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【１】町民アンケート調査結果
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町民アンケート調査概要

○実施期間 2019年10月4日～2019年10月18日

○対象 岩手町民(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%)

【町民アンケート調査】

【町民アンケート調査のポイント】

○町民のインターネット利用率は 「56.7%」
○携帯電話・スマートフォンによるものが 「90.0%」
○自宅での光回線利用は 「40.5%」
○利用メディアの 1位は「テレビ：91.6%」

2位の「スマートフォンは 73.9%」
○求められている行政情報は「避難情報」「災害対策情報」
○取り組むべき情報サービスは「災害等緊急時の活用」、
「企業誘致への活用」
○回答者は60代以上が過半数（57.5%）
（他の世代への相互配慮が見られる）

＜求められている行政情報＞ ＜取り組むべき情報サービス・情報化施策＞

「最も必要なもの」
としては第1位



【２】企業アンケート調査結果
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企業アンケート調査概要

○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%)

【企業アンケート調査】

【企業アンケート調査のポイント】

○町内企業のインターネット利用率は 「69.3%」
○光ファイバ等の有線サービスによるものが 「70.5%」
携帯電話・スマートフォンによるものが 「53.3%」

○企業の情報化に係る課題は 「使いこなせていない：38.9%」
○企業の求める環境整備は 「高速なインターネット：合計92.2%」
（とても必要：53.9%）
○「どのようなICTサービスを導入すると良いかを教えてもらえる
：合計95.8%」 と合わせて基盤整備を進める必要がある。

＜情報化推進に向けて必要な環境整備＞＜情報化に向けた課題＞

合計：92.2%

合計：95.8%



【３】情報化の将来像
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課題

・少子高齢化、若年層流出
・第1次産業従事者の減少
・雇用の場の確保
・情報に明るい人材の不足
・携帯電話の不感地域の解消

町の特色

・冷涼で野菜生育に適した気候
・新幹線駅を有し交通の便が良い
・近隣地域の観光資源が豊か
・世代を超えて配慮し合う町民気質
・「ホッケーのまち」

導かれる方向性

・町民の思いやりある気質を尊重し、町内で助け合う仕組みを推進
・ICTを利用しない層も意識せずにICTの恩恵を享受できる環境を整備
・基幹産業である農業の高度化等により、競争力の強化と共に雇用を創出
・企業誘致に向けた町民の能力開発や子供の情報活用能力を育成
・近隣地域や町外移住者と力を合わせ、共に町づくりを行う仕組みを推進

岩手町は少子高齢化や若年層流出、情報人材不足といった課題が顕在する一方、基幹産業の農業に適した気候や思いやりある町民
といった特徴を有するため、町内外の人々が支え合い、農業を軸に持続可能な町づくりを行うことを情報化において打ち出します

岩手町情報化の将来像

町や産業の活性化の分野

・企業誘致
・農業の高度化、6次産業化

町民の能力向上の分野

・児童生徒・教員の情報リテラシー
・町民の職業訓練・能力開発
・人材育成システム

安心・安全・福祉の分野

・防災・防犯・災害時対応
・人的ネットワークを活かした体制
・子供・高齢者の見守り

ICT基盤・QoL*向上の分野
*QoL:Quality of Lifeの略。「生活の質」の意

・全町民がICTの恩恵を受けられる環境
・医療・交通等の利便性向上
・行政におけるICT活用の深化



【４】岩手町地域情報化の全体像

岩手町情報化の将来像を踏まえ、整備すべき情報化基盤と導入すべき施策は以下のとおりです

岩手町情報化の全体像

導入すべき情報化施策整備すべき情報化基盤

 高速インターネット
(専用線サービスを含む)

 公共施設間ネットワーク
(地域イントラネット)

 公衆無線LAN(Wi-Fi)

 携帯電話不感地域の解消
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詳細は次ページ



【５】取り組むべき情報化施策
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具体的な情報化施策のラインナップは以下のとおりです

