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■都道府県（22団体）

自治体コード 自治体名
策定
ﾊﾟﾀｰﾝ

策定または
位置付年月

公開年月 計画名 計画URL (参考)人口規模
H30.1時点

01000 北海道 1 平成30年３月 平成30年３月 北海道ＩＣＴ利活用推進計画 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/jsk/plan.htm 5,339,539

02000 青森県 1 平成31年３月 平成31年３月 あおもりICT利活用推進プラン https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/energy/aomoriictplan.html 1,308,707 New!

03000 岩手県 4 平成31年３月 平成31年４月 岩手県ＩＣＴ利活用推進計画 https://www.pref.iwate.jp/kensei/seisaku/jouhouka/1012016.html 1,264,329 New!

04000 宮城県 1 平成31年３月 平成31年４月 みやぎＩＣＴ・データ利活用推進プラン http:www.pref.miyagi.jp/soshiki/jyoho/data-plan.html 2,312,080 New!

05000 秋田県 1 平成31年３月 平成31年４月 秋田ＩＣＴ基本計画２０１９ https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/41002 1,015,057 New!

06000 山形県 3 平成31年３月 平成31年３月 山形県官民データ活用推進計画 https://www.pref.yamagata.jp/ou/kikakushinko/020051/ictsuishinhoushin-sakutei.html 1,106,984 New!

07000 福島県 1 平成31年３月 平成31年４月 ふくしまＩＣＴデータ利活用社会推進プラン https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045a/keikaku2019.html 1,919,680 New!

08000 茨城県 1 平成30年11月 平成30年11月 茨城県総合計画～「新しい茨城」への挑戦～ https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/ict/20181129.html 2,951,087 New!

09000 栃木県 1 平成31年３月 平成31年３月 とちぎICT推進プラン2016～2020 http://www.pref.tochigi.lg.jp/b09/ictplan2016/2016-2020.html 1,985,738 New!

13000 東京都 2 平成30年10月 平成30年11月 東京都ICT戦略 http://www.soumu.metro.tokyo.jp/13it/kanmindata.html 13,637,346

22000 静岡県 1 平成30年３月 平成30年３月 静岡県高度情報化基本計画（ICT戦略2018）・官民データ活用推進計画 https://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-510/kihon/itsenryaku.html 3,743,015

25000 滋賀県 1 平成30年３月 平成30年３月 滋賀県ICT推進戦略 http://www.pref.shiga.lg.jp/c/it/ict-senryaku/ictkonwakai.html 1,419,635

29000 奈良県 1 平成31年３月 平成31年３月 奈良県第三次情報システム最適化計画 http://www.pref.nara.jp/10924.htm 1,371,700 New!

33000 岡山県 1 平成31年３月 平成31年３月 おかやまＩＴ利活用指針 http://www.pref.okayama.jp/page/466609.html 1,920,619 New!

36000 徳島県 3 平成30年３月 平成30年３月 とくしま新未来データ活用推進戦略 https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/opendata/5012815 757,377

37000 香川県 4 平成31年３月 平成31年３月 かがわＩＣＴ利活用推進計画 https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/ict_plan/index.shtml 993,205 New!

40000 福岡県 4 平成31年２月 平成31年３月 福岡県官民データ活用推進計画 http://www.pref.fukuoka.lg.jp/gyosei-shiryo/kanmin-data-plan.html 5,130,773 New!

42000 長崎県 1 平成31年３月 平成31年３月 ながさきICT戦略（長崎県情報化推進計画） http://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/johoka-it/ict_senryaku/ict-strategy/ 1,379,003 New!

43000 熊本県 3 平成31年３月 平成31年３月 熊本県官民データ活用推進計画 http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_27127.html 1,789,184 New!

44000 大分県 3 平成31年２月 平成31年２月 おおいた革新的技術・データ活用推進計画 http://www.pref.oita.jp/soshiki/14250/dataplan-sakutei.html 1,169,158 New!

