第１章

計画策定にあたって

１ 計画策定の趣旨
ICT（情報通信技術）は、近年の最新技術を受け、大量の情報を効率的に処理し、一斉に情
報を伝達・共有できるなどといったデータ利活用社会となっています。
また、近年のスマートフォンの急速な普及や、IoT、ビッグデータ、AI の実用化の進展な
ど、ICT を取り巻く環境が著しく進展する中、これらの技術革新を的確に把握し、行政サー
ビスの向上に努めていく必要があります。
北見市では、平成 21 年３月に、平成 21 年度から５年間の計画として「北見市 IT 推進計画」
を策定し、ICT を利用した市民サービスの向上や、行政の効率化をめざし、平成 26 年３月に
は、「第２次北見市 ICT 推進計画」を策定しました。
今後も、行政サービスの向上や、情報提供の充実などを目的として、
「第３次北見市 ICT 推
進計画」を策定します。
２ 計画の位置づけ
北見市総合計画におけるまちづくりの基本目標「市民による自主自立のまちづくり（地域・
自治）の分野別施策にある「効率的な地域経営の推進」を具現化する個別計画とし、効率的
かつ効果的な質の高い行政サービス提供を図るための指針とします。
北見市の情報化計画の策定経緯

３ 計画期間
計画期間は、
「北見市総合計画」の計画期間に合わせ、
「前期基本計画期間」である平成 31
年度から平成 35 年度（2019 年度から 2023 年度）の５年間とします。
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第２章

情報化の動向

１ 社会全般の動向
ICT の進展は著しく早く、このことは、10 年前、20 年前の技術やサービスと比較すると明
らかです。
特に、近年では、スマートフォンの普及、IoT の進展、有線・無線ネットワークの高速・
大容量化により、文字情報だけでなく、画像や映像データ、位置情報などを、月毎、日毎と
いう定期的な情報ではなく、リアルタイムで流通・蓄積されるデータを、インターネットを
通じて送受信できるようになっています。
更に、データ流通量の飛躍的な増大に伴い、ディープラーニングといった、AI の主流な技
術を利用し、画像・映像解析技術が急速に進んでいます。
このような中、ブログやソーシャルネットワーキングサービス（SNS）等の利用により、イ
ンターネット上に自らに関するデータが増加することとなり、個人情報の適正な取扱いやプ
ライバシーに対する意識が高まっています。
多種多様で大量のデータが送受信され、AI などにより分析・解析などの技術革新がある中
においても、同時並行して、個人情報やプライバシー保護、サイバーセキュリティ対策、デ
ータの品質や信頼性、安全性の確保が必要となってきています。

IoT 機器のセキュアネットワーク接続例

出典：IoT 推進コンソーシアム・総務省・経済産業省「IoT セキュリティガイドライン Ver1.0」
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インターネット利用者の割合

個人のインターネット利用者の割合の推移

出典：総務省「平成 29 年度通信利用動向調査報告書」

主な情報通信機器の保有状況の推移

※「モバイル端末全体」には、平成 21 年度以降は携帯情報端末(PDA)、平成 22 年以降はスマートフォンも含む。
※「インターネットに接続できる家庭用ゲーム機」について、平成 29 年はテレビ等に映像を表示するゲームの割合。
※無回答を含む。

