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1. 情報化の動向と現状 
1.1. 情報通信技術(ICT)の動向 

1.1.1. 経済、社会インフラとしてのインターネット活⽤の深化 
インターネットをはじめとする情報通信技術(ICT)は、既にあらゆる産業・分野に浸透し、

経済・社会活動を⽀えるインフラとなっている。個⼈のインターネット利⽤率の推移を⾒る
と、2013 年以降、約 8 割程度で推移し横ばいとなっている(図表 1)。直近 1、2 年で利⽤率
が減少に転じているのは、インターネット利⽤率が他の年齢層に⽐べて低い 65 歳以上の⾼
齢層の⼈⼝⽐が拡⼤していることに起因するものと考えられる(図表 2)。年齢層別に⾒ると、
13 歳以上 60 歳未満の層では利⽤率が 9 割を超えている(図表 2)。 

 
図表 1 インターネット利⽤率の推移(出典:平成 30 年通信利⽤動向調査) 

 
 

  

8 割程度で推移
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図表 2 年齢層別インターネット利⽤率(出典:2019 年版情報通信⽩書) 

 
 

  

9 割超え 
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世帯別の情報通信端末の保有率を⾒ると、パソコンや固定電話等多くの機器が横ばい、⼜
は右肩下がりであるのに対し、スマートフォンの保有率は著しく伸びており、パソコンや固
定電話を抜いて約 8 割を占め(図表 3)、インターネット利⽤端末の中でもスマートフォン
の利⽤⽐率が最⾼となった(図表 4)。 

 
図表 3 情報通信機器の世帯保有率の推移(出典:平成 30 年通信利⽤動向調査) 

 
 

図表 4 インターネット利⽤端末の種類(出典:2019 年版情報通信⽩書) 
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インターネットの利⽤⽤途では、60 歳以上の約 8 割がメールを利⽤し、約 6 割が地図や
交通情報、天気予報、ニュースサイトを閲覧しており(図表 5、朱囲み部分)、インターネッ
トを介して利⽤されるサービスが情報収集⼿段として広い年齢層で定着しつつあると⾔え
る。新たなトレンドとして、13〜19 歳の若年層では、動画投稿・共有サイトの利⽤やオン
ラインゲームの利⽤が顕著となっている(図表 5、⻩囲み部分)。こうした⽤途においては⾼
速・広帯域で低遅延、多数同時接続を可能とする光ファイバによる通信環境が求められる。 

 
図表 5 年齢層別インターネット利⽤⽬的・⽤途(複数回答)(出典:20019 年版情報通信⽩書) 
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幅広い世代でのインターネット普及と共に、災害時における有⽤性も⾼まっている。2011
年の東⽇本⼤震災では携帯電話や SNS が活⽤されたが、2018 年 7 ⽉の豪⾬ではスマートフ
ォンが活⽤された。平時に利⽤される情報獲得⼿段が緊急時も利⽤されやすい点、⼤規模災
害では公助だけでなく町⺠による⾃助共助が求められる点等を考慮すると、災害時等にお
けるスマートフォンの活⽤は重要と考えられる。 

但し、以上で述べたようなメールでの連絡、SNS での情報交換等のインターネットの⽤
途はもはや社会⽣活を営む上で当然となった今、近年の ICT の普及・発展は、社会や経済
活動の仕組みを⼤きく変容させており、シェアリングエコノミー等といった新たな経済の
仕組をもたらしている。 

政府は未来の社会像として「Society5.0」を掲げ、サイバー空間と現実世界が⾼度に融合
した経済発展と社会的課題の解決の実現が期待されている。これに伴い、IoT(モノのインタ
ーネット)やビッグデータ、AI(⼈⼯知能)等の先端技術の社会実装も加速することが予想さ
れる。 

1.1.2. ブロードバンドの普及 
インターネットの接続回線として、固定系では光ファイバ回線(FTTH)、移動系では主と

して携帯回線(LTE1)のブロードバンド回線の契約者数が伸びている(図表 6)。 
⼀⽅、メタル回線(DSL)は純減傾向にあり、固定通信事業者各社が数年内での ADSL サ

ービス提供終了を公表していることからも本傾向が続くことが予想される。 
 

図表 6 ブロードバンド契約者数の推移(出典:2019 年版情報通信⽩書) 

 
 

  

                                                       
1 ロングタームエボリューション(Long Term Evolution)の略。4G。携帯電話⽤の通信回線規格で、主に各携帯電話会

社が所有する基地局からの電波で通信を⾏う。 
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1.2. 国の ICT 政策の動向 

1.2.1. 国の ICT 戦略 

1.2.1.1. 世界最先端デジタル国家創造宣⾔・官⺠データ活⽤推進基本計画 
政府の「⾼度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(以下、IT 総合戦略本部)」は、2019

年 6 ⽉に⽇本の ICT 新戦略として「世界最先端デジタル国家創造宣⾔・官⺠データ活⽤推
進基本計画」(図表 7)を改訂した。同戦略は、全国⺠がデジタル技術やデータ利活⽤の恩恵
を享受し、安⼼安全な暮らしや豊かさを実感するための政府全体のデジタル政策を取りま
とめており、本戦略で掲げられているデータ利活⽤と、同年 5 ⽉に公布された⾏政⼿続等
の ICT 化による利便性向上や簡素化を⽬指した「デジタル⼿続法2」の 2 軸により、デジタ
ル技術等の社会実装や整備を進めていくこととしている。 

 
図表 7 「世界最先端デジタル国家創造宣⾔・官⺠データ活⽤推進基本計画」の概要(IT 戦略本部資料より ICR 作成) 

 
 
本戦略において地⽅公共団体のデジタル化については、それを⽀える社会基盤である光

ファイバや 5G 等インフラの再構築を始め、マイナンバーカードの普及やシステム等の共同
利⽤、2016 年 12 ⽉に公布された「官⺠データ活⽤推進基本法」で都道府県に策定義務、市
町村に策定努⼒義務が課された地⽅公共団体の官⺠データ活⽤推進計画を地⽅公共団体の

                                                       
2 正式名称は「情報通信技術の活⽤による⾏政⼿続等に係る関係者の利便性の向上並びに⾏政運営の簡素化及び効率化

を図るための⾏政⼿続等における情報通信の技術の利⽤に関する法律」。 
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デジタル化総合戦略として位置付け、計画的に推進すること等が謳われている。2019 年に
成⽴したデジタル⼿続法は、デジタル化 3 原則3(デジタルファースト、ワンスオンリー及び
コネクテッド・ワンストップ)を基本原則として明確化し、⾏政での原則を紙からデジタル
へと転換することで、デジタルを前提とした新たな時代の社会基盤構築を推進している。 

更に、政府の「⽇本経済再⽣会議」は「未来投資戦略 2018」を策定し、2019 年 6 ⽉に閣
議決定された。本戦略では、IoT や AI 等の先端技術をあらゆる産業や社会⽣活に採り⼊れ
ることにより多様な社会的課題を解決する「Society5.0」の実現に向けた取り組みを明らか
にしている。 

1.2.1.2. マイナンバーに係る取り組み 
官⺠サービスのデジタル化に伴い本⼈確認のデジタル化が必要となるが、公的個⼈認証

(電⼦証明書)が搭載されているマイナンバーカードの交付枚数率は徐々に増加しているも
のの(図表 8)、2019 年 5 ⽉末時点では 1,703 万枚、⼈⼝交付枚数率は 13.3%に留まってい
る。政府は 2019 年のデジタル・ガバメント閣僚会議において、2021 年 3 ⽉からマイナン
バーカードを健康保険証として利⽤できるようにすること等を掲げ、マイナンバーカード
の更なる普及・利活⽤に向けた取り組みを推進している。 

 
図表 8 マイナンバーカードの交付枚数等の推移(出典:⽇本経済研究所資料4) 

 
  

                                                       
3 デジタル化の基本原則は以下の通り。①デジタルファースト：個々の⼿続・サービスが⼀貫してデジタルで完結、②

ワンスオンリー：⼀度提出した情報の⼆度の提出は不要、③コネクテッド・ワンストップ：⺠間サービスを含め、複
数の⼿続・サービスをワンストップで実現 

4 株式会社⽇本経済研究所 [https://www.jeri.co.jp/about/column/column-1628/] (2019/11/6) 
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1.2.2. ブロードバンド政策の動向 
2013 年の世界最先端 IT 国家創造宣⾔以来、⾒直しが繰り返されてきた IT 戦略は、ICT

利活⽤拡⼤に始まり、ビッグデータ活⽤や IoT・AI 等の社会実装へと変遷を遂げてきた。
その中でも ICT 利活⽤に関する地域間格差の縮⼩に向けた情報通信基盤の整備が重視され
てきており、これまで事業採算性の問題等や離島等の地理的条件が不利な地域における⽀
援が下表の通り⾏われてきた。 

 
図表 9 国の戦略における情報通信基盤に係る記述 

国の戦略 情報通信基盤整備に係る記述 戦略のポイント 

世界最先端 IT 国

家創造宣⾔ 

(2013/6) 

2020 年までに、離島等の不採算地域においても、地域特性を踏ま

えつつ、⾼速のブロードバンド環境の整備・確保を図る。 

・BPR 等を通じた政府⾃

⾝の改⾰の推進 

・IT 利活⽤の裾野拡⼤ 

世界最先端 IT 国

家創造宣⾔・官⺠

データ活⽤推進基

本計画 

(2017/5) 

■離島等の条件不利地域等における超⾼速ブロードバンド整備・確

保の推進 

条件不利地域を有する地⽅公共団体が、超⾼速ブロードバンド基

盤を整備・確保するための⽀援を引き続き⾏い、固定系超⾼速ブロ

ードバンド・ゼロ地⽅公共団体を 41 団体(平成 28 年度末時点)から

平成 32 年度末に 25 団体まで減少させることを⽬指す。 

・全国⺠が IT・データ活

⽤の便益を享受 

世界最先端デジタ

ル国家創造宣⾔・

官⺠データ活⽤推

進基本計画の変更 

(2018/6) 

■条件不利地域等における ICT インフラの整備・確保の推進 

今後、平成 30 年度中に別途定める整備⽅針に基づき、条件不利

地域において、地⽅公共団体が、固定系超⾼速ブロードバンド基盤

や、多様な⾼速⼤容量の無線システムの前提となる伝送路を整備・

確保するための⽀援を引き続き⾏う。 

■条件不利地域における携帯電話のエリア整備の推進 

引き続き、地⽅公共団体や無線通信事業者が⾏う基地局・伝送路

の整備への補助⾦交付を⾏い、平成 31 年度末までにサービスエリ

ア外の⼈⼝１万⼈未満(エリア化を要望しない居住者を除く。)を⽬

標として推進するとともに、⾮居住地域についても、緊急時や災害

時に携帯電話を利⽤できる環境を整備。 

・IT を活⽤した社会シス

テムの抜本改⾰ 

・デジタル・ガバメント

の推進 

世界最先端デジタ

ル国家創造宣⾔・

官⺠データ活⽤推

進基本計画の変更 

(2019/6) 

■条件不利地域等における ICT インフラの整備・確保の推進 

今後、地理的条件が不利な地域において電気通信事業者等が⾏う

5G 等の⾼速・⼤容量無線局の前提となる光ファイバの整備に対し、

⽀援を実施する。 

■条件不利地域等における携帯電話のエリア整備の推進 

災害発⽣時の連絡⼿段確保等の重要性から、登⼭道、緊急輸送道

路及び災害時に避難所となる施設等、不感エリアの解消を促進する

・社会全体のデジタル化 

・社会実装とインフラ再

構築 

・G20 を軸とした国際対

応 
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国の戦略 情報通信基盤整備に係る記述 戦略のポイント 

ための具体的な⽅策について検討を⾏い、2019 年夏頃までに結論

を得る。 

 

1.2.3. 地域社会の課題解決に向けた国の⽀援策 
⽇本は⼈⼝減少と少⼦⾼齢化を迎え、地⽅においては労働⼒不⾜や⾼齢者の移動⼿段の

減少、⼤規模⾃然災害への対応、地域経済の縮⼩等の社会的課題が顕在化している。これら
課題の解決には、ICT の整備・活⽤による働き⽅改⾰や⽣産性向上、移動⼿段の確保、耐災
害性の強化等を図ることが有効と考えられる。今後、地⽅において AI・IoT 等の社会実装
が進展することを考慮すれば、必ずしも⼈が住んでいない地域においても無線や光ファイ
バ等によるインターネット環境は求められる。 

こうした状況の中、国は、離島や⼭間部、過疎地域等の条件不利地域における 5G や光フ
ァイバ等の ICT インフラ整備に係る⽀援を以下の通り⾏っている。 

 
図表 10 国の情報通信基盤整備に係る⽀援策 

事業名 事業内容 

⾼度無線環境整備推進事業 

(2019 年度新規事業 

2020 年度予算：52.7 億) 

5G・IoT 等の⾼度無線環境の実現に向けて、地理的に条件不利な地域において、

電気通信事業者等が、⾼速・⼤容量無線局の前提となる光ファイバ等を整備す

る場合に、その事業費の⼀部を補助 

携帯電話等エリア整備事業 

(2020 年度予算：15.1 億) 

過疎地等の地理的に条件不利な地域において、地⽅公共団体が携帯電話等を利

⽤可能とするために基地局施設等を整備する場合や、無線通信事業者が 5G 基

地局等の⾼度化施設等を整備する場合に、その事業費の⼀部を補助 

電波遮へい対策事業 

(2020 年度予算：29.2 億) 

鉄道トンネルや医療施設等の携帯電話の電波が届かない場所において、⼀般社

団法⼈等が携帯電話等の中継施設を整備する場合に、その事業費の⼀部を補助 

公衆無線 LAN 環境整備⽀援事業 

(2020 年度予算：8.6 億) 

防災拠点(学校等の避難所・避難場所、官公署)及び災害発⽣時の情報伝達⼿段

の強化が望まれる公的な拠点(博物館、⽂化財、⾃然公園等)において Wi-Fi 環

境の整備を⾏う地⽅公共団体等に対し、その費⽤の⼀部を補助 
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1.3. 岩⼿県の ICT 政策の動向 

1.3.1. 岩⼿県の ICT 利活⽤計画 
岩⼿県は 2019 年 3 ⽉に「岩⼿県 ICT 利活⽤推進計画」を策定し、2019〜2022 年度の 4

年間で ICT 利活⽤による地域課題の解決、利便性向上を⽬指す⽅針を打ち出した(図表 11)。
本計画は、2019〜2028 年度に亘る「いわて県⺠計画」の個別計画及び官⺠データ活⽤推進
基本法の基づく都道府県官⺠データ活⽤推進計画としても位置付けられている。 

本計画は⼤別すると、安⼼・安全な暮らし、産業、⼈づくり、情報発信、環境整備の 5 分
野に亘って具体的な取り組み項⽬を明らかにしている。 

 
図表 11 「岩⼿県 ICT 利活⽤推進計画」の概要(岩⼿県公式ウェブサイト資料より ICR 作成) 
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1.4. 岩⼿町の情報通信環境の現状 

1.4.1. ブロードバンドサービスの状況 
岩⼿町には、NTT 東⽇本の岩⼿ビル、⽔堀電話交換所、川⼝電話交換所、岩⼿東部電話

交換所が存在する。光による超⾼速ブロードバンドサービスは、北部の⽔堀電話交換所、中
央部の岩⼿ビル、南部の川⼝電話交換所の収容エリアである町の北⻄部において、町の中央
部に南北に⾛る国道 4 号線沿いを中⼼に提供されているものの、国道を離れるにつれ提供
地域は限定的なものとなっていく(図表 12)。また、岩⼿東部電話交換所の収容エリアであ
る町の南東部では、光のブロードバンドサービスが全く利⽤できない状態にあり、町内での
情報格差が⽣じている状況にある。 

 
図表 12 光のブロードバンドサービスの提供状況(各種公表データより ICR 作成) 
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1.4.2. 携帯電話サービスの状況 
岩⼿町は東部に北上⼭地、⻄部に奥⽻⼭脈があり地形は複雑な傾斜地で、町の中⼼部に流

れる北上川流域を除いては平坦地が少ないという地理的要因もあり、携帯電話事業者によ
る公開情報を⾒ると、町を南北に⾛る国道 4 号線沿い、事業者によっては東⻄に⾛る国道
281 号線沿いや⽐較的標⾼の低い南東部の中央を南北の帯状にて提供している状態で、南東
部は不感地帯が⼤半を占めている。携帯電話サービス提供エリアのイメージは以下の通り。 

 
図表 13 docomo サービス提供エリア(NTTdocomo 公式ウェブサイト5より ICR 作成) 

 

 
 

                                                       
5 2019 年 11 ⽉ 10 ⽇時点。 
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1.4.3. 情報通信環境に係る課題 
岩⼿町では、⾼齢化や過疎化の進⾏により投資対効果が望めず、電気通信事業者による情

報通信基盤の整備が思うように進んでいない状況にあるが、災害発⽣時の連絡⼿段確保や
電⼦⾏政、官⺠データ活⽤等の観点からも積極的に情報通信基盤を整備し、町⺠が安⼼・安
全・快適に暮らせる町づくりを推進していく必要がある。 
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2. 情報化の背景と⽬的 
2.1. 岩⼿町の現況 

2.1.1. 岩⼿町の概況 
岩⼿町は岩⼿県の北部に位置し、盛岡市から北へ約 30 ㎞の地点にあり、北上川沿いに町

の中央部を南北に東北新幹線及びいわて銀河鉄道線と国道４号が並⾏し縦断している。北
を⼀⼾町、南を盛岡市に接し国道 281 号を東に葛巻町、主要地⽅道岩⼿平舘線を⻄に⼋幡
平市が接している総⾯積 360.46k ㎡の農林業が主要産業の町である。 

 
図表 14 岩⼿町の位置(右上)と全体図(出典:岩⼿町森林整備計画) 
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地形は、町中⼼部より東部は北上⾼地、⻄部は奥⽻⼭脈に跨っており、町の北部⼭間地を
源流とする北上川が中央部を南下している。北上川流域及び⽀流の⼀⽅井川流域は、⽐較的
標⾼が低く平坦地も多いことから⽔⽥として利⽤されている。また、町の東部の北上⼭地や
北⻄部の地形は全般的に複雑で、標⾼は概ね 450ｍから 900ｍと⾼く、傾斜地での畑作や畜
産業が盛んである。6 

 
図表 15 岩⼿町の地区分布図(出典:岩⼿町より受領) 

 
 

  

                                                       
6 岩⼿町森林整備計画 [http://town.iwate.iwate.jp/wp-content/uploads/2017/08/iwatemachi_shinrinseibikeikaku.pdf] 

(2019/10/25) 
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2.1.2. 歴史・沿⾰ 
岩⼿町周辺は、縄⽂時代・奈良・平安時代の遺跡が発掘されており、昔から農耕⽂化が栄

えていた。 
⻄暦 803 年(弘仁２年)に坂上⽥村⿇呂将軍が東征後中央⽂化の影響を受け始めた。⻄暦

1735 年(享保 20 年)には代官政治の始まりと共に代官所が置かれ、渋⺠から⻄根⼀帯を含め
統括するようになったとされる。 

幕藩体制の崩壊後は、陸中の国岩⼿郡に属した。⻄暦 1869 年(明治 2 年)に陸中が盛岡藩
に名称を改めた際は、中⼼部の沼宮内に⺠事局出張所が置かれ、⻄暦 1870 年(明治 3 年)に
藩が県に改められた際は、沼宮内租税出張所が置かれ、奥州街道の宿場町として栄えた。 

1881 年(明治 17 年)には⼾⻑役場が設置され、1889 年(明治 22 年)に沼宮内町、御堂村、
⼀⽅井村、川⼝村が成⽴し、1897 年(明治 30 年)年に岩⼿郡に属した。 

1955 年(昭和 30 年)に沼宮内町、御堂村、⼀⽅井村、川⼝村が合併し、岩⼿町が誕⽣し、
2015 年(平成 27 年)で岩⼿町町制施⾏ 60 周年を迎えた。7 

2.1.3. ⾃然・気候 
岩⼿町は冷温帯に属しており、⼭々に囲まれているため、夏は涼しく冬は冷え込む気候が

特徴である。年間平均気温が 10℃程度と冷涼な気候や昼夜の気温差を⽣かした⾼原野菜の
⼤規模⽣産を特徴とした農業が盛んである。 

 
図表 16 気象情報8(出典:岩⼿町公式ウェブサイト) 

年 
気温(℃) 降⽔量(mm) 

⽇照時間(h) 
平均 最⾼ 最低 合計 最⼤⽇ 

2017 10 34.2 -16.2 1198.0 76.5 1598.0 

2018 10.5 35.6 -17.1 1132.5 83.5 1751.9 

 
  

                                                       
7 e-いわてまち.ねっと [http://e-iwate.net/modules/content1/index.php?content_id=1] (2019/10/25) 

岩⼿町公式ウェブサイト [http://town.iwate.iwate.jp/towninfo/history/?v=cat-towninfo&w=about-town&x=history] 
(2019/10/25) 
岩⼿町総合発展計画 2011-2020 年 

8 気温、⽉間⽇照時間、平均⾵速は、盛岡地⽅気象台好摩観測所結果。降⽔量は、盛岡地⽅気象台⼀⽅井観測所結果。 
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2.1.4. ⼈⼝・世帯 
岩⼿町の⼈⼝は 1962 年(昭和 37 年)をピークに減少し続けており、2014 年から 2018 年

までの 4 年間で総⼈⼝は 1,000 ⼈以上減少している。なお、旧町村名別に⼈⼝を⾒ると、4
地区とも⼈⼝は減少傾向にある(図表 18)。 

 
図表 17 町⺠登録⼈⼝と世帯数(出典:岩⼿町公式ウェブサイト) 

年 
⼈⼝(町⺠登録) 

世帯数 
総⼈⼝ 男 ⼥ 

2014 14,602 7,154 7,448 5,465 

2015 14,270 6,984 7,286 5,457 

2016 14,047 6,870 7,177 5,451 

2017 13,761 6,743 7,018 5,444 

2018 13,454 6,579 6,875 5,455 

 
図表 18 旧町村名別⼈⼝と⼈⼝密度(出典:岩⼿町公式ウェブサイト) 

年 
 旧町村名 

合計 
 沼宮内 川⼝ ⼀⽅井 御堂 

2014 
⼈⼝ 2,714 3,469 2,583 5,836 14,602 

⼈⼝密度(⼈/㎢) 1,728.7 21.2 42.0 43.7 40.5 

2015 
⼈⼝ 2,668 3,385 2,548 5,669 14,270 

⼈⼝密度(⼈/㎢) 1,699.4 20.7 41.5 42.4 39.6 

2016 
⼈⼝ 2,641 3,367 2,492 5,547 14,047 

⼈⼝密度(⼈/㎢) 1,682.2 20.5 40.6 41.5 39.0 

2017 
⼈⼝ 2,580 3,304 2,433 5,444 13,761 

⼈⼝密度(⼈/㎢) 1,643.3 20.2 39.6 40.7 38.2 

2018 
⼈⼝ 2,529 3,221 2,352 5,352 13,454 

⼈⼝密度(⼈/㎢) 1,610.8 19.7 38.3 40.1 37.3 
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⼈⼝の社会動態を⾒ると、転⼊者は⼀定数いるものの、転出者数を補えていない状況が続
いている(図表 19)。 

 
図表 19 ⼈⼝の社会動態(出典:岩⼿町公式ウェブサイト) 

転⼊ 転出 
増減 

総数 県内から 県外から 総数 県内へ 県外へ 

305 193 112 430 284 146 -118 

351 206 145 495 297 198 -144 

343 226 117 417 270 147 -74 

303 195 108 410 242 168 -107 

323 192 131 468 269 199 -145 

 

2.1.5. 地区別世帯数 
旧町村名別の世帯数で⾒ると、2018 年時点では 40%が御堂に集中しており、次いで川⼝

に 24%、沼宮内の 21%、⼀⽅井に 16%となっている(図表 20)。 
地区別に⾒ると、沼宮内と⼀⽅井は微減、川⼝と御堂地区においては微増となっている。 
 

図表 20 旧町村名別世帯数(出典:岩⼿町公式ウェブサイト) 

年 
旧町村名 

合計 
沼宮内 川⼝ ⼀⽅井 御堂 

2014 1,143 1,275 888 2,159 5,465 

2015 1,148 1,269 886 2,154 5,457 

2016 1,143 1,285 872 2,151 5,451 

2017 1,130 1,291 870 2,153 5,444 

2018 1,119 1,297 875 2,164 5,455 
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2.1.6. 産業 
産業別の就労者数を⾒ると、15 歳以上⼈⼝は 2010 年から 2015 年の 5 年間で 7.4%減、

労働⼒⼈⼝は同期間に 7.6%減となっている。 
第 1 次、第 2 次、第３次産業の就業者数は全体的に減少しているが、特に農業従事者や

第 3 次産業の⼀部において減少し、サービス業従事者は増加している。 
 

図表 21 産業別就労者数(出典:岩⼿町公式ウェブサイト) 

  2010 2015 増減数(⼈) 増減率(%) 

15 歳以上⼈⼝ 13,284 12,298 -986 -7.4 

労働⼒⼈⼝ 8,061 7,447 -614 -7.6 

総数 7,483 7,173 -310 -4.1 

第 1 産業(⽐率) 29% 27%   

 農業 2,063 1,832 -231 -11.2 

 林業 96 99 3 3.1 

 漁業 - -   

第 2 産業(⽐率) 25% 26%   

 鉱業 7 3 -4 -57.1 

 建設業 848 882 34 4.0 

 製造業 1,034 994 -40 -3.9 

第 3 産業(⽐率) 46% 47%   

 電気・ガス・熱供給・⽔道業 14 18 4 28.6 

 運輸・通信業 366 310 -56 -15.3 

 卸売・⼩売業・飲⾷店 994 921 -73 -7.3 

 ⾦融・保険業 82 71 -11 -13.4 

 不動産業 26 26 0 0.0 

 サービス業 1,679 1,780 101 6.0 

 公務(他に分類されないもの) 248 223 -25 -10.1 

 分類不能の産業 26 14 -12 -46.2 
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2.1.7. 公共施設 
公共施設は下表の通りとなる。 
 

図表 22 公共施設(出典:岩⼿町公式ウェブサイト) 

種別 施設名 施設名 

町の施設  

 岩⼿町役場 総合開発センター 

 学校給⾷センター 岩⼿・⽟⼭斎場 浄霊苑 

 ⽔道事業所浄⽔場 岩⼿広域交流センター プラザあい 

⽂化・スポーツ施設  

 図書館(ゆはず交流館) 野球場 

 ⽯神の丘美術館 総合グラウンド 

 柔剣道場 多⽬的グラウンド 

 テニスコート 総合運動公園 

 ホッケー場 スポーツ⽂化センター 森のアリーナ 

公⺠館等  

 中央公⺠館 南⼭形公⺠館 

 久保公⺠館 ⼀⽅井公⺠館 

 ⽔堀公⺠館 沼宮内公⺠館・勤労⻘少年ホーム 

 川⼝公⺠館 働く婦⼈の家 

 北⼭形公⺠館  

福祉施設・福祉法⼈  

 保健センター 岩⼿町デイサービスセンター 

 ⽼⼈福祉センター ⿊⽯温泉⽟ぶき荘 東部デイサービスセンター 

 在宅介護⽀援センター沼宮内 社会福祉法⼈ いわて育⼼会 

 在宅介護⽀援センター川⼝ 社会福祉法⼈ 岩⼿町社会福祉協議会 

⼩学校・中学校  

 沼宮内⼩学校 沼宮内中学校 

 川⼝⼩学校 川⼝中学校 

 ⼀⽅井⼩学校 ⼀⽅井中学校 

保育所・保育園・幼稚園・児童館  

 城⼭保育園 岩⼿中央児童クラブ 

 岩⼿中央幼稚園 川⼝学童保育クラブ 

 ⽔堀保育所 ⽔堀学童保育クラブ 

 川⼝保育所 ⼀⽅井学童保育クラブ 

 沼宮内保育所 沼宮内学童保育クラブ 
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種別 施設名 施設名 

