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第１章 方針の策定にあたって 

１ 方針策定の趣旨 

安曇野市（以下「本市」という。）では、地域情報化を推進するにあたり、安曇野市総合計画

との整合を図りつつ、重点的に取り組む施策を総合的視点から実現するため、平成 20 年３月に

「第１次安曇野市情報化計画」を策定し、「第３次安曇野市情報化計画【改訂版】」まで見直

し、改訂を重ね、情報通信技術（ICT）の効果的な利活用による地域情報化及び行政情報化（行

政サービス向上、行財政運営健全化等）に取り組んできました。この 10年間の取り組みによ

り、通信網や情報システム等のインフラ整備がおおむね完成したとともに、ICT 機器の高度化・

発展に伴う利用の容易性向上、市民ニーズに適した民間サービスの進展や充実もあり、市が独自

に取り組んできた地域情報化施策は、一定の成果があったものと考えられます。 

近年ではスマートフォン等のモバイル端末の急速な普及や、IoT の進展、ネットワークの高速

化・大容量化等により、ICT は個人や事業者等にとってより身近なものとなり、様々な分野で活

用が期待できるようになってきました。行政分野においても、行政手続きのオンライン化による

住民の利便性向上や業務の効率化、市町村保有データのオープン化による地域課題の解消等、

ICT や官民データを活用した取り組みの拡大が期待されています。 

しかしながら、情報化・ICT に関する技術、機器、サービス等の進展は著しく、その移り変わ

りや将来展望を見通すことが困難になってきていることに加え、国・県等のデジタルガバメント

推進・働き方改革等の取り組みに伴う情報化に関する規制改革、制度改正等も予想されているこ

とから、従前のような情報化計画を策定しても、計画期間やその取り組み自体が世の中の流れに

追い付かないおそれもあるため、「第３次安曇野市情報化計画【改訂版】」の計画期間満了に伴

い、より的確で柔軟性、実行性のある情報化施策を推進していけるよう、新たに「安曇野市情報

化基本方針」を策定することとしました。 
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２ 方針の位置付け 

本方針は、本市の目指すべき将来像とその実現に必要な諸施策の方向性を定めた「安曇野市総

合計画」における情報化分野に係る個別方針として位置付けます。 

また、国、県の ICT関係政策についても勘案し、官民データ活用推進基本法第９条第３項にお

いて市町村に努力義務としてその策定が規定されている「市町村官民データ活用推進計画」（区

域における官民データ活用の推進に関する施策について掲載した計画）に関する取組事項を含め

たものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 方針の期間 

 本方針は平成 31（2019）年度から平成 34（2022）年度までの４か年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 方針の推進体制 

本方針の推進にあたっては、各種データの標準化やシステムの整備といった情報関連の取り組

みをはじめ、オープンデータの取り扱いや業務効率の向上といった全庁的に推進していかなけれ

ばならない取り組みもあり、様々な部署との協力・連携が必要なことから、全庁部署横断的に、

施策を推進していきます。 

H31 

(2019) 

H32 

(2020) 

H33 

 (2021) 

H34 

(2022) 

H35 

(2023) 

H36 

(2024) 

H37 

(2025) 

H38 

(2026) 

H39 

(2027) 

         

【市】安曇野市総合計画 

安曇野市 

情報化基本方針 

各分野における

個別計画など 

第２次総合計画（前期計画） 第２次総合計画（後期計画） 

 第２次情報化基本方針 

 

 第１次情報化基本方針 

 

 

第３次情報化基本方針 

【国】 

・高度情報通信ネットワーク社会形成基本

法(IT基本法) 

・官民データ活用推進基本法 

・IT新戦略の策定に向けた基本方針 

・デジタル・ガバメント実行計画 

・世界最先端デジタル国家創造宣言・官民

データ活用推進基本計画 

・未来投資戦略2018 

【県】 

・長野県 ICT 利活用戦略 

・しあわせ信州創造プラン２.０ 
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第２章 情報化の現状 

 １ 国の情報化の取り組み 

 日本の IT 戦略は、平成 13年に「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（IT基本法）」

が施行され、「IT戦略本部」の下で「e-Japan 戦略」に基づき、世界最先端の IT 国家を目指し

た本格的な取り組みが開始されました。 

その結果、日本はモバイルブロードバンド普及率やインターネット速度等で上位となる等、世

界最高水準のインフラ整備は実現されましたが、他方、電子政府やオープンデータについては、

更に上位を目指す余地が残されており、行政手続のオンライン利用を含め、ICT・データ利活用

の面で官・民が共同で取り組むべき課題が多くあります。 

そこで現在、世界最高水準の ICT 利活用社会を実現することを目指し、「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」（平成 30 年６月 15 日閣議決定）が国において策

定され、電子行政等８つの重点分野を定め、平成 32(2020)年を一つの区切りとして重点的に講

ずべき施策を推進しています。 

 

 

 

 

 

 

（出典：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） 
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 ２ 県の情報化の取り組み 

長野県における情報化の取り組みとしては、平成 19 年に「情報ブロードウェイながの」サー

ビスを開始し、同年 10月には、電子申請・届出サービスを提供する「ながの電子申請」サービ

スが、平成 22年からは長野県デジタルアーカイブ推進事業「信州デジくら」の運営が開始され

ています。 

また、平成 27年度から平成 29年度までの３年間を計画期間として、長野県の持つ強みや特徴

を活かしながら、ICT 利活用の取り組みの方向性を明確にすることで、「長野県総合５か年計画

（しあわせ信州創造プラン）」に掲げた目標の達成につなげるため、ICT 利活用の効果がより大

きく見込まれる５つの分野を取り組みの柱とした「長野県 ICT 利活用戦略」を策定し、施策を展

開しました。 

平成 30 年度からは、「しあわせ信州創造プラン２.０」を策定し、AI・IoT 等を活用して成長

産業の創出と集積、産業の生産性向上につながる取り組みを推進しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：長野県 ICT 利活用戦略（概要）） 
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 ３ 安曇野市の情報化の取り組み 

本市は平成 17年 10月１日に、豊科町、穂高町、三郷村、堀金村、明科町の旧５町村が合併し

て誕生しました。 

平成20年３月に「第１次安曇野市情報化計画」を策定し、「情報通信基盤の整備」「地上デジ

タルテレビ放送への対応」「ICT教育指導者育成及び相談窓口の設置」「情報リテラシー向上の

ための講習会の開催」「未成年者と保護者の情報リテラシー確保」「市民の安心・安全の確保」

「生活利便性の向上、地域活性化」「行政サービスの高度化」の８つを柱に計画を推進してきま

した。 

その後、平成23年２月に「第２次安曇野市情報化計画」、平成26年３月に「第３次安曇野市情

報化計画」、平成28年３月に「第３次安曇野市情報化計画【改訂版】」と、情報通信機器の発達

等の社会情勢の変化に対応できるよう、計画の策定を重ね、地域情報化及び行政情報化に取り組

んできました。 

 

 

年次 主な取組施策 

 

 

 

平成17～21年度 

・安曇野市公式ホームページの開設 

・基幹系業務システム、情報系業務システム、戸籍システム等の統合 

・長野県高速ブロードバンドネットワーク（IBN）へ接続開始 

・公開型 GIS システム「あづみのマップ」の導入 

・長野県及び県内市町村共同による「ながの電子申請・届出システム」の導入 

・国保税、水道料金、個人住民税等のコンビニ収納開始 

・第１次安曇野市情報化計画策定 

 

 

 

