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修正前（第２回審議会資料時点） 修正後 

11ページ 

 目標２-方針④ 

 

 

 

 目標２-方針⑥ 

 

 

 

 目標３-方針⑤ 

 

 

 

 目標３-方針⑥ 

 

 

 

12ページ 

（１）現状と課題 

  市民が地理的・時間的に制約を受けずに行政手続きを行えたり、行

政サービスを受けられるために開始した、コンビニエンスストアとの

連携による税・料金の収納や住民票、印鑑証明書発行などのサービス

も徐々に利用件数が増えてきていますが、更なる普及に向けた啓発が

必要です。 

 

 

11ページ 

 目標２-方針④ 

 

 

 

 目標２-方針⑥ 

 

 

 

 目標３-方針⑤ 

 

 

 

 目標３-方針⑥ 

 

 

 

12ページ 

（１）現状と課題 

  市民が地理的・時間的に制約を受けずに行政手続きを行えたり、行

政サービスを受けられるために開始した、コンビニエンスストアとの

連携による税・料金の収納や住民票、印鑑証明書発行、電子申請・届

出や税の電子申告システムなどのサービスも徐々に利用件数が増えて

きていますが、更なる普及に向けた啓発が必要です。 

  また、電子入札・入札資格者登録システムを導入する団体も増えつ

つあり、今後の導入についての検討も課題となっています。 

資料№3 

⑥ＩｏＴ推進のための検討 ⑥ＩｏＴへの対応の検討 

⑤行政データの効率的な活用 

⑤スマート農業の導入に向けた検討  

⑥行政データの効率的な活用 

④公衆無線ＬＡＮ環境の整備 ④公衆無線ＬＡＮの環境整備の検討 
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修正前（第２回審議会資料時点） 修正後 

15ページ 

（１）現状と課題 

  行政情報の提供や情報共有についても、これまでの方法を継続しな

がら、インターネットでの情報発信を積極的に利用し、動画や音声を

用いた分かりやすい情報発信を行ってまいります。 

 

 

  また、観光や子育て支援などについての、市町村間の情報連携も必

要となってきています。 

 

 

 

 

 

 

  通信事業者や放送事業者などとも連携を取りながら災害時における

市民の安全を確保する取り組みなどを進めていく必要があります。 

 

 

16ページ 

  その他には、情報社会に新しくＩｏＴという考え方が出てきていま

す。 

 

 

 

15ページ 

（１）現状と課題 

  行政情報の提供や情報共有についても、これまでの方法を継続しな

がら、訪日外国人にも対応したインターネットでの情報発信を積極的

に利用し、動画や音声などを用いた分かりやすい情報発信を行ってま

いります。 

 

  また、観光や子育て支援などの情報発信については、市町村間の連

携も必要となってきています。 

 

  タブレット端末の普及に伴い、一部の大学生や新社会人などにキー

ボード操作能力の低下が懸念されており、能力向上への対応が求めら

れています。 

 

16ページ 

  通信事業者や放送事業者などとも連携を取りながら災害時における

市民の安全を確保するとともに１か所で必要な情報を得られる取り組

みなどを進めていく必要があります。 

 

 

  情報社会に新しくＩｏＴという考え方が出てきており、新たなビジ

ネスモデルへの期待もされています。 

 

  県外や市外からの移住希望者が必要としている住居や子育て、就職

などの総合的な情報を、１か所で手に入れ易い仕組みが重要です。 
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修正前（第２回審議会資料時点） 修正後 

16ページ 

③ 教育現場でのＩＣＴの利活用 

  教育現場における、教職員及び児童生徒向けのＩＣＴの活用と、そ

れに伴う情報機器等の整備を行います。 

 

 

17ページ 

④ 公衆無線ＬＡＮの環境整備の検討 

 