45000 宮崎県 3 平成31年３月 平成31年３月 宮崎県官民データ活用推進計画 https://www.pref.miyazaki.lg.jp/johoseisaku/shakaikiban/johotsushin/20190215175359.html 1,112,008 New!

47000 沖縄県 1 平成31年３月 平成31年３月 おきなわICT総合戦略ビジョン編 https://www.pref.okinawa.jp/site/kikaku/joho/kikaku/ictstrategy2015.html 1,471,536 New!

※策定パターン
１．既存の情報化推進計画等を見直して（または見直し・策定に合わせて）、官民データ活用推進計画として整理した。
２．既存の情報化推進計画等を（改定を行わず）、官民データ活用推進計画として正式に位置づけた。
３．既存の情報化推進計画等とは別に、官民データ活用推進計画を新規に策定した。
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４．既存の情報化推進計画等が存在しないため、官民データ活用推進計画を新規に策定した。

※公開年月は、既存計画の公開年月ではなく官民データ活用推進計画としてHP等で公開・周知された年月を指します。
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■市区町村（75団体）

自治体コード 自治体名
策定
ﾊﾟﾀｰﾝ

策定または
位置付年月

公開年月 計画名 計画URL (参考)人口規模
H30.1時点

01208 北海道 北見市 1 平成31年３月 平成31年４月 第３次北見市ICT推進計画 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2019013100032/ 118,787 New!

01345 北海道 森町 4 平成30年５月 平成30年５月 森町情報化推進計画 http://www.town.hokkaido-mori.lg.jp/docs/2018050100012/ 15,892

01468 北海道 下川町 3 平成30年７月 平成30年７月 下川町官民データ活用推進計画 https://www.town.shimokawa.hokkaido.jp/section/somu/kanmindatakatsuyoukeikaku.html 3,339

01661 北海道 釧路町 2 平成30年４月 平成30年４月 釧路町情報化計画 http://www.town.kushiro.lg.jp/information/10104/00032/161425070316.html 19,946

04100 宮城県 仙台市 1 平成30年12月 平成30年12月 仙台市ICT利活用方針2016-2020<中間見直し> https://www.city.sendai.jp/joho-kikaku/shise/security/johoka/ict.html 1,060,545 New!

04323 宮城県 柴田町 1 平成30年３月 平成30年３月 第５次柴田町情報化計画 https://www.town.shibata.miyagi.jp/index.cfm/82,27200,163,285,html 38,012 New!

05203 秋田県 横手市 1 平成30年３月 平成30年３月 第2次横手市情報化計画 http://www.city.yokote.lg.jp/joho/page0000076.html 91,743

05207 秋田県 湯沢市 3 平成30年７月 平成30年８月 湯沢市官民データ活用推進計画 http://www.city-yuzawa.jp/machidukuri10/2993.html 46,330

05209 秋田県 鹿角市 2 平成30年４月 平成30年４月 第２次鹿角市地域情報化計画 https://www.city.kazuno.akita.jp/shisei_machizukuri/gaiyo_keikaku/2/4052.html 31,604

07202 福島県 会津若松市 2 平成30年10月 平成30年10月 第6次会津若松市地域情報化基本計画 https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2013032800041/ 120,756

07203 福島県 郡山市 1 平成30年３月 平成30年３月 郡山市デジタル市役所推進計画2018～2021 https://www.city.koriyama.fukushima.jp/062000/johosesaku/degitalkeikaku18-21.html 325,683

07207 福島県 須賀川市 1 平成31年３月 平成31年３月 第４次須賀川市地域情報化計画 http://www.city.sukagawa.fukushima.jp/15808.htm 77,153 New!

