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【１】策定にあたって 

 

〔１〕指針の策定意義 

本市では、平成 10年 3月に「伊丹市高度情報化基本構想」を策定し、本格的な電子自治体

の構築に向けての施策展開を開始しました。その後、平成 15 年に「伊丹市情報化計画」を、

平成 20 年には「新・伊丹市情報化計画」を策定し、この間に情報基盤の整備の他、具体的な

情報化施策の実施に取り組み、端末配備やネットワーク環境の構築等のインフラ整備は十分

な進展がありました。しかし、これらの構想・計画で策定した具体的な施策展開は、総合計

画との整合性が十分ではなかったり、情報化技術の推移により計画内容が陳腐化し実施が困

難になったりし、必ずしも計画通りに推進できない施策もありました。 

そのため、中長期にわたる具体的な計画の策定は総合計画や事業実施計画に従うこととし

たうえで、その施策の情報化の実施方法については、状況に応じて柔軟に対応できるように

規定した方針を策定することが、最適な情報化の推進に資すると考えられます。 

また、「新・伊丹市情報化計画」は平成 24 年度で計画年度を終了しており、今後の情報化

施策の展開に向けて、その方向性を規定する新たな方針を策定する必要があります。 

そこで、本市の情報化の進展に向けた基本的な考え方を示すこととし、個別の施策におけ

る情報化技術の採択において活用するとともに、後述する官民データ活用推進基本法におけ

る市の官民データ活用推進計画としての役割を持たせ、伊丹市が抱える様々な行政課題の解

決を図ります。 

 

〔２〕情報化を取り巻く環境 

平成 13 年 1 月に施行された「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法」に始まり、これ

まで国による様々なＩＣＴ（Information and Communications Technology。情報通信技術）

利活用の戦略・計画等が打ち出され、情報インフラや基盤の整備が行われてきました（※総

務省「地方自治情報管理概要」等を参照）。 

この間、伊丹市でも電子

自治体の推進に向け、様々

な情報システム基盤や各

種システムの整備に取り

組み、市民サービス・利便

性、職員の業務効率の向上

を図ってきました。しかし、

現行のシステムは個別に

設計・構築され、他業務と

の連携が十分ではなかっ

たり、旧来の技術による管

理が行われていたりし、必

ずしも最適なシステムと
  

総務省「地方自治情報管理概要～電子自治体の推進状況（平成 27
年 4月 1日現在）～」より 
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は言えない部分もありました。 

今後、情報化の更なる推進に取り組むにあたっては、公務の信頼性を確保することを最優

先としつつ、市民サービスや利便性、職員の業務効率を向上させることに加え、既存システ

ムの再構築や全体最適化という視点が重要となります。 

また、情報化技術の進歩はとても速く、様々な技術の盛衰が繰り返され、数年のうちに従

来とは全く異なる形態のサービスが展開される事例も多数存在します。そしてその一方で、

各種技術の脆弱性をつく様々な脅威も次々と生み出されており、システムやデータのみなら

ず、市民生活に甚大な被害を及ぼす事件も発生しています。このため、情報化技術の採択に

あたっては、利便性のみならず、その興亡や隆盛、安全性や脆弱性への対策など、様々な視

点から考慮する必要があります。 

平成 28 年の情報化を取り巻く環境を振り返ると、大きく以下の点がピックアップされまし

た。 

・社会保障・税番号制度の成立 

・日本年金機構の情報漏えいを発端とした自治体セキュリティ強靭化対応 

・スマートフォンといったモバイルデバイスのコモディティ化 

・ＩｏＴ（Internet of Things。モノのインターネット）の台頭 

 

こうした状況を踏まえ、国の動向としては平成 28 年 12 月、官民のデータ利活用のための

環境を総合的かつ効果的に整備するため、官民データ活用推進基本法（平成 28年法律第 103

号 以下「基本法」という。）が公布・施行されました。基本法では、国、地方公共団体及び

事業者の責務を明らかにするとともに、国及び地方公共団体に対しては、官民データ活用の

推進に関する計画の策定を求められました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図 官民データ活用推進基本法制定の背景＞ 

 

これを受け、国は、平成 29 年 5 月、世界最先端ＩＴ国家創造宣言・官民データ活用推進基
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本計画を策定し、平成 30年 6 月には官民データ活用推進基本計画を世界最先端デジタル国家

