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〇主な業務内容
青森県 -- 庁内情報システム費用の最適化、情報セキュリティ内部監査等
奈良県 --「奈良県第三次情報システム最適化計画」の策定、市町村のオープンデータ公開推進

木津川市 --「木津川市スマート化宣言」（2020/2/4発表）に基づく推進計画の策定等

１．自己紹介

〇氏名 阿部一成 1960年6月生 abe.kazunari90@city.kizugawa.lg.jp
abe.Kazunari@gmail.com

〇出身 岩手県釜石市
〇学歴 1983年 東北学院大学法学部 卒業

2016年 青森公立大学経営経済学研究科 博士前期課程 修了
〇職歴 1983年 鉄鋼専門商社 情報システム部（情報システム子会社へ10年間出向）

2013年 青森県 ＩＴ専門監
2018年 奈良県 ＣＩＯ補佐官
2021年 京都府木津川市 ＣＩＯ補佐官

〇資格 2010年 情報処理技術者試験 ＩＴストラテジスト
2012年 ＩＴコーディネータ

阿部一成

京都府木津川市役所
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〇公務員となった理由
東日本大震災の１か月後の釜石市を訪問。同年１０月にボランティア参加。
ＩＴ関係の資格取得をきっかけに行政の仕事（地域の活性化）に興味を持っ。



２．木津川市について

１）木津川市の人口（令和3年10月31日現在）
・人口 79,593人
・世帯数 32,193世帯

木津川市は、近畿のほぼ中央に位置し、京都・大阪の中心部から約30キロメートル圏内にあり、京
都府内では京都市に次ぐ数の国指定有形文化財を有するなど、ロマンあふれる文化財や豊かな自然・
里山など、先人から受け継がれてきた資源がある一方で、近年では国家プロジェクトである「関西文
化学術研究都市」の一翼を担う都市としての建設が進められています。
現在、市の将来像である「子どもの笑顔が未来に続く 幸せ実感都市 木津川」を目指し、住民の

幸せを追求するまちづくりを進めています。

出典：木津川市ＨＰより https://www.city.kizugawa.lg.jp/

２）木津川市の特長
・今から約1300年前に約５年間国の中心（恭仁京きにきゅう）
・平成19年の市発足時から人口が1万人増加
・京都駅から 約35分
・大阪駅から 約60分
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出典：木津川市スマート化宣言 http://www.city.kizugawa.lg.jp/index.cfm/10,39300,c,html/39300/20200130-143757.pdf 4

２．木津川市について

３）木津川市スマート化宣言（令和２年２月）

http://www.city.kizugawa.lg.jp/index.cfm/10,39300,c,html/39300/20200130-143757.pdf


マチオモイ部

学研企画課

農政課

観光商工課
ＣＩＯ補佐官 企画政策係

情報推進係参事 部長
ＣＩＯ補佐官
参事 １名
課長 １名
係長 １名
主任 １名
主事 ２名(内１名広報担当)

３．木津川市のＩＣＴ推進体制

１）組織

２）会議体（令和３年５月新設）

ＩＣＴ推進会議
スマート化計画

策定部会

各部部長で構成 各部より選出された係長
クラスで構成
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３）マチオモイ部の由来

木津川アートとは、２０１０年度より２年に１度、木津川市内で
開催。
昨年は10周年の記念の年だったが、新型コロナウイルス感染症拡

大の影響により中止し、今年度に開催。
日常的な空間に芸術作品を展示することで、既存の文化、景観、

伝統などが持つ魅力と現代アートの持つ魅力が融和・融合して新た
に創造される総合文化・観光資源を広く全国的に発信する。
また事業への市民・地域の積極的な参加・参画を促し、市民協

働・市民参画による地域の活性化につながる。

木津川市マチオモイ部は、平成２７年７月に設置。
マチオモイ(R)とは、自分にとって大切な町を再確認すること、地域に寄り添い、地域に眠る

無数の価値を見つけたい、そんな願いから、木津川市では「マチオモイ部」を設立しました。
＊マチオモイ(R)は、「わたしのマチオモイ帖作成委員会」の登録商標です。

地元在住のクリエイターであり、2010年から続くイベント「木津
川アート」の総合プロデューサーである佐藤啓子さん。
2011年に大阪のクリエイターたちによって始められ、今や全国に広
まった「わたしのマチオモイ帖」の活動から、木津川市長へ提案。