平成22～26年度 

・第２次安曇野市情報化計画策定 

・テレビ難視聴共同受信施設組合への施設整備 

・基幹系、情報系システムデータの遠隔地バックアップシステムの導入 

・被災者支援システムの導入 

・第３次安曇野市情報化計画策定 

・新本庁舎開庁に向けた情報システム機器の移設及び本庁舎ネットワークの構築 

 

 

 

 

 

平成27～30年度 

・手のひら静脈認証システム及びICカード認証によるセキュアプリントの導入 

・セキュリティ強靭化による情報系ネットワークとインターネットの完全分離 

・長野県セキュリティクラウドへの接続による24時間セキュリティ監視を開始 

・マイナンバーの通知及びマイナンバーカードの交付開始 

・証明書コンビニ交付サービス開始 

・新本庁舎や各支所、交流学習施設、観光施設等22公共施設へ公衆無線LANを設置 

・第３次安曇野市情報化計画【改訂版】策定 

・緊急メール配信システムの本格運用開始 

・デジタル式同報系防災行政無線システムの運用開始 

・マイナンバーを利用した情報連携の本格運用開始 



6 

第３章 安曇野市の情報化施策の展開 

 １ 情報化ビジョン 

本方針の各施策を達成するため、情報化ビジョンとして次の７つの基本目標を掲げます。 

本方針を、第２次安曇野市総合計画の情報化推進施策の実行方針として位置付け、情報化の将

来あるべき姿を見据え、総合計画の基本目標５項目を基礎とした「健康長寿で暮らすために」

「環境を守るために」「人と文化を育むために」「活力ある産業を維持・創造するために」「安

全・安心で暮らすために」の５つの目標に、市全体で複合的、横断的に取り組むべき行政サービ

ス向上の取り組みである「暮らしやすさ・利便性を向上するために」と、質の高い行政経営、健

全財政を堅持する取り組みである「健全な行財政経営のために」の２つの目標を加え、７つの基

本目標を掲げ取り組んでいきます。 

この７つの基本目標のもと、４年以内に取り組んでいく施策「重点施策」と、現在取り組みを

進めているもので、今後も継続して見直し、改善、拡大等を図りながら推進していく施策「継

続・推進施策」を展開し、本市の地域及び行政の情報化を総合的に推進し、市総合計画の将来都

市像である「北アルプスに育まれ 共に響き合う 田園産業都市 安曇野」の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【第 2 次安曇野市総合計画 将来都市像】 

北アルプスに育まれ 共に響き合う  

田園産業都市 安曇野 

情報化ビジョン 
基本目標 7 つの柱 

健全な行財政経営のために  

暮らしやすさ・利便性を向上するために 

安全・安心で暮らすために 

活力ある産業を維持・創造するために 

人と文化を育むために 

環境を守るために 

健康長寿で暮らすために 

（4 年以内に取り組む施策）

情報化基本方針 
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健康長寿で暮らすために 

 人口減少・超少子高齢化社会の到来は全国的に大きな課題となっています。ICT を有効に利

活用して地域医療の充実と連携の強化、市民の健康づくりへの意識向上のための周知・啓発、

子育て支援・介護支援の積極的な展開等に取り組み、誰もが支え合い、住み慣れた地域で安心

して、いきいきと健康に暮らせるまちを目指します。 

環境を守るために 

 私たちの財産である安曇野の豊かな自然、景観を後世に引き継ぐため、ICT を活用した情報発

信、情報共有を進め、誰もが快適に暮らすことができる身近な住環境、地域環境の整備と維持、

向上を目指します。 

 また、市の行政活動において、ICT を効果的に取り入れ、省資源、省エネルギー等のエコオフ

ィス活動を積極的に実践し、環境負荷の軽減、地球温暖化防止に率先して取り組みます。 

人と文化を育むために 

 高度情報化等の社会変化に応じた情報提供サービスの充実、拡大の取り組みとして、資料・記

録のデジタル化や、その保存、積極的な公開など、誰もが歴史・芸術・文化に触れられる環境整

備を進めるとともに、後世への歴史の継承、新たな芸術・文化の創造を促し、豊かな人間性と文

化を育みます。 

 また、情報化の進展により誰でも気軽に ICT 機器やインターネット等が利用できる社会となり

ましたが、それに伴う危険性も増加しています。正しい利用方法やその中に潜む危険性、利用に

あたってのモラルについて、学習、講習等を行い、デジタルディバイドの解消に取り組み、誰も

がその利便性を健全に享受できる社会の実現を目指します。 

 

 魅力ある「田園産業都市 安曇野」発展のため、官民によるデータの相互利活用、情報共有を

進める中で、経済・社会情勢、企業や消費者のニーズを的確に捉え、時代の要請に応える経営

支援、事業継承、人材育成、雇用拡大等に取り組むとともに、新たに魅力ある産業を創造し、

活力に満ち、賑わいのあるまちをつくります。 

 また、農林水産業、商工業、観光業等の連携により安曇野のブランド化を進めるとともに、

あらゆる媒体を活用し戦略的かつ効果的に情報発信、PR 活動を行い、ブランドイメージ・ブラ

ンド力を高め、産業、観光とも「選ばれるまち」を目指します。 

活力ある産業を維持・創造するために 
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安全・安心で暮らすために 

 本市においても大地震の発生や異常気象による大規模自然災害の発生が懸念され、加えて高齢

化、核家族化の進展に伴い独居老人等の災害時における要配慮者（災害弱者）も増加していま

す。このような状況にも対応できる総合的な防災情報システムの構築を進めるとともに、他自治

体や企業等との連携を進め、防災力、減災力を強化します。 

 また、ICT を活用した情報発信や講演会の開催など、市民の防災意識、防犯意識の高揚を促

し、災害に強く、誰もが安全で安心して暮らせる社会の実現を目指します。 

暮らしやすさ・利便性を向上するために 

 ICT は日々進化を続け、地域の情報化もそれに対応していくことが求められています。こうし

た情報化社会の進展に即応し、市民や来訪者の利便性を向上するため、公衆無線 LAN の整備、

情報発信媒体の多様化、電子申請・届出システム等、情報関連システムの改善、拡大に取り組み

ます。 

 また、マイナンバーカードの普及・活用拡大、ワンストップサービスの推進、行政手続きのオ

ンライン化、保有データのオープン化等を進め、「すぐ使えて」「簡単で」「便利な」行政サー

ビスを実現します。 

健全な行財政経営のために 

 超少子高齢化による生産年齢人口の減少、核家族世帯・単独世帯の増加など、社会構造は近

年、急速かつ大きく変動しています。この社会変動に直面し、行政にも効率的で効果的な施策展

開とコスト意識の高い経営体質が求められています。本市では、自治体クラウドの導入、行政デ

ータ標準化によるデータ連携、AI・RPA 等の導入による業務負担の軽減等に取り組むととも

に、それに応じた情報セキュリティ対策の強化を進め、IT 化による業務改善（BPR）やコスト

削減に取り組み、行政経営のスリム化を実現し、健全財政を堅持します。 
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情
報
化
基
本
方
針 
情
報
化
ビ
ジ
ョ
ン 

・医療保険のオンライン資格確認の構築 

・災害情報共有システムの導入 

・基幹系業務システムのクラウド対応 

・地理情報システム更新及びビッグ 

データ利活用研究 

・公共施設等に公衆無線 LAN の整備推進 

・行政手続等の原則オンライン化の促進 

２ 環境を守るために 

３ 人と文化を育むために 

４ 活力ある産業を維持・ 

創造するために 

５ 安全・安心で暮らすために 

７ 健全な行財政経営のために 

６ 暮らしやすさ・利便性を 

向上するために 

ビジョンの柱 

１ 健康長寿で暮らすために 

情
報
化
基
本
方
針 

情
報
化
ビ
ジ
ョ
ン ・個人番号カードの普及、利活用による 

住民サービスの利便性向上 
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・ひとり暮らし高齢者、高齢者世帯への緊急通報装置設置 

