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第２次岸和田市情報化推進計画 第 2期（2019 年度～2023 年度） 官民データ活用推進計画 

 用 語 解 説  

※１ ＩＣＴ： 

ＩＣＴ（Information and Communications Technology）は「情報通信技術」の略。 

ＩＴ（Information Technology）とほぼ同義の意味を持つが、コンピュータ関連の技術をＩＴ、コン

ピュータ技術の活用に着目する場合をＩＣＴと、区別して用いる場合もある。国際的にＩＣＴが定着し

ていることなどから、日本でも近年ＩＣＴがＩＴに代わる言葉として広まりつつある。 
 

※２ スマートデバイス： 

スマートデバイスとは、明確な定義はないが、単なる計算処理だけではなく、様々な用途に使用可能

な情報処理端末（デバイス）の総称を指す。スマートフォンやタブレット端末を総称する呼び名として

用いられている。一般的には、iPhone や iPad、Android フォンなどがスマートデバイスに含まれる。 

１．はじめに                             

 

岸和田市における情報化に関する基本計画として、平成１０年（１９９８年）に「岸和田市情報化推

進基本計画」を策定しました。その後、「岸和田市まちづくりビジョン将来構想（第４次岸和田市総合計

画）」が描く将来都市像の実現を「情報通信技術の利用」という観点から支援し、社会情勢や通信情報技

術（以下「ＩＣＴ※１」といいます。）の進歩に対応するため、平成２６年（２０１４年）に「第２次岸和

田市情報化推進計画」（以下「第２次計画」といいます。）を策定しました。 

その後、ＩＣＴはさらに発展し、スマートフォンやタブレットといったスマートデバイス※２が急速に

普及しました。インターネットを利用すれば、誰もがいつでもどこからでも多くの情報を手に入れ、多

種多様なサービスを受けることができるようになりました。 

国においても平成３０年（２０１８年）に「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」を策定し、手続きワンストップ化などによる行政サービスの１００％デジタル化や、官民デ

ータ利活用を目的とした行政保有データの１００％オープン化など、国民のさらなる利便性の向上や安

全安心な暮らしの実現を目指しています。 

このような状況の中、さらなる市民サービスの向上を目指すとともに、これまで進めてきた行政情報

化と地域情報化の取り組みをさらに進化させ、ＩＣＴを通じて市民や地域、行政のコミュニケーション

を活性化し、情報共有を進めることができるように、「第２次岸和田市情報化推進計画 第２期」（以下

「本計画」といいます。）を策定します。 
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２．計画の位置付け                          

 

本計画は、平成２３年度（２０１１年度）からスタートした、岸和田市まちづくりビジョン将来構想

である「第４次岸和田市総合計画」の理念に即し、今後の情報化の基本方針を明らかにする情報部門の

最上位計画及び第２次計画の後継計画として位置づけます。 

 

 

図１ 第２次岸和田市情報化推進計画第２期と岸和田市まちづくりビジョン将来構想との対応 

 

 

また、「官民データ活用推進基本法」には、市町村は、当該市町村の区域における官民データ活用の推

進についての基本的な計画（市町村官民データ活用推進計画）の策定に努めるものと定められています。 

「官民データ活用推進基本法」及び「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」の趣旨を踏まえ、本計画は岸和田市の「市町村官民データ活用推進計画」としての位置付けも持つ

ものとします。 

 

  

岸和田市まちづくりビジョン 将来構想（第４次岸和田市総合計画） 

第２次岸和田市情報化推進計画 第２期 

情報化で支援 

第２次岸和田市情報化推進計画 
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３．計画の期間                            

 

本計画の適用期間は、平成３１年度（２０１９年度）から令和５年度（２０２３年度）の５年間とし

ます。各年度で計画の進捗状況について評価し、ＩＣＴ技術の動向や国、大阪府の動き、先進事例等を

踏まえ、見直しを行いながら進めていきます。 

 

 

図２ 第２次岸和田市情報化推進計画第２期の計画期間 

 

 

  

年度
平成23年度

2011年度

平成24年度

2012年度

平成25年度

2013年度

平成26年度

2014年度

平成27年度

2015年度

平成28年度

2016年度

平成29年度

2017年度

平成30年度

2018年度

令和元年度

2019年度

令和２年度

2020年度

令和３年度

2021年度

令和４年度

2022年度

令和５年度

2023年度

計

画

期

間

岸和田市まちづくりビジョン将来構想（第4次岸和田市総合計画）

戦略計画(基本計画)

第1期(平成23年度～平成26年度)

戦略計画(基本計画)

第2期(平成27年度～平成30年度)

戦略計画(基本計画)

第3期(平成31年度～平成34年度)

第2次岸和田市情報化推進計画 第2次岸和田市情報化推進計画 第2期
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第２次岸和田市情報化推進計画 第 2期（2019 年度～2023 年度） 官民データ活用推進計画 

 用 語 解 説  

※３ クラウド： 

クラウドとは、クラウドコンピューティング（cloud computing）の略。ネットワーク、特にインター

ネットをベースとしたコンピュータ資源の利用形態をいう。利用者は、コンピュータによる処理やデー

タの格納をネットワーク経由で、サービスとして利用する。 

 

※４ オープンデータ： 

官公庁などが持ち、限られた場所で利用されているデータを、一般の利用者がいつでも取り出して利

用できるようにしたデータのこと。 

１．国の情報政策の動向                          

 

我が国では、「ＩＴ革命」が産業革命に匹敵する大転換をもたらすという考えのもと、高度情報通信ネ

ットワーク社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進することを目的に、平成１３年（２００１

年）１月に、「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法」（ＩＴ基本法）を施行し、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）の設置をはじめ、情報通信インフラの整備や国民生活の様々

な分野の情報化を進めてきました。 

その後、「ｅ－Ｊａｐａｎ戦略」（平成１３年（２００１年））や「ｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱ」（平成１５

年（２００３年））等、多くの行政情報化に係る計画を策定し、取り組みを進めてきました。平成２５年

（２０１３年）６月には、「革新的な新産業・新サービスの創出と全産業の成長を促進する社会の実現」、

「国民が健康で安心して快適に生活できる、世界一安全で災害に強い社会の実現」、「公共サービスがワ

ンストップで誰でもどこでもいつでも受けられることができる社会の実現」の３項目について目指すべ

き社会・姿を明らかにし、その実現に必要な取り組み等をまとめた「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」を

策定しました。 

こうした中、行政および民間においてデータ利活用するための環境を総合的かつ効果的に整備するた

め、平成２８年（２０１６年）に「官民データ活用推進基本法」を公布・施行しました。「官民データ活

用推進基本法」の施行を受け、「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」を廃止し、新たに「世界最先端ＩＴ国家

創造宣言・官民データ利活用推進基本計画」（平成２９年（２０１７年）５月）を策定しました。これは

「ｅ－Ｊａｐａｎ戦略」以来、目指してきた「世界最先端ＩＴ国家」を「官民データ利活用社会」によ

って実現しようとする計画になります。 

さらに、平成３０年（２０１８年）６月に「世界最先端ＩＴ国家創造宣言・官民データ利活用推進基

本計画」を変更し、新たに「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」を策定

しました。 

この「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ利活用推進基本計画」はデジタル国家創造に向

け、取り組むべきことをより明確にしています。具体的には国民や企業が行う各種手続きのワンストッ

プ化への取り組みや、地方に対してクラウド※３導入、オープンデータ※４推進など政府が行ってきた取り

組みや成果を踏まえた「地方デジタル化総合パッケージ」を策定し、地方のデジタル改革を後押しして

いくことなどが挙げられます。 
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また、国による情報化の推進とあわせて、平成２５年（２０１３年）５月には、住民一人一人に新た

な番号を付け、社会保障や税の制度ごとに保有している情報を連携し、国民の利便性向上や行政の効率

化を目的とした社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）を導入する「行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律」を公布し、平成２７年（２０１５年）から順次施行され、

平成２９年（２０１７年）１１月から市区町村間での情報連携を開始しています。 

 

 



  

第２章 情報化の動向・取り組み 10 

第２次岸和田市情報化推進計画 第 2期（2019 年度～2023 年度） 官民データ活用推進計画 

 用 語 解 説  

※５ ホストコンピュータ： 

主に組織の基幹業務用などに使用される、大容量をもち主演算・制御を受け持つ大型コンピュータを指

す用語。汎用コンピュータ、汎用機などとも呼ばれる。 

 

※６ パッケージシステム： 

「パッケージソフト」又は、単に「パッケージ」とも略される。もしくはプログラム製品、プログラム

プロダクト（program product、略して PP）ともいう。業務用システムなどにおいて、出来合い（既製品）

のシステム、ソフトウェア製品を利用する場合に使用する。 

 

※７ ベンダ： 

「売り手」を意味する英語（vendor）から、ハードウェアやソフトウェアの供給元企業をいう。 

２．岸和田市における情報化の取り組み                  

 

岸和田市では、昭和５８年（１９８３年）にホストコンピュータ※５を導入して以来、ホストコンピュ

ータを使った各種業務システムの開発や運用が中心でしたが、平成１１年（１９９９年）に庁内ＬＡＮ

の敷設工事を完了したことに伴い、そのネットワークを活用した全庁的システムの構築と、「電子自治

体」への対応も視野にいれた庁内の情報化を推進してきました。 

ホストコンピュータの各種業務システムを導入することにより、市民サービスの向上と事務の効率化

を計りました。しかし近年、システムへのニーズの多様化や、度重なる法改正等による制度変更のため、

システム維持・改修にかかる職員の負担や改修経費が膨大なものとなっていきました。 

さらに、住民基本台帳法の一部を改正する法律が平成２１年（２００９年）に公布され、平成２４年

（２０１２年）７月までに施行されることが決定したこともあり、より膨大なシステム改修経費がかか

る見込みとなったため、平成２２年（２０１０年）に基幹系システムを再構築するという方針が決定さ

れました。システム仕様検討やデータ移行等、システムごとに数多くの検討・作業を重ね、セキュリテ

ィ対策システム、財務会計システム、グループウェア、文書管理システムについて順次導入・切り替え

を行いました。 

平成２４年（２０１２年）３月には、住記系システム・福祉系システムをそれまでのホストコンピュ

ータからパッケージシステム※６へ切り替えました。これらの基幹系システム再構築は、パッケージ化し

たシステムを導入することにより、費用を抑えるだけではなく、法改正等の制度変更にかかるシステム

対応がベンダ※７作業となるため、業務が大きく改善されました。 
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 用 語 解 説  

※８ 標的型メール攻撃： 

不特定多数の対象にばらまかれる迷惑メールとは異なり、対象から重要情報を入手すること等を目的と

して、担当者が業務に関係するメールと思い開封するように巧妙に仕組まれた不正プログラム付きメール

を送りつける攻撃手法のこと。 

 

※９ ＬＧＷＡＮ（エルジーワン）： 

Local Government Wide Area Network のこと。地方公共団体の広域ネットワーク（ＷＡＮ）であり、

全国の地方公共団体の組織内ネットワーク（庁内ＬＡＮ）を相互に接続する行政専用の閉域ネットワーク。

ＬＧＷＡＮは、平成１３年度（２００１年度）から運用が行われており、現在、全ての都道府県及び市区

町村が接続されている。 

 

