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１.　計画の趣旨と策定の背景

（１） 地域情報化計画の策定にあたって
　　本市では、平成 19 年 3月に「大仙市地域情報化計画」（以下、「情報化計画」と
　いう。）を定め、計画期間が平成 19 年度から平成 22 年度までの前期基本計画と、
　平成 23 年度から平成 27 年度までの後期基本計画を策定しました。
　　その内容に基づき、ICT（情報通信技術）を活用し、情報を市民と共有する取
　り組みや効率的な行政サービスを提供する事業の推進を図ってきました。
　　この間、携帯電話等の無線通信サービスのインフラ整備（移動通信用鉄塔施設
　整備）や超高速通信網のインフラ整備（光ケーブルの敷設）を行うことで、インター
　ネット利用環境の拡大等が図られ、本市の情報通信環境が飛躍的に発展しました。
　　この度の情報化計画を策定する背景には、本市のあるべき姿を示す第２次大仙
　市総合計画（以下、「総合計画」という。）が平成 28 年度からスタートすること
　を機会と捉えます。また策定にあたっては、ICT を取り巻く環境、例えば国が進
　める様々な情報化政策や、平成 26 年度の大仙市地域情報化実態調査結果（市民
　アンケート、企業・事業所アンケート）の意向を踏まえながら、総合計画が目指
　す将来都市像の実現に向け、ICTの視点から計画するものです。

（２） 計画の位置づけと期間
　　本計画は、最上位計画である総合計画が目指す将来像の実現に向け、ICT の視
　点から実施すべき施策を整理し、総合計画と整合性を図ることで、ICT がもたら
　す急激で大規模な社会構造の変化に本市が対応できる行政運営や、地域社会の活
　性化を推進していく計画です。
　　第２次情報化計画の計画期間については総合計画と同じ平成 28 年度から平成
　37 年度までの 10 年間としますが、ICTを取り巻く環境の変化が大きいことから、
　そのスタートとなる前期情報化計画においても総合計画と同じ平成 28 年度から
　平成 31 年度の 4年間とします。
　　なお、社会経済環境の急激な変化等により、総合計画や社会環境との整合性が
　取れなくなった場合には計画の見直しを随時行います。

※「ICTの視点から」とは
　ICT は、目的を達成するための 1 つの手法であり、ICT を導入することが目的ではあり
ません。
　市民サービスを提供する業務を行うにあたり、業務の流れの中で ICT を使う事が、使わ
ない事よりも効率が上がるとか、費用対効果が期待される場合に ICTを導入するものです。
　このような視点で本計画は、例えば総合計画で「○○○へ何々の情報を提供します」と
いう取り組みがあれば、ICTの視点では「情報提供のインフラ（基盤）としてインターネッ
ト等の環境を整備します」のような取り組みを整理、分類したものです。



（３） ICTを取り巻く社会的動向
　ア． 国の情報化政策の動向
　　　国では、平成 13 年 1 月に「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法」を
　　施行するとともに、「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（IT 戦略本
　　部）」を設置し、高度情報通信ネットワーク社会の形成に取り組んできました。
　　　近年の地域情報化に関係する国の政策としては、「i-Japan 戦略 2015」や「新
　　たな情報通信技術戦略」があります。
　　　この「i-Japan 戦略 2015」では将来ビジョンとして、「デジタル技術が「空気」
　　や「水」のように受け入れられ、経済社会を包摂し（Digital Inclusion）、暮
　　らしの豊かさや、人と人とのつながりを実感できる社会を実現」することと、
　　「デジタル技術・情報により経済社会全体を改革して新しい活力を生み出し
　　（Digital Innovation）、個人・社会経済が活力を持って、新たな価値の創造・
　　改革に自発的に取り組める社会等を実現」することとしています。
　　　また「新たな情報通信技術戦略」では、国民本位の電子行政の実現の手法の
　　1つとして、行政ポータル（国民等利用者が容易に必要な行政情報にアクセスし、
　　申請・届出等手続を行えるよう案内する電子政府の総合窓口や各府省のホーム
　　ページの総称）の抜本的改革と行政サービスへのアクセス向上や、全国共通の
　　電子行政サービスの実現、及び国民 ID 制度の導入と国民による行政監査の仕
　　組みの整備を挙げています。
　　　この国民 ID 制度の導入は、社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の
　　導入に繋がっています。　　　　　　　　　　（「6　用語」を参照願います。）

第２次大仙市総合計画（計画期間：平成 28 年度～ 37 年度）
「人が活き人が集う夢のある田園交流都市」
　　　　　　  ～こころをつなぎ 希望にみちた未来の想像へ！～

第２次大仙市総合計画（計画期間：平成 28 年度～ 37 年度）
「人が活き人が集う夢のある田園交流都市」
　　　　　　  ～こころをつなぎ 希望にみちた未来の想像へ！～

第２次大仙市地域情報化計画
（前期）
（計画期間：平成 28 年度
　　　　　　　　～ 31 年度）

第２次大仙市地域情報化計画
（前期）
（計画期間：平成 28 年度
　　　　　　　　～ 31 年度）

第２次大仙市地域情報化計画
（後期）
（計画期間：平成 32 年度
　　　　　　　　～ 37 年度）

整合
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　イ． 社会の動向
　　　インターネットの人口に対する普及率は、総務省の資料によれば平成 20 年
　　末以降 75％を超え平成 26 年末は 82.8％になっていることから、ICT インフラ
　　基盤としてインターネットは情報利活用に必要とされるものです。
　　　次に、世代別インターネット利用率は、13 歳から 59 歳までの世代が平均値
　　82.8％を上回っていることから、学生や働き盛りの世代がインターネットをよ
　　く利用していることがわかります。
　　　一方で 60 歳以上世代でのインターネット利用率は他の世代に比べ高くはな
　　いものの、平成 25 年末と平成 26 年末の比較では 60 歳から 79 歳までの世代で
　　少しの伸びがあります。

