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長野県市長会総会

「国のデジタル化の動向」と
「県の取組状況」

－先端技術活用推進協議会の取組状況－
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国の動向
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政策の柱として「政府のデジタル化」を掲げ、
行政事務・サービス、民間、準公共部門のDXを推進する動きが加速している。

デジタル社会の実現に向
けた改革の基本方針
（12月25日 閣議決定）

2020年度版

デジタル・ガバメント実行
計画

（12月25日 閣議決定）

自治体DX推進計画（12月25日 総務省）

デジタル庁の設置

ポイントとなる内容

Gov.-Cloudの仕組みの整備

システム予算の一括計上

J-LISの国・地方自治体の共同管理

マイナポータルのUI改善

業務システムの標準化・共通化

オンライン手続きの加速

2026.32021.1 対象期間

2021年度夏

★自治体DX推進手順書

17業務 自治体の情報システムの
標準化・共通化

推進体制の構築/重点推進項目の設定

標準仕様策定

実効性を高める法整備

Gov.Cloud整備

1508.6億(10/10)の支援

31手続き オンライン化 2023.3 マイナポータル接続機能開発

マイナポータルUI・UX改善

249.9億(1/2)の支援

※主な内容のみ抜粋して記載

自治体DXの推進

デジタル庁の業務として民間、準公共部門のデジタル化支援を明記民間・準公共部門のDX推進

国が定める重点計画で具体的な施
策と達成時期等を明記

業種を超えた情報システムの相互連携のため
の標準の整備・普及や行政手続・規制の見直し・合理化

国情報システムに関する整備方針を策
定・推進し、整備を統括・監理

国規制・制度上の課題の洗い出しとその見直し

民間

準公共部門
（医療、教育、防災など）

ふりかえり：2020年２月４日 市長会定例会資料より

DX推進課 / DX Promotion Div.
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「デジタル改革関連法が公布」され、
行政事務・サービス、民間、準公共部門のDXの取組が本格的に始動

デジタル社会の実現に向
けた改革の基本方針

（令和2年12月25日閣議決定）

2020年度版

デジタル・ガバメント実行計
画

（令和2年12月25日閣議決定）

自治体DX推進計画（2020年12月25日 総務省）

デジタル庁の設置

ポイントとなる内容

Gov.-Cloudの仕組みの整備

システム予算の一括計上

J-LISの国・地方自治体の共同管理

マイナポータルのUI改善

業務システムの標準化・共通化

オンライン手続きの加速

2026.32021.1 対象期間

2021年7月７日

★自治体DX推進手順書 公開

17業務 自治体の情報システムの
標準化・共通化

推進体制の構築/重点推進項目の設定

標準仕様策定

実効性を高める法整備

Gov.Cloud整備

1508.6億(10/10)の支援

31手続き オンライン化 2023.3 マイナポータル接続機能開発

マイナポータルUI・UX改善

249.9億(1/2)の支援

※主な内容のみ抜粋して記載

自治体DXの推進

デジタル庁の業務として民間、準公共部門のデジタル化支援を明記民間・準公共部門のDX推進

国が定める重点計画で具体的な施
策と達成時期等を明記

業種を超えた情報システムの相互連携のため
の標準の整備・普及や行政手続・規制の見直し・合理化

国情報システムに関する整備方針を策
定・推進し、整備を統括・監理

国規制・制度上の課題の洗い出しとその見直し

民間

準公共部門
（医療、教育、防災など）

デジタル改革関連法
公布

（令和3年５月19日 公布）

「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」により義務化

国のデジタル化の動向 2021年８月19日時点の国のデジタル化の動向



DX推進課 / DX Promotion Div.

（参考）デジタル改革関連法の全体像（令和３年５月19日公布）
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市町村課
より説明
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（参考）「デジタル社会形成基本法」の概要（令和３年５月19日公布）

デジタル社会の形成に関し、「基本理念」、「国、地方公共団体及び事業者の責務」、
「基本方針」、「デジタル庁の設置」等を定める

◆地方公共団体は、基本理念にのっとり、デジタル社会の形成に関し、国との適切な
役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策
を策定し、及び実施する責務を有することとした。（第14 条関係）
◆ 国及び地方公共団体は、デジタル社会の形成に関する施策が迅速かつ重点的
に実施されるよう、相互に連携を図らなければならないこととした。（第15 条関係）
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（参考）「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」の概要（令和３年５月19日公布）

地方公共団体情報システムの標準化を推進するために必要な事項を定める

DX推進課 / DX Promotion Div.