 ⼀⽅井保育所 第⼆川⼝学童保育クラブ 

 城⼭学童クラブ  
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2.1.8. 財務状況と主な事業 
財政状況は下表の通り、2019年度⼀般会計当初予算は約78億3000万円である(図表 23)。

⼀般会計の主な事業は下表の通りとなる(図表 24)。 
 

図表 23 2019 年度予算額(出典:広報いわてまち 2019 年 4 ⽉号) 

区分 2019 年度当初歳⼊予算額(円) 

⼀般会計 78 億 3,462 万 

特

別

会

計 

国⺠健康保険 15 億 6,813 万 

後期⾼齢者医療 1 億 4,229 万 

⼾別浄化槽事業 3,070 万 

下⽔道事業 5 億 870 万 

⽔道事業 4 億 8,310 万 

合計 105 億 6,754 万 

 
図表 24 2019 年度⼀般会計の主な事業(広報いわてまち 2019 年 6 ⽉号より ICR 作成) 

分野 部課 事業名 事業概要 

医療・保険・福

祉の充実 
健康福祉課 健康増進事業 

がん検診の取り組みを積極的に推進し、各種健康

教育や健康相談を実施 

健康福祉課 ⼊学準備応援事業 
⼦育て世代の経済的負担軽減のため、児童⽣徒⼀

⼈につき３万円分の町共通商品券を給付 

⻑寿介護課 安⼼⽣活あいネット事業 ⾼齢者の⾒守りや⽣活⽀援を実施 

みらい創造課 地域ポイント事業 
健康増進、地域経済の循環を⽬的とした岩⼿町版

地域ポイント制度を実施 

企画商⼯課・ 

健康福祉課 

プレミアム付き商品券事

業 

消費税引上げ影響の緩和のため、低所得者と⼦育

て世帯にプレミアム付き商品券を発⾏ 

農業の振興 
農林課 野菜価格補完制度事業 

⽣産者所得確保のためキャベツとレタスの出荷

額が⼀定⽔準を下回った場合に価格を補完 

農林課 輝く産地づくり事業 
他品⽬を組合せた転作の産地づくり形成により、

強い⽔⽥農業基盤を確⽴ 

農林課 耕畜連携総合推進事業 
耕畜連携推進に向け堆肥購⼊町内⽣産者へ助成、

堆肥⽣産に必要な資材に対し上限 30 万円助成 

農林課 農地中間管理事 
担い⼿への農地集積と集約化を促進し、農地有効

利⽤、農業経営の効率化を推進 

農林課 ⺠有林整備事業 
⺠有林整備や環境保全のため、間伐や再造林等の

経費の⼀部を森林所有者に助成 

企画商⼯課 空き店舗・空き家解消事 空き店舗等で開業時の改装費と家賃を⼀部助成 



 

26 
 

分野 部課 事業名 事業概要 

業 

企画商⼯課 
雇⽤創出・スキルアップ

事業 

雇⽤拡⼤と定住促進のため、35 歳未満の雇⽤、研

修をする事業主へ奨励⾦や経費⼀部助成 

みらい創造課 起業⽀援事業 
起業による経済活性化や雇⽤拡⼤を⽬指し、セミ

ナーや勉強会を開催 

教育・⽂化・ス

ポーツの推進 
社会教育課 

オリンピックホストタウ

ン等推進事業 

東京五輪事前キャンプや事後交流を通じ国際交

流が進むようホストタウン事業を推進 

社会教育課 アートガーデン整備事業 
新たなアートガーデンとして⽯神の丘美術館を

整備 

社会教育課 
総合運動公園施設整備事

業 

⽼朽化した町ホッケー場の⼈⼯芝の張替⼯事、多

⽬的トイレ改修 

学校教育課 特別⽀援等教育事業 
学習⽀援員を配置し、特別な配慮を必要とする児

童⽣徒の学習・学校⽣活を⽀援 

学校教育課 学校施設等整備事業 学校施設の補修等を⾏い、教育環境を整備 

社会基盤の整備 建設課 町道維持事業 壊れたアスファルト舗装の補修、未舗装道 

建設課 橋梁維持事業 定期点検実施、補修による⻑寿命化 

建設課 道路改良事業 道路幅拡張や歩道整備により安全を確保 

企画商⼯課 通信インフラ整備事業 
光ファイバ未整備地域への⾼速・⼤容量インター

ネットサービス提供に向けた調査 

企画商⼯課 
コミュニティバス等運⾏

事業 

交通不便地域であるあいあいバス、タクシーを運

⾏ 

安全で快適な⽣

活環境の整備 

総務課 消防屯所改築事業 屯所改築により分団施設を充実 

総務課 街路灯維持管理事業 LED 街路灯の維持管理により犯罪を防⽌ 

建設課 空き家対策事業 空き家管理や空き家バンクを活⽤ 

⽔道事業所 浄化槽整備事業 
⽔質や⽣活環境を守るため、浄化槽設置者に経費

の⼀部を助成 

⽔道事業所 
⽔洗化リフォーム助成事

業 

⽣活環境向上のため、住宅の⽔洗化リフォームの

経費を⼀部助成 

町⺠課 ごみ処理事業 
ごみ減量と資源化のため、ごみ分類、分別収集運

搬を実施し、焼却や資源化の処理費を負担 

健全な要請経営

の推進 
みらい創造課 

地域おこし協⼒隊 

活動事業 

地域⼒維持、強化に向け、地域外⼈材を募集し地

域おこし協⼒隊として委嘱 

みらい創造課 公⺠連携推進事業 
⺠間企業や町⺠主の導公⺠連携まちづくり推進、

⼈材発掘、町の特徴を⽣かすデザイン考案 

企画商⼯課 ふるさと納税寄付事業 町の⾃主財源確保と全国への町の PR の実施 
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2.2. 町づくりの⽅向性 

2.2.1. 岩⼿町まち・ひと・しごと創⽣総合戦略 
岩⼿町の総⼈⼝は 2.1.4 にて述べた通り 1962 年(昭和 37 年)をピークに減少しており、現

在の基調が続けば、2040 年に岩⼿町総⼈⼝が 7,717 ⼈まで減少する可能性が指摘されてい
る。⼈⼝減少の主要な原因は、町外への⼈⼝流出や出⽣率の低下等であり、年代別に⾒ると
10〜20 代が進学や就職のために県外へ転出しそのまま町外に定住しているケースや、転勤
により家族全体で転出するケースが多くなっている。町内での⼦育て⽀援の拡充や町外か
らの移住・定住の促進が課題である。 

2014 年に制定された「まち・ひと・しごと創⽣法」を受け、岩⼿町は 2015 年度に「岩⼿
町⼈⼝ビジョン」を策定し、2020 年までに社会増減 0 ⼈(転出⼊の均衡)、2025 年までに合
計特殊出⽣率 2.1 ⼈とし、2040 年までに岩⼿町総⼈⼝ 1 万⼈とする⽬標を掲げた。 

この岩⼿県⼈⼝ビジョン⽬標を踏まえ、2015 年に「岩⼿町まち・ひと・しごと創⽣総合
戦略」を策定した(図表 25)。本戦略では⼤別して、⼈材育成や起業⽀援を通じた安定した
雇⽤の創出、移住・定住のための受け⼊れ体制の整備、結婚・妊娠・出産・⼦育て⽀援、町
の特性を⽣かした地域づくりの 4 分野において 2020 年度までに達成する具体的な KPI と
施策を設定し、取り組みを推進することとしている。 
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図表 25 2019 年度「岩⼿町まち・ひと・しごと創⽣総合戦略」(概要版)抜粋(出典:岩⼿町公式ウェブサイト) 
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2.2.2. 本計画の趣旨・位置付け 
2011 年〜2020 年の 10 か年を対象期間とした現⾏の「岩⼿町総合発展計画」では、「めぐ

みの⼤地 笑顔が結ぶ ひと輝く 健康福祉の いわてまち」を将来像に、未来を担う⼦供達の
育成や⻑寿の喜びと安⼼、住み続けたい結いを重視したまちづくりを基本理念に、多様性へ
の対応、独⾃性の発揮、戦略性への挑戦を掲げている。そして現在、次期「岩⼿町総合発展
計画」の策定が進⾏中である。 

本計画は、現⾏の「岩⼿町総合発展計画」の満了を受け、次期「岩⼿町総合発展計画」に
おいて、町が⽬指すべき将来像や町づくりの基本⽅針を情報の側⾯から後押しするための
情報化分野の計画である。 

本計画の策定に当たっては、前章で述べた近年⾶躍的な伸びを⾒せているスマートフォ
ンやタブレット端末を始め、国によるマイナンバーカードや官⺠データの活⽤、AI・IoT・
ビッグデータといった先端技術等を含む ICT に係る政策⽅針を踏まえ、岩⼿町における⼀
層の情報化による市⺠サービスの利便性向上、⾏政業務の効率化、地域課題の解消、持続可
能な発展への貢献を⽬指すものとする。 

 
図表 26 本計画の位置付け 

 
 
また本計画は、ICT を町政に積極的に実装することにより、官⺠共に膨⼤なデータが流通

する社会において地域課題の解決や事務負担の軽減、町⺠及び事業者の利便性向上等に資
する「岩⼿町官⺠データ活⽤推進基本計画」として位置付ける。 
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3. 情報化へのニーズ 
3.1. 町⺠のニーズ 

3.1.1. 調査概要 

3.1.1.1. 調査⽅法 
岩⼿町地域情報化に向けた町⺠ニーズの把握を⽬的として、下記要領で町⺠に対してア

ンケート調査を⾏った。 
 

図表 27 調査⽅法等 

実施期間 2019 年 10 ⽉ 4 ⽇〜2019 年 10 ⽉ 18 ⽇ 

対象 岩⼿町⺠(無作為抽出) 

配布数 1,000 件 

調査⽅法 郵送による⾃記⼊⽅式 

回答数 412 件(回収率：41.2%) 

 

3.1.1.2. 調査項⽬ 
具体的な調査項⽬は以下の通り。 
 

図表 28 調査項⽬ 

種別 項⽬ 

回答者の属性 

性別 

年齢 

職業 

就学先・勤務先 

岩⼿町に居住している(合計)年数 

居住地域 

情報通信機器・サービスの利⽤状況 

インターネット利⽤状況 

インターネットの接続形態(インターネット利⽤する場合) 

インターネット利⽤上の不満(インターネット利⽤する場合) 

インターネットを利⽤していない理由(インターネット利⽤しない場合) 

情報通信機器の利⽤状況・利⽤意向 

⼦供の情報化に関連した取り組み・意⾒(⼦供がいる場合) 

必要な情報化施策 必要な⾏政情報 
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種別 項⽬ 

情報化推進に向けて必要な環境整備 

町が提供すべき情報通信サービス・政策 

町が提供すべき情報通信サービス・政策の中で最も必要なもの 

情報化推進への不安 

情報化推進に当たっての意⾒等 

 

3.1.1.3. 回答者の属性 
本アンケート調査の回答者の属性は以下の通り。 
 

図表 29 性別 

 
 

図表 30 年齢 

 
  

男
46.8%⼥ 53.2%

【n=408】

10代
0.2%20代 6.6%

30代
9.0%

40代
10.0%

50代
16.6%

60代
26.2%

70代以上
31.3%

【n=409】
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図表 31 職業 

 
 

図表 32 就学先・勤務先 

 
  

会社員･公務員･
団体職員, 29.4%

⾃営業(農林⽔産
業), 13.4%

⾃営業
(その
他), 
8.7%

パート･ア
ルバイト, 

11.4%

専業主婦･主夫, 
9.0%

学⽣, 1.5%

無職, 23.9%

その他, 2.7%【n=402】

町内
37.1%

町外 28.2%

就学、勤務して
いない
34.7%

【n=372】
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図表 33 年代別就学先・勤務先⽐率 

 
 

図表 34 職業別就学先・勤務先⽐率 

 
  

14.8

32.4

51.2

46.3

46.1

22.9

100.0

63.0

51.4

48.8

40.3

17.6

3.1

22.2

16.2

13.4

36.3

74.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10代(n=1)

20代(n=27)

30代(n=37)

40代(n=41)

50代(n=67)

60代(n=102)

70代以上(n=96)

町内 町外 就学、勤務していない

39.8
58.3

72.7
54.3

7.4

2.6
60.0

60.2

9.1
45.7

3.7
100.0

30.0

41.7
18.2

88.9

97.4
10.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

会社員･公務員･団体職員(n=118)
⾃営業(農林⽔産業)(n=48)

⾃営業(その他)(n=33)
パート･アルバイト(n=46)

専業主婦･主夫(n=27)
学⽣(n=6)

無職(n=77)
その他(n=10)

町内 町外 就学、勤務していない
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図表 35 岩⼿町に居住している(合計)年数 

 
 

図表 36 居住地域 

 
  

5年未満
3.2%

5〜10年未満
2.7%

10〜20年未満
7.6%

20年以上
86.5%

【n=408】

⽔堀地区, 7.1%

上沼宮内地区(⼤
坊,五⽇市,城⼭･新
町,⺠部⽥,柳橋,舘,
⽥中･栄⼩路,⼤町,

細沢), 19.1%

下沼宮内地区(野
⼝町,愛宕下,江刈
内,苗代沢,駅前,⽝
袋,太⽥), 21.6%⼀⽅井地区, 20.1%

久保地区, 5.1%

川⼝地区, 19.6%

北⼭形･岩瀬張地
区, 5.6%

南⼭形地区, 1.7%【n=408】
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3.1.2. 情報通信機器・サービスの利⽤状況 

3.1.2.1. インターネット利⽤状況 
インターネットの利⽤率は 56.7%であり、町⺠の過半数が利⽤しているものの、全国平均

の普及率 79.8%(2019 年版情報通信⽩書)を下回っている。 
 

図表 37 インターネット利⽤状況 

 
 
男⼥別に⾒ると、男性の⽅が⼥性よりも「利⽤している」層の⽐率が⾼い。 
 

図表 38 男⼥別インターネット利⽤状況⽐率 

 
  

利⽤している
56.7%

利⽤していない
が、今後は利⽤

したい 9.0%

利⽤しておらず、
今後も利⽤しない

34.3%

【n=388】

61.7

52.2

10.4

7.9

27.9

39.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男(n=183)

⼥(n=203)

利⽤している 利⽤していないが、今後は利⽤したい
利⽤しておらず、今後も利⽤しない
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年代別に⾒ると、年代が下がる程「利⽤している」層の⽐率が⾼い。60 代以上における
「利⽤していないが、今後は利⽤したい」層は他世代に⽐べて⽐率が⾼いことから、インタ
ーネット環境の整備により利⽤が拡⼤することが想定される。 

 
図表 39 年代別インターネット利⽤状況⽐率 

 
 
職業別に⾒ると、「会社員・公務員・団体職員」や「学⽣」の利⽤率が⾼い⼀⽅、「⾃営業

(農林⽔産業)」、「無職」においては利⽤率が低い。但し、「⾃営業(農林⽔産業)」においては
「利⽤していないが、今後は利⽤したい」層が⽐較的多い。 

 
図表 40 職業別インターネット利⽤状況⽐率 

 
  

100.0

96.3

97.3

82.9

78.1

43.1

24.6

3.7

2.7

9.8

6.3

11.8

11.4

7.3

15.6

45.1

64.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10代(n=1)

20代(n=27)

30代(n=37)

40代(n=41)

50代(n=64)

60代(n=102)

70代以上(n=114)

利⽤している 利⽤していないが、今後は利⽤したい 利⽤しておらず、今後も利⽤しない

82.6
35.8

59.4
66.7

51.5
100.0

30.7
33.3

5.2
17.0

6.3
11.1

9.1

6.8
11.1

12.2
47.2

34.4
22.2

39.4

62.5
55.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

会社員･公務員･団体職員(n=115)
⾃営業(農林⽔産業)(n=53)

⾃営業(その他)(n=32)
パート･アルバイト(n=45)

専業主婦･主夫(n=33)
学⽣(n=6)

無職(n=88)
その他(n=9)

利⽤している 利⽤していないが、今後は利⽤したい 利⽤しておらず、今後も利⽤しない
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居住地域別に⾒ると、多くの地域で利⽤率は半数以上となっているものの、「北⼭形・岩
瀬張地区」及び「南⼭形地区」においてはそれを下回っている。⼀⽅で、両地域における「利
⽤していないが、今後は利⽤したい」層の⽐率は他地域に⽐べて⾼い。 

 
図表 41 居住地域別インターネット利⽤状況⽐率 

 
 

  

50.0

56.3

64.0

55.1

52.4

59.5

36.4

42.9

7.7

9.9

7.0

10.3

4.8

8.1

18.2

14.3

42.3

33.8

29.1

34.6

42.9

32.4

45.5

42.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⽔堀地区(n=26)

上沼宮内地区(n=71)

下沼宮内地区(n=86)

⼀⽅井地区(n=78)

久保地区(n=21)

川⼝地区(n=74)

北⼭形･岩瀬張地区(n=22)

南⼭形地区(n=7)

利⽤している 利⽤していないが、今後は利⽤したい 利⽤しておらず、今後も利⽤しない
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3.1.2.2. インターネット利⽤形態 
インターネットの利⽤形態としては、「携帯電話、スマートフォンインターネットやメー

ル等を利⽤」が 90%と最も⾼く、次いで「⾃宅での光の回線サービス(NTT 東⽇本のフレ
ッツ光等)に接続)」の 40.5%となっている。14.5%が選択した「タブレットやスマートフォ
ン等にパソコン等を接続」するテザリングの形態は、光の回線サービスが利⽤できない宅内
や屋外でパソコンを利⽤する際の⼿⽴てとなっていることが想定される。 

 
図表 42 インターネット利⽤形態 

 
  

90.0

40.5

26.4

19.5

14.5

8.6

6.4

5.9

2.3

0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

携帯電話、スマートフォンで
インターネットやメール等を利⽤

⾃宅で光の回線サービス(NTT東⽇本の
フレッツ光等)に接続

モバイルWi-Fi ルータに接続

職場や学校のWi-Fi やパソコンで利⽤

タブレットやスマートフォン等に
パソコン等を接続

公共施設のWi-Fi やパソコンで利⽤

⾃宅でADSL回線に接続

インターネットカフェや商業施設の
Wi-Fi やパソコンで利⽤

⾃宅で電話回線やISDN回線に接続

その他

【n=220】
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3.1.2.3. インターネット利⽤上の不満 
インターネット利⽤上の不満の内容としては、「特に不満は感じない」層を除き、「町内の

公共施設で Wi-Fi(公衆無線 LAN)を利⽤できる施設がない」の 26.9%が最多で、次いで、
「低速なインターネット接続サービスしか利⽤できない」の 24.4%、「⾃宅付近で携帯電話
やスマートフォンの電波が⼊りにくい」の 22.4%が続いている。「⾏政に係る申請･届出等の
⼿続がインターネットを介して利⽤できない」を選択した層も 11.4%と⼀定数存在してい
る。 

 
図表 43 インターネット利⽤上の不満 

 
 

  

38.3

26.9

24.4

22.4

11.4

8.5

5.0

0% 10% 20% 30% 40%

特に不満は感じない

町内の公共施設でWi-Fi(公衆無線LAN)を
利⽤できる施設がない

低速なインターネット接続サービスしか
利⽤できない

⾃宅付近で携帯電話やスマートフォンの
電波が⼊りにくい

⾏政に係る申請･届出等の⼿続がインター
ネットを介して利⽤できない

町内で携帯電話やスマートフォンの利⽤
エリアが限られている

その他

【n=201】
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所在地域別の⽐率を⾒ると、「⽔堀地区」、「⼀⽅井地区」、「久保地区」、「南⼭形地区」に
おいて「低速なインターネット接続サービスしか利⽤できない」点や「⾃宅付近で携帯電話
やスマートフォンの電波が⼊りにくい」点に不満を持つ⽐率が⾼い。また、「川⼝地区」、「北
⼭形・岩瀬張地区」において「⾏政に係る申請・届出等の⼿続がインターネットを介して利
⽤できない」点に不満を感じている⽐率が⾼い。 
 

図表 44 所住地域別インターネット利⽤上の不満⽐率 

 
 
その他の項⽬では主に以下意⾒が⽰された。 
 ほとんど圏外と変わらない 
 嫁の実家(笈ノ⼝地区)の携帯、スマホのエリアが圏外で使えない 
 某通信事業者は電波がわりかし⼊りやすいが、某通信事業者が⼊りづらいので早く

なんとかしてほしい 
 トラブルがあった時、こちらから通信事業者に連絡しようとしても繋がりにくい 
 光の回線サービスが利⽤できない 
 光が欲しい 
 夜間が遅い。IPv6 ならばよい 
 利⽤料⾦が⾼い 

 
情報化推進に当たっては、これら不満を可能な限り解消していく取り組みが必要である。 
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31.5
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6.1
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33.3

21.1
12.5

15.3
18.5

25.0
14.3

11.1
33.3

10.5
6.3

6.9
5.6

6.3
4.1

5.3
20.8

19.4
22.2

18.8
20.4

22.2

5.3
8.3

8.3
3.7

6.3
14.3

22.2

21.1
37.5

30.6
18.5

12.5
32.7

33.3
33.3

15.8
2.1
2.8

8.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⽔堀地区(n=13)
上沼宮内地区(n=36)
下沼宮内地区(n=52)

⼀⽅井地区(n=38)
久保地区(n=10)
川⼝地区(n=39)

北⼭形･岩瀬張地区(n=7)
南⼭形地区(n=3)

低速なインターネット接続サービスしか利⽤できない
⾃宅付近で携帯電話やスマートフォンの電波が⼊りにくい
町内で携帯電話やスマートフォンの利⽤エリアが限られている
町内の公共施設でWi-Fi(公衆無線LAN)を利⽤できる施設がない
⾏政に係る申請･届出等の⼿続がインターネットを介して利⽤できない
特に不満は感じない
その他
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3.1.2.4. インターネットを利⽤していない理由 
インターネットを利⽤していない理由としては、「利⽤する必要・機会・きっかけがなか

ったから」が 44.9%と最多で、次いで、「パソコン等の操作が難しそうだから」の 35.4%と
「携帯電話やパソコン等を持っていないから」の 34.8%がほぼ同率となっている。 

 
図表 45 インターネットを利⽤していない理由 

 
 

その他の項⽬では主に以下意⾒が⽰された。 
 携帯電話の電波がないので使えない。光が通ってないのでインターネットが使えな

い 
 設定がめんどくさそう 
 近年はいろいろなカード決済ができるようになっているようだが、仕組み等が理解

できない 
 経済的に無理なので 
 家族に依頼しているから 
 利⽤したい時は⼦供達にやってもらっている 
 ⾼齢者なので操作ができない 
 ⾼齢なので⾃分はやろうと思わない。家族は利⽤している 
 年齢的にこれからでは無理であるから 
 ⽼夫婦 2 ⼈暮らしで現環境に不⾃由していないから、携帯電話は有 

44.9

35.4

34.8

23.4

22.8

19.0

1.3

13.3

0% 10% 20% 30% 40% 50%

利⽤する必要･機会･きっかけがなかったから

パソコン等の操作が難しそうだから

携帯電話やパソコン等を持っていないから

セキュリティが不安だから
(情報漏えいやウイルス感染等) 

通信料やパソコン等の端末が⾼いから

インターネットで何ができるのか知らないから

低速なインターネット接続サービスしか
利⽤できないから

その他

【n=158】
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 95 歳の⾼齢の為 
 年齢的に必要がない 
 ⽣活に必要ない 
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3.1.2.5. 情報通信機器の利⽤状況・利⽤意向 
情報通信機器の利⽤状況・利⽤意向としては、テレビの 91.6%が最も⾼く、次いで、スマ

ートフォンの 73.9%、パソコンの 53.6%とスマートフォン以外の携帯電話の 53.6%がほぼ
同率で続いている。タブレット端末については、「利⽤していないが、今後は利⽤したい」
層が 22.2%と⽐較的⽐率が⾼く、「利⽤している」層と合わせると過半数を超える。 

 
図表 46 情報通信機器の利⽤状況・利⽤意向⽐率 

 
 

  

91.6

53.8

35.0

73.9

53.6

2.7

15.8

22.2

9.2

3.4

5.7

30.4

42.9

16.9

43.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

テレビ(n=369)

パソコン(n=303)

タブレット端末(n=266)

スマートフォン(n=326)

スマートフォン以外の携帯電話(n=263)

利⽤している 利⽤していないが今後は利⽤したい 利⽤しておらず今後も利⽤しない
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インターネット利⽤状況別に情報通信機器の利⽤状況・利⽤意向⽐率を⾒ると、インター
ネットを「利⽤している」層の約 95%がスマートフォンを、70%超がパソコンを、約半数
がタブレット端末を利⽤しており、スマートフォン以外の携帯電話の利⽤⽐率は半数を切
っている。 

 
図表 47 インターネットを「利⽤している」層の情報通信機器の利⽤状況・利⽤意向⽐率 

 
 

情報通信機器別に年代別の利⽤状況・利⽤意向⽐率を⾒ると、パソコンについては、10 代
を除いて年代が下がる程パソコンの利⽤率が⾼い。40 代、50 代においては他世代に⽐べ「利
⽤していないが、今後は利⽤したい」層の⽐率が⾼くなっている。 

 
図表 48 年代別パソコン利⽤状況・利⽤意向⽐率 
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利⽤している 利⽤していないが今後は利⽤したい 利⽤しておらず今後も利⽤しない
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16.7

20.8

32.9
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10代(n=1)

20代(n=23)

30代(n=35)

40代(n=36)
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60代(n=76)
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利⽤している 利⽤していないが今後は利⽤したい 利⽤しておらず今後も利⽤しない
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3.1.2.6. ⼦供の情報化に関連した取り組み・意⾒ 
家庭に⼦供がいる⽅を対象に⼦供の情報化に係る取り組みや意⾒を求めた所、主な取り

組みとしては、親⾃⾝の情報通信機器の管理や親⼦間でスマートフォンやパソコン等を利
⽤する時間や場所等に係るルールの設定、親によるインターネットのフィルタリングの設
定や有害サイト等の利⽤制限等、様々な⼯夫がなされている。 

⼦供によるスマートフォンやパソコン等の利⽤⽤途としては、学習やゲームとの回答が
⽬⽴つ。 

 
図表 49 ⼦供の情報化に関連した取り組み・意⾒ 

年齢 職業 ネット利⽤状況 取り組み・意⾒ 

20 代 会社員･公務

員･団体職員 

利⽤している ⼩さい⼦供がいるのであまり⾒せないようにしている 

20 代 会社員･公務

員･団体職員 

利⽤している 以前は学習⽤にタブレットを使⽤し勉強していた。⼦供は楽しん

で勉強に取り組むことができるのでいいと思った 

30 代 パート･アルバ

イト 

利⽤している ⼦どもが興味を⽰した時に 30 分程度、PC で絵を描かせる事が

ある(1 か⽉に 1〜2 回) 

30 代 会社員･公務

員･団体職員 

利⽤している スマホは⾼校⽣になってから 

30 代 会社員･公務

員･団体職員 

利⽤している フィルタリングをかける 

30 代 パート･アルバ

イト 

利⽤している テレビ・インターネット等のメディアは 1 ⽇ 1 時間以上使⽤しな

い. 

