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【改変時の留意事項】 

SDGsアイコン、市ロゴマーク、市公式キャラクターを利用する際は、 

各規約をご確認ください。 
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第１章 基本的な考え方 
 

１－１ 策定の趣旨 
・ICT1やデータを効果的に活用し、将来にわたり持続可能な自治体経営を目指す。 

近年、データ流通量の増大や AI2等の技術向上により、情報化を取り巻く社会環境は大きく

変化をしており、業務の高度化や効率化への取組には ICT やデータの活用が不可欠となって

います。 

とりわけ、進展する少子高齢化・人口減少3は、「労働力不足」、「地域コミュニティ機能の低

下」、「健全な自治体経営のための財源確保」等の課題の要因となるため、本市においても、ICT

やデータを効果的に活用し、課題解決に取り組む必要があります。 

そこで、本市では、デジタル化4を推進することで、将来にわたり持続可能で魅力的なまちづ

くりを目指し、行政サービスの維持・向上及び業務の効率化を図るため、ICTやデータの活用

に関する基本的な考え方や方向性を示した「小牧市デジタル イノベーション推進計画」を新た

に策定します。 

 

１－２ 位置付け 
・市の最上位計画である、小牧市まちづくり推進計画 第 1次基本計画の個別計画 

・官民データ活用推進基本法5が定める市町村官民データ活用推進計画 

本計画は、小牧市まちづくり推進計画 第 1 次基本計画（以下「まちづくり推進計画」とい

う。）で掲げる本市のまちづくりの機軸となる都市ヴィジョンの実現を ICTの活用により支援

する計画です。 

まちづくり推進計画において SDGs6の視点を導入し、“誰一人取り残さない”持続可能で多

様性と包摂性のある社会の実現を目指すこととしており、ICT やデータの活用に関しても

SDGsの視点を踏まえることとします。 

また、データの活用を総合的かつ効果的に推進するため、官民データ活用推進基本法第９条

に規定する市町村官民データ活用推進計画として本計画を位置付けます。 

 

 

 

  

 

 

 

  

 
1 Information and Communication Technologyの略で情報通信技術を表す。ITの「情報技術」に加えて「コミュニケーション」性

が具体的に表現されている点に特徴があり、ネットワーク通信による情報・知識の共有が念頭に置かれた表現 
2 Artificial Intelligenceの略。人工的な方法による学習、推論、判断等の知的な機能の実現及び人工的な方法により実現した当該機

能の活用に関する技術のこと。 
3 本市の将来人口は、平成 30(2018)年 153,096人（65歳以上 36,387人）に対し、令和７(2025)年 150,725人（65歳以上

38,150人）、令和 12(2030)年 147,740人（65歳以上 38,526人）と推移すると予測されている。(「まちづくり推進計画」より) 
4 本計画におけるデジタル化とは、効果的に ICTやデータを活用し、新たなサービスの創出や新しい価値を生み出すことをいう。 
5 平成 28(2016)年 12月に公布された法律。国、自治体、独立行政法人、民間事業者などが管理するデータの活用、行政手続の原則

オンライン化、マイナンバーカードの普及・活用などが明記されている。 
6 Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略。平成 27(2015)年９月の国連サミットで採択された「持続可能な

開発のための 2030アジェンダ」に記載された、平成 28(2016)年から令和 12(2030)年までの国際目標。持続可能な世界を実現す

るための 17のゴール・169ターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さないことを誓っている。 

デジタル イノベーション 

推進計画 

 

まちづくり推進計画 
官民データ活用推進基本法 

世界最先端デジタル国家創造宣言・ 

官民データ活用推進基本計画 

愛知県官民データ活用推進計画 
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１－３ 計画の期間 
・令和３年度から６年間 

本計画は、令和３(2021)年度から令和８(2026)年度までの６年間を計画期間とします。た

だし、計画期間において ICTの進展や市民ニーズ、国や県の動向に大きな変化があった場合等

は、必要に応じて見直しを行います。 

 
 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

まちづくり推進計画         

デジタル イノベーション推進計画         

 

 

１－４ 推進体制 
・「小牧市デジタル イノベーション推進委員会」を設置 

全庁的な推進組織として副市長（本市の CIO7）を本部長とする「小牧市デジタル イノベー

ション推進委員会」を中心に、戦略的にデジタル化を推進します。 

また、主要な課題に対しては、本委員会の下に作業部会を設置するなど、庁内横断的に取り

組むものとします。 

＜作業部会の取組実績（令和２(2020)年度）＞ 

 RPAの利活用、キャッシュレスや電子申請の検討、施設予約システムの利便性の向上、会議

のデジタル化の調査研究を行いました。（詳細は、取組一覧（P13～）を参照してください。） 

 

  

 
7 Chief Information Officerの略。日本語では「最高情報責任者」「情報システム担当役員」「情報戦略統括役員」などと訳される。

企業や行政機関等といった組織において情報化戦略を立案、実行する責任者のこと。 
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第２章 ＩＣＴの動向 
２－１ ICT利用実態 
・技術革新が著しく進展し、ICTが日常生活において欠かせないものになっている。 

インターネットをはじめとする ICTは、急速な進歩を遂げ8、多くの世代に普及しています。 

総務省の通信利用動向調査（令和元(2019)年度）によると、インターネット利用率が９割に

迫る状況です。特に、６～12歳及び 60歳以上の年齢層で大きく増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、インターネット利用者の 69.0%9が SNS10を利用しており、コミュニケーションツー

