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本方針の策定にあたり、ICTが社会で果たす役割や、国の政策、市民の利用実態・
ニーズ、本市のこれまでの取り組みといった、ICTを取り巻く動向をふまえた上で、
近年のICTの潮流を整理します。

２－１　ICT社会の進展

（１）Society 5.0におけるICTの重要性

国の中長期的な成長の実現をめざす「未来投資戦略2017-Society 5.0の実現に向
けた改革-」が平成29年６月に閣議決定されました。国は、この戦略の中で、IoT、
ビッグデータ＊、AI、ロボット等の先端技術をあらゆる産業や社会生活に取り入れ、
必要なモノ・サービスを、必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供することで、
人々が豊かな暮らしを享受できる新しい社会の姿として、「Society 5.0」を示し、
実現に向けた取り組みを進めています。

【Society 5.0で実現する社会の姿（出典：内閣府ホームページ）】

第２章　ICTの潮流

 
【ビッグデータ】利用者が急激に拡大しているソーシャルメディア内のテキストデータ、携帯電話・スマートフォ
ンに組み込まれたGPS（全地球測位システム）から発生する位置情報、時々刻々と生成されるセンサーデータな
ど、ボリュームが膨大であると共に、構造が複雑化することで、従来の技術では管理や処理が困難なデータ群。

（出典：「平成28年版情報通信白書」（総務省））
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「Society 5.0」とは、Society 1.0（狩猟社会）、Society 2.0（農耕社会）、Society 
3.0（工業社会）、Society 4.0（情報社会）に続く、新たな社会を指すものです。
ICTを最大限に活用し、インターネットなどの仮想の「サイバー空間」と私たちが
住む「フィジカル空間（現実世界）」を高度に融合させることで、経済発展と社会
課題の解決を両立し、人々に豊かさをもたらす国が目指すべき未来社会の姿として
提唱されました。

【Society 5.0とは（出典：内閣府ホームページ）】

これまでのSociety 4.0（情報社会）の社会では、知識や情報が共有されにくく、
多くのデータの中から必要な情報を見つけて分析する作業は人が行うなど、年齢、
性別、リテラシー＊による制約があるという問題がありました。「Society 5.0」の
社会では、IoTによって全てのヒトとモノがつながり、さまざまな知識や情報が共
有され、今まで人が行っていた作業や調整の代行・支援をAI、ロボット等が行うこ
とにより、年齢、性別、リテラシーに関係なくICTの恩恵を受けられるようになり
ます。

 
【リテラシー】本来、「識字力=文字を読み書きする能力」を意味するが、「情報リテラシー」や「ICTリテラシー」
のように、その分野における知識、教養、能力を意味することに使われている場合もある。（出典：「平成28年版
情報通信白書」（総務省））
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【Society 5.0のしくみ（出典：内閣府ホームページ）】
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（２）データ大流通時代の到来

近年、ネットワークの高速化・大容量化に伴い、インターネット上のデータ流通
量は飛躍的に増大しています。スマートフォン等のモバイル機器の利用や、物理的
な世界とデジタルな世界を結びつけるIoTの進展により、世の中の膨大なデータを
蓄積することが可能になり、これらのビッグデータをAIで活用し、さまざまなサー
ビスや業務へ応用することに注目が集まっています。

また、SNS＊の普及やインターネットを通じて大量のデータが流通することによ
り、ヒトとヒト、ヒトとモノの相互のつながりが深まり、人と社会との結びつきの
あり方も大きく変化しています。

ICTは、このように社会生活や産業のあらゆる分野に浸透し、その影響力はます
ます拡大を続け、これまでの技術進歩の速さを上回るスピードでわたしたちの生活
を一変させていくものと考えられています。あわせて、さまざまなデータや知恵、
技術、人材が分野横断的につながることで生まれるイノベーション＊への期待が高
まっています。

（３）セキュリティの重要性

インターネットの普及やICTの技術進展に伴い、生活が便利になる一方で、個人
情報を狙った不正アクセス等のサイバー攻撃の手法は巧妙かつ複雑化しています。
日常生活のさまざまな場面においてICTが欠かせない現代社会において、安心して
ICTを使うためのセキュリティ対策の重要性はますます高くなっています。

そのため、従来のセキュリティ対策を適切に行うことは当然のこととして、ICT
の技術進展に伴い、今後登場が見込まれる新たな技術を導入する際には、それに応
じた必要なセキュリティ対策を講じることが必要です。

 
【SNS】Social Networking Service（Site）の略。インターネット上で友人を紹介しあって、個人間の交流を支
援するサービス（サイト）。誰でも参加できるものと、友人からの紹介がないと参加できないものがある。会員は
自身のプロフィール、日記、知人・友人関係等を、ネット全体、会員全体、特定のグループ、コミュニティ等を
選択の上公開できるほか、SNS上での知人・友人等の日記、投稿等を閲覧したり、コメントしたり、メッセージ
を送ったりすることができる。プラグイン等の技術により情報共有や交流を促進する機能を提供したり、API公開
により連携するアプリケーション開発を可能にしたものもある。（出典：「平成28年版情報通信白書」（総務省））

