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第１章 計画の趣旨 

 

１．計画の策定にあたって 

 

 わが国では、次世代の情報社会を「Society 5.0」と位置づけ、AI や ICT/IoT などの革新的

な情報通信技術によってもたらされる超スマート社会の実現に向けて各種の施策を推進していま

す。平成 30(2018)年 12 月に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、「<基

本目標①>地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする」の施策パッケージとして、「ICT

等の利活用による地域の活性化」が盛り込まれ、「地域の活性化を図っていく上で、情報通信技術

(ICT)が有効なツールとなる。ICT の活用により、地域サービス水準の維持・向上や柔軟な就労

環境の整備が可能となるとともに、こうした課題解決に ICT を活用する過程で、イノベーション

とそれに伴う新産業の創出も期待される」とされるなど、情報通信技術が雇用創出という面から

も有効なツールの一つとして活用の可能性が示されています。 

 熊本県では、社会情勢、国の政策、「熊本復旧・復興 4 カ年戦略」、及びこれまでの情報化施策

の取組みを踏まえ、県における地域情報化及び庁内情報化の方向性を明らかにすることにより、

情報化施策をより総合的、効果的かつ計画的に推進することを目的に、「熊本県情報化施策推進方

針」を策定しています。この推進方針に基づき、「令和元年度（2019 年度）熊本県情報化施策実

施計画」が策定されました。この中で、地域情報化のための基盤整備のほか、情報通信技術を活

用した課題解決と地域活性化などについて様々な事業が進められることになっています。 

本町では、都市部との情報格差の解消と「情報共有・共感」の推進を目的として、平成 25 年

度から平成 26 年度にかけて町内全域に超高速ブロードバンドが整備され、都市部と同等の情報

通信環境が実現されました。これにより、移住・定住や企業誘致の促進、情報通信技術を利用、

活用した住民生活の向上など、さまざまなブロードバンドの恩恵を享受できるようになっていま

す。この情報通信環境は、民間事業者が町の補助により整備したもので、町は設備を借り上げて、

地デジ難視聴地域の解消や、町内のほぼ全世帯が加入している「たかもりポイントチャンネル（Ｔ

ＰＣ）」による行政情報の提供などを行っています。町が積極的に関与することにより、民間事業

者だけでは難しい、山間部も含めた町内全域の光ファイバ網の整備が実現できました。この情報

通信環境をはじめとして、さまざまな情報通信技術を利活用した行政サービスや各種の施策につ

いて住民を交えて検討する組織として「高森町つながるひかり・くらし委員会」が置かれていま

す。平成 30(2018)年度、この委員会において現状と今後の課題について協議・検討が行われ、

「地域情報化計画を策定し、情報化の着実な推進を図る」ことが提言されました。本町では、高

森町つながるひかり・くらし委員会からの提言を受け、将来の超スマート社会を見据えつつ、AI

や ICT/IoT など最新の情報通信技術の利活用による地域活性化を計画的に推進するため、高森

町地域情報化計画を策定することにしました。 
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２．計画の位置づけと期間 

 

 本町では、平成 27(2015)年度から令和 4(2022)年度までの 8 年間を計画期間とする高森

町総合計画の基本構想における将来像の実現のため、前期 4 年間の施策や個別事業の取組の検証

等を受け、令和元(2019)年度から 4 年間の施策の基本方針及び目標を定める高森町総合計画後

期基本計画を令和 2(2020)年に策定しました。後期基本計画では、基本目標 2 として《町の情

報化を基盤とする「町づくり」》が定められているほか、基本目標４《地域産業が元気な「町づく

り」》では「AI や ICT 等の先進的技術を活用した農林畜産業を推進」を目標とし、基本目標 6《健

康いきいき＆子育て楽しい「町づくり」》では「ICT・AI を活用した子育て支援のための施策を推

進する」が目標にされるなど、計画全般にわたって AI や ICT/IoT など最新の情報通信技術を活

用して目標の実現を図ることとしています。地域情報化計画はこの後期基本計画の実施計画とし

て位置づけられ、情報通信技術の活用により高森町総合計画の基本構想における将来像の実現を

目指すものとなります。 

一方、平成 28(2016)年 12 月に公布された官民データ活用推進基本法では、「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流通する多様かつ大量の情報を適正かつ効果的に

