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第1章 本計画の基本的な考え方 

1 計画の目的 

本市では、「熊谷市総合振興計画」（平成 20年(2008年)3月策定）の期間が終

了し、平成 30年度(2018 年度)からは、将来都市像を「子どもたちの笑顔があふ

れるまち 熊谷 ～輝く未来へトライ～」と定めた「第２次熊谷市総合振興計画」

（平成 30年(2018年)3月策定）が開始されています。この計画では、地域資源

を生かした独自性と自立性の高い持続可能なまちづくりを進めるとともに、子

どもたちが郷土愛を育みながら健やかに育つ都市を目指すとしています。 

その施策の一つとして「わかりやすい市政の情報を発信する」を掲げ、その

単位施策を「ＩＣＴ※1等を活用し行政サービスを充実させる」「情報をわかりや

すく提供する」としています。これを受けて、情報システムの安全性・信頼性

の確保に十分配慮しながら、各種行政手続の電子化、市民サービスの質的向上・

利便性の向上、オープンデータ※2 の提供推進など、社会情勢に対応したデジタ

ル自治体の推進を目的とします。 

また、「官民データ活用推進基本法」（平成 28年(2016年)12月 14日公布・施

行）、「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」（平成

30年(2018年)6月 15日閣議決定）など国の動向も踏まえ、官民データ※3の活用

により得られた統計データ等の客観的証拠に基づく施策の企画や行政事務の効

率化等により、ＩＣＴを最大限活用した簡素で効率的な社会システムを構築し、

市民が安全で安心して暮らせ、真に豊かさを実感できる社会の実現も目的とし

ます。 

 

2 計画の位置付け 

本計画は、第２次熊谷市総合振興計画の下位計画として位置付け、これを実

現するために情報化の視点から具体的な施策を定めています。 

また、官民データ活用推進基本法第 9 条第 3 項の規定に基づく、本市の区域

における官民データ活用の推進に関する施策についての基本的な計画である

「市町村官民データ活用推進計画※4」としても位置付けます。 

 

第２次熊谷市総合振興計画
基本構想

第２次熊谷市総合振興計画
前期基本計画

熊谷市情報化推進計画・官民データ活用推進計画
(e-くまがやICT推進プラン３）
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3 計画期間 

本計画の期間は、平成 31年度(2019年度)から平成 35年度(2023 年度)までの

5年間とします。 

なお、社会環境の変化及び情報化の進展に対応できるよう、周辺環境に大き

な変化が生じた場合、必要に応じて見直します。 

 

平成 30 年度 

2018 年度 
 

31 年度 

2019 年度 

32 年度 

2020 年度 

33 年度 

2021 年度 

34 年度 

2022 年度 

35 年度 

2023 年度 

36 年度 

2024 年度 

37 年度 

2025 年度 

38 年度 

2026 年度 

39 年度 

2027 年度 

40 年度 

2028 年度 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※年度表記について 

天皇の退位等に関する皇室典範特例法及び同法の施行期日を定める政令により、平

成３１年５月１日に改元されることが決まりました。 

本計画では「平成」と表記していますが、改元後については、次のとおり読み替え

ます。 

西暦 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

平成 平成31年 平成32年 平成33年 平成34年 平成35年

新元号 元年※ 2年 3年 4年 5年
 

（※2019 年は 4 月 30 日まで平成、5 月 1 日以降は新元号) 

第２次熊谷市総合振興計画（基本構想） 

第２次熊谷市総合振興計画 

（前期基本計画） 

第２次熊谷市総合振興計画 

（後期基本計画） 

次期熊谷市情報化推進計画・官民デ

ータ活用推進計画 

(e-くまがや ICT 推進プラン４(仮称)) 

熊谷市情報化推進計画・官民データ

活用推進計画 

（e-くまがや ICT 推進プラン３） 
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第2章 情報化の動向 

1 国のＩＣＴ政策動向 

全ての国民がＩＣＴ利活用やデータ利活用を意識せず、その便益を享受し、

真に豊かさを実感できる社会である「官民データ利活用社会」を構築するため

平成 28年(2016年)12月に官民データ活用推進基本法(平成 28年法律第 103号)

が成立し、データ流通環境の整備や「行政手続・民間取引ＩＴ化にあたっての

３原則※5」など、官民データの活用に資する各種施策の推進が政府の取組とし

て義務付けられました。 

平成 29年(2017年)5月には、同法及び高度情報通信ネットワーク社会形成基

本法(平成 12 年法律第 144 号)に基づく取組を具体化するものとして、「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」（平成 29年 5月 30日閣

議決定）が策定され、現時点では、「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」(平成 30年 6月 15日閣議決定)(以下「デジタル宣言・

官民データ計画」という。)と名称及び内容が変更されています。 

他方で、官民データが安全に利活用できるよう、官民が連携してサイバーセ

キュリティ対策を強化することや、システムの企画・設計段階からセキュリテ

ィの確保を盛り込むとともに、セキュリティ事案等に備えた適切な体制の整備

が必要とされています。 

デジタル宣言・官民データ計画では、「世界最先端デジタル国家」の創造に向

け、政府の行政サービスを起点として、紙中心のこれまでの行政の在り方等を

含めた大改革を断行することで、国民が安全で安心して暮らせ、豊かさを実感

できる社会を実現することを目指すとしており、その重点分野の一つである「電

子行政分野」における取組については、「デジタル・ガバメント推進方針」(平

成 29 年 5 月 30 日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活

用推進戦略会議決定)及び「デジタル・ガバメント実行計画」(平成 30年 7月 20

日デジタル・ガバメント閣僚会議決定)において具体的な計画が示されています。 

「デジタル・ガバメント実行計画」では、地方公共団体におけるデジタル・

ガバメントの推進として、ＩＣＴ化・業務改革（BPR※6）の取組が重要であり、

そのためには、地方公共団体が「人材」と「財源」を自ら生み出し、限られた

資源を地域の諸課題の解決に対し、効率的に活用していくことが必要であると

され、以下の８つの対応項目が示されています。 

 

【地方公共団体におけるデジタル・ガバメントの推進対応項目】 

1) 地方公共団体における官民データ活用推進計画の策定 

2) 地方公共団体の行政手続のオンライン利用促進 

3) 地方公共団体におけるクラウド※7利用の推進 

4) 地方公共団体におけるオープンデータの推進 

5) 地方公共団体における AI※8・RPA※9等による業務効率化の推進 

6) 地方公共団体における適正な情報セキュリティの確保 

7) 地方公共団体における地域情報プラットフォーム準拠製品の導入及び
中間標準レイアウトの利用の推進 

8) 地域における AI、RPA 等の革新的ビッグデータ処理技術の活用推進 
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(出典：「世界最先端デジタル国家」に向けて ～ 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の  

概要 ～(平成 30年 6月 内閣官房 情報通信技術（IT）総合戦略室))  

 

地方公共団体におけるデジタル・ガバメントの推進対応項目、官民データ活

用推進基本法に規定の基本的施策と、本計画第４章における、計画推進のため

の５つの柱及び具体的施策との関係は次頁の表のとおりです（熊谷市作成）。 
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【地方公共団体の推進対応項目及び法令と本計画推進の柱及び具体的施策との対応一覧】 

地方公共団体における
デジタル・ガバメントの

推進対応項目

官民データ活用推進基本法
に規定の基本的施策

本計画推進のための
５つの柱（第４章）

本計画推進のための
具体的施策（第４章）

1) 地方公共団体における
官民データ活用推進計画の
策定

第9条第3項関係（都道府県官
民データ活用推進計画等）

（※本計画の策定が該当） （※本計画の策定が該当）

2) 地方公共団体の行政手
続のオンライン利用促進
　（※行政手続・民間取引ＩＴ
化にあたっての３原則）

第10条関係（手続における情
報通信の技術の利用等）

行政サービスの高度化によ
る利便性の向上
行政の簡素化・効率化・省エ
ネ推進

(1)　eLTAXの利用促進
(2)　市税等の納付環境整備
(4)　住民票等のコンビニ交付
(7)　デジタル自治体の推進
(9)　社会保障・税番号制度対応推進

3) 地方公共団体におけるク
ラウド利用の推進

第15条第1項関係（情報システ
ムに係る規格の整備及び互換
性の確保等）

行政の簡素化・効率化・省エ
ネ推進

(6)　ＩＣＴ部門の業務継続計画
(7)　デジタル自治体の推進

4) 地方公共団体における
オープンデータの推進

第11条第1項関係（地方公共
団体等が保有する官民データ
の容易な利用等）

行政サービスの高度化によ
る利便性の向上
行政の簡素化・効率化・省エ
ネ推進

(3)　統合型ＧＩＳの整備
(7)　デジタル自治体の推進

5) 地方公共団体における
AI・RPA等による業務効率
化の推進

第15条第1項関係（情報システ
ムに係る規格の整備及び互換
性の確保等）

行政の簡素化・効率化・省エ
ネ推進

(7)　デジタル自治体の推進
(8)　庁内ネットワークの最適化
(10)　内部情報系システム等の最適化等
(11)　登記済通知書の電子化システムの
導入
(12)　学校におけるＩＣＴ環境整備の推進
※AI・RPA等によらない業務効率化も含
む。

6) 地方公共団体における
適正な情報セキュリティの
確保

第3条第4項関係（基本理念）
第17条関係（人材の育成及び
確保）
第18条関係（教育及び学習の
振興、普及啓発等）

行政システムのセキュリティ
向上

(8)　庁内ネットワークの最適化
(21)　行政システムのセキュリティ向上
(22)　サーバ室のセキュリティ向上

7) 地方公共団体における
地域情報プラットフォーム準
拠製品の導入及び中間標
準レイアウトの利用の推進

第15条第1項・第2項関係（情
報システムに係る規格の整備
及び互換性の確保等）

行政の簡素化・効率化・省エ
ネ推進

(5)　システム調達ガイドライン

8) 地域におけるAI、RPA等
の革新的ビッグデータ処理
技術の活用推進

第15条第1項関係（情報システ
ムに係る規格の整備及び互換
性の確保等）
第16条関係（研究開発の推進
等）

行政の簡素化・効率化・省エ
ネ推進

(7)　デジタル自治体の推進

第13条関係（個人番号カード
の普及及び活用に関する計画
の策定等）

行政サービスの高度化によ
る利便性の向上

(4)　住民票等のコンビニ交付
(15)　マイナンバーカード（個人番号カー
ド）の普及促進

第14条関係（利用の機会等の
格差の是正）

市民の情報サービス利用機
会の向上

(13)　市ホームページの拡充
(14)　総合的なメール配信サービス
(15)　マイナンバーカード（個人番号カー
ド）の普及促進
(16)　公共施設等へのＷｉ－Ｆｉ設置の拡充

まちづくり・安心安全

(17)　地域の情報化支援
(18)　安心安全情報の拡充
(19)　観光・文化財ナビの活用
(20)　避難行動要支援者の避難支援
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2 県のＩＣＴ政策動向 

(1) 埼玉県 ICT推進アクションプラン 2017-2019 

埼玉県の IT政策の基本的方向を示し、計画期間で推進する関連施策を体

系的に整理した総合的な行動計画である「埼玉県 ICT推進アクションプラン 

2017-2019」が示されました。 

「利便性の高い県民サービスの提供」、「新たな事業展開への支援」、「効

率的で効果的な行政運営」を柱に据えた計画とされています。 

 

本市と関連のある施策又は取組としては、住民基本台帳ネットワークシス

テム※10によるデータ連携、社会保障・税番号制度における情報提供ネット

ワークシステム※11を使用した情報連携※12、自治体情報セキュリティクラウ

ド※13の導入によるインターネット利用におけるセキュリティ強化、クラウ

ドコンピューティング技術を活用した埼玉県市町村電子申請共同システム

や埼玉県電子入札共同システムの共同運営、埼玉県オープンデータポータル

サイトへの本市保有データの登録、ポケットブックまいたまアプリ※14の利

用、健康マイレージ制度による健康増進のための共同事業などがあります。 

また、官民データ活用推進基本法第 9条第 1項の規定等に基づき、都道府

県は、「都道府県官民データ活用推進計画」を平成 32年度（2020年度）末

までに策定する義務があります。本市では、必要に応じて埼玉県が策定する

当該計画の施策との整合性の確保その他必要な措置を講じます。 

 

 

(出典：埼玉県ＩＣＴ推進アクションプラン 2017-2019の概要) 
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(2) 埼玉県電子自治体推進会議 

