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５－１　基本方針１　ICTを活用した公民連携型まちづくり

【施策１】公民連携を支えるデータ流通の促進

【取り組み方針１－１】

◎ニーズに即したオープンデータ化の推進

市が保有する公共データのオープンデータ化にあたっては、平成26年3月から、
市公式ウェブサイト上での提供を開始し、各種データの公開に取り組んできました。
今後、オープンデータがより一層活用されていくためには、民間の利用ニーズをふ
まえたデータが公開されていることが重要です。

国において取り組まれている、データを活用する企業等と国が直接対話する場で
ある「官民ラウンドテーブル」において示される民間ニーズや、自治体が共通化し
て公開することが望ましいオープンデータの標準例を定めた「推奨データセット」
などをふまえながら、本市として優先的に公開すべきデータセットについて調査検
討を進めます。

また、さらなるニーズの把握や活用されやすいデータ公開のあり方を検討するた
め、地域の課題解決や活性化に資するオープンデータの活用に関して、地域で活動
する企業やNPO、大学・研究機関等との交流・対話を進めます。

なお、パーソナルデータの活用については、国において、自治体における非識別
加工情報制度の運用に向けた検討が進められています。本市としても、慎重に検討
を進める必要があり、個人情報の保護を図りつつ、国の動向を注視しながら適切に
対応していきます。

・国が推奨するオープンデータセットの公開に向けた調査検討
・情報公開請求の多い情報のオープンデータ公開
・オープンデータ関連団体等との交流・対話
・オープンデータを整備する他自治体との連携　

第５章　ICT活用に向けた施策

取り組み例

市が保有する公共データについて、民間が利用しやすい形で容易に入手できるよう、
データのオープン化を推進し、行政と民間との間におけるデータ流通を促進します。
市が保有する公共データについて、民間が利用しやすい形で容易に入手できるよう、
データのオープン化を推進し、行政と民間との間におけるデータ流通を促進します。

市が保有する公共データについて、利用ニーズの高い分野を中心にオープンデータ
化を進め、行政と民間との間におけるデータ流通を促します。
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【取り組み方針１－２】

◎オープンデータ・バイ・デザインの推進

オープンデータ化の推進にあたっては、取り扱うデータをオープンデータの形へ
加工し出力する機能が情報システムに備わっていない、業務のやりとりが紙で行わ
れており情報がデジタル化されていないなど、情報システムや業務プロセスそのも
のがオープンデータ化を前提としたつくりとなっていないため、結果的に、庁内各
部門が保有する各種データのオープンデータ化が限定的となってしまうことが課題
となっています。

国が策定した「オープンデータ基本指針」に示されたオープンデータ・バイ・デ
ザインの考え方に基づき、公共データは原則としてオープンデータとして公開する
ことをふまえ、市が保有する公共データを民間が活用しやすい形で公開できるよう、
オープンデータ化を前提とした情報システムや業務の企画・整備・運用のあり方に
関する調査検討を行います。

また、オープンデータに関する公開ルールを定めた市指針について、オープン
データ・バイ・デザインの考え方をふまえた改定を行い、各種データのオープン
データ化を進めます。

・オープンデータ化を前提とした情報システムや業務のあり方の調査検討
・本市オープンデータ対応指針の改定

取り組み例

市が保有する公共データについて、オープンデータ化を前提とした情報システムや
業務プロセス全体の企画、整備、運用に向けた取り組みを進めます。
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【取り組み方針１－３】

◎データ標準化の推進

市が保有する公共データの活用を進めるためには、庁内で管理されているさまざ
まなデータについて、データ所管部門のみではなく、部門間をまたいだ庁内全体で
横断的に活用されるとともに、民間側にとっても手間が少なくより活用しやすい形
で入手できるように整備することが必要です。

そのため、庁内の各情報システム間をまたぎ、また、将来的に民間を含めた二次
利用などの分野横断的なデータ連携を行うためには、それぞれが取り扱うデータ形
式の標準化が必要となります。

国の関係指針等を参考にしながら、情報システムのデータに関するフォーマット、
語彙、文字等の標準化に関する調査検討を進めます。

また、市がウェブサイト等において発信する情報について、民間による機械的な
情報収集やデータのマッシュアップ＊が容易となるよう、民間で使用されている既
存のウェブアクセシビリティ＊の標準規格もふまえたウェブサイトのデザインやデー
タ構造の標準化、公共データの提供にあたってのAPI＊の整備に向けた調査検討を
進めます。

・データ（フォーマット、語彙、文字等）の標準化の調査検討
・市公式ウェブサイト等のウェブアクセシビリティ対応の推進
・ウェブサイトのデザイン、データ構造の標準化の調査検討
・API活用に向けた調査検討

 
【マッシュアップ】インターネット上の複数のサービスを組み合わせて、新しいサービスをうみだす手法。
【アクセシビリティ】情報やサービス、ソフトウェア等が、どの程度広汎な人に利用可能であるかをあらわす語。
特に、高齢者や障害者等、ハンディを持つ人にとって、どの程度利用しやすいかということを意味する。（出典：

「平成28年版情報通信白書」（総務省））
【API】Application Programming Interfaceの略で、アプリケーションの開発者が、他のハードウェアやソフト
ウェアの提供している機能を利用するためのプログラム上の手続きを定めた規約の集合を指す。個々の開発者は
規約に従ってその機能を「呼び出す」だけで、自分でプログラミングすることなくその機能を利用したアプリケー
ションを作成することができる。（出典：「平成28年版情報通信白書」（総務省））

