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趣旨

2

 令和２年１２月２５日に自治体ＤＸ推進計画が打ち出され，各自治体はＤＸ
推進のビジョンと工程表で構成される全体方針を定めることとなった。

 本市においても，デジタル技術やデータを活用し，住民の利便性を向上させ
るとともに，デジタル技術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るために策定するもの。

 自治体デジタル・トランスフォーメーション
（ＤＸ）計画に記載の８項目（重点６項目＋
その他２項目）に基づき作成

 自治体ＤＸ手順書に準拠



計画の位置付け
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 市総合計画の「地域情報化の推進」に関する個別計画

 官民データ活用推進基本法第９条第３項に基づく市町村官民データ活用推進計画

 デジタル行政推進条例第３条第１項に基づく情報システム整備計画

第２次気仙沼市総合計画
基本構想・後期基本計画（Ｒ３年度～Ｒ８年度）



計画期間
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 令和４年度～令和９年度（６か年計画）

２０２７



推進体制

5

情報化推進本部

（市情報化推進本部要綱）

 本部長 ：市長
 副本部長：副市長（２），教育長
 部員 ：部長（９），危機管理監，総合支所長（２）
 情報化計画の策定，情報化推進に係る重要事項

【組織】

情報化推進委員会

（市情報化推進本部要綱）

 委員長 ：震災復興・企画部長
 副委員長：情報政策課長
 委員 ：課長（４６）
 情報化推進の総合調整

デジタル行政推進チーム

（庁議決定）

 リーダー ：情報政策課長
 サブリーダー：震災復興・企画課長，市民課長
 メンバー ：関係課の係長等（７）
 デジタル化の具体的取組

 その他，必要に応じてデジタル化推進部門と業務担当部門とで構成する庁内横断的なプロジェクトチーム
を設置し，所属や所管業務の枠を超えた取組を行う

ＣＩＯ

（市行政情報システム管理運用規則）

 第一副市長
 最高情報統括責任者

【役職】

ＣＩＳＯ

（市情報セキュリティポリシー）

 第一副市長
 最高情報セキュリティ責任者



推進体制 （１）ＤＸ推進のための人材育成
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①ＤＸ推進のための人材育成方針

 ＤＸ推進人材は，高度かつ専門的な技能と経験を有すべきであり，また，行
政情報システムを効果的に活用し目的を達成するためには，広く職員のデジ
タルリテラシーの向上が不可欠です。

 この認識の下，ＤＸ推進人材の育成及び職員に対する研修等に努めるものと
します。

 具体には，デジタル時代の業務・サービスの見直し，サービスデザイン，
データ思考，そしてデジタル技術の活用というように段階的かつ継続的な研
修を提供することで，デジタルリテラシーの着実な向上を目指します。

 また，幹部・管理職向けにはデジタル化を推進するための組織文化の醸成，
組織横断型のチーム・人材の育成，リーダーシップを，一般職員向けにはデ
ジタル化のモチベーション醸成，デジタル化事例の研究，アナログとデジタ
ルの融合を強化します。



推進体制 （１）ＤＸ推進のための人材育成
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②人材育成手法 (テーマ)

 ＤＸを推進するために必要な知識や実践的なスキル等を習得するため，年度
ごとに業務可視化，サービスデザイン（基礎編），データ収集，分析，活用
（実践編），ＡＩ，機械学習，ディープラーニング（活用編）など，研修目
標やテーマを設定しながら研修を実施し，計画的に人材を育成します。

 また，自治大学校，市町村職員中央研修所，地方公共団体情報システム機構
（J-LIS）全国地域情報化推進協会（APPLIC）など，様々な機関において情報
担当職員等に対する研修が実施されていることから，職員及び向上を目指す
スキルを考慮の上で，積極的な受講に努めます。

 自治体におけるデジタル化の本質は業務改革，行政サービスの変革であるこ
とから，最初に業務プロセスの可視化ならびに見直し(ＢＰＲ)，行政サービス
のデザイン(サービスデザイン思考)を学んだ上で，デジタル技術(データ分析，
ＲＰＡ／ＡＩ／ＩｏＴ)を活用するスキルをキャッチアップします。なお，業
務プロセスの見直しや行政サービスのデザインについては，自治体情報シス
テムの標準化・共通化における標準仕様や行政手続のオンライン化と整合性
の確認が必要となります。



