
【概要版】

第６次会津若松市地域情報化基本計画

～ＩＣＴを活用した豊かなまちづくりを目指して～

平成 29 年 3 月　会津若松市

http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/



目次

第１章　計画の策定にあたって.........................................................................................................1

第1節　計画策定の背景.....................................................................................................................................1

第 2節　地域情報化の課題................................................................................................................................2

第２章　基本方針....................................................................................................................................3

第1節　基本目標....................................................................................................................................................3

第 2節　計画のテーマ...........................................................................................................................................3

第 3節　計画期間....................................................................................................................................................3

第 4節　計画の位置付け.....................................................................................................................................3

第 5節　計画のイメージ........................................................................................................................................5

第３章　地域情報化推進プログラム（基本施策）......................................................................6

第1節　施策体系....................................................................................................................................................6

第 2節　施策内容....................................................................................................................................................7



第1章　計画の策定にあたって

第1節　計画策定の背景

　これまでの会津若松市（以下「市」という。）の地域情報化基本計画は、情報通信基盤の整備や

情報通信技術（以下「ＩＣＴ」という。）の進展や社会の変化を踏まえ、市民との協働による身近な情

報化社会の創造や地域課題の解決を行い、ＩＣＴを活用した魅力ある「情報化のまち」を目指して

具体的施策に取り組んできました。（図１）

　近年、ブロードバンド環境や高速携帯通信網の整備が進むとともに、スマートフォンやタブレット

端末等のモバイル機器の普及、ソーシャルネットワーキングサービスなどの広がりにより、ＩＣＴは

急速な進歩を見せております。また、ＩＣＴは日常生活だけでなく、あらゆる場面で利用されるツー

ルとして欠かせないものとなっております。

　私達が抱える様々な課題（少子高齢化、地域経済の活性化等）に対応するため、ＩＣＴ利活用は

必要不可欠なものとなっています。様々な分野におけるＩＣＴ利活用の促進や既存の取組の継

続・拡大を図ることを目的として、市の地域情報化の施策を実施するべく「第６次会津若松市地域

情報化基本計画」を策定するものです。

図１　これまでの地域情報化基本計画

会津若松市地域情報化基本計画 　「情報通信基盤の整備と市民の情報リテラシーの向上」

平成１３年度～１５年度実施

第２次会津若松市地域情報化基本計画 「情報通信基盤の利活用促進」

平成１６年度～１８年度実施

第３次会津若松市地域情報化基本計画 「社会経済的な課題への対応」

平成１９年度～２１年度実施

第４次会津若松市地域情報化基本計画 「市民との協働による身近な情報化社会の創造」

平成２２年度～２４年度実施

第５次会津若松市地域情報化基本計画  「ＩＣＴを活用した魅力ある情報化のまちを目指して」

平成２５年度～２８年度実施
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第2節　地域情報化の課題

