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第１章 舞鶴市ＤＸ推進計画の策定にあたって 

はじめに 

デジタルへの変革が急速に求められるなか、住民に身近な行政を担う自治体、とりわけ市区

町村の役割は極めて重要であり、本市においても行政のデジタル化を推進すべく令和 3年度よ

り体制を強化し取組んでいるところであります。本市ではデジタルを是、アナログを否と決め

つけるのではなく、両方の良いところを組み合わせてサービスをデザインしていく、例えば 

ＡＩ・ロボテイックスといった最新のテクノロジーは積極的に業務に適用し自動化をどんどん

進める、それによって得られた人と時間を住民のみなさんと直接のコミュニケーション（人に

しかできないこと）に充てるといったことが可能になり、その結果、住民サービスの向上・ユ

ーザー満足度の上昇につながると考えます。ＳＤＧｓが目指す 2030年には舞鶴市が、「人のぬ

くもりのある、デジタル技術でワクワクするまち」として、舞鶴らしいＤＸになればという想

いで本計画の策定に至りました。 

１．計画策定の目的 

 

まずは 

➢ 自らが担う行政サービスについて、デジタル技術やデータを活用して、住
民の利便性を向上させる。 

➢ デジタル技術やＡＩ等の活用により業務効率化を図り、人的資源を行政サ
ービスの更なる向上につなげていく。 

さらには 
➢ データが価値創造の源泉である認識のもと、ＥＢＰＭ1等により自らの行政

の効率化・高度化を図るとともに、多様な主体との連携により民間のデジ
タル・ビジネスなど新たな価値等を創出する。 

 

本市では、Ｄ（デジタル）をツール、Ｘ（トランスフォーメーション）2を目的と位置づけています 

                                                        
1 EBPM（Evidence-based Policy Making）とは、証拠（エビデンス）に基づいて合理的、論理的に政策
を評価し立案をすること。 
2 DX（デジタル・トランスフォーメーション／Digital Transformation）とは、デジタル技術を浸透させ
ることで人々の生活をより良いものへと変革すること。自治体で言うならば、自らが担う行政サービスに
ついて、デジタル技術やデータを活用して、住民の利便性を向上させる、またデジタル技術や AI 等の活
用により業務効率化を図り、人的資源を行政サービスの更なる向上に繋げていくことを意味する。 

➢ デジタル技術の導入（デジタイゼーション） 

     ↓ 

➢ それを活用した業務やサービスの改革（デジタライゼーション） 

↓ 

➢ それによってもたらされる地域社会への好影響 

（デジタル・トランスフォーメーション） 

これらを実現するため、その指針となるＤＸ推進の基本方針、及びこれに関連する個別

施策を策定するもの。 

ツール 

目 的 

本市におけるＤＸ推進の意義 

舞鶴市ＤＸ推進計画策定の目的 
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２．計画の位置付け 

 本市では、令和元年度（2019年度）からスタートした「第７次舞鶴市総合計画」（以下「総合

計画」という。）において、「ひと・まちが輝く 未来創造・港湾都市 ＭＡＩＺＵＲＵ」を目指

す都市像として、また「次代を担う若者や子どもたちに 夢と希望を お年寄りには感謝を～誰

もが心豊かに暮らせるまちを目指して～」を基本理念として、市民と行政が、ともに未来に向け

た「ひとづくり」「まちづくり」に取り組むこととしています。 

 本計画は、国や京都府が掲げるＩＣＴ利活用戦略との整合を図りつつ、舞鶴市総合計画を上位

の計画として、目指す都市像を実現するための施策をデジタル化の側面から支援するデジタル・

ガバメント3における最上位計画であり、総合計画に掲げられている「心豊かに暮らせるまちづ

くり」「安心のまちづくり」「活力あるまちづくり」の 3つのまちづくり戦略を、関連する他の計

画との連携を図りつつ、ＩＣＴ等を活用して推進していくための計画として位置付けます。 

 また、官民データ活用推進基本法4第 9条第 3項の規定に基づき、令和 3年 3月に策定した「舞

鶴市官民データ活用推進計画」において定められた官民データ活用の推進に関する施策の基本

的な方針（オンライン化原則、オープンデータ5の推進、マイナンバーカードの普及・活用、デジ

タルデバイト6対策、業務の総合的なデジタル化・業務の見直し（BPR）・システム改革）をより具

体化した計画とします。 

 なお、本計画の第 4 章「ＤＸ推進に向けた目指す取組」（1～5）を具現化し、実行性を担保す

るための個別事業、スケジュール及び本市が抱える様々な課題を解決するための施策について

定めた「舞鶴市ＤＸ推進計画アクションプラン（行動計画）」を令和 4 年度に策定することとし

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
3 デジタル技術を活用しながら、国と地方、官と民という枠を超えて行政サービスを見直すことにより、
行政の在り方そのものを変革していくこと。利用者から見て一連のサービス全体を、「すぐ使えて」、「簡
単で」、「便利な」ものにするなど、Society 5.0時代にふさわしい行政サービスを国民一人一人が享受でき
るようにすることが目的。 
4 「官民データ」とは、電磁的記録（電⼦的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが
できない方式で作られる記録をいう。）に記録された情報（国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、
⼜は公衆の安全の保護に⽀障を来すことになるおそれがあるものを除く。）であって、国、地方公共団、
独立行政法人、その他の事業者により、事務や事業の遂行に当たり管理、利用、提供されるものをいう。
この法律では官民データの適正かつ効果的な活用（「官民データ活用」という。）の推進に関し、基本理念
を定め、国等の責務を明らかにしている。 
5 機械判読に適したデータ形式で、二次利用が可能な利用ルールで公開されたデータであり、人手を多く
かけずにデータの二次利用を可能とするもの。つまり，誰でも許可されたルールの範囲内で自由に複製・
加工や頒布などができるデータで、商用としても利用可能。 
6 コンピューターやインターネットなどの情報技術（IT：Information Technology）を利用したり使いこ
なしたりできる人と、そうでない人の間に生じる、貧富や機会、社会的地位などの格差をいう。 



舞鶴市DX推進計画 本編 

 

4 

 

  

第 7 次舞鶴市総合計画 

都 市 像  ひと・まちが輝く 未来創造・港湾都市 ＭＡＩＺＵＲＵ 

基本理念  次代を担う若者や子どもたちに夢と希望を お年寄りには感謝を 

計画期間  令和元(2019)年度～令和 8(2026)年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．計画の期間 

 本計画の計画期間は、令和 4 年度（2022 年度）から令和 8 年度（2026 年度）までの 5年間と

します。 

 

計画 
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) 
令和 6 年度 

(2024年度) 
令和 7 年度 

(2025年度) 
令和 8 年度 

(2026年度) 

第
７
次
舞
鶴
市

総
合
計
画 

        

       
 

舞
鶴
市
Ｄ
Ｘ 

推
進
計
画 

        

        

舞鶴市ＤＸ推進計画 

令和 4(2022)年度～令和 8(2026)年度 

持続可能な市役所運営推進プラン 

令和 2(2020)年度～令和 4(2022)年度 

第 2 期舞鶴市 
まち・ひと・しごと創生総合戦略 

令和 2(2021)年度～令和 7(2025)年度 

 

舞鶴市地域公共交通計画 

令和 3(2021)年度～令和 10(2028)年度 

舞鶴市ＤＸ推進計画 

行動計画（アクションプラン） 

令和 4(2022)年度策定予定 

整合 

連携 

その他の関連する計画 

基 本 構 想 

前期実行計画 後期実行計画 

基本計画 

実行計画（アクションプラン） 

具体的な施策 

側 面

支援 
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４．計画の構成 

 本計画の構成は、本市におけるＤＸ推進を着実に進めるための基本的な指針である「基本計画」

と計画策定時のデジタル化に関する社会全体のビジョンなどについてまとめた「資料編」、及び

基本計画で定めた基本方針及びＤＸ推進の三本柱の着眼点を踏まえた具体的な取組を定め、毎

年その成果を確認し取組内容を更新していく「行動計画（アクションプラン）」の２部構成とし

ます。 

 

◆ 基本計画・資料編について 

基本計画は、本市のＤＸ推進の方向性や理念を示す基本的な計画とします。計画の終期を第 

7 次舞鶴市総合計画と合わせることにより、社会情勢や情報技術等の変化に応じた見直しを、

市政全般の動向に合わせて行うこととします。 

また、「資料編」は、国が策定した「自治体ＤＸ推進計画」における重点取組事項及び基本 

 計画策定時における社会全体のデジタル化に関するビジョン、ならびに市内在住の市民 

2,000人を対象として実施したデジタル化の推進に関するアンケート調査の集計・分析結果を

掲載し、これらを計画策定の基礎資料としています。 

 

◆ 行動計画（アクションプラン）について 

  基本計画で定めた基本理念や基本方針に基づき、着実に実行できる事業を推進するため、 

「持続可能な市役所運営推進プラン」と連携し、各部署の取組を取りまとめ、毎年その成果を

確認しつつ更新作業を行うこととします。 
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第 2 章 本市を取り巻くデジタル化の動き 

第１節 国が目指すデジタル社会のビジョン 

１．社会の動向 

デジタル技術が日々発展していく中、人々の生活は便利で豊かになってきましたが、一方で、

解決すべき社会的課題はより複雑化・多様化しています。イノベーションで創出される新たな価

値により、地域や年齢、言語などによる格差がなくなり、個々の多様なニーズ、潜在的なニーズ

に対してきめ細かな対応が可能となることで、社会システム全体が最適化され、持続的な経済発

展と社会的課題の解決を両立していけるような社会としていく必要があります。 

国は、第 5期科学技術基本計画（平成 28年 1月策定）において Society5.07を提唱し、 

ＩｏＴ、ロボット、ＡＩ、ビッグデータといった社会のあり方に影響を及ぼす新たな技術を、あ

らゆる産業や社会生活に取り入れ、経済発展と社会的課題の解決を両立していく新たな社会の

実現を目指すこととしています。 

また、感染症対策としてもオンライン化を基本として変革を加速しなければならないとし、デ

ジタル技術を徹底活用することで、ソーシャルディスタンスを確保しながら、経済社会活動を維

持し、経済が成長可能となるよう「デジタル強靭化社会」の構築を進めることとしています。 

 

２．国が目指すビジョン 

国においては、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総合戦略本部）」を設置して「e-

Japan 戦略」を策定し、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を重点的に推進して

きました。 

その後、平成 15年の「e-Japan 戦略Ⅱ」、平成 18年の「ＩＴ新改革戦略」を経て、平成 25年

には「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」が発表され、世界最先端のＩＴ国家を目指して各種の政策

が推進されてきました。 

平成 28年１月には、「第 5期科学技術基本計画」が閣議決定され、我が国が目指すべき未来社

会の姿として「Society5.0」が提唱されました。 

「Society5.0」の実現に向けた取組は、人口減少や少子高齢化の進行、生産性や成長力の伸び

悩み、地方経済の活性化などの我が国が直面する課題を解決し、持続的かつ包摂的な経済成長の

実現に寄与するものであるとの考えのもと、令和元年 12 月に閣議決定された「第２期「まち・

ひと・しごと創生総合戦略」」においても、「地域における Society5.0 の推進」が重要な柱のひ

とつとされています。 

                                                        

7 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）、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初めて提唱された。 

https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index5.html
https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index5.html
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また、平成 28年 12月には「官民データ活用推進基本法」が制定され、市町村に対してデジタ

