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高岡市情報化推進基本方針

第一章 基本的な考え方
１

趣旨と策定の背景
本市ではこれまで、過去の情報インフラ基盤の整備に加え ICT の利活用による市民サービ
スの充実や行政事務の効率化を図るため、平成 24 年度から平成 28 年度までの期間を対象
に「高岡市地域情報化基本計画」を策定し、情報化を推進してきました。こうした取り組
みを進めてきた結果、ICT の利活用による市民サービスの向上や行政運営の効率化等の情報
化施策はおおむね順調に実現しました。
近年は、特にスマートフォンやソーシャルメディアの普及等により、幅広い世代にインタ
ーネットの利用が浸透し、生活の多くの場面でその利便性を享受できるようになり、一人
一人のライフスタイルにも大きな変化をもたらしています。
また、マイナンバー制度の導入により、ICT の利活用による制度面での環境整備が進んで
おり、今後、ICT が関わる範囲や分野はさらに拡大することが予想されています。
一方で、ICT の進展に伴い、サイバー攻撃の巧妙化・複雑化による脅威への対応や、災害
による業務システムやネットワークの停止への対応など、ICT を取り巻く環境には様々な課
題があります。
また、人口減少社会を迎え、更なる少子高齢化の進展や自然災害の激甚化、厳しい財政状
況等の社会的な課題に対応するため、これまで以上に ICT がもたらす効果や可能性を注視
し、ICT を最大限に利活用していく必要があります。
これからは、市全体として各施策に ICT をどう利活用し、またどのような方向性を持って
情報化を進めていくのかを明確にし、統一した視点から情報化施策を実行することが重要
であり、さらに、技術革新による環境の大きな変化により、計画の陳腐化が進むなど、こ
れまでのように年次計画を立てた情報化の推進が困難になっている現状を踏まえ、本市の
情報化の方向性を明確に示し、柔軟かつ実効性のある情報化施策を実現するため、
「高岡市
情報化推進基本方針」を策定します。

２

位置付け
高岡市総合計画を上位計画とし、ICT の観点から各種の施策を実現するための指針であり、
基本方針と行動計画（アクションプラン）で構成します。

３ 対象期間
対象期間は平成 29 年度からとし、ICT を取り巻く状況の変化が激しいことから、施策の実
行段階でより適した手段・手法が選択できるよう、必要に応じて見直すこととします。
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第二章 情報化の現状
１

国の情報化施策の動向
(1) 国における IT 戦略と電子自治体への取り組み
国では、平成 13 年 1 月、IT 戦略本部において「5 年以内に世界最先端の IT 国家となる」
ことを目標とした「e-Japan 戦略」を策定し、ブロードバンド等の IT 基盤の整備などを推
進しました。さらに、平成 15 年 7 月に策定された「e-Japan 戦略Ⅱ」では、医療、行政サ
ービス等の 7 分野で IT の利活用に向けた先導的な取組を推進しました。電子政府・電子自
治体は、いずれの戦略においても重点分野の一つとして位置付けられ、「e-Japan 戦略」で
は平成 15 年度までに「電子情報を紙情報と同等に扱う行政を実現」することを、また、
「e-Japan 戦略Ⅱ」では「重複投資は徹底排除、行政の透明性を高め、民の参画を促進」す
ることを目標としてきました。
これらの IT 戦略を受け、総務省においても、平成 13 年 10 月に「電子政府・電子自治体
推進プログラム」
、平成 15 年 8 月に「電子自治体推進指針」を策定し、電子自治体の基盤
整備、行政サービスの向上、行政の効率化、地域の課題解決、情報セキュリティの確保に
向けた各種の施策を講じました。その結果、各団体における IT 基盤であるホームページや
庁内 LAN、また、LGWAN や住民基本台帳ネットワーク、公的個人認証などの全国的な電
子自治体の基盤が整備されるとともに、CIO の任命や電子自治体推進計画等の策定などの
庁内推進体制が強化されました。また、多くの団体で電子申請、電子入札などの行政サー
ビスのオンライン化が実現し、共同アウトソーシングによる業務・システムの効率化に向
けた取組も全国的に展開されてきました。
平成 18 年、IT 戦略本部は、新たな IT 国家戦略として「IT 新改革戦略－いつでも、どこ
でも、だれでも IT の恩恵を実感できる社会の実現－」を定め、電子行政については、「世
界一便利で効率的な電子行政－オンライン申請率 50％達成や小さくて効率的な政府の実現
－」を図ることが目標とされました。総務省では、これらの戦略・計画を踏まえ、平成 18
年 7 月に「電子自治体オンライン利用促進指針」を、平成 19 年 3 月には「新電子自治体推
進指針」を策定し、地方公共団体におけるオンライン利用促進の取組の推進に取り組んで
きました。
平成 22 年 5 月、IT 戦略本部は「新たな情報通信技術戦略」を公表し、同戦略の中で「国
民本位の電子行政の実現」が柱の 1 つとされ、その具体的取組として、自治体クラウドに
よる情報システムの統合・集約化が位置付けられました。自治体クラウドの導入は行政コ
ストの大幅な圧縮、実質的な業務の標準化の進展等が図られるとともに、災害時の業務継
続も図られることから、有効な取組とされています。
平成 25 年 5 月には、
「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」等が成立し、社会保障・税番号制度の導入が決定しました。また、政府の新たな
IT 戦略として、平成 25 年 6 月に「世界最先端 IT 国家創造宣言」が閣議決定され、地方公
共団体の具体的な取組みとして、自治体クラウドについて、今後 4 年間を集中取組期間と
位置付け、番号制度の導入と併せて共通化・標準化を行いつつ、地方公共団体における取
組を加速することとされました。
総務省では、これらの戦略等を受けて 7 年ぶりに電子自治体推進指針である「電子自治体
の取組みを加速するための 10 の指針」を策定しました。これまでの指針が ICT の進展や動
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向等について広く地方公共団体に情報提供することを目的の一つとしていたのに対し、
「電
子自治体の取組みを加速するための 10 の指針」は、
「世界最先端 IT 国家創造宣言」を踏ま
えた番号制度の導入に併せた自治体クラウド導入の加速を最優先課題と位置付け、行政情
報システムの改革に関して地方公共団体に期待される具体的な取組みを提示することに重
点を置いています。10 の指針策定後、平成 26 年 6 月 24 日に「経済財政運営と改革の基本
方針 2014」
、
「
「日本再興 戦略」改訂 2014」
、「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」
（改定）がそ
れぞれ閣議決定され、これらにおいても、地方公共団体におけるクラウド化の加速等に関
し、クラウド化市区町村の倍増や、情報システムの運用コストの３割減を目指すことが盛
り込まれるなど、電子自治体の推進は引き続き政府の重要施策の１つとして位置付けられ
ています。
・国における IT 戦略と電子自治体の展開