活用することにより、急速な少子高齢化の進展への対応等の我が国が直面する課題の解決に資す

る環境をより一層整備することが重要である」とされています。これを受けて平成 29(2017)年

5 月に「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」が閣議決定され、デジタル

技術の恩恵を誰もが享受できるデジタル社会に向けて IT 新戦略が定められています。官民デー

タ活用推進基本法においては、都道府県に「都道府県官民データ活用推進計画」の策定が義務付

けられる一方、市町村（特別区を含む）に対しては、「市町村官民データ活用推進計画」の策定が

努力義務とされています。本計画は官民データ活用に関する施策を含んでおり、本町の官民デー

タ活用推進計画としても位置づけられます。 

 本計画は、令和 2(2020)年度を開始年度とし、令和 4(2022)年度までの 3 年間を計画期間

とします。ただし、情報通信分野の技術の進展が著しいことに鑑み、必要に応じて随時見直しを

行うほか、各事業の実施期間についても事業の内容に応じて柔軟に設定するとともに、計画及び

各事業においても、進捗に応じて短縮や延長を図ることとします。 
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第２章 計画の基本方針と目標 

 

１．基本目標（基本理念） 

 

 本計画は高森町後期基本計画の実施計画の一つとして位置づけられます。後期基本計画では、

将来の子どもたちに「誇れる高森町」を目標に、以下の６つが基本目標として設定されました。 

 

１．観光立町を実現するための「町づくり」 

２．町の情報化を基盤とする「町づくり」 

３．行財政改革・改善を実現する「町づくり」 

４．地域産業が元気な「町づくり」 

５．誇りと夢と元気を生み出す教育による「町づくり」 

６．健康いきいき＆子育て楽しい「町づくり」 

 

 《町の情報化を基盤とする「町づくり」》をはじめとするこれらの基本目標の実現には AI や

ICT/IoT をはじめとする情報通信技術の利活用が有効です。これらを踏まえた上で、地域情報化

計画の基本目標を次のとおり定めます。 

 

「情報通信技術で誇れる町づくり」 

 

 誇れる町とは、旅行者・移住者・定住者・立地企業に選ばれる町であり、情報共有・共感の町で

あり、わかりやすく・スピード感のある行政運営を行う町であり、担い手が将来に希望を持てる

農林商工業の町であり、将来に夢と希望が持てる町であり、安心した老後生活・子育てと健康作

りができる町です。情報通信技術を十二分に利活用することにより超スマートなふるさと高森町

を目指します。 

 

２．基本方針 

 

 本計画では、町民誰もが革新的な情報通信技術の恩恵を享受し、心身共に豊かな生活を送るこ

とができるよう、（１）情報通信基盤の利活用、（２）産学官連携の推進、（３）21 世紀を生き抜

く人材育成、（４）健康・安心・楽しい生活ができる暮らしの実現、を計画実施にあたっての基本

方針とし、これらを念頭に本計画の各事業を推進することとします。 

 

（１）情報通信基盤の利活用 

 

 高森町では、光ファイバによる超高速ブロードバンドが整備され、都市部と同等の情報通信環

境が実現されています。この情報通信環境を最大限に活用することは、後期基本計画の基本目標

の一つともなっています。 
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（２）産学官連携の推進 

 

 新産業の創出や地域産業の活性化には、町内外さまざまな組織との連携が欠かせません。連携

や交流を通じて、これまでの取組をより深化させることができるほか、新たな取り組みを推進す

ることも可能となります。 

 