・公共施設予約システムの拡大 

・官民データの容易な利用等に係る取り組みの推進 

・行政サービスのデジタル化に向けた取り組みの推進 

・会議資料の電子化・簡素化 

・環境に配慮した物品の購入 

・市観光情報センターを拠点とした積極的な観光情報の発信 

・国外、国内旅行者受入体制の整備 

・産業振興ポータルサイトを活用した支援策の普及・推進 

・テレワーク、在宅ワークなどの普及・推進 

・非常時における情報通信機器の維持と活用 

・ICTやマスメディアを活用した安曇野市の情報発信 

・システムへの脅威についての情報収集及び対策の研究 

・情報セキュリティに関する人的・組織的体制の強化 

・当日投票受付システム対応投票所の拡大 

・空家の適正な管理を促すための仕組みづくり 

・森林施業集約化に向けた林地台帳の整備 

・AI・RPA 等の技術を活用した業務効率化の研究 

・情報化の進展により生じる問題対処について、子ども、保護者への情報モラルの啓発 

・ICT の活用による主体的・対話的で深い学びの推進 

・生涯学習の中核となる「情報センター」としての図書館の充実 

・美術館や博物館等、文化施設における情報通信技術(ICT)運用の研究 

・電子媒体資料などの提供を検討 

・歴史的価値ある文化・行政資料の保存と活用及びデジタルアーカイブの推進 

・ICT 関連講座の開催 
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 ２ 情報化に向けた具体的施策 

（１）具体的施策について 

情報化ビジョンを実現するために必要な施策を、次に掲げる４点に基づき情報化に向けた具体

的施策として選定しました。（ただし、現在本市で実施している取り組みや、運用を開始してい

るシステムであっても、下記にあてはまらない場合は掲載していません。） 

 

上記の４点に基づき選定した施策を、取り組みの状況等で「重点施策（４年以内に取り組む施

策）」と「継続・推進施策」の２項目に分類しました。 

「重点施策（４年以内に取り組む施策）」では、本市で取り組む情報化施策の中で、新規に

取り組む事業等、４年間の計画期間において重点的に取り組んでいく施策で、具体的な取組内

容や目的、所管部署、関連するビジョンの柱、年度ごとの進捗目標を記載しています。 

「継続・推進施策」では、すでに導入や取り組み等を実施しているが、引き続き継続・拡大

していく施策で、具体的な取組内容や所管部署、関連するビジョンの柱を記載しています。 

 

（２）施策の進捗目標 

今後４年間で取り組む施策の進捗目標については、次の５段階を基本とし、各施策の年度ごと

の目標段階を記載しました。 

①調査・研究 施策の実施に向けて調査している段階 

②企画・構築 施策の基本的な構想や内容等を企画している段階 

③導入 施策を実施する段階 

④継続・推進 
取組みを推進している段階。累積的にその効果が拡大していくような施策

（教育・研修等）も含まれる 

⑤見直し・改善 施策の見直しを行い、改善をしていく段階 

 

 

 

 

 

 

 

① 本市の個別計画等に具体的な計画があり、取り組まなければならないもの 

② 国や県の計画等に記載されている情報化に関する内容の中で、本市として推進すべきと判

断したもの 

③ 導入等はすでに済んでいるが、これからも継続・推進をしていくもの(教育・研修等含む) 

④ 現時点では詳細な情報が出ていないが、将来的には取り組まなければならないもの 
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（３）重点施策（４年以内に取り組む施策） 

 

施策番号 施策名 主体となる部署 

１ 医療保険のオンライン資格確認の構築 国保年金課 

取組内容 

医療機関は、保険者（市町村や健康保険組合等）に対し、医療費の７～９

割を「社会保険診療報酬支払基金」（以下、基金）「国民健康保険団体連合

会」（以下、国保連）といった「審査支払機関」に請求をしている。 

医療機関の窓口では、患者がどの医療保険に加入しているのかを被保険者

証（保険証）で資格確認しているが、全国的に資格喪失後も被保険者証を返

還せずに使用していた等の資格過誤が生じており、それに起因する保険者や

医療機関等の事務コストの解消等が課題となっている。 

これに対し、国は「日本再興戦略 2016（平成 28年６月閣議決定）」の中

で、マイナンバー制度を活用し、基金や国保連で全国民の資格履歴を一元管

理して、医療機関が窓口で患者の医療保険資格の有無等をオンラインにより

即時に確認できる仕組みを平成 32(2020)年から本格運用するとしている。 

この運用開始に伴い平成 32(2020)年以降、現行の被保険者証（旧保険証）

から個人単位の番号付きの被保険者証（新保険証）への切替えが必要となる

ため、本市では新保険証に関わる仕様や付番方法、個人単位のレセプト処理

等、オンライン資格確認システムとの連携に必要な機能を、国保システムに

追加するための改修を行う。 

達成水準 
・基幹系業務システムについて、平成 32(2020)年度開始予定の医療機関での

オンライン資格確認に必要なシステム改修を完了する。 

 

ビジョン

の柱 

健康長寿 環境を守る 人と文化 産業創造 安全安心 利便性向上 行財政経営 

○ 
      

 

 

 

 

 

 

施策の進捗

目標 

31 年度 

（2019 年度） 

32 年度 

（2020 年度） 

33 年度 

（2021 年度） 

34 年度 

（2022 年度） 

企画・構築 導入 継続・推進 継続・推進 
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施策番号 施策名 主体となる部署 

２ 災害情報共有システムの導入 危機管理課 

取組内容 

迅速な災害対応のためには、「情報収集」（災害情報の収集、災害対策本

部内の情報共有）、「意思決定」（災害対策本部の意思決定と現場への指

示）、「情報発信」（被災状況・対応を市民等に発信）という流れを迅速か

つ的確に行う必要がある。 

そのためには、災害情報について、情報の受信、振り分け、入力、対応、

意思決定までを一元管理し職員が情報共有できるシステムと、メール配信等

の情報発信ツールの整備が災害対応上重要なものとなっている。 

現在、本市では災害情報について、登録者へのメール配信による情報発信

は行っており、登録者の拡大を図っているところであるが、それ以外の情報

共有システムは導入できておらず、特に「情報収集」から「意思決定」まで

をサポートするシステム（災害情報共有システム）の導入は課題であること

から、システム内容等について検討し、災害情報共有システムの導入を目指

す。 

達成水準 ・災害情報共有システムの導入 

 

ビジョン

の柱 

健康長寿 環境を守る 人と文化 産業創造 安全安心 利便性向上 行財政経営 

    
○ 

  

 

施策の進捗

目標 

31 年度 

（2019 年度） 

32 年度 

（2020 年度） 

33 年度 

（2021 年度） 

34 年度 

（2022 年度） 

企画・構築 導入 継続・推進 継続・推進 
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施策番号 施策名 主体となる部署 

