
別添1　官民データ活用個別施策
1 手続における情報通信の技術の利用等に係る取組

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

1-1

住民税の特別徴収税額
通知の電子化等

個人住民税の特別徴収
税額通知（特別徴収義
務者用及び納税義務者
用）について、電子情報
処理組織（eLTAX）によ
り電子的に送付するも
の。

財政局 財務部
課税管理課

特別徴収税額通知（特
別徴収義務者用）につ
いて、電子データ送付対
応済み。（平成29年度当
初課税通知（H29.5）から
実施済）

特別徴収税額通知（特
別徴収義務者用）につ
いて、電子データ送付対
応済み。（平成29年度当
初課税通知（H29.5）から
実施済）

特別徴収税額通知（特
別徴収義務者用）につ
いて、電子データ送付対
応済み。

特別徴収税額通知（納
税義務者用）について
は、現在国において実
施方法等を検討中のた
め、その内容を踏まえ検
討する。

特別徴収税額通知（特
別徴収義務者用）につ
いて、電子データ送付対
応済み。

特別徴収税額通知（納
税義務者用）について
は、現在国において実
施方法等を検討中のた
め、その内容を踏まえ検
討する。

特別徴収税額通知（特
別徴収義務者用）につ
いて、電子データ送付対
応済み。

特別徴収税額通知（納
税義務者用）について
は、現在国において実
施方法等を検討中のた
め、その内容を踏まえ検
討する。

1-2

子育てワンストップサー
ビスの推進

子育てワンストップサー
ビス（ぴったりサービス）
への対応

児童手当の請求及び届
出手続きに関する、
①検索・閲覧②電子申
請サービス

総務局 総務部
行政事務管理課

岡山っ子育成局
子育て支援部
こども福祉課

庁内の進捗管理及び国
等との連絡調整等を実
施。
平成29年度末時点の対
応状況は以下のとおり。
・サービス検索機能…15
手続
・電子申請…5手続

①平成29年7月から、児
童手当のすべての手続
きについて検索・閲覧
サービスを開始
②平成29年12月から、
児童手当の4手続き（新
規請求・額改定請求・住
所氏名変更・消滅）の電
子申請サービスを開始

庁内の進捗管理及び国
等との連絡調整等を実
施。
平成30年12月時点の対
応状況は以下のとおり。
・サービス検索機能…15
手続
・電子申請…6手続

平成30年7月から、児童
手当現況届の電子申請
サービスを開始（電子申
請可能な手続きの追加）

庁内の進捗管理及び国
等との連絡調整等を実
施。
令和元年12月時点の対
応状況は以下のとおり。
・サービス検索機能…24
手続
・電子申請…6手続

児童手当手続きの検
索・閲覧・電子申請サー
ビスの継続

庁内の進捗管理及び国
等との連絡調整等を実
施。
令和２年12月時点の対
応状況は以下のとおり。
・サービス検索機能…22
手続
・電子申請…7手続

児童手当手続きの検
索・閲覧・電子申請サー
ビスの継続

庁内の進捗管理及び国
等との連絡調整等を実
施。

児童手当手続きの検
索・閲覧・電子申請サー
ビスの継続

1-3

小児遠隔健康医療相談
事業

子どもの時間外受診に
ついて判断が難しいと
きに、スマートフォンア
プリを利用し、小児科医
と映像、画像のやり取り
をしながら相談できる体
制の確保

保健福祉局 保健
福祉部
医療政策推進課

- 企画競争による事業者
の公募。

０歳の子どもの保護者を
対象とした相談事業の
実施。

相談事業の継続。
救急医療の適正受診に
対して事業が及ぼす効
果を検証。

予定実証期間の経過に
伴い終了。

No. 施策名 事業概要 担当部署名
年次計画



2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

1-4

行政手続のオンライン
利用促進

インターネットを利用し
た市民の申請及び届出
の受付その他事務処理
手続きに係る電子申請
の利用促進を図る。

総務局 総務部
ＩＣＴ推進課
情報システム課
各電子申請シス
テム及び各事務
処理手続き所管
部署

国が優先的に地方公共
団体におけるオンライン
化促進対象としている18
種類の手続きのうち、図
書館の図書貸出予約、
文化・スポーツ施設等の
利用予約、地方税の申
告手続きなど、11手続き
についてオンライン化を
実施済

そのうち、職員採用試験
受験申込み、犬の死亡
届、軽自動車税納税証
明書交付申請、各種イ
ベント参加予約などは、
岡山県と県内全市町村
が共同利用している「岡
山県汎用電子申請シス
テム」でサービスを提供

