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「（仮称）岐阜市DX推進計画」の策定へ

・国、県の方向性を踏まえ、現ICT活用推進計画を継承・発展させ、
改定し、DXの意義、DXによって目指す姿などを分かりやすく示す

DXの意義

現状と課題”デジタル化“と”デジタル・トランスフォーメーション（DX）“
との違いとは

・デジタル化 → アナログをデジタルに置き換え業務の効率化まで
・DX → デジタル化により、これまでのサービスや仕事の仕方を変革し、

新たな価値を創出、さらに、組織文化や社会の仕組みの変革へ

岐阜市DX推進計画の概要

１ 本計画の趣旨

２ 本計画の位置付け

・市GIGAスクール推進計画
・市行財政改革大綱2020 等

岐阜市DX推進計画

市未来のまちづくり構想

整合

・官民データ活用推進基本法
・自治体DX推進計画
・県デジタル・トランスフォー

メーション推進計画 等

＜市＞

＜国・県＞

下支え

３ 推進体制と進行管理

全ての部局長・デジタル戦略参与

（最高情報統括責任者（CIO））
委員長：後藤副市長

副委員長：谷山副市長

専門部会（関係課長）

岐阜市デジタル活用推進委員会

全庁横断的な体制のもと、
全部局一丸となってDX推進

４ 現状と課題を踏まえたDXの意義

（暮らし）高齢者の単独世帯増、（経 済）生産年齢人口減
（自治体）経営資源（職員数）の制限 など

人口減少・少子高齢化に伴う諸問題

・人口減少に合わせた組織や社会づくりが必要

・様々な分野のDXを進めることで、市民生活がより暮らしやすく、
地域経済が活性化し、社会課題の解決に

・今こそ、岐阜市のDXを進め、未来都市へ更に「動かす」好機

５ 岐阜市におけるDXの定義

DXに向けたステップアップ

デジタル化

デジタル・トランス
フォーメーション

（DX）

・まず「デジタル化」からはじめることが重要

岐阜市のDXとは

新しくデジタル技術を活用し、
市民サービスの向上や、働き方を改革することで、
新たな価値を創出し、
岐阜市を、そこに暮らす人々がより豊かに暮らし、
さらに選ばれるまちへと動かすこと

・アナログ作業のデジタル化

６ 本計画における目指す姿

３つのXによる相乗効果

市民体験
C X

（Civic Experience） E X
働き手の体験

（Employee Experience）

D X
（Digital Transformation）

・DX（デジタル体験）がCX(市民体験）とEX（働き手の体験）
の向上の起点に

岐阜市の目指す姿

DX（デジタル・トランスフォーメーション）により、
一人ひとりの人生を、よりDX（デラックス）に

C
X

E
XD X

岐阜市の目指す姿

推進エンジン

市民サービスの向上

働き方改革

・DXにはステップが必要なことを共通認識としてもちつつ

動かす

PDCA
サイクル

継続的な改善 社会的な変化に応じた
迅速な対応

× OODA
ループ

ウーダ
（※）

（※）Observe（情報収集）→ Orient（方向性判断）
→Decide（意思決定）→ Act「行動」
（総務省2021「自治体DX全体手順書（第1.0版）」）

併用
・ 全部局が、CX（市民体験）、EX（働き手の

体験）の向上を念頭に、まずできるとこ
ろからデジタル化をはじめることが重要

（Digital Experience）

（参考）総務省2020「自治体DX推進計画概要」におけるDX
→ ICTの浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること

GOAL

・デジタル化どうしをつなげ、
業務フローのデジタル化

（
イ
メ
ー
ジ
）

・組織内でデータを活用

・デジタル技術の活用による新たなサービスの提供

・仕事の仕方の抜本的な変革による組織文化の変革

・新たな生活様式、多様な働き方、分散型社会
など、社会の仕組みの変革へ
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●市民に優しいAIなどの利用推進