　　　次に、インターネットの利用端末の種類をみると、平成 26 年末の自宅のパ
　　ソコン利用は 53.5％、スマートフォン利用は 47.1％、自宅以外のパソコン利用
　　は 21.8％、携帯電話利用は 17.8％、タブレット型端末利用 14.8％となり、平成
　　23 年末と比べるとパソコンの利用が減少したのに対し、スマートフォンやタブ
　　レット型端末（以下、「スマートデバイス」という。）の利用が増加しています。

－ 3 －

インターネット利用者数及び人口普及率の推移

インターネット利用端末の種類

（出典）総務省「平成 26 年通信利用動向調査」

利用者数 人口普及率
平成２５年末（ｎ＝38,144） 平成２６年末（ｎ＝38,110）

（出典）総務省「平成 26 年通信利用動向調査」

（出典）総務省「平成２６年通信利用動向調査」

※当該端末を用いて平成２６年の１年間にインターネットを利用した
　ことのある人の比率を示す

※当該端末を用いて平成２３年の１年間にインターネットを利用
　したことのある人の比率を示す

（出典）総務省「平成２３年通信利用動向調査」
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　　　このスマートデバイスが増加した理由の 1 つには、世界的な普及と、高速な
　　ワイヤレスブロードバンド（無線通信サービス）環境が整備されたことにより、
　　インターネットへ、誰もが、どこからでも接続し、多種多様なサービスを利用
　　できる環境になったことによるものと考えられます。
　　　また、スマートデバイスの特徴として、タッチ操作での画面操作や文字入力、
　　及び音声による文字入力が出来る等、直感的に扱えることが利用増加の理由の
　　１つに挙げられます。
　　　これは、パソコンのようなキーボードやマウスを必要とせず、手軽に操作で
　　きることから、これまで情報通信機器にあまり触れたことがない人でも情報利
　　活用ツールとしてスマートデバイスを利用することができるためと想像されま
　　す。
　　　その他、近年の大きな動向としてはクラウドコンピューティングの進展があ
　　ります。
　　　このクラウドコンピューティングとは、従来のコンピュータ利用について利
　　用者（企業、個人など）がコンピュータのハードウェア、ソフトウェア及びデー
　　タなどを、自分自身で保有や管理していた形態に対し、これは利用者がインター
　　ネットなど通信回線の向こう側からサービスを受ける形態のことをいいます。
　　　このクラウドとは「雲」の意味するとおり、通信回線の向こう側を「雲」に
　　たとえ、イメージする言葉として用いられています。
　　　クラウドコンピューティングの導入は、情報システムの共同利用による運用
　　経費削減のほか、災害時など電源や耐震対策の十分とれた設備で運用すること
　　による可用性（システムが継続して稼働できる能力）の向上などの利点があり
　　ます。
　　　ただし、クラウドコンピューティングの情報セキュリティ管理については、
　　クラウドコンピューティングを導入する者（例えば大仙市役所）から離れた場
　　所にデータやサーバー等の情報処理装置があり、また常に監視が出来る環境に
　　ないため、悪意の利用がされないよう対応する必要があります。



（４） 地域情報化計画への反映
　　情報化計画の基本方針、基本目標及び施策は、ICT を取り巻く社会的動向や平
　成 23 年 3 月の後期基本計画、及び平成 26 年度大仙市地域情報化実態調査結果
　（「5　資料」を参照願います）を踏まえながら、4 年後、10 年後のめざすべき将
　来像を見据えて策定します。

（情報化計画を取り巻く要素のイメージ図）

施策の展開

環境の変化
策定時の取巻く

環境
（平成２２年度当時）

1.　社会環境の変化
  ・平成２３年３月１１日東日本大震災の体験
  ・国の新たな計画の公表
　（i-Japan 戦略 2015、新たな情報通信技術戦略）
  ・光ブロードバンド（超高速通信）の普及
  ・スマートデバイスの普及（携帯電話等）
  ・クラウドコンピューティングの進展

2.　行政内部環境の変化
  ・基本構想、基本計画の更新
  ・ホストコンピュータからオープンシステムへの転換
  ・基幹系システムの更新

策定時の取巻く

環境
（平成２７年度当時）

前の

地域情報化計画

新たな

地域情報化計画

ワンストップ
サービスの推進

手軽に申込める
行政手続き

情報発信の
多様化

いつでもどこで
も受けられる
行政サービス

情報システムの
全体最適化（経費、
セキュリティ）

災害に強いシス
テムの構築

４年後１０年後の目指すべき将来像を見据えて策定

環境の変化に起因するニーズ

目指すべき

将来像

反映 反映



（基本計画の体系イメージ図）

２.　基本計画の基本方針と目標

（１） 基本計画の体系
　　地域情報化の推進における基本的な考え方として、「基本方針」を頂点とする
　体系をとり、その基本方針の基には実現に向けた「基本目標」を設定し、その基
　本目標の達成に向けて取り組む中心となる「施策の柱」を設け、その施策の柱を
　構成する内容については地域情報化を推進する「施策」と位置づけています。
　　そして、その「施策」を構成する個別の具体的な取り組みの内容として、アクショ
　ンプラン（事業）を定めていきます。

（２） 基本方針
　　本計画の基本方針は、総合計画の基本構想に掲げる将来都市像の実現に向け、
　その基本理念「人が活き人が集う夢のある田園交流都市～こころをつなぎ 希望
　にみちた未来の創造へ！～」に沿ったものを定めていきます。
　　この基本理念は、自然環境、田園との調和を図りながらも、魅力ある地域、安
　心して暮らせる地域の創造と、本市に住む人々、本市を訪れる人々のうるおいと
　賑わいが調和する夢のある都市の実現を目指そうとするものです。
　　この基本理念に沿い、情報化計画の基本方針を次のとおり定めます。