ルとしての活用も広がっています。 

本市においても、スマートフォンを保有している市民は７割11を超えており、スマートフォ

ンの普及により外出先でも手軽にインターネットに接続できるようになりました。 

近年では、QR コード決済の普及が進むなど、キャッシュレス決済比率12が年々増加してい

ます。経済産業省は、令和元(2019)年度の実績 26.8%13に対し、令和７(2025)年までにキャッ

シュレス決済比率を 4 割程度とする目標を設定しており、官民を挙げて利用を促進していま

す。 

  

 
8 近年、実社会の中であらゆる事業・情報がデータ化され、ネットワークでつながる「IoT」、機械が自ら学習し、人間を超える高度な

判断を行う「AI(人工知能)」などの技術革新が従来にないスピードとインパクトで進行している。 
9 総務省「令和元年通信利用動向調査」より ※調査属性は、20歳以上の世帯主がいる世帯及びその６歳以上の構成員 
10 Social Networking Service(Site)の略。個人間の交流を支援するサービス（サイト）で、参加者は共通の興味、知人等をもとに

様々な交流を図ることができる。 
11「小牧市まちづくり推進計画策定に向けたまちづくりに関する調査」(令和元(2019)年８月)より ※調査対象は、18歳以上の市民 
12 キャッシュレス決済とは、現金を使わないで買い物や料金の支払ができるサービスのこと。比率は、クレジットカード支払額、デビッ

トカード支払額、電子マネー支払額、QRコード決済支払額の合計を民間最終消費支出で割ったもの。 
13 経済産業省 商務・サービスグループ キャッシュレス推進室「第一回の議論の振り返り、日本のキャッシュレス決済比率、決済事業

者及び国の開示の在り方について」（令和２(2020)年６月 23日）より 

出典：令和元年通信利用動向調査（総務省） 

■ インターネット利用状況（個人） 
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２－２ 新しい生活様式に向けた社会・価値観の変容 
・感染拡大により顕在化した課題や新しい生活様式への対応が求められている。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、社会経済活動は激変しています14。 

感染症への対応において、煩雑な手続や給付の遅れなどの課題が浮き彫りになった15ほか、

ニュー・ノーマル16に向けた社会・価値観の変容17がもたらされました。 

コロナ禍においても、社会が機能し、経済の発展を促すため、働き方・学び・くらしの改革

を進め、デジタルによる強化を図ることが求められています。 

 

２－３ 多様なニーズへの対応 
・多様化するニーズに対応するための選択肢の提示 

ICT の進展や新型コロナウイルス感染症等の影響を受け、「場所や時間を問わず手続を行い

たい」「非接触でサービスを受けたい」といった需要が高まっています。 

そのため、行政においても、ICTを活用したサービスの提供により、利便性の向上が期待さ

れます。一方で、対面等の従来の手法を望まれる方もいるため、画一的なサービスではなく、

選択肢を提示した、多様なニーズへの対応が求められています。 

  

 
14 コロナ以後、非対面・オンラインの活動が増加し、直接接触・対面の活動が減少した。(感染拡大によるメディア接触の変化として、

インターネットショッピングや通信販売の利用が増えたと回答した割合は 19.7％。SNSの利用が増えたと回答した割合は 19.2％ 

感染拡大による運動習慣・食生活の変化として、自宅以外の屋内での運動が減ったと回答した割合は 22.1％。外食が減ったと回答し

た割合は 50.2％）（金融庁「コロナ以後の経済社会構造の変化」（令和２(2020)年 10月 20日）より） 
15 感染症拡大防止のため、社会的距離を確保しつつ社会経済活動を維持する観点から、ICTの活用が進められたが、指摘された課題と

して次の例がある。 

・特別定額給付金の給付の際、電子申請を可能としたが、各自治体のシステムが対応できず、オンラインによるデータを活用しきれ

なかった。その結果、迅速な支給等に支障が出たケースが見られた。 

・テレワーク対応時に、手続や契約に係る書面・押印の慣行等に起因して出社を余儀なくされた。 

・保健所等からの陽性者の報告がファックスで行われていたなど、ICTの活用により効率性を向上させる視点が欠けていた。 
16 新しい(ニュー)常態(ノーマル)の造語。社会的に大きな影響を与える事柄により、今までの常識が大きく変わること。  
17 ニュー・ノーマルがもたらした価値観の変化には、主に３つの面（働き方、消費行動、社会）が挙げられる。 

・働き方：テレワークなどにより、場所を問わず仕事ができるという価値観の広がりがみられた。例えば、オンライン会議では、対 

面と比べて発言数の増加や、内容に応じて入退出が行われるなどの変化もみられ、会議の在り方が問われる機会が増している。 

また、出張などの移動をしなくても会議への参加が可能となり、働き方改革や仕事効率化の意識を高めている。 

・消費行動：インターネットによる購買行動の増加やオンラインでのイベント参加等の経験が消費行動に変化をもたらしている。 

また、外食が減り内食化するなど、在宅でできる消費行動や家での楽しみ方を模索するといった価値観に変化があらわれている。 

・社会：健康意識の向上や人との繋がりの再確認などの社会的な変化がみられた。 
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２－４ 国の ICT関連政策等 

（１）官民データ活用推進基本法 

・国及び地方公共団体に対して官⺠データ活用推進計画の策定を義務化 

（市町村は努力義務） 

平成 28(2016)年に施行された「官民データ活用推進基本法」では、都道府県に「都

道府県官民データ活用推進計画」の策定が義務付けられ、市町村も関連する計画の策定

に努めることとなりました。 

国民が ITやデータ利活用を意識せずその恩恵を受け、真に豊かさを実感できる社会

「官民データ利活用社会」の実現が期待されており、EBPM18、オープンデータ19の活用

によるまちづくりの進展などが可能になります。 

 