●行政手続きのオンライン化

●マイナンバーカードの普及促進

●キャッシュレス推進

●オープンデータ推進

●わかりやすい情報発信

●その他市民サービス向上に資する取組み

●業務改革につながるAI・RPAなどの利用推進

●ペーパーレス化

●コミュニケーションの活性化

●テレワークの推進

●データ活用の推進

●BPRの取組みの徹底

●その他働き方改革に資する取組み

●システムの標準化・共通化

●システム基盤の更なる強化

●防災情報システム等の適切な運用

●セキュリティ対策の徹底

●デジタル化に向けた市役所内の機運の醸成

●ICT調達の適正化

●ICT人材の確保・育成

みんながデジタルプレーヤー！
・一人ひとりの職員が主役

ワークスタイルをデジタルに！
・仕事の仕方を変革

できるところからデジタル化！
・できるところからデジタル化の良さを実感・体験

市役所のDX推進

岐阜市DX推進計画の概要

７ DX推進における４つの視点 ９ 岐阜市役所のDX推進８ 本計画の体系

デジタルを ”加味”すると

D →×

業
務
・
サ
ー
ビ
ス
等

ハヤク

速くなるか？

お得になるか？

幸せになるか？

変わるか？

速

×

×

×

得

幸

トク

シアワセ

デジタルに ”更新”すると

デジタルを ”追加”すると

デジタルを ”つなげる”と

・「デジタル化」の要素を「×（かけ合わせる）」と、
業務時間が短縮し速くなるか、
経済面に限らず、新たな時間が生まれ、お得になるか、
便利さや満足感から幸せになるか
業務プロセス全体が効率的に変わるか

