
令和４年度行政評価　施策評価票

主管部局・課 企画政策部　情報統計課

目指す姿

施策

施策番号
名称

施策の内容

施策１

施策２

１　政策分野の進捗状況
重要業績評価指標の達成状況

指標名 単位 説明又は計算式

1

オープンデータ登録件数 件

年度 令和３年度令和４年度令和５年度 最終目標 検証

目標 220 230 240
300

実績 221 － －

2

庁内研修会の開催回数 回 統計分析・データ利活用に関する庁内研修会開催回数

年度 令和３年度令和４年度令和５年度 最終目標 検証

目標 1 2 2
2

実績 1 1 －

政策目標４ 安全、快適な基盤づくり/政策８ 地域の活力を支える都市環境の維持

政策分野35 情報通信技術

 ＩＣＴ（情報通信技術）の活用により、市民の誰もが積極的にまちづくりに参加できる環境が整備され、
地域の課題解決や活力の維持・発展につながるまち

関連するSDGs17のゴール

ＩＣＴへの興味関心・リテラシー
の向上

　多くの市民がＩＣＴの利便性を享受し、日々進歩する技術等を身近に感じることのできる
機会を創出することにより、ＩＣＴへの興味関心の向上を図ります。
　さらに、情報格差（デジタルデバイド）の解消及び情報を使いこなす力（情報リテラ
シー）の向上を図ります。

ＩＣＴを活用した地域活力の維持
・発展

　多種多様な公開できうる情報やデータ（オープンデータ）の拡充を図ります。また、それ
らの解析等を行うアナリティクス人材（データサイエンティスト）の育成を図りながら、そ
の解析結果をまちづくりや企業活動等に活用するなど、地域活力の維持・発展につなげてい
きます。
　また,ＩＣＴの専門大学である会津大学等と連携しながら、ＩＣＴやＩｏＴを活用した他の
自治体の先導的なモデルとなる取組により、地域のしごとの創出に努めます。

オープンデータ利活用基盤DATA for CITIZEN上に登録されたデータセット数

登録データが目標よりわずかだが上回った。今
後も「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の目
標に向け、収集・登録を行っていく。

初の取組として、実務データ分析活用研修を実
施した。今後も継続していく。



２　施策の評価
施策１

取組状況

ＩＣＴへの興味関心・リテラシーの向上

今年度の
重点方針
（方向性）

　多くの市民がICTの利便性を享受し、日々進歩する技術等を身近に感じることのできる機会
を創出することにより、ICTへの興味関心の向上を図ります。さらに、情報格差（デジタルデ
バイド）の解消及び情報を使いこなす力（情報リテラシー）の向上を図ります。

【１】地域情報化の推進
・令和元年度にこれまでの地域情報化基本計画に替わる新たな「会津若松市情報化推進計画
」を策定した。

【2】情報交流支援スマートフォンアプリ「ペコミン」の利用促進
・平成28年度に、市公式のスマートフォンアプリ「ペコミン」を開発し、地図とオープンデ
ータを連携しながら地域の情報交流活性化に向けて利用を促進している。
・令和4年に国の交付決定を受けたデジタル田園都市構想推進交付金実施計画書に基づき、「
ペコミン」と「都市ＯＳ（会津若松＋）」を接続するための改修を実施している。
　※ペコミン利用実績→インストール数：2,471人（令和４年３月31日現在）
　※あいべあ利用実績→登録件数：18,947人（令和４年３月31日現在）

【3】市民ＩＣＴリテラシー向上
・平成30年度から、これまでのパソコンやタブレット講習会を見直し、ニーズの高いスマー
トフォン教室を開催している。

課題認識と
今後の方針
・改善点

・周辺地図連動型の情報交流支援スマートフォンアプリ「ペコミン」について、「都市ＯＳ
（会津若松＋）」やオープンデータ等との連携により、防災、健康、観光、生活などの情報
共有を進めるとともに、市民がＩＣＴの利便性を実感できるよう、スマートフォン講習会な
どの機会を活用しながら利用促進に向けた広報を行なう。
・デジタル技術の活用により、防災や健康増進、地域交流など様々な分野で利便性の向上し
、また、生活の質を向上できるようにするため、「市情報化推進計画」に基づき、「協働・
共創のためのデジタルシフト」を推進します。特に、市民の誰もがＩＣＴの利便性を享受で
きるよう、ＩＣＴリテラシーの向上を図るため、市民生活に身近なスマートフォンなどの講
習会を拡充する。



