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「電子広陵町」推進指針

はじめに

　我が国の社会情勢は、経済の構造的不況、少子高齢化の進行、市民の価値観の変化や生活

様式の多様化や環境問題等といった様々な課題を抱えている。このような状況下で行政は、

市民や企業の多様化・高度化したニーズに応えるべく、質の高い、多様な行政サービスを迅

速かつ安全に提供することが求められている。

　このような社会環境の中、新しいコミニュケーションツールとしての IT（情報技術）の普

及、特に近年のインターネットやモバイルなどの情報通信技術の普及による飛躍的な情報化

の進展は、既にインターネット等が日本の社会構造の中で必要不可欠なインフラとして定着

している。IT 革命は、個人・企業・行政、産業・商業等を問わず世界的に影響を与えている。

　IT 革命は、技術や産業の革新を加速させ、産業革命以後の経済社会の枠組みを大きく変え

る程の変革である。言い換えれば、社会構造を根底から変革する大きな可能性を有しており、

それに対応できない地域は情報過疎地となり、当該地域の市民はデジタルデバイド（情報格

差）の波に飲み込まれることになる。IT は知的創造性を高め、雇用の機会を拡大し、生産性

を上げ、競争力を向上させる鍵となる可能性と魅力を秘めたツールである。このことからす

でに諸外国では IT の持つポテンシャル（能力）を活かすべく社会環境を改革し、市民・企

業が IT の利活用に伴う利便性を享受するために体系的かつ継続的に政策展開を進めている

のが現状である。

地域社会に根ざした新行財政システムの形成の必要性

（１）地域社会の変化

我が国における IT 活用の程度はどの程度のものであろうか。幾つかの進化の段階を経て、

個人レベルでの情報収集・発信能力及び利用習慣、あるいは社会の基盤・仕組みなどが IT

活用に適したものになっているかどうか。また、市民一人ひとりのレベルで、市民社会にお

ける「権利」と「義務」に根ざした個人の自立性と競争社会に適応する個人の「素養」が、

IT 化を図る重要なポイントとなる。

　 IT 革命下での戦略、施策は一地域の視点だけで論ずることはできず、IT が持つ特性であ

るグローバルな視点の絡みの中から考慮されるべきで、その中で、広陵町は何をなすべきか

を考え、広陵町のアイデンティティ（主体性・独自性）を発信することが必要になる。

IT 社会において情報は中央に集まる宿命にあり、そのことを踏まえて地方の活性化に取

り組む必要がある。地方の活性化は、グローバルで考え、ローカルで行動することが必要で

ある。今後、ますますグローバル化が進む中、地域社会においても直接グローバル経済に接

することで経済産業構造の変化に影響されることになる。地域社会が真に自立するための転
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換には、既存制度、既成概念等に捕らわれず新しい制度の確立、自由な発想を創造する力が

必要とされる。自らの文化的特性を表現する環境と経済的自立に根ざした企業家的、革新的

経営環境への取組みが求められる。

（２）地域社会の自立

地域社会が活性化され、IT 革命の流れを作っていくことが重要である。中央政府に依存

した体系が機能した時代は終り、自らの生きる時代を創造するような地域社会の基礎体力を

どのように向上させるかが問われている。地方分権は、自己責任においてリスクも含めて迅

速な意志決定で経済的、文化的自立に至る大きなテーマである。「広陵町が面白い」と言わ

れるアイデンティティを打ち立て、民間活力を引出す施策、戦略的事業展開等を打ち出し、

実現のための経済的、財政的強化策が必要である。自治体は、自身の位置付けも柔軟に変化

させ、IT の利活用による利便性とそこから生じるリスクを理解し、住民が求めるシステム

を構築することで行政と住民の真のパートナーシップを樹立するためのアイデンティティ

を確立する新しいメカニズムを必要としている。ここに到達する目標が必要である。電子自

治体の推進にあたり、これまで職員が行っていた行政事務を単にコンピュータ・システムに

置き換えるのではなく、IT を真に活用するために、職員一人ひとりの意識改革とともに制

度・業務改善を積極的に行い、IT 社会にふさわしい効果的・効率的な新行財政システムの

構築が求められる。費用対効果を最適化する上で、人材の育成、資金、ビジネスモデル構築

を含む統合的戦略と行動計画を樹立・実践することが求められている。

　