（１）ＩＣＴを活用した社会へ向けて

　　　ＩＣＴの利活用は、少子高齢化や地域経済の停滞など、様々な地域課題の解決に効果を発

　　揮すると期待されています。これまで、市では全庁的なパソコンやネットワーク整備などを進め

　　るとともに、地域の情報通信基盤の整備や先進的なＩＣＴサービスの提供を進めてきましたが、

　　これらの基盤やサービスが十分にその効果を発揮している状況には至っておりません。そこで、

　　地域課題を解決する有効な手段として、更なるＩＣＴの利活用を積極的に推進する必要があり

　　ます。

（２）急速に発展するＩＣＴ社会への対応

　　携帯電話の登場に端を発するモバイル機器は、スマートフォンやタブレット端末など、イン

　ターネットとの親和性が高い情報機器に発展を遂げつつ多くの国民に普及しており、平成２７

　年度情報通信白書によるとその普及率はスマートフォン 72％、タブレット端末 33.3％となって

　います。

　　　さらに、私達の身の回りにある様々なものがインターネットへつながる環境（ＩｏＴ）や人工知能

　　（ＡＩ)の高度化など、ＩＣＴをとりまく環境は急速に発展しています。今後も進化するＩＣＴを有効

　　 的に取り入れ、市民がより快適に生活できるようなサービスを提供するため、行政としての役　

　　 割を見極めていく必要があります。

（３）新たなる課題（ネットリテラシー、サイバーセキュリティ）への対応

　　インターネットやパソコン・スマートフォン等の便利なツールが普及していくと、インターネット

　を必要とせず情報機器を使用しない人達が取り残されてしまう可能性があります。このような状

　況を放置せず、ＩＣＴへ興味・関心を高めていくとともに情報リテラシーの向上が必要です。ま

　た、ＩＣＴを活用したサービスを安心して利用してもらうためにも、提供する市職員の情報リテラ

　シーの向上及び専門的な知識を持つ人材の育成が求められます。

　　さらに、個人情報の漏えい事故やコンピュータウイルスによる被害など、行政や民間を問わ

　ず情報セキュリティに関して様々な問題や事故が発生しています。住民の個人情報を扱う行

　政はその脅威を未然に防ぎ、重要な情報資産を守るためにもより厳密な情報セキュリティの確

　保が必要です。このような事態に即応できる組織となるＣＳＩＲＴの強化など、今後の情報化社

　会で起こりうる問題に対応できる体制を確立する必要があります。

2



第2章　基本方針

第1節　基本目標

　本計画にかかるテーマを実現するため、国・県のＩＣＴに関する政策動向や本市のこれまでの地

域情報化基本計画の評価を十分に踏まえ、現状本市が抱える課題や市民アンケートの結果を反

映し、これまでの取組をさらに発展させるための計画を策定します。

　本計画に基づく地域情報化の取組は、あらゆる分野に革新的な変化をもたらすツールとなり得

るＩＣＴを、様々な分野で利活用するための施策を推進することを目標としています。

第2節　計画のテーマ

～　ＩＣＴを活用した豊かなまちづくりを目指して　～

第3節　計画期間

　本計画の期間は、平成２９年度から平成３１年度までの３ヵ年とします。なお、ＩＣＴを取り巻く社会

情勢に急激な変化があった場合は必要に応じて見直しを行うものです。

第4節　計画の位置づけ

　本計画は、「会津若松市第７次総合計画」を上位計画とし、その政策目標である「安全、快適な

基盤づくり」を実現するための政策「地域の活力を支える都市環境の維持」の政策分野３５「情報

通信技術」を、より具体的に定めるものです。また、ＩＣＴの活用が明示されている他の政策分野の

施策内容を踏まえたものとします。

　また、本市の地域情報化を総合的かつ計画的に推進する基本的な計画であるとともに、地域情

報化に関する重点施策の取組内容などを明らかにした計画とします。

　策定にあたっては、「地域情報化に関する市民アンケート」調査結果と情報化推進アドバイザー

（会津大学教授２名）のご意見を反映しました。
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図２　地域情報化基本計画の位置づけ
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年度 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

総合計画

地域情報化
基本計画
（実施計画）

地域情報化に
係る取り組み等

会津若松市第７次総合計画
（計画期間：平成２９年度から平成３８年度まで）

会津若松市第７次総合計画
（計画期間：平成２９年度から平成３８年度まで）

第６次会津若松市地域情報化基本計画
（計画期間：平成２９年度から３年間）
第６次会津若松市地域情報化基本計画
（計画期間：平成２９年度から３年間）

情報化が進んだまちをつくる

ＩＣＴを活用した豊かな

まちづくりを目指して

具体化
整合

・窓口サービス　・市公式ウェブサイト　・行政サービスの向上と財政基盤の強化に向けた取組
・スマートシティ　・ユニバーサルデザインプラン　・地域公共交通網形成計画　・地域防災計画
・人材育成基本方針　・母子健康ポータル　・地域経営型包括支援クラウドモデル事業
・障がい者計画　・高齢福祉計画　・観光振興計画　・中心市街地活性化基本計画
・食料・農業・農村基本計画　・教育行政推進プラン他

　　整合



第5節　計画のイメージ

図３　第６次会津若松市地域情報化基本計画のイメージ
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第6次計画

第5次計画

第4次計画

第3次計画

第2次計画

第1次計画

事業の継続・拡充

≪施策分野≫

【コミュニケーション】 １．市民と行政とのコミュニケーションの推進
【生活】                ２．安心・安全・便利なまちづくり
【行政・サービス】      ３．行政サービスの最適化と利便性向上　
【産業・経済】         ４．地域活力の維持・発展
【教育・人材育成】      ５．ＩＣＴ人材の育成及び情報リテラシー向上