３ 公共施設等に公衆無線 LAN の整備推進 情報統計課 

取組内容 

スマートフォンなどのモバイル機器の普及や、観光客への情報発信・イン

バウンド対策、公共施設に訪れた市民へのサービス向上、災害時等における

通信手段の確保対策等のため、平成 27 年度以降、本庁舎及び各支所、豊科

公民館、穂高会館、豊科交流学習センター、穂高交流学習センター、三郷交

流学習センター、明科子どもと大人の交流学習施設、堀金道の駅、豊科郷土

博物館、豊科近代美術館、高橋節郎記念美術館、堀金総合体育館、三郷文化

公園体育館、穂高観光情報センター、穂高神社御船会館、等々力家駐車場、

大王わさび農場観光情報センター、八面大王足湯待合所の 22 の公共施設等

に公衆無線 LAN を設置し、モバイル機器等から無料でインターネットが利用

できる環境の整備・提供を行っている。 

平成 32(2020)年度開館予定の新総合体育館へ公衆無線 LAN を設置するとと

もに、現在運用している無線機（光ステーション）のサービス提供が終了す

ると見込まれるため、新サービスである「ギガらく Wi-Fi」へ平成 32(2020)

年度までに機器更新を行い、利用者の利便性向上及び管理運用の統一化を図

る。 

観光客や市民へ公衆無線 LAN の設置場所周知及び利用推進を図るため、観

光交流促進課と協力し、のぼり旗やポスター掲示、観光パンフレット等への

利用可能施設案内掲載などを実施する。 

達成水準 

・平成 32(2020)年度の新体育館開館に伴い公衆無線 LAN を設置し、運用す

る。 

・ギガらく Wi-Fi へ機器更新及び利用案内、管理方法の統一化を図る。 

・公衆無線 LAN の利用可能施設の周知、利用推進を図るため、利用可能施設

へののぼり旗設置や観光パンフレット等への利用案内の掲載などを実施す

る。 

 

ビジョン

の柱 

健康長寿 環境を守る 人と文化 産業創造 安全安心 利便性向上 行財政経営 

     
○ 

 

 

 

 

 

施策の進捗

目標 

31 年度 

（2019 年度） 

32 年度 

（2020 年度） 

33 年度 

（2021 年度） 

34 年度 

（2022 年度） 

企画・構築 導入 - - 
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施策番号 施策名 主体となる部署 

４ 行政手続等のオンライン化の促進 情報統計課 

取組内容 

全国の自治体における行政手続きは、申請・届出等に関わる申請書の「取

得」に関してはインターネットからダウンロードが可能であるが、「提出」

に関しては開庁時間内に書面で提出を求めるものが多く、市民や事業者は提

出のために市の窓口へ出向くか郵送する必要があり、不便な点が多いという

現状である。 

本市においては、これまで市税等のコンビニエンスストア収納や電子申告

（eLTAX）、ながの電子申請・届出システムなど、申請・届出手続きのオン

ライン化を図ってきたが、平成 28年 12月に「官民データ活用推進基本法

（平成 28年法律第 103 号）」が施行となり、行政手続きのオンライン利用

の原則化等が規定され、より利便性の高いインターネット予約、電子申請・

届出等の実現が求められている。 

平成 30 年度に県及び県内市町村共同による「ながの電子申請・届出システ

ム」を更改し、機能及び操作性向上が図られたことから、庁内及び市民向け

に届出・申請可能な手続きを増やし、利便性向上を図った。 

市民がマイナポータルから子育てや介護に係る電子申請や届出が 24 時間

365 日行え、課税証明書等の提出書類の省略により市民負担の軽減やサービ

ス向上が図れるように、平成 31(2019)年度中に子育てワンストップサービス

を開始し、介護ワンストップサービス等も順次手続きが開始できるよう検討

を行う。 

達成水準 

・平成 30年度時点で「ながの電子申請・届出システム」の申請フォームを

40 件（平成 30年 9 月 14 日現在）作成。当年度からフォーム数を５％増加さ

せる。 

・子育てワンストップサービス、介護ワンストップサービス等マイナポータ

ルからの手続きを開始できるようにする。 

 

ビジョン

の柱 

健康長寿 環境を守る 人と文化 産業創造 安全安心 利便性向上 行財政経営 

     
○ 

 

 

施策の進捗

目標 

31 年度 

（2019 年度） 

32 年度 

（2020 年度） 

33 年度 

（2021 年度） 

34 年度 

（2022 年度） 

導入 継続・推進 継続・推進 継続・推進 
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施策番号 施策名 主体となる部署 

５ 
個人番号カードの普及、利活用による住民サービス

の利便性向上 

情報統計課 

市民課 

取組内容 

平成 27年 10 月から「マイナンバー制度」が施行となり、住民票を有する

市民に対してマイナンバーが記載された「通知カード」が送付された。さら

に個人の申請によって、顔写真付きのプラスチック製の「マイナンバーカー

ド（個人番号カード）」（以下「カード」という。）を交付している。 

本市では、市民の利便性向上の取り組みとして、平成 28 年度からこのカ

ードを利用して住民票の写しや印鑑登録証明書の写し等の証明書を全国のコ

ンビニエンスストア等のマルチコピー機（キオスク端末）で取得できるサー

ビス（コンビニ交付サービス）を導入しており、サービス利用率は徐々に上

昇している。 

一方、本庁舎における住民票等の証明書発行事務については、カード所有

者であっても、窓口で申請書を記入する従来どおりの申請方式を採ってい

る。今後、申請書を記入せずに手続きできるカード所有者用のタッチパネル

式の窓口端末と窓口申請ツール等を導入し、窓口の混雑緩和、利用者の利便

性向上及び窓口職員の業務の効率化が図られるよう関係部署と調整をしてい

く。 

これらサービスの利用率を上げるには、マイナンバーカードの普及が不可

欠であるため、カードの交付率を上げるために、市が開催するイベント等で

カードの申請受付を行う等、引き続きカードの普及に努めていく。 

また、カードを利用した住民サービスの拡大が図られるよう併せて研究に

取り組んでいく。 

達成水準 

・マイナンバーカードの交付率増加。（本市人口の 15％以上への交付を目

標） 

・窓口申請ツールの導入。 

・コンビニ交付サービス利用率増加。（証明書発行数の５％以上の利用を目

標） 

 

ビジョン

の柱 

健康長寿 環境を守る 人と文化 産業創造 安全安心 利便性向上 行財政経営 

     
○  

 

 

 

施策の進捗

目標 

31 年度 

（2019 年度） 

32 年度 

（2020 年度） 

33 年度 

（2021 年度） 

34 年度 

（2022 年度） 

見直し・改善 企画・構築 導入 継続・推進 
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施策番号 施策名 主体となる部署 

６ 基幹系業務システムのクラウド対応 情報統計課 

取組内容 

現在、本市では住民記録、税収納、福祉、介護保険などの個人情報を取り

扱う基幹系業務システムの管理サーバ機器等を本庁舎内に設置し運用管理を

行っている。 

総務省では、情報システムの運用コスト削減や、業務の共通化・標準化、

大規模災害等により庁舎が被災した場合においても業務が継続可能などの効

果が期待できるとして、データセンター等で複数自治体が共同で導入・運用

する「自治体クラウド」を平成 32(2020)年までに導入するよう推進している

ため、平成 32(2020)年度の機器更改に合わせてクラウド対応が図れるよう

に、職員及び他自治体との調査・検討を進める。 

達成水準 
・平成 32(2020)年度の基幹系システム機器更改に合わせて、自治体クラウド

若しくは単独クラウドに移行する。 

 

ビジョン

の柱 

健康長寿 環境を守る 人と文化 産業創造 安全安心 利便性向上 行財政経営 

      
○ 

 

施策の進捗

目標 

31 年度 

（2019 年度） 

32 年度 

（2020 年度） 

33 年度 

（2021 年度） 

34 年度 

（2022 年度） 

企画・構築 導入 - - 
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施策番号 施策名 主体となる部署 