（２）デジタル手続法 

・情報通信技術を活用した行政の推進 

平成 29(2017)年に施行されたデジタル手続法では、「社会全体のデジタル化」とし

て、国、地方公共団体、民間事業者、国民その他の者があらゆる活動において情報通信

技術の利便性を実感できる社会の実現が掲げられました。 

また、情報通信技術を活用した行政の推進の基本原則として、以下の３つの原則が明

示されました。 

① デジタルファースト：個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結する。 

② ワンスオンリー：一度提出した情報は、二度提出することを不要とする。 

③ コネクテッド・ワンストップ：複数の手続・サービスをワンストップで実現する。 

さらに、行政手続において情報通信技術を活用する原則として、行政手続はオンライ

ン化すること、添付書類の撤廃（連携等により参照できる情報の添付を不要とするこ

と）が求められています。 

 

（３）「デジタル庁」を巡る動き 

・令和３(2021)年度中にデジタル庁の設置を予定 

政府は、行政デジタル化を一元的に担う組織として、縦割りになっている IT業務の一

本化や、行政機関との円滑なデータ連携を進め、行政手続全般を迅速にするため、デジ

タル庁の創設を目指しています。 

主な取組として、マイナンバーカードの普及、給付の迅速化、手続のオンライン化、

データの有効活用、働き方改革、テレワーク20の定着、サイバーセキュリティ21強化など

を検討することとしています。 

  

 
18 Evidence-Based Policy Makingの略。統計や業務データなどの客観的な証拠に基づく政策立案のこと。 
19 「オープンデータ基本指針」(平成 29年５月 30日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議決

定)では、オープンデータの定義について、「①営利目的、非営利目的を問わず二次利用可能なルールが適用されたもの、②機械判読

に適したもの、③無償で利用できるもの」のいずれの項目にも該当する形で公開されたデータとして規定している。 
20 在宅勤務、サテライトオフィス勤務など、ICTを活用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方のこと。 
21 サイバー領域に関するセキュリティのこと。具体的には、第一に「漏洩」「消失」「毀損」を受けるリスクへの備え、第二にシステ

ムやネットワークの安全性と信頼性を確保するための対策 
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２―５ 本市のこれまでの計画と取組 

（１）計画 

・まちづくり推進計画 

自治体経営編の経営理念において、ICTの活用が明記されています。 

「自治基本条例の理念をもとに、限りある経営資源を無駄なく最適に配分しながら、市民や民間との協働によるまち

づくりを推進し、ICTを効果的に活用することで生産性を最大限に高めながら官民全体で市民に真に必要なサービス

を維持、向上させ、将来にわたり持続可能な自治体経営を目指します。」（計画 P174 (1)経営理念より） 

 

・小牧市 IT推進計画 

活力ある情報都市づくりを推進するため、情報関連施策の基本的な方針を定めた小牧

市 IT推進計画（平成 14(2002)年３月策定）に基づき情報化を進めてきました。 

また、小牧市 IT推進計画の目標年度（平成 17(2005)年度）以降は、行政改革の中で

ICTを活用した施策を実施してきました。 

 

（２）取組 

・社会保障・税番号制度など国の政策への対応 

・ICTを活用した事業展開 

社会保障・税番号制度など国の政策への対応に加え、まちづくりを推進するために

ICTを活用した様々な施策を進めてきました。 

具体的には、SNSによる市政情報の発信、市民レポートシステムの導入、子育て応援

等アプリの配信、バスロケーションシステムの導入などを実施してきました。（詳細は、

取組一覧（P13～）を参照してください。） 

 

２―６ 本市におけるデジタル化に向けての現状と課題 
・従来の手法が根強く残っており、業務プロセスの改革や制度そのものの抜本的な見直し

が必要 

前項に挙げた取組など、様々な施策を展開してきましたが、デジタル化を阻む要因が残され

ています。具体的には、以下のような課題が挙げられます。 
 

・本市のマイナンバーカードの交付率は 3割弱22であり、普及や活用の促進が課題と

なっています。 

・市が有するデータについて、庁内での活用やオープンデータとして公開することが前

提とされていなかったため、行政のデータの有効利用が進んでいませんでした。 

・情報漏洩等のインシデント（事故やそれにつながるおそれがあった事象）を防ぐた

め、職員一人一人の情報の取扱いへの意識を一層高める必要があります。 

・手作業によるミスを減らすため、電子によりデータを入手し、RPA23を活用して入力す

るなど、リスクマネジメント24の観点からも効果的な ICTの活用が必要です。 

・これまで、人材の配置や組織形態等が ICTを積極的に推進できる体制となっておら

ず、推進体制の整備が課題となっていました。 
 

本計画は、これらの問題意識に基づき、市民の満足度や幸福度を向上させ、今後の ICT や

データの活用を推進するための指針を示すことを目的として策定します。  

 
22 本市におけるマイナンバーカード交付率 29.7％（令和 3(2021)年 2月末時点） 
23 Robotic Process Automationの略。パソコンを使用して行う入力、集計といった定型業務を自動化できるソフトウェアのこと。 
24 リスクを組織的に管理し、損失などの回避又は低減を図るプロセスのこと。 
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第３章 ３つの指針 - three guidelines -  

３－１ 指針の策定に向けた整理 
・誰もがデジタル化の利便性を享受し、豊かさを実感できるまちを目指す。 

近年、スマートフォン等の急速な普及により、インターネット利用が社会全体に浸透してお

り、デジタル社会が到来していると言っても過言ではないほど、ICTが日常生活に欠かせない

ものになっています。 

このような社会環境において、ICTやデータをまちづくりに活用することは、市民生活を便

利で暮らしやすくするだけでなく、多様化する市民ニーズに応えたサービスの提供や、業務効

率化などに資する可能性を持っています。 

 