などの効果が得られるか

一人ひとりのデジタル化のはじまりから、
DXの輪を広げ、岐阜市を未来に動かす

岐阜市役所ＤＸチャレンジ心得

デジタルでワンランク上のサービスを！
・全ての市民サービスを利用者目線で思考

レガシー業務もデジタルでリニューアル！
・これまでの業務をゼロから見直し

・市役所のDXを推進する上で、DX推進にチャレンジしようとする
意識を組織全体で共有するため、下記の心得を共有し、全庁的な
機運の醸成を図る。

心にＤＸの火を灯し続けよう！
・変えたくないといったマインドセットを転換

●教育・子育てのDX推進

●健康・福祉・医療のDX推進

●市民協働・防災・環境のDX推進

●地域経済（産業・労働・交流）のDX推進

●都市基盤整備・交通・中心市街地活性化のDX推進

●デジタルデバイド（情報格差）対策

地域のDX推進

市民
サービス
の向上

働き方
改革

庁内情報
システムの
最適化

ICT
ガバナンス
の強化

地域社会
のDX推進

変
カワル

D

D

D

→

→

→
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（基本方針） （取組み事項）



岐阜市DX推進計画の概要

3

主な事業一覧
取組み事項 主な事業 担当部局

1 AIチャットボットによる自動応答サービスの提供 関係各部

2 AI多言語翻訳による窓口対応（市庁舎、歴史博物館） 市民生活部、財政部、ぎふ魅力づくり推進部

3 自動AI掃除ロボットの活用 行政部

4 市民病院におけるAI問診システムの導入 市民病院

5 AIを活用したデマンド型乗合タクシーの運行 都市建設部

6 マイナポータルからマイナンバーを用いた行政手続きのオンライン化（子育て・介護関係の26手続き） 福祉部、子ども未来部

7 引っ越しワンストップサービスの提供 市民生活部

8 岐阜市オンライン申請総合サイトの運用 関係各部

9 建設工事等の競争入札参加資格審査申請のオンライン化、電子入札 行政部

10 道路損傷等通報システムの運用 基盤整備部

11 粗大ごみのオンライン申請 環境部

12 動画発信による啓発 市民生活部

13 出張申請受付窓口の設置 市民生活部

14 休日、夜間でのマイナンバーカードの交付 市民生活部

15 マイナンバーカードのオンライン申請をサポートするマイナアシスト（タブレット端末）の導入（市民課、各事務所） 市民生活部

16 マイナンバーカードへの健康保険証登録サポート 市民生活部

17 マイナンバーカードを利用した住民票の写し等の各種証明書のコンビニ交付 市民生活部

18 マイナンバーカード等を利用し申請書記入が不要な各種証明書申請受付システム設置 市民生活部

19 マイナンバーカード交付進捗管理システムの導入 市民生活部

20 市庁舎、観光・文化施設、指定管理施設等のキャッシュレス決済導入 関係各部

21 税などのスマートフォン決済、クレジットカード決済、インターネットバンキング 財政部

22 公金の口座振替申請をWeb上で受け付けるシステムの導入 関係各部

23 シェアサイクルにおけるキャッシュレス決済の導入（無人ポート化） ぎふ魅力づくり推進部

24 県域統合型ＧＩＳを活用した地図情報の公開 関係各部

25 岐阜県と県内市町村の共通フォーマットによるオープンデータの公開 行政部

26 3D都市モデルの公開 都市建設部

27 コミュニティバスに関する標準的な情報フォーマット（GTFS-JP）の公開 都市建設部

28 公式ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、Twitter､Facebook､LINEなどのSNSによる情報発信 市長公室