県では、LGWAN※15の県内ネットワーク部分である埼玉県広域行政ネットを

円滑に運営するための連絡調整を行うとともに、県内市町村の地域情報化、

電子自治体構築を推進することを目的として、埼玉県電子自治体推進会議を

設置しています。 

この会議は、埼玉県及び県内市町村を構成員とするもので、会議の目的達

成のための専門的な調査を行う専門部会での研究や、情報化に資する人材育

成のための共同事業としての研修などを実施しています。 

オープンデータに関しては、この会議に「埼玉県オープンデータワーキン

ググループ」を設置し、より活用しやすいオープンデータを公開するための

協議・検討を行い、共通フォーマットを策定しました。策定に当たっては、

経済産業省及び独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の協力の下、IMI※16（共

通語彙基盤）の枠組みと基本語彙を活用しました。 

本市はオープンデータワーキンググループの自治体側の構成員として当

事業に参画しています。 

 

 

(出典：埼玉県オープンデータポータルサイト) 
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第3章 本市の情報化施策 

1 ＩＣＴを活用した情報発信 

平成 17 年(2005 年)10 月の新熊谷市誕生以来、ホームページ、Twitter※17、

Facebook※18、YouTube※19 等、ICT を活用した情報提供を行ってきました。これ

からも、見やすいホームページの作成や多様な手段・媒体を活用した分かりや

すい情報発信を行います。 

 

年 度 事   業   内   容 

平成 21 年度 
(2009 年度) メール配信サービス「メルくま」 配信開始 

平成 22 年度 
(2010 年度) 熊谷地域ポータルサイト「あついぞ.com」 Twitterとの連携開始 

平成 23 年度 
(2011 年度) 

「熊谷市Ｗｅｂ博物館」を「熊谷デジタルミュージアム」にリニューアル 

実施 

平成 24 年度 
(2012 年度) 

市公式 Facebook、市公式 Twitter 開設、本市ホームページとの連携開始 

ほいくメールくまがや 配信開始 

市報の電子書籍版 発行開始 

平成 25 年度 
(2013 年度) 

「チャレンジ・ステージくまがや」 リニューアル実施 

デジタルサイネージ（電子看板）を熊谷駅コンコースに設置 

熊谷地域ポータルサイト「あついぞ.com」 リニューアル実施 

「熊谷くらしのガイド 2013」改定実施及び電子書籍版発行 

平成 26 年度 
(2014 年度) 熱中症等予防情報システム リニューアル実施 

平成 27 年度 
(2015 年度) 

本市ホームページ リニューアル実施 

熊谷観光・文化財ナビゲーションアプリ「くまここ」 配信開始 

オープンデータ 掲載開始 

平成 28 年度 
(2016 年度) 

「熊谷くらしのガイド 2017」 改定実施及び電子書籍版発行 

熊谷駅 正面口・東口・南口への Wi-Fi※20の設置 

平成 29 年度 
(2017 年度) 

子育てワンストップサービス マイナポータル※21への情報掲載 

・電子申請開始 

ニャオざねのマイワクチンナビ 配信開始 

星川通りなど 熊谷駅からラグビーワールドカップ 2019 ファンゾーンまで
の動線エリアへの Wi-Fiの設置（※H29～H30の 2年間で設置完了） 

平成 30 年度 
(2018 年度) 

各種オープンデータの拡充 

デジタルサイネージ（電子看板）を熊谷駅正面口駅前広場に設置 
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2 熊谷地域ポータルサイト「あついぞ.com」の概要 

熊谷地域ポータルサイト「あついぞ.com」は、財団法人地域総合整備財団（ふ

るさと財団）からの助成を受け、本市と立正大学の連携事業として、平成 19 年

(2007 年)3 月 1 日から運用を開始しました。 

市民の方はもちろん、本市に興味のある方の便利サイトを目指して立ち上げ、

地域のイベント情報やお店のホームページのリンクを掲載し、市民活動を応援

する情報も発信しています。今後も運営を継続します。 

 

3 電子自治体の推進 

本市では、「埼玉県市町村電子申請共同システム」、「熊谷市公共施設予約シス

テム」、「eLTAX※22（エルタックス）」、「埼玉県電子入札共同システム」、「熊谷市

立図書館蔵書検索予約システム」など電子自治体の推進に取り組むとともに、

国の施策にあわせ電子自治体の基盤（総合行政ネットワーク（LGWAN）・公的個

人認証サービス※23・住民基本台帳ネットワークシステム等）を運用してきまし

た。 

平成 28年度（2016 年度）からは、マイナンバーカード（個人番号カード）の

公的個人認証機能を使用した住民票等各種証明書のコンビニ交付サービスの開

始、平成 29年度（2017 年度）からは社会保障・税番号制度における他団体との

情報連携や、マイナポータル及び電子申請システムによる子育てワンストップ

サービスを開始しました。 

今後、統合型 GIS※24 による各種地理空間情報の提供や、各種オープンデータ

の提供内容の拡充など、ICTを活用した行政サービスの拡充を図ります。 

また、スマートフォンやタブレットに対応した各種アプリを活用して、市民

サービスや市民の利便性向上を図ります。 

 

【オンライン化されている行政手続の一覧】       （※平成 31 年(2019 年)3 月現在） 

【システム名】埼玉県市町村電子申請共同システム 

項番 手  続  名 担当課 

１ 住民票の写し請求 市民課 

２ 住民票記載事項証明請求 市民課 

３ 戸籍の附票の写し請求 市民課 

４ 付記転出届【要電子署名】 市民課 

５ 町名地番（住居表示）変更証明交付申請 市民課 

６ 妊娠の届出【要電子署名】 母子健康センター 

７ 児童手当・特例給付 受給事由消滅届【要電子署名】 こども課 

８ 
児童手当・特例給付 額改定認定請求書兼額改定届 

【要電子署名】 
こども課 

９ 児童手当・特例給付 認定請求書【要電子署名】 こども課 

１０ 児童手当・特例給付 現況届【要電子署名】 こども課 
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【システム名】埼玉県市町村電子申請共同システム 

項番 手  続  名 担当課 

１１ 児童扶養手当現況届 予約受付【要電子署名】 こども課 

１２ 犬の新規登録・狂犬病予防注射済票交付申請 環境推進課 

１３ 狂犬病予防注射済票交付申請 環境推進課 

１４ 狂犬病予防注射済票再交付申請 環境推進課 

１５ 犬の鑑札の再交付申請 環境推進課 

１６ 犬の死亡届 環境推進課 

１７ 犬の登録事項変更申請 環境推進課 

１８ 
犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票交付申請（熊谷地区狂犬病

予防協会会員専用）（法人向け） 
環境推進課 

１９ 市政宅配講座申込み 広報広聴課 

２０ 人生記念樹申込み 公園緑地課 

２１ 水道使用開始届 経営課(H31.4 以降) 

２２ 水道使用中止届 経営課(H31.4 以降) 

２３ 水道使用中止開始届 経営課(H31.4 以降) 

２４ 熊谷市電子申請・届出サービスに関するアンケート 情報政策課 

２５ 熊谷市広告事業応募用紙（「あついぞ.com」バナー広告） 情報政策課 

※上記は常時又は毎年メニュー表示されている申請です。この他、期間限定でメニュー表示され
る申請があります。 

 

【システム名】マイナポータル（ぴったりサービス） 

項番 事 務 手 続 名（検索のみ可能） 担当課 

１ 

（児童手当）児童手当等の受給資格及び児童手当の額につい

ての認定請求 

※県の電子申請システムで申請可能 

こども課 

２ 
（児童手当）児童手当等の額の改定の請求及び届出 

※県の電子申請システムで申請可能 
こども課 

３ （児童手当）氏名変更／住所変更等の届出 こども課 

４ 
（児童手当）児童手当等の現況届 

※県の電子申請システムで申請可能 
こども課 

５ 
（児童手当）受給事由消滅の届出 

※県の電子申請システムで申請可能 
こども課 

６ （児童手当）未支払の児童手当等の請求 こども課 

７ （児童手当）児童手当等に係る寄附の申出 こども課 

８ 
（児童手当）受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等

の申出 
こども課 

９ （児童手当）児童手当等に係る寄附変更等の申出 こども課 
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【システム名】マイナポータル（ぴったりサービス） 

項番 事 務 手 続 名（検索のみ可能） 担当課 

１０ 
（児童手当）受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等

の変更等の申出 
こども課 

１１ （児童扶養手当）児童扶養手当の現況届 こども課 

１２ （保育）支給認定の申請 保育課 

１３ （保育）保育施設等の利用申込 保育課 

１４ （保育）保育施設等の現況届 保育課 

１５ 
（母子保健）妊娠の届出 

※県の電子申請システムで申請可能 
母子健康センター 

※平成29年(2017年)7月から、マイナポータルを利用したぴったりサービス検索が可能となり、
同年 11 月からは、埼玉県市町村電子申請共同システムへ遷移することで、児童手当など一部
の事務手続の電子申請が可能となりました。今後、電子申請できる事務手続の拡充を図ります。 

 

【システム名】熊谷市公共施設予約システム 

項番 手  続  名 担当課 

１ 文化・スポーツ施設等の空き状況検索 情報政策課 

２ 文化・スポーツ施設等の利用予約 情報政策課 

※対象施設：男女共同参画推進センター「ハートピア」、市民体育館（東部体育館・別府体育館）、
熊谷さくら運動公園、緑化センター、妻沼運動公園、市民ホール（中央公民館）、荒川公民館、
妻沼中央公民館、文化センター文化会館、熊谷文化創造館「さくらめいと」、大里生涯学習 

センター「あすねっと」、江南総合文化会館「ピピア」、スポーツ・文化村「くまぴあ」 

 

【システム名】熊谷市斎場予約システム 

項番 手  続  名 担当課 

１ 火葬炉・式場の空き状況検索 葬斎施設 

２ 火葬炉・式場の予約 葬斎施設 

 

【システム名】熊谷市立図書館蔵書検索予約システム 

項番 手  続  名 担当課 

１ 蔵書検索・予約（詳細検索） 熊谷図書館 

２ 蔵書検索・予約（かんたん検索） 熊谷図書館 

３ 蔵書検索・予約（こどもページ） 熊谷図書館 

４ 電子書籍貸出 熊谷図書館 

 

【システム名】eLTAX（エルタックス） 

項番 （税目）電子申告・届出等の種類 担当課 

１ （個人住民税）給与支払報告書及び総括表 市民税課 

２ （個人住民税）特別徴収に係る給与所得者異動届出書 市民税課 

３ （個人住民税）特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 市民税課 
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【システム名】eLTAX（エルタックス） 

項番 （税目）電子申告・届出等の種類 担当課 

４ （個人住民税）特別徴収への切替申請書 市民税課 

５ （個人住民税）退職所得に係る納入申告書及び特別徴収票 市民税課 

６ （個人住民税）公的年金等支払報告書 市民税課 

７ （法人市民税）確定申告書 市民税課 

８ （法人市民税）修正申告書 市民税課 

９ （法人市民税）中間申告書 市民税課 

１０ （法人市民税）予定申告書 市民税課 

１１ （法人市民税）法人（設立・開設・異動）届出書 市民税課 

１２ （固定資産税（償却資産））全資産申告書 資産税課 

１３ （固定資産税（償却資産））増加資産・減尐資産申告書 資産税課 

１４ （固定資産税（償却資産））修正申告書 資産税課 

１５ 電子納税（※H31.10 から地方税共通納税システムの稼働） 納税課 

 

【システム名】埼玉県電子入札共同システム 

項番 サブシステム名 担当課 

１ 電子入札システム 契約課(H31.4 以降) 

２ 入札情報公開システム 契約課(H31.4 以降) 

３ 競争入札参加資格申請受付システム 契約課(H31.4 以降) 

 

【提供しているオープンデータのデータセット一覧】 （※平成 31 年(2019 年)3 月現在） 

【システム名】埼玉県オープンデータポータルサイト 

項番 オープンデータのデータセット名 担当課 

１ 保育園・幼稚園情報 保育課・教育総務課 

２ 公共施設情報（指定緊急避難場所及び指定避難所） 
危機管理課 (H31.4

以降) 

３ 広報誌 URL※25 広報広聴課 

４ ゆるキャラ情報 市民活動推進課 

５ 文化財一覧 
江南文化財センタ

ー 

６ AED 設置場所情報 健康づくり課 

 

熊谷市ホームページ オープンデータ提供ページ（市政情報＞熊谷市オープンデータ） 

項番 オープンデータのデータセット名 担当課 

１ 
（防災）災害時避難場所（妻沼、西部・北部、中央、東部・
吉岡・大里、江南） 

危機管理課 (H31.4

以降) 
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熊谷市ホームページ オープンデータ提供ページ（市政情報＞熊谷市オープンデータ） 

