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○はじめに

大仙市は、平成１７年３月２２日に大曲市、神岡町、西仙北町、中仙町、協和町、

南外村、仙北町、太田町の１市６町１村が合併し、誕生しました。誕生してから２年

が過ぎましたが、この間の行政運営については、合併協議において作成された新市建

設計画と平成１８年３月に作成した大仙市総合計画を指針としてまいりました。

市総合計画では、市民意識調査やワークショップの結果を踏まえ 「情報化への対、

応」を主要な課題の一つとし、この課題に対応するため、施策の柱に「仲間とふれあ

」 、 。いともに活躍できるまちづくり を掲げ その実現を目指していくこととしています

そのため、本地域情報化計画においては、市総合計画の主要課題の一つである「情

報化への対応」を実現するため、近年の情報通信技術革命による市民ニーズや企業ニ

ーズの変化に適切に応えることを基本に、市民と企業および行政が情報を共有し、交

換し合い、双方向で交流することにより、豊かで快適なまちづくりの推進と、地域経

済の活性化を図ることを目的にしています。

国では、ｕーＪａｐａｎ政策を掲げ２０１０年に向けた課題とＩＣＴの可能性を探

り 「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」という将来像のユビキタスネットワー、

ク社会（情報があらゆる場所、あらゆる層において利用可能な社会）の実現を目指し

ています。このため、本市としては基本的な情報通信技術の活用の普及と理解、機器

の操作能力の向上と、広大な市域における通信格差の是正などを主体とした計画に取

り組み、すべての市民や企業・団体が情報を活用しやすい環境を整えてまいります。

今後は、この計画が時代の変化に的確に対応するために、事業の評価や見直しを図

りながら 「人が活き人が集う夢のある田園情報交流都市」の実現に向けた施策を計、

画的に進めてまいります。

最後に、この計画の策定にあたりご尽力を賜りました大仙市地域情報化計画策定委

員会委員の皆様、並びに意識調査にご協力いただき貴重なご意見やご提言をお寄せい

ただきました市民の皆様と企業の皆様に心からお礼を申し上げます。

平成１９年３月

大仙市長 栗 林 次 美
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第１章 大仙市地域情報化計画の基本理念

１．計画策定の目的

現在の我が国では、少子・高齢化、国際化、高度情報化の一層の進展により、産業

構造や経済社会だけでなく、市民生活や行政サービスにおいても大きな変革の時期を

迎えています。特に、インターネットに代表される高度情報通信技術は、急速に発展

・普及を遂げており、日常生活や社会生活及び社会経済においてデジタル化やネット

ワーク化が進み、世界規模で大きな転換をもたらしています。

このような情報通信技術の急速な発展に対応するために、国においては平成１３年

に５年以内に世界最先端のＩＴ国家となることをめざしインフラの整備等を主体とし

た「ＩＴ基本戦略」を、平成１８年１月には構造改革による飛躍、利用者及び生活者

の重視、国際貢献と国際競争力強化の三つを基本理念とし、世界に先駆け自立的で、

誰もが主体的に社会の活動に参画できる協働型のＩＴ社会に変貌することを宣言した

「ＩＴ新改革戦略」を策定しました。

国の動向を受け、秋田県においては平成１４年１１月に「あきたＩＴ基本戦略２０

０３」を、平成１８年３月には「あきたＩＣＴ基本戦略２００６」を策定しました。

平成１７年３月２２日に旧大曲市、旧神岡町、旧西仙北町、旧中仙町、旧協和町、

旧南外村、旧仙北町、旧太田町が合併した本市においては、合併以前の平成１５年度

において広域的視点に立ち、国の支援を受けて地域イントラネット基盤施設整備事業

を実施し情報インフラを整備していますが、旧市町村時代において国・県の上位計画

と整合性を図った、あるいは独自性を示した地域情報化計画は策定されていませんで

した。

本計画では、市民や企業などが情報通信技術の導入と活用についてどのような現状

にあるのかを把握し、それを踏まえて情報活用に関する課題は何なのかを探り、市民

ニーズと現状とのギャップ、広大な市域において等しく情報通信技術の恩恵を受ける

べき市民間におけるギャップを埋めるための地域情報化施策に対する将来的イメージ

とストーリーづくりをしていきます。

本計画の目的は、大仙市誕生後初めて策定された大仙市総合計画に掲げる将来都市

像「人が活き人が集う夢のある田園交流都市」の実現に向け、総合的に地域の情報化

を推進する方針に基づき、市民生活や企業・団体活動などのなかに飛躍的に浸透して

きているインターネットなどに代表される情報通信技術（ＩＣＴ←インフォメーショ

ン・アンド・コミュニケーション・テクノロジー）を活用し、市民・団体・企業・行

政が情報を共有し、連携と協働を図りながら地域の情報化を推進する方策について体

系的に示すものです。



- 2 -

２．田園情報交流都市像を実現する基本理念

旧８市町村が合併して広大となった本市は、面積が約８６７平方キロメートルで、

その内約５８％が緑豊かな山林、約２４％が田畑で占められています。

この豊富な自然資源と地域の特色や独自性を生かしながら、将来都市像の実現に向

けてまちづくりを進めます。

まず、市民一人ひとりが生きがいをもって豊かな人生をおくるためには、心身とも

に健康であることや人と人のふれあいが大切であることから、各種保健福祉施策の充

実に努め、他地域から人々を引きつける魅力のある空間を創造し 「ともに支え合い、

笑顔と豊かな心に出会うまち」を目指します。

、 、 。また 産業は地域経済を支え 就労機会と所得をもたらす地域活力の源であります

生活・文化の根源である農業を守り育てるとともに、地場産業の活性化や新たな産業

育成、雇用の創出に努め 「人が集い地域が躍動するまち」を目指します。、

さらに、過疎化や高齢化が進む状況にあっても市民一人ひとりが夢を持ち、生きが

いに満ち豊かで活気のある人生を送る必要があることから、生涯にわたって様々な文

化や歴史に触れたり、学習活動やスポーツに親しんだりできる環境や子育ての環境を

整備し 「人が活き地域が輝くまち」を目指します。、

市民が市内のどこにいても情報通信技術の恩恵を受けられ、将来には個人や地域の

課題を解決できるような「市民・団体・企業・行政との情報共有と協働のまち」の実

現に向けて、市民みんなが情報の活用と提供、相互交換をしあいながら、夢のある田

園情報交流都市の実現を目指します。

３．目指すべき将来の社会

市民意識調査などの結果を踏まえ、特に市民生活において情報が活用できる４つの

分野について取り組むべき施策を掲げ、情報交流都市のまちづくりを進めます。

（１）子育て支援と支え合う福祉社会の構築 ＜保健・医療・福祉・防災等＞

市民が求める元気で活力のある地域を目指すために、子どもの安全を守り、健やか

に育つことができる仕組みの構築と、次世代の社会を支える児童生徒の基本的な情報

通信技術の向上やインターネット上におけるマナーなどの講習機会の提供や、情報を

活用した様々な学習ができる環境などを整備していきます。

また、高齢社会の進展を踏まえ、各種保健・医療・福祉・防災等におけるサービス

の仕組みを構築するとともに、高齢者が十分に情報通信技術革新の利益を享受でき、

また、高齢者を含むすべての人々が優しく気軽に情報通信技術を活用できるようなバ

リアフリーな情報通信環境を整備し、それらを十分に使いこなせるような情報活用能

力（情報リテラシー）が向上していく社会の構築に努め、幼児から高齢者、障害者な

どがともに支え合い、健康で生き生きと安心して生活ができる情報活用型社会を目指

します。
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（２）産業振興・雇用の創出 ＜産業・雇用＞

本市においては、就労先が少ないことから若い世代の市外流出が進んでいます。ま

た、景気低迷の影響から脱却できない地場企業は、中小企業を主体として厳しい状況

になっています。

市民および企業の意識調査結果からも「小さな企業への支援 「若い人たちへの就」

労先の確保 「就職情報の提供 「産業の育成 「商工業や農業に関連した情報提供」」 」 」

「雇用促進に伴う地域の活性化の推進 「低所得による少子化 「高齢者でも働ける」 」

場所の確保」などの要望や現状についての記述が多く見られたことから、経済活力の

低下が進行しているものと考えられます。

このような現実を踏まえ、地域内における情報インフラ等の基盤整備を進め、積極

的な企業誘致と地場産業における起業の創出や雇用の創出に努めるとともに、既存産

業の活性化を図るために情報通信技術（ＩＣＴ）の活用を推進し、若者が多く集う明

るく元気のある地域経済型社会と、市民・団体・企業・行政が情報を相互に共有し地

域を活性化させていく情報協働型社会を目指します。

（３）情報通信技術に関する学習能力の向上 ＜啓発と普及＞

情報通信技術を活用した情報化が急激に進んでいる状況にありながら、本市におけ

る一般家庭や事業所の機器の購入と活用およびインターネットの利用については、全

国と比較してかなり低い状況にあるものと意識調査結果から推測されます。

市民意識調査結果にも見られるように、インターネットの利用率が４０歳代までは

５０％を超えているものの、５０歳代以降の年齢層では利用率が３１％と急激に低く

なっていることから、高年齢層では情報通信技術を活用する必要性に迫られていなか

ったものと思われます。

今後においては、学校教育における児童生徒のパソコン教室の質の向上を図るとと

もに、女性や中高年齢層、障害者等への情報通信技術の活用によるメリットの周知や

使ってみたいという魅力の啓発、さらには誰にでも優しく簡単に情報機器を扱えるた

めの研修の場などを提供し、市民の情報化に対する意識改革を進めていく情報学習型

社会を目指します。

（４）地域ブロードバンドの環境整備と活用 ＜情報通信基盤整備＞

市民平等の基本理念に基づき「いつでも、どこでも、だれでも」が、必要な時に必

要な情報を活用できる環境を整備していきます。

情報通信基盤の整備については、他県に比べ遅れをとっている秋田県内において、

中山間地域や山間地域の存在する本市は、さらに遅れている現状にあります。特に、

中山間部を中心として超高速あるいは高速インターネットアクセス網の未整備地域が

多く存在していることから、市民意識調査等においても光回線やＡＤＳＬ回線の整備

についての要望が多く見られます。

また、急激な普及を遂げている携帯電話等の移動通信については、地形的な問題か

らいまだ山間部に不感地域が数多く残っています。

これら地域の情報通信格差（地理的デジタル・デバイド）をより早く解消するため

に、国及び県の制度を活用し支援を受けながら情報通信基盤の整備を進め、市民だれ
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もが必要なときに必要な情報を収集し、どこでも色々な人と情報の交流ができる情報

交流型社会を目指します。

４．計画の位置づけと計画期間

本計画策定にあたっては、国・県の上位計画を踏まえ、市総合計画に即し、市の部

門別諸計画との整合性を図りながら、市民ニーズに対応する具体的施策のなかで、市

民・団体・企業・行政が情報を相互に共有し、情報と情報通信技術を活用し側面から

支援できる方策について示していきます。

また、計画期間についてはおおよそ１０年後を見据えたものとしていますが、具体

的な施策については、平成１９年度（２００７年度）から市総合計画の基本計画期間

である平成２２年度（２０１０年度）までの４年間とし、アクションプラン（実施計

画）で事業の内容や実施予定期間などを示していきます。
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第２章 大仙市における情報化の現状と課題

１．地域イントラネット基盤施設整備事業の実施概要

（１）大曲仙北地域イントラネット基盤施設整備事業

) 事業の目的1
市町村合併に向けた法定合併協議会が設置され合併協議が進むなかで、社会構造の

変化や高速交通網の整備等により、大曲仙北地域における住民の活動範囲は拡大・広

域化し、また、住民生活も多様化してきていたことから、住民のニーズに対応したき

め細かな行政サービスが求められていました。

、 、また 地方自治は住民とのパートナーシップによるまちづくりが重要な課題とされ

自治体が積極的に住民に情報開示することで住民との情報共有化を進め、一層透明性

を確保していけるような住民参加型行政への転換が求められていました。

このような環境の変化に対応するため、市町村合併後の一体的な行政運営を図るた

めには高速情報通信網の早急な整備が急務と考え、平成１５年度において大曲仙北地

域イントラネット基盤施設整備事業として実施したものです。

) 事業の概要2
①合併８市町村の庁舎とその公共施設および小中学校などを、光ファイバケーブルで

接続。

・接続した庁舎数 ・・・ ８カ所

・接続した公共施設数 ・・・ ８８カ所

・接続した小中学校数 ・・・ ４０校

②大曲仙北総合情報センターを大曲庁舎内に設置し、情報受発信機器を導入。

③市役所の各庁舎、公共施設および小中学校数などにＬＡＮを整備するとともに、住

民開放用公衆端末やＫＩＯＳＫ端末、職員が情報入力に使用する情報入力端末、お

よび相談端末を設置。

④提供できるサービス（アプリケーション）

・広域行政情報提供システム

住民生活でニーズの多い申請や手続き、各地域の情報提供、公共施設予約サービ

スなどができるシステムで、駅や公共施設などに設置しているＫＩＯＳＫ端末か

らでもサービスが受けられるシステム。

・地域振興映像配信システム

観光、文化財、地域特産などの映像を見たいときに見られるようにしたシステム

で、イントラネットを通して各総合支所に設置された大型モニターに配信するシ

ステム。

・テレビ会議システム

行政と地域住民が気軽に会議ができるように、また、住民が市役所に来なくても

近くの公共施設から行政相談や福祉相談ができるように、テレビ映像を活用する
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システム。

・教育支援映像システム

各学校の総合学習などで利用できる映像や画像を蓄積し、いつでも自由に取り出

し、各学校のパソコン教室内に整備した大型ディスプレイ装置で、同時に多くの

児童生徒が学習できるシステム。

・健康サポートシステム

公共施設に設置されたＫＩＯＳＫ端末を用いて、問診形式による健康情報の提供

や、自分の健康チェックが行えるシステム。

（２）神岡地域イントラネット基盤施設整備事業

) 事業の目的1
市町村合併以前の旧神岡町において、住民の生活圏の広域化や生活における活用時

間の多様化、および住民ニーズの変化に対応するため、市民へのきめ細かなサービス

提供と行政への透明性を求めた情報公開や、住民参加型行政などが求められていたこ

とから、住民と行政との情報共有化を図ることによる行政の迅速な事務処理、ならび

に簡素化と効率化を目指して、平成１５年度に神岡地域イントラネット基盤施設整備

事業として実施したものです。

) 事業の概要2
①旧神岡町役場と公共施設および小中学校などを、光ファイバケーブルで接続。

・接続した公共施設数 ・・・ １４カ所

・接続した小中学校数 ・・・ ３校

②神岡町総合情報センターを神岡庁舎内に設置し、情報受発信機器を導入。

③提供できるサービス（アプリケーション）

・行政情報システム

神岡庁舎内および各出先機関等の設置端末からの情報入力を可能にし、インター

ネットを利用して行政情報や町の行事、各課からの情報等をリアルタイムに提供

するシステム。

・図書情報検索予約システム

住民が嶽友館の図書館まで出向くことなく、最寄りの公共施設や自宅のインター

ネットを通じて、蔵書の検索や貸出状況の確認を行うことができるシステム。

・公共施設予約システム

福祉施設や体育施設などの公共施設の利用情報や、各施設の利用状況をインター

ネットを経由して確認でき、さらに施設の仮予約ができるシステム。

・住民コミュニティシステム

インターネット上にコミュニティ広場を開設し、いつでも時間に関係なく自由に

情報を入力でき、住民と行政、住民と住民がコミュニケーション（情報共有）を

図れるシステム。

・テレビ会議システム

総合情報センターと最寄りの公共施設に設置されたモニターテレビにより、住民
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と行政が気軽に会議や相談ができるシステム。

