
 【2022年度修正版】

平塚市デジタル化基本方針【アクションプラン】

企画政策部　デジタル推進課

 策定：2021年6月1日

修正：2022年6月1日

１　策定の目的

２　取組事項の分類
取組事項のうち、「新たな日常」の構築に関する事業など優先的に取り組む必要がある取組事項を「重点取組事項」と位置付けます。

３　計画期間

４　見直し

本プランは、デジタル技術の進展や社会経済情勢の変化など必要に応じて、適宜、見直しを行います。
本プランに記載のない【 想定される具体的な取組 】は、事業の実施が見通せた時点で取組事項への追加等の見直しを行います。

平塚市デジタル化基本方針（以下「基本方針」という。）に掲げるデジタル化の３つの展開方針「方針１ 暮らしのデジタル化」「方針２ 行政内部のデジタル化」「方針３
情報セキュリティの確保」に記載する【想定される具体的な取組】は、基本方針の策定時点において、想定される取組みを網羅的に例示したものであり、個々の取組みの
具体的な進め方を示すものではありません。ついては、具体的に取り組む事業の内容やスケジュールを整理し明らかにすることで、本市のデジタル化を着実に進めていく
ことを目的として本アクションプランを策定します。

基本方針では、個別施策を平塚市総合計画～ひらつかNEXT～や平塚市行財政改革計画（2020-2023）などの実施計画に位置付けて実施することとしています。この
ことから、本プランの計画期間は、総合計画及び行財政改革計画の実施計画期間と終期をあわせ、2021年6月から2024年3月までの2年10か月とします。
※本プランの計画期間が終了する前に、基本方針の適用期間である2026年3月までの次期アクションプランを策定します。



【修正履歴】

策定日／修正日 概要

初版 2021年6月1日 2021年5月に策定した平塚市デジタル化基本方針を受け、その取組を具体化するためにアクションプランを策定しました。

修正 2022年6月1日

①平塚市総合計画2022年度版実施計画及び平塚市行財政改革計画（２０２０－２０２３）～追補版：令和４年度追加事業
～に位置付けられた新たな事業のうち、デジタル化に関連する事業を取組事項として新たに追加しました。
②2021年度の取組実績を記載するとともに、2022年度及び2023年度の取組実績を記載する欄を設けました。
③2021年度の取組実績などを受けて、2022年度以降の計画等を一部修正しました。



５　取組一覧
 （１）重点取組事項

№ 区分 取組内容 推進課 実施課 備考

1
方針１
暮らしのデジタル化

各種申請や届出のオンライン化 デジタル推進課
デジタル推進課
庁内各課

行財政改革計画
自治体DX推進計画※

2
方針１
暮らしのデジタル化

各種支払いのキャッシュレス対応 デジタル推進課

デジタル推進課
公共施設予約システム関係各
課
現金取扱のある課

行財政改革計画

3
方針１
暮らしのデジタル化

デジタル機器の操作などに不慣れな市
民に向けた操作支援セミナーの開催

デジタル推進課 デジタル推進課 自治体DX推進計画

4
方針３
情報セキュリティの確保

情報システム部門の業務継続計画（ＩＣ
Ｔ-ＢＣＰ）の見直しと改善

デジタル推進課 デジタル推進課

推進課：事業が円滑に進むように、実施課と連携し、関係各課間や事業者との調整や実施課への技術的支援などを行う。
 実施課：システム導入・運用やシステムを使った市民サービスの実施など事業を実施する。

※自治体DX推進計画：総務省が2020年12月に策定した、自治体が重点的に取り組むべきデジタル・トランスフォーメーション（DX）に関する事項を取
りまとめた計画
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 （２）取組事項
№ 区分 取組内容 推進課 実施課 備考

