
期間 　５年間（平成３０年度から令和４年度）　

計画
推進
行動
指針

１　行政サービスの利便性向上と地域活性化に寄与すること
  ⑴　ＩＣＴを効果的に利活用し、市民の視点に立った行政サービスの
　　拡充と効率化を目指す。
　⑵　多種多様なデータの利活用を推進し、地域活性化などの様々な
　　行政課題の解決を目指す。

２　ＩＴガバナンスの強化と業務改革の推進を図ること
　⑴　情報化の推進に係る庁内体制をさらに整え、ＩＣＴの的確な活用
　　により、情報システムの標準化と行政事務のデジタル化・簡素化・
　　効率化を実現し、行政コストの縮減を目指す。
　⑵　本市が保有するデータ全般を再認識するとともに分析すること
　　により、政策形成過程などにおける効果的な利活用を目指す。

３　国・県や近隣自治体・企業・研究機関等と連携すること
　⑴　国や県のＩＣＴ施策と本市施策の効果的な連携を目指す。
　⑵　広域的な共通課題に対して、近隣自治体等との連携を図り、
　　企業や研究機関と協働も視野に入れた横断的な解決を目指す。

４　情報セキュリティ対策と人材育成
　⑴　個人情報をはじめ、本市が保有する情報資産を守るために、
　　情報セキュリティ対策の一層の強化を目指す。
　⑵　ＩＣＴを活用したBPRの推進やＢＣＰを構築できる庁内人材育成・
　　強化を目指すとともに、学校教育(教職員含む)や市民生活におけ
　　るＩＴリテラシーの向上を目指す。

「尼崎市官民データ活用推進計画」

目的
　現時点の情報化に係る情勢を的確に捉えて、ＩＣＴやデータの効果的かつ効
率的な利活用を本市の市政運営につなげていくことを目的とする。

位置
づけ

　次の３点に留意し、スモールスタートとしつつも、将来を見据え段階的な広が
りをもつとともに、時点修正を前提とした行政計画とする。また、市民等から常
に幅広く意見をいただける環境を整備する。

　⑴　官民データ活用推進基本法に基づく「市町村官民データ
　 活用推進計画」であること
　⑵　本市のＩＣＴ及びデータ利活用を促進していく指針として、尼崎
　　市の情報化計画であること
　⑶　尼崎市基本計画「後期まちづくり基本計画」を始めとした各種
　　計画をＩＣＴ及びデータの利活用の観点から下支えする計画であ
　　ること



⑴　ＩＣＴ等を庁内で有効利用できる能力の不足
　　・新たなＩＣＴの効果を的確に判断し、庁内業務への適用をｺｰ
    ﾃﾞｨﾈｰﾄできる人材の不足
　　・ＩＣＴを駆使したﾃﾞｰﾀ分析を行い、政策判断する過程でﾃﾞｰﾀ
    分析能力を有した人材と環境の不足
⑵　地域におけるＩCＴ環境の不足

⑴　職員によるＩＣＴ活用やﾃﾞｰﾀ分析のﾉｳﾊｳ蓄積の必要性
⑵　地域住民のﾆｰｽﾞを把握する必要性

⑴　ICTの利用やﾃﾞｰﾀ活用について、庁内業務への適用をｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄできる人材の育成
⑵　ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ教育必修化に伴う最適な教育環境の構築や､IT利活用におけるﾓﾗﾙ(ITﾘﾃﾗｼｰ)の向上(情報ﾓﾗﾙに関する出前授業やｽﾏﾎｻﾐｯﾄ
の実施)

⑴　少子高齢化への対応、地域活性化等、尼崎市が抱える様々
   な課題に対する施策展開におけるﾃﾞｰﾀ分析等によるｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ
   形成の取組みを推進中。
⑵　ﾊﾟｰｿﾅﾙﾃﾞｰﾀを他機関が活用できるよう加工・提供する仕組み
   ・制度面が整備されていない。

⑴　人口を始めとする統計ﾃﾞｰﾀを分析し、ｴﾋﾞﾃﾞﾝｽとして活用す
   ることは今後の施策立案において不可欠
⑵　国の動きを正確に把握する必要性

⑴　政策形成過程の見える化を図れるようEBPM（証拠に基づく政策立案）の研究
⑵　匿名加工化の技術面(仕組み)の研究と匿名加工化された個人情報を用いた政策立案に向けた調査研究（こどもの育ち）
⑶　改正個人情報保護法にに基づいた個人情報の匿名加工化による利活用(目的外)に向け、実用的な取扱(仮名加工情報及び匿名加工情報
の作成・取得・利用)に関する基準について、個人情報保護委員会の動向を一層注視

