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は じ め に 

 

 

今、日本はこれまで世界のどの国も経験したことのない

急速な人口減少や少子高齢化等による様々な地域課題に

直面しており、本市においても人口が減少傾向にある中、

私は「日本の縮図」と言われる本市が魁となり、道なき道

を切り拓いて行くとの強い思いを抱き、2020 年を本市の

まちづくりを更に飛躍させるスタートアップの年と位置

付け、「いちはらイノベーション宣言」を表明したところ

であります。 

また、本市では、社会経済情勢や国・県の動向、市民ニ

ーズの多様化、さらにはその先にある Society5.0 や SDGs など新たな時代の潮流を捉

えた一層の施策強化を図るため、「市原市総合計画」の施策を体系的にまとめた「基

本計画」を改訂したところであります。 

この「基本計画」では「情報化の推進」を自治体経営戦略の柱のひとつに位置付け

ており、デジタル技術を用いたイノベーションをより加速すべく、総合計画の個別計

画として、「市原市情報化推進計画 2020」を策定いたしました。 

今後も、最新のセキュリティ技術の導入により安全性を確保しつつ、AI や RPA、

IoT などの高度なデジタル技術によってデジタル変革(Digital Transformation：DX)を

推し進め、｢市民サービスを DX で、もっと前へ｣、｢仕事の生産性を DX で、もっと前

へ｣の視点をもって各種施策を展開し、目指す都市像「夢つなぎ ひときらめく 未来

創造都市 いちはら」の実現を ICT の側面から推進してまいります。 

未来は自分たちの手で創り出すものです。ICT を駆使し、令和の新時代をこの市原

から切り拓いてまいる所存ですので、市民の皆様には、引き続き、ご理解を賜ります

ようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

２０２０年３月  

  市原市長 小 出 譲 治 
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第１章 計画策定にあたって 

1 策定の趣旨  

本市では、「市原市総合計画」の個別計画として、ICT1に係る社会情勢の変化を的確に捉えた

行政運営とまちづくりを推進するため、2017 年 3 月に「市原市情報化推進計画」を策定し、

様々な分野における情報化に取り組んできました。 

ICT の進展は目覚ましく、Society5.02という新たな時代が訪れようとしており、AI や IoT3

が社会に急速に普及することにより市民生活に大きな変化をもたらそうとしています。 

これらの時代の潮流を踏まえ、本市では AI やロボットなどの新たな ICT にいち早く着眼し、

今年度、RPA4・文字認識 AI5の導入による事務の自動化を図り、職員が創造的業務に注力でき

る環境づくりに取り組みはじめたところです。 

これらをもっと前に進め、より便利な行政サービス、より効率的な行政運営に挑むため、「新

市原市情報化推進計画 2020」を策定するものです。 

2 計画の位置づけ 

本計画は、市原市総合計画『変革と創造いちはらビジョン 2026』の個別計画として策定す

るものであり、総合計画の都市像「夢つなぎ ひときらめく 未来創造都市 いちはら～ひとの活躍が

新たな誇りを創るまちへ～」の実現を ICT の側面から推進する計画とします。 

 

3 計画の期間  

本計画は、市原市総合計画の個別計画であるため、２０２６年度を目標年度とします。 

ただし、今後の技術革新などの社会環境の変化に応じ、適宜、本計画の見直しを図ります。  

                                           
1 ICT：Information and Communication Technology の略。情報通信技術。情報や通信に関連する科学技術の総称。 
2 Society5.0：「第５期科学技術基本計画」（平成 28 年１月 22 日閣議決定）において我が国が目指すべき未来社会の姿とし

て提唱された、狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、工業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）に続

く、サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課

題の解決を両立する、人間中心の社会（Society）を指す。 
3 IoT：Internet of Things の略。モノのインターネット。自動車、家電、施設などあらゆるモノがインターネットにつなが

り、モノのデータ化やそれに基づく自動化等が進展し、新たな付加価値を生み出すというコンセプトを表した語である。 
4 RPA：Robotic Process Automation の略。AI 等の技術を用いて、業務効率化・自動処理を行うこと。  
5 文字認識 AI：紙面を写した画像などを解析して、その中に含まれる文字に相当するパターンを検出し、書かれている内容