（３）｢新生広陵町｣へ

日本政府は、「e-Japan 戦略」を具体化して、「世界トップクラスの IT 立国」を目指すと

している。IT 社会の基盤整備が進む中、本年の７月、「e-Japan 戦略 II」を閣議決定し、「電

子政府」の構築について、2003 年から 2005 年までの具体的な取組みを発表した。地方分

権、地方自治体独自の IT サービスの進展、また、地方経済の活性化等 IT 社会における地

方自治体の位置づけ、果たすべき役割は非常に重要になってきた。IT をフルに活用して、

地方自治体の「アイデンティティ」を発揮することが、IT 革命下に生残る道である。

奈良県や、広陵町には、不変の文化的、歴史的財産がアイデンティティを作っている。「不

変の価値」を守りながら、「変化の価値」を追求して、新旧混合する更なる変化へ移行する

新しいアイデンティティを開発し、時代の変化に対応することが求められる。奈良時代の輝

かしい先人達は、新しい機構、そして新しい考え方を開拓してきた。私たちも再び同じ挑戦

をする必要があるのではないだろうか。

広陵町は、「第三次広陵町総合計画」に基づき、「電子広陵町（ｅ-まち Koryo 戦略）」推

進指針を策定する。本指針は、広陵町の情報社会への進展を促進することを目的として、全

ての広陵町民及び企業に IT 技術を利活用した革新的利便性をもたらすことを狙ったアクシ

ョンプランである。即ち、広陵町の基本方針である、『ひとづくり、夢づくり、まちづくり』

の 3 本の柱を、IT 社会に根ざした「e-まち Koryo 戦略」の中で実現することで、２１世紀

に向けた新生広陵町が誕生するものと確信している。

                                        広陵町長　平岡　仁
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１．「電子広陵町」指針の位置付け

広陵町全体の情報化を総合的に推進するための基本戦略として「電子広陵町（e-まち

Koryo）」推進指針を取りまとめた。この指針を本町の情報化に関する基本的な取り組み方

針として、実現に向けた積極的な情報化施策の展開を図る。

　本町の施策におけるこの指針の位置付け及び役割は、以下のとおりである。

（１） 本町の最上位計画である「第三次広陵町総合計画（2000 年～2010 年）」、及び、「平

成 15 年度施政方針」の推進にあたり、同計画の情報（IT）関連の分野に関し、広陵

町や、民間等が取組むべき事項について、その方向性を明確にすることにより、計画

の実現を推進・支援する。

（２） 「広陵町行政改革推進本部」のもと新しい行政手法として、IT を活用した行財政改

革を推進する方策等を明確にし、広陵町行財政改革を推進・支援する。

（３） 国や県の「電子政府」・「電子自治体」構想の実現にあたり、広陵町が果たすべき役割

に対する取組みを明確にする。

（４） この指針の下に、セキュリティ体系を明確にし、IT 推進にあたって確保されるべき

セキュリティに関して基本となる方向性を明確にする。

広陵町が目指す将来像

第三次広陵町総合計画（2000年～2010年）

電子広陵町推進指針（e-まちKoryo戦略）

広陵町高度情報化計画（2004年～2009年）
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２．情報化を取り巻く現状と課題

（１）社会経済環境の動向

① 少子・高齢化社会の進行

② 地球規模での環境問題への関心の高まり

③ 個人の人権の尊重

④ 価値観の多様化

⑤ 産業構造の変革

⑥ 高度情報化社会の訪れ

⑦ ハイモビリティ（高度移動性）化時代の到来

⑧ 地方分権への対応

（２）日本の情報通信における社会の変化

① インターネット社会（現在～）

◆　家庭のパソコン、企業・公的機関のメインコンピュータ等がインターネットを介

して接続される。次第に家庭にも高速のインターネットが普及し、社会・経済活動

に広く浸透していく。

◆　携帯電話、インターネットが企業活動にも利用され始める。

◆　コンテンツは、文書、静止画中心から動画、音楽等の利用も増大する。

② ユビキタスネットワーク（何時でも、何処でもｱｸｾｽできるﾈｯﾄﾜｰｸ社会）社会（2005～）

◆　あらゆる人・組織が隅々まで行き渡ったネットワークを通じ、世界的規模で様々

な情報を交換することにより、知的創造性の高まり、効率的な社会・経済活動が行

われる。

◆　企業、公的機関から高速携帯端末等により、職員や利用者に対して何時でも・何

処でもサービスを提供できる。

◆　家電や、様々な設備・装置に IPv6（IP ﾌﾟﾛﾄｺﾙのﾊﾞｰｼﾞｮﾝ６：次世代の IP ﾌﾟﾛﾄｺﾙ）

が与えられ、制御、情報収集ができる。

◆　安全性・信頼性・利便性をもつ情報システムが実現する。

③ 次世代情報通信社会（2010～）

◆　身に付けた超小型コンピュータの支援を得て、高度な社会・経済活動が普及する。

◆　あらゆる設備・装置や家電製品に IC チップが埋め込まれ、自立的通信を行い、

人の日常生活を支援する。

◆　人間の意図や要望を理解するコンピュータやロボットに知的作業を委ねる。

◆　コンテンツ（ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ）については、3 次元動画像の利用も拡大する。

（３）日本政府の電子政府構築推進・計画の概要

① e-Japan

　　　　IT 革命の推進について、日本政府は、2000 年 7 月に IT 戦略会議、IT 戦略本部を

設置し、2001 年 1 月には、IT 基本法（高度情報通信ネットワーク社会形成基本法）

に基づき、「我が国が 5 年以内に世界最先端の IT 国家になる」という目標を掲げ、

「e-Japan 戦略」を決定し、3 月には、「e-Japan 重点計画」を策定、官民を挙げて IT

施策を推進している。更に、年次プログラムとして、「e-Japan 2002 プログラム」を
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策定し、政府を挙げて、重点的かつ戦略的に IT 施策の実現に向け積極的に取組んで