７ 地理情報システム更新及びビッグデータ利活用研究 情報統計課 

取組内容 

平成 19 年度に旧５町村で運用していた農地台帳、固定資産台帳、上下水

道台帳、都市計画などの個別台帳をデータ統合し、本市全域の電子地図、台

帳データとして事務効率化を図るとともに、全庁的に地番図や航空写真を活

用し、各種台帳データの登録及びデータ共有化を行える統合型地理情報シス

テム（GIS）も導入し、情報共有や他の台帳データとの重ね合わせによる事

務効率化を図っている。 

平成 34(2022)年度に機器更新時期を迎えるため、利用部署等と機能面、操

作面、利活用方法など検討を図りながら、GIS の更新を実施する。 

更新に併せて部局間の横断的な利活用を一層推進するため、データ共有の

課題洗い出しや課題解決方法、利活用に際しての運用方法を検討する。 

また、現在は台帳データの管理が主たる運用目的であるが、GIS へビッグ

データ・オープンデータ（非識別加工情報、統計情報など）を取り込むこと

により、政策立案資料作成及びデータ分析による課題解決への活用が期待で

きるため、ビッグデータ等を扱えるシステムへの更改を目指し、データ活用

方法及び GIS を活用した分析手法等について調査研究を進める。 

達成水準 
・平成 34(2022)年度に地理情報システムの更改を実施。 

・ビッグデータを活用できるシステムの導入。 

 

ビジョン

の柱 

健康長寿 環境を守る 人と文化 産業創造 安全安心 利便性向上 行財政経営 

      
○ 

 

施策の進捗

目標 

31 年度 

（2019 年度） 

32 年度 

（2020 年度） 

33 年度 

（2021 年度） 

34 年度 

（2022 年度） 

調査・研究 調査・研究 企画・構築 導入 
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（４）継続・推進施策  

施策

番号 

具体的施策 

具体的な取組内容 
実施担当課 ビジョンの柱 

８ 

ひとり暮らし高齢者、高齢者

世帯への緊急通報装置設置 

現在、本市では在宅の高齢者向けサービスの一環として、独
り暮らしの高齢者等が、家庭で安心して暮らせるよう「緊急通
報装置」を自宅に設置するサービスを行っている。 

自宅トイレ等にセンサーを設置し、センサーが 24 時間作動
しない場合は、受信センターから安否確認の電話が入る安否確
認機能や、装置の緊急ボタンを押すと受信センターから状況確
認の電話が入り、電話に出られない状態の場合は、あらかじめ
登録しておいた近隣の協力員や、市の委託会社の出動員がかけ
つけ救援する仕組みがある。 

今後もサービスの運用を継続するとともに、高齢者実態調査
の結果から機器設置が必要とされる高齢者を把握し、機器設置
を推進する。 

長寿社会課 健康長寿 

９ 

空家の適正な管理を促すため

の仕組みづくり 

少子高齢化や核家族化等により、空家は全国的に年々増加し
ており、今後もさらに増えていくと見込まれている。 

国においては、空家周辺地域の生活環境の保全を図り、併せ
て空家等の活用を促進するため、平成 27 年 5 月 26 日に「空
家等対策の推進に関する特別措置法」を施行し、本市において
もこの法律に基づき平成 29 年度に「安曇野市空家等対策計
画」を策定した。 

市内の現状としては、平成 30 年度に実態調査を実施したと
ころ 1,145 戸の空家があり、特に、管理状態の悪い空家周辺の
市民からは、空家敷地内の草木の繁茂や害虫等の発生、家屋倒
壊の危険等により苦情や相談に至るケースが多い状況である。 

今後、空家を適正に管理してもらうため、現在行っている市
内の空家等情報のデータベース化を進めて「空家等管理台帳」
を整備する。平成 31(2019)年度には GIS 等へ情報を反映させ
ることで庁内連携を行い、防犯パトロールや不法投棄の監視、
空家バンクへの登録等に活用することで、空家問題の解決に努
めると同時に、関係部署の業務効率化へつなげる。 環境課 

関係部署 
環境を守る 

10 

会議資料の電子化・簡素化 
会議資料は、プロジェクター等を有効に活用し、紙資料での

配布を極力無くし、内部資料については、スキャナや庁内 LAN
及び電子メールを活用してパソコンでの閲覧を促進していく。 

公表資料についても、冊子等の作成を必要最小限にとどめ、
ホームページに掲載し、紙資源の使用削減に取り組んでいく。 

全部署 環境を守る 

11 

環境に配慮した物品の購入 OA 機器の導入や関連物品（トナー等）の購入の際は、エコ
マーク製品等グリーン購入法に基づく環境物品の調達に努める
とともに、エネルギー消費効率の高い製品やリサイクルしやす
い素材を使用している製品を選択していく。 

全部署 環境を守る 
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施策

番号 

具体的施策 
具体的な取組内容 

実施担当課 ビジョンの柱 

12 

ICT の活用による主体的・対

話的で深い学びの推進 

 これからの時代を生きる子どもたちにとって必要な資質・能
力を育むために、主体的・対話的で深い学びの視点から学習過
程の改善が必要とされ、その学習活動に ICT を効果的に活用す
ることが求められている。 
 平成 32(2020)年度に小学校、平成 33(2021)年度に中学
校で全面実施される新学習指導要領では、情報活用能力を育成
するために、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が活用できる環境を整え、これらを適切に
活用した学習活動の充実を図ることが加えられた。 
本市においても、小中学校の情報機器の更新、電子黒板等の導
入など、新学習指導要領の実施に適した ICT 環境の整備を段階
的に行うとともに、教職員向けの研修や有益な利用方法の研究
を行い、ICT の活用による主体的・対話的で深い学びを推進し
ていく。 学校教育課 人と文化 

13 

情報化の進展により生じる問

題対処について、子ども、保

護者への情報モラルの啓発 

 年 3 回発行の「青少年センターだより」（ホームページ掲
載、広報あづみの折込）において、「ネット・スマホの安全教
室」を 10 回シリーズで掲載し、現代のネット社会におけるイ
ンターネット、スマートフォン等の正しい使用方法について啓
発を行ってきた。 
 平成 30 年 10 月発行分からは、情報モラルの意識付けとト
ラブルの未然防止を図るため、「インターネットトラブル事例
集」を掲載し、引き続き情報モラルの啓発を行っていく。 

生涯学習課 人と文化 

14 

ICT 関連講座の開催 

 本市では、市内の各学校の協力を得て学校施設を開放し、生
涯学習の観点から市民が学ぶ機会を設けるために、学校開放講
座を開催している。 
 その一環として ICT の知識については、平成 30 年度現在、
Word を利用した年賀状作成講座や、Excel を利用した家計簿
作成講座、パワーポイント基礎講座等、オフィスソフトの使用
方法を学習する講座を開催しており、今後も講座内容やメニュ
ーの充実を図っていく。 

生涯学習課 人と文化 

15 

電子媒体資料などの提供を

検討 

情報化社会の進展に伴い、機器の発達や利便性の向上が高ま
っていることから、図書館においても電子媒体による情報の収
集や提供が求められている。 
今後、住民の利便性向上のために、市が所有する電子化した行
政資料や電子書籍、デイジー図書（主に視覚障がい者向けのデ
ジタル録音図書）等の電子媒体資料を充実させ、提供できるよ
う、先進図書館の動向や利用者のニーズ等を把握しながら研究
を進める。 