出典：総務省「平成 29 年度通信利用動向調査報告書」
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２ 国・北海道の動向
国では、平成 13 年に「2005 年までに世界最先端の IT 国家になる」ことを目標とした「ｅ
－Ｊａｐａｎ戦略」が掲げられ、申請や届け出のオンライン化を可能とする電子政府・電子
自治体の構築に向けて取り組みを開始しました。
平成 15 年には、
「2006 年以降も世界最先端であり続ける」ことを目標として「ｅ－Ｊａｐ
ａｎ戦略Ⅱ」が掲げられ、基盤整備だけではなく、利用するアプリケーションの充実を目標
に、高度な行政サービスの実践を求めました。
平成 18 年には、
「世界一便利で効率的な電子行政」確立のため「IT 新改革戦略」を示し、
「いつでも、どこでも、何でも、誰でも」使えるユビキタスなネットワーク社会の実現を目
標としました。
平成 19 年には、
「利便・効率・活力を実感できる電子自治体の実現」を目指した「新電子
自治体推進方針」が示されました。
平成 22 年には、
「国民本位の電子行政の実現」や「地域の絆の再生」
、
「新市場の創出と国
際展開」を掲げた「新たな情報通信技術戦略」が策定されました。
平成 25 年には、
「基本理念」
「目指すべき社会・姿」
「目指すべき社会・姿を実現するため
の取り組み」
「利活用の裾野拡大を推進するための基盤の強化」
「戦略の推進体制・推進方策」
の５つから構成された「世界最先端 IT 国家創造宣言」が策定され、2020 年までに、世界最
高水準のＩＣＴ利活用社会を目指すことが示されました。

我が国のＩＴ戦略と電子自治体の展開

出典：総務省「我が国の IT 戦略と電子自治体の展開」
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近年では、ICT 技術の進展が急速で、インターネットの利用拡大もあり、インターネット
上を多種多様なデータが大量に流通する「データ」大流通時代の到来を踏まえ、官民がデー
タを適正かつ効果的に利用できるよう、平成 28 年 12 月に「官民データ活用推進基本法」が
公布・施行され、平成 29 年には、
「世界最先端 IT 国家創造宣言・官民データ活用推進基本計
画」が閣議決定されました。
IT 新戦略として、「世界最先端デジタル国家」の創造に向け、政府の行政サービスを起点
として、紙中心のこれまでの行政の在り方等を含めた、大改革を断行することで、国民が安
全で安心して暮らせ、豊かさを実感できる社会の実現をめざし、平成 30 年６月に「世界最先
端デジタル国家宣言・官民データ活用推進基本計画」が示されたところです。

「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」の概要

出典：内閣官房情報通信（IT）総合戦略室「
「世界最先端のデジタル国家」に向けて」
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道では、平成 13 年度以降、
「北海道高度情報化計画」
（平成 13 年度～平成 14 年度）
、
「北海
道高度情報化計画改定計画」
（平成 15 年度～平成 17 年度）
、
「北海道高度情報計画フォローア
ップ計画」
（平成 18 年度～平成 19 年度）
、
「北海道 IT 推進プラン」
（平成 20 年度～平成 22 年
度）、
「北海道 IT 推進プランⅡ」
（平成 23 年度～平成 25 年度）
、
「北海道 IT 利活用推進プラン」
（平成 26 年度～平成 29 年度）を策定し、共同アウトソーシングへの取り組みを進め、道と
道内市町村で構成する「北海道電子自治体共同運営協議会」を設立するとともに、
「次世代型
電子行政サービス化調査研究」により、道内自治体の事務処理の標準化の仕様として「北海
道モデル標準」を策定するとともに、
「北海道モデル標準」を利用した、北海道発の自治体ク
ラウドを推進しました。
近年では、平成 28 年に施行された「官民データ活用推進基本法」に基づき、策定が義務化
された「官民データ活用推進計画」を担う計画として、働き方改革に向けたテレワーク導入
の促進や市町村へのオープンデータ取組促進などの ICT の利活用を積極的に推進するため、
平成 30 年３月に「北海道 ICT 利活用推進計画」を策定したところです。