ル化を進めるための計画策定を努力義務とするとともに、令和元年 6月に閣議決定された「経済

財政運営と改革の基本方針 2019」では、デジタル化を推進し、新技術を全面的に活用した「ス

マートシティ」の実現を「Society5.0」時代のまちづくりの基本コンセプトに位置づけ、その実

現に向けた取組を加速させることとしています。 

令和元年 12 月には、行政のデジタル化に関する基本原則及び行政手続の原則オンライン化の

ために必要な事項を定めるととともに、行政のデジタル化を推進するための個別分野における

各種施策を講ずる、いわゆる「デジタル手続法」が施行され、デジタル化 3 原則8（デジタルフ

ァースト、ワンスオンリー、コネクテッド・ワンストップ）が基本原則として定められ、地方公

共団体における実施が努力義務として定められることとなりました。 

また、令和 2年 12月には、「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを

選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会～誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化～」

を目指すべきデジタル社会のビジョンとする「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」が

閣議決定されるとともに、「デジタル・ガバメント実行計画」が改定され、地方公共団体に関連

する施策も多く盛り込まれました。 

これに合わせ、総務省からは、地方公共団体が重点的に取り組むべき事項や内容を具体化した

「自治体デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進計画」が示され、地方公共団体自ら

が担う行政サービスについて、デジタル技術やデータを活用して、住民の利便性の向上や業務効

率化を図り、人的資源を行政サービスの更なる向上に繋げていくことが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

8 デジタル化 3 原則：デジタルファースト（個々の手続き・サービスが一貫してデジタルで完結する）、

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）、コネクテッド・ワンストップ

（民間サービスを含め、複数の手続・サービスをワンストップで実現する） 

重点取組事項 

①  自治体の情報システムの標準化・共通化 

②  マイナンバーカードの普及促進 

③  自治体の行政手続のオンライン化 

④  自治体のＡＩ・ＲＰＡの利用促進 

⑤  テレワークの推進 

⑥  セキュリティ対策の徹底 

自治体 DXの取組みとあわせて取組むべき事項 

①  地域社会のデジタル化 

②  デジタルデバイド対策 

その他 

①  BPRの取組みの徹底（書面・押印・対面の見直し） 

②  オープンデータの推進 

③  官民データ利活用推進計画策定の推進 
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第２節 京都府が目指すデジタル社会のビジョン 

１．スマート社会推進のための取組み 

  京都府が目指すスマート社会は、府域全ての地域において府民一人ひとりの夢・希望や、産

業・地域活動の持続可能な成長・維持が、デジタル技術を活用することで実現される社会です。

そのため京都府では、京都府総合計画及び行財政改革プランにおいて指し示された方向性を

踏まえ、スマート社会推進のための施策について定めた「京都府スマート社会推進計画～府民

誰もがデジタル技術の恩恵を受けられる社会を目指して～」を令和 2年 3月に策定しました。

（計画期間：令和 2年度～5年度の 4年間） 

この計画に基づき、京都府はデジタル技術を得意とする人だけでなく、むしろそうではない

人が、これまで以上に便利な暮らしを送れるように政策を再設計するとともに、多様な主体と

インターネット、ＳＮＳ、クラウド9等を通じて連携、共働することによる社会全体のスマー

ト化を目指すこととされています。                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）京都府スマート社会推進計画 

 

 

 

                                                        

9 クラウドサービスともいう。インターネット等のブロードバンド回線を経由して、データセンタに蓄積
されたコンピューター資源を役務（サービス）として、第三者（利用者）に対して遠隔地から提供するも
の。 
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第３節 舞鶴市の現状と今後のビジョン 

１．人口減少時代における行政運営のあり方 

  本市の総人口は、2005(平成 17)年の 91,733人(国勢調査)までは 9万人台を維持し推移して

きましたが、2010（平成 22）年には 88,669 人（国勢調査）と 9万人を下回り、以降 2020(令

和 2)年までの 10年間で 8,333人減少するなど、人口減少に歯止めがかからない状況が続いて

います。（2020年人口：80,336人(国勢調査)） 

  とりわけ、年齢 3区分別人口における生産年齢人口(15～64歳)は、1960(昭和 35)年(64,170

人)以降、1995(平成７)年まで 35年間にわたり 6万人台を維持し推移してきましたが、2005(平

成 17)年(56,319人)から、2015(平成 27)年(47,091人)の 10 年間で、約 9,200 人(約-16.4％)

と大きく減少し、将来推計においても、2025(令和７)年(40,017人)、2035(令和 17)年(33,399

人)、2045(令和 27)年(25,976人)と減少が続く推計となっています。 

 

年齢 3区分別人口の推移（全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）：舞鶴市人口ビジョン（令和 2 年 3月） 

 

今後の人口減少に伴い、市の職員数も減少することが予測される中、行政サービスの質を落と

すことなく、さらなる住民の利便性の向上に取組んでいくためには、今の業務をより少ない職員

で行う工夫が必要となってきます。この問題を解決するには労働生産性の向上が不可欠である

ことから、従来のアナログ的な行政運営からＩＣＴ10を活用した行政運営へと、能動的に意識を

変えていくことが求められます。 

 

 

 

                                                        

10 「Information and Communication Technology」の略称で、日本語では「情報通信技術」と訳され
る。ICT は、デジタル化された情報の通信技術であり、インターネットなどを経由して人と人とをつなぐ
役割を果たしている。 
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２．デジタル化に関する市民ニーズ 

 本市に住む市民の方のデジタル化に対する考えや意識を調査するため、舞鶴市に住む 18歳以 

上の男女 2,000人にアンケート調査を行いました。（回答数：730人、有効回答率：36.5％） 

 

 

 

98.4%

98.1%

99.2%

94.0%

84.8%

48.7%

58.4%

58.1%

63.4%

62.4%

51.4%

26.5%

0.8%

5.7%

9.9%

7.7%

11.6%

28.3%

0.0%

1.0%

0%

0.0%

5.8%

21.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

10代20代

30代

40代

50代

60代

70代

図１：情報通信機器の利用割合

スマートフォン、タブレット パソコン

スマートフォン以外の携帯電話 いずれも利用していない

※年齢が未回答の回答は除く

64.9%

47.1%

45.8%

42.6%

13.3%

12.6%

11.4%

1.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

自宅のパソコン等から手続きができ、窓口に出向く必要がな

くなる

ひとつの窓口で複数の手続きが完結する

申請の際に添付書類や押印が省略される

書類への手続きが減る事で、手続きにかかる時間が短くなる

市役所からの各種通知が個人のパソコンやスマートフォンで

確認ができる

現状のままでよい

証明書発行等の手数料が電⼦マネーで⽀払える

その他

図２：窓口のデジタル化に期待すること(最大３つまで回答)
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 情報通信機器の利用状況については、10代から 50代までの 9割を超える方が「スマートフ

ォン、タブレット」を利用していると回答され、幅広い年代での利用が確認されることから、

今後はスマートフォンやタブレットを中心としたサービスの導入を推進していく必要がありま

す(図 1)。また窓口のデジタル化に期待することとして、「自宅のパソコン等から手続きがで

き、窓口に出向く必要がなくなる」が 64.9％と最も高く、情報通信機器を利用して自宅などか

ら手続きができる環境整備が求められています(図 2)。 

一方で、インターネットサービスの普及に対して不安に思うことについて、「個人情報の漏 

洩やプライバシーの侵害」が 75.1％と最も高く、セキュリティに関する不安が多いことが分か

ります(図 3)。また、「パソコンやスマートフォンなどを利活用している人としていない人との

間に情報の格差が生じる」と回答された方は 27.4％ですが、自由記述の回答においても情報格

差が生じることに不安を感じている記述が多い傾向にありました。 

 これらのことから、行政のデジタル化においては、確実なセキュリティ対策を講じた上で、 

利用者のニーズに合ったサービスを導入していく必要があります。他方、情報通信機器に不慣 

れな方でもデジタル化の恩恵を受けることができるよう、「人に優しいデジタル化」を踏まえ 

つつ、取組を進める必要があると考えます。 

  

75.1%

53.2%

32.5%

27.4%

18.2%

16.2%

8.9%

7.3%

2.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

個人情報の漏えいやプライバシーの侵害

詐欺や悪質な商売などの犯罪の増加

情報が氾濫し、正しい情報が見つけられなくなる

パソコンやスマートフォンなどを利活用している人として

いない人との間に情報の格差が生まれる

機器の購入や通信費等による経済的な負担が増える

⼦どもが教育上好ましくない情報に接する機会が増える

人間関係が疎遠になる

不安はない

その他

図３：インターネットサービスの普及について不安に感じること

(最大3つまで回答)
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【基本方針】 

 誰もが便利で心豊かな田舎暮らしを 

 実感することのできるＤＸの実現 

第３章 ＤＸ推進の方向性 

１．基本方針 

  本計画におけるＤＸ推進の基本的な考え方については、上位計画である「第 7次舞鶴市総合

計画」をはじめ、国や府におけるデジタル政策の動向及び市民のデジタル化に関するニーズを

踏まえ、次の基本方針を掲げることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．ＤＸ推進の３本の柱 

  上記 1で掲げた基本方針を実現するため、以下に示す 3本の柱を軸とし、それぞれの着眼点

を踏まえつつ取組むこととします。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．住民起点による行政運営の推進 

2．新たな時代への対応と備え 

3．多様化する市民ニーズへの対応 

Ｄ
Ｘ
実
現
の
た
め
の
三
本
柱 
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【1．住民起点による行政運営の推進】 

 現在行っている業務をデジタル化することにより、業務効率化やコスト削減といった目先の

課題を解決するだけでなく、機械やデジタルにはできない仕事である「市民とともに考え、解決

に向け積極的に行動する」ことに力を注ぐことにより、市民サービスの向上と、持続可能で効果

的な行政運営を推進します。 

 

【2．新たな時代への対応と備え】  

 新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大を機に、ビヨンド・コロナ社会に対応した非接触・

非対面での行政サービスが求められるようになり、一方で人口減少や労働者の高齢化といった

雇用や就労に関わる環境が著しく変化するなど、新たな時代の到来において常に柔軟な思考を

もって先手を打ち、前例にとらわれることなく、チャレンジ精神とスピード感をもって業務を遂

行します。 

 

【3．多様化する市民ニーズへの対応】  

 新型コロナ危機を契機として、在宅勤務・テレワークの急速な進展や自宅での活動時間が増加

するなど、人々の生活様式が大きく変化し（ニューノーマル）、「働き方」や「暮らし方」に対す

る意識や価値観についても千差万別という現状において、今後ますます多様化すると予測され

る市民ニーズを的確に把握し、行政サービスの質を落とすことなく、様々な課題の解決に取組み

ます。 

 

なお、第 4章「ＤＸ推進に向けた今後の取組」の具体的な内容については、令和 4年度に策 

定する行動計画（アクションプラン）で示すこととしますが、その内容を検討する際には、地域

で起こっていることや、市民が望んでいることを踏まえた上で、行政サービスの更なる向上に繋

がる取組みとなるよう、組織横断的にしっかりと議論をした上で決定することとします。 

 

 

 

 

 

 

三本柱の着眼点 
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第４章 ＤＸ推進に向けた今後の取組 

１．持続可能な市役所運営の推進 

人口減少や少子高齢化といった社会的課題への適切な対応や、市民サービスの更なる向上を

実現するため、「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化」のビジョンのもと、ＩＣＴ等を

活用した次の取組を進めます。 

 

   【目指す姿①】 

     市役所へ行かなくても手続きができるオンライン環境の充実 

    

   【今後の取組】 

◼ 市民の利便性と行政事務の効率を高めるオンライン環境の整備 

（マイナポータルのＵＩ・ＵＸ11の改善を含む） 

◼ 市の基幹業務システムとの連携を強化 

◼ 簡易な申込みやアンケート機能などの積極的利用を推進 

 

   【目指す姿②】 

     内部事務システムの効率的・効果的な運用 

 