⑥ ＩｏＴ推進のための検討 

  ありとあらゆるモノがインターネットに繋がることで、どのような

新しいサービスなどが可能なのか、伊那市新産業技術推進協議会にお

ける「スマート農業」、「ドローン活用」、「ＩＣＴ教育」についての今

後の方向性を踏まえて、セキュリティ対策にも配慮しながら、今後の

可能性について検討を行います。 

 

 

18ページ 

方針番号①-項番 2-2 

  地上デジタル放送の行政チャンネルの活用 

 

 方針番号④-項番 2-9 

  公衆無線 LAN環境整備の検討 

 

 

16ページ 

③ 教育現場でのＩＣＴの利活用 

  教育現場における、教職員及び児童生徒向けのＩＣＴの活用と技術

の習得、それに伴う情報機器などの整備を行います。また、キーボー

ドなどの基本的操作能力向上に努めます。 

 

17ページ 

④ 公衆無線ＬＡＮ環境の整備 

 

⑥ ＩｏＴへの対応の検討 

  ありとあらゆるモノがインターネットに繋がることで、どのような

新しいサービスなどが可能なのか、伊那市新産業技術推進協議会にお

ける「スマート農業」、「ドローン活用」、「ＩＣＴ教育」についての今

後の方向性を踏まえて、セキュリティ対策にも配慮しながら、より住

みやすく、より働きやすい地域への今後の可能性について検討を行い

ます。 

 

18ページ 

方針番号①-項番 2-2 

  行政チャンネルの活用 

 

 方針番号④-項番 2-9 

  公衆無線 LAN環境の整備 

 

 

 



第３次伊那市地域情報化計画（案）修正個所対照表 

4 

 

修正前（第２回審議会資料時点） 修正後 

18ページ 

方針番号⑥-項番 2-11 

  ＩｏＴ推進のための検討 

 

19ページ 

（１）現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20ページ 

 

 

 

 

 

 

 ⑤ 行政データの効率的な活用 

 

18ページ 

方針番号⑥-項番 2-11 

  ＩｏＴへの対応の検討 

 

19ページ 

（１）現状と課題 

  そのためには、市民や団体から行政の施策などに対する意見を収集

し反映する仕組みや、平時から気軽に意見を伝えられる仕組みが重要

です。 

 

また、農業分野においても、高齢化や担い手不足解決のための一つ

の手段として、ＩＣＴの利活用が求められています。 

 

更に、オープンデータを利活用することによる新たな雇用の創出も

期待されています。 

 

20ページ 

 ⑤ スマート農業の導入に向けた検討 

  農業を巡っては、農家の高齢化や後継者不足などの厳しい状況にあ

ります。今後、ＩＣＴを利活用し農作業の省力化や高品質生産を可能

にする新たな農業への取り組みを促進して、より働きやすい環境とす

ることで持続可能な農業へと向かっていけるように検討します。 

 

 ⑥ 行政データの効率的な活用 
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修正前（第２回審議会資料時点） 修正後 

20ページ 

方針番号⑤-項番 3-7 

 

 

方針番号-⑥項番 3-8 

  ⑤ 3-7 オープンデータの提供 

 

21ページ 

（１）現状と課題 

  庁内での情報共有とサービスの提供を如何に効率的にできるか、ま

た、どのようにしたら情報資産を守り、セキュリティレベルを一定レ

ベル以上に保ちながら安定した行政サービスを維持していけるか、更

に、ＩＣＴを有効活用して業務を無駄なく進めていくことなどについ

て、日々前進できるように取り組んでいく必要があります。 

 

 

22ページ 

② セキュリティ対策の強化 

  更に、内部監査チームによる情報セキュリティ監査や職員研修の実

施、情報機器の整備・更新を行うことで、情報セキュリティレベルを

一層高められるようにセキュリティ対策を強化します。 

 

 

 

 

20ページ 

方針番号⑤-項番 3-7 

  スマート農業の導入に向けた検討 

 

方針番号-⑥項番 3-8 

  ⑥ 3-8 オープンデータの提供 

 