３．木津川市のＩＣＴ推進体制
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４．自治体におけるデジタル化の現状と課題

１）自治体におけるデジタル化の現状

新型コロナ感染症発生後に取り組んだ事業例
① 新型コロナ感染者に関する情報のオープンデータ公開（都道府県、政令指定都市、中核市）

② 国民一人１０万円「特別定額給付金」のオンライン申請対応
（処理の一部自動化にＲＰＡ（*1）などを利用する自治体あり）

③ 庁外とのＷｅｂ会議環境の整備

④ Ｌｉｎｅ等を活用した住民向けプッシュ型情報発信(新型コロナ感染症患者等の状況）

⑤ 電子申請システムによる申請可能手続きの対象拡大（支援金関連申請等）

⑥ 職員向けテレワーク実施環境の構築（モバイルパソコン、セキュリティ対策機器等の調達）

⑦ ＧＩＧＡスクール構想(*2)による小中学生への一人一台パソコン配備の前倒し実施
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２）自治体におけるデジタル化の課題

① 自治体職員に関すること
・これまでにないスピード感で、補助金を活用したＩＴ機器等の導入を行った結果、セキュリティ

対策等の運用体制が追い付いていない
・ＩＴ関連機器の不足による納期遅れ、調達コストアップなどにより職員の手間が増大
・これまでと異なる補助金の活用への職員の戸惑い
・職員のテレワーク実施により、人事側の規程等の整備が後手になっている
・庁内の業務において、データの流通が部分的なものに留まり、業務全体のデジタル化による効率

化まで至っていない

② 住民向けサービス向上に関すること
・住民からの申請手続き等において、自動化されている部分があるものの手作業による部分の改善

に至っていない
・「マイナンバーカード」を利用したサービスが少ない（健康保険証、免許証等として利活用）

③ 自治体のＤＸ推進に関すること
・自治体としてのＤＸを推進するための人材不足（ノウハウ、推進体制等）

国の支援策では市町村が外部人材を雇用する場合の経費について特別交付税措置（措置率０.５)
・自治体のシステム標準化（基幹業務１７システム）に向けた対応への負担増を懸念
・自治体のＤＸ推進の具体的なイメージがわかりにくい（ＳＤＧs、Society5.0、スマートシティ、

スーパーシティ、デジタル手続法等）
8
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５．木津川市スマート化宣言

（１）宣言

Society5.0の実現に向け、先進技術やビッ
グデータの活用による『スマート』な市政運営
を行い、これからの人口減少社会にあって、持
続的発展性のあるまちづくりを戦略的に進める
ことを宣言します。

出典：木津川市スマート化宣言 http://www.city.kizugawa.lg.jp/index.cfm/10,39300,c,html/39300/20200130-143757.pdf 9

http://www.city.kizugawa.lg.jp/index.cfm/10,39300,c,html/39300/20200130-143757.pdf


５．木津川市スマート化宣言

①市民サービスのスマート化
ＩＣＴ等の活用により、市民生活における利便性向上を図り、あらゆる世代の市
民の満足度を高めます。

出典：木津川市スマート化宣言 http://www.city.kizugawa.lg.jp/index.cfm/10,39300,c,html/39300/20200130-143757.pdf

a. キャッシュレスによる公金収納の推進
納付書へのバーコード印字によるコンビニ収納実施
市税等（個人市民税・府民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税（種別割）、国民健
康保険税、保育料、幼稚園利用料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料）

b. 行政手続きのデジタル化の推進
書かない窓口の推進：住民のライフイベント（異動）に関する手続きの簡素化
電子申請システム活用：対象業務の拡大

c. 市公式アプリの効果的な活用
観光（きづがわなう）、ごみ（木津川市ごみ分別アプリ）、子育て（きづがわ
いい）の統合集約化とプッシュ型配信の実現

d. 災害情報伝達の多重化
緊急速報メール、エリアメール、防災情報メール（登録制）のほか、IoT機器
を活用した増水情報の提供を目指す
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５．木津川市スマート化宣言