を文字データとして取り出す装置やソフトウェアのこと。 

個別計画 市原市情報化推進計画2020

基本構想

基本計画

実行計画
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第２章 本市を取り巻く社会環境の変化 

1 情報化に関する社会情勢の変化  

 

(1) 少子高齢化の進行と人口減少社会の到来 

日本の総人口は 2008 年の１億 2,808 万人をピークに減少し始め、国立社会保障・人口問

題研究所によれば、2040 年には 1億 1,092 万人にまで減少すると見込まれています。 

本市においても 2003 年以降人口減少が進んでおり、生産年齢人口の減少によって行政サ

ービスの担い手の不足や市の財政状況への影響が懸念される一方で、今後、高齢化の進行によ

り、社会保障など市民ニーズの一層の増加が予想されます。 

このような中であっても、多様な市民ニーズを的確に把握し分析を進めながら、行政サービ

スの水準を向上させていくためには、デジタル技術を駆使した行政内部の生産性向上が必要不

可欠です。 

 

本市の年齢階層別人口予測 

 

出典：「市原市人口ビジョン」の展望値②により作成 
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(2) デジタルトランスフォーメーションによるイノベーション 

「デジタルトランスフォーメーション」とは、2004 年にスウェーデンのウメオ大学教

授、エリック・ストルターマン教授が提唱した概念です。 

これは、進化したデジタル技術を人々の生活に取り入れ浸透することで、より良い豊かなも

のへと変革するという概念であり、既存の価値観や枠組みを根底から覆し、革新的なイノベー

ションをもたらすことを意味します。 

経済産業省では、デジタルトランスフォーメーションについて、これまでの文書や手続きの

単なる電子化から脱却し、IT・デジタルの徹底活用により、国民と行政、双方の生産性の抜本

的な向上を目指すとともに、データを活用し、よりニーズに最適化した政策の実現により、仕

事のやり方や政策のあり方の変革を目指すとしています。 

本市でも、この考え方に基づき、デジタル技術を駆使することで、市民サービスの向上と業

務の効率化に取り組む必要があります。 

 

 

デジタルトランスフォーメーション（Digital Transformation） 

 

出展：経済産業省資料 

 

 

  



 

４ 

 

(3) 持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けたデジタル技術の活用 

国連は、2030年までの国際目標として｢持続可能な開発目標(SDGs：Sustainable 

Development Goals)｣の 17 のゴールを提示しました。 

本市においては、「消防ロボットシステム」の導入による防災への貢献、「AI を活用した多

言語翻訳システム」による人的交流への貢献、「IoT を活用した有害鳥獣対策」による農業･食

糧への貢献など、具体的な取組が始まっています。 

このように、デジタル技術によるイノベーションや新たな価値の創造が、SDGs の達成に寄

与すると考えられます。 

 

デジタル技術による SDGs への貢献イメージ 

 

出展：令和元年度版 情報通信白書の概要（総務省）により作成 
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(4) 市民の利用するデジタルデバイスの変化 

スマートフォンを保有している世帯が「79.2％」となり、パソコンを保有している世帯

｢74.0％｣を上回っています。 

市民が利用する情報通信機器の主体がスマートフォンとなったことで、今後のサービス提供

にあたっては、スマートフォンを中心に様々なデバイスに対応した仕組みづくりが必要です。 

主な情報通信機器の保有状況（世帯） 

 

出展：平成 30 年通信利用動向調査（総務省） 
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2 国の ICT 関連政策  

(1) Society5.0 

サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、

経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会(Society)であり、狩猟社会(Society 

1.0)、農耕社会(Society 2.0)、工業社会(Society 3.0)、情報社会(Society 4.0)に続く、新たな社会

を指すもので、第５期科学技術基本計画において我が国が目指すべき未来社会の姿として提唱

されました。 

Society5.0 

 
出展：内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室資料 

 

(2) 官民データ活用推進基本法(平成 28 年 12 月施行) 

