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冬の風物詩（正月飾り）
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大綱１大綱１大綱１大綱１
 
(1)ビッグデータ、オープンデータビッグデータ、オープンデータビッグデータ、オープンデータビッグデータ、オープンデータ

QQQQ（荒木（荒木（荒木（荒木
ータについて、市の捉え方、活用の仕方はどう考えているかータについて、市の捉え方、活用の仕方はどう考えているかータについて、市の捉え方、活用の仕方はどう考えているかータについて、市の捉え方、活用の仕方はどう考えているか
A（市の答弁）
とで、民間市場における様々なビジネス創出や行政
透明性や信頼性向上、市民協働や市民参加の促進につな
がると認識している
進方針」を策定、行政情報のオープンデータ化を進めている
ところ。
 
QQQQ    オープンデータを推進するための方針について具体的なオープンデータを推進するための方針について具体的なオープンデータを推進するための方針について具体的なオープンデータを推進するための方針について具体的な
内容を知りたい内容を知りたい内容を知りたい内容を知りたい
A 市のインターネット上のデータは、二次
いて、国際的な規格表示である「クリエイティブ・コモンズ・ラ
イセンス」に基づく、二次利用の自由の明示を行うこと。
者の利便性や汎用性を高めるため、広く機械判読に適した
データ形式による提供に努めることとし、推進のための行程
を示しながら、現在オープンデータ化を進めている
 
QQQQ    現在、どのようなものがオープンデータ化されているか現在、どのようなものがオープンデータ化されているか現在、どのようなものがオープンデータ化されているか現在、どのようなものがオープンデータ化されているか
A 市のホームページ上で公開しているうち、市政はこだて
の PDF
の資料はエクセルファイルや
二次利用の明示はしていない
と共により活用しやすいデータ形式での公開に努めたい。
 
QQQQ    オープンデータ化するデータには、具体的な判断基準やオープンデータ化するデータには、具体的な判断基準やオープンデータ化するデータには、具体的な判断基準やオープンデータ化するデータには、具体的な判断基準や
効果測定方法の明確化が必要と考えるが、市としてはどの効果測定方法の明確化が必要と考えるが、市としてはどの効果測定方法の明確化が必要と考えるが、市としてはどの効果測定方法の明確化が必要と考えるが、市としてはどの
ように考えるか。ように考えるか。ように考えるか。ように考えるか。
A オープンデータ化は、各部局で取り組んでいるものの、現
時点では順調に進んでいる状況にはない。今後、ホームペ
ージ上のデータ
プンデータ化が図られるよう取り組む
果測定は、現在市の公式ホームページでページごとの閲覧
数、どのような経路で閲覧しているかといった情報を分析す
ることが可能。こうした機能やツ
応等が参考になる
 
QQQQ    ビッグデータについての捉え方、活用の仕方をビッグデータについての捉え方、活用の仕方をビッグデータについての捉え方、活用の仕方をビッグデータについての捉え方、活用の仕方を
A ビッグデータとは、世の中に存在する多種多量の情報
行政や企業が保有するデータの他、個人の行動等にまつわ
る記録が
の利活用で付加価値を生み出す新事業・新
が見込まれるとして推進に取り組んでいる。市で
策の展開上効果的な事業の立
活用することはより重要性が増すと考える。活用例
４月内閣官房及び
の状況を地図やグラフ等の形で示した地域経済分析システ
ム、ＲＥＳＡＳ
口ビジョンの策定で
 
QQQQ    函館市人口ビジョンでのＲＥＳＡＳ活用方法を知りたい函館市人口ビジョンでのＲＥＳＡＳ活用方法を知りたい函館市人口ビジョンでのＲＥＳＡＳ活用方法を知りたい函館市人口ビジョンでのＲＥＳＡＳ活用方法を知りたい
A ＲＥＳＡＳは、地域経済に関わる
のデータを地図やグラフ等で見える化するシステム。

１２月１５日（火）１３：００～１４：００

会で

問しました。

むことができます（

とめました
 

荒木あけみ
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サービスの創出
も、各種施

様々なデータを利
は、本年

経済
の状況を地図やグラフ等の形で示した地域経済分析システ

函館市人

。。。。    
ータを収集し、そ

地方自

治体が地域の現状や実態を把握し、
策立案とその
ＳＡＳの提供データは産業、農業、観光、人口、及び自治体
比較の５項目。
口減少の現状と要因分析や人口推計を行う際の活用と共に
転出入の状況や年齢階級別の純移動の状況を視覚的に捉
えることができるようＲＥＳＡＳで表示される地図やグラフを掲
載した。（以下、企画部）
 
QQQQ
A 
ごと、市区町村ごとの様々なデータを検索・抽出し、利用でき
るもの。各種データの分析にかかった時間や労力が大幅に
短縮できると共に、データが地図上で表示、自動でグラフが
表されることにより地域における傾向や課題に気づくきっか
けとなる等、多くの利点があると感じている。
 
QQQQ
のか、また今後どのように取り組んでいくつもりかのか、また今後どのように取り組んでいくつもりかのか、また今後どのように取り組んでいくつもりかのか、また今後どのように取り組んでいくつもりか
A 
ＳＡＳ
努めている
は、経済センサスや民間企業提供の
スとして自治体における産業構造や
他のどの自治体の産業・企業と
可視化
他にビッグデータ
策の立案にどう活用できるかを検討していく
 
QQQQ
今後の取り組みについて伺う。今後の取り組みについて伺う。今後の取り組みについて伺う。今後の取り組みについて伺う。
A 
把握を行っているところ。
では、携帯電話の位置情報をもとに各都道府県や市町村で
いつ、どこに、どれだけの人が集中しているかを見ることで、
人気のスポットやどの地域から人が来ているか
ることができる。今後は、このＲＥＳＡＳについてどのように
光振興施策に活用できるかを検討して
 
