
岡山市情報化指針（案）に関わるご意見 

（パブリックコメント）の結果について 

 

 

１ 意見募集の概要 

 

（１）募集期間 

平成 29年 2月 6日（月曜日）から平成 29年 3月 6日（月曜日）まで 

 

 

（２）閲覧場所 

岡山市公式ウェブサイト 

閲覧・配布（ICT 推進課、情報公開室、各区役所総務・地域振興課（北区役

所を除く。）） 

 

 

（３）提出方法 

電子メール、ファクシミリ、郵送又は持参 

 

 

２ 意見募集の結果 

 

（１）提出者数：10名 

 

 

（２）ご意見数：38件 

・ 意見 11件 

・ 要望  2件 

・ 提案 25件 

 

 

 



意見者 10名
意見 11件
要望 2件
提案 25件

意見合計 38件

No 掲載箇所 分類 本市の考え方

1 概要版 意見 今後の参考とさせていただきます。

2 概要版 提案 今後の参考とさせていただきます。

3 概要版 提案 今後の参考とさせていただきます。

4 概要版 提案 今後の参考とさせていただきます。

5 概要版 提案
検討の際には、ご指摘いただいた点も考慮しながら、本市にとって最適な
システムが導入できるよう、研究してまいります。

6
本編
P.1

意見

ご指摘のとおり、ICTは元々「手段」ではありますが、ICTの導入初期は、
ICTを導入することで、効率性や正確性等が劇的に向上するという見方も
あり、ICT化自体が「目的」となっていた一面もありました。
また、近年では新しい技術やサービスの登場により、効率性や正確性だ
けでない、新しい課題解決の「手段」としての「ICTの利活用」が進んでいる
ため、『ICTは「目的」から様々な課題解決のための有効な「手段」』という
表現とさせていただいております。

7
本編
P.3

意見

本指針は岡山市第六次総合計画において示されたまちづくりを、ICTの側
面から支援するものです。基本的な考え方は岡山市第六次総合計画を踏
まえ、本編に記載しているところです。
ご指摘の社会環境の変化等に対応するためには、短期の計画が必要で
すが、これは実施計画（アクションプラン）に随時追加・修正することで整合
を図る考えです。

8
本編
P.5

要望

ご意見を踏まえ、制度の適用がある主な手続きを具体的に紹介した表を、
市の公式ウェブサイトに掲載することとしました。

【掲載ページ】
http://www.city.okayama.jp/soumu/soumu/soumu_00349.html

9
本編
P.9

意見 今後の参考とさせていただきます。

10
本編
P.20

意見

生徒の学力向上に資するため、岡山市の平成29年度事業として、「学力
向上推進プロジェクト」において、自主学習ソフトの活用を計画しておりま
す。
今後もICTが学力向上にどのような効果を与えることができるのか、引き
続き研究・検討していきたいと思います。

ご意見の概要及び本市の考え方

ご意見の概要

“住みやすく躍動感のある”まちづくりを実現するためには、ICTを活用した行政サービスだけ
では達成できないと考える。
岡山市は県内唯一の政令市として、このキーワードを具体的な施策として加え、少子高齢化
などの閉塞感を打破し、岡山市のみならず、県内を発展させる大きな役割を担ってほしい。
そのためには、産学が集まって具体的な活動ができる環境づくり等が必要ではないか。
すべてが成功する事業にならないかもしれないが、集うことで躍動感はきっと生まれるため、
県内外に岡山市という存在感を周知することにつながるため、新たな価値（企業誘致など）を
考えていただきたい。
”真の躍動感”のある、全国的にもICT 分野で注目を浴びる自治体になってほしい。

地域活性化に関して、従来の施策にICTを多少取り入れても期待ほどの効果は出ないので
はないか。新しい視点で、ＩＴロボットの導入のような面白いことを、岡山市はできるのではな
いか。

行政サービスの向上に関しては既に十分であり、今一歩踏み込んで大きな目標に向かわな
ければ、ICTに高いお金をかけるだけにならないか心配である。

課題の解決に当たっては、そのスパンを長期・短期に切り分け、その中でICTを活用すること
が市民にとって大切なのでは。そのような考えで以下のアクションプランを追加してはどう
か。
・待機児童の減少にビックデータを活用し将来計画を作成
・用水転落等の事故が多発しているので、危険個所での監視・市内地図上に危険
 個所をマークし市民にＩＣＴを活用して公表