推進体制 （２）外部人材の活用
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デジタル補佐官の設置

 自治体ＤＸ推進計画及び同手順書に基づくデジタル施策の着実な推進と
ＣＩＯを中心とするデジタルガバナンスを確立するため，専門知識や経
験を有する外部人材をデジタル補佐官として登用し，デジタル化につい
て施策面での助言及び技術的支援を外部の専門組織に委託します。

気仙沼市デジタル補佐官

種子野亮（たねのりょう）さん

 ㈱バーチャルクラフト 取締役副社長 執行・戦略責任者

 ヴイエムウェア株式会社 執行役員 社長室室長

 農林水産省 ＩＴテクニカルアドバイザー

 総務省 地域情報化アドバイザー

 2021年8月～ 気仙沼市デジタル補佐官



ＤＸ推進の意義（基本方針）
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 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：以下
「標準化法」という。）において，標準化対象事務の処理に係る情報システムに
ついて，国が定める標準化基準に適合しなければならないこととされており，さ
らに，自治体は，国による全国的なクラウド 環境の整備状況を踏まえつつ，当該
環境において情報システムを利用するよう努めることとされました。

 オンライン化についても，デジタル行政推進法において，行政のあらゆるサービ
スを最初から最後までデジタルで完結させるために不可欠な「デジタル３原則」
が基本原則として明確化され，自治体においても行政手続のオンライン化に取り
組むことが努力義務とされました。

 こうしたことを踏まえ，子育て関係など27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を目指すこととして
おり，これにより，業務の効率化とともに，デジタル化による利便性の向上を市
民が早期に享受することを目標としています。

（１）住民の利便性の向上や業務改革①



ＤＸ推進の意義（基本方針）
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 さらに，システムの標準化等とオンライン化は，バックオフィスを含む一連の業
務を，エンドトゥエンドでデジタル化できるように，業務内容や業務プロセス，
さらには組織体制を含めて抜本的に見直し，再構築するＢＰＲにより，その効果
が大きく発揮されるものと考えます。

 こうしたＢＰＲの取組が効果的に実施されることにより，システム調達等の業務
に従事していた職員の時間を，企画立案業務や住民への直接的なサービス提供な
ど，職員でなければできない業務に振り向けることが可能となります。

（１）住民の利便性の向上や業務改革②



ＤＸ推進の意義（基本方針）
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 今後，個人情報保護に関する法律の一元化等を通じて制度面でのデータの流通基
盤が整備されると，情報システムの標準化等，マイナンバーカードの普及促進と
相まって，自治体におけるデータ活用の可能性が拡大することが想定されます。

 そうした状況の変化を捉えて，ＥＢＰＭ等による行政の効率化・高度化に加え，
データを駆使した住民ニーズに即したプッシュ型の行政サービスなど住民目線の
新たなサービスの実現が可能となります。

 また，行政が保有する様々なデータを，

市民・企業が活用できるような形で連携

できるデータ連携基盤を提供し，民間に

おける様々なデジタル・ビジネスの創出

や官民連携による新たな価値の創出など，

地域社会のデジタル化のための基盤を構

築していくことも期待されます。

（２）ＥＢＰＭ等による行政の効率化・高度化と民間のデジタル・
ビジネスなど新たな価値等の創出



取組項目 （１）ＢＰＲの取組の徹底

12

【取組方針】

 国の法令等に基づいて実施する手続について，国から発出されるガイドライ
ン等の内容を踏まえ適切に対応するとともに，自治体が独自に実施する手続
についても内閣府規制改革推進会議が示した具体的基準等を参考として，国
の取組に準じた対応を実施するなど，見直しに積極的に取り組みます。

【工程】

【取組のポイント（デジタル補佐官助言）】

 ＢＰＲは，自治体情報システムの標準化・共通化と整合性を取りながら業務
プロセスの可視化（ＢＰＭＮに準拠した業務フロー作成）からスタートすべ
きです。

 同時に，行政手続きのオンライン化にあたっては住民視点に立脚したデジタ
ル時代の行政サービスのあるべき姿のデザイン（サービスデザイン）を行い，
デジタルデバイドを意識したアナログとデジタルを融合した行政サービスが
重要となります。

項目

BPRの取組みの徹底

(書面規制・押印・対面規

制の見直し含む)

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

取組・見直し



取組項目 （２）自治体情報システムの標準化・共通化①
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【取組方針】

 目標時期を令和７年度とし，ガバメントクラウドの活用に向けた検討を踏ま
え，「標準化法」において，地方公共団体の情報システムの標準化の対象と
なる２０業務について，国が策定する標準仕様に準拠したシステムへ移行し
ます。