08202 茨城県 日立市 1 平成30年２月 平成30年４月 日立市情報化推進指針 http://www.city.hitachi.lg.jp/shisei/004/003/p066155.html 182,391

08211 茨城県 常総市 1 平成31年３月 令和元年５月 第3次常総市地域情報化計画 http://www.city.joso.lg.jp/gyosei/keikaku/shisaku/sonota/1422604966525.html 64,036 New!

08217 茨城県 取手市 1 平成30年７月 平成30年７月 第四次取手市情報化計画 https://www.city.toride.ibaraki.jp/joho/shise/machizukuri/kakubusho/somu/yoji-johoka.html 108,049 New!

08220 茨城県 つくば市 1 平成30年９月 平成30年９月 つくば市情報化推進計画 https://www.city.tsukuba.lg.jp/shisei/joho/1008026/1002475.html 230,360 New!

09204 栃木県 佐野市 1 平成31年３月 平成31年３月 第３次佐野市情報化計画 http://www.city.sano.lg.jp/gyousei/project/jouhouka/index.html 119,795 New!

11202 埼玉県 熊谷市 1 平成31年３月 平成31年３月
熊谷市情報化推進計画・官民データ活用推進計画
（e-くまがやICT推進プラン3）

https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/sogo/johoseisaku/oshirase/ekumagayaictplan.html 198,852 New!

11208 埼玉県 所沢市 1 平成31年３月 平成31年４月 所沢市ＩＣＴ推進基本方針 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/shiseijoho/keikaku/jisshi/ActionPlan2019-2021.html 343,965 New!

11245 埼玉県 ふじみ野市 1 平成31年２月 平成31年３月 ふじみ野市第3次情報化基本計画 http://www.city.fujimino.saitama.jp/doc/2014110600348/ 114,058 New!

12207 千葉県 松戸市 1 平成30年３月 平成31年４月 松戸市情報システム全体最適化基本計画 https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisei/keikaku-kousou/zentaisaitekika.html 494,402 New!

12220 千葉県 流山市 1 平成30年８月 平成30年８月 流山市情報化推進計画 https://www.city.nagareyama.chiba.jp/information/1007116/1017943/index.html 185,460 New!

13103 東京都 港区 1 平成30年３月 平成30年４月 港区情報化計画 https://www.city.minato.tokyo.jp/jouhoseisaku/kuse/johosesaku/20180401keikaku.html 253,639

13104 東京都 新宿区 1 平成30年３月 平成30年４月 新宿区情報化戦略計画 http://www.city.shinjuku.lg.jp/soshiki/joho01_001001.html 342,297

13105 東京都 文京区 4 平成31年３月 平成31年４月 文京区ICT推進ビジョン https://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/profile/sosiki-busyo/joho/ictvision_pc.html 217,419 New!

13107 東京都 墨田区 1 平成31年３月 平成31年３月 墨田区行政情報化推進計画 http://www.city.sumida.lg.jp/kuseijoho/sumida_kihon/ku_kakusyukeikaku/jouhouka_keikaku.html 268,898 New!

13112 東京都 世田谷区 1 平成30年３月 平成30年４月 世田谷区情報化事業計画 http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/107/157/722/728/1840/d00131991.html 900,107
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■市区町村（75団体）
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策定
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13119 東京都 板橋区 1 平成31年３月 平成31年３月 板橋区ICT推進・活用計画2020 http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/086/086040.html 561,713 New!

13122 東京都 葛飾区 1 平成31年３月 平成31年４月 葛飾区ICT推進計画2016 http://www.city.katsushika.lg.jp/information/1000084/1006021/1011111.html 460,423 New!

13220 東京都 東大和市 1 平成31年３月 平成31年３月 第四次東大和市情報課推進計画 https://www.city.higashiyamato.lg.jp/index.cfm/36,96009,375,634,html 85,718 New!

14100 神奈川県 横浜市 3 平成30年５月 平成30年５月 横浜市官民データ活用推進計画 http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/seisaku/oisuishin/ 3,737,845

15100 新潟県 新潟市 1 平成30年１月 平成30年２月 新潟市ICT活用戦略 http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/seisaku/it/keikaku/ictsenryaku.html 796,773 New!