きた。また、平成 14 年度の IT 施策として、5 本の柱を基本的な方針として重点的取

り組みを行っている。

◆　高速・超高速インターネットの普及の推進

◆　教育の情報化・人材育成の強化

◆　ネットワーク・コンテンツの充実

◆　電子政府・電子自治体の着実な推進

◆　国際的な取組み強化

    ② e-Japan 戦略 II、「電子政府構築計画」（2003 年度～2005 年度行動計画、毎年見直

し）2003 年 7 月 2 日、IT 戦略本部で今後 3 ヵ年の電子政府構築に係る政府の具体的

な取組みを「e-Japan 戦略 II（電子政府構築計画）」を決定し、7 月 17 日、各府省情

報化統括責任者（CIO）連絡会議において確認され、8 月 8 日、IT 戦略本部において

年度計画として「e-Japan 重点計画 2003」を策定している。

　　　ア．目標：中央省庁の電子政府化・・・2005 年度末までに完全実施

　　　　・『利用者本位の行政サービスの提供』・・・インターネットを通じた行政手続き

　　　　・『予算効率の高い簡素な政府』実現・・・IT 化による業務システムのコスト削減

　　　イ．施策の基本方針

◆　国民の利便性・サービスの向上：国民が安心して、安全に、24 時間 365 日い

つでも必要な情報を容易に入手し、インターネット上の一つの窓口で充実したサ

ービスを受けられるようにする（ワンストップサービス）。

・徹底的な利用者視点に立ったサービス改善、量から質への転換

・国税の納税、特許の申請等の中央省庁への申請・届出について 03 年度中にオ

ンライン化を目指し、05 年度までに完全実施

・「総合的なワンストップサービスの実現」窓口の一元化（～05 年度）

　　　　・共通事務手続きの窓口一元化とオンライン化（～03 年度末）

　　　　・輸出入・港湾手続きのワンストップサービスの最適化簡素化（03 年 12 月）

　　　　・自動車保有関係手続きの電子化によるワンストップサービス（205 年目途）

　　　　・手続きのオンライン化実行計画の着実な実施（～03 年度末）

◆　IT 化に対応した業務改革：業務内容及びフローを抜本的に見直し、人事・給与

等各府省に共通する業務における共通システムの利用、定型的業務の外部委託等

により、業務・システムを効率化・合理化する。

・業務・システムの部分的な最適化から政府全体としての最適化へ。

・2003 年 8 月までに、各省庁の業務システムを見直し、2005 年度末までにシス

テムの最適化計画を策定する。

・政府全体の業務・システムを最適化する統一的実施手順を策定・導入

　　　　・官房基幹業務見直し、外部委託の活用、業務・システムの効率化、合理化

　　　　・各府省の業務・システムの体系整理（03 年 8 月）、最適化計画（05 年度）

・旧システム（政府全体 36 システム）見直し

◆　共通的な環境整備（次期電子政府を構築するための環境を整備）：外部専門家の

活用等により、セキュリティ対策、個人情報保護対策を充実・強化する
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・「電子政府利用支援センター（仮称）」を整備（05 年度目途）

　　　　　・手続きの簡素化・合理化計画（03 年末までに計画策定、05 年見直）

　　　　　・国、都道府県、市町村の実務者による協議会の設置（03 年 8 月）  

（４）奈良県の施策と動向

①　奈良県情報通信基盤整備の取組み

奈良県新総合計画後期実施計画（平成８年度～１７年度）

◆　基本目標「安心と安らぎのある生活が実現している奈良県」

　　　　・「利便性と快適性のある生活舞台が形成されている奈良県」

　　　　・「個性と特性を生かして世界へ飛躍している奈良県」

◆「電子奈良県庁」推進指針

「『電子奈良県庁』推進指針」は、本県全体の情報化を総合的に推進するための基

本戦略、３～５年後（平成１５年度～１７年度）の本県のあるべき姿（将来像）を

想定し、実現に向けた基本方針と施策。

◆　奈良県高度情報通信基盤基本構想

本県の目指す情報化の将来像を実現する高度情報通信基盤の整備について、考え

方と本県の取り組みについて示した基本構想（大和路情報ハイウェー(仮称)）であ

る。

 ②②　　奈奈良良県県高高度度情情報報通通信信基基盤盤のの整整備備

高度情報通信基盤

奈良県・市町村県民・地域企業

ネットワーク基盤

サービス基盤

サービス

情報通信ネットワーク

コンテンツ〔情報通信システム〕（福祉，医療，防災，教育，研究，産業，行政）

共通プラットフォーム （アプリケーション基盤，セキュリティ基盤等）

県 域 基 幹

ネットワーク

　地 域 公 共

ネットワークCATV網

民 間 の 通 信

サービス
山間地域

大和平野地域

IDC（　データー センター　）

行政情報通信ネットワーク

大和路情報ハイウェー（仮称）
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（５）広陵町の地域特性と情報化の課題

①　広陵町の概要

　　　◆　人口構成　　総人口：32,538 人　(平成１５年７月現在)、　世帯数：10,005

　　　　　年代別構成比（％）   　　　　

年代 ０～９ 10~19 20~29 30~39 40~49 50~59 60~69 70 以上
構成比 10.7 13 12.9 13.6 13.9 15.6 10.2 10.1