この法律は、インターネット等を通じて流通する多様かつ大量の情報を活用することによ

り、少子高齢化等の諸課題の解決につなげるため、官民データ（国、地方公共団体及び事業者

等が有するデータ）の適正かつ効果的な活用の推進を目指したものです。 

官民データの活用に関し、国、地方公共団体及び事業者の責務を明らかにし、官民データ活

用推進基本計画の策定など総合的かつ効果的な施策展開を図り、もって国民が安全で安心して

暮らせる社会及び快適な生活環境の実現に寄与することを目的としています。 

官民データ活用推進基本法制定の背景 

 
出展：市町村データ活用推進計画策定の手引（内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室） 
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(3) デジタル手続法(令和元年 5 月公布) 

この法律は、行政機関における申請、届出等手続きの原則オンライン化を加速させ、行政手

続等に係る関係者の利便性向上、行政運営の簡素化及び効率化によって、国民生活の向上や国

民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。 

行政機関における申請、届出は原則オンライン化とする「デジタルファースト」、同じ内容

の情報提供は求めない「ワンスオンリー」、民間サービスを含む手続きを一度で完結させる

「コネクテッド・ワンストップ」の 3 原則を定めています。行政のデジタル化をより推進す

るため、行政手続オンライン化法や住民基本台帳法、マイナンバー法等が包括的に改正されま

した。 

デジタル手続法の概要 

 

出展：内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室資料 

 

 

(4) 働き方改革関連法(平成 30 年 7 月公布) 

この法律は、働く人々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する

ため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の

確保等のための措置を講じる法律です。 

少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少、働く人のニーズの多様化などに対応するためには、

生産性向上、就業機会の拡大、意欲・能力を存分に発揮できる環境をつくることが必要です。 

働く人々の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現することで、

成長と分配の好循環を構築し、一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目

指しています。 
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3 県の動向  

千葉県では、人口減少・少子高齢化等に対応し、持続的な発展を実現するために、県や市町

村、企業、研究機関等の様々な主体がそれぞれの強みを生かし、「県民の暮らしを豊かにする千

葉県 ICT 利活用戦略」を、官民データ活用推進基本法に基づく官民データ活用推進計画とし

て、令和元年 9月に策定しました。 

この戦略では、ICT 利活用により実現を目指す姿を『県民の暮らしを豊かにし、子どもから

お年寄りまで一人ひとりが活躍できる社会を目指します（くらし満足度日本一の実現）』として

います。 

また、目指す姿の具体像を以下の 3点として、県が主体となる個別施策を推進しています。 

・【具体像１】あらゆる人が暮らしやすい社会 

・【具体像２】誰もがどこでも能力を発揮できる社会 

・【具体像３】生産性の高い産業に支えられる社会 

 

《個別施策一覧》 

目指す姿 個別施策 

【具体像１】 

あらゆる人が暮らし

やすい社会 

① 行政手続きのオンライン化と業務の効率化 

② オープンデータ6・ビッグデータ7の活用 

③ インフラの適切な管理や環境の適切な保全 

④ 安全・安心な生活環境の整備 

⑤ 外国人にも暮らしやすい環境整備 

⑥ 子育てしやすい環境整備 

【具体像２】 

誰もがどこでも能力

を発揮できる社会 

① 自由で多様な働き方を選べる環境整備 

② 誰でも能力を発揮できる環境整備 

③ 多様な教育機会の提供 

④ 活躍の場の拡大 

【具体像３】 

生産性の高い産業に

支えられる社会 

① 中小企業の経営力の向上 

② 次世代に向けた企業支援 

③ 医療・福祉分野の生産性向上による増大したニーズへの対応 

④ 農林水産業の成長力の強化 

⑤ 国際的な観光地域づくり 

⑥ 低炭素社会の実現 

 

 

  

                                           
6 オープンデータ：国、地方公共団体及び事業者が保有する官民データのうち、国民誰もがインターネット等を通じて容易

に利用(加工、編集、再配布等)できるよう、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、の条件を満たした形で公開されたデータのこと。 
7 ビッグデータ：ボリュームが膨大でかつ構造が複雑であるが、そのデータ間の関係性などを分析することで新たな価値を