15204 新潟県 三条市 4 平成31年４月 平成31年４月 三条市官民データ活用推進計画 https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/somubu/johokanrika/10452.html 99,241 New!

17201 石川県 金沢市 4 平成30年２月 平成30年２月 金沢市ＩＣＴ活用推進計画 https://www4.city.kanazawa.lg.jp/11010/ictkeikaku/index.html 454,416 New!

17207 石川県 羽咋市 4 平成31年３月 平成31年３月 羽咋市地域IoT実装ビジョン https://www.city.hakui.lg.jp/shiseijouhou/machidukuri/3/7449.html 22,088 New!

18201 福井県 福井市 1 平成30年４月 平成30年５月 福井市ＩＣＴ利活用推進計画 http://www.city.fukui.lg.jp/sisei/tokei/it/ictrikatuyou.html?path=C60000/C60600/C60604/P19532 265,260

20204 長野県 岡谷市 1 平成31年３月 平成31年４月 岡谷市ＩＣＴ利活用推進ビジョン http://www.city.okaya.lg.jp/soshiki/4/24471.html 50,412 New!

20214 長野県 茅野市 1 平成30年４月 平成30年４月 茅野市ＩＣＴ活用戦略 http://www.city.chino.lg.jp//www/contents/1523956371804/index.html 56,107

20220 長野県 安曇野市 1 平成31年３月 平成31年４月 第１次安曇野市情報化基本方針 http://www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/8/52968.html 98,056 New!

22203 静岡県 沼津市 3 平成31年３月 平成31年３月 沼津市官民データ活用推進計画 http://www.city.numazu.shizuoka.jp/shisei/keikaku/various/kanmindata/index.htm 197,349 New!

22210 静岡県 富士市 1 平成31年２月 平成31年２月 第三次富士市情報化計画 http://www.city.fuji.shizuoka.jp/shisei/c1501/rn2ola000000t9tl.html 254,867 New!

22212 静岡県 焼津市 1 平成30年７月 平成30年７月 焼津市情報化推進計画【第二版】 https://www.city.yaizu.lg.jp/g02-006/johoka/suisin_plan.html 140,516

22216 静岡県 袋井市 1 平成31年３月 平成31年４月 第３次袋井市ＩＣＴ推進計画・官民データ活用推進計画 https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/kurashi/soshiki/ict/01/ict/1558667428379.html 87,908 New!

22220 静岡県 裾野市 3 平成30年11月 平成30年11月 裾野市官民データ活用推進計画 http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/3/1/7/deta_utilization/8982.html 52,484

22304 静岡県 南伊豆町 4 平成30年９月 平成30年10月 南伊豆町官（公）民データ活用推進計画 http://www.town.minamiizu.shizuoka.jp/docs/2018100400017/ 8,518 New!

22429 静岡県 川根本町 3 平成30年７月 平成30年７月 川根本町官民データ活用推進計画 https://www.town.kawanehon.shizuoka.jp/soshiki/johoseisaku/juhoseisaku/7221.html 7,062 New!

23100 愛知県 名古屋市 1 平成31年３月 平成31年３月 名古屋市ICT活用に関する基本方針 http://www.city.nagoya.jp/somu/page/0000033313.html 2,288,240 New!

24204 三重県 松阪市 1 平成30年３月 平成30年３月 松阪市情報化推進計画２０１８ https://www.city.matsusaka.mie.jp/soshiki/4/ictplan1.html 165,472

25201 滋賀県 大津市 1 平成31年３月 平成31年４月 大津市デジタルイノベーション戦略 http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/001/1218/g/keikaku/23709.html　 342,460 New!