【イノベーション】新技術の発明や新規のアイデア等から、新しい価値を創造し、社会的変化をもたらす自発的な
人・組織・社会での幅広い変革のこと。（出典：「平成28年版情報通信白書」（総務省））
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２－２　国のICT関連政策

（１）官民データ活用推進基本法

行政や民間が持つ大量のデータを適正かつ効果的に活用することで社会課題を解
決し、安心して暮らせる社会や快適な生活環境を実現するために、平成28年12月
に官民データ活用推進基本法が成立し施行されました。同法では、国、地方公共団
体および事業者の役割が明らかにされるとともに、国および地方公共団体に対して
官民データ活用の推進に関する計画の策定を求めています。

その後、政府は平成29年５月に、同法の内容をふまえた「基本的な計画」を内容
に含んだ「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」を策定し
ました。この計画では、電子行政、健康・医療・介護、観光、金融、農林水産、も
のづくり、インフラ・防災・減災等、移動の８つの分野が重点分野に指定されてい
ます。

同法が市町村に求めている「市町村官民データ活用推進計画」については、地方
の特性や実情にあわせて、任意で策定することとしていますが、同法に掲げる基本
施策のうち地方公共団体に関係する以下５つの取り組みを通じて、官民データの利
用環境の整備促進を図り、事務負担の軽減、地域課題の解決、住民および事業者の
利便性向上などに寄与することが期待されています。

【官民データ活用推進基本法が掲げる地方公共団体関連の取り組み】
①手続きにおける情報通信の技術の利用等（オンライン化原則）
②官民データの容易な利用等（オープンデータの推進）
③個人番号カードの普及及び活用（マイナンバーカードの普及・活用）
④利用の機会等の格差の是正（デジタルデバイド対策等）
⑤情報システムに係る規格の整備及び互換性の確保等（システム改革、BPR）

（２）個人情報保護法

ICTの技術革新や利用環境の整備が進み、いわゆるビッグデータの収集・分析が
可能となる中、特に利用価値が高いとされているパーソナルデータ＊の活用を適正
に進めていくことが官民を通じた重要な課題になっていることなどを背景として、
個人情報保護法等が改正され、平成29年５月に施行されました。

この改正により、行政機関が保有の個人情報を加工して特定の個人を識別できな
いようにした上で民間事業者に提供することができる非識別加工情報（匿名加工情
報）について明記されました。

こうした中、現在、国において、地方公共団体が保有するパーソナルデータを効
果的に活用するための仕組みのあり方について検討が行われています。

 
【パーソナルデータ】個人情報に加え、個人情報との境界が曖昧なものを含む、個人と関係性が見出される広範囲
の情報のこと。（出典：「平成29年版情報通信白書」（総務省））
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（３）サイバーセキュリティ基本法

市民生活や社会経済活動、国家の安全保障・危機管理の観点から、サイバーセ
キュリティの確保が極めて重要な課題となっており、サイバーセキュリティに関す
る施策を総合的かつ効率的に推進するためのサイバーセキュリティ基本法が平成26
年11月に施行されました。政府は同法に基づき、サイバーセキュリティ戦略本部を
設置するとともに、サイバーセキュリティ政策の基本的な方向性を示す新たな国家
戦略「サイバーセキュリティ戦略」を平成27年９月に閣議決定し、サイバーセキュ
リティ関連施策を推進しています。

地方公共団体においても、安心・安全な社会の実現を図るため、技術革新が進む
ICTの活用にあたっては、サイバーセキュリティの確保がこれまで以上に重要にな
ると考えられます。　
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２－３　市民のICT利用実態・ニーズ

市民のインターネットの利用状況や情報化に関するニーズ調査を行うため、無作為
抽出した市民2,000人を対象としたアンケート調査を毎年度実施しています。

（１）インターネット利用状況

①市民の年代別インターネット利用率
市民の年代別インターネット利用率については、平成23年度（前プラン策定

時）と比較した場合、どの年代も増加しています。その中でも、特に、60代以上
の高齢世代のインターネット利用率が大きく増加しています。

【市民の年代別インターネット利用率（平成30年度と平成23年度比較）】

②インターネット利用端末の種類
市民がインターネットを利用するときに用いる端末については、平成23年度

（前プラン策定時）と比較した場合、スマートフォンやタブレット端末の利用が
大幅に増加しています。市民生活の中でのモバイル端末の利用シーンが拡大して
いることがうかがえます。

【インターネット利用端末の種類（平成30年度と平成23年度比較）】
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③インターネットの普及に対する不安
市民がインターネットの普及に対してどのようなことに不安を感じているかに

ついては、個人情報に対する漏えいや悪用、パソコン等のウイルス感染や不正操
作といった、セキュリティ面に対して不安と感じる人が多くなっています。また、
情報の正確さや情報格差の広がりに不安をもつ人も多く存在しています。