施策２ ＩＣＴを活用した地域活力の維持・発展

取組状況

今年度の重
点方針

（方向性）

 多種多様な公開できうる情報（オープンデータ）の拡充を図るとともに、それらの解析等を
行うアナリティクス人材（データサイエンティスト）の育成を図りながら、その解析結果を
まちづくりや企業活動等に活用するなど、地域活力の維持・発展につなげていきます。
　また、ICTの専門大学である会津大学等と連携しながら、ICT等を活用した他の自治体の先
導的なモデルとなる取組により、地域のしごとの創出に努めます。

【１】情報化に向けた整備
・平成24年度に国の補助事業（ＩＣＴ地域のきずな再生・強化事業）により、SNS、GIS、デ
ジタルサイネージを連携するシステムを構築し、公共連絡網システム「あいべあ」の運用を
開始しました。現在、喜多方市との共同運用を行なっている。
・令和4年度に国の交付決定を受けたデジタル田園都市構想推進交付金実施計画書に基づき「
あいべあ」と「都市ＯＳ（会津若松＋）」を接続するための改修を実施しています。

【２】光回線による超高速ブロードバンド環境の整備
・平成21年度にＤＳＬ通信設備整備事業により、大戸、湊、河東の一部地域で未整備となっ
ていたブロードバンド環境を整備。その後、平成29年度より光回線による超高速ブロードバ
ンド環境の整備に向けた検討を開始し、令和元年度から２年度にかけて整備を実施した。

【３】統計情報・オープンデータの利活用
・平成25年度に国の委託事業（ＩＣＴ街づくり推進事業）により、オープンデータの利活用
基盤「DATA for CITIZEN」を構築し、令和2年度にシステムリニューアルを経て、オープンデ
ータの活用を促進している。
・平成26年度～平成29年度にオープンデータコンテストを開催するなど、オープンデータの
活用実証事業を実施した。
・庁内業務においても、各種統計情報をはじめとしたデータを扱ううえで有益な考え方やツ
ール、データソース等の庁内共有を図りながら、いわゆるEBPM（証拠に基づく政策形成）の
実現を目指し、令和3、4年度と実務データ分析活用研修を実施した。
・令和4年度に国の交付決定を受けたデジタル田園都市構想推進交付金実施計画書に基づき「
オープンデータの利活用基盤「DATA for CITIZEN」」と「都市ＯＳ（会津若松＋）」を接続
するための改修及び効率的なデータ連携ができる標準規格への形式変換を実施している。

【４】「会津若松＋（プラス）」による情報提供
　平成27年度に、ポータルサイト「会津若松＋（プラス）」を整備し、オプトインを前提に
、利用者が登録した属性情報（年齢、子どもの有無など）などの分析に基づき、利用者にと
って関心が高い情報を優先的に表示させることができ、かつ、データ連携基盤としても利用
可能なデジタル情報プラットフォームとして運用することで、市民の利便性向上に資する情
報やサービスを提供してきた。
　「会津若松＋」と連携するサービスとしては、「MyPost」（日本郵便との連携により個人
宛ての重要書類をWeb上で受取可能）や、「除雪車ナビ」（市の除雪車の位置情報を表示）、
「母子健康情報サービス」（母子健康手帳の情報をスマホに表示）、「あいづっこ＋」（学
校と家庭をつなぐ情報配信アプリ）などがあり、それぞれ順次サービス提供を開始したほか
、新型コロナウイルス感染拡大を踏まえ、「LINEでちゃチャット問い合わせサービス」（AI
を活用した市政情報問い合わせサービス）を感染症に関する問い合わせにも対応可能とする
など、社会状況の変化にも対応しながら利便性向上を図り、利用者を拡大してきた。