生み出す可能性のあるデータ群のこと。例えば、利用者が急激に拡大しているソーシャルメディア内のテキストデータ、

携帯電話・スマートフォンに組み込まれた GPS から発生する位置情報、時々刻々と生成されるセンサデータ等がある。 
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第３章 これまでの主な取組と今後の課題 
「市原市情報化推進計画(2017 年 3 月策定)」では、「ICT を活用し、より便利な行政サ

ービス、より効率的な行政運営、より安全で魅力的なまちづくりを推進します」を目標に各

種情報化施策を展開してきました。 

同計画における施策の柱ごとに、主な取組と今後の課題を、以下に整理します。 

 

 

1 より便利な行政サービスの提供  

主な取組 
コンビニ交付サービスや子育てワンストップサービス事業、電子親子

手帳など 

今後の課題 

マイナンバーカードを活用したコンビニ交付サービスなどを開始しま

したが、引き続き更なる利便性向上のため、いつでもどこでも行政手続

きができるなど、サービスの充実が必要です。 

 

 

2 最適なシステムによる行政の効率化  

主な取組 
RPA8、文字認識 AI9、タブレット端末などによる、省力化や自動化を

推進 

今後の課題 

RPA などの最先端技術を積極的に推進してきましたが、省力化や自動

化は、部分的な取組に留まっています。引き続き BPR10を推進し、デジ

タル技術による業務プロセスの抜本的な見直しが必要です。 

 

  

                                           
8 RPA：Robotic Process Automation の略。AI 等の技術を用いて、業務効率化・自動処理を行うこと。 

9 文字認識 AI：紙面を写した画像などを解析して、その中に含まれる文字に相当するパターンを検出し、書かれている内容

を文字データとして取り出す装置やソフトウェアのこと。 

10 BPR：Business Process Reengineering の略。既存の組織やビジネスルールを抜本的に見直し、利用者の視点に立って、業

務プロセス全体について職務、業務フロー、管理機構、情報システムを再設計すること。 
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3 安心・安全な情報基盤の確立  

主な取組 
庁舎移転に伴う強固なネットワーク環境の整備や重要サーバの移転、

自治体情報セキュリティクラウド11によるサイバー攻撃の監視強化 

今後の課題 

これまでは画一的なセキュリティ対策によって、事務効率の向上を抑

制せざるを得ませんでした。今後は、最先端のセキュリティ技術を導入

することで、安全性を維持しつつ、生産性の向上や多様な働き方を叶え

るセキュリティ対策への転換が必要です。 

また、業務継続の観点からは、サイバー攻撃や災害など外的要因から

業務が中断しないよう、強固な情報基盤の確立が必要です。 

 

4 ＩＣＴの利活用によるまちづくりの推進  

主な取組 CMS12、SNS13、メールなどの各種情報媒体の活用が進展 

今後の課題 

現在のホームページやメールなど、情報伝達手段の拡充に努めてきま

したが、さらに市民サービスの向上を図るには、個々のニーズに応じた

情報を届ける仕組みや、災害時においても確実に情報を届ける仕組みづ

くりが必要です。また、市民との双方向の情報交換や市民の声を蓄積し、

蓄積データに基づき、より効果的な施策展開が必要です。 

 

 

【前計画の総括】 

これまでの行政事務は、紙媒体を中心にしたアナログな業務プロセスに多くの労力を割いてい

ました。これに対し ICT による改革改善に取り組んできましたが、未だ、部分的な電子化に留

まっているのが実情です。 

少子高齢化により生産年齢人口が減少する中において、AI や IoT などのデジタル技術の更な

る進展や Society 5.0の到来を見据え、市民サービスのあり方や業務プロセスを、抜本的に変革

し新たな価値を創造するデジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)が重要で

す。 

このデジタルトランスフォーメーションによって、市民サービスの向上と業務の効率化に取り

組む必要があります。 

                                           
11 自治体情報セキュリティクラウド：県と市町村が協力し、インターネットの接続口を都道府県単位で一つに集約化した上

で、状態監視やログの分析・解析などの高度なセキュリティ対策。 
12 CMS：Contents Management System(コンテンツ管理システム)。Web コンテンツを構成するテキストや画像、レイアウト

情報などを一元的に保存・管理し、サイトを構築したり編集したりするソフトウェアのこと。 
13 SNS：Social Networking Service の略である。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