文化課 人と文化 
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施策

番号 

具体的施策 
具体的な取組内容 

実施担当課 ビジョンの柱 

16 

生涯学習の中核となる「情報

センター」としての図書館の充

実 

 現在、本市では、全ての図書館で本の閲覧・貸出だけでな
く、公衆無線 LAN の環境整備や、インターネットを利用でき
るパソコン、AV 視聴ブースの設置をしている。加えて、中央
図書館では、信濃毎日新聞、法律情報、農業、官庁情報の 4 種
類のオンラインデータベースを提供し、視聴覚資料の閲覧環境
の整備に努めてきた。 

また、平成 27 年度からは、新しい図書館システムを導入し、
インターネットからの蔵書検索や予約への対応を図ってきた。 

しかし、平成 28 年度に実施した市民、利用者、小中学生ア
ンケートによると、これらサービスの利用頻度や満足度が低い
という結果であったため、サービスそのものの周知をホームペ
ージ等で図るとともに、市民の学習を支援するレファレンスサ
ービス（図書館利用者が必要とする資料や情報を図書館員が探
し出したり、相談や質問を受け付けて回答するようなサービ
ス）を充実させる等、図書館利用者の満足度が向上するような
取り組みに努めていく。 文化課 人と文化 

17 

歴史的価値ある文化・行政資

料の保存と活用及びデジタル

アーカイブの推進 

 古文書や歴史的価値ある行政文書について、文書館開館にと
もない文書管理検索システムを構築し、その保存、整理、活用
を行っている。 
 将来的にはインターネット上での公開等も行えるよう、有
形・無形文化資産のデジタルアーカイブ（古文書や過去映像・
写真などをデジタル映像の形で保存）を進めていく。 文化課 人と文化 

18 

美術館や博物館等文化施設

における情報通信技術（ICT)

運用の研究 

 「一般の利用者が美術品や収蔵品のデータベースを簡単に検
索できるシステム」、「タブレット端末などのモバイルデバイ
スを使って作品に親しめるシステム」、「展示中の作品情報を
複数か国の言語と音声で案内できる音声ガイド」等、情報通信
機器を活用した先進的な美術館や博物館での取り組みを参考
に、市内の文化施設等での導入が可能かどうか研究を行う。 

文化課 人と文化 

19 

森林施業集約化に向けた林

地台帳の整備 

 国内の森林は、戦後造成した人工林が本格的な利用期を迎え
ており、国産材需要も拡大傾向にある。一方、林家の現状は所
有面積 10ha 未満の小規模零細林家が全体の９割を占めている
ため、森林組合や林業事業体等の意欲ある森林整備の担い手が
施業集約化を行い、森林整備や林業生産を進めているが、森林
所有者の世代交代・不在村化等により森林所有者の特定が困難
な森林が増加し、施業集約化に多大な労力がかかっている。 

林地台帳制度は、意欲ある森林経営の担い手が施業集約化を
円滑に進めることを目的として、市が「林地台帳（森林の土地
に関する情報：土地の所在、土地所有者等）」及び「林地台帳
地図」を整備・公表する制度で、平成 28 年 5 月の森林法の一
部改正により、平成 31(2019)年 4 月 1 日から本格運用する
こととされている。 

市町村が作成する林地台帳やそれに付帯する地図の作成には
県が保有する「森林簿（森林に関する情報：森林資源、森林所
有者等）」や「森林計画図」等の活用が不可欠であることか
ら、県と情報連携を行う。 

本市においても平成 31(2019)年 4 月 1 日から森林事業体
に対し、登記上の所有者や地番、位置を示す林地台帳地図、森
林簿情報等の情報提供を行えるよう林地台帳の整備を行う。 耕地林務課 産業創造 
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施策

番号 

具体的施策 
具体的な取組内容 

実施担当課 ビジョンの柱 

20 

市観光情報センターを拠点と

した積極的な観光情報の発信 

 本市の観光情報については、観光協会ホームページや SNS を
活用して、市の公式ホームページとは差別化を図る中で、観光
に特化した情報発信を行っている。 
 今後も要望の強い山岳観光情報をはじめとした独創性のある
観光情報を充実させ、紙媒体と合わせてホームページや SNS で
発信し、国内外へ本市を PR していく。 

観光交流促進課 産業創造 

21 

国外・国内旅行者受入体制の

整備 

 平成 29 年度に主要観光ルートへの Wi-Fi 環境の整備が完了
し、平成 30 年度から、主に訪日外国人（インバウンド）の誘
客のため、英語や中国語を含め５か国語に対応したスマートフ
ォン向け観光案内アプリケーション「DiGJAPAN！」のサービ
スを開始した。外国人観光客のモニター調査を実施し、評価の
高かった観光ポイント 45 か所を選んでアプリケーションで紹
介しており、今後も各コンテンツのページビューに配慮した旬
の情報への更新を行っていく。 
 また、同年度に市内観光客の利便性向上のために「HELLO 
CYCLING」という PC・スマートフォン向けアプリケーション
を活用して、いつでもシェアサイクルの空き状況確認や予約、
貸し出しから支払いまでを行えるサービスの提供を開始した。
平成 30 年度は市内中心に 10 か所で 25 台のシェアサイクル
を貸し出しており、利用状況を見ながら設置場所や台数の拡大
を検討していく。 

観光交流促進課 産業創造 

22 

産業振興ポータルサイトを活

用した支援策の普及・推進 

 本市では、地域内の効率的な経済活動に役立つ最新情報や企
業情報、企業間の受発注・求人情報の掲載等、市内企業等の必
要情報を適時に共有できることを目的とした「安曇野市産業振
興ポータルサイト」を設置している。 
 今後も本サイトを情報共有の場として活用し、産業振興を推
進する。 

商工労政課 産業創造 

23 

テレワーク、在宅ワークなどの

普及・推進 

 テレワークや在宅ワークは、外部の仕事をオンライン、在宅
で受注する働き方であり、ICT が普及した現在では、
CrowdWorks のようなクラウドソーシングの普及によって、
企業から個人への依頼も増えており、ホームページ制作やデザ
インの仕事等、多様な業務の在宅ワークが可能となっている。 
 本市では現在、松本広域圏しごと創生事業（松本市・塩尻
市・安曇野市の三市広域連携事業）において、子育てや介護等
のため在宅で仕事をしたい人向けに、ＩCＴスキルの取得を目
指したホームページ制作やデザイン、記事作成等の講座を開催
している。引き続き受講者の募集等周知・啓発を行い、テレワ
ーク・在宅ワークの普及・促進を図っていく。また、テレワー
クの拠点施設を整備し、新たな働き方ができる場所を提供す
る。 

商工労政課 産業創造 
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施策

番号 

具体的施策 
具体的な取組内容 

実施担当課 ビジョンの柱 

24 

非常時における情報通信機

器の維持と活用 

 大地震や集中豪雨等の大規模災害発生時において情報通信機
器やネットワークの維持は、市民等からの問い合わせをはじめ
とする外部との連絡・通信、庁内の情報共有等の観点から、特
に優先すべき業務（非常時優先業務）の１つである。 
 そのような非常時下における対策として、サーバやパソコン
の揺れ・転落・転倒防止対策の実施、サーバや冷却装置の非常
用電源の確保、災害時優先電話の増設、移動系・同報系防災行
政無線や衛星携帯電話等の多様な通信手段の確保等を行うとと
もに、全国瞬時警報システム（J-ALERT）緊急情報の伝達放
送訓練や各地区との防災行政無線通信訓練、職員に対する防災
訓練等を定期的に行い、情報通信機器の使用方法の習得や使用
水準の維持に努め、非常時における業務レベル向上を図る。 