　　　「ICT利用で、人が活き人が集う夢のある田園交流都市」

　　情報化計画は、この基本方針を基に ICT利用を進めていきます。

基本方針
（目的）
と目標

施策の柱
と施策

事　　業アクション
プラン

施策を構成する
個別の具体的な
取り組み

基本目標達成に
向けた施策の柱、
及び取り組むべ
き内容

情報化推進に
おける基本的な
考え方（目的）、
及び実現に向け
た目標

地域情報化
計画

※今回の計画
　の範囲



（３） 基本目標
　　前期基本計画は、次の基本目標を定め、ICT利用を進めていきます。
　
　　　背景
　　　【総合計画の 3つの基本理念】
　　　　①　生き生きと生活し働くことのできる活力と創造にみちたまち
　　　　②　ともに助け合い支え合う安全・安心のまち
　　　　③　豊かな人材と生活環境が整った魅力あるまち
　　　　本情報化計画では、これらの総合計画の基本理念を実現するための１手
　　　法として、ICTを利用した次の基本目標を定めます。

　　【 情報化計画の 4つの基本目標 】
　　　①　地域の課題解決への ICT利用
　　　②　市民の情報利活用への ICT利用
　　　③　市民サービスの向上への ICT利用
　　　④　行政の業務・システム基盤強化への ICT利用

（基本方針と基本目標の関係イメージ図）

【基本方針】
ICT 利用で、人が
活き人が集う夢の
ある田園交流都市

　 【基本目標①】
地域の課題解決への
ICT利用

　 【基本目標②】
市民の情報利活用へ
の ICT利用

　 【基本目標③】
市民サービスの向上
への ICT利用

　 【基本目標④】
行政の業務・システ
ム基盤強化への
ICT利用　　　 



　　【 4 つの基本目標が目指す姿 】
　　　①　「地域の課題解決への ICT利用」とは、「人」と「行政」を「情報」でつ
　　　　ないで地域を活性化し、地域課題を解決していく姿です。
　　　　・ソーシャルメディア等で、地域情報が受け取れ、地域の情報交流が活発
　　　　　化する姿。
　　　　・安全、安心を感じられる防災や防犯情報が提供される姿。
　　　　・福祉、健康、子育てなどの分野で情報が提供される姿。
　　　　・産学官の連携による、ICT を利用した産業創出や、雇用機会の拡大、及
　　　　　び人材育成等が図られ、地域が活性化する姿。

　　　②　「市民の情報利活用への ICT利用」とは、「わたしだけ」の情報利活用が
　　　　出来る姿です。
　　　　・市民が必要な時に必要な情報を手軽に受け取ることが出来る姿。
　　　　　　例えば、スマートデバイスを利用し、必要な時に必要な情報を受け取
　　　　　ることが出来る姿。
　　　　・市が保有する様々なデータを、市民がいつでも取り出して利活用できる
　　　　　姿。
　　　　　　例えば、その様々なデータを利活用し、サービスの改善やサービスの
　　　　　創出がされる姿。
　　　　・地理情報システム（GIS）を利用した地域向け情報発信が活発になる姿。
　　　　・誰もが情報利活用できるよう、様々な ICT講習会が開催される姿。
　　　　・学校教育において、情報教育や教員への校務支援が進む姿。

　　　③　「市民サービスの向上への ICT利用」とは、行政手続きが「いつでも」「手
　　　　軽に」できる姿です。
　　　　・自宅や外出先で、パソコンやスマートデバイス等で行政手続きが出来る
　　　　　姿。
　　　　・一度の手続きで複数の行政手続きが出来る姿。
　　　　・市役所に行かなくてもコンビニ等で必要な証明書が受け取れる姿。
　　　　・市役所や金融機関へ行かなくても、「いつでも」「どこでも」市税等の納
　　　　　付ができる姿。

　　　④　「行政の業務・システム基盤強化への ICT利用」とは、「高い市民満足度」
　　　　と「財政健全性確保」のバランスが取れた行財政運営の姿です。
　　　　・ICT を利活用し、行政内部の特定部署の利便性を高めるのみならず、市



　　　　　民と他部署の利便性を高めていく姿。
　　　　・市民の目線で業務のあり方や情報の流れを見直し、業務改革の手段の一
　　　　　つとして ICTを利活用し、市民へのサービスレベルを向上させる姿。　
　　　　・財政健全性のため、導入する情報システムに比例して情報システム関連
　　　　　予算が増加しないよう、情報システム調達が出来る姿。
　　　　・情報システム機器の調達ライフサイクル（企画、計画、選定、設計、開発、
　　　　　運用、保守、廃棄のサイクル）に基づく中長期的な計画の基で、情報シ
　　　　　ステム調達が実施される姿。

（４） 施策の柱
　　基本目標を達成するためには、行政サービスとそれを支える ICTインフラ及び
　ICT ガバナンスの 3 つの要件が必要であることから、それぞれの要件に応じた施
　策の柱を設定します。

　ア．行政サービスの要件について
　　　本市の最上位計画である総合計画に掲げる将来都市像の実現に向けて、総合
　　計画の 5つの施策の柱を情報化計画でも継承します。
　イ．ICTインフラの要件について
　　　情報化計画を推進する上で ICTインフラの整備は、欠くことができないこと
　　から、「ICTインフラ」を施策の柱に設定します。



　ウ．ICTガバナンス（統制）の要件について
　　　ICTを効果的かつ効率的に利用し施策を推進するためには、ICTをコントロ
　　ール（管理、監督）する仕組みが必要であることから、「ICT ガバナンス」を施
　　策の柱に設定します。

（地域情報化計画のイメージ図）

地域情報化計画

【基本方針】
ＩＣＴ利用で、人
が活き人が集う
夢のある田園
交流都市

④基本目標

　行政の業務・シ
　ステム基盤強化

①基本目標

　地域の課題
　解決

②基本目標

　市民の情報
　利活用

※ 点線内は、地域情報化計画の基本目標①から④までを達成するために必要な要件として、

　 総合計画の施策の柱とＩＣＴ分野（インフラ、ガバナンス）の関係イメージ

施策の柱　（１）

　魅力ある産業の
　まちを創ります！

ＩＣＴインフラ 　（６）

ＩＣＴガバナンス（７）

施策の柱　（２）

　みんなの元気を
　応援します！

施策の柱　（３）

　住みよいまちを
　築きます！

行政サービス（総合計画）

施策の柱　（４）

　豊かな心と創造力
　を育みます！

施策の柱　（５）

　時代に合った
　まちを創ります！

③基本目標

　市民サービス
　の向上

ＩＣＴの視点



３.　施策の柱と施策



　（１）　魅力ある産業のまちを創ります！
～産業振興・雇用など～　　

○10年後のイメージ
　　地域が有する情報資源が多様に結びつき、様々な技術や製品が開発され、新た
　なサービスが生まれつつある状況を想像します。
　　様々な情報資産から、市の魅力が発信され、観光地や中心市街地の賑わいが創
　出されている状況を想像します。