出典：総務省「地方自治情報管理概要」
（平成 28 年 3 月版）

・電子自治体の取組みを加速するための 10 の指針
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(2) 社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）への対応
平成 25 年 5 月 31 日、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
る法律をはじめとするマイナンバー関連４法が公布され、平成 27 年 10 月からマイナンバー
の通知、平成 28 年 1 月からはマイナンバーの利用及びマイナンバーカードの交付が開始され
ました。
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に１人１つの番号を付して、社会保障、税、災害
対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であ
ることを確認するために活用されるもので、その効果として行政の効率化、国民の利便性の
向上、公平・公正な社会の実現が期待されており、平成 29 年 7 月からは地方公共団体も含め
た情報連携が開始される予定です。
また、マイナンバー制度における個人ごとのポータルサイトである「マイナポータル」の運
用も、平成 29 年以降に予定されており、その準備が進められています。マイナポータルでは、
マイナンバーの付いた自分の情報のやりとりの確認ができるほか、一人一人がインターネッ
トを経由して、様々な自己の情報を活用して各種の申請を行ったり、行政側から一人一人の
ニーズに合った情報を受け取ったりすることなども可能となり、その利便性が飛躍的に向上
する可能性が秘められています。
マイナンバーカード（個人番号カード）やマイナポータルは、公的個人認証を利用するなど
マイナンバーそのものを使わない利活用が可能であり、民間活用を含め IT 社会の重要な基盤
として最大限活用していくという観点から、マイナンバーの利用範囲の拡大、マイナンバー
カードやマイナポータルの利活用拡大などが検討されています。

出典：内閣官房「マイナンバー社会保障・税番号制度」FAQ

5

(3) オープンデータへの取り組み
平成 24 年 7 月 4 日に高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（以下「IT 総合戦略本
部」という。
）で決定された「電子行政オープンデータ戦略」を契機として、国、地方公共
団体、独立行政法人、公共企業（電力、ガス、鉄道等）等におけるオープンデータへの取
組が活発になっています。
オープンデータは、国、地方公共団体、独立行政法人、公共企業等が公開したデータを利
活用して、
「透明性・信頼性の向上」、
「国民参加・官民協働の推進」、
「経済の活性化・行政
の効率化」等に役立てることが目的で、特にビジネスでの利用についての期待が大きく、
オープンデータの編集・加工・改変等が、機械（コンピュータ）によって行われることか
ら、利用ルールを定めてデータの二次利用を認めること、また、データを利活用しやすい
形式（機械判読に適した形式）で提供することが重要とされています。
平成 27 年 6 月には、
「世界最先端 IT 国家創造宣言」の改定が閣議決定され、これと並行
して、
「地方創生 IT 利活用促進プラン」と「新たなオープンデータの展開に向けて」が IT
総合戦略本部において決定され、従来の取組を受けて、今後はさらにオープンデータの利
活用の促進面を強化する方針が示されています。

出典：一般社団法人オープン＆ビッグデータ活用・地方創生推進機構「オープンデータガイド第 2 版」
首相官邸「電子行政オープンデータ実務者会議」
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２

ICT を取り巻く環境の変化
(1) 年代を超えた ICT 利活用の普及（インターネット利用者数、利用デバイスの変化）
平成 5 年（1993 年）に我が国での商業利用が始まったインターネットは、主に 2000 年代
以降、家庭へも急速に普及し、私たちの日常生活の在り方を様々な形で変えていきました。
かつて世の中の出来事を知るための情報源は、テレビやラジオ、新聞や雑誌等に限られて
いましたが、今やインターネットが代表的な情報源の一つとなっており、近年のスマート
フォンやタブレット型端末などの携帯型端末の普及も相まって、インターネットの利用率
が全ての年代で上昇しており、特に 60 代以上のシニア層での上昇率が大きく、ICT 利活用
は年代を超えて広がっています。

インターネット利用率の向上（年代別、2002・2014 年）

出典：総務省「平成 27 年版情報通信白書」

情報収集活動におけるネットの進展（ニュースを知る場合に最も頻繁に利用するメディアの推移）

出典：総務省「平成 27 年版情報通信白書」
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情報通信機器の普及状況

出典：総務省「平成 27 年通信利用動向調査」

インターネットの利用動向

出典：総務省「平成 27 年通信利用動向調査」
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(2) ソーシャルメディアの普及がもたらす変化
ソーシャルメディアは、インターネットを利用して誰でも手軽に情報を発信し、相互のや
りとりができる双方向のメディアであり、代表的なものとして、ブログ、
Facebook や Twitter
等の SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）
、YouTube やニコニコ動画等の動画共有
サイト、LINE 等のメッセージングアプリがあります。
ソーシャルメディアには、利用者同士のつながりを促進する様々な仕掛けが用意されてお
り、互いの関係を視覚的に把握できることが特徴で、2000 年代以降、世界的に普及し、イ
ンターネットの活用において重要な存在となりました。さらに 2000 年代末以降のスマート
フォンの普及は、生活の中でソーシャルメディアをいつでもどこでも利用可能にし、位置
情報等のスマートフォンの様々な機能と連携して、その活用の幅を広げています。
特に SNS は、若年層で利用率が高く、情報拡散時に情報の信憑性よりも面白さを重視する
傾向が強くなっている一方、シニア層は総じて SNS 利用者のモラルが高く、情報の信憑性
にも注意しつつ慎重に SNS を利用している傾向が見られます。
SNS はコミュニケーションのツールとしてだけでなく、様々なサービスのプラットフォー
ムとしても活用されるようになっており、その重要性は今後ますます高まっていくことが
予想されています。
Facebook,Twitter のユーザー数の推移

出典：総務省「平成 27 年版情報通信白書」

ソーシャルネットワーキングサービスの利用目的

出典：総務省「平成 28 年版情報通信白書」

9

(3) クラウドコンピューティング技術の普及
行政における自治体クラウドは、
近年様々な分野で活用が進んでいるクラウドコンピューテ
ィング技術を電子自治体の基盤構築にも活用して、地方公共団体の情報システムの集約と共
同利用を進めることにより、情報システムに係る経費の削減や住民サービスの向上等を図る
ものとされています。また、東日本大震災の経験も踏まえ、堅牢なデータセンターを活用す
ることで行政情報を保全し、災害・事故等発生時の業務継続を確保する観点からも、自治体
クラウドの推進が求められています。
平成 28 年 6 月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2016」において、地方
行財政改革・分野横断的な課題として、窓口業務の適正な民間委託等の加速と自治体クラウ
ド等の ICT 化・業務改革をはじめとする様々な取組の全国展開及び、それらの自治体の境界
を越えた広域化・共同化を軸に各種取組を進めることが明記され、今後もクラウド化の取組
の加速が予想されています。