【標準化対象２０業務】

（標準仕様グループ別）

①住民情報グループ（４業務）

・住民基本台帳

・戸籍

・戸籍の附票

・印鑑登録

②第１グループ（７業務）

・固定資産税

・個人住民税

・法人住民税

・軽自動車税

・介護保険

・障害者福祉

・就学

③第２グループ（９業務）

・選挙人名簿管理

・国民年金

・国民健康保険

・後期高齢者医療

・生活保護

・健康管理

・児童手当

・児童扶養手当

・子ども・子育て支援



取組項目 （２）自治体情報システムの標準化・共通化②
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【工程】

【取組のポイント（デジタル補佐官助言）】

 自治体情報システムの標準化・共通化と合わせてＢＰＲ，行政手続のオンラ
イン化を同時並行的に実施することが求められます。

 また，自治体情報システムの標準化・共通化を確実に遂行するためには，デ
ジタル庁が実施するガバメントクラウド先行事業に採択された他自治体との
連携を強化する必要があります。標準仕様の把握，現行システムとのギャッ
プ分析，ＢＰＲ，行政手続オンライン化を踏まえた要件定義がポイントにな
ります。

項目

住民記録システム

「第1グループ」

「第2グループ」

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

調査/分析 選定 システム移行

調査 /分析 選定体制構築 システム移行

調査 / 分析 選定体制構築 システム移行

体制構築



取組項目 （３）マイナンバーカードの普及促進
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【取組方針】

 国の方針に基づいた交付申請を促進するため，全庁的な推進体制を構築し，
マイナンバーカードの申請増に対応した，交付・更新体制を整備します。

 また，マイナンバーカードを活用した行政サービスを拡充し，マイナンバー
カードの付加価値を高め，市民の利便性の向上を図ります。

【工程】

【取組のポイント（デジタル補佐官助言）】

 マイナンバーカードの普及促進については，市全体としての普及促進策に加
えて，マイナンバーカードを利用したオンライン手続の案内も同時に行った
方が効果的と考えます。

 育児関連であれば子育て関連の取組の中で，介護関連であれば高齢者関連の
取組の中で担当課が主体的に進めていくことも重要になります。

項目

マイナンバーカード交付

交付体制

令和8年度 令和9年度令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

交付・更新 更新・新規交付

人員体制・機器整備



取組項目 （４）自治体の行政手続のオンライン化①
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【取組方針】

 「自治体DX推進計画」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手続のうち，子育て関係・介護関係の26手続のほか，転出・転入手続
のワンストップ化のため住民基本台帳法が改正されたことから，26手続と同
様にオンライン接続に取組みます。

 なお，罹災証明書の手続に関しては，令和４年度から運用開始予定の「クラ
ウド型被災者支援システム（内閣府）」がマイナポータルとの連携が想定さ
れていることから，当該システムの導入を視野に入れながら検討を行います。

 その他の全ての手続きについても，オンライン化を推進します。

【オンライン化対象手続】

①子育て関係

１）児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

２）児童手当等の額の改定の請求及び届出

３）氏名変更／住所変更等の届出

４）受給事由消滅の届出

５）未支払の児童手当等の請求

６）児童手当等に係る寄附の申出

７）児童手当に係る寄附変更等の申出

８）受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出

９）受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出

１０）児童手当等の現況届（本市は令和４年度から手続自体を廃止）

１１）支給認定の申請

１２）保育施設等の利用申込

１３）保育施設等の現況届

１４）児童扶養手当の現況届の事前送信

１５）妊娠の届出

②介護関係

１）要介護・要支援認定の申請

２）要介護・要支援更新認定の申請

３）要介護・要支援状態区分変更認定の申請

４）居宅（介護予防）サービス計画作成（変更）依頼の届出

５）介護保険負担割合証の再交付申請

６）被保険者証の再交付申請

７）高額介護（予防）サービス費の支給申請

８）介護保険負担限度額認定申請

９）居宅介護（介護予防）福祉用具購入費の支給申請

１０）居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給申請

１１）住所移転後の要介護・要支援認定申請

③罹災証明書の発行申請

④転出・転入予約

⑤その他の全ての手続（２２手続）



取組項目 （４）自治体の行政手続のオンライン化②
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【工程】

【取組のポイント（デジタル補佐官助言）】

 行政手続のオンライン化と合わせてＢＰＲ，情報システムの標準化・共通化
を同時並行的に実施することが求められます。同時に，サービスデザイン思
考に基づいて，オンラインとアナログ（行政職員の人的サービス）を組み合
わせた行政サービスをデザインすることがデジタルデバイド対策を踏まえて
も重要となります。