 

 

 

 

『TECH＝テクノロジー』をまちづくりへ 

こうした社会情勢の変化に対応し、「Tech（テクノロジー）25」をまちづくりに積極的に活

用することで、誰もがデジタル化の恩恵や利便性を享受できる状態を創出し、市民が「豊かさ」

を実感できるまちを目指します。 

今後の取組については、テクノロジーを「まちづくり」「行政サービス」「行政経営」の３つ

の分野26に効果的に取り入れることで、ICTやデータの積極的な活用を推進していきます。 

 

３－２ ICT・データ活用指針 
前項を踏まえ、ICTやデータを利活用したまちづくりを推進するため、次の３つの指針を掲

げます。 
 

（１）指針１：デジタル バイ デフォルト 
 

【課題】紙などを利用した従来のアナログな手段が多く残っていること。 

電子申請システムなどの電子的手段があるものの、従来の対面・書面を前提とした行

政運営が根強く残っています。申請等に対する市民ニーズに即した対応も十分できてい

るとは言えません。 

規則等で押印を求められているなどの原因を解消し、情報システムや業務プロセスの

見直しが喫緊の課題となっています。 

 

【原則】費用対効果を勘案し、行政サービス・手続はデジタルを基本とする。 

従来の行政サービスは、対面でのやりとりや紙での手続を前提として設計されたもの

が多く、デジタル化を推進する際の妨げとなっています。 

真に利便性の高いサービスを実現するため、これまでのサービスの在り方や手続方法

を見直すほか、新たに実施していく取組については、費用対効果を勘案し、デジタルを

基本かつ原則として実施していきます。  

 
25 ビジネス分野と Tech（テクノロジー・技術）をかけあわせた「○○Tech（テック）」「X-tech（クロステック ）」という言葉が普

及しつつある。この言葉は ITの力を活用し、今までにない新たな価値や仕組みを提供することを意味する。既存の業界に最新のテク

ノロジーを組み合わせて、新しい価値を提供するようなサービス・製品と定義されている。 
26 まちづくり推進計画における分野別計画編を「まちづくり」、自治体経営編を「行政サービス」と「行政経営」の２つの分野で整理

している。 
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（２）指針２：データの利活用推進 
 

【課題】市が有するデータを十分に活用できていないこと。 

本市では、平成 26(2014)年度からオープンデータを推進していますが、一部分の情

報公開にとどまっており、庁内におけるデータも十分に活用されていません。 

少子高齢化等の社会課題の解決や多様化する市民ニーズへの対応には、市民や民間と

連携しながら、データを活用した分析や効果検証に取り組む必要があります。 
 

【原則】使用できる形でのデータ保持、公開原則27 

社会課題や地域の課題を解決するためには、ICTやビッグデータを活用して現状を分

析し、問題を可視化することが重要です。このように、データを利活用することは、持

続可能な市政を支えるための基盤となります。 

データの活用を円滑にするため、市が保有するデータの把握、可視化を行い、「使用で

きる形でのデータを保持」することとします。また、データを収集・作成・蓄積する段

階からデータの活用・公開を前提とした業務を行います。 

 

（３）指針３：ユーザビリティの追求 
 

【課題】利用者目線で十分な見直しがされていないこと。 

市民ニーズに考慮したサービスの提供に努めていますが、利用率やニーズの変化に対

応し、十分な見直しが随時されているとは言えません。 

例えば、電子申請が導入された手続については、利用率が低いものもみられます28。 

利用者の使いやすさを考慮し、周知不足を改善するなど、真に使いやすいサービスを

追求していく必要があります。 
 

【原則】情報格差に配慮し、サービスの受け手の立場で使い勝手・分かりやすさを重視 

便利なサービスや優れたシステムを開発・提供したとしても、実際にユーザーに広く

使われなければ、導入時に期待した効果を得ることはできません。 

質の高いサービスを追求するため、情報格差（デジタルデバイド）に考慮し、サービ

スの受け手の立場で、使い勝手・分かりやすさを重視してサービス・業務を設計、提供

することとします。サービスの提供後も随時見直しを行います。 

 

３－３ ６つの基本施策 
前項の３つの指針に基づき、次の６つの基本施策を設定しました。 

 
 基本施策 

 ① デジタル化への基盤の整備 

② ICTを活用した便利で快適な都市の創造 

 ③ ICTを活用した協働・情報共有の促進 

④ ICTを活用した利便性の高い窓口サービス 

 ⑤ ICTを活用した業務効率化による生産性向上 

⑥ デジタル化に対応できるひとづくり 

 
27 個人情報や機密性が高い情報等を除く。 
28 令和２(2020)年の庁内向け調査において、オンライン対応済の 37手続のうち、オンライン受付数が１割に満たない手続は 24件 
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第４章 基本施策の展開 
本計画を推進していくための基本施策の目的、手段及び成果指標を示します。なお、手段については、

策定時点において想定される取組を掲載していますが、ニーズの変化等に応じて必要とされる取組が生

じた場合は、随時対応していきます。（手段の詳細は、取組一覧（P13～）を参照してください。） 

 

４－１ まちづくり× TECH 

① デジタル化への基盤の整備 ----------------------------  
 

【目的】 

ICT をまちづくりの様々な分野で活用す

ることができるようになり、利便性の高い

サービスの提供が可能になることを目指し

ます。 

 

【手段】 

・マイナンバーカードの取得促進 

・Wi-Fi29（公衆無線 LAN）環境の拡充 

・次世代通信技術（５G）導入に向けた検討 

・学校の ICT 環境の整備 

 