３　関連する政策分野と事務事業
政策分野 事務事業名 担当部・課名

情報管理費 企画政策部　情報統計課

情報ネットワーク基盤整備事業 企画政策部　情報統計課

４　施策の最終評価

課題認識と
今後の方針
・改善点

【１】地域情報化に向けた環境整備と統計情報・オープンデータの利活用
・職員のデータ分析・利活用のリテラシー向上を図り、証拠に基づく政策立案（EBPM）など
効果的なデータ利活用が進むよう環境を整備することで、人口減少等の行政課題の解決に資
する人材の育成につなげるとともに、行政運営の効率化や生産性向上を図るため、庁内の各
種統計データや分析ツールを利活用していく。
・また、地域の産業や雇用の創出につなげていくため、本市の会津大学と連携しながら、デ
ータの解析等を行えるアナリティクス人材等を育成してく。
・市が保有するデータを標準規格でオープンデータ化して公開することで、様々なサービス
等で利用しやすくなり、会津大学や地元企業等に利活用を促すことにより、新たなアプリケ
ーション開発やサービス創出を支援する。
・大規模災害等においても有効な連絡手段を確保するとともに、日常生活での地域ICTの利活
用を促進するため、情報交流を支援するスマートフォンアプリ「ペコミン」とも連携してい
る公共連絡網システム「あいべあ」の利用促進に取り組む。
・さらに、「都市ＯＳ（会津若松＋）」と「あいべあ」、「ペコミン」を共通IDで連携させ
、オープンデータ利活用基盤と標準規格で連携することにより、今後、民間サービスとの連
携も促進し、利用者の利便性向上を図る。

【２】「会津若松＋（プラス）」の改修・サービス拡充と市民への周知
　本市が採択を受けた「デジタル田園都市国家構想推進交付金　デジタル実装タイプ　
TYPE3」は、より付加価値の高いデジタルサービスの提供を通じて地域の課題解決や魅力向上
を図り、Well-Being（個人の権利や自己実現が保証され、身体的、精神的、社会的に良好な
状態であること）の向上を目指すことを目的としており、そのために、様々なデータを分野
横断的に連携させる「都市OS・データ連携基盤」の整備を要件の一つとしている。
　現在「都市OS・データ連携基盤」として運用している「会津若松＋」について、他自治体
への横展開を見据えながら、デジタル庁の仕様に合わせ、標準化やセキュリティ強化などの
改修を行うとともに、利便性のさらなる向上に向け、サービスの拡充を進めていく。
　こうした取組に合わせ、スマートシティの恩恵を身近に感じていただけるよう、具体的な
サービスを実際に体感できる取組を強化するなど、分かり易い周知に努め、より一層の利用
者の拡大を図っていく。

４１-３

４１-３

・政策分野35「情報通信技術」の推進にあたっては、「２　施策の評価」に従い取り組むこと。

・施策１「ＩＣＴへの興味関心・リテラシーの向上」については、「ペコミン」の活用促進、スマートフ
ォン教室の充実により、市民のＩＣＴの利便性の向上を図っていく。
・施策２「ＩＣＴを活用した地域活力の維持・発展」については、デジタル田園都市国家構想推進交付金
事業と連携しながら、会津若松＋を通じたサービスの拡充に努め、利用者の拡大につなげていく。



５　事務事業一覧

番号 事務事業名 担当部・課

1 柱３ 9.1 地域情報化推進事業（情報化推進計画） 継続 企画政策部　情報統計課

2 ◎ 柱３ 9.1 継続 企画政策部　情報統計課

3 ◎ 柱３ 4.3 継続 企画政策部　情報統計課

1 ◎ 柱３ 9.1 地域情報化推進事業（公共連絡網システム利活用促進事業） 継続 企画政策部　情報統計課

2 ◎ 柱３ 9.1 データ利活用推進事業 継続 企画政策部　情報統計課

3 柱３ 9.1 地域情報化推進事業（情報化推進アドバイザー） 継続 企画政策部　情報統計課

4 柱１ 8.4 地方創生推進事業（デジタル情報プラットフォーム事業） 継続 企画政策部　スマートシティ推進室

重点
事業

人口減
少対策
※

SDGs
ターゲ
ット

次年度
方針

施策１　ICTへの興味関心・リテラシーの向上

地域情報化推進事業（ICTまちづくり推進事業）

地域情報化推進事業（市民ICTリテラシー向上）
施策２　ICTを活用した地域活力の維持・発展

※人口減少対策に資する事業を「第２期　会津若松市　まち・ひと・しごと創生総合戦略」で定める４つ
の基本目標に分類して表記しています。
柱１　ICTと既存産業・資源を活用したしごとづくり
柱２　地域の個性を活かした新たなひとの流れの創出
柱３　生活の利便性を実感できる安全・安心なまちづくり
柱４　結婚・出産・子育て支援と教育環境の整備