QQQQ
の利活用という観点で伺う。ＩＣＴ技術の発展を背景に、市での利活用という観点で伺う。ＩＣＴ技術の発展を背景に、市での利活用という観点で伺う。ＩＣＴ技術の発展を背景に、市での利活用という観点で伺う。ＩＣＴ技術の発展を背景に、市で
はははは
A 
分野では学校において子どもたちに情報活用能力を身に
けさせる教育をはじめ、電子黒板や実物投影機などのＩＣＴ
機器を活用した授業に取り組んでいる
ットを活用した公開授業を実施
ソコンのタブレット化を進めている
光客受け入れ環境の向上に向け、本年度からＷＩＦＩ環境の
整備に取り組んでいる他、中心市街地での回遊性を高める
ため、乗り換え
ケーションを開発。さらに
のためのはこだてディベロッパーカンファレンスの開催
業誘致やＩＴ技術者
ど、官民に
いる
 

荒木あけみは、第四回函館市議会定例

をしました。通告時間は６０分。大綱４点について質

詳細な発言内容は、函館市議会会議録検索システムで後日

）。それに先立ち、当日のやりとり

http://www.kaigiroku.net/kensaku/hakodate/hakodate.html

三回目の質問

治体が地域の現状や実態を把握し、
策立案とその実行が可能となるよう国が構築したもの。ＲＥ
ＳＡＳの提供データは産業、農業、観光、人口、及び自治体
比較の５項目。
口減少の現状と要因分析や人口推計を行う際の活用と共に
転出入の状況や年齢階級別の純移動の状況を視覚的に捉
えることができるようＲＥＳＡＳで表示される地図やグラフを掲
載した。（以下、企画部）
 
QQQQ    ＲＥＳＡＳを操作し、分析ツールとして活用した感想を伺うＲＥＳＡＳを操作し、分析ツールとして活用した感想を伺うＲＥＳＡＳを操作し、分析ツールとして活用した感想を伺うＲＥＳＡＳを操作し、分析ツールとして活用した感想を伺う

 ＲＥＳＡＳは、専門的な知識や専用のソフトがなくても分野
ごと、市区町村ごとの様々なデータを検索・抽出し、利用でき
るもの。各種データの分析にかかった時間や労力が大幅に
短縮できると共に、データが地図上で表示、自動でグラフが
表されることにより地域における傾向や課題に気づくきっか
けとなる等、多くの利点があると感じている。
 
QQQQ    経済部でのビッグデータの活用は経済部でのビッグデータの活用は経済部でのビッグデータの活用は経済部でのビッグデータの活用は
のか、また今後どのように取り組んでいくつもりかのか、また今後どのように取り組んでいくつもりかのか、また今後どのように取り組んでいくつもりかのか、また今後どのように取り組んでいくつもりか

 経済分野で
ＳＡＳ。現在経済部内
努めている。ＲＥＳＡＳの
は、経済センサスや民間企業提供の
スとして自治体における産業構造や
他のどの自治体の産業・企業と
可視化等、多様な分析機能がある。
他にビッグデータ
策の立案にどう活用できるかを検討していく
 
QQQQ    同様に、観光部におけるビッグデータの活用の現状と、同様に、観光部におけるビッグデータの活用の現状と、同様に、観光部におけるビッグデータの活用の現状と、同様に、観光部におけるビッグデータの活用の現状と、
今後の取り組みについて伺う。今後の取り組みについて伺う。今後の取り組みについて伺う。今後の取り組みについて伺う。

 観光部でも、ＲＥＳ
把握を行っているところ。
では、携帯電話の位置情報をもとに各都道府県や市町村で
いつ、どこに、どれだけの人が集中しているかを見ることで、
人気のスポットやどの地域から人が来ているか
ることができる。今後は、このＲＥＳＡＳについてどのように
光振興施策に活用できるかを検討して
 
QQQQ    オープンデータ・オープンデータ・オープンデータ・オープンデータ・
の利活用という観点で伺う。ＩＣＴ技術の発展を背景に、市での利活用という観点で伺う。ＩＣＴ技術の発展を背景に、市での利活用という観点で伺う。ＩＣＴ技術の発展を背景に、市での利活用という観点で伺う。ＩＣＴ技術の発展を背景に、市で
ははははどのような情報化施策に取り組んでいるか。どのような情報化施策に取り組んでいるか。どのような情報化施策に取り組んでいるか。どのような情報化施策に取り組んでいるか。

 各種の情報化施策に取り組んでいる
分野では学校において子どもたちに情報活用能力を身に
けさせる教育をはじめ、電子黒板や実物投影機などのＩＣＴ
機器を活用した授業に取り組んでいる
ットを活用した公開授業を実施
ソコンのタブレット化を進めている
光客受け入れ環境の向上に向け、本年度からＷＩＦＩ環境の
整備に取り組んでいる他、中心市街地での回遊性を高める
ため、乗り換え
ケーションを開発。さらに
のためのはこだてディベロッパーカンファレンスの開催
業誘致やＩＴ技術者
ど、官民における地域の情報化に向けた取り組みを進めて
いる。（以下、総務部）
 

荒木あけみは、第四回函館市議会定例

をしました。通告時間は６０分。大綱４点について質

詳細な発言内容は、函館市議会会議録検索システムで後日読

）。それに先立ち、当日のやりとりを以下にま  

http://www.kaigiroku.net/kensaku/hakodate/hakodate.html 

三回目の質問 

治体が地域の現状や実態を把握し、
実行が可能となるよう国が構築したもの。ＲＥ

ＳＡＳの提供データは産業、農業、観光、人口、及び自治体
比較の５項目。10月に策定した函館市人口ビジ
口減少の現状と要因分析や人口推計を行う際の活用と共に
転出入の状況や年齢階級別の純移動の状況を視覚的に捉
えることができるようＲＥＳＡＳで表示される地図やグラフを掲
載した。（以下、企画部） 