 
【成果指標】 
・マイナンバーカード交付率      ・Wi-Fiを設置した公共施設の数 

 

 

② ICTを活用した便利で快適な都市の創造 -----------------  
 

【目的】 

市民生活に ICT を積極的に活用すること

で、便利で快適に暮らすことができるまちを

目指します。 

また、まちの魅力を向上させ、市外の人に

とっても小牧市に住んでみたいという希望

につなげます。 

 

【手段】 

・マイナンバーカードの活用促進 

・図書館のスマホ利用者カードの導入 

・各種アプリの活用促進 

・バスロケーションシステムの利用促進 

・プレミアム商品券の電子化 

 

【成果指標】 
・各種証明書のコンビニ交付通数    ・各種アプリの活用数 

 

 
29 端末・機器がお互いにケーブルなしでネットワーク接続する「無線 LAN」の規格のこと。 

マイナンバーカード 4G 

5G 

学校の ICT環境 

・小牧駅行 

・・・・・ 

・・・・・

・・・・・

・・・・・

・・・ 

ＧＰＳ 

ＧＰＳ端末 

図書館のスマホ 

利用者カード 

子育て応援 

アプリ バスロケーション 
システム 
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４－２ 行政サービス× TECH 

③ ICTを活用した協働・情報共有の促進 ------------------  
 

【目的】 

ICT を活用することで、官民双方向の対話

を促進し、共有された情報を基に、地域課題の

解決に協働して取り組むことを目指します。 

 

【手段】 

・SNS（公式 LINE、Facebook、Twitter、 

Instagram）の活用促進 

・市民レポートシステムの活用促進 

・オープンデータの充実 

・課題提案型実証事業の実施 

 

 

【成果指標】 

・公式 LINEの登録アカウント数   ・オープンデータとして公開されたデータ数 

 

④ ICTを活用した利便性の高い窓口サービス ---------------  
【目的】 

時と場所を問わず手続がオンラインで行

え、関連する手続が一度の申請で完結するこ

とを目指します。 

また、対面によるサービスを含め、ICT や

データを活用してより利便性を向上させま

す。 

【手段】 

・オンライン申請の拡充 

・キャッシュレス決済の拡充 

・スマート窓口の導入 

・窓口呼出しシステムの更新 

（Webで窓口予約、混雑・受付状況確認） 

・自動応答システムの拡充 

・新たな施設予約システムの導入 

（オンライン予約、抽選機能） 

・患者外来受診支援システムの導入 

 

【成果指標】 

・オンライン申請対応の手続数   ・窓口サービスが便利だと思う市民の割合 

 

 

スマホでも 

 
タブレット 
でも 

 

ＴＶでも 

 

ＰＣでも 

ICTによる双方向の対話の促進 

オンライン申請
の拡充 
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４－３ 行政経営× TECH 

⑤ ICTを活用した業務効率化による生産性向上 -------------  
【目的】 

業務効率化により、個別支援の充実や政策

立案に係る時間を増やし、各種事業効果を高

める取組を推進します。 

【手段】 

・RPA・AI-OCR30の活用推進 

・Web会議ツールの活用推進 

・テレワークの推進 

・AI議事録の活用推進 

・庁内におけるデータの活用推進 

・ペーパーレス化の推進 

・システム標準化31への対応 

・クラウド化の推進 

・レセプト精度診断ＡＩシステムの導入 

・電子カルテへの音声入力システムの導入 

・ＡＩ問診の拡充 

【成果指標】 

・RPA導入業務数          ・電子決裁比率 

 

 

⑥ デジタル化に対応できるひとづくり --------------------  
  

【目的】 

進化する ICT の現状に応じた安全対策を

講じることで、安心して行政サービスを受け

られる体制を整えることを目指します。 

 

【手段】 

・各種研修を活用した人材育成 

・デジタル化に対応した公文書の取扱い 

方法の明確化 

・ICTリテラシー32・情報モラルの向上 

・個人情報保護の徹底 

 

 
【成果指標】 

・ICT・データ活用に関連する研修受講者数  ・情報セキュリティ自己点検実施率 

 
30 Optical Character Reader（又は Recognition）の略で、画像データのテキスト部分を認識、文字データに変換する光学文字認識

機能のことをいう。AIと融合したものが AI-OCR。従来手作業で行っていた入力作業を効率化することができる。 
31 自治体の情報システムに係る重複投資をなくして標準化・共同化を推進し、自治体行政のデジタル化に向けた基盤を整備するも

の。 
32 情報通信技術を正しく使用することができる能力のこと。 

ＲＰＡ 

ＰＣアプリ操作 

数値データの 
入出力 

文字データの入力処理 

データの 
ダウンロード 

メール送受信 

ネット検索 

データ変換・加工 
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第５章 個人情報等の適正な取扱い 
 

５－１ 情報セキュリティの向上 
・適切な情報システムの運用体制を確保する。 

本計画の実施に当たっては、「サイバーセキュリティ基本法（平成 26 年法律第 104 号）」、

「サイバーセキュリティ戦略（平成 27 年９月４日閣議決定）」、「地方公共団体における情報

セキュリティポリシーに関するガイドライン」、「小牧市情報セキュリティポリシー」等に基づ

く適切な情報資産の保護・管理体制を確保します。 

 

５－２ 個人情報の適正な取扱いの確保 
・個人情報の適正な利用や、安全管理措置の徹底を図る。 

個人情報については、「小牧市個人情報保護条例」等の規定に基づき適正に取り扱うことと

し、データ活用に係る市民の不安の払拭に努めます。 
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 取組一覧 
本計画を推進していくための取組の概要を示します。なお、策定時点において想定される取組を掲