産業振興・雇用・観光に係る施策

ドローンやセンサー用
の基盤整備

農業高度化に向けた環境整備 ex. 鳥獣害、田畑、農薬散布
次世代農業従事者育成・雇用創出
農業の生産性向上、競争力強化

食品加工産業や
農業周辺産業の
支援、育成

農業の6次産業化、周辺産業との連携、経営多角化の推進
ex. 販路拡大、ブランディング、加工/メーカー/小売等連携

第一次産業の更なる収入拡大

企業誘致及び
近隣地域との連携

岩手町の特色が生かせる企業誘致の推進
ex. データセンタ、ICT、食品加工/メーカー

近隣地域と連携し観光客等を対象に特産品PR

建物の再利用
目的に応じた既存物件の改装、改築、Wi-Fi環境整備

ex. サテライトオフィス、入植者住居、アート、観光地

観光客の動線分析
近隣地域の観光客動線を踏まえた戦略、PR施策立案
インバウンド含む観光客の吸引、近隣地域連携

バイクシェア
新幹線駅からの二次交通の充実
飲食店等のある町中心部への誘引、町内周遊増加

教育・人材育成に係る施策

出前講座の
オンライン化

 出前講座のオンライン申請、遠隔受講による受講者拡大

町民向けICT講座
ICT全般の講座開講により住民のリテラシー底上げ
ICTの利用のきっかけ作りや苦手意識を払拭しICTの恩恵享受

企業における
ICT利活用推進

 ICT効用、事例、導入、フォローを説明会形式等で説明
 ディスカッションや課題共有を交え活用の見通しを持つ
 企業による他社連携や社会構造変容に耐え得る事業推進

町民の被雇用者と
しての能力の向上

 企業誘致や産業振興に即応した町民の技術/能力開発の推進
 基幹産業を中心に産業振興の方向性と一体的に内容検討

持続可能な人材開
発システムの構築

 社会構造変容に対応する能力育成プログラムを継続的に実施
 教材には無料の講義動画等を活用

教員と児童生徒の
ICTスキル育成

 学校のICT環境、校内活用推進体制、学校間協力体制の構築
 教員/管理職へのICT活用指導力等向上研修の実施
 児童生徒の情報活用能力の育成

遠隔授業
 児童生徒の多様な学習機会を確保する遠隔授業を推進

ex. 国際/国内遠隔地との交流、キャリア教育、プログラミング

行政・基盤整備に係る施策

携帯電話の
不感地域の解消

事業運営、生活、行政サービスの質的向上を推進

行政手続等の
オンライン化

 行政手続オンライン化により企業、町民の申請等負担軽減
 ICTを用いた調査等による民意反映、庁内業務の質的向上

ex. 町のブランディング、子育て層、出前講座に係る需要把握
 RPA等を用いた庁内業務の省力化

行政による
タブレット等の活用

 庁外業務を効率化、紙媒体資料紛失リスクを低減
ex. 農地確認、保健士による住民相談、外部へのインタビュー

 議会でのタブレット利用による準備省力化、議会運営効率化

除雪剤アラート  センサーを用いて除雪剤の残量を検知し効率的に補充

保育所システム
 保育所においてシステムにより子供の活動状態を管理
 保護者との情報連携による子供に一層寄り添った保育

安心・安全・利便性に係る施策

防災・防犯情報等の
配信

端末や動画による災対・防犯等情報の配信・共有、安否等確認

要援護者情報の
運用確立

要援護者情報の運用を確立、地区・行政間の連携体制強化
民家所在地プロットやデータによる管理を推進

高齢者や子供の
位置情報把握

端末を利用した高齢者や子供の位置情報捕捉による見守り

遠隔診療
遠隔での医師等との定期健康相談・診療
将来的に遠方の医療機関と連携、夜間診療に対応

AIを利用したバスの
運行

二次交通の充実による町民の自律的な移動を推進
任意場所での昇降、走行ルート最適化による運行効率化
同仕組みを応用し、スクールバスや配食を最適化

移動販売の
利便性向上

端末で予め購入要望を吸い上げ、商材を要望通りに取り揃え
移動販売の利便性、利用率、運用効率の向上
買い物支援の取り組みを応用し、買い物代行に対応



【６】情報化の推進 情報化に向けた推進体制、人材育成

庁内外 育成の分類 人材育成の考え方

庁内

職員全体底上げ

PC・庁内システム操作や所轄業務でのICT活用研修、
啓発、育成を行う
【能力レベル】 所管業務の情報基盤活用施策の企画、
データの収集・加工・編集・集計・分析、簡易なPCトラブ
ル対処、ホームページ更新、基幹系システム操作

情報化人材育成

各課・係から選出して情報化推進リーダーとしてICTに
詳しい人材を育成する
【能力レベル】 PC教室インストラクター程度。データ・情報
活用方策検討、簡易なシステムトラブル対処

CIO補佐官
CIOを技術面で支援するため、補佐官として庁内外から
ICTの知見を有する人材を登用する

庁外

町民への支援

全町民が情報化の恩恵を享受できるよう、町民底上げ
と情報化人材育成の2軸でICT活用勉強会(ICT講座
)を開催

メール・電話や近隣住民間(若年層→高齢層)によるサ
ポート体制を確立する

企業への支援
企業のICT活用推進を目的に、商工会やICT・通信事
業者等と連携し、導入や活用支援を行う

情報化に向けた推進体制や人材育成の方針を策定しています

情報化の推進体制 情報化に向けた人材育成

 情報化推進の委員会やCIOを設置し、勉強会や広報等を推進
 町民・企業ニーズは継続的に収集し、施策に反映
 大学、近隣地域、地域アドバイザ、先導的な他自治体からの助言を得る
 県による広域的取り組みに参画し、他市町村等とのサービス連携を図る

ex. AI、RPA等システムの共同利用(岩手県)
 国による情報化支援策を活用し負担軽減を図る

ex.高度無線、携帯電話エリア整備

 情報通信基盤は民設民営によって行う

 庁内では、①職員の底上げ、②情報化人材育成の両面から推進
 庁外では、①町民への支援、②企業への支援を実施

 情報漏えい等リスクに備え、情報化に並行してセキュリティ確保の仕組みを導入する
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