危機管理課 

情報統計課 
安全・安心 

25 

公共施設予約システムの拡

大 

 現在、一般利用者に対し、施設予約システムを利用して市内
スポーツ施設、交流学習センター、公民館等施設の予約や予約
状況の確認ができるようになっている。 

今後システム対応施設を拡大し、施設利用者の利便性向上を
図っていく。 

情報統計課 利便性向上 

26 

ICT やマスメディアを活用した

安曇野市の情報発信 

 ホームページや SNS の活用の他、ポスターやチラシの配布、
マスコミへのプレスリリース等を積極的に展開し、市の業務内
容、各種手続き等の案内・周知やイベント・行事・観光等の情
報発信を行っている。 
 今後も市政情報や観光情報等、本市に関わる情報をより効率
よく、効果的に PR できるような情報発信方法の研究に取り組
み実践していく。 全部署 利便性向上 

27 

官民データの容易な利用等に

係る取り組みの推進 

 官民が保有するデータを誰でも利活用できるよう、国や県の
動向を踏まえてオープンデータの規格・ガイドラインなど、提
供に向けた検討を行い、地域課題の解消や行政及び民間のサー
ビス水準の向上、住民の利便性向上等に寄与するために、保有
データのオープン化を目指す。併せて、オープンデータの広域
的な取り扱いについての検討を行う。 

関係部署 利便性向上 

28 

行政サービスのデジタル化に

向けた取り組みの推進 

 行政関係の手続きは、現在でも紙の添付書類を求める手続き
が多く存在しており、インターネット申請等のデジタル化は進
んでいない現状がある。 

国では、デジタルガバメント実現の柱の１つとして、「行政
手続きの原則デジタル化」を掲げ、取り組みを進めている。 
 本市においても、インターネット申請が可能な手続きの増加
を図るため、今後も国や県の動向を踏まえ研究に取り組んでい
く。 全部署 利便性向上 

29 

AI・RPA 等の技術を活用した

業務効率化の研究 

 日本は平成 52(2040)年頃には、総人口は毎年 100 万人近
く減少し、65 歳以上の高齢者人口が約 4,000 万人とピークに
達する一方で、主な働き手となる生産年齢人口（15 歳～65 歳
未満）の減少は加速する見込みであり、それに伴う税収の減少
や労働者不足等により行政運営が最も厳しい人口構成になると
推計されている。 
 今後、本市においても業務量の増加や事務対応職員数の減少
等が予想される中、限られた財源や労働力で高水準の住民サー
ビスを提供し続けるために、AI（人工知能）や RPA（ロボット
による業務の代行・自動化）等の技術を活用して業務の自動
化・効率化を図れるよう研究を進めていく。 総務課 行財政経営 
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施策

番号 

具体的施策 
具体的な取組内容 

実施担当課 ビジョンの柱 
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システムへの脅威についての

情報収集及び対策の研究 

 現在、情報システムへの脅威に対して「安曇野市情報セキュ
リティポリシー」に基づき「安曇野市 CSIRT（インシデント対
応チーム）」を組織し、外部からのウィルス感染、不正アクセ
ス等や、人為的な要因による情報漏えいやシステム異常、自然
災害等によるシステム障害等、システムへの脅威やインシデン
ト発生に備えている。 
 今後も引き続き、他団体（長野県、近隣自治体、長野県市町
村自治振興組合（長野県自治体情報セキュリティクラウド）、
J-LIS（地方公共団体情報システム機構）等）とも連携して、シ
ステム脅威の最新情報や対応事例等の収集を行い、予防策・対
応策等の実践と研究を進める。 情報統計課 行財政経営 
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情報セキュリティに関する人

的・組織的体制の強化 

 情報セキュリティ対策として、情報システムの物理的、技術
的対策の強化・監視を継続して徹底するとともに、人的対策と
して、定期的なセキュリティ情報の発信や、全職員を対象とし
たセキュリティ研修、マイナンバー法に定められる研修等を年
１回以上行い、職員の情報リテラシーの向上やセキュリティ意
識の醸成に努める。 
 また、情報システム担当職員についても、積極的にセキュリ
ティ研修会・講習会等に参加し情報セキュリティのスキルアッ
プを図っていく。 情報統計課 行財政経営 

32 

当日投票受付システム対応

投票所の拡大 

 本市では、選挙時の投票受付事務軽減のために、平成 29 年
度から「当日投票受付システム」を導入しており、平成 30 年
度時点で 13 投票所への導入を進めてきた。 
 今後もシステム導入が可能な投票所を増やしていけるよう、
関係部署と協議を進めていく。 

選挙管理委員会 行財政経営 
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第４章 資料 

 １ 策定経過 

年月日 区分 主な内容 

平成 30 年１月 16 日 政策会議 情報化基本方針策定の決定 

平成 30 年２月 15 日 部長会議 方針の策定決定の周知 

平成 30 年５月 15 日 第１回安曇野市情報化基本方針策定会議 
策定主旨と構成 

次回までの作業依頼 

平成 30 年８月 10 日 第２回安曇野市情報化基本方針策定会議 
前回の結果報告 

次回までの作業依頼 

平成 30 年 11 月 27 日 第３回安曇野市情報化基本方針策定会議 
前回の結果報告 

素案の検討依頼 

平成 31 年１月 23 日 第４回安曇野市情報化基本方針策定会議 最終案の確認依頼 

 

 ２ 安曇野市情報化基本方針策定ワーキングチーム 

安曇野市訓令第４号 

安曇野市情報化基本方針策定ワーキングチーム設置要綱を次のように定める。 

 

  平成 30 年２月 26 日 

安曇野市長 宮澤 宗弘 

 

   安曇野市情報化基本方針策定ワーキングチーム設置要綱 

（設置） 

第１条 安曇野市情報化基本方針（以下「方針」という。）策定にあたり、方針の方向性、

施策等を検討するため、安曇野市情報化基本方針策定ワーキングチーム（以下「ワーキン

グチーム」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 ワーキングチームの所掌事務は、次に掲げるものとする。 

(１) 方針により推進する施策等に関すること。  

(２) 方針策定に関する情報収集及び提供に関すること。 

(３) 方針策定に関係する部局との連絡調整に関すること。 

(４) その他、方針策定に必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 ワーキングチームは、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は政策部情報統計課長を、委員は別表に掲げる職にある者をもってこれに充てる。 
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３ 会長は、ワーキングチームを代表し、会務を総理する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、方針策定の日までとする。 

（副会長） 

第５条 ワーキングチームに副会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 ワーキングチームは、会長が招集し、議長となる。 

２ 会長は、特に必要があると認めたときは、ワーキングチームに委員以外の者の出席を求

め、意見を聴くことができる。 

（事務局） 

第７条 ワーキングチームの事務局は、政策部情報統計課情報政策係に置く。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、ワーキングチームの運営に関し必要な事項は、会長

が会議に諮って別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成30年４月１日から施行する。 

（安曇野市情報化計画策定委員会設置要綱の廃止） 

２ 安曇野市情報化計画策定委員会設置要綱（平成19年安曇野市告示第189号）は、廃止す

る。 

 