5
方針１
暮らしのデジタル化

公共施設における公衆無線ＬＡＮの拡
充

デジタル推進課
デジタル推進課
中央公民館

6
方針１
暮らしのデジタル化

地域経済におけるキャッシュレス化の推
進

産業振興課
産業振興課
関係課

総合計画実施計画

7
方針１
暮らしのデジタル化

コミュニティ活動支援における講座等の
オンラインの活用

協働推進課 協働推進課
総合計画実施計画
自治体DX推進計画

8
方針１
暮らしのデジタル化

中小企業等へのデジタル化支援 産業振興課 産業振興課
総合計画実施計画
自治体DX推進計画

9
方針１
暮らしのデジタル化

（2022年度追加事業）
中小企業のEC化支援

商業観光課 商業観光課
総合計画実施計画
自治体DX推進計画

10
方針１
暮らしのデジタル化

デジタル技術を活用したスマート農業の
推進

農水産課 農水産課 総合計画実施計画

11
方針１
暮らしのデジタル化

民間保育所等におけるＩＣＴの活用支援 保育課 保育課 総合計画実施計画

12
方針１
暮らしのデジタル化

オンライン相談の実施 デジタル推進課
こども家庭課
青少年課
関係課

総合計画実施計画

13
方針１
暮らしのデジタル化

窓口サービスの改革
デジタル推進課
企画政策課

デジタル推進課
企画政策課
市民課
関係課

行財政改革計画

14
方針１
暮らしのデジタル化

（2022年度追加事業）
電子契約の検証

契約検査課
デジタル推進

契約検査課
デジタル推進

行財政改革計画

15
方針１
暮らしのデジタル化

マイナンバーカードの普及 マイナンバー推進課
マイナンバー推進課
デジタル推進課

行財政改革計画
自治体DX推進計画

16
方針１
暮らしのデジタル化

GIGAスクール構想の推進（教育環境
におけるデジタル化の推進）

教育研究所 教育研究所 総合計画実施計画

17
方針１
暮らしのデジタル化

デジタル教科書の導入推進 教育指導課 教育指導課 総合計画実施計画
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№ 区分 取組内容 推進課 実施課 備考

18
方針１
暮らしのデジタル化

タブレット端末等を活用した授業による
学習支援の実施

生活福祉課 生活福祉課 総合計画実施計画

19
方針１
暮らしのデジタル化

美術館におけるデジタルコンテンツの拡
充

美術館 美術館 総合計画実施計画

20
方針１
暮らしのデジタル化

（2022年度追加事業）
博物館における電子展示システムの活
用

博物館 博物館 総合計画実施計画

21
方針１
暮らしのデジタル化

図書館における電子書籍の提供 中央図書館 中央図書館 総合計画実施計画

22
方針１
暮らしのデジタル化

ＬＩＮＥセグメント配信 デジタル推進課
デジタル推進課
関係課

23
方針１
暮らしのデジタル化

通いの場（サロン）におけるICTを活用
したつながり促進

地域包括ケア推進課 地域包括ケア推進課
総合計画実施計画
自治体DX推進計画

24
方針１
暮らしのデジタル化

（2022年度追加事業）
災害用ドローンの活用

消防救急課 消防救急課

25
方針２
行政内部のデジタル化

ＡＩやＲＰＡの活用 デジタル推進課
デジタル推進課
税務各課
関係課

行財政改革計画
自治体DX推進計画

26
方針２
行政内部のデジタル化

ペーパーレスの推進 デジタル推進課
デジタル推進課
財政課
庁内各課

行財政改革計画

27
方針２
行政内部のデジタル化

コミュニケーションシステムの導入 デジタル推進課 デジタル推進課 行財政改革計画

28
方針２
行政内部のデジタル化

オープンデータの活用促進 デジタル推進課
デジタル推進課
関係課

自治体DX推進計画

29
方針２
行政内部のデジタル化

データ分析に基づく健康事業の実施 保険年金課
保険年金課
健康課
地域包括ケア推進課

総合計画実施計画

30
方針２
行政内部のデジタル化

（2022年度追加事業）
農道台帳のデジタル化

農水産課 農水産課 総合計画実施計画
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№ 区分 取組内容 推進課 実施課 備考

31
方針２
行政内部のデジタル化

（2022年度追加事業）
ごみ収集のデジタル化

収集業務課
収集業務課
デジタル推進課

32
方針２
行政内部のデジタル化

テレワーク環境の拡充 デジタル推進課
デジタル推進課
職員課

自治体DX推進計画

33
方針２
行政内部のデジタル化

情報システム調達ガイドラインの策定 デジタル推進課
デジタル推進課
企画政策課
契約検査課

行財政改革計画

34
方針２
行政内部のデジタル化

情報システムの標準化・共通化への対
応

デジタル推進課
デジタル推進課
標準化対象20業務所管課

自治体DX推進計画

35
方針２
行政内部のデジタル化

地理情報システムの統合による最適化 デジタル推進課
デジタル推進課
地理情報システム利用課

行財政改革計画

36
方針２
行政内部のデジタル化

デジタル人材の育成 デジタル推進課
デジタル推進課
職員課

自治体DX推進計画

37
方針３
情報セキュリティの確保

情報セキュリティポリシーの適切な運用 デジタル推進課 デジタル推進課 自治体DX推進計画

38
方針３
情報セキュリティの確保

新たな情報セキュリティクラウドへの対
応

デジタル推進課 デジタル推進課 自治体DX推進計画

39
方針３
情報セキュリティの確保

被災者台帳システムを活用した訓練の
実施

災害対策課
災害対策課
デジタル推進課
関係課

総合計画実施計画

4



６　取組方法
（１）重点取組事項

計画

実績

計画

実績

方針1 暮らしのデジタル化 行財政改革計画/自治体DX推進計画
取組内容 目的 推進課 実施課

１
各種申請や届出のオンライン化

オンラインで各種の行政手続を行えるようにすることで、時間的、距離的制約がなくなるなどの市民の利
便性を向上するとともに、感染症対策として人と人との接触機会を減らします。