９　データ分析 施策９　データを重視した政策形成と基礎的データの整備の推進　 (3条3項関連)　<指針1⑵、2⑵>

２　本市を取り巻くＩＣＴ情勢

　⑴　国（総務省）からはｸﾗｳﾄﾞ化導入に
     向けた計画の策定要請、平成28年
     12月に成立した官民ﾃﾞｰﾀ活用推進
     基本法の中で、市町村も官民ﾃﾞｰﾀ
     活用推進計画の策定を努力義務な

     がらも求められている。

　⑵　全国的にも市民ｻｰﾋﾞｽの更なる向
     上や、今後の職員の働き方改革等
     において、ＡＩやﾛﾎﾞｯﾄ技術等の情報
     技術を活用する気運やﾃﾞｰﾀ活用の

     重要性が高まってきている。

　⑶　ＩｏＴ（ﾓﾉのｲﾝﾀｰﾈｯﾄ）、ＡＩ（人工知
      能）、ﾛﾎﾞｯﾄ等の先端技術は、官民
      問わず幅広い分野で課題解決の
      効果的な道具（手段）のひとつとし
      て利活用できると期待されている。

　⑷　情報保護の重要性を鑑み、自治
     体として求められる情報ｾｷｭﾘﾃｨﾚﾍﾞ
     ﾙの確保に向けた継続的な取組み

     が必要とされている。

　⑸　新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症対策として、
　　　人と人との接触を極力減らすこと
　　　など、ｳｨｽﾞｺﾛﾅ・ｱﾌﾀｰｺﾛﾅの観点

　　　でも検討する必要がある。

５　地域活性化 施策５　地域活性化（尼崎城を活用した観光の取組み、地域の結びつき） (3条2項関連)　<指針1>

⑴　尼崎版観光地域づくり推進指針を踏まえた観光地域づくりを
   推進中
⑵　尼崎城の再建や、増加する関西へのｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞを好機ととらえ
   た地域活性化に取組み中

⑴⑵　観光地域づくりと地域活性化のため、ＩＣＴが利活用でき
 　 る分野の検討

⑴　尼崎城をはじめとする地域資源や公共施設等の有効活用のために、Wi-Fiなどの情報技術の効果的な活用を推進
⑵　災害時には⑴で採用したWi-Fiなどの情報技術は一般用に開放することを周知
⑶　尼崎市公文書の管理等に関する条例(令和4年4月施行)に基づき、歴史資料として重要な公文書を一部ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽｷｬﾝし、適切に保存する。
また、歴史的公文書の目録を作成し、WEBで公開する。
⑷　電子地域通貨「あま咲きｺｲﾝ」の本格導入・推進

⑴　市政情報ｾﾝﾀｰの電気設備等の老朽化（電気設備施設が地階）
からｸﾗｳﾄﾞ移行が決定
⑵　ﾎｽﾄｺﾝﾋﾟｭｰﾀに代えてｵｰﾌﾟﾝ系ｼｽﾃﾑへ移行完了
⑶　被災者支援ｼｽﾃﾑ構築完了
⑷　総務省セキュリティガイドラインが定期的に改訂
⑸　USBメモリ紛失事案の発生

⑴　国が進める１７業務の標準ｼｽﾃﾑは国の指定ｸﾗｳﾄﾞでの構築とさ
れているため、ｸﾗｳﾄﾞの手法や時期の見極めが必要
⑵　個別に導入するｵｰﾌﾟﾝ系ｼｽﾃﾑを連携するために庁内全般のｼｽ
ﾃﾑを対象とする共通基盤の導入の在り方及び特定事業 者に影響さ
れない公正な競争環境の維持（規格標準化された ｼｽﾃﾑ採用による
互換性の確保等）の検討が必要
⑶　災害時の広域化対応の検討
⑷　尼崎市情報セキュリティポリシーの定期的改訂が必要
⑸　事案対処、原因の追及、再発防止の徹底