（参考）自治体情報システムの標準化・共通化に向けた環境整備
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1,509億円

DX推進課 / DX Promotion Div.



自治体DX推進手順書の公開（令和３年７月７日 総務省）

8DX推進課 / DX Promotion Div.

「全体手順」、「自治体情報システムの標準化・共通化」及び「自治体の行政手続のオンライン化」に
ついて、作業手順を作成

国のデジタル化の動向
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国動向の共有、WG活動状況の定期報告、

セミナー開催等積極的な情報発信の実施

【先端技術活用推進協議会】 令和3年度の運営方針

活動
スコープの

拡大

重点領域の
拡大

運営の充実

いままで

システムの共同化

これから

DX推進手法の共同化へ

システム共同化
推進プロセス

の共同化
（BPR手法など）

ツール、仕様書等の
の共同化システム共同化

教育
長野県ICT教育
推進センター

インフラ
企業局スマート化
推進センター

先端技術活用推進協議会 事務局：ＤＸ推進課

行政事務

スマート自治体
推進WG

(設置済み)

防災地域交通キャッシュレス 医療 個別の枠組みで進められている領域は
連携・サポート

WG拡大・勉強会実施

DX戦略推進パートナー連携協定人材により、WG拡大をサポート

県の取組状況

８９※団体が参加
※県、77市町村、10広域連合、
自治振興組合
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会員向けページ

一般向けページ

県と市町村の連携強化

電子自治体推進部門の県庁への移転

県派遣職員の増員 等

県庁 自治会館

自治振興組合電子自治体推進部門
（市町村の情報システム共同化推進部署）

県職員 県職員
（派遣中）

次長（プロパー）

市町村派遣

参与（プロパー）

新規採用

1名増派
2021.4～

長野県内自治体
ＤＸまとめサイト

９月開設目標

※職員数： 4 名（2015）→ 7 名（2021）

〇共同化情報システム数： 3 情報 システム（2015）

→ 13 情報システム（2021）

県内自治体のシステム共同利用推進

県内自治体情報システム担当者の人材育成

県内自治体のＤＸの情報発信・情報共有の推進

〇超入門！情報システムの基礎研修
開催日：2021年５月11日
参加人数：51名、講師満足度 ：95.0％

〇セキュリティ総合研修
開催日：2021年５月19日、５月20日
参加人数：34名、講師満足度 87.5％

〇ネットワーク総合研修
開催日：2021年７月８日、７月９日
参加人数：45名、講師満足度 87.18％

〇実践！情報システムの活用とDX の推進研修
開催日：2021年７月29日
参加人数：88名、講師満足度 50.0％

〇ICT 構想企画立案研修
開催予定日：2021年９月８日

自治振興組合電子自治体推進部門の今年度の取組

会館
管理
部門

県職員OB

DX推進課 / DX Promotion Div.

県の取組状況
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自治体DX推進WG（リーダ：ＤＸ推進課長、事務局：DX推進課、自治振興組合)

参加自治体40団体

大町市

飯山市

茅野市

塩尻市

千曲市

東御市

安曇野市

軽井沢町

箕輪町

松川町

長野市

松本市

上田市

岡谷市

飯田市

諏訪市

須坂市

伊那市

駒ヶ根市

中野市

下條村

木祖村

大桑村

生坂村

朝日村

小谷村

高山村

諏訪広域連合

木曽広域連合

自治振興組合

長野県

小諸市

佐久市

佐久穂町

下諏訪町

南箕輪村

阿智村

木曽町

山形村

栄村
電子契約

内部事務DX

RPA＋AI-OCR ※総務省事業活用

AI音声文字起こし

チャットボット

＜R3年度検討テーマ＞

行政

＜実施内容＞
行政事務への情報システムの活用・
導入及びその推進手法 等

情報システム
共同化

推進プロセス
の共同化

（BPR手法など）

ツール、
仕様書等
の共同化

自治体DX推進懇談会（事務局：自治振興組合、 DX推進課）

参加自治体

全89団体（予定）

行政

• 国の動向、生産性向上や地域住民の
利便性向上等に関する情報共有

• 導入にあたっての課題
• 円滑な導入・運用の準備

• 対応事例、成功事例等の共有

情報政策部門と総務部門（しごと改革）の責任者

・デジタル庁の動向
・Gov．Cloudの動向
・業務システムの標準化・共同化
・マイナンバーカードの普及促進
・オンライン手続きの加速
・ 自治体DX推進手順書への対応 等

＜８月30日開催予定＞

国の動向

DX推進課 / DX Promotion Div.