30 代 専業主婦･主夫 利⽤している 町内が⽥舎過ぎて期待していない 

40 代 パート･アルバ

イト 

利⽤している ゲーム。スマホでもＴＶゲーム(スイッチ)でも 

40 代 会社員･公務

員･団体職員 

利⽤している ケイタイの管理化 

40 代 パート･アルバ

イト 

利⽤している スマートフォン、タブレットは⾃分の部屋には持っていかず、居

間のみで使⽤すること 

50 代 専業主婦･主夫 利⽤していない

が、今後は利⽤し

たい 

中学 3 年⽣がスマートフォンを使って調べたりしています。でも

まちがった使い⽅をするか⼼配でたまりません。勉強に使ってい

るのですが、今年卒業なので、出会い系の⽅につながらないか⼼

配です 

50 代 会社員･公務

員･団体職員 

利⽤している 有害なサイト・アプリは利⽤しない。不⽤意にメールは開かない。

危険だと思ったら⾃分で判断せず相談するようにしている 

50 代 会社員･公務 利⽤している パソコンの利⽤、ルールを決めて利⽤しすぎないような環境を作
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年齢 職業 ネット利⽤状況 取り組み・意⾒ 

員･団体職員 る。 

60 代 ⾃営業(農林⽔

産業) 

利⽤しておらず、

今後も利⽤しない 

スマートフォンで買い物をしている。店から買うより安いように

思います 

70 代

以上 

無職 利⽤している ⾼校⽣の孫ですが、スマートフォンをはなさず持ち、すべてスマ

ホの時代だと思います。半⾯、家族との会話が少なくなった 

70 代

以上 

無職 利⽤していない

が、今後は利⽤し

たい 

パソコン、スマートフォンを利⽤している 

70 代

以上 

無職 利⽤しておらず、

今後も利⽤しない 

なんも教えていない 
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3.1.3. 必要な情報化施策 

3.1.3.1. 必要な⾏政情報 
⾏政が提供する必要な情報としては、「災害発⽣時の避難情報」の 76.5%が最多で、次い

で、「災害対策情報」の 73.2%が続き、上位を災害関連の項⽬が占めている。「防犯情報」、
「⽕災情報」、「夜間休⽇の診療情報」も過半数を超えている。 

 
図表 50 必要な⾏政情報 

 
 

その他の項⽬では主に以下意⾒が⽰された。 
 災害発⽣時の避難情報については、町の放送が聞き取りにくく何かあった時は⼼配

です 
 ⾳量が⼩さい為聞きづらい 
 災害時の正確な場所 
 介護施設⼊居状況、⼜その施設の数が⼗分かどうか。介護⼊居待機者はどの位の⼈

数がいるか。在宅介護員の数も⼗分なのか等も知りたい 
 ⾷事のできる場所の情報 
 町内の住宅事情 
 まず⼈⼝を増やす努⼒ 
 全ての情報が必要 
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56.3

54.3
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34.8
33.1

25.8
19.7

17.4
13.6
12.9

11.9
2.3

0% 20% 40% 60% 80%

災害発⽣時の避難情報
災害対策情報

防犯情報
⽕災情報

夜間休⽇の診療情報
健康･福祉情報

暮らしに関わる情報
イベント･催事情報

町政情報
仕事･就労情報

⼦育て情報
町内の観光情報

⽣涯学習情報
⼩中学校からの情報

起業･事業者⽀援情報
その他

【n=396】
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3.1.3.2. 情報化推進に向けて必要な環境整備 
情報化推進に向けて必要な環境整備にとしては、全項⽬で「とても必要だと思う」、「必要

だと思う」を合わせた回答が 80%を超えている。「町内の公共施設に⾃由に利⽤できる Wi-
Fi(公衆無線 LAN)がある」、「町内全世帯で⾼速なインターネットを利⽤できる」及び「⼩中
学校でインターネット環境やタブレット等を整備する」についてはそれぞれ 3 割以上が「と
ても必要だと思う」と回答している。 

 
図表 51 情報化推進に向けて必要な環境整備⽐率 

 
 

  

34.4

37.4

25.7

31.1

48.4

50.0

60.0

56.6

17.2

12.6

14.3

12.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

町内全世帯で⾼速なインターネットを
利⽤できる(n=349)

町内の公共施設に⾃由に利⽤できる
Wi-Fi(公衆無線LAN)がある(n=342)

困った時にパソコン等の操作⽅法を
教えてくれる⼈材を地域で育成する(n=335)

⼩中学校でインターネット環境や
タブレット等を整備する(n=325)

とても必要だと思う 必要だと思う 必要ないと思う
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年代別に「町内全世帯で⾼速なインターネットを利⽤できる」についての回答⽐率を⾒る
と、全年代において 7 割以上が「とても必要だと思う」或いは「必要だと思う」と回答して
おり、70 代以上を除き年代が下がるにつれ「とても必要だと思う」層の⽐率が⾼くなって
いる。 

 
図表 52 年代別「町内全世帯で⾼速なインターネットを利⽤できる」回答⽐率 

 
 

年代別に「困った時にパソコン等の操作⽅法を教えてくれる⼈材を地域で育成する」につ
いての回答⽐率を⾒ると、全年代において 7 割以上が「とても必要だと思う」或いは「必要
だと思う」と回答しており、唯⼀ 20 代で 8 割を割っている。 

 
図表 53 年代別「困った時にパソコン等の操作⽅法を教えてくれる⼈材を地域で育成する」回答⽐率 
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55.6
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47.5

31.7

22.1

28.4

37.0

38.9

45.0

58.7

52.3

47.4

7.4

11.1

7.5

9.5

25.6

24.2
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10代(n=1)

20代(n=27)

30代(n=36)

40代(n=40)

50代(n=63)

60代(n=86)
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とても必要だと思う 必要だと思う 必要ないと思う
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37.7

23.3

27.9

100.0
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77.8

65.8

47.5

64.0

55.8

23.1

11.1

10.5

14.8

12.8

16.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10代(n=1)

20代(n=26)

30代(n=36)

40代(n=38)

50代(n=61)

60代(n=86)

70代以上(n=86)

とても必要だと思う 必要だと思う 必要ないと思う
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年代別に「⼩中学校でインターネット環境やタブレット等を整備する」についての回答⽐
率を⾒ると、10 代を除き全年代において 7 割以上が「とても必要だと思う」或いは「必要
だと思う」と回答している。特筆すべきは、⾃⾝の暮らしへの⼩中学校における教育環境の
影響が少ないと想定される 60 代、70 代においても必要性を⼤いに感じている点であり、世
代を超えた配慮、町⺠の町のあるべき姿への考えが投影されているものと想定される。 

 
図表 54 年代別「⼩中学校でインターネット環境やタブレット等を整備する」回答⽐率 

 
 

その他の項⽬では主に以下意⾒が⽰された。 
 次世代通信規格によっては Wi-Fi-より速いのでは 
 低価格で簡単、安全であれば使いたい⼈は多くいるのではないか 
 ただ Wi-Fi やタブレットがあっても活⽤できるとは思えない。情報化を推進する⼈

材を若い⼈で雇って、⾼待遇で否定せずに必ず話を聞く姿勢がとても⼤事 
 ネットテラシー、マナーなどの教育 
 必要以上の情報教育はいらないと思う 
 情報系起業者⽀援 
 ⼊⼝でなく出⼝の環境づくり(PC の廃棄補助、学校、公共施設の古い設備の廃棄等) 
 ⼈⼝減の中でお⾦をかけ、進めるのではなく、役場のホームページを充実して下さ

い 
 ⾼齢者や病気の⼈は利⽤できない 
 私のように⾼齢になれば、いろいろなイベント情報をもらっても⾏動がともなわな

いので、あきらめざるを得ないことが多々ある 
 必要だと思うが⾼齢で今の情報化についていけない 
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3.1.3.3. 町が提供すべき情報通信サービス・政策 
町が提供すべき情報通信サービス・政策としては、「緊急時での活⽤：災害発⽣時の避難

情報等、町から迅速な防災･防犯情報の提供を⾏う」の 70.4%が最多となっている。次いで、
「交通機関への活⽤：必要な時に乗りたい場所からバスに乗って買い物や通院ができる」の
57.1%、「企業誘致への活⽤：ICT 企業や ICT 関連産業を誘致･育成し、町内で働く場所を
つくる」の 55.8%、「医療診断や診療への活⽤：遠隔で健康相談や健康診断、診療を受けら
れる」と「⾒守りへの活⽤：⼦供や⾼齢者が安⼼して暮らせるように、⾒守りの仕組みを導
⼊し緊急時の安全･安⼼を確保する」の 54%が⽐較的同率で過半数を超えている。 

 
図表 55 町が提供すべき情報通信サービス・政策 
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0% 20% 40% 60% 80%

緊急時での活⽤：災害発⽣時の避難情報等、町から迅速な防災･
防犯情報の提供を⾏う

交通機関への活⽤：必要な時に乗りたい場所からバスに乗って
買い物や通院ができる

企業誘致への活⽤：ICT 企業やICT 関連産業を誘致･育成し、
町内で働く場所をつくる

医療診断や診療への活⽤：遠隔で健康相談や健康診断、
診療を受けられる

⾒守りへの活⽤：⼦供や⾼齢者が安⼼して暮らせるように、
⾒守りの仕組みを導⼊し緊急時の安全･安⼼を確保する

既存の建築物の活⽤：廃校や空き家等をサテライトオフィスや住⺠等が共
同利⽤できる場として再利⽤したり、観光地として活⽤する

⾏政⼿続での活⽤：インターネットで公共施設の予約や税務等、
様々な⾏政⼿続の申請･届出ができる

観光案内への活⽤：海外の観光客が岩⼿町を訪れやすいように、
観光情報を多⾔語で案内する

⿃獣害対策への活⽤：⽥畑等を荒らす⿃獣を遠隔で発⾒し、
その情報がすぐに⼊る

校務への活⽤：⼩中学校教員の事務作業を効率化し、
児童⽣徒と向き合う時間を充実させる

教育への活⽤：⼩中学校教員による外国語やプログラミングの
指導を充実させる

ドローンやセンサー⽤の基盤整備：ドローンやセンサーを活⽤して遠隔で
の⿃獣害対策や農薬散布等が⾏えるように通信基盤を整備する

議会での活⽤：町⺠の意⾒を広く効果的に反映するため、
議員･議会の業務を効率的に⾏えるようにする

⽥畑管理への活⽤：⽥畑の温度･湿度等を遠隔で把握し、
⾃動的に⽔の散布や環境の管理等が⾏える

⽇常での活⽤：⾃宅に居ながら、遠⽅に住む孫や家族、
友⼈と顔を⾒ながら遠隔で会話できる

教育への活⽤：⼩中学校と病院や⾃宅等を繋いで、学校外からも
授業に参加できるようにする

【n=378】
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更に、同項⽬の中から最も重要と考える情報通信サービス・政策について回答を求めた所、
以上の結果から⼀転し、「企業誘致への活⽤：ICT 企業や ICT 関連産業を誘致･育成し、町
内で働く場所をつくる」が最多となった(図表 56)。次いで、「緊急時での活⽤：災害発⽣時
の避難情報等、町から迅速な防災･防犯情報の提供を⾏う」、「医療診断や診療への活⽤：遠
隔で健康相談や健康診断、診療を受けられる」が続き、「既存の建築物の活⽤：廃校や空き
家等をサテライトオフィスや町⺠等が共同利⽤できる場として再利⽤したり、観光地とし
て活⽤する」と「交通機関への活⽤：必要な時に乗りたい場所からバスに乗って買い物や通
院ができる」が同率で続く。 

先程の結果からランクを上げたのは、「企業誘致への活⽤：ICT 企業や ICT 関連産業を誘
致･育成し、町内で働く場所をつくる」、「医療診断や診療への活⽤：遠隔で健康相談や健康
診断、診療を受けられる」、「既存の建築物の活⽤：廃校や空き家等をサテライトオフィスや
町⺠等が共同利⽤できる場として再利⽤したり、観光地として活⽤する」、「⿃獣害対策への
活⽤：⽥畑等を荒らす⿃獣を遠隔で発⾒し、その情報がすぐに⼊る」、「議会での活⽤：町⺠
の意⾒を広く効果的に反映するため、議員･議会の業務を効率的に⾏えるようにする」、「⽥
畑管理への活⽤：⽥畑の温度･湿度等を遠隔で把握し、⾃動的に⽔の散布や環境の管理等が
⾏える」となっている。 
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図表 56 町が提供すべき情報通信サービス・政策の中で最も必要なもの 
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0% 10% 20% 30%
企業誘致への活⽤：ICT 企業やICT 関連産業を誘致･育成し、

町内で働く場所をつくる
緊急時での活⽤：災害発⽣時の避難情報等、町から迅速な防災･

防犯情報の提供を⾏う
医療診断や診療への活⽤：遠隔で健康相談や健康診断、

診療を受けられる
既存の建築物の活⽤：廃校や空き家等をサテライトオフィスや住⺠等が共

同利⽤できる場として再利⽤したり、観光地として活⽤する
交通機関への活⽤：必要な時に乗りたい場所からバスに乗って

買い物や通院ができる
⾒守りへの活⽤：⼦供や⾼齢者が安⼼して暮らせるように、

⾒守りの仕組みを導⼊し緊急時の安全･安⼼を確保する
⾏政⼿続での活⽤：インターネットで公共施設の予約や税務等、

様々な⾏政⼿続の申請･届出ができる
⿃獣害対策への活⽤：⽥畑等を荒らす⿃獣を遠隔で発⾒し、

その情報がすぐに⼊る
観光案内への活⽤：海外の観光客が岩⼿町を訪れやすいように、

観光情報を多⾔語で案内する
議会での活⽤：町⺠の意⾒を広く効果的に反映するため、

議員･議会の業務を効率的に⾏えるようにする
⽥畑管理への活⽤：⽥畑の温度･湿度等を遠隔で把握し、

⾃動的に⽔の散布や環境の管理等が⾏える
校務への活⽤：⼩中学校教員の事務作業を効率化し、

児童⽣徒と向き合う時間を充実させる
教育への活⽤：⼩中学校教員による外国語やプログラミングの

指導を充実させる
ドローンやセンサー⽤の基盤整備：ドローンやセンサーを活⽤して遠隔で

の⿃獣害対策や農薬散布等が⾏えるように通信基盤を整備する
教育への活⽤：⼩中学校と病院や⾃宅等を繋いで、学校外からも

授業に参加できるようにする
⽇常での活⽤：⾃宅に居ながら、遠⽅に住む孫や家族、

友⼈と顔を⾒ながら遠隔で会話できる

【n=228】
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以上に⽰した町が提供すべき情報通信サービス・政策を属性別に上位 3 項⽬を以下にま
とめる。なお、以降の図表において各項⽬には以下略称を⽤いる。 

 
図表 57 提供すべき情報通信サービス・政策項⽬ 

提供すべき情報通信サービス・政策の項⽬ 略称 

⿃獣害対策への活⽤：⽥畑等を荒らす⿃獣を遠隔で捕獲し、その情報がすぐに⼊る ⿃獣害 

⽥畑管理：⽥畑の温度･湿度等を遠隔で把握し、⾃動的に⽔の散布や環境の管理等が⾏える ⽥畑管理 

観光案内への活⽤：海外の観光客が岩⼿町を訪れやすいように、観光情報を多⾔語で案内する 多⾔語案内 

既存の建築物の活⽤：廃校や空き家等をサテライトオフィスや住⺠等が共同利⽤できる場とし

て再利⽤したり、観光地として活⽤する 

既存建築物 

企業誘致への活⽤：ICT 企業や ICT 関連産業を誘致･育成し、町内で働く場所をつくる 企業誘致 

医療診断や診療への活⽤：遠隔で健康相談や健康診断、診療を受けられる 医療診断 

⽇常での活⽤：⾃宅に居ながら、遠⽅に住む孫や家族、友⼈と顔を⾒ながら遠隔で会話できる 遠隔会話 

交通機関への活⽤：必要な時に乗りたい場所からバスに乗って買い物や通院ができる 交通機関 

⾒守りへの活⽤：⼦供や⾼齢者が安⼼して暮らせるように、⾒守りの仕組みを導⼊し緊急時の

安全･安⼼を確保する 

⾒守り 

校務への活⽤：⼩中学校教員の事務作業を効率化し、児童⽣徒と向き合う時間を充実させる 校務 

教育への活⽤：⼩中学校教員による外国語やプログラミングの指導を充実させる 指導充実 

教育への活⽤：⼩中学校と病院や⾃宅等を繋いで、学校外からも授業に参加できるようにする 遠隔授業 

緊急時での活⽤：災害発⽣時の避難情報等、町から迅速な防災･防犯情報の提供を⾏う 緊急時 

議会での活⽤：町⺠の意⾒を広く効果的に反映するため、議員･議会の業務を効率的に⾏えるよ

うにする 

議会 

⾏政⼿続での活⽤：インターネットで公共施設の予約や税務等、様々な⾏政⼿続の申請･届出が

できる 

⾏政⼿続 

ドローンやセンサー⽤の基盤整備：ドローンやセンサーを活⽤して遠隔での⿃獣害対策や農薬

散布等が⾏えるように通信基盤を整備する 

ドローン整備 
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図表 58 男⼥別町が提供すべき情報通信サービス・政策上位 3 項⽬ 

 町が提供すべき情報通信サービス・政策 町が提供すべき情報通信サービス・政策で最も必要なもの 

 1 位 2 位 3 位 1 位 2 位 3 位 

男性 緊急時 企業誘致 交通機関 企業誘致 緊急時 医療診断 

⼥性 緊急時 交通機関 医療診断 緊急時 企業誘致 医療診断 

 
図表 59 年代別町が提供すべき情報通信サービス・政策上位 3 項⽬ 

 町が提供すべき情報通信サービス・政策 町が提供すべき情報通信サービス・政策で最も必要なもの 

 1 位 2 位 3 位 1 位 2 位 3 位 

10 代 

医療診断 

交通機関 

緊急時 

  緊急時   

20 代 
緊急時 

⾒守り 

多⾔語案内 

企業誘致 

交通機関 

 企業誘致 緊急時 
既存建築物 

⾒守り 

30 代 緊急時 ⾏政⼿続 企業誘致 緊急時 
企業誘致 

医療診断 
 

40 代 緊急時 
企業誘致 

⾏政⼿続 
 緊急時 ⾏政⼿続 交通機関 

50 代 企業誘致 緊急時 
医療診断 

交通機関 
企業誘致 医療診断 緊急時 

60 代 緊急時 
企業誘致 

⾒守り 
 企業誘致 緊急時 ⾒守り 

70 代以上 緊急時 交通機関 ⾒守り 企業誘致 
医療診断 

緊急時 
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図表 60 職業別町が提供すべき情報通信サービス・政策上位 3 項⽬ 

 町が提供すべき情報通信サービス・政策 町が提供すべき情報通信サービス・政策で最も必要なもの 

 1 位 2 位 3 位 1 位 2 位 3 位 

会社員・公務員・団

体職員 
緊急時 企業誘致 交通機関 企業誘致 緊急時 医療診断 

⾃営業(農林⽔産業) 緊急時 医療診断 ⾒守り 医療診断 
交通機関 

緊急時 
 

⾃営業(その他) 緊急時 企業誘致 交通機関 
企業誘致 

緊急時 
既存建築物  

パート・アルバイト 交通機関 緊急時 企業誘致 緊急時 

企業誘致 

医療診断 

⾏政⼿続 

 

専業主婦・主夫 緊急時 
医療診断 

交通機関 
 

企業誘致 

医療診断 

交通機関 

⾒守り 

  

学⽣ 

医療診断 

⾒守り 

緊急時 

⾏政⼿続 

  緊急時 
企業誘致 

⾏政⼿続 
 

無職 緊急時 交通機関 ⾒守り 企業誘致 緊急時 既存建築物 

その他 緊急時 
医療診断 

⾒守り 
 

⿃害獣 

医療診断 

交通機関 

緊急時 

ドローン整備 
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図表 61 居住地域別町が提供すべき情報通信サービス・政策上位 3 項⽬ 

 町が提供すべき情報通信サービス・政策 町が提供すべき情報通信サービス・政策で最も必要なもの 

 1 位 2 位 3 位 1 位 2 位 3 位 

⽔堀地区 緊急時 
企業誘致 

⾒守り 
 企業誘致 医療診断 

多⾔語案内 

既存建築物 

交通機関 

⾒守り 

校務 

緊急時 

上沼宮内地区 緊急時 交通機関 ⾒守り 企業誘致 
医療診断 

緊急時 
 

下沼宮内地区 緊急時 企業誘致 既存建築物 企業誘致 緊急時 ⾒守り 

⼀⽅井地区 緊急時 交通機関 医療診断 企業誘致 緊急時 ⾒守り 

久保地区 緊急時 
企業誘致 

⾒守り 
 緊急時 既存建築物 

企業誘致 

医療診断 

交通機関 

川⼝地区 緊急時 交通機関 医療診断 緊急時 企業誘致 医療診断 

北⼭形・岩瀬

張地区 
企業誘致 緊急時 医療診断 医療診断 企業誘致 緊急時 

南⼭形地区 

企業誘致 

既存建築物 

緊急時 

  ⽥畑管理 既存建築物  
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図表 62 インターネット利⽤状況別町が提供すべき情報通信サービス・政策上位 3 項⽬ 

 町が提供すべき情報通信サービス・政策 町が提供すべき情報通信サービス・政策で最も必要なもの 

 1 位 2 位 3 位 1 位 2 位 3 位 

利⽤ 

している 
緊急時 企業誘致 既存建築物 緊急時 企業誘致 医療診断 

利⽤していない

が、今後は利⽤し

たい 

緊急時 企業誘致 交通機関 企業誘致 

既存建築物 

医療診断 

交通機関 

⾒守り 

緊急時 

 

利⽤しておらず、

今後も利⽤しない 
緊急時 交通機関 医療診断 企業誘致 

医療診断 

緊急時 
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3.1.3.4. 情報化推進への不安 
情報化推進への不安としては、「個⼈情報の漏えいやウイルス感染が不安」の 69.5%が最

多で、次いで、「出会い系サイトやアプリ、有害情報等が⼦供等への悪影響となることが不
安」の 48.8%、「パソコンやインターネットを使いこなせないと、新しいサービスを利⽤で
きないのが不安」の 46.6%が同⽔準で続いている。概して、情報化の推進による⼈間関係へ
の影響や漠とした不安といった精神的な内容ではなく、情報漏えいや⼦供への悪影響等、具
体的な問題に不安を感じていることが窺えるため、情報化推進に当たっては、具体的な解決
策を講じる必要がある。 

 
図表 63 情報化推進への不安 

 
 
その他の項⽬では主に以下意⾒が⽰された。 
 町全体の情報化も良いですが、まだ、携帯電話も使えない、インターネットもでき

ない地区もあるので、そういう所から使えるようにしてほしい。防災の⾯でも整備
が必要だと思う 

 やはり Wi-Fi は現代で必要不可⽋なので、ふやしてほしい 
 公共機関に Wi-Fi が整うのは良いと思うが、たまり場になったりするのは困るので、

教育機関との連携が⼤事になると思う 
 親からの教育だけでなく、⼩中学校でも授業で情報メディアの危険性を教える取り

組みをしてほしい(出会い系や⻑時間使⽤による弊害など) 
 個⼈宅に防災無線を置く。外からの⾳が聞き取りにくい 
 もう少し⼒を⼊れて役場の⽅でもしっかり取り組んでほしいです。⼦供とか⽼⼈の

69.6

48.9

46.6

29.8

20.5

2.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

個⼈情報の漏えいやウイルス感染が不安

出会い系サイトやアプリ、有害情報等が⼦供等
への悪影響となることが不安

パソコンやインターネットを使いこなせない
と、新しいサービスを利⽤できないのが不安

困った時に教えてくれる⼈が周りにいないのが
不安

インターネットによって⼈と⼈との関係が疎遠
になることが不安

その他

【n=352】
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ことも考えて対応できるようにしてほしいです 
 システムや機器の導⼊が⽬的となってしまい、導⼊後は導⼊先の担当者に丸投げで、

町の担当者は⼈事異動時にまともに引き継ぎもせず「実績」だけアピールされるこ
と 

 インターネットを利⽤には、どうしても⽀出がともなう。年⾦⽣活では⼆の⾜にな
る 

 ⼈⼝減で情報化、何をしようとしているのか 
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3.1.3.5. 情報化推進に当たっての意⾒等 
情報化推進に当たっての意⾒を求めた所、20 代では、「情報化したことで若い⼈はアク

セスできるけど、町全体で⾒たらおいていかれる⼈がいると思う」、「紙ベースだから良い
こともあると思う。回覧板はそのまま残してほしい(地域の⽅との交流のため)」、「ネッ
ト・機械にうとい⼈達も⼤事にしたうえで、便利になってほしいと思います」といった意
⾒が⾒られ、⾃⾝以外のインターネットや情報通信機器を使いこなせない層の存在を意識
した上で、こうした層への配慮や電⼦的な⽅法に加えアナログ的な⽅法の継続運⽤、⼦供
や⾼齢層に向けたキャッシュレス等⽇常で利⽤する技術の説明会の開催等の提案が⾒られ
た。 

40 代では、「サービスは町内全体に公平になされるように配慮ください」、「安全を確保
しつつ、進展していってほしい」、「広報の放送が反響や周りの⾳で聞き取れない時がある
ので、町の Twitter も利⽤する等、予算をあまりかけなくても実施できる所から始めたら
どうでしょう」等、光回線を公平に⾏き渡らせること、安全を確保した上での情報化の推
進、例えば聞こえにくい防災無線の代わりに Twitter 等で予算をかけずとも対策の余地が
あること等の意⾒や要望が出された。 

50 代では、「若い⼈が残る町づくり」、「全ての世帯ではなく、興味のある⼈達に講習会
を各地域で実施するのが良いと思う」等、若年層が住み続けられる町づくりや、⾼齢者が
多いため全世帯でなく要望のある⼈に向けた講習会の実施、光回線が届いていない点につ
いて指摘があった。 

60 代では、「費⽤対効果やデメリットを確認しながら進めるべきである」、「まずは⾼齢
者がネットを親しめる環境を整備そして教育を作る事が先決と考えます」等、費⽤対効果
やデメリットの確認、⾼齢者もインターネットに親しむ環境について要望があった。 

70 代以上では、「地域によって不利益が⽣じないように進めてほしい」、「若い⼈たちが
帰ってきたくても働く企業がないので、帰ってこれない」、「今スマートフォンでキャッシ
ュレスでポイントサービスなど使いこなせるよう、教えてくれる⼈がほしい」等、地域に
よる不利益がないような推進、若年層の働き⼝の不⾜、町⺠のコミュニケーションの場づ
くり、スマートフォンやキャッシュレスサービス等について教えて貰える場の要望等があ
った。 

 
図表 64 情報化推進に当たっての意⾒等 

年齢 職業 ネット利⽤状況 意⾒等 

20 代 学⽣ 利⽤している 情報化したことで若い⼈はアクセスできるけど、町全体で⾒たらお

いていかれる⼈がいると思う。防災無線すらもうまく聞こえないの

に、むずかしいと思った。情報化社会にもし仮になったときに得ら

れるメリットは何ですか。例えば回覧板のペーパーレス化などある

と思いますが、情報化を⼿段として⾏った先にある⽬的が何だろう
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年齢 職業 ネット利⽤状況 意⾒等 

と考えてしまいました！何をもって情報化がわからなくて… 

20 代 会社員･公務

員･団体職員 

利⽤している 情報化するとのことだが、今の岩⼿町ではなかなか難しいと思う。

紙ベースだから良いこともあると思う。回覧板はそのまま残してほ

しい(地域の⽅との交流のため)。若い世代のためにも電⼦配信等も

やってほしい 

20 代 会社員･公務

員･団体職員 

利⽤している キャッシュレス決済の時代なので、⼤⼈から⼦供まで良く理解でき

るセミナーを開いた⽅が良いと思う。出来れば毎⽉ 

20 代 無職 利⽤している ネット・機械にうとい⼈達も⼤事にしたうえで、便利になってほし

いと思います 

20 代 無職 利⽤していない

が、今後は利⽤し

たい 

⽣活が便利になると働かなくなって、部屋に閉じこもってばかりで

⼤変です。通信環境整備は必要ないです(⺟より) 