27100 大阪府 大阪市 1 平成30年３月 平成30年３月 大阪市ICT戦略　第2版 http://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000320729.html 2,702,432

27203 大阪府 豊中市 1 平成30年３月 平成30年３月 豊中市情報化計画 http://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/denshi/denshi_jichitai/johoplan.html 405,974

27205 大阪府 吹田市 1 平成31年３月 平成31年３月 吹田市第４期情報化推進計画 http://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-gyoseikeiei/johoseisaku/_95274.html 370,583 New!

27210 大阪府 枚方市 1 平成30年４月 平成30年４月 第2次枚方市情報化計画 http://www.city.hirakata.osaka.jp/0000000044.html 403,989

27211 大阪府 茨木市 1 平成30年２月 平成30年２月 次なる茨木のためのICTビジョン http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/kikaku/joho/menu/ICTvision.html 281,675

http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/086/086040.html
http://www.city.katsushika.lg.jp/information/1000084/1006021/1011111.html
https://www.city.higashiyamato.lg.jp/index.cfm/36,96009,375,634,html
http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/seisaku/oisuishin/
https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/somubu/johokanrika/10452.html
https://www.city.hakui.lg.jp/shiseijouhou/machidukuri/3/7449.html
http://www.city.fukui.lg.jp/sisei/tokei/it/ictrikatuyou.html?path=C60000/C60600/C60604/P19532
http://www.city.okaya.lg.jp/soshiki/4/24471.html
http://www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/8/52968.html
http://www.city.numazu.shizuoka.jp/shisei/keikaku/various/kanmindata/index.htm
http://www.city.fuji.shizuoka.jp/shisei/c1501/rn2ola000000t9tl.html
https://www.city.yaizu.lg.jp/g02-006/johoka/suisin_plan.html
https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/kurashi/soshiki/ict/01/ict/1558667428379.html
http://www.city.susono.shizuoka.jp/soshiki/3/1/7/deta_utilization/8982.html
http://www.town.minamiizu.shizuoka.jp/docs/2018100400017/
https://www.town.kawanehon.shizuoka.jp/soshiki/johoseisaku/juhoseisaku/7221.html
http://www.city.nagoya.jp/somu/page/0000033313.html
https://www.city.matsusaka.mie.jp/soshiki/4/ictplan1.html
http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/001/1218/g/keikaku/23709.html%E3%80%80
http://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000320729.html
http://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/denshi/denshi_jichitai/johoplan.html
http://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-gyoseikeiei/johoseisaku/_95274.html
http://www.city.hirakata.osaka.jp/0000000044.html
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/kikaku/joho/menu/ICTvision.html
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27227 大阪府 東大阪市 1 平成30年４月 平成30年４月 東大阪市　情報化推進計画 https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000007814.html 491,939 New!

28202 兵庫県 尼崎市 4 平成31年３月 平成31年３月 尼崎市官民データ活用推進計画 http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/si_kangae/si_keikaku/1015957.html 462,744 New!

28207 兵庫県 伊丹市 1 令和元年５月 令和元年６月 情報化推進にあたっての基本指針 http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SOMU/JYOHO/1559088190924.html 202,193 New!

29203 奈良県 大和郡山市 4 平成30年３月 平成30年３月 大和郡山市官民データ活用推進計画 https://www.city.yamatokoriyama.nara.jp/govt/keikaku/other/004990.html 87,222

29205 奈良県 橿原市 4 平成30年６月 平成30年７月 橿原市官民データ活用推進計画 https_://www.city.kashihara.nara.jp/johosys2/kanmin-pla
n/kanmin-plan.html 122,945

29425 奈良県 王寺町 4 平成31年３月 平成31年４月 王寺町ICT利活用計画 http://www.town.oji.nara.jp/kakuka/somu/somu/information/3175.html 24,040 New!

32206 島根県 安来市 1 平成31年３月 平成31年３月 第２次安来市情報化計画 https://www.city.yasugi.shimane.jp/shisei/keikaku/toshi/johokakeikaku.html 39,409 New!