出典：総務省「地方自治情報管理概要」
（平成 28 年 3 月版）

出典：総務省「自治体クラウドポータルサイト」
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(4) 情報セキュリティへの不安
ICT が国民の社会経済活動のあらゆる領域に普及・浸透していることに伴い、これらのサ
イバー空間を標的とした攻撃が、近年の大きな社会的脅威となっています。
スマートフォン、タブレット端末等の急速な普及、ソーシャルメディア、クラウドサービス
等の利用の拡大とともに、これらを狙った悪質なマルウェアが増加しています。
また、官公庁や大企業等を狙った標的型攻撃、ファイルを暗号化させ、身代金を要求するラ
ンサムウエアや、ホームページを閲覧するだけで感染するマルウェア等の新たなサイバー攻
撃は、近年ますます高度化・複雑化する傾向にあり、機密情報の漏えい等の被害は甚大なも
のとなっています。
今後、様々な機器がネットワークに接続される IoT 社会の本格的到来により、機器間通信
は、ウェアラブル機器や自動車など我々の生活と密着した新たな分野を含め、急速に普及が
進むと見込まれており、そのセキュリティの確保が急務となっています。
世帯におけるインターネット利用に伴う被害経験（複数回答）

出典：総務省「平成 28 年版情報通信白書」

企業における情報通信ネットワーク利用の
際のセキュリティ侵害（複数回答）
標的型メールの被害の有無（企業）
（平成 27 年末）

出典：総務省「平成 28 年版情報通信白書」

11

出典：総務省「平成 27 年通信利用動向調査」

(5)

2030 年の未来像－ICT が創る未来のまち・ひと・しごと
国では、2030 年頃、ICT によってどのような社会が実現すると期待されるかについて、未来
の「まち」
「ひと」
「しごと」という 3 つの観点から次のとおり予想しています。
まず「まち」の分野では、IoT 化の進展により、交通システム・物流システムをはじめとし
た様々な社会システムが ICT による最適制御の対象となり、その中で、自動走行車が実用化
され、人々は渋滞や事故の心配なく目的地まで迅速かつ安全に移動できるようになります。
道路や橋等のあらゆる社会インフラがスマート化され、維持・管理の低コスト化に貢献する
とともに、災害時の安全性も大きく向上することが予想されています。
経済に目を向けると、ビッグデータの活用があらゆる産業に浸透し、製造業だけでなく、サ
ービス業や農林水産業、医療・福祉業等の地域経済の中核となる産業の生産性が向上してい
くと同時に、これらの産業分野でのロボット活用も本格化し、人手不足の解消と更なる生産
性の向上が図られるとともに、新たなイノベーションが生み出されていきます。
次に
「ひと」
の分野では、
ウェアラブルデバイスを通じた緻密な健康管理が一般化する結果、
多くの人々が年をとっても健康に暮らせるようになり、また、ロボットが家事や介護など、
生活の様々な場面で人々の暮らしをサポートするようになるとともに、コミュニケーション
の良きパートナーとしても定着していきます。さらに、多言語自動翻訳の実用化により、コ
ミュニケーションにおける言葉の壁は取り払われ、異なる国や文化圏に属する人々の間の相
互理解が今以上に進むと予想されています。
そして「しごと」の分野では、ロボットを含む ICT による雇用代替が進む結果、人間の役割
はより創造性の高い仕事へと次第にシフトしていき、広い意味での ICT 活用能力が更に重要
性を増していきます。また、サービス業におけるシェアリング・エコノミーの台頭や、製造
業における「メイカー・ムーブメント」の登場にみられるような、経済活動における個人の
役割の拡大が加速し、そうした中、テレワークのような ICT を活用した柔軟な働き方は、あ
らゆる人々がそれぞれの事情に応じて社会参加し、自分に適した場所、自分に適した環境で
その創造性を最大限発揮するための手段として、広く浸透していくことが予想されています。

出典：総務省「平成 27 年版情報通信白書」
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３

本市のこれまでの取り組みと今後の課題
本市ではこれまで、
「高岡市地域情報化基本計画」に基づき、「つなぐ ひろがる つくり
出す みんなにやさしい情報都市」を基本目標に、公衆無線LAN の整備や情報通信回線の高
速化のほか、ホームページの改修やフェイスブック・ツイッター等によるきめ細かな情報
発信の充実に取り組んできました。
また、コンビニエンスストア収納や eLTAX を利用した電子申請、マイナンバーカードを利
用したコンビニ交付サービス、子育て世代への子育てアプリ等、社会的なニーズに対応す
るための便利な市民サービスを提供し、市民の利便性の向上に努めてきたところです。
官民連携の観点からは、IT ボランティアとの連携を図りながら、高齢者や障害者、子供た
ちへの ICT 支援のほか、
地域コミュニティの活性化の仕組みづくりなどを進めてきました。
長年の地道な取り組みが実を結び、自律型ロボットによる国際的なロボットコンテストで
ある WRO（World Robot Olympiad）国際大会への本市児童・生徒の出場など、世界へ挑戦す
る子供たちも育っています。
近年、ICT を取り巻く環境の変化は目覚ましく、進化し続ける ICT にどのように対応して
いくかが大きな課題となっています。
本市では、これまでも国や県の動向、社会情勢の変化に合わせ、様々な情報化施策に取り
組んできたところですが、今後はどのような ICT 技術を選択し、どのように活用し、どの
ような効果を上げていくか、明確なビジョンを持って ICT の利活用を進めることが重要に
なります。これまでの情報資産を最大限に活用しつつ、新たな ICT 技術を取り入れながら
政策的な ICT の利活用やサービス改革、情報セキュリティの強靭化や人材の育成など、一
層の行政運営の効率化と市民サービスの向上に取り組んでいく必要があります。
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第三章 基本目標
少子高齢社会の進展に伴い、一層の担い手不足が懸念されるなか、これまで本市が大切にし
てきた「共創」の取り組みが今後ますます重要になります。そのため、個人の持つ能力や民間
の活力を広域的に活かしながら、様々な角度からより良いまちづくりにつなげるため、市民参
加を促し、官民協働で課題解決に取り組むための仕掛けなど、政策的な ICT の利活用を推進し
ます。
さらに、近年の SNS の飛躍的な普及により、個人の情報発信が社会に大きな影響をもたらす
など、一人一人の情報発信が大きな力を秘めており、ICT が個人の情報発信に有効なツールと
して活用されていることから、行政のみならず市民自らが郷土の良さや価値を再発見し情報を
発信できるよう、情報格差にも配慮しながら官民一体となって本市のまちづくりを盛り上げる
ための取り組みを推進します。合わせて、情報発信が行政の透明化及び信頼性の向上に資する
重要な取り組みであることから、今後も情報発信の充実に努め、市の持つ情報を適切に公開し
ます。
また、ロボット技術や AI（人工知能）技術の進歩、IoT 社会の到来が間近に迫っている中、
次代を担う子供たちの育成に ICT を取り入れながら、ものづくりの精神や郷土愛を育み、世界
に羽ばたく情報人材の育成に努めます。
行政運営の観点からは、行政として当然に取り組むべきことを確実に実行しながら、新技術
を取り入れ、更なるサービス改革と業務効率化を目指すとともに、緊急時に効果を発揮する ICT
の利活用や情報セキュリティの強靭化に取り組みます。
これらのことを基本目標とし、これまでの情報資産を生かしながら本市の強みをさらに伸ば
し、魅力と特色のあるまちづくりにつなげるため、次の情報化の推進目標を掲げます。
１