②「稼ぐ」地域づくりへのスマート化
デジタルマーケティングを活用した市内産業の競争力の強化を進めます。

出典：木津川市スマート化宣言 http://www.city.kizugawa.lg.jp/index.cfm/10,39300,c,html/39300/20200130-143757.pdf

a. ＩＴ企業との連携による、デジタルマーケティングの戦略的な活動支援
Grow with Googleのパートナーシップによる職員のデジタルスキルの習得
ふるさと納税返礼品の拡充、商工会との連携強化

b. オープンデータの推進及びビッグデータの活用
京都府の「京都データストア」に公開（２件のみ）

c. ＳＮＳを活用したシティプロモーションの強化
広報として動画配信、
木津川アートの開催に伴うSNSの活用

＊番外編
木津川市マスコットキャラクター「いづみ姫」ポロシャツを木津川市観光協会にて販売
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５．木津川市スマート化宣言

③行政事務のスマート化
ＡＩ等の活用により、効率的な行政運営を行うとともに、職員の人材育成を進め
ます。

出典：木津川市スマート化宣言 http://www.city.kizugawa.lg.jp/index.cfm/10,39300,c,html/39300/20200130-143757.pdf

a. ＡＩ・ＲＰＡなどの先進技術の活用
RPA（UiPath）の試験導入
AI-OCRによる年末調整用資料の読み込み

b. ペーパーレスの推進
タブレットを利用したペーパーレス会議の実施

c. 研修を通じた職員の意識改革・人材育成
地域情報化アドバイザーによるＤＸ研修（110名参加）
職員提案からスマートリーダーによる業務改善の推進（予定）
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【参考１】Society5.0で実現する社会

出典：内閣府ＨＰ 「Society5.0とは」https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/ 13



+

Sustinable Development Goals
(持続可能な開発目標)

2015年9月の国連サミットで採択された①SDGsの開発目標について、②Society5.0と言う世界観の先行的な
実現の場として、スマートシティ及びスーパーシティによる③超スマート社会の実現が、④様々な課題解決につ
ながる。
国では、デジタル社会の形成に向けて⑤デジタル庁の設置、法律の改正のほか、情報の円滑な流通のための

データ標準化を行う。
地方公共団体では、⑥自治体ＤＸ推進計画を策定し具体的な取り組みを行う。
これらの取り組みの結果として⑦住民サービスの向上を目指す。

【特徴】 スーパーシティの特別版
①複数分野（５以上）にまたがる
②規制緩和(国家戦略特区制度を活用）
③データ連携基盤を整備

ア) 自治体情報システムの標準化・共通化
イ) マイナンバーカードの普及促進
ウ) 自治体の行政手続きのオンライン化
エ) 自治体のAI・RPAの利用推進
オ) テレワークの推進
カ) セユリティ対策の徹底
キ) 地域社会のデジタル化
ク) デジタルデバイド対策

住民サービスの向上

ＳＤＧｓ

スーパーシティ

スマートシティ

・デジタル庁の設置(R3.9)
・ＩＴ基本法の廃止（R3.9)
「デジタル社会形成基本法」

・〇〇市総合計画
・ＸＸＸ計画
・各種計画 など

自治体ＤＸ推進計画

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ社会の形成

国 地方自治体

超スマート社会

Realization
(現実化)

様々な
課題解決

Degitalization
(デジタル化)

１

３

４

５

６

７

【参考２】ＳＤＧｓ及びSociety5.0と自治体のデジタル化推進の関係
～スーパーシティへの取り組みを例としたイメージ～

Society5.0

Society4.0
情報社会

Society3.0
工業社会

Society2.0
農耕社会

Society1.0
狩猟社会

２

= Society 5.0の先行的な実現の場
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業務改革の第一歩は
縦割り行政組織に横ぐしを刺すこと！

最初の一本の横ぐしを
誰が刺しますか？

学研企画課 観光商工課 危機管理課

財政課 ☓☓☓☓課

学研企画課

観光商工課

危機管理課

財政課

６．自治体ＤＸ推進イメージ
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６．自治体ＤＸ推進イメージ
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自治体ＤＸ推進手順書
(2021/7/7)

高度情報通信ネットワーク

社会形成基本法
（ＩＴ基本法）

（平成十二年法律第百四十四号）

官民データ活用推進基本法

（平成二十八年法律第百三号）

世界最先端デジタル国家創造宣言・

官民データ活用推進基本計画
（デジタル宣言・官民データ計画）

（令和元年6月14日閣議決定。

令和2年7月17日改定。）

オープンデータ基本指針
平成29年5月30日戦略会議決定。

令和元年６月７日改正。

行政手続等における情報通信

の技術の利用に関する法律
（行政手続オンライン化法）
（平成十四年法律第百五十一号）

情報通信技術を活用した

行政の推進等に関する法律
（デジタル行政推進法）
（令和元年5月31日公布）

デジタル・ガバメント実行計画
(2018（平成30)年１月に初版、

2019(令和元)年12月20日改定)、
2020（令和２年12月25日改定）

デジタル改革関連法案ワーキング

グループにおける議論も踏まえ、
政府としての方針を示したもの

自治体DX

推進計画
(2020/12/25)