取り組み例

庁内の情報システム間でのデータ連携や民間を含めた二次利用など、庁内外におけ
るデータの円滑な流通が可能となるよう、情報システムやウェブサイトにかかるデー
タ標準化に向けた取り組みを進めます。
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【施策２】市民と行政との双方向コミュニケーションの円滑化

【取り組み方針２－１】

◎市民参加の促進

インターネットの利用率が大きく伸び、生活の中でモバイル端末を利用する場面
が拡大している状況をふまえ、本市としても、ソーシャルメディアやスマートフォ
ン向けアプリ等を活用した「双方向」の情報発信を推進し、市民のニーズに合った
情報提供を行うことに加え、市民が気軽に市政に参加するきっかけの提供や、市民
の主体的な取り組みを促進していくことが必要です。

そのため、多くの人々が名古屋の魅力を発信することができるウェブサイトを運
営し、名古屋のファンになって頂いた市民や観光客などによる記事・レポートを掲
載し、ソーシャルメディアやスマートフォン向けアプリ等の各メディアを連動させ
ることで情報を効果的に発信するなど、多くの市民が市政に参加できるよう、ICT
を活用した市民参加や主体的な取り組みを促進していきます。

・「名古屋なんて、だいすき」アプリの配信（名古屋のファンによる魅力発信）
・ウェブ・SNS・アプリを連動した魅力の編集・発信
・SNSを活用した栄サポーターによるおすすめスポット・イベント等の情報発信
・消防出初式インスタグラムフォトコンテスト
・環境行動促進アプリの開発　※6

※ P.53「参考資料２　平成30年度の主な名古屋市ICT関連事業予定一覧」事業No.

ICTが持つ双方向性を活用することにより、市民の市政参加を促進するとともに意
見や考え方を聞く機会を拡充し、そこから新たなニーズや行政課題の発見につなげ
るなど、市民と行政とのコミュニケーションの円滑化を図ります。

ICTが持つ双方向性を活用することにより、市民の市政参加を促進するとともに意
見や考え方を聞く機会を拡充し、そこから新たなニーズや行政課題の発見につなげ
るなど、市民と行政とのコミュニケーションの円滑化を図ります。

 
【アプリ】アプリケーションの略。OS上で作業の目的に応じて使うソフトウェア。パソコンではワープロ・ソフ
ト、表計算ソフト、ウェブブラウザ、メールソフト、画像編集ソフトなどが、スマートフォンやタブレットでは
コミュニケーション、動画・音楽視聴、地図・ナビゲーション、電子書籍、ネットショッピング、ゲーム用のア
プリなどが代表的。スマートフォンが普及して以降、スマートフォンやタブレット向けに多種多様なアプリが提
供され利用が広がるとともに、「アプリケーション」よりも「アプリ」等の略称が一般的となっている。（出典：

「平成28年版情報通信白書」（総務省））

取り組み例

ソーシャルメディアやスマートフォン向けアプリ＊等のICTが持つ双方向性を活用
し、市民の市政参加や主体的な取り組みを促進します。
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【取り組み方針２－２】

◎広聴手段の多様化

市民の声を市政に反映できるよう、市民からの意見や考え方を的確に把握するた
めの広聴手段を拡充させるとともに、市民との意見交換を通じて生み出される情報
の分析を通じて、そこから新たなニーズや行政課題を発見していくことが重要です。
また、ICTの進展に伴い、大量のデータを分析し、これまではわからなかった事実
や傾向を把握することが技術的に可能となってきています。

今後は、今まで以上に幅広くソーシャルメディアやスマートフォン向けアプリ等
を活用し、市政の情報を届け、市民の意見や考え方を聞くことができるコミュニ
ケーション手段を充実させます。

また、このようなデータを活用し、窓口に多く寄せられた市民の問い合わせを
「よくある質問」として公開することや、意見や要望を把握し施策の検討に活用す
るなど、ニーズを反映する機会の拡充を図ります。

・SNSを用いた広聴手段の拡充
・コールセンター（名古屋おしえてダイヤル）の運営
・ネット・モニターアンケートの活用

取り組み例

ICTを活用した広聴手段の多様化を進め、市民の意見や考え方を把握する機会を拡
充させるとともに、市民との対話を通じた新たなニーズや行政課題の発見につなげ
ます。
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【施策３】地域とともに進めるICTを活用した共創事業の展開

【取り組み方針３－１】

◎公民連携の推進

企業やNPO、大学・研究機関等の多様な主体が持つアイデアやノウハウ、技術
などの資源を交流させ、新たなイノベーションを生み出し、市民サービスの向上や
市政課題の解決、地域経済の活性化へつなげるため、公民連携をより一層進めるこ
とが必要です。

これまでも、産業分野をはじめ市政分野における課題解決や活性化等に向けた取
り組みを進め、企業やNPO、大学・研究機関等と連携したIoT、AI等の先端技術
を活用した共創事業を展開してきました。

産業分野においては、本市の高度なものづくり産業の集積を活かし、産業競争力
のさらなる強化を図るため、企業や大学・研究機関等と連携してIoT、AI、ロボッ
ト、ビッグデータを活用したものづくりを推進していきます。

また、オープンデータに関して、ニーズのさらなる把握やデータ公開および活用
のあり方を検討するため、地域で活動する企業やNPO、大学・研究機関等の多様
な主体との交流・対話を進めます。

今後も、さまざまな分野における市民サービスの向上や市政課題の解決、地域経
済の活性化に向けて、企業やNPO、大学・研究機関等の多様な主体とのICTを活
用した連携を進めていきます。