   【今後の取組】 

◼ Society5.0の推進、スマート自治体12の推進、及びビヨンド・コロナ社会13におけ

る働き方改革の実現 

◼ リモートワーク14の推進、ペーパーレス化15の推進、各システム間におけるデータ

連携の充実及び各システムデータの利活用の推進 

 

 

 

 

                                                        

11 UI はユーザーインターフェイスの略。「Interface：インターフェイス」は「境界面、接点」を意味し、
「人とモノ（主にデバイス）をつなぐ窓口のようなもの」というイメージ。UX はユーザーエクスペリエ
ンスの略。「Experience：エクスペリエンス」が「体験、経験」と訳せるように、UX は「人がモノやサ
ービスに触れて得られる体験や経験」を意味する。 

12 AI や RPAツールなどを活用することで、職員が行っている事務処理を自動化・標準化された共通基盤 

を用いて効率的にサービスを提供する次世代の自治体像のことを指す。 
13 新型コロナウイルス感染症に打ち勝つ社会。 
14 英語で「remote work」と表記され、「remote=遠隔・遠い」、「work=働く」の二つが合わさってできた
造語。「遠くで働く」となることから、言葉の意味は「テレワーク」とほとんど同じと言える。 
15 オフィス内の文書、書類、帳票類の電⼦化を進めてパソコンなどでファイルとして閲覧できるように
することで、業務効率を改善しようという取り組みのこと。 

https://www.weblio.jp/content/%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B9
https://www.weblio.jp/content/%E5%86%85%E3%81%AE
https://www.weblio.jp/content/%E6%96%87%E6%9B%B8
https://www.weblio.jp/content/%E6%9B%B8%E9%A1%9E
https://www.weblio.jp/content/%E5%B8%B3%E7%A5%A8
https://www.weblio.jp/content/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E5%8C%96
https://www.weblio.jp/content/%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3
https://www.weblio.jp/content/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB
https://www.weblio.jp/content/%E9%96%B2%E8%A6%A7
https://www.weblio.jp/content/%E6%A5%AD%E5%8B%99
https://www.weblio.jp/content/%E5%8A%B9%E7%8E%87
https://www.weblio.jp/content/%E6%94%B9%E5%96%84
https://www.weblio.jp/content/%E5%8F%96%E3%82%8A%E7%B5%84%E3%81%BF
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  【構築するシステム】 

   

 

 

 

 

 

【システム導入のコンセプト】 

◼ 電子決裁の導入（リモートワーク・電子化・ペーパーレス化の推進） 

       事務処理の効率化を図るため、内部事務システムを用いて行う決裁に関しては全て電

子決裁で処理を行うなど紙媒体での事務プロセスを見直し、出張中や在宅勤務中でも事

務を行える環境を整えます。 

 

◼ 共通データの一元管理 

       各業務システムのプロセスやデータのうち共通化できるものを一元管理することで、

業務の効率化を図ります。 

 

◼ システム間のデータ連携 

        内部事務システムの共通プラットフォーム16として職員ポータルも含めＨＵＢ17のよう

な役割を果たすものを構築します。 

 

◼ データ利活用 

      各システムから提供されるデータを用いて、ＢＩツール18の活用などにより、業務状況

の把握や分析、将来計画の策定など、データ利活用による行革の取り組みを図ります。 

 

 

 

 

                                                        

16 ハードウェアの違いやOS（Operating System、コンピューターのオペレーション（操作・運用・運
転）を司るシステムソフトウェアのこと）の違いを吸収し、ソフトウェア開発者やユーザーに利用しやす
い環境を提供するもの。 
17 機器間をケーブルで結んで通信する際に、複数のケーブルを接続して相互に通信できるようにする集
線装置、中継装置のこと。 
18 組織内に大量に蓄積しているデータから必要な情報を集約し、ひと目でわかるように分析するツール
のこと。BIシステムと呼ばれることもある。 

構築年度 システム名 

令和 3年度 文書管理システム、電子決裁システム、備品管理システム、共通基盤 

令和 4年度 財務会計システム、起債管理システム、庶務事務システム 

https://kotobank.jp/word/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2-7166
https://kotobank.jp/word/OS-1903
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2
https://kotobank.jp/word/%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2-5387
https://kotobank.jp/word/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC-9467
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【目指す姿③】 

職員の情報スキルの向上 

 

  【今後の取組】 

◼ ＢＩツールなどの利用方法を学び、大量の情報の中から必要なものを収集し、分析・

活用することができる能力の育成 

◼ データに基づいた政策決定や部門間連携を行うことができる職員の育成 

◼ 情報資産を守るための情報セキュリティ対策に関する知識や技術を学ぶ機会の創出 

 

 

    

  【目指す姿④】 

ＡＩ・ロボティクスの積極的な活用 

 

 【今後の取組】 

◼ 限られた経営資源の中で行政サービスを持続的に提供していくため、市民に身近な

幅広い分野においてＡＩ・ロボティクス19を活用 

 

 

  【目指す姿⑤】 

   情報セキュリティの強化 

 

  【今後の取組】 

◼ 技術的対策のアップデート（セキュリティ対策環境の最新化、京都セキュリティクラ

ウドとの連携強化など） 

◼ 組織ルールの整備・見直し（情報セキュリティポリシー20など） 

◼ 組織対応能力の向上（サイバーセキュリティ攻撃対応訓練、セキュリティ研修など） 

    

 

 

 

 

 

                                                        

19 ロボティクスとはロボットの設計･製作･制御を行う「ロボット工学」を指す。ロボットに関連したさ
まざまな科学研究を総じてロボティクスと呼ぶ場合もあり、また同義語として「ロボットテクノロジー
（RT）」という言葉もある。これからのロボットは、インターネットにつながったセンサからさまざまな
データを収集、AI（人工知能）で処理して動作、という流れが一般的になるといわれている。 
20 企業や組織において実施する情報セキュリティ対策の方針や行動指針をいう。情報セキュリティポリ
シーには、社内規定といった組織全体のルールから、どのような情報資産をどのような脅威からどのよう
に守るのかといった基本的な考え方、情報セキュリティを確保するための体制、運用規定、基本方針、対
策基準などを具体的に記載するのが一般的である。 

https://www.keyence.co.jp/ss/general/iot-glossary/ai.jsp
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/glossary/03.html#si12
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/glossary/03.html#si12
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/glossary/03.html#si11
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２．ストレスフリーなスマート市役所の実現 

ビヨンド・コロナ時代における新しい行政運営を推進していくことを踏まえ、オンライン申請

の拡大という中期的な目標に向けて、転出入や出生、死亡等のライフイベントに伴う手書きでの

申請手続きをデジタル化することに加え、「書かなくてよい」「待たなくてよい」「市役所に行か

なくてもよい」市民満足度の高い窓口対応を目指すとともに、バックオフィス（内部）業務の効

率化により生じた人的資源を、市民サービスの更なる向上に繋げます。 

    

   【目指す姿①】 

     市民満足度の高い窓口対応の実現 

 

   【実現した取組】 

⚫ 窓口支援システムの導入（令和 3年度） 

⚫ 行政証明書（住民票や税証明等）交付機の設置（令和 3年度） 

   【今後の取組】 

◼ デジタルファースト（個々の手続きやサービスが一貫してデジタルで完結する）、

ワンスオンリー（一度提出した情報は再提出不要）、ワンストップ（1 か所でサー

ビスを完結）の実現 

 

   【目指す姿②】 

     マイナンバーカードで多様なオンライン申請を可能に 

 

   【実現した取組】 

⚫ 住民票や税証明等の各種行政証明書のコンビニエンスストアでの交付 

【今後の取組】 

◼ パソコンやスマートフォンから行えるオンライン申請の拡充 

◼ 市の出先機関等からも申請可能な環境整備の検討 

◼ 国が推奨するオンライン申請（ぴったりサービス）の拡充 

◼ オンライン申請に必要なマイナンバーカードの普及促進 
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３．ＩＣＴを活用した心豊かに暮らせるまちづくりの実現 

本市の豊かな自然や歴史・文化などの地域資源を最大限に活かすとともに、ＩＣＴ等の積極的

な活用により、子育て環境や教育環境の充実を図り、住んでみたい、住み続けたいと思える便利

で心豊かに暮らせるまちづくりの実現を目指します。 

 

   【目指す姿①】 

子育て世代に優しく便利な環境づくり 
⚫ デジタル技術の積極的な活用により子育て支援施設やサービスの利用環境を改

善し、誰もが利用しやすい次世代型の新たな子育て支援環境を実現 

⚫ デジタル技術を活用したコミュニケーションツール等の導入により「孤育て」を

予防し、誰もが安心して子育てできる環境を実現 

⚫ デジタル技術の活用により多様な世代の子育てに関われる機会を創出し、社会全

体で子どもを育てる仕組みを構築 

 

   【今後の取組】 

◼ 子育て支援施設やサービスにおける手続きのデジタル化 

◼ 乳幼児健康診査等におけるオンライン予約等の導入 

◼ 有料サービス等におけるキャッシュレス決済の導入 

◼ 個々に応じた情報を着実に届けるためのプッシュ型※で子育て支援情報等を配

信できる機能の導入 

◼ 電子母子健康手帳の導入 

◼ ＳＮＳ等を活用したコミュニケーションツールの開発・運用 

◼ オンラインでの子育て相談機能の導入 

 

※プッシュ型配信・・・受信者側からリクエストしなくても、サーバーから

自動的に発信され更新も自動的に行われる仕組み 

 

   

   【目指す姿②】 

     質の高い教育環境の実現 

⚫ 自ら学び考え、お互いに向上し合い、新たな価値をつくり出す力を育む教育の推

進 

⚫ 教員自身が探究心を持って学び続け、時代の変化に対応して求められる資質や 

能力を身につけていく取組みの推進 

    

【今後の取組】 

◼ Ｗｉ－Ｆｉやタブレット端末、大型掲示装置等の学校施設環境整備 

◼ 提示教材やドリル教材等のデジタル化 

◼ ＩＣＴを活用した授業の拡充 
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   【目指す姿③】 

     市民がまちを発見し、学び、伝える「地域学」の促進 

⚫ 本市の歴史文化の魅力の発見と市民自らが学び・探る機会の創出 

⚫ ふるさと舞鶴に対する誇りと愛着の醸成 

   【実現した取組】 

◼ 地図アプリを活用した「京都まいづるまち探検マップ」の完成 

◼ 地図アプリを活用したふるさと学習の実施 

   【今後の取組】 

◼ デジタル技術を活用した歴史・文化および地域情報の蓄積と共有 

◼ ＩＣＴを活用した学校教育と地域の連携による地域学習の充実 

◼ ＡＲ/ＶＲ21技術を用いた楽しく分かりやすい歴史・文化体験の提供 

 

   【目指す姿④】 

     また帰ってきたい、住み続けたいまちづくり 

⚫ 「友だちと学ぶ楽しさ」を体験し、将来に夢を抱く子どもたちを育成 

⚫ 本市に古くからある会社の歴史を知り、ものづくりの楽しさを学ぶことから、

「ふるさと舞鶴」への愛着を醸成 

   【実現した取組】 

◼ プログラミングと電気工作体験教室を実施 

◼ 身近な「海」を知ることから、環境問題や持続可能な水産資源の確保などについ

て学ぶ、おさかな観察会を実施 

   【今後の取組】 

◼ ＩＴなど、先進技術の分野に興味を持ち、学べる場の創出 

◼ 域外からのＩＴ人材・企業の誘致 

 

   【目指す姿⑤】 

     誰もがデジタルの恩恵を受けることができるまちづくり 
⚫ 市民の誰もが、多様な価値観やライフスタイルを持ちつつも、デジタルの利便性

を実感し、心豊かな暮らしを享受できる環境づくり 

⚫ 一人ひとりのニーズに合ったサービス提供の実現 

   【今後の取組】 

◼ ＳＮＳ等を活用した公民館等からの情報発信と新しいつながりづくり 

◼ デジタルを身近に感じることのできる機会の創出 

◼ フリーＷｉ－Ｆｉスポットの拡大 

  