創造宣言・官民データ活用推進基本計画（以下、基本計画という。）として変更しました。基

本計画では、国民が安全で安心して暮らせ、豊かさを実感できる社会を実現するための「世

界最先端デジタル国家」の創造に向け、ＩＴ（Information Technology。情報技術）を活用

した社会システムの抜本改革を掲げています。特に「デジタル技術を徹底的に活用した行政

サービス改革の断行」として「行政サービスの 100％デジタル化」「行政保有データの 100％

オープン化」「デジタル改革の基盤整備」を、「地方のデジタル改革」では「ＩＴ戦略の成果

の地方展開」等が明記されました。 

兵庫県においても、平成 27 年 3 月 「ひょうごＩＣＴ戦略」を策定した後、平成 31 年度

には「ひょうご・データ利活用プラン」に見直し、「兵庫 2030 年の展望」がめざす「すこや

か兵庫」の実現に向けたＩＣＴとデータの利活用指針として、基本理念に「攻めのＩＣＴ利

活用」を掲げ、４つの基本方針として、「１ 未来を創る～イノベーションの創出～」、「２ 活

力を高める～パフォーマンスの向上～」、「３ デジタル社会を支える～基盤の強化～」、「４ 

スマート自治体をめざす～デジタル行政の推進～」を示しています。このうち、特に「４ ス

マート自治体をめざす～デジタル行政の推進～」では、限られた人的資源で質の高い行政運

営を実現するための手段として、（１）ＢＰＲ～業務プロセスの見直し～の推進、として、行

政手続きのオンライン化やＡＩ（（Artificial Intelligence。人工知能）やＲＰＡ（Robotic 

Process Automation。人が行うパソコン上の操作を事前に設定した手順・ルールに沿って自

動化するソフトウェア上のロボット）の活用などによる見直し、（２）情報システムの改革、

として、システムのクラウド化などが挙げられており、多様化・複雑化した行政ニーズに対

応するためには、自治体のスマート化が不可欠としています。 

 

【２】本指針の目標 

施策の実施にあたっては、システム利用が前提となっているものも多く、施策実施とシステム

は表裏一体であると言えます。そのため、情報化の推進においては、それ自体を目標とするので

はなく施策実現のための手段ととらえ、情報化を推進させることが施策の本質に合致し、それに

よって市民サービスや利便性、職員の業務効率の向上が図られなければなりません。 

本指針では、導入したシステム等が十分なパフォーマンスを発揮し、安全な状況を保った上で、

施策の展開において情報化が最大限に活用されている状態を構築・維持することを目標とします。 

平成 25 年に策定し、平成 29 年に見直した本市の指針については、基本的に継続しますが、働

き方改革において求められる業務の効率化や、新庁舎における質の高い行政サービスを実現する

ためには、セキュリティを確保した上でオープンデータへの取り組みや、ＡＩ・ＲＰＡ及びＩｏ

Ｔ等の最新のＩＣＴ技術を積極的に活用した施策について、より一層プライオリティを上げて対

応する必要があります。 

 

【３】適用期間 

「伊丹市総合計画（第 5次）」の計画期間中に加え、令和 3年度において適用することとしま

す。但し、指針の計画期間が平成 25 年度～令和 3年度と長期にわたるため、原則として中間の
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平成 28 年度において内容を見直すこととしており、本指針は平成 28年に一度改定しました。今

後、デジタル・ガバメントの推進や新庁舎における新しい働き方の取り入れなど、適用期間中に

情報化施策の重要局面を迎えることが想定されます。その場合は適宜内容を見直し、方針を修正

することとします。 

 

【４】基本的な方針 

情報化の技術は常に進歩しているため、現行のシステムを永続的に利用することはできません。

そのため、既存のシステムも更新する必要が生じます。また、新たな行政事務に対応するために、

新規システムを導入する必要も生じてきます。これらの情報化の推進にあたっては、以下の方針

を基本として個別の事例について検討を進めることとします。 

 

〔１〕国・県等の政策への対応、全庁的なシステムの導入 

市の施策展開において、国・県等の情報化施策の動向への対応も含め、導入する必要があ

るシステム等については、その調達スケジュールに合わせて対応していきます。その中でも、

全庁的又は複数の部門にわたって影響が生じると見込まれる場合、その情報化の取り組みに

ついては所管課と連携して取り組む必要があります。その際は、その取り組みを取りまとめ、

最適なシステムの構築を推進します。 

 