　　　◆　事業所数と従業員数（平成１３年１０月現在）

　　　　　・事業所数：1,277、　　・従業員数：9,781 人

　　　◆　農業関係（平成１３年現在）

　　　　　・農家戸数：872 戸　　 ・農家人口：4,125 人　　・産出額：14 億円

②　住民意向（第三次広陵町総合計画の住民アンケートから）

◆　若年層での定住意向が低い　～若者が住みたいと思うまちづくりの必要性～

◆　年代を越えて求められる福祉の充実

◆　魅力ある自然景観の保全と活用

◆　より一層の生活利便性の向上を希望

◆　住民参加の手法整備と行政情報の提供への期待

③　特徴と課題

◆　多様な福祉の充実への期待

◆　地場産業の活性化

◆　優れたスポーツ・レクレーション環境の活用

◆　地域間交流の促進

◆　地域内交通条件の向上

◆　町民参加・町民の情報交流の場の創出

◆　若年層への魅力の創出

３．広陵町の将来目標

「なぜ、広陵町に注目する？」と問いかけられるものが必要である。他の自治体や住民

企業から「広陵町が面白いですよ。」と付言されるほど広陵町から目が離せない存在にす

べきである。

　広陵町が、２１世紀に向け最先端の「電子自治体」として成功するか否かは、住民・企

業の利便性とともに庁内業務の事務改善がどれだけできるかが成功の鍵である。住民・企

業の利便性とは、これまで役場窓口に出向いてしかできなかった各種申請・届出をパソコ

ン・携帯電話などからインターネット等の情報通信基盤を使い、家庭・職場または学校に

居ながらにして『２４時間３６５日、ワンストップ（各種の行政手続の案内、受付、交付

などのサービスを１ヶ所あるいは 1 回の手続で終了すること。）』で、施設利用、図書館

蔵書検索・貸出予約、各申請・届出、電子調達、電子納品などを利用できる環境を整備す

ることである。また、庁内業務では、その特性を活かした業務改善を費用対効果の観点か

ら情報化を検討し、迅速・確実に行政サービスを住民・企業に提供できるシステムを構築

することでもある。

それは、IT 革命下の広陵町のユニークさ、アイデンティティを打ち立てることである。
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グローバル市場で最も求められるのは、個性とオリジナリティである。日本人社会に最も