 

 

 

                                                        

21 AR（拡張現実）とは、スマートフォンやタブレット、サングラス型の ARグラスを通して見ること

で、現実世界にデジタル情報を付加し、世界を拡張する技術をいう。VR（仮想現実）とは、VRヘッドセ

ットや VRゴーグルのデバイスを装着することで、100％バーチャルの世界に入り込んだかのような体験

ができる技術をいう。 
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４．ＩＣＴを活用した安心・安全なまちづくりの実現 

少子高齢化や局地化・複雑化する危機事象などのあらゆる社会課題に対し、ＩＣＴを活用し柔

軟に対応することにより、いつまでも健康で生きがいを感じ、安心・安全な生活を営むことがで

きるまちづくりの実現を目指します。 

 

   【目指す姿①】 

     誰もが健康に暮らせるまちづくり 

⚫ 健康診断結果や予防接種履歴のデジタル化 

⚫ 自発的に健康づくりに関わることができる仕組みづくり 

【今後の取組】 

◼ 健康に関する記録や情報、支援をスマホなどで確認できる仕組みづくり 

◼ オンラインでの健康相談 

   

【目指す姿②】 

ＩＣＴを活用した防災・減災機能の強化 

⚫ 市内の河川や道路の災害状況をリアルタイムで確認 

⚫ 適切なタイミング・範囲で避難情報を発信 

⚫ 市民の避難行動に繋がる、命を守る体制づくり 

   【今後の取組】 

◼ 河川水位・潮位・アンダーパスの冠水状況・雨量などの防災情報を一つのマップ

上で表示 

◼ 他機関と連携し、避難を必要とする区域を細分化し、より適切なタイミングで避

難情報をプッシュ型で通知 

 

 【目指す姿③】 

     先進技術の導入による便利な移動環境 
⚫ 誰もがいつまでも住み続けたいと思えるまちの実現 

⚫ ＡＩやＩＣＴといった先端技術の活用による将来にわたり持続可能な地域交通

の維持・確保 

   【今後の取組】 

◼ 公共交通の運行状況の確認や目的地までの移動手段の検索などができる仕組み

づくり 

◼ インターネットから送迎の手配などができる仕組みづくり 
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５．ＩＣＴを活用した活力あるまちづくりの実現 

豊かな自然や歴史・文化など、本市の地域資源を最大限に活かした観光施策の展開や、一次産

業の持続可能性を高めるスマート農業・漁業の推進を図るなど、ＩＣＴを活用した新たな産業振

興を目指します。 

 

  【目指す姿①】 

     観光サービスの変革と観光需要の創出 

⚫ 旅行者の体験価値の向上 

⚫ 消費機会の拡大 

⚫ 来訪意欲の増進と顧客定着等の実現 

   【今後の取組】 

◼ ＸＲ22や 5Ｇ等のデジタル技術と、文化・自然等の観光資源を掛け合わせた新た

な観光コンテンツの造成 

◼ 人流・購買等のリアルタイムデータや、観光統計などの各種データを官民が共有

して活用し、消費機会の拡大につながる取組の推進 

◼ 動画配信サービスだけでなく、オンラインツアーやオンラインショップ、ＳＮＳ

コミュニティやＸＲ技術によるバーチャル空間などを活用し、来訪意欲増進と

リピーター顧客の定着につながる仕組みの構築 

 

 

   【目指す姿②】 

付加価値の高い農林水産業の振興 
⚫ 本市の農林水産物のブランド化や 6次産業化等の推進 

⚫ ＩＣＴ技術等を活用した持続的な農林水産業の実現 

 【今後の取組】 

◼ 生産現場の見える化による、データを活用したスマート農業・漁業の推進 

◼ スマート技術実装による作業の効率化、省力化の推進及び、ＳＮＳ等を活用した

本市農林水産物のブランド力の向上や販路拡大への取組 

 

 

   【目指す姿③】 

     本市産業の持続的発展、地域産業の充実・強化 
⚫ 国内及び国外の社会経済状況の変化に対する適切な対応 

⚫ 本市産業の持続的発展、地域産業の充実・強化 

                                                        

22 XRとは、現実世界には存在しないものや情報を、表現・体験できる技術の総称したものである。

「X」は、様々な文字が入ることを示しており、「VR（Virtual Reality：仮想現実）」「AR（Augmented 

Reality：拡張現実）」「MR（Mixed Reality：複合現実）」等の技術を含んでいる。 
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   【今後の取組】 

◼ ＡＩ・ＩＣＴの利活用や設備等の高度化により、経営力の強化や生産性の向上を

図る取組への支援 

 

 

   【目指す姿④】 

オープンデータの推進 
⚫ 市役所が保有・蓄積しているデータを、市民や民間企業等が利用しやすい形で見

える化 

⚫ データの利活用による市民生活の向上と経済活動の活性化 

   【今後の取組】 

◼ オープンデータサイトへ搭載するデータの掘り起こし 
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第５章 計画の推進体制 

１．庁内における推進体制 

  ＤＸ推進計画（基本計画・行動計画）を着実に実行していくため、各部局による推進に加え

「舞鶴市ＳＤＧｓ未来都市推進本部」に代表される組織横断的な体制との柔軟な連携により、

一丸となった推進体制で本計画を推し進めます。 

併せて、ＰＤＣＡサイクルによる定期的な評価・見直しによりサービスの質を上げ、利用者

満足度の向上を目指します。 

 

 

２．外部機関との連携 

  ＤＸの推進でよりよいサービスを展開するには庁内だけで推進するのではなく、関係機関

との連携作業も重要となってきます。教育機関や民間企業、北部 7市町などの他自治体との多

様な連携により、ＤＸの推進がさらに加速するような取組みを進めます。 

 

「舞鶴市ＤＸ推進計画」の推進体制図 

連携 

SDGs 未来都市 

推進本部 

外部機関 

・教育機関 

・民間企業 

・北部 7 市町など 

 

舞鶴市ＤＸ推進本部 

・市長 

・副市長 

・各部局 
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１．自治体ＤＸ推進計画における重点取組事項 

(１) 自治体の情報システムの標準化・共通化 

 自治体の情報システムは、これまで自治体ごとにカスタマイズ（構築・発展）が行われてきた

ことにより、維持管理や制度改正などに伴うシステム改修等において個別対応をせざるを得ず、

人的・財政的な負担が生じています。 

 また、自治体ごとに様式や帳票が異なることにより、それらを作成・利用する住民や事業所、

自治体等の負担となっているのも事実です。 

こうした状況を踏まえ、現在、国では、自治体の基幹業務システムについて、共同利用、手続

の簡素化、迅速化といったデジタルファースト1及びワンスオンリー2を徹底し、住民サービスの

向上と行政の効率化を推進するための情報システムの標準化・共通化に取り組んでいます。 

具体的には、住民記録、地方税、福祉など、自治体の主要な 20 業務（※参照）を処理するシ

ステムについて、デジタル庁が策定する基本的な方針のもと、関係府省において標準仕様書を作

成した上で、各ベンダ3が標準仕様に準拠して開発したシステム（以下「標準準拠システム」と

いう。）を全国規模のクラウド基盤（いわゆる「ガバメントクラウド4」）に構築し、当該システム

を各自治体が利用することを目指すもので、標準準拠システムへの移行の目標時期は令和７年

度とされています。 

 

※地方公共団体情報システムの標準化に関する法律（令和3年法律第40号第2条第1項の規定に基

づき定められた標準化対象事務（令和4年1月時点） 

 

【令和3年度中に標準仕様書が作成された事務】 

  住民基本台帳、印鑑登録、固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税、就学、 

障害者福祉、介護保険（9業務） 

 

【令和4年夏までに標準仕様書が作成される事務】 

  児童手当、子ども・子育て支援、戸籍の附票、選挙人名簿管理、戸籍、健康管理、 

児童扶養手当、生活保護、国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金（11業務） 

                                                        

1 行政手続きを IT で処理すること。 
2 行政手続きに必要な情報は一度の提供で済むようにすること。 
3 英語の「vendor」が語源で、「販売業者」「売り主」を意味する。IT 分野では、ハードウェアやソフト

ウェア、システム、サービスなどを販売する企業のことを指す。 
4 ガバメントクラウド（Gov-Cloud）とは、政府の情報システムについて、共通的な基盤・機能を提供す

る複数のクラウドサービス（IaaS、PaaS、SaaS）の利用環境のこと。 
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● 情報システムの標準化イメージ 

 

 

 

出典：令和 3 年 9月 7 日 総務省自治行政局デジタル基盤推進室 資料 
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（国・地方デジタル化指針）（抜粋） 

● 「（仮称）Gav-Cloud」の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 地方公共団体の業務システムの標準化・共通化・「（仮称）Gav-Cloud」活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：デジタル・ガバメント実行計画（令和 2 年 12 月 25日閣議決定） 

   （標準化対象業務数について修正を加えた 17 業務→20業務） 
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(２) 自治体の行政手続のオンライン化 

 「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」（令和 2 年 7 月 17 日

閣議決定）において、「令和 4年度までにほとんどの住民がマイナンバーカードを保有してい

ることを想定し、マイナンバーカードを様々な手続をデジタルで行うための基盤と位置付け

た取組を進めることも重要」であるとされ、今後、マイナンバーカードを保有するメリットを

住民が最大限享受できるよう、自治体において、行政手続のオンライン化に取り組む必要があ

るとされました。 

 また、地方公共団体における行政手続のオンライン化については、「情報通信技術の活用に

よる行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため

の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律（令和元

年法律第 16号。以下「デジタル手続法」という。）による改正後の情報通信技術を活用した行

政の推進等に関する法律」（平成 14 年法律第 151 号。以下「デジタル行政推進法」という。）

第 5 条第 4 項の規定により、地方公共団体は、情報通信技術を利用して行われる手続等に係

る当該地方公共団体の情報システムの整備等の必要な施策を講ずるよう努めなければならな

いこととされています。（概要は図表 1） 

 「デジタル・ガバメント実行計画（令和 2年 12月 25日閣議決定）」においては、「地方公共

団体が優先的にオンライン化を推進すべき手続」として、①処理件数が多く住民等の利便性の

向上や業務の効率化効果が高いと考えられる手続、②住民のライフイベント5に際し、多数存

在する手続をワンストップで行うために必要と考えられる手続がまとめられ、その上で、「自

治体ＤＸ推進計画」6に記載の「特に国民の利便性向上に資する手続」とされた 31手続（図表

2）については、令和 4年度末を目指して、原則、全自治体で、マイナポータル7からマイナン

バーカードを用いてオンライン手続を可能にすることとしています。また、それ以外の各種行

政手続についても、「地方公共団体におけるオンライン利用促進指針」を踏まえ、今後積極的

にオンライン化を進めることとされました。 

 

 

 

 

                                                        

5 人生の大きなできごとのこと 
6 「デジタル・ガバメント実行計画」における自治体関連の各施策について、自治体が重点的に取り組む

べき事項・内容を具体化するとともに、総務省及び関係省庁による支援策等を総務省がとりまとめ、令和

2 年 12 月に「自治体 DX 推進計画」と して策定 
7 政府が運営するオンラインサービスのこと。子育てや介護をはじめとする、行政手続の検索やオンライ

ン申請がワンストップででき、また行政機関からのお知らせを受け取れる自分専用のサイト。 
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図表１ デジタル手続法（令和元年法律第16号）の概要  

 

（出典）自治体ＤＸ推進手順書 

 