・学校インターネットシステム

動画や映像を含めた様々な情報を対象とした調査学習を可能とし、また、教材の

マルチメディア化の推進により、児童生徒による情報発信能力の向上を図ること

ができるシステム。

・防災情報提供システム

河川等の監視を行うことにより、災害発生時に最寄りの公共施設やインターネッ

トから気象情報を収集し、避難対策や被災状況の確認ができるシステム。

２．行政における情報化の現状と課題

（１）ＩＴ化の整備状況と課題

地域情報化を推進するためには、平成１４年度から１６年度に実施した神岡・大曲

仙北、両地域イントラネット基盤施設整備事業を基本とし、情報通信基盤の整備とそ

の有効活用を検討し、計画的な整備に取り組む必要があります。

行政の現状としては、行政事務の効率化を図るため、スケジュールの管理や情報の

共有化、情報資産の活用など庁内ＬＡＮを生かしたグループウエアを導入し、全庁的

な事務の効率化と庁内コミュニケーションの活性化を図るシステムを構築していま

す。具体的には、市役所内の文書事務の効率化・省力化、紙の節減、省資源化を図る

ため、文書の発生から起案、決裁保存、廃棄までの一連の流れについて、庁内ネット

ワークを活用して文書の管理を行う電子システムを構築しています。さらに、文書シ

ステムにより、公文書の体系的な整理・保存等文書管理体制の強化を図り、文書の検

索・公開を容易にし、情報公開業務を迅速に処理するための環境整備に努めます。

本市では、ほぼ１００％の端末がこの庁内ネットワークに接続されている状況にあ

り、約９０％は有線ＬＡＮ、１０％が無線ＬＡＮを利用しています。しかし、合併に

より端末数が膨大になったことや、大幅な人事異動や機構改革などにより、端末の配

置・配線が大きく変わり配置図面や端末台帳の整備が不十分な状況になっていること

から、障害等の発生時の混乱を避けるためにも早急な対応が必要になっています。

（２）業務のシステム化状況と課題

平成１７年３月２２日の合併時から統合電算処理を開始し、税情報システム、住民

基本台帳システム、財務会計システム、総合福祉システムなど、様々な業務について

事務事業の効率化を図るためのシステムを構築しています。

しかしながら、合併時までに統合できずに、旧市町村のシステムを引き続き運用し

ている業務もあることから、システム統合に向け早急な対応が必要となっています。

今後、休日でも証明書の交付を受けることができる「証明書自動発行機」の設置な

ど、市民サービスの向上について検討していく必要があります。

また、各種申請手続き等の行政サービスを、インターネットなどのネットワークを
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活用して電子的に行うことにより、市民の利便性の向上を図ります。手続きの電子化

については、認証機能など、電子化するにあたって前提となる情報通信基盤の整備に

、 。ついて国における検討状況を踏まえ 導入に向けた取り組みを進める必要があります

市民や企業と行政との申請・届出等の手続きは、行政事務のあらゆる分野にまたが

、 、 、ることから 全庁的な取り組みをはじめ 電子化するにあたっての条例等の整備など

幅広い検討を行い計画的に取り組む必要があります。

①図書館システムの統合

大仙市には７図書館、１学習情報室がありますが、すべての施設に図書システムが

導入されているわけではなく、また、個々に単独にシステムが構築されているため、

大仙市立図書館としての統合的な対応ができていない状況にあります。

このため、図書館利用者の利便性向上により、各図書館へ直接出向くことなく、家

庭のインターネットや公共情報端末などで蔵書の検索や、貸出予約などができるシス

テムの構築を推進していく必要があります。

②上下水道システムの統合

大仙市では、旧市町村単位で上下水道システムが導入されていることから、システ

ムの業務範囲や仕様が異なっている状況にあります。

現在、料金体系などの事務のすりあわせを進めており、それらがまとまり次第統合

システムの構築を行う必要があります。

③施設予約システムの充実

大仙市では、合併時から市民が家庭のインターネットや公共情報端末などから、体

育施設や文化施設等のスポーツやレクリエーション、会議等のための施設利用案内を

照会し予約できる施設予約システムを構築していますが、すべての施設が予約できる

状況になっていないことから、市民の施設利用を促進するための改善に努めていく必

要があります。

（３）トップ層、担当者の意識状況と課題

本市の地域情報化への取り組みは、合併協議会の事務事業調整において合併後３年

を目途に「大仙市地域情報化計画」を策定することとしており、平成１７年度から市

民意識調査などを実施してきました。しかしながら、行政における情報化を総合的に

推進する「地域情報化推進検討委員会」や、高度情報化への対応を検討する「庁内シ

ステム担当者会議」が設置されていないことから、行政組織としての地域情報化の推

進に対する意思統一が図られていない状況にあります。

このことから、本地域情報化計画の策定を契機に、高度情報化社会に対応するため

の体制づくりを進め、トップ層のリーダーシップと全庁職員が情報化施策による市民

サービスの向上に努めていくための意識改革を図っていく必要があります。
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３．市民における情報化の現状と課題

（１）意識調査の実施

初めての情報化に対する市民意識調査を１５歳から８０歳までの市民４千人を対象

に平成１７年１２月から実施し、１，３７０人からの回答をいただきました。また、

第１回事業所意識調査は１４５社を対象に平成１８年３月から実施し、７３社から回

答をいただきました。

意識調査結果から、地域情報化推進事業の重要なテーマとして少子・高齢化への対

応、住民参加型の仕組みを重要視して欲しいという意見が多く寄せられています。

今後も、地域情報化に関する市民の評価とニーズを把握するための意識調査を継続

し、計画の見直し等に活用していく必要があります。

（２）インターネットの利用、回線の普及について

市民意識調査の結果からパソコンなどの日常的な機器類については、文章作成や表

計算などのほか、インターネットや電子メールなどもある程度できるようになってき

ているものの、インターネットの利用については、利用していると回答があった市民

は４２％で、利用していないと回答した市民は５８％と過半数以上の市民がインター

ネットを利用していないことが分かりました。

あなたのお住まいの地域は

大曲

42.4%

神岡

6.5%

西仙北

9.8%

中仙

11.5%

協和

8.7%

仙北

7.7%

南外

4.6%

太田

8.4%

無回答

0.4%
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また、上表のように、インターネットを利用する世代に格差が生じており、今後の

情報化を推進するにあたり、情報弱者に対する充分なサポートが必要になってきてい

ます。

本市では、神岡総合情報センターに市民や自治体・企業などがいつでも研修できる

ＩＴ研修室を設置し、ＩＴサポート員の指導により年間１３０回以上のパソコン教室

を開催し、延べ１，２００人が参加しています。その他の地域においては、公民館な

どの社会教育施設を活用して一時的にパソコン教室を開催したことはありますが、現

在は皆無の状況となっていることから、情報センターの活用とともに、各総合支所の

空き室や社会教育施設等へのパソコン等機器整備を図り、指導するサポート員や職員

を派遣し、だれでも情報学習能力の向上ができる環境を整備する必要があります。

インターネット利用者で電子メールを利用している市民は８８％、ホームページ参

照者は９２％と高い利用率となっており、主に情報検索や収集、ネットショッピング

やオークションなどに利用されています。また、ネットショッピングは約５６％で半

数以上の方が利用していますが、反面、ネットショッピングを利用しない理由として

は、個人情報の漏えいやトラブルに巻き込まれる不安と心配が挙げられています。

インターネットを利用していますか

80

95

119

142

101

32

4

1

41

51

73

126

226

225

35

1

0 50 100 150 200 250 300 350

１０代

２０代

３０代

４０代

５０代

６０代

７０代

無回答

利用している 利用していない

インターネットを利用していますか？（男性）

49% 51%

はい いいえ

インターネットを利用していますか？（女性）

35%

65%

はい いいえ
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このような不安などを解消していくためには、ＩＴサポート員によるインターネッ

トのトラブル相談の実施や、本市のホームページでインターネットを利用して実際に

起きたトラブル等の事例・対処法を挙げるなど、インターネット利用者に対するサポ

ートをしていく必要があります。

本市でのインターネット回線ごとの利用率の現状としては、光回線が１１％、ＡＤ

ＳＬ回線が５２％、ＩＳＤＮ回線が１４％になっています。

平野部では比較的回線も整備されていますが、中山間部地域においては高速通信回

線も普及していないことから整備要望も多く、未整備地域へのＡＤＳＬ回線や光回線

の整備が課題となっています。

86 8 11 140

275 19 25 194

468 24 34 32

168 69 267 42

0 100 200 300 400 500 600

電子メール

ホームページ参照

ネットショッピング

その他の利用

インターネットは主にどのような機器で利用していますか

パソコンが多い パソコンと携帯電話が同じくらい 携帯電話が多い 利用しない

90 10

54 46

99 1

54 46

64 36

54 46

1 94 5

82 18

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

大曲

神岡

西仙北

中仙

協和

南外

仙北

太田

地域別ブロードバンド（高速・超高速通信回線）整備状況
（平成１８年７月１日現在）

光回線 ADSL回線 未整備
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将来、高速・超高速通信回線を整備することにより、地理的な情報通信格差（デジ

タル・ディバイド）が解消され、インターネット等の利用普及は進むものと考えられ

ます。

また、最も普及している携帯電話については、市の北西部に位置する協和・西仙北

・南外地域で不感地域が確認されていることから、移動通信用鉄塔施設の整備などに

よる情報通信格差の是正に努める必要があります。

インターネットは主にどのような回線で利用していますか

ADSL

52%

光回線

11%

ISDN

14%
分からない

12%

その他

11%

18% 53% 0% 18% 13%

8% 75% 0% 8% 8%

10% 58% 13% 6% 13%

32% 35% 5% 16% 11%

27% 47% 5% 10% 10%

20% 47% 4% 18% 12%

0% 70% 0% 11% 19%

10 .2% 50 .9% 18 .0% 8 .8% 12 .0%

14% 52% 11% 11% 12%

0% 50% 100%

全体

大曲地域

神岡地域

西仙北地域

中仙地域

協和地域

仙北地域

南外地域

太田地域

インターネットは主にどのような回線で利用していますか。　【地域別】

１．　ISDN ２．　ADSL ３．　光回線 ４．　その他　 ５．　分からない
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（３）地域情報化について

市民意識調査結果から 「地域情報化という言葉から何を連想しますか」という質、

問に対しては「パソコン等を利用した情報発信」が最も多く、次に「パソコン等を利

用したサービスの提供 「いつでも、どこでも公共サービス、民間サービスを受け」、

られる仕組み」となっています。

コンピュータ用語の認知度については、最も認知度が高かった用語は「住民基本台

帳ネットワーク」で認知度は７７％、次いで「住民基本台帳カード」が７６％ 「電、

子投票」が７４％となっています。最も認知度が低かった用語が「ｕ-Jａｐａｎ」

で１６％、次いで「パブリックコメント」が２０％ 「ｅ-Ｊａｐａｎ」が２１％と、

なっています。新聞等で一般的に知られているコンピュータ用語が質問の対象でした

が、認知度が５０％を超える用語は、１８のうちわずか５つに留まっており、なじみ

にくいことから、市民へ充分に浸透していないことが分かりました。

今後の対応としては、コンピュータ用語の解説をホームページや広報等に掲載し、

普及啓発に努める必要があります。
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「大仙市のホームページを見たことがありますか」という質問については、アンケ

ート回答者全体では「見たことがある」が３６％で 「見たことがない」が６０％と、

なっています。インターネット利用者では「見たことがある」が５８％で 「見たこ、

とがない」が４２％となっています。ホームページに望む内容については 「医療に、

関する情報 「健康に関する情報 「災害に関する情報」が上位を占めています。望」 」

む機能については 「各種証明書発行 「公共施設の空き照会・予約 「各種申請書の、 」 」

ダウンロード」などが上位を占めています。

ホームページに関しては 「情報が少ない 「検索しづらい」などの意見が多数あ、 」

ることから、今後、庁内の関係各課で問題点・修正点を協議し、意識調査の結果を反

映させながら市民が参画しやすく、利便性と双方向性の高いホームページに改修して

いく必要があります。
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住民基本台帳カードについては、５６％と半数以上の方が知っていると回答してい

ますが、本市での住民基本台帳カードの発行率は、0.３％（２００6年１２月）で、

市民の間に普及していないのが現状です。このカードの活用をより拡大するために、

「各種証明書の交付用 「検診等の申込みと結果照会 「公共施設の予約」などの機」 」

能を検討し、より利便性の高いカードにする必要があります。

情報化施策として取り組んで欲しいことについては 「一人暮らしの住民が緊急時、

に通報できる 「地震・大風などの災害に関する情報を収集できる 「小中学校間の」 」

交流ができる 「自宅で医師の治療や健康診断を受けられる」などの仕組みが上位を」

住民基本台帳カードをご存知ですか

知っている
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知らない

44%

大仙市のホームページを見たことがありますか

見たことがある

27.4%

見ない

50.8%

時々見る

8.9%興味ない

11.8%

頻繁に見る

0.7%

毎日見る

0.4%
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占め、医療や災害、教育について関心が高いことが伺われます。

これらの仕組みを進める上で、個人情報の保護や安全・信頼性の確保、高齢者や障

害者に対する配慮など、安全対策を充分考慮するとともに、誰でも簡単に利用できる

ための対応が求められています。
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第３章 情報化施策

、 、市民・企業および職員の意識調査結果などを踏まえ 概ね１０年後を見据えながら

、 、市が情報交流都市として進むべき方向性を確立し 重点的に取り組むべき施策を掲げ

厳しい財政状況においてもできる限り情報通信技術を活用し、豊かで快適な生活をお

くることかできる環境の整備と、市が目指す田園情報交流都市づくりの実現を目指し

ます。

１．子育て支援と支え合う福祉社会の構築

（１）基本方針

少子・高齢化の進展に伴い、保健・医療・子育て・福祉・教育・防災分野の充実に

対する市民ニーズは年々高まる一方です。このような状況にあっても、市民一人ひと

りが生きがいをもって豊かで快適な生活をしていくためには、幼児から高齢者まで心

身ともに健康であるとともに、地域における人と人とのふれあいが大切です。

地域における人と人とのふれあいの場は、情報通信技術を活用することにより、公

共施設のみならず自宅や職場などでもふれあうことができ、ともに支え合う状況が生

まれてきます。

ここでは、４つの分野における施策の柱を設定し、具体的な方策を示します。

１） 安心して健やかに暮らせるまちづくり

Ⅰ 保健・医療の充実

・現状と課題

食生活の偏りや運動不足などの生活習慣に起因する生活習慣病が増え、その結果認

知症・寝たきりなど要介護状態になる人が増加しています。また生活習慣病関連の医

療費の延びも著しく、医療費適正化のためにも生活習慣病対策が求められています。

さらに、がんや脳血管疾患・心疾患などの生活習慣病が原因で死亡する割合が高く、

病苦による自殺も多い現状です。

すべての市民が、住み慣れた地域で、健康で安心して暮らすことができるようにす

るためには、情報通信技術を活用した健康増進、医療の提供等の高度なサービスの効

果的な展開や地域ネットワークの構築を図っていく必要があります。

また、市民が必要とする保健・医療情報の収集と提供を行い、必要なサービスを迅

速に受けることができる体制の整備が課題となっています。

・目標

人生を５段階のライフステージ（乳幼児期、学童期・思春期、青年期、壮年期、高

齢期）に区分した生活習慣の改善目標を提案し、壮年期死亡（早世）の減少、健康寿



- 18 -

命（認知症や寝たきりにならない状態で自立して生活できる期間）の延伸、生活の質

の向上を図ります。

さらに、市民が必要とする保健・医療情報の収集と提供を行うとともに、いつでも

どこでも気軽に安心して相談できる窓口の設置や環境の整備を図り、必要なサービス

を迅速に受けることができる体制の整備を進めます。

Ⅱ 子育て支援の充実

・現状と課題

子育て支援対策については、国・県をはじめとして、市としても妊婦健診、出産前

後小児保健指導、すこやか子育て支援事業、乳幼児健康支援一時預かり事業、乳幼児

福祉医療制度などに積極的に取り組んでいますが、依然として少子化が進んでいる状

況にあります。また、核家族化の進展に伴い育児不安が増加していることから、いつ

でも、どこでも安心して気軽に相談できる環境の整備が必要となっています。

一方、子どもを産みたいと思っても働いているからという理由で産まない人が増え

ているのが実状で、その主な理由としては、経済的な理由や復職できないなどの理由

が考えられます。

・目標

子どもを産み育てやすい環境を整備するため、様々な施策や事業を今後も実施して

いかなければなりません。特に、インターネットを活用して保護者の経済的負担軽減

策など子育て支援事業の紹介、育児不安を解消するための相談体制の構築や育児情報

の提供などの環境整備に努めます。また、子育て支援ボランティアなど地域の人的資

源の活用を推進します。

また、安心して子どもを産み育てるための職場環境が作られるよう、事業者等への

啓発活動を推進します。

Ⅲ 社会福祉の充実

・現状と課題

従来の地域コミュニティの希薄化により、地域の問題は地域でという住民の相互扶

助意識が低下しているなか、援護を必要としてもそれを誰に相談すればよいのか分か

らず、必要とするサービスがあるにも係わらずそれを利用できない状況や、障害者等

の要援護者の実態把握が難しく、緊急時の対応に苦慮している状況があります。

このような状況のなか、行政だけでは対応できない事例も多く、住民や民生児童委

員、社会福祉協議会などとの協働による地域福祉ネットワークの充実を図る必要があ

ります。

・目標

生活課題の地域解決型コミュニティづくりを進め、地域全体で見守り支え合い、安

心して暮らせる地域づくりが必要になってきています。
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現状や実態に対応した施策を効率的に実施できるよう、行政と地域、双方がつなが