21ページ 

（１）現状と課題 

  庁内での情報共有とサービスの提供をいかに効率的にできるか、ま

た、どのようにしたら情報資産を守り、セキュリティレベルを一定レ

ベル以上に保ちながら安定した行政サービスを維持していけるか、更

に、タブレット端末などＩＣＴを有効活用して業務を無駄なく進めて

いくことなどについて、日々前進できるように取り組んでいく必要が

あります。 

 

22ページ 

② セキュリティ対策の強化 

  更に、情報セキュリティ監査や職員研修の実施、情報機器の整備・

更新を行うことで、情報セキュリティレベルを一層高められるように

セキュリティ対策を強化します。 
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修正前（第２回審議会資料時点） 修正後 

26～37ページ 

 １ 市民サービスの向上 方針 

  市内全域での均等な行政サービスの提供 

  市が提供するサービスの拡充 

  業務継続計画（BCP）の運用 

 

 ２ 情報が身近にあるまちづくり 方針 

  必要な行政情報を複数の手段で簡単に得られる環境の充実 

  ICTに不慣れな人への技術的支援 

  教育現場での ICT の利活用 

  公衆無線 LANの環境整備の検討 

  インバウンド（訪日外国人）の対応 

  IoT推進のための検討 

  災害時における速やかな情報伝達 

  移住希望者への情報提供 

 

 ３ 市民参加（協働）によるまちづくり 方針 

  市の政策決定過程での意見公募手続の推進 

  市民の意見を適時に把握する仕組みづくり 

  地域の文化や伝統の記録と継承 

  場所や時間にとらわれない柔軟な働き方 

 

  行政データの効率的な活用 

 

 

26～39ページ 

 １ 市民サービスの向上 方針 

  ①市内全域での均等な行政サービスの提供 

  ②市が提供するサービスの拡充 

  ③業務継続計画（BCP）の運用 

 

 ２ 情報が身近にあるまちづくり 方針 

  ①必要な行政情報を複数の手段で簡単に得られる環境の充実 

  ②ICTに不慣れな人への技術的支援 

  ③教育現場での ICTの利活用 

  ④公衆無線 LAN環境の整備 

  ⑤インバウンド（訪日外国人）の対応 

  ⑥IoTへの対応の検討 

  ⑦災害時における速やかな情報伝達 

  ⑧移住希望者への情報提供 

 

 ３ 市民参加（協働）によるまちづくり 方針 

  ①市の政策決定過程での意見公募手続の推進 

  ②市民の意見を適時に把握する仕組みづくり 

  ③地域の文化や伝統の記録と継承 

  ④場所や時間にとらわれない柔軟な働き方 

  ⑤スマート農業の導入に向けた検討 

  ⑥行政データの効率的な活用 
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修正前（第２回審議会資料時点） 修正後 

26～37ページ 

 ４ 行政の効率化 方針 

  電子市役所の推進 

  セキュリティ対策の強化 

  業務の最適化の推進 

 

27ページ 

 表外注釈 

  ※指標・現況・目標については、極力設定することとし、数値化に

馴染まないものは設定しておりません。 

 

 

26・27ページ 

 項番 1-1 実施内容 

  クレジットカード納付やペイジーの導入について、納期内納付率の

向上による督促等の事務軽減の見込み、費用対効果などを検討。 

  総務省では、早ければ平成 31年度の導入に向けて、地方税の電子納

税共通システムの検討を行っているので、システム改修等で対応。 

 

 

 

 

 

 

 

26～39ページ 

 ４ 行政の効率化 方針 

  ①電子市役所の推進 

  ②セキュリティ対策の強化 

  ③業務の最適化の推進 

 

27ページ 

 表外注釈 

  ※指標・現況・目標については、実施内容の進捗状況を把握するた

め数値化できるものは極力設定することとし、数値化に馴染まな

いものは設定しておりません。 

 