40 代 ⾃営業(その

他) 

利⽤している 光回線サービスすら利⽤できない状況である他、問題は多々あり、

今後どのように反映されていくのか疑問です。サービスは町内全体

に公平になされるように配慮ください。まずはその点からアンケー

トをさせるべきだと思います 

40 代 ⾃営業(農林⽔

産業) 

利⽤している 防災マップなどが有る場合、避難対象になる⼈への事前通知。避難

情報が出ても、⾃分がどうするべきか分りません 

40 代 ⾃営業(農林⽔

産業) 

利⽤している 広報の放送が反響や周りの⾳で聞き取れない時があるので、町の

Twitter も利⽤する等、予算をあまりかけなくても実施できる所か

ら始めたらどうでしょう 

40 代 会社員･公務

員･団体職員 

利⽤しておらず、

今後も利⽤しない 

情報化の推進も良いですけど、昔ながらのアナログ的なモノもしっ

かりと残してほしいと思います 

40 代 会社員･公務

員･団体職員 

利⽤している 安全を確保しつつ、進展していってほしい 

50 代 パート･アルバ

イト 

利⽤している 少ない近所との付き合いがなくなり、会話がなくならないか不安で

す。会話、情報交換は必要だと思います 

50 代 ⾃営業(農林⽔

産業) 

利⽤している 光ファイバが来ていない。通信事業者からは来る予定もないと⾔わ

れた 

50 代 会社員･公務

員･団体職員 

利⽤している ⾼齢者の多い岩⼿町でインターネットの普及は難しいと思う。全て

の世帯ではなく、興味のある⼈達に講習会を各地域で実施するのが

良いと思う 

50 代 ⾃営業(その

他) 

利⽤している 現在でも住居においても携帯電話が圏外になり使⽤が不可になる

(江刈内地区)。光通信が出来るようになってほしい 

50 代 会社員･公務 利⽤している 若い⼈が残る町づくり 
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年齢 職業 ネット利⽤状況 意⾒等 

員･団体職員 

60 代 ⾃営業(その

他) 

利⽤しておらず、

今後も利⽤しない 

誰もが操作出来るようでなければ意味が無いように思います 

60 代 専業主婦･主夫 利⽤しておらず、

今後も利⽤しない 

声⾼に⾔わないまでも、陰湿ないじめに⼤⼈も⼦供も精神的にとて

も困っている⼈々が多い中、陽の光にあてて皆で考えていかなけれ

ば、互いに恐れの気持ちで気楽に付き合える環境にないと思い、健

全化をはかるよう求めます。必要な啓発活動であり情報活動と共に

必要です(とても) 

60 代 会社員･公務

員･団体職員 

利⽤している 4-1 の 5 についてメリットとデメリットがある。例えば、便利にな

っていくとは思うが、逆に、直接電話で話ができる⽅がスムーズに

問題が解決できるのにと感じることも多くなってきている 

60 代 ⾃営業(その

他) 

利⽤している 費⽤対効果やデメリットを確認しながら進めるべきである 

60 代 無職 利⽤している イベント事業等の早めの情報明⽰、イベントに多数参加を望む事か

ら周辺町村に遅れているように思える 

60 代 無職 利⽤している ⾼齢者が多い岩⼿町、まずは⾼齢者がネットを親しめる環境を整備

そして教育を作る事が先決と考えます 

70 代

以上 

不明 利⽤している 道徳教育が実に必要となって来ている。情報化時代だから？ 

70 代

以上 

専業主婦･主夫 利⽤している 地域によって不利益が⽣じないように進めてほしい 

70 代

以上 

無職 利⽤しておらず、

今後も利⽤しない 

本⼈が 95 歳と⾼齢なので家族の者が記⼊しました 

70 代

以上 

無職 利⽤している 若い⼈たちが帰ってきたくても働く企業がないので、帰ってこれな

い。⾼齢者世帯が多い 

70 代

以上 

無職 利⽤している 情報化より町⺠のコミュニケーションの場作りで、運動⽤器具を空

家を使い、サテライト的健康増進のスポーツジムを作って下さい 

70 代

以上 

無職 利⽤しておらず、

今後も利⽤しない 

ちまたでは⾼齢化や⼈⼝減等で終活のことがいろいろな⾓度から

報道されているが、⾏政も取り組んでもらいたい。国側もそうであ

るが、⾼齢者の各種選挙対策を⾒直す必要がある(投票の⽅法) 

70 代

以上 

無職 利⽤している 今スマートフォンでキャッシュレスでポイントサービスなど使い

こなせるよう、教えてくれる⼈がほしい 
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3.2. 企業のニーズ 

3.2.1. 調査概要 

3.2.1.1. 調査⽅法 
岩⼿町地域情報化に向けた企業ニーズの把握を⽬的として、下記要領で町内の企業に対

してアンケート調査を⾏った。 
 

図表 65 調査⽅法等 

実施期間 2019 年 10 ⽉ 4 ⽇〜2019 年 10 ⽉ 18 ⽇ 

対象 岩⼿町内の企業(事業所等)328 社 

配布数 328 件 

調査⽅法 岩⼿町商⼯会からの配布による⾃記⼊⽅式 

回答数 164 件(回収率：50%) 

 

3.2.1.2. 調査項⽬ 
具体的な調査項⽬は以下の通り。 
 

図表 66 調査項⽬ 

種別 項⽬ 

企業(事業所等)の属性 

業態 

本社所在地 

創業年数 

従業員数 

職場所在地 

業務における 

情報通信機器・サービスの利⽤状況 

インターネット利⽤状況 

インターネットの接続形態(インターネット利⽤する場合) 

インターネットの利⽤⽤途(インターネット利⽤する場合) 

インターネット利⽤上の不満(インターネット利⽤する場合) 

インターネットを利⽤していない理由(インターネット利⽤しない場合) 

情報通信機器の利⽤状況・利⽤意向 

情報化に係る課題・問題 

必要な情報化施策 

情報化推進に向けて必要な環境整備 

町が提供すべき情報通信サービス・政策 

町が提供すべき情報通信サービス・政策の中で最も必要なもの 
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種別 項⽬ 

情報化推進に当たっての意⾒等 

 

3.2.1.3. 回答者の属性 
本アンケート調査の回答者の属性は以下の通り。 
 

図表 67 業態 

 
 

図表 68 本社所在地 

農業,林業,漁業
6.8%

鉱業,採⽯業
0.0%

建設業
19.1%

製造業
9.9% 情報通信業

0.0%

インフラ業(電気･
ガス･⽔道等) 

0.6%
運輸業
3.1%

卸売,⼩売業
25.9%

⾦融業,保険業
2.5%

不動産,賃貸業
2.5%

学術研究,専⾨･
技術サービス業

2.5%

宿泊,飲⾷サービス業
5.6%

⽣活関連サービス業,
娯楽業, 4.9%

教育,学習⽀援業
0.0%

医療,福祉
4.9%

複合サービス業
(郵便局,協同組合)

1.2%
その他サービス業

6.8%

公務
0.0%

その他
3.7%

【n=162】

町内
88.5%

町外(県
内) 9.1%

県外
2.4%

【n=164】
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図表 69 創業年数 

 
 

図表 70 従業員数 

 
 

5年未満
1.8%

5〜10年未
満 3.1%

10〜20年未満
12.3%

20年以上
82.8%

【n=163】

1⼈
27.7%

2⼈〜5⼈ 34.0%

6〜20⼈
22.0%

21〜50⼈
9.4%

51〜100⼈
1.3%

101〜300⼈
3.1%

300⼈以上
2.5%

【n=159】
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図表 71 職場所在地 

 
 

  

⽔堀地区, 3.7%

上沼宮内地区(⼤
坊,五⽇市,城⼭･新
町,⺠部⽥,柳橋,舘,
⽥中･栄⼩路,⼤町,

細沢), 30.2%

下沼宮内地区(野⼝
町,愛宕下,江刈内,苗
代沢,駅前,⽝袋,太

⽥), 25.3%

⼀⽅井地区, 
12.3%

久保地区, 1.9%

川⼝地区, 19.8%

北⼭形･岩瀬張地
区, 3.1%

南⼭形地区, 3.7%【n=162】
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3.2.2. 情報通信機器・サービスの利⽤状況 

3.2.2.1. インターネット利⽤状況 
業務におけるインターネットの利⽤率は 69.3%であり、今後利⽤を希望する層と合わせ

ると 79.8%と 8 割に上る。 
 

図表 72 インターネット利⽤状況 

 
 

従業員数別に⾒ると、従業員数が 50 ⼈以上だとインターネット利⽤率は 100%である。
50 ⼈以下では従業員数が少ない程、利⽤していない⽐率が⾼い傾向にある。従業員数が「1
⼈」の場合はインターネットを「利⽤しておらず、今後も利⽤しない」層が約半数に上り、
従業員数が「2 ⼈〜5 ⼈」、「21 ⼈〜50 ⼈」の場合は、「利⽤していないが、今後は利⽤した
い」層が「利⽤しておらず、今後も利⽤しない」層を上回っており、今後インターネットを
利⽤する可能性が⾼い。 

 
図表 73 従業員数別インターネット利⽤状況 

 

利⽤している
69.3%

利⽤していない
が、今後は利⽤

したい 9.8%

利⽤しておら
ず、今後も利⽤

しない…

【n=163】

43.2
68.5

91.4
86.7

100.0
100.0
100.0

9.1
16.7

5.7
6.7

47.7
14.8

2.9
6.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1⼈(n=44)
2⼈〜5⼈(n=54)
6〜20⼈(n=35)

21〜50⼈(n=15)
51〜100⼈(n=2)

101〜300⼈(n=5)
300⼈以上(n=4)

利⽤している 利⽤していないが、今後は利⽤したい 利⽤しておらず、今後も利⽤しない
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居住地区別に⾒ると、「北⼭形・岩瀬張地区」以外の地区では概ね 6 割以上が利⽤してい
る。「久保地区」では利⽤率が 100%となっており、「南⼭形地区」では「利⽤している」層
と「利⽤していないが、今後利⽤したい」層を合わせれば 100%を占める。現在利⽤率が最
も低い「北⼭形・岩瀬張地区」においては、「利⽤していないが、今後利⽤したい」層が 40%
と他地区に⽐べて最も厚く、インターネット環境が整えば、普及が拡⼤する可能性が⾼い。 

 
図表 74 職場所在地別インターネット利⽤状況 

 
 

  

66.7
75.5

70.0
70.0

100.0
59.4

40.0
66.7

16.7
6.1

7.5
15.0

6.3
40.0

33.3

16.7
18.4
22.5

15.0

34.4
20.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⽔堀地区(n=6)
上沼宮内地区(n=49)
下沼宮内地区(n=40)

⼀⽅井地区(n=20)
久保地区(n=3)

川⼝地区(n=32)
北⼭形･岩瀬張地区(n=5)

南⼭形地区(n=6)
利⽤している 利⽤していないが、今後は利⽤したい
利⽤しておらず、今後も利⽤しない
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3.2.2.2. インターネット利⽤形態 
インターネットの利⽤形態としては、「事業所等の光の回線サービス(NTT 東⽇本のフレ

ッツ光等)」が 70.5%と最も⾼く、次いで「携帯電話、スマートフォン等」の 53.3%となっ
ている。ADSL 回線と電話回線、ISDN 回線による利⽤を合わせると 25.7%に上り、⼀定数
が利⽤している。 

 
図表 75 インターネットの利⽤形態 

 
 
  

70.5

53.3

29.5

16.2

12.4

9.5

7.6

1.9

0% 20% 40% 60% 80%

事業所等の光の回線サービス
(NTT東⽇本のフレッツ光など)

携帯電話、スマートフォン等

モバイルWi-Fi ルータ

事業所等のADSL回線

携帯電話、スマートフォン等に
パソコン等を接続

事業所等の電話回線やISDN

遠隔にある本社等が提供する回線

その他

【n=105】
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3.2.2.3. インターネットの利⽤⽤途 
インターネットの利⽤⽤途としては、「電⼦メールの送受信」の 80.2%が最多で、次いで、

「ホームページ等、業務に係る情報の検索、閲覧」の 62.2%、「オンラインでの物品購⼊、
販売、取引」の 34.2%が続いている。売買や取引は半数以上、届出や申請等は 3 割以上の事
業者が事業運営に密接に関わる業務をオンラインで実施している状況にある。 

 
図表 76 インターネットの利⽤⽤途 

 
 

その他の項⽬では主に以下意⾒が⽰された。 
 ネット de 記帳 
 商協ポイントカード 

 
  

80.2

62.2

55.0

34.2

27.9

22.5

9.0

8.1

4.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

電⼦メールの送受信

ホームページ等、業務に係る
情報の検索、閲覧

オンラインでの物品等の購⼊、販売、取引

オンラインでの届出や申請

ホームページ等、業務に係る
情報の書き込み、開設、更新

オンラインでの従業員のスケジュール、
営業実績、在庫、経理等に係る情報の管理

e ラーニング

メッセージングアプリ等での通話

その他

【n=111】
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3.2.2.4. インターネット利⽤上の不満 
インターネット利⽤上の不満の内容としては、「特に不満は感じない」層を除き、「低速な

インターネット接続サービスしか利⽤できない」の 17.9%が最多で、次いで僅差で、「仕事
で訪れる屋外で携帯電話やスマートフォンの電波が⼊りにくい」の 17.0%となっている。ま
た、「職場所在地が光サービスの提供エリア外のため、インターネットに繋がらない」と「職
場で携帯電話やスマートフォンの電波が⼊りにくい」との回答を合わせると 25.5%に上り、
業務に⽀障を来している可能性が⾼いことが想定される。 

 
図表 77 インターネット利⽤上の不満 

 
 
その他の項⽬では主に以下意⾒が⽰された。 
 低速で Windows のアップデートが出来ない 
 トラブル時の対応が困難 

 
  

57.5

17.9

17.0

13.2

12.3

6.6

2.8

0% 20% 40% 60%

特に不満は感じない

低速なインターネット接続サービス
しか利⽤できない

仕事で訪れる屋外で携帯電話や
スマートフォンの電波が⼊りにくい

職場所在地が光サービスの提供エリア外
のため、インターネットに繋がらない

職場で携帯電話やスマートフォンの
電波が⼊りにくい

⾏政に係る申請･届出等の⼿続が
インターネットを介して利⽤できない

その他

【n=105】
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3.2.2.5. インターネットを利⽤していない理由 
インターネットを利⽤していない理由としては、「業務上、携帯電話やパソコン等を利⽤

する必要がないから」が 50.0%と最多で、次いで、「セキュリティやパソコン等の操作に詳
しい従業員がいないから」の 26.2%となっている。また、「低速なインターネット接続サー
ビスしか利⽤できないから」と「職場所在地が提供エリア外のため、インターネットに繋が
らないから」との回答を合わせると 33.3%に上る。 

 
図表 78 インターネットを利⽤していない理由 

 
 

その他の項⽬では主に以下意⾒が⽰された。 
 利⽤しなくても仕事に⽀障がない 

 
  

50.0

26.2

21.4

11.9

4.8

2.4

4.8

0% 10% 20% 30% 40% 50%

業務上、携帯電話やパソコン等を
利⽤する必要がないから

セキュリティやパソコン等の
操作に詳しい従業員がいないから

低速なインターネット接続サービス
しか利⽤できないから

職場所在地が提供エリア外のため、
インターネットに繋がらないから

セキュリティ上等で利⽤が困難だから

通信料⾦やパソコン等の端末が⾼いから

その他

【n=42】
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3.2.2.6. 情報通信機器の利⽤状況・利⽤意向 
情報通信機器の利⽤状況・利⽤意向としては、パソコンの 83.3%が最も⾼く、次いで、ス

マートフォンの 79.8%、スマートフォン以外の携帯電話の 67.3%となっている。タブレッ
ト端末については、「利⽤していないが、今後は利⽤したい」層が 16.2%と⽐較的⽐率が⾼
く、「利⽤している」層と合わせると 7 割弱を占める。 

 
図表 79 情報通信機器の利⽤状況・利⽤意向⽐率 

 
 

  

83.3

52.5

79.8

67.3

6.1

16.2

8.1

2.0

10.6

31.3

12.1

30.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

パソコン(n=132)

タブレット端末(n=99)

スマートフォン(n=124)

スマートフォン以外の携帯電話(n=98)

利⽤している 利⽤していないが今後は利⽤したい 利⽤しておらず今後も利⽤しない
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3.2.3. 必要な情報化施策 

3.2.3.1. 情報化に係る課題・問題 
情報化に係る課題・問題としては、「パソコンや周辺機器、ICT を活⽤したサービスを導

⼊したが、使いこなせていない」の 38.9%が最多で、次いで、31.1%の「パソコンや ICT を
活⽤したサービスを導⼊すると、どんな効果があるのか分からない」、22.2%の「働き⽅改
⾰やビジネス拡⼤に向けパソコンや ICT を活⽤したいが、どう⾏えばよいか分からない」
が続いている。総じて、ICT の技術的な利⽤⽅法や機能に加え、ICT の活⽤が⾃⾝の事業
にもたらす価値、効果を⼗分に認識していない点が問題であり、利⽤に係る⽀援や効果や価
値に係る解説を⾏うことが最⼤の課題と⾔える。 

 
図表 80 情報化に係る課題・問題 

 
 
その他の項⽬では主に以下意⾒が⽰された。 
 光回線がエリア外で低速すぎて仕事にならない 
 光が⼊っていない 
 インターネット接続関係を改善してほしい 
 データ流出等セキュリティの問題 
 機器などのスペックがすぐ新しくなり 2〜3 年で変更するため導⼊費がかさむ 
 現在導⼊予定はないが、費⽤もない 
 費⽤⾯(投資額と効果測定) 
 ⼩規模事業にとっては、今のままで⼗分である 
  

38.9

31.1

22.2

20.0

14.4

0% 10% 20% 30% 40%

パソコンや周辺機器、ICTを活⽤したサービスを
導⼊したが、使いこなせていない

パソコンやICTを活⽤したサービスを導⼊する
と、どんな効果があるのか分からない

働き⽅改⾰やビジネス拡⼤に向けパソコンやICT
を活⽤したいが、どう⾏えばよいか分からない

パソコンや周辺機器、ICTを活⽤したサービスを
導⼊したいが、費⽤を捻出できない

その他

【n=90】
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3.2.3.2. 情報化推進に向けて必要な環境整備 
情報化推進に向けて必要な環境整備としては、全項⽬で「とても必要だと思う」、「必要だ

と思う」を合わせた回答が 9 割を超え、「とても必要だと思う」⽐率も全項⽬で 3 割を超え
ている。 

 
図表 81 情報化推進に向けて必要な環境整備⽐率 

 
 
その他の項⽬では主に以下意⾒が⽰された。 
 町内全域での光回線化と全⼾のインターネット接続 
 とにかく光サービスを利⽤できるようにしてほしい 
 Wi-Fi 環境が必要 
 盛岡のようにコンビニなどでマイナンバーカードを利⽤できるようにしてほしい 
 インターネットは⾼校⽣からで良いと思う 
 ⾼齢者でもわかりやすく 
 ICT にうとい親の教育をどうするかを検討。⼦供はすぐに慣れるが親が拒絶 

  

32.9

53.9

33.6

45.7

62.9

38.3

59.1

48.6

4.3

7.8

7.3

5.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現状に対してどんなICTサービスを導⼊すると、
どんな効果があるかを⼀から教えてもらえる

(n=140)

町内全事業所等で⾼速なインターネットを
利⽤できる(n=141)

困った時にパソコン等の操作⽅法を教えて
くれる⼈材を地域で育成する(n=137)

⼩中学校からパソコンやインターネット環境を
整備し、卒業時点で使いこなせるよう育成する

(n=140)

とても必要だと思う 必要だと思う 必要ないと思う
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3.2.3.3. 町が提供すべき情報通信サービス・政策 
町が提供すべき情報通信サービス・政策としては、「既存の建築物の活⽤：廃校や空き家

等をサテライトオフィスや町⺠等が共同利⽤できる場として再利⽤したり、観光地として
活⽤する」の 54.7%が最多となっている。次いで、「⾒守りへの活⽤：⼦供や⾼齢者が安⼼
して暮らせるように、⾒守りの仕組みを導⼊し緊急時の安全･安⼼を確保する」の 50.0%、
「公衆無線 LAN 整備：駅や観光地で公衆無線 LAN を利⽤できるようにする」の 48.6%、
「医療診断や診療への活⽤：遠隔で健康相談や健康診断、診療を受けられる」の 46.6%、「事
業所等誘致への活⽤：ICT 事業所等や ICT 関連産業を誘致･育成し、町内で働く場所をつく
る」の 42.6%、「ICT 導⼊への助成：業務で利⽤するパソコンや周辺機器、ICT を活⽤した
サービスの導⼊に対する助成を⾏う」の 41.9%、「⾏政⼿続への活⽤：インターネットで公
共施設の予約や税務等の様々な⾏政⼿続の申請･届出ができるようにする」の 40.5%と続い
ている。 

 
図表 82 町が提供すべき情報通信サービス・政策 

 
 

  

54.7

50.0

48.6

46.6

42.6

41.9

40.5

33.8

32.4

28.4

27.7

22.3

20.9

18.2

14.2

0% 20% 40% 60%
既存の建築物の活⽤：廃校や空き家等をサテライトオフィスや住⺠等

が共同利⽤できる場として再利⽤したり、観光地として活⽤する
⾒守りへの活⽤：⼦供や⾼齢者が安⼼して暮らせるように、

⾒守りの仕組みを導⼊し緊急時の安全･安⼼を確保する
公衆無線LAN 整備：

駅や観光地で公衆無線LAN を利⽤できるようにする
医療診断や診療への活⽤：遠隔で健康相談や健康診断、

診療を受けられる
事業所等誘致への活⽤：ICT 事業所等やICT 関連産業を誘致･育成し、

町内で働く場所をつくる
ICT 導⼊への助成：業務で利⽤するパソコンや周辺機器、

ICT を活⽤したサービスの導⼊に対する助成を⾏う
⾏政⼿続への活⽤：インターネットで公共施設の予約や税務等の

様々な⾏政⼿続の申請･届出ができるようにする
キャリア教育への活⽤：将来役⽴つ新たな技術やスキルを、

誰でも、いつからでも学べるようにする
観光客誘致への活⽤：近隣を訪れる観光客の⾏動を把握して、

町に効果的に観光客を誘引する
教育への活⽤：⼩中学校教員による外国語やプログラミングの

指導を充実させる
資源の観光での活⽤：町内の⾃然や歴史、⽂化ある場所を

]観光地として発信する
観光案内への活⽤：海外の観光客が岩⼿町を訪れやすいように、

観光情報を多⾔語で案内する
議会での活⽤：町⺠意⾒がより広く効果的に反映されるよう、

議員･議会の業務を効率的に⾏えるようにする
ドローンやセンサー⽤の基盤整備：ドローンやセンサーを活⽤した遠隔で

の獣害対策や農薬散布等が⾏えるように、通信基盤を整備する
ドローンやセンサー活⽤への助成：ドローンやセンサーを活⽤した

サービスの開発･提供に対する助成を⾏う

【n=148】
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更に、同項⽬の中から最も重要と考える情報通信サービス・政策について回答を求めた所、
以上の結果とは異なり、「事業所等誘致への活⽤：ICT 事業所等や ICT 関連産業を誘致･育
成し、町内で働く場所をつくる」が最多となった(図表 83)。次いで、「既存の建築物の活⽤：
廃校や空き家等をサテライトオフィスや町⺠等が共同利⽤できる場として再利⽤したり、
観光地として活⽤する」、「⾒守りへの活⽤：⼦供や⾼齢者が安⼼して暮らせるように、⾒守
りの仕組みを導⼊し緊急時の安全･安⼼を確保する」が続き、「ICT 導⼊への助成：業務で利
⽤するパソコンや周辺機器、ICT を活⽤したサービスの導⼊に対する助成を⾏う」が続く。 

先程の結果からランクを上げたのは、「事業所等誘致への活⽤：ICT 事業所等や ICT 関連
産業を誘致･育成し、町内で働く場所をつくる」、「ICT 導⼊への助成：業務で利⽤するパソ
コンや周辺機器、ICT を活⽤したサービスの導⼊に対する助成を⾏う」、「⾏政⼿続への活
⽤：インターネットで公共施設の予約や税務等の様々な⾏政⼿続の申請･届出ができるよう
にする」、「議会での活⽤：町⺠の意⾒を広く効果的に反映するため、議員･議会の業務を効
率的に⾏えるようにする」、「ドローンやセンサー活⽤への助成：ドローンやセンサーを活⽤
したサービスの開発・提供に対する助成を⾏う」となっている。 

 
図表 83 町が提供すべき情報通信サービス・政策の中で最も必要なもの 
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事業所等誘致への活⽤
既存の建築物の活⽤

⾒守りへの活⽤
ICT導⼊への助成

⾏政⼿続での活⽤
医療診断や診療への活⽤

公衆無線LAN整備
キャリア教育への活⽤

観光客誘致への活⽤
教育への活⽤
議会での活⽤

資源の観光での活⽤
ドローンやセンサー活⽤への助成

観光案内への活⽤
ドローンやセンサー⽤の基盤整備

【n=115】
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以上に⽰した町が提供すべき情報通信サービス・政策を属性別に上位 3 項⽬を以下にま
とめる。なお、以降の図表において各項⽬には以下略称を⽤いる。 

 
図表 84 提供すべき情報通信サービス・政策項⽬ 

提供すべき情報通信サービス・政策の項⽬ 略称 

ICT 導⼊への助成：業務で利⽤するパソコンや周辺機器、ICT を活⽤したサービスの導⼊に

対する助成を⾏う 

ICT 助成 

ドローンやセンサー活⽤への助成：ドローンやセンサーを活⽤したサービスの開発･提供に対

する助成を⾏う 

ドローン助成 

公衆無線 LAN 整備：駅や観光地で公衆無線 LAN を利⽤できるようにする 公衆無線 LAN 

観光案内への活⽤：海外の観光客が岩⼿町を訪れやすいように、観光情報を多⾔語で案内す

る 

多⾔語案内 

観光客誘致への活⽤：近隣を訪れる観光客の⾏動を把握して、町に効果的に観光客を誘引す

る 

観光客誘致 

既存の建築物の活⽤：廃校や空き家等をサテライトオフィスや住⺠等が共同利⽤できる場と

して再利⽤したり、観光地として活⽤する 

既存建築物 

資源の観光での活⽤：町内の⾃然や歴史、⽂化ある場所を観光地として発信する 資源観光 

事業所等誘致への活⽤：ICT 事業所等や ICT 関連産業を誘致･育成し、町内で働く場所をつ

くる 

企業誘致 

医療診断や診療への活⽤：遠隔で健康相談や健康診断、診療を受けられる 医療診断 

⾒守りへの活⽤：⼦供や⾼齢者が安⼼して暮らせるように、⾒守りの仕組みを導⼊し緊急時

の安全･安⼼を確保する 

⾒守り 

教育への活⽤：⼩中学校教員による外国語やプログラミングの指導を充実させる 指導充実 

キャリア教育への活⽤：将来役⽴つ新たな技術やスキルを、誰でも、いつからでも学べるよ

うにする 

キャリア教育 

議会での活⽤：町⺠意⾒がより広く効果的に反映されるよう、議員･議会の業務を効率的に⾏

えるようにする 

議会 

⾏政⼿続への活⽤：インターネットで公共施設の予約や税務等の様々な⾏政⼿続の申請･届出

ができるようにする 

⾏政⼿続 

ドローンやセンサー⽤の基盤整備：ドローンやセンサーを活⽤した遠隔での獣害対策や農薬

散布等が⾏えるように、通信基盤を整備する 

ドローン整備 
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図表 85 業態別町が提供すべき情報通信サービス・政策上位 3 項⽬ 