≪施策分野≫

【コミュニケーション】 １．市民と行政とのコミュニケーションの推進
【生活】                ２．安心・安全・便利なまちづくり
【行政・サービス】      ３．行政サービスの最適化と利便性向上　
【産業・経済】         ４．地域活力の維持・発展
【教育・人材育成】      ５．ＩＣＴ人材の育成及び情報リテラシー向上

　            ＜地域情報化の課題＞

・　ＩＣＴを活用した社会へ向けた取組
・　急速に発展するＩＣＴ環境への対応
・　ネットリテラシー、サイバーセキュリティへの対応

　※※　これまでの地域情報化による成果　※※

・　市内全域でのブロードバンド接続環境の整備
・　ホームページを活用した行政サービスの拡充
・　インターネットを活用した民間サービスの普及
・　公民館等での公共インターネット、Ｗｉ-Ｆｉの開放
・　ＩＣＴの進展に対応した基盤整備
・　ＩＣＴを活用した行政サービスの検証及び実施

○　地域防災
○　雪対策
○　情報通信技術
○　大学との連携
○　交流・移住
○　行政運営

○　学校教育
○　生涯学習
○　食料・農業・農村　 
○　観光
○　健康・医療
○　高齢福祉
○　企業立地・産業創出

会津若松市　第7次総合計画

ＩＣＴを活用した豊かなまちづくりを目指してＩＣＴを活用した豊かなまちづくりを目指して

具体化



第3章　地域情報化推進プログラム（基本施策）

第1節　施策体系

　第２章で設定した基本目標を実現するため、次の分野により各施策を展開します。
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分野 施策名 主な取組