ＲＥＳＡＳを操作し、分析ツールとして活用した感想を伺うＲＥＳＡＳを操作し、分析ツールとして活用した感想を伺うＲＥＳＡＳを操作し、分析ツールとして活用した感想を伺うＲＥＳＡＳを操作し、分析ツールとして活用した感想を伺う
ＲＥＳＡＳは、専門的な知識や専用のソフトがなくても分野

ごと、市区町村ごとの様々なデータを検索・抽出し、利用でき
るもの。各種データの分析にかかった時間や労力が大幅に
短縮できると共に、データが地図上で表示、自動でグラフが
表されることにより地域における傾向や課題に気づくきっか
けとなる等、多くの利点があると感じている。

経済部でのビッグデータの活用は経済部でのビッグデータの活用は経済部でのビッグデータの活用は経済部でのビッグデータの活用は
のか、また今後どのように取り組んでいくつもりかのか、また今後どのように取り組んでいくつもりかのか、また今後どのように取り組んでいくつもりかのか、また今後どのように取り組んでいくつもりか

経済分野で使用可能なビッグデータの活用ツール
現在経済部内で活用可能なデータや機能の把握に

ＲＥＳＡＳのメニューの一つである産業マップに
は、経済センサスや民間企業提供の
スとして自治体における産業構造や
他のどの自治体の産業・企業と

多様な分析機能がある。
他にビッグデータにどのようなものがあるかも含め、
策の立案にどう活用できるかを検討していく

同様に、観光部におけるビッグデータの活用の現状と、同様に、観光部におけるビッグデータの活用の現状と、同様に、観光部におけるビッグデータの活用の現状と、同様に、観光部におけるビッグデータの活用の現状と、
今後の取り組みについて伺う。今後の取り組みについて伺う。今後の取り組みについて伺う。今後の取り組みについて伺う。

も、ＲＥＳＡＳの活用可能なデータやその機能の
把握を行っているところ。メニ
では、携帯電話の位置情報をもとに各都道府県や市町村で
いつ、どこに、どれだけの人が集中しているかを見ることで、
人気のスポットやどの地域から人が来ているか
ることができる。今後は、このＲＥＳＡＳについてどのように
光振興施策に活用できるかを検討して

オープンデータ・オープンデータ・オープンデータ・オープンデータ・ビッグデータを含めた大きなビッグデータを含めた大きなビッグデータを含めた大きなビッグデータを含めた大きな
の利活用という観点で伺う。ＩＣＴ技術の発展を背景に、市での利活用という観点で伺う。ＩＣＴ技術の発展を背景に、市での利活用という観点で伺う。ＩＣＴ技術の発展を背景に、市での利活用という観点で伺う。ＩＣＴ技術の発展を背景に、市で

どのような情報化施策に取り組んでいるか。どのような情報化施策に取り組んでいるか。どのような情報化施策に取り組んでいるか。どのような情報化施策に取り組んでいるか。
各種の情報化施策に取り組んでいる

分野では学校において子どもたちに情報活用能力を身に
けさせる教育をはじめ、電子黒板や実物投影機などのＩＣＴ
機器を活用した授業に取り組んでいる
ットを活用した公開授業を実施
ソコンのタブレット化を進めている
光客受け入れ環境の向上に向け、本年度からＷＩＦＩ環境の
整備に取り組んでいる他、中心市街地での回遊性を高める
ため、乗り換え案内情報等をスマホなどで利用できるアプリ
ケーションを開発。さらに地域のＩＴ産
のためのはこだてディベロッパーカンファレンスの開催
業誘致やＩＴ技術者人材育成のための補助金を創設するな

おける地域の情報化に向けた取り組みを進めて
総務部） 

  

▲函館市役所入口

新幹線ジオラマ前で

治体が地域の現状や実態を把握し、地域の特性に応じた施
実行が可能となるよう国が構築したもの。ＲＥ

ＳＡＳの提供データは産業、農業、観光、人口、及び自治体
月に策定した函館市人口ビジ

口減少の現状と要因分析や人口推計を行う際の活用と共に
転出入の状況や年齢階級別の純移動の状況を視覚的に捉
えることができるようＲＥＳＡＳで表示される地図やグラフを掲

ＲＥＳＡＳを操作し、分析ツールとして活用した感想を伺うＲＥＳＡＳを操作し、分析ツールとして活用した感想を伺うＲＥＳＡＳを操作し、分析ツールとして活用した感想を伺うＲＥＳＡＳを操作し、分析ツールとして活用した感想を伺う
ＲＥＳＡＳは、専門的な知識や専用のソフトがなくても分野

ごと、市区町村ごとの様々なデータを検索・抽出し、利用でき
るもの。各種データの分析にかかった時間や労力が大幅に
短縮できると共に、データが地図上で表示、自動でグラフが
表されることにより地域における傾向や課題に気づくきっか
けとなる等、多くの利点があると感じている。

経済部でのビッグデータの活用は経済部でのビッグデータの活用は経済部でのビッグデータの活用は経済部でのビッグデータの活用はどのようになっているどのようになっているどのようになっているどのようになっている
のか、また今後どのように取り組んでいくつもりかのか、また今後どのように取り組んでいくつもりかのか、また今後どのように取り組んでいくつもりかのか、また今後どのように取り組んでいくつもりか

可能なビッグデータの活用ツール
で活用可能なデータや機能の把握に
メニューの一つである産業マップに

は、経済センサスや民間企業提供の企業間取引情報をベー
スとして自治体における産業構造や自治体の産業・企業が
他のどの自治体の産業・企業と取引関係を持っているかを

多様な分析機能がある。今後
にどのようなものがあるかも含め、

策の立案にどう活用できるかを検討していく

同様に、観光部におけるビッグデータの活用の現状と、同様に、観光部におけるビッグデータの活用の現状と、同様に、観光部におけるビッグデータの活用の現状と、同様に、観光部におけるビッグデータの活用の現状と、
今後の取り組みについて伺う。今後の取り組みについて伺う。今後の取り組みについて伺う。今後の取り組みについて伺う。    