った仕組みを構築するとともに、生活する地域内において住民自身が生活課題を解決

できるよう、情報通信技術を活用したコミュニティの醸成を図ります。

また、障害者等の自立を支援するための相談や情報提供機能を充実するため、誰で

も利用できる通信機器の整備や環境の構築に努めます。

Ⅳ 高齢者福祉の充実

・現状と課題

より活力ある社会を形成し、豊かな市民生活を実現するためには、すべての市民の

社会参加は重要な意義があることから、情報通信技術を活用し、誰もが主体的に社会

参加を可能にするための環境を整備する必要があります。

、 、 、また 高齢者等の情報通信機器操作については 困難な状況が想定されることから

簡単な操作で情報の相互交換ができる環境整備と、家族や支援者への理解と協力につ

いて啓発していく必要があります。

・目標

長年培った知識や技術、経験等を活かせる社会参加の場や、保健・医療・福祉の各

分野のサービス内容、利用方法などを総合的にホームページで紹介するとともに、広

報活動の充実を図ります。

また、地域包括支援センター、民生児童委員、保健師などの活動を通じたきめ細か

な情報提供や、高齢者が家庭や地域において簡単に操作できる情報通信機器の提供と

環境の整備を進め、日常的に各種保健福祉サービスが受けられる体制を整備します。

さらに、施設等に入所している高齢者などのために、学校や地域の行事などを映像

配信し、施設にいてもふれあえる機会を提供します。

Ⅴ 社会保障の充実

・現状と課題

回復しつつある社会経済の状況にありながらも、本市においては失業者や所得の不

安定な層の被保険者が増加傾向にあることから、国民健康保険においては所得の低迷

により収納率も左右されるなど、保険運営に大きな影響を与えており、適正な国民健

康保険事業の運営を図る必要があります。

また、平成２０年度から始まる後期高齢者医療制度の周知・啓発活動などを、早急

に図る必要があります。

国民年金においては、制度に対する理解の不足などによる未加入者、未納者が生じ

ないよう制度の一層の普及啓発を図る必要があります。

生活保護は、長引く社会経済情勢等の低迷によりここ数年増加していますが、生活

に困窮する市民に最低限度の生活を保障する一方で、社会的な自立を促す必要があり

ます。
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・目標

国民健康保険や老人保健、後期高齢者医療については、制度についての正しい知識

と理解を深めるための情報提供を行うとともに、適正受診による医療費の適正化や健

康づくりへの取組みなどを促進しながら医療費の削減に取り組み、国民健康保険税な

どの負担を抑えます。

また、病気の予防、早期発見、早期治療のための健康診査等の充実や生活習慣の改

善などの個々の健康管理に関する情報提供と相談業務を推進し 「自分の健康は自分、

で守る」という意識の醸成を図ります。

あ す つく はぐく

２） 未来を創り心豊かな人を育むまちづくり

Ⅰ 学校教育の充実

・現状と課題

学校教育における情報化については、子どもたちの確かな学力の向上と情報活用能

力の育成を図るため、平成１７年度までに「すべての小・中・高等学校の授業におい

て、コンピュータを活用できる環境を整備する」という文部科学省の目標に従い、市

内全学校のコンピュータ教室に１～２人に１台の環境を整備しています。

また、児童生徒の学習能力や情報活用能力の向上と、学校間の情報共有と交流機会

を提供し、教職員の業務効率化を図るために、平成１７年度に教職員に１人１台のパ

ソコンを配置するとともに、教育機関のグループウエアを導入したところです。

市教育委員会では、これらの情報インフラを活用し効果的な運用を促すために、児

童生徒がコンピュータを必要に応じていつでも利用できる環境を整備することや、基

本的な機器の操作から通信操作、情報活用能力の獲得と情報モラルの習得などを学年

ごとに取り組むこととした「情報学習支援事業内容」を作成し、実施にあたっている

ところです。

しかしながら、市町村合併に伴い新市として統一した新たな学校教育はどうあるべ

きかを示した「小・中学校の現状と教育環境整備の方向性について（平成１８年８月

策定 」においては、情報教育に関する項目が設けられていないことから、教育現場）

における将来構想は見えていない状況にあります。

今後は、ある程度の統一的な情報化教育カリキュラムの策定と教育プログラムの整

備、指導にあたる教職員のスキルアップと情報活用能力を高めるための研修機会の提

供が必要となっています。

なお、児童生徒が巻き込まれる事件や事故、いじめや自殺などが全国的に増えてい

る傾向にあることから、早急な対応策が求められています。

近年、子どもたちが容易に携帯電話やインターネットを利用できる環境にあること

から、子どもを見守る立場にある保護者や教職員が対話を通して、問題点の解決や判

断力などをつけさせていく対応策が必要となっています。
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・目標

地域イントラネット基盤施設整備事業により整備された高速通信回線を活用したイ

ンターネット授業、マルチメディア対応による学校内における児童生徒間および教職

員間の情報交換や情報共有の充実、インターネットの活用による情報収集や情報発信

など、情報活用能力の向上と学習能力の向上のほか、現在実施している登下校時にお

ける事件や事故に巻き込まれないための通信機器を活用した安全安心メールシステム

を充実させていくとともに、いじめや自殺などが起こらないよう児童生徒の相談業務

などの環境整備に努めます。

また、インターネットなどを利用している子どもたちを見守り、問題点に対する知

識をもたせるため、保護者や教職員へのｅ－ネットキャラバンなどの啓発活動を行い

ます。

Ⅱ 生涯学習の推進

・現状と課題

近年、心の豊かさや生きがいを求めて学び続ける市民が増加していることや、その

学習内容が多様化と高度化していることから、学習活動への支援体制の確立が求めら

れています。

そのためには、市民が主体的に企画・運営に参画するとともに、各種団体や指導者

および専門家などと相互に連携・支援するネットワークの構築、および情報の共有化

が必要となります。また、市民が主体的に学習と指導の機会を選択できるための学習

情報提供サービスの充実が課題となっています。さらに、生涯学習関連施設における

学習時や学習成果の発表時において活用する機器の整備が必要となっています。

また、大仙市では高齢者を対象として市民大学を開校し学習の機会を提供していま

すが、交通弱者も多いことから受講できない市民も多く、遠隔地でも学習できるよう

な対応が求められています。

一方、７館１学習情報室が設置されている図書館については、それぞれの対応がま

ちまちであることから、全図書館共通のシステムによるネットワーク化を促進する必

要があります。

・目標

市民への情報提供を図るため、インターネットを活用して講座等の内容紹介を行う

とともに、受講者や指導者およびボランティア団体等とのネットワーク化を図り、学

習情報の収集・提供・共有を進め、学習能力の向上（スキルアップ）に努めます。

また、高度情報化社会に対応するため、社会教育施設へのパソコンの設置を図り、

出前講座形式によるパソコン教室の開催による機器操作の向上と普及を図るととも

に、施設同士や関連機関との連携を強化し、情報通信技術を活用した情報の一元化と

サービスのスピード化を図ります。
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３）仲間とふれあいともに活躍できるまちづくり

Ⅰ 男女共同参画社会の形成

・現状と課題

男女共同参画社会の形成については、国や地方公共団体を問わず様々な取り組みが

実施されています。

本市においても、市民意識調査を実施するとともに、講演会や研修会、各地域にお

いての出前講座などを開催していますが、女性の政治および経済活動での活躍は依然

として低調であり、女性の地位向上に向けた一層の努力が必要となっています。

平成１８年６月に行った市民意識調査結果からは 「男は仕事、女は家事と育児」、

という考え方について、反対派が４９．０％を占め、賛成派の３７．６％を大きく上

回っていることから、男女の固定的な役割分担意識に変化が出てきています。

また、社会問題になっている女性に対する家庭内暴力や性的嫌がらせなどは、男女

共同参画社会の形成の大きな妨げとなっており、その根絶をはじめとする女性の人権

擁護や相談体制の整備は必要不可欠の課題となっています。

・目標

市のホームページに男女共同参画コーナーを開設し、市民からの要望や提言と相談

などについて情報を提供していただくとともに、支援制度や相談業務、講演会などの

情報発信に努めます。

また、事業所における女性の立場や役割分担、性的な嫌がらせ、育児や介護休業制

度の利用状況などの実態について調査を実施し、調査結果を公開していくとともに、

県の関係機関や大仙市ＤＶ防止連絡会、ＦＦ推進員などと連携を図り、対応策につい

て協議を進め、市の広報やホームページなどで情報公開します。

Ⅱ 地域間交流の促進

・現状と課題

情報、経済、観光など多様な分野で行政区域を越えた交流が広まっており、地域間

交流は地域活性化のキーワードのひとつになっています。

秋田県では、青森県、岩手県との３県による北東北広域連携構想に基づき、観光な

どの分野を中心に広域連携を推進しており、市でもこの流れに対応し、秋田、岩手両

県の市町村による北東北地域連携軸構想推進協議会および秋田・岩手地域連携軸推進

協議会に参加し、太平洋側と日本海側をつなぐ広域交流圏の形成を目指しています。

また、神奈川県座間市、宮崎県宮崎市（旧佐土原町）との交流も継続することにし

ており、人的・物的交流を具体的に進める必要があります。

こうしたなかにあって、情報通信技術の取得は他地域との交流や連携に積極的に取

り組むための有効な手段となることから、これらに関する学習や研修を支援していく

ことが重要です。
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・目標

市内のそれぞれの地域間の理解を深めるための情報発信に努めます。

また、北東北地域連携軸構想推進協議会、秋田・岩手地域連携軸推進協議会を中心

に他地域の住民との交流と連携に積極的に取り組むとともに、民間団体による地域間

交流や連携を支援するほか、旧市町村から引き継いだ友好都市事業を継続します。

Ⅲ 国際交流の促進

・現状と課題

国際交流は、異文化に対する理解を深めるとともに、自らの文化を見直すことにも

つながることから、国際化に対応するために欠かせない相互理解や友好親善を促進し

ていく必要があります。

、 、本市においては 合併前の旧大曲市でドイツ・テトナング市と友好都市関係を築き

旧西仙北町では「大綱引き」を通じ、韓国・唐津郡との交流が、旧協和町では「社団

法人韓国ＬＡＢＯ」を通じ、青少年の派遣や受入など民間レベルで交流が行われてお

り、これらの縁を大切にしながら今後も交流を継続していく必要があります。

一方では、学校教育などにより外国語の語学力を高めるとともに国際理解を深める

など、国際化に対応できる人材を育成することも国際交流の促進に欠かせません。

・目標

これまでの活動を礎として、友好都市との連携を検討するとともに、市民や民間団

体が主体的に取り組む国際交流活動への支援を行うほか、海外派遣、国際交流にかか

るイベント等の情報提供を民間団体と行政の相互で行い、住民参加を促進します。

また、学校教育などにおいて、インターネットを活用した海外との交流を推進する

ほか、外国語指導助手（ＡＬＴ）や国際交流員（ＣＩＲ）による英語指導や国際理解

講座などの開催により国際社会への認識を深め、国際化に対応できる人材の育成に努

めます。

４） 環境と調和し快適で安全に暮らせるまちづくり （防災含む）

Ⅰ 自然環境の保全

・現状と課題

本市は、西部に広がる丘陵地帯や東部の山脈地帯の森林、仙北平野に広がる緑豊か

な田園地帯、雄物川や玉川をはじめとした多くの河川による水辺環境に恵まれ、市民

にやすらぎをもたらしています。また、森林公園やスキー場など健康を増進するレク

リエーション空間にも恵まれています。

これらの恵まれた自然環境は、本市の貴重な財産であると同時に有望な観光・レク

リエーション資源であることから、未来にわたって守り育てるとともに、共生を図り

ながら整備を進める必要があります。
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また、下水道等の普及率が低いことから、生活排水などによる河川の水質汚濁が懸

念されるとともに、河川等へのごみの不法投棄による河川環境の悪化や水害等による

衛生面の低下と景観の悪化が課題となっています。

・目標

本市の豊かな自然を維持し保全を図るため、自然保護活動や動植物調査などの環境

学習に取り組むとともに、森林公園など自然とふれあい親しむ場の整備を進め、市内

外への情報提供に努めます。

また、酸性雪の監視およびデータ収集を行うとともに、河川画像配信と不法投棄監

視員による監視を進め、環境保全に対する意識高揚のための情報公開と提供を行いま

す。

Ⅱ 生活の安全、安心確保

・現状と課題

幼い子どもたちが被害者となる事故や事件が全国的に多発しており、社会不安が大

きくなってきています。子どもたちが安心して通学できる方策や事件のない明るい地

域づくりの活動に対して、情報通信技術を活用した支援を行っていくことが課題とな

っています。

本市には、雄物川、玉川、丸子川、荒川とそれらに流入する中小の支流が多くあり

ますが、一部を除いて未整備堤防であり、地震による河川堤防の亀裂のほか、沈下、

法面崩壊および護岸、水門、橋梁等のコンクリート構造物の亀裂、沈下が予想され、

特に増水時等に地震が発生した場合には、堤防が決壊するおそれがあります。

また、融雪時や豪雨時には河川が氾濫し、頻繁に洪水等の水害が発生していること

から、水害危険区域では河川改修を進めるとともに、水位監視対策を講ずる必要があ

ります。

本市には、消防団員１，３９５名、自主防災組織１００団体（平成１８年１０月１

日現在 、避難所は１３８箇所、避難場所は１１２箇所ありますが、災害発生時に迅）

速に対応できるよう消防力、防災体制のネットワークの強化に努めていく必要があり

ます。

現在、本市では防犯指導員が４８名おり、夜間パトロールや防犯協会と連携した防

犯活動に努めていますが、多様化・高度化している犯罪を未然に防止し市民生活の安

全を守るために、関係団体との連携や地域が一体となって防犯に努める必要がありま

す。

近年、ネット詐欺や架空請求による消費者の被害が増加しています。多様化する犯

罪やトラブルに巻き込まれないよう警察署等への相談はもちろん、近所同士の連携も

必要になってきています。

・目標

犯罪や災害を未然に防止すると同時に、あらゆる被害から市民の生命、財産を守り

安心して暮らせる地域社会を構築するため、防犯・防災体制の充実や、被害発生時の
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早期対応のための取り組みを推進します。