（３）21 世紀を生き抜く人材育成 

 

 将来の高森町を担う人材の育成には国際化・情報化・少子化への対応が必要です。特に ICT 教

育は子どもたちの様々な可能性を大きく拡げることができ、確かな学力と 21 世紀型スキルを確

立できるものでもあります。 

 

（４）健康・安心・楽しい生活ができる暮らしの実現 

 

 高齢者にとっては安心して老後生活ができる町であり、子育て世代にとっては安心して子育て

ができる町であれば、老若男女すべての町民が暮らしやすい町となります。この実現には情報通

信技術が不可欠です。 

 

３．取り組みの分野 

 

 本計画の目標である「情報通信技術で誇れる町づくり」を実現するため、以下の 5 つの分野で

17 の事業を推進することとします。 

 

分野１．健康で豊かな暮らし 

 

 すべての町民が健康・安心・楽しい生活ができる暮らしの実現を目指します。 

 

  事業①ＴＰＣを活用した情報共有サービス 

  事業②健康ポイントアプリ導入事業 

  事業③情報通信基盤を活用した外出・買い物支援サービスの検討 

  事業④高森町タブレット図書館（仮称）設置事業 

  事業⑤空き家改修費用算定アプリ開発 

 

分野２．地域の産業振興 

 

 移住・定住や民間企業の進出につながる新たな産業創出と、担い手が将来に希望を持てる農林

商工業を目指します。 

 

  事業⑥ICT を利活用した観光振興事業 
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  事業⑦高森町観光事業の創出 

  事業⑧ICT を活用した畜産経営体の生産性向上事業 

  事業⑨スマート農業総合推進対策事業 

  事業⑩広域鳥獣クラウドシステム事業 

  事業⑪森林クラウド整備事業 

 

分野３．電子自治体の推進 

 

 AI や ICT/IoT など革新的情報通信技術の導入により人口減少時代に適応した行財政改革・改

善を目指します。 

 

  事業⑫ふるさと納税業務 RPA 導入事業 

  事業⑬自治体業務の省力化 

  事業⑭RPA 導入によるマイナンバーカードを活用した窓口業務 

  事業⑮情報セキュリティ対策の推進 

 

分野４．官民データ活用の推進 

 

 町が保有する官民データについて、誰もが容易に利用できるようオープンデータ化を目指しま

す。 

 

  事業⑯各種保有情報等に係るオープンデータ化の推進 

 

分野５．推進体制の充実 

 

 本計画において各事業の適切な実施、推進をするための体制づくりを進めます。 

 

  事業⑰高森町つながるひかり・くらし委員会の役割の充実 
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第３章 取り組み分野と事業 

 

１．健康で豊かな暮らし 

 

事業①ＴＰＣを活用した情報共有サービス 

概要 住民参加型の番組を新たに設けるなど、住民に有益な情報発信を充実させる。 

目的 地域や住民による情報発信を充実させていくほか、ＴＰＣを通じて住民が情

報を共有できるよう番組放送・データ放送を活用し、有益な情報の提供を図

る。 

期待される効果 地域・住民が参加（登場）する番組を新たに設けることで、ＴＶ番組として

多くの住民に受け入れられ、情報の共有化が図られる。 

現状と目標 現状：住民参加型の番組を開始 

目標：番組内容の充実 

スケジュール R1：住民参加型の番組を開始 

R2～R4 年度：番組内容の充実 

後期基本計画 目標 2-1・目標 2-2・目標 2-3・目標 2-4 

担当部署 ＴＰＣ事務局 

関連部署 全課・局 

 