ＡＳの活用可能なデータやその機能の
メニューの一つである「観光マップ」

では、携帯電話の位置情報をもとに各都道府県や市町村で
いつ、どこに、どれだけの人が集中しているかを見ることで、
人気のスポットやどの地域から人が来ているか
ることができる。今後は、このＲＥＳＡＳについてどのように
光振興施策に活用できるかを検討していく

ビッグデータを含めた大きなビッグデータを含めた大きなビッグデータを含めた大きなビッグデータを含めた大きな
の利活用という観点で伺う。ＩＣＴ技術の発展を背景に、市での利活用という観点で伺う。ＩＣＴ技術の発展を背景に、市での利活用という観点で伺う。ＩＣＴ技術の発展を背景に、市での利活用という観点で伺う。ＩＣＴ技術の発展を背景に、市で

どのような情報化施策に取り組んでいるか。どのような情報化施策に取り組んでいるか。どのような情報化施策に取り組んでいるか。どのような情報化施策に取り組んでいるか。
各種の情報化施策に取り組んでいる。具体例では

分野では学校において子どもたちに情報活用能力を身に
けさせる教育をはじめ、電子黒板や実物投影機などのＩＣＴ
機器を活用した授業に取り組んでいる。他、昨年度はタブレ
ットを活用した公開授業を実施、順次小中学校の授業用パ
ソコンのタブレット化を進めている。観光分野では
光客受け入れ環境の向上に向け、本年度からＷＩＦＩ環境の
整備に取り組んでいる他、中心市街地での回遊性を高める

案内情報等をスマホなどで利用できるアプリ
地域のＩＴ産業の振

のためのはこだてディベロッパーカンファレンスの開催
人材育成のための補助金を創設するな

おける地域の情報化に向けた取り組みを進めて

▲函館市役所入口   

ジオラマ前で 

地域の特性に応じた施
実行が可能となるよう国が構築したもの。ＲＥ

ＳＡＳの提供データは産業、農業、観光、人口、及び自治体
月に策定した函館市人口ビジョンでは、人

口減少の現状と要因分析や人口推計を行う際の活用と共に
転出入の状況や年齢階級別の純移動の状況を視覚的に捉
えることができるようＲＥＳＡＳで表示される地図やグラフを掲

ＲＥＳＡＳを操作し、分析ツールとして活用した感想を伺うＲＥＳＡＳを操作し、分析ツールとして活用した感想を伺うＲＥＳＡＳを操作し、分析ツールとして活用した感想を伺うＲＥＳＡＳを操作し、分析ツールとして活用した感想を伺う
ＲＥＳＡＳは、専門的な知識や専用のソフトがなくても分野

ごと、市区町村ごとの様々なデータを検索・抽出し、利用でき
るもの。各種データの分析にかかった時間や労力が大幅に
短縮できると共に、データが地図上で表示、自動でグラフが
表されることにより地域における傾向や課題に気づくきっか
けとなる等、多くの利点があると感じている。 

どのようになっているどのようになっているどのようになっているどのようになっている
のか、また今後どのように取り組んでいくつもりかのか、また今後どのように取り組んでいくつもりかのか、また今後どのように取り組んでいくつもりかのか、また今後どのように取り組んでいくつもりか。。。。    

可能なビッグデータの活用ツールはＲＥ
で活用可能なデータや機能の把握に
メニューの一つである産業マップに

企業間取引情報をベー
自治体の産業・企業が

取引関係を持っているかを
今後はＲＥＳＡＳに加え、

にどのようなものがあるかも含め、経
策の立案にどう活用できるかを検討していく。（経済部）

同様に、観光部におけるビッグデータの活用の現状と、同様に、観光部におけるビッグデータの活用の現状と、同様に、観光部におけるビッグデータの活用の現状と、同様に、観光部におけるビッグデータの活用の現状と、

ＡＳの活用可能なデータやその機能の
ューの一つである「観光マップ」

では、携帯電話の位置情報をもとに各都道府県や市町村で
いつ、どこに、どれだけの人が集中しているかを見ることで、
人気のスポットやどの地域から人が来ているか等を把握す
ることができる。今後は、このＲＥＳＡＳについてどのように

いく。（観光部）

ビッグデータを含めた大きなビッグデータを含めた大きなビッグデータを含めた大きなビッグデータを含めた大きな概念のＩＣＴ概念のＩＣＴ概念のＩＣＴ概念のＩＣＴ
の利活用という観点で伺う。ＩＣＴ技術の発展を背景に、市での利活用という観点で伺う。ＩＣＴ技術の発展を背景に、市での利活用という観点で伺う。ＩＣＴ技術の発展を背景に、市での利活用という観点で伺う。ＩＣＴ技術の発展を背景に、市で

どのような情報化施策に取り組んでいるか。どのような情報化施策に取り組んでいるか。どのような情報化施策に取り組んでいるか。どのような情報化施策に取り組んでいるか。    
。具体例では

分野では学校において子どもたちに情報活用能力を身に
けさせる教育をはじめ、電子黒板や実物投影機などのＩＣＴ

。他、昨年度はタブレ
順次小中学校の授業用パ
観光分野では外国人観

光客受け入れ環境の向上に向け、本年度からＷＩＦＩ環境の
整備に取り組んでいる他、中心市街地での回遊性を高める

案内情報等をスマホなどで利用できるアプリ
業の振興や人材育成

のためのはこだてディベロッパーカンファレンスの開催
人材育成のための補助金を創設するな

おける地域の情報化に向けた取り組みを進めて

地域の特性に応じた施
実行が可能となるよう国が構築したもの。ＲＥ

ＳＡＳの提供データは産業、農業、観光、人口、及び自治体
ョンでは、人

口減少の現状と要因分析や人口推計を行う際の活用と共に
転出入の状況や年齢階級別の純移動の状況を視覚的に捉
えることができるようＲＥＳＡＳで表示される地図やグラフを掲