項番 オープンデータのデータセット名 担当課 

２ 
（施設情報）くらしの施設１、２、公民館、保育・子どもの
施設、小・中学校、文化施設、福祉施設、スポーツ施設、公
園、環境施設、農業施設） 

複数 

３ （統計）町字別・男女別人口と世帯数、年齢別・男女別人口 市民課 

※本市のオープンデータについては、埼玉県オープンデータポータルサイトや本市ホームページ
にて提供しています。今後も各種オープンデータの提供内容の拡充を図ります。 

 
 

【提供アプリケーション及びメールサービス一覧】（※平成 31 年(2019 年)3 月現在） 

※熊谷市の事業で市民向けに活用中のスマートデバイス用のアプリ・メールサービス 

※QR コード※26は、アプリケーションのダウンロード用ページ等へ遷移します。 

項番 アプリ名 事業概要・アプリ活用方法等 

１ 

マチイロ 

スマートフォンやタブレット端末からい
つでもどこでも「市報くまがや」を閲覧で
きるアプリです。最新の広報紙が発行され
るとスマートフォンにプッシュ型通知で
お知らせします。その他スクラップ機能等
があります。 

ＱＲコード 

iPhone用 Andro id用

 

ＵＲＬ 

https://machiiro.town/lp/saitama_kuma

gaya 

２ 

熊谷観光・文化財ナビゲーションアプリ 

「くまここ」 

熊谷市の歴史に触れたり、文化遺産や観光
スポットなど、「くまがやのここ！を発見」
できる、熊谷市観光・文化遺産案内公式ア
プリです。 

ＱＲコード 

iPhone用 Andro id用

 

ＵＲＬ 

http://geoalpha.jp/kumakoko/ 

https://machiiro.town/lp/saitama_kumagaya
https://machiiro.town/lp/saitama_kumagaya
http://geoalpha.jp/kumakoko/


熊谷市情報化推進計画・官民データ活用推進計画 

14 

項番 アプリ名 事業概要・アプリ活用方法等 

３ 

防災情報 全国避難所ガイド 

市内の地震や台風等の災害に対し、市民に
必要な防災情報（避難所情報、ハザードマ
ップ情報、安否確認等）を多言語（英語、
中国語、韓国語）で発信するアプリです。
市民の方の安全を守ることを目的として
活用します。 

ＱＲコード 

iPhone用 Andro id用

 

ＵＲＬ 

http://www.city.kumagaya.lg.jp/about/

soshiki/shochoko/kikikanri/oshirase/k

itaku.html 

４ 

熊谷市ごみ分別アプリ 

市民の方に、ごみの出し方等の情報を発信
するアプリです。これにより、ごみ減量や
排出マナーの向上を図ります。 
ごみの出し方等の検索における利便性を
高めることで、適切な分別排出を促しま
す。 

ＱＲコード 

iPhone用 Andro id用

 

ＵＲＬ 

http://www.city.kumagaya.lg.jp/kurash

i/kankyo/gomi/gomi_app.html 

５ 

ＰａｙＢ※27 

上下水道料金の納付ができるアプリです。
対象金融機関の専用アプリから納入通知
書に記載されたバーコードをスキャンす
ることにより、アプリに登録した口座より
即時引落しが行われる「アプリ決済」を
H30.7から開始しました。これにより上下
水道使用者の利便性向上を図ります。 

ＱＲコード 

iPhone用 Andro id用

 

ＵＲＬ 

http://www.city.kumagaya.lg.jp/kurash

i/jyougesuidou/suidou/payb.html 

http://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/shochoko/kikikanri/oshirase/kitaku.html
http://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/shochoko/kikikanri/oshirase/kitaku.html
http://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/shochoko/kikikanri/oshirase/kitaku.html
http://www.city.kumagaya.lg.jp/kurashi/kankyo/gomi/gomi_app.html
http://www.city.kumagaya.lg.jp/kurashi/kankyo/gomi/gomi_app.html
http://www.city.kumagaya.lg.jp/kurashi/jyougesuidou/suidou/payb.html
http://www.city.kumagaya.lg.jp/kurashi/jyougesuidou/suidou/payb.html


e-くまがやＩＣＴ推進プラン３ 

  15 

項番 アプリ名 事業概要・アプリ活用方法等 

６ 

FixMyStreet Japan 

道路の不具合等について、市民の方が、ス
マートフォンから位置情報・写真付きで通
報できるアプリです。通報の内容は
FixMyStreet Japanのサイトに掲載され、
その後の市の対応等は誰でも閲覧できま
す。 
このアプリの活用により、補修までの時間
短縮や作業効率の向上、また、行政の透明
化向上を図ることができます。 

ＱＲコード 

iPhone用 Andro id用

 

ＵＲＬ 

http://www.city.kumagaya.lg.jp/about/

kouhou/tsuuhou.html 

７ 

「ゆうゆうバス」バスロケーションシ

ステム（くまロケ） 

（WEBサービス） 

インターネットに接続し、ホームページの
閲覧により、「ゆうゆうバス」の位置情報
をＰＣやモバイル端末で確認できます。こ
れにより、バス停での待ち時間短縮などの
利便性の向上を図ります。 

ＱＲコード 

iPhone用 Andro id用

 

ＵＲＬ 

https://www.city.kumagaya.lg.jp/kuras

hi/dourokotsu/yuuyuubasu.html 

 

８ 

すぐメール 

（メールサービス） 

熊谷市メール配信サービス「メルくま」に
より、防災、防犯やイベント情報など、２
４項目の情報をメールで配信します。 

ＱＲコード 

iPhone用 Andro id用

 

ＵＲＬ 

http://www.city.kumagaya.lg.jp/about/

kouhou/mailkuma/index.html 

http://www.city.kumagaya.lg.jp/about/kouhou/tsuuhou.html
http://www.city.kumagaya.lg.jp/about/kouhou/tsuuhou.html
https://www.city.kumagaya.lg.jp/kurashi/dourokotsu/yuuyuubasu.html
https://www.city.kumagaya.lg.jp/kurashi/dourokotsu/yuuyuubasu.html
http://www.city.kumagaya.lg.jp/about/kouhou/mailkuma/index.html
http://www.city.kumagaya.lg.jp/about/kouhou/mailkuma/index.html
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項番 アプリ名 事業概要・アプリ活用方法等 

９ 

熱中症＆かぜ予防情報メール 

（メールサービス） 

市内の熱中症予防・かぜ予防指標の情報提
供を通じ、学校活動や市民の安全を確保す
ることを目的に、熱中症・かぜ予防情報シ
ステムを運用し、ホームページやメール配
信サービスにより情報を発信します。 

ＱＲコード 

iPhone用 Andro id用

 

ＵＲＬ 

http://www.city.kumagaya.lg.jp/atsusa

taisaku/anyone/mail.html 

１０ 

ニャオざねのマイワクチンナビ 

（メールサービス） 

予防接種スケジュール管理システムです。
お子さんの生年月日に合わせた予防接種
スケジュールを自動作成することができ
ます。予防接種日のお知らせが、登録した
メールアドレスに届きます。 

ＱＲコード 

iPhone用 Andro id用

 

ＵＲＬ 

http://kumagaya.city-hc.jp/ 

１１ 

ポケットブックまいたま 

（※埼玉県提供アプリ） 

イベント情報やグルメ情報のほか、お得な
クーポンやユーザ限定の毎月プレゼントな
どの情報をユーザのライフスタイルに合わ
せて配信する埼玉県提供のアプリです。災
害情報や避難情報などの緊急情報もすぐに
届くほか、防犯情報や AED マップ、救急・
急病電話相談などの安心・安全情報も簡単
にチェックできます。 

ＱＲコード 

iPhone用 Andro id用

 

ＵＲＬ 

http://www.city.kumagaya.lg.jp/kurash

i/kankyo_sumai/syouhi/maitama.html 

http://www.city.kumagaya.lg.jp/atsusataisaku/anyone/mail.html
http://www.city.kumagaya.lg.jp/atsusataisaku/anyone/mail.html
http://kumagaya.city-hc.jp/
http://www.city.kumagaya.lg.jp/kurashi/kankyo_sumai/syouhi/maitama.html
http://www.city.kumagaya.lg.jp/kurashi/kankyo_sumai/syouhi/maitama.html
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項番 アプリ名 事業概要・アプリ活用方法等 

１２ 

埼玉県コバトン健康マイレージ 

（※埼玉県提供アプリ） 

市民の方の生活習慣病の予防等を目的に、
「健康マイレージ事業（埼玉県が事務局と
なり実施している事業。ウオーキング歩数
や健康づくり関連事業に参加することでポ
イントが貯まり賞品が当たる。）」に本市も
参加し、市民の方の健康づくりに対する意
欲を高め、健康寿命の延伸や医療費の抑制
を図ります。 
申込者は、専用の歩数計・スマートフォン
アプリ（埼玉県コバトン健康マイレージ）
のいずれかを選択して参加します。 

ＱＲコード 

iPhone用 Andro id用

 

ＵＲＬ 

http://www.city.kumagaya.lg.jp/kenkou

hukushi/kenkohoken/kenko-mileage.ht

ml 

※その他、市公式 Twitter、市公式 Facebook、市公式 YouTube（熊谷市公式チャンネル kumagaya city）
も随時掲載、配信中です。また、「熊谷くらしのガイド 2017」電子書籍版もホームページに掲載中です。 

http://www.city.kumagaya.lg.jp/kenkouhukushi/kenkohoken/kenko-mileage.html
http://www.city.kumagaya.lg.jp/kenkouhukushi/kenkohoken/kenko-mileage.html
http://www.city.kumagaya.lg.jp/kenkouhukushi/kenkohoken/kenko-mileage.html
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4 前期情報化推進計画の評価 

平成 26年(2014年)3月に策定した「熊谷市情報化推進計画（e-くまがやＩＣ

Ｔ推進プラン２）」（前期計画）の具体的施策の実施内容、実施状況及び本計画

における継続掲載等の方針は以下のとおりです。 

なお、「本計画」欄において、「拡充」又は「継続」と記載している施策につ

いては、内容に拡充等の予定があるため、前期計画に引き続き本計画「第４章 計

画推進のための施策」「2 具体的な施策」にも掲載しており、「－」と記載して

いる施策については、前期計画期間中に実施完了済み又は他施策との統合等に

より、前期計画を以って掲載を終了としています。 

 

(1) 行政サービスの高度化による利便性の向上 

行政サービスの高度化による利便性の向上として 5つの施策を計画し、実

施しました。そのうち 4つの施策は本計画でも継続・拡充します。 

 

具体的な施策 実施内容 実施状況 本計画 

(1) eLTAX の利用促進 

平成 21 年度(2009 年度)から運用を

開始しており、個人住民税で給与支

払報告事務など６種類、法人市民税

で法人市民税申告事務など５種類、

固定資産税で償却資産申告事務な

ど３種類の手続を行ってきました。 

一部実施 拡充 

(2) 
ゆうゆうバス位置情

報取得サービス 

「時刻表」は市ホームページ、熊谷

市携帯サイト、「あついぞ.com」に

てお知らせしています。「路線図」

はＰＤＦ版を市ホームページにて

お知らせしています。平成 30 年

(2018 年)10 月からは位置情報をＰ

Ｃやモバイル端末で確認できる「ゆ

うゆうバス」バスロケーションシス

テム（くまロケ）を整備し、バス停

での待ち時間短縮などの利便性の

向上を図りました。本計画上の掲載

は終了しますが、位置情報取得サー

ビス事業は今後も継続していきま

す。 

実施 － 

(3) 
市税等の納付環境整

備 

平成 30 年(2018 年)7 月からアプリ

「PayB」を使用した上下水道料金の

納付環境を整備しました。これによ

り上下水道使用者の利便性の向上

を図りました。 

一部実施 拡充 

(4) 統合型 GISの整備 

平成 30 年度(2018 年度)に各種個別

システムで保有しているデータの

整備等を実施しました。 

一部実施 拡充 
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具体的な施策 実施内容 実施状況 本計画 

(5) 
住民票等のコンビニ

交付 

平成 28 年(2016 年)10 月 11 日から

コンビニエンスストアに設置され

たマルチコピー機で、マイナンバー

カード（個人番号カード）を利用し

た住民票等のコンビニ交付サービ

スを開始しました。 

実施 継続 

 

 