関係機関・団体、地域と連携しながらパトロールを強化するなど防犯対策を推進す

るとともに、防犯団体・青少年育成団体と協力しながら、将来を担う子どもたちを暴

力や犯罪、交通事故などから守ることを重点に置き、防犯教育の推進や青少年健全育

成のためのパトロールやキャンペーンを実施するなど犯罪の未然防止に努め、市民生

活の安全を確保します。

河川の氾濫防止等の治水対策として、雄物川上中流河川改修事業や玉川河川改修事

業などの早期完成に向けて関係機関に要望していくとともに、国土交通省などの関係

機関と連携しながら河川の監視体制を強化します。

災害時における通信の確保を図り、避難指示や災害対応に迅速・正確に対応するた

め、防災行政無線のデジタル１波化と基地局整備を進め、移動系および同報系行政無

線システムを構築し、防災対策の強化を図ります。

災害発生時には、地域防災計画に基づき災害情報の収集と分析などに努めるととも

に、迅速に対応できるよう広域消防署並びに消防団体との連携による消防力、防災体

制の強化を図ります。あわせて、消防防災施設や備蓄品の整備・充実に努めるほか、

防災マップやハザードマップを作成し避難場所を明確にしながら市民への情報提供に

努めます。

また、災害発生時に連絡が取れなくなる恐れのある集落については、孤立化するこ

とが予想されることから、現在進めている衛星携帯電話の整備を拡充します。

消費者被害を防止するため、市民から早期の情報提供をしていただくとともに、関

係機関や消費者団体等との連携を図り、商品取引知識の普及や消費者トラブルに対す

る相談体制の充実と情報提供に努め、相談者の不安解消や安全確保に努めます。

Ⅲ 雪対策の強化

・現状と課題

本市は、豪雪地帯に属する積雪寒冷地帯で、冬期間における降雪期には、通勤・通

学時の交通渋滞や吹雪・路面の凍結等による交通事故、雪下ろし作業中の転落事故な

ども数多く発生し、また、日常生活や物流・交通等産業経済活動にも支障をきたして

おり、雪対策の強化が必要不可欠となっています。

特に市民からは、市街地や集落内の生活道路や通学路の除排雪体制の充実強化、消

融雪施設の整備拡充が望まれています。

また 高齢化が進む中で、一人暮らし高齢者や高齢者世帯などの雪下ろし作業や除、

排雪等に対する支援については、大仙市として統一したサービス内容や利用料の確立

を図るとともに、降雪情報の提供に努める必要があります。

・目標

全市的な除雪機械の配備状況や効率的な除排雪作業の見直しを検討していくととも

に、除排雪体制を強化するため、情報通信技術と通信機器の活用を図り、円滑な道路

交通環境と市民生活の安全を確保します。

特に、市街地や集落内の生活道路や通学路などでは、緊急車両の通行に配慮した除
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排雪の充実と強化を図り、また、除雪車が通った後に残る雪については、市民との協

働のもとに対応を進めます。

ボランティア団体や市職員などによる除排雪作業や排雪箇所の確認と確保をするた

めのネットワークを構築し、協力体制を強化するとともに、市民や市職員のアイディ

アと協力による市民の安全確保に努めます。

一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯などの雪下ろし作業や除排雪等の支援につい

ては、関係機関・関係団体・市民ボランティア等と連携を図りながら統一した支援体

制の確立に努め、高齢者等が冬期間も安心して暮らせる社会を目指します。
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２．産業振興・雇用の創出

（１）基本方針

地域経済を支える産業の振興は、若年者や就労意欲を持つ高年齢者に就業機会と所

得をもたらし、地域に活力を与える原動力となります。

少子・高齢化の進展に歯止めをかける対策にも要望はありますが、地域事情や現実

に沿った対策も必要と考えることから、より多くの市民が就労の機会を得られ、活き

活きと希望を持って活躍できるまちづくりを進めることが重要です。

特に、若年齢者の雇用拡大のための企業誘致や市で進めている農業法人の育成と農

林業経営改革による高年齢者の雇用拡大、農林業における技術革新と効率的な生産体

制の整備、地元商業者の経営効率の改善や新規事業者への支援、空き店舗の解消や特

色ある商店街の形成、既存企業の高度技術化と競争力の強化、空き工場や空き工業団

地の再利用と起業家の育成、観光施設の充実と施設間および関係機関とのネットワー

ク化による誘客の推進、観光ニーズの把握と観光情報の発信など、これらの施策を実

現するために、農林業関係団体や商工業関係団体、観光関係団体や雇用関係団体と行

政が連携を図り、情報通信技術を活用して何ができるのかを模索し、若者から高齢者

までがそれぞれの分野においてそれぞれの能力を発揮できる環境づくりに努めること

が大切です。

１） 活き活きと希望を持って活躍できるまちづくり

Ⅰ 農林水産業の振興

・現状と課題

本市は、東に奥羽山脈、西には出羽丘陵が縦走しており、その間を流れる雄物川と

その支流である玉川に沿って仙北平野が広がる穀倉地帯であることから、古くから農

林業を主体として米や木材を川港や船着場を利用して搬出していました。

このような歴史の背景から、就労および生産額の産業構造は農林業を主体とした第

１次産業が１位を長く占めていましたが、昭和５０年代前半以降は第２次産業と第３

次産業の振興に伴い逆転の現象が進んでいます。

特に、第１次産業の基幹である農業においては、昭和３５年と現在の比較で経営耕

地面積はほぼ横ばい状態となっていますが、専業農家数では９分の１以下という状況

となっています。さらに、少子高齢化の進展に伴い、農業後継者数が減少の一途をた

どっていることから、担い手の育成と確保、および規模拡大と集落営農の組織化が喫

緊の課題となっています。

また、消費者はブランド作物や安全で安心な食物を嗜好する傾向にあり、生産のみ

ならず流通や加工の分野まで安心安全を求めていることから、情報の収集や発信のた

めに、情報通信技術の活用は重要な役割を占めるとともに、情報の収集や発信のため

に農業者及び関係機関・団体との連携・協力が不可欠となっています。
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・目標

本市は、県内有数の穀倉地帯であることから、農業を主要な産業と位置づけ、魅力

とやりがいのあるものとしてさらなる発展を目指していきます。

農産物のブランド化や農業後継者の育成にあたっては、農業者や農業関係機関・団

体および行政が農業高校や大学と連携を図り、積極的にブランドづくりの研究に取り

組むとともに、後継者育成のための支援や研修機会の提供に努めていきます。

また、大仙市集落営農・法人化支援センターの運営による集落営農の組織化を進展

させるとともに、大規模経営が進むための農地流動化計画を作成し、大規模経営によ

る雇用の促進を図ります。

、 、さらに 情報通信機器を活用した経営革新と近代化を促進するための機会を提供し

農業起業家の育成を図るとともに、広大な地域資源を活用し「どこにいても、だれと

でも情報交流ができる」田園情報交流都市を目指します。

Ⅱ 商業の振興

・現状と課題

本市の第３次産業においては、卸・小売・サービス業における就業者数は増加して

いるものの、平成１５年の総生産額では前年に比べ０．７％の減少となっています。

近年では郊外への大型店の進出はあるものの、景気の回復状況が見えていないこと

から消費が停滞し、中心市街地や地域の商店街においては廃業や店舗の縮小による空

き店舗が目立ち、商店街が衰退してきています。また、商業地域におけるコミュニケ

ーションが図りにくくなってきていることから、地元消費者や観光客の往来を確保す

るための、商業者間の連携を強化する必要があります。

また、行政など官公庁における事務の電子化が進むなかで、本市における情報サー

ビス産業では専門的な事業所も少なく、県内においても遅れている状況にあります。

このような状況から、消費者や観光客のニーズを把握し、商業団体や商業者および

異業種間で魅力ある商品の開発に取り組むとともに、個性的な店舗や新たなビジネス

モデルの構築による、人が集い、魅力ある物があふれ、にぎわいが創出される新しい

まちづくりの取り組みが必要となっています。

・目標

商業者および商業団体と行政が、インターネットを活用して消費者のニーズを把握

するとともに、ネットワークを構築し商業者同士のコミュニケーションを図ることを

はじめとして、全国および世界の情報を収集し本市の特色を生かした魅力ある新たな

商品の開発と、モデル商店街やメインストリートづくりに努め、子どもや若者が楽し

み、高齢者や観光客が集い、にぎわいのある商店街づくりを目指します。

また、既存店舗の営業存続を図るため、地域単位ごとの商業振興に取り組むととも

に、雇用の増進を目指します。

なお、遅れをとっている情報サービス産業においては、専門的な知識を有した人材

を育成するとともに、企業化を目指す人材への支援を強化し、市内企業への受注割合

を高めるための方策を検討します。
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Ⅲ 工業の振興

・現状と課題

昭和４０年代から始まった誘致企業のための工業団地の造成も、秋田新幹線や秋田

自動車道などをはじめとした鉄道や道路が整備された現在に至っても、空き地や空き

工場が目立つ状況となっています。

このような状況に経済不況の影響を受けたことから、産業構造が生産業からサービ

ス産業に転換してきていることから、第２次産業（特に製造業）においては事業所数

は増加しているものの総生産額では減少傾向にあります。

このような現状を打開するためには、既存企業の情報通信技術による高度化と戦略

的な活用による競争力の向上、規模拡大企業への融資制度の見直しなどを進める必要

があるとともに、行政による大胆な企業誘致策と優遇措置の改善、地元出身の企業者

や大企業とのコネクションを持つ人材を発掘し、情報発信と情報網を活用していく必

要があります。

・目標

今後の工業振興にあたっては、一般企業においても情報通信技術の利用は欠かせな

いものとなっていることから、既存企業の情報化対応を促進させるために、人材育成

のための研修の機会を提供するとともに、ネットワークをベースとした新規産業の創

出と、技術の高度化への整備支援と競争力の強化のための情報活用を促進します。

また、地元出身者や関係者等と連携を密にし、高速交通網や工業団地を活用できる

優位性と優遇措置の情報を発信し、地元に根ざし情報機器を活用する大規模企業の誘

致に積極的に取り組みます。

Ⅳ 雇用の安定、就労の促進

・現状と課題

社会経済における景気の低迷は、中央や企業によっては回復傾向にあるといいなが

らも、本市においては依然として失業者が減らない状況にあるとともに、アルバイト

やパートおよび内職など労働者の就労形態も複雑化しつつあります。

さらに、若者の就労離れを現すニートやフリーターなどの問題も生じてきているこ

とや、間もなく訪れる団塊世代の大量定年退職の問題が予想されること、社会参加を

希望する高齢者が増加していることなどから、市民意識調査結果にも就労機会の確保

や情報提供についての要望が多く見受けられました。

今後は、若者が定住できるための雇用の確保と団塊の世代や高齢者が経験とノウハ

ウを発揮できる機会の提供が必要となります。

・目標

経済の景気回復が最善の解決策ではあるが、既存企業等の事業拡大や企業誘致によ

る雇用の確保対策を進めるとともに、ハローワークなどの関係機関と連携しながら雇

用情報の収集と共有および提供の充実に努め、新規学卒者や団塊の世代および高齢者

への職場研修等の情報提供を図り、情報通信技術を活用した職業能力開発のための研
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修事業を展開します。

また、市のホームページ等により雇用助成金制度等を周知し、新たな求人や起業に

よる雇用機会の拡大を図ります。

Ⅴ 観光の振興

・現状と課題

広大な面積を擁する大仙市には、国・県・市指定文化財をはじめとする数多くの史

跡や名勝などのほかに、各地域で開催されるイベントや伝統行事など豊富な観光資源

を有しています。

特に、開催８０回の歴史を誇る大曲の全国花火競技大会は、全国から７０万人を越

える観客が訪れる一大イベントとして名をはせています。

この一大イベントを除いては、国内最大級の重要無形民俗文化財「刈和野の大綱引

き 、民俗芸能の「ささら舞 、冬の夜空を彩る幻想的な「太田の火まつり 、市内各」 」 」

地域で行われる「ぼんでん奉納」など多くのイベントや祭りが開催されていますが、

観光情報やＰＲが不十分な状況にあります。

これらの現状を踏まえ、観光客の意識調査を早急に行い観光ニーズを捉えるととも

に、観光地としての魅力を伝える人材の育成や広域的観光体制の整備、観光客へのＰ

Ｒやきめ細かな情報提供のできる仕組みを構築する必要があります。

・目標

観光ニーズの調査を行い、観光客向けの情報の収集および集約を図り、効果的かつ

質の高い最新の情報を提供することにより観光客の増加を目指すとともに、観光ボラ

ンティアの育成や広域的な観光資源のネットワーク化とモデルコースの作成による観

光客の満足度の向上に努め、観光地での雇用創出と観光産業の活性化を図ります。

また、宿泊施設や観光施設の整備を行い、観光地周辺の商業者および農家などと連

携を図り、都市との交流事業なども含めたビジネスモデルを確立し、宿泊客の増加を

目指します。
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３．情報通信技術に関する学習能力の向上

（１）基本方針

高度情報化社会が急速に進展している状況にあって「いつでも、どこでも、だれで

も」がその恩恵を受けるためには、すべての市民を対象とした情報機器に対する操作

能力向上のための支援を行っていく必要があります。

ここでは、インターネットや電子メールの利活用といった基本的な学習能力の習得

と情報活用能力の向上を目指し、子どもから高齢者までを含めた市民全体としての具

体的な取り組みを示していきます。

１） 市民の情報リテラシーの向上

・現状と課題

合併以前における市民の情報通信技術に関する学習能力向上の機会は、地域インタ

ーネット基盤施設整備事業に関連して開催したパソコン教室や、公民館などの主催に

よる生涯学習の一環として開催されたものなどがありますが、現在市が提供している

学習の機会は、神岡総合情報センターのパソコン教室だけとなっています。

今後は、アンケート調査結果を踏まえ、５０歳代以降の市民、特に団塊の世代の人

たちや高齢者、女性などを対象としたより広い意味での情報機器を使いこなせるため

の情報教育の場を提供していく必要があります。

・目標

公民館などの社会教育施設への情報機器設置を進め、市民がパソコンなどに接する

機会を増やしていくとともに、基本操作から多様な習熟度に応じた情報リテラシーの

習得ができる学習機会を提供するため、きめ細かい情報教育ができる指導者の育成に

努めます。
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４．地域ブロードバンドの環境整備と活用

（１）基本方針

地域情報化を推進するために、情報通信基盤の整備と活用を検討し、計画的な整備

に取り組みます。

１） 地域情報化の推進

・現状と課題

広大な市域を誇る本市においては、インターネット等の高速通信網を活用した市民

サービス提供の増加が見込まれているとともに、急速な普及により日常生活に欠かせ

ないものとなっている携帯電話等の移動通信サービスへの対応が望まれています。

そのため、情報通信基盤の整備として光ファイバケーブル等による高速通信網の整

備が行き届いていない地域への対応と、不感地域として確認されている地域への移動

通信用鉄塔施設の整備など、情報通信格差の是正に努める必要があります。

また、大曲地域内小友地区の一部、南外地域滝地区、西仙北地域心像地区にテレビ

難視聴世帯があることから、通信格差是正の観点からテレビ共同受信施設の整備を行

う必要があります。さらに、大曲デジタル中継局が完成し平成１８年１０月１日から

全放送局の地上デジタル放送が開始されていますが、デジタル化による新たな難視聴

地域の発生や、既存の共同受信施設改修などが予想されることから、早急な対応が求

められています。

・目標

電子自治体の実現に向け情報通信基盤の整備を行い、情報通信格差の是正を図り、

全地域、全市民が等しくサービスを受けられるようにします。また、情報通信技術を

活用したサービスを必要性の高いものから順次、導入・提供できるように努めます。

高速通信網未整備地域については、厳しい財政状況にあり市単独での整備事業を行

うことは困難な状況にあることから、事業者との協議を進めるとともに、国、県の補

助制度を活用しながら解消に努め、全市平等に高速通信サービスが受けられるように

します。

携帯電話の不感地域については、現在把握している４地域について、国および県に

不感地域解消事業の要望を行い、できる限り早い時期の整備を目指すとともに、他不

感地域の把握調査を実施し、早期の解消に努め、市内どこにいてもサービスが受けら

れるようにします。

テレビ難視聴地域についても解消施設の整備を早期に実現するとともに、地上デジ

タル放送開始に伴う難視聴地域についての情報収集に努め、共同受信施設組合と協議

を進めながら施設の改修に取り組み、地理的・地形的条件にかかわらず全世帯格差の

ない良好なテレビ画質の確保に努めます。
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２） 電子市役所の構築