〔２〕全体最適化とバランスのとれた個別最適化 

「伊丹市総合計画（第 5次）」及び事業実施計画において規定された各課個別の事務事業に

ついては、国・県等の情報化施策や情報化技術の動向等を見極めながら、必要なシステムの

構築推進支援を行っていきます。 

（１）既存システムの再構築支援 

機器の耐用年数や技術のサポート状況、最新のシステムの動向に加え、法整備や政策

動向を十分に勘案し、更新の機会を判断する必要があります。なお、サーバ機器類の法

定耐用年数は 5 年、パソコンは 4 年とされていますが、十分なサポートが得られること

に加え、法定耐用年数以上の期間を使用してでも、次年度以降に再構築することがより

効果的である場合は、再リース等により更新期間を調整することとします。 

既存の各業務システムの更新や再構築にあたっては、常に新しい技術の動向を勘案し

ながらその活用を推進します。また、システムの共同化・標準化を図ったり、関係所属

との連携を高めたりすることにより、情報資産が最大限に活用されるシステムを構築す

るよう取り組みます。 

（２）新規システムの構築支援 

新規システムの導入にあたっては、施策実施上におけるシステムの位置付けや業務効

率化による効果額、市民サービスへの貢献度等を所管課において十分議論し、最適なシ

ステムを選択する必要があります。そのために必要な情報の提供やサポートを行い、導

入の可否を判断していきます。 

（３）個別システムの統合化 
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既存システムの更新や新規システムの導入にあたっては、関連する複数のシステムを

取りまとめる、あるいはデータや機器の共有を図ることにより、費用の抑制や業務効率

の向上を図ります。その際は統合することが目的とならないように、統合効果や中長期

的な視点で統合の是非を判断し必要な支援を行います。 

（４）陳腐化した技術への対応 

既にサポートの終了した技術に基づいて構築されたシステムについては、深刻な脆弱

性が潜んでいる可能性があり、今後の業務継続も困難になってくることから、できる限

り早期に最新の技術へ移行する必要があります。その際は、上記（１）～（３）に準じ

て対応することとします。 

（５）自治体クラウドへの対応 

自治体クラウドへ対応するには、業務の標準化を行う必要があります。特に番号制度

への対応に当たっては、他の自治体や国などの機関と情報連携を行うため、処理手順や

データの標準化を図る観点からパッケージ製品の導入を進めてきました。 

今後は同じパッケージ製品を採用する自治体と情報システム基盤を共同運営するなど

の方法を研究し、市民サービスの向上や災害時やシステム障害発生時の業務継続性の確

保、セキュリティ水準の向上などに取り組んでいきます。 

 

〔３〕最新技術への対応 

（１）クラウドサービス 

機器やシステムを保有せずネットワーク経由でサービスを利用するクラウドコンピュ

ーティング（ＡＳＰ（Application Service Provider。インターネット上でアプリケー

ションを利用するサービス形態）等を含む）や、簡易に広範囲に情報を発信できるＳＮ

Ｓ（Social Networking Service。インターネット上の交流サービス）のように、費用の

抑制を図りつつ多大な効果を得ることが可能な新しいシステム・サービスの形態が現れ

てきています。 

特に、インターネット上で公開されている、特定の機能を実現するために用意された

ソフトウェアを部品として組み合わせるＡＰＩ（Application Programming Interface）

の利用は、行政サービスのオンライン化、ワンストップ化を加速させていくためには必

要不可欠な技術です。 

しかし、業務の標準化に伴う内部事務の見直し（ＢＰＲ。Business Process 

Re-engineering）が必要なことや、市の意図しない部分での影響が発生するなど、必ず

しもメリットばかりが生じるわけではありません。また、民間事業者の提供するサービ

スについては事業継続性が担保されていないため、利活用にあたっては十分に情報を収

集することが必要なものもあります。安心・安全にクラウドサービスを利用するための

方策等について、国の研究やガイドライン等を参考に、利用するサービスや取り扱う個

人情報の内容に配慮した上で、クラウド技術の積極的な活用を図ります。 

  （２）オープンデータ 

行政の保有するデータを活用した新しいビジネスの創出による地域活性化や地域課題
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の解決など、データの見える化や二次利用の積極的な促進といったオープンデータへの