庁内ネットワーク再構築の際には、セキュリティ強化、経費削減など、今一度原点に戻り、取
り組むべきではないか。

【1.趣旨】
「ICTは『目的』から様々な課題解決のための有効な『手段』として一層の利活用が進んでい
る」との記載があるが、元々「手段」ではないか。

【3.期間】
指針の期間について「システム機器等の一般的なライフサイクルも考慮し5か年を設定」と記
載しているが、社会環境の変化、情報機器・サービスの進展、組織の改編等を考えると3か
年が限界の様に思えるため、期間を短縮し、実際の計画を半期単位で立案してはどうか。

【（2）マイナンバー制度の本格的運用開始】
マイナンバー制度導入に際し、制度が適用される各種申請などの情報を、市の公式ウェブサ
イトなどで、より具体的に見られるように早急に対応してほしい。

【（6）無料公衆無線LAN 整備の促進】
Wi-Fi環境を整備するにあたり、製品価格のみを考慮してしまいがちであるが、セキュリティ
対策が考慮された仕組みは必要と考える。ランニングコスト（機器保守だけでなく価格的価値
を可視化しにくい人の作業）を考慮した仕組みづくりを含め、検討が必要である。

【オ　教育ネットワークの最適化】
教育に関して教育ネットワーク以外の記述がないのでは。
ICTを有効に活用した教育を確実に実施できる環境、生徒の学力向上を確実に担保すべき
ICTシステムの実現を目指すことが必要ではないか。
教育ICT先進市を目指して、実践型のICT教育を実施できるアクションプラン、予算執行に期
待する。



No 掲載箇所 分類 本市の考え方ご意見の概要

11
本編
P.28

提案
すでに表町商店街、後楽園、岡山城には無線LANが導入されています
が、中心市街地の整備については、民間との連携も含め、検討していきた
いと思います。

12
本編
P.29

提案

災害対策基本法の改正により、要配慮者（高齢者や障害者等）のうち、災
害発生時等に特に支援が必要な「避難行動要支援者」の名簿作成に当た
り、要介護高齢者や障害者等の情報を集約することができるようになりま
した。
このため、岡山市では、平成２７年度から、安否確認、情報伝達、避難支
援等に役立てていただくため名簿を作成し、避難支援等関係者（岡山県警
察、岡山市消防局、民生委員児童委員、町内会等）に名簿情報を提供し
ています。

13
本編
P.30

提案

今後の参考とさせていただきます。
ＦＡＱ検索については、岡山市ホームページに「よくある質問」を掲載し、市
役所へよく寄せられるお問い合わせとその回答を分野ごとにまとめており
ます。

14
本編
P.30

提案 今後の参考とさせていただきます。

15
本編
P.30

提案

一部の学校では、海外の同世代の子供たちとリアルタイムにつないだ遠
隔授業を行っています。
また、岡山市の平成29年度事業として、「小規模校におけるＩＣＴを活用し
た学校づくり」を計画しております。インターネットテレビ電話やタブレット端
末などのICT機器を活用し、離れた学校との双方向授業を行うことで、多
様に学び、考え方を深めることを目的とした取組みです。ご指摘の、教室
や様々な施設、専門家とリアルタイムにつなぐ遠隔授業等、さまざまなICT
の活用法につきましては、今後も研究を進めてまいります。

16
本編
P.30

提案

一部の学校では、Wi-Fi環境の整備が進んでいます。
また、岡山市の平成29年度事業である「小規模校におけるＩＣＴを活用した
学校づくり」にて、Wi-Fi環境とタブレットを活用した離れた学校との双方向
授業を行う取組みを実施予定としています。

17

実行計画編
P.3～4
P.11～12
P.17～18
P.21～22
P.23～24
P.29～30

提案
検討の際には、ご指摘いただいた点も考慮しながら、本市にとって最適な
システムが導入できるよう、研究してまいります。

18
実行計画編
P.3～4

提案

官民協働型ポータルサイトは、行政と民間（市民やNPO等も含む）両方の
情報発信と市民協働のきっかけづくりを目的にしています。
ご指摘の「課題解決の仕組みづくり」については今後の参考とさせていた
だきます。