デジタル推進課
デジタル推進課

庁内各課

活動内容 2022年度 2023年度

方針1 暮らしのデジタル化 行財政改革計画
取組内容 目的

電子申請システムによるオンラインでの申請・届出が
可能な手続を拡充します。
オンライン申請用の入力画面を職員が作成できるよう
に研修を実施します。

・9～10月に入力画面の作成方法について、職員研修
を行いました。（参加:17課 30名）
・入力画面の作成を委託により107種類作成しまし
た。
・庁内検討を進め652種類の申請・届出がオンライン
化可能と整理するとともに、258種類の申請・届出を
オンライン化しました。

推進課 実施課

目標

2
各種支払いのキャッシュレス対応

オンラインで各種支払いを行えるようにすることで、時間的、距離的制約がなくなるなど市民の利便性を
向上させるとともに、窓口でのキャッシュレス決済を進めることで感染症対策として現金の受け渡しを減
らします。

デジタル推進課
デジタル推進課
公共施設予約システム関係課
現金取扱のある課

活動内容 2021年度 2022年度 2023年度

公共施設予約システムにキャッシュレス決済を導入し
ます。
現金を扱っている窓口でのキャッシュレス対応を拡大
します。

・キャッシュレス対応推進の基本的な考え方を整理
して取組を進めました。
・公共施設予約システムで予約する施設の利用料等
について、スポーツ施設はオンライン、文化施設は
窓口でのキャッシュレス決済を3月1日に開始しまし
た。
・市庁舎本館市民課窓口でキャッシュレス決済を3月
17日に開始しました。

2021年度

①毎年度10種類以上の手続をオンライン化します。
②2021年度上期に庁内各課がオンライン化可能とした手続を2023年度までに全てオンライン化します。

目標
①2021年度に公共施設予約システムのキャッシュレス対応を完了しサービスを開始します。
②2021年度に窓口でのキャッシュレス対応を整理し順次拡大します。（2023年度までに3か所以上拡大します。）

対象手続の整理
職員研修

手続の拡充 手続の拡充 手続の拡充

キャッシュレス対応の拡充

キャッシュレス決済 稼働公共施設予約システム改修

窓口キャッシュレスの整理 キャッシュレス対応の拡充

職員研修 職員研修

5



計画

実績

計画

実績

方針1 暮らしのデジタル化 自治体DX推進計画
取組内容 目的 推進課 実施課

3
デジタル機器の操作などに不慣れな市民に向けた操作
支援セミナーの開催

スマートフォンの操作に不慣れな高齢者に対し操作支援セミナーを実施し、オンライン申請やキャッシュ
レス決済などを利用した利便性向上や感染症対策につながるデジタル社会への参加を促します。

デジタル推進課 デジタル推進課

活動内容 2021年度 2022年度 2023年度

スマートフォンを持っていない高齢者向けに操作支援
セミナーを実施します。
スマートフォンに関する相談窓口を設置します。 ・地区公民館と共催のシニア教室として、スマート

フォン体験セミナーを開催しました。
　セミナー数 12月1日～3月25日の間で32回開催
　受講者総数 547名

方針1 暮らしのデジタル化
取組内容 目的 推進課 実施課

ICT-BCPを全面的に見直し、行政運営において必要不可欠な情報システムが、地震や風水害などの自然災
害だけでなく、感染症が拡大しているときでも適切に機能し業務が継続できるようにします。

デジタル推進課 デジタル推進課

活動内容 2021年度 2022年度 2023年度

目標
①2021年度に500名を対象にセミナーを開催します。
②2023年度までに延べ1500名を対象にセミナーを開催します。

目標
①2021年度にICT-BCPを全面的に見直し計画書を改正します。
②2022年度から災害等対応訓練を実施します。

ＩＣＴ-ＢＣＰについて感染症拡大時の対応を含めた内
容に全面的に見直します。

・ICT部門における業務継続計画を見直し、感染症拡
大時の対応、非常時優先業務の順位付けの考え方な
どを整理して改正しました。
・BCP発動時の具体的な行動手順を示す業務継続計画
書(ICT-BCP)実施手順編の策定に着手しました。

4
情報システム部門の業務継続計画（ＩＣＴ-ＢＣＰ）の
見直しと改善

セミナー開催

相談窓口の設置
開催方法の検討

セミナー開催セミナー開催

計画書改正
対応訓練実施

行動手順の策定 見直し
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（２）取組事項

計画

実績

計画

実績

方針1 暮らしのデジタル化
取組内容 推進課 実施課目的

５
公共施設における公衆無線ＬＡＮの拡充

デジタル推進課
デジタル推進課

中央公民館

活動内容 2022年度 2023年度2021年度

公共施設における公衆無線ＬＡＮを拡充し、施設利用者の利便性向上を図ります。

公共施設に公衆無線ＬＡＮを整備・拡充します。
・公共施設等への公衆無線LAN整備計画を見直し、・3
月に文化芸術ホールに公衆無線LANを整備し利用を開
始しました。
・6月から順次、八幡公民館、旭南公民館、松原公民館
で公衆無線LANの利用を開始しました。
12月に「平塚市公共施設への公衆無線ＬＡＮ整備方
針」を策定しました。