事業②健康ポイントアプリ導入事業 

概要 イベント参加やウォーキング、健診受診によりポイントを獲得できるスマー

トフォンアプリを導入する。 

目的 健康ポイント制度をアプリで導入することで、スマートフォンを利用する頻

度の高い若年層の健康意識を高める。 

期待される効果 ポイントを獲得するために健診受診やウォーキングに取り組むので健康増進

を図ることができる。また、アプリ内データを行政で把握できるようになる

ので年代・地域ごとに分析ができるようになる。 

現状と目標 現状：未導入 

目標：R2 年度中に導入～仮運用、R3 年度から健康ポイント交換制度を実施 

スケジュール R2：導入方針決定（単独導入、または、熊本連携中枢都市圏で導入） 

R2：予算化（補正）・導入業者決定（単独時）・仮運用 

R3：運用開始 

後期基本計画 目標 6-8 

担当部署 健康推進課 

関連部署 教育委員会（ウォーキング指導等） 

政策推進課（イベント関連・ポイント利用店関連） 
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事業③情報通信基盤を活用した外出・買い物支援サービスの検討 

概要 情報通信基盤を活用した外出・買い物の支援を検討する。 

目的 高齢者など支援がないと外出や買い物ができない方や、店舗や交通などの環

境が整っていない地域を対象として、情報通信基盤を活用して支援ができな

いか検討する。 

期待される効果 高齢者などの外出・買い物が容易になる。 

現状と目標 現状：外出支援（社協委託）やローソン連携の移動販売等が行われている。 

目標：現状を検証し、それを踏まえて情報通信基盤を活用した支援が必要か、

また、どのような支援が可能かを検討 

スケジュール R1～R3：検討会の開催 

後期基本計画 目標 6-6 

担当部署 健康推進課 

関連部署 全課・局 

 

事業④高森町タブレット図書館（仮称）設置事業 

概要 タブレットにより図書を閲覧できるよう整備する。 

目的 本町において現在公営の図書館が存在せず、町民からも多くの声が上がって

いる。そこで、情報基盤整備が完了している本町ならではの施策として、持

ち運びも簡単なタブレットにより図書を閲覧できるよう整備する。 

期待される効果 特に児童・生徒の図書離れが懸念されており、文字を読むことで読解力の向

上、引いては学力の向上に繋がる。また、町民の方々も利便性を享受でき、

話題の共有など地域活性化にも期待できる。 

現状と目標 現状：タブレットに書籍をダウンロードするサービスは無し                   

目標：まずは児童・生徒が保有しているタブレットで閲覧可能となるよう対

応、将来は町民の方々への提供も検討 

スケジュール R2：高森町タブレット図書館協議会設置                      

R3：タブレット図書館設置 

後期基本計画 目標 5-5 

担当部署 教育委員会 

関連部署 なし 
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事業⑤空き家改修費用算定アプリ開発 

概要 空き家を改修する費用について、業者に見積依頼することなく、一定の項目

を設定することで算定することができるアプリを開発する。 

目的 空き家を利用するにあたり、改修費用について即時に算定できる仕組みを構

築することで、空き家バンクへの登録及び空き家の利活用促進を図る。 

期待される効果 空き家所有者の空き家バンクへの登録促進や、空き家利用希望者の事前の資

金調達計画策定などに寄与できる。 

現状と目標 現状：アプリ開発未着手 

目標：アプリ開発・公開・運用 

スケジュール R2：アプリ開発準備（空き家対策計画策定と並行） 

R3：アプリ開発・公開・運用 

後期基本計画 目標 1-4・目標 3-3 

担当部署 政策推進課 

関連部署 生活環境課（町民の相談窓口） 

 

２．地域の産業振興 

 