などをもとに様々な交流を図ることができる。例：Facebook、LINE、Twitter、Instagram など。 
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第４章 計画の目標と施策の方向性 

1 計画の目標  

市原市総合計画では、“「変革と創造」で新たな未来を切り拓くまちづくり”を基本理念に掲

げ、人口減少や社会保障費の増大など様々な課題がある中で、このような時代だからこそ、未来

をしっかりと見据え、さまざまな資源を活用し、これまでの延長線上ではない「変革と創造」に

よる新たな未来を切り拓くまちづくりに、果敢に挑戦するとしています。 

本計画は、市原市総合計画を ICT の側面から推進する計画であることから、本市における情

報化に関する課題や、Society 5.0 時代の到来などの社会環境の変化を見据え、更なる行政サー

ビスの向上や行政運営の効率化を目指し、本計画の目標を次のとおり定めます。 

 

 

上記の目標の実現に向け、人口減少や働き方改革などの社会環境の変化、デジタル技術の急速

な発展を踏まえ、情報政策における 2026 年のあるべき姿を以下のように展望します。 

 いつでも どこでも 簡単に手続き 

各種行政手続きについて、スマートフォンをはじめとする様々なデバイスを活用し、誰

でも、いつでも、どこででも簡単に手続きを可能とします。これにより市民などが市役

所に行く、書類を書く、手続きを待つなどの負担からの解放を目指します。 

 個々のニーズに応えるサービス提供 

年齢、性別、地区、活動など異なる環境にある市民の一人ひとりのニーズに合った双方

向コミュニケーションの実現を目指します。 

 場所と時間から解放された働き方 

子育てや介護など個々の事情に応じたワークライフバランスへの対応や、災害時におけ

る避難所業務、現場や出張先における事務処理など、デジタル技術を活用し、場所と時

間から解放された効率的な働き方の実現を目指します。 

 最少の労力 最大の成果 

人口減少・少子高齢化を背景に行政サービスの担い手不足が懸念される中であっても、

デジタル技術の活用により、持続的にサービスを提供するとともに、行政サービス水準

の向上を目指します。 

 

  

目標 情報化の推進でより良い行政サービスを提供する 



 

１２ 

 

2 取組の視点  

これまでの行政事務は、紙媒体を中心にしたアナログな業務プロセスが多く、これに対し、

ICT を用いて様々な改革改善に取り組んできました。 

少子高齢化による生産年齢人口の減少が見込まれる中であっても、市民サービスを一層向上さ

せるため、デジタル手続法や官民データ活用推進基本法をはじめ、Society5.0、SDGs などの

新たな時代の潮流を見据え、デジタル技術の活用を前提とした業務プロセスへと、抜本的に変革

する必要があります。 

このことから、本市においては、AI や IoTなどの最先端デジタル技術を積極的に活用し、市

民との接点である窓口業務などのフロントオフィスと、行政内部の事務処理などのバックオフィ

スを、一体的かつ抜本的に変革します。 

このフロントオフィスとバックオフィスの一体的かつ抜本的な変革を、本市におけるデジタル

変革(DX)とし、このデジタル変革(DX)を推進するため、以下の２つの視点を持って、本計画に

おいて重点的に取り組みます。 

(１)市民サービスをDXで、もっと前へ 

(２)仕事の生産性をDXで、もっと前へ 
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3 施策体系  

計画の目標を実現するため施策体系を以下に示します。それぞれの分野における施策展開の方

向性を３つの基本施策として掲げます。 

 

 

 

 

基本施策Ⅰ 行政サービスのデジタル変革による市民生活の利便性の向上 

高度な ICT の導入やマイナンバー制度の利活用、各種手続きのオンライン化など、より便

利で快適な行政サービスを提供します。また、子育て、教育、観光、災害をはじめとする様々

な場面で、必要な時に必要な情報が得られ、市民と行政との双方向コミュニケーションの拡充

など、行政サービスの利便性の向上を図ります。 

 