ICT の利活用による市民サービスの向上と人材育成

２

行政運営の効率化

３

安全・安心なまちづくり
ICT の観点から各種施策を実現

共創

・市民参加、官民協働に
よる課題解決

発信

基本目標

育成
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・官民一体となった
情報発信
・行政の透明化

・次代を担う情報人材
の育成

第四章 情報化を推進する具体的な取り組み
１

ICT の利活用による市民サービスの向上と人材育成
インターネット利用者の増加やスマートフォン・タブレット型端末などの携帯型端末の急
速な普及により、ICT が人々の生活にも浸透していることから、ICT を利活用したサービスに
対するニーズも大きくなっています。
また、マイナンバー制度が開始し、今後開設が予定されているマイナポータルを含め、国
において引き続き利便性の向上に関する様々な検討が進められていることから、市において
も今後の動きを注視しながら、市民の利便性向上につながる取り組みを進める必要がありま
す。
これらのことから、情報の高度な利活用を推進するほか、情報格差にも配慮した情報発信
や各種手続きなど、様々な場面で市民生活を快適で豊かにするサービスの充実を図ります。
また、国では小中学校からのプログラミング教育の導入等が検討されており、今後も IT 人
材の育成は加速することが予想されることから、これまでの実績と強みを生かしながら、世
界に羽ばたく子供たちの人材の育成につなげるための取り組みを推進します。
＜取り組みの柱＞
・情報の高度な利活用によるまちづくりの実現
・暮らしを快適で豊かにする市民サービスの充実
・ICT を効果的に利活用できる情報人材の育成
・市民等の ICT 利活用能力の向上

２

行政運営の効率化
ICT は事務の効率化に大きな役割を果たすツールであり、各部門の業務目標の達成に向け、
ICT のもたらす効果や可能性を見極めながら新技術の利活用を推進していくことで、更なる
業務改革と市民サービスの向上、コストの削減を図ります。
また、クラウドコンピューティング等の新技術が、業務の効率化に寄与するツールとなり
うることから、既存システムの更新時期等を見極めながら、情報システムの共同利用の可能
性について検討を進めます。
＜取り組みの柱＞
・新しい技術等を活用した業務改革の推進
・サービスを継続できる強靭な体制・環境の構築

３

安全・安心なまちづくり
ICT の進展に伴う様々な脅威やリクスに対応し、市民への安全・安心なサービスの実現に向
け、強靭な情報セキュリティの確保に努めます。
また、自然災害の激甚化に伴い、災害・緊急時の迅速かつ的確な情報収集と市民への情報
提供が必要であることから、ICT を利活用した情報提供手段の充実や情報システムの整備を
進めます。
＜取り組みの柱＞
・安全・安心なサービスを提供するための情報セキュリティ対策
・災害対策の強化と緊急時の備え
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第五章 高岡市情報化推進基本方針の体系

高岡市総合計画基本構想・第 3 次基本計画

豊かな自然と歴史・文化につつまれ
人と人がつながる

市民創造都市

高岡

まちづくりの手法

共

創

再発見

発

信

各種個別計画

ICT の観点から各種の施策を実現するための指針

高岡市情報化推進基本方針
情報化推進のキーワード

共

創

発

信

育

成

ICT の利活用による市民サービスの向上と人材育成
 情報の高度な利活用によるまちづくりの実現

情報化の推進目標と

 暮らしを快適で豊かにする市民サービスの充実

取り組みの柱

 ICT を効果的に利活用できる情報人材の育成
 市民等の ICT 利活用能力の向上

行政運営の効率化

安全・安心なまちづくり

 新しい技術等を活用した業務改革の

 安全・安心なサービスを提供するた

推進

めの情報セキュリティ対策

 サービスを継続できる強靭な体制・

 災害対策の強化と緊急時の備え

環境の構築

これまでの情報資産を生かし 本市の強みを伸ばし
魅力と特色のあるまちづくり
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第二部 高岡市情報化推進アクションプラン

第一章 アクションプランの概要

アクションプランは、推進期間を３年間とし、高岡市情報化推進基本方針に基づき、それぞれ
の情報化の推進目標に対する具体的な施策として、各個別目標による取り組みを推進します。
各施策は、市が取り組む情報化施策のうち、今後３年間で進展や状態の変化が期待できるもの、
または現時点で具体化していないものの、今後も継続的に取り組むことが重要と考えられるもの
等を主要施策として掲載し、事業概要と推進スケジュール、その施策を行うことによって期待さ
れる効果等について示しています。
アクションプランに掲げる施策は、社会情勢の変化や財政状況等の変化に柔軟に対応するため、
施策の実行段階でより適した手段・手法が選択できるよう、必要に応じて事業内容や推進スケジ
ュール等の見直しを検討しながら進行管理を行い、実効性を重視した施策の展開を図ります。

高岡市総合計画

各種個別計画

【ＩＣＴの観点から
各種の施策を実現】

高岡市情報化推進基本方針
基本方針

アクションプラン(３年間)
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第二章 主要施策一覧
１ ICT の利活用による市民サービスの向上と人材育成
番号

推進スケジュール

施策名

29 年度

30 年度

31 年度

１

ロボットプログラミングによる人材育成

検討・実施

運用・見直し・ 運用・見直し・
改善
改善

２

オープンデータの推進

拡充・改善

拡充・改善

拡充・改善

３

子ども・子育て応援 WEB サイト・スマートフ
ォン用アプリによる情報提供

運用・改善

運用・改善

運用・改善

４

マイナポータルによる子育てワンストップ
サービス

検討・運用

運用

運用

５

公共交通ネットワークの活性化
（万葉線における交通系 IC カードの導入）

仕様検討

仕様検討

仕様検討

６

クレジット収納の実施

検討

導入・運用

運用

７

多様なツールを使った積極的かつ分かりや
すい情報発信

８

高齢者・障害者の ICT 利活用能力向上と社会
実施・改善
参加の推進

運用・見直し・ 運用・見直し・ 運用・見直し・
改善
改善
改善
実施・改善

実施・改善

２ 行政運営の効率化
番号

推進スケジュール

施策名

29 年度

30 年度

31 年度

１

統合型 GIS の利活用推進

拡充・改善

拡充・改善

拡充・改善

２

情報システムの最適化

検討・運用

検討・運用

検討・運用・
導入

３

マイナンバー制度を利活用した業務効率化

改修・運用

運用

運用

３ 安全・安心なまちづくり
番号

推進スケジュール

施策名

29 年度

30 年度

31 年度

１

情報資産管理の徹底

現状分析・
運用・改善
検討・導入

２

情報セキュリティ対策の強化と職員の資質
向上

検討・訓練・ 訓練・改善・ 訓練・改善・
教育
教育
教育

３

災害時等における情報提供の充実と行政サ
ービスの継続性の確保

運用・見直し・ 運用・見直し・ 運用・見直し・
改善
改善
改善
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運用・改善