・名古屋市IoT推進ラボ（IoTを活用したものづくりの総合的支援）
・ICT企業交流・投資促進事業（ビジネス交流・投資イベント等の開催、本市

への進出企業に対する助成制度）　※3
・オープンデータ関連団体等との交流・対話（再掲）
・大学とのGIS等を活用した防災・減災対策の推進に関する相互連携協定
・災害時における地図製品等の供給等に関する協定
・災害時等における無人航空機（ドローン）の運用に関する協定

企業やNPO、大学・研究機関等の多様な主体とともにICTを活用したまちづくり
を進めていくため、公民連携の仕組みや民間との対話を充実させ、さまざまなICT
を活用した共創事業の展開へとつなげていきます。

企業やNPO、大学・研究機関等の多様な主体とともにICTを活用したまちづくり
を進めていくため、公民連携の仕組みや民間との対話を充実させ、さまざまなICT
を活用した共創事業の展開へとつなげていきます。

取り組み例

多様な主体と連携し、ICTを活用した市民サービスの向上や市政課題の解決、地域
経済の活性化に向けた共創事業の展開を進めます。
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【取り組み方針３－２】

◎民間との対話の充実

企業やNPO、大学・研究機関等が持つアイデアやノウハウを活用し、地域とと
もに進めるICTを活用した共創事業の展開をより一層促進するため、行政と民間が
対話する機会を充実させる必要があります。

公民連携を促進し、ICTを活用した市政課題の解決等に資する民間との共創事業
の展開を図るため、民間からのアイデア・事業に関する提案を募集する窓口や公開
してほしいオープンデータに関する相談・問い合わせ窓口の充実など、民間との対
話を充実させるための取り組みを進めます。

・ICTを活用した民間提案募集窓口の充実
・オープンデータに関する相談・問い合わせ窓口の充実　

取り組み例

ICTを活用した共創事業のアイデアや事業提案を民間から募集するなど、民間との
対話を充実させます。
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５－２　基本方針２　ICTを活用した未来につながる持続可能なまちづくり

【施策４】ICTを活用した行政サービスの向上

【取り組み方針４－１】

◎利用者目線に立った市民サービスの展開

国では、行政サービスの向上に資する行政手続きのオンライン化を促進するため、
サービスを利用者の視点から見直し添付書類の不要化などをめざす「デジタル化３
原則」（デジタルファースト＊、コネクテッド・ワンストップ＊、ワンスオンリー＊）
を前提とした検討を開始し、平成30年5月策定の「地方公共団体オンライン利用促
進指針」をはじめ、行政手続きのオンライン化の徹底や添付書類の撤廃等を実現す
るための法整備「デジタルファースト法案（仮称）」の準備が進められています。加
えて、社会保障・税番号制度やマイナンバーカードを活用したサービス展開に向け
た取り組みも進められています。一方、オンラインで実施されている手続きは一部
にとどまっており、紙の添付書類の提出がオンライン化の大きな阻害要因となって
います。

これまで、本市では、インターネット上でイベントや手続きの申し込みができる
「名古屋市電子申請サービス」をはじめ、さまざまな行政手続きのオンライン化を
進めてきました。

引き続き「すぐ使える」「簡単」「便利」な利用者目線に立った市民サービスの展
開を図るため、国の動向等を注視し、市民の利便性や費用対効果を考慮しながら各
種行政手続きのオンライン化の充実を図っていきます。

また、身近なものとなったスマートフォンやタブレット端末等を使用してサービ
スを利用することができるよう、各種サービスのアプリ提供を充実させるなどのモ
バイル対応も進めていきます。

なお、国が推進する社会保障・税番号制度やマイナンバーカードを活用した各種
施策について、国や他都市の動向を注視し、導入効果や情報の取り扱いなどの検討
を行い適切に対応します。

「すぐ使える」「簡単」「便利」な市民サービスを展開し、市からの情報発信を充実さ
せるため、行政サービスの向上に向けたICTの活用を進めます。

「すぐ使える」「簡単」「便利」な市民サービスを展開し、市からの情報発信を充実さ
せるため、行政サービスの向上に向けたICTの活用を進めます。

行政手続きのオンライン化やスマートフォンでの利用が可能なモバイル対応を進め
るなど、「すぐ使える」「簡単」「便利」な利用者目線に立った市民サービスの展開を
図ります。
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・クレジットカード納税の導入　※1
・健康マイレージ事業の参加促進（パソコン・スマホ対応）　※7

 
【デジタルファースト】デジタル技術を徹底的に活用し、デジタル処理を前提としたサービス設計を行うこと。（出
典：「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　用語集」（首相官邸ホームページ））

【コネクテッド・ワンストップ】民間サービスを含め、複数の手続・サービスがどこからでも一か所で実現するこ
とを原則とする考え方のこと。（出典：「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　用語集」

（首相官邸ホームページ））
【ワンスオンリー】一度行政機関が提出を受けた情報は、原則再度の提出を求めない仕組みのこと。（出典：「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　用語集」（首相官邸ホームページ））

取り組み例
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【取り組み方針４－２】

◎情報発信の充実

利用者ニーズや情報の取得手段が多様化する中、行政サービスに関する情報を必
要な主体に的確に届けるため、利用者側に合わせた能動的な情報発信や、モバイル
等技術への対応、民間サービスとの融合等による情報発信の多様化を進めていくこ
とが必要です。