方針1 暮らしのデジタル化 総合計画実施計画
取組内容 目的 推進課 実施課

6
地域経済におけるキャッシュレス化の推進

「新しい生活様式」に対応した地域のキャッシュレス化を推進します。 産業振興課
産業振興課

関係課

活動内容 2021年度 2022年度 2023年度

スマートフォンを活用したプレミアムポイントを発行します。 ・スターライトポイント（プレミアムポイント）を発行しまし
た。
　　発行総額 922,110,000円
　　購入者数 38,740人
　　加盟店数 1,025店舗（ポイント利用期間中）

実施

あり方の検討

整備方針の見直し
文化芸術ホール整備

地区公民館で検証

地区図書館整備

地区公民館順次拡充

整備方針の見直し

実施
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計画

実績

計画

実績

計画

実績

ITツールの導入に係る経費に対して補助します。
IT導入を支援する専門家派遣を行います。 ・ソフトウェア導入等支援補助金を交付しました。

　　補助件数 24件
・ＩＴセミナーを開催しました。
　　テーマ 「ＩＴツールでできる！業務改善と成功のポイント」
　　参加者数 11名

8
中小企業等へのデジタル化支援 中小企業等の生産性向上や効率化を支援します。 産業振興課 産業振興課

活動内容 2021年度 2022年度 2023年度

方針1 暮らしのデジタル化 総合計画実施計画/自治体DX推進計画
取組内容 目的 推進課 実施課

方針1 暮らしのデジタル化 総合計画実施計画/自治体DX推進計画
取組内容 目的 推進課 実施課

7
コミュニティ活動支援における講座等のオンラインの活用

コミュニティ活動を担う自治会や市民活動団体が、オンラインを活用した新たな日常における地域のつながりを維
持するための取組を支援します。

協働推進課 協働推進課

活動内容 2021年度 2022年度 2023年度

オンラインによる講座・イベント、会議等を実施します。
ちいき情報局の活用を促進します。

・ひらつか市民活動センターにおいて、オンライン活用を
検討している団体からの個別相談等に対応しました。ま
た、主催事業として、オンラインを活用して団体の情報発
信力を高めるための講座を開催しました。
・ひらつか地域づくり市民大学を、市民活動センターで
の対面による受講の他、４つの地区公民館からオンライ
ンで受講できるようにし、各地区の様々な地域団体に参
加いただきました。
・ちいき情報局の全地区開局を達成するとともに、平塚
市公式LINEと連携させ、制度の周知に努めました。

方針1 暮らしのデジタル化 総合計画実施計画/自治体DX推進計画
取組内容 目的 推進課 実施課

9（2022年度追加事業）
中小企業のEC化支援 中小企業のECサイト構築を支援します。 商業観光課 商業観光課

活動内容 2021年度 2022年度 2023年度

ECサイト構築に係る経費に対して補助します。
ECサイト構築を支援する専門家派遣を行います。

団体の状況に応じ検討、準備又は実施 団体の状況に応じ検討、準備又は実施 団体の状況に応じ検討、準備又は実施

実施

あり方の検討

実施

あり方の検討

実施

8



計画

実績

計画

実績

計画

実績

オンラインによる相談業務を実施します。 ・Web会議システムを活用したオンライン面談を実施し
ました。（６回）
・9月及び10月に青少年相談でLINEを活用したチャッ
ト相談の検証を行いました。

１２
オンライン相談の実施

ビデオ通話システムなどを活用したオンライン相談を実施し、相談者が気軽に相談が出来る環境を整えます。 デジタル推進課
こども家庭課

青少年課
関係課

活動内容 2021年度 2022年度 2023年度

方針1 暮らしのデジタル化 総合計画実施計画
取組内容 目的 推進課 実施課

スマート農業等の先進技術の導入を支援します。
スマート農業の導入を13件支援しました。

方針1 暮らしのデジタル化 総合計画実施計画
取組内容 目的 推進課 実施課

11
民間保育所等におけるＩＣＴの活用支援

民間保育所における職員の業務負担の軽減を図るため、ＩＣＴの活用を支援します。 保育課 保育課

活動内容

10
デジタル技術を活用したスマート農業の推進

農業の生産性を飛躍的に高めるため、デジタル技術等を活用できる環境整備を進めます。 農水産課 農水産課

活動内容 2021年度 2022年度 2023年度

方針1 暮らしのデジタル化 総合計画実施計画
取組内容 目的 推進課 実施課

2021年度 2022年度 2023年度

ＩＣＴの導入にかかる経費を補助します。

・ICT導入にかかる補助を行いました。
　補助件数 30件

支援

青少年相談でチャット相談を検証

オンライン面談等による子育て相談の実施

各種相談業務におけるオンライン面談の拡充

実施 実施 実施
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計画

実績

計画

実績

計画

実績

出張申請を行うなどマイナンバーカードの取得促進を行いま
す。
マイナンバーカード（電子証明書やマイナポータルなど）を活
用する仕組を導入します。

・地区公民館及び大型商業施設等へ出張申請支援を
計15回実施しました。（地区公民館等10回、大型商業
施設5回）
・企業に対する取得支援を2回実施しました。
・マイナンバーカード内の情報を読み取り、申請書を自動
作成するシステム（ノーライト化）を導入しました。