［施策の柱］
　１）農林水産業の振興
　２）商工業の振興
　３）花火産業構想の振興
　４）観光の振興

［施　策］
　１）農林水産業の振興
　　・市ホームページや広報誌の活用による直売所等農畜産物の取扱店情報や地元
　　　食材の情報提供
　　・ICTなどを活用した直播栽培の普及
　２）商工業の振興
　　・クラウドファンディングの活用による個店の魅力アップや購買力の底上げ
　　・市内製造業の企業概要等をまとめた「市内企業データベース」の公開及び市
　　　広報による企業紹介
　３）花火産業構想の振興
　　・第 16 回国際花火シンポジウムの推進並びに世界に向けた「大曲の花火」の
　　　PR
　４）観光の振興
　　・首都圏、仙台圏、隣県への観光 PRの強化
　　・地域グルメのブランド化及び情報発信のための支援
　　・県内外の物産展への出店にかかる商品等の PR支援



　（２）　みんなの元気を応援します！
～出会い・結婚、子育て、健康・福祉など～　　

○10年後のイメージ
　　ICT の利用により、出会いから結婚、子育てまで安心して暮らせる環境が整え
　られている状況を想像します。
　　誰もが手軽に ICTを利用でき、生活の利便性が向上し、健康で安心した暮らし
　を続けている状況を想像します。

［施策の柱］
　１）出会い・結婚・子育ての充実
　２）保健・医療の充実
　３）社会福祉の充実
　４）社会保障の充実

［施　策］
　１）出会い・結婚・子育ての充実
　　・「子育て応援ハンドブック」の定期的な更新及び配布
　　・毎年 11 月の「児童虐待防止推進月間」に合わせた市広報への内容掲載とパ
　　　ンフレット、グッズ等の作成・配布
　２）保健・医療の充実
　　・流行の兆しがある感染症についての情報発信
　３）社会福祉の充実
　　・自治会等への要援護者情報の提供
　　・自立に向けた生活支援制度の情報提供及び周知
　　・障がい者施策に関する情報を市広報やホームページに掲載
　４）社会保障の充実
　　・市広報、ホームページ等による制度の周知
　　・「ペイジー（Pay-easy）口座振替」を活用した市税等の口座振替の促進



　（３）　住みよいまちを築きます！
～安全・安心、都市整備など～　　

○10年後のイメージ
　　ICT の活用により、人と自然が共生した環境負荷の少ないまちがつくられる状
　況を想像します。
　　ICT の活用により、地域の多様性を生かしたまちづくりが進められ、誰もが快
　適に暮らすことができる生活環境になる状況を想像します。
　　防災・防犯情報が的確に提供され、市民が安全で安心な生活を送る状況を想像
　します。

［施策の柱］
　１）安全・安心体制の充実
　２）雪対策の強化
　３）空き家対策の推進
　４）衛生環境の整備
　５）地域情報化の推進
　６）市街地の整備
　７）道路河川等の整備

［施　策］
　１）安全・安心体制の充実
　　・各種シミュレータを活用した交通安全教室の開催
　　・大仙こども安全安心メールの配信による不審者情報の注意喚起
　　・特殊詐欺等電話撃退装置の無料貸し出し
　　・防災ネットだいせんやFMはなびを活用した災害・防災情報等の伝達
　　・消防団用無線機の導入や携帯電話機能を利用した情報伝達手段の構築
　２）雪対策の強化
　　・スマートデバイス等を用いて道路状況等の情報を市民から提供してもらう仕
　　　組みの構築
　　・冬季通学路重点除排雪箇所マップの作成・配付
　３）空き家対策の推進
　　・空き家の調査及び定期的な空き家情報更新の実施
　４）衛生環境の整備
　　・広報車によるパトロールやFMはなび等での周知による稲わら焼きの防止



　　・関係機関と連携したモニタリング調査の実施及び調査結果の公表
　５）地域情報化の推進
　　・インターネット等の利用機会の創出
　　・情報モラルや情報セキュリティに関する知識と利活用力の向上
　　・無料公衆無線 LAN環境の整備をはじめとする快適な通信利用環境の整備
　　・パソコン教室などの実施によりインターネットの利活用力の向上と情報セキ
　　　ュリティに関する知識の向上
　　・マイナンバーの開始に伴う市民への情報提供ができる環境の整備
　　・コンビニ等での各種証明書の交付への検討
　　・SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス、例えばフェイスブックなど）
　　　を活用した地域の魅力発信
　　・大仙市オリジナル防災ラジオの開発
　　・インターネットへの議会映像配信支援
　　・業務・システム全体最適化の推進
　６）市街地の整備
　　・都市計画の手続きを推進するための都市計画に関する PRや情報の共有化
　７）道路河川等の整備
　　・道路台帳システムの構築



　（４）　豊かな心と創造力を育みます！
～教育、生涯学習、芸術・文化など～　　

○10年後のイメージ
　　ICT の利用により、児童・生徒は授業の中で ICT を効果的に利用し、心身と
　も健やかに成長する状況を想像します。
　　スポーツ・レクリエーションや生涯学習への参加機会が ICTの利用により拡大
　する状況を想像します。