⑴　庁内全般の情報ｼｽﾃﾑについて庁内個別設置方式からｸﾗｳﾄﾞ方式への転換等を推進
　①標準化対象の20業務ｼｽﾃﾑについて、令和７年度までのｶﾞﾊﾞﾒﾝﾄｸﾗｳﾄﾞへの移行を実現
　②標準化対象ｼｽﾃﾑに関する連携要件等の情報を収集し、必要な機能を精査して共通基盤ｼｽﾃﾑを導入することを検討
  ③(標準化対象外ｼｽﾃﾑ)経費削減と災害対策を目的とし、ﾊｰﾄﾞｳｪｱの効率的運用を主眼とする市独自クラウドの推進
⑵　国によりR7年度までに構築するとされている「公共ｻｰﾋﾞｽﾒｯｼｭ」「ﾍﾞｰｽ・ﾚｼﾞｽﾄﾘ」についての情報収集
⑶　ﾃﾞｰﾀ利活用における匿名加工化情報の制度面及び技術面の国･他都市の動向注視
⑷　尼崎市ｾｷｭﾘﾃｨﾎﾟﾘｼｰの適切な改訂と情報ｾｷｭﾘﾃｨの恒常的対策の確保
⑸　セキュリティに関する庁内研修の実施、可搬媒体の利用状況調査を通じた利用の妥当性検証、委託管理の徹底にかかる庁内通知、市政
情報センターにおけるサーバールームの入退室制限、データのアクセス制限など、セキュリティ管理を一層強化するとともに、別途設置した調
査委員会の報告を踏まえ、適切に対応。

７　市ホームページ関連 施策７　情報通信技術の利用の機会等の格差の是正　(14条関連)　<指針1⑴>

⑴　市公式ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞのﾘﾆｭｰｱﾙ（H30.3)に合わせ、JIS規格の適
   合ﾚﾍﾞﾙAAに準拠
⑵　市公式ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞと市公式ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ以外の特設ｻｲﾄ（ＳＮＳ
   含む）との住み分けが不明瞭

⑴　今後その水準の維持又は高水準への適合の検討及びｱｸ
   ｾｼﾋﾞﾘﾃｨとﾕｰｻﾞﾋﾞﾘﾃｨの追求の必要性
⑵　市公式ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾞと特設ｻｲﾄ（ＳＮＳ含む）の役割分担の再
   認識の必要性

⑴　ｳｪﾌﾞｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨの基準（JIS X 8341-3: 2016）において適合ﾚﾍﾞﾙAAに準拠した市公式ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞのさらなる環境整備と、各カテゴリやﾍﾟｰｼﾞ
の見直し、整理
⑵　情報発信支援業務委託で受けたアドバイス等を踏まえた、市公式の各種SNSのより効果的な発信に向けた整理（情報発信支援業務委託
でのアドバイス支援はR3年度で終了）
⑶　ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞﾊﾞｲﾄﾞ対策のため、各地域での継続的なｽﾏﾎ教室の開催を検討。国ﾃﾞｼﾞﾀﾙ活用支援推進事業も積極的に周知。
⑷　LINE＠によるﾌﾟｯｼｭ型情報発信とｺｰﾙｾﾝﾀｰ案内業務のLINE利用（AI技術の活用）の推進
⑸　市民向けﾏｲﾅﾎﾟｲﾝﾄ取得支援の実施

８　人材 施策８　官民データ活用に関する研究、教育及び普及啓発　(16条､17条､18条関連)　<指針3、4⑵>

１　本市のＩＣＴ推進の経緯

　⑴　ｵｰﾌﾟﾝ化計画に従い、ﾎｽﾄｺﾝﾋﾟｭｰﾀ
　　　に代えてｵｰﾌﾟﾝ系ｼｽﾃﾑを導入

　⑵　ｵｰﾌﾟﾝ化計画以外に情報化に係る
       計画がなかったが､ｵｰﾌﾟﾝﾃﾞｰﾀｶﾀﾛ
       ｸﾞｻｲﾄの開設、 ｻｲﾊﾞｰ攻撃への脅
       威への対応（県ｾｷｭﾘﾃｨｸﾗｳﾄﾞへの
       参加）、子育てﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽの取
       組み開始など、個別に一定のICT
　　　関連の取組みを実施

　⑶　市政情報ｾﾝﾀｰの電源設備の老朽
       化への対応等の必要性から、情報
       ｼｽﾃﾑ機器を庁外に設置するｸﾗｳﾄﾞ
       化や、ﾎｽﾄｺﾝﾋﾟｭｰﾀのｵｰﾌﾟﾝ化に伴
       い､各情報ｼｽﾃﾑの連携等を司る共
       通基盤の導入等について、庁内検
       討体制を整備

　⑷　国の自治体ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ
　　　推進計画を勘案して、「尼崎市行政
　　　手続等ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化推進計画」を策定