北海道の情報化計画の策定経緯

出典：北海道「北海道 ICT 利活用推進計画」
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第３章

北見市の状況

１ 北見市の情報化
本市では、平成 18 年３月の１市３町の合併により、広域な行政区域となり、それぞれの自
治体が持つ情報通信基盤の大幅な変更が必要になったことや、情報化の進展により、市民ニ
ーズが変わってきたことなど、新たな課題に対応するため、
「北見市総合計画」で位置づけた
「市民とつくる信頼と協働のまちづくり」の中の「地域情報化の推進」を具現化する個別計
画として、
「北見市 IT 推進計画」を策定しました。
また、平成 26 年３月には、
「北見市総合計画」の後期計画策定に合わせて、
「北見市 IT 推
進計画」の進捗状況を確認するとともに、施策分野に掲げる内容に関しての新たな取り組み
として具体的施策により、情報化の推進を図ってきました。
２ 前計画におけるこれまでの実施状況
前計画においては、情報化の５つの基本目標とそれを達成するための手段として、９つの
施策分野を定め、施策分野ごとの具体的な施策を展開しました。
施策
分野
１

施策名

進捗状況

進捗
区分

今後の対応

ICT を利用した市民サービスの向上
（１）窓口サービスの向上
窓 口 支 援シ ステムの
導入

福 祉総 合相談 システ
ムの導入

社会保障・税番号制度
の導入

窓口における手続きの簡素
化やワンストップ化など、窓
口業務の効率化のため、シス
テム導入を実施しました。
福祉分野の手当やサービス
の利用状況、相談履歴の共有
化など、横断的な相談対応に
必要なシステム整備を行い
ました。
「社会保障・税番号制度」に
基づき、個人番号の情報連
携・提供の仕組み構築のた
め、既存システムの改修を実
施しました。

実施

実施

実施

（継続）
窓口業務に加え、事務作業の効
率化を継続して検討します。
（継続）
継続して、窓口業務の効率化・
サービス向上に向け検討を行
います。
（継続）
マイナンバーカードを利用し
た申請書受付や情報連携の仕
組みを有効に利用し、窓口サー
ビスの向上に努めます。

（２）情報提供・公開の充実
ホ ーム ページ の利便
性向上

ソ ーシ ャルネ ットワ
ーキングサービス
（SNS）の利用

記事作成のガイドラインを
作成し、アクセシビリティに
配慮した利用しやすいホー
ムページの作成を実施しま
した。
Facebook の運用ガイドライ
ンを策定し、運用しました。

実施

実施
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（継続）
パソコンからの利用だけでは
なく、モバイル機器からの利用
にも則したホームページの作
成を検討します。
（継続）
Facebook に代表されるソーシ
ャルネットワーキングサービ
スの有効利用について、調査・
研究します。

施策
分野

施策名
市政情報公開の充実

災害・緊急情報伝達ル
ートの整備

２

進捗状況
各種会議の会議録を公開し
ました。また、市議会本会議
のインターネット中継を継
続して実施しました。
発信する情報の項目（カテゴ
リ）を追加するとともに、緊
急時の情報発信に努めまし
た。

進捗
区分
一部
実施

今後の対応
（継続）
引き続き、取り組みを継続しま
す。

実施

（継続）
サーバ更新を含めシステムの
安定稼働を実施するとともに、
継続して、情報発信を実施しま
す。

実施

（終了）
運用になったことから、取り組
みを終了します。

ICT を利用した豊かな心と文化を育てる社会の実現
（１）協働の取り組み
市民活動団体の支援

市民活動団体のネットワー
ク形成に係る ICT 関連の講習
会を実施しました。

（２）教育・文化分野の ICT 化推進
教育における ICT 基盤
の整備推進

小中学校における ICT
利活用の支援

図 書館 サービ スの充
実

３

校内 LAN の整備実施及びコン
ピュータ教室用のパソコン
更新を実施しました。

情報機器の整備として、市内
小中学校の全普通教室に実
物投影機とデジタルテレビ
を設置したほか、校務用パソ
コンの更新及び ICT 環境の利
活用についての技術的支援
体制の充実を図りました。
IC タグ及び自動貸出機の導
入及びインターネット公開
資料の閲覧環境整備を実施
しました。