1

事業名 地域情報化推進事業（情報化推進計画） 法定／自主 自主

担当部・課 企画政策部　情報統計課 次年度方針 継続

事業費 0 0

所要一般財源 0 0

概算人件費 5,415 5,415

2

事業名 法定／自主 自主

担当部・課 企画政策部　情報統計課 次年度方針 継続

事業費 7,199 2,199

所要一般財源 5,533 1,080

概算人件費 3,760 2,708

3

事業名 法定／自主 自主

担当部・課 企画政策部　情報統計課 次年度方針 継続

事業費 1,766 1,766

所要一般財源 1,766 1,766

概算人件費 2,067 2,067

施策１　ICTへの興味関心・リテラシーの向上

概要
(目的と内容)

・情報化推進計画の策定及び進行管理を行
う。
・市民の情報化に対する意識を高め、ＩＣＴ
活用による利便性向上や生活コストの低減を
図る。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

令和２年３月に「会津若松市情報化推進計画」を策定し、情報化施策の推進を
図っている。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・

改善点）

・福祉・教育・産業などの各分野でＩＣＴの活用による利便性の向上を促進する
必要がある。
・市民の誰もが、ＩＣＴを活用し、生活の質を向上できるようにする必要があ
る。
「会津若松市情報化推進計画」に基づき、協働・共創のためのデジタルシフトを
推進していく。

地域情報化推進事業（ICTまちづくり推進事業）

概要
(目的と内容)

平成28年度に「県ＩＣＴまちづくり推進事業」
により開発したスマートフォンアプリ「ペコミ
ン」は、周辺地図との連動による防災・減災の
情報配信や健康増進、地域の交流促進等の機能
を有するアプリであり、アプリの活用推進を図
る。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

○平成28年度　県ICTまちづくり事業モデル市に決定、アプリの運用・連携テスト実施
○平成29年度 アプリ公開
〇令和元年度　各種機能の改修（＃検索機能追加）、地図を生かした投稿の拡充
○令和２年度～　あいづ食の陣、あいづわかまつ子連れお出かけマップなどの情報を
掲載し、情報発信力の強化を図った。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・

改善点）

防災・健康・観光・生活などの情報を共有することにより、多くの市民がＩＣＴ
の利便性を実感できるアイテムとして広く利用してもらうため、普及促進のため
の広報活動を積極的に行なっていく。ローカルアプリでこそ発信できる情報を
オープンデータ活用基盤「DATA for CITIZEN」などと連携し拡充していく。

地域情報化推進事業（市民ICTリテラシー向上）

概要
(目的と内容)

市民のＩＣＴリテラシー（活用する能力）向
上のため、インターネットや市ホームページ
の利活用方法、ソフトウェアの操作方法等を
学ぶ講習会を開催し、受講者がＩＣＴを身近
に感じ興味関心を抱いてもらうきっかけとす
る。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

○平成26年度～
　初心者向けタブレット教室、インターネットサービス体験講座、はじめてのスマー
トフォン教室、「ペコミン」教室、プログラミング体験講座
〇令和3年度　
　・はじめてのスマートフォン体験教室　参加：43名
　・初心者向けのスマートフォン教室　　参加：29名

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・

改善点）

インターネットを利用したサービスや手続きの普及により、スマートフォン等の
情報機器の利用を学ぶ機会の需要は高まっている。誰もがＩＣＴの利便性を享受
できるよう、初級者向けの企画や継続して参加できるセミナーを実施し、ＩＣＴ
への関心、利用技術の向上の機会をつくる必要がある。
市民のニーズに合った学習機会を増やし、市民のＩＣＴリテラシー向上に寄与す
るとともに、市のICTを活用したサービスの利用促進を図る。



1

事業名 地域情報化推進事業（公共連絡網システム利活用促進事業） 法定／自主 自主

担当部・課 企画政策部　情報統計課 次年度方針 継続

事業費 4,555 4,555

所要一般財源 3,496 3,496

概算人件費 1,204 1,204

2

事業名 データ利活用推進事業 法定／自主 自主

担当部・課 企画政策部情報統計課 次年度方針 継続

事業費 13,307 3,594

所要一般財源 5,974 3,594

概算人件費 6,016 4,512

3

事業名 地域情報化推進事業（情報化推進アドバイザー） 法定／自主 自主

担当部・課 企画政策部　情報統計課 次年度方針 継続

事業費 20 20

所要一般財源 20 20

概算人件費 452 452

施策２　ICTを活用した地域活力の維持・発展

概要
(目的と内容)

　大規模災害等においても有効な連絡手段を
確保するとともに、日常生活での地域ＩＣＴ
の利活用を促進するため、市民が手軽に活用
できるインターネット公共連絡網システム
「あいべあ」を運用している。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