市からのお知らせ等の情報を正確にわかりやすく伝えるため、市公式ウェブサイ
ト等のコンテンツを利用しやすい形で提供していきます。また、膨大な情報の中か
らその時々にあわせた必要な情報を届けるプッシュ型の情報配信など、的確な情報
発信を進めていきます。

また、名古屋の魅力を多くの方へ伝え、本市の良好な都市イメージ・魅力を世界
へ広く届けるため、動画配信、ソーシャルメディア、スマートフォン用アプリ、デ
ジタルサイネージ＊（電子看板）等の各メディアの特長を活かし、効果的な情報発
信を進めていきます。

・市公式ウェブサイト等を活用した情報発信
・市公式ウェブサイト等のスマートフォン対応
・なごや子育てアプリNAGOMii（なごみー）による情報発信（登録情報に合わ

せたお知らせ等）　※8
・ウェブ・SNS・アプリを連動した魅力の編集・発信（再掲）
・首都圏でのデジタルサイネージを活用したPR事業　※5

 
【デジタルサイネージ】日本語では「電子看板」。屋外・店頭・交通機関などの公共空間で、ネットワークに接続
されたディスプレイなどの電子的な表示機器を使って情報を発信するシステムの総称。設置場所や時間帯によっ
て変わるターゲットに向けて適切にコンテンツを配信可能であるため、次世代の広告媒体として注目を集めてい
る。（出典：「平成28年版情報通信白書」（総務省））

取り組み例

市からのお知らせや必要な情報を正確にわかりやすく届けるとともに、名古屋の都
市魅力を広く発信するため、ICTを活用した情報発信の充実を図ります。
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【施策５】ICTを活用した名古屋の都市機能の強化

【取り組み方針５－１】

◎子どもや若者、子育て世代の応援におけるICTの活用

子どもは、生まれながらにして一人ひとりがかけがえのない存在です。そのため、
子どもの健やかな育ちを社会全体で支援するとともに、未来を担う子どもや若者が
希望を持って夢に向かって努力し、将来社会において活躍できるよう、それぞれが
抱く夢を応援することが必要です。また、進行する少子化など人口構造の変化によ
る影響を少しでも抑えるためには、未来を担う人材の育成に向けて、子どもや若者、
子育て世代を全力で応援し、子どもや親を総合的に支援するとともに、若い世代や
子育て世代に、住みたい、住み続けたいと思ってもらえるよう、子どもを生み育て
る地、子どもの教育の地として選ばれるまちづくりを進めることが必要です。

子どもや若者、子育て世代に身近で馴染みのある情報機器や民間サービスを活用
することで、それぞれの世代に寄り添った行政サービスを提供することができます。
また、ICTを活用することで、子ども一人ひとりの個性を大切にしたきめ細かい質
の高い教育環境を提供し、技術の進化やグローバル化に対応できる資質や能力を育
成することが可能となります。

さまざまな悩みを抱える子どもに寄り添った支援や、子ども・若者の学びを支え
る教育環境の整備、安心して子育てができるサービスの提供など、子どもや親を総
合的に支援し、未来を担う人材を育てるにあたり、ICTを効果的に活用した施策・
事業展開を進めます。

・ネットパトロールの実施　※12
・いじめ等の報告・相談が可能なアプリの試行導入　※12
・タブレット端末を活用した教育の推進　※11
・図書館のオンラインシステムの再構築（ウェブサイト上の機能充実）　※13
・なごや子育てアプリNAGOMii（なごみー）による情報発信（登録情報に合わ

せたお知らせ等）（再掲）　※8
　

都市機能の強化を図るため、社会の変化や本市が直面する都市課題に向けての取り
組みにおけるICTの活用を進めます。
都市機能の強化を図るため、社会の変化や本市が直面する都市課題に向けての取り
組みにおけるICTの活用を進めます。

取り組み例

子どもや若者、子育て世代を応援するにあたり、ICTを効果的に活用した施策・事
業展開を進めます。
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【取り組み方針５－２】

◎だれもが安心・安全に暮らし活躍できるまちづくりにおけるICTの活用

高齢者人口や高齢単身世帯の増加が見込まれる一方、社会の担い手である生産年
齢人口の減少が想定されます。また、本市の社会動態をみると、働く世代や若い世
代の女性を中心に関東圏への転出超過が続いています。さらには、外国人市民が近
年大幅に増加しています。このような中でも、住みやすさを磨き上げるとともに、
地域コミュニティを維持し、まちの活力を向上させるためには、年齢、性別、障害
の有無、国籍などに関わらず、職場や地域などで活躍できる環境づくりに取り組み、
みんなで支え合う地域共生社会の形成と誰もが生涯にわたり安心して暮らすことの
できるまちづくりが必要です。

だれもが住みやすく、安心して安全に暮らすことができる環境づくりを進めるに
あたり、その人それぞれにあった形や手段で情報を入手でき、みんなで支え合うた
めに関係者間において情報共有や連携ができるICTの活用が期待されます。

高齢者や障害者、外国人市民など、だれもが安心して生活できる環境づくりや高
齢者が元気に社会参加できる環境づくりなど、みんなで支え合い、安心・安全で活
力あふれるまちづくりを進めるにあたり、ICTを効果的に活用した施策・事業展開
を進めます。

・ICTによる医療・介護の関係者の連携ツールの活用（はち丸ネットワーク）
・市公式ウェブサイト等のウェブアクセシビリティ対応の推進（再掲）
・外国人市民向けの多様な言語・手段による情報提供
・メールを活用したはいかい高齢者おかえり支援事業
・健康マイレージ事業の参加促進（パソコン・スマホ対応）（再掲）　※7

　