19
実行計画編
P.3～4

提案 今後の参考とさせていただきます。

20
実行計画編
P.5～6

意見 ご指摘のとおり修正いたしました。

21
実行計画編
P.5～6

意見
利用者の利便性を考慮し、利用者が県内の複数の自治体の情報を一度
に収集できる岡山県のオープンデータカタログサイトに、岡山市のオープ
ンデータを公開するものです。

22
実行計画編
P.5～6

意見

現時点では、オープンデータ公開に関する質と量を高めることに重点をお
いています。ご指摘の「利用者数等」や利活用の状況については、例えば
個人の利用などについては把握が容易ではなく、今後、先進自治体の取
組等を参考にしながら検討してまいります。

【（2）目標2：行政サービスの利便性向上】
教育の質の向上のためには、各教室でタブレット等を活用しながら授業を行うことが効果的
であるため、そのタブレット等を活用するためのインフラとして、岡山市の教育ネットワークを
利活用したWi-Fi環境の整備を検討してはどうか。

【（ア）情報発信力の強化】
利便性向上ならびに商店街の活性化に向けて、岡山駅から表町商店街・後楽園・岡山城・カ
ルチャーゾーン間の中心市街地エリアへの無料Wi-Fi環境の整備について、検討してはどう
か。

インターネットに公開している岡山市公式ウェブサイトにおいて、岡山市公式ウェブサイトを
公開するための設備を、資産として岡山市が保有することに固執する意味は全くないと考え
る。
岡山市公式ウェブサイトを安全に運用するためにも、「アクセス負荷分散」、「想定外の攻撃
への対策」、「災害時の事業継続性」だけでなく、ISO27018/CSゴールドマークを取得してい
るような、世界的に安全性・可用性が認められているクラウドサービスに移行するべきではな
いか。

【（ア）ICT を活用した安全・安心なまちづくり】
災害時に支援が必要な方（障害者）の情報をデータベース化し、岡山市で横断的に共有する
ことで、災害時の情報伝達・救助などに活用できる仕組みを検討してはどうか。

【（2）目標2：行政サービスの利便性向上】
平日・休日に関係なく、岡山市の業務開始前や終了後でも電話やインターネットによる問合
せに対応できる仕組みを検討してはどうか。
また、インターネットによるFAQ検索などの仕組みを検討してはどうか。

【（2）目標2：行政サービスの利便性向上】
センサーテクノロジーの進化に伴い、IoTに関連するサービスが生まれている中、多くの自治
体では、様々な分野でセンサーと広域無線を組み合わせた先進的なトライアルが実施されて
いるため、岡山市においても検討してはどうか。

【（2）目標2：行政サービスの利便性向上】
インターネットに接続された電子黒板などを介して、教室と様々な施設や専門家、海外の同
世代の子供たちとリアルタイムにつないだ遠隔授業を行っている自治体もあるが、岡山市と
しても検討してはどうか。

【オープンデータ公開による市保有情報の利活用推進】
「国の「世界最先端IT国家創造宣言」に則り」とあるが、昨年、「官民データ活用推進基本法」
も成立していることに触れた方がよいのではないか。

【官民協働型ポータルサイトによる情報発信力の強化】
官民協働を促す場合、ポータルサイトで情報を届ける（一方通行）だけでなく、市民から市へ
のニーズを投稿（双方向）できる仕組みが必要である。
例えば、市民が普段の生活の中での気づき（困り事や報告）を行政や企業にスマートフォン
から気軽に投稿でき、その対処を共有し協力して対応できる仕組みづくりが必要ではない
か。

【官民協働型ポータルサイトによる情報発信力の強化】
情報を的確に届ける工夫として、スマートフォンアプリ等を活用してはどうか。
ウェブサイトなどのプル型の情報発信では、市民が必要とする情報を必要なときに届けるこ
とは難しいため、スマートフォンアプリ等のプッシュ通知機能を活用することで、市民が取りに
行かなくてもお知らせが届く仕組みが必要である。

【オープンデータ公開による市保有情報の利活用推進】
オープンデータの活用を図るのであれば、データを公開するのは県の調達したカタログサイ
トではなく、官民協働型ポータルサイトにするべきではないか。