Ⅰ

1 市政情報の発信

ＩＣＴを活用した市政情報の積極的な発信

市外在住者の方へ向けた情報発信の拡充

2
公共連絡網システム「あいべあ」の運用・管理の継続

Ⅱ

1
健康、福祉、保健等の業務システムの連携の拡充

2 災害・減災へ向けた取組

ＧＰＳ端末を搭載した除雪車両の運行管理

Ⅲ

1 ＩＣＴを活用した窓口サービスの拡充

コンビニ交付、ゆびナビ等のサービスメニューの拡大

マイナンバーカードを使用したサービスの拡充

2 業務の高度化及びシステムの最適化

オープンスタンダードの採用及び普及促進

庁内における各種システム導入の標準化

3 情報セキュリティ対策の強化

情報セキュリティチェック・研修の実施

情報セキュリティ監査の実施

Ⅳ

1 ＩＣＴ産業の振興

アナリティクス産業やＩＣＴ関連産業の集積

ＩＣＴを活用した産学官民の連携体制の継続・発展

2 既存産業へのＩＣＴ利活用

既存産業でのＩＣＴ利活用の普及拡大

3 オープンデータ・ビッグデータ利活用

Ⅴ

1 ＩＣＴを体感する機会の創出

教育機関でのＩＣＴ教育の推進

2
職員研修による人材の育成、情報リテラシー向上

情報化人材を育成する体制の充実と活動機会の創出

【市民と行政とのコミュニケ
ーションの推進】
ＩＣＴを活用し自主自立のま
ちをつくるため、市民と行政
が協働で実現するまちづくり

ＩＣＴを活用したコミュニケーションの推
進 市民からの情報収集及びニーズ等の分析に向けたデー

タ活用の検討

【安心・安全・便利なまちづ
くり】
多様な手段により、情報を的
確に伝える基盤の熟成

より便利な暮らしのための情報連携基
盤強化 超高速ブロードバンド未整備地区における通信環境の整

備促進

公共連絡網システム「あいべあ」を利用したメール配信サー
ビスの継続

【行政サービスの最適化と利
便性向上】
今後の情報社会に向けた行政
サービスの向上、基盤の構築

【地域活力の維持・発展】
産学官が連携し会津の活性化
を目指す地域社会の形成

農業分野におけるＩＣＴ利活用による効果検証及び普及拡
大

オープンデータ等の公開によるアプリ・サービス等の創出
支援

市が公開するオープンデータ等の拡充及び利活用に向け
た普及促進

【ＩＣＴ人材の育成及び情報
リテラシー向上】
だれもがＩＣＴの利便性を享
受できる社会の実現

スマートフォンやタブレット端末などのモバイル機器のセミ
ナー開催

ＩＣＴを活用できる知識を持つ人材の育
成



第2節　施策内容

分野Ⅰ 【市民と行政とのコミュニケーションの推進】

　施策Ⅰ- １．市政情報の発信

○施策内容

　市では市政だより等の紙媒体での情報発信に加え、市公式ウェブサイトや公共連絡網システム

「あいべあ」、地域情報ポータルサイト「会津若松＋（プラス）」などにより、ＩＣＴを活用した情報発信を

行っています。これらのサービスをより拡充するとともに、家庭用のテレビを操作が簡単な情報端末

にする新たな手段を活用するなど、市民が様々な情報を入手しやすくなる環境を整えながら、市の

情報発信力を高めていきます。

　ホームページやＳＮＳ等、様々な媒体を活用した観光情報の発信や本市への居住・移住を希望す

る方へ暮らしや住まいに関わる情報発信を行うなど、市外に向けた情報発信力の強化を図ります。
　

　施策Ⅰ- ２．ＩＣＴを活用したコミュニケーションの推進

○施策内容　

　市ではＩＣＴを活用したコミュニケーションツールとして、公共連絡網システム「あいべあ」やＧＩＳ、デ

ジタルサイネージ等からなるＩＣＴきずなプラットフォームを構築し、これらを活用することにより分かり

やすい情報を提供してきました。ＩＣＴを活用した地域コミュニティでの絆（きずな）を維持するため、

今後も運用を継続し利用拡大を図っていきます。

　要望や問い合わせなどの”市民からの情報”を効率よく収集するとともに、円滑に地図などを活用

して分かりやすく情報を共有するなど、市民と行政がコミュニケーションを図れるような仕組みを構築

します。

分野Ⅱ 【安心・安全・便利なまちづくり】

　施策Ⅱ- １．より便利な暮らしに向けた情報連携基盤の強化

○施策内容

行政が保有する医療や介護、障がいや健康・福祉に関する情報の共有について、関係機関で構

築されたシステムの拡大を図ります。また、マイナンバーカードを用いた本人認証の仕組みを利用し、

スマートフォンやパソコンで母子情報等を確認できる基盤を活用したサービスの拡充を行っていきま

す。

民間事業者により市内全域でブロードバンドの利用が可能な環境整備が進められてきましたが、

光ケーブルやＬＴＥなどの超高速回線を十分に活用することができない条件不利地域があることから、

今後、民間事業者と連携しながら通信環境整備の促進を図ります。

　施策Ⅱ- ２．災害・減災へ向けた取組

○施策内容

公共連絡網システム「あいべあ」を活用した災害・緊急情報の配信・市民への普及活動を継続し、

利用できない方に対する支援や代替方法について検討します。また、各種災害の危険地域や避難

所・避難場所、誘導方法を周知し、災害時においては観光客なども含めた、市内のすべての方に

情報を発信できる仕組みを検討します。

効率的な除排雪を行うため、ＩＣＴを活用した除雪車両の運行や降雪状況などの情報をリアルタイ

ムで把握し、事業者・市民・行政との間で状況を共有する仕組みを拡充していきます。

災害などの緊急事態が発生した場合でも市の損害を最小限に抑え、適切な業務の継続を図るた

めに必要となる「業務継続計画（ＢＣＰ)」とともに、ＩＣＴ部門の業務継続計画（ＩＣＴ-ＢＣＰ）の作成を

検討します。　
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分野Ⅲ 【行政サービスの最適化と利便性向上】