(2) 行政の簡素化・効率化・省エネ推進 

行政の簡素化・効率化・省エネ推進として 7 つの施策を計画し、実施しま

した。そのうち 5つの施策は本計画でも継続・拡充します。 

 

具体的な施策 実施内容 実施状況 本計画 

(6) 
システム調達ガイドラ

イン 

情報システムの調達において、

「システム調達ガイドライン」を

策定し、調達の標準化を行うこと

で、透明性・公平性の確保を図り

ました。 

実施 継続 

(7) 
ＩＣＴ部門の業務継続

計画 

災害時における住民の生命・身体

の安全確保、重要業務の継続、被

害の最小化を図るため策定した

計画について、随時改訂を行いな

がら平常時から有事に備えまし

た。 

実施 継続 

(8) 電子自治体の推進 

社会保障・税番号制度や「電子自

治体の取組みを加速するための

１０の指針」に係る施策として情

報システムのクラウド化・仮想化

※28、業務標準化等を一部実施しま

した。 

一部実施 拡充 

(9) 
庁内ネットワークの整

備 

住民情報を取扱う基幹システム

に係る庁内ネットワークの再構

築を実施し、より災害等に強く、

より安定した通信を行えるよう

にすることで、窓口業務等の滞り

ない実施を図りました。また、社

会保障・税番号制度への対応のた

めのネットワーク強靭化対策を

実施し、個人情報保護に係るセキ

ュリティ強化を図りました。 

実施 継続 
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具体的な施策 実施内容 実施状況 本計画 

(10) ＩＣＴ環境の高度化 

情報システム導入における業務

標準化やクラウド化を一部実施

しました。また、サーバ仮想化に

よる TCO※29の削減を図りました。

今後は、デジタル自治体推進施策

の中に課題を移して研究をする

こととし、本施策は終了としま

す。 

一部実施 － 

(11) 番号制度対応推進 

社会保障・税番号制度導入・推進

のために必要な情報システムの

整備・運用を実施しました。 

実施 拡充 

(12) 
ワンストップサービス

推進 

市民目線に立った、より利便性の

高いサービスを効果的・効率的に

提供するため、ライフイベント

（転入・転出・転居・出生等）時

に、従来の手続に加え、国民健康

保険やこども医療費に関する手

続など、複数の手続の一部を市民

課総合窓口で包括して受け付け、

ワンストップで処理するワンス

トップ総合窓口を設置しました。

また、フロアマネージャーの配置

や番号案内表示システムを設置

し、利便性の向上を図りました。 

実施 － 
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(3) 市民の情報サービス利用機会の向上 

市民の情報サービス利用機会の向上として 4つの施策を計画し実施しま

した。そのうち 2つの施策は本計画でも継続・拡充します。 

 

具体的な施策 実施内容 実施状況 本計画 

(13) 市ホームページの充実 

平成 27 年度(2015 年度)にホーム

ページの更新を行い内容を拡充

させました（スマートフォン対

応、多言語追加対応、ブランディ

ングエリア※30 の作成など情報強

弱によるアピール力向上、操作性

向上、特設ページ「熊谷で暮らす」

の作成による移住者・移住希望者

への情報発信の強化、閲覧者履歴

からのお勧めページの提示、音声

読み上げ機能の利便性向上、ＳＮ

Ｓ※31 連携による新着情報配信、

ホームページ再構成によるスム

ーズな誘導、一覧ページの区分け

表示など）。 

実施 拡充 

(14) 
総合的なメール配信サ

ービス 

メール配信サービス「メルくま」

の運用を実施しました。平成 29

年度(2017 年度)からは項目を２

件追加し、24項目の配信としまし

た。また、平成 15 年度から平成

29年度まで、埼玉新聞社と協力し

て本市に関する最新の情報を毎

月配信するメールマガジン「ふる

さとメール」の配信も行いまし

た。 

実施 拡充 

(15) 住基カード利活用 

交通事故抑止を目的とし、マイナ

ンバーカード（個人番号カード）

の運用開始期日である平成 28 年

(2016年)1月 1日までに、70歳以

上の方が運転免許証を自主返納

した場合には、運転免許証にかわ

る本人確認書類として使用でき

る顔写真付きの住民基本台帳カ

ードを、無料で発行しました。 

今後は、マイナンバーカード（個

人番号カード）の普及促進を図る

ための施策を行います。 

なお、平成 28 年(2016 年)1 月 1

日以降、住民基本台帳カードの新

規発行は行いませんが、既に発行

済みの住民基本台帳カードは、有

効期間内は有効なものとして使

用できます。 

実施 － 
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具体的な施策 実施内容 実施状況 本計画 

(16) 
図書館での新規サービ

ス実施 

平成 29 年(2017 年)3 月 1 日に新

システムに移行しました。それに

伴い IC タグによる蔵書管理を開

始し、自動貸出返却機を導入しま

した。15歳以下の利用者に対して

は、貸出レシートと読書通帳(平

成 26 年(2014)年)10 月開始)を、

記入式からシール貼付式に変更

しました。また、電子図書館を開

設し運用を開始しました。さら

に、平成 30 年(2018 年)4 月 1 日

には予約受取システム、同年 8月

にはフリーWi-Fi（熊谷図書館）

を導入しました。 

実施 － 

 

 

 

(4) まちづくり・観光振興・協働 

まちづくり・観光振興・協働として 5つの施策を計画し、実施しました。

そのうち 4つの施策は本計画でも継続・拡充します。 

 

具体的な施策 実施内容 実施状況 本計画 

(17) 電子アンケート 

市ホームページの各ページの下

部に「この情報は皆さまのお役に

立ちましたか？」という質問を掲

載し、ホームページ運営の参考と

しました。なお、市ホームページ

にはアンケートを実施する機能

を備えています。 

実施 － 

(18) 地域の情報化支援 

地元企業をインターネット上で

紹介することにより市内産業の

振興を図ることを目的として企

業紹介支援サイト「チャレンジ・

ステージくまがや」を運営してき

ました。 

実施 拡充 
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具体的な施策 実施内容 実施状況 本計画 

(19) 安心安全情報の充実 

メール配信サービス「メルくま」

で、「防犯・交通安全情報」、「防

災無線情報」、「火災情報」、「気

象・震度情報」、「災害情報」を配

信しました。更に、メール配信に

加えて、市公式 Facebook や

Twitter でも配信しました。防災

行政無線設備のデジタル化も実

施しました。放送が聞き取れなか

った場合の対策として、メール配

信や電話応答機能により、情報伝

達の拡充に努めました。また、災

害時にすばやく被災対応ができ

るよう、市職員安否・参集確認メ

ールシステムも活用してきまし

た。 

実施 拡充 

(20) 観光・文化財ナビの作成 

平成 28年(2016年)に、AR※32アプ

リを使用した位置情報検索シス

テムによる文化財遺産及び観光

スポット案内ナビゲーションシ

ステム「くまここ」を導入しまし

た。スマートフォンを活用した文

化遺産、グルメスポット、公共施

設などの位置情報を入手し、観光

客や市内外利用者の回遊性の向

上を図りました。また、平成 29

年(2017年)から、株式会社まちづ

くり熊谷と協働し、コンテンツの

充実等を図りました。 

実施 拡充 

(21) 
避難行動要支援者（災害

時要援護者）の避難支援 

災害時の避難行動要支援者の安

全確保対策のため、平成 26 年度

(2014年度)から、避難支援システ

ムを導入して要支援者の情報の

迅速な活用を図るとともに、名簿

（台帳）管理と個別支援計画の作

成を行ってきました。災害の発生

前から自らの名簿情報の提供に

同意した要支援者については、民

生委員や自治会等の避難支援等

関係者に対しシステムからの出

力により名簿情報の提供を行っ

てきました。 

実施 拡充 
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(5) 行政システムのセキュリティ向上 

行政システムのセキュリティ向上のための施策を計画し、実施しました。今後も

内容を拡充させていきます。 

 

具体的な施策 実施内容 実施状況 本計画 

(22) 
行政システムのセキュ

リティ向上 

社会保障・税番号制度の運用開始

に伴い、ネットワーク強靭化等の

対策を実施しました。また、情報

システムの二要素認証も継続実

施しています。 

職員研修では、特定個人情報の適

正な取扱い及び罰則、サイバーセ

キュリティ対策、情報連携等につ

いて実施しています。 

実施 継続 
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第4章 計画推進のための施策 

1 概要 

情報通信技術の将来的な可能性や先進性に着目しながら、市民サービスの質

的向上・利便性の向上、行政事務の効率化に向けて、計画期間内で実現できる

可能性のあるシステム及びサービス提供方法等を選択して、大きく５つの柱を

設けた上で、具体的な施策について記載しました。 

今後の経済情勢によっては延期や見直しが必要となる場合もありますが、経

費を最小限に抑え最大限の効果が得られるよう、費用対効果の検証を行いつつ

取り組むことを基本とします。 

また、本市保有データのオープン化推進により、民間等での二次利用の促進

も図ります。 

 

行政サービスの高
度化による利便性

の向上

行政の簡素化・効
率化・省エネ推進

市民の情報サービ
ス利用機会の向上

まちづくり・安心
安全

行政システムのセ
キュリティ向上
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行政サービスの高度化による利便性の向上

（１）eLTAXの利用促進

（８）庁内ネットワークの最適化

（７）デジタル自治体の推進

（６）ＩＣＴ部門の業務継続計画

（５）システム調達ガイドライン

（４）住民票等のコンビニ交付

（３）統合型ＧＩＳの整備

（２）市税等の納付環境整備

行政の簡素化・効率化・省エネ推進

（11）登記済通知書の電子化システムの導入

（10）内部情報系システム等の最適化等

（９）社会保障・税番号制度対応推進

対象手続の拡充、電子納税の導入

庁内ネットワークの再構築

RPA・AI・IoT等の研究

ＩＣＴ部門の業務継続計画の更新

ガイドラインの更新

取得可能な証明書の拡大検討

統合型ＧＩＳシステムの導入等

スマートフォン等による納税・納付方法の拡充

法務局との登記情報データ連携の導入

制度に対応した運用の推進

内部情報系及び勤怠管理の整備

（12）学校におけるＩＣＴ環境整備の推進 ＩＣＴ機器、校務支援システムの導入・活用
 

（16）公共施設等へのＷｉ－Ｆｉ設置の拡充

（15）マイナンバーカード（個人番号カード）
の普及促進

（14）総合的なメール配信サービス

（13）市ホームページの拡充

市民の情報サービス利用機会の向上

まちづくり・安心安全

（17）地域の情報化支援

（21）行政システムのセキュリティ向上

（20）避難行動要支援者の避難支援

（18）安心安全情報の拡充

行政システムのセキュリティ向上

Wi-Fi設置の検討・拡充

マイナンバーカードの普及促進、利用用途の拡大

メール配信項目の拡充

コンテンツなどの拡充

「チャレンジ・ステージくまがや」の拡充

セキュリティ研修の継続実施等

避難支援システムの再整備

安心安全情報の内容の見直し等

（19）観光・文化財ナビの活用 「くまここ」を活用した熊谷の魅力発信

（22）サーバ室のセキュリティ向上 入退室管理装置の増設等
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2 具体的な施策 

行政サービスの高度化による利便性の向上 

(1) eLTAXの利用促進 

eLTAX(エルタックス)とは、インターネットによる地方税に関する総合窓口として、

市・県民税や固定資産税（償却資産）など地方税の申告、申請、納税など（以下「申

告等」という。）の手続を、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。 

本市では、平成 21年度(2009年度)から eLTAXの利用を開始し、これまでに、個人住

民税で給与支払報告事務など６種類、法人市民税で法人市民税申告事務など５種類、

固定資産税で償却資産申告事務など３種類の手続を行っています。 

今後サービスが開始される地方税共通納税システムについても導入することを予定

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当部門：市民税課、資産税課、納税課】 

内容
31年度

2019年度

32年度

2020年度

33年度

2021年度

34年度

2022年度

35年度

2023年度
備考

対象手続の拡充

運用・拡充 運用・拡充 運用・拡充 運用・拡充 運用・拡充

対象となる申告等

が拡充された場

合、順次対応しま

す。

地方税共通納税システム

調達・構築

・運用 運用 運用 運用 運用

電子納税を導入し

運用します。

※市県民税（特

徴、退職所得）及

び法人市民税

（出典：一般社団法人地方税電子化協議会ホームページ 

 「eLTAX で利用可能な手続き」より許諾を得て一部改変） 
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(2) 市税等の納付環境整備 

