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第１章 王寺町ＩＣＴ利活用計画の策定にあたって  

１．計画策定の目的 

本町は、長期的な視点での総合的かつ計画的な町政運営を図るため、本町の最上位計画と位置づけ

た「王寺町総合計画」（以下、「総合計画」という。）を平成３１年に策定しました。 

この総合計画では、ICT(※1) は、生産、販売、消費といった経済活動にとどまらず、健康、医療、

公共サービスほか、地域の人々の働き方、ライフスタイルなどにも大きな影響を与えるものと、位置

づけています。 

これを受け、総合計画に示すまちづくりの目標実現のため、王寺町 ICT 利活用計画の策定を行いま

した｡ 

 

 

 

王寺町総合計画（基本構想） 

  

(※1)ICT：Information and Communications Technologyの略。情報通信技術。 

(※2)IoT：Internet of Thingsの略。モノのインターネット。 

(※3)ビッグデータ：インターネット上で収集、分析できるようになった膨大なデータ。 

(※4)AI：Artificial Inteligenceの略。人工知能。人間の使う自然言語を理解したり、論理的な推論を行った

り、経験から学習することのできるコンピュータープログラムのこと。 

第１章 王寺町を取り巻く環境 

 １ 社会潮流の変化 

 （３）第４次産業革命時代が到来します 

  ＩＣＴ（情報通信技術）の発達は、生活の利便性や産業の生産性の向上とともに、人と人の

コミュニケーション手法の変化など、住民生活に大きな変化を与えてきました。ＳＮＳ（ソー

シャル ネットワーキング サービス）の普及はますます広がりをみせており、個人だけでな

く、企業や地方自治体においても活用されています。 

  また今後、先端技術のさらなる進歩によって、ＩoＴ（モノのインターネット）(※2)、ビッ

グデータ(※3)、ＡＩ（人工知能）(※4)などによる第４次産業革命の進展が予想されます。あら

ゆる産業のデジタル化、ネットワーク化により生産性が大きく向上するだけではなく、これま

で提供されてこなかった新しいモノやサービスが提供されるようになります。これによって生

産、販売、消費といった経済活動にとどまらず、健康、医療、公共サービスのほか、地域の

人々の働き方、ライフスタイルなど、住民生活にも大きな変化をもたらすと考えられます。 

  一方で、インターネットを悪用した犯罪のほか、情報漏えい、情報モラルの低下、人間関係

の希薄化といった負の側面についても注意する必要があります。 
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２．計画の位置づけ 

 本計画は、総合計画を上位計画として、施策目標の実現を側面より支援する個別計画とし、また、

同時に国の情報化に関する指針等と整合を図ります｡ 

 

王寺町

総合計画

官民データ

活用推進基本計画

王寺町ICT利活用計画

(基本構想・基本計画)

王寺町ICT利活用実施計画

 

３．計画の期間 

  本計画は、「王寺町総合計画前期基本計画」と合わせ、平成３１年度から平成３５年度までの５年

間とします。なお、社会情勢や国・県の示す情報化施策等について大きな変化があった場合には、必

要に応じて改定を行います。 

■　計画の期間

2019

年度

2020

年度

2021

年度

2022

年度

2023

年度

王寺町総合計画

（前期基本計画）

王寺町ＩＣＴ利活用計画

王寺町ＩＣＴ利活用

実施計画
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４．国の情報化政策の動向 

平成３０年６月に「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」に向けて「官

民データ活用推進基本計画」が策定されました。その計画の中では、基本的施策として行政手続等の

オンライン化やオープンデータ(※5)の促進、マイナンバーカードの普及・活用等があげられていま

す。 

 

 

 

 
 

  

【官民データ活用基本計画】 

(※5)オープンデータ：機械判読に適した形式で、二次利用が可能な利用ルールで公開されるデータ。 

 

※      ・･･･王寺町 ICT 利活用計画で重点的に取り組む分野及び施策 

 

