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議題３ 

 
 
 

議題３ 
  「大津市デジタルイノベーション戦略」の現況報告 

議題３ 

説明：イノベーション戦略室 原 



Lake Biwa 

Otsu City 3 

議題３ 目次 

・戦略の概要 

・取組状況 

・取組事例① 持ち運べる大津市役所 

          ～大津市LINE公式アカウント～ 

・取組事例② 手続き検索サイト 

・取組事例③ くらしの手続きガイド 

大津市情報化推進懇話会資料 議題３ 
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IT推進プランⅣ 

の終了 

予測を超えるICT技術の 

革新的な進歩 

新たな 

国の政策や計画 

ＩＣＴ環境の急速な変化への 

柔軟かつ迅速な対応を目指し策定 

本市におけるデジタルイノベーションの実現 

戦略の概要 

 策定：平成３１年３月 計画期間：令和元年度 ～ 令和５年度 

大津市デジタルイノベーション戦略 

4 大津市情報化推進懇話会資料 議題３ 
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取組状況 

・令和３年度は５０の関連事業を実施し、進捗を管理 

 戦略の推進に必要な事業を実施 

・１年単位で個別の事業計画について見直しを図る 

令和３年度 
５０事業 

令和２年度 
４２事業 

令和元年度 
２８事業 毎年度事業数は増加 

ＩＣＴ技術の活用による行政サービスの向上 

事務効率の向上による働き方改革の推進 

クラウド化・無線化の推進と高度なセキュリティの構築 

大津市情報化推進懇話会資料 議題３ 5 
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 申請・手続や情報収集をはじめとした市民の方々にとって必要な行政サービスを、LINEを通じて利用可

能とすることで、市役所に来なくても、どこからでも行政サービスが受けられる「持ち運べる大津市役所」を実

現し、市民の方々の利便性向上を図る。 

広報おおつ 

イベント情報集約サイト 

各種SNS 

くらしの手続きガイド LINE Pay 
請求書支払い 

MyTownおおつ 

市街灯通報 

とも★育 

電子申請サービス 

窓口の混雑状況 
手続き検索サイト 

取組事例① 

 持ち運べる大津市役所 

大津市情報化推進懇話会資料 議題３ 6 
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■LINE公式アカウントのトーク画面上に 

  リッチメニュー（機能一覧）を表示 

■メニューを選択することで各サービスを利用可能 

 利用サービス・情報掲載ページへアクセス 

 トーク画面上で申請手続 

 （水道/ガス開閉栓、大型ごみ等収集） 

該当のメニューを選択 
選択したサービスを利用 

※本例は情報掲載ページへの
アクセス 

リッチメニュー 

友だち登録はこちら 
（アカウント説明ページ） 

取組事例① 

 持ち運べる大津市役所 

大津市情報化推進懇話会資料 議題３ 
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① 広報おおつ 

② イベント情報集約サイト 

③ 災害・緊急情報 

④ 公式SNS 

⑤ 防災ポータル 

⑥ 新型コロナ・ワクチン接種関連情報 

   及びワクチン接種予約 

■基本メニュー 

⑦ 電子申請サービス 

⑧ 水道ガス開閉栓手続き 

⑨ 大型ごみ等収集 

⑩ けんしん等ネット予約システム 

⑪ 公共施設予約システム 

⑫ 受付窓口混雑状況 

⑬ 手続き検索 

  ・カテゴリー（手続き検索サイト） 

  ・ライフイベント（くらしの手続きガイド） 

⑭ とも☆育 

⑮ My Town おおつ  

⑯ 市民通報システム 

⑰ 市街灯不点灯通報システム 

  （市街灯光ラナイくん） 

⑱ 図書館 

⑲ 選挙情報 

⑳ 市税・保険料等のキャッシュレス収納 

■申請・手続き ■くらし 

取組事例① 

 持ち運べる大津市役所 

大津市情報化推進懇話会資料 議題３ 8 
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■ 大津市の行政手続き（約1,200手続き）の中から該当の手続き情報をWeb上で 