29 公式ホームページにおけるCDN機能の導入 行政部

30 広報紙アプリの提供 市長公室

31 ワンストップ総合窓口サービスの提供 市民生活部

32 本庁舎窓口の混雑情報サイトの運営 市民生活部

33 都市計画情報システムによる窓口システムの提供（オンライン含む） 都市建設部

取組み事項 主な事業 担当部局

34 定型的な事業作業等におけるRPAの導入 関係各部

35 文字をデータに変換する作業等におけるAI-OCRの導入 関係各部

36 AI会議録システムの導入 関係各部

37 市民病院における電子カルテ向けAI音声認識システムの導入 市民病院

38 衛星画像を用いたAI分析による水道管の漏水調査 上下水道事業部

39 電子決裁の推進 行政部

40 ペーパーレス会議 全部署

41 技術系部署の大容量図面の電子化（公園管理台帳、河川台帳等）

42 技術系部署の大容量図面等の保管場所の確保

43 大量に保存する文書の電子化（生活保護ケース記録等） 福祉部

44 マニュアルのオンライン管理 財政部

45 コミュニケーションツールの導入 行政部

46 市民病院における院内連携を推進するコミュニケーションツールの導入 市民病院

47 自宅パソコンによる在宅勤務を可能とする環境整備 行政部

48 モバイルワーク（外出先からスマートフォン等による資料の閲覧） 行政部

49 市民病院におけるリモートにて電子カルテを閲覧できるシステム 市民病院

50 ビッグデータ分析ツールの導入 関係各部

51 ３D都市モデルの活用 都市建設部

52 行政手続きにおける書面・押印・対面の見直し 財政部

53 標準準拠システムへ移行する20業務の業務改革 行政部

54 議会事務局

監査委員会事務局

55 市立中央図書館における蔵書のICタグによる管理 市民協働推進部

取組み事項 主な事業 担当部局

56 標準準拠システムへの移行（住民記録、地方税等の主要20業務） 行政部

57 ガバメントクラウドの利用（住民記録、地方税等の主要20業務） 行政部

58 障害発生時に縮退運転ができる環境整備 行政部

59 庁舎間ネットワークの冗長化 行政部

60 非常用電源の確保（無停電電源装置（UPS）、自家発電装置） 行政部

61 バックアップ用サーバの設置 行政部

62 バックアップデータの耐火金庫への保管 行政部

63 情報システムの冗長化 行政部

64 公式ホームページにおけるCDN機能の導入（再掲） 行政部

65 総合防災情報システムの運用 都市防災部

66 災害対策本部室における大型マルチモニタ―の活用 都市防災部

67 岐阜市職員参集システムの運用 都市防災部

68 消防隊員位置管理システムの導入 消防本部

69 災害状況を把握するためのドローンの活用 消防本部

オープンデータ推進

●　市役所のDX推進　市民サービスの向上

市民に優しいAIなどの利用推進

マイナンバーカードの普及促進

キャッシュレス推進

行政手続きのオンライン化

わかりやすい情報発信

その他市民サービス向上に資する取組み

●　市役所のDX推進　働き方改革

業務改革につながるAI･RPAなどの利用推進

ペーパーレス化

まちづくり推進部、都市建設部、基盤整備部、
上下水道事業部、工事検査室

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの活性化

テレワークの推進

データ活用の推進

BPRの取組みの徹底

その他働き方改革に資する取組み

●　市役所のDX推進　庁内情報システムの最適化

システムの標準化・共通化

システム基盤の更なる強化

防災情報システム等の適切な運用

オンライン上で迅速な情報共有等を可能とするタブレット端末の導入（市議会等）

取組み事項 主な事業 担当部局

70 岐阜市情報セキュリティポリシ－の運用 行政部

71 情報セキュリティ研修の実施 行政部

72 システム調達における技術的セキュリティの要件化 行政部

73 岐阜県情報セキュリティクラウドの活用 行政部

74 岐阜市役所DXチャレンジ心得の周知 行政部

75 DXチャレンジの紹介（リーフレットの庁内グループウエアへの掲載） 行政部

76 民間企業等との連携によるDX推進に係る実証事業 関係各部

77 PMO活動 行政部

78 調達ガイドラインの運用 行政部

79 各課等のDX推進の役割を担う職員に対する研修の実施 行政部

80 外部講師によるDX推進に係る研修の実施 行政部

81 DXチャレンジ展示ブースの設営 行政部

82 CIO補佐官の採用 行政部

83 「岐阜市ICT人材確保・育成計画」の運用 行政部

84 デジタル技術活用推進室の設置 行政部

取組み事項 主な事業 担当部局

85 日常的なデジタル活用による個別最適な学び・協働的な学びの実践 教育委員会事務局

86 基礎的・基本的な学習内容の定着 教育委員会事務局

87 企業や学術機関・地域と連携した学校と社会を繋ぐ学びの実践 教育委員会事務局

88 会議･研修･情報伝達･共有における事務の効率化 教育委員会事務局

89 学校と保護者・地域間の連絡の効率化と利便性向上 教育委員会事務局

90 教職員勤怠管理の更なる適正化 教育委員会事務局

91 ＩＣＴを活用した『子どもの健康』サポート 教育委員会事務局

92 学校健康診断情報のPHRへの活用 教育委員会事務局

93 多様な学びの姿に柔軟に対応できる未来の教室づくり 教育委員会事務局

94 効率的かつ堅牢な校務系デジタル環境の最適化 教育委員会事務局

95 児童生徒・教職員の情報モラルを含む情報活用スキル向上 教育委員会事務局