載していますが、ニーズの変化等に応じて必要とされる取組が生じた場合は、随時対応していきま

す。 
 

計画の推進に当たっては、本市の ICT利用実態を把握するため、以下の状態を表す指標を設定し、

各基本施策については、それぞれ指標等を整理します。 
 

【状態を表す指標】 

・市民の年代別インターネット利用率       

・市民の年代別スマートフォン保有率 
 

※いずれも令和３(2021)年度以降毎年調査を実施する予定です。 

スマートフォン保有率については、「小牧市まちづくり推進計画策定に向けたまちづくりに 

関する調査」(令和元(2019)年８月)において、類似調査を実施しています。 
 

※令和２(2020)年度に実施した、小牧市デジタル イノベーション推進委員会作業部会による検討結果 

を踏まえ、概要を作成しています。 

 

まちづくり× TECHの取組 

①デジタル化への基盤の整備 
 

【成果指標】 

・マイナンバーカード交付率       

・Wi-Fiを設置した公共施設の数 
     
※下記に掲載された QRコードは、市のホームページ等へ遷移します。 

※凡例 →：従前から実施済みで取組を継続（拡充を含む。） 

取組 概要 

 

→ 

マイナンバーカード 

の取得促進 

 

出張申請受付の拡充や、カードを持つメリットを分か

りやすく伝えていくことで、取得を促進します。 

【今後の予定】令和 5(2023)年３月末までにほとんど

の住民が取得できるよう啓発 

 

→ 

Wi-Fi（公衆無線 LAN） 

環境の拡充 

公共施設のWi-Fi設置場所を拡充するとともに、利用

者が使いやすい運用方法を含めた利用環境の整備を

進めます。 

【今後の予定】社会教育施設や交流施設等への拡充 
 

 

 
次世代通信技術（５G）導入に

向けた検討 

次世代通信技術（５G：第 5世代移動通信システム）

について、国の動向や他自治体の活用事例を参考に

し、効果が見込める技術の導入や教育現場の環境整備

について検討します。 

【今後の予定】事例研究による導入検討 

 

 学校の ICT環境の整備 

国の GIGAスクール構想33に基づき、児童生徒一人一

台のタブレットを整備し、こどもたちの時代を切り拓

く力を育成します。 

【今後の予定】タブレットの活用（令和 2(2020)年度

に一人一台のタブレットを整備） 

 
33 児童生徒一人一台端末と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、こどもたち一人一人に公正に個別最適化さ

れ、資質・能力を一層確実に育成できる教育 ICT環境の実現を目指す計画のこと。 

【市ホームページ】設置状況 QRコード 

【URL】http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/shimin/life/public_wifi/29623.html 

【市ホームページ】出張申請受付 QRコード 

【URL】http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/fukushi/shimin/3/3/18854.html 
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②ICTを活用した便利で快適な都市の創造 
 

【成果指標】 

・各種証明書のコンビニ交付通数       

・各種アプリの活用数 
     
※下記に掲載された QRコードは、市のホームページ等へ遷移します。 

※凡例 →：従前から実施済みで取組を継続（拡充を含む。） 

 

取組 概要 

 

→ 

マイナンバーカードの活用 

促進  

マイナンバーカードを用いて取得するコンビニ交付

サービスや市民病院における診察券としての活用を

促進していきます。また、マイナポータル34による情

報提供を充実させるほか、健康保険証や図書館の利用

者カードとしてマイナンバーカードを活用できるよ

うにするなど、用途の拡充を進めます。 

【今後の予定】活用を促進・用途拡充 
 

 

 
図書館のスマホ利用者カード

の導入 

スマートフォンを図書館の利用者カードとして利用

できるようにします。 

【今後の予定】普及（令和３(2021)年３月下旬に利用

開始） 

 

→ 各種アプリの活用促進 

子育て応援アプリ「すくすくこまキッズ」やごみ分別

アプリ「さんあ～る」、ウォーキングアプリ「alko」等 

の各種アプリを配信しています。更なる活用を促進す

るため、市民に広く周知していきます。 

【今後の予定】活用を促進 
 

 

→ 

バスロケーション 

システムの利用促進 

GPS35による位置情報を収集し、巡回バス「こまくる」

の運行状況等を市民病院に設置したデジタルサイ

ネージ36やインターネット上で利用者に提供していま

す。バス利用を促進するため、今後も利便性を向上さ

せます。 

【今後の予定】周知活動を実施 

 

 

 プレミアム商品券の電子化 

紙で発行しているプレミアム商品券の電子化を検討

します。電子化により、販売・発行・換金に関わる効

率化を進めます。 

【今後の予定】令和２(2020)年度に実施した分析結

果を踏まえ、次年度以降、電子化を検討 

  

 
34 国が運営するオンラインサービスで、マイナンバーカードを使って、自身の税や社会保障等の情報の閲覧、子育てワンストップ

サービスの利用、行政からのお知らせ通知などのサービスを利用するためのサイトのこと。 
35 Global Positioning Systemの略。全世界的な位置測位システムのことで、24時間いつでも、地球上のどこにおいても高精度に位

置を測定できる。 
36 電子看板。公共空間で、ネットワークに接続されたディスプレイなどの電子的な表示機器を使って情報を発信するシステムの総称 

【市ホームページ】バスロケーションシステム QRコード 

【URL】 http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/toshiseisakubu/toshiseibi/2/4/2/25876.html 

【市ホームページ】コンビニ交付サービス QRコード 

【URL】 http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/shimin/life/todokede/16342.html 
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行政サービス× TECHの取組 