第三章 具体的な施策
１ ICT の利活用による市民サービスの向上と人材育成
１－１
施策名称

ロボットプログラミングによる人材育成

事業概要

情報人材の育成を図るため、ロボットプログラミングに係る機材の支援や
環境の整備を行いながら、競技を通じて向上心や科学技術への関心を高め
るため、ロボットプログラミング大会を開催する。

推進スケジュール
平成 29 年度
(2017 年度)
検討・実施

平成 30 年度
(2018 年度)

平成 31 年度
(2019 年度)

運用・見直し・改善

運用・見直し・改善

期待される効果
・情報人材の育成のため、2020 年からのプログラミング教育の必修化が検討されるなど、
プログラミング教育は近年急激に注目を集めており、今後も情報人材の育成は加速する
ことが予想される。
・本市の強みであるものづくりの精神を活かしつつ、ICT の観点からチャレンジ精神あふ
れる人材を創出し、世界トップレベルの情報人材の育成が期待できる。
・官民の共創により、参加する児童・生徒の拡大を図りながらすそ野を広げつつ、さらな
る高みを目指す情報人材を育成し、本市の特色へとつなげる。
基準値
目標値
数値目標
ロボットプログラミング大会参加者数

増加目標
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(平成 27 年度)

(平成 31 年度)

―

50 人

１－２
施策名称

オープンデータの推進

事業概要

オープンデータのさらなる拡充と普及・啓発に取り組みながら、行政と市
民や市民グループ等が対話や情報交換を通じ、より良い知識や経験の共有
を図られるよう協働体制の強化を図る。

推進スケジュール
平成 29 年度
(2017 年度)

平成 30 年度
(2018 年度)

平成 31 年度
(2019 年度)

拡充・改善

拡充・改善

拡充・改善

期待される効果
・オープンデータの推進が、行政サービスの効率化や市民等の利便性の向上、行政の透明
化につながるほか、新たなビジネスの創出が期待される。
・市民等の行政や地域社会への主体的な参加が促進され、官民協働による地域課題の解決
につながることが期待される。
・市以外の様々なデータを組み合わせることで、より利便性の高いアプリ等の開発が期待
される。
基準値
目標値
数値目標
機械判読に適したオープンデータの数
【総合計画指標】
オープンデータ掲載サイトへの年間アクセ
ス数（ページビュー）
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増加目標
（5 件／年）

(平成 27 年度)

(平成 31 年度)

13 件

30 件

増加目標

―

（2％／年）

(H27.8 月開始）

8,500 件

１－３
施策名称

子ども・子育て応援 WEB サイト・スマートフォン用アプリによる情報提供

情報機器端末の多様化・普及に伴い、子育て世代へ分かりやすく理解しや
すい情報を提供するため、スマートフォンやパソコンから情報を得ること
事業概要
ができる子育て専用ウェブサイト及びアプリ「ねねットたかおか」による
情報提供を行う。
推進スケジュール
平成 29 年度
平成 30 年度
平成 31 年度
(2017 年度)
(2018 年度)
(2019 年度)
運用・改善

運用・改善

運用・改善

期待される効果
・子育てに関する情報を集約し、プッシュ型で通知することにより、必要な情報を必要な
相手にタイムリーに届けることができ、子育てに関する不安・悩みの解消、親子のふれ
あいの機会の増加に繋がる。
・県事業と連携するなど、随時新サービスを提供し利用者数の増加につなげるとともに、
アンケート等で利用者の声を聞きながら、システムの機能強化・業務の改善に役立てる
ことができる。
基準値
目標値
数値目標
(平成 27 年度)

スマートフォン用子育て情報提供アプリ登
録者数

増加目標

【総合計画、子ども・子育て支援事業計画指標】

(平成 31 年度)

―
(H28.4 月開始）

8,000 人

１－４
施策名称

マイナポータルによる子育てワンストップサービス

事業概要

国が整備を進めるマイナポータルの本格運用が、平成 29 年 7 月に予定さ
れていることから、国の動向を見極めながら子育てワンストップサービス
の導入を検討する。

推進スケジュール
平成 29 年度
(2017 年度)
検討・運用

平成 30 年度
(2018 年度)

平成 31 年度
(2019 年度)

運用

運用

期待される効果
・マイナンバーを活用し、保育所・認定子ども園への入所申込等のオンライン申請が可能
となり、仕事の都合等で時間がとりづらい保護者の負担軽減や、また書類の授受に関す
る時間の短縮等、子育て世代の効率性が高くなる。
・子どもの健診や予防接種のお知らせなどをプッシュ型で通知することにより、必要な情
報を必要な相手にタイムリーに届けることがき、市民の利便性の向上に繋がる。
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１－５
施策名称

公共交通ネットワークの活性化

事業概要

万葉線における交通系 IC カードの導入に向けた仕様の検討を行う。

推進スケジュール
平成 29 年度
(2017 年度)

平成 30 年度
(2018 年度)

平成 31 年度
(2019 年度)

仕様検討

仕様検討

仕様検討
期待される効果

・全国相互利用可能タイプの交通系 IC カードの導入により、観光客及び訪日外国人旅行者
の移動の円滑化につながる。

１－６
施策名称

クレジット収納の実施

事業概要

クレジットカードによる収納を導入する。

推進スケジュール
平成 29 年度
(2017 年度)
検討

平成 30 年度
(2018 年度)

平成 31 年度
(2019 年度)

導入・運用

運用

期待される効果
・クレジットカードで収納が可能となり、納税者の利便性の向上が図られる。
・多様な納税方法の提供により、それぞれのライフスタイルに合った選択が可能となる。
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１－７
施策名称

多様なツールを使った積極的かつ分かりやすい情報発信

誰もが必要な情報を入手できるよう、市公式ホームページに掲載されてい
る情報の分類等の整理・見直しを行い、分かりやすく探しやすい情報提供
に努めるとともに、より一層のアクセシビリティの向上に取り組む。
事業概要
フェイスブックやツイッター等のソーシャルメディアやメール配信サー
ビス等を活用し、ターゲットやニーズを把握した積極的かつ効果的な情報
発信を行う。
推進スケジュール
平成 29 年度
平成 30 年度
平成 31 年度
(2017 年度)
(2018 年度)
(2019 年度)
運用・見直し・改善

運用・見直し・改善

運用・見直し・改善

期待される効果
・見る側の視点に立った分類等の整理・見直しや関連情報等のリンクにより、欲しい情報
が得られやすくなる。
・アクセシビリティの向上を図ることで、高齢者や障害者を含め、誰もが支障なくホーム
ページ等を利用できる。
・ソーシャルメディアの特性を生かし、ニーズを的確に把握・分析しながらターゲットや
目的に合わせた情報提供を行うことで、市の魅力アップや来訪者の増加につなげるため
の効果的な情報提供を行うことができる。
基準値
目標値
数値目標
公式ホームページ年間アクセス数
（ページビュー）

増加目標
（2％／年）

増加目標

公式フェイスブック年間リーチ数

（10％／年）

増加目標

公式ツイッターフォロワー数

（10％／年）
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(平成 27 年度)

(平成 31 年度)