 町が提供すべき情報通信サービス・政策 町が提供すべき情報通信サービス・政策で最も必要なもの 

 1 位 2 位 3 位 1 位 2 位 3 位 

農業,林業,漁業 公衆無線 LAN 
医療診断 

⾏政⼿続 
 

ICT 助成 

観光客誘致 

企業誘致 

医療診断 

⾒守り 

議会 

⾏政⼿続 

  

建設業 既存建築物 公衆無線 LAN 
⾒守り 

⾏政⼿続 
企業誘致 ⾏政⼿続 既存建築物 

製造業 
資源観光 

企業誘致 
ICT 助成  企業誘致 既存建築物 

資源観光 

指導充実 

⾏政⼿続 

インフラ業 

(電気・ガス・⽔道) 

ドローン助成 

公衆無線 LAN 

医療診断 

⾒守り 

⾏政⼿続 

ドローン整備 

  ⾒守り   

運輸業 ICT 助成 

既存建築物 

資源観光 

企業誘致 

医療診断 

 
既存建築物 

企業誘致 
  

卸売,⼩売業 既存建築物 
医療診断 

⾒守り 
 

企業誘致 

⾒守り 

ICT 助成 

既存建築物 
 

⾦融業,保険業 既存建築物 

ICT 助成 

公衆無線 LAN 

企業誘致 

⾒守り 

 
既存建築物 

企業誘致 
  

不動産,賃貸業 
企業誘致 

⾒守り 

ICT 助成 

ドローン助成 

公衆無線 LAN 

指導充実 

⾏政⼿続 

 

公衆無線 LAN 

企業誘致 

指導充実 
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 町が提供すべき情報通信サービス・政策 町が提供すべき情報通信サービス・政策で最も必要なもの 

 1 位 2 位 3 位 1 位 2 位 3 位 

学術研究,専⾨・ 

技術サービス業 

観光客誘致 

既存建築物 

企業誘致 

医療診断 

ICT 助成 

公衆無線 LAN 

多⾔語案内 

資源観光 

⾏政⼿続 

ドローン整備 

 既存建築物 
ICT 助成 

⾏政⼿続 
 

宿泊,飲⾷サービス

業 
⾒守り 

観光客誘致 

既存建築物 
 ⾒守り 

ICT 助成 

公衆無線 LAN 

観光客誘致 

既存建築物 

資源観光 

指導充実 

 

⽣活関連サービス

業,娯楽業 

既存建築物 

医療診断 

公衆無線 LAN 

企業誘致 

キャリア教育 

 

ICT 助成 

ドローン助成 

既存建築物 

医療診断 

  

医療,福祉 
ICT 助成 

⾒守り 

公衆無線 LAN 

医療診断 

指導充実 

キャリア教育 

 ⾒守り 

ICT 助成 

公衆無線 LAN 

医療診断 

⾏政⼿続 

 

副業サービス業 

(郵便局,協同組合) 
公衆無線 LAN 

観光客誘致 

既存建築物 

資源観光 

企業誘致 

⾒守り 

⾏政⼿続 

 企業誘致   

その他サービス業 既存建築物 企業誘致 

公衆無線 LAN 

医療診断 

⾒守り 

⾏政⼿続 

企業誘致 

既存建築物 

医療診断 

⾒守り 

指導充実 

ドローン整備 

 

その他 公衆無線 LAN 

既存建築物 

医療診断 

⾏政⼿続 

 
公衆無線 LAN 

既存建築物 
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図表 86 インターネット利⽤状況別町が提供すべき情報通信サービス・政策上位 3 項⽬ 

 町が提供すべき情報通信サービス・政策 町が提供すべき情報通信サービス・政策で最も必要なもの 

 1 位 2 位 3 位 1 位 2 位 3 位 

利⽤している 公衆無線 LAN 
ICT 助成 

既存建築物 
 企業誘致 ICT 助成 ⾒守り 

利⽤していない

が、今後は利⽤し

たい 

既存建築物 企業誘致 

公衆無線 LAN 

医療診断 

⾒守り 

既存建築物 
企業誘致 

⾏政⼿続 
 

利⽤しておらず、

今後も利⽤しない 
⾒守り 既存建築物 資源観光 既存建築物 

資源観光 

⾒守り 
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3.2.3.4. 情報化推進に当たっての意⾒等 
企業からの情報化推進に係る意⾒は以下の通り。 
 

図表 87 情報化推進に当たっての意⾒等 

業態 従業員数 ネット利⽤状況 意⾒ 

建設業 1 ⼈ 利⽤しておらず、

今後も利⽤しない 

葛巻町の観光等を少し取り⼊れて、宿泊施設(低料⾦)で町⺠

等も利⽤できる施設をつくり、遠くにいる親戚を呼ぶことが

できる、⼈が集まる町づくりを進めてはどうでしょう。(⾃炊

できるような施設) 

建設業 1 ⼈ 利⽤しておらず、

今後も利⽤しない 

町内どこでもスマホ使いたい！ パソコンはあります。ネッ

トは使えないです。 

卸売,⼩売業 1 ⼈ 利⽤している 町内全域は必要ないと思う。無料で(国の予算で)設置してく

れるのならあった⽅が良いと考える。今ない場所に⼯場や会

社が来るとして、設置費⽤と収⼊の(税)バランスが確定され

る場合は設置も必要と思う。3-2 の質問は全域にネット通信

を設置するためのアンケート調査であると感じる。 

学術研究,専⾨･

技術サービス業 

1 ⼈ 利⽤している スマホが通じない地域がある。(孫、⼦が家に来たがらない) 

光が⼊っていないので不便極まりない。(これでは若者は定住

しない) 

⽣活関連サービ

ス業 

1 ⼈ 利⽤しておらず、

今後も利⽤しない 

⼋⼗路の私、美容営業 60 周年になります。ご贔屓さま⽅は、

殆んどが 90 歳前後となり、私も現役をおりる時期となりま

した。ご協⼒ができずに失礼致しました。 

不明 2〜5 ⼈ 利⽤している 拡声器での情報伝達は内容が聞き取れない事が多くてダメ

です。ネットを使って個⼈に⼜は各家庭に伝達できるように

すべきです。(特に災害情報) 

卸売,⼩売業 2〜5 ⼈ 利⽤している 防災対策のために活⽤ →"⽿"(防災放送)だけでなく⽂字等

などで知らせてくれる・・・。⾼齢になると⽿が聞こえなく

なる⽅が多いため。 

製造業 2〜5 ⼈ 利⽤していない

が、今後は利⽤し

たい 

⾼速通信を使⽤できる範囲をもっと広くし、各企業がどこで

も使⽤できるようにしてほしい。 

その他サービス

業 

2〜5 ⼈ 利⽤している 情報化サービス云々の前に、光回線等の設備を地域整備して

使えるようにしてほしい。 

卸売,⼩売業 2〜5 ⼈ 利⽤している ①議会の状況を⽣中継し町⺠に対し、より⾝近な議会であっ

てほしい ②町の観光を選択肢とする前に、観光協会が協会

の働きをしていないのではないか。町を観光協会と休⽌中の
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業態 従業員数 ネット利⽤状況 意⾒ 

ボランティア団体が⼀体となって協働するのであれば、3,5,7

の設問はできるであろう ③事業を営む上でネットの活⽤

は必須である。光の届かない地域にある事業所等について何

らかの施策を考えてはどうか？ 

卸売,⼩売業 2〜5 ⼈ 利⽤している 携帯電話がつながらない地域がまだまだあるので、早くつな

がるようになってほしい。⼭間部こそ携帯電話が重要だと思

います。 

⾦融業,保険業 2〜5 ⼈ 利⽤している どれも⼤切であるが、№11 のプログラミングの指導は、中⾼

⽣段階では不要と思う。 

建設業 2〜5 ⼈ 利⽤していない

が、今後は利⽤し

たい 

ネット環境が悪いと企業を誘致する上でも障害になると思

うので、町内全域での光回線を早く使⽤できるようにしてほ

しい。 

建設業 2〜5 ⼈ 利⽤している 特になし、ガンバレ〜！！ 

不明 6〜20 ⼈ 利⽤している 5G は地⽅から… 

運輸業 6〜20 ⼈ 利⽤している 「ICT」の説明なしの設問は答えにくい⼈もいると思う。分

かりやすくどこかに⾔葉の説明が欲しかった。 

製造業 21〜50 ⼈ 利⽤している ⼈材の育成は重要だが、費⽤も時間もかかるので⾃前で必ず

しも⾏うことが良いかは、よく考えた⽅がよい。育てても外

へ出ていくばかりでは困るので、就業の場が先ではないか？ 

農業,林業,漁業 21〜50 ⼈ 利⽤している 観光誘致をしていく中で宿泊施設がまるで無いというのは

論外だと思います。まずは道の駅や駅周辺に宿泊施設を誘致

するのが急務だと考えます。 
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3.3. ⾏政のニーズ 

3.3.1. 調査概要 
岩⼿町地域情報化に向けた⾏政ニーズの把握を⽬的として、下記要領で庁内全課に対し

てアンケート調査を実施し、その結果を踏まえ、以下の各課等に対してヒアリング調査を⾏
った。 

 
図表 88 ⾏政アンケート調査⽅法等 

実施期間 2019 年 10 ⽉ 

対象 岩⼿町役場職員 

調査⽅法 ・メールによる配布後、⾃記⼊⽅式 

対象 

・町⺠課         ・税務会計課 

・農林課         ・農業委員会事務局 

・⽔道事業所       ・建設課 

・学校教育課       ・社会教育課 

・健康福祉課       ・⻑寿介護課 

・みらい創造課      ・企画商⼯課 

・総務課・選挙管理委員会 ・議会事務局 

項⽬ 
・現状と課題 

・ICT 利活⽤の⽅向性 

 
図表 89 ⾏政ヒアリング概要 

期間 2019 年 10 ⽉ 

対象 岩⼿町役場職員 

場所 岩⼿町役場会議室 

⽅法 
・担当職員に対する聞き取り調査 

・対象課における他地域の先進事例を紹介しながら実施 

対象 

・農林課        ・みらい創造課 

・学校教育課      ・社会教育課 

・健康福祉課      ・⻑寿介護課 

・企画商⼯課      ・総務課 

項⽬ 
・現状と課題 

・ICT 利活⽤の⽅向性 
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3.3.2. 農林業分野 

3.3.2.1. 現状と課題 
現在、農林課では「農家所得向上」と「経営安定化対策」に向け、以下 5 点について重点

的に取り組んでいる。 
 
 町産⻘果物にかかるセーフティネット(最低価格補償)の構築 
 ⿃獣被害の防⽌のため電気柵設置の推進 
 産地パワーアップ事業の実施による産地競争⼒の強化 
 中⼩規模農家への継続的な⽀援 
 「耕畜連携」による環境に優しい農業の推進 

 
⻘果物のセーフティネットや産地競争⼒については、市場動向や季節によって変動が激

しいため、町・JA・農家で基⾦を作り、市況が悪化している時に補填する仕組みを採ってい
る。専業農家数は横ばいか若⼲の伸びはあるが、地域の農業の担い⼿も不⾜しており、JA 主
体で実習⽣を受け⼊れている他、離農者から就農者に農機具等を譲る仕組みもあるが、新規
就農に繋がっていないのが現状である。 

中⼩農家への⽀援についても、国が実施するものよりもきめ細かく補助⾦や研修等の⼈
材育成を⾏っている。回覧版や町のホームページで周知しているが、農家間の⼝コミの効果
が⼤きい。 

⿃獣害については、⿅、熊、猪、⼩動物による畑への被害が多い。⼈的な被害についても
件数は少ないながら⽣じている。発⾒の情報が⼊れば学校への連絡、防災⾏政無線による放
送、広報⾞による周知等を⾏っている。防災メールでの配信は⾏っていない。猟友会に対策
を委託しており、仕掛罠や防御壁の設置等の対策を⾏っている。 

3.3.2.1.1. ポイント 
 現⾏課題は、農家所得向上と経営安定化政策 
 農業の担い⼿が不⾜し、実習⽣を受⼊れ中 
 ⿃獣害は多く、仕掛罠や防御壁の設置等を実施 

3.3.2.2. ICT 利活⽤の⽅向性 
岩⼿町は、2019〜2020 年度を対象に農研機構と岩⼿県(農産園芸課)が中⼼となっている

「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト〜中⼭間地域の⼟地利⽤型野菜輪作体系に
おける省⼒性・⽣産性向上に向けたスマート農業技術⼀貫体系の実証〜」に参画している。 

本プロジェクトでは以下の実現に向け、スマート農業技術を組み込んだ⼟地利⽤型野菜
⽣産技術⼀貫体系を確⽴する。これにより、家族経営から脱却し雇⽤労働⼒を活⽤した⼤規
模かつ超省⼒的な企業的農業経営への発展を促し、遊休農地活⽤等による⾯積拡⼤、産地⼒
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向上を⽬指している。 
 
 未熟練作業者でも機械操作が可能な⾃動操舵技術 
 キャベツ⼀⻫収穫に資する⽣育⻫⼀化技術(畦⽴同時⼆段局所施肥機等) 
 衛星及びマルチローターによる⽣育モニタリングによる管理作業の適正化 
 ⾃動収穫機による収穫作業の⾶躍的省⼒化 
 栽培管理システム活⽤による企業的農業経営の実現等 

 
具体的な実証内容は下表の通り。 
 

図表 90 実証内容 

⾃動操舵技術の

実証 

熟練オペレータ不⾜の現状を打開するため、⾼精度作業が求められる各作業⼯程において⾃動操

舵技術の実証を⾏い、未熟練オペレータでも実施可能な技術を確⽴する。これにより、新規就農

者や異業種参⼊者等を基幹オペレータとして農業経営に取り込み、雇⽤労働⼒を活⽤した競争⼒

の強い企業的農業経営体への発展を促進 

⽣育⻫⼀性向上

に資する栽培技

術の実証 

キャベツの⽣育⻫⼀性向上を図るため、下記の技術を実証する。これらの技術確⽴により、中⼼

規格の⼀⻫収穫が可能となり、⼟地⽣産性及び労働⽣産性が⾶躍的に向上する。また、⼤根や⻑

芋においても下記技術の⼀部を活⽤し、⽣育⻫⼀性向上を実施する。⾞速連動ワイドスプレッダ

ーや畦⽴同時局所施肥機の利⽤による⼟壌改良資材等の施⽤量の均⼀化⾃動操舵技術による歪

曲がない直線の畦⽴、中耕除草を実施し、栽培株の損傷による⽣育停滞防⽌衛星によるマクロな

画像解析とマルチローターによるミクロな画像解析を連携させることで、⾼精度な圃場全体の⽣

育把握を実施し、追肥、防除作業に反映。上記モニタリングによる収穫出荷予測を実施し、適期

の⼀⻫収穫を実施 

マルチローター

による病害⾍防

除技術の実証 

⾬天後に適期防除の実施が可能な当技術の導⼊により効率的防除が可能となる。また、ブームス

プレイや散布で必要な圃場内での移動旋回作業が減少し、作業時間を 30％削減 

収穫作業省⼒化

技術の実証 

現状、⼿作業で実施している収穫作業において、⾃動収穫機やアシストスーツの実証を⾏い、収

穫作業の労働⼒削減、軽労化を実現する。また、キャベツ⾃動収穫機については⽣⾷⽤キャベツ

での導⼊事例が全国的に少ないため、⽣⾷⽤キャベツにおける⾃動収穫機の適応性を以下出荷流

通形態の検証も含めて把握 

 コンテナ収穫を実施し、量販店のパッキングセンターへ配送する流通実証 

 コンテナ収穫を実施し、農産物取扱い施設で段ボールに詰め替え、各量販店に配送する流通

⼿法 

 量販店の各⽀店への⼩ロット配送に対応した⼩型コンテナの開発可能性の検討 

経営・栽培管理

システム導⼊に

経営・栽培管理システムを活⽤し、経営実績の⾒える化を図り、これまでの勘と経験に依らない

数的根拠に基づいた経営判断を実施する。これにより、労働⼒等の経営資源の効率的な活⽤に繋
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よる⼯程管理の

実証 

がり、単収向上、コスト低減、省⼒化等の具体策を講ずることで、競争⼒の強い企業的農業経営

を実現 

 
⾃動操舵技術の検証は、携帯電話(4G)と、役場に設置した RTK-GNSS アンテナの電波で

⾏なっている。RTK-GNSS は、岩⼿町の広さであれば 1 台でカバーできる可能性があり、
実⽤化に向けての無線免許取得等についても併せて検討を進めている。当該事業の実現に
向けて、町内の各農家は⾼齢層であっても新技術に⼤きな抵抗はないと考えられるが、各農
家に対する啓蒙も併せて検討する必要がある。 

今後、実証結果を踏まえ、実施⽅法や取り組み時期について検討の上、町内の経営体に取
り組みを促進する。 

この他、農地の確認等のため庁外に出るケースも多く、転作台帳・森林台帳や農地の所有
者・賃貸借確認のために必要な書類の持ち運びのリスク低減や、役場に戻ってからの書類作
成等を軽減するためにタブレットの導⼊も有効であると考える。県庁での会議の際の出張
においても、庁舎内に居る職員へ問い合わせることなく確認できるようになる。 

また、イベントや事業が増加し全庁的に⼈⼿が⾜りおらず、定型作業については RPA 等
ロボット処理が有効である。各課におけるイベントの開催・案内業務や補助⾦申請に係る業
務等が考えられる。 

3.3.2.2.1. ポイント 
 2019 年度はスマート農業の技術実証プロジェクトを推進中 
 プロジェクトでは、機械の⾃動操舵、⽣育⻫⼀化、⽣育モニタリング、⾃動収穫、

栽培管理システム活⽤を軸に実証中 
 農地確認や県庁での会議時等においてタブレット活⽤が有効 
 全庁的な⼈⼿不⾜の解消に案内や補助⾦申請に係る定型業務の RPA 化やロボット

処理等が有効 
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3.3.3. 産業振興・地⽅創⽣ 

3.3.3.1. 現状と課題 
企業誘致、地⽅創⽣、産業振興を担っているのは、みらい創造課となる。空き校舎や⼯場

の再利⽤、移住・定住、地域おこし協⼒隊の対応を⾏っている。課員のほか、地域おこし協
⼒隊 4 名が地域おこし、移住、企業⽀援、ふるさと納税等の業務を担っている。 

企業誘致について、現在は分譲予定の⼯業団地はなく、現況で岩⼿町に来ることのできる
企業を探しているが、⽐較的規模の⼤きな企業も含め引き合いがある。廃校の企業オフィス
としての活⽤についても問い合わせがあり、情報インフラの利⽤可否やサーバ設置につい
ての相談がある。 

移住・定住についても⾼速のインターネット環境の有無は⼤きな判断材料になっている
ように⾒受けられる。移住・定住の相談は、年間 3-4 件程の頻度である。住居については不
動産業者による対応が中⼼で町内に 1 社のみであり、役場として「空家バンク」も⾏なって
いるものの、登録件数が少ないのが課題である。建物は空いているものの、貸し借りが⾯倒
で物置にしている等、賃貸物件として挙がってこない実態がある。 

3.3.3.1.1. ポイント 
 議員や地域おこし協⼒隊が廃校や⼯場の再利⽤、移住・定住、企業⽀援、ふるさと

納税等業務を担当 
 企業誘致や移住は⼀定の引き合いがあるが、インターネット環境が判断材料となる 
 住居に転⽤し得る空き家は存在するものの、賃貸物件としての登録件数は少ない 

3.3.3.2. ICT 利活⽤の⽅向性 
庁外での業務も多く、例えば東京に赴いて街づくりの先駆者に会う等先進事例調査を⾏

っている。そのため、タブレット等を利⽤して、業務上のタスク管理やメッセンジャーによ
る情報連絡・共有等が求められる。 

廃校と利⽤希望者のマッチングを⾏う AI や、ふるさと納税に係る定型業務への RPA の
採⽤等、業務に活⽤できるものは多いと期待している。 

企業誘致のためのシェアオフィス、コワーキングスペース等を設置する際は、Wi-Fi や 3D
プリンタ等の設置の他、セキュリティ対策等についての知識が必要となる。現在は、フリー
ランスで町内に住む⼈やコーディネート業者に話を聞き、どのような環境・設備が必要かを
検討している。こうしたスペースでは、企業のみならず観光客や新幹線待ちの出張者や学⽣
等が複合的に利⽤できる場所としたい。 

また、いわて沼宮内駅は周辺に商業施設等がないため、例えば⼤町地区等近隣のエリアま
での周遊を可能にする⼆次交通としてレンタサイクルを整備し、インターネット予約・決済
等ができる仕組みがあれば需要があるのではないか。 

この他、町のブランディングに向けたアンケート調査を容易にできる仕組みがあると良
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い。紙の配付・回収は⼤量の場合、解析が負担になる。若年層の意⾒集約に有効と考える。 
町内の情報インフラが整うことで、ふるさと納税の返礼品に協⼒している事業者が、納税

者の振込状況をインターネットで確認したり、町内企業が⾃社のホームページ更新やメー
ル受信のために携帯電話が使⽤できるエリアまで赴くといった現状を改善することができ
る。 

3.3.3.2.1. ポイント 
 庁外での業務や出張等においてタブレット活⽤が有効。業務管理やメッセンジャー

による情報連絡・共有等が可能 
 空き家と利⽤希望者マッチングやふるさと納税に係る定型業務の RPA 化が有効 
 シェアオフィス等設置に向け ICT 整備環境を検討中 
 新幹線駅周辺の⼆次交通としてバイクシェアが有効と想定 
 町のブランディングに向けたアンケート等、若年層向け調査に web ベースでの調査

が有効 
 町内のインターネット環境が整えば、町内企業が外部との連絡やウェブサイト更新

時等に通信可能な地域まで赴く現状を改善可能 
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3.3.4. 学校教育 

3.3.4.1. 現状と課題 
児童⽣徒数は、⼩中学校合わせて約 800 名(⼩学校約 500 名、中学校約 300 名)。沼宮内

の⼩中学校はそれぞれ 2 学級、他⼩中学校は各 2 学級存在する。各地域の⼩中学校はそれ
ぞれ場所も近いため⼩中学校間の交流はあるが、町内各学校間の交流はそれほどない。なお、
町外との遠隔授業を実施したことがある。 

中学校卒業後の進学先は、1/3 程度が沼宮内⾼校への進学であり、残り 2/3 は盛岡市等の
町外に電⾞通学している。⾼校卒業後も町外への進学・就職が多い。 

学外の塾は町内にあり、公営塾の計画はない。貧困家庭が対象の県の学習塾もある。 
取り組むべき課題は、「学⼒向上」と「環境整備」であり、学校教育環境の ICT 化は⾏政

主導で進めたが、教師により ICT 利⽤の習熟度に差があり、有効に使えるかの懸念がある。
ICT ⽀援員の配置を含め考えなければならない。インターネット接続回線は、沼宮内⼩・⼀
⽅井⼩・川⼝⼩の各校は光ファイバだが、旧北⼭形⼩・東部中・浮島⼩・南⼭形⼩は光ファ
イバを利⽤できない状態である。 

校務システムは、予算化を⾏い、今後導⼊予定である。教員⽤パソコンは、1 ⼈ 1 台で各
校に設置したサーバでファイル共有ができる。11 ⽉以降は VPN 接続によりサーバとデー
タセンタを 1 箇所に集約する。川⼝⼩学校には電⼦⿊板を導⼊している。各学校のパソコ
ンは今年度予算で更改を⾏い、2019 年 10 ⽉から利⽤されている。タブレットは、⼩中学校
で 1 学級分を利⽤可能とした。校舎及び体育館には無線 LAN 環境を整備している。学習⽤
アプリは、教育コンテンツ配信サービスを利⽤しており、プログラミング教材を含めダウン
ロードして利⽤している。 

3.3.4.1.1. ポイント 
 近隣⼩中学校間で交流はあるが、町内学校間では皆無 
 ⾼校進学では 2/3 が町外へ電⾞通学し、卒業後も町外への進学・就職が多い 
 光回線を利⽤できる学校は⼀部で、インターネット環境に格差がある 
 校舎及び体育館に無線 LAN 環境整備済。校務システムは予算化済。電⼦⿊板は 1 ⼩

学校にのみ導⼊済。教員⽤パソコンは 1 ⼈ 1 台配備済で、11 ⽉以降に学校横断的な
サーバ内でのファイル共有のみ可能となる 

 児童⽣徒⽤タブレットは各校 1 学級分のみ導⼊済。学習⽤アプリケーションは教育
コンテンツ配信サービスを利⽤しており、プログラミング教材を含め都度ダウンロ
ードして利⽤可能 

 教員の ICT 活⽤習熟度に差があり、ICT ⽀援員配置の検討が必要 

3.3.4.2. ICT 利活⽤の⽅向性 
スクールバスは 3 地区において 5 台整備し、閉校になった地区を重点的に巡回している。
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中学⽣は部活等があり帰路の予定調整が困難なため、学校の予定に合わせて定時で⾛らせ
るものと、⽇付や曜⽇によって便を追加する等の調整を役場と委託業者にて⾏っている。学
校により予定提⽰のタイミングや情報内容に差があるため煩雑な作業となっている。突然
の予定変更や、⽋席者の連絡が運転⼿に届かない等の事象も⽣じている。学校の校外活動で
バスを利⽤時は役場職員が運転し、帰宅⽤バス時刻に合わせる等調整も必要となっている。
学校・役場・委託業者の三者間の情報連携を容易に⾏う仕組みができると良い。 

町内には複数の閉校となった学校があり、⽤途は未定である。光ファイバが利⽤できるも
のとそうでないものがある。 

沼宮内⼩学校が宮城県⽯巻市の北上⼩学校と北上川をきっかけとした交流を継続的に⾏
っているが、外国のホストタウンを誘致したいと考えており、将来的には海外との児童⽣徒
の交流を進めたい。 

また、給⾷センターで児童⽣徒の⽋席数に応じた調理数の調整ができると良い。 
加えて、不審者情報等含め学校から保護者への情報流通をもっと簡易に⾏える仕組みが

あると良い。メール配信システムは導⼊済みだが個別対応に時間を要している。 

3.3.4.2.1. ポイント 
 スクールバスの効率的な配⾞、給⾷センターの効率的な配⾷、不審者情報の効率的

な配信が課題 
 廃校利活⽤に向け、廃校への光回線整備が必要 
 海外のホストタウンとの交流を実現したい 
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3.3.5. 社会教育 

3.3.5.1. 現状と課題 
2020 年 7 ⽉に予定している「⽯神の丘美術館」のリニューアルに向け、建物内、⼯房、

野外劇場等の改修や美術館の Wi-Fi 整備を⾏っている。 
岩⼿町はホッケーが盛んであることから、東京オリンピックのホストタウンとしての交

流を進めたいと考えており、オリンピックの事前キャンプの誘致に向け、ヨーロッパ各国と
交渉中である。11 ⽉に代表が決定すると話が進展することが期待されるため継続的に働き
かけており、誘致が成功した際は積極的に町内外へアピールしていきたい。確定国のについ
て学ぶ場を開く他、歓迎イベントや練習の合間の⼦供達への指導等、交流により町が活性化
する。交換留学等も検討したい。 

⽣涯学習講座については公⺠館が担当しており、定着している事業が多く⼀定のニーズ
と利⽤者がおり新規受講者よりも固定受講者が多い傾向にある。⽣涯学習講座の会場とし
て利⽤している公⺠館・集会場の管理は、公⺠館は分館⻑と指導員が⾏い、災害時には避難
所となる。集会場は⾃治会⻑が管理している。 