［施策の柱］
　１）学校教育の充実
　２）生涯学習の推進
　３）芸術・文化の振興

［施　策］
　１）学校教育の充実
　　・電子黒板やタブレット等の拡充や適正な機器の更新
　２）生涯学習の推進
　　・「生涯学習ガイド」や情報誌「こすもす」発行による定期的な生涯学習情報
　　　の提供
　　・インターネットや SNS 等の媒体を通じたタイムリーな生涯学習情報の発信
　３）芸術・文化の振興
　　・観光部門と文化財部門が連携し、観光施設として PR活動を実施
　　・市民からの文化財に関する情報提供への呼びかけ



　（５）　時代に合った地域を創ります！
～地域社会の維持・活性化、市民との協働、行財政運営など～ 　

○10年後のイメージ
　　ICT の利用により、幅広い年代の誰もが地域活動に気軽に参加でき、住民同士
　の交流が深まる状況を想像します。
　　また、男女共同参画が進む状況を想像します。

［施策の柱］
　１）地域社会の維持・活性化
　２）定住・移住の促進
　３）市民との協働
　４）男女共同参画の推進
　５）行財政運営の効率化

［施　策］
　１）地域社会の維持・活性化
　　・「FMはなび」を活用した地域協議会内容の情報発信
　　・市民によるまちづくり活動推進のため、事業費補助制度の周知と活用団体の
　　　事業 PRを兼ねた広報手段の検討
　２）定住・移住の促進
　　・市のホームページ、フェイスブック、FMはなび等を活用した情報発信
　　・地域おこし協力隊等の外部人材導入による外部の人からみた本市の魅力の情
　　　報発信
　３）市民との協働
　　・首都圏ふるさと会の総会等でのふるさと納税制度の PR促進
　　・ふるさと納税活用事業結果のホームページでの報告
　４）男女共同参画の推進
　　・チラシや出前講座等による、政策及び方針決定過程への男女共同参画への働
　　　きかけ
　　・ホームページや広報等を通じた女性の男女共同参画活躍事例の発信
　５）行財政運営の効率化
　　・インターネットで歴史公文書等が閲覧できる環境の整備
　　・古文書ボランティアと連携した地域の古文書の整理、目録化、デジタルデー
　　　タ化、解読の実施



　（６）　ＩＣＴインフラ

　　行政サービスの要件を構成する 5 分野の施策の実現を、情報通信基盤や情報シ
　ステム機器等を利用することで支えます。

［施策の柱］
　１）行政内部の情報システム全体最適化
　　　サーバー統合や情報システム間のデータ連携強化を進めるとともに、災害時
　　における情報システムの業務継続性が高い基盤を構築します。
　２）公共施設等におけるインターネット接続環境の整備
　　　地域コミュニティ推進及び災害時の通信手段の確保のため、公共施設等に公
　　衆無線 LAN環境を整備します。
　３）地理情報システム（GIS）の整備
　　　地理情報システムを整備し、行政の効率化を図るとともに地域への情報提供
　　を行います。

［施　策］
　１）行政内部の情報システム全体最適化
　　①　情報システム基盤の構築や連携の強化
　　　　サーバー統合基盤を構築し、各業務システムのサーバーを統合することに
　　　より、資産の有効活用を図ります。
　　　　また、情報システム間のデータ連携強化等により、業務を効率化します。
　　　《施策を構成する主な事業》
　　　・サーバー統合基盤の構築と業務システムの移行

　　　・情報システム間のデータ連携基盤の強化

サーバー統合基盤の構築とは

　情報システムの計画的な機器更新を進めるにあたり、各所管課で管
理している業務システムのサーバー機器等について、仮想化技術を用
いて 1 台のサーバーへ移行・統合し、台数削減による機器調達、運用
保守コストの縮減を図ることを目的とします。
　
　※「仮想化技術」とは、複数台のサーバーを 1台のサーバー上に仮想的に動作させ、
　　サーバー統合が図れる技術のことで、この「仮想化技術」によるサーバー統合
　　基盤を構築することで物理的なサーバー台数を削減することが可能になります。



　　②　情報システムの可用性向上
　　　　外部データセンターの利用等により、災害時における情報システムの業務
　　　継続性を高めます。
　　　　また、庁舎外等においても効率的に業務ができるよう、セキュリティに配
　　　慮したうえで、利用場所に制限されないシステム環境を構築します。
　　　《施策を構成する主な事業》
　　　・クラウドコンピューティングの活用
　　　・市民への案内等におけるタブレット端末等の活用促進
　　　・セキュリティシステムの強化
　２）公共施設等におけるインターネット接続環境の整備
　　①　公共施設等における公衆無線 LANの整備
　　　　市民センター等における地域コミュニティ推進及び災害時の市民の通信手
　　　段を確保するため、公共施設等に公衆無線 LAN環境を整備します。
　　　《施策を構成する主な事業》
　　　・庁舎や市民センター等の公共施設における公衆無線 LANの整備
　　②　超高速通信網の維持管理
　　　　IRU 契約による光ケーブル約 611 キロメートルや公共施設間の地域イント
　　　ラネット光ケーブルについて、安定して通信ができるよう設備の維持管理を
　　　行います。

　　　《施策を構成する主な事業》
　　　・超高速情報通信基盤設備管理事業
　　　・地域イントラネット基盤施設管理事業
　３）地理情報システム（GIS）の整備
　　①　地理情報システム（GIS）の整備
　　　　地域に適した都市づくりや行政事務の効率化を図るため、地理情報システ
　　　ムを整備します。
　　　　また、将来市民等が地理情報を有効に活用できるよう、GIS 構築環境を整
　　　備していきます。
　　　《施策を構成する主な事業》
　　　・地理情報システムの整備

※ IRU契約とは、設置者（所有者：大仙市）と利用者（NTT東日本）の双方の合意が
　ない限り一方から契約を破棄することができない契約のことです。



　（７）　ＩＣＴガバナンス

　　ICT インフラの整備や、行政サービスの要件を構成する 5 分野の ICT 施策を
　実現するため、あるべき姿に近づける仕組みに取り組みます。

［施策の柱］
　１）情報化推進体制の整備
　　　地域情報化を戦略的に推進する体制を整備します。
　２）業務・情報システムの全体最適化
　　　業務・情報システムの全体最適化を進めます。
　３）情報セキュリティの強化
　　　市が保有する情報資産を様々な脅威から守るため、情報セキュリティ対策を
　　さらに強化します。
　４）ICTに係る人材育成
　　　情報システムの効果を最大限発揮させるため、情報化を推進する人材を育成
　　します。