「岡山県汎用電子申請
システム」とマイナポータ
ル（ぴったりサービス）と
の連携を実施 5種類

岡山県汎用電子申請シ
ステムのシステム更改

児童手当現況届手続き
を追加（岡山県汎用電
子申請システム利用）

不在者投票宣誓書兼請
求書の交付申請手続き
を追加（岡山県汎用電
子申請システム利用）

国が優先的に地方公共
団体におけるオンライン
化の促進対象としている
手続きを中心として利用
促進

国が優先的に地方公共
団体におけるオンライン
化の促進対象としている
手続きを中心として利用
促進

No. 施策名 事業概要 担当部署名
年次計画



2 官民データの容易な利用等に係る取組

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

2-1

本市が保有するデータ
のオープンデータ化の
推進

岡山県が運営する「お
かやまオープンデータカ
タログ」を利用し、国の
定める推奨データセット
に選定されているデー
タや、先進自治体で既
にオープンデータ化され
ているデータを優先し、
オープンデータとしての
公開を進める。

総務局 総務部
ICT推進課

2017年3月から「おかや
まオープンデータカタロ
グ」に公開を始め、累計
49件のデータを公開。

オープンデータ推進のた
め、庁内での周知や呼
びかけを実施。

大学・民間企業等との意
見交換や情報収集を実
施。

オープンデータ化の目
標10件/年 ⇒ 8件公開

オープンデータ推進のた
め、庁内での周知や呼
びかけを実施。

総務省が主催する「オー
プンデータ化支援研修」
を全庁職員向けに開
催。

オープンデータ化の目
標10件/年 ⇒ 19件公
開。

オープンデータ推進のた
め、庁内での周知や呼
びかけを実施。

岡山市地図情報システ
ムにおけるオープンデー
タサイトの機能拡充。

オープンデータ化の目
標10件/年 ⇒ 8件公開。

オープンデータ推進のた
め、庁内での周知や呼
びかけを実施。

オープンデータ化の目
標10件/年

2-2

ＡＩを活用した健康見え
る化事業の実施

AIを活用してレセプト
データ等のビッグデータ
を解析し、将来的な疾
病リスクの把握を可能
とし、エビデンスに基づ
く一人ひとりに適した生
活習慣改善メニューを
提示するシステムを構
築し、アプリなどで使用
可能とし、生活習慣の
改善に活かしていくも
の。

保健福祉局 保健
福祉部
国保年金課

－ AIによる解析を行うため
の健診やレセプトデータ
等の加工を実施する。

システムの試行利用者
として参加者を募集。参
加者へ将来の疾病リス
クや生活習慣改善メ
ニュー等を提示し、事業
を開始する。

前年度の効果検証を行
い、生活習慣改善メ
ニューを改良するととも
に、引き続きアプリを用
いた保健指導を実施す
る。

生活習慣改善のための
行動変容に繋がるような
効果的な保健指導を確
立させ、医療機関での
活用方法を検討する。

No. 施策名 事業概要 担当部署名
年次計画



3 個人番号カードの普及及び活用に係る取組

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

3-1

コンビニ交付サービス
の導入推進

住民票の写しなどの各
種証明書をマイナン
バーカードを用いて取
得するコンビニ交付
サービスを導入する。
住民票の写し、印鑑登
録証明書、戸籍関係証
明書については2016年
度までに対応済。
今後、市民税・県民税
（所得・課税・控除）証明
書についても対応予
定。