5,365,745 件

5,795,000 件

1,050,311 件

1,475,000 件

3,110 人

4,500 人

１－８
施策名称

高齢者・障害者の ICT 利活用能力向上と社会参加の推進

事業概要

高齢者・障害者の方を対象に、タブレット型端末やスマートフォン等の ICT
講座を開催し、市民の ICT の利活用能力の向上を目指す。また、タブレッ
ト型端末を利用し、窓口でのコミュニケーション支援を図る。

推進スケジュール
平成 29 年度
(2017 年度)

平成 30 年度
(2018 年度)

平成 31 年度
(2019 年度)

実施・改善

実施・改善

実施・改善

期待される効果
・ICT の利活用により、高齢者・障害者の方が、自らの生活を豊かにしたり、災害時の情
報収集等に役立てることが期待されるほか、新たな情報収集の手段となりうることで社
会参画につながる。
・窓口でのコミュニケーションツールを複数用意することで、社会の中のバリアを取り除
くための環境整備につながり、個人差に見合った対応が可能となる。
基準値
目標値
数値目標
維持目標

ICT 講座受講者数

（減少傾向）
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(平成 27 年度)

(平成 31 年度)

329 人

350 人

２

行政運営の効率化
２－１
施策名称

統合型 GIS の利活用推進

事業概要

平成 28 年 1 月に導入した統合型 GIS の庁内での利用を推進し、各課での
業務効率化・行政サービスの向上を図る。

推進スケジュール
平成 29 年度
(2017 年度)

平成 30 年度
(2018 年度)

平成 31 年度
(2019 年度)

拡充・改善

拡充・改善

拡充・改善

期待される効果
・庁内で地図データが共用されることにより、業務の効率化や作業時間短縮が見込まれる。
・複数の地図データを同時に地図上に表示させることができ、情報の閲覧性が向上すると
ともに、公共施設の配置等を決める際に他の施設の位置を確認しながら検討できる等、
政策的な面での利用が図られる。
・ハザードマップや要援護者等の情報を複合的に表示させることによって、災害発生時に
正確かつ迅速な対応が可能となる。
・将来的には、オープンデータとして提供が可能な地図データを公開し、民間企業等での
利用が図られるほか、行政が提供した情報による民間サービスの創出が期待される。

２－２
施策名称

情報システムの最適化

既存システムの更新時期等を見極めながら、情報システムの共同利用の可
能性等について検討を進め、クラウドコンピューティング技術等を活用す
ることにより、システム経費の抑制や業務の効率化に努める。
事業概要
また、文書管理システムによる一元管理や電子決裁など意思決定手続きの
効率化等、新たな文書管理体制の検討を行う。
推進スケジュール
平成 29 年度
平成 30 年度
平成 31 年度
(2017 年度)
(2018 年度)
(2019 年度)
検討・運用

検討・運用

検討・運用・導入

期待される効果
・システム開発の有効性、効率性、信頼性及び安全性の確保等について精査し、また重複
の排除等を行い、より効率的・効果的なシステムの管理・運用につなげる。
・情報システムの集約と共同利用を進めることにより、システムに係る経費の抑制や業務
の効率化等を図る。
・堅牢なデータセンターを活用することで、行政情報を保全し、災害・事故等発生時の業
務継続を確保することができる。
・文書管理システムの導入により、ペーパーレス化によるコスト削減と環境負荷の低減を
図るとともに、事務の効率化や業務の透明性の確保等につなげることができる。
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２－３
施策名称

マイナンバー制度を利活用した業務効率化

事業概要

平成 29 年 7 月から、地方公共団体も含めた情報連携が開始される予定で
あることから、法令に基づき適正に対応することで、複数の業務間での作
業の重複等の削減等、業務の効率化を図る。

推進スケジュール
平成 29 年度
(2017 年度)
改修・運用

平成 30 年度
(2018 年度)

平成 31 年度
(2019 年度)

運用

運用

期待される効果
・行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間
や労力が大幅に削減され、手続が正確でスムーズになる。
・複数の業務間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減される。

統合型 GIS で見た新高岡駅周辺
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３

安全・安心なまちづくり
３－１
施策名称

情報資産管理の徹底

事業概要

庁内ネットワークに接続する端末、プリンター、サーバーを正確かつリア
ルタイムに把握し、適切に管理・運用を行うことで、情報資産の安全性を
確保する。

推進スケジュール
平成 29 年度
(2017 年度)
現状分析・検討・導入

平成 30 年度
(2018 年度)

平成 31 年度
(2019 年度)

運用・改善

運用・改善

期待される効果
・資産管理システムを導入することで、OS のバージョン等端末の状態などを一元的に正確
に把握することが可能になるため、人為的なミスを防ぎ、より効率的かつ効果的なシス
テム運用が期待できる。
・セキュリティホールなどの緊急性の高い状況に、漏れなく即座に対応することが可能と
なる。また、USB メモリ等の外部媒体の利用制限により、ウイルス感染の危険を低減でき
るほか、アクセスログや操作ログの取得・分析が可能となり、セキュリティの強化が期
待できる。

３－２
施策名称

情報セキュリティ対策の強化と職員の資質向上

高岡市情報セキュリティに関する規則に基づき、個人情報や特定個人情報
の他、市が持つ様々な情報を適切に取り扱うため、業務内容や職員の役割
に応じたきめ細かな研修を行い、職員のセキュリティ意識の向上を図る。
事業概要
また、電子メールによる標的型メール攻撃やネットワーク切断時の業務継
続に対する実践的な訓練を行い、対応能力の強化を図る
推進スケジュール
平成 29 年度
平成 30 年度
平成 31 年度
(2017 年度)
(2018 年度)
(2019 年度)
検討・訓練・教育

訓練・改善・教育

訓練・改善・教育

期待される効果
・業務内容や役割によって必要なスキルや知識が異なることから、階層別研修、e-ラーニ
ング等の職員研修に加え、情報セキュリティについて分かりやすく解説した情報セキュ
リティマガジンの発行（月 1 回）、文書による啓発（随時）など、様々な方法で職員教
育・啓発を行うことにより、情報セキュリティに対する意識改革とセキュリティレベル
の向上につなげる。
・年々巧妙化している標的型攻撃のリスク回避には、人的対応が重要であることを意識付
けるため、標的型メール訓練を随時実施し、標的型メールへの対応力と免疫力を高める。
・災害や事故等によりネットワークが切断するなどの緊急時に、いかに業務を継続し、ま
た復旧するかの実践的な訓練を全庁的に実施し、緊急時への備えと対応力の強化を図る。
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３－３
施策名称

災害時等における情報提供の充実と行政サービスの継続性の確保

防災行政無線や防災情報メール、ホームページ、SNS 等、特性の違う複数
の情報伝達手段を整備・活用しながら、災害の状況や対象者に応じた多様
な情報提供の充実に努める。
事業概要
また、ICT-BCP を改訂し、大規模災害時等において情報資産を脅威から守
り、安全で安定的な行政サービスの継続を確保する。
推進スケジュール
平成 29 年度
平成 30 年度
平成 31 年度
(2017 年度)
(2018 年度)
(2019 年度)
運用・見直し・改善