【１】システム運用：「あいべあ」の運用管理・機能改善の実施、ローカル情報交流
アプリ「ペコミン」と連携（H28）
【２】広報・利用促進：出前講座の開催、市内の小中学校での「あいべあ」を利用し
た連絡網作成、運用のサポート
【３】その他：・喜多方市と「あいべあ」共同利用協定の締結（H29）・大熊町が共同
利用自治体から脱退（R2）

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・

改善点）

災害発生時の防災情報の配信のみならず、瞬時に情報伝達ができるメリットを活
かしながら、様々な業務分野において情報提供や注意喚起を行える有効なツール
としての利活用を促進する。住民が多くの情報を享受できるようメール以外の
様々な発信方法（SNS/プッシュ通知）を検討する。

概要
(目的と内容)

オープンデータ利活用基盤「DATA for 
CITIZEN」上にオープンデータの蓄積を行うとと
もに、データ活用を促進する。
また統計情報の分析やデータ利活用による効果
的・効率的な行政運営を推進するため、庁内職
員の資質やスキルの向上を図る。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

○オープンデータ利活用基盤「DATA for CITIZEN」の運用・更新
○センサー機器等を用いてデータ収集を行いオープンデータで公開するとともに、行
政事務の効率化のための活用を行なった。
○データ利活用および地域課題解決をテーマとした全国規模のコンテストへ参画し、
市や地域での取組が全国的に高い評価を得た。
○データ分析・活用の考え方や進め方を学ぶ庁内職員向けの研修会を実施した。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・

改善点）

○オープンデータの拡充と利活用に向けた、データ形式の標準化等の整備が必要。
〇EBPMをはじめとした効果的なデータの活用に関して、庁内職員の理解とスキルの向
上が必要である。
〇庁内における情報・データ流通や利活用を促進し、行政運営の効率化や生産性向上
を図る。
○オープンデータを活用したアプリ開発や利活用の事例を生み出していく。

概要
(目的と内容)

情報化推進アドバイザー会議を開催し、本市の
情報化施策に対するアドバイスなどを受ける。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

会津大学教員（教授など）を情報化推進アドバイザーとして、平成13年度より情報化
推進アドバイザー会議を開催している。
アドバイザー会議の開催実績
○令和元年度　2人×2回　会津大学教授、会津大学准教授
○令和2年度　 2人×1回　　会津大学教授、会津大学准教授
○令和3年度　 2人×1回　　会津大学上級准教授

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・

改善点）

産学官が連携して地域の活性化を目指す取り組みの一環として、会津大学との事
業連携について、既存事業の連携強化や新規事業の立ち上げを積極的に実施し、
地域情報化推進に寄与できるよう取り組む必要がある。
地域情報化施策において、職員の視点だけでなく、情報化推進アドバイザーの専
門的見地からの意見を取り入れていく。また、日々進展するＩＣＴ環境に対応し
ていくためのアドバイスを受ける。



4

事業名 地方創生推進事業（デジタル情報プラットフォーム整備事業） 法定／自主 自主

担当部・課 企画政策部　スマートシティ推進室 次年度方針 継続

事業費 10,352 10,352

所要一般財源 4,926 4,926

概算人件費 5,054 5,054

概要
(目的と内容)

目的：複数データが連携した付加価値の高いサ
ービスを提供することを通じ、生活の利便性向
上を図る。
内容：都市OS・データ連携基盤「会津若松＋」
の運用・機能拡充を進めていく。

財務内容
単位(千円)

令和４年度
（予算）

令和５年度
（見込み）

これまでの
取組状況

（主な取組と
成果）

・オプトインを前提に、利用者にとって関心が高い情報を優先的に表示させることが
でき、かつ、データ連携基盤として「会津若松＋」を運用することで、市民の利便性
向上に資する情報やサービスを提供。
・「会津若松＋」と連携する「除雪車ナビ」などの市民生活の利便性向上につながる
サービスの提供を順次開始し、徐々に利用者も拡大（令和３年年度末現在ID登録数：1
7,816ID）。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・

改善点）

・市が採択を受けた「デジタル田園都市国家構想推進交付金　デジタル実装タイプ　T
YPE3」は、「都市OS・データ連携基盤」の整備を要件の一つとしており、「会津若松
＋」について、デジタル庁の仕様に合わせ改修を行うとともに、利便性のさらなる向
上に向け、サービスの拡充を進めていく。
・具体的なサービスを実際に体感できる取組を強化するなど、分かり易い周知に努め
、より一層の利用者の拡大を図っていく。
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