   確認できるサービス 

■ 全手続きがカテゴリーごとに分類されており、実施したい手続きを探し出すことが可能 

■妊娠・出産・子育て・教育 

■健康・医療・福祉 

■戸籍・住民票・印鑑登録 

■マイナンバー 

■税 

■くらし・安全安心・活動 

 
・
・
・ 

■安全・安心 

■水道・ガス・住まい・農地 

■交通・駐輪・駐車 

 
・
・
・ 

大分類 

中分類 

○○手続き 
 
■概要 

・・・・・ 
■対象 

・・・・・ 
■手続き方法 

・・・・・ 
■窓口 

・・・・・ 
■関連リンク 

・・・・・ 

カテゴリー 

■ 統一された様式で、わかりやすく該当の手続き情報を確認することが可能 

手続き検索サイト 
トップページ 

取組事例② 

 手続き検索サイト 

大津市情報化推進懇話会資料 議題３ 9 
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個人/事業者向けから選択 

キーワード検索も可能 

出産、戸籍、税などの 

該当するカテゴリーを選択 

（大・中・小分類の3階層） 

手続き一覧から 

該当の手続きを選択 

・概要、手続き方法、窓口、 

 手数料などの情報を表示 

・電子申請可能な手続きは 

 申請サイトに進むことが可能 

 ①手続きの絞込 ②手続き情報の確認 

取組事例② 

 手続き検索サイト 

大津市情報化推進懇話会資料 議題３ 10 
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 市民の方々が簡単な質問に答えることで、一人一人の状況に応じた必要手続きを洗い出す。 

 ８つのライフイベント（転入、転居、転出、出生、死亡、結婚、離婚、氏名変更）関連の手続きを 

   案内する。 

必要な手続きの一覧が表示される 

ライフイベントを選択 質問に回答 手続一覧表示 1 2 3 

転入 転居 転出 

 手続き場所 
 持ち物 
 電子申請サービスへのリンク 等 

案内項目 

くらしの手続きガイド 
トップページ 

取組事例③ 

 くらしの手続きガイド 

大津市情報化推進懇話会資料 議題３ 11 
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該当手続きの 
情報を確認 

手続き洗い出し 

市民の
方々 

くらしの手続きガイド 

手続き案内 

該当手続きの 
情報を確認 

実施する手続きが
明確である場合 

ライフイベント時に 
必要な手続きを 
探したい場合 

手続き実施 

電子申請 

窓口に来庁 

郵送で手続き  

手続き検索サイト 

 8ライフイベントに関する約250手続きをカバー 

 個人/法人向けの約1,200手続きをカバー 

手続き検索 

■あらゆる行政手続きをカテゴリーから検索できる「手続き検索サイト」 

■質問に答えることで、個人の状況（ライフイベント）に応じた必要手続きを洗い出す「くらしの手続きガイド」 

 約120手続きをカバー（R3年度末見込み） 

 本人確認にはマイナンバーカードを行う手続
きあり 

Webサービス 

取組事例③ 

 くらしの手続きガイド 

大津市情報化推進懇話会資料 議題３ 12 
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議題４ 

 
 
 

議題４ 
  情報システムのクラウド化及びネットワーク再構築  
  による無線化の推進とセキュリティ強化について 

議題４ 

説明：情報システム課 小須田 
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情報システムのクラウド化 

大津市情報化推進懇話会資料 議題４ 15 
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情報システムのクラウド化 

クラウド・バイ・デフォルトの原則 
 

内閣官房「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基
本方針」（平成30年６月策定） 

「政府情報システムの構築・整備に関しては、クラウドサービスの利用を第1候補
（デフォルト）として考える」という方針 

 

大津市デジタルイノベーション戦略（平成31年3月策定） 

「民間サービス（クラウド化）活用の推進」を戦略を支える柱の一つに位置づけて
いる 

（１）背景 

大津市情報化推進懇話会資料 議題４ 16 
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情報システムのクラウド化 

柔軟なシステム運用 

 迅速なシステム構築やリソースの増減にも対応 

（２）メリット 

サーバ機器等のリソースを自己調達から共同利用へ 

セキュリティ対策強化 

 データセンターの高水準な設備や運用体制を利用 

 BCP(業務継続）の視点からも有効 

コスト削減 

 空調・防災設備・監視設備・入退室設備・無停電装置・自家発電装置の縮小 

 共同利用によるシステム運用費用の割り勘効果 

大津市情報化推進懇話会資料 議題４ 17 
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情報システムのクラウド化 