県の取組状況 県と市町村によるＤＸ推進手法の共有
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参加自治体：須坂市、民間企業：電算、協力：長野県

ガバメントクラウドへの移行に係る課題検証を行う先行事業を長
野県及び中小規模自治体を代表する「須坂市（人口約5万
人）」が実施することで、その成果を県内の全市町村へ普及・展開
する。
長野県も事業成果に関する説明会等を開催し、長野県内市町
村への普及・啓発活動を実施。

長野県須坂市（応募団体）

株式会社電算
（アプリケーション開発・ネットワーク事業者）

・長野県、中小規模自治体の先行モデル
・システム利用検証
・先行事業を通じて得た知見の共有

長野県内全市町村
（須坂市除く76市町村へ普及・啓発）

・先行事業の課題の共有
・移行方法・スケジュール・事業成果の共有
・移行計画策定・テスト環境構築

・クラウド・回線利用検証
・本番環境への移行
・事業計画及び事業成果の共有

長野県・長野県先端技術活用推進協議会※（協力）
※長野県DX戦略に基づき、行政、産業、住民生活への先端技術の社会実装を推進する協議会

（1県、77市町村、10広域連合、1組合 計89団体参加）

・先行事業取組支援
・県内市町村への普及・啓発活動

協力・支援

普及・啓発

★当市が導入している電算のReams導入団体情報（長野県内）
・市 ：全19市のうち、15市がReamsを導入
・町村 ：全58町村のうち、41町村がReamsを導入
※全77市町村のうち、56市町村がReamsを導入
※その他、介護保険広域導入で3団体

自治体DX

2025年度のガバメントクラウド・標準準拠システムへの移行を目指して、国の委託事業を積極的に活用して、
県内自治体におけるICT共同利用のノウハウの蓄積を図る。
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＜Step０＞
業務効率化の活動

※令和2年度までに実施済

＜Step１＞
データに基づく

業務選定・業務比較

＜Step２＞
ICTによる最適かつ実用
可能な標準形の確立

＜Step３＞
ICT共同利用実証

・業務標準化を前提に、システム
異なる場合もRPA,AI-OCRの共同利
用可能であることを立証
・標準化には業務方針差分を吸収
する仕組みが必要

・全組織における負荷傾向の把握
・RPA等 ICT適用対象候補の把握

RPA/AI-OCR共同化実証 (松川町等)

全庁業務量調査（小諸市）

活動を通じ、BPRの重要性を再認識
標準仕様のシステムが導入されたと
しても、システム入力前後の作業負
荷は改善されないためBPRが必須。

複数団体による
基幹系業務の
共同化による
自治体クラウド
の運用を開始

近隣団体と同一
システムへ切り
替え、システム
共同化の価値を
検討

業務量調査結果に基づき、
高負荷でありICT適用可能
かつ標準化対象１７業務
(住民基本台帳等)から選定。

業務プロセス・帳票を団体
間比較することで、課題の
明確化を実施。

実用可能な
標準業務プロセス・帳票設定

実証後に継続して実運用可能な
レベルの標準業務プロセス・帳
票を設定。

最適化の実現

✕✕申請書
ーーーーーーー
ーーーーーーー
ーーーーーーー
ーーーーーーー
ーーーーーーー
ーーーーーーー

ーーーー
ーーーーーーー

ーーー

業務スタンス・帳票の最適化に
重きを置いた標準化検討

・団体間での業務スタンスの整合
・標準化可能範囲の見極め

ICT共同利用実証による
モデル構築

対象業務の作業特性に対応可
能な共同利用モデルを構築。
複数団体間での共同BPOも見
据えたRPA・AI-OCR等の共同
化を目指す。

各団体の業務プロセス・
帳票比較

全庁業務量調査結果に
基づく業務選定

RPA共同利用の実証
(RPAシナリオ/部品の共同化)

共同化に向けた
県内団体の活動

塩尻市 須坂市

本事業により
活動を加速 A市 B市

「システム標準化対象の17業務」に着目し、帳票・業務プロセス
の標準化に取り組むことでBPRの重要性を再検証する。更にRPA
シナリオの共同利用実証により、展開可能なICT共同利用モデル
構築を目指す。