26・27ページ 

 項番 1-1 実施内容 

  クレジットカード納付やペイジーの導入について、納期内納付率の

向上による督促などの事務軽減の見込み、費用対効果などを検討。 

  総務省では、早ければ平成 31年度の導入に向けて、地方税の電子納

税共通システムの検討を行っているので、システム改修などで対応。 
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修正前（第２回審議会資料時点） 修正後 

26・27ページ 

 項番 1-5 現状と課題 

  平成 20年に電子申告サービスが開始され、伊那市では、法人住民税、

固定資産税償却資産、給与支払報告及び年金支払報告に関する申告等

が出来るようになりました。現在、更なる普及に力を注いでいます。 

  一方、事業者にとって設備投資や管理人員の確保等に経費を要する

ため、導入に積極的とならない点が課題です。 

  今後は、導入することが事務の効率化に有効であることを説明しな

がらの周知が必要です。 

 

 項番 1-5 実施内容 

  ・インターネットによる申告手続きの PR 

 

  ・広報チラシの配布による事業者の環境整備の促進 

 

28・29ページ 

 項番 1-6 現状と課題 

  市県民税等の４税目は、コンビニエンスストアで納付可能です。 

  所得証明書等の発行には対応していません。 

 

 項番 1-6 実施内容 

  ・所得証明書等の発行の実現性について、費用対効果、問題点など

の検討 

 

  ・戸籍謄抄本等の追加 

28・29ページ 

 項番 1-5 現状と課題 

  平成 20年に電子申告サービスが開始され、伊那市では、法人住民税、

固定資産税償却資産、給与支払報告及び年金支払報告に関する申告な

どができようになりました。現在、更なる普及に力を注いでいます。 

  一方、事業者にとって設備投資や管理人員の確保などに経費を要す

るため、導入に積極的とならない点が課題です。 

  今後は、簡易マニュアルの作成や、導入することが事務の効率化に

有効であることを説明しながらの周知が必要です。 

 

 項番 1-5 実施内容 

  ・インターネットや広報の活用による申告手続きの PR 

 

  ・電子申告広報チラシの配布による事業者の環境整備の促進 

 

 

 項番 1-6 現状と課題 

  市県民税などの４税目は、コンビニエンスストアで納付可能です。 

  所得証明書などの発行には対応していません。 

 

 項番 1-6 実施内容 

  ・所得証明書などの発行の実現性について、費用対効果、問題点な

どの検討 

 

  ・戸籍謄抄本などの追加 
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修正前（第２回審議会資料時点） 修正後 

28・29ページ 

 項番 1-7 現状と課題 

  また、停電等へ対応するため、自家発電機や無停電装置類の整備、

点検、修理は欠かせません。 

 

 項番 1-7 実施内容 

  ・無停電電源装置等の安定的な運用 

 

30・31ページ 

 項番 2-1,2-2 現状と課題 

  広報形態として次の媒体等を利用して情報発信を行っており、ユー

ザー状況に応じた受信環境が構築されています。 

 

 項番 2-2 具体的な取り組み事項 

  地上デジタル放送の行政チャンネルの活用 

 

 項番 2-2 実施内容 

  ICTの空きチャンネルを借り受け行政情報番組等の放送。 

 

 項番 2-2 現況、目標 

  30回／年 

 

 

 

 

28・29ページ 

 項番 1-7 現状と課題 

  また、停電などへ対応するため、自家発電機や無停電電源装置の整

備、点検、修理は欠かせません。 

 

 項番 1-7 実施内容 

  ・無停電電源装置などの安定的な運用 

 

30・31ページ 

 項番 2-1,2-2 現状と課題 

  広報形態として次の媒体などを利用して情報発信を行っており、ユ

ーザー状況に応じた受信環境が構築されています。 

 

 項番 2-2 具体的な取り組み事項 

  行政チャンネルの活用 

 

 項番 2-2 実施内容 

  伊那 CATVの行政情報番組などの放送を継続 

 