総務局 総務部
行政事務管理課

市民生活局 市民
生活部
区政推進課

財政局 税務部
税制課

【住民票の写し、印鑑登
録証明書、戸籍関係証
明書】
普及・啓発

【市民税・県民税（所得・
課税・控除）証明書】
情報収集・検討

【住民票の写し、印鑑登
録証明書、戸籍関係証
明書】
普及・啓発

【市民税・県民税（所得・
課税・控除）証明書】
情報収集・検討

【住民票の写し、印鑑登
録証明書、戸籍関係証
明書】
普及・啓発

【市民税・県民税（所得・
課税・控除）証明書】
対応予定

【住民票の写し、印鑑登
録証明書、戸籍関係証
明書】
普及・啓発

【市民税・県民税（所得・
課税・控除）証明書】
普及・啓発

【住民票の写し、印鑑登
録証明書、戸籍関係証
明書】
普及・啓発

【市民税・県民税（所得・
課税・控除）証明書】
普及・啓発

No. 施策名 事業概要 担当部署名
年次計画



4 利用の機会等の格差の是正に係る取組

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

4-1

条件不利地域等におけ
るＩＣＴインフラの整備・
確保の推進

東区朝日地区におい
て、民設民営による固
定系超高速ブロードバ
ンドの整備及びインター
ネットサービス等の提
供を実施する。

総務局 総務部
ICT推進課

政策局 政策部
事業政策課（犬
島）

情報収集、調査検討。 予算措置、補助金交付
要綱等の検討、民間事
業者の公募。

民間事業者による超高
速ブロードバンド基盤の
整備を実施。（市は整備
にかかる費用を支出）

民間事業者により、イン
ターネットサービス等の
提供を開始。
民間事業者による超高
速ブロードバンド網の維
持管理。

令和3年1月
検討課題であった犬島
への超高速ブロードバン
ド網の整備着手。

民間事業者によるイン
ターネットサービス等の
提供、超高速ブロードバ
ンド網の維持管理。

令和4年3月
犬島への超高速ブロー
ドバンド網の整備完了予
定。

4-2

Webアクセシビリティ確
保のための環境整備等

ウェブアクセシビリティ
方針を平成29年度に策
定し、ウェブアクセシビ
リティ試験結果を公表。
今後も継続的に岡山市
ホームページのアクセ
シビリティ対応を進めて
いく。

市長公室
広報広聴課

平成29年7月
・ウェブアクセシビリティ
方針策定

平成30年3月
・ウェブアクセシビリティ
試験結果表示
・取組内容の確認と公開

平成30年10月
・アクセシビリティ研修実
施

平成31年3月予定
・取組内容の確認と公開

令和2年3月
・取組内容の確認と公開

・アクセシビリティ研修を
実施

令和3年3月予定
・ウェブアクセシビリティ
試験結果表示
・取組内容の確認と公開

・アクセシビリティ研修を
実施予定
・ウェブアクセシビリティ
試験結果表示
・取組内容の確認と公開

No. 施策名 事業概要 担当部署名
年次計画



5 情報システムに係る規格の整備及び互換性の確保等に係る取組

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

5-1

森林施業集約化に向け
た林地台帳の整備

国、県及び市が個々に
保有する森林の情報
を、統一的な基準に基
づき林地台帳として整
備・公表する。

森林組合や林業事業体
等が林地台帳を活用す
ることにより、森林所有
者に対する施業の働き
かけを効率的に行い、
森林施業の集約化を推
進する。

産業観光局 農林
水産部
農林水産課

県が、法務局保有の登
記情報と県所有の森林
簿等を突合した基本
データを整備。

県から林地台帳原案の
提供を受け、市が保有
する情報による修正・追
加。

林地台帳の公表、情報
提供。

森林所有者等の申し出
による情報の修正・追
加。

林地台帳の公表、情報
提供。

森林所有者等の申し出
による情報の修正・追
加。

林地台帳の公表、情報
提供。

森林所有者等の申し出
による情報の修正・追
加。

5-2

テレワーク環境整備の
推進

専用PCを使用した環境
による在宅勤務及びモ
バイルワークを行う。

総務局 人事部
人事課

－ － 2020年度の実施に向け
た検討と予算化協議を
実施。

テレワークの試行実施。
試行した職員へのアン
ケート等を行い、効果や
課題を検証する。

テレワークの本格実施
予定。
実施状況に応じ、規模
の拡大等を検討。

No. 施策名 事業概要 担当部署名
年次計画



６ その他

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

6-1

プログラミング教育の充
実に向けた、指導研修
等の推進

2020年度から必修化と
なるプログラミング教育
について、具体的な指
導事例や教材等を示し
たリーフレットの作成・
配付を行ったり、教員向
けの研修の充実を図っ
たりしている。
　今後、国や他自治体
からの情報やデータ、
大学教員などの専門家
等の意見を参考にし
た、新たな授業事例作
成に向けて、研究を深
める。

教育委員会 学校
教育部
指導課

－ プログラミング教育に関
する情報収集及び研
究。

プログラミング教育に関
するリーフレットの作成
及び学校への送付。
プログラミング教育の授
業場面を想定した研修
の実施。

研究指定校におけるプ
ログラミング教育の公開
授業の実施。
プログラミング教育を含
んだ情報活用能力育成
のためのカリキュラム作
成。（各中学校区ごと）

国からの情報やデータ、
専門家等の意見を参考
にした、カリキュラムの
見直しや改善。

No. 施策名 事業概要 担当部署名
年次計画


