宝塚市東洋町 1 番 1 号

電話番号（直通）：0797-77-2004
URL：http://www.city.takarazuka.hyogo.jp
メールアドレス：m-takarazuka0009@city.takarazuka.lg.jp

----------------------------------------------------