 項番 2-2 現況、目標 

  40回／年 
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修正前（第２回審議会資料時点） 修正後 

30・31ページ 

 項番 2-3 現状と課題 

広報誌、ケーブルテレビの行政チャンネル、有線放送、文字放送、

緊急時の防災無線、携帯向けホームページ、安心安全メールでの情報

配信など様々な媒体を使って情報発信を行っており、これらの中から、

受信する側の状況（在宅、屋外など）でその方法を選択できる環境で

す。 

 

 項番 2-6 実施内容 

 

 

 項番 2-7 現状と課題 

  国の進める教育の情報化において、教育現場での積極的な ICT の活

用及びそれに伴う整備が急務です。 

 

 項番 2-7 実施内容 

  ・段階的な機器の整備 

 

  ・先進地視察、シンポジウムへの参加、講演会実施等 

  （校外研修・校内研修・教科別研修・同学年研修等） 

  ※研修等の講師には市内で積極的に活用している先生を起用 

 

32・33ページ 

 項番 2-9 具体的な取り組み事項 

  公衆無線 LAN環境整備の検討 

30・31ページ 

 項番 2-3 現状と課題 

広報誌、ケーブルテレビの行政チャンネル、有線放送、文字放送、

緊急時の防災無線、携帯向けホームページ、安心安全メールでの情報

配信など様々な媒体を使って情報発信を行っており、これらの中から、

受信する側の状況（在宅、屋外など）でその方法を選択できる環境で

すが、更なる利用者の増加に向けて発信内容の充実が必要です。 

 

項番 2-6 実施内容 

  ・障害者による緊急通報手段の広報 

 

 項番 2-7 現状と課題 

  国の進める教育の情報化において、授業の質と学力の向上のため、

教育現場での積極的な ICTの活用及びそれに伴う整備が急務です。 

 

 項番 2-7 実施内容 

  ・段階的な機器の整備・更新 

  ・キーボードなどの基本的操作能力向上に努める 

  ・先進地視察、シンポジウムへの参加、講演会実施など 

  （校外研修・校内研修・教科別研修・同学年研修など） 

  ※研修などの講師には市内で積極的に活用している先生を起用 

 

32・33ページ 

 項番 2-9 具体的な取り組み事項 

  公衆無線 LAN環境の整備 
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修正前（第２回審議会資料時点） 修正後 

32・33ページ 

 項番 2-9 現状と課題 

  公衆無線 LAN の設置については、伊那市観光（株）の施設と文化振

興課の施設を中心に行ってきています。 

 

 

 項番 2-9 実施内容 

  民間等の市内観光施設の公衆無線 LAN環境整備を推進。 

 

 項番 2-11 具体的な取り組み事項 

  IoT推進のための検討 

 

 項番 2-11 現状と課題 

  中山間地域が抱える産業の担い手不足や生産活動の衰退の解消を図

る為、産業イノベーションのツールとして、IoT を活用し、新たなビ

ジネス化の創出を図ります。 

 

 項番 2-12 現状と課題 

  防災関連の情報提供を継続して行い、繰り返しの周知が大切です。 

 

 

 項番 2-12 実施内容 

  ・指定緊急避難場所、避難経路等の防災関連情報の提供（上伊那安

心安全マップを活用） 

 

32・33ページ 

 項番 2-9 現状と課題 

  公衆無線 LAN の設置については、伊那市観光（株）の施設と文化振

興課の施設を中心に行ってきていますが、その他の施設への設置に向

けた検討が必要です。 

 

 項番 2-9 実施内容 

  民間などの市内観光施設の公衆無線 LAN 環境整備を推進。 

 

 項番 2-11 具体的な取り組み事項 

  IoTへの対応の検討 

 

 項番 2-11 現状と課題 

  中山間地域が抱える産業の担い手不足や生産活動の衰退の解消を図

るため、産業イノベーションのツールとして、IoTを活用し、新たなビ

ジネス化の創出を図ります。 

 