町内の公共施設(主にスポーツ施設)の予約システムは導⼊済みで、利⽤増に向け広報も⾏
なっている。図書館については移動図書館の仕組みもある。インターネットで蔵書検索が可
能だが、図書貸出予約まではできない。 

3.3.5.1.1. ポイント 
 2020 年 7 ⽉に向け、美術館の Wi-Fi 整備を含めたリニューアル中 
 オリンピックに向け、ホッケーのホストタウンとして事前キャンプの誘致を交渉中 
 ⽣涯学習講座は⼀定のニーズがあり事業が定着しており、会場である公⺠館は災害

時の避難所となる 
 スポーツ施設等のインターネット予約システム導⼊済 
 図書館はインターネットによる蔵書検索のみ可能で、移動式も運⽤中 

3.3.5.2. ICT 利活⽤の⽅向性 
岩⼿町出⾝の著名⼈について知りたいとの問合せを受けることがあり、町の⽂化に係る

情報発信を⾏っていきたい。 
⽣涯学習講座については、出前講座の申請を紙で実施中であり、インターネットを利⽤し

て⼿軽に申請できる仕組みがあると良いが、⾼齢層の要望が多いため⾼齢者向け ICT 講座
を含め検討が必要である。 

3.3.5.2.1. ポイント 
 町の⽂化に係る情報発信を実施したい 
 ⽣涯学習講座受講のインターネット申請が有効。この実現に併せて⾼齢利⽤者向け

ICT 講座の開講が必要 
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3.3.6. 健康・福祉 

3.3.6.1. 現状と課題 
岩⼿町の年間出⽣数は約 60 前後、300 ⼈弱の⼦供がいる。⼦育て⽀援事業計画が今年で

終了予定であり、年末に向けて今後 5 年間の計画を策定中である。3 歳児検診までは、役場
が管理する⺟⼦健康カードを基に⾚ちゃん訪問や健診の情報把握等も⾏なっている。変化
の年であることから業務量が多く⼈員不⾜の状況にある。⺟⼦保健⽀援センターを⽴ち上
げたが、今後⼗分なケアが必要となる。役場として若い親世代と直接やり取りをする機会は
少なく、基本的には保育施設を通して⾏っている。町内の保育施設は、公⽴４、私⽴１、幼
稚園２、無認可保育所１の合計 8 施設ある。 

町⺠の健康推進の課題として、⼦供も⼤⼈も⾍⻭や肥満が多い点がある。朝⾷の⽋⾷が多
く、⾃死も県平均より⾼いため早急な対策が必要である。健診率は横ばいだが、県や全国と
⽐べて⾼い。75 歳以上の⾼齢者を所掌する⻑寿介護課、乳幼児を所掌する⼦育て⽀援係、
⼩中学⽣の教育委員会等と連携し町⺠の健康を考えている。 

健康教室等のポピュレーションアプローチを⾏なっている。コレステロール⾼脂⾎症に
罹る⼈が多いため、公⺠館での講習会、尿検査による塩分検査の実施、減塩に向けた指導等
を⾏なっている。⼀⽅、特定保健指導の実施率は伸びておらず普及啓発に課題がある。 

公⺠館とタイアップしてノルディック・ウォーキング体験の実施や、健康まつりを開催す
る他、スポーツ施設(森のアリーナ)も独⾃の健康推進の取り組みを⾏っている。 

3.3.6.1.1. ポイント 
 向こう 5 年間に向けた⼦育て⽀援事業計画を策定中 
 ⼦供・⼤⼈の⾍⻭・肥満、対県平均での⾼い⾃死率が課題 

3.3.6.2. ICT 利活⽤の⽅向性 
⼦育て⽀援事業計画の策定にあたり若年世代の親のニーズを把握する必要があるため、

若年世代が普段利⽤するスマートフォンを活⽤したアンケート調査ができると良い。また、
登録された若年世代のモニターに対する⼦育て⾏事や妊婦教室、乳幼児健診の案内等の情
報発信にも活⽤でき、現在は妊婦教室が担っている交流の場を web 上で形成されるコミュ
ニティまで広げることもできる。⺟⼦⼿帳は、町だけでなく近隣地域の病院や盛岡市・他県
等の病院とも連携が必要なため慎重に検討する必要がある。 

保育所は電⼦化が進んでおらず、保育⼠による⼦供達の記録等、学校分野の「校務⽀援シ
ステム」のような仕組みがあると良い。保育所内で⾷べたもの、睡眠時間、体温等を記録し、
保護者から家庭での状況も共有する仕組みであれば、より⼦供に寄り添った保育が可能と
なる。 

虐待については、教育委員会、社会福祉協議会、警察、児童相談所、⺠⽣委員、教職員、
保護者等との情報共有・連携が必要であり、年に 1 度会議がある。守秘義務があるため情報
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を全て公表できないが、例えばその⼈が誰とどう関わってきたか家庭環境等含め対策に必
要な情報を最低限得られると良い。 

健康推進について過去に蓄積した資料を電⼦化したい。相談業務等において、過去どのよ
うな相談があったか記録を書⾯で探しているのが現状である。探索する資料がどこにある
か検索できるだけでもかなり省⼒化ができる。加えて、業務にタブレットを活⽤すれば、役
場の資料の刷新時や制度変更時に資料を作り直したり印刷する⼿間も省ける。 

将来的には在宅医療、遠隔診療についても検討し、幅広い世代の健康管理を実施する仕組
みを作りたい。 

3.3.6.2.1. ポイント 
 ⼦育て⽀援事業計画策定に向けたアンケート等、若年層向け調査に web ベースでの

調査が有効 
 保育所における⼦供の記録のシステムによる⼊⼒・管理が有効。親からの情報共有

が可能であれば保育の質的向上に繋がる 
 ⼦供の虐待への対処時は、家庭環境等情報の把握が有効 
 健康推進に係る過去資料のデータベース化が有効。過去の対応記録書⾯を探す現状

を改善できれば⼤幅な省⼒化が実現可能 
 町⺠からの相談時の資料提⽰時においてタブレット活⽤が有効 
 将来的には在宅医療、遠隔診療を含めた健康管理の仕組みを構築したい 
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3.3.7. ⾼齢者福祉 

3.3.7.1. 現状と課題 
全国の傾向と同様に、町内の⾼齢者のみ世帯が増加しており、家族で⾒守りできていない

町⺠が増加傾向にある。地域で⽀え合う取り組みを中⼼に対策を進めており、回覧板の⼿渡
しによる顔の⾒える⾒守りや、ゴミ出しが負担となっている⼈を地区の⼈が⼿伝う等、お互
いに⽀え合う活動として「安⼼⽣活あいネット事業」を進めている。雪かきや買い物⽀援等
のメニューもあり、⾃治振興会(町内会)の取り組みを役場が⽀援している。 

地域包括⽀援センターは、介護予防⽀援のため要介護 1・2 の町⺠のケアプラン作成を⾏
っている。在宅介護⽀援センターに委託して、75 歳以上の⾼齢者宅の訪問・実態把握を⾏
っている。介護事業所、社会福祉協議会、医療機関等と「地域ケア会議」を主催し、⺠⽣委
員、薬剤師の参画も得て介護予防・⽣活⽀援等について検討・情報連携を⾏っている。 

徘徊⾼齢者はそれほど多くない。発⽣した場合には警察とも連携して速やかに対応して
いる。 

災害発⽣時の要援護者リストは総務課が管理している。どのような時にどのように対応
するかは明確に定めておらず、各⾃治体での判断とされている。リストも地図にプロットし
ていないと、⼟地勘のない地区では⾒つけられないケースも起こり得る。「安⼼⽣活あいネ
ット事業」の会合で要援護者情報を各地区から提供してもらうよう働きかけているものの
⼗分でない。 

3.3.7.1.1. ポイント 
 ⾼齢者世帯を近隣地域住⺠で⽀援・⾒守りする事業を推進中 
 要援護者リストは存在するが、正確な情報の把握、災害発⽣時の運⽤⽅法策定、所

在地の地図へのプロットが課題 

3.3.7.2. ICT 利活⽤の⽅向性 
⺠間事業者の緊急通報システム、⾼齢者⾒守りシステム等を導⼊している⾃治体もある

が、費⽤が掛かると聞いている。岩⼿町では、県と県⽴⼤学の共同研究にモデル地区として
参加し社会実験を⾏う予定である。⾒守り対象となる⾼齢者が岩⼿県社会福祉協議会のサ
ーバに電話で発信すると⾃動⾳声メッセージが流れ、⾼齢者はその⽇の健康状況等を電話
の番号を押すことで応対する仕組みで、岩⼿県⽴⼤学が制作した。⾼齢者から電話が発信さ
れない⽇等は、周辺に居住する⺠⽣委員兼臨時職員が訪問する。現在、各地区で説明会を実
施中であり 13 名が登録し 2019 年 11 ⽉から運⽤開始する。費⽤負担が少ない仕組みとする
ことは重要で、普及に向けては⼝コミがポイントであり、⼀度利⽤した町⺠から広がること
を期待したい。本システムとは別に、⺠間の警備会社に委託している緊急通報も導⼊してい
る。⼼臓の緊急疾患のある⽅を対象に 10 数件の利⽤がある。 

買い物難⺠対策として商⼯会が移動販売を⾏っており、時期によるが特に⼭間部での利
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⽤が多い。購⼊者ニーズを事前に的確に掴む仕組みにし、買い物代⾏のような仕組みになる
と利便性が⾼まると考えられる。利⽤者は主に⾼齢者であるが、必ずしも ICT が苦⼿では
ない。町内の⾼齢層には他者に教えられる⼈もいる。 

町内の⾼齢者は電動⾞椅⼦(シニアカー)の利⽤が多い⼀⽅、転倒等の事故も多く⾻折する
事例もあるため、将来的にはこれらが⾃動運転できれば良い。 

災害時の要援護者リストは、電⼦化した地図上で確認でき、有事の際、町⻑等然るべき⽴
場の⼈の承認を受け次第、迅速に関係者に情報伝達され、要援護者が安全な避難所に避難で
きる仕組みを構築できれば良い。 

個⼈情報を持ち歩くのは好ましくないが、相談業務において、例えば相談への回答・提案
時、タブレットで必要な情報を提供するのは有効と考える。相談された町⺠へのサービス提
供可否を確認しなければならないケースもあるが、職員には異動があり、全職員が全介護サ
ービスについて詳しいわけではない。同様の仕組みをホームページ上に掲載することで当
該ホームページにアクセスできる⼈は⾃⾝で確認でき、そうでない町⺠に対しては職員が
訪問時に説明できる。 

また、外出先から介護保険料の不⾜分を確認することができれば、台帳を印刷して持ち歩
く必要がなくリスクを低減できる。 

介護施設の空き情報についても、現在は各ケアマネージャが電話で各施設に確認してい
るが、電⼦的に共有・確認できれば良い。本来は利⽤者が調べて選択するものだが、ケアマ
ネージャが探しているのが実態であり負担を軽減できる。 

3.3.7.2.1. ポイント 
 緊急通報や⾼齢者⾒守りのために岩⼿県⽴⼤学制作の代替システムを利⽤中 
 ⼼疾患のある町⺠向けに⺠間警部会社の緊急通報を利⽤中 
 移動販売を実施しているが、事前に注⽂内容を把握できれば需要が⾼まる 
 シニアカーの転倒防⽌ができると良い 
 要援護者をデータベース化し、災害時の迅速な情報共有ができると有効 
 庁外での相談業務での資料提⽰等においてタブレット活⽤が有効。情報をウェブサ

イトに掲載すれば職員も町⺠⾃らも閲覧でき、台帳を持ち出しによるリスクも減る 
 介護施設空き情報のウェブサイトでの掲載も有効。都度確認する負担を低減可能 
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3.3.8. 観光分野 

3.3.8.1. 現状と課題 
岩⼿町の観光地には「⽯神の丘美術館」、「道の駅」、「北上川源泉いわてまち川の駅」、「御

堂観⾳」等がある。観光地へはバスや鉄道を利⽤した旅⾏会社によるツアーが組まれている
が、「北上川源泉いわてまち川の駅」、「御堂観⾳」等は⻑く滞在したり買い物できる場所で
なく、多くの来訪者が通過している。温泉は⽇帰り⼊浴可能であるが、⽼⼈福祉センターが
併設されており、町内利⽤は⾼齢者が中⼼で町外からの利⽤者は少ない。温泉や宿も少なく、
どのように滞在型の観光を増加させるかが課題である。 

近年、⼤町等の中⼼商店街の集客が少なく、イベントに取り組んでいる。「岩⼿町やきう
どん」を中⼼にグルメをテーマにしたイベントの他、2019 年 11 ⽉には新たに「クラフト
市」を開催する。いわて沼宮内駅から徒歩 10 分程度かかる場所であるため、シャトルバス
を出し町外からの集客に努めている。以前のグルメイベントでは 2 ⽇間で 1.5 万⼈程度が
来訪した。他にも蕎⻨や⺠謡をテーマに開催し県内からの来訪者を中⼼に⼀定の集客があ
る。秋祭りが最⼤のイベントであり、⼭⾞や郷⼟芸能もあり町内外から来訪がある。海外か
らの観光客は安⽐⾼原に多いが、町内に来ている様⼦はない。中国向けの動画を作成する等
PR は⾏っており、視聴数も 2 ヶ⽉弱で 6〜7 万件のアクセスがあった。冬には美術館にお
いてイルミネーションを実施しておりアンケートも採っている。北上や⼋⼾等から来てい
る⼈が多い⼀⽅、近隣の⼋幡平からは少ない。 

観光客の⼊込調査は岩⼿県が実施しており、元となるデータは、道の駅・ゴルフ場の来訪
者数を使⽤している。イベントは祭りの実⾏委員会事務局等がメインで実施し、観光 PR は
観光協会等が⾏っているが⼈⼿は⾜りていない。 

3.3.8.1.1. ポイント 
 温泉や宿、滞在型の観光資源が少なく、滞在型観光の増加が課題 
 観光客の⼊込調査は県が実施し、道の駅、ゴルフ場の来訪者数を使⽤ 
 グルメイベントや秋祭り等では県内外からの来訪が⼀定数あるが、海外観光客の多

い近隣の⼋幡平からの来訪者は少ない 

3.3.8.2. ICT 利活⽤の⽅向性 
各イベントは⼀定の来訪者数があるため、どこからどのような⼈が来ているのか属性の

分析等は役⽴つ可能性はある。 

3.3.8.2.1. ポイント 
 ⼀定の集客があるイベントにおける客層の属性分析は有効 
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3.3.9. 防災・交通 

3.3.9.1. 現状と課題 
昨今、各地で災害が頻発しているため、防災マップの作成の他、防災⾏政無線を整備した。

屋外拡声器を主とし、町内には約 5000 世帯あるが、⾳が⼊らない世帯・学校・公共施設等
を含め 2000 カ所に⼩型の⼾別受信機を設置している。屋外拡声器は豪⾬等では聞こえにく
いことがあり設置を希望する世帯もあるが、地形上、電波が⼊らないケースがある。 

また、有事の際の職員の安否確認・職員参集時は、各課⻑が課内職員に個別に電話やメー
ル連絡しているのが実情であり、即時の確認に課題がある。 

防犯については、カメラ設置を希望する町⺠の意⾒があった。声掛け事案等も数は少ない
ものの発⽣しており、徘徊⾼齢者、茸・⼭菜採りによる遭難・⾏⽅不明者も⽣じている。発
⽣頻度や管理主体等を勘案しつつ検討する必要がある。 

町内の交通事故件数は少ないため、物損事故をいかに減らすかが課題である。 
また、町道の除雪・凍結防⽌は役場が管轄しているが、除雪後の各世帯前の雪かきは⾼齢

者の負担となっている。各地区で公⺠館に配置した融雪剤を⾃治会⻑の判断で散布する他、
地域で助け合いながら⾼齢者世帯の除雪⽀援等を⾏っている。 

3.3.9.1.1. ポイント 
 屋外拡声器での防災⾏政無線が聞こえづらい点、地形上電波が⼊らない点が課題 
 災害時等の職員の安否確認や招集を上司が属⼈で確認している点が課題 
 少数ながら徘徊⽼⼈や茸・⼭菜狩での遭難等があり、防犯カメラ設置要望があった 

3.3.9.2. ICT 利活⽤の⽅向性 
町内全域に光ファイバ回線が整備されれば、動画による防災情報等、容量の⼤きい情報も

関係各所に即時配信できる。災害時の現場・災対本部の連携においても映像情報であれば緊
急性が伝わり易く、国や県に伝達する際も⾼速回線が必要となる。災害時は避難情報を的確
に届けたいとの思いが強く、避難勧告・避難指⽰は消防団が⼀軒ずつ回っている。要援護者
情報を整備しているが、必要な時に必要な関係機関に迅速に共有される仕組みが欲しい。健
康福祉課や⻑寿介護課と連携し、本⼈の同意を得て⺠⽣員・ケアマネージャを含めた連携・
救助体制の構築が必要である。職員の安否確認や参集は、属⼈でなく⾃動で⾏える仕組みが
あると良い。 

学校周辺は送迎を含め交通量が多く危険な箇所もある。注意喚起の取り組みと併せて危
険箇所を周知することが考えられる。また、町内では電動⾞椅⼦が普及しており、⾼齢者の
安全に向け、緊急時には家族が位置情報を把握できる仕組みも考えられる。 

地区内の融雪・除雪は、除雪剤の残量を把握し残量に応じたアラートや不⾜箇所への迅速
な補給を⾏う仕組みが考えられる。 
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3.3.9.2.1. ポイント 
 災害情報等の動画での即時配信が有効。緊急性が伝わり易く、現場と災対本部との

連携や国等への伝達も迅速化可能 
 災害時の要援護者情報の関連部への即時共有、職員の安否確認・招集の⾃動化が有

効 
 家族による⾒守りの観点から⾼齢者の電動⾞椅⼦への位置情報付与が有効 
 融雪剤残量のアラートや補充管理の⾃動化が有効 
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4. 情報化の⽅向性 
4.1. 岩⼿町の特性と課題 

町⺠、企業、及び庁内への各種調査から得られた情報化により解決すべき課題や⽣かすべ
き地域特性等を以下に整理する。 

4.1.1. 情報化によって解決すべき課題 
岩⼿町における課題と、それにより導かれる情報化の⽅向性は下表の通りとなる。 
ここ 4 年で 1,000 ⼈程度が減少している⼈⼝減少、及び⾼齢化率の上昇への対策は取り

組むべき最重要課題の⼀つと⾔える。また、これと相関関係にあることが想定される若年層
の域外流出については、町の基幹産業である第⼀次産業等を軸とした働く場の確保や⼦供
の育児・教育・学習環境の充実等を通じた対策が不可⽋となる。 

更に、町内では情報化やインターネット利活⽤に明るい⼈材が不⾜している状況にあり、
全体の底上げをはじめ、情報活⽤能⼒を有する⼈材の育成は、町の情報化を推進する上で重
要となる。 

 
図表 91 解決すべき課題と⽅向性 

解決すべき課題  少⼦⾼齢化の進展 

 若年層の域外流出 

 働く場が少ない 

 第⼀次産業従事者の減少 

 情報化に明るい⼈材の不⾜ 

導かれる⽅向性  ⼦供・⾼齢者の⾒守り 

 ⾼齢者に向けた医療や買い物、移動時の⽀援 

 地域特性を⽣かした企業誘致、雇⽤創出 

 農業の⾼度化、6 次産業化 

 児童⽣徒の情報リテラシーの育成 

 教員の情報活⽤能⼒の向上 

 町⺠・企業の情報活⽤能⼒の底上げ 

 技術⼒のある⼈材の育成・確保 

 持続的な⼈材育成システムの構築 
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4.1.2. ⽣かすべき特性 
先述の課題が存在する⼀⽅で、岩⼿町は⾼原野菜の⽣育に適する環境や地の利、世代を超

えて互いを思いやる町⺠の気質等、様々な特性を有する。これら魅⼒や特性を⽣かした情報
化の推進が肝要である。 

 
図表 92 地域特性と⽅向性 

地域特性  冷涼で⾼原野菜の育成に適した気候 

 第⼀次産業が基幹産業の⼀つ 

 東北新幹線いわて沼宮内駅を有し交通の便が良い 

 近隣には安⽐⾼原や温泉等観光資源を有する⼋幡平市がある 

 町⺠が世代を隔てて相互に配慮する気質がある 

 「ホッケーのまち」 

導かれる⽅向性  農業の⾼度化、6 次産業化 

 ドローンやセンサー⽤の基盤整備 

 地域特性を⽣かした企業誘致、雇⽤創出への ICT 利活⽤ 

 周辺環境の活⽤、⾷品加⼯産業との連携 

 町と地区との情報連携体制強化 

 地域資源の積極的な PR 

 

4.1.3. 情報環境 
岩⼿町ではスマートフォンやパソコンの利⽤者が多いが、現在も携帯電話が通じないエ

リアや光ファイバ回線によるインターネットサービスの未整備エリアが存在する。また、⾼
速インターネット利⽤環境を求める声は町⺠の 7 割以上、企業の 9 割以上から挙がってお
り、地域の情報通信環境整備は不可⽋である。 

 
図表 93 情報環境と⽅向性 

情報環境  10〜50 代の町⺠の約 8 割がインターネットを利⽤ 

 インターネットの利⽤は携帯電話やスマートフォンからが 9 割 

 携帯電話が繋がらないエリアが存在 

 光回線によるインターネットが利⽤できないエリアが広範に存在 

 企業の 2 割が低速なインターネット環境、1 割がインターネット提供エリア外である

ため、⾼速な回線を利⽤したくても困難な状況 

 町⺠の 8 割以上が町内全世帯での⾼速なインターネット環境が必要と考えている 

 町⺠の 9 割弱が町内の公共施設での Wi-Fi(公衆無線 LAN)整備が必要と考えている 

 町⺠の 9 割弱が⼩中学校でのインターネット環境やタブレット等の整備が必要と考え
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ている 

 企業の 9 割以上が全事業所での⾼速なインターネット環境が必要と考えている 

導かれる⽅向性  格差のない通信環境整備 

 携帯電話の不感地域の解消 

 

4.1.4. ニーズの⾼い情報化施策 
各種調査で⽰されたニーズの⾼い情報化施策の内、特徴的なものを下表に整理した。 
防災関連の情報提供に対しては、いずれの属性(性別・年齢等)で⾒てもニーズが⾼いこと

から、内容の充実と効果的な情報提供⼿段の確⽴が求められる。 
また、情報基盤やシステム等の整備だけでなく、⾼齢層への機器等の操作⽀援をはじめ、

次世代を担う児童⽣徒、及び就業に役⽴つ情報活⽤能⼒の育成・開発を併せて推進すること
が求められる。 

 
図表 94 ニーズの⾼い情報化施策と⽅向性 

ニーズの⾼い情報化施策  防災や防犯関連情報提供 

 パソコン操作等を教える⼈材の育成 

 遠隔での健康相談・診断・診療 

 必要な時に乗りたい場所から乗れるオンデマンドバス 

 ⼦供や⾼齢者が安⼼して暮らせる⾒守りの仕組み 

 ICT 系企業・産業を誘致・育成、働く場の創出 

 廃校や空き家の再利⽤ 

 インターネットでの⾏政⼿続の申請・届出 

導かれる⽅向性  携帯電話やスマートフォンの防災や防犯への活⽤ 

 町と地区との連携体制強化 

 町⺠・企業の情報活⽤能⼒の底上げ 

 技術⼒のある⼈材の育成・確保 

 持続的な⼈材育成システムの構築 

 ⾼齢者や学⽣等に向けた医療や買い物、移動時の⽀援 

 ⼦供・⾼齢者の⾒守り 

 地域特性を⽣かした企業誘致、雇⽤創出 

 地域資源を⾒極めた PR 

 庁内での ICT 利活⽤、⾏政⼿続オンライン化 
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4.1.5. 情報化に対する不安 
各種調査において、インターネットを利⽤していない層の利⽤しない理由や情報化推進

に向けた環境整備、情報化に対する不安として以下が挙げられた。また、若年層を中⼼に、
情報化に際しては⾼齢層やインターネットを利⽤していない層への配慮が求められる点に
ついても指摘がなされた。情報化推進に当たっては、これら町⺠ニーズへの対応も併せて考
える必要がある。 

 
図表 95 情報化に対する不安と⽅向性 

情報化に対する不安  利⽤していない町⺠の理由は、4 割以上が「きっかけがない」、3 割以上が「操

作が難しそう」、2 割以上が「セキュリティが不安」、2 割弱が「何が出来るの

か分からない」 

 利⽤していない企業の理由は、5 割が「利⽤する必要性がない」、3 割弱が「操

作に詳しい従業員がいない」、2 割以上が「低速なサービスしか利⽤できない」、

1 割以上が「提供エリア外」 

導かれる⽅向性  格差のない通信環境整備 

 町⺠・企業の情報活⽤能⼒の底上げ 

 技術⼒のある⼈材の育成・確保 
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4.2. 情報化の基本理念と⽅向性 

4.2.1. 情報化の基本理念 
情報化の推進に当たっては、前項で挙げられた各種課題の解決を⽬指すと同時に、岩⼿町

の特性や魅⼒を町⺠や他地域へも積極的に発信するものであることが求められる。 
そこで、岩⼿町の地域情報化計画におけるコンセプトとして、「地域のみんなが⽀え合い、

お互いに思いやり、次世代に受け継がれる岩⼿町の情報化」を将来像として据える。 
岩⼿町においては、若年層の都市部流出や働く場の減少等に抗して、情報化の推進により、

世代を超えて相互に慮る町⺠の気質を⽣かしながら、町⺠や移住者、近隣地域住⺠が⽀え合
うことで活⼒を⽣み出し、将来に亘って受け継がれる町づくりを推進することを⽬指す。 

 
図表 96 岩⼿町地域情報化の将来像 
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4.2.2. 情報化の⽅向性 
先述の岩⼿町情報化の将来像実現のための情報化の⽅向性を以下に整理する。 
 

図表 97 情報化の⽅向性 

情報化の⽅向性 詳細 

岩⼿町の産業を 

育てるための情報化 

 冷涼な気候に恵まれ、基幹産業である農業の⾼度化に取り組む岩⼿町の特性

を最⼤化し、6 次産業化を含む農業の更なる振興を図る 

 地の利や近隣地域の観光資源等の特性を踏まえた企業誘致や雇⽤創出等を

図る 

互いに⽀え合いながら 

安⼼して暮らせるように 

するための情報化 

 既に広く普及している携帯電話やスマートフォン等インフラを暮らしの安

⼼・安全分野に積極活⽤していく 

 相互に慮る町⺠の気質を⽣かした町と地区との情報連携体制を構築し、⼈的

ネットワークによる地域ぐるみの⽀え合いの仕組みを強化する 

⼦供からお年寄りまで 

情報を最適に利活⽤できるよ

うにするための情報化 

 全世代が情報化による多様なメリットを享受しリスクを最⼩化すると伴に、

情報化によってもたらされる社会構造や市場・就業環境の変化に対応できる

よう、町⺠・企業等の情報活⽤能⼒の底上げをはじめ、技術⼒のある⼈材育

成・確保やサステナブルな⼈材育成システムの構築を図る 

 未来を担う児童⽣徒の情報リテラシーや指導に当たる教員の情報活⽤能⼒

の向上を推進する 

幅広い世代が快適で 

住みやすい街にするための 

情報化 

 情報化によるメリットを町内の全世代が広く遍く享受することができるよ

う、格差のない通信環境の整備を⾏う 

 ⾼齢者等の移動⼿段の確保や買い物⽀援、遠隔医療の仕組みを実現する 
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図表 98 岩⼿町情報化計画の全体像 
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5. 取り組むべき情報化施策 
5.1. 整備すべき情報通信基盤 