事業⑥ICT を利活用した観光振興事業 

概要 町内の代表的な観光名所において、360 度 VR コンテンツを活用した観光

アプリサービスを来訪者に提供する。 

目的 パンフレットによる観光案内にとどまらず、ゲーム感覚を加えた複合的なサ

ービスを提供する。 

期待される効果 スマートフォンにも対応したアプリを開発することで、位置情報に基づく写

真や動画などさまざまな情報を提供することができ、来訪者の利便性が高ま

る。 

現状と目標 現状：未導入 

目標：R3 年度にアプリを開発・導入、R4 年度は商工会や宿泊施設等による

アクセス数増加対策を実施 

スケジュール R2：検討・協議 

R3：調査・実施 

R4：実施 

後期基本計画 目標 1-6・目標 1-7 

担当部署 政策推進課 

関連部署 なし 
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事業⑦高森町観光事業の創出 

概要 観光客が地元の生きた情報を基に自在に観光ルートを設計できるシステムを

民間ベースで開発する。 

目的 自治体や観光協会等が連携して町内の観光情報を発信・掲載するほか、埋も

れた観光スポットを開拓する。また、民間ベースで自立的に運営することで、

効果的に観光客を誘致できる。 

期待される効果 町外からの観光客の誘致や観光消費額の増加に貢献できる。 

現状と目標 現状：未導入 

目標：町外からの観光客の 10%増・観光消費額（宿泊費）の 10%増 

スケジュール R2：検討・協議 

R3：基盤システム構築・環境整備 

R4：システム改善・機能拡張 

後期基本計画 目標 1-6 

担当部署 政策推進課 

関連部署 なし 

 

 

事業⑧ICT を活用した畜産経営体の生産性向上事業 

概要 牛の膣内に体温センサーを挿入し、体温の変化から分娩の発見、難産を推測

するシステムを導入する。 

目的 分娩監視システムを導入し、定期的な通報により、確実に分娩に立ち会うこ

とができ、分娩事故の撲滅を実現する。 

期待される効果 分娩監視システムにより、分娩 24 時間前、一時破水時、分娩困難時などに

通報が携帯端末に送信されるため、分娩のタイミングを把握でき、分娩事故

が軽減される。また、労力的、精神的負担、事故発生時の経営的負担が軽減

される。 

現状と目標 現状：未実施 

目標：R2 年度中に要望調査を行い導入 

スケジュール R2：要望調査・導入 

R3：運用開始 

後期基本計画 目標 4-5 

担当部署 農林政策課 

関連部署 なし 
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事業⑨スマート農業総合推進対策事業 

概要 ロボット技術や情報通信技術を活用し、労働時間の削減と規模拡大を実現す

る。例えば、以下のような個別事業が営農類型別に考えられる。 

水稲：ドローン水稲モニタリング（水稲の生育状況を把握し、追肥時期・箇

所の判定、倒伏リスク診断、収量推定、食味推定等を実施） 

露地野菜：省力栽培（ICT を活用した収穫機の導入。アシストスーツの導入） 

施設野菜（花卉も含む）：環境モニタリング（２４時間リアルタイム監視、温

度・湿度・照度・CO2 濃度・自動灌水等） 

畜産（酪農・肥育・繁殖含む）：搾乳ロボット・発情発見装置・分娩監視装置 

目的 ロボット技術や情報通信技術を活用して、省力化・精密化や高品質生産を目

指す。 

期待される効果 例えば環境制御装置の導入により、炭酸ガスの施用、湿度等の環境制御技術

などの煩雑さを解消し、労働時間の削減と規模拡大が期待されるなど、省力

化・精密化や高品質生産が可能となる。 

現状と目標 現状：未実施 

目標：R2 年度に要望調査を行って導入 

スケジュール R2：要望調査・導入 

R3：運用開始 

後期基本計画 目標 4-5 

担当部署 農林政策課 

関連部署 なし 

 