欠けている点である。個性的かつファンタジア（空想力）にあふれる人、そのエキサイテ

ィングなコンテンツを造りだす風土として、新生広陵町を創出する。

その活力の本質はイノベーション力（技術革新）にある。即ち、「構想力」がすべて

に優先する。極言すれば、この構想力の差が先進自治体との差を招来せしめている。

①　キーワード：　・多様な交流　・　安心感　・　ゆとりある生活空間

②　施策の大綱

・ひとづくり（生涯学習）：町内外、世代、職業等を越えた多様な交流の促進

　　・夢づくり（健康・福祉）：安心して心豊かな生活を送ることができる生活文化の創出

　　・まちづくり（にぎわい）：地域ならではの環境を活かしたゆとりある生活空間の実現

４．将来目標の実現に向けた基本的方針

広陵町の電子自治体構築に向けた高度情報化に取り組むための総合的・体系的な「広陵

町高度情報化計画（e-まち Koryo 戦略）」を策定する。また、情報化計画を具体化し、実

施するために業務内容・要望度からその緊急性・必要性等を勘案した整備のための「年次

計画」、年度毎の実施に向けた詳細計画となる「アクションプラン」を策定する。

広陵町高度情報化計画（e-まち Koryo 戦略）等を実現するにあたっては、「多様な交流」・

「安心感」・「ゆとりある生活空間」のキーワードに基づいた「ひとづくり」・「夢づくり」・

「まちづくり」の３つネットワーク拠点整備を行う。更に３つのネットワークを有機的に

結び、住民・企業・行政の情報化を促進する。

　　なお、高度情報化に向けた『広陵町高度情報化計画』・『年次計画』・『アクションプラン』

の策定にあたっては、「住民の地域情報化に関する意識調査」、「職員の庁内業務情報化に

関する意識調査」、また、「庁内業務の申請・届出業務に関する調査」等を実施し、その重

要度・緊急度・費用対効果・システム化等を総合的に勘案し、各計画に反映することとす

る。

(1) ひとづくり（生涯学習）

①　世代を越えた学びの場の創造

・子供達の良好な学びの場、学びの環境づくり

・若者から高齢者までみんなが学べる生涯学習の場の形成

・家庭、学校、地域が連携する生涯学習ネットワークの形成

②　あらゆる差別のない、人権尊重の心の育成

③　町内外、世代、職業などを越えた多様な交流の促進

　　　町民の学習意欲を受け止め、町役場周辺、中央公民館、中央体育館周辺、図書館周辺

をひとづくり（生涯学習）拠点と位置付ける。各拠点において、他の教育施設との連携

を含めた町全体の生涯学習のネットワーク化を図る。

(2) 夢づくり（健康・福祉）

①　安心感の創出
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・日常生活における安心感の創出

・緊急時の安心感の創出

②　文化的生活への支援

・町内の古墳や伝統行事など数多くの文化遺産の十分な管理・保護体制の確立

　　　町役場や総合保健福祉会館、体育館などを活用した５つの拠点をネットワーク化する。

箸尾駅から町役場、勤労者総合福祉センター（サンワーク広陵）、総合保健福祉会館、グ

リーンライフ真美が丘を経て、町役場出張所（構想）までを夢づくり（健康・福祉）軸

と位置付け、整備を行う。

(3) まちづくり（にぎわい）

①　地域特性を活かした生活空間、快適生活環境の創造

・美しい生活空間の創造

・快適生活環境の形成

　　②　地域に根付く産業の振興

　　③　住民自治の確立

　　　役場から町の玄関口である箸尾駅周辺、竹取公園、馬見丘陵公園他を町内外から人が

集うまちづくり（にぎわい）拠点と位置付ける。

５．本町における取組み

　本町の基本方針である、ひとづくリ、夢づくり、まちづくりの推進にあたり、IT の

急速な進展に対応して、本町行政の情報化、地域公共施設の情報化及び町民生活の情報

化に取り組むと共に高度情報通信基盤の整備を行い、本町の産業振興や快適で利便性の

高い町民生活を実現するとともに効率的で開かれた行政経営を目指し、C to G（住民と

行政）、B to G（企業と行政）の関係において双方向の基礎に立った IT 戦略を積極的

に展開する。

（１）健全な行財政の推進・・・本町行政の情報化

広陵町高度情報通信基盤（地域公共ネットワーク）を整備することで町内外・世代・

職業等を越えた多様な交流促進を実現し、多くの人々の交流を支援することにより地

域の特徴を活かした新たな交流を創出する。また、ＮＰＯ・サークル、大字・自治会

等の住民組織による自主的活動の支援を行い、行政と町民のパートナーシップの強化

を図り、住民自治の確立を目指す。

　　①　住民に開かれた行政への取組み

　　　　分りやすい、効率的な組織体制の整備を進め、真に開かれた行政の確立をめざし、

町民が必要な情報を、必要なときにインターネットを通じて入手することができるシ

ステム構築。例えばインターネットによる情報公開、各種行政情報、イベント情報、

図書館貸出し予約、施設予約システム等。住民が主役であるという観点から、住民自

治の確立を進める。
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・情報提供サービス（行政情報、生涯学習情報、防災情報）

地域公共ネットワークを介して、各種行政情報のサービスや、各種電子申請サー

ビス、町政懇談会や町政モニター制度など町行政の住民参加を活発化させる。

・e-コミュニティ・ネットワークシステム

　　　　　ネットワークを生かした、区や自治会のコミュニティ活動や社会教育活動の支援

強化を行い、箸尾駅周辺の整備、町民農園や観光農園を開設する。

②　行政ニーズに応える適正な電子行政運営

簡素、透明、効率をめざす 21 世紀の電子行政システムを構築する。政策形成機能

や調整機能の充実を図り、総合的で効率的な施策を推進する組織体制を充実させ、職

員の能力向上を図る。最新テクノロジーの先進システムを活かし、IT 化により町民の

利便性向上に努める。地方分権の時代において、政策形成能力、事業を費用対効果の

観点から見る能力、住民に対しての説明責任を果たす能力開発など職員の資質向上を

図るための研修・教育を実施する。

・IT 化に対応した各種行政システムの見直し

行政改革大綱に基づき、継続的に行政組織機能を見直し、機能的な行政運営。

・住民基本台帳システム

戸籍の電算化、住民票・窓口証明書の自動交付機の設置などコンピュータや情報

通信技術を活かして、町民の利便性の向上を図る。

・インターネットなど新しい広報媒体を活用した情報アクセス体制づくり

・LGWAN

　　③　広域市町村圏内の連携・協力の推進

　　　　町民の生活圏拡大に対応して、国・県との緊密な連携のもと、周辺市町村との広域

行政を進め、地域活性化に向けた共同事業を推進する。

地方分権やボーダレスの時代に当り、「葛城広域行政事務組合」や「奈良中和地方拠

点都市地域整備推進協議会」等や、「かぐや姫７市町交流会議」構成自治体との連携・

協力体制を強化し、広域的な共同課題の解決や共同事業を実施する。

・奈良県大和路情報ハイウェー（仮称）

・LGWAN

④　財政

　　　　IT 社会にふさわしい町自身の自立、自己決定・自己責任により、真の地方分権を推

進するため、自主財源や、良質な財源の積極的な確保、経常的経費の抑制、投資的

事業の優先順位と効果、健全財政を確保する。

　　　ア．財政基盤の確立

　　　　　地方分権による課税自主権の拡大を利用して、町税財源の充実、新しい税財源を

創出し、IT の推進による産業の活性化による税収の向上を図る。

　　　イ．IT 社会に根ざした計画的・効率的な財政運営

　　　　・IT 化推進により、事務の改善・効率化を進め、経常的経費を抑制する。

・IT に関する社会資本整備に対する行財政への負担軽減と効率化のため、公共施設

運営及び設備等の購入については、市場原理、競争原理の導入を積極的に図り、経

費の効果的投資と削減に努める。
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　⑤　行政評価システムの導入