※１０ 自治体情報セキュリティクラウド： 

都道府県と市区町村が協力してインターネット接続口を集約化し、監視及びログ分析・解析をはじめ高

度なセキュリティ対策を実施するもの。自治体情報セキュリティクラウドにより、集約によるセキュリテ

ィ対策レベルの共通化、セキュリティ人材の確保による即応性の確保、共同利用による経費の削減等の効

果がある。 

 

※１１ マイナンバーカード： 

個人番号カードのこと。通称マイナンバーカード。「行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律」に基づき発行される身分証明書の一つで、持ち主の氏名、住所、生年月日、

性別、個人番号（マイナンバー）、証明写真などを券面に表示し、これらをＩＣチップに記録するＩＣカ

ード。本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax 等の電子証明書を

利用した電子申請等、様々なサービスにも利用できます。 

 

平成２７年（２０１５年）に発生した日本年金機構における「標的型メール攻撃※８」を原因とした不

正アクセスによる１２５万件個人情報流出事案を受けて、国から地方自治体の情報セキュリティに係る

抜本的な強化対策として、 

・マイナンバー利用事務系では端末からの情報持ち出しを不可とする。 

・ＬＧＷＡＮ※９環境のセキュリティ確保に資するためＬＧＷＡＮ接続系とインターネット接続系を

分割する。 

・都道府県と市区町村が協力して自治体情報セキュリティクラウド※１０を構築し、高度な情報セキュ

リティ対策を講じる。 

という三層からなる強化対策が示されました。 

岸和田市においても、平成２８年（２０１６年）に大阪府版自治体情報セキュリティクラウドに参加

し、庁内ＬＡＮをマイナンバー利用事務系、ＬＧＷＡＮ接続系とインターネット接続系に分割、マイナ

ンバー利用事務系での端末からの情報持ち出し不可設定などの情報セキュリティ強化対策を実施して

います。 

また、平成２９年（２０１７年）４月から、マイナンバーカード※１１を利用し、コンビニエンススト

ア等で住民票等を交付できるコンビニ証明書交付サービスを開始しており、市民サービス向上に努めて

います。 
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表１ 岸和田市の情報化 

年 情報化の取り組み 

昭和 58年度 ホストコンピュータ導入 

昭和 59年度 

住民基本台帳オンラインシステム稼働（ホストコンピュータ） 

固定資産税システム稼働（ホストコンピュータ） 

償却資産システム稼働（ホストコンピュータ） 

市・府民税システム稼働（ホストコンピュータ） 

軽自動車税システム稼働（ホストコンピュータ） 

国民健康保険システム稼働（ホストコンピュータ） 

国民年金システム稼働（ホストコンピュータ） 

昭和 60年度 

税収納システム稼働（ホストコンピュータ） 

税宛名管理システム稼働（ホストコンピュータ） 

法人市民税システム稼働（ホストコンピュータ） 

教育学務システム稼働（ホストコンピュータ） 

選挙システム稼働（ホストコンピュータ） 

昭和 61年度 児童手当システム稼働（ホストコンピュータ） 

昭和 62年度 福祉年金システム稼働（ホストコンピュータ） 

平成元年度 
国保収納システム稼働（ホストコンピュータ） 

保健衛生システム稼働（ホストコンピュータ） 

平成２年度 
下水道受益者負担金システム稼働（ホストコンピュータ） 

水田営農活性化システム稼働（ホストコンピュータ） 

平成４年度 

印鑑登録システム稼働（ホストコンピュータ） 

し尿・ごみ収集システム稼働（ホストコンピュータ） 

生活福祉システム導入（クライアント／サーバ） 

平成５年度 老人医療システム稼働（ホストコンピュータ） 

平成７年度 障害福祉システム稼働（ホストコンピュータ） 

平成８年度 財務会計システム稼働（ホストコンピュータ） 

平成９年度 

保育システム稼働（ホストコンピュータ） 

市営住宅システム稼働（ホストコンピュータ） 

ちびっこホームシステム稼働（ホストコンピュータ） 

平成 10年度 農地基本台帳システム稼働（ホストコンピュータ） 

平成 11年度 庁内 LAN構築 

平成 12年度 

介護保険システム導入（クライアント／サーバ） 

グループウェアシステム導入（クライアント／サーバ） 

議会議事録検索システム導入（クライアント／サーバ） 

勤怠システム導入（クライアント／サーバ） 

官庁速報情報提供サービス導入 
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年 情報化の取り組み 

平成 13年度 

例規集検索システム導入（クライアント／サーバ） 

人事・給与・福利厚生システム導入（クライアント／サーバ） 

乳幼児医療システム稼働（ホストコンピュータ） 

文書管理システム導入（クライアント／サーバ） 

平成 14年度 

児童扶養手当システム稼働（ホストコンピュータ） 

滞納支援システム導入（クライアント／サーバ） 

全国住民基本台帳ネットワークシステム導入（クライアント／サーバ） 

平成 15年度 
総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）構築 

地図情報活用（ＧＩＳ）システム導入（クライアント／サーバ） 

平成 16年度 

ダークファイバ網（光ケーブルネットワーク）構築 

期日前投票管理システム導入（クライアント／サーバ） 

障害者支援システム導入（クライアント／サーバ） 

平成 17年度 住民投票システム稼働（ホストコンピュータ） 

平成 18年度 情報セキュリティポリシーの制定 

平成 19年度 

情報セキュリティポリシーの改定 

戸籍総合システム導入（クライアント／サーバ） 

ひとり親医療システム稼働（ホストコンピュータ） 

平成 20年度 

後期高齢者医療システム導入（クライアント／サーバ） 

CMS（コンテンツマネジメントシステム）導入 

裁判員システム導入（クライアント／サーバ） 

平成 21年度 公有財産管理システム導入（クライアント／サーバ） 

平成 22年度 
こども手当システム導入（クライアント／サーバ） 

国民投票システム稼働（ホストコンピュータ） 

平成 23年度 セキュリティ対策システム導入（クライアント／サーバ） 

平成 24年度 
児童家庭相談システム導入（クライアント／サーバ） 

人事考課システム導入（クライアント／サーバ） 

平成 24年 3月 

基幹系システム再構築事業完了 

新住民記録系システム稼働 

新福祉系システム稼働 

新内部管理系稼働 

平成 25年度 
戸籍副本管理システム導入 

コンビニ収納サービスを開始 

平成 26年度 こども子育てシステム導入 

平成 27年度 公共施設マネジメントシステム導入 

平成 28年度 
大阪府版自治体セキュリティクラウドに参加 

情報セキュリティ強靭化対策を実施 

平成 29年度 コンビニ交付サービスを開始 
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３．第２次計画の実施結果                         

第２次計画では、基本理念「みんながつながる情報都市 岸和田」のもとに、基本目標Ⅰ「安全・安

心に暮らす」、基本目標Ⅱ「元気に暮らす」、基本目標Ⅲ「学びを支える」、基本目標Ⅳ「便利なサービス」

の４つの基本目標があり、それぞれの基本目標の下に全部で３６施策を設定していました。 

 

表２ 第２次計画における基本目標・施策 

基本目標Ⅰ  安全・安心に暮らす 

Ⅰ-1 災害に強いまちづくりの推進 

 ① 災害時の情報発信の機能強化 

 ② 被災者支援システムの導入 

 ③ 市民と共に作成するハザードマップの整備 

 ④ 災害時に、岸和田市公式ホームページや広報紙で市民等へ必要な情報を提供できる環境の整備 

 ⑤ ＩＣＴ－ＢＣＰ策定の推進 

Ⅰ-2 市民が安全、安心に暮らせるまちづくり 

 ① 防犯情報等の提供の一元化 

 ② 「ヒヤリ・ハット情報」活用推進システムの導入の研究 

Ⅰ-3 安全に登下校できる環境の整備 

 ① 登下校お知らせサービス導入の支援 

 ② GIS を活用した登下校環境の整備および管理 

Ⅰ-4 地域の情報活用力の向上 

 ① ＩＣＴ関連講習の充実 

基本目標Ⅱ  元気に暮らす 

Ⅱ-1 保健に関する情報の発信 

 ① それぞれのニーズに合った保健情報の発信 

Ⅱ-2 高齢者福祉・介護に関する情報の発信 

 ① 高齢者福祉・介護の情報冊子の電子化 

 ② より多くの高齢者への情報発信 

 ③ 岸和田市介護サービス事業者情報検索の充実 

Ⅱ-3 徘徊高齢者等見守りネットワークの拡大 

 ① 「徘徊高齢者等見守りネットワーク」の拡大 

Ⅱ-4 子育てに関する情報の発信 

 ① 「きしわだ子育て支援メールマガジン」、「きしわだ子育て支援サイト」の充実 

 ② より多くの保護者への子育て情報の発信 

Ⅱ-5 地域医療電子ネットワークの構築 

 ① 地域医療電子ネットワークの構築 

Ⅱ-6 観光情報の発信 

 ① 観光情報（動画）の岸和田市公式ホームページへの掲載 

 ② 岸ぶらの認知度を上げる方法の検討 
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基本目標Ⅲ  学びを支える 

Ⅲ-1 校務を支援する環境の整備 

 ① 学校園間ネットワークの整備 

 ② 校務支援システムの導入および活用のための体制の整備 

Ⅲ-2 小・中学校での情報機器の活用 

 ① デジタル対応大型液晶モニター・電子黒板等の活用 

 ② タブレット端末などの情報機器の活用 

 ③ 情報機器の活用のための体制の整備 

 ④ 情報倫理（モラル）教育の充実 

Ⅲ-3 教育分野、生涯学習分野における情報発信の充実 

 ① CMSの導入 

 ② ニーズに合った教育・生涯学習情報の発信 

 ③ 生涯学習講座の受付管理のシステム化 

 ④ 生涯学習施設利用の受付管理のシステム化 

基本目標Ⅳ  便利なサービス 

Ⅳ-1 庁内共通基盤図の整備 

 ① 庁内共通基盤図の整備 

Ⅳ-2 多様な証明書交付サービスの導入 

 ① コンビニ証明交付サービスの導入 

Ⅳ-3 岸和田市公式ホームページの充実 

 ① 岸和田市公式ホームページのリニューアル 

Ⅳ-4 公金の多様な納付方法の導入 

 ① クレジットカード決済の導入 

Ⅳ-5 オープンデータの利活用 

 ① 統計情報の共有・利活用 

Ⅳ-6 地理情報の活用 

 ① 岸和田市地図情報配信サービスのマップの充実 

 

第２次計画のそれぞれの施策について実施結果・評価を以下に示す基準に沿ってその実施結果の達成

度を評価しました。 

 

表３ 第２次計画における実施結果・達成度の評価基準 

達成度 評価基準 施策の実施内容 

Ａ 実施済 
計画どおりに実施している 
計画以上に効果をだしている 

Ｂ 一部実施・検討中 
計画の一部を実施している 

実施に向けて準備・検討している 

Ｃ 未実施 実施できていない 
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表４ 第２次計画の実施結果 