取り組みは、根拠のあるデータに基づいた政策立案（ＥＢＰＭ。Evidence Based Policy 

Making）による行政の高度化にも必要不可欠なものとなっています。特に、地方公共団

体が公開することが推奨されるデータセット（以下、「推奨データセット」という。）へ

の対応を優先して進めるため、オープンデータの要素として推奨データセットのほとん

どに含まれる位置情報を地図上に示す手段として、ＧＩＳ（Geographic Information 

System。地理情報システム）を活用した市民への情報発信を積極的に進めていきます。 

（３）ＡＩ、ＲＰＡ、ＩｏＴ 

インターネットが社会経済活動への隅々にまで普及しつつある中、ビッグデータの利

活用をはじめとしたデジタル化の進展は、センサーにより自動的にデータを収集・発信

するＩｏＴ、ビッグデータを解析する人工知能（ＡＩ）、大量の反復処理をソフトウェア

が自動的に処理するＲＰＡ、などの新しい技術を産み出してきました。ＩｏＴに関して

は実際に市の施策に活用され始めています。働き方改革で求められる行政事務の効率

化・高度化に対応するためには、こうした最新のデジタル技術に対して積極的に検討を

進め、市民サービスの向上に役立つと判断できる場合は、導入を進めます。 

前述の通り、今後も次々に新たな技術が生み出されていくと予想されますが、運用面やセ

キュリティ面に未成熟なところもあり、深刻な被害を被る可能性も排除できません。他の手

段でも補完が可能な体制を確保しつつ、試験運用による導入等を検討し、利用可能な業務か

ら新たな技術を導入していくこととします。 

 

〔４〕管理体制の充実 

（１）セキュリティ対策 

情報通信技術は凄まじい速さで進歩しており、新たな技術が現れても、数年の間に更

に発展し、また新たな技術に置き換わるサイクルが繰り返されています。さらに、悪質

なサイバー攻撃等の脅威も増加しており、その手法も巧妙化してきています。新たな技

術のみならず、既存の技術であっても、未知の脆弱性が次々に発見されており、今日の

情報化技術においてその根幹を担うＯＳやサービスについては、頻繁にセキュリティパ

ッチが配布されています。これらの脆弱性への対策を行わず放置することは、システム

障害や情報漏洩など、深刻な被害を引き起こす要因となり得ます。昨今は巧妙化するサ

イバー攻撃から完全に守ることは難しいとも言われる状況です。特に、2020 年に開催さ

れる東京オリンピックなど、大きな国際イベントの国内開催を控え、サイバー攻撃は今

後ますます激化することが予想されています。 

そこで、サイバー攻撃への対策として、三層の構えによる自治体強靭性向上モデルへ

対応し、二要素認証による強力なアクセス制限などによる住民情報流出の徹底した防止、

LGWAN 環境のセキュリティ確保のためのインターネット接続系の分離、兵庫県情報セキ

ュリティクラウドによる高度な情報セキュリティ対策を実施しました。利便性は損なわ

れるものの住民情報を守るため必要な対応であり、今後も 100%安全な環境を目指すため

に、セキュリティ確保に対する施策を積極的に進めていく必要があります。そのため、
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最新技術の動向について情報を収集する一方で、既存の技術についてもセキュリティ情

報に留意し、国・県や他の自治体との連携を通じて、安定的な運用管理に必要な知識・

技術の習得を図っていきます。特に、各所属が管理するシステムについては、十分なセ

キュリティを確保する体制の構築が困難なことから、構築支援を通してセキュリティ管

理の徹底を図ります。 

（２）ソフトウェア資産管理の充実 

各種システムで利用するソフトウェアは、基本的にライセンス管理が必要であり、使

用許諾書に記載されている範囲で使用することができます。しかし、官公庁や地方自治

体においても、使用許諾を逸脱し、違法なライセンス使用がなされ、適正な購入金額の

数倍にも及ぶ費用の請求がなされる事例が発生しています。 

総務省の「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」

においても、ソフトウェアのライセンス管理が規定されていることから、個別のシステ

ムも含めて、適正にライセンスが管理されている状態を維持できるよう支援を行います。 

（３）業務継続計画への取り組み 

大規模災害、事件・事故等により庁舎が壊滅的な状況に陥り、行政サービスを行うう

えで欠かすことができない情報システムが使用不能となる事象が発生しています。 

災害や事故を受けても、情報システムを機能させ、重要業務を中断させず、中断した

としてもできる限り早く復旧させるために必要な業務継続性について検討を行います。 

特に熊本地震を代表するように地震における脅威が全国的に広がっているほか、本市に

おいても大阪北部地震や平成 30 年台風 21 号などの大きな災害が発生したことから、危

機管理室との連携強化や、新庁舎における免震構造の採用などの災害対策の強化、クラ

ウドサービスの採用による地理的リスクの分散など、対策を進めます。 
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