 項番 2-12 現状と課題 

  防災関連の情報提供を継続して行い、被害を最小限にするため、繰

り返しの周知が大切です。 

 

 項番 2-12 実施内容 

  ・指定緊急避難場所、避難経路などの防災関連情報の提供（上伊那

安心安全マップを活用） 
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修正前（第２回審議会資料時点） 修正後 

34・35ページ 

 項番 3-2 現状と課題 

  市民生活に広く影響を及ぼす施策等については、計画段階からパブ

リックコメントが積極的に取り入れられています。 

 

 項番 3-3 現状と課題 

  平成 26 年 10 月にリニューアルした市公式ホームページ及び行政情

報番組について、利用者の生の声を電子アンケートという形で徴し、

運営に反映させます。 

 

 項番 3-5 現状と課題 

  また、古文書から近代の写真や映像、書物等地域の歴史を伝える貴

重な財産が埋もれつつあります。 

 

 項番 3-5 実施内容 

  ・収集した資料により、学習会や常設・企画・特別展示等で活用 

 

 項番 3-6 現状と課題 

  通信回線も光回線が使用可能です。 

 

 

 

 

 

 

34・35ページ 

 項番 3-2 現状と課題 

  市民生活に広く影響を及ぼす施策などについては、計画段階からパ

ブリックコメントが積極的に取り入れられています。 

 

 項番 3-3 現状と課題 

  平成 26 年 10 月にリニューアルした市公式ホームページ及び行政情

報番組について、利用者の生の声を運営に反映させることが重要です。 

 

 

 項番 3-5 現状と課題 

  また、古文書から近代の写真や映像、書物など地域の歴史を伝える

貴重な財産が埋もれつつあります。 

 

 項番 3-5 実施内容 

  ・収集した資料により、学習会や常設・企画・特別展示などで活用 

 

 項番 3-6 現状と課題 

  通信環境は市内全域で光回線が使用可能です。 

 

 項番 3-7 具体的な取り組み事項 

  スマート農業の導入に向けた検討 

 

 項番 3-7 現状と課題 

  農家の高齢化、後継者不足の解消と農作業の安全確保が必要です。 

 



第３次伊那市地域情報化計画（案）修正個所対照表 

13 

 

修正前（第２回審議会資料時点） 修正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34・35ページ 

 項番 3-7 

 

 項番 3-7 実施内容 

  オープンデータの公開と、データの民間事業者等による活用により、

市民生活の向上を図る。 

 

36・37ページ 

 項番 4-2 現状と課題 

  サイバー攻撃や、標的型攻撃メール等に対する平時からの対策につ

いての周知と徹底も必要です。 

 

 項番 4-5 実施内容 

  ・計画に沿ったパソコン、情報機器等の更新 

 

34・35ページ 

 項番 3-7 実施内容 

  ICTを利活用した課題解決について検討。 

 

 項番 3-7 指標、現況、目標 

  － 

 

 項番 3-7 担当部署 

  農政課 

 

36・37ページ 

 項番 3-8 

 

 項番 3-8 実施内容 

  オープンデータの公開と、データの民間事業者などによる活用によ

り、市民生活の向上を図る。 

 

38・39ページ 

 項番 4-2 現状と課題 

  サイバー攻撃や、標的型攻撃メールなどに対する平時からの対策に

ついての周知と徹底も必要です。 

 

 項番 4-5 実施内容 

  ・計画に沿ったパソコン、情報機器などの更新 
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修正前（第２回審議会資料時点） 修正後 

36・37ページ 

 項番 4-6 現状と課題 

  紙ベースでの会議資料や通知は、印刷費やＦＡＸの費用、関係する

職員の人件費がかかり、事務効率、情報の共有等での課題があります。 

 

38・39ページ 

 項番 4-6 現状と課題 

  紙ベースでの会議資料や通知は、印刷費やＦＡＸの費用、関係する

職員の人件費がかかり、事務効率、情報の共有などでの課題がありま

す。 

 

 

 