事業⑩広域鳥獣クラウドシステム事業 

概要 画像による選別捕獲が可能な ICT 箱罠等鳥獣クラウドシステムを用いて広

域的に鳥獣を捕獲する。 

目的 画像による選別捕獲において、成獣を効率的に捕獲し、農産物の被害を軽減

する。 

期待される効果 成獣捕獲による個体数の減少や猟友会の見回りの軽減を図ることができる。 

現状と目標 現状：運用開始から 4 年が経過して機器等の経年劣化が進み、機器交換のコ

ストが増加 

目標：現状を踏まえ、抜本的更新の必要性や方法について検討 

スケジュール R2～R4：現状分析と次期システムに向けた検討 

後期基本計画 目標 4-5 

担当部署 農林政策課 

関連部署 なし 
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事業⑪森林クラウド整備事業 

概要 地域の森林に関する蓄積量、地形情報、境界情報、所有者情報等の森林情報

を把握するためのクラウドシステムを整備する。 

目的 森林施業の集約化や路網整備を進めるため、地域の森林に関する蓄積量、地

形情報、境界情報、所有者情報等の森林情報を把握する。また、精度を向上

するため森林 GIS を継続的に更新する。 

期待される効果 森林把握の精度が向上し、森林事業の集約化や路網整備の推進が容易になる。 

現状と目標 現状：システム未導入 

目標：システムの導入に向けて検討 

スケジュール R2：検討 

R3～R4：検討結果により必要に応じてシステムを更新・導入 

後期基本計画 目標 4-5 

担当部署 農林政策課 

関連部署 なし 

 

３．電子自治体の推進 

 

事業⑫ふるさと納税業務 RPA 導入事業 

概要 ふるさと納税業務の返礼品発注業務について、寄付確定後の情報取り込みか

らの手順を機械化（自動化）する。 

目的 寄付金を有効に町内に循環させるための町内事業者への代行業務委託に伴

い、より一層の省力化を図る。 

期待される効果 手作業による入力ミスなどの確認作業を省力化できるほか、日々の業務の軽

減でき、費用対効果が向上する。 

現状と目標 現状：RPA 導入済（R1 年 10 月） 

目標：返礼品追加作業などの自動化 

スケジュール R1：RPA 導入・運用開始 

R2～：自動化業務の追加など 

後期基本計画 目標 3-3・目標 3-5 

担当部署 政策推進課 

関連部署 なし 
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事業⑬自治体業務の省力化 

概要 RPA・AI 導入により業務を簡素化する。 

目的 職員が行う簡易な入力作業等の自動化及び効率化を図り、RPA・AI 活用に

より行政手続き等を自動化する。 

期待される効果 通常業務を簡素化でき職員の単純作業の業務負担を軽減することで、創造的

な業務に充てる時間を増やすことができる。 

現状と目標 現状：未着手 

目標：簡単な入力作業などの自動化 

スケジュール R1：先進地視察 

R2：会議録作成システムの導入、内部検討委員会設立 

R3：外部有識者等を含めた協議会設立 

R4～R5：運用開始 

後期基本計画 目標 3-3 

担当部署 総務課 

関連部署 全課・局 

 

事業⑭RPA 導入によるマイナンバーカードを活用した窓口業務 

概要 RPA 等の技術を利用し、マイナンバーカードの提示による窓口業務の簡素

化を実現する。 

目的 マイナンバーカード読み取りから出力までをシステム化する等により、各窓

口における申請書記入を不要として、誤記入の軽減や本人確認等のチェック

の効率化を図る。 

期待される効果 窓口における記載事項の減少により住民サービスが向上する。また、窓口応

対時間の減少により職員負担を軽減できる。 

現状と目標 現状：未実施 

目標：マイナンバーカードの確認から情報の入力された帳票発行までのシス

テム化を検討（技術的な可否と費用対効果についての検討も含む） 

スケジュール R2：コスト試算・取り組み実績のある自治体確認・本庁導入に向けた検討 

R3：検討結果を踏まえて実施（もしくは未実施） 

後期基本計画 目標 3-2・目標 3-3 

担当部署 住民福祉課 

関連部署 総務課（セキュリティ） 

窓口受付関連部署（受付申請フォーム等） 
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事業⑮情報セキュリティ対策の推進 