15
マイナンバーカードの普及

マイナンバーカードの取得促進に向けた取組を進めるとともに、マイナンバーカードを活用したサービスを導入し、市
民の利便性向上を図ります。

マイナンバー推進課
マイナンバー推進課

デジタル推進課

活動内容 2021年度 2022年度 2023年度

方針1 暮らしのデジタル化 行財政改革計画/自治体DX推進計画
取組内容 目的 推進課 実施課

手続案内ナビゲーションシステムを導入します。
申請書等の作成支援システムを導入します。
ご遺族サポートコーナーを設置します。 ・窓口サービスの改善に向けて、先進自治体の導入事例

や事業者から製品情報を収集するなど、調査研究を行
いました。

方針1 暮らしのデジタル化 行財政改革計画
取組内容 目的 推進課 実施課

14（2022年度追加事業）
電子契約の検証

契約のデジタル化を推進し、事業者等の負担の軽減、事務の効率化につなげます。
契約検査課

デジタル推進課
契約検査課

デジタル推進課

活動内容

13
窓口サービスの改善

デジタル技術を活用した手続案内や申請書等の作成支援を行うことで、市民等が分かりやすく便利な窓口に改善
するとともに、事務の効率化を図ります。

デジタル推進課
企画政策課

デジタル推進課
企画政策課

市民課
関係課

活動内容 2021年度 2022年度 2023年度

方針1 暮らしのデジタル化 行財政改革計画
取組内容 目的 推進課 実施課

2021年度 2022年度 2023年度

電子契約の実証実験を行い、効果、課題を検証します。

調査・研究

カードを活用する仕組みの調査・検討

取得促進 取得促進 取得促進

運用手続ナビの整備

申請書作成支援の整備 運用・拡充

ご遺族サポート
コーナー設置

運用

調査・検討 実証・検証
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計画

実績

計画

実績

計画

実績

導入済みのタブレット端末を活用したリモート授業を実施し
ます。

感染症の影響下で、どうすれば効率的な学習指導を行
えるか、研究しました。

18
タブレット端末等を活用した授業による学習支援の実施

生活困窮世帯等の中学生を対象とした学習支援において、感染症の影響下でも効率的な学習指導を実施します。 生活福祉課 生活福祉課

活動内容 2021年度 2022年度 2023年度

方針1 暮らしのデジタル化 総合計画実施計画
取組内容 目的 推進課 実施課

小学校5・6年生及び中学校全学年の英語を対象として指
導者用デジタル教科書を導入します。

4月にすべての小中学校に指導者用デジタル教科書
（小学校5・6年及び中学校全学年の英語）を導入しまし
た。

17
デジタル教科書の導入推進

指導者用デジタル教科書を導入し、児童生徒の学びを充実させます。 教育指導課 教育指導課

活動内容 2021年度 2022年度 2023年度

方針1 暮らしのデジタル化 総合計画実施計画
取組内容 目的 推進課 実施課

すべての小中学校の教室に配備した大型液晶モニターや一
人一台のタブレット端末、学習教材ソフト等を活用した授業
を本格的に実施します。

・教職員向けの研修を21回実施しました。
・タブレット端末活用に関する動画マニュアルを4本作成
しました。

16
GIGAスクール構想の推進
（教育環境におけるデジタル化の推進）

子どもたち一人一人に個別最適化された学びを推進します。 教育研究所 教育研究所

活動内容 2021年度 2022年度 2023年度

方針1 暮らしのデジタル化 総合計画実施計画
取組内容 目的 推進課 実施課

システムの活用

授業の実施

検討 運用

教科書の導入
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計画

実績

.

計画

実績

計画

実績

電子図書館の導入、電子書籍の提供 ・電子図書館の構築を行い、7月7日に電子図書館の
サービスを開始しました。
　　令和３年度末時点でのタイトル数　９，０４５冊
　　令和３年度の貸出冊数　　　　　　６，５６１冊