図表２ 対象手続き一覧 

（出典）自治体ＤＸ推進手順書 
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(３) マイナンバーカードの普及促進 

行政のＤＸを進める上で重要な課題として挙げられるのがマイナンバー制度の整備です。デ

ジタル化の恩恵を実感できるデジタル社会を早期に実現するため、「マイナンバーカードの普及

とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」（令和元年 6月 4 日デジタル・ガバメント閣僚会

議決定）に基づき、安心・安全で利便性の高いデジタル社会の基盤であるマイナンバーカードの

普及とその利便性の向上等を図るとともに、社会保障の公平性の実現や行政の利便性向上・運用

効率化等に向け、マイナンバーの利活用の促進を図ることとされました。 

また、デジタル庁（令和 3年 9月 1日発足）においても、マイナンバーカードの普及促進やマ

イナポータルの環境整備、マイナンバーを扱うシステムの整備などを行うことで、ＤＸを推進す

ることとしています。 

ＤＸ推進計画では、令和 4年度末を目指して、原則、全自治体で、特に国民の利便性向上に

資する手続（子育て関係など 31 手続）について、マイナポータルからマイナンバーカードを用

いてオンライン手続を可能にすることとしており、これにより、住民はマイナンバーカードで給

付金や各種手続きのオンライン申請ができるようになるとともに、マイナポータル上で個々の

ニーズに応じた行政サービスの情報を受け取ることが可能となります。 

このようにマイナンバーカードの普及促進により、あらゆる行政手続きについて住民の利便

性が向上するとともに、業務が効率化されることにより生じた人的資源を、行政サービスの更な

る向上に繋げるような取組が期待されています。 
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 (４) 自治体のＡＩ・ＲＰＡの利用促進 

我が国においては、少子化が進展した結果、2008年をピークに総人口が減縮傾向にあります。

人口構成についても、図に示すように、15 歳から 64 歳の生産年齢人口は 45 年前を下回る水準

となっており、今後はますます減少していく見込みとなっています。そのような中、社会経済で

は、労働力の供給不足が深刻な問題となっています。 

自治体においては、これまでも厳しい財政状況の下、行政改革に積極的に取り組んできたとこ

ろであり、総職員数が減少する中で、事務や事業を民間の事業所等に委託することや、指定管理

者制度8を導入するなど、民間の経営資源9も活用しながら、住民サービスを維持してきた経緯が

あります。 この先の人口減少の時代において、職員数のさらなる減少も見込まれる中、労働力

の供給を民間に求めることも次第に困難になり、将来的にはサービス提供に係るコスト増や、担

い手となる事業者が見つからないといったことも懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）平成 29年度厚生労働白書 

 

 

                                                        

8 公の施設をノウハウのある民間事業者等に管理してもらう制度のことで、地方自治法第 244 条の２に定

められている公民連携の手法の一つ。 

9 経営にとって役立つさまざまな要素や能力のこと。ヒト、モノ、カネ、情報の４つが四大経営資源と呼

ばれているが、これ以外に新技術や企業文化・風土なども最近では経営資源に含めて議論されることが多

い。 
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総務省の報告によると、今後、労働力 （特に若年労働力）の絶対量が不足する中で、「これ

からの自治体のあり方は、人口縮減時代のパラダイム10へ転換しなければならない」と問題提起

しています。そして、自治体が行政水準を維持していく方法の一つとして、ＡＩやＲＰＡなどの

ＩＣＴを積極的に活用した「スマート自治体への転換」を提言しています。 

ＡＩ・ＲＰＡの利用推進に当たっては、既存の業務プロセスを前提とするのではなく、業務そ

のものの必要性の検討や業務プロセスの見直しを行った上で導入することが重要であり、「デジ

タル・ガバメント実行計画」（令和 2年 12 月閣議決定）でも、「ＡＩやＲＰＡなどのデジタル

技術は地方公共団体の業務を改善する有力なツールであり、限られた経営資源の中で持続可能

な行政サービスを提供し続けていくために今後積極的に活用すべきものである」と示され、自治

体におけるＲＰＡ導入の機運はますます高まってきています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）令和元年（2019年）5月「地方自治体における業務プロセス・システムの標準化及び 

AI・ロボティクスの活用に関する研究会」報告書 

 

 

                                                        

10 ある時代や分野において支配的規範となる「物の見方や捉え方」のこと。科学・思想・産業・経済な

ど、さまざまな分野で用いられる。 
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(５) テレワークの促進 

 テレワークとは、ＩＣＴ（情報通信技術）を利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働

き方です。勤務場所により、主な分類として、(1)在宅勤務（自宅を就業場所とするもの）、(2)

モバイルワーク（施設に依存せず、いつでも、どこでも仕事が可能な状態なもの）、(3)サテライ

トオフィス勤務（サテライトオフィス、テレワークセンター、スポットオフィス等を就業場所と

するもの）に分けられます。 

テレワークは、社会、企業・事業所、労働者のそれぞれに対し、以下のような様々な効果をも

たらし得ると考えられており、育児・介護等を行う一部の従業員のみに対する福利厚生策ではな

く、社会全体の働き方を改革するための施策の 1つとして期待されています。 

 

【具体的な意義・効果】 

少子高齢化対策の推進 

・人口構造の急激な変化の中で、個人の働く意欲に応え、その能力を最

大限発揮し活躍できる環境の実現 

・女性・高齢者・障がい者等の就業機会の拡大 

・「出産・育児・介護」と「仕事」の二者選択を迫る状況を緩和 

・労働力人口の減少のカバー 

ワーク・ライフ・バランスの実現 
・家族と過ごす時間、自己啓発などの時間の増加 

・家族が安心して子どもを育てられる環境の実現 

地域活性化の推進 ・UJIターン・二地域居住や地域での企業等を通じた地域活性化 

環境負荷の軽減 ・交通代替による CO2 の削減等、地球温暖化防止への寄与 

有能・多様な人材の確保、生産性の向上 
・柔軟な働き方の実現により、有能・多様な人材の確保と流出防止、能

力の活用が可能に 

営業効率・顧客満足度の向上 
・顧客訪問回数や顧客滞在時間の増加 

・迅速、機敏な顧客対応の実現 

コスト削減 
スペースや紙などオフィスコストの削減と通勤・移動時間や交通費の

削減等 

非常災害時の事業継続 
・オフィスの分散化による、災害時等の迅速な対応 

・新型インフルエンザ等への対応 

（出典）総務省ホームページ 

社 会 企 業・事業所 労働者 

働き方改革 

労働人口の確保 

生産性の向上 

地方創生 

非常時の業務継続（BCP） 

人材の確保・離職防止 

業務変革（BPR、DX） 

オフィスコスト削減 

生産性の向上 

多様な働き方の実現 

（育児・介護・治療との両立） 

通勤時間の削減 
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(６) セキュリティ対策の徹底 

 総務省がこれまで推進してきた自治体の情報セキュリティ対策は、マイナンバー利用事務系

とＬＧＷＡＮ11（総合行政ネットワーク） 接続系、インターネット接続系の 3 つのネットワー

クを分離・分割する「三層の対策」が原則となっています。三層の対策は高い安全性を発揮する

一方で、自治体内のネットワーク分離・分割により事務効率が低下するという課題もあります。 

クラウドの活用やテレワークなどの新たな時代の到来を踏まえ、効率性・利便性を向上させた

自治体情報セキュリティ対策を推進するために、総務省においては令和 2年 12月、「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」及び「地方公共団体における情報

セキュリティ監査に関するガイドライン」を改訂しました。 

改訂ガイドラインでは、マイナンバー利用事務系の分離の見直しや、ＬＧＷＡＮ接続系とイン

ターネット接続系の分割の見直し（インターネット接続系に業務端末・システムを配置した新た

なモデル「β モデル」の提示）、リモートアクセス12やＬＧＷＡＮ接続系における庁内無線ＬＡ

Ｎ、クラウドサービスへの対応などが示され、併せてセキュリティポリシーの見直しを行いなが

ら、セキュリティの強化をし続けることの重要性について定められています。 

ＤＸを推進するにあたり、セキュリティ対策の徹底を同時に行わなければ、サイバー攻撃13

の標的となった場合に国民の個人情報が流出する恐れがあり、また、自治体によってはＩＴ人材

が確保されていない、もしくはＩＴ分野に長けた職員も多くはないため、セキュリティ対策の基

盤となる知識の習得や情報共有のあり方を情報セキュリティポリシーによって職員各々が理解

し、運用と見直しを繰り返すことで情報セキュリティへの理解を深めながら、ＤＸを推進してい

くことが求められています。 

今後、各自治体おいては、内部のデジタル人材の育成はもちろん、デジタル担当職員のみなら

ず自治体全体としてのセキュリティ知識の向上に努めることが重要となってきます。 

 

 

 

 

                                                        

11 地方公共団体を相互に接続する行政専用のネットワーク。地方公共団体相互間のコミュニケーション

の円滑化、情報の共有による情報の高度利用を図るための基盤として整備され、全国の地方公共団体の組

織内ネットワークを相互に接続している。 
12 自宅や外出先などの遠隔地にある PC やタブレットなどのデバイスから、社内や組織内にあるパソコ

ンや各種サーバー、システムなどにアクセスすること。 
13 サーバー、パソコン、スマホなどの情報端末に対して、ネットワークを通じシステムの破壊やデータ

の窃取、改ざんなどを行う行為のこと。 
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２．デジタル化に関する社会のビジョン 

(１) デジタル社会と Society5.0 

 これまでの情報社会（Society 4.0）では知識や情報が共有されず、異なる分野での情報連携

が不十分であるという問題がありました。人の能力には限界があるため、あふれる情報から必要

な情報を見つけて分析する作業が負担であることや、年齢、身体的・精神的な障害及び居住地域

などの要因により、労働や行動範囲に生じる制約に対して、十分に対応することが困難でした。 

Society 5.014で実現する社会は、ＩｏＴ（Internet of Things）15で全ての人とモノがつなが

り、様々な知識や情報が共有され、今までにない新たな価値を生み出すことで、これらの課題や

困難を克服しようとするものです。また、人工知能（ＡＩ）16により、必要な情報が必要な時に

提供されるようになり、ロボットや自動走行車などの技術で、少子高齢化や地方の過疎化などの

課題が克服されます。社会の変革（イノベーション）を通じて、これまでの閉塞感を打破し、希

望の持てる社会、世代を超えて互いに尊重し合あえる社会、一人一人が快適で活躍できる社会の

実現が期待されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）Society 5.0「科学技術イノベーションが拓く新たな社会」説明資料（内閣府） 

                                                        
14 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）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初めて提唱された。 

15 モノのインターネット（Internet of Things）のこと。モノがインターネットにつながり、相互に制御

する仕組み 
16 人工知能（Artificial Intelligence)のこと。「機械学習」によって与えられたデータに基づいて AI そのも

のが主体的に判断を行う。 

Society5.0 で実現する社会 
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(２) 新型コロナウイルス感染症対策と社会のデジタル化 

 令和 2年 2月以降、新型コロナウイルス感染症17の本格的な感染拡大が社会に甚大な影響を及

ぼす中で、自治体にはあらためて様々な課題が突きつけられました。例えば、特別定額給付金18

をはじめ各種支援金の給付にまつわる施策が講じられたことで、住民からの問い合わせが殺到

し、多くの自治体の窓口は混乱状態に陥りました。これにより、我が国のデジタル化に対する取

組みが、世界の他国と比較して、まさに発展途上であったことを、否応なく認識させられること

となりました。何十年かの長い年月を要するだろうと考えられていたデジタル社会への移行は、

新型コロナウイルス感染症の拡大により急速に進んだことになります。 

 また、国や地方自治体、報道機関により、当該感染症に関する情報が積極的に発信され、また

通勤ラッシュの回避やイベント開催の自粛等が呼びかけられたことを受け、テレワークの導入

やイベントのインターネット配信の開始など、社会のデジタル化が急速に進むこととなった一

方で、誤った情報の流通、インターネット利用の急増によるトラヒック19の 逼迫、テレワークの

導入に伴うサイバーセキュリティ上の懸念など、デジタル化の進展に伴う様々な課題も明らか

になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

17 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、SARS-CoV-2 ウイルスによって引き起こされる感染症