・現状と課題

、 、本市は 合併前の平成１６年度に地域イントラネット基盤施設整備事業を活用して

市内主要施設に光ケーブルによる高速情報通信網を構築しています。光ケーブル等の

高速回線網は、高速・高品質かつ常時接続が実現できることから、地域インターネッ

ト基盤として優れており、市民生活に大きく寄与する可能性をもった情報通信基盤で

あり、その有効活用についてさらに進めていく必要があります。

行政情報を電子化し、インターネットなどの情報ネットワークを利用し、市民がい

つでもどこでも各種申請・届出などの行政手続きや行政との情報の受発信を可能にす

るなど、利便性の高い行政サービスを実現するため、電子市役所の構築に向けた取り

組みを推進していかなければなりません。

・目標

市民との双方向の情報のやりとりや、申請・届出等の行政サービスをネットワーク

上で提供することにより、市民に開かれた利便性の高い行政を実現するため、先進的

な情報化への取り組みを推進し、行政情報の電子化に取り組みます。

なお、手続きの電子化にあたっては、認証機能など、電子化にあたっての国の検討

状況を踏まえ、導入に向けた取り組みを進めます。

また、より豊かな市民生活の実現と、市民の市政参加を積極的に推進するため、イ

ンターネットをはじめとする多様な情報ネットワークを活用し、ネットワークの特性

を生かした市民と行政の双方向の情報交流に向けた取り組みを推進し、市民と行政と

の情報のリアルタイムな共有を実現する広報広聴活動の充実を図ります。
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第４章 情報化の総合的推進

１．推進体制の整備

（１）市民が参画し、協働する推進体制

真に地域住民の利便性向上を図ることを目的とした情報化の推進にあたっては、行

政からの一方的な施策の展開を行うものではなく、インターネットなどを活用しなが

ら広く市民からのご意見をいただき、定期的な意識調査などにより市民ニーズを把握

した上で、的確な施策を展開することが重要です。

策定された計画や実施結果の評価については、市民にフィードバックし、意見を聴

しながら、適宜計画の見直しを含めた検討の機会を設け、適切な施策の展開に努めて

いきます。

（２）行政内部の推進体制

電子自治体構築における地域情報化の推進にあたっては、庁内に情報化を総合的に

推進する「地域情報化推進検討委員会（高度情報化推進委員会併任 」を設置し、地）

域情報化施策の円滑な推進を目指します。

また、行政事務の効率化を図るとともに、職員による各システムの活用に必要とな

る情報活用能力の向上を図るための研修などを積極的に実施し、電子化による効果を

最大限に生かした行政サービスの向上と充実に努めます。

さらに、情報化を担当する部署においては、本計画に基づく推進状況の把握と的確

な事業評価を行い、それらを基に関係部署と協議や検討を重ね、財源の確保に努めな

がら、計画の円滑な推進と実現を目指します。

２．連携と協力による推進

（１）産・学・官・民による連携

情報通信技術による新たなサービスの研究開発などを効率的に実施していくために

は、民間企業が保有する技術やノウハウ、大学や研究機関の専門的な知識や最先端技

術などを連携・活用していく必要があります。

今後においては、産・学・官・民の連携体制を強化するためのネットワーク化を進

め、支援施策の展開などに積極的に取り組みます。

（２）国・県・近隣市町村との連携

国では、平成１６年１２月に総務省において「２０１０年までに国民の１００％が

高速または超高速を利用可能な社会に」を新たな目標として設定することを提言し、

「ユビキタスネット社会」の構築を目指した「ｕ－Ｊａｐａｎ政策」を打ち出し、平

成１８年１月にはＩＴ戦略本部において「いつでも、どこでも、だれでもが、必要な
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ときに必要な情報を活用できる社会」を目指した「ＩＴ新改革戦略］を打ち出し、内

閣一体となって取り組んでいます。

また、秋田県においては平成１８年３月に「あきたＩＣＴ基本戦略２００６」を策

定し、情報化施策の計画的かつ統一的推進に取り組んでいます。

本市の地域情報化を推進するにあたっては、このような国・県などの関係機関の動

向を把握するとともに、連携しながら進める必要があります。

特に、情報通信格差（デジタル・ディバイド）のないＩＴ社会の実現のための基盤

整備や、法令に基づく「住民基本台帳ネットワークシステムの利活用」の促進、各府

省と地方公共団体を接続するシステム「総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ 」への）

統合と利用の促進、公的個人認証に対応した「電子申請システム」の整備、行政窓口

における「各種行政手続きの一括申請」や、地方公共団体間の「防災等の公共サービ

」 、スの共同展開 などを実現するための情報システムの連携基盤の開発による標準化と

これに基づく地方公共団体のシステム改革が推進されることから、国や県の情報化施

策の動向を踏まえながら、関係機関との連携を強化し、より質の高い住民サービスの

充実と提供を図っていきます。

また、県内および県南地域の市町村や大曲仙北広域市町村圏との相互連携を図り、

行政サービスや産業、観光、文化などの各種情報を広域的に共有し、効果的な施策の

展開に努めます。

３．地域情報化基盤の整備と拡充

（１）高速・超高速通信網の整備

高速・超高速通信回線（ブロードバンド）の整備については、引き続き民間主導原

則の下、国において適切な競争政策を行うとともに、通信事業者に対して投資による

意欲刺激を与え、民間主導による整備を促進することとしていますが、民間投資のみ

では整備が進みにくい条件不利地域の多い本市においては、事業者と国・県・市・地

域住民とが連携を密にし、積極的に整備に取り組む必要があります。

特に、地理的条件や利用形態およびニーズに応じた適切な技術活用を進めるため、

地域イントラネット基盤施設整備事業等により整備した光ファイバ網の電気通信事業

者への開放、無線によるワイヤレス・高速通信回線技術等の導入などによる環境の整

備に努めてまいります。

なお、中山間地の多い本市においてはＡＤＳＬ回線や光ファイバ（ＦＴＴＨ）網の

整備が遅れていることから、高速・超高速通信回線の整備を計画的に進め、地理的な

情報通信格差（デジタル・ディバイド）を解消し、インターネット等の利用普及を推

進していきます。

（２）情報化拠点の整備

地域情報化を推進するにあたっては、市民への啓発と市民の参加・協力が不可欠で

あり、そのための参加動機づくりを目的とした体験と学習機会の創出、相談体制の整
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備が重要です。

そのため、市民のための情報化推進拠点として、市民が多く集う商業地に情報通信

技術講習や情報弱者に対する研修などができ、子どもたちや若者、高齢者が気軽に楽

しめるインターネットカフェなどを併設した情報交流センターの整備を検討していき

ます。

また、交通弱者や地域住民のためのパソコン教室については、神岡総合情報センタ

ーを主体として、学校統合による空きコンピュータ室などの活用を検討しながら出前

講座などを開催するとともに、指導できるＩＴサポート員の育成に努めます。

（３）情報通信機器の整備と拡充

市民が、高度情報通信社会の恩恵を享受できるようにするためには、地域イントラ

ネット基盤施設整備事業等で整備した情報通信機器に加え、さらに身近に利用できる

環境の整備が必要であることから、情報通信ネットワークの構築と合わせて、公共施

設等への情報通信機器の設置を計画的に実施していきます。

４．個人情報保護とセキュリティ

（１）個人情報の保護

近年、大量の個人情報が収集および利用されていることから、その取扱いが不適切

であった場合、個人の財産やプライバシーを侵害するおそれがあります。

収集された個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利利益の保護を図るため、

「個人情報の保護に関する法律」および「大仙市個人情報保護条例」を遵守し、個人

情報の管理を適正に行い、情報化を推進します。

また、パソコン教室の開催やＩＴサポート員の配置により、市民の情報活用能力の

向上を促進するとともに、セキュリティや個人情報保護に関する研修と指導を行い、

市民の意識改革に努めます。

（２）安全性と信頼性の確保

様々な産業活動や社会活動において、情報システムが利用されるようになってきて

いますが、システムの停止や障害がその活動に与える影響は極めて大きく、安全性や

信頼性を確保することは重要な課題となっています。

また、データ漏えい等の事故による被害が次第に深刻化する傾向にあることから、

情報システムの安全・安心を確保するため、市では「情報セキュリティポリシー」を

策定し運用していますが、常に最新の技術や知識をもって見直しを重ね、市民が安心

して情報化社会の恩恵を享受できるよう徹底を図ります。
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５．最新技術への対応

（１）技術動向の把握

日進月歩で進展している情報通信技術の最新技術や情報媒体（メディア）の導入に

ついては 「いつでも、どこでも、だれでも」がその恩恵を受けることができること、

に留意し、その導入効果を見極めながら進めていきます。

（２）情報のバリアフリー

情報化社会においてはバリアフリー化が重要視されていることから、ハード面、ソ

フト面ともに誰もが利用しやすい情報環境づくりが必要となっています。

このようなことから、公共施設等に設置している情報通信機器についても、高齢者

や児童および障害者等も操作しやすく利用しやすいデザインの考え方を取り入れた仕

様としていきます。

また、情報を発信する側も情報のバリアフリーを意識した提供に努めるよう、その

普及啓発を図っていきます。

（３）環境への配慮

情報通信技術の発達と利用の拡大により、機器更新により廃棄される機器、消費さ

れる電力および紙の使用量等の増加に関して、環境面における配慮が求められます。

廃棄機器については、リサイクル率を高めるための分別を行うことや、ＣＰＵ、ハ

ードデスク等の必要部品の交換等による機器の延命化を図るなどの啓発活動に努めて

いきます。

６．計画の進行管理

（１）市の諸計画との整合性

「大仙市総合計画」をはじめ、他の部門別諸計画との整合性を図りながら、地域情

報化計画を推進していきます。

（２）計画（事業）進行管理

本計画を効率的かつ効果的に推進するために、毎年、中期財政計画に従って進行管

理を図っていきます。

また、実施結果の評価については、市総合計画を踏まえた行政評価システムによる

ものとします。

（３）新規事業への対応

市民ニーズの把握のために定期的に意識調査を行うとともに、インターネットを活

用し意見や要望を常に受け付け、新たな情報化事業の実施が必要になった場合には、

目的と効果、必要性と重要性、財源の確保を精査しながら対応していきます。
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（A-Z、５０音順）用語解説集

ＡＤＳＬ回線 ［Asymmetric Digital Subscriber Line］

電話の加入者線である銅線を利用した高速データ伝送技術を利用した回線。

ＣＰＵ［Central Processing Unit］

中央処理装置。コンピューターの中枢となる装置で、命令の解釈と実行の制御を

行う。

ｅ－Ｊａｐａｎ

ＩＴ基本法に基づき、国の情報技術（ＩＴ）化を推進するための方針。超高速イ

ンターネット網の整備、電子商取引の普及促進、電子政府の実現など、５年以内

に世界最先端のＩＴ国家となることをめざす。

ｅ－ネットキャラバン

インターネットの安心・安全利用に向けた啓発を行う趣旨で行われる「ｅ-ネッ

ト安心講座」を行うキャラバン（出前講座 。児童・生徒と接する機会の多い保）

護者及び教職員を主な対象としている。講師の派遣に伴う謝金や交通費は原則的

に不要。２００５年度の関東地域及び東海地域での試行結果を基に、２００６年

４月から２００９年３月までの３年間、全国４７都道府県で実施される。

ＦＴＴＨ ［Fiber To The Home］

通信事業者の基地局から各家庭まで光ファイバーを敷設すること。既存の銅線を

置き換えることによって、高速・広帯域のデータ伝送を可能にする。

ＧＩＳ（地理情報システム ［Geographic Information System］）

地理的なさまざまな情報に関連づけなどの処理を行い、データ化された地図上と

して視覚的に表示するシステム。災害時に発生場所、影響範囲、避難場所情報な

どを統合的に表示するものやエリアマーケティング、出店計画などにも利用され

ている。地理情報システム。

ＩＣＴ［Information (and) Communication(s) Technology(-ies)］

情報通信技術。ＩＴ（情報技術）とほぼ同義。国際的には ＩＣＴの方が定着し

ている。

ＩＳＤＮ回線［Integrated Service Digital Network］

デジタル総合サービス網。デジタル化された公衆通信網で、電話・ファクシミリ

・データ通信などのサービスを一つのインターフェースを介して利用できる。
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ＩＴ［Information Technology］

情報技術。情報通信技術からその応用利用場面まで広く使用され、コンピュータ

ーやインターネットの進化と広がりで、工学的技術から企業経営、人文・社会科

学、コミュニケーションまでその応用範囲を広げている技術・手法を総称してい

う。

ＫＩＯＳＫ端末

もともとキオスク（ＫＩＯＳＫ）とは、公園の売店のような簡易建造物のことを

指しており、情報キオスク端末とはパソコンを持たなくても、インターネットを

通じて簡単な操作で手軽に扱える街頭端末のこと。

ＬＡＮ［Local Area Network］

同一敷地（同一建物）内などの総合的な情報通信ネットワーク。コンピューター

ネットワークを基本とし、多様な情報を一括して送受・処理できる。

ＬＧＷＡＮ［Local Government Wide Area Network］

地方自治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。２００１年（平成１３）３月にＩ

Ｔ戦略本部が決定したｅ-Ｊａｐａｎ戦略重点計画などに基づいて整備されるも

の。同年１０月に本運用を開始。

ＮＰＯ［NonProfit Organization］

非営利組織。政府や私企業とは独立した存在として、市民・民間の支援のもとで

社会的な公益活動を行う組織・団体。

ｕ－Ｊａｐａｎ

総務省が２００４年（平成１６）に示した、日本のユビキタス社会化を推進する

ための政策。ユビキタスネットワークの整備、情報通信技術（ＩＣＴ）利用の高

度化、その利用環境の整備について、１０年までに達成すべき目標を示した。政

府ＩＴ戦略本部が主導するｅ-Ｊａｐａｎ戦略に貢献する立場をとる。ユビキタ

スネットジャパン ［ｕはユビキタス（ubiquitous）のほか、ユニバーサル（u。

）、 （ ）、 （ ） ］niversal ユーザー志向 user-oriented ユニーク unique も意味する

アクションプラン

行動計画。アクションプログラム。

インターネット［Internet］

複数のコンピューターネットワークを相互に接続して、全体として一つのネット

。 （ ）ワークとして機能するようにしたもの インターネットワーク internetwork

とも。
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インターネットカフェ［Internet cafe］

店内に設置されたコンピューターでインターネットを利用できる喫茶店。

イントラネット［Intranet］

インターネットの技術を利用した、組織内の情報通信網。電子メールやブラウザ

ーなどで情報交換を行い、情報の一元化・共有化を図る。

インフラ

インフラストラクチャー［Infrastructure］の略。生産や生活の基盤を形成する

構造物。ダム・道路・港湾・発電所・通信施設などの産業基盤、および学校・病

院・公園などの社会福祉・環境施設がこれに該当する。社会的生産基盤。

オークション [Auction]