取り組み例

年齢、性別、障害の有無、国籍などに関わらず、だれもが安心・安全に暮らし活躍
できるまちづくりを進めるにあたり、ICTを効果的に活用した施策・事業展開を進
めます。
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【取り組み方針５－３】

◎災害に強く、環境にやさしい持続可能な都市の構築におけるICTの活用

将来にわたって市民の日常生活や企業の経済活動が安定的に続けられるようにす
るためには、発生が懸念される南海トラフ巨大地震や計画規模をはるかに超える豪
雨などに備え、市民、企業、NPOなど多様な主体と行政の総力を結集して災害に
強いまちづくりを進めることが必要です。

また、地球温暖化に伴う気候変動やごみ処理量の増加などが懸念されており、自
然と共生し、低炭素で循環型の環境にやさしい都市を構築することが必要です。

ICTがもつ特性を活かすことで、広範囲にわたる各種情報を迅速かつ正確に集約
し、関係者間でこれらの情報を共有することが可能となります。例えば、身近な存
在となっているスマートフォン等を活用し、行政に限らずさまざまな人々が主体と
なって迅速かつ簡単に情報の発信を行うなど、より広範囲で情報の伝達・共有され
るようになります。

これらの情報は、災害対策や防災意識の啓発におけるさまざまな場面で活用され
役立てられています。また、環境面においても、ターゲットをしぼった環境行動の
普及・啓発活動や、リアルタイムでのデータの収集・解析などの取り組みが可能と
なります。

災害時の情報収集伝達手段の多様化・充実、環境に配慮した取り組みの推進など、
災害に強く、環境にやさしい持続可能な都市を構築するにあたり、ICTを効果的に
活用した施策・事業展開を進めます。

・災害情報収集機能の強化　※9
・防災情報の効果的な提供
・応急給水施設等の開設状況の迅速な情報提供（各施設に設置されたQRコー

ドを活用したウェブサイトへの開設状況の登録）
・聴覚・言語機能障害者のための緊急通報システムの導入　※10
・環境行動促進アプリの開発（再掲）　※6

　

取り組み例

災害に強く、環境にやさしい持続可能な都市を構築するにあたり、ICTを効果的に
活用した施策・事業展開を進めます。
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【取り組み方針５－４】

◎にぎわいや新たな価値の創出、都市機能の強化におけるICTの活用

人口減少、高齢化が進行し、国際的な都市間競争が激化する中、本市が持続的に
発展していくためには、先端技術の活用や産業交流などを通して産業競争力を強化
し、消費や投資を活性化させるとともに、日本人の国内旅行の消費に加え、年々増
加する訪日外国人旅行者の消費を取り込むことで、都市活力の向上と圏域の経済の
成長につなげていくことが必要です。

また、第20回アジア競技大会の開催とリニア中央新幹線の開業による交流の拡大
などにより一層高まる本市のポテンシャルを最大限発揮できるような取り組みが必
要です。さらには、市民のまちへの愛着や誇りを醸成・高揚させ、市民の名古屋に
対する推奨度を高めることが必要です。

産業分野においては、作業の効率化等を図ることができるICTや先端技術の活用
の普及・促進や、ICT企業と地元の企業との交流によって、地域産業のさらなる発
展が期待されます。また、観光分野においては、ターゲットを定めて必要な情報を
発信したり、不特定多数の人に情報を発信したりすることができるICTによる戦略
的な魅力発信や、来訪者等がICTを快適に使える環境の整備が期待されます。

産業交流の場やイノベーション拠点の形成、産業人材の育成によるさらなる産業
の発展、市の魅力発信や魅力向上、来訪者向けのおもてなしの充実など、強い経済
力を基盤に、にぎわいと新たな価値を創出し、都市機能を強化するにあたり、ICT
を効果的に活用した施策・事業展開を進めます。

・ICT企業交流・投資促進事業（ビジネス交流・投資イベント等の開催、本市
への進出企業に対する助成制度）（再掲）　※3

・ロボット・AI・IoT活用普及促進事業　※2
・ロボット等導入支援人材育成事業　※4
・ウェブ・SNS・アプリを連動した魅力の編集・発信（再掲）
・首都圏でのデジタルサイネージを活用したPR事業（再掲）　※5
・無料公衆無線LAN環境（NAGOYA Free Wi-Fi＊）の整備・運営

 
【Wi-Fi】無線LANの標準規格である「IEEE 802.11a/b/g/n」の消費者への認知を深めるため、業界団体のWECA
（現：Wi-Fi Alliance）が名付けたブランド名。（出典：「平成28年版情報通信白書」（総務省））

取り組み例

にぎわいや新たな価値の創出、都市機能の強化を進めるにあたり、ICTを効果的に
活用した施策・事業展開を進めます。
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【施策６】ICTを活用した市役所運営の効率化・高度化

【取り組み方針６－１】

◎情報システム改革

近年、情報システム関連経費の抑制や業務継続性の確保、情報セキュリティの向
上が期待されるクラウドコンピューティング技術の活用がさまざまな分野で進んで
います。また、ICTを用いた新たな技術やサービスが次々に登場している中、有用
なものは積極的に取り入れ、本市の施策や事業に効果的に活用していくことが求め
られます。

このようなICTを用いた新たな技術やサービスの活用にあたっては、庁内各部門
が効果的かつ安全に活用することができるよう、導入効果や技術的課題の検証を事
前に行っておくことが重要です。