運用・見直し・改善

運用・見直し・改善

期待される効果
・ICT が情報伝達に大きな効果を発揮することから、複数の手段を用いることで、必要な
相手に必要な情報を確実に届けることができる。
・自然災害情報、緊急地震速報及び武力攻撃事態等情報（弾道ミサイル情報・航空攻撃情
報等）を住民に瞬時に伝達するため、同報系防災行政無線の屋外拡声子局の整備を促進
し、未整備地区の解消を進めるとともに、迅速な情報伝達が期待できる。
・ICT-BCP の改訂により、現状を適切に把握することで、大規模災害時等においての確認・
復旧の手順が明確になるとともに、情報システム等の早期復旧が可能となる。
基準値
目標値
数値目標
デジタル化に対応した防災行政無線子局設
置数【総合計画指標】
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増加目標

(平成 27 年度)

(平成 31 年度)

87 局

123 局

第四章 目標達成のための成果指標

本アクションプランでは、それぞれの情報化の推進目標に対する取り組みの柱ごとに、効果を
検証するための成果指標を置き、状態等を測りながら目標の達成を目指します。

１

ICT の利活用による市民サービスの向上と人材育成
＜取り組みの柱＞
 情報の高度な利活用によるまちづくりの実現
 暮らしを快適で豊かにする市民サービスの充実
 ICT を効果的に利活用できる情報人材の育成
 市民等の ICT 利活用能力の向上
番号

施策名

１

ロボットプログラミングによる人材
育成

ロボットプログラミング大会参加者数

２

オープンデータの推進

公開データ数、オープンデータサイト年間ア
クセス数、アプリ等活用状況

３

子ども・子育て応援 WEB サイト・スマ
登録者数、機能強化・改善状況
ートフォン用アプリによる情報提供

４

マイナポータルによる子育てワンス
トップサービス

子育てワンストップサービス導入に向けた検
討状況（開発・導入作業の進捗状況）

５

公共交通ネットワークの活性化
（万葉線における交通系 IC カードの
導入）

交通系 IC カードシステム導入に向けた検討状
況（開発・導入作業の進捗状況、平成 31 年度
導入）

クレジット収納の実施

クレジット収納システム導入に向けた検討状
況（開発・導入作業の進捗状況、平成 29 年度
導入）

７

多様なツールを使った積極的かつ分
かりやすい情報発信

公式ホームページ：アクセス数、カテゴリ等
見直し検討状況
公式フェイスブック：リーチ数
公式ツイッター：フォロワー数

８

高齢者・障害者の ICT 利活用能力向上
と社会参加の推進

ICT 講座開催状況・受講者数

６

成果指標
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２

行政運営の効率化
＜取り組みの柱＞
 新しい技術等を活用した業務改革の推進
 サービスを継続できる強靭な体制・環境の構築
番号
１

３

施策名

成果指標

統合型 GIS の利活用推進

地図データの共有・利活用実績

２

情報システムの最適化

文書管理システム導入に向けた検討状況（開
発・導入作業の進捗状況、平成 31 年度導入）
経済性・効率性の高いシステムへの移行促進

３

マイナンバー制度を利活用した業務
効率化

制度の確実な運用

安全・安心なまちづくり
＜取り組みの柱＞
 安全・安心なサービスを提供するための情報セキュリティ対策
 災害対策の強化と緊急時の備え
番号

施策名

成果指標

１

情報資産管理の徹底

情報資産管理システム導入に向けた検討状況
（開発・導入作業の進捗状況、平成 29 年度導
入）

２

情報セキュリティ対策の強化と職員
の資質向上

標的型メール訓練及び業務継続机上訓練実施
状況、情報セキュリティ研修実施状況、セキ
ュリティマガジン発行状況

３

災害時等における情報提供の充実と
行政サービスの継続性の確保

防災行政無線整備箇所数、防災情報メール・
防災ツイッター利用状況、ICT-BCP の改訂（平
成 29 年度改訂）
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第五章 情報化の推進に向けて
１

推進体制
本市における情報化施策を総合的かつ継続的に実行するため、
「高岡市情報化推進庁内連絡
会議」において庁内での意思統一を図り、全庁的かつ横断的な取り組みを推進します。
また、ICT を取り巻く環境の変化に柔軟に対応するため、外部の委員で構成する「高岡市情
報化推進会議」において、本市の情報化施策の推進と発展に関する意見・助言をいただき、
新たな知見や技術を習得しながら施策の展開を図ります。
個々の施策の推進にあたっては、共創・市民参加の精神を大事にしつつ、既存の枠組み等を
利用しながら各分野ごとに外部の専門家や市民、企業、団体等と対話や意見交換を重ね、と
もに考え協力しあうことでより良い施策の実行を目指します。
高岡市情報化推進庁内連絡会議

高岡市情報化推進会議

【目的】
本市における情報化施策を総合的かつ計画
的に推進

【目的】
高岡市における情報化施策の推進と発展に
関する意見又は助言

【構成】
委員長：副市長、委員：部局長

【構成】
委員：10 名以内
情報化施策に関する専門的な知識を有する
者等から委嘱

幹事会
【構成】各部局主管課長等
作業部会 （※必要に応じて組織）
【構成】部局長の指名する職員

事務局
【構成】経営企画部情報政策課

事務局
【構成】経営企画部情報政策課

内部

外部

外部の専門家や市民、企業、
団体等との対話・意見交換

共創・市民参加
２

進行管理
目標達成のための成果指標に基づき、

評価の結果に基づく
アクションプラン
等の見直し

数値目標や各施策の状態等から施策の

方針に基づく
施策の決定

効果等を検証しながら、またアンケー
効果の検証と
評価、アンケー
ト調査等によ
る実態把握

ト調査等による実態把握に努めながら
アクションプランの進行管理を行い、
必要に応じて内容や推進スケジュール
等の見直しを検討し、PDCA を実行します。
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用