ＲＥＳＡＳを操作し、分析ツールとして活用した感想を伺うＲＥＳＡＳを操作し、分析ツールとして活用した感想を伺うＲＥＳＡＳを操作し、分析ツールとして活用した感想を伺うＲＥＳＡＳを操作し、分析ツールとして活用した感想を伺う。。。。    
ＲＥＳＡＳは、専門的な知識や専用のソフトがなくても分野

ごと、市区町村ごとの様々なデータを検索・抽出し、利用でき
るもの。各種データの分析にかかった時間や労力が大幅に
短縮できると共に、データが地図上で表示、自動でグラフが
表されることにより地域における傾向や課題に気づくきっか

どのようになっているどのようになっているどのようになっているどのようになっている

はＲＥ
で活用可能なデータや機能の把握に
メニューの一つである産業マップに

企業間取引情報をベー
自治体の産業・企業が

取引関係を持っているかを
はＲＥＳＡＳに加え、

経済施
（経済部） 

同様に、観光部におけるビッグデータの活用の現状と、同様に、観光部におけるビッグデータの活用の現状と、同様に、観光部におけるビッグデータの活用の現状と、同様に、観光部におけるビッグデータの活用の現状と、

ＡＳの活用可能なデータやその機能の
ューの一つである「観光マップ」

では、携帯電話の位置情報をもとに各都道府県や市町村で
いつ、どこに、どれだけの人が集中しているかを見ることで、

等を把握す
ることができる。今後は、このＲＥＳＡＳについてどのように観

（観光部） 

概念のＩＣＴ概念のＩＣＴ概念のＩＣＴ概念のＩＣＴ
の利活用という観点で伺う。ＩＣＴ技術の発展を背景に、市での利活用という観点で伺う。ＩＣＴ技術の発展を背景に、市での利活用という観点で伺う。ＩＣＴ技術の発展を背景に、市での利活用という観点で伺う。ＩＣＴ技術の発展を背景に、市で

。具体例では、教育
分野では学校において子どもたちに情報活用能力を身につ
けさせる教育をはじめ、電子黒板や実物投影機などのＩＣＴ

。他、昨年度はタブレ
順次小中学校の授業用パ

外国人観
光客受け入れ環境の向上に向け、本年度からＷＩＦＩ環境の
整備に取り組んでいる他、中心市街地での回遊性を高める

案内情報等をスマホなどで利用できるアプリ
興や人材育成

のためのはこだてディベロッパーカンファレンスの開催、ＩＴ企
人材育成のための補助金を創設するな

おける地域の情報化に向けた取り組みを進めて



QQQQ    ＩＣＴを利用する市職員のスキルアップについて伺ＩＣＴを利用する市職員のスキルアップについて伺ＩＣＴを利用する市職員のスキルアップについて伺ＩＣＴを利用する市職員のスキルアップについて伺う。市う。市う。市う。市
職員職員職員職員が利用してが利用してが利用してが利用しているＩＣＴ技術いるＩＣＴ技術いるＩＣＴ技術いるＩＣＴ技術は多岐にわたっているは多岐にわたっているは多岐にわたっているは多岐にわたっているが、が、が、が、これこれこれこれ
まで市職員に対してどのような取組まで市職員に対してどのような取組まで市職員に対してどのような取組まで市職員に対してどのような取組みを行ってきたみを行ってきたみを行ってきたみを行ってきたか。か。か。か。    
A 職員は職務上必要なパソコン操作等の能力を一定程度
有している。さらにＩＣＴの活用能力向上のため、新入職員に
最新技術動向や注意点について研修を行っている。全職員
にはサイバー攻撃の被害に遭わないための電子メールの取
り扱いやＷＥＢサイト閲覧時の注意事項等、具体的な対処
方法の周知を図ってきた。オープンデータについてはその必
要性や手法について全部局を対象とした説明会を本年 3 月
に開催等、職員のＩＣＴ技術向上に努めている。 
 
QQQQ    ＩＣＴ政策を統括し推進していくＩＣＴ政策を統括し推進していくＩＣＴ政策を統括し推進していくＩＣＴ政策を統括し推進していくには、市の中で先頭に立には、市の中で先頭に立には、市の中で先頭に立には、市の中で先頭に立
って情報を収集し、って情報を収集し、って情報を収集し、って情報を収集し、    庁内の組織を横串で貫くような組織横庁内の組織を横串で貫くような組織横庁内の組織を横串で貫くような組織横庁内の組織を横串で貫くような組織横
断的な断的な断的な断的な専門部署を設置する必要があるのではないか。専門部署を設置する必要があるのではないか。専門部署を設置する必要があるのではないか。専門部署を設置する必要があるのではないか。    
A ＩＣＴ施策の推進は各担当部局で様々なニーズを捉え、実
施している状況にある。しかし、ＩＣＴ技術が年々高度化・多
様化している中、その効果的な利活用を図るためには国の
動向なども見据えると共に総合的な視点での検討・調整が
必要。今後ＩＣＴに関わる施策の推進では、企画部と連携し
総合的な視点での調整を図りながら取り組みたい。 
 
大綱大綱大綱大綱２２２２    《《《《観光振興観光振興観光振興観光振興についてについてについてについて》》》》    
    
（（（（1111））））    現施策の実状現施策の実状現施策の実状現施策の実状    
    
QQQQ    函館駅の観光案内所の冬季（函館駅の観光案内所の冬季（函館駅の観光案内所の冬季（函館駅の観光案内所の冬季（11111111～～～～3333 月）営業時間は月）営業時間は月）営業時間は月）営業時間は 9999～～～～
17171717 時時時時。。。。4444～～～～10101010 月と同様に月と同様に月と同様に月と同様に 19191919 時まで開いてはどうか。時まで開いてはどうか。時まで開いてはどうか。時まで開いてはどうか。    
A 函館来訪の観光客に観光スポットや移動手段等の情報
提供を行うため、函館駅観光案内所と元町観光案内所を設
置した。来年 3 月の新幹線開業により観光案内所を利用す
る観光客の増加も見込まれることから、函館駅観光案内所
の開所時間を延長することを検討している。（以下、観光部） 
 