21
図書館における電子書籍の提供

図書館に来館しなくても手軽に読書を楽しめるよう、電子図書館を導入し、インターネットを通じて電子書籍を利用
することができるようにします。

中央図書館 中央図書館

活動内容 2021年度 2022年度 2023年度

方針1 暮らしのデジタル化 総合計画実施計画
取組内容 目的 推進課 実施課

ウェブ上のデジタルコンテンツを拡充します。 本館所蔵作品のうち、日本画244点の画像をウェブ上
で公開しました。

１９
美術館におけるデジタルコンテンツの拡充

市民が気軽に美術活動に触れる機会を提供します。 美術館 美術館

活動内容 2021年度 2022年度 2023年度

方針1 暮らしのデジタル化 総合計画実施計画
取組内容 目的 推進課 実施課

方針1 暮らしのデジタル化 総合計画実施計画
取組内容 目的 推進課 実施課

20（2022年度追加事業）
博物館における電子展示システムの活用 画像、動画や音声などを活用し、展示の理解を深めます。 博物館 博物館

活動内容 2021年度 2022年度 2023年度

電子展示システムを更新し、スマートフォンやタブレット端末
を用いた、解説や画像、動画、音声など展示の理解を助ける
付加情報の機能の拡充を進めます。

拡充 拡充 拡充

導入・運用 運用 運用

システム更新 拡充
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計画

実績

計画

実績

計画

実績

通いの場を中心に高齢者に対するスマートフォン活用講座
等を開催します。

・通いの場等を対象に高齢者同士の「つながり」支援と
して、グループ電話やミーティング機能をもつLINE（ライ
ン）やZoom（ズーム）の使い方を学び体験する「通いの
場等の高齢者のためのスマートフォン活用講座」を開催
しました。
　　6月28日～2月8日の間に4講座(1講座4回)開催
　　通いの場等4団体に実施
　　参加人数 延べ103人

方針1 暮らしのデジタル化
取組内容 目的 推進課 実施課

24（2022年度追加事業）
災害用ドローンの活用

災害用ドローン活用し、建物火災等の状況確認や水害・土砂災害等大規模災害時の被害状況を早期に確認する
ことで、より安全かつ効果的な部隊運用を図ります。また、収集した情報を関係部局と共有することで、災害対応力
の強化を図ります。

消防救急課 消防救急課

活動内容

23
通いの場（サロン）におけるICTを活用したつながり促進

高齢者がＳＮＳを通じて人とのつながりを維持できるようにします。 地域包括ケア推進課 地域包括ケア推進課

活動内容 2021年度 2022年度 2023年度

方針1 暮らしのデジタル化 総合計画実施計画/自治体DX推進計画
取組内容 目的 推進課 実施課

ＬＩＮＥ公式アカウントに受信者側で取得する情報が選択で
きるセグメント配信機能を追加します。
各課からＬＩＮＥ公式アカウントで情報を配信できるように体
制を強化します。

・平塚市公式LINEアカウントにセグメント配信機能を追
加して、7月から各課から情報配信できる体制でサービ
スを開始しました。

22
ＬＩＮＥセグメント配信

市から発信する情報を充実させるとともに、情報過多など受信者側の煩わしさの軽減を図ることで、一人一人に適
した情報が的確に届くようにします。

デジタル推進課
デジタル推進課

関係課

活動内容 2021年度 2022年度 2023年度

方針1 暮らしのデジタル化
取組内容 目的 推進課 実施課

2021年度 2022年度 2023年度

災害用ドローンを活用し、建物火災や水害・土砂災害等の
被害状況を早期に確認します。

機能追加
運用

体制強化

開催 開催 開催

準備 試行運用 本格運用

機能追加

体制強化
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計画

実績

計画

実績

計画

実績

グループウェアの更改に合わせ、コミュニケーション機能の
拡充を行います。

・グループウェア製品の調査を行うとともに、7月から10
月までデジタル推進課内で評価・検証を行いました。
・システム更改に向けて機能要件を精査し、仕様書作成
作業を進めました。

27
コミュニケーションシステムの導入

グループチャット、オンライン会議、データ共有、ワークフローなど職員間コミュニケーション用のシステムを活用して
業務の効率化を図り、生み出した時間等を市民サービスの向上に繋げます。

デジタル推進課 デジタル推進課

活動内容 2021年度 2022年度 2023年度

方針2 行政内部のデジタル化 行財政改革計画
取組内容 目的 推進課 実施課

財務会計システムに電子決裁機能を追加します。
2023年度に予定しているノートPCの更新時にタブレット端
末に入替を進め、会議のペーパーレス化を促進します。

・財務会計システムに電子決裁機能を追加し、3月から
検証を始めました。
・7月にペーパーレス会議強化月間を設け、ペーパーレス
会議のコツやメリットなど周知し促進を図りました。

26
ペーパーレスの推進

電子決裁やペーパーレス会議によるペーパーレス化を進めることで、省資源化を図るとともに業務を効率化し、生
み出した時間等を市民サービスの向上に繋げます。

デジタル推進課
デジタル推進課

財政課
庁内各課

活動内容 2021年度 2022年度 2023年度

方針2 行政内部のデジタル化 行財政改革計画
取組内容 目的 推進課 実施課

AI-OCRとRPAを導入し事務処理を自動化・高速化します。

・7月から、市民税課及び固定資産税課の課税業務で
RPAの検証を行いました。
・7月から、市民税課及び固定資産税課の課税業務で
AI-OCRの検証を行いました。
・こども家庭課でRPAを導入し、12月～1月に子育て世
帯への臨時特別給付金事務で活用しました。