児 童館 ネット ワーク
利用の充実

児童館ネットワークを利用
した情報共有を実施しまし
た。

地 域文 化デジ タル化
の推進

歴史的資料のデジタル化を
進めるとともに、デジタル情
報の公開方法について検討
しました。

実施

実施

実施

一部
実施

一部
実施

（継続）
校内 LAN 整備拡充の検討及び更
新計画に沿ったコンピュータ
教室用パソコンの更新を実施
します。
（継続）
校務用パソコンの更新、教育委
員会ネットワーク導入機器の
更新及び学校 ICT 支援業務を継
続して実施します。

（継続）
引き続き、サービスの充実を図
るとともに、更新時期を向かえ
た図書館システムの更新を実
施します。
（新規検討）
児童館ネットワークの有効活
用について継続して検討しま
す。
（継続）
ホームページでの公開など、
公開方法について引き続き検
討します。

ICT を利用した安全・安心な社会の実現
（１）情報通信基盤の整備
通信インフラの整備

防災行政無線の整備

未整備地区の高速通信回線
網整備における国への要望
実施及び総合支所における
公衆無線 LAN 環境整備を実施
しました。
移動系無線の周波数統一及
びデジタル化における情報
収集及び新たな手法の検討、
同報系無線の更新を実施し
ました。
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一部
実施

一部
実施

（継続）
新たな通信技術の情報収集な
ど、ブロードバンド環境の充実
に係る調査・研究を行います。
（継続）
移動系無線の周波数統一に向
けた情報収集を実施します。ま
た、更新された同報系無線の運
用を実施します。

施策
分野

施策名

進捗状況

進捗
区分

今後の対応

（２）行政情報の安全管理
情 報セ キュリ ティ対
策の推進

業 務シ ステム データ
の バッ クアッ プ方法
の見直し

４

新規採用職員へのセキュリ
ティ研修の実施及び全職員
を対象とした情報セキュリ
ティ研修（ｅ－ラーニング）
を実施しました。
また、マイナンバーの利用が
開始され、特定個人情報を取
り扱うことになるため、事務
を行う職員を対象とした研
修を実施しました。
業務システムのバックアッ
プデータの遠隔地への保存
を実施しました。
また、災害時における発災後
72 時間以内の業務継続計画
（ICT－BCP 初動版）を策定し
ました。

実施

実施

（継続）
新規採用職員へのセキュリテ
ィ研修及び全職員対象の情報
セキュリティ研修（ｅ－ラーニ
ング）及び特定個人情報の安全
管理措置に関する研修を継続
して実施します。

（継続）
引き続き、遠隔地バックアップ
を実施するとともに、災害時の
業務継続に関して、発災後 72
時間から完全復旧までの行動
計画をまとめた業務継続計画
（ICT－BCP）の策定に向けた内
部情報システムの調査を実施
します。

ICT を利用した行政効率化
（１）内部業務管理システムの構築
統 合型 地理情 報シス
テムの構築・展開

基盤地図の整備を進め、シス
テム導入に向けて、調査・検
討を実施しました。

テレビ会議システムの運用
により災害時において、各総
合支所との情報伝達が迅速
に行われました。
平常時においても職員研修
等に利用しました。
文書管理（電子決裁） これまで持ちまわっていた
シ ステ ムの効 率的運 文書が文書管理システムを
用
介して共有できるため、意思
決定が迅速化されました。
起案から廃棄までのサイク
ルの一元的管理が可能とな
りました。

一部
実施

内 部コ ミュニ ケーシ
ョンシステムの導入

実施

実施

（継続）
引き続き、システム導入に向け
て、調査・検討を実施していき
ます。
（継続）
引き続き、災害時のコミュニケ
ーションツールとしてテレビ
会議システムを運用する。
平常時利用においても利用拡
大を検討します。
（継続）
引き続き、文書管理システムを
運用し、更なる事務の効率化を
目指します。