塗りつぶし 
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第２章 王寺町ＩＣＴ利活用計画の基本構想 

１．王寺町の情報化に関するこれまでの経緯 

王寺町の行政情報化は、平成元年に住民情報システムを導入以降、下図のような流れで情報化に取り組

んできました。 

 

【王寺町の情報化への取組】 
 

年 行政システム基盤 住民サービス 

 平成元年 住民情報システムを導入  

 平成７年  証明書自動交付機を設置 

 平成１２年  王寺町公式サイトを開設 

 平成１４年 財務会計システムの導入  

 平成１５年 

住民情報システムを 

オープン系システム(※6)へ移行 

 

文書管理システムの導入  

 平成２３年 
住民情報システムを 

クラウド(※7)型システムへ移行 

 

平成２６年  王寺町 Facebook ページ運用開始 

 平成２８年 

総務課ＩＣＴ推進係を新設 

 
汎用受付システム「ｅ古都なら(※7)」 

で施設予約受付開始 

 平成２９年 

マイナンバーカード交付開始  

住民情報システム関連機器更新 
マイナンバーカードを使った 

証明書コンビニ交付サービス開始 

 
キャッシュカードによる 

口座振替受付サービス開始 

 
公衆無線 LAN『OJI_Free_Wi-Fi』 

サービス開始 

平成３０年  王寺町公式「ＬＩＮＥ＠」運用開始 

  

(※6)オープン系システム：基本的な仕様や設計、接続方法等が公開されており、異なるメーカーの製品を組み

合わせて使用できる状態のこと。 

(※7)クラウド：データやソフトウェアをネットワーク経由で利用する方法。 

(※8)e古都なら：奈良県内の県・市町村で共同運営している汎用受付システム。 
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２．王寺町の現状と情報化の課題 

 

人口減少や少子・高齢化が社会経済に及ぼす影響は、医療・福祉・教育など多方面にわたり、誰

もが安心して暮らすことができる総合的な対策が求められています。 

少子化対策においては、子どもを産み育てやすい環境の整備、子育て家庭への負担軽減、就学前

教育・学校教育といった総合的な子育てを支援していくことが重要です。また、高齢化対策におい

ては、「健康寿命」を伸ばすこと、地域による支え合いや助け合いの力で補っていくことが不可欠

となります。 

このような状況をふまえ、行政サービスの質を維持していくためには、ICT によるアプリやシス

テムを活用し、行政手続の電子化、子育て支援や健康づくりを促進していくことが重要です。 

 

 

近年、ICT をめぐる技術は急速なスピードで進展しており、特に、スマートフォンが登場してか

らの約 10 年間では、コミュニケーションの在り方をはじめ、あらゆる場面で ICT が大きな影響を

与えてきました。 

今後の行政サービスにおいては AI(※4)、RPA(※9)、IoT(※2)、ロボット、オープンデータ(※5)な

どの ICT の有効的な利活用により、住民・地域等のニーズにきめ細かく対応し、地域課題の解決

と業務改善・効率化を両立していくことが重要なテーマとなっています。 

 

 

課題②のとおり、近年 ICT 技術は急速なスピードで進展しており、新たな ICT 技術を効率的・

効果的に推進していくためには、全庁的な連携・協力のもと取組みを進めていくことが必要です。

そのためには、各部署に任命する情報化リーダーが中心となり、それぞれの分野の情報化に取り組

むことが不可欠となります。 

また、外部の専門家として、情報化推進アドバイザー等による専門的な視点から提案・助言を受

けることも検討します。 

  

課題① 人口減少、少子・高齢化  

課題② 急速に進展するICTへの対応  

課題③ ICT推進を支える体制  

 

 

(※9)RPA：Robotic Process Automationの略。システムにより業務を自動化させる方法。 
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３．王寺町ＩＣＴ利活用計画の基本理念 

ICTで「つながる」和（やわらぎ）のふるさと 王寺 
～みんなでつくる心つながるまち～ 

 