25
AIやRPAの活用

AIやRPAを導入し事務処理を自動化・高速化することで、業務の効率化を図り、生み出した時間等を市民サービ
スの向上に繋げます。

デジタル推進課
デジタル推進課

税務各課
関係課

活動内容 2021年度 2022年度 2023年度

方針2 行政内部のデジタル化 行財政改革計画/自治体DX推進計画
取組内容 目的 推進課 実施課

税務部門で検証 全庁展開に向け検証を拡充 全庁で運用

財務会計 システム整備 運用検証

会議のペーパーレス化の促進

タブレット端末に入替

調査・研究 運用検証 システム更改 稼働
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計画

実績

計画

実績

計画

実績

活動内容 2021年度 2022年度 2023年度

農道台帳をデジタル化し、統合型地理情報システムに搭載
します。

方針2 行政内部のデジタル化 総合計画実施計画
取組内容 目的 推進課 実施課

30（2022年度追加事業）
農道台帳のデジタル化

農道台帳の再整備にあわせ、デジタル化を進め農業インフラの維持管理の高度化を進めます。 農水産課 農水産課

ＫＤＢ（国保データベース）システム等を活用したデータ分析
から健康課題の整理、分析を行います。

・KDBシステム及びKDB２次加工ツール等からのデータ
をもとに、健診・医療・介護の状況から見える健康課題を
分析し、優先的に取り組む課題を共有しました。

29
データ分析に基づく健康事業の実施

保健事業と介護予防の一体的な実施を推進し、健康寿命の延伸を図ります。 保険年金課
保険年金課

健康課
地域包括ケア推進課

活動内容 2021年度 2022年度 2023年度

方針2 行政内部のデジタル化 総合計画実施計画
取組内容 目的 推進課 実施課

提供するオープンデータを拡充します。
データを適切に更新し鮮度を確保します。
市民や事業者等からのオープンデータに関する相談窓口を
設置します。
標準データセットへの対応を検討します。

・8月にオープンデータに関する相談窓口を設置しまし
た。
・統計情報に関するデータを拡充しました。

28
オープンデータの活用促進

市民や事業者によるオープンデータの利活用を促進することで各種活動の活性化を図ります。 デジタル推進課
デジタル推進課

関係課

活動内容 2021年度 2022年度 2023年度

方針2 行政内部のデジタル化 自治体DX推進計画
取組内容 目的 推進課 実施課

窓口設置 運用

データ拡充・更新

標準データセット対応の検討

データ拡充・更新 データ拡充・更新

分析 方向性の検討 各種計画への反映

デジタル化・システム搭載 デジタル化・システム搭載
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計画

実績

計画

実績

計画

実績

情報システム調達ガイドラインを策定します。 ・先進自治体や国のガイドラインなどの調査、研究をすす
め、庁内検討を本格的に進めるためのガイドライン（たた
き台）を作成しました。

33
情報システム調達ガイドラインの策定

情報システムの調達における全庁的な考え方と手続に関するガイドラインを策定して、カスタマイズの抑制や情報シ
ステムの全体最適化を行い、効率的なシステム調達と情報システムに関するコスト肥大化の抑制を図ります。

デジタル推進課
デジタル推進課

企画政策課
契約検査課

活動内容 2021年度 2022年度 2023年度

方針2 行政内部のデジタル化 行財政改革計画
取組内容 目的 推進課 実施課

202３年度に予定しているノートPCのタブレット端末への入
替にあわせ、テレワーク環境を拡充します。

・7月から9月にテレワーク強化月間を設け、普及促進を
図りました。
・強化月間後にアンケートを実施して実施状況の検証と
課題の整理を行い、テレワーク環境を改善しました。

32
テレワーク環境の拡充

多様化、増大化する行政需要に限られた職員数で対応できるよう、デジタル技術を活用して職員一人一人が、それ
ぞれの状況に応じた柔軟な働き方が行える職場環境の構築を進めます。

デジタル推進課
デジタル推進課

職員課

活動内容 2021年度 2022年度 2023年度

方針2 行政内部のデジタル化 自治体DX推進計画
取組内容 目的 推進課 実施課

方針2 行政内部のデジタル化
取組内容 目的 推進課 実施課

31（2022年度追加事業）
ごみ収集業務のデジタル化

収集車両に搭載したタブレット端末の位置情報やごみ集積所などの地図情報を活用したごみ収集運搬業務のデ
ジタル化を進め、安心・安全・確実な作業の実施と不法投棄対策・排出指導の強化を行います。更に、収集ルートの
効率化を行い、CO２の排出量削減を図ります。

収集業務課
収集業務課

デジタル推進課

活動内容 2022年度 2023年度

収集車両に搭載したタブレット型端末の位置情報、ごみ集積
所の位置情報及び地図データを連動させた情報が共有で
きるシステムを導入します。

現環境の検証 拡充整備拡充方針の作成 拡充

検討 運用策定

拡充方針の作成

調査・研究 試験導入 結果分析 本格導入に向けた検討
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計画