【オープンデータ公開による市保有情報の利活用推進】
効果指標を「オープンデータの公開データ数」としているが、公開データの数ではなく、利用
者数等を指標にする方が適切ではないか。



No 掲載箇所 分類 本市の考え方ご意見の概要

23
実行計画編
P.5～6

意見 今後の参考とさせていただきます。

24
実行計画編
P.9～10

提案 今後の参考とさせていただきます。

25
実行計画編
P.9～10

提案
ご提案の①、及び②につきましては、今後の参考とさせていただきます。
また、③につきましては、アクションプラン（計画番号 4） に記載のとおり、
タブレットの選定も含め、計画的に導入を検討しております。

26
実行計画編
P.11～12

提案

アクションプランにもございますとおり、大規模盛土造成地の位置、規模の
把握を平成33年までに実施を予定しております。ご指摘のAI等の技術活
用等については、毎年のアクションプラン見直しにて立案できるかどうか検
討していきたいと思います。

27
実行計画編
P.13～14

提案 今後の参考とさせていただきます。

28
実行計画編
P.17～18

提案 今後の参考とさせていただきます。

29
実行計画編
P.17～18

意見
「公民館でのインターネット予約図書の受取窓口モデル事業」は2年（平成
28～29年度）のモデル事業であり、毎月の利用統計等から2年間の成果を
費用対効果も含めて検証し、今後の方針を決定することとしています。

30
実行計画編
P.17～18

提案
検討の際には、ご指摘いただいた点も考慮しながら、本市にとって最適な
システムが導入できるよう、研究してまいります。

31
実行計画編
P.19～20

要望
教員のセキュリティモラル向上のため、教員研修センターにて、定期的・継
続的に情報セキュリティ研修を行っています。

32
実行計画編
P.21～22

提案 今後の参考とさせていただきます。

33
実行計画編
P.23～24

提案 今後の参考とさせていただきます。

34
実行計画編
P.23～24

意見 今後の参考とさせていただきます。

【図書館システム更新及び郷土資料等のウェブ公開】
図書館システムの更新、郷土資料のデジタル化に加えて、防災・災害拠点としての図書館の
緊急時の利用を鑑み、無線LANの設置を検討してはどうか。

【モバイル端末活用による災害現場からの迅速な情報報告等の強化】
災害現場からの迅速な情報報告等の強化を行うため、下記の3点を検討してはどうか。

①自治体の運営・管理へ住民にも積極的に参加してもらい、地域の密な情報をリアル
　 タイムに集めて共有できるような、住民参加型クラウドサービスを導入
②日常/災害時の区別なく同様の操作性で活用できるクラウドサービスの導入
　 （「ビデオ会議」「音声会議」「撮影画像・動画の保存」「外部メール」など）
③セキュアにデバイス管理が可能なタブレットの導入

【大規模盛土造成地位置公表による防災意識向上への取り組み】
近年のAI（Deep Learning）の発展により、画像からデータを抽出することが実現可能となって
きている。収集した旧地形データの形式等によっては、AI等の技術投入により、大規模盛土
造成地の位置、規模の把握が容易になり、効果指標を効率的に上げることができる可能性
があるのではないか。

【救急ICT化による病院収容までの所要時間の短縮と救命率の向上】
群馬県でも同様にタブレットとクラウドサービスを利用した事例があるので参考にしてはどう
か。

事例URL：https://www.microsoft.com/ja-jp/casestudies/gunma.aspx

【オープンデータ公開による市保有情報の利活用推進】
単なる統計データではなく、生データに近いデータの公開が望まれているのではないか。AI、
機械学習等での二次利用を想定した場合、生データに近い形式のほうがよい。

【モバイル端末活用による災害現場からの迅速な情報報告等の強化】
災害時に避難所までの経路を発信すれば、被災者の安心・安全な避難に有効ではないの
か。
単純に最短経路ではなく、現場から収集してある危険ポイントや建築年や構造等の情報から
避難ルートの候補を示すことで、避難者が最適なルートを選択できるように、IoT・AI技術で支
援することが望ましい。

【図書館システム更新及び郷土資料等のウェブ公開】
公民館でのインターネット予約図書の受取窓口モデル事業について、公民館への配送にか
かる時間や手間（人件費）を考えると、費用対効果が悪いと思われるが、その点の検証は
行っているのか。