③ICTを活用した協働・情報共有の促進 
 

【成果指標】 

・公式 LINEの登録アカウント数       

・オープンデータとして公開されたデータ数 
     
※下記に掲載された QRコードは、市のホームページ等へ遷移します。 

※凡例 →：従前から実施済みで取組を継続（拡充を含む。） 

取組 概要 

 

→ 

SNS（公式 LINE、Facebook、

Twitter、Instagram）の活用

促進 

SNSを通した市民・事業者との情報交換・共有等、多様

なコミュニケーションの機会を提供します。 

【今後の予定】LINEを活用した新たな機能拡充 

 

→ 

市民レポートシステム 

の活用促進 

道路や公園遊具等の不具合に関する情報提供を受け付

ける、市民レポートシステムを運用しています。引き続

き、対象の拡充や市民の参画を促進します。  

【今後の予定】対象拡充、周知促進 

 

 

→ オープンデータの充実 

市が有するデータの公開や使用ができる形での保持に

努めます。また、公開データの数を増やし、誰もが容易

に二次利用が可能な環境を提供します。 

【今後の予定】データ拡充（令和３(2021)年３月末に

オープンデータの拡充サイトを公開） 

 

 課題提案型実証事業の実施 

市民・事業者等と行政の協働により、ICTを活用して地

域課題の解決に取り組みます。 

【今後の予定】令和３(2021)年度課題募集 

令和４(2022)年度実証開始 

  

【市ホームページ】まちレポこまき QRコード 

【URL】 http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/shicokoshitsu/kouhou/kouchou/77/30721.html 
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④ICTを活用した利便性の高い窓口サービス 
 

【成果指標】 

・オンライン申請対応の手続数       

・窓口サービスが便利だと思う市民の割合 
     
※凡例 →：従前から実施済みで取組を継続（拡充を含む。） 

取組 概要 

 

→ オンライン申請の拡充 

オンラインでの申請、届出や電子認証等のサービス拡充

により、利便性を向上させます。 

【今後の予定】対象手続の拡大、申請のしやすさを向上 

 

 キャッシュレス決済の拡充 

市民の利便性を向上するため、市税の納付の方法と機会

を充実するとともに、使用料や手数料等へのキャッシュ

レス決済導入を検討します。 

【今後の予定】令和３(2021)年度から PayPay、

LINEPayによる納税を開始（Pay Bは導入済） 

 

 スマート窓口の導入 

窓口の混雑緩和や利用者の在庁時間削減のため、イン

ターネットから各種申請・届出等ができる「待たせな

い」、「書かせない」窓口サービスを検討します。 

【今後の予定】事例研究による導入検討 

 

 

窓口呼出しシステムの更新

（Webで窓口予約、混雑・受

付状況確認） 

Webからの窓口混雑状況や受付状況確認、窓口予約機能

の追加を検討し、市民に利用しやすく、分かりやすい窓

口呼出しシステムに更新します。 

【今後の予定】令和４(2022)年１月導入 

 

→ 自動応答システムの拡充 

入力した質問等に対し、AIが自動的に応答するプログラ

ムの活用業務を拡充して対応精度を向上させます。 

【今後の予定】対象業務の拡充、画面をより分かりやす

くするためのリニューアルを検討 

 

 

新たな施設予約システムの導

入 

（オンライン予約、抽選機能） 

スポーツ施設等の公共施設の予約を行う施設予約シス

テムの利便性を向上させるため、オンライン予約や抽選

機能等を有するシステムの導入をします。 

【今後の予定】令和５(2023)年１月導入 

 

 
患者外来受診支援システムの

導入 

スマートフォンアプリ等を使った「自動受付」、「予約管

理」、「後払い会計」機能などを持ったシステムを導入す

ることで、市民病院を利用する患者の利便性を向上させ

るとともに、外来や会計での待ち時間を削減し、混雑緩

和を図ることで、患者満足度の向上を図ります。 

【今後の予定】令和３(2021)年度中の運用開始を目指

す 
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行政経営× TECHの取組 

⑤ICTを活用した業務効率化による生産性向上 
 

【成果指標】 

・RPA導入業務数       

・電子決裁比率 
 
※凡例 →：従前から実施済みで取組を継続（拡充を含む。） 

取組 概要 

 

→ RPA・AI-OCRの活用推進 

定型処理でかつ専門知識を求めない業務について、

RPA・AI-OCRを活用し、業務の自動化による業務時間

の削減及び業務の効率化を推進します。 

【今後の予定】職員によるシナリオ37作成の支援を実施 

 

→ Web会議ツールの活用推進 

場所や時間を問わず、オンライン上で会議ができるよう

環境整備を行います。打合せやセミナー等で、Web会議

ツールを活用することで、人の移動に係る時間や費用を

削減するなど、業務効率化につなげます。 

【今後の予定】ライセンス契約等の環境整備を実施 

 

 テレワークの推進 

テレワークに必要な利用環境の整備を行うとともに、運

用方法を検討するなど、テレワーク導入により職員の働

き方改革を進めます。部署を限定した試行を実施し、問

題点等を検証した上で庁内全体への導入や利用の促進

をします。 

【今後の予定】庁内全体への導入に向けて検討（令和２

(2020)年度に試行開始） 

 

→ AI議事録の活用推進 

審議会や委員会等の会議に、音声認識38による議事録作

成支援ツールの活用を推進し、議事録作成にかかる業務

の効率化を進めます。 

【今後の予定】事例を展開するなど、周知活動を実施 

 

→ 
庁内におけるデータの活用推

進 

効果的な施策の展開や業務の効率化を図るため、庁内の

データの所在の可視化やデータの共同利用を推進しま

す。 

【今後の予定】庁内におけるデータの収集・共有 

 