96 持続可能なデジタル専門組織の整備とデジタル専門人材の確保・育成 教育委員会事務局

97 学校図書館から市立図書館の図書を貸出可能とするシステム連携 市民協働推進部

98 リモートによる歴史博物館の観覧 ぎふ魅力づくり推進部

99 子育て支援アプリ 子ども未来部

100 寝返りセンサーの導入（公立保育所） 子ども未来部

101 保護者との双方向コミュニケーションツールの導入（公立保育所） 子ども未来部

102 マイナンバーカードへの健康保険証登録サポート 市民生活部、福祉部

103 認知症高齢者等見守りシールの交付 福祉部

104 ひとり暮らし高齢者宅等に感知センサーを設置する安否確認サービスの提供 福祉部

105 高齢者向けフレイル予防動画の紹介 保健衛生部

106 感染者が確認された施設等の利用者を追跡し通知するサービスの提供 保健衛生部

107 市民病院におけるAI問診システム（再掲） 市民病院

108 市民病院におけるリモートにて電子カルテを閲覧できるシステムの導入（再掲） 市民病院

109 市民病院における電子カルテ向けAI音声認識システムの導入（再掲） 市民病院

110 市民病院におけるコミュニケーションツールの導入（再掲） 市民病院

111 市の魅力を情報発信する拠点づくり（ｼﾋﾞｯｸﾌﾟﾗｲﾄﾞﾌﾟﾚｲｽ整備 市民協働推進部

112 地域のホームページづくり講座 市民協働推進部

113 電子掲示板や災害時の安否確認等に活用できるデジタル技術の普及に向けたサポート 市民協働推進部

114 地区公民館やコミュニティセンターを拠点とした地域間オンライン会議環境の整備 市民協働推進部

115 動画配信機能を活用したメイン会場とサテライト会場へのライブ配信によるリアルとオンラインを併用したイベント開催 市民協働推進部

116 長良川薪能などのWeb配信 ぎふ魅力づくり推進部

117 電子書籍をスマートフォンなどで借りて読むことのできる電子図書館サービスの提供 市民協働推進部

118 市立図書館の自動貸出機のスマートフォン対応 市民協働推進部

119 気象災害情報等のメールやSNSによる配信（登録制、プッシュ型） 都市防災部

120 災害時に備え事前に防災行動を時系列に整理できるマイ・タイムラインアプリの提供 都市防災部

121 岐阜市総合防災安心読本をスマートフォンなどで読むことのできるアプリの提供 都市防災部

122 救急受診誘導アプリの啓発 消防本部

123 救急車での多言語音声翻訳アプリを活用した外国人傷病者との意思疎通 消防本部

124 消防隊員位置管理システムの導入（再掲） 消防本部

125 災害状況を把握するためのドローンの活用（再掲） 消防本部

126 忠節用水樋門の遠隔監視制御設備、カメラ監視システムの導入 基盤整備部

127 内水氾濫など災害発生危険個所のモニタリング 基盤整備部

128 水防団における端末整備 基盤整備部

129 雑がみの分別など動画によるごみの減量・資源化の啓発 環境部

130 粗大ごみのオンライン申請（再掲） 環境部

131 DX支援などのセミナーの開催 経済部

132 DXを含めたスタートアップやビジネスに関する相談機能の整備・強化 経済部

133 DX推進に資する設備や機器の導入等に際しての岐阜市信用保証協会を活用した融資 経済部

134 DX推進に資する設備や機器の導入に際しての補助 経済部

135 女性を対象としたデジタルを含めたビジネスに関するスキルアップに向けたセミナーの開催 市民協働推進部

136 オンラインと対面を併用した企業説明会の開催 経済部

137 オンラインを活用した見本市出展支援（対面との併用を含む） 経済部

138 求職者及び企業向けのオンラインセミナーの開催 経済部

139 リモートオフィスの運営 経済部

140 商店街に対するDX支援 経済部

141 オンラインによる労働実態調査 経済部

142 スマート農業支援 経済部

143 畜産業におけるDX促進 経済部

144 ドローンやレーザー技術などを活用した橋梁等の法定点検 基盤整備部

145 自動運転の実証事業 都市建設部

146 路線バスにおけるバスロケーションシステム導入支援 都市建設部

147 AIを活用したデマンド型乗合タクシーの運行（再掲） 都市建設部

148 ビックデータツールを活用した観光振興（再掲） ぎふ魅力づくり推進部

149 オンライン、オフラインの併用による移住、定住相談窓口の設置 企画部

150 音声による観光スポットガイダンスアプリの提供 ぎふ魅力づくり推進部

151 シェアサイクルにおけるキャッシュレス決済の導入（無人ポート化）（再掲） ぎふ魅力づくり推進部

152 衛星画像を用いたAI分析による水道管の漏水調査（再掲） 上下水道事業部

153 高齢者向けスマートフォン講座 福祉部

154 市ホームページの多言語化 市長公室、行政部

155 外国人市民向け生活情報ホームページの多言語情報発信 ぎふ魅力づくり推進部

156 AIチャットボットの多言語化 行政部

157 AI多言語翻訳による窓口対応（市庁舎、歴史博物館）（再掲） 市民生活部、財政部、ぎふ魅力づくり推進部

セキュリティ対策の徹底

●　市役所のDX推進　ICTガバナンスの強化

ＤＸに向けた市役所内の機運の醸成

ICT調達の適正化

ICT人材の確保・育成

●　地域のDX推進　地域社会のDX推進

教育・子育てのDX推進

健康・福祉・医療のDX推進

地域経済（産業・労働・交流）のDX推進

都市基盤整備・交通・
中心市街地活性化のDX推進

デジタルデバイド（情報格差）対策

市民協働・防災･環境のDX推進
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