【インターネットの普及に対する不安（平成30年度）】

（２）市の情報化に関するニーズ

市の情報化の取り組みに対して今後さらに力を入れてほしい分野については、福
祉・保健・医療・子育て・教育、防災といった日常生活の身近な分野における情報
化の充実、情報セキュリティ＊対策・個人情報の保護、行政機関への申し込み・手
続きのオンライン化が上位となっています。

【市の情報化に関するニーズ（平成30年度）】

 
【情報セキュリティ】情報資産を安全に管理し、適切に利用できるように運営する経営管理のこと。適切な管理・
運営のためには、情報の機密性・安全性・可用性が保たれていることが必要となる。（出典：「平成28年版情報通
信白書」（総務省））
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２－４　本市のこれまでの取り組み

（１）第２次名古屋市情報化プラン

本市においては、総合計画の「情報・通信部門」に関する個別計画として「名古
屋市情報化プラン」を平成12年12月に策定し、平成19年3月に社会環境の変化や
ICTの進展をふまえた改訂を行ったのち、平成24年3月に本市がめざす都市像の実
現をICTの側面から支える個別計画として「第２次名古屋市情報化プラン」を策定
しました。

前プランでは、基本理念「ナゴヤのまちづくりを支えるICTのチカラ」のもと、
「人がつながり互いに支えあう地域づくり」「安心・安全・豊かに暮らせる生活環境
づくり」「魅力あふれる元気な都市環境づくり」「市民に身近で満足度の高い市役所
運営」といった4つの目標を掲げ、各種さまざまな情報化の取り組みを展開してき
ました。具体的には、インターネットを通じて行催事の申し込みや手続きができる

「名古屋市電子申請サービス」の拡充やソーシャルメディアを活用した市政情報の
発信などの計画した取り組みについては、おおむね実施されています。

また、成果指標については、策定当時と比較しおおむね上昇していますが、進捗
（達成度合）については、各指標によりばらつきがあります。特に、「産業・経済・
観光分野」におけるインターネットを通じた行政からの情報提供や情報機器を活用
したサービスの提供に関する満足度や、「多様な手段での情報発信ができている」と
思う満足度に関する指標の値が低く、今後も引き続き、その時々のICTの技術動向
や利用者ニーズをふまえながら適切に対応していく必要があります。（参考：P.46

「参考資料１　第２次名古屋市情報化プランの取り組み結果」）

（２）その他の取り組み

前プランに基づきさまざまな情報化の取り組みを展開する一方で、社会保障・税
番号制度の導入に向けた情報連携基盤システムの開発や、自治体の情報セキュリ
ティ対策の抜本的強化への対応など、国が進めるICT関連政策にも適宜対応してき
ました。

また、職員を対象としたデータ活用の基本的な考え方を学ぶデータサイエンス研
修や、都市魅力の発信情報に関するSNS上の反応を分析するメディアリレーション
調査を実施するなど、新たなICT関連の技術やサービスを適宜活用しながら市政各
分野における情報化の取り組みも進めてきました。
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２－５　ICTの潮流

これまでの本章で触れたICTを取り巻く動向をふまえた上で、近年のICTの潮流を
整理し以下3つに分類します。

潮流１　ICTを活用した共創への期待 

ICTの技術革新や利用環境の整備が進み、蓄積されるデータの活用に対する期待
が高まり、インターネットを介することでヒトとヒト、ヒトとモノとの距離がより
縮まっています。また、民間においては、企業やNPO、大学・研究機関等がそれ
ぞれの強みを生かしながら、IoT、ビッグデータ、AI等の先端技術を活用した新た
なサービスの開発や社会課題の解決に向けた取り組みを活発化させています。

そのため、行政分野においても、「行政」という枠を超え、ICTの先端技術やデー
タの活用を通じて「民間」と連携し、お互いの知恵や技術を持ち寄り生み出される
イノベーションによって地域の課題解決や活性化、新たなサービスの創出につなげ
ていくことが重要です。

潮流２　ICTがもたらす社会影響の拡大 

社会経済のさまざまな分野でICTが活用され、日常生活において欠かせないもの
となってきています。この傾向は今後さらに加速し、ICTが社会にもたらす影響は
これまで以上に大きくなっていくことが予測されます。

そのため、行政分野においても、さまざまな行政課題に適切に対応していくため、
ICTを効果的に活用していくことが重要です。

潮流３　セキュリティ等に対する懸念 

社会経済のさまざまな分野でICTが活用される一方で、サイバー攻撃の脅威や個
人情報漏えいなどに対する不安が高まっており、引き続きセキュリティ対策の強化
や適切な情報管理を行っていく必要があります。

また、ICTが活用される社会に適応できる力を身につけることや、ICTが得意で
ない方への配慮など、ICTを取り巻く環境に適切に対応できるようにしていくこと
も大切になっています。

そのため、行政分野においても、ICTの技術動向に適切に対応した安全対策や、
だれもが安心してICTを活用することができる環境整備を行っていくことが重要で
す。