基本施策Ⅱ 行政事務のデジタル変革による生産性の向上 

高度な ICT の導入により、庁内事務におけるデジタル変革を進め、業務プロセスの効率化

や生産性の向上を図ります。また、自治体においても、働く人の視点に立った働き方改革が求

められ、ワークライフバランスを推進し、職員が働きやすい環境を整備します。 

 

基本施策Ⅲ セキュリティの強靭性と利便性の両立による安全な行政サービスの提供 

業務継続の観点から、サイバー攻撃や地震をはじめとする災害など外的要因から業務が中断

しないよう強固な情報通信基盤を確立するとともに、職員一人ひとりの情報セキュリティ意識

の醸成を図ります。 

また、最新のセキュリティ技術の導入により安全性を維持しつつ、生産性の向上や多様な働

き方を叶えるセキュリティ対策へ転換し、セキュリティの強靭性と利便性の両立を図ります。 

  

目標

情報化の推進でより良い行政サービスを提供する

基本施策 Ⅰ
行政サービスのデジタル変革による市民生活の利便性の向上

基本施策 Ⅱ
行政事務のデジタル変革による生産性の向上

基本施策 Ⅲ
セキュリティの強靭性と利便性の両立による安全な行政サービスの提供
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第５章 個別施策の展開 

1 個別施策の取組について 

本計画では、ICT の進展が目覚ましいことに鑑み、個別施策の方向性のみを示すものとし、

個別施策を実現する事業については、最新の技術動向を注視しつつ、毎年度の実行計画の見直

しに係る各種対話を通じて、本市の課題解決に資する事業化に取り組みます。 

なお、後述の個別施策の事業例は、現時点における先進事例などを参考に例示的に表すもの

です。 

2 個別施策体系  

３つの基本施策を構成する個別施策を以下に示します。また、「取組の視点」との関係性を

示します。 
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基本施策Ⅰ 行政サービスのデジタル変革による市民生活の利便性の向上 

Ⅰ-① 行政手続きのデジタル化の推進 

目的：市民がいつでも、どこでも、より便利に行政手続きができることを目的とします。 

取組：スマートフォンをはじめとする様々なデバイスから、行政手続きが行えるよう行政手

続のデジタル化を進めます。また、キャッシュレス化に取り組むことで、利便性の向

上につなげます。 

事業例：電子申請、コンビニ交付、オンライン決済 など 

指標名 基準値 
目標値 

(2026 年度) 
備考 

行政手続きに係るオンライン利

用件数 

302,554 件 

 (2018年度) 
460,000 件 

総合計画の成果

指標 

証明書のコンビニ交付やオンラ

イン申請が可能な行政手続き数 

13 件 

 (2018年度) 
35 件 

マイナンバーカ

ード利用を含む 

 

Ⅰ-② 官民データの活用推進 

目的：ビッグデータ及びオープンデータの集積と解析により、公共サービスの一層の向上や

新たな民間サービスの創出を目的とします。 

取組：本市が保有する各種データのオープン化を進め、データ流通の推進とデータ活用の促

進を図ります。また、行政施策立案過程における、行政内部及び外部データの活用や

解析により、行政サービスの向上や新たな施策の立案につなげます。 

事業例：オープンデータ など  

指標名 基準値 
目標値 

(2026 年度) 
備考 

政府の推奨オープンデータの

18 種類への対応 

3 種類 

(2018 年度) 
18 種類  

 

Ⅰ-③ マイナンバーの活用 

目的：各種証明書のコンビニ交付、行政手続きのオンライン申請など、より便利な行政サー

ビスを提供することを目的とします。 

取組：マイナンバーカードの普及を図るとともに、マイナンバーカードを活用した手続きの

拡充を図ります。 

事業例：マイナポイント14、コンビニ交付の拡充、ぴったりサービス15 など  

指標名 基準値 
目標値 

(2026 年度) 
備考 

マイナンバーカード普及率 
13.4％ 

(2018 年度) 
84％  

マイナンバーカードを活用した

手続きの事業数 

7 事業 

(2018 年度) 
20 事業  

 