QQQQ    電動レンタサイクル「はこりん」の現状と、今後、貸出・返電動レンタサイクル「はこりん」の現状と、今後、貸出・返電動レンタサイクル「はこりん」の現状と、今後、貸出・返電動レンタサイクル「はこりん」の現状と、今後、貸出・返
却場所の増加等の規模拡大を考えているかについて伺う却場所の増加等の規模拡大を考えているかについて伺う却場所の増加等の規模拡大を考えているかについて伺う却場所の増加等の規模拡大を考えているかについて伺う。。。。    
A 北海道新幹線新函館開業対策推進機構で平成 22 年度
から、函館の移動・観光の足として電動レンタサイクルはこり
んを実施。今年度は、4/11～11/23 の間、貸出・返却場所 3
か所と電動アシスト付自転車 14 台で実施。利用件数 1701
件、稼働率 53.5%。規模拡大は本事業の採算性や観光客の
声なども踏まえ検討していく。 
    
（（（（2222））））    日本版ＤＭＯ日本版ＤＭＯ日本版ＤＭＯ日本版ＤＭＯ    
    
QQQQ    日本版ＤＭＯについて、市の認識を伺う。日本版ＤＭＯについて、市の認識を伺う。日本版ＤＭＯについて、市の認識を伺う。日本版ＤＭＯについて、市の認識を伺う。    
A ＤＭＯは、地域全体の観光マネジメントを一体化した着地
型観光の基盤となる組織。日本版ＤＭＯは、観光地づくりの
舵取り役として、行政や商工業、交通事業、宿泊・飲食業等
や地域住民等の多様な関係者と協同し、データ収集や分析、
戦略の策定、地域資源を組み合わせたブランドづくりやプロ
モーション、観光に関するあらゆる調整を包括的に行う法人
と認識している。 
 
QQQQ    市として、日本版ＤＭＯを形成することを考えていないか。市として、日本版ＤＭＯを形成することを考えていないか。市として、日本版ＤＭＯを形成することを考えていないか。市として、日本版ＤＭＯを形成することを考えていないか。    
A 本市は地域の観光振興を図るために、市や函館国際観
光コンベンション協会、函館商工会議所が中心となり、各種
団体や事業者等と連携を取りながら誘客の各種プロモーシ
ョンや観光客の受け入れ等に取り組んでいる。日本版ＤＭＯ
については、他都市の事例などを踏まえて調査研究したい。 
 
大綱大綱大綱大綱３３３３    《《《《高齢者交通料金助成事業について高齢者交通料金助成事業について高齢者交通料金助成事業について高齢者交通料金助成事業について》》》》    
 
QQQQ    制度導入から制度導入から制度導入から制度導入から 3333 年経過。今年の秋頃に年経過。今年の秋頃に年経過。今年の秋頃に年経過。今年の秋頃に検証結果が出る検証結果が出る検証結果が出る検証結果が出る
とととと以前の議会で以前の議会で以前の議会で以前の議会で答弁された答弁された答弁された答弁された。。。。検証の進捗状況を検証の進捗状況を検証の進捗状況を検証の進捗状況を伺う。伺う。伺う。伺う。    
A 高齢者交通料金助成制度に関する平成 24 年度から 3
年間の検証の進捗状況については、現在最終調整の段階
にある。（以下、保健福祉部） 

 
QQQQ    高齢者交通料金助成事業は、高齢者交通料金助成事業は、高齢者交通料金助成事業は、高齢者交通料金助成事業は、高齢者福祉サービス、生高齢者福祉サービス、生高齢者福祉サービス、生高齢者福祉サービス、生
きがきがきがきがいづくり・社会参加の促進のためのサービスの一つとさいづくり・社会参加の促進のためのサービスの一つとさいづくり・社会参加の促進のためのサービスの一つとさいづくり・社会参加の促進のためのサービスの一つとさ
れていれていれていれているるるる。。。。乗車カードは函館市内での乗降に限り利用でき乗車カードは函館市内での乗降に限り利用でき乗車カードは函館市内での乗降に限り利用でき乗車カードは函館市内での乗降に限り利用でき
るるるるとあるが、なぜ市外では利用できないのか。とあるが、なぜ市外では利用できないのか。とあるが、なぜ市外では利用できないのか。とあるが、なぜ市外では利用できないのか。 
A 高齢者交通料金助成制度は、函館市内の高齢者の外出
を支援し、社会的・文化的活動などの社会参加を図るととも
に、健康の保持および生活の質の向上に資することを目的
とするもの。その活動等による効果は函館市内に波及して
ほしいとの考えから、函館市内での乗り降りに限定している。 
 
大綱大綱大綱大綱４４４４    《《《《市内小中学校の統廃合について市内小中学校の統廃合について市内小中学校の統廃合について市内小中学校の統廃合について》》》》    
 
QQQQ    学校統廃合による校内備品（学校統廃合による校内備品（学校統廃合による校内備品（学校統廃合による校内備品（机やいす、実験用具、体育机やいす、実験用具、体育机やいす、実験用具、体育机やいす、実験用具、体育
用具、ピアノ、パソコン等用具、ピアノ、パソコン等用具、ピアノ、パソコン等用具、ピアノ、パソコン等））））の行き場について伺う。これまで、の行き場について伺う。これまで、の行き場について伺う。これまで、の行き場について伺う。これまで、
市内で廃校となった学校で使用しなくなったこれらの備品や市内で廃校となった学校で使用しなくなったこれらの備品や市内で廃校となった学校で使用しなくなったこれらの備品や市内で廃校となった学校で使用しなくなったこれらの備品や
学校図書は、どのように扱われてきたのか学校図書は、どのように扱われてきたのか学校図書は、どのように扱われてきたのか学校図書は、どのように扱われてきたのか。。。。    
A 廃校となる学校の備品及び学校図書などの物品の取り
扱いは、引き続き他の学校や施設において活用することが
できる物品は保管先を変更した上で有効活用を図り、摩耗
や損傷が著しいなど使用に耐えない物品は、所定の手続き
を経て廃棄処分としてきた。（以下、教育委員会） 
 