基本目標Ⅰ  安全・安心に暮らす 

災害に強いまちづくりの推進 

Ⅰ-1 ①災害時の情報発信の機能強化 達成度 

 

現在、市民は災害時にはエリアメール・緊急速報メール（携帯電話やスマートフォンでの

受信設定が必要）やおおさか防災ネットの防災情報メール（登録が必要）を活用し、災害

時の情報を受信しています。今後も技術革新に注視し、災害時の情報発信の一層の機能強

化を検討していきます。 

Ａ 

②被災者支援システムの導入 達成度 

 

全国的に自然災害が頻発するなかで、安全・安心に対する住民の関心が高まっています。

万一、大規模な自然災害に見舞われたとき、直ちに被災者を救護・支援し、迅速かつ的確

な復旧・復興作業を行っていくことが地方公共団体には求められています。 

また、平成２５年６月には災害対策基本法が改正され、市町村は避難行動要支援者の名簿

を作成することが義務付けられました。被災者支援システムは、避難所関連、緊急物資管

理、仮設住宅管理、犠牲者遺族管理、復旧・復興関連、倒壊家屋管理、要援護者支援の７

つのサブシステムから構成されるシステムです。被災者支援システムを導入することによ

り、次の効果があげられます。 

■避難行動要支援者名簿が作成できる。 

■り災証明や義援金の業務等を迅速に処理できる。 

■住基情報と地図情報をリンクすることにより、的確な避難勧告等の発令など、災害時の

危機管理に役立てることができる。 

Ａ 

③市民と共に作成するハザードマップの整備 達成度 

 

現在、市全体のハザードマップは津波ハザードマップ、洪水・土砂災害ハザードマップ、

地震ハザードマップ（建物被害、震度）があります。さらに、一部の地区においては、地

域の方々の協力により地区別ハザードマップを作成しています。より分かりやすく使いや

すいものとするため、市内全域で地区別ハザードマップを整備し、ＧＩＳと連携させイン

ターネット上に公開することにより、地域の方々が事前に避難ルート等を検討することが

できるようにします。 

Ａ 

④災害時に、岸和田市公式ホームページや広報紙で市民等へ必要な情報を提供できる

環境の整備 
達成度 

 

災害時の情報収集方法が限られるなか、市民等が必要な情報を取得する方法として、岸和

田市公式ホームページは最も有力な方法のひとつです。物理的な被害やアクセス集中によ

るサーバの機能停止などが起こった際にも、市が公式情報を提供し続けることができる方

法を検討します。また、市民アンケートの結果から、岸和田市の情報の入手手段は「広報

きしわだ」が中心になっていることがわかりました。しかし、災害時の被害状況によって

は「広報きしわだ」を編集・印刷・発行できなくなる可能性が懸念されます。災害時、迅

速に広報紙の発行ができる方法を検討します。 

Ａ 

⑤ＩＣＴ－ＢＣＰ策定の推進 達成度 

 

災害に強いまちづくりのためには、災害に強く被災しても業務復旧が早い行政サービスを

実現する必要があります。本市においても自庁舎の被災を想定し、総務省「地方公共団体

におけるＩＣＴ部門の業務継続計画（ＩＣＴ－ＢＣＰ）初動版サンプル」に基づいたＩＣ

Ｔ－ＢＣＰ策定を推進していきます。 

Ｂ 
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市民が安全、安心に暮らせるまちづくり 

Ⅰ-2 ①防犯情報等の提供の一元化 達成度 

 

現在運用している大阪府防災情報メール、大阪府警察安まちメール、こども９９番のメー

ル配信はそれぞれで登録する必要があり、受信する市民からすれば設定の手間がかかりま

す。そのことにより、登録する人が限られている可能性もあります。登録を１箇所にし、

防災情報・火災情報・不審者情報・防犯情報・生活安心情報等の中から必要な情報を選択

し、メールを受けることができるメール配信システムの導入を図ります。メール配信シス

テムの導入により、高齢者や子育て世代向けの情報、イベント情報等の発信が可能になり

ます。 

Ｃ 

②「ヒヤリ・ハット情報」活用推進システムの導入の研究 達成度 

 

犯罪や事故が起きるかもしれないと思って「ヒヤッ」とした、「ハッ」とした出来事がヒヤ

リ・ハット情報です。この「ヒヤリ・ハット情報」を、青色防犯パトロールや子どもの安

全みまもり隊など地域の安全・安心に関する活動をされている市民に、スマートフォンな

どの機器を使い集めていただきます。集めた情報は地域の安全・安心に関する活動をされ

ている市民で共有すると共に、他の地域の方々への情報提供や効果的なパトロールコース

の検討など市民が主体となった、犯罪や事故の予防活動にも幅広く活用可能となります。 

Ｃ 

安全に登下校できる環境の整備 

Ⅰ-3 ①登下校お知らせサービス導入の支援 達成度 

 
既に実施している小学校での取組内容も踏まえ、ニーズやサービス内容の調査を行います。

その結果を、サービス導入を希望する未実施校への支援として提供します。 
Ａ 

②GIS を活用した登下校環境の整備および管理 達成度 

 

登下校の見守り指導や道路管理などに用いる情報を提供するため、地理情報システム（Ｇ

ＩＳ）を利用した管理方法の構築、情報の取りまとめ及び提供に必要となる情報の内容、

収集方法、頻度、登録方法などについて調査・検討を行います。将来的には、各情報を安

全運転の一助として役立ててもらうといった、公共・民間を問わずオープンデータとして

情報提供できるような仕組みについて研究します。 

Ｃ 

地域の情報活用力の向上 

Ⅰ-4 ①ＩＣＴ関連講習の充実 達成度 

 
インターネットの使い方からスマートフォンの使い方、ＳＮＳの正しい使い方等、ＩＣＴ

に関する学びの場を充実させ、地域の情報活用力を高めるよう努めます。 
Ｃ 
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基本目標Ⅱ  元気に暮らす 

保健に関する情報の発信 

Ⅱ-1 ①それぞれのニーズに合った保健情報の発信 達成度 

 

年代・性別に合った健康づくりの情報、お住まいの地域で開かれる健康教室の情報や、特

定健康診査、特定保健指導の情報など、それぞれのニーズに合った情報を発信できるよう

に進めていきます。 

Ａ 

高齢者福祉・介護に関する情報の発信 

Ⅱ-2 ①高齢者福祉・介護の情報冊子の電子化 達成度 

 

高齢者福祉・介護に関する情報冊子「岸和田市コミュニティカルテ」を電子化し、岸和田

市公式ホームページ上で閲覧できるようにします。利用者がお住まいの小学校区を選択す

ると、該当の小学校区の介護事業者の情報が表示されるなど、利用者が欲しい情報をすぐ

に見ることができるホームページの構築を進めていきます。 

Ｃ 

②より多くの高齢者への情報発信 達成度 

 

高齢者にも情報が伝わりやすいように、「岸和田市コミュニティカルテ」のような情報冊子

の作成を今後も続けていきます。また、民生委員、介護サービス事業者・医療機関などに

ご協力いただき、高齢者への情報発信を充実していきます。 

Ａ 

③岸和田市介護サービス事業者情報検索の充実 達成度 

 

「岸和田市介護サービス事業者情報検索」サービスを利用しやすくなるよう、スマートフ

ォンに対応します。また、必要な情報を見やすく・探しやすくなるように改善・充実して

いきます。 

Ａ 

徘徊高齢者等見守りネットワークの拡大 

Ⅱ-3 ①「徘徊高齢者等見守りネットワーク」の拡大 達成度 

 

徘徊高齢者等の早期発見に協力いただける市民に協力員として登録していただきます。個

人情報保護に配慮しつつ、徘徊高齢者等の情報を協力員の携帯端末へメール配信し、より

早く、多くの協力員へ情報を届け早期発見できるように進めます。 

Ａ 

子育てに関する情報の発信 

Ⅱ-4 ①「きしわだ子育て支援メールマガジン」、「きしわだ子育て支援サイト」の充実 達成度 

 

現在「きしわだ子育て支援メールマガジン」は２歳までの配信となっていますが、就学前

まで配信年齢を延長します。また、保健情報を中心に発信している「きしわだ子育て支援

メールマガジン」と「きしわだ子育て支援サイト」に園庭開放や子育てサロン、各種手当

や医療費助成の情報等を追加した子育て総合情報発信を進めていきます。 

Ａ 

②より多くの保護者への子育て情報の発信 達成度 

 

母子手帳交付時や転入時等の機会を利用して、「きしわだ子育て支援メールマガジン」への

登録や、「きしわだ子育て支援サイト」を案内するなど、より多くの保護者に子育て情報を

発信できるように進めていきます。 

Ａ 

 

 

 

 



 

第２章 情報化の動向・取り組み 19 

第２次岸和田市情報化推進計画 第 2期（2019 年度～2023 年度） 官民データ活用推進計画   

地域医療電子ネットワークの構築 

Ⅱ-5 ①地域医療電子ネットワークの構築 達成度 

 

地域の医療機関が電子ネットワークによるオンライン連携で情報共有できる方法を検討し

ます。また、ＩＣカード機能付の地域共通診察券等を活用して、患者自身が自らの医療情

報を安全に管理・利用できる方法を検討します。 

※平成２６年度から平成２７年度にかけて医療機関等と協議し、実効性を考慮したうえで

実現の可否を判断することとします。 

Ｃ 

観光情報の発信 

Ⅱ-6 ①観光情報（動画）の岸和田市公式ホームページへの掲載 達成度 

 
岸和田市公式ホームページの高い認知度を生かし、新たな試みとして、観光情報を撮影し

た動画を岸和田市公式ホームページに掲載することにより、観光情報を発信していきます。 
Ａ 

②岸ぶらの認知度を上げる方法の検討 達成度 

 

市のイベント開催時、「岸ぶら」についてのチラシ配布による周知をします。また、参加者

アンケートに「岸ぶら」に関する項目を記載し、参加者の統計を分析することによって、

「岸ぶら」の認知度を上げる方法を検討していきます。 

Ａ 
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基本目標Ⅲ  学びを支える 

校務を支援する環境の整備 

Ⅲ-1 ①学校園間ネットワークの整備 達成度 

 

ネットワーク回線の通信速度や安定性、安全性に考慮しつつ、初期費用と維持費用を合わ

せたトータルコストを抑えることを念頭に置き、ＶＰＮ技術など既存ネットワークの活用

に着目して学校園間ネットワークの整備を進めていきます。 

Ａ 

②校務支援システムの導入および活用のための体制の整備 達成度 

 

校務支援システムの調査・検討を行い、導入を進めていきます。また、校務支援システム

を利活用できるように教職員用のパソコンやネットワークなどの利用環境を整えていきま

す。システム導入を機にこれまでの業務の見直しも併せて行います。現状と目指すべき姿

を描き出し、必要となる機能が備わったシステムを選定します。また、運用面では教職員

のシステムを扱う能力の向上など、教育の情報化推進を継続的に支えるための体制を整え

ていきます。 

Ｂ 

小・中学校での情報機器の活用 

Ⅲ-2 ①デジタル対応大型液晶モニター・電子黒板等の活用 達成度 

 