概要 情報セキュリティに関する規定等を整備し、各種の対策を講じて、住民の情

報を守る。 

目的 政府の統一基準が平成 30 年に改定され、また、マイナンバー制度における

情報連携やセキュリティ対策により新しい要件が生じている。これらを反映

させるため、新たなガイドラインに基づいて情報セキュリティポリシーを改

訂する。 

期待される効果 適切な情報システムの運用体制を確保するとともに、個人情報の適正な取扱

を確保することで、データ活用に係る住民等の不安を払拭できる。 

現状と目標 現状：新たな要件に未対応 

目標：情報セキュリティ対策の充実 

スケジュール R2：情報セキュリティポリシーの改訂 

R2～R4：適切な運用の継続 

後期基本計画 なし 

担当部署 総務課 

関連部署 全課・局 

 

４．官民データ活用の推進 

 

事業⑯各種保有情報等に係るオープンデータ化の推進 

概要 町が保有する官民データをオープンデータ化する。 

目的 町が保有する官民データのうち公開可能なものについて、誰もがインターネ

ット等を通じて容易に利用（加工、編集、再配布等）できるよう、データを

公開する。 

期待される効果 オープンデータの活用による官民協働のサービス提供や改善、企業活動の効

率化や新しいビジネスの創出などを促し、町全体の経済の活性化につながる。 

現状と目標 現状：オープンデータなし 

目標：推奨データセット（AED 設置個所、医療機関一覧、公共施設一覧等）

をすべてオープンデータ化 

スケジュール R2：町保有情報の棚卸し 

R2～R4：町保有データのオープンデータ化 

R3～R4：民間における利活用促進 

後期基本計画 目標 1-7・目標 3-3・目標 6-2 

担当部署 政策推進課 

関連部署 全課・局 
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５．推進体制の充実 

 

事業⑰高森町つながるひかり・くらし委員会の役割の充実 

概要 高森町つながるひかり・くらし委員会に地域情報化計画の点検評価の役割を

追加する。 

目的 情報通信基盤利活用推進について検討することとなっているつながるひか

り・くらし委員会は、本計画の策定を提言した組織でもある。本計画の実施

にあたり、進捗の点検評価の役割を担う組織として、当該委員会を位置づけ

る。 

期待される効果 類似の業務を担当する組織を複数設置することなく、既に存在する高森町つ

ながるひかり・くらし委員会を活用できる。 

現状と目標 現状：委員会は「情報通信技術を用いた住民生活の向上を図るため、情報提

供サービスの充実など、情報通信基盤利活用推進について検討する」と定義 

目標：「地域情報化計画について点検評価を行う」役割を追加 

スケジュール R2：設置要綱改定 

R2～R4：委員会による地域情報化計画の点検評価 

後期基本計画 目標 1-8・目標 2-1・目標 3-2 

担当部署 政策推進課 

関連部署 なし 
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第４章 推進体制 

 

 本計画の推進には、行政をはじめ、民間、地域団体、町民が一丸となって取り組む必要があり

ます。本町には、情報通信技術を用いた住民生活の向上を図るため、情報提供サービスの充実な

ど、情報通信基盤利活用推進について検討する「高森町つながるひかり・くらし委員会」が存在

しています。本計画は、当該委員会からの提言を受けて定められたものでもあります。このため、

本計画の進捗状況については、つながるひかり・くらし委員会の点検評価を受け、随時、ＴＰＣ

や町のホームページなどで公表することとします。また、本計画の推進については「高森町つな

がるひかり・くらし委員会検討部会」が、本計画の各事業の実施については、「高森町つながるひ

かり・くらし委員会作業部会」中心的な役割を果たすことになります。なお、点検評価の結果、

計画に見直しの必要が生じた場合には、適宜見直しを行います。 

 

高森町つながるひかり・くらし委員会 

 