（３）イメージ 

各種業務システムのサーバ機器（約200台）
を第２別館に設置 ※オンプレミス 
セキュリティや可用性を確保するため空調・防
災・免震・監視・入退室・無停電・自家発電など
の設備を自庁設置している。 

従 前 

自己調達 

大津市情報化推進懇話会資料 議題４ 18 
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情報システムのクラウド化 

（３）イメージ 

データセンターとはコンピュータやデータ通信などの装
置を設置運用することに特化した施設 
多数の利用者が安定してシステムを利用出来るよう
に高水準な空調・防災・免震・監視・入退室・無停
電・自家発電などの設備を設置している。 
外部保管しているバックアップデータはデータセンター
から大津市に送信する運用に変更する。 

外部データセンター側の障害によりシステムが利用
不可になることを想定し、大津市側へデータセンター
から業務データバックアップを日次連携して縮退運
用に備える。 

今 後 24時間常駐 

自己調達⇒共同利用 

大津市情報化推進懇話会資料 議題４ 19 
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情報システムのクラウド化 

（４）移行スケジュール 

既存業務システムの更新のタイミングでクラウドサービス利用
に順次移行 

大津市情報化推進懇話会資料 議題４ 20 
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ネットワーク再構築による無線化の推進と 
セキュリティ強化 

大津市情報化推進懇話会資料 議題４ 21 
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ネットワーク再構築による無線化の推進と 
セキュリティ強化 （１）背景 

 

自治体の業務効率化の観点から、柔軟な職場環境の実現に
対するニーズの高まり 
 

大津市デジタルイノベーション戦略（平成31年3月策定） 

「全庁ネットワーク無線化の推進とセキュリティ強化」を 

戦略を支える柱の一つに位置づけている 

 
総務省「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラ
イン」（令和2年12月改定）において無線化に必要な対策が盛り込まれた 

 

今年度の情報ネットワークの再構築で全庁ネットワーク無線化を進めている 

 

 

 大津市情報化推進懇話会資料 議題４ 22 
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ネットワーク再構築による無線化の推進と 
セキュリティ強化 （２）効果 

会議等でのペーパレス化や事務効率の向上 

 事務用端末を2-in-1端末に更新 

 端末をタブレットとして利用して資料共有 

 端末で職員間のWEB会議 

  

場所に縛られない事務用端末の利用 

 庁舎内での端末の持ち歩きが可能 

 
執務室の配置換え時の有線ＬＡＮ工事の削減 

 職員負担と関連経費の削減 

ノートブックモードで簡単入力 
タブレットモードで簡単プレゼン・資料共有 

2-in-1端末 

大津市情報化推進懇話会資料 議題４ 23 
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ネットワーク再構築による無線化の推進と 
セキュリティ強化 （３）セキュリティ対策 

無線LANの不正接続対策 

 証明書による利用端末の認証 

 

無線LANの通信対策 

 暗号化通信による盗聴とデータ改ざんの防止 

 
端末紛失時の情報漏えい対策 

 端末側に個人情報を保存させず、サーバ側で一括管理 

大津市情報化推進懇話会資料 議題４ 24 
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議題５ 

 
 
 

議題５ 
     大津市が実施するスマホ教室について 

議題５ 

説明：情報システム課 楠 
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令和３年度実施 
熱心まちづくり出前講座について 

大津市情報化推進懇話会資料 議題５ 27 
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～大津市が実施するスマホ教室について～ 

【概要】 

 今後ますますデジタル化が進展する社会において、スマートフォンやパソコンなどのデジタル機器に不慣れな
市民の方が、安全安心かつ十分にサービスを活用していけるよう、熱心まちづくり出前講座に、新たに「ス
マートフォン・パソコンの基礎講座」を加え、スマートフォンやパソコンの操作方法や、オンライン手続きの利用
方法についての講座を、令和３年６月より開始しました。 