競売。

オンラインショッピング［Online shopping］

インターネットを用いた通信販売。ウェブサイト上で商品紹介と受注を行う。

カリキュラム［Curriculum］

学校の教育目標を達成するために、児童・生徒の発達段階や学習能力に応じて、

順序だてて編成した教育内容の計画。教育課程。

行政評価

行政活動を一定の基準・視点にしたがって評価し、その結果を改善に結びつける

手法。

グループウェア［Groupware］

集団作業を支援するためのコンピューターソフトウエア。また、そのシステム。

検索

必要な事柄を探し出すこと。

公共情報端末

キオスク端末のうち地方自治体が設置するもの。公共施設などに置かれ、行政手

続きや公共的な案内を行う。

高速インターネットアクセス網 （高速情報通信網）

音楽データ等をスムーズにダウンロードできるインターネット網のことをいい、

現時点では既に敷設されている電話回線を利用したｘＤＳＬ（デジタル加入者

線 、ＣＡＴＶ、加入者系無線アクセスシステムを利用したインターネット網が）

代表的。



- 4 -

交通弱者

自動車中心社会で、移動を制約される者のこと。高齢者・子供・障害者などをい

う。

公的個人認証

住民に対して電子証明書（ネットで行政手続きを行う際に利用する、本人確認の

ための証明書）を交付する、地方自治体のサービス。電子証明書は住民基本台帳

カードに記録され、パソコンで行政手続きを行う際に、カード-ライターに読み

込ませて利用する。２００４年（平成１６）１月に運用開始。

コネクション［Connection］

縁故関係。連絡。関係。つながり。

コミュニケーション［Communication］

人間が互いに意思・感情・思考を伝達し合うこと。言語・文字その他視覚・聴覚

に訴える身振り・表情・声などの手段によって行う。

コミュニティ広場

ホームページ上での情報提供や、掲示板を活用した意見交換によりコミュニティ

活動ができるシステムをさす。地域コミュニティ醸成の目的で最近開設されてい

る。

在宅就労

ＳＯＨＯ［Small Office/Home Office］とも言い、パソコンなどの情報通信

機器を利用して、小さなオフィスや自宅などでビジネスを行っている事業者とい

った意味で使われている。

財務会計システム

予算管理・予算執行・契約・支払い・決算などの資金の流れをシステム化したも

の。

システム

ある作業をコンピューターで行なっている場合に中核となっている部分をさす。

住民基本台帳カード

住民基本台帳ネットワークシステムにおいて発行されているＩＣカード。申請や

届出時の本人確認などに利用される。本人の申請で有料交付され、写真付きと写

真なしの２種類があり、写真付きは個人の証明書としても利用できるとされてい

る。住基カードとも略される。

（ＩＣカードのデータ容量の大きさをいかし、カードを発行・管理する市町村独

自の行政サービスへの利用も考えられている）
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住民基本台帳ネットワークシステム

すべての市区町村・都道府県をネットワークで結び、住民票コードを基に住民票

に記載された氏名、住所、性別、生年月日などの情報を国・地方を通じて利用す

るシステム。

障害

物事の成立や進行の邪魔をするもの。また、妨げること。

情報活用能力

「情報活用の実践力 「情報の科学的な理解 「情報社会に参画する態度」の３」 」

つの要素から構成されており、これらの要素は、単独で存在するのではなく、相

互に関係し合っている。

情報機器

、 。 、情報を処理したり 伝達・加工するための機器 コンピューターとその周辺機器

またファクシミリ・複写機などをいう。

情報資産

ネットワーク及び情報システムで取り扱う全ての情報をいう。

情報通信技術［ＩＣＴ; Information and Communication(s) Technology］

情報（コンピュータ ・通信の工学およびその社会的応用分野の技術の総称。今）

日では各種情報の収集・加工・発信などに不可欠なものとなっている。

情報モラル

情報通信社会において必要とされる道徳や倫理。

情報リテラシー

情報化社会でコンピューターなど情報関連技術を習得し、積極的に情報を活用す

ることのできる能力。

スキルアップ［Skill up］

技能や能力を向上させること。

税金の電子申告

国税に関する申告、納税および申請・届け出を、インターネットを利用して行う

。 。 （ ）システム 電子政府実現の一環として国税庁が導入 ｅ-Ｔａｘ イータックス

の愛称で呼ばれている。

セキュリティ［Security］

安全。防犯。安全保障。
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セキュリティポリシー［Security Policy］

（情報システムなどで）安全確保のための詳細な指針。

総合行政ネットワーク［LGWAN; Local Government Wide Area Network］

地方自治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。２００１年３月にＩＴ戦略本部が

決定したｅ-Ｊａｐａｎ戦略重点計画などに基づいて整備されるもの。同年１０

月に本運用を開始。

蔵書検索

目録を用いて、図書館が所蔵する資料を検索すること。目録には、単館の蔵書目

録と、複数の図書館の総合目録、特定分野の主題目録がある。多くの図書館が、

インターネットに自館の蔵書目録を公開している。

ダウンロード［Download］

コンピュータネットワークにおいて接続された他のコンピュータに存在するファ

イルをコンピュータに転送し、受け取る事。

地上デジタル放送

２００３年１２月１日から、関東・近畿・中京の３大広域圏で、地上波のＵＨＦ

帯を使用して開始され。地上デジタル放送では、デジタルハイビジョンの高画質

・高音質番組に加えて、双方向番組、高齢者や障害者にやさしい福祉番組、暮ら

しに役立つ最新情報番組などが予定されている。また、地域に密着した放送が行

われるので、その地域にお住まいの視聴者のニーズに合った番組が提供される。

ディスプレイ装置

コンピューターからの出力の表示する装置。

デジタル・デバイド［digital divide］

情報を持つ者と持たない者との格差のこと。富裕層がデジタル機器を利用し情報

を得てさらに経済力を高めるため、貧困層との経済格差が広がるとされる。デジ

タル格差。

デジタル化

紙・マイクロフィルム情報（文書・帳票・図面 ・写真などのアナログデータを）

デジタル信号に変換して記録することをいう。画像加工・コピー・検索・通信な

どデジタルデータにすることで利用範囲を拡大することができ、さらにデジタル

データを活用することでオリジナルであるアナログデータの劣化防止やデータ活

用の効率化を実現する。

電子化

紙文書などをコンピュータのデータに変える事。
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電子自治体

地方自治体における申請などの手続きを、インターネット上で可能にするシステ

ム。また、そのシステムを採用する地方自治体。電子化された地方自治体。

電子消費者保護

消費者を相手に電子商取引を行う事業者などが、取引の公正及び消費者利益の保

護を図ることであり、消費者に対する明瞭かつ正確な情報提供、提供すべき情報

の選択やその提供方法、受注処理の手順、製品の配送・代金の受領、安全対策等

の対応などが該当する。

電子署名

電子商取引など、ネットワーク上のデータ交換で、本人であることを確認するた

めの暗号化されたデータ。

電子申請

、 。 、インターネットを通じ 行政庁などへの各種申請・届け出を行うこと ２４時間

どこからでも申請ができるようになるほか、申請の取扱状況もオンラインで照会

することができる。

電子政府

許認可などの行政手続きをインターネット上で可能にするシステム。また、その

システムを採用する行政機関。電子化された政府。

電子投票

選挙やアンケートなどの投票を、コンピューターやネットワークを利用して行う

方法の総称。開票のための作業コストと時間が大幅に削減できる。

電子入札

インターネットを利用した公共事業の入札。電子政府化施策の一。資格登録・広

告・応札・開札・落札者決定までの一連の手続きが、すべてオンラインで行われ

る。

電子納付

申請・届出等の納付に関して、インターネットバンキングやＡＴＭを利用して支

払をすること。

電子メール

コンピューター通信ネットワーク上で、個人間で、文字情報・プログラム・デー

タなどを転送する手段。送られたのち受け手がネットワークにアクセスすればい

つでも受け取ることが可能。Ｅ-ｍａｉｌ。
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ネット詐欺

インターネットやパソコン通信上で行われる詐欺行為のこと。特に、インターネ

ットオークションの普及を通じて個人が不特定多数の人間との間で物品の売買を

行うことができるようになったことを背景に増加している。

ネットショッピング［Net shopping］

インターネットを用いた通信販売。ウェブ-サイト上で商品紹介と受注を行う。

オンライン通販。インターネット-ショッピング。インターネット通販。ネット

通販。

ネット認証

ネットワークを通してコンピューターにアクセスするユーザーの信頼性・正当性

を確認するシステム。

ネットワーク ［Network］

通信回線を利用して複数のコンピューターを接続したシステム。コンピューター

資源の共同利用、データ処理の機能分散が実現される。

ハードデスク ［Hard disk］

コンピューターの外部記憶装置として用いる、アルミ合金などの磁気ディスクの

こと。また、その読み書き装置（ハードディスクドライブ）も含めた総体のこ

と。記憶容量が大きく、読み書き速度も速い。

パートナーシップ ［Partnership］

友好的な協力関係。

パブリックコメント ［Public comment］

行政などが規制の設定や改廃をするとき、原案を公表し、国民の意見を求め、そ

れを考慮して決定する制度。

バリアフリー

広義の対象者としては障害者を含む高齢者等の社会生活弱者、狭義の対象者とし

ては障害者が社会生活に参加する上で生活の支障となる物理的な障害（障碍）や

精神的な障壁を取り除くための施策、若しくは具体的に障害を取り除いた状態の

こと。ここでは、高齢者や障害のある方が情報通信を利用する上での障害（バリ

ア）をなくし、全ての人が情報通信を利用できることをさす。

光回線

光回線とは、光ファイバーケーブルを使った通信回線のことで、高速・高品質の

インターネット接続のためのもの。
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光ファイバケーブル

ガラスやプラスチックの細い繊維でできている、光を通す通信ケーブル。非常に

高い純度のガラスやプラスチックが使われており、光をスムーズに通せる構造に

なっている。

フィードバック ［Feedback］

結果を原因に反映させて自動的に調節していくこと。

不感地域

定住人口が少ない等の理由により通信用鉄塔の整備が進んでいない地域。

ブロードバンド ［Broadband］

データ伝送の分野において、広帯域のこと。狭義には、複数の信号を同一の伝送

路（ケーブルなど）で送る方式を指す。近年は、単に高速度で大容量のデータ転

送のことを指すことが多い。動画の伝送など、ネットワーク上の高度なサービス

を実現する。

ホームページ ［Home page］

インターネットのＷＷＷサーバーに接続して最初に見える画面。個人や企業・団

体が情報の発信を行う。ＷＷＷサーバーが提供する画面の総称として使われるこ

ともある。

マルチメディア ［Multimedia］

デジタル化された映像・音声・文字データなどを組み合わせて、総合的なメディ

アとして利用すること。

無線ＬＡＮ

無線通信でデータの送受信をするＬＡＮのこと。

メディア ［Media］

情報を保存する外部記憶装置の媒体。磁気ディスクなど。

メリット ［Merit］

利点。長所。ある物事を行なって生じる利益。

モニター ［Monitor］

ブラウン管や液晶ディスプレイを用いた画像表示装置。

ユビキタスネット社会

社会の至る場所にある、あらゆるモノにコンピュータを埋め込み、それらが互い

に自律的な通信を行うことによって生活や経済が円滑に進む社会。
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リアルタイム [Real time]

即時。同時。実時間。

ワイヤレス [Wireless]

無線電信。

ワンストップサービス ［One-stop service］

1か所で業種や管轄の異なった複数のサービス利用や手続きが行えたり、多様な

商品が購入できること。
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大仙市地域情報化計画策定委員会設置要綱

（設置）

第１条 情報通信技術の活用による市民生活及び企業活動の利便性の向上を図るため、その

促進の指針となる「大仙市地域情報化計画」を策定するにあたり、有識者及び各種団体等

、 （ 「 」 。）から広く意見を求めるため 大仙市地域情報化計画策定委員会 以下 委員会 という

を設置する。

（所掌事務）

第２条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、検討する。

( ) 大仙市地域情報化計画策定に関すること。1
( ) その他大仙市地域情報化計画の策定上、市長が必要と認める事項に関すること。2
（組織）

第３条 委員会は、委員１２人以内で組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

( ) 学識経験者1
( ) 関係機関及び団体の代表者2
( ) 利用者3
（任期）

第４条 委員の任期は、平成１９年３月３１日までとする。ただし、委員が欠けた場合にお

ける補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会長）

第５条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

２ 会長は、会務を総理し、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 委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる

２ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴く

ことができる。

（庶務）

第７条 委員会の庶務は、企画部情報システム課において処理する。

（雑則）

第８条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定め

る。

附 則

（施行期日）

１ この訓令は、平成１８年３月１日から施行する。

（有効期限）

２ この訓令は、平成１９年４月１日に、その効力を失う。
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大仙市地域情報化計画策定委員会委員名簿

任 期 ： 平成１８年３月１日～平成１９年３月３１日

№ 氏 名 所 属 役 職 備 考

１ 行 松 健 一 秋田大学工学資源学部情報工学科 教授 学識者

２ 沢 井 良 一 ㈱アキタ電子システムズ 部長 学識者

ソフトウエア開発部

３ 宮 本 伸 市 秋田県仙北建設業協会 理事 団 体

４ 塩 谷 國太郎 大曲商工会議所 専務理事 団 体

５ 大 友 忠 ＪＡ秋田おばこ農業協同組合 大曲支所長 団 体

６ 又 井 静 子 （株）建匠 取締役専務 利用者

７ 佐 藤 由貴子 鈴木典男税理士事務所 総務課長 利用者

８ 相 馬 芳 彦 （株）タカヤナギ 業務本部統括マネジャー 利用者

９ 吉 川 邦 宏 （株）キカワ 代表取締役 利用者

小 松 忠 信 （株）小松煙火工業 代表取締役 利用者10

錦 部 政 朋 東北総合通信局情報通信部情報通 課長補佐 総務省11

信振興課

今 野 謙 秋田県学術国際部情報企画課 課長 秋田県12

策定アドバイザー

大 澤 昌 （有）ＡＳＴコンサルタント ＩＴコーディネーター
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大仙市地域情報化計画策定経過

年 月 日 実 施 事 項

平成１７年１２月 ５日 市民アンケート調査実施
１５歳から８０歳までの約５％ ４，０００人を対象

～

平成１７年１２月１９日 （回答結果 １，３７０人 回答率３４．２５％）

平成１７年１２月１２日 職員アンケート調査実施
全職員を対象

～

平成１７年１２月２８日 （回答結果 ７０９人 回答率 約５０％）

平成１８年 ３月 １日 策定委員会設置要綱制定

平成１８年 ３月３０日 第１回策定委員会 情報化政策の現況、市民・職員アンケ
ート調査集計報告、全体スケジュール

平成１８年 ３月２８日
事業所アンケート調査実施

～

平成１８年 ４月１４日

平成１８年 ５月 １日 庁議 計画策定の概要、スケジュールほか

第２回策定委員会 行松教授の講話
平成１８年 ６月 １日 各アンケート調査集計グラフ報告

地域情報化計画骨子（案）検討

平成１８年 ７月 １日
メールによる意見募集（市民から）～

平成１８年 ７月３１日

平成１８年 ７月 上旬 庁内推進会議の開催
庁内職員１０名により、具体的施策内～

平成１８年 ９月 下旬 容を検討 （部門別に随時）

平成１８年１１月１６日 第３回策定委員会 基本計画（素案）検討、協議
アクションプラン（素案）検討

平成１８年１２月２８日
基本計画書及びアクションプランの素案関係各課修正～

平成１９年 １月１６日

第４回策定委員会 基本計画（素案改訂版）検討、協議
平成１９年 １月２５日 アクションプラン（素案改訂版）検討

協議

平成１９年 ２月 ５日 庁議 基本計画書及びアクションプラン改訂
版提示～

平成１９年 ２月１５日 基本計画書及びアクションプラン改訂版の関係各課修正

平成１９年 ２月２１日 基本計画書（案）アクションプラン（案）市長に説明

平成１９年 ３月 １日 第５回策定委員会 市の進むべき地域情報化について提言
基本計画書及びアクションプラン答申
会長から市長へ

平成１９年 ３月１２日 市議会企画産業常任委員会に説明
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第１章 大仙市地域情報化計画アクションプランの体系