参加自治体：長野県、塩尻市、須坂市、小諸市、松川町
民間企業 ：電算（コニカミノルタ、ＲＰＡテクノロジーズ）

【総務省】自治体行政スマートプロジェクト委託事業に採択

＜Step０＞
業務効率化の活動

※令和2年度までに実施済

＜Step１＞
データに基づく

業務選定・業務比較

＜Step２＞
ICTによる最適かつ実用
可能な標準形の確立

＜Step３＞
ICT共同利用実証

・業務標準化を前提に、システム
異なる場合もRPA,AI-OCRの共同利
用可能であることを立証
・標準化には業務方針差分を吸収
する仕組みが必要

・全組織における負荷傾向の把握
・RPA等 ICT適用対象候補の把握

RPA/AI-OCR共同化実証 (松川町等)

全庁業務量調査（小諸市）

活動を通じ、BPRの重要性を再認識
標準仕様のシステムが導入されたと
しても、システム入力前後の作業負
荷は改善されないためBPRが必須。

複数団体による
基幹系業務の
共同化による
自治体クラウド
の運用を開始

近隣団体と同一
システムへ切り
替え、システム
共同化の価値を
検討

業務量調査結果に基づき、
高負荷でありICT適用可能
かつ標準化対象１７業務
(住民基本台帳等)から選定。

業務プロセス・帳票を団体
間比較することで、課題の
明確化を実施。

実用可能な
標準業務プロセス・帳票設定

実証後に継続して実運用可能な
レベルの標準業務プロセス・帳
票を設定。

最適化の実現

✕✕申請書
ーーーーーーー
ーーーーーーー
ーーーーーーー
ーーーーーーー
ーーーーーーー
ーーーーーーー

ーーーー
ーーーーーーー

ーーー

業務スタンス・帳票の最適化に
重きを置いた標準化検討

・団体間での業務スタンスの整合
・標準化可能範囲の見極め

ICT共同利用実証による
モデル構築

対象業務の作業特性に対応可
能な共同利用モデルを構築。
複数団体間での共同BPOも見
据えたRPA・AI-OCR等の共同
化を目指す。

各団体の業務プロセス・
帳票比較

全庁業務量調査結果に
基づく業務選定

RPA共同利用の実証
(RPAシナリオ/部品の共同化)

共同化に向けた
県内団体の活動

塩尻市 須坂市

本事業により
活動を加速 A市 B市

＜Step０＞
業務効率化の活動

※令和2年度までに実施済

＜Step１＞
データに基づく

業務選定・業務比較

＜Step２＞
ICTによる最適かつ実用
可能な標準形の確立

＜Step３＞
ICT共同利用実証

・業務標準化を前提に、システム
異なる場合もRPA,AI-OCRの共同利
用可能であることを立証
・標準化には業務方針差分を吸収
する仕組みが必要

・全組織における負荷傾向の把握
・RPA等 ICT適用対象候補の把握

RPA/AI-OCR共同化実証 (松川町等)

全庁業務量調査（小諸市）

活動を通じ、BPRの重要性を再認識
標準仕様のシステムが導入されたと
しても、システム入力前後の作業負
荷は改善されないためBPRが必須。

複数団体による
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共同化による
自治体クラウド
の運用を開始
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・標準化可能範囲の見極め

ICT共同利用実証による
モデル構築

対象業務の作業特性に対応可
能な共同利用モデルを構築。
複数団体間での共同BPOも見
据えたRPA・AI-OCR等の共同
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ICT共同利用実証

・業務標準化を前提に、システム
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用可能であることを立証
・標準化には業務方針差分を吸収
する仕組みが必要

・全組織における負荷傾向の把握
・RPA等 ICT適用対象候補の把握

RPA/AI-OCR共同化実証 (松川町等)
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活動を通じ、BPRの重要性を再認識
標準仕様のシステムが導入されたと
しても、システム入力前後の作業負
荷は改善されないためBPRが必須。

複数団体による
基幹系業務の
共同化による
自治体クラウド
の運用を開始

近隣団体と同一
システムへ切り
替え、システム
共同化の価値を
検討

業務量調査結果に基づき、
高負荷でありICT適用可能
かつ標準化対象１７業務
(住民基本台帳等)から選定。

業務プロセス・帳票を団体
間比較することで、課題の
明確化を実施。

実用可能な
標準業務プロセス・帳票設定

実証後に継続して実運用可能な
レベルの標準業務プロセス・帳
票を設定。

最適化の実現
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業務スタンス・帳票の最適化に
重きを置いた標準化検討