 地域における情報化の課題、問題点や方向性を共有し、地域情報化を総合的に推進するため、

高森町つながるひかり・くらし委員会が情報化計画の点検評価の役割を担います。当該委員会へ

の役割の追加は本計画の事業の一つでもあります。高森町つながるひかり・くらし委員会では、

町内の教育関係者、事業所、団体など、広く町民の参画を求めることとします。 

 

高森町つながるひかり・くらし委員会検討部会 

 

 高森町つながるひかり・くらし委員会における協議事項等の整理、その他委員会から指示のあ

った事務を処理することを目的として、委員会の下に設置されています。 

 

高森町つながるひかり・くらし委員会作業部会 

 

 高森町つながるひかり・くらし委員会検討部会における協議事項等の整理、その他検討部会か

ら指示のあった事務を処理することを目的として、検討部会の下に設置されています。 
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付録 用語説明 

 

用語 説明 

AI 人工知能（Artificial Intelligence）の略。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のことであるが、確立した定義や合意

はなく、人により捉え方が異なる。最近は、データや規則性から判断

基準を学習し、それに基づいて未知のものを予測、判断する技術の一

つである機械学習、中でも最近主流となった深層学習（ディープラー

ニング）の技術について言われることが多い。 

ICT 情報通信技術（Information Communication Technology）の

略。コンピュータやネットワーク、または、その両方を用いた技術の

総称。 

IoT もののインターネット（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につながり、情報

のやり取りをすることで、モノのデータ化やそれに基づく自動化等が

進展し、新たな付加価値を生み出すというコンセプトを表した語であ

る。インターネットにつながった様々な機器により実現される技術で

あるため ICT と IoT の間に境界はなく、ほぼ同じ意味で用いられて

いる。両者を包含する概念であることを明確にする場合は、ICT/IoT

や IoT/ICT といった表現となる。 

官民データ 官民データ活用推進基本法において「電磁的記録（電子的方式、磁気

的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作

られる記録をいう。）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」

と定められている、電子媒体に記録されているさまざまなデータのこ

と。 

オープンデータ 国、地方公共団体及び事業者が保有する官民データのうち、国民誰も

がインターネット等を通じて容易に利用（加工、編集、再配布等）で

きるよう、①営利目的、非営利目的を問わず二次利用可能なルールが

適用されたもの、②機械判読に適したもの、③無償で利用できるもの、

といういずれの項目にも該当する形で公開されたデータのこと。 

ビッグデータ ボリュームが膨大でかつ構造が複雑であるが、そのデータ間の関係性

などを分析することで新たな価値を生み出す可能性のあるデータ群

のこと。例えば、ソーシャルメディア内のテキストデータ・画像、携

帯電話・スマートフォンが発信する位置情報、時々刻々と生成される

センサデータなどがある。 
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マイナンバー 

（個人番号） 

日本国内に住民票を有する全ての方が一人につき１つ持つ 12 桁の

番号のこと。外国籍でも住民票を有する方には住所地の市町村長から

通知される。マイナンバーは行政を効率化し、国民の利便性を高め、

公平、公正な社会を実現するための社会基盤でもある。その利用範囲

は法令等で限定されており、平成 28 年 1 月から順次、社会保障、

税、災害対策分野の行政手続で利用されている。 

マイナンバーカード 氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載された顔写真付き

IC カード。公的な身分証明書として使用できる。IC チップ内には、

電子文書の作成や送信時に用いる署名用電子証明書と、サイトや端末

のログイン時や証明書のコンビニ交付などに用いる利用者証明用電

子証明書が格納されている。 

Society 5.0 サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させることにより、地

域、年齢、性別、言語等による格差なく、多様なニーズ、潜在的なニ

ーズにきめ細やかに対応したモノやサービスを提供することで経済

的発展と社会課題の解決を両立し、人々が快適で活力に満ちた質の高

い生活を送ることのできる、人間中心の社会。超スマート社会とも言

われる。 
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