デジタル放送を受信でき、様々な機器と接続できる大型液晶モニター・電子黒板等の各教

室への設置を進めていきます。コンピュータや書画カメラなどを活用し、児童・生徒が扱

う様々な情報を大きくわかりやすく表示することにより、理解の促進につなげていきます。 

Ｂ 

②タブレット端末などの情報機器の活用 達成度 

 
教職員用、児童・生徒用のタブレット端末などの情報端末の導入や各教室用の無線ＬＡＮ

の整備を進め、児童・生徒の情報活用能力の育成を推進します。 
Ｃ 

③情報機器の活用のための体制の整備 達成度 

 
教職員の機器・システムを扱う能力をより向上するための研修･支援体制について検討し、

整備を図ります。また、機器･システムの管理体制についても併せて検討します。 
Ａ 

④情報倫理（モラル）教育の充実 達成度 

 

携帯電話やスマートフォンの急速な発展に伴い、児童・生徒の間にもインターネット環境

がより身近になってきています。インターネット上でのいじめや犯罪に巻き込まれないよ

うにするためには、インターネットの特性を理解した上で利用できるように情報倫理（モ

ラル）教育が必要になります。学校の授業だけでなく、民間や警察が行っている研修や生

涯学習課が行っている出前講座を活用し情報倫理（モラル）教育を進めていきます。各種

情報機器の導入後はそれらの機器を活用し、教育の充実を図っていきます。 

Ｂ 
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教育分野、生涯学習分野における情報発信の充実 

Ⅲ-3 ①CMS の導入 達成度 

 

各学校園のホームページ内容の拡充を進めていきます。各学校園をまたいだ一定の基準を

満たしたホームページを作成するための共通基盤として、例えば情報にタグ付けするため

の分類方法を検討するなど、効率良く且つより簡易に作成できることを念頭に置いた、Ｃ

ＭＳの選定および導入を進めていきます。将来的には校務支援システムと連携させるなど、

ＣＭＳを更に有効に活用するための方法を研究します。 

Ａ 

②ニーズに合った教育・生涯学習情報の発信 達成度 

 

各種講座の情報や人材・活動内容に関する情報、文化・歴史などの情報発信について、能

動的な情報提供を行う事例を研究し、必要となる情報を必要となるタイミングで提供でき

るように新たな提供の仕組みと提供の場について考えていきます。「〇〇に載っているので

見てください。」といった受動的な情報提供ではなく、年齢などによりお勧めの情報を表示

するなどの能動的な情報提供が可能な環境を整えていきます。 

Ｂ 

③生涯学習講座の受付管理のシステム化 達成度 

 
各種講座の申込受付について、講座の特性に合わせた受付管理のシステム化を検討します。

従来からの電話などによる受付に加えて、ＩＣＴを利活用できる仕組みを考えていきます。 
Ｃ 

④生涯学習施設利用の受付管理のシステム化 達成度 

 
各種施設利用の申込受付について、施設の特性や利用目的に合わせた受付管理のシステム

化を検討します。 
Ｃ 
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基本目標Ⅳ  便利なサービス 

庁内共通基盤図の整備 

Ⅳ-1 ①庁内共通基盤図の整備 達成度 

 

庁内で共通して利用できる基盤図を整備し、各業務ＧＩＳで利用する基盤図の統一を検討

します。 

※平成２６年度から平成２７年度にかけて検討の結果、実現の可否を判断することとしま

す。 

Ａ 

多様な証明書交付サービスの導入 

Ⅳ-2 ①コンビニ証明交付サービスの導入 達成度 

 

マイナンバー制度の導入による証明書の発行環境の変化など、動向を注視しながら、慎重

に検討します。 

※マイナンバー制度導入後の平成２８年度からコンビニ証明交付サービスの導入を検討し

ます。 

Ａ 

岸和田市公式ホームページの充実 

Ⅳ-3 ①岸和田市公式ホームページのリニューアル 達成度 

 

岸和田市公式ホームページの見直しを行い、利用者が見やすく、必要な情報を探しやすい

ホームページの作成を進めていきます。また、スマートフォンにも対応するようにし、い

つでも手軽に閲覧できるようにします。 

Ａ 

公金の多様な納付方法の導入 

Ⅳ-4 ①クレジットカード決済の導入 達成度 

 

公金の納付方法の一つとしてクレジットカード決済の導入を進めていきます。また、イン

ターネットバンキングでの納付方法など、多様な納付方法の導入を引き続き検討を進めま

す。 

Ｂ 

オープンデータの利活用 

Ⅳ-5 ①統計情報の共有・利活用 達成度 

 
統計情報を一元的に集約し、横断的な分析を行い共有して活用していきます。さらに、統

計情報を公開していきます。 
Ａ 

地理情報の活用 

Ⅳ-6 ①岸和田市地図情報配信サービスのマップの充実 達成度 

 
「岸和田市地図情報配信サービス」に地域防災・観光・健康などさまざまなマップを充実

させていきます。 
Ａ 
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第２次計画で設定した３６施策のうち、２１施策（５８％）が「A 実施済」となっています。また、

６施策（１７％）が「B 一部実施・検討中」、９施策（２５％）が「C 未実施」となっています。 

 

 

図３ 第２次計画の実施結果状況 

 

  

A実施済
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58%

B一部実施・検討中

6
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9
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基本目標別の施策では、 

基本目標Ⅰ 安全・安心に暮らす 

「A 実施済」５施策（５０％） 

「B 一部実施・検討中」１施策（１０％） 

「C 未実施」４施策（４０％） 

基本目標Ⅱ 元気に暮らす 

「A 実施済」８施策（８０％） 

「B 一部実施・検討中」０施策（０％） 

「C 未実施」２施策（２０％） 

基本目標Ⅲ 学びを支える 

「A 実施済」３施策（３０％） 

「B 一部実施・検討中」４施策（４０％） 

「C 未実施」３施策（３０％） 

基本目標Ⅳ 便利なサービス 

「A 実施済」５施策（８３％） 

「B 一部実施・検討中」１施策（１７％） 

「C 未実施」０施策（０％） 

となっています。 

 

図４ 第２次計画基本目標別の実施結果状況 

 

基本目標Ⅲで「Ａ実施済」が３０％とやや少ないものの、それ以外では基本目標Ⅰで「Ａ実施済」が

５０％、基本目標Ⅱで「Ａ実施済」が８０％、基本目標Ⅳで「Ａ実施済」が８３％、全体では「Ａ実施

済」が５８％となっており、第２次計画の施策は一定達成できました。 
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１．基本理念                             

 

 

 

 

 

 

本計画の基本理念は、第２次計画の基本理念「みんながつながる情報都市 岸和田」を継承し、市民、

地域コミュニティ、学校、企業、行政等の「みんな」が、ＩＣＴで、ネットワークで、人と人が「つな

がる」、そんなまちを目指していきます。 

 

図５ 本計画の基本理念 

  

みんながつながる情報都市 岸和田 
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２．基本目標                             

 

本計画では、基本理念のもとに、第２次計画で掲げた基本目標を継承し、以下のように設定します。 

 

 

 

 

日常生活を過ごす地域をより住み心地のよいものにするための、地域防災における情報化の推進を図

ります。 

 

 

 

 

安心して子どもを生み育てられる情報環境の整備、一人ひとりの健康をサポートする情報化の推進を

図ります。 

 

 

 

 

豊かな生活を支援するための学びを促進させる情報化を進めるとともに、次世代を担う若い世代の学

びを支える情報化の推進を図ります。 

 

 

 

4 

生活、暮らしの利便性の向上を図るために、行政の効率化を図りつつ、積極的な情報発信、情報の発

信方法の改善、だれもが情報を享受できる生活環境の整備を推進します。 

 

 

  

基本目標Ⅰ 安全・安心に暮らす 

基本目標Ⅱ 元気に暮らす 

基本目標Ⅲ 学びを支える 

基本目標Ⅳ 便利なサービスと電子自治体 
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本計画の基本目標ごとに、目指すまちづくりの方向性が同じ対応とするように「岸和田市まちづくり

ビジョン 将来構想（第４次岸和田市総合計画）」の「基本目標」及び「目標が達成された姿」を整理し

ました。 

表５ 本計画の基本目標とまちづくりビジョンとの関係 

基本目標Ⅰ  安全・安心に暮らす 

 岸和田市まちづくりビジョン 将来構想（第４次岸和田市総合計画） 

 基本目標 目標が達成された姿 

 
人と街も災害に強くする 

Ⅰ-4-1 災害に対する備えと予防ができている 

 Ⅰ-4-2 災害が起こったとき、迅速・的確な対応ができている 

 
みんながみんなを大事し、

見守る 
Ⅰ-8-3 ともに支えあう地域社会になっている 

基本目標Ⅱ  元気に暮らす 

 岸和田市まちづくりビジョン 将来構想（第４次岸和田市総合計画） 

 基本目標 目標が達成された姿 

 
次世代を育てる 

Ⅰ-2-1 安心して子どもを生み育てている 

 Ⅰ-2-2 子どもの健康と安全が保たれている 

 

海から山までつなげ、新し

い価値と活力とを創出す

る 

Ⅰ-6-3 １年中を通じて多くの人が岸和田を訪れ、市民と交流してい

る 

 みんながみんなを大事し、

見守る 

Ⅰ-8-3 ともに支えあう地域社会になっている 

 Ⅰ-8-5 誰もが必要な支援を受けることができている 

基本目標Ⅲ  学びを支える 

 岸和田市まちづくりビジョン 将来構想（第４次岸和田市総合計画） 

 基本目標 目標が達成された姿 

 
次世代を育てる 

Ⅰ-2-3 子どもの個性や能力が育まれている 

 Ⅰ-2-4 岸和田の担い手が育っている 

基本目標Ⅳ  便利なサービスと電子自治体 

 岸和田市まちづくりビジョン 将来構想（第４次岸和田市総合計画） 

 基本目標 目標が達成された姿 

 
市民と議会、行政がそれぞ

れの役割を果たす 

Ⅱ-1-2 三者が、互いの立場を理解しながら問題解決に取り組んでい

る 

 
適性で、分かりやすい行財

政運営をする 

Ⅱ-2-1 行政の責務が果たされていることを市民が実感できている 

 Ⅱ-2-3 事務を効果的・効率的に行うための体制が整っている 

 Ⅱ-2-4 市民にとって利用しやすい市役所になっている 
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 用 語 解 説  

※１２ デジタルデバイド： 

デジタルデバイドとは、インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる者と利用できない者

との間に生じる格差のこと。情報格差ともいう。身体的・社会的条件（性別、年齢、学歴の有無等）や地

理的な地域格差（都市部と地方間等）等の要因がある。 

 

 用 語 解 説  

※１３ ＢＰＲ： 

ＢＰＲは、ビジネスプロセス・リエンジニアリング（Business Process Re-engineering）の略。企業

改革の代表的概念・手法の 1 つ。既存の業務内容や業務の流れ、組織構造等を全面的に見直し、再設計

（リエンジニアリング）すること。 

 

３．官民データ活用推進計画                       

 

本計画において、「官民データ活用推進基本法」の趣旨にのっとり、岸和田市「市町村官民データ活

用推進計画」としての５つの重点方針を下記のとおり定めます。５つの重点方針に沿った個別施策を

策定し、個別施策がどの重点方針に対応しているかを明示します。 

 