市税等の納付方法として、窓口、口座振替及びコンビニエンスストアによる納付が

可能です。 

市税では、今後はさらなる納付環境の拡充として、納税通知書に印刷されたバーコ

ードをスマートフォン等で読み取り、インターネットバンキング※33（事前に金融機関へ

申込）からの支払いやクレジットカードでの支払いができるようなサービスを導入す

る予定です。これにより、コンビニや金融機関等の窓口に出かけることなく、自宅で

簡単に納付ができることになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

また、上下水道料金では、納付方法拡充の一環として、「ＰａｙＢ」の機能を使用

した対象金融機関の専用アプリから納入通知書に記載されたバーコードをスキャンす

ることによりアプリに登録した口座から即時引落しが行えるアプリ決済を平成 30年

(2018年)7月から納入方法に追加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当部門：納税課、出納室、経営課(H31.4以降)】 

熊谷市 納付書

(出典：ビリングシステム株式会社ホームページ 「PayBの特徴」より許諾を得て転載) 

(スマートフォン等での読み取りのイメージ図) 

内容
31年度

2019年度

32年度

2020年度

33年度

2021年度

34年度

2022年度

35年度

2023年度
備考

スマートフォン等による納税

検討 検討 調達･構築 運用 運用

スマートフォン等

で納税できる仕組

みを導入し利便性

を向上します。

上下水道料金の納付方法拡充

検討 検討 検討 検討 検討

利便性が向上する

納付方法について

検討します。
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(3) 統合型ＧＩＳの整備 

統合型ＧＩＳとは、庁内で共用できる地図データを一元的に整備・管理し、各部署

において活用する庁内横断的なシステムです。この統合型ＧＩＳを活用する主な効果

は次のとおりです。平成 31年度(2019年度）から、段階的に整備・運用します。 

  高度化・多様化した市民ニーズに対応した質の高い行政サービスの実現 

  各種地図の市民向け公開 

  ワンストップサービス 

  災害対策への活用 

  新たに地図情報を整備する業務の費用や時間の縮減 

  情報の正確性の向上 

 

 

庁内全部署を対象とした
住宅地図データ参照環境

DATA

共用空間データ

統合型GIS

市民向け地図の公開

・公共施設案内

・ハザードマップ

・交通案内

・ごみ収集

・文化財
e.t.c.

庁内既存地図の移行・統合的活用

・汎用統計分析

・主題図(農地)

・主題図(防災)

・主題図(福祉)

・主題図(学校)
e.t.c.

・都市計画基本図データ
・地番現況図データ
・航空写真オルソデータ
・住宅地図データ
・都市計画法規制データ
・・・etc

GIS-AP

wwwサーバ

 

(統合型 GIS整備イメージ) 

 

 

 

 

 

 

【担当部門：情報政策課、関係各課】 

内容
31年度

2019年度

32年度

2020年度

33年度

2021年度

34年度

2022年度

35年度

2023年度
備考

既存データ及び新規データの

整備・統合

整備・統合

データの整備・

統合を行いま

す。

統合型GISの整備・運用

整備 運用 運用 運用 運用

統合型GISの整備

を平成31年度

(2019年度)に行

います。
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 (4) 住民票等のコンビニ交付 

平成 28年(2016 年)10月 11日から、コンビニエンスストアに設置されたマルチコピ

ー機で、マイナンバーカード（個人番号カード）を利用した住民票等のコンビニ交付

サービスを開始しました。今後も運用を継続するとともに、取得可能な証明書の再検

討等を実施します。 

なお、ご利用には、有効な利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカー

ド（個人番号カード）が必要となります。また、外国籍の方にも利用しやすいよう、

多言語対応しています。 

 

 
（出典：熊谷市ホームページ） （平成 31年（2019年）3月現在） 

※本籍地が熊谷市で、住民票住所地が熊谷市以外の方の戸籍証明書と戸籍の附票の写しについては、

事前に利用登録申請を行うことで取得可能です。 

 

【担当部門：市民課、市民税課、資産税課、納税課】 

内容
31年度

2019年度

32年度

2020年度

33年度

2021年度

34年度

2022年度

35年度

2023年度
備考

住民票等のコンビニ交付

運用 運用 運用 運用 運用

運用を継続し住

民の利便性の向

上を図ります。
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行政の簡素化・効率化・省エネ推進 

(5) システム調達ガイドライン 

本市では、情報システムを調達する上での標準的な手法を確立し、全体的に最適な

情報システムを導入するために、調達ガイドラインを平成 22年度(2010年度)に策定し、

平成 26年度(2014年度)、平成 28年度(2016年度)及び平成 30年度(2018年度)に改訂

しています。また、平成 31年度(2019年度)にも見直しを予定しています。 

情報システムの整備及び管理が、システム導入実務の教訓を活かしたより良いもの

となるよう、今後とも、調達ガイドラインの内容、程度、対象等を継続的に見直し、

事例の蓄積・更新等を行っていきます。 

 

 

システム調達の流れ

  

 

 
（出典：総務省「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」・「実務手引書」を基に作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当部門：情報政策課】 

※34 

内容
31年度

2019年度

32年度

2020年度

33年度

2021年度

34年度

2022年度

35年度

2023年度
備考

システム調達ガイドラインの

見直し

見直し 継続 継続 継続 継続

必要に応じて見

直しを実施しま

す。
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(6) ＩＣＴ部門の業務継続計画 

地方公共団体は、災害時において、地域住民の生命、身体の安全確保、被災者支援、

企業活動復旧のために、災害応急業務、復旧業務及び平常時から継続しなければなら

ない重要な業務を実施していく責務を負っており、これらの業務の継続を確保するた

めには、情報システムがまさに不可欠であり、災害時に情報システムが稼動している

ことは極めて重要になります。 

情報システムは、平常時からの業務継続の備えがないと、被害を受けてからの事後

的な復旧に多くの時間を要してしまう特性が強く、また、住民情報などを失ってしま

えば、その回復に多くの時間を要し、甚大で回復困難な影響を住民・企業に生じさせ

てしまうため、ＩＣＴ部門の業務継続計画(ICT-BCP※35)を策定しています。 

東日本大震災において得られた教訓から災害時の初動対応が重要であるとの認識の

もとＩＣＴ部門の業務継続計画を改訂してきましたが、今後、住民情報系システムの

クラウド化等を反映した計画に更新します。 

 

（出典：総務省「災害に強い電子自治体に関する研究会報告書」） 

 

 

 

 

【担当部門：情報政策課】 

内容
31年度

2019年度

32年度

2020年度

33年度

2021年度

34年度

2022年度

35年度

2023年度
備考

ICT部門の業務継続計画の更

新

検討 更新 検討 検討 検討

ICT部門の業務継

続計画について

継続して見直しを

行います。
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(7) デジタル自治体の推進 

「デジタル・ガバメント実行計画」（平成 30年 7月 20日閣議決定）に示されてい

る推進対応項目から、「行政手続のオンライン利用促進」、「クラウド利用の推進」、

「オープンデータの推進」、「AI・RPA等による業務効率化の推進」に対応します。 

 行政手続のオンライン利用促進では、電子申請できる事務手続の拡充、行政サービ

スのデジタル化の促進を図ります。 

 クラウド利用の推進では、情報システムの調達・更改時において、クラウド型のシ

ステムを第一候補として検討し、業務標準化・効率化を図ります。 

 オープンデータの推進では、本市保有データのオープン化を推進することで、民間

等での二次利用の促進を図ります。また、統合型 GISの整備による質の高い行政サー

ビスの実現を目指します。 

 AI・RPA等による業務効率化の推進では、AI・RPA・IoT※36・ドローン※37等の活用につ

いて調査研究し導入を検討します。 

 

（出典：内閣官房 情報通信技術(IT)総合戦略室「「世界最先端デジタル国家」に向けて」） 

【担当部門：情報政策課、関係各課】 

※38 

※39 
※40 

内容
31年度

2019年度

32年度

2020年度

33年度

2021年度

34年度

2022年度

35年度

2023年度
備考

行政手続のオンライン利用促

進
継続･拡充 継続･拡充 継続･拡充 継続･拡充 継続･拡充

電子申請手続の拡

充、行政サービスの

デジタル化の促進を

図ります。

クラウド利用の推進

継続･拡充 継続･拡充 継続･拡充 継続･拡充 継続･拡充

クラウド型システム

の導入を推進しま

す。

オープンデータの推進

継続･拡充 継続･拡充 継続･拡充 継続･拡充 継続･拡充

本市保有データの

オープン化を推進し

ます。

AI・RPA等による業務効率化

の推進
研究 検討 検討 一部導入 一部導入

RPA等の活用につい

て調査研究を行い、

導入を検討します。
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(8) 庁内ネットワークの最適化 

庁内ネットワークを、ウイルス等外部からの攻撃に対して強靭であること、また、

災害に強く、安定した通信のために最適化します。 

また、社会保障・税番号制度への対応のためのネットワーク強靭化対策を実施し、

個人情報保護に係るネットワーク環境には徹底したセキュリティ強化を図るとともに、

メールの送受信等インターネットへの接続については自治体情報セキュリティクラウ

ドを経由する等の措置を講じています。 

今後は、庁内ネットワーク接続環境の向上に向けた見直しを定期的に実施していき

ます。 

 

分離の徹底 リスク分断

インターネット系LGWAN系基幹系

個人番号利用事務＋住民個人情報利用事務
ＬＧＷＡＮ接続

（総合行政ネットワーク）

環境の分離

福
祉
系
業
務

保
険
・医
療

税
業
務

住
民
記
録

文
書
管
理

財
務
会
計

人
事
・給
与

フ
ァ
イ
ル
サ
ー
バ

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

メ
ー
ル

情
報
収
集

インターネット接続

Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
ー
ビ
ス

アクセス制御 外部からの攻撃対策・データの持出し不可
・二要素認証

住基ネット ＬＧＷＡＮ

インターネット環境の分離

無害化通信

自治体情報セキュリティクラウド

 

（自治体情報ネットワーク強靭化対応のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

【担当部門：情報政策課】 

内容
31年度

2019年度

32年度

2020年度

33年度

2021年度

34年度

2022年度

35年度

2023年度
備考

庁内ネットワークの更新

運用 運用 運用 運用 更新

4年間は継続運用

とし5年目に更新

を行います。
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(9) 社会保障・税番号制度対応推進 

これまでに、社会保障・税番号制度導入・推進のために必要な情報システム等（住

民情報系システム、情報連携に係るシステム、コンビニ交付、マイナポータル・子育

てワンストップサービス電子申請に係るシステム）の整備・運用を行ってきました。

今後、国が予定している戸籍事務や旅券事務でのマイナンバー（個人番号）利用開始

への対応を図るとともに、マイナポータル・電子申請の拡充、マイナンバーカード（個

人番号カード）普及促進、コンビニ交付の拡充など市民の利便性の向上を図ります。 

 

 

（出典：内閣府「マイナンバーまるわかりガイド」(平成30年3月発行)） 

 

 

 

 

 

 

【担当部門：関係各課】 

内容
31年度

2019年度

32年度

2020年度

33年度

2021年度

34年度

2022年度

35年度

2023年度
備考

社会保障・税番号制度対応

システムの構築等

拡充 拡充 拡充 拡充 拡充

国の動向等に対

応します。
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(10) 内部情報系システム等の最適化等 

内部情報系システムの適切な更改及びシステム構成の最適化に向けた検討を継続的

に行っていきます。また、市職員の出退勤等について、システム化を行うことにより

管理等を紙ベースではなくシステム上で行い、事務効率化を図ります。 

また、ペーパーレス化の推進も図ります。 

 

 

経費・業務処理時間の削減業務の簡素化 業務の合理化

業務の効率化

 

（内部情報系システム等の最適化のイメージ） 

 

 

 

 

 

 

【担当部門：情報政策課、職員課、庶務課】 

内容
31年度

2019年度

32年度

2020年度

33年度

2021年度

34年度

2022年度

35年度

2023年度
備考

内部情報系システムの最適化

検討 調達･構築 運用 運用 運用

システム更改の

検討、クラウド

化等の研究をし

ます。

勤怠管理システムの導入

検討 調達･構築 運用 運用 運用

事務効率化を図

ります。

ペーパーレス化の推進

検討 調達･構築 運用 運用 運用

電子決裁を推進

します。
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(11) 登記済通知書の電子化システムの導入 

現在、固定資産税に係る土地・家屋の物件異動については、法務局からの紙媒体に

よる登記済通知書を受領することにより行っていますが、法務局との協議が調った市

町村については、電子データを格納した媒体を受け渡す方法での通知が可能となって

います。 

電子データを固定資産税システムに連携することで、紙媒体の仕分け作業や通知漏

れによる誤課税をなくし、事務の効率化を図ります。 

 