情報システムの構築および更新にあたっては、取り扱う個人情報をはじめとした
機密情報等の重要性、クラウドサービス＊の安全性、信頼性、費用等を考慮した上
で、クラウド技術の活用に向けた検討を進めます。あわせて、国が推奨する自治体
の基幹情報システムのクラウド化（自治体クラウド）に関する調査検討を進めます。

また、AIやパソコン操作を自動化して定型業務を行うRPA（ソフトウェアロボッ
トによる業務自動化）等の最新技術の動向や社会情勢の変化をふまえながら、情報
システムのさらなる最適化を図り、あわせて業務の見直しを進めていきます。その
ため、情報化推進部門が率先して、ICTを用いた新たな技術等に関する導入効果や
技術的課題を検証するための調査研究等を実施し、庁内における情報共有や活用
ルール、手順等を整理した庁内向け共通ガイドラインの整備を行います。

ICTを活用した行政サービスの向上および都市機能の強化を支えるため、最新の技
術動向をふまえた情報システム改革、職員のワークスタイル変革、ICT・データリ
テラシーの向上など、行政事務におけるICT活用を推進し、市役所運営のさらなる
効率化・高度化を図ります。

ICTを活用した行政サービスの向上および都市機能の強化を支えるため、最新の技
術動向をふまえた情報システム改革、職員のワークスタイル変革、ICT・データリ
テラシーの向上など、行政事務におけるICT活用を推進し、市役所運営のさらなる
効率化・高度化を図ります。

情報システム関連経費の適正化や、セキュリティの向上、業務継続性の確保が期待
されるクラウド＊化や、効率的な業務運営に寄与するAI、RPAの活用など、情報シ
ステム改革や業務の見直しを進めます。
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・情報システムの適正化の推進
・クラウド技術の活用に向けた調査検討
・AI・RPA等の活用に向けた調査検討

 
【クラウド】データサービスやインターネット技術等が、ネットワーク上にあるサーバー群（クラウド（雲））に
あり、ユーザーは今までのように自分のコンピュータでデータを加工・保存することなく、「どこからでも、必要
な時に、必要な機能だけ」利用することができる新しいコンピュータ・ネットワークの利用形態。（出典：「平成
28年版情報通信白書」（総務省））

【クラウドサービス】インターネット等のブロードバンド回線を経由して、データセンターに蓄積されたコンピュー
タ資源を役務（サービス）として、第三者（利用者）に対して遠隔地から提供するもの。なお、利用者は役務と
して提供されるコンピュータ資源がいずれの場所に存在しているか認知できない場合がある。（出典：「平成28年
版情報通信白書」（総務省））

取り組み例
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【取り組み方針６－２】

◎ワークスタイル変革

自治体の経営資源が限られる中、ICTの活用によって業務の効率化・高度化を促
進し、職員一人ひとりの生産性を向上させることで、引き続き行政サービスの向上
を図ることが必要です。

例えば、AIやRPA等の活用によって日常の事務処理を効率化することや、テレ
ワークの導入によって出張先や現場において柔軟に業務を行うことが可能になるな
ど、ICTを活用することで、職員が働きやすい環境の実現が期待されます。

また、ICTの活用により、場所の制約を受けずに業務が可能となることで、自然
災害等による通勤困難時の業務継続や、育児・介護と仕事の両立といった職員の
ワーク・ライフ・バランスの推進につなげていくことも可能となります。

業務の効率化に向けたAI、RPA等の新しい技術の活用や職員の多様な働き方を
可能とするテレワークに関して、技術的課題や導入効果の調査検討を進めるなど、
ICTを活用した職員のワークスタイル変革に向けた取り組みを進めます。

・AI・RPA等の活用に向けた調査検討（再掲）
・テレワークの導入に関する調査検討
　

取り組み例

業務の効率化・高度化を促進し、職員の多様な働き方を支えるため、ICTを活用し
たワークスタイルの変革に向けた取り組みを進めます。
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【取り組み方針６－３】

◎職員のICT・データリテラシーの向上

ICTやデータの活用は、行政としての市民サービスの向上や事務の効率化の観点
から、職員が習得すべき重要な能力の一つです。

また、豊富な専門的知識や経験をもつ外部の専門家を活用することは、市全体の
ICT活用を推進する有効な手法となります。

本市では、ICT人材の育成のため、新規採用職員や管理職といった職務階層等に
あわせ、情報の適切な取り扱いやセキュリティに関する知識の習得などを目的とし
た研修を毎年度実施しています。今後も、ICTの動向や民間・他都市の先進的な取
り組みを参考にしながら、各種研修内容の充実を図っていきます。

あわせて、職員が施策や事業展開において効果的にデータを活用し、多様化・複
雑化する市政の課題やニーズに的確に対応することができるよう、データ活用に関
する知識やスキルを習得するための取り組みも進めていきます。

また、実務経験の豊富な外部の専門家をCIO＊補佐監として登用することや、ICT
に精通した専門家を派遣する国の制度を活用するなど、外部人材との交流を図り、
ICTに関する専門家の視点から情報システムやICT、データの活用等について助言
を得ることで、市全体のICT活用を進めます。

・ICT人材の計画的な育成
・職員向けデータ活用研修
・CIO補佐監の登用

 
【CIO】Chief Information Officerの略。日本語では「最高情報責任者」「情報システム担当役員」「情報戦略統括
役員」など。企業や行政機関等といった組織において情報化戦略を立案、実行する責任者のこと。（出典：「平成
28年版情報通信白書」（総務省））

 取り組み例

ICTやデータを効果的に活用するために必要な知識・スキルを習得するための研修
を充実させるなど、職員のICT・データリテラシーの向上を図ります。
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５－３　基本方針３　ICTを安心・安全かつ効果的に活用できる環境づくり・
　　　　　　　　　　ひとづくり