［施　策］
　１）情報化推進体制の整備
　　①　情報化推進体制の整備
　　　　情報化計画の基本目標の達成に向け、CIO（最高情報統括責任者）を頂点と
　　　した情報化を戦略的に推進する体制を整備します。
　　　《施策を構成する主な事業》
　　　・情報化推進体制の整備
　２）業務・情報システムの全体最適化
　　① 　業務・情報システムの全体最適化
　　　　システムの導入及び再構築時において、業務の可視化と標準化（業務改革）
　　　により、業務改革と情報システムの全体最適化を進めます。
　　　　あわせて情報システム評価を実施し、投資の効果を検証します。
　　　《施策を構成する主な事業》
　　　・情報化推進体制の運営
　　　・情報システム調達ガイドラインの見直し
　　　・最新技術導入の調査・研究



　３）情報セキュリティの強化
　　①　情報セキュリティの強化
　　　　市が保有する情報資産を適切に管理するとともに、ウイルス感染や不正ア
　　　クセス等の様々な脅威から守るため、情報セキュリティ対策をさらに強化し
　　　ます。
　　　《施策を構成する主な事業》
　　　・情報セキュリティマネジメントの継続実施
　　　・情報システムのセキュリティ対策強化
　　　・大仙市情報セキュリティポリシーの遵守
　４）ICTに係る人材育成
　　①　ICTに係る人材育成
　　　　業務の改善や適切なシステム導入及び運用を行うため、研修を実施し、職
　　　員の ICTスキル向上を図ります。
　　　《施策を構成する主な事業》
　　　・ICT関連研修の充実



４． 進行管理

（１） 進行管理を行う推進体制
　　本計画に掲げた基本方針及び基本目標の達成に向け、各施策を総合的かつ着実
　に推進していくためには、行政内部の横断的な取り組みが不可欠です。
　　そのため、具体的な推進体制については CIO（最高情報統括責任者）を頂点と
　した「情報化推進体制」を整備し、進行管理を行います。

（２）進行管理方法
　　本計画における各施策・事業を展開するにあたってはPDCAサイクルを確立し、
　進行管理を図ることで、その実効性を確保していきます。
　　具体的には、本計画に基づいたアクションプランを策定し、施策に関連した各
　事業について内容を明らかにします。
　　また、各事業については、「情報化推進体制」において事業の進捗状況を確認
　するとともに、妥当性や有効性、効率性等を総合的に判断し、事業の継続や拡大、
　あるいは凍結や廃止を含め、柔軟に見直しを図っていきます。
　　なお、本計画の最終年度には、各重点施策の進行状況のほか、目標未達成施策
　については見直しを行い、次の情報化計画策定に活かします。

（PDCAサイクル図）

【Plan】

アクションプランの作成

【Action】

事業手法の見直し

【Do】

事業の運用・実施

【Check】

事業の評価・検証



５． 資　料

（１） 平成 26 年度大仙市地域情報化実態調査結果
　１）アンケート回答者の居住地域について
　　　市民における情報化の現状と課題、更には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、平成 17 年度から 4 回にわたり実施しま
　　した。
　　　第 1回目の回答率は 34.3％、2回目の回答率は 42.1％､ 3 回目の回答率は 48.3
　　％､ 4 回目の回答率は 47.7％で、過半数には届かない状況であります。
　　　意識調査結果から、地域情報化施策として取り組んで欲しいテーマとして災
　　害に関する情報の発信や、市政情報の配信、市民による地域活動の支援などが
　　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きます。

　２）インターネットの利用状況について
　　　インターネットの利用については、4 回の回答者全体に占める平均が 43.6％
　　であり、利用について回答いただいた方の男女別では、女性の回答者に占める
　　利用が半分に満たない状況にあります。
　　　年代別では、10 代、20 代、30 代、50 代の世代の利用が増えている状況にあ
　　ります。

（グラフ：調査年度別回答者地域比率）
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　　　インターネットを利用する機器は、全国の傾向と同じく、パソコンや従来型
　　携帯電話での利用が減少し、携帯性の優れたスマートフォンやタブレット型端
　　末でインターネット利用が増加しています。
　　　また、インターネットの利用回線については、通信速度の遅い ISDN 回線や
　　ADSL 回線が減り、本市が平成 22 年度に超高速情報通信基盤整備事業で整備
　　した光ケーブルを利用した NTT の通信サービスが開始したことにより、通信
　　速度の速い光回線利用が増加しているのと、無線を利用した利便性の高いモバ
　　イル通信や公衆無線 LAN が増えている状況にあります。（公衆無線 LAN の一
　　部にWi-Fi が有ります。）

（グラフ：インターネットの利用状況について）
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（グラフ：インターネットの主な利用回線について）

（Ｈ２６から複数回答）

（グラフ：インターネット利用機器について）
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　３）情報化施策について
　　　情報化施策として取り組んで欲しいことについては、「災害に関する情報を
　　発信できる仕組み」、「子育て支援・健康相談・福祉に関する仕組み」、「市民に
　　よる地域活動を支援する仕組み」、「市政情報を配信する仕組み（SNS の活用な
　　ど）」が望まれています。
　　　前回（平成 23 年度）と比べると、全体的に回答率が減少していますが、「災
　　害に関する情報を発信できる仕組み」については、10 代から 30 代の回答率の
　　減少が大きく見られます。
　　　また、項目によっては特定の年代で増加している場合があります。
　　　例えば、「公共施設の利用予約に関する仕組み」について、公共施設の利用
　　が多いと思われる 30 代の回答率が大きく増加しています。