本計画の上位計画である総合計画では、「つながり」を感じられるまちづくり、「愛着・誇り」を

持てるまちづくり、「くらしの満足度」県内トップのまちづくりを基本理念とし、目指すべき王寺町

の姿を定めています。総合計画の目標を実現させることを目的としている本計画では、ICT を活用

していつでも、どこでも行政サービスを受けることができ、住民と行政、人と人がつながることを目

指します。 

 

４．王寺町ＩＣＴ利活用計画の基本目標 

総合計画における本町の現状と課題および、国の官民データ活用推進基本計画を踏まえ、ICT に期

待される役割について整理を行うとともに、本計画で目指す「情報化の基本目標」を以下のとおり設

定します。 

 

･行政手続等のオンライン化

･データの円滑な流通の促進

･マイナンバーカードの普及・活用

･業務システム改革･業務の見直し

･データ利活用のルール整備

･利用の機会等の格差是正

･データ連携のための

プラットフォーム整備

･オープンデータの促進

･研究開発

･人材育成、普及啓発

･住民に開かれ自立するまちづくり

･快適で暮らしやすいまちづくり

･安全で安心に暮らせるまちづくり

･健やかに暮らせるまちづくり

・人を育みみんなが学べるまちづく

り

・活力とにぎわいのあるまちづくり

ＩＣＴによる、

行政サービス・行政事務の高度化

安全・安心を確保し、快適で健やかな

暮らしを支えるＩＣＴ環境の構築

人を育み、活力とにぎわいのある

まちづくりの実現に向けたＩＣＴの活用

総合計画

まちづくり目標

ＩＣＴ利活用計画

基本目標

官⺠データ活用推進基本計画

基本的施策
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第３章 王寺町ＩＣＴ利活用計画の基本計画 

１．計画の体系 

本計画では、基本理念を達成するため３つの基本目標を掲げ、それぞれ２つの重点推進目標を具体

的に設定して ICT 推進に向けた取組みを進めます。  

基本目標 

①ICT による、 

行政サービス・行政事務の高度化 

②安全･安心を確保し､快適で健やかな 

暮らしを支える ICT 環境の構築 

③人を育み、活力とにぎわいのある 

まちづくりの実現に向けた ICT の活用 

重点推進項目 

(1) ICT による、いつでも、どこでも利用できる 

   行政サービス 

①行政手続等におけるオンライン化 

②マイナンバーカードの利用促進 

(2) 行政事務関連システム改革 

①住民情報システムの更新検討 

②AI(※4)、RPA(※9)等新たな技術の導入検討 

(1) ICT を活用した安全安心に係る取組 

①子どもや高齢者の見守り活動 

②防災力の向上 

(2) ICT を活用した少子高齢化対策に係る取組 

①奈良県 No.1 の健康寿命を目指した 

健康づくり事業 

②ニーズに応じた子育て支援 

(1) 情報発信・情報共有の取組 

①住民生活の総合支援ツールの活用 

②観光・インバウンドの受け入れ体制強化 

(2) 地域情報化に係る取組 

①オープンデータ(※5)の推進 

②教育分野での ICT 活用 
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２．重点推進目標と施策内容 

本計画では、基本目標ごとに２つの重点推進目標を設定し、計画を推進します。 

      ICT による、行政サービス・行政事務の高度化 

 
本町では利便性向上のため、『e 古都なら(※8)』を利用した公共施設の予約や電子申請による各

種手続きのオンライン化に取り組んできました。今後、国をあげての行政手続きのオンライン化拡

大が予想されます。 

 

①行政手続等におけるオンライン化 

オンライン化が可能な業務の洗い出しを行い、オンライン対象業務を拡大し、「すぐ使える」

「簡単」「便利」な行政サービスの普及拡大を図ります。 

 