１．行政のオンライン化 

「すぐに使える」、「簡単」、「便利」な行政サービスを実現するため、従来の紙文化から脱却し、行

政手続きにおけるオンライン化を推進します。 

 

２．オープンデータの推進 

官民データを様々な主体が容易に活用できるようにするため、「オープンデータ基本指針」（平成２

９年（２０１７年）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）等を踏まえて、岸和田市が保有するデータのオープンデータ化を推進します。 

 

３．マイナンバーカードの普及・活用 

国はマイナンバーカードの普及に向けて、「持ちたい」と思えるカードにすることが必要として、そ

の利活用の推進等、利便性向上に取り組んでいます。岸和田市においても、住民の利便性向上に寄与

できるよう行政サービスにおけるマイナンバーカードの利用促進に取り組んでいきます。 

 

４．デジタルデバイド※１２対策 

地理的な制約、年齢、身体的な条件その他の要因に基づく情報通信技術の利用の機会又は活用のた

めの能力における格差の是正を図るため、官民データ活用を通じた必要な措置を講じます。 

 

５．標準化、デジタル化、システム改革、ＢＰＲ※１３ 

行政サービスの利便性の向上や行政運営の効率化を図るため、総合的なデジタル化、業務の見直し

（ＢＰＲ）や情報システムの改革を推進します。 
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第２次岸和田市情報化推進計画 第 2期（2019 年度～2023 年度） 官民データ活用推進計画 

 

４．施策の展開                             

 

基本理念、基本目標に沿って本計画の施策を策定しました。本計画の基本目標の下に各個別の施策

を設定します。 

各個別の施策には、「岸和田市まちづくりビジョン 将来構想（第４次岸和田市総合計画）」の「目

標が達成された姿」との対応関係を設定します。また、「官民データ活用推進計画」としての重点方針

を明示します。 

 

 

 

基本目標Ⅳ 便利なサービスと電子自治体 

Ⅳ-５ RPAや AIを活用した業務効率改善 

岸和田市まちづくりビジョン将来構想 

（第 4次岸和田市総合計画）との対応 
Ⅱ-2-3 事務を効果的・効率的に行うための体制が整っている 

官民データ活用推進計画 標準化、デジタル化、システム改革、BPR 

 

図６ 本計画の施策の見方 

 

 

 

  

基本目標 

施策名 施策番号 

まちづくりビジョン 

との対応関係 

官民データ活用推進計画 

としての重点方針 
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 用 語 解 説  

※１４ 輻輳（ふくそう）： 

輻輳（ふくそう）とは、ものが集まり、混み合うことを表す語。電話網やインターネット網において

も混雑し、通信許容量を超え急激に支障が多発する状態。電話等の通信システムは一般的に、輻輳が限

界に達する前に通信を制限して、システムダウンを防ぐようになっている。 

 

※１５ Ｗｉ－Ｆｉ： 

Ｗｉ－Ｆｉ（ワイファイ）は、無線でネットワークに接続する技術、互換性を証明する規格のこと。

「無線ＬＡＮ」を普及させるため、異なるメーカーであっても相互接続を保証する制度が整い、認定さ

れた機器には、Wi-Fi Alliance の登録商標であるＷｉ－Ｆｉロゴの使用が許可されるようになった。 

現在日本では、Ｗｉ－Ｆｉという言葉が広がり、無線ＬＡＮ通信イコールＷｉ－Ｆｉといえるような

状態になっている。 

 

基本目標Ⅰ 安全・安心に暮らす 

Ⅰ-１ 防災拠点のWi-Fi環境整備 

岸和田市まちづくりビジョン将来構想 

（第 4 次岸和田市総合計画）との対応 

Ⅰ-4-1 災害に対する備えと予防ができている 

Ⅰ-4-2 災害が起こったときに、迅速・的確な対応ができ

ている 

官民データ活用推進計画 デジタルデバイド対策 

 

総務省の平成３０年度版情報通信白書によると、２０１７年における端末別のインターネット利用率

は、「スマートフォン」（５９．７%）が最も高く、「パソコン」（５２．５%）の利用率を初めて上回り

ました。このように近年、スマートフォンの普及により、災害時にはスマートフォンを活用した情報収

集や親族との安否連絡が多く行われるようになりました。避難所における通信環境の維持は行政として

も重要な課題となっているところです。災害時には、安否連絡や情報収集のため急激に通信が増加する

ため、固定電話や携帯電話が輻輳（ふくそう）※１４し、音声通話が利用できない場合やメールの方が音

声通話よりつながりやすい場合があります。 

国においては、平成３０年（２０１８年）１２月に更新された「防災等に資するＷｉ－Ｆｉ※１５環境

の整備計画」において「防災等に資するＷｉ－Ｆｉ環境を整備し、災害時の必要な情報伝達手段を確保

する」と示されています。 

岸和田市においても、災害時に避難者や滞留者が、パケット通信を利用する災害用伝言サービスやメ

ール等の音声通話以外の通信手段の確保や必要な情報伝達、情報確保を行うことが可能となるよう、防

災拠点（避難所や避難場所、市施設）におけるＷｉ－Ｆｉ環境の整備を行います。 

 

施策名 防災拠点の Wi-Fi 環境整備 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

検討 検討 整備 運用 運用 

担当：ＩＴ推進課、危機管理課 
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 用 語 解 説  

※１６ 介護予防・日常生活支援総合事業： 

市町村が中心となって、地域の実情に応じて住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実す

ることで、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能

とすることを目指すもの。 

 

※１７ 地域包括支援センター： 

高齢者が住み慣れた地域で、尊厳あるその人らしい生活を送るために、介護サービスをはじめ、福

祉、保健、権利擁護などさまざまなサービスを提供し、高齢者の生活を支える拠点として自治体等が設

置する機関。 

 

※１８ いきいきネット相談支援センター： 

住み慣れた地域で、いきいきと安心して暮らし続けることができるために岸和田市から委託をうけた

コミュニティソーシャルワーカー（地域の総合生活相談員）を配置し、地域にお住まいの方や活動団体

から、福祉に関するサービスや支援について無料で相談をうける機関。 

 

※１９ いきいき百歳体操： 

高知市の理学療法士が開発した介護予防のための体操。手足におもりをつけて負荷をかけることで、

足腰の力をつけ、運動器の機能向上の効果がある。 

 

基本目標Ⅱ 元気に暮らす 

Ⅱ-１ 地域資源マップの作成 

岸和田市まちづくりビジョン将来構想 

（第 4 次岸和田市総合計画）との対応 

Ⅰ-8-3 ともに支えあう地域社会になっている 

Ⅰ-8-5 誰もが必要な支援を受けることができている 

官民データ活用推進計画 ― 

 

日常生活を送る上で支援が必要な高齢者が、住み慣れた地域でいきいきと安心して暮らし続けていく

ために様々なサービスが必要となります。特に要支援者や介護予防・日常生活支援総合事業※１６の対象

者などの介護度が軽い高齢者については、より地域の力を活用した多様な生活支援等のサービスが必要

になっていきます。 

岸和田市においても、地域包括支援センター※１７、いきいきネット相談支援センター※１８、介護施設、

いきいき百歳体操※１９やサロンといった地域が自主的に運営している通いの場などの様々な地域資源が

あり、活用されています。このような地域資源をより活用していただけるように、地域資源マップを作

成し、「岸和田市地図情報配信サービス」に公開していきます。地図上で地域資源を見えるようにするこ

とで、新たな地域づくりのきっかけや住み慣れた地域でいきいきと安心して暮らし続けていくために活

用してもらえるようにしていきます。 

 

施策名 地域資源マップの作成 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

検討 検討 整備 運用 運用 

担当：介護保険課 
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基本目標Ⅱ 元気に暮らす 

Ⅱ-２ 子育て支援情報の充実 

岸和田市まちづくりビジョン将来構想 

（第 4 次岸和田市総合計画）との対応 

Ⅰ-2-1 安心して子どもを生み育てている 

Ⅰ-2-2 子どもの健康と安全が保たれている 

官民データ活用推進計画 ― 

 

現在、岸和田市では、岸和田市公式ウェブサイトとは別に、妊娠・出産、子育てに関する岸和田市の

行政サービス情報をまとめたサイト「ママほっと」を提供しています。「ママほっと」は、岸和田市公式

ウェブサイト等から提供される情報でコンテンツを作成し、妊娠、出産、子育て世代の方が情報を見や

すい、探しやすいよう、わかりやすい表現で情報を掲載しています。 

また、子どもの成長周期に合わせて､妊娠期から２歳の誕生日までその時々に役立つ情報をお送りす

るメールマガジン「ママほっとメール（きしわだ子育て支援メルマガ）」を配信しています。 

 

今後も、妊娠・出産、子育てに関する行政サービス情報の内容を充実して発信できるよう取り組んで

いきます。現在は、ウェブサイト「ママほっと」とメールマガジン「ママほっとメール」という方法で

情報発信していますが、よりきめ細やかな情報発信ができるようにしていくことにより、必要なタイミ

ングで簡単に子育て情報を入手できるよう、スマートフォンアプリ等で、利用者に必要な行政サービス

情報をプッシュ型で発信できるように検討を進めていきます。 

 

 

 

施策名 子育て支援情報の充実 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

検討 導入 運用 運用 運用 

担当：広報広聴課、健康推進課、子育て支援課、子育て給付課、子育て施設課 
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基本目標Ⅱ 元気に暮らす 

Ⅱ-３ テレビ電話機能での手話通訳 

岸和田市まちづくりビジョン将来構想 

（第 4 次岸和田市総合計画）との対応 

Ⅰ-8-3 ともに支えあう地域社会になっている 

Ⅰ-8-5 誰もが必要な支援を受けることができている 

官民データ活用推進計画 ― 

 

岸和田市では、手話は言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解促進及び手話の普及を行い、

手話が使用しやすい環境づくりを進め、誰もが生き生きと自分らしく暮らすことができる地域社会を実

現することを目的として、平成３１年（２０１９年）４月に「岸和田市手話言語条例」を施行しました。 

「岸和田市手話言語条例」では、手話により意思疎通を図ることは、ろう者の権利であり、その権利

を尊重することを基本として手話への理解促進及び普及を行うことを基本理念としています。 

「岸和田市手話言語条例」の理念に則り、市役所窓口や市民センター窓口等に訪れたろう者が円滑な

意思疎通を図れるよう、スマートフォンやタブレット端末のテレビ電話機能を利用して、画面に映った

手話通訳者を介して担当者とやりとりを行えるよう遠隔手話通訳サービスの導入を検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

施策名 テレビ電話機能での手話通訳 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

検討 検討 検討 検討 導入 

担当：障害者支援課 
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基本目標Ⅱ 元気に暮らす 

Ⅱ-４ 観光拠点のＷｉ‐Ｆｉ環境整備 

岸和田市まちづくりビジョン将来構想 

（第 4 次岸和田市総合計画）との対応 

Ⅰ-6-3 １年中を通じて多くの人が岸和田を訪れ、市民と

交流している 

官民データ活用推進計画 デジタルデバイド対策 

 