 また，オンライン化の前提となるマイナポータルのＵＩ/ＵＸ向上のためにも
「デジタル改革共創プラットフォーム」を介してデジタル庁と対話すること
が求められます。

項目

子育て関係の15手続

介護関係の11手続

罹災証明書発行申請手続

引越しワンストップサービス

（転出・転入予約を含む）

上記の除く全ての手続

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

体制構築 対象手続検討 仕様検討・調達 サービス導入・運用

体制構築 対象手続検討 仕様検討・調達 サービス導入・運用

体制構築 対象手続検討 仕様検討・調達 サービス導入・運用

対象手続検討 仕様検討・調達体制構築

体制構築・対象手続検討
仕様検討・調達

サービス導入・運用

サービス導入・運用



取組項目 （５）ＡＩ・ＲＰＡの利用推進①
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【取組方針】

 自治体情報システムの標準化・共通化や自治体の行政手続のオンライン化に
よる業務見直し等を契機に，ＡＩ・ＲＰＡ導入ガイドブックを参考に，ＡＩ
やＲＰＡの導入・活用を推進します。

①業務可視化の取組（ＢＰＭツールの活用）

②ＲＰＡ（＋ＡＩ－ＯＣＲ）導入・活用

③ＩｏＴ（＋５Ｇ）導入・活用

④ＡⅠ（＋ビッグデータ）導入・活用



取組項目 （５）ＡＩ・ＲＰＡの利用推進②
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【工程】

【取組のポイント（デジタル補佐官助言）】

 今後さらなる技術の進歩が見込まれるＡＩの利用については，すでに実用化
レベルにある請求書等の書類のデジタル化（ＡＩ－ＯＣＲ）を積極的に取り
入れます。

 また，ＲＰＡについては，業務プロセスの可視化を行った上で他の自治体に
おける活用事例を参考としながら情報システムの標準化・共通化，行政手続
のオンライン化と並行して導入を検討します。

 ＩｏＴについては，建設・ガス水道の分野，ビックデータは健康・医療・福
祉の分野において技術検証に着手します。

項目

業務可視化の取組み

 (BPMツールの活用)

RPA (+AI-OCR)

 導入・活用

IoT (+5G)導入・活用

Ai (+ビッグデータ)

導入・活用

令和８年度令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

実証実験

ツール選定 対象選定 検証･試行 対象選定 検証･試行 対象選定 検証･試行

研究･検討 検証･試行 研究･検討 検証･試行

研究･検討 検証･試行

業務選定 検証･試行

研究･検討 検証･試行

研究･検討 検証･試行

研究･検討 検証･試行 研究･検討 検証･試行

会計課

情報政策課

建設部 ガス水道部

健康増進課
産業部



取組項目 （６）テレワークの推進①
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【取組方針】

 テレワーク導入事例や情報セキュリティポリシーガイドライン等を参考とし
て，テレワークの導入・活用を推進します。

 また，自治体情報システムの標準化・共通化や自治体の行政手続のオンライ
ン化による業務見直し等に合わせ，対象業務を拡大します。

①Ｗｅｂ会議（Zoom，Microsoft Teamsの活用）

②在宅勤務

③サテライトオフィス勤務

④モバイル勤務



取組項目 （６）テレワークの推進②
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【工程】

【取組のポイント（デジタル補佐官助言）】

 コロナ禍において取り組んだＷｅｂ会議や在宅勤務にとどまらず，出先機関
等でのサテライト勤務，出張等におけるモバイル勤務を実現出来る環境(モバ
イルデバイス，ネットワーク，セキュリティ)を整備し，多様な働き方が求め
られるところから試行的に取り組みます。

 また，環境整備においてはデジタル庁が進めるガバメントクラウド，ガバメ
ントソリューションサービスの整備状況を把握しながら進めます。

 Ｗｅｂ会議については，組織内での利用だけでなく，住民や地元企業との対
話やセミナー等にも活用出来るＷｅｂセミナーの利用を開始します。

項目

Web会議

(Zoom, Teams)