                                           
14 マイナポイント： マイナポイントの活用により、消費の活性化、マイナンバーカードの普及促進、官民キャッシュレス決

済基盤の構築を目的としたポイント制度 
15 ぴったりサービス：マイナンバー制度の導入に併せて構築した、国民一人ひとりがアクセスできるポータルサイトにおい

て、子育て・介護などの手続きが、オンラインで申請できるシステム。 
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Ⅰ-④ デジタルコミュニケーションの推進 

目的：子育て・教育・観光・災害など、あらゆる場面において、市民が必要な情報を入手で

きるようにすることを目的とします。 

取組：デジタルコミュニケーション基盤を整備し、市民と行政の双方向コミュニケーション

を確立します。また、デジタル技術を活用することで、災害時における情報伝達手段

の多重化を一層推進し、情報を確実に届ける仕組みづくりに取り組みます。 

事業例：ホームページ、チャットボット16、SNS など  

指標名 基準値 
目標値 

(2026 年度) 
備考 

市原市に関して知りたい情報を

必要なだけ入手できている人の

割合 

35.9％ 

(201９年度) 
61％ 

シティプロモー

ション戦略 

災害時において必要な情報が入

手できた人の割合 
－－ 100％  

   

Ⅰ-⑤ IoT の活用 

目的：市民が安心安全に暮らせる環境づくりを目的とします。 

取組：センサーやカメラなどから取得した情報をビッグデータとして集積し、AI を活用

して分析することで、社会インフラの状態診断、福祉分野における支援を要する市

民の見守りの高度化など、市民サービスの向上に取り組みます。 

事業例：不法投棄監視カメラ、道路･河川の監視、公共交通の自動運転、乳幼児などの見

守り など 

指標名 基準値 
目標値 

(2026 年度) 
備考 

IoT を活用している事業 
３事業 

(201９年度) 
12 事業  

     

                                           
16 チャットボット：人工知能を活用した自動会話プログラム。 
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基本施策Ⅱ 行政事務のデジタル変革による生産性の向上 

Ⅱ-① 業務改革の推進 

目的：行政事務の生産性の向上を目的とします。 

取組：デジタルファースト17の考えに基づいて、既存の制度や行政事務のプロセスの再設計

に取り組みます。 

事業例：AI-OCR、RPA、タブレット など  

指標名 基準値 
目標値 

(2026 年度) 
備考 

デジタル技術を活用して

BPR18に取り組んだ所属の割合 

11.7% 

(2019 年度) 
100％  

職員 1人あたり、複合機の総

印刷枚数 

7,899 枚/人 

(2018 年度) 
4,000 枚/人  

ペーパーレス会議に取り組んだ

所属の割合 

13.9% 

(2019 年度) 
100％  

Ⅱ-② 場所と時間に囚われない働き方の推進 

目的：職員が、場所と時間に囚われず能力を発揮できるようにすることを目的とします。 

取組：子育てや介護など個々の事情に応じたワークライフバランスへの対応や、災害時にお

ける避難所業務、現場や出張先における事務処理など、デジタル技術を活用し、場所

と時間から解放された効率的な働き方の実現に取り組みます。 

事業例：テレワーク19、タブレット、オンライン会議システム など   

指標名 基準値 
目標値 

(2026 年度) 
備考 

デジタル化によって働きやすさ

を実感した職員の割合 

57.7% 

(2019 年度) 
100%  

Ⅱ-③ ICT 人材の育成 

目的：生産性の向上にむけ、デジタル技術を有効活用できる人材の育成を目的とします。 

取組：情報化リーダーをはじめとする職員に対し、各種研修機会の充実や情報処理資格取得

を推進します。情報システム部門の職員については、より高度なデジタル技術に対応

した専門研修を通じた人材の育成を進めます。 

事業例：資格補助及び研修制度の充実、ジョブローテーション など   

指標名 基準値 
目標値 

(2026 年度) 
備考 

情報処理に係る国家資格所有職

員数 

10 名 

(2019 年度) 
150 名  

                                           
17 デジタルファースト：デジタル技術を徹底的に活用し、デジタル処理を前提としたサービス設計を行うこと。 

18 BPR：Business Process Reengineering の略である。既存の組織やビジネスルールを抜本的に見直し、利用者の視点に立っ

て、業務プロセス全体について職務、業務フロー、管理機構、情報システムを再設計すること。 
19 テレワーク：ICT を活用し、場所や時間を有効に活用できる柔軟な働き方のことであり、所属する事業場と異なる場所で