　施策Ⅲ- １．ＩＣＴを活用した窓口サービスの拡充

○施策内容　

　コンビニエンスストアでの証明書受付やタブレット受付サービス「ゆびナビ」など、ＩＣＴを活用した

窓口サービスを行うことで、混雑の解消や事務処理を改善し、利用者への手続き時間の短縮や利

便性の向上を図ります。高齢者・障がいのある方・子ども連れの方 など、すべての方に対して質の

高い窓口サービスを提供します。また、よりきめ細かな受付業務の対象者の拡充や証明の利用範

囲を追加するなど窓口サービスの更なる向上を目指します。

　施策Ⅲ- ２．業務の高度化及びシステムの最適化

○施策内容

行政サービスとしての役割を果たし、業務を遂行するための基盤の構築やＩＣＴ活用の仕組みに

ついて検討し、庁内システムの見直しや改善を進めます。また、ＧＩＳを活用した行政情報の共有な

ど、質の高い住民サービスを行うため横断的な住民情報連携システムを構築します。

タブレット端末やペーパーレス会議システムの活用により、紙による連絡・通知等の事務の多くを

タブレット端末の活用により電子化し、資料を印刷しなくとも会議を開催できる環境を整備し、ペー

パーレス化の取組を推進します。

　施策Ⅲ- ３．情報セキュリティ対策の強化

○施策内容

近年、地方自治体等において、個人情報の漏えい事故や、マルウェア感染によるデータの損失、

業務の停止等、情報セキュリティに関する問題が多く発生しています。市民の個人情報や市の情報

資産を脅威から未然に防ぐため、職員の情報セキュリティの意識及び情報資産の管理を徹底しま

す。

分野Ⅳ 【地域活力の維持・発展】

　施策Ⅳ- １．ＩＣＴ産業の振興

○施策内容　

　産学官民の連携のもと、アナリティクス産業やＩＣＴ関連産業の更なる集積や技術革新、既存産業

の高付加価値化により新たな産業の創出を行います。また、新たな人の流れや若年層の地元定着

を促すための雇用創出を図ります。

　新規事業の創出やＩＣＴを活用した既存産業の活性化を目指し、様々な環境整備や地元ベン

チャー企業への支援を行います。

　

　施策Ⅳ- ２．既存産業へのＩＣＴ利活用

○施策内容

　市では伝統産業・地場産業でのＩＣＴ利活用を進めており、特に農業分野においてＩＣＴを活用した

「養液土耕栽培システム」の導入を支援するとともに、農産物の収量増加や作業の省力化などの効

果を、生産者や関係機関とともに検証する実証事業を行っており、今後のＩＣＴ等先端技術の農業

生産への普及を目指しています。

　ＩＣＴ技術を活用した農業生産を行うことにより、農産物の収穫量・品質向上を図ることを目標に、シ

ステムを導入した事業者への支援や様々な農産物への検証作業を行います。
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　施策Ⅳ- ３．オープンデータ・ビックデータ利活用

○施策内容

　市が保有する情報のオープンデータ化を推進し、市政に関する状況を広く共有できる地盤を整え

るとともに、データの二次利用を促し有用なアプリ・サービス等の創出を目指します。

　ＩＣＴ専門大学である会津大学との連携のもと、市のオープンデータ等を活用しアナリティクス人材

の育成を図るとともに、市の地域情報化にかかわる取組に対し専門的な助言をいただき、情報化に

よる地域振興や行政サービスのより一層の向上を図ります。

分野Ⅴ 【ＩＣＴ人材の育成及び情報リテラシー向上】

　施策Ⅴ- １．ＩＣＴを体感する機会の創出

○施策内容

　今後ＩＣＴが社会に浸透していく中、インターネットの利用の有無やＩＣＴスキル・知識の差により情

報格差が広がる可能性があります。個人の情報リテラシーを把握し、各世代に対応したスキルアップ

や教育の場が必要となります。

　情報弱者となっている市民に向けた講習会や、次世代を担う子ども達へのＩＣＴ教育の導入・拡大

など、ＩＣＴを活用し、より便利になったサービスを体感してもらえるためにも市民の情報リテラシー向

上を支援します。

　

　施策Ⅴ- ２．ＩＣＴを活用できる知識を持つ人材の育成

○施策内容

　急速に高度化するＩＣＴ環境に対応するため、専門的な知識及び技能を有する人材の育成が求め

られます。

　情報機器やＩＣＴを活用し、より効率的で便利な住民サービスを提供するため、サービスの提供者

となる職員の情報リテラシーの向上を目指します。これまでに実施した職員研修に加え、職階別や

スキル別の職員研修等の充実を図ります。
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図４　会津若松市 情報化推進組織 体制図

情報化推進本部

        本部長：市長

　　　副本部長：副市長、水道事業管理者、教育長、代表監査委員

　　　市長部局：企画政策部長、財務部長、総務部長、市民部長、健康福祉部長、　

観光商工部長、農政部長、建設部長、会計管理者

　　教育委員会：教育部長

　　　　　議会：議会事務局長

選挙管理委員会：選挙管理委員会事務局長

　　　　　監査：監査事務局長

　　農業委員会：農業委員会事務局長
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