33100 岡山県 岡山市 1 平成31年３月 平成31年３月 岡山市情報化指針(2017～2021)【改訂版】 http://www.city.okayama.jp/kikaku/jouhou/jouhou_t00062.html 709,188 New!

35202 山口県 宇部市 4 平成30年９月 平成30年９月 宇部市官民データ活用推進計画 http://www.city.ube.yamaguchi.jp/shisei/keikaku/jouhoudenshi/opendata/documents/kanmindata.pdf 166,847 New!

36201 徳島県 徳島市 1 平成31年３月 平成31年４月 徳島市情報化基本計画 https://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/machi_keikaku/jyoho_kihon.html 255,309 New!

37201 香川県 高松市 4 平成31年３月 平成31年３月 スマートシティたかまつ推進プラン http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/shinotorikumi/keikaku/sonota/smartcityplan.html 429,189 New!

38201 愛媛県 松山市 1 平成31年３月 平成31年３月 松山市情報化推進指針２０１９ http://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/keikaku/kodojohoka/shishin2019.html 514,877 New!

40130 福岡県 福岡市 4 令和元年６月 令和元年6月 福岡市データ活用推進化計画 https://www.city.fukuoka.lg.jp/soki/joho/shisei/chiikijyouhouka.html 1,529,040 New!

40230 福岡県 糸島市 1 平成31年１月 平成31年１月 糸島市ICTまちづくり推進計画 http://www.city.itoshima.lg.jp/s007/010/080/010/20190116155736.html 100,750 New!

42205 長崎県 大村市 2 平成31年４月 平成31年４月 大村市官民データ活用推進計画 https://www.city.omura.nagasaki.jp/jouhou/shise/shokai/shisaku/kekaku/kanmindatakatsuyou.html 95,784 New!

46201 鹿児島県 鹿児島市 1 平成30年３月 平成30年３月 第四次鹿児島市地域情報化計画 https://www.city.kagoshima.lg.jp/soumu/soumu/jousys/shise/johoka/johoka/kekaku/index.html 605,506

46203 鹿児島県 鹿屋市 1 平成31年３月 平成31年４月 鹿屋市情報化計画 http://www.e-kanoya.net/htmbox/jyouhou/jyouhou_plan2012.html 104,381 New!

46216 鹿児島県 日置市 3 平成30年８月 平成30年８月 日置市官民データ活用推進計画 https://www.city.hioki.kagoshima.jp/jyouhou/shisejoho/shisaku/kakushukekaku/kanminde-takatuyou.html 49,305

46525 鹿児島県 瀬戸内町 3 平成30年11月 平成31年４月 瀬戸内町官民データ活用推進計画 https://www.town.setouchi.lg.jp/shinkou/cho/chosei/sisaku/keikaku/kanmin.html 9,009 New!

47201 沖縄県 那覇市 1 平成31年４月 平成31年４月 第五次那覇市情報推進計画 https://www.city.naha.okinawa.jp/admin/administration/sikeikaku/daigojijohokakeikaku.html 323,290 New!

47215 沖縄県 南城市 1 平成30年３月 平成30年３月 第4次南城市情報化基本計画 http://www.city.nanjo.okinawa.jp/shisei/files/55f49c82c2ee70a86337305d178f9272.pdf 43,669 New!

※策定パターン
１．既存の情報化推進計画等を見直して（または見直し・策定に合わせて）、官民データ活用推進計画として整理した。
２．既存の情報化推進計画等を（改定を行わず）、官民データ活用推進計画として正式に位置づけた。
３．既存の情報化推進計画等とは別に、官民データ活用推進計画を新規に策定した。
４．既存の情報化推進計画等が存在しないため、官民データ活用推進計画を新規に策定した。

※公開年月は、既存計画の公開年月ではなく官民データ活用推進計画としてHP等で公開・周知された年月を指します。
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