 

 

法務

法務局 熊谷市

電子データを受領

固定資産税システム
に連携

 
（登記済通知書の電子化システムのイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当部門：資産税課】 

内容
31年度

2019年度

32年度

2020年度

33年度

2021年度

34年度

2022年度

35年度

2023年度
備考

登記済通知書の電子化システ

ム

検討 検討

調達･構築

・運用 運用 運用

法務局との電子

データ連携を図

ります。
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(12) 学校におけるＩＣＴ環境整備の推進 

全小中学校に大型テレビ、指導者用パソコン、実物投影機等のＩＣＴ機器を導入し、

児童生徒の情報活用能力の育成と教職員の指導力向上・負担軽減を図ります。 

また、名簿情報、出欠席情報、成績情報等を一元管理する校務支援システムを導入

し、校務作業の標準化・効率化を図ります。 

 

 

（学校におけるＩＣＴ機器導入のイメージ） 

 

出欠管理
（新規）

【校務支援システム】

名簿管理
（新規）

成績処理
（新規）

指導要録作成
（新規）

調査票作成
（新規）

通知表作成
（新規）

グループウェア
（導入済み）

保健管理
（新規）

 

（校務支援システムのイメージ） 

 

【担当部門：学校教育課】  

内容
31年度

2019年度

32年度

2020年度

33年度

2021年度

34年度

2022年度

35年度

2023年度
備考

学校におけるＩＣＴ機器の導

入と活用

運用・検証

運用・検証

・企画 運用 運用 運用

教育の質的向上

を図ります。

校務支援システムの導入

運用 運用 運用 運用 更新

教職員の業務負

担の軽減を図り

ます。
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市民の情報サービス利用機会の向上 

(13) 市ホームページの拡充 

市ホームページは、市民へ行政情報などを案内するとともに、市内外の方へ本市へ

の理解を深めていただけるよう幅広い情報やイベント情報などを提供しています。 

平成 27年度(2015年度)にホームページの更新を行い、以下のとおり内容を拡充して

います。 

  スマートフォンに対応 

  多言語対応の拡張(英中韓にスペイン語・ポルトガル語を追加) 

  ブランディングエリアを作成し情報の強弱を付けアピール力向上 

  各ボタンを大きくし、操作性を向上 

  特設ページ「熊谷で暮らす」を作成し、移住者・移住希望者への情報発信を強化 

  過去の閲覧者の履歴からお勧めページを示す機能を追加 

  音声読み上げの機能向上 

  大分類であるグローバルナビ※41を増やし６分類とした 等 

今後はコンテンツの見直しや拡充を行いリアルタイムで正確な情報を発信していく

ための取組を行うとともに、子どもや高齢者、障害者、外国人なども利用しやすくア

クセシビリティに配慮したホームページ作りを進めていきます。 

また、サイバーセキュリティ対策も継続して対応を図ります。 

 

 

（出典：熊谷市ホームページ） 

 

 

 

【担当部門：広報広聴課】 

内容
31年度

2019年度

32年度

2020年度

33年度

2021年度

34年度

2022年度

35年度

2023年度
備考

コンテンツなどの拡充

拡充 拡充 拡充 拡充 拡充

コンテンツの拡

充を図ります。
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(14) 総合的なメール配信サービス 

平成 21年度(2009年度)から熊谷市メール配信サービス「メルくま」を運用していま

す。また、平成 24年度(2012年度)から、メール配信した内容を市公式 Facebookや

Twitterでも発信しています。平成 29年度(2017年度)から配信項目を増やし、平成 30

年度(2018年度)には 24項目となっています。 

「ふるさとメール」の配信は、平成 29年度(2017年度)末をもって終了しましたが、

メルくまは今後も登録者を増やすためにサービスの周知を図るとともに、各配信メニ

ューの充実を図ります。 

 

【メール配信サービス「メルくま」メニュー一覧表】 

No. 情報名 配信内容

1 くらしの情報 市からの最新の情報、注目情報など
2 子育て情報 子育て広場に関すること、イベント情報やこどもの健康情報など
3 こどもセンター情報 こどもセンター事業など小中学生の体験活動の情報

4 シルバーライフ情報
後期高齢者医療保険料の納期や制度のお知らせ
シルバースポーツやイベント、長寿クラブのお知らせ

5
水曜日“燃えないごみ”
メール

水曜日の燃えないもの（カン・ビン・ペットボトル・不燃ごみ）の収集品
目を、火曜日にお知らせ

6 観光・イベント情報 市内の観光、イベント情報とフィルムコミッション情報
7 スポーツ情報 市内で開催されるスポーツに関する情報、スポーツイベント情報

8 防犯・交通安全情報
市内や近隣で発生した不審者情報、振込め詐欺、悪質商法や架空請求など
の防犯情報や交通安全に関する情報

9 防災無線情報 防災行政無線の放送内容
10 火災情報 市内での火災発生・鎮火等についての情報

11-1 気象・震度情報

市内の気象情報、地震発生時の熊谷市の震度（3以上）
気象情報の配信項目
警報：大雨・洪水・大雪・暴風・暴風雪
注意報：大雨・洪水・強風・大雪・霜・風雪
注意情報：竜巻

11-2 雷注意報
注意報：雷
※「気象･震度情報」とは別に配信

12 災害情報
平常時は防災についてのお知らせ、非常時には避難情報、被害情報、災害
対策本部情報

13 選挙情報 選挙期日、投票所の変更、期日前投票情報や、開票速報などをお知らせ

14
ニャオざね＆市民活動情
報

市マスコットキャラクターニャオざねの出没情報、市民活動団体のイベン
ト情報や助成金などに関するお知らせ

15 道の駅めぬま情報
道の駅めぬまで開催されるフリーマーケット・ガーデニング講習会・ギャ
ラリーなどのイベント情報

16 市税納期限のお知らせ 各市税の納期限のお知らせ
17 市史編さん室情報 刊行物のお知らせ、調査協力のお願い
18 中央公民館情報 中央公民館での学級・講座のご案内
19 文化会館情報 文化会館ホールと市民ギャラリー催物のご案内
20 図書館企画展情報 熊谷図書館展示室における企画展の開催情報

21 星月夜メール
プラネタリウム館の投影番組案内、天体観察情報、見ごろの天体と注目さ
れる天文現象のお知らせ

22
さくらめいと・あすねっ
と・ピピア情報

さくらめいと・あすねっと・ピピアでの自主事業のご案内

23 くまぴあ情報 くまぴあでのイベント情報等のお知らせ
24 健康情報 各種健（険）診や健康教室のご案内、健康に関する情報やお知らせなど  

（出典：熊谷市ホームページ） 

【担当部門：広報広聴課】 

内容
31年度

2019年度

32年度

2020年度

33年度

2021年度

34年度

2022年度

35年度

2023年度
備考

総合的なメール配信サービス

の拡充

拡充 拡充 拡充 拡充 拡充

配信メニューの

拡充を図りま

す。
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(15) マイナンバーカード（個人番号カード）の普及促進 

社会保障・税番号制度の開始に伴い、平成 28年(2016年)1月から発行が開始された

マイナンバーカード（個人番号カード）は、自分を証する証明書、行政手続における

本人確認（番号確認及び身元確認）、マイナポータルへのログイン、各種手続の電子

申請、コンビニエンスストアでの住民票等の取得などに利用でき、公的個人認証サー

ビス等による今後の利用用途の拡大も見込まれています。 

今後、マイナンバーカード（個人番号カード）の取得・更新に係る本市の体制を見

直す等、普及促進のための施策を行います。また、平成 31年度(2019年度)には、マイ

ナンバーカード（個人番号カード）への旧姓併記など券面記載事項の拡充に係る国の

施策への対応を図ります。 

なお、社会保障・税番号制度開始直後にマイナンバーカード（個人番号カード）を

取得された多くの方は、平成 32年度(2020年度)から平成 33年度(2021年度)に、有効

期間満了に伴う電子証明書の更新時期を迎えますので、適切な対応を図ります。 

 

 
（出典：内閣府ホームページ） 

 
 
 

【担当部門：市民課、情報政策課】 

内容
31年度

2019年度

32年度

2020年度

33年度

2021年度

34年度

2022年度

35年度

2023年度
備考

取得等に係る体制の見直し

検討 検討 検討 検討 検討

申請・受取方式の

再検討等を行いま

す。旧姓併記は31

年度実施予定で

す。

利用用途の拡大

研究 研究 検討 検討 導入

公的個人認証サー

ビス等による今後

の利用用途拡大に

対応します。
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(16) 公共施設等へのＷｉ－Ｆｉ設置の拡充 

観光情報等の収集等での活用による市民の利便性の向上を図るため、公共施設等へ

の Wi-Fiの設置を拡充していきます。また、防災拠点等として想定され、災害対応の

強化が望まれる施設等への設置の検討を行います。 

現在、市民の利便性向上や外国人観光客への対応を目的とした、熊谷駅からラグビ

ーワールドカップ 2019ファンゾーンまでの動線エリアへの設置が完了しています。ま

た、熊谷図書館では、利用者が情報収集を行うための設置を行いました。 

今後も、市民の利便性向上、大規模災害発生時の安否確認等のライフラインとして

の活用など、事業ごとに必要性及び費用対効果の検証を行った上で、設置を検討し拡

充していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当部門：関係各課】 

（公共施設での Wi-Fi活用イメージ） 

平 時 

災害時 

  インターネットアクセスの提供 

  インターネットアクセスの開放 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講座など 

利用者 

防災・減災 

住民サービス向上 情報利活用能力支援 

情報の収集・発信 

内容
31年度

2019年度

32年度

2020年度

33年度

2021年度

34年度

2022年度

35年度

2023年度
備考

公共施設等へのWi-Fiの設置

拡充 拡充 拡充 拡充 拡充

住民の利便性向

上や災害対策に

資する施設への

設置について検

討し拡充しま

す。
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まちづくり・安心安全 

(17) 地域の情報化支援 

地域の情報化支援のひとつとして、地元企業をインターネット上で紹介することに

より市内産業の振興を図ることを目的とした企業紹介支援サイト「チャレンジ・ステ

ージくまがや」を運営しており、市内企業をデータベース化しています。 

今後も引き続き運営を継続するとともに、事業者登録を周知することでサイト内の

情報を拡充し、企業、市民双方にとって有益なサイトにしていきます。 

 事業者情報：代表者氏名や所在など基本的な情報及び紹介コメントや自慢の

逸品などの情報 

 ビジネス情報：他の事業者への協力の呼びかけ、お知らせしたい新技術・サ

ービスなどの情報 

 ホットな情報：消費者へお知らせしたい製品や商品・サービスなどの情報 

 求人情報：登録している事業者が募集している求人の情報 

 市からのお知らせ：市から市内の事業者や市民に向けて発信したいセミナー

や補助金などの情報 

 

 

（出典：チャレンジ・ステージくまがやホームページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当部門：商工業振興課】 

内容
31年度

2019年度

32年度

2020年度

33年度

2021年度

34年度

2022年度

35年度

2023年度
備考

サイト内の情報の拡充

拡充 拡充 拡充 拡充 拡充

事業者登録を周

知することで、

サイト内の情報

を拡充します。
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(18) 安心安全情報の拡充 

防災行政無線については、平成 27年(2015年)から平成 29年(2017年)の 3か年で取

り組んできたデジタル化整備事業が完了し、アナログ３波からデジタル１波に電波統

合しました。当事業による改善点は、放送の「指示から開始まで」の時間短縮、放送

文の機械読み上げ、放送とメール・FAXの連動です。 

平成 30年(2018年)4月から、防災行政無線の運用を次のように一部改良しています。 

  防災無線の点検を兼ねて「熊谷市歌」を 10秒ほど流す。 

  緊急を要する「防犯・防災情報」のほか「地域行事の中止情報」に限って防災

行政無線を「地域で利用」できるようにする。 

  本市に震度 5弱以上の揺れが予想される気象庁発表「緊急地震速報」の受信か

ら放送までの時間の短縮（約 4秒）。 

また、平成３０年度に、国民保護情報や緊急地震速報などを住民に伝達する「全国

瞬時警報システム（Ｊアラート）」の新型受信機を導入しました。これにより、情報

処理時間の大幅な短縮や気象庁が配信する特別警報の細分化が可能となり、市民の迅

速な避難行動に寄与しています。 

放送が聞き取れなかった場合の対策としては、「メルくま」によるメール配信や電

話応答機能による情報伝達に努めるとともに、より広い層への情報伝達のため市公式

Facebookや Twitterでも配信しています。今後も配信内容の見直しや拡充を図ります。 

また、災害時にすばやく被災対応ができるよう、市職員安否・参集確認メールシス

テム（「メルくま」のアンケート機能を利用し、災害時配備体制の配信、職員の安否

情報及び参集時間等の確認を行うための仕組み。）の活用も行っています。今後も運

用を継続します。 

 情報名 配信内容

防犯・交通安全情報
市内や近隣で発生した不審者情報、振込め詐欺、悪質商法や架空請求など
の防犯情報や交通安全に関する情報

防災無線情報 防災行政無線の放送内容
火災情報 市内での火災発生・鎮火等についての情報

気象・震度情報

市内の気象情報、地震発生時の熊谷市の震度（3以上）
気象情報の配信項目
警報：大雨・洪水・大雪・暴風・暴風雪
注意報：大雨・洪水・強風・大雪・霜・風雪
注意情報：竜巻