　⑸　国の２０業務システム標準化への
　　　対応指針策定

⑴　従前から窓口来庁者数が多い。
⑵　市民目線での窓口ﾚｲｱｳﾄの見つめなおしの時期
⑶　子育てﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽ、公共施設予約ｼｽﾃﾑ、図書館ｼｽﾃﾑ、
    ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでの職員採用試験WEB申込など、ｵﾝﾗｲﾝ申請・予約
    が可能なｼｽﾃﾑの利用促進を図っている。

⑴　感染症予防
⑵　ｻｰﾋﾞｽ提供（行政）側の目線になっていないかの検証（職員
   配置・場所的制約・情報ｼｽﾃﾑ）が必要
　　 南北保健福祉ｾﾝﾀｰとこども総合案内窓口の検証が必要
⑶　ｺﾛﾅ禍の中、ｵﾝﾗｲﾝ申請や来庁予約ｼｽﾃﾑの導入が必要

⑴　本計画のｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝとして策定した「尼崎市行政手続等デジタル化推進計画」に基づいたｵﾝﾗｲﾝ申請の実現（市独自申請基盤及びﾏｲﾅﾎﾟｰ
ﾀﾙを活用したｵﾝﾗｲﾝ化の推進）その他職員採用管理システム、粗大ごみのｵﾝﾗｲﾝ申請、電子書籍の予約申込など様々な分野でｵﾝﾗｲﾝ化を図
る。
　 ①手続のうち、国が推奨する手続に加え、件数の多いものや手数料発生の有無などから優先順位を決め、ｵﾝﾗｲﾝ申請を順次拡大
　 ②行政手続のｵﾝﾗｲﾝ化にあたっては、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ手続法や「ﾃﾞｼﾞﾀﾙ社会の実現に向けた重点計画」に掲げられている
　　　ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化3原則(①ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｧｰｽﾄ②ﾜﾝｽｵﾝﾘｰ③ｺﾈｸﾃｯﾃｯﾄﾞ・ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ)を踏まえる
　 ③死亡・相続分野にかかるﾜﾝｽﾄｯﾌﾟとしておくやみｺｰﾅｰの開設運用を開始、法に基づいた転入転出ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟの実施にあたり申請管理ｼｽ
      ﾃﾑの導入等による事務の円滑化を検討
⑵　尼崎のビジネスと雇用就労を促進する情報ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ"AmaPortal"の稼働・運用
⑶　eLTAXを利用した電子署名を付与した特別徴収税額通知の運用

２　マイナンバー関連 施策２　マイナンバー制度の徹底活用及びマイナンバーカードの普及促進 【重点取組】 　（13条関連）　<指針1⑴>

⑴　ｺﾝﾋﾞﾆ交付や子育てﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽの利用率が低く､ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ
　 制度の利活用が進んでいない
⑵　ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ利用事務において紙の添付書類の省略化が進んで
   いない。
⑶　ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞの普及率が低い。また取得層は高齢者が多い。

⑴　市民周知方法の検証が必要
⑵　庁内における情報提供ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑの利用状況の確認が
  必要
⑶　ｶｰﾄﾞ取得に対する懸念やﾒﾘｯﾄの訴求に課題

⑴　ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞの普及による市民生活の利便性向上の市民周知(ｺﾝﾋﾞﾆ交付利用､子育て・介護ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ、健康保険証や運転免許証との一
体化)
⑵　ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ申請・交付の機会の充実
    ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ交付円滑化計画に沿ったﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞの交付促進(申請一括受付、出張申請受付の取り組みに加え、交付窓口の拡大や土
曜開庁を継続)
⑶　ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰによる情報連携の市独自利用分野の拡大を検討
⑷  ﾏｲﾅﾎﾟｲﾝﾄ付与にかかる予約支援の実施

⑴　働き方改革、ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽの取組み推進中
⑵　教育関連情報ｼｽﾃﾑの老朽化

⑴　「業務執行体制見直しに向けた今後の方向性」を踏まえた、
   ＩＣＴ等の活用による更なる業務効率化に向けた取組が必要
　   ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽの推進に向けた超過勤務の抑制に係る取組
  みが必要
　　職員の個々の事情を考慮した多様な働き方ができるよう、
  行政事務環境の改善・見直しが必要
⑵　教育関連情報ｼｽﾃﾑ再構築の必要性