【施策７】だれもが安心してICTを活用できる環境づくり

【取り組み方針７－１】

◎情報格差の是正

スマートフォン、パソコン等の多様な情報機器の普及に伴い、情報の入手やサー
ビスの利用方法は多様化しています。しかし、身体的な条件や使用言語その他の要
因により、これらの情報機器による情報入手やサービス利用に困難を伴う場合があ
ります。ICTの活用を進める一方で、年齢・身体的条件や言語その他の要因による
情報格差が広がらないように必要な支援を引き続き行うことが必要です。

年齢・身体的条件によらず、簡単に必要なサービスの利用や情報を入手すること
ができるよう、文字の拡大機能や音声読み上げソフトの支障とならないようなコン
テンツ作成といった市公式ウェブサイト等のウェブアクセシビリティ対応を進める
とともに、会話が不自由な聴覚・言語機能障害者が、スマートフォン等の画面上で
の操作により、音声によらず119番通報ができるシステムを導入するなど、身近な
ICT機器を活用し安心して生活できる環境づくりを進めます。

また、名古屋市外国語版ウェブサイト、名古屋転入ウェルカムキットをはじめ、
名古屋国際センターの情報カウンター・ウェブサイト・ソーシャルメディア、ラジ
オ放送、エスニックメディア等の多様な媒体を活用し、外国人市民に必要な行政・
生活情報を多言語で提供するとともに、タブレット端末を区役所等に設置し、外国
人来庁者と名古屋国際センターの情報カウンターをテレビ電話でつなぎ、通訳を行
うなど、外国人にやさしい行政サービスを展開します。

・市公式ウェブサイト等のウェブアクセシビリティ対応の推進（再掲）
・聴覚・言語機能障害者のための緊急通報システムの導入（再掲）　※10
・外国人市民向けの多様な言語・手段による情報提供（再掲）
・区役所等におけるテレビ電話通訳

情報の取得に制約がある人や不慣れな人もICTを活用し必要な情報の入手やサービ
スの利用を行うことができるよう、情報格差の是正を図るとともに、インターネッ
ト犯罪等に巻き込まれないための知識・マナーについて学ぶなど、市民の ICTリテ
ラシーの向上を図り、だれもが安心してICTを活用できる環境づくりを進めます。

情報の取得に制約がある人や不慣れな人もICTを活用し必要な情報の入手やサービ
スの利用を行うことができるよう、情報格差の是正を図るとともに、インターネッ
ト犯罪等に巻き込まれないための知識・マナーについて学ぶなど、市民の ICTリテ
ラシーの向上を図り、だれもが安心してICTを活用できる環境づくりを進めます。

取り組み例

多くの人々がICTを活用し必要な情報の入手やサービスの利用を行うことができる
よう、年齢・身体的条件や言語その他の要因による情報格差の是正を図ります。
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【取り組み方針７－２】

◎ICTリテラシーの向上

ICTが身近で欠かせないものとして日常生活のさまざまな場面に溶け込む社会に
おいて、安心して暮らしていくためには、情報機器の操作や各種サービスの利用方
法、インターネット上に潜む犯罪やいじめ等に巻き込まれないためのルールやマ
ナー等の知識を身につけるなど、ICTリテラシーの向上を図ることが必要です。

初心者や高齢者、障害者等を対象としたICT関連講座、ICTを活用した行政サー
ビスの利用方法やインターネット犯罪に巻き込まれないための知識について学習す
るための講習会を開催します。

また、児童生徒を対象として、インターネットを利用する際に巻き込まれやすい
トラブルを事例に、ルールやマナーを身につけることができるよう、情報モラル教
育を推進します。

さらに、問題のある書き込みの検索・監視を実施することで、インターネット上
のいじめの兆候をいち早く把握し、児童生徒がいじめの被害者・加害者となること
を防ぐネットパトロールの充実を図るとともに、匿名での報告、相談が可能なアプ
リを試行的に導入することで、いじめ等の早期発見・早期対応に努めます。

・ICT関連講座の実施
・情報モラル教育の推進
・ネットパトロールの実施（再掲）　※12
・いじめ等の報告・相談が可能なアプリの試行導入（再掲）　※12
　

取り組み例

インターネット上における犯罪やいじめに巻き込まれないよう、ICT関連のサービ
スやセキュリティについて学ぶことができる講座の開催や、子どもたちをこれらの
危険から守る対策を行うなど、市民の ICTリテラシーの向上を図ります。
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【施策８】市民・企業向けICT人材の育成

【取り組み方針８－１】

◎市民が学び・活躍できる環境づくり

今後、社会でますますICTが重要な役割を担うことが見込まれることから、ICT
を活用して自ら課題を見つけ、学び、問題の解決や新しい価値を生み出すことがで
きる人材の育成が必要です。

また、子どもたちに対し、ICTを適切に活用できる能力とあわせて、論理的に物
事を考えることができる「プログラミング的思考」の育成を進めていくことが求め
られています。

ICTに関する知識・技能を活かしたボランティア活動を希望する市民を対象とし
たICT学習支援者の養成講座の開設、組織づくりの支援、ICT学習支援者による講
座・事業の開催など、地域のICT人材を育成するための支援を進めます。

市立学校の情報化を進めるとともに、教職員がICT教育を実施するスキルを習得
するための研修を充実させるなど、次世代を担う子どものICT教育を推進していく
ための環境整備を進めていきます。