②マイナンバーカードの利用促進 

本町においては、マイナンバーカードの利用を促進するための施策として、マイナンバーカード

を利用してコンビニエンスストアで住民票の写しや印鑑証明書等の交付ができるコンビニ交付を平

成 29 年 6 月より開始しました。今後、マイナンバーカードへの「健康保険証機能」の搭載につい

ても、国では検討されています。国の動向を注視しながら、費用対効果等も勘案し、マイナンバー

カードの多目的利用について検討を進めます。 

 

 

本町ではこれまで、情報インフラや情報システムの最適化により、情報システムの安定稼働とコ

スト削減を図ってきました。今後は職員数が限られた中にあっても、質の良い行政サービスの提供

や行政事務の効率化を図るため、情報システムの改革や業務見直しを徹底して行い、コスト削減を

図ります。 

 

①住民情報システムの更新検討 

現在導入しているの住民情報システムは平成 29 年度に更新しており、次期更新は平成 34 年とな

ります。情報システムの運用経費削減、セキュリティ水準の向上、災害時における業務継続性確保

の観点から、他市町村との共同化も視野に入れ、メリット、デメリット、長期的に利用した際の運

用コスト等を比較し、本町にとって最適な住民情報システムの導入について検討していきます。 

 

②AI(※4)、RPA(※9)等新たな技術の導入検討 

今後予想される人手不足・財源不足の中でも「住民サービスの向上」「業務効率化による働きや

すい職場づくり」を推進するため、AI や RPA 等の最先端技術の研究・活用に取り組んでいきま

す。  

(1) ICT による、いつでも、どこでも利用できる行政サービス 

(2) 行政事務関連システム改革 

基本目標１ 
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         安全･安心を確保し、快適で健やかな暮らしを支えるＩＣＴ環境の構築 

 

 
全国的には、住民同士の連帯感が希薄となることで、地域社会が伝統的に有していた防犯機能が

低下しつつあり、子どもや高齢者を狙った犯罪が発生しています。王寺町でも住民、地域と行政が

連携し、事故や犯罪のない安全で安心して暮らせるまちづくりを進める必要があります。 

 

①子どもや高齢者の見守り活動 

住民同士がお互いに支えあいながら、誰もが身近な地域で安心して暮らせるまちを目指し、

ICT を活用した子どもや高齢者の見守り活動を推進していきます。 

 

②防災力の向上 

「安全・安心メール」や「LINE@(※10)」を活用した防災情報等の発信等を行ってきました。今

後も災害に強い安全安心なまちを目指し、本町にとって最適なツールの導入について検討してい

きます。 

 

 

 

人口減少や少子高齢化が社会経済に及ぼす影響は、医療・福祉・教育など多方面にわたり、誰も

が安心して暮らすことができる総合的な対策が求められています。 

 

①奈良県 No.1 の健康寿命を目指した健康づくり事業 

高齢化率は年々上昇傾向にあり、今後も高齢化の進行が見込まれています。高齢になっても日常

的に介護を要さず、自立した生活を送れる「健康寿命」を伸ばすために、ICT システムを活用した

健康づくり事業を研究していきます。 

 

②ニーズに応じた子育て支援 

少子化の状況においては、子どもを産み育てやすい環境の整備、母子保健体制の整備といった総

合的な子育て支援の充実を図るとともに、アプリ等により、子育てに関する情報を適切なタイミン

グで発信・取得しやすい環境を構築し、子育てへの不安軽減につなげます。 

  

(1) ICT を活用した安全安心に係る取組 

(2) ICT を活用した少子高齢化対策に係る取組 

基本目標 2 

(※10)LINE@：LINE(SNSアプリ)を利用するユーザー同士でコミュニケーションができるサービス。 
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         人を育み、活力とにぎわいのあるまちづくりの実現に向けたＩＣＴの活用 

 

 
本町では情報発信方法として広報誌やホームページを活用してきましたが、近年ではスマートフ

ォンや SNS(※11)の急速な普及により、情報共有を迅速に行うことができるようになり、本町でも

SNS を活用した情報発信を進めてきました。今後は細分化された情報を必要とする人に必要なタイ

ミングで届けていく必要があります。 

 