１．計画策定の趣旨

本市では、大仙市誕生後初めて策定された大仙市総合計画に掲げる将来都市像「人

が活き人が集う夢のある田園交流都市」の実現を目的に、情報通信技術（ＩＣＴ）を

活用し、市民・団体・企業・行政が情報を共有し、連携と協働を図りながら、総合的

に地域の情報化を推進する計画である「大仙市地域情報化計画」を策定したところで

す。

大仙市地域情報化計画は、行政が単独で取り組む情報化施策だけでなく、市民や事

業者などが主体的に取り組むもの、市民・事業者・行政が連携・協働して取り組む情

報化施策を掲げています。

本アクションプランは、地域情報化計画の基本計画に位置づけられた目標に向け、

行政が主体的に進める施策について、事業の内容や実施期間などを示すものです。

２．計画期間

アクションプランの計画期間は、平成１９年度（２００７年度）から大仙市総合計

画の基本計画最終年度の平成２２年度（２０１０年度）までの４年間とします。

３．計画のフォローアップ

毎年度、大仙市地域情報化推進委員会において協議・検討を行い、その時点で最も

適切で実効性のあるプランとなるよう、必要に応じて事業内容や推進スケジュールな

どについて変更・見直しを行うこととします。

４．計画の体系

アクションプランの体系は、情報化施策の柱ごとに、および項目ごとに、さらには

施策の内容と取り組む年度を示すものです。

第１節 安心して健やかに暮らせるまちづくり

第２節 未来を創り心豊かな人を育むまちづくり

第３節 仲間とふれあいともに活躍できるまちづくり

第４節 環境と調和し快適で安全に暮らせるまちづくり

第５節 活き活きと希望を持って活躍できるまちづくり

第６節 情報通信技術に関する学習能力の向上

第７節 地域ブロードバンドの環境整備と活用
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第２章 施策の柱別計画

第１節 安心して健やかに暮らせるまちづくり

（１）健康福祉分野における共通の取り組み

基本方針

全ての市民が安心して健やかに暮らせるためには、保険・医療の充実、子育て支援

の充実、社会福祉の充実、高齢者福祉の充実、社会保障の充実が最も重要であり、各

項目における情報通信技術を活用した情報化は、国の取り組み状況や社会構造の流れ

からも今後急速な進展が予想されています。

ここでは、健康福祉分野における共通した課題に取り組むべき具体的施策を示して

いきます。

具体的取り組み概要

施策の分類 取り組み事項（事業名等） 取り組み

主 な 内 容 年 度

１．システムの ①ホームページ上で、各種メール相談ができる環境整備 ２０年度

～

調達 をしていきます。

２．情報の収集 ①ホームページ上に、各種相談に関するＱ＆Ａを掲載し ２０年度

～

と提供 ていきます。

②インターネットを活用し、意見・要望等を受け付け、 ２１年度

～

保健・医療・福祉に係わる諸計画に反映させ、施策を

展開していきます。
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（２）保健・医療の充実

基本方針

市民が生き生きとして過ごすには、健康が第一であることから、ホームページ等に

よる情報提供を進めることにより、市民の健康に対する意識改革と生活習慣の改善を

促進するとともに、相談業務へのシステムの活用や、個人情報保護に配慮したメール

等による相談業務拡充のための環境整備をしていきます。

具体的取り組み概要

施策の分類 取り組み事項（事業名等） 取り組み

主 な 内 容 年 度

１．システムの ①インターネットを活用し、ホームページ上における医 １９年度

～

調達と活用 師会等関係機関との連携強化を図っていきます。

２．情報共有と ①ホームページ上で、保健事業日程や国民健康保険制度 ２０年度

～

提供 などを紹介した健康カレンダーや保健・医療情報を、

掲載していきます。

②保健・医療に関する各種サービスや施設案内などを行 ２２年度

～

うボランティア等の育成を図るためのネットワーク化

を進め、情報の共有化を図っていきます。

（３）子育て支援の充実

基本方針

子どもを産み育てやすい環境を整備するため、インターネット等による子育てに関

する情報提供と相談等に関し、市民と行政の双方向の情報交流ができる環境を整備し

ていきます。

具体的取り組み概要

施策の分類 取り組み事項（事業名等） 取り組み

主 な 内 容 年 度

１．システムの ①ホームページ上にコミュニティ広場を開設し、子育て ２０年度

～

調達と活用 支援団体などの育成と基盤強化に努めていきます。

２．情報提供 ①インターネットを活用し、乳幼児健診やすこやか子育 ２０年度

～

て手当金支給事業などの子育て支援に関する市の事業

や国の制度について情報を提供するとともに、子育て

関連施設についての情報を提供していきます。
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（４）社会福祉の充実

基本方針

子どもや高齢者、障害者およびひとり親家庭などを市民全体で見守り支え合い、安

心して暮らせる地域づくりのためのコミュニティを醸成していくとともに、誰にでも

利用しやすい情報通信機器の整備と、地域課題を住民自らが解決していくための、コ

ミュニティホームページの構築を検討していきます。

具体的取り組み概要

施策の分類 取り組み事項（事業名等） 取り組み

主 な 内 容 年 度

１．システムの ①高齢者や障害者等の要援護者の実態把握と、個人情報 ２０年度

～

調達 の保護に配慮した情報管理ができる仕組みを構築して

いきます。

②すべてのＫＩＯＳＫ端末を車いす対応とし、文字拡大 ２２年度

～

機能や音声読み上げ機能を搭載するとともに、機器の

増設をしていきます。

２．情報提供 ①身近な施設の情報端末から、制度や各種支援情報、地 ２１年度

～

域の福祉資源などの情報提供をしていくとともに、社

会参加機会の拡充に努めていきます。

３．体制づくり ①社会福祉協議会とのネットワークを構築し、情報共有 ２２年度

～

ができる体制を整備していきます。
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（５）高齢者福祉の充実

基本方針

保健・医療・福祉のサービス内容や利用方法などを、ホームページ等で紹介してい

くとともに、地域包括支援センター、民生児童委員、保健師などの活動を通じたきめ

細かな情報提供をしていきます。

また、施設に入所している高齢者などのために、映像配信による地域とのふれあい

の機会を提供していきます。

具体的取り組み概要

施策の分類 取り組み事項（事業名等） 取り組み

主 な 内 容 年 度

１．システムの ①映像配信システムを活用し、施設に入所していても地 ２１年度

～

調達 域行事などにふれあえる機会を提供していきます。

２．情報提供 ①各種高齢者福祉サービスや老人クラブ活動などの生き ２０年度

～

がい活動等の情報を提供し、高齢者の社会参加機会の

拡充を図っていきます。

３．体制づくり ①ボランティアと関係機関、団体による高齢者のための ２２年度

～

情報ネットワークを構築し、情報交流ができる体制を

整備していきます。

（６）社会保障の充実

基本方針

医療保険制度や年金事業などの制度について、正しい知識と理解を深めるための情

報提供を行うとともに、要保護者への支援策等の情報提供をしていきます。

具体的取り組み概要

施策の分類 取り組み事項（事業名等） 取り組み

主 な 内 容 年 度

１．システムの ①相談者のプライバシーに配慮し、生活保護に関する相 ２２年度

～

調達と活用 談業務にテレビ相談システムを活用していくとともに

その他の相談業務への活用も図っていきます。

２．情報提供 ①経済的な援助を必要とする市民への、自立や支援の施 ２０年度

～

策等についてホームページに掲載していきます。

②ホームページに年金制度内容を掲載し、年金制度の周 ２０年度

～

知啓発を図っていきます。
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あ す つく はぐく

第２節 未来を創り心豊かな人を育むまちづくり

（１）学校教育の充実

基本方針
インターネット授業やマルチメディア対応による児童生徒間、および教職員間の情

報交換や情報共有を充実させるとともに、インターネットの活用による情報収集や情
報発信などで、情報活用能力の向上と学習能力の向上を図っていきます。
また、児童生徒のいじめや健康などについての相談業務への環境整備を進めていく

とともに、インターネットなどを利用している子どもたちを見守るための対応策につ
いて、関係者に啓発と情報提供をしていきます。

具体的取り組み概要
施策の分類 取り組み事項（事業名等） 取り組み

主 な 内 容 年 度
１．システムの ①児童生徒が、安心安全に登下校できるための、安全安 １９年度～

調達 心メールシステムの拡充を図っていきます。
２２年度

②全学校のコンピュータ教室に１人１台、各教室に１台 ２１年度～

のパソコンを配置していきます。

③児童生徒と先生との情報交換ができる仕組みを構築し ２１年度～

ていきます。

④児童生徒の名簿や成績統計などができるように、学習 ２１年度～

データの管理をしていきます。

⑤教師による、授業の進捗管理やスケジュール管理がで ２１年度～

きるようにしていきます。

⑥児童生徒が、学校や教育機関といじめや健康などにつ ２１年度～

いて相談できる、テレビ相談システムを構築していき
ます。

２．情報共有と ①インターネットを活用し、学校間における学習情報の ２１年度～

提供 交換ができるようにしていきます。

②携帯電話やインターネットなどを利用している子ども ２０年度～

たちを見守るため、対応策について保護者や教職員に
啓発と情報提供をしていきます。

３．情報教育 ①児童生徒によるホームページの作成ができるようにし ２０年度～

ていきます。

②児童生徒、および教師の情報活用能力の向上を図るた ２０年度～

めの研修会を開催していきます。

③教職員による教材の電子管理や作成ができるようにし ２１年度～

ていきます。
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（２）生涯学習の推進

基本方針

インターネットを活用して、市民に講座等の内容紹介を行うとともに、受講者や指

導者およびボランティア団体等とのネットワークを構築し、学習情報の収集・提供・

共有を進めながら学習能力の向上に努めていきます。

また、社会教育施設へのパソコンの設置を図り、施設間同士や関係機関との連携も

強化し、情報通信技術を活用した情報の一元化とサービスのスピード化を図っていき

ます。

具体的取り組み概要

施策の分類 取り組み事項（事業名等） 取り組み

主 な 内 容 年 度

１．システムの ①図書館システムを構築し、図書サービスの向上と図書 １９年度

～

調達 館相互のネットワーク化を図っていきます。

２３年度

②誰でも（子どもから高齢者まで 、どこでも（遠隔地 ２１年度）

～

や自宅など 、いつでも（好きな時間）インターネッ）

トを活用した学習（ｅラーニング）ができるようにし

ていきます。

③社会教育関係施設に、パソコン等の機器を整備してい ２２年度

～

きます。

④施設の使用状況確認や申し込みができるように、予約 ２２年度

～

システムを改修していきます。

２．情報提供と ①各種スポーツ大会や芸術・文化事業、およびイベント ２０年度

～

活用 等の情報をホームページに掲載していきます。

②生涯学習のホームページを開設し、市民の生涯学習に ２０年度

～

対するニーズの把握と意見・要望を受け付け、市の生

涯学習推進計画の適切な執行に活用していきます。

３．体制づくり ①生涯学習関連拠点施設間、関連機関、関係各課との連 ２１年度

～

携を図り、学習に関する情報の一元化とスピード化を

図っていきます。

②周辺市町との情報交換や人材交流、事業共催などのた ２１年度

～

めの広域ネットワーク化を図り、情報交流ができる体

制を整備していきます。

③ホームページを活用し、各団体や関係機関・施設間と ２１年度

～

のネットワークを構築し、芸術鑑賞機会の拡充と文化

活動参加機会の提供をしていきます。



- 8 -

第３節 仲間とふれあいともに活躍できるまちづくり

（１）男女共同参画社会の形成

基本方針

市のホームページに男女共同参画コーナーを開設し、市民からの要望や相談などの

情報を提供していただき、市民相互や関係機関との情報交換を図っていくとともに、

支援制度や相談業務、啓発活動などの情報提供に努めていきます。

また、事業所における男女共同参画に関する実態調査を実施し、広く公開していく

とともに、対応策についての情報提供や事業所への啓発活動に努めていきます。

具体的取り組み概要

施策の分類 取り組み事項（事業名等） 取り組み

主 な 内 容 年 度

１．システムの ①ホームページ上に男女共同参画コーナーを開設し、市 １９年度

～

調達 民と関係機関との情報交換の場を設けていきます。

２．情報提供 ①各意識調査結果を市の広報やホームページで公開する １９年度

～

とともに、結果に基づいた対応策や啓発活動などにつ

いて情報提供をしていきます。

（２）地域間交流の促進

基本方針

インターネットやホームページを活用して、市内各地の情報提供を行っていくとと

もに、近隣県等との広域連携による情報の発信をしていきます。

また、地元出身者で構成する団体や地域間交流を行うＮＰＯ法人等との情報交流を

行っていきます。

具体的取り組み概要

施策の分類 取り組み事項（事業名等） 取り組み

主 な 内 容 年 度

１．情報提供 ①インターネットやホームページ等による、各地域の情 １９年度

～

報を提供していきます。

②首都圏ふるさと会やＮＰＯ法人の活動を支援するとと ２１年度

～

もに、ホームページ等による双方向の情報交流をして

いきます。

③インターネットやホームページ等により、北東北地域 ２２年度

～

や近隣県との広域連携軸による情報発信をしていくと

ともに、電子フォーラムなどを開催していきます。
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（３）国際交流の促進

基本方針

これまでの活動を礎として、インターネットを活用した情報交換による友好都市と

の交流のあり方を検討するとともに、市民や民間団体が主体的に取り組む国際交流活

動や国際交流イベントなどの情報提供を行っていきます。

また、外国語指導助手（ＡＬＴ）や国際交流員（ＣＩＲ）による外国語指導や国際

理解講座などの開催による国際化に対応できる人材の育成を進めるとともに、市のホ

ームページに掲載している外国語版の市の紹介コーナーを拡充し、在住外国人の不安

や問題の解消に努めていきます。

具体的取り組み概要

施策の分類 取り組み事項（事業名等） 取り組み

主 な 内 容 年 度

１．情報交流 ①インターネットやホームページを活用して友好都市と １９年度

～

計画 の情報交換を図り 交流のあり方を検討していきます、 。

２０年度

２．情報提供 ①市民や民間団体が主体的に取り組む国際交流活動や、 ２１年度

～

海外派遣、国際交流に係わるイベント等の情報提供を

行い、住民参加を促進していきます。

②国際交流員などの協力によるホームページ上の外国語 ２１年度

～

版紹介コーナーを拡充し、国際交流に向けた課題解決

と在住外国人の不安や問題の解消に努めていきます。
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（防災含む）第４節 環境と調和し快適で安全に暮らせるまちづくり