（グラフ：情報化施策として大仙市に取り組んで欲しいこと（平成 23 年度からの設問））
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　　　次に、平成 26 年度に追加した設問の「子育て支援・健康相談・福祉に関す
　　る仕組み」について、「子育て支援」については関係する世代が少ないせいか
　　全体の回答率も低いが、年代にかかわらず該当する健康や福祉については「子
　　育て支援」に比べ回答率が高くなっています。
　　　「子育て支援」は、30 代の関心が高く、「健康」に関しては 10 代や 60 代、70
　　代以上の関心が高く、「福祉」に関しては 20 代が低く、高齢になるほど関心が
　　高くなっています。
　　　次に、「中小企業支援」、「農林水産業支援」、「観光」、「雪対策情報発信」に
　　ついては、特定の企業や産業の視点よりも、生活に関係する回答率が高い傾向
　　に有ります。
　　　年代別では、「観光」について 20 代から 40 代までが高い傾向にあります。

（グラフ：情報化施策として大仙市に取り組んで欲しいこと（平成 26 年度からの設問））
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　４）地理情報システム（GIS）について
　　　地理情報の利用の機会が、インターネット利用増加とともに増えていること
　　から、本市では、将来の「災害時の情報収集や判断の迅速化」、「市民からの問
　　い合わせへの素早い対応」等を目指して、道路情報を核とした「統合型 GIS」
　　構築の作業をすすめております。
　　　そこで、将来の利用に向けた意向を見ますと、「画面が見やすく操作が簡単
　　でわかりやすいこと」、「公開される地図情報がある程度最新のものであるこ
　　と」、「パソコン以外に、スマートフォンやタブレット型端末でも利用可能なこ
　　と」の順となっております。
　　　また、「システムの処理速度が速いこと」、「パソコン以外に、スマートフォ
　　ンやタブレット型端末でも利用可能なこと」については、若い世代の回答率が
　　高く、「市からの情報発信だけでなく、市民から市へ情報提供も行えること」は
　　年代の高い世代の回答率が多いことから、年代の高い世代は市政への関わりを
　　重視しているかと思われます。

（グラフ：公開型GIS に何が必要だと思われますか。（平成 26 年度からの設問））
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（２） 地域情報化計画（後期基本計画）アクションプラン結果
　　平成 22 年度に策定した「大仙市地域情報化計画（後期基本計画）」に基づき、「人
　が活き人が集う夢のある田園情報交流都市」を目指すべき将来像として、地域情
　報化を推進してきました。
　　この「大仙市地域情報化計画（後期基本計画）」に基づき推進してきた各アクショ
　ンプランについて、第２次情報化計画のアクションプランについては次表の分類
　や整理を行いました。
　　なお、表中の「継続して実施する取組（事業）」や「実施方法を見直す取組（事業）」
　に分類したものについては、ICT の利用状況や内容を再検討し、第２次情報化計
　画アクションプランの向上を図っていきます。