在宅勤務

サテライトオフィス勤務

モバイル勤務

令和９年度令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

環境整備 導入･運用

環境整備 導入･運用

全面導入研究･検討 検証･試行 研究･検討 検証･試行 研究･検討 検証･試行 研究･検討 検証･試行 研究･検討 検証･試行

環境整備 導入･運用
産業部 建設部 保健福祉部 ガス水道部 市民生活部



取組項目 （７）セキュリティ対策の徹底①
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【取組方針】

 国が示す情報セキュリティポリシーガイドラインを踏まえ，適切に本市の情
報セキュリティポリシーの見直しを行い，セキュリティ対策を徹底します。

①情報セキュリティポリシーの運用

②三層分離モデルの見直し

③自治体情報セキュリティクラウドへの参加

④次世代セキュリティモデル（ゼロトラスト）の導入

出典：R2.9.16総務省資料（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の改定について）



取組項目 （７）セキュリティ対策の徹底②
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【工程】

【取組のポイント（デジタル補佐官助言）】

 セキュリティ対策については，テレワークの推進や行政手続のオンライン化
が進むことを前提にゼロトラストセキュリティモデルを前提として日々進化
する脅威に定常的に対応可能な運用体制（情報セキュリティアドバイザーの
活用，ＣＳＩＲＴ構築，監査対応等）を整備します。

 また，デジタル庁に設置予定のセキュリティ専門チームや独立行政法人情報
処理推進機構（ＩＰＡ），内閣サイバーセキュリティセンター（ＮＩＳＣ）
との連携を強化します。

項目

情報セキュリティポリシー

運用

三層分離モデルの見直し

次期自治体情報セキュリ

ティクラウドへの参加

次世代セキュリティモデル

 (ゼロトラスト)の導入

令和９年度令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

統合基盤

再構築

自治体情報ＳＣ

参加準備

調査・研究 企画・PoC 要件定義・調達 サービス導入･運用

評価･見直 整備･運用 評価･見直 整備･運用 評価･見直 整備･運用 評価･見直 整備･運用 評価･見直 整備･運用 評価･見直 整備･運用

自治体情報SC（セキュリティクラウド）参加



取組項目 （８）地域社会のデジタル化
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【取組方針】

 第２次気仙沼市総合計画 後期基本計画により，「産業のＤＸ（生産性の
向上と新たな価値の創造）」，「暮らしのＤＸ（利便性の向上と地域課
題の解決）」，「行政のＤＸ（デジタルファースト，ワンスオンリー，
コネクテッド・ワンストップの実現）」の３つの柱による地域一体と
なったローカルＤＸの推進により，デジタル化によるメリットを享受で
きる地域社会のデジタル化を推進します。

※ 個別の取組は，第２次気仙沼市総合計画後期基本計画等を参照

【例（抜粋）】

・ＩＣＴやドローン等を活用したスマート農業

・ＩＣＴ関連産業のサテライトオフィス誘致や

企業・創業者の事業拠点整備

・ＩＣＴ関連産業が地域に根差すための人材育成

・遠隔教育や家庭学習におけるツールとして

ＩＣＴを活用

・リモートワークやワーケーションなど新しい

働き方を推進

・都市部からデジタル化に関する有能人材を呼び

込み，ローカル５Gなど新しい技術の活用も視野

に入れながら，地元産業の生産性向上やＬＤＸ，

新産業の創出に挑戦



取組項目 （９）デジタルデバイド対策
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【取組方針】

 「誰一人取り残さない，人に優しいデジタル化」を目標に，高齢者等をはじ
めとしたデジタル活用に不安のある市民を対象に，スマートフォンの操作講
習会等を開催することにより，デジタルデバイド（情報格差）の解消及び情
報リテラシーの向上を図ります。

【工程】 項目

デジタルデバイド対策

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

プログラム実施 評価 プログラム実施 評価 プログラム実施 評価 プログラム実施 評価

R4.1.12 スマホ教室（鹿折公民館）



取組項目 （10）オープンデータの推進
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【取組方針】

 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29年５月30日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。令和元年６月７日改定。）」等を
踏まえて，本市が保有するデータのオープンデータ化を推進します。

 また，事業者等の利益や国・地方公共団体の安全が害されることがないよう
にしつつ，公益事業分野の事業者が保有するデータのオープンデータ化を促
します。

【工程】 項目

オープンデータの推進

官民データ活用推進計画策

定・推進

令和９年度令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

官民データ活用

推進計画策定

オープンデータ

最適化方針策定 研究･検討 データ利活用

健康増進課

研究･検討 データ利活用

建設部

研究･検討 データ利活用

水産課，観光課（地域戦略）

研究･検討 データ利活用

農林課

研究･検討 データ利活用

ガス水道部

官民データ活用

推進計画推進
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