観光庁の平成３０年度版観光白書によると、訪日外国人旅行者数（インバウンド）は、平成２５年（２

０１３年）に１，０００万人を超え、その後も急速に増加し、平成２９年（２０１７年）には２，８６

９万人となり、同年には訪日外国人旅行消費額は 4 兆円を超えています。 

一方、総務省・観光庁の平成２６年度（２０１４年度）「訪日外国人旅行者の国内における受入環境整

備に関する現状調査」結果では「旅行中に困ったこと」として「無料公衆無線ＬＡＮ環境」が４６．６％

で最も多く挙げられております。その後の観光庁の平成２９年度（２０１７年度）「訪日外国人旅行者の

受入環境整備における国内の多言語対応に関するアンケート」結果では、「旅行中に困ったこと」の「無

料公衆無線ＬＡＮ環境」は、２１．２％となっており、国内では無料公衆無線ＬＡＮ環境は整備されて

きています。無料公衆無線ＬＡＮによる通信環境の整備は、旅行者や観光客にとっての利便性の向上の

みならず、Ｗｉ－Ｆｉを活用した情報配信による消費喚起等の効果が期待できます。 

岸和田市の観光拠点においても、全ての旅行者や観光客がストレスなく快適に観光を満喫できる環境

を提供することにより、旅行者や観光客の増加に繋がるよう、市内の観光拠点等に無料のＷｉ－Ｆｉ環

境を整備することを検討します。 

 

 

施策名 観光拠点の Wi-Fi 環境整備 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

検討 検討 整備 運用 運用 

担当：ＩＴ推進課、観光課 
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基本目標Ⅲ 学びを支える 

Ⅲ-１ 校務支援システムの導入・活用のための体制整備 

岸和田市まちづくりビジョン将来構想 

（第 4 次岸和田市総合計画）との対応 
Ⅰ-2-3 子どもの個性や能力が育まれている 

官民データ活用推進計画 ― 

 

平成３０年（２０１８年）６月に閣議決定された「第３期教育振興基本計画」では、「目標（１７）Ｉ

ＣＴ利活用のための基盤の整備」の中で「③校務のＩＣＴ化による教職員の業務負担の軽減及び教育の

質の向上」が示されました。 

児童・生徒の成績情報は非常に重要度の高い個人情報であり、正確かつ安全に管理することが要求さ

れますが、現状では、成績処理や出欠管理等はシステム化されておらず、調査業務での転記チェックや

検算等の余計な作業負荷がかかっています。教職員の業務の質的転換を図り、限られた時間の中で、児

童・生徒に接する時間を十分に確保し児童・生徒にとって必要な総合的な指導を持続的に行うことので

きる状況を作り出すことが求められています。 

このような状況を踏まえて、各種名簿や出欠情報、成績情報等の電子化を進めて、教職員の業務効率

化を図り、また、「学び」を可視化することにより、学習指導や生徒指導等の質の向上、学級・学校運営

の改善等に繋げていけるように、成績処理をより安全に行うことのできる校務支援システムの導入を進

めます。導入にあたっては、「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を踏まえてセキュ

リティ対策を講じていきます。また、教職員が校務支援システムを円滑に利活用できるよう、研修会の

開催やヘルプデスクの設置、ＩＣＴ支援員も含めたサポート体制の充実を検討していきます。 

 

施策名 校務支援システムの導入・活用のための体制整備 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

検討 検討 導入 整備 整備 

担当：学校管理課、学校教育課 
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第２次岸和田市情報化推進計画 第 2期（2019 年度～2023 年度） 官民データ活用推進計画   

 

基本目標Ⅲ 学びを支える 

Ⅲ-２ 教室の無線ＬＡＮ環境整備 

岸和田市まちづくりビジョン将来構想 

（第 4 次岸和田市総合計画）との対応 
Ⅰ-2-3 子どもの個性や能力が育まれている 

官民データ活用推進計画 デジタルデバイド対策 

 

平成２９年（２０１８年）３月に公示された新学習指導要領において、情報活用能力（情報モラルを

含む。）が学習の基盤となる資質・能力として位置付けられ、小学校～高等学校の各学校でプログラミン

グ教育が必修化される等、今後の学習活動において積極的にＩＣＴを活用する必要があります。また、

情報活用能力の育成を図るため、各学校において、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手

段を活用するために必要な環境を整え、これらを適切に活用した学習活動の充実を図ること、と示され

ています。これらを踏まえ、文部科学省では、「平成３０年度以降の学校におけるＩＣＴ環境の整備方針

について」（以下「整備方針」といいます。）が策定されました。整備方針の中で、児童生徒用コンピュ

ータ等のＩＣＴ機器の整備だけではなく、これらをより効果的に使用するために普通教室や特別教室等

における無線ＬＡＮ環境の整備が掲げられています。また、整備方針とともに策定された「教育のＩＣ

Ｔ化に向けた環境整備５か年計画（２０１８年～２０２２年度）」に目標とされている水準では、「超高

速インターネット及び無線ＬＡＮ １００％整備」とされています。 

学校教室内の通信量が増えても、「不通」や「遅延」の無い安定した接続を実現できる無線ＬＡＮ環境

を整備していきます。 

 

 

施策名 教室の無線ＬＡＮ環境整備 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

検討 検討 整備 運用 運用 

担当：学校管理課、学校教育課 

  



  

第３章 基本方針・施策 38 

第２次岸和田市情報化推進計画 第 2期（2019 年度～2023 年度） 官民データ活用推進計画 

 

基本目標Ⅲ 学びを支える 

Ⅲ-３ 大型掲示装置やタブレット端末等の整備 

岸和田市まちづくりビジョン将来構想 

（第 4 次岸和田市総合計画）との対応 

Ⅰ-2-3 子どもの個性や能力が育まれている 

Ⅰ-2-4 岸和田の担い手が育っている 

官民データ活用推進計画 デジタルデバイド対策 

 

新学習指導要領で示された、２０２０年以降に必修化される論理的思考力を身に付けるためのプログ

ラミング教育に対応し、これからの学習活動を支えるＩＣＴ環境を整えるため、大型掲示装置（電子黒

板やプロジェクター・スクリーンなど）や、ＩＣＴ機器を様々な教室で活用できるように可動式ＰＣ（タ

ブレット端末）を整備していきます。前述の整備方針の中では、学習者用（児童生徒用）コンピュータ

は３クラスに１クラス分程度の整備が目標とされ、また、整備方針とともに策定された「教育のＩＣＴ

化に向けた環境整備５か年計画（２０１８年～２０２２年度）」では、「大型掲示装置・実物投影機 １

００％整備 各普通教室１台、特別教室用として６台」が目標とされています。 

プログラミング教育だけではなく、子どもたちの情報モラルや情報活用能力の育成とともに、画像拡

大や情報共有等、ＩＣＴの特性を活かした機能を教員が活用することにより、学習内容をわかりやすく

説明したり、子どもたちが意見交流を行う中で学びを深めるなど、ＩＣＴを教育の質の向上に活用して

いきます。 

 

 

 

 

施策名 大型掲示装置やタブレット端末等の整備 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

検討 検討 整備 運用 運用 

担当：学校管理課、学校教育課 
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第２次岸和田市情報化推進計画 第 2期（2019 年度～2023 年度） 官民データ活用推進計画   

 用 語 解 説  

※２０ ウェブサイト： 

ウェブサイトはウェブページの集まりで企業や組織、個人が作成・管理・運用している。略して「サイ

ト」ともいう。日本では「ホームページ」ということも多い。ウェブサイトの「ウェブ」は、インターネ

ットの標準的な情報提供システムである「World Wide Web（WWW）」ワールド・ワイド・ウェブの「Web」

のことをいい、「サイト」は「登録場所」のこと。 

 

※２１ ユニバーサルデザイン： 

文化、言語、国籍、障害の有無、年齢、性別等にかかわらず、多様な人々が利用できることを目指し

た設計（デザイン）をする考え方。 

 

基本目標Ⅳ 便利なサービスと電子自治体 

Ⅳ-１ 岸和田市公式ウェブサイトのリニューアル 

岸和田市まちづくりビジョン将来構想 

（第 4 次岸和田市総合計画）との対応 

Ⅱ-1-2 三者が、互いの立場を理解しながら問題解決に取

り組んでいる 

Ⅱ-2-4 市民にとって利用しやすい市役所になっている 

官民データ活用推進計画 ― 

 

平成２６年度（２０１４年度）に岸和田市公式ウェブサイト※２０のリニューアルを行い、「ライフステ

ージでさがす」や「観光向け」等、必要な情報をさがしやすい、スマートフォンでも見やすいように見

直しを行いました。 

近年急速に発達・普及したスマートフォン等によって高度化・多様化するウェブ環境やウェブサイト

を使った情報発信意識の向上によるページ数の増加のため、知りたい情報へ簡単にたどり着きにくい、

古い情報が掲載されている、見づらい等の声が閲覧者から挙がっています。また、スマートフォンを生

かした情報発信手法の整備も不十分と言わざるを得ない状況です。 

このような現状から、ユニバーサルデザイン※２１にも配慮し、項目の整理や階層構造の見直しなどを

行い、「伝わる・使いやすい・直感的」なウェブサイトを目指して、「直感的に使いやすく、情報がしっ

かり伝わる」ことを踏まえたデザイン、岸和田市の魅力・特色を市内・外へ効果的に発信でき、利用者

が「わざわざ見たい」と思える訴求力を持った魅力的なコンテンツを構築できるよう岸和田市公式ウェ

ブサイトをリニューアルします。 

 

 

施策名 岸和田市公式ウェブサイトのリニューアル 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

検討 導入 運用 運用 運用 

担当：広報広聴課 
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第２次岸和田市情報化推進計画 第 2期（2019 年度～2023 年度） 官民データ活用推進計画 

 

基本目標Ⅳ 便利なサービスと電子自治体 

Ⅳ-２ 公金納付における電子決済の導入 

岸和田市まちづくりビジョン将来構想 

（第 4 次岸和田市総合計画）との対応 
Ⅱ-2-4 市民にとって利用しやすい市役所になっている 

官民データ活用推進計画 行政のオンライン化 

 

岸和田市では、平成２４年度（２０１２年度）から銀行のキャッシュカードによる口座振替受付サー

ビスを開始し、平成２５年度（２０１３年度）からは市・府民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車

税、国民健康保険料のコンビニエンスストアでの納付を開始しています。 

近年は、クレジットカードでの納付を導入する自治体も増え、さらには、スマートフォンのアプリに

クレジットカードや銀行口座を登録、お金をチャージ等したうえで、納付書に記載されているバーコー

ドをスマートフォンで読み込むことで決済する等、電子的な決済方法を導入する自治体が増えてきてい

ます。 

クレジットカード決済やスマートフォンによる決済等、電子的な決済方法について幅広く研究し、簡

便な方法で納付できるよう電子決済の導入の検討を進めます。 

 

 

 

 

 

 

施策名 公金納付における電子決済の導入 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

検討 検討 検討 検討 導入 

担当：市民税課、固定資産税、納税課、健康保険課 
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第２次岸和田市情報化推進計画 第 2期（2019 年度～2023 年度） 官民データ活用推進計画   