雷注意報
注意報：雷
※「気象･震度情報」とは別に配信

災害情報
平常時は防災についてのお知らせ、非常時には避難情報、被害情報、災害
対策本部情報  

（出典：メール配信サービス「メルくま」 安心安全情報） 
 
 
 

【担当部門：危機管理課(H31.4以降)、広報広聴課】 

内容
31年度

2019年度

32年度

2020年度

33年度

2021年度

34年度

2022年度

35年度

2023年度
備考

メール配信サービスの継続

運用 運用 運用 運用 運用

配信内容の見直

し・拡充を図り

ます。

市職員安否・参集確認メール

システム
運用 運用 運用 運用 運用

継続運用しま

す。
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(19) 観光・文化財ナビの活用 

スマートフォンの無料ＡＲアプリ「くまここ」を使用した現地への誘導システムを

活用し、本市の名所・観光スポット・文化財・お祭り・イベント・公共施設・店舗等

の地図情報・内容など、熊谷の魅力について広く情報発信を行っています。 

 現在いる場所から目的とする場所までのルート情報を、車・バス・電車等の

交通機関別にスマートフォンで得ることができ、目的地の詳細情報もＡＲで

表示できます。 

 新たな説明板や看板の設置が必要なく、最新の情報を常に表示できます。 

 おすすめの散策コースのルート案内により、気軽に熊谷の魅力を体感するこ

とができます。 

 

今後も「くまここ」の運用を継続するとともに、熊谷の魅力をより多くの方に発信

するために、内容の拡充を図ります。 

 

 

（出典：「くまここ」ホームページ） 

 

 

 

 

 

 

 

【担当部門：江南文化財センター】 

内容
31年度

2019年度

32年度

2020年度

33年度

2021年度

34年度

2022年度

35年度

2023年度
備考

熊谷観光・文化財ナビの活用

運用 運用 運用 運用 運用

「くまここ」を

活用して熊谷の魅

力を情報発信し

ます。
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(20) 避難行動要支援者の避難支援 

災害時の避難行動要支援者の安全確保対策のため、平成 26年度(2014年度)から災害

時要援護者避難支援システムを導入して要支援者の情報の迅速な活用を図るとともに、

名簿（台帳）管理と個別支援計画の作成を行っています。 

災害の発生前から自らの名簿情報の提供に同意した要支援者については、民生委員

や自治会等の避難支援等関係者に対し、名簿情報の提供を行っています。 

登録の対象者は、介護保険法における「要介護３」以上の方、身体障害者手帳２級

以上の方、療育手帳のⒶ及びＡの方、精神障害者保健福祉手帳１級の方、６５歳以上

の方のみで構成する世帯及びこれらに該当しない方で支援を希望する方です。 

要支援者の位置情報を統合型 GISで一元管理することにより、災害時における関係

部署間での情報共有を迅速化し、市民の安全確保策の拡充を図ります。 

 

 

（出典：熊谷市ホームページ） 

 

 

 

 

 

 

【担当部門：生活福祉課、長寿いきがい課、障害福祉課】 

内容
31年度

2019年度

32年度

2020年度

33年度

2021年度

34年度

2022年度

35年度

2023年度
備考

避難支援システムの再整備

運用・検討

更新･運用･

拡充 運用 運用 運用

システム更改時

に、システムの

再検討・再整備

を行います。
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行政システムのセキュリティ向上 

(21) 行政システムのセキュリティ向上 

サイバー攻撃が急速に複雑・巧妙化している中、情報セキュリティの強化は継続し

た課題であり、本市では、情報セキュリティポリシーを策定し、情報漏洩等を未然に

防ぐための各種のセキュリティ対策を実施しています。 

また、職員のセキュリティ意識の向上を図るため、毎年全職員を対象とした情報セ

キュリティ研修を実施しています。情報セキュリティ研修では、最新のセキュリティ

事故の事例や具体的な対策等について解説しており、職員の情報セキュリティに関す

る意識は確実に向上しています。 

情報セキュリティポリシー

情報セキュリティ
実施手順

情報セキュリティ
対策基準

情報セキュリティ
基本方針

方針・宣言（ポリシー）
情報セキュリティに対する基本的な考え方

対策・ルール
情報資産の洗い出し

リスク分析

対策基準（遵守事項・判断基準）

具体的な手順
端末の基本的な利用手順
ネットワーク、情報システムの利用手順
情報資産の管理手順（保管など）
不要になった情報資産の廃棄方法

 

（セキュリティポリシーの構成のイメージ） 

 

【担当部門：情報政策課、職員課】 

内容
31年度

2019年度

32年度

2020年度

33年度

2021年度

34年度

2022年度

35年度

2023年度
備考

職員のセキュリティ研修

継続 継続 継続 継続 継続

セキュリティ研修

を継続し人的セ

キュリティレベル

の向上を図りま

す。

情報システムの外部委託先の

監査

継続 継続 継続 継続 継続

外部委託先の監査

を継続します。

内部監査の実施

継続 継続 継続 継続 継続

内部監査の実施を

継続します。

情報セキュリティ実施手順の

見直し

継続 継続 継続 継続 継続

継続して見直しを

行います。
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(22) サーバ室のセキュリティ向上 

本市のサーバ室では、生体認証を含めた多要素認証を必要とする入退室管理を実施

していますが、更なるセキュリティ向上のため、装置等の増設など物理的セキュリテ

ィの向上を図ります。 

 

 

 
（サーバ室のセキュリティのイメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当部門：情報政策課】 

内容
31年度

2019年度

32年度

2020年度

33年度

2021年度

34年度

2022年度

35年度

2023年度
備考

サーバ室のセキュリティ向上

拡充 継続 継続 継続 継続

物理的セキュリ

ティレベルの向

上を図ります。
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3 推進体制 

本計画を実現するため、熊谷市ＩＴ推進本部設置要綱に基づき設置されてい

る熊谷市ＩＴ推進本部及びＩＴ推進委員会を活用し、更に熊谷市ＩＴ推進ワー

キングチーム設置規定に基づくＩＴ推進ワーキングチームで課題検討などを行

います。 

 

                          熊谷市におけるＩＣＴ推進体制(H31.4 以降) 

推進本部

本部長
（副市長：ＣＩＯ）

ＣＩＯ補佐
（情報政策課長）

副本部長
（総合政策部長）

本部員

（設置要綱別表第一に掲げる者）

推進委員会
委員長

（総合政策部長）

副委員長
（情報政策課長）

委員

（設置要綱別表第二に掲げる者）

総
合
政
策
部
情
報
政
策
課

リーダ
（情報政策課副課長）

メンバー
（ＩＴ推進員）

サブリーダ

リーダ
（情報政策課副課長）

メンバー
（ＩＴ推進員）

サブリーダ

・ ・ ・

ＩＴ推進ワーキングチーム

設置要綱 別表第一

市長公室長

危機管理監

総務部長

市民部長

福祉部長

環境部長

産業振興部長

都市整備部長

建設部長

大里行政センター所長

妻沼行政センター所長

江南行政センター所長

会計管理者

消防長

上下水道部長

議会事務局長

選挙管理委員会事務局長

監査委員事務局長

農業委員会事務局長

教育次長

設置要綱 別表第二

広報広聴課長

企画課長

財政課長

庶務課長

納税課長

市民課長

生活福祉課長

環境推進課長

商工業振興課長

都市計画課長

管理課長

消防総務課長

経営課長

教育総務課長
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用語解説 
 
 本計画内で初めて登場する用語に「※○」と下付き表示しています。 

No. 用語 解説 

※1 ICT 

Information and Communication Technology の略。 

「情報通信技術」のことであり、IT(Information Technology)