のこと。 
18 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」（令和 2 年 4 月 20 日閣議決定）において、「新型インフルエ

ンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との

接触を最大限削減する必要があることから、医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組ん

でいる国民が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服するため、簡素な仕組みで迅速

かつ的確に家計への支援が行われたもの。 
19 インターネット､LAN､電話回線などの回線利用量あるいは送られる情報量のこと。 
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新型コロナウイルス感染症拡大により浮き彫りとなったデジタル化への課題 

 

 

【影響】                      【影響】 

・サプライチェーンの一部断絶、物資不足       ・感染症対応で初の緊急事態宣言の発動 

・工場、飲食店等の休業、イベント自粛        ・給付金や助成金等支援策に係る申請が膨大 

オンライン手続の不具合、              オンライン手続の不具合 

国と地方のシステムの不整合 等           国と地方のシステムの不整合 等 

 
 
 
 
 
【影響】                       【影響】 

・テレワーク増加、Web会議増加            ・現場負荷増、現場要員不足、医療資材不足 

・テレワークが難しい業務の顕在化           ・医療機関のクラスター化懸念           

                           ・オンライン診療の時限的な拡大 

 押印手続等、テレワークの阻害要因の顕在化         陽性者報告の FAXでの申請など    

                          デジタル化の遅れ  等 

                       

 

 

 
【影響】                      【影響】 

・全国的な学校の臨時休校               ・コロナ感染拡大時における災害対応の 

・臨時休業等に伴い登校できない児童生徒の        可能性 

 学習指導の必要性                  ・自治体等現場の負担増加 

     オンライン教育に必要な基盤、          マイナンバーカードによるり災証明発行 

     ノウハウの不足  等              AI活用等による被災者・現場負担軽減の               

                             必要性  等 

                           

（出典）内閣官房 情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室 資料 

 

 

デジタル社会への移行によって、私たちの日常は今後どのように変わるでしょうか。例えば、

これまではリアル（店や人）で接点を持つ人が、たまにデジタルでもつながるという日常であっ

たものが、今後はデジタルで常につながっている人が、たまにリアルの場での接点を持つような

日常に徐々に変化していくことになるかもしれません。 

  

 

 

 

 

 

 

 

経済・生活 

働き方 

防災 

行政 

医療 

教育 
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(３) 移動通信システムと５Ｇ 

 我が国において、1979 年に最初の移動通信システム20が商用開始されて以降、40 年あまりの

間に移動通信システムは大きな進化・発展を遂げてきました。その過程において、約 10年のス

パンで規格は変更されていき、その都度、通信品質や通信速度の向上が図られるとともに、移動

通信端末に様々な機能が付加されることによって、移動通信システムの可能性はより一層大き

く広がっていきました。 第 4世代移動通信システム（4Ｇ）の商用開始から約 10 年、2020 年 3

月には 5Ｇの商用サービスが開始されましたが、5Ｇ21はその特性ゆえに、ありとあらゆるものが

インターネットを通してつながるＩｏＴ（Internet of Things）時代における基盤として、今後

人々の生活ではもちろんのこと、企業活動においても幅広く活用されることが予想されます。 

5Ｇは、「高速・大容量」「低遅延」「多数端末との接続」という特徴を持っています。これらの

特徴により、4Ｋ/8Ｋ高精細映像22やＡＲ/ＶＲ23を活用した高臨場感のある映像の伝送、自動運

転サポートや遠隔医療24などを実現し、様々なサービス、産業を革新すると期待されています。 

 

 

 

 

 

 

                                                        

20 持ち運べる通信機器を使ってコミュニケーションができるシステム。モバイル通信。（1G：1980 年代

に登場したアナログ携帯電話、2G：1990 年代、通信がアナログからデジタルに移行し、インターネット

への接続が始まった、3G：2000 年代、通信の高速化が可能になりモバイル機器でのインターネット接続

が一般化、4G：2010 年代、LTE という高速化技術とスマートフォンの台頭で生活やビジネスの利便性が

向上。 
21 言葉自体の意味としては「5th Generation」の略語で、「第 5 世代」のことを指す。高速で大きな容量

の通信ができる、信頼性が高く低遅延の通信ができる、多数の機器に同時に接続ができるという 3 つの特

徴を持ち、5G の普及により、スマートフォンのような限定的な機器だけでなく、あらゆる端末がアプリ

などのシステムと連携していくことが予想される。このあらゆる端末にインターネットを通して通信が可

能になることを「IoT」（Internet of Things）と呼び、5G の普及の恩恵を大きく受けられる要素の一つと

されている。 
22 4K・8Kとは、次世代の映像規格で現行ハイビジョンを超える超高画質の映像のこと。4Kは現行ハイ

ビジョンの 4 倍の画素数で、高精細・臨場感のある映像が実現できる。また、8K は現行ハイビジョンの

16 倍の画素数で、立体感も加わり、さらに臨場感のある映像を体感できるようになる。 
23 AR（拡張現実）とは、スマートフォンやタブレット、サングラス型の AR グラスを通して見ること

で、現実世界にデジタル情報を付加し、世界を拡張する技術をいう。VR（仮想現実）とは、VR ヘッドセ

ットや VR ゴーグルのデバイスを装着することで、100％バーチャルの世界に入り込んだかのような体験

ができる技術をいう。 
24 遠隔診療とは「オンライン診療」ともいわれている新しい診療方法のこと。移動することなく診察を

行うことができる、手軽で継続的な治療につながる、医師不足の問題を解消できる、感染防止につながる

などのメリットがある反面、処置や検査は遠隔では不可能、正確な鑑別ができない、コミュニケーション

が難しいといった課題も抱えている。 
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（出典）令和 2 年版情報通信白書（総務省）   

（出典）総務省 総合通信基盤局資料（令和元年６月 27 日） 

出典：令和元年 6 月 27 日 総務省総合通信基盤局資料 

 

 (４) ＡＩ・ＲＰＡとＩoＴ 

 ＡＩは「Artificial Intelligence（アーティフィシャル・インテリジェンス）」の略で、膨大

なデータベースをもとに、コンピューターが自ら判断する仕組みです。ＡＩはＡＩ単体で何かを

するのではなく、他のシステムやデバイスの中に組み込むことで応用するケースがほとんどで

す。人工知能という呼び名のとおり、人間の頭脳のように判断することを得意としています。 

ＲＰＡとは「Robotic Process Automation（ロボティック・プロセス・オートメーション）」

の略称で、業務効率に特化したツールのひとつとして定義されます。今のところ、業務における

判断基準やルール作りは人間が定める必要があり、ＲＰＡが能動的に判断することはありませ

ん。業務内容を覚えさせ、それを自動的に繰り返すのがＲＰＡの基本的な仕組みのため、単純で

定例的なルーティンワーク25に適しています。いわばＲＰＡとは、人間が今まで行っていた手作

業の部分を代替するツールと言えます。 

  

                                                        

25 決まった手順で繰り返し行われる定常作業、あるいは日常の仕事をいう。 
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ＲＰＡとＡＩを組み合わせることで、現在の働き方が大きく変わると言われています。ＲＰＡ

には三段階の自動化レベルがあるとされており、現在のＲＰＡの多くは「クラス 1」というレベ

ルで定型業務に対応しています。次期レベルの「クラス 2」は、ＡＩと連携して非定型業務でも

一部は自動化されます。「クラス 3」は、より高度なＡＩと連携することで、業務プロセスの分

析や改善だけでなく意思決定までを自動化できます。 

 既に、クラス 3において認識技術や自然言語解析技術、学習機能などにより曖昧な情報や不

足している情報を補いながら作業するといった、これまでとは一線を画したＲＰＡが開発され

ています。日本語の対話ができるＡＩエンジンを活用し、対話をするだけで必要なデータの入

力が完成し、全プロセスを完結することも可能とのことです。 

ＲＰＡは、これまで人間のみが対応可能と想定されていた作業、もしくはより高度な作業を人

間に代替して実施できるルールエンジン26やＡＩ、機械学習等を含む認知技術を活用した業務を

代行するツールになりつつあります。人間の補完として業務を遂行することから、仮想知的労働

者（Digital Labor）27として、2025年までに事務的業務の 1/3の仕事がＲＰＡに置き換わるイ

ンパクトがあるとも言われています。 

 ＲＰＡの導入と運用は、働き方改革につながる「業務改善・改革」の目標や方向性を明確にし、

業務に合うツール選択とマネジメント方法に配慮して進めることが重要です。そのためには、現

場部門とシステム関連部門が連携し、運用局面ごとのルール（シナリオ）策定や適用可能な業務

領域の拡大を検討するなど、継続的にＰＤＣＡサイクル28をまわしながら活用していくことが望

まれます。 

 

 

                                                        

26 業務の自動化を実現するアプリケーション内で業務実行の判断を行うソフトウェア。 定型業務の自動

化を実現する RPA と相性が良い。 
27 RPA や AI を使ったツールなどを用いて、テクノロジーが人間に代わる業務の担い手となる考え方のこ

とをいう。テクノロジーを働き手として擬人化している。 

28 Plan(計画)・Do（実行）・Check（評価）・Action（改善）を繰り返すことによって、生産管理や品質

管理などの管理業務を継続的に改善していく手法のこと。 
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【RPAのクラス】 

（出典）総務省「情報通信統計データベース」RPA（働き方改革：業務自動化による生産性向上） 

 

ＩｏＴ（アイオーティー）の正式名称は「Internet of Thing」です。直訳すると「モノのイ

ンターネット」という意味になり、離れた場所からモノの状態を把握する役割や、モノ同士が双

方向でさまざまなデータをやりとりする役割を果たします。モノから収集したデータはビッグ

データとして一つの箱に蓄積し管理され、ＡＩによる高度分析においても欠かせないものです。 

ＩｏＴで収集するデータはモノだけではなく、人に関するデータも対象となります。脈拍や歩

数などのヘルスケアに役立つデータはもちろん、ＧＰＳで取得した位置情報など、あらゆるデー

タを収集できます。 

ＩｏＴが私たちの生活に身近な存在になってくると、リモコンのような機械的な操作を可能

にするだけではなく、その人に最適化された情報を提供し、高度な判断が求められる内容も 

ＩｏＴで収集したビッグデータをもとに分析できるようになると考えられています。これまで

私たちは、インターネットから欲しい情報をその都度検索することにより情報収集をしてきま

した。しかし、ＩｏＴの時代がやってくると、その人に最適化された情報や異常を検知した場合

に通知してくれるようになり

ます。これを実現するために

は、ＩｏＴだけではなく、ＡＩ

や 5Ｇのような次世代の技術、

そしてあらゆる産業で培って

きたノウハウや知見などもあ

わせて生かしていくことが求

められます。 

クラス 主な業務範囲 具体的な作業範囲や利用技術 

クラス 1 
RPA（Robotic 

Process 
Automation） 

定型業務の自動化 
⚫ 情報取得や入力作業、検証作業などの定

型的な作業 

クラス 2 
EPA（Enhanced 

Process 
Automation） 

一部非定型業務の自動化 

⚫ RPA と AI の技術を用いることにより非

定型作業の自動化 

⚫ 自動言語解析、画像解析、音声解析、マ

シーンラーニングの技術の搭載 

⚫ 非構造化データの読み取りや、知識ベー

スの活用も可能 

クラス 3 
CA（Cognitive 
Automation） 

高度な自律化 

⚫ プロセスの分析や改善、意思決定までを

自ら自動化するとともに、意思決定 

⚫ ディープラーニングや自然言語処理 
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３．市民アンケートの調査結果報告 