　　　　住民に対する説明責任を果たすべく、事務事業の投資効果について、行政評価シス

テムを導入することで客観的評価を行い、効果的・効率的な予算措置を行う。

（２）ひとづくり　・・・教育システム

① 世代を越えた学びの場の創造

ア．子供達の良好な学びの場、学びの環境づくり

　　　　　未来を担う子供達が、IT を利用して、いきいきとした目で夢を語る電子空間の環

境を整備する。IT を利用した統合特色ある教育内容の充実、教育機器の導入、教職

員の研修を行い、及び子供達の地域交流・多世代間交流を促進する。

　　　　◆　学校高速インターネットシステム

　　　　◆　学校間交流システム

イ．若者から高齢者までみんなが学べる学習・スポーツの場の形成

　　　　　何かを知りたい、してみたい、しつづけたい、そんな町民の生きがいづくりを利

便性のよい高度情報通信ネットワークを通して実現する。

　　　　◆　IT を活用した中央公民館、中央体育館等の学習内容、施設内容の充実

　　　　◆　地域の豊富な人材を活かした社会教育活動支援体制の充実

　　　　◆　高度情報通信ネットワークを利用した各施設の利用手続きの統一、簡素化

ウ．家庭・地域・学校が連携する生涯学習ネットワークの形成

　町全体が一体となった学びの高度情報通信ネットワークを構築する。情報通信ネ

ットワークを介した様々な教育現場・施設の連携による多様な生涯学習、世代間交

流や地域交流を実現する。

◆　生涯学習情報ネットワークシステム

◆　図書館ネットワークシステム

◆　高度情報通信ネットワークを基盤にした学校施設の多目的利用、町立図書館と

小・中学校図書館の機能分担、施設の相互利用体制を強化する。

　　　②　あらゆる差別のない、人権尊重の心の育成

　　　　　情報通信ネットワークを介して、差別のない明るい環境づくりを行う。

　◆　人権教育の充実、人権問題の意識啓発

　　　　◆　心身障害者に対する理解と知識、社会参加への環境づくり

　　　　◆　男女共同参画社会の実現

　　　③　町内外、世代、職業を越えた多様な交流の促進

　　　　　これまで特定の場所に一同に集まってしかできなかった交流が、インターネット

などの高度情報通信ネットワークの普及により、老若男女、時間・場所、職業など

あらゆる垣根を越えて多種多様な交流が可能となる。

　　　　◆　性別・年齢・場所を越えた交流

　　　　◆　障害を持つ者と健常者の交流

◆　異業種間の交流
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（３）夢づくり・・・福祉の充実

　①　日常生活における安心感の創出

町民一人ひとりが、不安なく日常生活を送ることができる体制を作る。福祉施策の

展開にあたって、地域公共ネットワークを整備して、個人・家庭・地域・企業・大学・

行政が互いに利用できる環境を構築する。

　　　◆　介護ネットワークシステム

　　　 ・高齢者や障害者の介護支援・環境の整備、高齢者の健康で安定した生活の支援、

就労や趣味、生きがい対策の充実、障害者の生活の場の整備、自立生活への支

援強化。健康相談や健康教室の開設、寝たきり予防に対する知識の増進。

・総合保健福祉会館を中心にした福祉施設・福祉サービスの情報ネットワークの

整備・充実、福祉・保健・医療の一体的な提供。

・畿央大学・事業所のノウハウを活かした介護教室・介護相談、自立支援等につい

ての介護ネットワークシステムの構築を図る。

　　　◆生涯学習ネットワーク・システム（高齢者福祉の充実）

・高齢者の社会参加を促進し、高齢者の自主的な地域活動を支援し、学習機会の提

供・充実。

・福祉施設を社会教育施設など関連施設と連携のもと整備し、若い世代との交流の

機会を創出。

　　　　◆育児情報提供システム

　　　　  ゆとりある保育サービスを提供するため、情報ネットワークを通じて、保育士

配置や施設・設備、学校施設を紹介し、児童健全育成教育の充実。

　　　　◆勤労者情報システム

　　　　　　情報ネットワークを通じて、サンワーク広陵を中心とした労働相談、勤労者の

講座の充実、勤労者への定期的健康診断受診の呼掛け、企業への健康管理の充実、

中高年齢者や女性の雇用促進、技能講座や労働相談の充実、雇用促進施策。

　　　　◆町民保健衛生情報システム

　　　　　　町民の体力づくり・健康づくりのため、町民への健康診断の受診の呼掛け、病

気に対する知識の提供、妊婦や乳幼児など母子の健康相談や保健指導の強化を行

い、情報通信ネットワークを通じて、各種研修会、講習会の積極的な参加受講、

関係医療機関の紹介。

・畿央大学との連携のもと、食生活・健康づくり等に関するシステム構築と情報

発信のネットワークづくりを行う。

　　　　◆社会保険情報システム

　　　　　　国民健康保険の対応、国・県に対し制度の改善と財政安定化と施策の情報

　　　　　提供、年金未加入者の解消。

◆福祉システム

　　少子高齢化が急激に進む社会環境の中で、高齢者・障害者などの社会的弱者と

言われる人たちに対して安全快適に生活できるための様々な支援システムを構

築する。
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◆遠隔医療システム

　　　　　　家庭と町健センター、ホームドクター、国保病院、救急指定病院または奈良県

立医大付属病院などの地域中核病院をシステムで繋ぎ、生活病・成人病・寝たき

りなどの医療相談を受けることができるネットワーク整備を行う。