自治体DX

全体手順書

１ ２

Ｂ

廃止

デジタル社会形成基本法
（令和3年5月19日公布、

同年9月1日施行）

Ａ ４
デジタル社会の実現に

向けた改革の基本方針

(デジタル改革基本方針)

2020（令和2年12月25日）

Ｃ

大幅改正＆

法律名変更

市町村官民ﾃﾞ ﾀ活用

推進計画策定の手引
2019(令和元年10月)

Ｄ

３

５

データ利活用の推進

デジタル・ガバメントの推進

自治体情報ｼ ﾃ の

標準化・共通化に
係る手順書

６
自治体の行政手続

きのオンライン化

に係る手順書

７

７．ＤＸ推進に関する各種法律の関連図
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第２次木津川市総合計画
(2019～2028年度)

木津川市

スマート化宣言

(2020/2/4)

木津川市スマート化計画

(2021～2026年度)

デジタル・ガバ

メント実行計画

(2020/12/25)

自治体ＤＸ

推進計画

(2020/12/25)

木津川市

まち・ひと・しごと創生

「人口ビジョン」(2015～2060)

ＩＣＴ推進会議

２

スマート化計画

策定部会
（各部局から選出）

Ａ

３

本計画の策定体制

市町村官民データ

活用推進計画策定

の手引(2019/10)
自治体ＤＸ

推進手順書

(2021/7/7)

４

第３次木津川市

行財政改革大綱(H30.2)

Ｂ

第２期木津川市

まち・ひと・しごと創生

「総合戦略」(R2～R6)

第３次木津川市

行財政改革

行動計画(H30.8)

デジタル社会へ向けた

取組み

１

５

８．木津川市の各種計画とＤＸ推進計画の関連イメージ図
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個別システム案件

【デジタル・ガバメント・ＤＸ・スマート化 関連】 【情報システム 関連】

２．Ｒ３年度 木津川市スマート化戦略推進 イメージ

【デジタルガバメント推
進方針】の策定

【デジタルガバメント推
進計画】の策定

ロードマップ作成

ＫＰＩの設定

【自治体情報セキュリ
ティポリシー】の改定

国策関連
（実証実験事業・補助

金・助成金等）

教育部局に関する
ＩＣＴ推進

リテラシー向上

セキュリティポリ
シー順守

ネットワーク環境の
課題解決

ＲＰＡの庁内普及

電子決裁＆テレワー
ク実証実験

キャッシュレス＆電
子申請

議事録作成システム

ＡＩチャットボット

市の独自アプリ
(子育てアプリ等)

XXXXXXX XXXXXXX

【自治体情報セキュリ
ティクラウド】の更新

【デジタルガバメント推
進計画】の構築・運用

予算化

調達手続き

構築

運用保守

現況分析

課題整理

システム範囲決定

京都府

実行メンバー
・ＣＩＯ補佐官
・参事

１.市民サービスのスマート化
①オンラインサービスの拡充、 ②窓口待ち時間をゼロやオンラインで配信、 ④マイナンバーカード取得の一層の促進

1.電子申込シス
テム

2.公共施設案内
予約    (   決

済未対応)

3.ふるさと納税
        

4.        (ぴっ
たり     )

5.各種    (子育
て・観光・   ・
広報＆多言語化)

1.     手続きの
拡充(LOGO   
 )&押印レス

2.書かない窓口
導入

3.手続き案内  
   導入(LINE活

用)

4.電子決裁機能
の導入＆連携強
化(R3導入予定)

5.各種様式の  
    化に合わせ
た見直しの実施

1.コンビニ収納

2.コンビニ交付

3.公共施設予約 
   

4.ＱＲ決済納付

5.市役所       
導入(      、
Pay、IC    )

1.窓口の来長時
間指定予約

2.施設混雑状況
の   配信（図書
館で導入予定）

3.対象手続きの
拡充4.二次元       

を利用した申請
書自動作成    

導入

6.電子図書の利
用(R3~奈良市と

連携)