5.1.1. 情報通信基盤の考え⽅ 
情報化の基本理念である「地域のみんなが⽀え合い、お互いに思いやり、次世代に受け継

がれる岩⼿町の情報化」の推進に向け、情報通信基盤を構築する。 
情報通信基盤は、⾼速・⼤容量の光ファイバ回線等の⾼速情報網によって各家庭や企業、

事業所までを接続するほか、役場や公共施設、学校等を接続する。このネットワークにより、
各家庭や企業からの⾼速インターネット接続を実現し、後述するシステムや施策の効果的
な活⽤が可能となる。また、必要に応じて携帯電話の不感地域の解消に役⽴てることとする。 

 
図表 99 整備すべき情報通信基盤 

機能 概要 

⾼速インターネット 町内の情報格差を解消し、町内全世帯・全事業者が超⾼速のインターネットに接続で

きるようになる。また、将来的に誘致を想定する多様な企業の要望に即応するため、

安定したサービス提供に加え、広域イーサネット等の専⽤線サービスの利⽤が可能で

ある 

公共施設間ネットワーク 役場、公共施設、⼩中学校等の公共施設間をネットワークで接続する。また、ネット

ワークを介してデータセンタやクラウド等と接続し、重要な⾏政情報データを分散保

存することにより、災害時に重要業務を継続するための業務継続計画(BCP)に活⽤で

きる 

公衆無線 LAN(Wi-Fi) 役場、公共施設等に公衆無線 LAN(Wi-Fi)を設置する。2019 年度は、役場庁舎、観光

案内所、美術館、災害時の避難拠点となる道の駅及びスポーツセンターの計 5 箇所に

設置済。2020 年度以降は、避難拠点を中⼼に設置計画を策定する 

携帯電話不感地域の解消 将来的な不感地域への基地局整備に向け、開放された芯線を携帯電話会社が利⽤する

ことで、基地局運⽤費⽤を低減させる等の検討を⾏う。 
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5.1.2. 幹線網のイメージ 
整備すべき情報通信基盤は、各家庭(加⼊者系回線)までを含むものである。また、情報通

信基盤は町内にある各公共施設や学校等を接続する地域イントラネット(地域内部の各機関
を繋ぐネットワーク)としての機能も有する。 

 
図表 100 地域イントラネット概念図 
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5.2. 導⼊すべき施策 

5.2.1. 導⼊すべき施策群 
岩⼿町における情報化の将来像と⽅向性を踏まえ、導⼊すべき施策は以下の 4 軸とする。

これらカテゴリは更に細分化された施策や情報システム等から構成される。 
 
 産業振興・雇⽤・観光に係る施策 
 安⼼・安全・利便性向上に係る施策 
 教育・⼈材育成に係る施策 
 ⾏政・基盤整備に係る施策 

 
図表 101 将来像と情報化施策の相関図 
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5.2.2. 産業振興・雇⽤・観光に係る施策 

5.2.2.1. 概要 
岩⼿町の基幹産業である農業の効率化や⾼付加価値化ことは町の産業振興において重要

であり、農業の⾼度化や企業誘致による雇⽤拡⼤、観光客の呼び込みの検討も必要となる。
産業振興・雇⽤・観光において導⼊すべき施策は以下の通り。 

 
 ドローンやセンサー⽤の基盤整備 
 ⾷品加⼯産業や農業周辺産業の⽀援、育成 
 企業の誘致及び近隣地域との連携 
 建物の再利⽤ 
 観光客の動線分析 
 バイクシェア 

 
なお、観光の観点では、岩⼿町の近隣に安⽐⾼原や温泉等のリゾートを擁する⼋幡平市等

があり、例えば岩⼿町から安⽐⾼原への所要時間は⾞で 30 分程である。こうした地の利を
踏まえた有機的な近隣地域との連携は、観光資源が⽐較的限られている岩⼿町にとって⼀
考に値する。また、第 6 次産業化を踏まえれば、岩⼿町の特産品の近隣地域への積極的な流
通等を通じた PR 効果も期待できる。このほか、国内では⽐較的マイナー競技であるホッケ
ーも世界的な競技⼈⼝は多く、ホッケーを契機としたインバウンド向けのスポーツツーリ
ズムや、新幹線駅を有する点を⽣かし、現在リニューアル中の⽯神の丘美術館を拠点に廃屋
や廃校を活⽤した周遊型の芸術祭をホストする等の集客⽅法も考え得るが、岩⼿町のどの
様な特徴を打ち出していくかがポイントとなる。 

総じて、岩⼿町の PR や観光の検討に当たっては、近隣地域の特⾊を踏まえ、差別化を意
識したトータルな戦略による町づくりが重要となる。 

5.2.2.2. システム・施策の要件 
各システムや施策に係る要件を以下に整理する。 
 

図表 102 産業振興・雇⽤・観光に係るシステム・施策の要件 

システム・施策名 要件 情報通信基盤 

ドローンやセンサー⽤

の基盤整備 

農業分野では現在、トラクター⾃動操舵等を含むスマート農業実証プロ

ジェクトを推進している。岩⼿町が本取り組みを継続し農業の⾼度化を

図り、農業従事者不⾜への対応と新たな技術を活⽤できる農業従事者の

⼈材育成や雇⽤創出を実現し、延いては農業全体の振興に繋げることが

重要である。これに向け、ドローンやセンサー等を利⽤するために必要

な通信基盤を FWA 等により構築し、本基盤を利⽤した遠隔での⿃獣害

必要 
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システム・施策名 要件 情報通信基盤 

情報収集、⽥畑の温度や湿度等環境管理、農薬や⽔の⾃動散布等の実現

が可能である。これにより同産業の⽣産性向上や規模及び収⼊の拡⼤を

⽬指す。この推進には、導⼊促進に向けた農業従事者に対する助成や新

たな技術を利活⽤できる⼈材の育成、雇⽤が必須となる 

⾷品加⼯産業や農業周

辺産業の⽀援、育成 

岩⼿町では例えば特産品であるキャベツやブルーベリーを⽤いた酒類等

の開発や販売を⼿掛けたり、町内畜産農家において⽜の⾏動分析のサー

ビスを導⼊しているが、今後、⾷品加⼯等により付加価値を⾼め、流通や

販売を含めて⼿掛けることにより経営を多⾓化していく第 6 次産業化へ

の対応が求められていく。これを念頭に、町内における⾷品加⼯産業や

周辺産業の⽀援、育成を⾏うことも重要となる。町内の⾷品加⼯産業や

⾷品メーカーや⼩売、流通等を含めた周辺産業の⽀援、育成に係る ICT

活⽤を推進することにより、⼀次産品のブランディングや加⼯、販路拡

⼤を促進し、第⼀次産業における更なる収⼊拡⼤に繋げる 

整備前に 

⼀部着⼿可 

企業の誘致及び近隣地

域との連携 

雇⽤創出の観点では、岩⼿町の冷涼な気候や基幹産業、東北新幹線駅を

有する交通の利便性等、岩⼿町の特⾊が⽣かせる企業誘致の推進が有効

である。雇⽤拡⼤に向け、DC や ICT、農業周辺産業等、岩⼿町の特性を

⽣かせる企業誘致を⾏う。殊に、⾷品加⼯や⾷品メーカー、⾸都圏等の⼩

売や外⾷等関連企業の誘致は岩⼿町の特産品との連携等の相乗効果が期

待できる。同様に、観光客の流⼊が多い近隣地域を活⽤した PR 等にも併

せて取り組む 

必要 

建物の再利⽤ 既存の建物は再利⽤することが投資⾯や岩⼿町らしさの保存、及び今回

の調査で得られた町⺠の思いの観点からも必要と考えられる。町内の

様々な既存の建物を⽬的に応じてリノベーションし、Wi-Fi 等の情報環

境を整備して再利⽤する。廃校等の⼤型の建物はサテライトオフィスや

シェアオフィス等、空き家は⼊植者の住居、廃墟等はアート作品や観光

地等としての利⽤が想定される 

必要 

観光客の動線分析 観光の観点では、観光資源が必ずしも多くない岩⼿町においては、⽐較

的観光資源が豊富な近隣地域とどの様に連携するかの視点が重要であ

る。このため、近隣の観光客を効果的に岩⼿町の流⼊させるための戦略

を⽴てる材料としてインバウンドを含む観光客の動線分析を⾏い、PR の

⼒点や必要な整備等を⾏うことが重要である 

整備前に 

⼀部着⼿可 

バイクシェア 岩⼿町内に所在する東北新幹線停⾞駅であるいわて沼宮内駅からは現

在、⼆次交通としてタクシーとバスの利⽤が可能だが、本数や⾏先によ

り効果的な利⽤が困難である。駅においてバイクシェアの利⽤を可能と

することで⼆次交通を充実させ、飲⾷店等が点在する町の中⼼部までの

必要 
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システム・施策名 要件 情報通信基盤 

アクセスの向上や町内周遊の増加が期待できる 

5.2.2.3. 実現のための体制 
 ドローンやセンサー⽤の基盤整備は、⼀義的には農業従事者や周辺産業が推進すべ

きもので岩⼿町⾃⾝が主要な役割を果たすものではないが、情報通信機器の操作や
データの利⽤・管理⽅法については農協や商⼯会と連携し、各主体への⽀援を⾏う
ことが適当 

 企業誘致、産業育成や観光等に係る施策は岩⼿町が主導的役割を発揮し、総合発展
計画に基づく具体的な取り組みやスケジュールを踏まえた着実な推進が重要 

5.2.2.4. 課題・留意点 
 企業誘致や近隣地域との連携、マッチングに向け渉外を担う⽴場として、岩⼿町の

環境、魅⼒、優位性等、相⼿側メリットを予め整理し明確に打ち出すことが肝要 
 誘致先や連携先との交渉を通じて要望を吸い上げ、リノベーションに⽣かすことが

重要 
 ⼀次産品の商品加⼯等の周辺産業の⽀援時には、消費者ニーズを的確に読み取り、

柔軟に対応、修正可能な体制の整備が必要 

5.2.2.5. イメージ 
施策のイメージは以下の通り。 
 

図表 103 産業振興・雇⽤・観光に係る施策イメージ 

 



 

114 
 

5.2.3. 安⼼・安全・利便性向上に係る施策 

5.2.3.1. 概要 
少⼦⾼齢化が進む岩⼿町では⾼齢者が多く、⼭間部を含む様々なエリアに居住しており、

独居のケースも少なくない。このため、⾼齢層が安⼼して暮らすことのできる仕組みが求め
られる。安⼼・安全・利便性向上に係り導⼊すべき施策は以下の通り。 

 
 防災・防犯情報等の配信 
 要援護者情報の運⽤確⽴ 
 ⾼齢者や⼦供の位置情報把握 
 遠隔診療 
 AI を利⽤したバスの運⾏ 
 移動販売の利便性向上 

5.2.3.2. システム・施策の要件 
各システムや施策に係る要件を以下に整理する。 
 

図表 104 安⼼・安全・利便性向上に係るシステム・施策の要件 

システム・施策名 要件 情報通信基盤 

防災・防犯情報等の配

信 

岩⼿町では防災無線を利⽤しているが、今回の町⺠への調査では放送が

聞こえづらいとの声が複数挙げられ、⾏政が提供すべき情報として災害

時の避難情報や災害対策情報、防犯、⽕災情報のニーズが⾼かった。町⺠

の⾼い携帯電話やスマートフォン利⽤率を踏まえ、町⺠の携帯電話やス

マートフォンに防災や不審者等の情報をメール等で配信する。これによ

り屋外での防災無線の聞こえづらさを解消する。また、災害時の災害対

策関連部や町⺠への迅速、正確、確実な情報共有に向けては、事態の早期

把握に役⽴つ動画を含めた情報提供の仕組みを構築する。臨場感ある動

画等の利⽤は被害状況等の的確な伝達を可能にする。この際、町⺠への

安否確認の機能を実装することで効率的な安否把握が可能となる。本仕

組み導⼊に向けたプラットフォームを新規に構築すると費⽤や時間を要

するため、既存の災害対策⽤アプリケーションや SNS 等サービスの活⽤

が推奨される 

整備前に 

⼀部着⼿可 

要援護者情報の運⽤確

⽴ 

⾼齢者等の⾒守りや防犯の観点では現在、⾼齢者独居世帯の増加に伴い、

災害時は各地区にて町⺠同⼠で安否確認を⾏っているが、各地区の要援

護者情報の運⽤⽅法を確⽴し、地区内及び⾏政と地区間における災害時

の連携と⾒守り体制を強化する。具体的には、⾏政や各地区が要援護者

リストを⽤い的確、確実に⽀援が⾏えるようリストの運⽤⽅法を確⽴す

整備前に 

⼀部着⼿可 
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システム・施策名 要件 情報通信基盤 

る。リスト内容は実際の運⽤を想定し必要な情報を盛り込み、即座に利

⽤できることが重要である。例えば、⼟地勘がなくても辿り着けるよう

所在地は住所のみならず地図上に所在地をプロットしたり、紙等の物理

媒体でなくデータ管理する⼯夫や、問題発⽣時の地区から⾏政へのエス

カレーション⽅法の明確化等の検討が求められる 

⾼齢者や⼦供の位置情

報把握 

⾼齢者や⼦供の安全を守るため、同伴者なく外出する⾼齢者や通学時等

の児童⽣徒等の⾒守りを⽬的に、必要に応じ携帯電話やスマートフォン

を利⽤して位置情報を特定できる仕組みを導⼊する。これにより不測の

事態が⽣じた際の⽀援や救出が可能となる。実現するためのプラットフ

ォームの新規構築は費⽤や時間を要するため、既存のアプリケーション

や携帯事業者が提供するサービスの利⽤が推奨される 

整備前に 

⼀部着⼿可 

遠隔診療 健康や医療の観点では現在、介護予防や⽣活実態の把握を⽬的に 75 歳以

上の⾼齢者宅の訪問を⾏っているが、⼭間部に住む町⺠においては医療

機関へ赴くことが困難な場合も存在する。町⺠調査の結果からもニーズ

が⾼かったことから、利⽤者が⾃宅に居ながら遠隔で医師等と直接会話

し定期的な健康相談や診療ができる仕組みを導⼊する。これにより居住

地域や体調により⾃⾝で医療機関へ赴けない場合等の通院の負担を軽減

できる。また、将来的には遠⽅の医療機関と連携し、夜間診療への対応も

期待される。実現するためのプラットフォームは既存サービスの利⽤が

推奨される 

必要 

AI を利⽤したバスの運

⾏ 

岩⼿町では公共交通機関としてバスの運⾏があるものの、ルートや便数

は多くない。また、通学や部活動に合わせてスクールバスを運⾏してい

るが効率的な配⾞に課題がある。町⺠のニーズも⾼いことから、⼆次交

通の充実を⽬的に、携帯電話やスマートフォンからオンデマンド利⽤で

きる AI を⽤いた乗合バスを運⾏する。好みの場所で昇降可能であるため

⾛⾏ルートが最適化され効率的な運⾏が可能となると共に、町⺠のより

⾃律的な移動が可能となる。この仕組みを応⽤することでスクールバス

や給⾷の配⾷の効率化も実現可能となる 

整備前に 

⼀部着⼿可 

移動販売の利便性向上 現在、商⼯会では買い物難⺠に向けた移動販売を⾏っているが、ネット

スーパーの仕組みを応⽤し、より利便性の⾼い販売の仕組みを確⽴する。

携帯電話やスマートフォンから予め町⺠の購⼊要望を吸い上げ、オンデ

マンドで商品を取り揃えておくことで、移動販売の利⽤率を⾼め利便性

向上と運⽤の効率化に繋げる。また、AI を利⽤したバスの運⾏と岩⼿町

の「安⼼⽣活あいネット事業」における買い物⽀援の取り組みを組み合

わせることで、買い物を代⾏し商品を届ける仕組みも実現可能である 

整備前に 

⼀部着⼿可 
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5.2.3.3. 実現のための体制 
 災害や防犯情報の配信は、正確性と迅速性の確保が必須となるため、配信情報に係

る管理や発信元の責任や権限等を事前に定めることが必要 
 要援護者リストの運⽤に際し、⾏政は町⺠の実態や居住地等のデータベースの管理

及び最新化を担う責任があるが、町⺠の実態に係る情報を⾏政に⼊り易くし、災害
時に各地区が⾃律的にリストを運⽤するために、⾏政は各地区との綿密な連携、関
係構築が不可⽋ 

 町⺠の実態把握に向けては医療機関との連携も有効 
 遠隔診療については、利⽤者側のみならず医療機関側の環境整備や新たな運⽤が⽣

じることから、医療機関等との連携が不可⽋ 
 AI を利⽤したバスの運⾏に際しては運⾏会社と連携し、岩⼿町の利⽤傾向やニーズ

の特徴等を摺り合せることが重要 
 移動販売は商⼯会中⼼に運営するものとなるが、町⺠ニーズの吸い上げ⽅法やニー

ズの拡がりへの対応⽅向性は、町⺠にとっての利便性に照らし、適宜岩⼿町が助⾔・
⽀援することが適当 

5.2.3.4. 課題・留意点 
 防災や防犯情報の配信先の最新化のための情報更新や、有事の際に町⺠や災害対策

関連部が適切に運⽤できるよう、定期的な試験運⽤の実施が適当 
 配信先となるメールアドレス等個⼈情報の管理に留意することが必要 
 誰もが簡単に利⽤できるよう、操作に係る研修の実施やマニュアル、動画等の作成

が適当 
 要援護者リストは実運⽤を想定し、管理及び更新の頻度や⽅法等につき事前に定め

ておくことが重要 
 位置情報把握に際し、プライバシーに係る合意や位置情報を誰がどういった条件で

確認可能とするか等の整理が必要 
 遠隔医療の主要利⽤者は⾼齢層であることを前提に、利⽤者側環境はスマートフォ

ンやタブレット等、単純で操作性の⾼いインターフェイスでの実現が重要 
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5.2.3.5. イメージ 
施策のイメージは以下の通り。 
 

図表 105 安⼼・安全・利便性向上に係る施策イメージ 
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5.2.4. 教育・⼈材育成に係る施策 

5.2.4.1. 概要 
岩⼿町では、⼈⼝減少や産業衰退を⾷い⽌めるため、農業振興や企業誘致を検討している。

これらの実現には、町⺠の ICT リテラシーの底上げはもとより、エンプロイアビリティの
向上等が重要となる。教育・⼈材育成において導⼊すべき施策は以下の通り。 

 
 出前講座のオンラインでの申請・受講・視聴 
 町⺠向け ICT 講座 
 企業における ICT 利活⽤推進 
 町⺠のエンプロイアビリティ向上 
 持続可能な⼈材開発システムの構築 
 教員の ICT 活⽤指導⼒向上と児童⽣徒の情報活⽤能⼒育成 
 遠隔授業 

5.2.4.2. システム・施策の要件 
各システムや施策に係る要件を以下に整理する。 
 

図表 106 教育・⼈材育成に係るシステム・施策の要件 

システム・施策名 要件 情報通信基盤 

出前講座のオンライン

での申請・受講・視聴 

現在、アナログで申込を受け付けている出前講座をオンライン申請化し

⼿続を簡便化すると伴に、講座の模様を撮影、配信することで遠隔での

受講を、映像をアーカイブし⾃由に視聴できるようにして講座の振り返

りや e ラーニング教材として利⽤できるようにする。これにより、より

幅広い層に受講機会を提供し固定化しつつある受講者数を拡⼤する。な

お、遠隔参加時は質問や発⾔がインタラクティブに⾏える接続形態が望

ましい。受講者層の拡⼤に向けては、インターネットを介したアンケー

ト等で希望受講内容を募り講師を招聘する等、内容の拡充を図ることも

期待される 

必要 

町⺠向け ICT 講座 岩⼿町では 50 代以下の町⺠の 8 割弱がインターネットを利⽤している

が、利⽤していない町⺠の 4 割以上は利⽤するきっかけがなかった点を、

3 割以上はパソコン等の操作が難しそうである点を利⽤しない理由に挙

げ、町⺠の 9 割弱がパソコン等の操作⽅法に明るい⼈材の育成の必要性

を感じている。この調査結果を踏まえ、インターネットや⽇常的に利⽤

可能な ICT の利⽤のきっかけ作りや苦⼿意識の払拭、ネットリテラシー

の習得のために、⽤途や操作⽅法に係る ICT 講座を開講する。これによ

り、新たな技術の恩恵の享受に必要なリテラシーを底上げする。学習内

整備前に 

⼀部着⼿可 
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システム・施策名 要件 情報通信基盤 

容の振り返りや⾃宅のインターネット環境整備後に繰り返し学べるよ

う、撮影した動画やテキストをアーカイブ化も期待される 

企業における ICT 利活

⽤推進 

企業向けの調査では約 7割の企業がインターネットを利⽤している⼀⽅、

その内の 4 割弱は導⼊済みの機器・サービスを使いこなせておらず、3 割

は機器・サービス利⽤の効果を理解していない状況であり、企業におけ

る ICT リテラシーの低さが際⽴った。なお、インターネットを利⽤して

いない企業の半数は利⽤の必要性を感じておらず、1/4 は操作等に詳し

い従業員がいない点を利⽤しない理由に挙げている。本結果を踏まえ、

企業における効果的な ICT 利活⽤を推進し、社会の変化に耐え得る持続

可能な事業推進を後押しすることが求められる。機器やサービスを使い

こなせていない企業や、ICT 導⼊効果の理解に⾄っていない企業、事業

に課題を抱えている企業等に向け、ICT の効⽤やメリット、活⽤事例、

導⼊に向けた流れ、フォローアップ等を含めた解説を⾏い、ICT 導⼊と

効果的な事業運営に向けた活⽤を進める。その際、説明会形式で課題の

共有や⾒通しを持たせるために同業者間でのディスカッションを促進し

たり、将来的な他社との連携・協業や、産業の⾼度化への対応を意識した

拡張性ある提案となるよう⼯夫する 

整備前に 

⼀部着⼿可 

町⺠のエンプロイアビ

リティ向上 

岩⼿町では今後、雇⽤創出や産業振興を⽬的に企業誘致や産業⾼度化に

取り組むが、これを成功裏に収めるには⼈材開発が⽋かせない。当然な

がら誘致企業からは優れた⼈材の雇⽤を期待され、産業⾼度化に際して

は新たな技術を学び⽣かす能⼒が求められる。単に ICT リテラシーを⾝

に付け、利⽤することに留まらず、ICT 等の特性を熟知し、実際の課題

解決に⾃律的に役⽴てる能⼒の育成が必要となる。このため、町⺠を対

象に技能を向上しエンプロイアビリティを⾼めるための研修や職業訓練

を⾏う。当⾯は必要に応じて岩⼿町の基幹産業である⼀次産業等の⾼度

化に係る内容を充実し、全体のプログラム内容の決定は全国での企業誘

致に向けた⾃治体の先⾏事例を参考としつつ、岩⼿町としての産業振興

の⽅向性の検討と⽅向性を合わせ、⼀体的に進めることが重要である 

整備前に 

⼀部着⼿可 

持続可能な⼈材開発シ

ステムの構築 

岩⼿町の産業振興に沿った即応的な能⼒開発と並⾏し、社会の変化に応

じた技術や能⼒を⾝に付ける⼈材育成プログラムを継続的に⾏う。教材

調達については現在、無料で利⽤できる MOOCs9等のリソースが潤沢に

存在するため、これら活⽤も視野に⼊れることが推奨される 

整備前に 

⼀部着⼿可 

                                                       
9 Massive Open Online Courses の略。学習者が事前に登録し、課題に取り組むオンライン講座のこと。⼀般的なオン

ライン講座と異なり、受講⽣は無料で世界各国の⼤学の講義等を視聴することができ、講座の修了要件を満たすと修
了証が交付される 
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システム・施策名 要件 情報通信基盤 

教員の ICT 活⽤指導⼒

向上と児童⽣徒の情報

活⽤能⼒育成 

児童⽣徒における情報活⽤能⼒の育成並びに教員の ICT 活⽤指導⼒の向

上は岩⼿町の将来を担う⼦供達にとって必須であり、今回の調査では町

⺠の実に 9 割弱が⼩中学校におけるインターネットやタブレット等学習

環境整備の必要性を感じている。整備環境を効果的に⽣かすには教員の

整備状況に応じた ICT 活⽤指導⼒向上研修の計画と実践が不可⽋であ

る。児童⽣徒の情報活⽤能⼒の育成のため、学校の管理職及び教員に向

けて⾏う。全⼩中学校教員が当たり前に ICT を活⽤するためには、格差

のない ICT 環境や校内の活⽤推進体制、学校間での協⼒体制が必要とな

り、管理職及び教員における校務や教務への意識の変⾰、ICT の活⽤効

果や授業設計に係る知識等、多岐に亘り共通理解を深める必要がある。

岩⼿町は ICT を⽤いた学習環境の基盤となる校務システムの導⼊を計画

しており、1 ⼈ 1 台の教員⽤パソコンや⼀部の児童⽣徒⽤タブレットと

電⼦⿊板は導⼊済みである⼀⽅、インターネット環境のない学校が存在

するため、早急に整備し次第、各学校において⾯的な研修の実施が望ま

れる 

整備前に 

⼀部着⼿可 

遠隔授業 各学校において格差なく環境整備がなされた段階で、児童⽣徒の多様な

学習機会を確保するために海外や国内遠隔地等とのオンラインでの交流

やキャリア教育、プログラミングや外国語等、専⾨性の⾼い内容の遠隔

授業を⾏う。例えば、⼭間部に位置する岩⼿町において南⽅での暮らし

を疑似体験したり、スポーツと関連付けた海外交流、隣接する学校との

合同授業等は児童⽣徒の多様な学びに直結する。全⼩中学校に⾼品質な

インターネット環境、電⼦⿊板やプロジェクタ等提⽰装置が格差なく整

備され、学習機会が早期に保証されることが望まれる 

必要 

 

5.2.4.3. 実現のための体制 
 企業における ICT 導⼊時、業種として⼀体的な導⼊が望ましい場合等は、メリット

やデメリットにつき適宜商⼯会や岩⼿町と協議の上、検討することが望ましい 
 誘致を想定する企業等との協議等の機会を捉え、早期に⼈材に係るニーズ等の抽出

を⾏うことが重要 
 ⼈材開発システムの構築にあたっては、プログラムの⽬的や内容の刷新、教材調達

の⽬利き、受講インセンティブの設定等に係る運⽤を予め整理し、⼀過性でなく持
続可能な仕組みとして機能させることが重要 

 教員の ICT 活⽤指導⼒の向上は環境整備後の初動が重要 
 利⽤者側である教員の視点に⽴った端末等の管理や運⽤⽅法を定めることが必要 
 各学校での管理職による活⽤に向けた前向きな雰囲気の醸成や、それを⽀える ICT
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⽀援員による授業⽀援体制が必要 
 ICT 活⽤による児童⽣徒の学⼒向上には、単に授業で ICT の登場機会を設けるので

はなく、どんな⼒の育成のために授業のどの場⾯でどのように使うかといった狙い
を明確にすることが肝要 

 この促進には、教員間でのディスカッションを交え利⽤⽅法や効果を学び合える仕
組み作りが重要 

 遠隔授業の実施に際し、各学校が同⼀の接続先と繋ぐ場合等は、教育委員会等が教
員に代わってコーディネートすることも有⽤ 

5.2.4.4. 課題・留意点 
 出前講座の企画や開講等には当然ながら職員の稼働等が⽣じるため、インターネッ

トでのアンケート時は、受講希望内容だけでなくオンライン化の範囲や内容の評価、
講座全般に係る改善点等の把握に役⽴て、⼀定の需要に達しないものは打ち切る等、
開講の効果を最⼤化する⼯夫を断続的に⾏うことが重要 