【図書館システム更新及び郷土資料等のウェブ公開】
機器の老朽化による故障やレスポンス低下、システム安定稼働などの課題は、設備を資産
として保有することを前提としたシステム更新を続ける限り耐えることはできないため、クラウ
ドサービスへの移行を検討してはどうか。

【市公式ウェブサイトにおけるウェブアクセシビリティーの向上と広報紙・SNS等との連携強化】
情報を伝達する方法として、広報紙やウェブサイトなどの情報発信だけでは、膨大な情報量
の中から必要としている情報を探すことが必要となる。
そのため、配信アプリのような、必要とする情報を的確に届けることができるプッシュ型の仕
組みが必要ではないか。

【庁内ネットワークシステムの更改】
現行の情報セキュリティ水準の維持だけでなく高度化・巧妙化する脅威に対して対抗できる
仕組み作りが必要である。また、セキュリティコストは一歩間違えると青天井になりかねない
ため、投資対効果が高い仕組みを意識した検討が必要ではないか。

【ICT活用による教職員負担軽減と教育の質的向上】
教員のセキュリティモラルの向上の具体的な対応として、継続的な情報セキュリティ教育を実
施してほしい。

【庁内ネットワークシステムの更改】
庁内ネットワークシステムの情報セキュリティ対策については、下記の2点を検討してはどう
か。

① 第三者機関の認証を受けた製品・サービスの採用
② 新たなセキュリティインシデントが発生し、運用中の製品・サービスでは対応でき
　　ないと判断した場合は、柔軟に対応製品・サービスを導入する体制の整備



No 掲載箇所 分類 本市の考え方ご意見の概要

35
実行計画編
P.23～24

提案 今後の参考とさせていただきます。

36
実行計画編
P.27～28

提案
検討の際には、ご指摘いただいた点も考慮しながら、本市にとって最適な
システムが導入できるよう、研究してまいります。

37
実行計画編
P.31～32

提案 今後の参考とさせていただきます。

38
実行計画編
P.31～32

提案 今後の参考とさせていただきます。

【滞納整理業務見直しとシステム再構築による収納率向上への取り組み】
収納率向上の方法としては、業務を支援するシステムの機能強化以外にも市民へ通知する
書類を改善する方法もある。
市民が滞納者となる前に料金徴収を行い収納率を向上するために、納入通知書をよりわか
りやすく、支払義務を促すデザインへ変更したり、口座振替等への勧奨を行うことも有効であ
る。督促状や催告書の見直し等含め、総合的な収納率向上策をご検討してはどうか。

【滞納整理業務見直しとシステム再構築による収納率向上への取り組み】
収納率向上のためには、各担当者がその日に行うべき活動を効率よく行う必要がある。
システム起動の際、その日にその担当者が行うべき作業工程の情報（予定、集計データ、対
象一覧など）が表示され、効率的に業務が行えるように支援する機能の追加が必要ではな
いか。
また、将来的には、徴収ルートの候補をシステムが表示し、収納率向上に繋がるルート選択
を支援する機能などの実現も有効ではないか。

【庁内ネットワークシステムの更改】
セキュリティ強化、利便性向上のため、以下の4点を検討してはどうか。

①日々新たに生成されるマルウェアに対処でき、攻撃されても重要な部分にはアク
   セスできない、ミッションクリティカルな業務にも耐えられるOSの導入
②事務用ソフトを特定通信にて個人ストレージ等の利用が可能なクラウドサービス
   へ移行
③「公開系システム基盤」及び「インターネット系システム基盤」をセキュアなインフ
   ラでのシステム構築や、バックアップとしての利用可能なクラウドサービスへの移行
④LGWAN接続可能なクラウドサービスの導入

【内部管理業務システムの最適化】
グループウェアの導入に際しては官民問わず、日本政府が進める「働き方改革」を視野に入
れた導入が進んでいる。総務省や経済産業省などの担当省庁でも省内のテレワークを強化
するため、オンライン会議システムを利用している。また、過半数の国内大手企業でもグ
ループウェアのクラウドサービス移行を行っており、クラウド化は「デファクトスタンダード」に
なっているといっても過言ではない。災害時でも平常利用時と差異なく利用できるのが重要
な利点となる、グループウェアのクラウドサービスへの移行をしてはどうか。