①住民生活の総合支援ツールの活用 

今後はホームページなどのプル型(※12)の情報発信だけではなく、その人が必要とする情報を適

切なタイミングで受取れるプッシュ型(※13)の情報発信の仕組みや、アンケートや住民の声を集め

ること等双方向のやり取りができる仕組みを構築していきます。 

 

②観光・インバウンドの受け入れ体制強化 

2020 年の東京オリンピック・パラリンピックも見据えた観光振興の取り組みが全国的に進んでお

り、外国人旅行者が増加しています。本町を訪れる全ての観光客に町の魅力が伝わるよう、多言語対応

や AR(※14)・VR(※15)等を活用した観光案内ツールを構築していきます。 

 

 

本町が保有する情報資産をオープンデータ(※5)化することで、住民・民間が町や地域の課題等へ

の認識を持ち、様々な分野での課題解決に有効利用されることが期待されています。 

 

①オープンデータの推進 

町が保有する情報を積極的にオープンデータとして公開することで、行政サービスの向上、イノ

ベーション（技術革新）の創出や官民協働につなげます。 

 

②教育分野での ICT 活用 

2020 年のプログラミング教育必修化に向け、小中学校に必要な ICT 機器等を計画的に整備する

とともに、子どもたちには ICT を使いこなす基礎的なスキルの習得だけでなく、プログラム的思

考や問題解決に活用する力を育むことで、未来に向けた ICT 人材の育成、ICT 利活用促進を目指

します。 

 

  

(1) 情報発信・情報共有の取組 

(2)地域情報化に係る取組 

基本目標 3 

(※11)SNS：Social Networking Serviceの略。人と人とのつながりを支援するインターネット上のサービス。 

(※12)プル型：ユーザーが必要な情報を能動的に引き出しに行くタイプの技術やサービス。 

(※13)プッシュ型：ユーザーの操作を伴わず、必要な情報が自動的に配信されるタイプの技術やサービス。 

(※14) AR：Augmented Realityの略。拡張現実。現実の風景にデジタル合成等によって情報を重ね合わせて 

表示する技術。 

(※15) VR：Virtual Realityの略。仮想現実。実際はその場に存在しない仮想的な世界を、あたかも現実世界か 

のように体感できる技術。 
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第４章 王寺町ＩＣＴ利活用計画の推進体制 

１．推進体制 

本計画の推進にあたっては、政策、情報システム等の管理部門と税・住民制度、健康・福祉、子育

て等の実施部門における連携、協力のもと、全庁的に取り組む必要があります。各部署の情報化リー

ダーが中心となり、それぞれの分野の情報化を推進します。 

また、AI(※4)・RPA(※9)等のICTを活用した新たなサービス導入や業務改善、各部局の横断的な事

業課題について推進していくことも検討します。 

 

２．個人情報保護とセキュリティ対策 

ICT の推進と情報セキュリティ対策の考え方は、言わば車の両輪で、ICT の取組みと並行して情報

セキュリティ対策を一層強化し、実効性を高めていくことが重要です。 

本町では、個人の権利利益を保護し，町政の適正な運営を図るため、王寺町個人情報保護条例（平

成 15 年 12 月 19 日制定）を制定し、個人情報保護審議会を設置しています。この審議会は，不服申

立てがあった場合、町からの諮問を受けて審査を行う機関です。この条例に基づき、個人情報の取扱

いのルールに従い取り扱う等の必要な措置をとります。 

また、セキュリティ対策として、組織的な取組みのための指針や運用規定を定めた「王寺町情報セ

キュリティポリシー」（平成 16 年４月１日制定）を制定しています。これに基づき、全職員が確実

に運用できるよう、研修や監査等を継続的・組織的に実施し、信頼される体制作りを行います。 

さらに、進化・巧妙化するサイバー攻撃などに対処するため、国や県、他自治体とも情報共有し、

常に最新のセキュリティ対策を講じていきます。 

 