 町⺠向け ICT 講座では、インターネットやスマートフォン等を利⽤したことのない
参加希望者に対する端末等の貸与も併せて検討が必要 

 企業における ICT 利活⽤推進にあたり事業規模や業種により求められる内容が、イ
ンターネット環境整備時期により提供可能時期が異なることが想定されるため、予
め経営課題の把握や地区、業種の分布等を踏まえ、適切な説明や提案となるよう留
意することが重要 

 ⼀部の整備済みの学校やパイロット校の教員等に研修を⾏う場合は、研修内容を整
備済みの ICT 活⽤に絞る等、整備範囲に合わせた調整が必要 

 ⼀部学校における先⾏的な ICT 活⽤に際しては、後続する⾯的整備に向けた予算確
保や知⾒を得るために、活⽤効果の検証や運⽤等課題の抽出を併せて実施すること
が適当 

 但し、⼀部学校における研修や ICT ⽀援員配備は、予め費⽤対効果や公平性の視点
での合意形成が必要 
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5.2.4.5. イメージ 
施策のイメージは以下の通り。 
 

図表 107 教育・⼈材育成に係る施策イメージ 

 
  



 

123 
 

5.2.5. ⾏政・基盤整備に係る施策 

5.2.5.1. 概要 
岩⼿町には光回線によるインターネットや携帯電話が繋がらない地域が存在し、⾏政⼿

続き等のオンライン化や⾏政によるタブレット等、ICT の活⽤が進んでいない。町⺠による
⾏政サービスの利⽤や利便性確保の観点からも、⾏政による ICT の活⽤は不可⽋である。
⾏政・基盤整備において導⼊すべき施策は以下の通り。 

 
 携帯電話の不感地域の解消 
 ⾏政⼿続等のオンライン化 
 ⾏政によるタブレット等の活⽤ 
 除雪材アラート 
 保育所システム 

5.2.5.2. システム・施策の要件 
各システムや施策に係る要件を以下に整理する。 
 

図表 108 ⾏政・基盤整備に係るシステム・施策の要件 

システム・施策名 要件 情報通信基盤 

携帯電話の不感地域の

解消 

岩⼿町における産業振興や町⺠の⽣活の質の向上に際して、町内全ての

世帯、企業、施設における光回線でのインターネット環境整備は⼤前提

となる。また、町⺠の安⼼・安全や企業ニーズ、新たな技術を活⽤した産

業の⾼度化等の実現には、町内全域における携帯電話の不感地域の解消

も望まれる。これら基盤整備の実現により、事業運営や住⺠⽣活だけで

なく⾏政によるサービス等の質の向上にも繋がる。携帯電話不感地域に

おけるサービス利⽤が可能となるよう、光回線の整備後、携帯電話事業

者が整備する鉄塔までの光ファイバ回線として通信基盤の芯線を岩⼿町

が貸与することによって事業者負担を軽減し、サービスエリア拡⼤に向

けた働きかけを⾏う 

必要 

⾏政⼿続等のオンライ

ン化 

⾏政に係る⼿続⼀般をオンライン化し、企業や町⺠が申請等のために役

場に赴く負担を軽減すると共に、RPA やインターネットを介したアンケ

ート等の活⽤により、庁内における業務の質の向上や庁内業務の省⼒化、

効率化に繋げる。⾏政⼿続きのオンライン化や庁内業務の棚卸し・再構

成により⼀次情報がデータで得られるようになれば、RPA を⽤いた情報

処理が可能となるため、庁内業務の効率化や削減が可能となる。また、従

来ヒアリングや意識調査等の活動を通じて⾏っていた町⺠の意⾒集約

も、インターネット上でアンケートを取ることで、より迅速で簡易に町

必要 
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システム・施策名 要件 情報通信基盤 

⺠の意識の把握が可能となり、⾏政等への⺠意の⼀層の反映が期待でき

る。具体的には、みらい創造課による町のブランディング、健康福祉課に

よる⼦育て⽀援事業計画の策定に係る親のニーズの把握、社会教育課の

出前講座内容要望等に係る調査が想定される 

⾏政によるタブレット

等の活⽤ 

⾏政職員によるタブレット等の活⽤は、必要な時に必要な情報の確認や

提⽰を可能にし、庁外での外回り業務の効率化や住⺠との対話の円滑化

に寄与すると伴に、業務の効率化に繋がる。例えば、県庁での会議等、出

張時にも業務のタスク管理やメッセンジャーの利⽤、情報共有が即時に

⾏え、紙媒体の資料を持ち歩く代わりに端末を⽤いることで紛失等リス

ク低減等効果も期待できる。具体的には、農林課による農地確認や、健康

福祉課や⻑寿介護課における保健⼠等による住⺠の相談業務時の回答や

提案、みらい創造課によるインタビュー等の業務が想定される。また、議

会においてタブレットを利⽤することで、資料印刷等負担を解消し、資

料の迅速な変更等にも対応でき議会運営の効率化が可能となる 

整備前に 

⼀部着⼿可 

除雪剤アラート 地区内の融雪や除雪の効率化に向け、センサーを設置し除雪剤の残量を

⾃動検知してアラートを出す仕組みを導⼊することで、除雪剤を迅速に

補充し、除雪剤の不⾜を未然に防ぐ 

必要 

保育所システム 保育所の電⼦化を進め、⼦供の活動等を記録するためのシステムを導⼊

し、保育⼠による⼦供の睡眠時間や⾷事、体温等の記⼊や管理を⾏った

り、保護者が家庭から⼦供の状況をシステム上の共有できる仕組みを導

⼊することで、保育所の運営の効率化及びより⼦供に寄り添った保育を

実現する 

整備前に 

⼀部着⼿可 

 

5.2.5.3. 実現のための体制 
 携帯電話の不感地域の解消に際しては携帯電話事業者との緊密な連携が必要 
 ⾏政⼿続等のオンライン化の際は、業務の運⽤の刷新に当たり現在の業務の流れを

明確に定義することが必要 
 このため、担当部課が不明瞭であったり運⽤が確⽴されていない業務おいては多様

な部課と協⼒連携体制を構築し、業務の棚卸や整理から着⼿することが先決 
 ⾏政によるタブレット等の活⽤時は、端末の管理⽅法や利⽤権限等を予め定めるこ

とが必要 

5.2.5.4. 課題・留意点 
 携帯電話不感地域の解消に際しては、今後携帯電話の利⽤が求められ得る場所や町

⺠のニーズが⾼い地域を特定し、整備の優先順位を提⽰できることが望ましい 



 

125 
 

 ⾏政⼿続等のオンライン化は、紙での運⽤を排しデータ化することと捉えられるが、
単なるデータ化ではなく、データをいかに活⽤するかや業務全体を省⼒化、最適化
する視点での検討が重要 

 オンライン化の範囲は広いため、業務の相互の関連や担当部課、着⼿のし易さ等に
より優先順位を設け、計画性をもって推進することが適当 

 ⾏政によるタブレット利⽤は、あくまで業務の効率化を図るものであるため、閲覧
や操作可能な範囲等を定める際には、業務に照らした検討を⾏い、制限を極⼒排し
て利⽤者の利便性を損なわぬよう留意することが必要 

 タブレットの利⽤⽬的や範囲によって遠隔ロックや 2 要素認証、シンクライアント
⽅式等、セキュリティ⾯の考慮が不可⽋ 

 タブレットの運⽤は将来的な働き⽅改⾰と⼀体的に検討することが適当 

5.2.5.5. イメージ 
施策のイメージは以下の通り。 
 

図表 109 ⾏政・基盤整備に係る施策イメージ 
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5.3. 施策の優先順位 

5.3.1. 優先順位の考え⽅ 
施策の推進にあたっては、以下のような条件を勘案し、優先順位付けを⾏って計画的に取

り組むこととする。 
 

図表 110 優先順位付けの条件 

条件 略称 

施策の関連性や前後性の考慮されている 前後性 

各担当部課において施策の推進が同時期に集中しない 部課分散 

費⽤が同時期に集中しない 費⽤分散 

情報通信基盤の整備を待たずに⼀部着⼿ができる 整備前 

既存の施策や仕組みの改善や強化に該当し着⼿が容易である 既存施策 

町⺠や企業、⾏政のニーズが⾼い ニーズ 

 

5.3.2. 優先順位の評価 
前述の条件に照らし、各施策の優先順位を以下の通り整理した。 
なお、条件の内、「前後性」、「部課分散」、「費⽤分散」については⼀意に決まるものでは

なく、計画の中で相対的に評価する必要があることから、以下の表では整理対象外とした。 
 

図表 111 優先順位の評価 

システム・施策名 整備前 既存施策 ニーズ 条件該当数 優先順位 

ドローンやセンサー⽤の基盤整備  ○  1 3 

⾷品加⼯産業や農業周辺産業の⽀援、育成 ○   1 3 

企業の誘致及び近隣地域との連携   ○ 1 3 

建物の再利⽤   ○ 1 3 

観光客の動線分析 〇   1 3 

バイクシェア   〇 1 3 

防災・防犯情報等の配信 ○ ○ ○ 3 1 

要援護者情報の運⽤確⽴ ○ ○  2 2 

⾼齢者や⼦供の位置情報把握 ○  ○ 2 2 

遠隔診療   ○ 1 3 

AI を利⽤したバスの運⾏ ○  ○ 2 2 

移動販売の利便性向上 ○ ○  2 2 
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システム・施策名 整備前 既存施策 ニーズ 条件該当数 優先順位 

出前講座のオンラインでの 

申請・受講・視聴 
○ ○  2 2 

町⺠向け ICT 講座   ○ 1 3 

企業における ICT 利活⽤推進 ○  ○ 2 2 

町⺠のエンプロイアビリティ向上 ○   1 3 

持続可能な⼈材開発システムの構築 ○   1 3 

教員の ICT 活⽤指導⼒向上と 

児童⽣徒の情報活⽤能⼒育成 
○  ○ 2 2 

遠隔授業   ○ 1 3 

携帯電話の不感地域の解消   ○ 1 3 

⾏政⼿続等のオンライン化 ○  ○ 2 2 

⾏政によるタブレット等の活⽤ ○  ○ 2 2 

除雪剤アラート   ○ 1 3 

保育所システム 〇  〇 2 2 
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6. 情報化の推進 
6.1. 情報化のスケジュール 

6.1.1. 整備ステップ 

6.1.1.1. 段階的な導⼊ 
情報化の推進にあたっては、取り組むべき情報化施策で述べた施策やシステムの実現を

軸とするが、当初から全施策に着⼿することは現実的ではない。情報通信基盤はこれら施策
の基盤となることから早急な整備が必要だが、原則的には施策の優先順位に従いながらも、
今後の社会動向や技術の進展を睨み、庁内で組織された推進主体によって先⾏実施すべき
と判断された施策から順次取り組むこととなる。また、本計画中に挙がっていない施策であ
っても地域のニーズに合わせて柔軟に検討、展開を⾏う。 

6.1.1.2. 計画の更新 
情報通信技術の進歩は著しく、技術の陳腐化やこれに伴う費⽤対効果を考慮すれば、現段

階で採⽤する全てのサービスや技術を決定することは賢明でない。また、施策の優先順位に
ついても、地域のニーズが将来に亘って等しく存在するとは限らない。従って、導⼊された
システムや実施施策については、その効果や貢献度につき評価を⾏うと共に、適宜、計画の
⾒直しと更新を⾏うこととする。 

6.1.2. 情報化のスケジュール 
岩⼿町の情報化は、以下に⽰すフェーズ 1〜フェーズ 3 の 3 段階とし、フェーズ 1 は 1〜

2 年、フェーズ 2 は 3〜5 年、フェーズ 3 は 6〜10 年の中⻑期的スパンで着実に推進するこ
ととする。各種施策の検討・実施と合わせて、情報化体制の整備や⼈材育成等については早
い段階から取り組む。情報通信基盤は、フェーズ 1 に詳細設計等を⾏い、可能な限り早期の
整備を⽬指し、各種情報化施策については、優先順位の評価を勘案し、順次、設計・検討等
を⾏う。 
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図表 112 情報化のスケジュール 

カテゴリ 項⽬ 
フェーズ 1 
(1〜2 年) 

フェーズ 2 
(3〜5 年) 

フェーズ 3 
(6〜10 年) 

情報化に 
向けた体制

整備 

情報通信基盤整備 
            

詳細検討・設計・構築         

            

町⺠への普及啓発 
            
            

            

体制整備 
            
            

            

情報化⼈材育成 
            
            

            
 

図表 113 情報化の各施策のスケジュールイメージ 

カテゴリ 項⽬ 
フェーズ 1 
(1〜2 年) 

フェーズ 2 
(3〜5 年) 

フェーズ 3 
(6〜10 年) 

産業振興・雇⽤・ 
観光に係る施策 

施策細⽬ A 
            
  設計・検討 構築       

            

施策細⽬ B 
            

   検討 構築      

            

安⼼・安全・利便性
向上に係る施策 

施策細⽬ C 
            

     運⽤検討 構築    

            

施策細⽬ D 
            

      設計・検討 構築   

            

教育・⼈材育成 
に係る施策 

施策細⽬ E 
            
       検討 構築  

            

施策細⽬ F 
            

        設計・検討 実施 

            

⾏政・基盤整備 
に係る施策 

施策細⽬ G 
            

    働きかけ 順次検討・整備 

            

施策細⽬ H 
            

  設計・検討 構築     

            
 
  

スケジュール 
イメージ 
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6.2. 情報化の推進体制 

6.2.1. 推進体制の必要性 
情報化の推進には、全庁的な情報化に向けた意識や気運の醸成が必要となる。先述の情報

化施策が実効性に乏しいものとならぬよう、また、効率的・効果的な情報化への投資と着実
な遂⾏のため、具体的な情報化推進体制の構築が不可⽋である。 

6.2.2. 推進体制 

6.2.2.1. ⾏政における体制整備 
情報化推進体制の構築にあたっては、施策の恩恵を享受する側のニーズや当事者として

の体験やアイディア等を動員するべく、情報通信基盤の有効活⽤に係る職員や企業、町⺠に
よる提案等を積極的に採り⼊れる。 

庁内においては、横断的な「岩⼿町地域情報化推進委員会(仮称)」を組織し、同委員会を
中⼼に情報化の積極的な推進を図ることとする。ICT の活⽤に係る勉強会や各課における
ウェブサイト作成、SNS 等を利⽤した広報を含む情報発信の検討も同委員会において進め
る。委員会の事務局は、現在の役場の情報関連業務を担う企画商⼯課が担うこととし、各課
との連携の下、庁内の情報化体制の強化を図る。岩⼿町の情報化推進体制のイメージは以下
の通り。 

 
図表 114 情報化推進体制イメージ 

 
 
委員会は、本計画の実現に向けた進捗管理に責任を持つと共に、⾏動計画の策定(Plan)、

実施(Do)、評価(Check)、不具合の是正(Action)、⾏動計画の⾒直し(Plan)の PDCA サイク
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ルを意識して情報通信基盤の質の向上に努めるものとする。 

6.2.2.2. 地域情報化に係る町⺠等との情報交換 
本計画においては、無作為抽出等のアンケート調査を通じて町⺠や企業のニーズ等の把

握を⾏ったが、情報化の推進にあたっては引き続き、町⺠や企業等の当事者の意⾒を積極的
に収集、反映することが重要となる。これには、情報通信基盤の整備後にはインターネット
を介したアンケート調査や意⾒交換の場の設定が有効である。 

情報化の分野によっては、町⺠や企業にとって検討が難しい場合も想定されるため、⼤学
や近隣地域、地域アドバイザー、先導的取り組みを⾏う他⾃治体等、外部との連携を図ると
共に、国や県等からも助⾔を得ながら着実に情報化を進めることとする。 

町⺠と⾏政の情報交流を促進し、町⺠の提⾔を幅広く吸収するには、岩⼿町として情報公
開や発信⼒を強化すると共に、庁内において施策群を横断した情報発信や広聴の体制・機能
の強化が必要である。 

6.2.2.3. 県・他市町村との連携 
現在、国や県、市町村において ICT を活⽤した多様な住⺠サービスや情報化施策が展開

されている。岩⼿県においては、AI や RPA を含めたシステム等の複数市町村による共同利
⽤の取り組み等が検討されており、今後も県庁や他市町村との連携により効果的な情報化
投資が可能となるケースが想定される。こうした政策に参画することで町⺠にとって利便
性の⾼いサービス提供が可能となるため、広域的な取り組みについて県や他市町村のサー
ビスとの連携を視野に⼊れる。 

6.2.2.4. 国の情報化⽀援策の活⽤ 
情報通信基盤等の整備にあたっては、国の情報化⽀援策を活⽤することにより、整備費⽤

等に係る負担の軽減が可能である。現在、以下のような事業が存在するが、これら活⽤も視
野に⼊れて検討することが求められる。 

 
 ⾼度無線環境整備推進事業(総務省) 
 携帯電話等エリア整備事業(総務省) 

6.2.3. 情報化の普及・啓発 
岩⼿町においては多くの町⺠、企業が情報化に賛同している状況だが、円滑な情報化の浸

透には、町⺠や企業に向けて、情報化によって暮らしがどのように変わり、何が便利になる
のかといった⽇常⽣活に直結する観点から情報化の必要性や重要性を今⼀度アピールする
ための体系的な普及・啓発活動も効果的である。 
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6.2.4. 情報通信基盤の管理・運営 

6.2.4.1. 管理・運営の考え⽅ 
⺠間の通信事業者による⺠設⺠営型の通信サービスの提供と異なり、⾏政が情報通信基

盤を整備する場合には、情報通信基盤の管理・運営についても検討する必要がある。情報通
信基盤は、⾏政機関のみならず町⺠や企業が⽇常的に使うインフラとなるほか、将来的な設
備の⽼朽化への備えを考慮する必要があることから、盤⽯な体制の下での運⽤・保守が求め
られる。また、提供するインターネット接続サービスについては、技術的進展を踏まえて検
討することが望ましい。但し、これらの保守やサービス運営について永続的に岩⼿町におい
て実施するには⼈材やノウハウを考慮しても負担は⼤きく、⾏政外の⼒を借りることを含
めた検討が必要となる。 

⾏政が情報通信基盤を整備し町⺠等へのサービス運営を⾏っている⾃治体においては、
保守やサービス運営について、⼀⽅的に破棄し得ない⻑期的な契約(IRU10)を⺠間事業者と
の間で締結することにより解決する公設⺠営型の例が存在する。その場合、インターネット
接続サービスについては、都市部における⺠間事業者のサービスと同様に、町⺠や企業毎に
利⽤するか否かを判断し、⽉々の費⽤等については受益者(利⽤する町⺠や企業)が負担する
ものである。但し、公設⺠営型では⾏政が情報通信基盤を整備するため、⾏政に費⽤的負担
が掛かると共に、新たなサービスへの対応が困難な場合がある。 

以上から、先進的な⾃治体においては情報通信基盤の整備についても⺠間にて⾏う⺠設
⺠営型によって整備、運営する例が増加している。⺠設⺠営型では、⾏政の整備費⽤の負担
がなく事務的負担も軽減され、整備後の運⽤費⽤に係るリスクがない。但し、⼀定の加⼊要
望数を確保することが必要となる。 

6.2.4.2. 情報通信基盤の整備⽅針 
以上の契約形態を採⽤することで、インターネット接続サービスについては、町⺠等が契

約した通信事業者が提供する都市部と同様のサービスを利⽤することが可能となり、サー
ビス運営のノウハウや技術⾰新に伴う機器の更新等に係る岩⼿町の負担を解消することが
可能となる。 

こうした条件を踏まえ、岩⼿町における情報通信基盤は、通信事業者によって整備を⾏い、
またインターネット接続サービスを提供することとする。なお、公共施設間ネットワークや

                                                       
10 「Indefeasible Right of User(破棄し得ない使⽤権)」の略。電気通信事業者が以下要件を満たす賃貸借契約等によっ

て他者が所有する光ファイバ等を調達した場合、当該光ファイバ等を当該事業者が⻑期安定的に⽀配・管理している
ものとみなし、当該事業者が設置した設備として認める制度のこと 

【要件】 
①事業者の同意なしに契約を破棄することができないこと 
②使⽤期間全体にわたる合理的な使⽤料⾦の設定がされていること 
③所有者によって対象物件に第三者担保権が設定されていないこと 
④使⽤契約期間が⻑期間(原則 10 年以上)であること 
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各種施策の中で岩⼿町において整備すべきものについては岩⼿町が運営する。また、インタ
ーネット接続サービスを提供する通信事業者については、⻑期的なサービス提供を⾏う観
点から慎重かつ適切に選定することが求められる。 
 

図表 115 整備⽅法別の官⺠区分イメージ 
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6.3. ⼈材育成 

6.3.1. ⼈材育成の考え⽅ 
情報化の推進にあたっては、体制の整備に併せて、情報通信基盤や様々な施策等を有効に

利⽤するための⼈材育成が必須である。 
庁内においては、情報化を牽引する役割を担う⼈材に加え、職員全体の ICT 活⽤の底上

げを図る⼈材の両輪で推進することが重要である。 
庁外においては、教育・⼈材育成に係る施策において指摘したように、⾼齢者や障害者、

⼩規模事業者においては ICT を活⽤しきれない町⺠や企業が存在するため、こうした町⺠
や企業に対し、情報化全般に係る底上げを⾏うことが必要である。 

いずれにしても、地域における情報化に明るい⼈材の不⾜は岩⼿町全体としての課題で
あることから、庁内外を問わず、技術の活⽤に⻑けた⼈材開発の取り組みが求められる。 

 
図表 116 情報化に係る⼈材育成の考え⽅ 

庁内外 分類 人材育成の考え方 

庁内の⼈材育成 

職員全体の底上げ 
パソコンや庁内の情報システムの操作研修等をはじめ、情報化に係る啓発

やそれぞれの業務における ICT の活⽤⽅法等に係る研修や育成を⾏う 

情報化⼈材の育成 
各課や係において情報化を推進するリーダー的存在として ICT に詳しい⼈

材を育成する 

庁外の⼈材育成 

町⺠への⽀援 
全町⺠が情報化の恩恵を享受できるよう、情報機器の操作⽅法等に係る

ICT 活⽤勉強会(ICT 講座)を開催する 

企業への⽀援 
企業の ICT 活⽤推進を⽬的として、商⼯会や IT・通信事業者等との連携に

より導⼊や活⽤を⽀援する 

 

6.3.2. 情報化⼈材育成 

6.3.2.1. 庁内の⼈材育成 
庁内の⼈材育成については、職員の ICT リテラシーや技能の底上げはもちろん、⾃らの

業務や⾏政サービスの質的な向上のために、いかに ICT を活⽤するかという企画能⼒の養
成が重要となる。また、各部課において情報化を推進するリーダー級の育成、配置も⼒強い
推進⼒となる。 

6.3.2.1.1. 情報化⼈材の育成 
職員の中に、情報化推進に向けたリーダー的存在となる⼈材を育成する。各課当たり 1〜

2 名の体制とする。⼀般職員に⽐較して詳しい知識が求められるため、経済産業省の認定す
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る情報処理技術者資格や、⺠間の情報産業における情報関連資格、パソコン教室におけるパ
ソコンインストラクター資格等のレベルが想定され、⾼い企画能⼒を有することが期待さ
れる。具体的には、役場内の各業務においてデータや情報の活⽤⽅策の検討、簡易なシステ
ムトラブルへの対応ができるようになることが望ましい。 

6.3.2.1.2. CIO(情報統括責任者) 
庁内における情報化体制として、情報担当者のみが情報政策を検討するのではなく、庁内

の経営層(上層部)における CIO(情報統括責任者)の設置を検討する必要がある。また、併せ
て CIO を技術⾯からサポートする CIO 補佐官として、庁内外から ICT に係る専⾨的知⾒
を有する優れた⼈材を登⽤する。 

6.3.2.1.3. 職員全体の底上げ 
⼀般職員においても、以上に⽰す情報化⼈材に近い⽔準のリテラシーや技能を有するこ

とが望ましいが、まずは以下に提⽰する能⼒を全職員が⾝に付けることを⽬的に勉強会等
を実施することが望ましい。 

 
 所管業務における情報通信基盤の活⽤施策を企画できる 
 パソコンやインターネットを利⽤した情報やデータの収集・加⼯・編集ができる 
 表計算ソフトを利⽤してデータの集計(関数利⽤)・分析・加⼯(図表作成)ができる 
 パソコン等の簡易なトラブルに⾃⾝で対処できる 
 所管業務に係るウェブサイトの情報等を⾃ら更新できる 
 基幹系システムを 1 ⼈で問題なく操作できる 

6.3.2.2. 庁外の⼈材育成 

6.3.2.2.1. 町⺠へのサポート 
今回の町⺠への調査では、⾼齢者のインターネットやパソコン、スマートフォン等端末の

利⽤率が他世代に⽐較して低かったことから、今後、⾏政による防災や福祉分野のサービス
提供対象となる⾼齢層に対する対策が必要となる。具体的には、教育・⼈材育成に係る施策
において⽰した ICT 講座を開催し、町⺠が機器等の操作に親しみ、興味・関⼼を⾼め、利
⽤のきっかけにできる環境を⽤意することが必要である。その際、セキュリティに係る啓発
を併せて進める。町⺠におけるセキュリティ対策については、個⼈情報等の漏えいやインタ
ーネットを悪⽤した詐欺等に巻き込まれないための対策や相談窓⼝等の周知が必要である。 

また、分からないことがあった場合に、時間や場所を問わず教えてもらえる場として、電
話やメール等によるサポート体制の整備も併せて検討することが効果的である。可能であ
れば、若年層が地域の⾼齢層に ICT の利⽤⽅法を伝える等、近隣住⺠間等で相互に教え合
う仕組みも実現できれば望ましい。 
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6.3.2.2.2. 情報化⼈材の育成 
以上の⼈材育成に並⾏して、町⺠の中にも優れた情報リテラシーを持つ⼈材の育成が求

められる。従って、ICT 講座等の開催にあたっては、全体の底上げのほか、専⾨知識の習得
や⽬的別の講座の開設、情報関連資格の取得者に対する補助制度等の検討を⾏う。 

また、次世代を担う若年層に向けては、学校における情報活⽤能⼒の育成はもとより、プ
ログラミングに親しむ講座の開設等、将来の情報化⼈材を⾒据えた講座の検討も期待され
る。 

6.3.2.2.3. 企業の ICT 活⽤⽀援 
従来、地域の企業や商店における情報化は、各事業主の判断に基づき投資して活⽤するも

ので、⾏政が関与すべき性格のものではなかった。しかし、官⺠共に新たな技術を活⽤し地
域の活⼒を⾼める気運が⾼まっている現在においては、例えば電⼦⼊札・調達のように事業
主を取り巻く社会環境が ICT の活⽤を求める構造となっている。地域産業の振興や連携の
観点からも企業への⽀援は必要と⾔え、岩⼿町は商⼯会や IT・通信事業者等と連携しなが
ら活⽤を後押しすることが求められる。 

6.3.3. セキュリティ対策 
インターネットや各種情報システムが町⺠の⽣活や⾏政業務に⽋かせない現在、悪意あ

る者による情報の改ざんやなりすまし、サーバやシステムへの攻撃、個⼈情報をはじめ各種
重要情報の漏えい等のリスクが存在し、情報化を推進する上でセキュリティ対策は重要な
検討要素である。情報化に並⾏してこれらリスクへの対応を進めることは、⾏政サービスや
通常業務、その他様々なトラブルによる障害を避ける上で必須となる。岩⼿町の情報化にお
いても⾼いレベルでのセキュリティを確保する仕組みの検討が求められる。 

 
図表 117 セキュリティ対策イメージ 

 