（２）情報システムの最適化
行 政情 報シス テムの
再整備

シ ステ ム共同 利用の
推進

システム更新に当たり、仮想
化技術の導入により、経費削
減を図るとともに、障害対応
への迅速な対応が可能とな
りました。
北海道電子自治体共同運営
協議会に参加し、情報収集を
行ってきました。
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実施

実施

（継続）
業務内容を見直すとともに、標
準的なシステム導入などによ
り、最適化を実施した上での、
情報システム導入を目指しま
す。
（継続）
引き続き、協議会に参加し、情
報収集を行っていきます。

施策
分野
５

施策名

進捗状況

進捗
区分

今後の対応

ICT を利用した地域の活性化
（１）地域産業の活性化支援
地産・地消に関する情
報発信

農業気象情報の提供

観光の活性化支援

産 業情 報の共 有化の
推進

企 業支 援情報 の提供
充実

市のホームページにおいて、
イベントや地産地消推進店
の情報などを発信してきま
した。
北見地区農業振興連絡協議
会として、JA と協力のもと
「気象観測システム」を公開
してきました。
ホームページにおいて、観光
情報を発信するとともに、観
光協会と協力した情報発信
をしてきました。
北見市産業振興支援制度に
おける「情報サービス業」と
して、市内中小企業等を対象
とした大学・公設試験研究機
関との共同研究を支援する
など、産業振興支援制度の情
報発信をしてきました。
ふるさとテレワーク推進事
業の推進など、Web サイトや
SNS による情報発信を行い、
ICT 関連イベント・セミナー
の開催やサテライトオフィ
スの開設、首都圏企業の誘致
等を実施しました。
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実施

実施

実施

（継続）
引き続き、ホームページ等によ
る情報発信をしていきます。
（継続）
引き続き、関係機関と連携し情
報発信をしていきます。
（継続）
引き続き、ホームページ等によ
る情報発信をしていきます。
（継続）
引き続き、ホームページ等によ
る情報発信をしていきます。

実施

実施

（継続）
引き続き、支援を実施していく
とともに、新たな支援策の検討
を行い、ホームページ等により
情報発信をしていきます。

第４章

計画策定の基本的な考え方

１ 基本方針
第２期北見市総合計画に掲げる「効率的な地域経営の推進」における行政サービスの向上
実現のため、業務の効率化の推進や市民が利用しやすい窓口機能や施設環境の向上など、市
民サービスの質的向上を図るとともに、市民の個人情報を含む情報資産を適切に取扱うため
の情報セキュリティ対策を推進します。
２ 基本目標と施策の全体体系
情報化の３つの基本目標と、それを達成するための手段として、７つの施策分野を定め、
施策分野ごとに具体的な施策を展開します。
基本目標
ICT を活用した
市民サービス向上

ICT を活用した
行政効率化

ICT を活用した
安心・安全対策

施策分野

具体的施策

行政サービスの向上

窓口サービスの向上
マイナンバーカードの利活用推進
窓口機能の拡充

情報提供・公開の充実

ホームページの利便性向上
ソーシャルネットワーキングサービス
（SNS）の有効利用
市政情報公開の充実
オープンデータへの取組

教育・文化分野の ICT 化推進

教育における ICT 基盤の整備推進
小中学校における ICT 利活用支援
図書館サービスの充実
地域文化デジタル化の推進

内部業務管理システムの構築

統合型地理情報システムの構築・展開
内部コミュニケーションシステムの
利用強化
文書管理システムの効率的運用

情報システムの最適化

行政情報システムの更新
システム共同利用の推進

情報通信基盤の整備

通信インフラの整備
防災行政無線の整備
災害・緊急情報伝達ルートの整備
児童館ネットワークの利用充実

行政情報の安全管理

情報セキュリティ対策の推進
行政情報システムデータの保全

11