QQQQ    他他他他校では既にあるため校では既にあるため校では既にあるため校では既にあるため不要不要不要不要といわれたもので、それが摩といわれたもので、それが摩といわれたもので、それが摩といわれたもので、それが摩
耗も損傷がないようなものについては、どうされてきたか耗も損傷がないようなものについては、どうされてきたか耗も損傷がないようなものについては、どうされてきたか耗も損傷がないようなものについては、どうされてきたか。。。。    
A 廃校時に発生する不要備品等は、机・イスなどその多く
は統合後の学校に移管し、引き続き使用することになるが、
使用可能な備品等でも学校に複数必要のないものや、他校、
他施設で使用するあてのないものがある。そのような備品等
は、売却可能なものは売却した上で、売却が困難なものに
ついては基本的には廃棄をすることとなる。 
 
QQQQ    学校で不要となったもののうち、他の学校等で使うアテ学校で不要となったもののうち、他の学校等で使うアテ学校で不要となったもののうち、他の学校等で使うアテ学校で不要となったもののうち、他の学校等で使うアテ
がなくがなくがなくがなく壊れてもいないようなものは、地壊れてもいないようなものは、地壊れてもいないようなものは、地壊れてもいないようなものは、地域の人や卒業生とい域の人や卒業生とい域の人や卒業生とい域の人や卒業生とい
った一般の人へ譲渡することはできないのった一般の人へ譲渡することはできないのった一般の人へ譲渡することはできないのった一般の人へ譲渡することはできないのか。か。か。か。    
A 物品は財産条例や会計規則に則り管理を行っている。条
例上、物品の譲渡は公益上の必要に基づく場合と定めてお
り、広く一般市民へ譲渡することは難しいが、今後、他都市
の事例も含め調査・検討したい。 
 
QQQQ    学校の学校の学校の学校の文書保存の規定はどのようになっているのか文書保存の規定はどのようになっているのか文書保存の規定はどのようになっているのか文書保存の規定はどのようになっているのか。。。。    
A  学校で備えるべき表簿は、学校教育法施行規則規定の
他、函館市立学校管理規則に定めている。主な表簿の保存
期間は、学校沿革誌、卒業証書等の台帳、職員人事記録簿
は永久保存、指導要録及び写しのうち入学や卒業等の学籍
に関する記録は 20 年間、職員名簿や出勤簿、生徒の出席
簿や健康診断の記録等は 5 年間。物品購入にかかる伝票
等は市の規定に基づき対応している。 
 
QQQQ    公文書ではないものの、統廃合により廃校となった学校公文書ではないものの、統廃合により廃校となった学校公文書ではないものの、統廃合により廃校となった学校公文書ではないものの、統廃合により廃校となった学校
自体の歴史的資料はどのように保存しているのか自体の歴史的資料はどのように保存しているのか自体の歴史的資料はどのように保存しているのか自体の歴史的資料はどのように保存しているのか。。。。    
A 統合準備委員会等で保存する資料の選別等を行い、統
合先の学校において保存している。資料の管理方法は、資
料室に保管の他、資料展示室といったスペースを設け、来
校者が自由に見学できる等、学校毎に対応している。 
 
QQQQ    統廃合が進むにつれて、統廃合が進むにつれて、統廃合が進むにつれて、統廃合が進むにつれて、複数校の歴史を背負った学校複数校の歴史を背負った学校複数校の歴史を背負った学校複数校の歴史を背負った学校
同士の統合が増える同士の統合が増える同士の統合が増える同士の統合が増える。学校の歴史的資料の保存について。学校の歴史的資料の保存について。学校の歴史的資料の保存について。学校の歴史的資料の保存について
教育委員会においてルールを作り、管理・保存しては教育委員会においてルールを作り、管理・保存しては教育委員会においてルールを作り、管理・保存しては教育委員会においてルールを作り、管理・保存してはどうかどうかどうかどうか。。。。    
A 公文書以外の学校の歴史的資料は、卒業文集/アルバ
ム、周年記念誌、校旗等の他、学校により様々な種類があ
る。その数も学校で異なる。保存は、基本は各学校に委ねら
れているが、今後学校再編が進むことで、学校の歴史的資
料の増加が考えられるため、保存する資料の選択や保存方
法等について統合準備委員会とも連携しながら検討したい。 
 
    今回は 20名が傍聴されました。ぜひ議会傍聴にお越し
ください！荒木あけみ、次は３月３月３月３月に質問に立ちます。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日時：

場所：

テーマ：
 
※無料、

 できる
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最後までお読みくださり、ありがとうございます。

ニュースレターは、議会定例会終了後に作成し、年

そのうち、年２回は郵送、残る

 

荒木

に支えられて活動しております。発送作業や事務作業など

は、枠下の連絡先までお知らせください

など色々な関わり方があります。

メールアドレス

未来へつなぐ荒木あけみネット

荒木あけみと語る会

 

荒木あけみ

 