・ICT学習支援者による市民のICT関連の学習活動支援
・タブレット端末を活用した教育の推進（再掲）　※11
・情報活用能力の育成に関する教員研修
　

市民や企業等がICTを活用して自ら課題を見つけ、学び、問題の解決や新しい価値
を生み出すことができるよう、将来の名古屋を担う ICT人材の育成を図ります。
市民や企業等がICTを活用して自ら課題を見つけ、学び、問題の解決や新しい価値
を生み出すことができるよう、将来の名古屋を担う ICT人材の育成を図ります。

取り組み例

地域で活動するICT人材の養成および活動の支援、学校教育におけるICT教育の環
境整備など、ICTを活用して市民が学び・活躍できるための環境づくりを進めます。
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【取り組み方針８－２】

◎企業におけるICT人材の育成

名古屋圏は世界有数のものづくり産業の集積地であり、その中枢都市である本市
は、ものづくり産業を支えるサポート産業の集積地として、当地域の産業の拠点で
あることが求められています。

ロボットやIoTの導入をサポートする高度専門人材を育成し、幅広い分野の産業
や中堅・中小企業でのロボットやIoTの活用を促進することで、生産性の向上、産
業競争力のさらなる強化を図ります。

また、地域経済のイノベーションを加速させるため、ICT企業をターゲットにし
た企業誘致を行い、市内企業とICT企業との交流・投資を促進させ、オープンイノ
ベーションによる新たな価値創造やAI・IoTを活用した事業創造のための人材育成
につなげていきます。

・ロボット等導入支援人材育成事業（再掲）　※4
・ロボット・AI・IoT活用普及促進事業（再掲）　※2
・ICT企業交流・投資促進事業（ビジネス交流・投資イベント等の開催、本市

への進出企業に対する助成制度）（再掲）　※3

 
【オープンイノベーション】新技術・新製品の開発に際して、組織の枠組みを越え、広く知識・技術の結集を図る
こと。一例として、産学官連携プロジェクトや異業種交流プロジェクト、大企業とベンチャー企業による共同研
究などが挙げられる。

取り組み例

企業に対して、ロボットやIoTの導入を支援する高度専門人材、ICT企業との交流・
投資促進を通じたオープンイノベーション＊人材の育成にかかる支援を行い、企業に
おけるICT人材の育成を進めます。
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【施策９】情報システムの安全性と個人情報の適正な取り扱いの確保

【取り組み方針９－１】　　

◎情報セキュリティ対策の徹底

ICTの進展に伴い、生活の利便性が向上する一方で、ネットワークを介した不正
アクセスやコンピュータウイルス感染等のサイバー攻撃、情報の外部漏えいといっ
たさまざまな脅威が増大しています。

本市におけるICT活用の推進にあたっては、本市の情報セキュリティポリシーで
ある「名古屋市情報あんしん条例」に基づき、人的、物理的、技術的な電子情報保
護対策を実施するとともに、緊急事態が発生した場合の対応計画を整備するなど、
情報セキュリティ対策の徹底を図ってきました。

サイバー攻撃や災害などの緊急事態による情報セキュリティ事件・事故（インシ
デント）が発生した場合には、本市の全市横断的な情報保護管理体制の下、迅速か
つ着実に対応するとともに、情報セキュリティに関するインシデントや脆弱性の情
報等については、日々収集し、外部の関係機関と共有し脅威の予防につとめるなど、
引き続き情報セキュリティ対策の徹底を図っていきます。

また、クラウドコンピューティング・サービス関連技術やAIをはじめとする、情
報システムに関わる最新技術を活用するにあたっては、庁内で導入する際に必要と
なる情報セキュリティの要件を検討するなど、情報セキュリティを確保しながら進
めていきます。

・名古屋市情報あんしん条例の運用（情報審査委員会の運営等）
・情報セキュリティ監査の実施
・愛知県警をはじめとした外部の関係機関との情報共有・連携
・クラウド等新たな技術導入に向けたセキュリティ要件の検討
　

サイバー攻撃をはじめとした脅威に対し、情報セキュリティ対策の徹底によって情
報システムの安全性を確保するとともに、市が保有する個人情報の適正な取り扱い
を確保し、市民の個人情報保護を推進します。

サイバー攻撃をはじめとした脅威に対し、情報セキュリティ対策の徹底によって情
報システムの安全性を確保するとともに、市が保有する個人情報の適正な取り扱い
を確保し、市民の個人情報保護を推進します。

取り組み例

情報システムの安全性を確保し、市政における新たなICTの活用を安全かつ適切に
行うことができるよう、情報セキュリティ対策の徹底を図ります。
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【取り組み方針９－２】

◎個人情報保護制度の適正な運用

自分の個人情報に関する漏えいや悪用に対して不安を感じる人が多い一方で、社
会全体のさまざまな分野で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
じた重要な課題となっています。

引き続き、「名古屋市個人情報保護条例」をはじめとした個人情報保護制度を適
正に運用し、市が保有する個人情報の保護および管理を適切に行い、市民の安心と
信頼を確保していきます。

パーソナルデータの活用については、国において、自治体における非識別加工情
報制度の運用に向けた検討が進められています。本市としても、慎重に検討を進め
る必要があり、個人情報の保護を図りつつ、国の動向を注視しながら適切に対応し
ていきます。

・個人情報保護制度の運用
　

取り組み例

名古屋市個人情報保護条例をはじめとする個人情報保護制度の適正な運用を図り、
市民の個人情報の保護を推進し、データ活用にかかる不安払拭に努めます。