（１）自然環境の保全

基本方針

本市の豊かな自然環境を保全していくため、自然保護活動や動植物調査などの環境

学習による市民の意識高揚を図るとともに、自然とふれあい親しむことのできる場と

都市との交流事業などの情報提供をしていきます。

また、環境を取り巻く各種のデータを収集していくとともに、資料や映像を情報公

開し監視に役立てていきます。

具体的取り組み概要

施策の分類 取り組み事項（事業名等） 取り組み

主 な 内 容 年 度

１．システムの ①自然保護活動や動植物調査の資料や映像を提供してい ２１年度

～

調達 ただき、既存のデータとともにデータベース化してい

きます。

２．情報提供 ①ホームページや広報誌で、ゴミ減量化対策事業やグリ １９年度

～

ーン購入・リサイクル製品などの情報提供をしていき

ます。

②ホームページ上で、レクリエーション空間や河川など ２０年度

～

の水辺空間の紹介をしていきます。

③自然保護団体や関係機関とのネットワークを構築し、 ２２年度

～

自然環境の保全に関する対応策の情報交換と情報提供

をしていきます。

３．体制づくり ①河川管理関係機関や不法投棄監視員、河川愛護団体と ２１年度

～

のネットワークを構築し、ホームページ等で不法投棄

に関する啓発をしていきます。



- 11 -

（２）生活の安全、安心確保

基本方針

犯罪や災害を未然に防止すると同時に、あらゆる被害から市民の生命、財産を守り

安心して暮らせる地域社会を構築するため、防犯・防災体制の充実や、災害発生時の

早期対応のための情報収集や伝達などの環境整備に取り組んでいきます。

また、暴力や犯罪、事故などから子どもを守るため、地域や関係機関との連携を図

るとともに、通信機器を活用した安全確保に努めていきます。

具体的取り組み概要

施策の分類 取り組み事項（事業名等） 取り組み

主 な 内 容 年 度

１．システムの ①携帯電話等による安全安心メールシステムを拡充し、 １９年度

～

調達 子どもの安否確認ができるシステムの構築をしていき

ます。 ２２年度

②災害発生時に孤立化が予想される集落への、衛星携帯 １９年度

～

電話の配備を拡充していきます。

２０年度

③防災行政無線のデジタル１波への移行とシステム統合 １９年度

～

を進め、情報伝達およびデータや画像処理などの近代

化を図っていきます。 ２３年度

④河川管理機関や保護団体などと連携し、河川情報カメ ２０年度

～

ラからの映像配信を活用した監視体制を強化していき

ます。

２．情報提供 ①災害情報の収集・分析を行い、確実な伝達と災害状況 ２０年度

～

・被害状況・安否の情報提供と公開をしていきます。

②ホームページ上に防災マップやハザードマップを掲載 ２０年度

～

し、避難場所などの情報提供をしていきます。

３．体制づくり ①避難場所の管理と非常時の生活関連物資調達体制につ １９年度

～

いて、市民や事業所および各種団体との協定締結によ

るネットワークを構築し、協力と連携を図り、情報交

流ができる体制を整備していきます。

②関係機関や消費者団体等とのネットワークを構築し、 ２１年度

～

ネット詐欺や架空請求などのトラブルに対する相談な

どができる体制を整備していきます。
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（３）雪対策の強化

基本方針

情報通信技術の活用と通信機器の拡充により、除雪体制を強化するとともに、円滑

な道路環境と市街地や集落内の生活道路や通学路などにおける安全確保に努めていき

ます。

また、除排雪作業や排雪箇所の確保については、市民やボランティア団体などとの

ネットワークを構築し、協力体制を強化し、市民の安全確保に努めていきます。

高齢者世帯などの雪下ろし作業や除排雪等については、関係機関や関係団体等との

連携を図り、冬期間も安心して暮らせるようにしていきます。

具体的取り組み概要

施策の分類 取り組み事項（事業名等） 取り組み

主 な 内 容 年 度

１．システムの ①稼働している除雪自動通報システムにのセンサーを、 １９年度

～

調達 市内全域に拡充していきます。

２１年度

②基幹道路、生活道路、通学路などの積雪や除排雪状況 ２１年度

～

のデータを集積し、除雪計画に反映させていきます。

③除雪機械の保有データを集積し、的確な更新と配置計 ２１年度

～

画に活用していきます。

２，体制づくり ①高齢者等のデータと民生委員などからの情報提供を基 ２０年度

～

に、関係機関や団体等と連携を図りながら除雪計画を

進めていきます。
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第５節 活き活きと希望を持って活躍できるまちづくり

（１）農林水産業の振興

基本方針

農業者や農業関係機関・団体および行政が、後継者育成のための支援や研修、並び

にブランドづくりの研究などに積極的に取り組むとともに、大規模経営による雇用の

促進を図るための農地流動化計画を作成していきます。

また、情報通信機器を活用した農業経営革新と近代化を促進し、広大な山林・田畑

などの資源活用に努め、他の県や都市との情報交流による田園交流都市を目指してい

きます。

具体的取り組み概要

施策の分類 取り組み事項（事業名等） 取り組み

主 な 内 容 年 度

１．計画の策定 ①地理情報システムを活用し、規模拡大のための農地流 ２２年度

～

動化計画を作成していきます。

２．情報収集と ①産地のブランド化や生産者の組織化を図り、地域およ ２１年度

～

発信 び生産者指定販売の情報発信をしていきます。

②戦略作物がブランド化できるか、大都市の消費者や流 ２１年度

～

通業者を対象にモニター調査を行い、調査データを生

産者にフィードバックしていきます。

３．体制づくり ①ブランドづくりの研究のため、農業関係機関や大学、 ２２年度

～

農業科学館などとネットワークを構築していきます。

４．情報教育 ①農業関係機関による、情報通信技術を活用した生産・ ２１年度

～

販売および品質向上技術の研修を開催していきます。
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（２）商業の振興

基本方針

商業者および商業団体と行政がネットワークを構築し、商業者同士のコミュニケー

ションを図るとともに、インターネットを活用して消費者ニーズを把握し、産・学・

官の連携による本市の特色を生かした魅力ある商品開発に取り組んでいきます。

また、魅力ある商店街のまちづくりプラン策定のために、モデル商店街の構築と空

き店舗や空き倉庫の再利用を図るための情報を提供していただき、ＴＭＯ構想に基づ

く活性化事業を推進し、市民や観光客が集い楽しめるにぎわいのある商店街づくりを

していきます。

具体的取り組み概要

施策の分類 取り組み事項（事業名等） 取り組み

主 な 内 容 年 度

１．システムの ①消費者ニーズを把握するための、ホームページを構築 ２１年度

～

調達 していきます。

２．情報収集と ①専門校、大学、企業等から商品開発に関する情報を収 ２２年度

～

発信・提供 集し、商業者および商業団体に情報提供をしていきま

す。

②全国の販売および流通業者に対し、商業者の得意分野 ２２年度

～

の情報を発信していきます。

③タウンマネージャーや商業団体による、まちづくりプ ２２年度

～

ランを策定し、ホームページ上で情報公開していくと

ともに、具体的な専門店の募集案内をしていきます。

④空き店舗や空き倉庫の活用を図るため、ゲームセンタ ２２年度

～

ーやインターネットカフェなどのテナント募集の支援

をしていきます。

⑤ホームページ上で、商品開発のための設備投資に対す ２２年度

～

る優遇措置や支援制度の情報提供をしていきます。

⑥ホームページ上で、新規開店者および事業拡大希望商 ２２年度

～

業者に対する助成制度の情報提供をしていきます。

⑦情報サービス産業を起業する事業者等への支援策を検 ２２年度

～

討し、ホームページ上で情報提供をしていきます。

３．体制づくり ①商業者や商業団体および行政による、ネットワークを ２１年度

～

構築していきます。
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（３）工業の振興

基本方針

既存企業の情報通信技術の活用による高度化と競争力の強化を促進させていくとと

もに、アイディアの情報提供と研究機関などとの連携による新たな製品開発と技術革

新に努めていきます。

また、企業誘致担当を配置し、企業情報の収集と集積を図るとともに、誘致のため

の優遇制度などをインターネット上で公開するなど、積極的に企業誘致に取り組んで

いきます。

具体的取り組み概要

施策の分類 取り組み事項（事業名等） 取り組み

主 な 内 容 年 度

１．情報収集と ①インターネットを活用し、県外や首都圏などの企業情 ２１年度

～

公開・提供 報を収集するとともに、積極的な市のＰＲと誘致交渉

を行っていきます。

②空き地や空き工場の再利用を図るため、物件調査や敷 ２１年度

～

地の確保を行い、そのデータを集積し、企業にアピー

ルできる情報を提供していきます。

③ホームページ上で企業に対する政策を公開し、誘致活 ２１年度

～

動を進めていきます。

④ホームページ上で製品開発のためのアイディアを募集 ２１年度

～

し、企業に情報提供していきます。

２．体制づくり ①技術開発を希望する企業の大学や研究機関との連携を ２２年度

～

と経営支援 強化し、情報通信機器を活用した技術革新に努めてい

きます。

３．人材育成 ①企業同士や企業と個人間の情報交換と、アイディア提 ２２年度

～

供を促すコーディネーターを育成していきます。
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（４）雇用の安定、就労の促進

基本方針

ハローワークなどの関係機関と連携しながら雇用情報の収集と共有および提供の充

実に努めるとともに、雇用相談体制の充実を図っていきます。

また、新規学卒者や団塊の世代および高齢者への職場研修等の情報提供を図り、情

報通信技術を活用した職業能力開発のための研修事業を展開していきます。

さらに、市のホームページ等により雇用助成金制度等を周知し、新たな求人や起業

による雇用機会の拡大を図っていきます。

具体的取り組み概要

施策の分類 取り組み事項（事業名等） 取り組み

主 な 内 容 年 度

１．情報支援 ①雇用条件等の情報と流動的な労働力や就労を望む条件 ２１年度

～

などのデータを収集・集積し 情報提供していきます、 。

２．情報提供と ①ホームページ上に、ニートやフリーターなどの就労に ２０年度

～

公開 対する意識改革の対策を掲載していきます。

②ホームページ上に雇用助成金制度等の内容を掲載し、 ２０年度

～

制度の活用を促していきます。

③社会参加を希望する高齢者等の意向調査を行い、受け ２１年度

～

入れる事業所および個人を把握し、データベース化す

ることにより双方向への情報提供を行っていきます。

④ホームページ上に、高齢者の就労を要請するための啓 ２２年度

～

発組織や団体の情報を掲載し、企業や個人に情報提供

していきます。

⑤短時間労働者、夜勤者、有資格者などの把握調査を実 ２２年度

～

施し、調査結果データの情報公開をしていきます。

３．情報教育 ①職業訓練センター等と連携を図り、情報通信技術を含 ２１年度

～

めた職業能力開発のための研修情報を提供していきま

す。
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（５）観光の振興

基本方針

観光事業の促進と観光客の誘客を推進するため、観光に関係する団体や行政の観光

情報担当者の連携を強化し、観光ニーズの調査を行い、観光客向けの情報収集と集約

を図り、効果的な質の高い最新情報の提供に努めていきます。

観光資源の活用については、観光資料のデジタル化を進めるとともに、モデルコー

スなどを設定した観光案内マニュアルを作成し、ＰＲに努めていきます。

また、他地域との広域的なネットワークの構築による情報交換と連携を図るととも

に、地元観光ボランティアの育成に努め、観光客の満足度に応えてられる体制づくり

を推進していきます。

具体的取り組み概要

施策の分類 取り組み事項（事業名等） 取り組み

主 な 内 容 年 度

１．情報収集と ①商工会議所や商工会、観光協会および行政の観光情報 ２０年度

～

発信・提供 担当者の連携を強化し、双方向の情報収集と情報発信

をしていきます。

②観光ニーズをホームページなどで把握・集約し、イベ ２０年度

～

ント等の最新情報を効果的に発信していきます。

③デジタル化した観光資源や宿泊施設の案内マニュアル ２０年度

～

を作成し、市のホームページなどで宿泊型観光のＰＲ

をしていきます。

④宿泊型や日帰り型の観光モデルコースを設定し、市の ２０年度

～

ホームページなどでＰＲしていきます。

⑤他県や他市町村との広域的情報交換を行い、観光地間 ２１年度

～

の連携による情報発信をしていきます。

⑥ホームページ上に、市の豊かな資源を活用し体験活動 ２１年度

～

ができるグリーンツーリズムや農家民宿などの情報を

掲載していきます。

２．体制づくり ①歴史家・ボランティア団体・行政とのネットワークや ２１年度

～

ボランティア同士によるネットワークを構築し、観光

資源に関する情報を共有していきます。

②観光団体と行政が連携して、観光拠点、イベントや行 ２１年度

～

事、地場産品などに関するネットワークを構築し、双

方向による情報発信をしていきます。



- 18 -

第６節 情報通信技術に関する学習能力の向上

（１）市民の情報リテラシーの向上

基本方針

社会教育施設などへの情報通信機器設置を進め、市民がパソコンなどに接する機会

を増やしていくとともに、初心者などを対象としたパソコン教室を全市的に開催して

いきます。

また、パソコン教室の開催にあたり、きめ細かい情報教育ができる指導者の育成に

努めていきます。

具体的取り組み概要

施策の分類 取り組み事項（事業名等） 取り組み

主 な 内 容 年 度

１．情報教育 ①パソコン操作の初心者等を対象にした、出前講座形式 １９年度

～

のパソコン教室を開催していきます。

②神岡総合情報センターや社会教育施設等を活用し、全 ２１年度

～

市的にパソコン教室を開催していきます。

２．人材育成 ①パソコン教室の開催にあたり、ＩＴサポート員などの ２０年度

～

指導者の育成に努めていきます。
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第７節 地域ブロードバンドの環境整備と活用

（１）地域情報化の推進

基本方針
電子自治体の実現に向けた情報通信基盤の整備にあたっては、高速通信網の未整備

地域の解消に努めていくことが第一であり、県が実施している高速インターネットア
クセス網整備促進事業を活用しながら、ＡＤＳＬサービスの提供に努めていくととも
に、無線などを活用する国の新たな支援制度を活用して、全市民が平等に高速通信サ
ービスが受けられるようにしていきます。
また、市所有の光ファイバケーブルを通信事業者などに開放していくとともに、通

信事業者による基盤整備について要請をしていきます。
携帯電話の不感地域（４地域、１２地区）については、国庫事業や県単事業の要望

を行いながら４年以内の解消整備を目指すとともに、把握していない不感地域につい
ての調査を実施し、通信事業者への基盤整備の要請を進めながら、市内のどこにいて
もサービスが受けられるようにしていきます。
テレビ難視聴地域の解消については、国および県のテレビ難視聴解消事業を活用し

整備していくとともに、未整備地域の情報収集に努めていきます
なお、地上デジタル放送開始に伴い、既存の共同受信施設のデジタル対応への改修

事業に取り組むとともに、デジタルによる新たな難視聴地域の調査を実施し、全世帯
に格差のない良好なテレビ画質の確保に努めていきます。

具体的取り組み概要
施策の分類 取り組み事項（事業名等） 取り組み

主 な 内 容 年 度
１．計画調査 ①把握していない携帯電話不感地域の調査を実施し、地 １９年度～

域情報化計画に反映させていきます。

②地上デジタル放送による新たな難視聴地域の情報を収 １９年度～

集し、地域情報化計画に反映させていきます。

２．システムの ①県単独事業を活用し、アナログ回線局をＡＤＳＬ回線 １９年度～

調達と活用 局に切り替えていきます。
２０年度

②市所有の光ファイバケーブルを、通信事業者に開放し １９年度～

ていきます。

③ＡＤＳＬ回線でもサービスが届かない地域の、無線な ２２年度～

どによるサービス提供を検討していきます。

④携帯電話の不感地域解消のため、国・県の補助制度を １９年度～

活用し、移動通信用鉄塔の整備をしていきます。
２２年度

⑤国・県の補助制度を活用し、テレビ難視聴地域解消の １９年度～

ための共同受信施設整備への助成をしていきます。

⑥既存の共同受信施設の、デジタル放送対応への改修事 １９年度～

業を実施していきます。
２２年度
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（２）電子市役所の構築

基本方針

市町村合併後においても統一されていない住民サービスや行政事務については、シ

ステムの統合を進めるほか、インターネットを活用した電子入札システムなどの導入

も図っていきます。

また、電子認証サービスの啓発を進め、どこでも各種申請が受けられるサービスに

努めるとともに、見やすく利用しやすいホームページの改善を図り、市民が行政に参

加しやすい環境を整備していきます。

具体的取り組み概要

施策の分類 取り組み事項（事業名等） 取り組み

主 な 内 容 年 度

１．システムの ①旧市町村のシステムを引き続き運用している、図書館 １９年度

～

調達 システムや上下水道システムなどの統合システムを構

築していきます。 ２３年度

②企業と行政間で行っている入札事務を、インターネッ １９年度

～

トによる電子入札システムに切り替えていきます。

③ホームページの内容を、質的・量的に充実させていき １９年度

～

ます。

④各種の申請などが、本人により行われたことを確認す １９年度

～

る電子認証に関する取り組みを進めていきます。

２２年度

２．体制づくり ①市民からの意見や提案を募る「パブリックコメント」 ２０年度

～

を導入し、市民が市政に参加できる環境の整備をして

いきます。