(１) 市民アンケート調査の概要 

①調査の目的 

  舞鶴市ＤＸ推進計画の策定にあたり、デジタル化に対する市民の考えや意識を調査する。内

容として情報通信サービスの利用状況やデジタル化により期待する事等を調査することで市

民ニーズの把握を行い、計画策定の方針や方向性を検討するための基礎資料とする。 

 

②調査概要 

・調査区域   舞鶴市全域 

・対象者    令和 3年 7月 1日現在で 18歳以上の男女 2,000人 

         ※対象者については住民基本台帳から無作為抽出 

・調査方法   無記名アンケート形式(2,000人にアンケート用紙を郵送) 

・回答方法   ①郵送での回答 

         ②WEBで回答 

         ※アンケート用紙に添付したＱＲコードを読み取ることで回答が可能 

・調査期間   令和 3年 8月 28日（土）～9月 30日（木） 

      

③アンケート回収結果 

・有効回答数  730人（有効回答率 36.5％） 

1. 郵送回答  414人(56.7％) 

2. WEB回答   316人(43.3％) 

 

④集計方法 

  調査結果の数値は、原則として回答率(％)で表わし、小数点以下第 2位を四捨五入し小数点

以下第１位まで表記しています。このため、単数回答の合計が 100％を上下する場合がありま

す。また、1人の回答者が 2つ以上の回答をしてもよい設問(複数回答)では、回答率は 100％

を上回る場合があります。 
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(２) 回答者の属性 

① 年代別割合(全体) ｎ＝730人 

年代 回答数 構成比 

10代 44人 6.0% 

20代 81人 11.1% 

30代 105人 14.4% 

40代 131人 17.9% 

50代 117人 16.0% 

60代 138人 18.9% 

70代以上 113人 15.5% 

無回答 1人 0.1% 

    

                                       

② 年代別割合(郵送回答)ｎ＝414人   

年代 回答数 構成比 

10代 15人 3.6% 

20代 21人 5.1% 

30代 36人 8.7% 

40代 62人 15.0% 

50代 65人 15.7% 

60代 105人 25.4% 

70代以上 109人 26.3% 

無回答 1人 0.2% 

 

 

③  年代別割合(WEB回答)ｎ＝316人 

年代 回答数 構成比 

10代 29人 9.2% 

20代 60人 19.0% 

30代 69人 21.8% 

40代 69人 21.8% 

50代 52人 16.5% 

60代 33人 10.4% 

70代以上 4人 1.3% 

 

 

 

 

 

年代別

 

10代

3.6%

20代

5.1%

30代

8.7%

40代

15.0%

50代

15.7%

60代

25.4%

70代以上

26.3%

無回答

0.2%

郵送回答

 

10代

9.2%

20代

19.0%

30代

21.8%

40代

21.8%

50代

16.5%

60代

10.4%

70代以上

1.3% WEB 回答
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④  職業別割合ｎ＝730人 

年代 回答数 構成比 

学生(大学、短期大学、専門学校を含む) 27人 3.7% 

会社員・団体職員・公務員 309人 42.3% 

学生 16人 2.2% 

自営業 36人 4.9% 

農林水産業 7人 1.0% 

パートタイマー、アルバイト、派遣社員 125人 17.1% 

無職 187人 25.6% 

その他 21人 2.9% 

無回答 2人 0.3% 

 

(３) アンケートの回答 

① あなたが使用している情報通信機器について、該当するものをすべて選んでください。(複数

回答) 

 

情報通信機器の保有率は 10代から 50代までの 9割を超える方が「スマートフォン、タブレ

ット」を利用していると回答しており、幅広い年代で利用されている事から今後はスマートフ

ォン等の情報通信機器を中心としたサービスの導入が求められています。 

 

 

 

 

98.4%

98.1%

99.2%

94.0%

84.8%

48.7%

58.4%

58.1%

63.4%

62.4%

51.4%

26.5%

0.8%

5.7%

9.9%

7.7%

11.6%

28.3%

0.0%

1.0%

0%

0.0%

5.8%

21.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

10代20代

30代

40代

50代

60代

70代

情報通信機器の利用割合

スマートフォン、タブレット パソコン

スマートフォン以外の携帯電話 いずれも利用していない
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② あなたがインターネットを利用する場合、どのような目的で利用していますか。(複数回答) 

 

「動画の視聴・投稿」や「電子メールの送受信」など、複数の項目で回答が高くなり、娯楽や

情報の収集など幅広い用途で利用されています。 

 

 

 

 

● 「その他」の主な回答 

回答 

塾のオンライン授業 

雨雲レーダー 

ニュースの関覧、行事への参加申込み、投資 

テレワーク 

zoomによる授業など 

資格取得のための学習、資格試験の手続き 

検索ツール、翻訳、読書 

 

68.2%

67.9%

66.8%

66.0%

63.2%

53.0%

28.2%

20.4%

15.6%

4.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

動画の視聴・投稿

電子メールの送受信

ホームページの閲覧

ネットショッピング

地図・交通情報の入手

SNSによるコミュニケーション(音声通話を含む)

オンラインゲーム

市役所での各種手続きの確認

WEB会議への参加

その他

インターネットの利用目的
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③ あなたは、最近１年間で、インターネットを利用して舞鶴市のどのような情報を入手しまし

たか。(複数回答) 

 

「新型コロナウイルスの情報」が 75.5％と最も高く、次いで「ゴミの分別やリサイクルの方

法」が 42.5％という結果となりました。新型コロナウイルスの感染拡大に対する市民の方の高

い関心が表れており、特に非常時においてはインターネットを利用して舞鶴市の状況やくらし

の変化などを正確に伝えていくことが重要です。 

 

 

 

 

● 「その他」の主な回答 

回答 

補助金 

文化振興、オリンピック・パラリンピック 

入礼物件の閲覧 

入札等に関する情報・図書館情報 

図書館の予約 

献血の日程 

飲食店のテイクアウト情報 

 

 

75.5%

42.5%

29.7%

25.6%

23.8%

14.0%

12.5%

9.2%

9.0%

8.2%

4.7%

1.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

新型コロナウイルスの情報

ゴミの分別やリサイクルの方法

観光・イベント情報

防災や防犯の情報

各種申請や届け出の方法

保険・健康・福祉の情報

入手していない

学校教育の情報

道路に関する情報(工事など)

子育ての情報

市の計画・財政・統計

その他

インターネットを利用して入手した市の情報(複数回答)
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④ あなたは、最近１年間で、舞鶴市が提供している以下の電子サービスや情報サービスを利用

しましたか。(複数回答) また、利用していないを選んだ場合、その理由について該当する

ものを選んでください。(複数回答) 

 

「利用していない」が 39.7%と最も高く、次いで「まいづるメール配信サービス」が 36.6%と

いう回答結果となりました(図 1)。また、「利用していない」と回答された方に対して、その理

由を尋ねたところ、「サービスを利用する機会(必要)がなかったから」という回答が 69.0％と最

も高い結果になり、市民ニーズに合わせた電子サービスや情報サービスの取組が求められてい

ます(図 2)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.7%

36.6%

16.8%

9.2%

7.7%

5.6%

5.3%

4.5%

2.1%

0.4%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

利用していない

まいづるメール配信サービス(防災情報、クマ出没情報、不審

者情報、観光・イベント情報など)

舞鶴市公式SNSサービス(LINE、フェイスブック、インスタ

グラム)

各種申請書ダウンロードサービス

マイナンバーカードを利用した証明書のコンビニ交付サービ

ス(住民票の写し、印鑑登録証明書、所得・課税証明書など)

図書館資料検索・予約サービス

クレジットカード、電子マネーによる市税などの支払い

公共施設の予約サービス

舞鶴市公衆無料Wi-Fiサービス(舞鶴市役所本庁舎1階、赤れん

が博物館、赤れんがパークなど)

その他

図1：最近1年間で利用した舞鶴市の電子サービスや情報サービス

(複数回答)

69.0%

13.8%

13.4%

12.4%

4.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

サービスを利用する機会(必要)がなかったから

スマートフォンやパソコンの操作が苦手だから

直接相談しながら手続きをしたいから

サービスが利用できる事を知らなかったから

その他

図2：利用していない理由
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⑤ あなたは、パソコンやスマートフォンを利用したインターネットサービスが普及していく事

に対して、不安に感じることはありますか(特に該当するものを最大 3つまで選択)。 

 

「個人情報の漏洩やプライバシーの侵害」といったセキュリティ面に不安があるという回答

が 75.1％と最も高い結果となり、デジタル化を進めるにあたり確実なセキュリティ対策が求め

られています。 

 

 

 

 

● 「その他」の主な回答 

回答 年代 

通知等が個人にきた場合、長期間ネット受信ができない時があるため、期間内
に手続きができなくなる。 

40代 

子どもの教育機器として導入されたが、うまく利用しないとむしろ学力、思考
力の低下につながるのではないか。 

60代 

パソコンやスマートフォンの操作が苦手なので不安です。 60代 

どんどんウイルスが多くなり安心してネット取引できない。 70代以上 

 

 

 

 

 

 

75.1%

53.2%

32.5%

27.4%

18.2%

16.2%

8.9%

7.3%

2.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

個人情報の漏えいやプライバシーの侵害

詐欺や悪質な商売などの犯罪の増加

情報が氾濫し、正しい情報が見つけられなくなる

パソコンやスマートフォンなどを利活用している人としてい

ない人との間に情報の格差が生まれる

機器の購入や通信費等による経済的な負担が増える

子どもが教育上好ましくない情報に接する機会が増える

人間関係が疎遠になる

不安はない

その他

インターネットサービスの普及により不安に感じること
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⑥ あなたは、デジタル化が進むことにより、市役所での窓口手続きがどのように変わる事を期

待しますか。(特に該当するものを最大３つまで選択) 

 

「自宅のパソコン等から手続きができ、窓口に出向く必要がなくなる」という回答が 64.9％

と最も高く、自由な時間に手続きができることが求められています。 

 

 

 

 

● 「その他」の主な回答 

回答 年代 

手続の時間制限が無くなる事を期待する（24時間受付）。 50代 

市役所からの各種通知がパソコン等で確認ができる。 60代 

高齢者にでもできるよう分かりやすくしてほしい。 60代 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.9%

47.1%

45.8%

42.6%

13.3%

12.6%

11.4%

1.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

自宅のパソコン等から手続きができ、窓口に出向く必要がな

くなる

ひとつの窓口で複数の手続きが完結する

申請の際に添付書類や押印が省略される

書類への手続きが減る事で、手続きにかかる時間が短くなる

市役所からの各種通知が個人のパソコンやスマートフォンで

確認ができる

現状のままでよい

証明書発行等の手数料が電子マネーで支払える

その他

窓口のデジタル化に期待すること
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⑦ 今後、デジタルの活用により、私たちの暮らしがどのように変わる事を期待しますか。(分野

ごとに最大２つまで選択) 

 

 分野毎の回答数を集計すると「防災・減災分野」への回答が 19.6％と最も高く、「移動・交通

分野」、「健康・医療・介護分野」の順番で回答が高い結果となりました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【防災・減災分野】 

 「河川の状況など災害状況がリアルタイムで確認でき、自らの判断で避難行動がとれる」とい

う回答が 35.1％と最も高く、災害時の迅速で正確な防災情報の発信が求められています。 

 

 

 