→ ペーパーレス化の推進 

業務の効率化や省資源化のため、電子決裁39の推進や

ネットワークプリンタ40の導入検討、将来的なオンライ

ン手続を見据えた押印廃止の対象拡充など、ペーパーレ

ス化を推進します。 

【今後の予定】電子決裁・ペーパーレス会議の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 パソコン操作の作業手順のこと。 
38 コンピュータにより音声データをテキストデータに変換する技術のこと。 
39 決裁とは、上位の権限を持つ者が可否の判断を下すこと。 
40 通信ネットワークに接続され、同じネットワークに接続されたコンピュータから印刷できるプリンタのこと。 
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取組 概要 

 

 システム標準化への対応 

国が進める地方自治体業務システムの標準化について、

システム改修時の費用負担の軽減や、自治体間、国との

データの連携が容易になること等が期待されています。

本市においても国や他自治体の動向を注視し、対応して

いきます。 

【今後の予定】国の検討状況の把握・対応 

 

→ クラウド化の推進 

クラウドサービス41を活用することで、費用の抑制を図

りつつ、多大な効果を得ることが期待されています。利

用するサービスや取り扱う個人情報の内容に配慮した

上で、クラウドサービスの積極的な活用を進めます。 

【今後の予定】クラウドサービスの活用促進 

 

 
レセプト精度診断ＡＩシステ

ムの導入 

電子カルテデータとレセプト（診療報酬明細書）データ

をＡＩが読み込み、その学習機能により診療報酬の算定

誤りやカルテ記載の不備を拾い出し、請求精度の向上を

図るシステムを導入します。 

【今後の予定】令和３(2021)年度中の運用開始を目指

す 

 

 
電子カルテへの音声入力シス

テムの導入 

医療現場の業務効率化を目的として、電子カルテの入力

作業を軽減する音声入力システムの導入を検討します。 

【今後の予定】事例研究による導入検討 

 

 ＡＩ問診の拡充 

患者さんがタブレットに入力した主訴に対し、ＡＩが質

問を自動生成し聞き取りをする問診システムの活用を

図ります。これにより、看護師が行う問診の負担軽減や、

医療の質の向上が見込まれます。 

【今後の予定】対象診療科の拡充を検討 

  

 
41 従来は利用者が手元のコンピュータで利用していたデータやソフトウェアを、ネットワーク経由でサービスとして利用者に提供す

るもの。 
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⑥デジタル化に対応できるひとづくり 
 

【成果指標】 

・ICT・データ活用に関連する研修受講者数       

・情報セキュリティ自己点検実施率 
 
※凡例 →：従前から実施済みで取組を継続（拡充を含む。） 

取組 概要 

 

→ 各種研修を活用した人材育成 

ICTやデータを効果的に活用できるよう、デジタル人材

の確保、職員のスキル向上支援、専門研修の実施などを

行います。 

【今後の予定】効果的な研修の実施 

 

→ 
デジタル化に対応した公文書

の取扱い方法の明確化 

庁内での統一的な取扱いを図るため、デジタル化された

行政文書の運用や管理方法を明確にします。 

【今後の予定】運用・管理方法の検討 

 

→ 
ICT リテラシー・情報モラル

の向上 

情報収集の方法や、伝わりやすい情報発信、迷惑メール

への対応、マナーやルールなどを学ぶ機会の場を提供

し、職員の知識獲得、スキルとモラルの向上につなげま

す。 

【今後の予定】効果的な研修の実施 

 

→ 個人情報保護の徹底 

個人情報の適正な取扱いを確保するため、職員向けの研

修を実施し、職員の知識獲得、モラルの向上につなげま

す。 

【今後の予定】職員の意識向上を図る。 
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 関連資料等 
 

・国や県の関連資料等 

（１）官民データ活用推進計画等 

・情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（デジタル手続法 平成 14年 

法律第 151号） 

・官民データ活用推進基本法（平成 28年法律第 103号） 

・オープンデータ基本指針(平成 29年５月 30日高度情報通信ネットワーク社会推進 

戦略本部・官民データ活用推進戦略会議決定) 

・愛知県官民データ活用推進計画（令和 2(2020)年 3月） 

・世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画の変更について 

（令和 2年７月 17日閣議決定） 

 

（２）セキュリティ及び個人情報 

・サイバーセキュリティ基本法（平成 26 年法律第 104 号） 

・サイバーセキュリティ戦略（平成 27 年９月４日閣議決定） 

・地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン 

（平成 30年９月版） 

 

（３）調査 

・総務省「令和元年通信利用動向調査」 

・経済産業省 商務・サービスグループ キャッシュレス推進室「第一回の議論の振り 

返り、日本のキャッシュレス決済比率、決済事業者及び国の開示の在り方について」 

（令和２(2020)年６月 23日） 

・金融庁「コロナ以後の経済社会構造の変化」（令和２(2020)年 10月 20日） 

 

小牧市の関連資料等 

（１）関連計画 

・小牧市 IT推進計画（平成 14(2002)年３月策定） 

・小牧市まちづくり推進計画 第 1次基本計画（令和２(2020)年３月） 

 

（２）セキュリティ及び個人情報 

・小牧市個人情報保護条例（平成 15年 9月 19日条例第 22号） 

・小牧市情報セキュリティポリシー 

 

（３）調査 

・小牧市まちづくり推進計画策定に向けたまちづくりに関する調査  

(令和元(2019)年８月) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小牧市デジタル イノベーション推進計画      令和３年３月 

愛知県小牧市 市長公室  行政改革課 

〒485-8650    愛知県小牧市堀の内三丁目１番地 

TEL (0568)76-1113（直通）    FAX (0568)75-5714 

E-mail gyoukaku@city.komaki.lg.jp 
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