　　②　緊急時の安心感の創出　～緊急事態にそなえる環境づくり～

　　　　　地域公共ネットワークを介して、24 時間医療体制の確立や、救急医療・救急搬送

力の強化、緊急災難時の関係機関の連携・協力の強化、住民への迅速な通報を行え

るネットワーク体制を構築し、環境にやさしいまちづくり、環境監視体制を整備・

強化を行う。

◆　医療・救急ネットワークシステム

・国保中央病院を含めた周辺市町村と連携した 24 時間医療体制の整備。

・救急救命士の育成・確保や救急車の機材充実、迅速な救急医療の強化。

◆　防災情報システム（災害に強いまちづくり）

・日頃から災害に対する調査・研究を行い、災害の発生防止に努める。

・災害発生時の関係機関による緊急被害状況の把握、初期活動の防災行政無線の

整備・充実など防災通信体制の強化。

・災害発生時、住民への正確な情報伝達体制の強化、計画的避難路・避難所の配

置、高齢者・障害者の避難・誘導方法、地域自主防災組織の形成支援。

　　　　◆　e-コミュニティシステム（防犯体制の強化）

　　　　　ネットワークを通じて、地域の健全なコミュニティ活動を促進することによっ

て、助け合う精神を養い、犯罪の発生しにくい環境づくりを促進し、関係機関と

地域の人々の連携を深め、住民の自主的な防犯活動を促進する。

 　③　文化が薫る生活環境の充実

　　　　　いにしえから未来まで豊かな文化が感じられる環境づくりを行う。広陵町には、

不変の文化的、歴史的遺産があり、「不変の価値」を守りながら、「変化の価値」を

創造して、新旧混合する更なる変化へ移行する新しいアイデンティティを開発し、

時代の変化に対応することが求められる。

　　　 ア． 歴史的遺産の保全・保護・維持体制を強化し、町民の身近な文化へのふれあい

の場として整備する。

　　　 イ．ニューメディアの活用による総合的な文化情報システムを構築し、町民への情報

提供、意見聴取の他、指導や相談も行える情報ネットワークを形成する。

◆ 観光情報ネットワークシステム

・歴史的町並みや社寺・古墳など歴史的遺産の保護、レクレーション施設など施

設を結ぶ観光・ふれあいネットワークの整備。

　　　　◆　広陵町文化財保護システム

・広陵町文化財保護条例に基き、町指定文化財の調査及び指定を推進し、埋もれた

文化財の再発見と保存に努め、情報通信ネットワークを通じて住民に分りやすく

知らせる。
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・国指定特別史跡「巣山古墳」の整備、牧野古墳、三吉石塚古墳など整備済みの文

化財を住民の憩いと文化財保護思想啓発の場として、青少年教育及び生涯学習の

場として活用。歴史教室、文化教室を開催し、住民相互ふれあいの広場を設け、

文化財保護意識の向上と郷土愛を育む。ネットワークを通じて、住民、及び全国

に啓蒙する。

・「広陵かぐや姫まつり」や「広陵金明太鼓」については、今後も引続き保存活用

を図る。

・公共施設・文化施設への適切な機材の配置、機能の高度化を図り、周辺市町村や

関係機関とのネットワーク化を推進する。

　　　　 ・文化的行事や体育祭、文化祭等のイベントに関する情報、社会教育活動や各施設

の利用情報など迅速かつ的確に対応できるよう、情報ネットワークの整備を推進

する。

（４）まちづくり・・・産業の活性化

IT を取り入れ、地域の特性を活かした産業の振興を行い、地域特性を活かした美し

い生活空間、快適生活環境の創造を行う。

奈良は古い都のイメージから脱しきれず、中小企業が多く、中小企業を活性化

し、奈良のアイデンティティを発揮して、IT 革命の主導権、流れを作っていく可

能性を高めることが重要である。保守的とされていた奈良県の企業が、企業の収

益を、高水準に維持できるかどうか、自ら選択した事業領域で着実に成長し収益

を出せるかどうか、多彩な課題の解決に向けて産官学の協力体制確立を検討する。

　　　また、保守的な風土の中で広陵町においても、町内企業がオリジナリティとユニ

ークさを打ち立て、IT を利活用した新たな展開が求められている。

　　①　農業

　　　　IT 社会に適合した農業基盤の充実と農業の新形態の創出を行う。周辺市町村の市街

化動向及び本町の農業経営意向を十分把握して、生産基盤・生産環境の保全・整備、

荒廃農地の活用とともに、新たな農業の展開を検討する。

　　　◆　農業情報システム

　　　　 農業の集団組織化など、新規農業経営体への支援、人材・後継者の育成

新品種の導入や農薬の安全使用など技術指導の強化、農地の流動化の支援

未利用農地などにおける町民農園や観光農園の開設など、新たな農業の展開を検討

する。

　　②　工業

IT を活用して、本町の立地条件、立地環境などを活かした更なる工業の発展、特色

ある地場産業や中小企業の経営の健全化の支援、地場産業の新規産業を創出する。

広陵町の中小企業の自主性、戦略性は何か？　職人の個性的なコンテンツを生かす

のは、インターネットの世界とマッチングする。産業、行政にとって何が大事かを後

記する特徴的な事項を通して、IT 政策を推進しようとするものである。

中小企業の多い広陵町は、IT 革命に取り残されて埋没するか、或は、特長ある自信
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に満ちた事業展開に導くか産官学の協創が不可欠である。広陵町における特徴的な政