1.証明書コンビ
ニ交付

1.個人認証基盤
を活用したサー
ビスの拡充

2.        (様式
公開のみ電子申

請未対応)

3.国税電子申告
納税    (eTax)
での税手続き

2.           の
取得啓発

3.来庁者への積
極的な      

（来庁時申請）

4.健康保険証な
ど各種証書、証
明書との一体化

証明書発行

納税の簡素化

電子申請

住民向け     

ゴール

押印レス

取得者増加

「木津川市デジタルガバメント推進における現状と課題（素案）」(2021/1/22ymg作成) より項目抽出＆グループ化したもの

１.市民サービスのスマート化
③．オンライン相談・面談の実施

1.立地企業との
相談面談の実施

1.各種相談等の
オンライン化

（健康相談等実
施検討）

2.各種会議のオ
ンライン開催

2.会議・打ち合
わせのオンライ

ン化拡大

その他アプリ

防災関連

２.「稼ぐ」地域づくりへのスマート化

1.       や    
と連携した     

1.高齢者見守り 
   (R2実証実験

中)

2.公衆無線LAN
の整備

3.         の公
開（順次拡充）

4.民間との連携
による     展開

5.災害時の情報
収集の      推
進(     環境構築)

2.         の推
進(GISと連携)

3.AI、         
を活用した     

4.IoT、     を
活用した    な

街づくり

5.市内事業者等
への       普及

6.防災・被害情
報等への      

技術活用

6.市内事業者等
への           

   普及

データ整備環境 データ活用

仲間ハズレ

「木津川市デジタルガバメント推進における現状と課題（素案）」(2021/1/22ymg作成) より項目抽出＆グループ化したもの

３.ＩＣＴ教育

1.大型    の配
備

１．高速大容量
通信      の整

備2.児童生徒用PC
の配備

3.教員用      
端末の導入

4.児童生徒用   
   端末の導入

5.自宅     学習
環境の整備

2.      環境に
応じた指導体制

の確立

3.授業支援   を
活用した協働学

習の実施

4.Web交流授業、
遠隔     型授業

の拡充

5.府みらい   を
活用した広域学
習環境の整備

6.      学習教
材の活用

7.児童一人一台
学習用端末の配

備

8.民間教育    
 ・教材の活用

9.校務支援    
の導入

10.相楽地区広域
学習    導入

機器の整備

     の整備 情報基盤の整備

個別案件

教員向け支援

「木津川市デジタルガバメント推進における現状と課題（素案）」(2021/1/22ymg作成) より項目抽出＆グループ化したもの

４.行政事務のスマート化

１．        会
議

1.新たな技術へ
の対応拡充

2.庁内ＬＡＮの
無線家（LGWAN、

       ）

3.在宅   ・    
 の導入」

4.動画・音声配
信による研修の

実施

5.AI-OCR・ＲＰ
Ａ

2.     環境の展
開

3.ＡＩ活用拡大、
RPA対象拡大

4.各種様式の  
    化への見直

し

6.     型端末の
導入

7.チャットなど
対面       に変
わる   の整備

8.押印レス導入

9.     職員研修

10.     →     
     へ

6.電子決済導入

7.押印レス拡大

8.       決済拡
充

9.電子申請拡大
(RPAとの連携)

10.電子契約の検
討

11.クラウドサー
ビスの拡充

12.情報     、 
     向上

ICT・デジタルをベースに活用し、業務の見直しを図る
環境整備 テレワーク 業務の      化 業務の自動化

職員     向上

検討課題

5.    作成     
等を活用した   

 の内製化

「木津川市デジタルガバメント推進における現状と課題（素案）」(2021/1/22ymg作成) より項目抽出＆グループ化したもの

自治体ＤＸ推進

１.スマート化戦略推進体制 ２.スマート化戦略推進 ３.情報化推進

木津川市
スマート化計画

（仮称）

自治体ＤＸ
推進計画

自治体ＤＸ
推進計画

手順書(R3.夏)

総務省 木津川市
スマート化宣言

スマート自治体
の実現に向けた

        

Ｒ３年度

システム
更新計画

４. CIO補佐官の業務担当

８．木津川市の各種計画とＤＸ推進計画の関連イメージ図
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９．木津川市スマート化計画（仮称）の構成イメージ

20



９．木津川市スマート化計画（仮称）の構成イメージ
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10．木津川市スマート化計画（仮称）の記載内容イメージ
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