・団体間での業務スタンスの整合
・標準化可能範囲の見極め

ICT共同利用実証による
モデル構築

対象業務の作業特性に対応可
能な共同利用モデルを構築。
複数団体間での共同BPOも見
据えたRPA・AI-OCR等の共同
化を目指す。

各団体の業務プロセス・
帳票比較

全庁業務量調査結果に
基づく業務選定

RPA共同利用の実証
(RPAシナリオ/部品の共同化)

共同化に向けた
県内団体の活動

塩尻市 須坂市

本事業により
活動を加速 A市 B市

【ＩＴ戦略室】ガバメントクラウド先行事業に応募

DX推進課 / DX Promotion Div.

（参考）先端技術活用推進協議会の枠組を活用した県と市町村連携による国事業の積極活用



＜実施スキーム＞

＜具体的な口座内容＞

・電源の入れ方、ボタン操作等
・電話のかけ方、カメラの使い方
・インターネットの使い方
・メールの使い方
・地図アプリの使い方
・ＬＩＮＥなどＳＮＳの使い方 等

国 執行団体
事業実施団体

（携帯ショップのスマホ教室等）

補助率：
事業費の1０/1０補助

総務省事業：デジタル活用支援推進事業（令和３～７年度）

①スマートフォンの基本的な利用

・マイナンバーカードの申請方法、利用方法
・マイナポータルの活用方法、カードの健康保険証利用
・マイナポイントの申し込み方法
・e-Taxの利用方法
・医療機関におけるオンライン予約・診療
・地域におけるオンライン行政手続き 等

令和３年度の県内事業者の採択状況
【県内事業の採択状況】
（喬木村、豊丘村）喬木村商工会
（塩尻市）一般財団法人塩尻市振興公社
（松本市）特定非営利活動法人信州ソフトウェア協会
（長野市）株式会社インフォメーション・ネットワークコミュニティ

（上田市）一般社団法人サディーゴ
（飯田市）学校法人コア学園飯田コアカレッジ
（小諸市）株式会社ケンツー
（小谷村）ワイコム株式会社

【全国展開型】
NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイル

塩尻市振興公社の事例：KADOデジタル活用推進事業
ひとり親の在宅就労支援から始まり、時間や場所に制約があっても
働きたい誰もが、働ける機会をつくることをミッションとしているKADOに
おいて、高齢者等が、身近な人からデジタル活用について学べる講
習会等を実施

②スマートフォンによる行政手続等

KADOでは、自治体のデジタル入力業務や
GIGAスクールに対する支援についても実施

DX推進課 / DX Promotion Div.

県の取組状況 誰一人取り残さないデジタル化の推進
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課題の把握方法が分からない・・・
課題は分かったが、何から取り組めば良いか不明・・・

キャッシュレス推進勉強会（事務局：DX推進課）

参加自治体 44 団体

地域交通最適化DX勉強会（事務局：DX推進課）

参加自治体 34 団体

●ソリューションや取組は多い

●国のキャッシュレス推進協議会等でナレッジが蓄積されている
●データ利活用や、公金キャッシュレス等、要研究分野も

県内でも取組多数。全国レベルで参照される事例も
●各地で課題が顕在化。地域交通計画の義務化も負担

●先進事例からプロセスを学ぶ機会が、ためになりそう

市町村でのDXが進むための助け＋そのための仲間づくり
目
的 自身の段階と方向性の把握 ＆ 仲間づくり。

◆国等の知見共有
-「キャッシュレス・ロードマップ2021」
-「2020年度消費者インサイト調査」(キャッシュレス推進協議会)

-「自治体のキャッシュレス導入手順書」（経産省）

◆地域の特徴を踏まえたアプローチ方法のノウハウ共有
※導入プロセスのケーススタディ、自己分析方法等

総務部門（自治体キャッシュレス）商工観光部門（巷のキャッシュレス） 交通関係部門（交通、企画、商工観光）都市計画関係部門（建設）

◆国等の知見共有
-「新しいモビリティサービスの社会実装に向けた知見集」

(スマートモビリティチャレンジ推進協議会)  

-「地域公共交通のトリセツ」((一財)トヨタ・モビリティ基金)

◆先進自治体の事例紹介
※課題抽出や実行プロセスを中心に共有

DX推進課 / DX Promotion Div.