【令和3年度の実績】 

・6月から講座を開始し、計4回実施。
延べ64名の方に受講いただいた。 

・主にご高齢の方の参加が多く、スマホ
を持っているが使いこなせていないので、
もっと便利に使いこなしたいという気持
ちをもっておられる方が多かった。 

・受講後のアンケートでは「講座内容は分か
りやすかった」という回答を多くいただいた。 

大津市情報化推進懇話会資料 

令和３年度実績 

議題５ 28 
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【スマホ基礎講座の内容】 

スマホを持っているが、まだ操作に慣れていない、という初心者向けの内容でテキスト
を作成しました。（参考資料 「スマホ基礎講座テキスト」参照） 

内   
容 

・基本操作 
（タップやスライド、アイコンの説明、ホーム画面の説明、電話のかけ方） 
・LINEについて 
（友だち登録、メッセージの送信、大津市公式アカウント説明など） 
・メールについて 
（メールの種類説明、送信方法など） 
・ブラウザを使って検索する 
・アプリのインストールについて 
（大津市公式アプリのインストール、アンインストールの方法） 
・スマホのセキュリティについて 
（スマホ画面ロック、迷惑メールについて） 

大津市情報化推進懇話会資料 

～大津市が実施するスマホ教室について～ 

令和３年度実績 

議題５ 29 
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Otsu City 

・一般的に「シニア向けスマホ」と呼ばれるスマホの操作説明が市職員では難しい。 
（iPhone・Androidとは操作方法が異なる。職員で持っている者がいないため操
作方法が分からないまた、機種によっても操作方法が異なる。） 

・原則、ご自身のスマホを講座に持ってきていただいているが、講座途中で個人的な
質問を受けてもスマホを代わりに操作することは控えており、説明に苦慮する場面があ
る。スマホの貸出等ができればスムーズに対応できるのではないか。 

【今後の課題など】 

大津市情報化推進懇話会資料 

今後は・・・ スマホ教室を実施している民間事業者に協力を仰ぐ。 
               きめ細やかな相談対応ができる場も必要。 

・市では、スマホ貸出をしていないので、そもそもスマホを持っていない人への対応が
できない。 

～大津市が実施するスマホ教室について～ 

令和３年度実績 

議題５ 30 
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令和４年度 事業（案）について 

大津市情報化推進懇話会資料 議題５ 31 
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出前講座が好評であったことや、スマホ教室のニーズが高まっていることを受け、令和４年度は
事業を拡大し、デジタルデバイド解消事業として、以下の４つの事業を検討しています。 

スマホ教室は総務省事業を活用して実施。そのほか、個別の内容で受講したい団体等は「出前講座」、
ちょっとしたスマホ使い方相談は「相談会へ」 

• スマートデバイス基礎講座 

•令和3年度から継続実施 

•総務省事業とは違う内容

を希望される場合 

• 10名程度の団体で申込 

出前講座 

•総務省のデジタル活用支

援推進事業（地域連携

型）を利用 

•主催は民間企業。本市は

場所確保と広報をサポート 

•年40コマ程度を想定 

スマホ教室 
（総務省事業） 

民間事業者が実施 

•高齢者が地域の中で気軽

に相談できる場をつくる 

•当課主催で「教える人向

けのスマホ講座」を開催 

地域デジタル活

用リーダー育成

講習会（案） 

•市役所やコミュニティセン

ター等にて「スマホ相談会」

を当課主催で実施 

• スマホの使い方について、

聞きたいことを自由に相談

しにきてもらう場の提供 

スマホ 

相談会（案） 

市によるサポート体制の構築（検討中） 

～大津市が実施するスマホ教室について～ 

令和４年度事業（案） 

議題５ 32 
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～懇話会の会員のみなさまへお願い～ 
リーダー育成にご興味ありましたら、講習会のご案内をさせていただきますので、是非お声がけください。 

市がスマホ教室を実施するだけでなく、 
高齢者等にスマホの使い方を教えることができる『リーダー』の育成事業を検討し
ています。 
リーダーになりたいと希望される方を対象に、市が「リーダー向けの講習会」を実施します。 
リーダー向け講習会の案内を出す対象として検討しているのは、以下の方々です。 

【地域デジタル活用リーダー育成講習会について】 

・本市コミュニティセンター職員 
・大学生 
・各種団体で希望される方        など 

講習会を受講された方には、「（仮）リーダー講習受講済み認証バッジ 」を渡すなど、 
誰かに教える活動する際に活用していただける認証も検討する。 

受講
済 

議題５ 

～大津市が実施するスマホ教室について～ 

令和４年度事業（案） 
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