業務を行うこと。在宅勤務、サテライトオフィス勤務、モバイル勤務など。 



 

１８ 

 

基本施策Ⅲ セキュリティの強靭性と利便性の両立による安全な行政サービスの提供 

 

Ⅲ-① セキュリティの強靭性と利便性を備えた情報基盤の確立 

目的：サービスや業務の継続性を確保しつつ、生産性を向上していくことを目的とします。 

取組：最新のセキュリティ技術の導入によって安全性を維持しつつ、生産性の向上や多様な

働き方を叶えるセキュリティ対策へ転換し、セキュリティの強靭性と利便性の両立を

図ります。 

 また、｢市原市情報セキュリティポリシー20｣に基づき、各所属で定める情報セキュ

リティ実施手順の定期的な点検などにより、職員一人ひとりの情報セキュリティ意識

の醸成を図り、早期に情報セキュリティ監査適合率の 100%達成を目指します。 

 

事業例：情報セキュリティ実施手順の定期点検、情報セキュリティ監査の実施など  

指標名 基準値 
目標値 

(2026 年度) 
備考 

情報セキュリティ監査適合率 
85.6％ 

(2018 年度) 
100％ 

総合計画の成果

指標 

  

                                           
20 市原市情報セキュリティポリシー：市の保有する情報資産を守るため、情報セキュリティの確保に関する方針や体制、対

策などを包括的に定めたもの。情報セキュリティ対策に関する基本的な考え方を定める「基本方針」と、基本方針に基づ

き、全ての情報システムに対して共通の基準を定める「対策基準」で構成。この「基本方針」と「対策基準」を総称して

「情報セキュリティポリシー」として定めた。 
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第６章 計画の推進について 

1 計画の着実なマネジメント 

本計画のマネジメントについては、PDCA サイクルを用いて着実な計画進捗を図ります。 

具体的には、計画策定に施策ごとに成果指標・実績指標を設定し、事業実施後に、点検を行い

ます。この点検結果を踏まえ、システム導入調査21など関係部局と協議を通じてデジタル変革

(DX)の検討を行い、その検討結果を実行計画及び当初予算に反映します。これにより、本計画

の実効性を担保します。 

また、今後の技術革新などに合せ、適宜、指標等を見直します。 

 

  

 

 

2 計画の推進体制の強化  

Society5.0 時代の到来や、AI や IoT の効果的な活用などを進めるためには、推進体制の強化

を図ります。 

(1) 情報政策アドバイザーの新設 

今後、AI や IoT などの最先端デジタル技術を効果的に活用し、デジタル変革(DX)を推進す

るため、情報政策アドバイザーを設置します。 

この情報政策アドバイザーについては、デジタル技術の進展は今後も加速すると見込まれる

ことから、これら最新のデジタル技術に即応するため、外部専門家を招聘します。これによ

り、最新技術を踏まえた施策立案や ICT 人材の育成などを強化します。 

                                           
21 システム導入調査：新規または更新する情報システム・機器調達に関する仕様及び費用に係る調査。その調査結果を踏ま

え次年度以降の情報化施策の展開の検討に活用。 

•事業実施

•指標よる事業効果の
点検

•総合計画(実行計画)

•情報化推進計画2020

•点検結果を踏まえたデジタル

変革(DX)の検討

•必要に応じて計画見直し

Action Plan

DoCheck
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(2) 情報化を担う職員の育成 

デジタル技術については、今後も加速的な進展が見込まれ、また、より生産性の高い業務遂

行を実現するためには、情報化を担う職員の育成がより一層重要です。 

情報化リーダーをはじめとする全ての職員に対し、情報セキュリティの遵守やデジタル技術

の効果的な活用方法など、ICT リテラシー22の向上を図ります。 

また、本計画の事務局を担う情報政策課職員については、より高い専門性が求められるた

め、情報化に関するエキスパートとして育成を図ります。 

 

                                           
22 ICT リテラシー：インターネットをはじめとする情報技術（ICT）を適切に活用する基礎的な知識や技能のこと。 