策展開を打ち出し、各機関での議論、意見集約を進めるステップを作り、“広陵町への

注目”を大いに発信していく。

　　　◆　中小企業情報システム

　　　　　ネットワークを介して、各種情報の提供、経営相談や指導の充実・強化、各種融

資制度の活用、工場移転など新たな事業展開を支援するための環境づくり、繊維業

やプラスティック業などの地場産業を PR、展示会など、活性化支援、官民協力し

て、新規産業の創出を図る。

　　③　商業

　　ネットワークを通じて、にぎわいのあるまちづくり、多様化、個性化に対応できる

商業経営の合理化、近代化を図り、町内の商業機能の魅力増大に努め、町内外からの

顧客吸引力を高める。

　　　◆　商業情報システム

　　　　　ネットワークを介して、共同事業化、金融支援、などの情報提供、商店街の活性

化、地場産品や地元農産物を活用し、新規販売路、町のにぎわいの創出、新しい商

業集積が可能な幹線道路沿道の環境整備、新商業展開の基礎づくり

６．高度情報化推進体制

これらの情報化を推進するにあたり、本町の全組織が参加する各種の委員会・部会を設

置し、各部門に情報管理責任者と実戦部隊を指名して、総合的かつ戦略的な情報化施策を

積極的に推進するとともに、万全なセキュリティを確保した行政情報システムを構築する。

（１）広陵町高度情報化委員会

　　　長期計画の「第三次広陵町総合計画」及び中期・単年度の施政方針に基き情報化基本

計画、年次・実施計画を策定する。「ひとづくリ」、「夢づくり」、「まちづくり」の 3 本

の基本コンセプトを実現するための施策及び IT 化と事務改善の観点から検討する。合

併を視野に入れた情報化を検討する。委員会の下に、４つの専門部会を設置する。

（２）専門部会

　　　広陵町高度情報化委員会の方針のもとに、４つの専門部会を設置し、それぞれ、具体

的な施策を検討して情報化委員会に報告する。

◆　第一部会：情報化施策

・「第三次広陵町総合計画」及び「基本方針」に基づき、電子自治体構築に向けた IT

化施策を体系的・総合的に確立するための『広陵町高度情報化計画』を策定する。

また、『年次計画』・『アクションプラン』を策定し、効率的・計画的な事業実施を

行う。

・市町村合併が避けて通れない状況に鑑み、電算事務の統合・共同開発、ASP

（Application Service Provider：ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽを提供すること）、iDC（Internet

Data Center：ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ、ﾎｽﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽを提供すること）等について検討を行う。
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・ 情報化施策に関する総合調整を行う。

◆　第二部会：ネットワーク

・庁内のインフラ整備について、策定される高度情報化計画及びセキュリティポリシ

ーに基づき合理的、効果的に再構築案を検討する。

・地域公共ネットワークに関して、電子自治体構築に向けて高度情報化計画及びセキ

ュリティポリシーに基づき合理的、効果的な整備を検討する

◆　第三部会：LGWAN

・総合行政ネットワーク（LGWAN）及び住民基本台帳ネットワークシステム等の行

政広域ネットワークの整備に伴い、その利用に関するコンテンツ等を検討する。

・電子申請・申告、電子入札・納品等のアプリケーションについて、国・県及び他市

町村の動向を踏まえながら、広陵町の電子自治体構築に向けて検討する。

　　 ◆　第四部会：OA 機器

・IT 化に向けての総合的・体系的な OA 機器の整備計画を確立する。

　　　・OA 機器の調達基準、耐用年数及び標準入札仕様書の作成を行う。

　　　・OA 機器の入札に関する制度の確立を行う。

（３）情報化推進責任者及び情報化推進員

・各部に情報化推進責任者を設置し、部の情報化及び情報化推進員について統括する。

・各課に情報化推進員を設置し、各課における情報化の推進、簡易な情報機器障害、特

にパソコンの復旧等を行う。

（４）情報化職員勉強会

　　　情報化に向け、庁内業務に関するアプリケーションの検討を行う。

　　◆　統合型 GIS 勉強会

　　　　　庁内ＬＡＮ環境のもと、町道管理・上下水道管理等のライフライン情報、また、

介護・福祉・防災・救急・防犯などの各業務毎の情報を共用できる空間データとし

て、ＧＩＳ（Geographic Information Sysrems：統合型地理情報システム）で一

元的に整備・管理し、各部署において活用する庁内横断システムを検討することに

より、住民・企業の多様なニーズ対応する質の高い行政サービスを提供するための

調査研究を行う。

◆　HP・グループウェア勉強会

　行政が、各種行政情報を発信する際の強力なツールであり、今後導入されるであ

ろう住民・企業への電子サービス（電子申請・申告等）の基盤をなす行政と住民・

企業との双方向を持った庁内業務システムで、情報化に適したシステムについての

調査研究を行う。

◆　電算システム統合勉強会

　　　自治体を取り巻く社会環境が、合併を避けて通れない状況であることから、合併

時の重要課題である電算システムの統合について、その過程・課題及び解決方法等

について調査研究を行う。
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（５）広陵町情報セキュリティ委員会

　　　情報化推進にあたって、セキュリティ体系を明確にして、確保されるべきセキュリ

ティに関するセキュリティポリシー、及び、その運用を統括する。