⑴　AI技術の活用(尼崎市公式LINEｱｶｳﾝﾄでのAI案内ｻｰﾋﾞｽの利用周知、保育所入所事務ＡＩ活用事業など)
⑵　ﾛﾎﾞｯﾄ技術の活用(R4年度はR3年度から実施している事務等に引き続き適用するとともに、ｵﾝﾗｲﾝ申請や業務改善ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑとの併用な
ど、更なる効率化を検討)
⑶　業務改善ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑをより広く活用し、さらなる業務の効率化を目指すとともに、ﾃﾚﾜｰｸ､WEB会議ｼｽﾃﾑ、ﾌﾘｰｱﾄﾞﾚｽ等による働き方改革を
推進
⑷　国GIGAｽｸｰﾙ構想を踏まえた尼崎市版GIGAｽｸｰﾙ構想に関連する事業の推進。
⑸　電子決裁の利用促進
⑹  ICTを活用した住民利便向上の取組(おくやみｺｰﾅｰ開設、ｷｬｯｼｭﾚｽ納付の導入､議会における音声認識ｼｽﾃﾑの活用)
⑺　道路陥没などの危険箇所の通報を受けられるあまﾚﾎﾟの運用

施策６　情報システムの規格整備・互換性・セキュリティの確保　(15条関連､3条4・8項関連）　<指針2⑴、3⑵、4⑴>６　情報システム環境

１　市民窓口関連 施策１　行政手続きにおけるオンライン化の促進【早期取組】　　 (10条関連)  <指針1⑴>

４　行政内部のＢＰＲ 施策４　新技術の活用による住民サービスの向上、庁内事務の効率化（BPR） 【早期取組】  (3条5・8項・15条関連)　<指針1⑴・2⑴>

３　オープンデータ 施策３　行政が保有するオープンデータの活用の推進　(11条関連)　<指針1⑵、3⑵>

⑴　ｵｰﾌﾟﾝﾃﾞｰﾀｶﾀﾛｸﾞｻｲﾄ開設後、公開ﾃﾞｰﾀの種類・数が伸び悩
    んでいる（むしろ低下傾向）。
⑵　ｵｰﾌﾟﾝﾃﾞｰﾀｶﾀﾛｸﾞｻｲﾄ開設後、公開ﾃﾞｰﾀの利活用はほとんど
    ない。
⑶　公開しているﾃﾞｰﾀのﾌｧｲﾙ種別の多くはＰＤＦで、数値的なﾃﾞ
    ｰﾀ（CSV等）が少ないため、二次利用が難しい。

⑴　伸び悩みの原因追究
⑵　公開ﾆｰｽﾞを把握することが必要
⑶　ｵｰﾌﾟﾝﾃﾞｰﾀの意義（２次利用できる状態にすること）の庁内
　再徹底

⑴　本市ｵｰﾌﾟﾝﾃﾞｰﾀｻｲﾄの充実(数値ﾃﾞｰﾀの積極的公開と二次利用できるﾃﾞｰﾀ形式)
⑵　国が示すﾍﾞｰｽﾚｼﾞｽﾄﾘの考え方を踏まえたﾃﾞｰﾀﾌｫｰﾏｯﾄの統一と推奨ﾃﾞｰﾀｾｯﾄの促進
　 ①近隣市との防災ﾃﾞｰﾀのﾃﾞｰﾀﾌｫｰﾏｯﾄの統一化の検討
　 ②国の示すﾍﾞｰｽﾚｼﾞｽﾄﾘの情報収集及び国が推奨するﾃﾞｰﾀｾｯﾄの適用
⑶　都市計画図をはじめとした地図情報の充実
　　①複数の地図情報（道路認定路線図、都市計画図、下水道台帳平面図など）を市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで一度に閲覧可能とする公開型地理情報ｼｽﾃﾑ
を導入・運用

ＩＣＴに係るこれまでの
経緯と社会情勢

ＩＣＴの観点からみた現状と課題 計画推進行動指針を踏まえた基本的施策の方向性
（官民データ活用推進基本法の分類に従い整理している。（）は同法の条文、＜＞は計画推進行動指針の対応箇所）現状 現状から類推される課題



本計画の構成及び推進について
　「目的」「位置づけ」「期間」を明確にした上で、本市の情報化や保有データ等にまつわる「ＩＣＴ
に係るこれまでの経緯と社会情勢」と「ＩＣＴの観点からみた現状と課題」を勘案し、本市として、
ICT及びデータ活用を推進するにあって、指針としてまとめたものが、「計画推進行動指針」であ
る。この計画推進行動指針を展開させ、「現状・課題」を発展・解決するための基本施策の方向
性を示したものが「計画推進行動指針を踏まえた基本的施策の方向性」である。
　本計画は、本市情報化推進委員会において基本的施策の方向性等を踏まえて管理し、個別
施策は政策調整等の手続を経て進めていく。

平成31年3月
(令和2年8月改訂)
(令和3年10月改訂)
（令和4年10月改訂）
(最新改訂部に下線)

尼崎市 総務局 行政法務部　情報政策課