継続して実施する取り組みの内、インターネットやホームページを利用した
情報配信や情報交換の取組（事業） 

・（健康増進）インターネットを活用した施策の
 展開

・（健康・医療）医師会等関係機関との連携強化

・（健康・医療）ホームページを利用した情報発
 信

・（子育て支援）インターネットを活用した子育
 て情報の提供

・（高齢者福祉）認知症予防対策事業

・（自立支援）施策等のホームページへの掲載

・（社会保障）年金制度の周知啓発

・（学校教育）校務情報化推進プラン

・（　 〃 　）大仙こども安全安心メール

・（生涯学習）映像配信事業

・（　 〃 　）ホームページ活用事業

・（　 〃 　）広域ネットワーク整備事業

・（ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ）スポーツ大会・イベント
 等の情報提供

・（　　　〃　　　）スポーツ・レクリエーション
 施設の情報提供

・（男女共同参画）広報・ホームページ等を活用
 した啓発事業

・（　　 〃 　　）意見交換体制整備事業

・（　　 〃 　　）パパリストを活用した男性に
 とっての男女共同参画の推進

・（地域間交流）首都圏ふるさと会

・（　　〃　　）秋田・岩手地域連携軸推進協議
 会

・（　　〃　　）ふるさと納税制度関連事業

・（国際交流）国際フェスティバルin大仙

・（自然環境）環境学習事業

・（　 〃 　）大仙市さくらマップ事業

・（公園・緑地）ホームページ等を活用した情報
 提供

・（衛生環境）廃棄物減量化対策事業

・（公害防止）公害対策事業

・（　 〃 　）狂犬病予防対策事業

・（農業振興）農業情報収集発信事業

・（ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑ）受入体制の整備と情報発信

・（商業振興）得意分野発信事業

・（　 〃 　）中心市街地活性化事業

・（　 〃 　）新規開店等支援事業

・（企業支援）IT活用による企業支援

・（雇用・就労）求人情報発信事業

・（　　〃　　）雇用助成金案内事業

・（道路情報）道路情報等の情報提供事業

・（上下水道）ホームページの充実

・（電子行政）インターネット公売



継続して実施する取り組みの内、インターネットやホームページを利用した
情報配信や情報交換以外の取組（事業）

・（学校教育）学校ICTサポーター事業

・（生涯学習）図書館情報システム統一化事業

・（防災情報）情報集約配信基盤「情報の架け橋」
 事業

・（　 〃 　）コミュニティFM整備事業

・（　 〃 　）Jアラート自動起動装置整備事業

・（雪対策）除雪対策事業

・（農林振興）農地有効利用円滑化事業

・（地図情報）地図情報提供サービス

・（地域情報化）超高速情報通信基盤設備管理運
 営事業

・（　　〃　　）地上デジタル放送再送信施設管
 理運営事業

・（地域情報化）地上デジタル放送難視聴対策事
 業補助金

・（電子行政）電子計算管理運営事業

・（　 〃 　）地域イントラネット基盤施設管理
 事業

・（　 〃 　）情報機器等整備事業

・（　 〃 　）大仙Wi-Fiネット構築

・（　 〃 　）電子入札システム整備事業

・（　 〃 　）eL-TAX活用事業

継続はするが、実施方法を見直す取組（事業）

・（健康・医療）ボランティア等の育成

・（学校教育）情報モラルいじめ対策事業

・（国際交流）韓国国際交流員招致事業

・（防犯情報）防犯対策事業

・（交通安全）シミュレータを活用した交通安全
 啓発事業

・（農業振興）農業関係機関ネットワーク構築事
 業

・（　 〃 　）農情報活用事業

・（　 〃 　）パソコン農業簿記講習会

・（観光振興）知名度獲得を図るための情報の収
 集と発信

・（　 〃 　）口コミ情報発信

・（　 〃 　）食による観光コンテンツ充実

・（雇用・就労）商工関係団体との連携強化

・（情報教育）パソコン教室の開催

・（　 〃 　）市民向けパソコン基礎講習会

・（地域情報化）地域情報化意識調査

・（上水道）使用者ニーズの把握

目的が達成し完了したため、廃止する取組（事業）

・（地域情報化）移動通信用鉄塔施設整備事業

・（　　〃　　）携帯電話不感地域調査



６． 用　語

（１） マイナンバー制度について
　　住民票を有する全ての方に対して、1 人１番号のマイナンバーを住所地の市町
　村長が指定します。
　　原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。 
　　国の行政機関や地方公共団体などでは、社会保障、税、災害対策の分野で保有
　する個人情報とマイナンバーとを紐づけて効率的に情報の管理を行い、さらにマ
　イナンバーを活用して、個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取り（情
　報連携）することができるようになります。 
　　また、他人のマイナンバーを利用した成りすましを防止するための厳正な本人
　確認の仕組みや、マイナンバーを保有する機関の情報管理、また情報連携におけ
　る個人情報保護の措置も取り入れています。
　　これにより、今後、社会保障や税の負担の公平化、災害時の活用、行政事務手
　続きの簡素化が図られるほか、特定個人情報（個人番号を含む情報）のやりとり
　に関する情報提供記録をインターネット上で確認できる「マイナポータル」の設
　置により、一人ひとりに合った行政機関などからのお知らせを表示する機能（プッ
　シュ型情報サービス）の整備が予定されています。

（総務省の資料より）

個人番号の利用例について

年金事務所

市役所

※現時点で想定されているものであり、今後の検討過程において変更があり得るものである。

誕　生

高校生 大学生等 就　職 結　婚

子育て

退　職

学 校

会 社

厚生年金の裁定
請求の際に番号
を提示

住民票、課税
証明書の添付
を省略可能。

【通知カード】
・ 市町村長は、住民票に住民票コードを記
 載したときは、速やかに、個人番号を指
 定し、その者に対し、当該個人番号を通
 知カードにより通知しなければならない。

【通知カード】
・ 希望する者に対し、
 市町村長が交付。
・ 氏名、住所、性別、
 生年月日、個人番号の
 ほか、顔写真を表示。
・ カード１枚で本人確認
 と個人番号の確認が
 可能。

源泉徴収票
１２３４・・・・

１２３４・・・

（表面）
（裏面）

退職前に加入していた
健康保険の被保険者
資格喪失証明書の添付
を省略可能。

年金手帳や健康保険証
の添付を省略可能。

国民年金の第３号
被保険者の認定、
健康保険の被扶養者
認定の手続きの際に、
課税証明書の添付を
省略可能。

住民票や保護者等
の課税証明書の
添付を省略可能。

国民健康保険加入
手続きの際に番号
を提示

従業員やその扶養家族
の番号を源泉徴収票に
記載し、市役所や税務
署に提出

扶養家族の番号を
会社に提示

奨学金の
申請の際
に番号を
提示

高等学校等就学支援金
申請手続きの際に番号
を提示

個人番号カード交付申請

個人番号を通知

　個人番号
カードの交付

アルバイト先や会社
に番号を提示

児童手当の現況
届（毎年６月）の
際に番号を提示

個人番号カード（イメージ）

生年月日　◯年□月△日　性別 男
氏　　名　番号太郎
住　　所　△県◯市□町１－１－１

通知カード（イメージ）

個人番号　◯◯◯・・・・◯◯◯

生年月日　◯年□月△日
性　　別　男
氏　　名　番号太郎
住　　所　△県◯市□町１－１－１

個人番号　◯◯◯・・・・◯◯◯



（２） その他の用語について

ICT インフラ（インフラストラクチャ）とは、システムを機能さ
せるために必要となる設備（ネットワークやハードウェア）や人
材のことです。

ICTインフラ１

情報システムの利用者が使用したいときに使用できる状態可用性３

スマートフォンやタブレット端末の総称です。スマートデバイス５

ICT ガバナンス（統制）とは、情報システムの効果が出ているか、
役に立っているか、適切な費用となっているか、安全・安定稼働
しているかを組織的にチェックし、適正化していく取り組みのこ
とです。

ICTガバナンス２

従来のコンピュータ利用は、ユーザー（企業、個人など）がコン
ピュータのハードウェア、ソフトウェア、データなどを、自分自
身で保有・管理していたのに対し、クラウドコンピューティング
では「ユーザーはインターネットなど通信回線の向こう側から
サービスを受ける」利用形態のコンピュータ技術のことです。

クラウドコンピュー
ティング

４

個人と個人、個人と組織、組織と組織の間の情報発信が、ウェブ
サービスを経由することによってそれ自体が意味を持つコミュニ
ティとなり、実社会に広く拡散され、影響力を持ち始めたメディ
アのことを指します。代表的なソーシャルメディアとしては
Twitter や Facebook などがあげられます。

ソーシャルメディア６

フェイスブックは、フェイスブック株式会社が提供する SNS（人
と人とのコミュニケーションをインターネット上で構築するサー
ビス）のことです。ホームページのような一方的な情報発信だけ
でなく、双方向で情報交換が可能なコミュニケーションツールで
す。

フェイスブック
（Facebook）

７

インターネット上で、利用者が要求する情報を事前に設定してお
くと、以降はその要求情報を基に、情報を受け取れるサービス形
態のことです。電子メールの配信サービスもその一つです。反対
にプル型とは、利用者が要求するとその都度サービスの応答があ
る形態を指します。

プッシュ型情報サー
ビス

８

用　　　語 説　　　　　　　明項番