県の取組状況 先端技術活用推進協議会における県と市町村による勉強会の実施
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DX推進課 / DX Promotion Div.

長野県ICT教育推進センターなどが事務局となって、大学・有識者、
学校関係者、教育委員会などとともに、学校現場での最適なICT利
活用の推進

長野県ICT学び推進協議会の実施 【事務局】
長野県ICT教育推進センター、信州大学教育学部、長野県教育委員会
【大学・有識者】
信州大学教育学部,(一財)特別支援教育士認定協会,
【学校関係者】
長野市立共和小学校,上田市立第六中学校,佐久市立野沢中学校,飯田市立鼎中学校,
塩尻市立木曽楢川小学校,須坂市立東中学校,長野市立朝陽小学校,佐久市立中込中学校,
諏訪清陵附属中学校
【教育委員会 等】
須坂市教育委員会,長野市教育委員会,佐久市教育委員会,東御市教育委員会,
松本市教育委員会,塩尻市教育委員会,岡谷市教育委員会,伊那市教育委員会,
小海町教育委員会,喬木村教育委員会,長野県教育委員会,長野県,長野県市町村自治振興組合

長野県ICT学び推進協議会 参加者の所属団体

GIGAスクール構想 本格運用時チェックリストに基づくタスク整理

（参考）教育分野の取組－ 長野県ICT学び推進協議会
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メンバー 役割

有
識
者
グ
ル
ー
プ

東原 義訓
信州大学教育学部特任教授

佐藤 和紀
信州大学教育学部助教

両川 晃子
信大医学部精神医学教室公認心
理師

･推進センター
業務への助言

･国の動向や
他県の実践等
の情報提供

･研修講師

実
践
グ
ル
ー
プ

･ICT教育に先進的に取り組む
市町村の担当者
須坂市、長野市、佐久市、東御市、
松本市、塩尻市、岡谷市、伊那市、
小海町、喬木村

･先進的に取り組む学校
【校長】
長野市立共和小学校
上田市立第六中学校
佐久市立野沢中学校
飯田市立鼎中学校
塩尻市立木曽楢川小学校

【担当者】
須坂市立東中学校
長野市立朝陽小学校
佐久市立中込中学校
諏訪清陵附属中学校

・県のICT教育
推進方向の検
討、共有

･互いの実践
内容の紹介

･全県の小中
学校をリードす
る実践の積上
げ県立中学校・高等学校・特別支援学校 市町村教育委員会、小、中、義務教育学校

16DX推進課 / DX Promotion Div.

（参考）長野県ICT教育推進センター組織体制

長野県ICT教育推進センター 事務局
センター長（信州大学教育学部、次世代型学び研究開発センター長 村松浩幸 教授）

専任配置

９名体制

分野 業務 検討項目

義務
教育

学習指導・教員研修
・ICTを活用した個別最適な学びや協働的な学びの 研究・普及

・デジタル教科書、デジタル教材の研究、情報提供
・AIドリル、プログラミング教育の研究、情報提供

先進校研修
・ICT先進校（つくば市立義務教育学校）※週３勤務

・つくば市教育委員会 ※週２勤務

・研修先での実践を情報発信

高校
教育

学習指導・教員研修
・学校訪問による授業支援（東北信担当、中南信担当）
・ICT活用授業研究、EdTech教材研究、情報提供

・ICTパイロット校の研究推進支援、知見の情報発信

機器整備
・校内ICT環境整備、生徒用端末整備
・メンテナンス、更新
・統合型校務支援システムの利用法普及

特別
支援

特別支援教育
・障がいの特性に応じたICT活用授業研究・普及
・インクルーシブ教育の研究・普及
・特別支援学校ICT環境整備・児童生徒用端末整備

共通 管理・広報
・市町村ICT支援員連携支援、情報共有
・クラウドID管理、セキュリティーポリシー、著作権

・学習支援ポータルサイト運用、広報活動

※EdTech教材等を活用した個別最適な学びや、クラウドを活用して仲間と
協働する学びを研究し、全県に普及・拡充

長野県ICT学び推進協議会
県のICT教育の方向性の共有、先進的な実践の共有・普及

助言

提案

指導・
支援

指導・
支援

支援

情報
提供

情報
提供

情報
提供
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県と市町村の協働活動を更に強化し、長野県DXを推進していきます。

DX推進課 / DX Promotion Div.