経済建設委員会⾏政視察

【鳥取県鳥取市、島根県松江市】
(11/11

五稜星の夢

元台湾⾏政院原住⺠

委員⻑ご夫妻

日時：１月

場所：本通中央会館

テーマ：12

無料、申込不要、⼊退室⾃由です

できる場です

最後までお読みくださり、ありがとうございます。

ニュースレターは、議会定例会終了後に作成し、年

そのうち、年２回は郵送、残る

荒木あけみ後援会

に支えられて活動しております。発送作業や事務作業など

は、枠下の連絡先までお知らせください

など色々な関わり方があります。

未来へつなぐ荒木あけみネット（荒木あけみ後援会）

〒040-

メールアドレス araki.akemi@gmail.com

未来へつなぐ荒木あけみネット

荒木あけみと語る会

荒木あけみ

経済建設委員会⾏政視察

【鳥取県鳥取市、島根県松江市】
11/11-13)   

五稜星の夢 受付(11/28

元台湾⾏政院原住⺠  

⻑ご夫妻と 

月３１日

本通中央会館

12 月議会の報告、

申込不要、⼊退室⾃由です

場ですので、お気軽にお出かけください

最後までお読みくださり、ありがとうございます。

ニュースレターは、議会定例会終了後に作成し、年

そのうち、年２回は郵送、残る

あけみ後援会は、ニュースレターの封入・封緘作業等、ボランティアの方々

に支えられて活動しております。発送作業や事務作業など

は、枠下の連絡先までお知らせください

など色々な関わり方があります。

未来へつなぐ荒木あけみネット（荒木あけみ後援会）

-0035 函館市松風町

araki.akemi@gmail.com

未来へつなぐ荒木あけみネット

荒木あけみと語る会

荒木あけみ 写真で⾒る活動記録

経済建設委員会⾏政視察 
【鳥取県鳥取市、島根県松江市】

(11/28) 

  

公共ﾃﾚﾋﾞﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ

日  (日)  1

本通中央会館（函館市本通２丁目３８

月議会の報告、

申込不要、⼊退室⾃由です

お気軽にお出かけください

最後までお読みくださり、ありがとうございます。

ニュースレターは、議会定例会終了後に作成し、年

そのうち、年２回は郵送、残る 2 回は希望される方へお届けします。

は、ニュースレターの封入・封緘作業等、ボランティアの方々

に支えられて活動しております。発送作業や事務作業など

は、枠下の連絡先までお知らせください

など色々な関わり方があります。どうぞよろしくお願いいたします！

未来へつなぐ荒木あけみネット（荒木あけみ後援会）

松風町 17－10  

araki.akemi@gmail.com 荒木あけみ

未来へつなぐ荒木あけみネット facebook ページ：

荒木あけみと語る会(

写真で⾒る活動記録

【鳥取県鳥取市、島根県松江市】

第四回定例会

一般質問を終えて
(12/

公共ﾃﾚﾋﾞﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰご夫妻と

10:30〜

函館市本通２丁目３８

月議会の報告、２月議会に向けて

申込不要、⼊退室⾃由です！ざっくばらん

お気軽にお出かけください

最後までお読みくださり、ありがとうございます。

ニュースレターは、議会定例会終了後に作成し、年

回は希望される方へお届けします。

は、ニュースレターの封入・封緘作業等、ボランティアの方々

に支えられて活動しております。発送作業や事務作業など

は、枠下の連絡先までお知らせください。１〜２時間

どうぞよろしくお願いいたします！

未来へつなぐ荒木あけみネット（荒木あけみ後援会）

10   tel/fax  0138(76)3321 

荒木あけみホームページ：

ページ：https://www.facebook.com/ARAKIAKEMInet

 

(議員活動報告会

写真で⾒る活動記録

台湾原住⺠族との函館交流会

シンポジウム

第四回定例会 
一般質問を終えて

(12/15) 

と 

〜12:00 

函館市本通２丁目３８１７）

月議会に向けて

ざっくばらんに話が

お気軽にお出かけください。 

最後までお読みくださり、ありがとうございます。 

ニュースレターは、議会定例会終了後に作成し、年 4回発⾏予定です。

回は希望される方へお届けします。

は、ニュースレターの封入・封緘作業等、ボランティアの方々

に支えられて活動しております。発送作業や事務作業などお手伝いいただける方

。１〜２時間のお手伝い

どうぞよろしくお願いいたします！

未来へつなぐ荒木あけみネット（荒木あけみ後援会） 後援会⻑

tel/fax  0138(76)3321 

ホームページ：http://www.arakiakemi.jp/

https://www.facebook.com/ARAKIAKEMInet

議員活動報告会

写真で⾒る活動記録

台湾原住⺠族との函館交流会

シンポジウム (10/18) 

北海道⼥性議員協議会総会、研修会

  

） 

月議会に向けて 

に話が 

回発⾏予定です。

回は希望される方へお届けします。 

は、ニュースレターの封入・封緘作業等、ボランティアの方々

お手伝いいただける方

のお手伝い、⾃宅での作業

どうぞよろしくお願いいたします！ 

後援会⻑ 沖⽥⻘穂

tel/fax  0138(76)3321   

http://www.arakiakemi.jp/

https://www.facebook.com/ARAKIAKEMInet

議員活動報告会） 

写真で⾒る活動記録 

台湾原住⺠族との函館交流会 
 

北海道⼥性議員協議会総会、研修会

回発⾏予定です。 

 

は、ニュースレターの封入・封緘作業等、ボランティアの方々

お手伝いいただける方

、⾃宅での作業

 

沖⽥⻘穂 

http://www.arakiakemi.jp/ 

https://www.facebook.com/ARAKIAKEMInet 

北海道⼥性議員協議会総会、研修会

(11/21-22

道南地区森林・林業・林産業活性化推進

議員連盟連絡会
 

いじめ等の問題について考える集会

 

北海道⼥性議員協議会総会、研修会 
22) 

第二回議員活動報告会
(10/25

道南地区森林・林業・林産業活性化推進

議員連盟連絡会 研修会

いじめ等の問題について考える集会

回議員活動報告会
(10/25) 

道南地区森林・林業・林産業活性化推進

研修会(11/9)  

いじめ等の問題について考える集会(12/18

回議員活動報告会 

道南地区森林・林業・林産業活性化推進 

12/18)  