語

Ａ

ＡＩ
（エーアイ）

Ｃ

ＣＩＯ
（シーアイオー）

ＩＣＴ
（アイシーティー）

Ｉ

ＩＣＴ－ＢＣＰ
（アイシーティー・
ビーシーピー）
ＩｏＴ
（アイオーティー）

ＬＡＮ
（ラン）
Ｌ
ＬＧＷＡＮ
（エルジーワン）

Ｓ

ＳＮＳ
（エスエヌエス）

ＩＣカード
（アイシーカード）

あ

アウトソーシング

アクセシビリティ

用 語 解 説
Artificial Intelligence の略。人工知能。
人間の知的営みをコンピュータに行わせるための技術、または人間の
知的営みを行うことができるコンピュータプログラム。
翻訳を自動的に行う機械翻訳システム、画像や音声の意味を理解する
画像理解システム、音声理解システムなどがある。
Chief Information Officer の略。情報や情報技術を統括する最高情
報統括責任者。
Information and Communication Technology の略。情報通信技術。
情報や通信に関連する科学技術の総称であり、従来から用いられ
てきた「IT（Information Technology）」とほぼ同義。国際的には
ICT が広く使われているが、最近は日本でも ICT の表現が定着し
つつある。
ICT-BCP は、情報システム部門（ICT 部門）において、災害や事故を
受けても、重要業務をなるべく中断させず、中断してもできるだけ早
急に復旧させるための業務継続計画。
Internet of Things の略。モノのインターネット。
従来、インターネットに接続されていたパソコンやサーバなど ICT
関連機器に加え、センサーや家電、自動車など、あらゆるモノがイン
ターネットに繋がること。
Local Area Network の略。同一の建物や組織、狭い地域など、限ら
れた範囲で複数のコンピュータや周辺機器を接続してデータをやり
取りするネットワークのこと。
Local Government Wide Area Network の略。総合行政ネットワーク。
地方自治体のコンピュータネットワークを相互接続した、行政専用の
広域ネットワークのこと。
Social Networking Service の略。登録された利用者同士が、互いに
自分の趣味、好み、友人、社会生活などのことを公開しあったりしな
がら、幅広いコミュニケーションを取り合うことを目的としたコミュ
ニティ型の Web サイトサービス。
代表的なものに Facebook（フェイスブック）
、Twitter（ツイッター）、
Instagram（インスタグラム）、LINE（ライン）等がある。
データの記録や演算をするための集積回路が組み込まれたカード。交
通系 IC カードは、各鉄道会社等から様々な種類のカードが発行され
ており、代表的なものに Suica（スイカ・JR 東日本）
、PASMO（パスモ・
首都圏私鉄）
、manaca（マナカ・名古屋私鉄）
、ICOCA（イコカ・JR 西
日本）
、PiTaPa（ピタパ・関西私鉄）などがある。
資源の有効利用・経費削減のため、情報システムの設計・運用・保守
等の業務の一部を外部に委託すること。
自社で人員を確保するのが困難な高度に専門的な業務や、専業の事業
者の方が低コストで処理できるような業務で行われることが多い。
アクセシビリティは、「アクセスのしやすさ」のことで、高齢者や障
がい者はもちろん、病気やけがなどで一時的に障がいのある人など全
ての人が、ホームページ等で提供されている情報に問題なくアクセス
でき、だれでも平等に利用できることを指す。
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用

語

う

ウェアラブルデバイ
ス

お

オープンデータ

き

キ オ ス ク （ (KIOSK)
端末

く

クラウドコンピュー
ティング

こ

公的個人認証

自治体クラウド

し

シェアリング・エコ
ノミー

情報格差

そ

ソーシャルメディア

た

タブレット型端末

て

テレワーク

と

統合型ＧＩＳ

用 語 解 説
身につけて持ち歩くことができる情報端末の総称。主に衣服状や腕時
計状で身につけたまま使えるものを指す。腕時計やリストバンド、指
輪、メガネ、衣服など、様々なアイテムが登場している。
自治体などが保有する公共データが、市民や企業などから利活用され
やすいように機械判読に適した形で、二次利用可能なルールの下で公
開されること、また、そのように公開されたデータ。
公共施設や交通機関、店舗など、不特定多数の人が、タッチパネル操
作などのマンマシンインターフェースを通じて、必要な情報にアクセ
スしたり、さまざまなサービスを利用したりするのに便利な情報端末
のこと。
自前のコンピュータで管理・利用していたようなソフトウェアや
データをインターネット上に保存するなど、ネットワークを通じて
サービスの形で必要な時に必要な機能だけを利用する方式。クラ
ウド＝雲（Cloud） 。
オンラインで（インターネットを通じて）申請や届出等の行政手続や
インターネットサイトにログインを行う際に、他人による「なりすま
し」やデータの改ざんを防ぐために用いられる本人確認の手段。
「電子証明書」と呼ばれるデータを外部から読み取られるおそれのな
いマイナンバーカード等の IC カードに記録することで利用が可能と
なる。
複数の地方自治体の情報システムを一つに集約し、通信ネットワ
ークを通じて共同利用するシステムのこと。クラウドコンピュー
ティングを自治体の情報システムに適用したもの。
ソーシャルメディアの発達により可能になったモノ、お金、サービス
等の交換・共有により成り立つ経済のしくみのこと。空き部屋の仲介、
タクシー・個人ドライバーとの契約・仲介、空いている駐車場の仲介
などのサービスが開始されている。
コンピュータやインターネットなどの情報通信技術を利用した
り使いこなしたりできる人と、そうでない人の間に生じる、貧富
や機会、社会的地位などの格差。個人や集団の間に生じる格差と、
地域間や国家間で生じる格差がある。
インターネット上で誰もが参加でき、双方向のコミュニケーションが
可能なメディアのこと。ブログ、SNS、動画共有サイトなど、多くの
サービスがある。
薄い板状のパソコンやモバイル端末の総称で、液晶ディスプレイの表
示画面で画面にタッチすることで操作可能なインターフェースを搭
載した持ち運び可能なコンピュータのこと。
「tele = 離れた所」と「work = 働く」をあわせた造語。情報通信技
術を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のこと。
働く場所によって、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など）に分け
られる。
自治体内の各部門（都市計画、道路、農地、固定資産など）で使用す
る地図情報（道路、街区、建物、河川など）を統合・電子化し、一元
的に維持管理することで、庁内横断型のデータ共用を可能にする仕組
み。
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用

語

マイナポータル

ま

マルウェア

め

メイカー・ムーブメ
ント

ら

ランサムウェア

用 語 解 説
情報提供等記録開示システム。
行政機関がマイナンバー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等を自宅のパソコン
等から確認できるものとして整備されるもの。
Malicious Software（悪意のあるソフトウェア）の略。
様々な脆弱性や情報を利用して攻撃をするソフトウェアの総称。ウイ
ルスのほか、ワーム、スパイウェア、アドウェア、フィッシング、フ
ァーミング、スパム、ボット、キーロガー（キーストロークロガー）、
トロイの木馬、論理爆弾、などさまざまな種類のマルウェアが存在す
る。
個人が 3D プリンターに代表されるデジタル工作（デジタルファブリ
ケーション）機械を使って、自分がほしいものを自分自身でつくった
り、自分のアイディアを形にしたりすること。これらの人々は「メイ
カー」と呼ばれ、21 世紀のものづくりを変える存在として注目され
ている。
身代金要求型不正プログラム。感染した PC をロックしたり、ファイ
ルを暗号化したりすることによって使用不能にしたのち、元に戻すこ
とと引き換えに「身代金」を要求するタイプのもの。
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高 岡 市 情 報 化 推 進 基 本 方 針
高岡市 経営企画部 情報政策課
〒933-8601 高岡市広小路 7 番 50 号
TEL（0766）20-1238 FAX（0766）20-1319
◇高 岡 市 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ：http://www.city.takaoka.toyama.jp/
◇高岡市公式フェイスブック：http://www.facebook.com/takaokacity
◇高 岡 市 公 式 ツ イ ッ タ ー：https://twitter.com/takaokacity/
（平成 29 年 3 月発行）