 用 語 解 説  

※２２ 推奨データセット： 

「推奨データセット」は、オープンデータの公開とその利活用を促進することを目的とし、政府として

公開を推奨するデータと、公開するデータの作成にあたり準拠すべきルールやフォーマット等を取りまと

めたもの。基本編と応用編から構成される。 

基本編：推奨データセットの対象データの中でも、特にオープンデータに取り組み始める地方公共団体の

参考となるようなデータを基本編として位置付けている。 

応用編：推奨データセットの対象データの中で、基本編以外のデータを応用編として位置付けている。応

用編では、地方公共団体に限らず、民間事業者等の保有するデータについても対象としている。 

 

基本目標Ⅳ 便利なサービスと電子自治体 

Ⅳ-３ オープンデータの推進 

岸和田市まちづくりビジョン将来構想 

（第 4 次岸和田市総合計画）との対応 

Ⅱ-1-2 三者が、互いの立場を理解しながら問題解決に取

り組んでいる 

Ⅱ-2-1 行政の責務が果たされていることを市民が実感で

きている 

官民データ活用推進計画 オープンデータの推進 

 

「官民データ活用推進基本法」において、国及び地方公共団体はオープンデータに取り組むことが義

務付けられました。オープンデータへの取組により、国民参加・官民協働の推進を通じた諸課題の解決、

経済活性化、行政の高度化・効率化等が期待されています。 

「オープンデータ基本指針」（２０１７年５月３０日決定）では次のいずれの項目にも該当する形で

公開されたデータをオープンデータと定義しています。 

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 

岸和田市では、平成２９年度（２０１７年度）に岸和田市公式ウェブサイト上の「数字で見るきしわ

だ」ページを「オープンデータ」ページとして、リニューアルを行い、二次利用が可能な形式でのデー

タ公開を進めてきました。 

今後も「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」（２０１８年１２月３日改定）、「推奨データ

セット※２２」（２０１８年１２月３日改定）等を参考にしながら、データの活用により利便性の向上、市

民協働の推進や経済活性化、行政の効率化等を促すために、公共データを二次利用が容易な形式での公

開を進めていきます。 

 

施策名 オープンデータの推進 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

検討 検討 運用 運用 運用 

担当：全部署 

 

 

  



  

第３章 基本方針・施策 42 

第２次岸和田市情報化推進計画 第 2期（2019 年度～2023 年度） 官民データ活用推進計画 

 用 語 解 説  

※２３ ＧＩＳ： 

ＧＩＳとは、Geographic Information System の略であり、の略称で日本語では地理情報システム。

電子地図データとそれに付随する情報を関連付けて地図上に表示させ、作図、編集、検索、分析などを

行うシステムです。また、位置に関する情報を持ったデータを使って、様々な分析や高度な分析がで

き、地図上に視覚的に表示することができる。 

 

基本目標Ⅳ 便利なサービスと電子自治体 

Ⅳ-４ 地図情報配信サービスのマップの充実 

岸和田市まちづくりビジョン将来構想 

（第 4 次岸和田市総合計画）との対応 
Ⅱ-2-4 市民にとって利用しやすい市役所になっている 

官民データ活用推進計画 ― 

 

国において、平成１９年８月（２００７年）に「地理空間情報活用推進基本法」が施行され、平成２

０年（２００８年）４月に第１期の、平成２４年（２０１２年）３月に第２期の、平成２９年（２０１

７年）３月に第３期の「地理空間情報活用推進基本計画」が策定されました。第３期の「地理空間情報

活用推進基本計画」では、防災、交通・物流、生活環境、地方創生、海外展開といった幅広い分野での

地理空間情報の高度な活用に重点的に取り組み、世界最高水準の「地理空間情報高度活用社会」の実現

を目指すとあります。 

このような状況の中、岸和田市では、平成１６年度（２００４年度）に統合型地理情報システム（Ｇ

ＩＳ※２３）を導入し、地図情報を庁内各部署で共有し業務の効率化を図っています。平成２１年度（２

００９年度）から「岸和田市地図情報配信サービス」を開始し、津波ハザードマップ、地震ハザードマ

ップ、都市計画マップ、景観資源マップ等の地図情報をインターネット上に公開しています。 

その後も公共施設マネジメント情報マップ、認定路線マップ、遺跡・文化財分布マップ等を追加で公

開し随時「岸和田市地図情報配信サービス」のマップを充実するように努めてきました。 

引き続き、「岸和田市地図情報配信サービス」に公開可能な地図情報を研究し、公開マップの充実を図

ることで、市民にとって有益で利用しやすいサービスを目指すとともに、位置情報を含めた地図情報デ

ータのオープンデータ化についても検討していきます。 

 

施策名 地図情報配信サービスのマップの充実 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

検討 拡充 拡充 拡充 拡充 

担当：ＩＴ推進課 
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第２次岸和田市情報化推進計画 第 2期（2019 年度～2023 年度） 官民データ活用推進計画   

 用 語 解 説  

※２４ ＲＰＡ： 

ＲＰＡ（アールピーエー）は、Robotic Process Automation /ロボティック・プロセス・オートメー

ションの略。これまで人間が行ってきた定型的なパソコン操作、作業をソフトウェアのロボットにより

自動化するもの。具体的には、画面上のアプリケーション、システム画面を識別する技術と人間と同じ

ように操作実行する技術を組み合わせ、表計算ソフトや基幹業務システムなど複数のアプリケーション

を使用する業務プロセスを、事前に設定された実行手順にそって動作することで自動化する。 

 

※２５ ＡＩ： 

ＡＩ（エーアイ）は、Artificial Intelligence /人口知能の略。人間の知的行動をコンピュータに行わせ

る技術のこと又は人間の知的行動を行うことができるコンピュータプログラムのこと。現在の主流であ

るＡＩは、限定された知能を持ち、推論や学習、認識など人間の一部知的作業を実現するもの。 

 

基本目標Ⅳ 便利なサービスと電子自治体 

Ⅳ-５ RPAや AIを活用した業務効率改善 

岸和田市まちづくりビジョン将来構想 

（第 4 次岸和田市総合計画）との対応 

Ⅱ-2-3 事務を効果的・効率的に行うための体制が整って

いる 

官民データ活用推進計画 標準化、デジタル化、システム改革、BPR 

 

国立社会保障・人口問題研究所の将来推計によると、平成２０年（２００８年）をピークに総人口が

減少に転じており、２０５０年には日本の総人口は１億人を下回ることが予測されています。生産年齢

人口は、平成７年（１９９５年）から減少に転じており、生産年齢人口の減少は労働人口の減少につな

がり、将来的に働き手、即ち労働力の減少が不可避であります。岸和田市においても例外ではなく、平

成２２年（２０１０年）には１９９，２３４人と２０万人の大台を割り込んでいます。 

このような社会情勢の中、ＩＣＴ利活用による労働生産性を高める手段のひとつとして、近年、自治

体においてもＲＰＡ※２４やＡＩ※２５の試験導入や実証実験が相次いで行われています。例えば、 

・市税業務の大量入力作業をＲＰＡで自動化することで大幅な作業時間を削減。 

・認可保育所や認定こども園の入所選考作業にＡＩを活用することで作業時間を大幅に削減。 

・会議録作成に音声認識ＡＩを活用することで作業時間を削減。  等があります。 

岸和田市においても、平成３０年度（２０１８年度）にＲＰＡの実証実験を行い、定型的な作業にお

いて実用が可能であることが確認できました。このように定型的な作業・業務にＲＰＡやＡＩを活用す

ることで、業務作業時間を削減し、削減した時間を他の業務に割り当てることで市民サービスを向上で

きるようになります。岸和田市においても、ＲＰＡやＡＩを活用しスマート市役所を目指します。 

 

施策名 RPA や AI を活用した業務効率改善 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

検証 検証 導入 運用 運用 

担当：ＩＴ推進課  
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基本目標Ⅳ 便利なサービスと電子自治体 

Ⅳ-６ 庁内会議のペーパーレス化 

岸和田市まちづくりビジョン将来構想 

（第 4 次岸和田市総合計画）との対応 

Ⅱ-2-3 事務を効果的・効率的に行うための体制が整って

いる 

官民データ活用推進計画 標準化、デジタル化、システム改革、BPR 

 

庁内では、審議会、協議会、委員会等の大小様々な会議が行われています。これらの会議で必要とな

る資料は、数十ページ以上になり、加えて人数分の印刷コストやその準備作業の労力は膨大になります。 

このような状況を改善するべく、紙の使用量削減によるコストの圧縮と、労力削減と効率化を図るべ

く、タブレット端末を活用したペーパーレス会議ができるシステムを導入します。 

 

ペーパーレス会議システムは、作成した資料の電子データを登録することで、会議資料の用意は完了

になります。会議では、タブレット端末上で資料を閲覧することができ、会議資料を人数分印刷する必

要がないので、紙・印刷費用を削減できることに加えて、資料が変更になった場合は容易に資料データ

の差し替えが可能となり、資料の作り直し等が必要なくなり、作業工数の削減、合理化できることで効

率的に行うことができるようになります。 

 

 

 

 

 

施策名 庁内会議のペーパーレス化  

2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

検討 導入 運用 運用 運用 

担当：ＩＴ推進課 
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 用 語 解 説  

※２６ ＳＮＳ： 

ＳＮＳは、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（Social Networking Service）の略。社会的ネ

ットワーク（ソーシャル・ネットワーク）をインターネット上で構築できるサービスのこと。Twitter や

Facebook、Instagram 等、様々なサービスが普及している。 

 

基本目標Ⅳ 便利なサービスと電子自治体 

Ⅳ-７ スマートフォンアプリを活用した情報発信 

岸和田市まちづくりビジョン将来構想 

（第 4 次岸和田市総合計画）との対応 
Ⅱ-2-4 市民にとって利用しやすい市役所になっている 

官民データ活用推進計画 ― 

 

前述のとおり、総務省の平成３０年度版情報通信白書によると、２０１７年における端末別のインタ

ーネット利用率は、「スマートフォン」（５９．７%）が最も高く、「パソコン」（５２．５%）の利用率

を上回りました。また、２０１７年における情報通信機器の世帯保有率は、「固定電話」が７０．６％、

「パソコン」が７２．５％、「スマートフォン」が７５．１％となっています。今やスマートフォンが、

固定電話やパソコンより利用されていると言えます。 

 

現在、岸和田市では、岸和田市公式ウェブサイトや「Ｔｗｉｔｔｅｒ」「Ｆａｃｅｂｏｏｋ」「Ｉｎｓ

ｔａｇｒａｍ」といったＳＮＳ※２６、子育て応援情報を発信しているウェブサイト「ママほっと」等を

通じて情報を発信していますが、利用する市民の方が情報を探す必要があります。 

スマートフォンでの情報収集が主流となっている現状から、岸和田市の行政サービス情報や行政から

のお知らせ等の情報を、利用される市民の方が欲しい情報、必要な情報をプッシュ型で発信できるスマ

ートフォンアプリの導入を検討します。 

 

 

 