別表（第３条関係） 

部局名 課名 職名 

総務部 総務課 行政管理係長 

政策部 政策経営課 企画担当係長 

財政部 財政課 財政担当係長 

市民生活部 地域づくり課 まちづくり推進係長 

福祉部 長寿社会課 福祉政策担当係長 

保健医療部 健康推進課 健康推進担当係長 

農林部 農政課 農業政策係長 

商工観光部 商工労政課 商業労政係長 

都市建設部 監理課 庶務係長 

上下水道部 経営管理課 庶務担当係長 

教育委員会教育部 学校教育課 教育総務係長 

議会事務局  庶務係長 
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 ３ 用語解説 

用語 用語解説 

AI Artificial Intelligence の略、人工知能のこと。 

BPR Business Process Re-engineering の略、業務改革のこと。 

CSIRT Computer Security Incident Response Team の略、コンピュータ

やネットワーク上で発生したインシデントに対応する組織のこと。 

e-Japan 戦略 IT 戦略本部が、平成 13 年１月に５年以内に世界最先端の IT 国家

となることを目指し策定した IT 国家戦略。 

GIS 主に地方自治体において、各部署が利用している地図情報（道

路、街区、建物、河川など）を統合・電子化し、一元的にメン

テナンスすることで、庁内全体でのデータ共用を可能にする仕

組みのこと。 

ICT Information & Communications Technology の略、情報通信技術の

こと。 

IoT Internet of Things の略、物のインターネットのこと。従来イン

ターネットに接続されていなかった様々な物（建物、車等）が、ネ

ットワークを通じて相互に情報交換をする仕組み。 

IT 戦略本部 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部。IT の活用により世

界的規模で生じている急激かつ大幅な社会経済構造の変化に適確に

対応することの緊急性にかんがみ、高度情報通信ネットワーク社会

の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進するために、平成 13

年１月、内閣に設置された。 

LAN Local Area Network の略、企業内、ビル内、事業所内等の狭い空

間においてコンピュータやプリンタ等の機器を接続するネットワー

ク。 

OA 機器 Office Automation 機器の略、コンピュータやコピー機、電話等事

務の省力化を図れる機器。 

RPA Robotic Process Automation の略、デスクワーク(主に定型作業)

を AI(人工知能)等の技術を備えたソフトウェアのロボットが代

行・自動化する概念。 

SNS Social Networking Service(Site)の略、個人間の交流を支援する

サービス（サイト）。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。 

Wi-Fi 無線 LAN の標準規格である「IEEE802.11a/b/g/n/ac 等」の消費者

への認知を深めるため、業界団体の WECA（現：Wi-Fi Alliance）

が名付けたブランド名。 

アプリケーション（アプリ） ワープロ・ソフト、表計算ソフト、画像編集ソフトなど、作業の目

的に応じて使うソフトウェア。アプリはアプリケーションの略。 
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用語 用語解説 

インシデント 事故等の危難が発生するおそれのある事態のこと。 

インバウンド 外国人が自国に訪れてくる旅行のこと（訪日）。対して、自国から

外国へ出かける旅行をアウトバウンドという。 

オープンデータ 公的機関が保有するデータを、民間が編集・加工等をしやすい

形で、インターネット等で公開する取り組みのこと。 

官民データ 国や地方公共団体等の「官」と、民間事業者等の「民」が保有する

データ。地域課題の解消や行政及び民間のサービス水準の向上、住

民の利便性向上等に寄与するために活用が期待される。 

クラウド インターネット等のブロードバンド回線を経由して、データセ

ンターに蓄積されたコンピュータ資源を役務（サービス）とし

て、第三者（利用者）に対して遠隔地から提供するもの。な

お、利用者は役務として提供されるコンピュータ資源がいずれ

の場所に存在しているか認知できない場合がある。 

クラウドソーシング インターネット上で不特定多数の人材に対して業務内容と報酬を提

示し、業務委託する雇用形態のこと。 

グリーン購入法 国や省庁等の公共機関に対し、再生紙など環境に配慮した物品を優

先的に購入したり情報提供することによって環境物品の需要拡大を

図ることを目的とした法律。地方自治体については努力義務。 

情報ブロードウェイながの 民間通信事業者の高速な情報通信サービスを利用して全ての県機関

や市町村等を１つに集約したネットワークサービス。 

情報リテラシー 情報を十分に使いこなせる能力。 

スマートフォン 従来の携帯電話端末の有する通信機能等に加え、高度な情報処理機

能が備わった携帯電話端末。従来の携帯電話端末とは異なり、利用

者が使いたいアプリケーションを自由にインストールして利用する

ことが一般的。また、スマートフォンはインターネットの利用を前

提としており、携帯電話の無線ネットワーク（3G 回線等）を通じ

て音声通信網及びパケット通信網に接続して利用するほか、無線

LAN に接続して利用することも可能。 

セキュアプリント 権限がある人のみ印刷できる認証印刷。個人情報などを印刷するプ

リンタを関連部署に限定して情報漏えいを抑止している。 

セキュリティポリシー 情報システムの適正な利用や情報セキュリティの確保に関する管理

運用規程及び対策基準。 

デイジー（DAISY）図書 DAISY（Digital Accessible Information System）とは、主に

高齢者や視覚障がい者を対象としたデジタル録音図書。音声デ

ータを利用した「音声デイジー」、音声やテキスト、画像など

様々な情報を盛り込んだ「マルチメディアデイジー」等があ

る。 
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用語 用語解説 

データセンター サーバやネットワーク機器等の IT 機器を設置、運用する施設・建

物の総称。 

デジタルアーカイブ 有形・無形の文化資源等をデジタル化して記録保存を行うこと。 

デジタルガバメント 国民・事業者の利便性向上に重点を置く、デジタル化を前提とした

行政。電子政府で行ってきた取り組みをさらに拡大し、政府・地

方・民間全てを通じたデータの連携、サービスの融合を目指す。 

デジタルディバイド パソコン・インターネット等の情報技術を使いこなせる者と使いこ

なせない者との間に生じる格差のこと（情報格差）。 

テレワーク パソコンやインターネット等の情報通信機器を利用して、場所や時

間にとらわれずに働く労働形態。 

電子政府 行政手続にコンピュータやインターネット等の情報技術を導入し、

業務の効率化や行政情報の透明化を図ったシステム、および行政機

関。 

ながの電子申請 平成 19年 10 月から開始している長野県及び県内市町村の参加によ

る電子申請サービス。窓口で行っていた各種申請・届出等の手続き

を自宅や職場等からいつでもインターネットに接続したパソコンか

ら行うことができるサービス。 

働き方改革 少ない労働人口でも効率的に日本の経済を回すため、働き方を見直

そうという取り組み。 

ビッグデータ データの量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。（例：SNS 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） 

ポータルサイト ポータルとは「玄関」や「入口」という意味があり、インターネッ

トにアクセスするときの入り口となる Web サイトのことを示す。 

ブロードバンド 光通信、ADSL、ケーブルインターネットをはじめとした高速・超高

速通信を可能とする回線。 

マイナポータル 政府が運営するオンラインサービス。マイナンバー制度で個人情報

が法定外に利用されていないかを確認したり、行政機関が保有する

自己情報を把握できる機能や行政機関からのお知らせを受け取れる

機能等が含まれる。 

マイナンバー 

（マイナンバー制度） 

社会保障、税、災害対策の３分野で複数の機関に存在する個人情報

が同一人の情報であることを確認するために活用。行政事務効率

化、国民の利便性向上、公平・公正な社会の実現を目指す。 
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用語 用語解説 

マイナンバーカード 

（個人番号カード） 

本人の申請により交付され、個人番号を証明する書類や本人確認の

際の公的な身分証明書として利用でき、様々な行政サービスを受け

ることができるようになる IC カード。 

無線 LAN ケーブル線の代わりに無線通信を利用してデータの送受信を行う

LAN システム。IEEE802.11 諸規格に準拠した機器で構成されるネ

ットワークのことを指す場合が多い。 

ワンストップサービス 一度の手続きや一つの窓口で、必要なことをすべて完了できるよう

に設計されたサービス。 
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