とほぼ同義の意味を持つが、コンピュータ関連の技術を IT、

コンピュータ技術の活用に着目する場合を ICT と区別して用

いる場合もある。 

国際的に ICT が定着していることなどから、日本でも ICT が

IT に代わる言葉となっている。 

※2 オープンデータ 

機械判読に適したデータ形式で二次利用が可能なルールで公

開されたデータ。 

「電子行政オープンデータ戦略」（平成 24 年（2012 年））に

おいて、公共データが二次利用可能な形で提供されることに

より、「透明性・信頼性の向上」、「国民参加・官民協働の推進」、

「経済の活性化・行政の効率化」を実現していくものとして

いる。 

※3 官民データ 

官民データ活用推進基本法第２条第１項において、「電磁的記

録に記録された情報であって、国若しくは地方公共団体又は

独立行政法人若しくはその他の事業者により、その事務又は

事業の遂行に当たり、管理され、利用され、又は提供される

ものをいう。」と定義されている。 

市町村においては、市町村が自ら保有するデータが中心とな

る。 

※4 
市町村官民デー

タ活用推進計画 

官民データ活用推進基本法第９条第３項に、その策定が市町

村の努力義務として規定されている。 

市町村の区域における官民データ活用の推進に関する施策に

ついての基本的な計画。 

市町村は、国の基本計画に即し、かつ、都道府県官民データ

活用推進計画を勘案して、当該市町村における市町村官民デ

ータ活用推進計画を定めるよう努めることとされている。 

※5 

行政手続・民間取

引ＩＴ化にあた

っての３原則 

「デジタル・ガバメント推進方針」の別紙「規制制度改革と

の連携による行政手続・民間取引 IT 化に向けたアクションプ

ラン（通称：デジタルファースト・アクションプラン）」で定

義されている以下の３原則のこと。 

国は、行政のあらゆるサービスを最初から最後までデジタル

で完結させる行政サービスの 100％デジタル化の実現を目指

すとしている。 

「デジタルファースト原則」：原則として、個々の手続・サー

ビスが一貫してデジタルで完結するという方針 

「ワンスオンリー原則」：一度提出した情報は、二度提出する

ことを不要とするという方針 

「コネクテッド・ワンストップ原則」：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とい

う方針 
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No. 用語 解説 

※6 BPR 

Business Process Reengineering の略。 

現行業務を見直し、組織構造を最適化する等により、単なる

業務プロセスの改善に止まらず、抜本的な業務改革を行うこ

と。 

※7 クラウド 

「クラウドコンピューティング」や「クラウドサービス」の

略。 

インターネットを経由して、ソフトウェア、ハードウェア、

データベース、サーバー等の各種資源を利用するサービスの

総称。 

従来は利用者が手元のコンピュータで利用していたデータや

ソフトウェア等を、ネットワーク経由でサービスとして利用

者に提供するため、利用者は最低限の環境（パソコンや、そ

の上で動く Web ブラウザ、インターネット接続環境など）を

用意するだけで、どの端末からでも様々なサービスを利用す

ることができる。 

官民データ活用推進基本法第２条第４項において、「クラウ

ド・コンピューティング・サービス関連技術」とは、「インタ

ーネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計

算機（入出力装置を含む。）を他人の情報処理の用に供するサ

ービスに関する技術をいう。」と定義されている。 

※8 AI 

Artificial Intelligence の略。 

人間の知的営みをコンピュータに行わせるための技術、又は

人間の知的営みを行うことができるコンピュータプログラ

ム。一般に「人工知能」と訳される。 

官民データ活用推進基本法第２条第２項において、「人工知能

関連技術」とは、「人工的な方法による学習、推論、判断等の

知的な機能の実現及び人工的な方法により実現した当該機能

の活用に関する技術をいう。」と定義されている。 

※9 RPA 

Robotic Process Automation の略。 

人工知能を備えたソフトウェアのロボット技術により、定型

的な事務作業を自動化・効率化し、業務を補完・代行する仕

組み。 

※10 

住民基本台帳ネ

ットワークシス

テム 

市区町村・都道府県・行政機関で構築した専用のコンピュー

タネットワークを介し、電子化した住民基本台帳の情報を共

有・利用するシステム。 

住民基本台帳には、氏名・生年月日・性別・住所・マイナン

バー・変更履歴が記録され、すべての国民に対して割り振ら

れた 11 桁の住民票コードにより管理される。「住基ネット」

ともいう。  
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No. 用語 解説 

※11 
情報提供ネット

ワークシステム 

番号利用法（マイナンバー法）の規定に基づき、行政機関等

が法令に規定された個人情報の授受を行うために構築された

専用のネットワークシステムのこと。 

※12 情報連携 

情報提供ネットワークシステムを使用して、行政機関等の間

で法令に規定された個人情報の授受を行うこと。法令に規定

された事務に限り、授受を行うことができる。 

情報連携により行政機関等が事務処理に必要な情報を入手す

ることにより、住民票の写しや所得証明書などこれまで行政

の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略できるよ

うになる。なお、情報連携では個人を特定するキーとしてマ

イナンバー（個人番号）そのものは使用せず、符号を使用す

ることとされている。 

※13 

自治体情報セキ

ュリティクラウ

ド 

市区町村でそれぞれ持っているインターネット接続口を都道

府県レベルで集約し、高度なセキュリティ対策を集中的に施

すクラウドサービス。 

※14 アプリ 

アプリケーションソフトの略。 

スマホなどに入れて使える様々なソフトウェアのこと。アプ

リとは正式にはアプリケーションと呼ばれるもので、ゲーム

やメール・音楽プレイヤーといった OS 上で動くソフトウェ

アのことを意味する。もともとはパソコンの世界から生み出

された言葉だが、iPhone やスマートフォンの登場をきっかけ

にアプリという略語の形で一気に認知度が上がった。 

※15 LGWAN 

Local Government Wide Area Network の略。 

電子政府構想の基盤となる広域の行政専用のコンピュータネ

ットワーク。地方公共団体のコンピュータネットワークを相

互に接続し、情報の共有、行政事務の効率化を目的とする総

合行政ネットワーク。  

※16 IMI 

Infrastructure for Multilayer Interoperability の略。 

データで用いる様々な用語の表記、意味、構造を統一し、分

野を超えてデータの検索向上やシステム連携強化を実現する

ための共通語彙基盤。 

※17 Twitter 

ユーザーが「つぶやき」と呼ばれる 140 字以内の短い記事を

書き込み、他のユーザーが返信をすることでコミュニケーシ

ョンが生まれるインターネット上のサービス。 

Twitter の Web サイトでユーザーを登録すると、つぶやきを

書き込むページが用意される。多くの開発者が、Twitter 専用

アプリケーションを公開しており、Windows、Mac OS、

iPhone、Android などで利用できる。また、携帯電話向けの

公式ページが用意されており、携帯電話の Web ブラウザでも

利用できる。 
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※18 Facebook 

2004 年に米国で開設された世界最大級のソーシャルネット

ワーク・サービス(SNS)。 

もとは米国の大学の学生名簿をインターネットで参照するサ

ービスとして開発されたが、学生同士で活動状況を簡単に伝

え合えたことから利用者が増え、サービス対象を社会人など

にも広げながら機能を増やし、現在では全世界で活発に利用

されている。日本語でも利用でき、個人だけでなく大学や企

業なども多く登録されている。 

※19 YouTube 

利用者が投稿(アップロード)した動画を他者が視聴して楽し

む無料の動画共有サービスサイト。 

現在はグーグルによって運営されている。テレビ番組や市販

のビデオなどをそのまま投稿する不正行為の温床ともなるた

め、テレビ局や映画会社等からは敵視されてきたが、現在は

対策が整備されてきたこともあり、企業から正式な番組の提

供を受けたり、プロモーションに利用されることも増えてい

る。 

※20 Wi-Fi 

Wireless Fidelity の略。 

パソコン、スマートフォン、タブレット、プリンタ及びテレ

ビなどのネットワーク接続に対応した機器を、無線 LAN 方式

により相互接続する認証規格。 

家庭やオフィス内だけでの活用に限らず、インターネットへ

接続して WEB ページを閲覧する等も可能。 

また、スマートフォンやタブレット等のモバイル機器所有者

が、外出先で無料でインターネットに接続することが可能な

フリーWi-Fi（公衆 Wi-Fi）もあり、ショッピングモールや駅

など人が集まる場所に設置されていることが多い。 

本市では、熊谷駅（正面口・東口・南口）、星川広場、熊谷駅

からラグビーワールドカップ 2019 ファンゾーンまでの動線

エリアへの設置を実施済み。 

※21 マイナポータル 

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入に併せて

国が新たに構築した、国民一人ひとりがアクセスできるポー

タルサイト。 

行政機関等同士の情報のやりとり履歴（情報提供等記録）、行

政機関等が保有する自己情報を確認できる。また、ぴったり

サービス検索機能では、子育てに関する行政手続の検索・閲

覧ができる。 

国民が様々な官民のオンラインサービスを受けられるよう、

平成 29 年(2017 年)11 月に本格運用が開始された。 

なお、ログインにはマイナンバーカード（個人番号カード）

が必要となる。 
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※22 eLTAX 

地方税ポータルシステムの呼称。エルタックスと読む。 

地方税における手続をインターネットを利用して電子的に行

うシステム。eLTAX は、electronic（電子）、Local（地方）、

TAX（税）からなる造語。 

「一般社団法人地方税電子化協議会」が運営している。なお、

平成 30 年度税制改正に伴い、平成 31 年(2019 年)4 月 1 日を

もって同協議会は解散となり、新たに地方税法上の法人とし

て設立される「地方税共同機構」が、その運営を承継するこ

ととなる。 

※23 
公的個人認証サ

ービス 

インターネットを利用して申請・届出・登録などの手続きを

行ったり、インターネットサイトにログインしたりする際に

用いられる本人確認の手段。 

地方公共団体情報システム機構が運営。電子文書が利用者本

人によって作成・送信されたものであることを証明する「署

名用電子証明書」と、サイトにログインしたのが利用者本人

であることを証明する「利用者証明用電子証明書」の 2 種類

があり、マイナンバーカードに記録される。JPKI（Japanese 

Public Key Infrastructure）。 

※24 GIS 

Geographic Information System の略。 

地理的位置を手がかりに、位置に関する情報を持ったデータ

（空間データ）を総合的に管理・加工し、視覚的に表示し、

高度な分析や迅速な判断を可能にする技術。 

※25 ＵＲＬ 

Uniform Resource Locator の略。 

ネットワーク上でアクセスを行うページの場所と通信方式を

表す文字列のこと。 

一般的にはインターネット上のサイトやウェブページの「ア

ドレス」という意味で使われており、インターネットエクス

プローラ等のブラウザで開いたときに、アドレスバーに表示

される。 

インターネットだけでなく、家庭や会社内のＬＡＮでも使用

できる。 

※26 ＱＲコード 

Quick Response Code の略。 

株式会社デンソーウェーブが開発した二次元バーコードの一

種で、モザイク状の四角いドットで作られている。一方向だ

けでしか情報を記録できないバーコードに対して、ＱＲコー

ド（二次元バーコード）は、縦、横２方向に情報を持つこと

で、記録できる情報量を飛躍的に増加させた。 

スマートフォンのカメラ等で読み取れるＵＲＬ情報・メール

アドレス情報の記録、商品の在庫管理などにも利用されてい

る。 
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※27 PayB 

ビリングシステム株式会社が提供する「PayB」の機能を使用

した対象金融機関の専用アプリから納入通知書に記載された

バーコードをスキャンすることにより、アプリに登録した口

座から即時引落しができる「アプリ決済」サービス。 

※28 仮想化 

コンピュータやネットワークシステムを構成するハードウェ

アなどをその物理的構成によらず、統合したり分割したりし

て利用する技術。 

複数のハードディスクを統合的に連携し、あたかも 1 台のハ

ードディスクであるかのように扱うことで、大容量化したり

耐障害性を高めたりするほか、1 台のサーバーを複数台のコ

ンピュータであるかのような機能に分割し、運用効率を高め

るといった目的で利用される。 

※29 TCO 

Total Cost of Ownership の略。 

システムの運用経費の総額のこと。ハードウェアの購入費や

設計費などを含むシステム導入から、運用にかかる経費など

システム利用に必要なすべての経費。  

※30 
ブランディング

エリア 

ホームページのトップページで、大きな画像を用いてＰＲし

たいものを視覚的に表示する部分のこと。 

熊谷市のホームページでは、５枚までスライド表示でき、画

像は該当ページへのリンクとなっている。 

※31 SNS 

Social Network Service の略。 

個人間のコミュニケーションを促進し、社会的なネットワー

クの構築を支援する、インターネットを利用したサービスの

こと。趣味、職業、居住地域などを同じくする個人同士のコ

ミュニティーを容易に構築できる場を提供している。 

※32 AR 

Augmented Reality の略。 

拡張現実と訳される。現実の環境にコンピュータを用いて情

報を付加することにより人工的な現実感を作り出す技術の総

称。情報を付加された環境そのものを示すこともある。 

※33 
インターネット

バンキング 

インターネットを通じて、銀行などの金融機関のサービスを

利用すること。また、それを実現するためのシステム。 

パソコンを用いて口座振り込みや振り替え、残高照会をはじ

め、店頭の ATM と同様のサービスを利用できる。従来、専

用の端末を使い電話回線などの通信回線を通じて金融機関の

サービスを利用することを「エレクトロニックバンキング」

といったが、インターネットの普及に伴い、「インターネット

バンキング」という呼称が一般的になった。 
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※34 RFP 

Request For Proposal の略。 

ユーザーが情報システムの新設・増設を行う際に、ベンダー

に伝える調達要件を記した提案依頼書または入札依頼書のこ

と。必要となるハードウェアやソフトウェア、システムの対

象業務、システム構成、サービス、保証要件などが記される。 

※35 ICT-BCP 

Information and Communication Technology－Business 

Continuity Plan の略。 

情報通信技術に特化した、災害による影響度を認識し、災害

発生時の重要業務の継続を確実にするため、必要な対応策を

策定したもの。 

※36 IoT 

Internet of Things の略。 

自動車、家電、ロボット、施設などあらゆるモノがインター

ネットを通じてつながることによって実現する新たなサービ

ス、ビジネスモデル、またはそれを可能とする要素技術の総

称。 

従来のパソコン、サーバ、携帯電話、スマートフォンのほか、

IC タグ、ユビキタス、組み込みシステム、各種センサーや送

受信装置などが相互に情報をやりとりできるようになり、新

たなネットワーク社会が実現すると期待されている。 

 

官民データ活用推進基本法第２条第３項において、「インター

ネット・オブ・シングス活用関連技術」とは、「インターネッ

トに多様かつ多数の物が接続されて、それらの物から送信さ

れ、又はそれらの物に送信される大量の情報の活用に関する

技術であって、当該情報の活用による付加価値の創出によっ

て、事業者の経営の能率及び生産性の向上、新たな事業の創

出並びに就業の機会の増大をもたらし、もって国民生活の向

上及び国民経済の健全な発展に寄与するものをいう。」と定義

されている。 

※37 ドローン 

本計画では「小型無人機」のことをいう。 

飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に

供することができる機器であって構造上人が乗ることができ

ないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させるこ

とができるもののこと。 

※38 
地方デジタル化

総合パッケージ 
デジタル技術を徹底的に活用した行政サービス改革のこと。 
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※39 
シェアリングエ

コノミー 

物・サービス・場所などを、多くの人と共有・交換して利用

する社会的な仕組み。自動車を個人や会社で共有するカーシ

ェアリングをはじめ、ソーシャルメディアを活用して、個人

間の貸し借りを仲介するさまざまなシェアリングサービスが

登場している。 

※40 
スマートインク

ルージョン 

AI（人工知能）や IoT（モノのインターネット）などの先端

技術を活用して、障害のある人でも普通に生活できる社会を

作り出そうという考え方。 

※41 グローバルナビ 

ホームページのどのページにも表示されるれている案内リン

クのこと。 

熊谷市のホームページでは、「くらし、子育て・教育、健康・

福祉、施設案内、市政情報、観光・イベント」の大分類を設

け、各分類への案内リンクを、各ページ上部に青いバーで表

示している。これにより、ホームページ全体の構成がわかり

やすくなり、目当ての情報を探しやすくなる。 
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