● 「その他」の主な回答 

回答 年代 

道路の情報がほしいです。 30代 

町内会単位での避難指示など適切な発信。 40代 

35.1%

22.7%

17.5%

15.5%

8.8%

0.4%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

河川の状況など災害状況がリアルタイムで確認でき、自らの

判断で避難行動がとれる

適切なタイミング、範囲での避難情報の発信により、自らの

命を守ることができる

避難所の情報が共有され、不足する物資や医薬品などが迅速

に配られる

被災した際の、支援手続きなどの申請が簡単にできる

避難所の情報を共有し、医師・介護士などが必要に応じて配

置される

その他

防災・減災分野

19.6%

15.6%

14.3%

13.6%

13.1%

12.7%

11.1%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

防災・減災

移動・交通

健康・医療・介護

子育て

教育

観光

農林水産

分野別回答割合
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【移動・交通分野】 

 「公共交通の運行状況がインターネットから一目で確認できる」という回答が 35.9％と最も

高く、公共交通機関のスムーズな利用に向けた取組みが求められています。 

 

 

 

 

● 「その他」の主な回答 

回答 年代 

バスも ICカードを使えるようにして欲しい。 10代 

市の循環バスの乗車賃を現金だけでなく PayPay や ICOCA などで支払えるよう

にして欲しい。 
20代 

高齢者が車を手放しても買い物や病院などの移動が出来る手段。 30代 

 

  

35.9%

21.9%

20.8%

12.2%

8.1%

1.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

公共交通の運行状況がインターネットなどから一目で確認できる

インターネットから乗り合いバスやタクシーを予約する事がで

き、希望する時間に外出する事ができる

目的地までの経路や乗換情報が簡単に入手できる

複数の目的地を選択するとAIが最適な経路を検索してくれる

交通機関の利用実績をもとに、行動実態に合わせた移動手段を設

定してくれる

その他

移動・交通分野
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【健康・医療・介護分野】 

 「健康診断結果や予防接種の履歴がいつでも簡単に確認できる」という回答が 36.6％と最も

高く、市民の方が自身や周りの健康を管理、把握していくため取組みが求められています。 

 

 

 

 

● 「その他」の主な回答 

回答 年代 

医療に関わる金銭的な手続きがオンラインで一元的に完結する。 30代 

緊急時に受診できる病院やクリニックの情報。 60代 

医療が分かる専門の人がお年寄りや病人に付き添いながら お医者とインター
ネットで相談するのは良いと思います。 

60代 

マイナンバーと各病院間情報を連係しカルテの情報を共有して欲しい。 30代 

 

  

36.6%

31.9%

15.5%

14.7%

1.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

健康診断結果や予防接種の履歴がいつでも簡単に確認できる

診療や健康相談が自宅で受けることができる

自分の体重や血圧などの数値を記録する事ができ、それに基づく

適切な健康法などのアドバイスが受けられる

介護ロボットの普及により、幅広い介護サービスを受けられる

その他

健康・医療・介護分野
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【子育て分野】 

 「施設利用や検診の予約手続きをスマホですることができる」という回答が 36.3％と最も高

く、各種手続きの簡略化による子育てへの負担の軽減が求められています。 

 

 

 

 

● 「その他」の主な回答 

回答 年代 

予防接種や検診などの履歴、予定、連絡、予約などがオンラインでできる。 30代 

あそびあむの利用に毎回氏名、住所、電話番号等を手書きで記入しており、乳
幼児を片手で抱っこしたまま記入するのが少し大変でした。必要なことだと理
解しておりますが運転免許証の提示という作業も増えました。優先事項ではあ
りませんが、図書館やほっとハウスのように利用者カードのようなものが導入
されると入館の作業が楽になるのではと思いました。 

20代 

 

  

36.3%

22.4%

18.6%

14.0%

7.5%

1.2%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

施設利用や検診の予約手続きをスマホですることができる

年齢に応じた子育て情報などがスマホで受け取れる

子育てに関する相談をオンラインですることができる

成長の記録がデータで保存できる

利用料や有料サービスの支払いがキャッシュレスでできる

その他

子育て分野
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【教育分野】 

 どの項目も同じくらいの回答率でしたが、その中でも「インターネットを活用した学習の場が

広がる」という回答が 36.4％と最も高く、インターネットを活用した学習環境の整備が求めら

れています。 

 

 

 

 

● 「その他」の主な回答 

回答 年代 

苦手な分野の復習・予習できる問題集サイト。 50代 

学びの場については、どちらかに比重が傾きすぎないよう、学ぶ側がうまくえ
らぶことができるよう、また、まちがった方向(子供が閲覧するもの等)にいか
ない工夫があるとよい。 

50代 

オンライン授業で、コロナの面でも授業の進行具合の面でも安心して学べる。
タブレットを持ち帰ることができる。 

50代 

インターネットでできることできないことを子供達が選んで気付き学べる環境
教育の拡充が必要。 

50代 

人間関係が苦手な子でも学習ができる(遅れを取らない)。 20代 

ネットリテラシー教育の充実。 30代 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.4%

31.3%

31.0%

1.4%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

インターネットを活用した学習の場が広がる

電子図書館の利用により、読みたい本をパソコンなどで読む

(借りる)ことができる

オンラインで学校と家庭が緊密につながることにより、双方

向の連絡が取りやすくなる

その他

教育分野
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【観光分野】  

 「観光地などの混雑状況がリアルタイムで確認できる」という回答が 44.5％と最も高く、観

光に訪れた時にスムーズに観光地を回れるような取り組みが求められています。 

 

 

 

● 「その他」の主な回答 

回答 年代 

旅行者物と宿泊提供(サービス側)のマッチングがスムーズに行えれば商業、観
光などの活性化につながりはしないか？ 

50代 

行きたい所や興味のある所の観光地の情報やアクセス、混み具合など。 60代 

おいしいお店の状況がリアルタイムで確認できる。 60代 

観光地や店舗、宿泊施設などでのオンライン決済と、それに基づく観光ポイン
ト的な仕組みでの還元サービス（クーポンのプレゼントなど）の実施。ただし、
特産品プレゼントといった、受け取る側の希望を無視した一方的な地元振興の
プレゼントは不要。 

30代 

その季節に応じた景色をいつでも見られる。 30代 

 

  

44.5%

22.9%

21.1%

9.7%

1.8%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

観光地などの混雑状況がリアルタイムで確認できる

お気に入りの観光地情報が自動的に配信される

自動翻訳機を利用して、言語を気にせず外国人観光客と会話

ができる

VR等を利用して観光地や施設の疑似体験をする事ができる

その他

観光分野
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【農林水産分野】 

 「販売量や販売価格がリアルタイムで把握でき、市場の需要に応じた供給が可能となる」とい

う回答が 30.1％と最も高く、生産者と市場とをつなげるような取り組みが求められています。 

 

 

 

● 「その他」の主な回答 

回答 年代 

働き手の募集と探し手のマッチングシステムの導入はできないか？  50代 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.1%

23.9%

23.5%

20.8%

1.8%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

販売量や販売価格がリアルタイムで把握でき、市場の需要に応

じた供給が可能となる

ロボット技術の活用により、作業の際の負担が軽減される

生産者が過去の生育データをもとに安定した生産が可能となる

QRコードなどの活用により消費者が商品の生産履歴などを確

認できる

その他

農林水産分野



舞鶴市 DX 推進計画 資料編 

34 

 

⑧ 舞鶴市のデジタル化への取組みに対する意見などがありましたらご自由にお書きください。

(自由記述) 

● 回答については下記の観点で分類しました。 

No 観点 意見 

1 

デジタルデバイドへの懸念 

（デジタル化が進む事で生じる

格差についての意見） 

● デジタル化により、情報の収集や書類の手続

きなど便利になる一方、高齢者にとっては、

不便を感じる方もおられるのではないのでし

ょうか。デジタル化への取り組みは良い事と

思いますが、高齢者への配慮、対応もお願い

します(50代)。 

● 万人に受ける施策はないように、どうやって

もデジタルデバイドの問題は無くせないの

で、デジタル対応できる人にはデジタルの利

便性を追及し、ついていけない人には窓口で

の対応と割り切って必要な人に必要な対応を

していただければと思います。 (30代)。 

● 社会全体がデジタル化していくので仕方がな

いですが、高齢者や苦手な方には、とても困

難な生活になると思います。両立ができるよ

う考慮して欲しい(60代)。 

2 

デジタル化に関する意見 

（デジタル化への取組みに対す

る意見） 

● 私はスマホをもってはおりますが、子供達にメ

ールと電話が出来たらいい位に思っていまし

た。本を見ても理解不能なことも多く、教えて

くれる人があればもっと楽しくいろいろな面で

利用できると思います(70代以上)。 

● 電車が 1時間に 1本しかない上によく止まるの

で、その間学生さん達が時間をつぶす場所がな

い。福知山駅前のプラザのようにフリーWi-Fi

で学習できるスペースがあると親としても子供

を安心して通わせられると思う。赤れんがの所

に作ったようなスペースで無料のスペースが駅

前に欲しい(40代)。 

● デジタル化が進めば便利になり、仕事をしてい

る者にとれば役所へ出向く手間も省けありがた

い(40代)。 

● ママ向けイベントの予約をネットでできるよう

にしてほしいです。また、いろんなイベントが

中止になっているのでオンラインイベントを増

やしてほしいです。住民票等の書類請求も手書

きではなくオンライン入力で済ませたいです。 

（20代） 

 



舞鶴市 DX 推進計画 資料編 

35 

 

No 観点 意見 

2 

デジタル化に関する意見 

（デジタル化への取組みに対す

る意見） 

● デジタル化になる事で、便利になる反面、人と

人の関わりが減ることに抵抗を感じます。全て

をデジタル化するのではなく、人との関わりを

断つことがないようなデジタル化を望みます。 

（10代） 

● デジタル庁に続きテレワーク環境の整備や電子

署名によるペーパーレス化の推進といったよう

に、企業単位でデジタル技術を活用してどのよ

うに変革できるか考え、実現可能なところから

着手してほしい。またキャッシュレス化を推進

して行くべきである。（30代） 

3 

セキュリティの関係 

（個人情報保護やセキュリティ

に関係した意見） 

● 個人のセキュリティ、国全体のセキュリティが

脅かされるのではないかという不安は常に付き

まといます。情報が集約される便利さだけが強

調されるのではなく、事故は発生するだろうと

いう前提で二重、三重の対応策を準備してほし

いと思います(70代以上)。 

● 個人情報の管理を徹底してほしい。各書類など

の申請や手続きをわかりやすく簡単に出来るよ

うにして欲しい(50代)。 

● デジタル化ですごく便利になると思うけれど確

実な情報なのか、ちゃんと手続きが出来て管理

されているのかなど信用がない部分もあります

(30代)。 

4 
その他 

（その他の意見） 

● デジタル化は進めていただきたいと思います。

住みやすい市になりますように、若者が定着し

てくれるように宜しくお願いします(70代以

上)。 

● デジタル化によって便利になることも多いと思

います。特にこのコロナ禍において人との接触

を減らすのに良いことだとは思いますが、こん

なときだからこそ人との繋がりも大切。顔をみ

て話すことでの安心感もとくにひとり暮らしの

人にとっては必要だと思います。利便性と田舎

ならではの良さとのバランスをとったデジタル

化ができれば良いことだと思います(50代)。 
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No 観点 意見 

4 
その他 

（その他の意見） 

● 人に優しいデジタル化を忘れないでほしい。窓

口手続きはデジタル化が進んでいるせいか以前

より早くなり、又、窓口のはしごをしなくても

よくなっているように思います。オンラインで

手続きを済まそうと思っても書類の言葉がむず

かしい！どの書類ももっとわかりやすいやさし

い日本語にしていただければ有り難いと思いま

す。デジタル化が進んでも問７にあるように

「直接相談しながら手続きをしたい」が本音で

す(60代)。 

 