施策名 スマートフォンアプリを活用した情報発信 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

検討 導入 運用 運用 運用 

担当：広報広聴課 
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 用 語 解 説  

※２７ ＶｏｉｃｅＴｒａ： 

ＶｏｉｃｅＴｒａ（ボイストラ）は NICT が研究開発した多言語音声翻訳アプリ。個人の旅行者の試

用を想定して作られた研究用アプリであり、研究目的のサーバを使用している。ＶｏｉｃｅＴｒａ技術

を活用した民間サービスもある。 

 

基本目標Ⅳ 便利なサービスと電子自治体 

Ⅳ-８ 音声翻訳システムを活用した窓口対応 

岸和田市まちづくりビジョン将来構想 

（第 4 次岸和田市総合計画）との対応 
Ⅱ-2-4 市民にとって利用しやすい市役所になっている 

官民データ活用推進計画 ― 

 

総務省では、「グローバルコミュニケーション計画」を平成２６年（２０１４年）４月に策定し、多言

語音声翻訳システムを社会実装することにより、世界の「言葉の壁」をなくし自由でグローバルな交流

を実現することとしています。 

総務省所管の国立研究開発法人情報通信研究機構（ＮＩＣＴ）では、多言語音声翻訳技術の研究開発

を推進し、対応言語数の拡大、翻訳精度の向上に取り組んでおり、スマートフォンに日本語を音声入力

すると即座に外国語に翻訳して、音声出力するアプリ（ＶｏｉｃｅＴｒａ※２７）を公開しています。民

間企業との共同研究で、自治体窓口業務に対応した音声翻訳システムの研究開発を進めており、平成２

８年度（２０１６年度）からは実際の自治体窓口業務での社会実験も開始しています。 

また、国において、平成３１年（２０１９年）４月の改正出入国管理法施行に伴い、外国人材の適正・

円滑な受け入れの促進に向けた取り組みと、外国人との共生社会の実現に向けた環境整備を推進してい

く中で、行政・生活情報の多言語化、相談体制の整備が掲げられています。 

このように近年、在留する外国人は増加し対応が求められていますが、現在、岸和田市では外国人専

用の受付窓口等はなく、外国語を話せる職員も限られています。音声翻訳システムを導入することで、

外国人が来庁された際に窓口での手続きや情報提供、案内等を全ての職員がスムーズに行うことができ

るようになります。今後、総務省やＮＩＣＴの進めている多言語音声翻訳システムの研究開発について

情報収集を行うとともに、岸和田市での有用性を検証し、音声翻訳システム導入を検討します。 

 

施策名 音声翻訳システムを活用した窓口対応 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

検討 検討 検討 検討 検討 

担当：ＩＴ推進課 
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基本目標Ⅳ 便利なサービスと電子自治体 

Ⅳ-９ マイナンバーカードの利活用 

岸和田市まちづくりビジョン将来構想 

（第 4 次岸和田市総合計画）との対応 
Ⅱ-2-4 市民にとって利用しやすい市役所になっている 

官民データ活用推進計画 マイナンバーカードの普及・活用 

 

現在国において、マイナンバーカードを利活用した様々な施策（コンビニ証明書交付サービス、介護・

子育てワンストップサービス、健康保険証としての活用等）が検討、推進されています。 

岸和田市においても、平成２９年（２０１７年）４月２０日から、マイナンバーカードを利用し、全

国のコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機（多機能端末機）で住民票の写し、住民

票記載事項証明書、印鑑登録証明書、所得・課税証明書を交付するコンビニ証明書交付サービスを開始

しています。コンビニ証明書交付サービスでは、午前６時３０分から午後１１時まで利用可能であり、

岸和田市外にあるコンビニエンスストアでも岸和田市の証明書を取得できますので、便利なサービスと

なっております。（１２月２９日から１月３日まで及びシステム停止日は除きます。また、店舗によって

利用可能時間が異なります。） 

 

今後も、市民サービス向上のためにも個人情報の保護に留意しながら、マイナンバーカード利活用に

よる事務効率化や新たなサービスを提供できるよう検討します。 

 

 

 

施策名 マイナンバーカードの利活用 

2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

検討 検討 検討 検討 検討 

担当：ＩＴ推進課 
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５．施策体系・一覧                           

 

基本目標と施策体系、「岸和田市まちづくりビジョン 将来構想（第４次岸和田市総合計画）」との対

応、「官民データ活用推進計画」としての重点方針をまとめた一覧を下記に示します。 

 

表６ 施策体系・一覧 

 

基本目標Ⅰ  安全・安心に暮らす 

番号 施策 
岸和田市まちづくりビジョン 

将来構想との対応 

官民データ活用推進計画 

としての重点方針 
担当 

Ⅰ-1 防災拠点の Wi-Fi 環境整備 

Ⅰ-4-1 災害に対する備えと

予防ができている 

Ⅰ-4-2 災害が起こったとき、

迅速・的確な対応ができている 

デジタルデバイド対策 
ＩＴ推進課 

危機管理課 

基本目標Ⅱ  元気に暮らす 

番号 施策 
岸和田市まちづくりビジョン 

将来構想との対応 

官民データ活用推進計画 

としての重点方針 
担当 

Ⅱ-1 地域資源マップの作成 

Ⅰ-8-3 ともに支えあう地域

社会になっている 

Ⅰ-8-5 誰もが必要な支援を

受けることができている 

― 介護保険課 

Ⅱ-2 子育て支援情報の充実 

Ⅰ-2-1 安心して子どもを生

み育てている 

Ⅰ-2-2 子どもの健康と安全

が保たれている 

― 

広報広聴課 

健康推進課 

子育て支援課 

子育て給付課 

子育て施設課 

Ⅱ-3 テレビ電話機能での手話通訳 

Ⅰ-8-3 ともに支えあう地域

社会になっている 

Ⅰ-8-5 誰もが必要な支援を

受けることができている 

― 障害者支援課 

Ⅱ-4 観光拠点の Wi-Fi 環境整備 

Ⅰ-6-3 １年中を通じて多く

の人が岸和田を訪れ、市民と交

流している 

デジタルデバイド対策 
ＩＴ推進課 

観光課 

基本目標Ⅲ  学びを支える 

番号 施策 
岸和田市まちづくりビジョン 

将来構想との対応 

官民データ活用推進計画 

としての重点方針 
担当 

Ⅲ-1 
校務支援システムの導入・活用

のための体制整備 

Ⅰ-2-3 子どもの個性や能力

が育まれている 
― 

学校管理課 

学校教育課 

Ⅲ-2 教室の無線ＬＡＮ環境整備 
Ⅰ-2-3 子どもの個性や能力

が育まれている 
デジタルデバイド対策 

学校管理課 

学校教育課 

Ⅲ-3 
大型掲示装置やタブレット端

末等の整備 

Ⅰ-2-3 子どもの個性や能力

が育まれている 

Ⅰ-2-4 岸和田の担い手が育

っている 

デジタルデバイド対策 
学校管理課 

学校教育課 
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基本目標Ⅳ  便利なサービスと電子自治体 

番号 施策 
岸和田市まちづくりビジョン 

将来構想との対応 

官民データ活用推進計画 

としての重点方針 
担当 

Ⅳ-1 
岸和田市公式ウェブサイトの

リニューアル 

Ⅱ-1-2 三者が、互いの立場を

理解しながら問題解決に取り

組んでいる 

Ⅱ-2-4 市民にとって利用し

やすい市役所になっている 

― 広報広聴課 

Ⅳ-2 
公金納付における電子決済の

導入 

Ⅱ-2-4 市民にとって利用し

やすい市役所になっている 
行政のオンライン化 

市民税課 

固定資産税課 

納税課 

健康保険課 

Ⅳ-3 オープンデータの推進 

Ⅱ-1-2 三者が、互いの立場を

理解しながら問題解決に取り

組んでいる 

Ⅱ-2-1 行政の責務が果たさ

れていることを市民が実感で

きている 

オープンデータの推進 全部署 

Ⅳ-4 
地図情報配信サービスのマッ

プの充実 

Ⅱ-1-2 三者が、互いの立場を

理解しながら問題解決に取り

組んでいる 

Ⅱ-2-1 行政の責務が果たさ

れていることを市民が実感で

きている 

Ⅱ-2-4 市民にとって利用し

やすい市役所になっている 

― ＩＴ推進課 

Ⅳ-5 
ＲＰＡやＡＩを活用した業務

効率改善 

Ⅱ-2-3 事務を効果的・効率的

に行うための体制が整ってい

る 

標準化、デジタル化、シス

テム改革、BPR 
ＩＴ推進課 

Ⅳ-6 庁内会議のペーパーレス化 

Ⅱ-2-3 事務を効果的・効率的

に行うための体制が整ってい

る 

標準化、デジタル化、シス

テム改革、BPR 
ＩＴ推進課 

Ⅳ-7 
スマートフォンアプリを活用

した情報発信 

Ⅱ-2-4 市民にとって利用し

やすい市役所になっている 
― 広報広聴課 

Ⅳ-8 
音声翻訳機能を活用した窓口

対応 

Ⅱ-2-4 市民にとって利用し

やすい市役所になっている 
― ＩＴ推進課 

Ⅳ-9 マイナンバーカードの利活用 
Ⅱ-2-4 市民にとって利用し

やすい市役所になっている 

マイナンバーカードの普

及・活用 
ＩＴ推進課 
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１．計画の推進体制                           

 

岸和田市では、計画の進行管理を行うための組織として、情報化推進委員会を設置しています。また、

職場における情報化の推進役として、各課の長からなる情報化推進責任者、情報化推進責任者から推薦

された情報化推進担当者を置いています。必要に応じて情報化推進委員会の下に専門部会を設置して、

部門横断的で多様な情報化施策を総合的・一体的に推進する庁内体制を整備することとします。 

 

 

図７ 計画の推進体制図 

 

 

情報化推進委員会

専門部会

各課・室など

副市長、総合政策部長、総務部長、財務部長、市民環境部長、福祉部長、保健部長、 

子育て応援部長、魅力創造部長、まちづくり推進部長、教育総務部長、生涯学習部長 

メンバーは推進委員会で決定（関係する課長） 

情報化推進責任者（課長） 

情報化推進担当者（１名） 
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２．計画の進行管理                           

 

関係部門では、本計画に沿って各種情報化施策を順次進めることになりますが、急速な技術進歩の動

向や財政状況、国の動向等の環境の変化等を見極めながら、計画の変更の要否も含めて継続的に検討し

ながら計画の進行管理を行うことでその実効性を確保します。 

特に、進歩が著しい新たな技術・ツールなどの利活用については、情報収集・研究に努め、市民の立

場に立ち、その有効性を検証したうえで導入を検討していきます。 

進行管理の方法については、施策ごとに設定した目標年次を元に、関係部門で進行管理を行います。

万一、何らかの原因で目標が達せられない施策については、計画見直し等を行い、情報化を推進してい

くこととします。 

なお、結果については、情報化推進委員会で毎年フォローアップし、計画（Ｐｌａｎ）⇒実施（Ｄｏ）

⇒評価（Ｃｈｅｃｋ）⇒改善（Ａｃｔｉｏｎ）のいわゆるＰＤＣＡサイクルを行い、実効性を上げるよ

うにします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 進行管理におけるＰＤＣＡサイクルのイメージ 
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