実績

計画

実績

計画

実績

デジタル化関連の研修を実施します。 ・デジタル推進員説明会（5月）、デジタル化推進セミ
ナー（11月）、職員向けe-ラーニング（8～11月）を行い
ました。
・研修計画の策定に向けて、人事所管課と協議・調整を
行いました。

36
デジタル人材の育成

職員のデジタル化に関する知識や技術の向上に取り組むとともに、デジタル技術を活用した業務効率化や市民の
利便性向上に取り組む組織風土を醸成し、質の高い行政サービスの提供に繋げます。

デジタル推進課
デジタル推進課

職員課

活動内容 2021年度 2022年度 2023年度

方針2 行政内部のデジタル化 自治体DX推進計画
取組内容 目的 推進課 実施課

デジタル推進課が運用管理している地理情報システムの更
改に合わせ、各課が個別に運用管理している複数の地理情
報システムを一つの地理情報システムに集約します。

・統合型GIS、都市計画GIS、建築基準法道路GIS、道
路・河川占用台帳システムを集約した新たな統合型GIS
を構築し、3月から運用を開始しました。

35
地理情報システムの統合による最適化

複数の地理情報システムを一つのシステムに統合してデータの共有化や運用・保守の一本化などの全体最適化を
行いシステム関連コストの削減を図ります。

デジタル推進課
デジタル推進課

地理情報システム利用課

活動内容 2021年度 2022年度 2023年度

方針2 行政内部のデジタル化 行財政改革計画
取組内容 目的 推進課 実施課

標準化対応システムへ移行します。 ・国からの情報を収集するともに、庁内関係各課へ周知
しました。
・標準化対応システムへの意向にかかる担当者を指定し
ました。

34
情報システムの標準化・共通化への対応

国が進めている住民記録、税、福祉など20業務に関する自治体情報システムの標準化・共通化に対応したシステ
ムに移行し、運用・保守などのシステム関連コストの削減を図ります。

デジタル推進課
デジタル推進課

標準化対象20業務所管課

活動内容 2021年度 2022年度 2023年度

方針2 行政内部のデジタル化 行財政改革計画/自治体DX推進計画
取組内容 目的 推進課 実施課

国の状況等情報収集

庁内体制整備 移行計画の策定

システム移行 運用

研修計画の検討 研修の実施

調査・検討

研修計画の策定

研修の実施
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計画

実績

計画

実績

計画

実績

被災者台帳システムを活用した訓練の実施 ・7月3日の大雨でシステムを使用した災害対応を実務
として実施しました。
・関係各課に必要な端末等の配備を行い、定例業務で
ある住基データの定期取込みを関係課と連携し実施し
ました。

39
被災者台帳システムを活用した訓練の実施

被災者の生活再建を支援するため、罹災証明書等の申請や各種相談に迅速に対応する体制を整えます。 災害対策課
災害対策課

デジタル推進課
関係課

活動内容 2021年度 2022年度 2023年度

方針3 情報セキュリティの確保 総合計画実施計画
取組内容 目的 推進課 実施課

新たな情報セキュリティクラウドに対応するために、庁内ネッ
トワークの再構築を行います。

・２月に新たな仮想ブラウザに切り替えました。
・県及び県内自治体による会議に参加し、次期情報セ
キュリティクラウドに関する情報収集と意見交換を行うと
ともに、庁内ネットワーク環境の変更等について検討を
進めました。

38
新たな情報セキュリティクラウドへの対応

国・県で検討を進めている新たな情報セキュリティクラウドに対応し、情報セキュリティの確保と職員の事務効率の
向上の両立を図ります。

デジタル推進課 デジタル推進課

活動内容 2021年度 2022年度 2023年度

方針3 情報セキュリティの確保 自治体DX推進計画
取組内容 目的 推進課 実施課

情報セキュリティポリシーを適切に運用します。 ・6月及び12月にセキュリティ自己点検を実施するととも
に、８月には情報セキュリティ内部監査を実施しました。
・３月に監査結果や国のガイドラインを踏まえて情報セ
キュリティポリシーを見直し改正しました。

37
情報セキュリティポリシーの適切な運用

情報セキュリティを確保するために、地方公共団体の情報セキュリティポリシーガイドラインの改訂や情報セキュリ
ティ監査結果などを踏まえて、情報セキュリティポリシー関連文書の見直しを行い適切に運用します。

デジタル推進課 デジタル推進課

活動内容 2021年度 2022年度 2023年度

方針3 情報セキュリティの確保 自治体DX推進計画
取組内容 目的 推進課 実施課

ガイドラインの改訂等情報セキュリティに関する情報収集

見直し・改正

自己点検・監査

見直し・改正

自己点検・監査 自己点検・監査

情報収集 再構築の検討 運用再構築

実施 実施実施

見直し・改正
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