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計画策定セミナーのプログラム案

計画策定セミナーの概要

2

⚫ 令和4年度のスマートシティ官民連携プラットフォーム オンラインセミナーの第1回と第2回では、スマートシティの進め方やスマートシティの計画
（戦略）策定についてご紹介する計画策定セミナーを実施します。

⚫ 第1回目は、概要編として、スマートシティの進め方の全体像や、スマートシティ計画（戦略）の策定段階における取組について概説します。
⚫ 第2回目は、事例編として、スマートシティ計画（戦略）策定済みの自治体担当者をお招きし、事例紹介等を行っていただく予定です。

回

第１回：
計画策定セミナー①
（概要編）

プログラム 内容

第２回：
計画策定セミナー②
（事例編）

1．スマートシティの進め方

2．スマートシティ計画（戦略）とは

3．スマートシティ計画（戦略）作成上のポイント

✓ スマートシティガイドブックの内容を踏まえ、スマートシティの進
め方の全体像と、「計画（戦略）策定段階」の取組内容
について概説する

✓ スマートシティ計画（戦略）とはどのようなものであるか、作
成事例を紹介しつつ、その内容等について概説する

✓ スマートシティ計画（戦略）に掲載されることの多い項目に
ついて、その内容イメージや、検討にあたってのポイント等に
ついて概説する

1．概要編の振り返り

2．スマートシティ計画（戦略）の策定事例

✓ 概要編を簡単に振り返り、続く「2.スマートシティ計画（戦
略）の策定事例」の導入を行う

✓ すでにスマートシティ計画（戦略）を策定している自治体
担当者（2-3団体を想定）に登壇いただき、計画（戦
略）の概要や策定にあたっての工夫点・苦労点等について
説明いただく

✓ 事例紹介後、パネルディスカッション形式でより実務的な内
容について話題を共有する



1.スマートシティの進め方
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1.スマートシティの進め方
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スマートシティの進め方

（1）スマートシティの進め方

⚫ スマートシティの推進にあたっては、①初動段階、②準備段階、③計画（戦略）作成段階、④実証・実装段階、⑤定着・発展段階、の5
つのプロセスがあるとされています。

出所：『スマートシティガイドブック』をもとに作成



1.スマートシティの進め方
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スマートシティの実現に向けて～全体見取り図～

（2）全体見取り図

⚫ 前頁で見たスマートシティ推進にあたっての各プロセスごとに、プロジェクト全体の推進とあわせ、①推進体制、②資金的持続性、③市民参画、
④都市OSの導入、⑤評価KPI、の各論点について検討していくことが求められます。

出所：『スマートシティガイドブック』をもとに作成



1.スマートシティの進め方
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計画（戦略）作成段階の進め方イメージ ①千葉県千葉市の例

（3）計画（戦略）作成段階の進め方イメージ（1/2）

⚫ スマートシティ計画（戦略）の作成の一般的な進め方として、庁内横断的な検討組織を立ち上げ内部的な検討・合意形成を行いつつ、地
域の関係者等が参画するスマートシティ推進主体の立ち上げ・運営を並行して行い、最終的にパブリックコメント等を経る流れが考えられます。

出所：『（仮称）千葉市スマートシティ推進ビジョン策定方針』をもとに作成

✓ 千葉市では、新基本計画（総合計画）の審議会にスマートシティ部会を設け、有識者を交えながらその内容について検討を進めています。
✓ 市民・企業等の声を取り入れ、市民との意見交換会等を経ながらビジョンの策定を行っています。



1.スマートシティの進め方
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計画（戦略）作成段階の進め方イメージ ②長野県長野市の例

（3）計画（戦略）作成段階の進め方イメージ（2/2）

⚫ スマートシティ計画（戦略）の作成の一般的な進め方として、庁内横断的な検討組織を立ち上げ内部的な検討・合意形成を行いつつ、地
域の関係者等が参画するスマートシティ推進主体の立ち上げ・運営を並行して行い、最終的にパブリックコメント等を経る流れが考えられます。

出所：『NASC 令和3年度第2回総会 会議資料』をもとに作成

✓ 長野市では、計画策定にあたり、NAGANOスマートシティコミッション（NASC）を立ち上げ、地域関係者等と連携して検討を進めています。
✓ 総会とあわせてワーキンググループ（WG）を開催し、具体的な内容についての検討を深めています。



2.スマートシティ計画(戦略)とは
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2.スマートシティ計画(戦略)とは
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自治体のスマートシティ計画（戦略）

（1）策定が進む自治体のスマートシティ計画（戦略）

⚫ スマートシティに取り組む自治体では、その取組の方向性について取りまとめた「スマートシティ計画（戦略）」の策定が進んでいます。

出所：各自治体のスマートシティ計画（戦略）をもとに作成

and more…

and more…



2.スマートシティ計画(戦略)とは
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スマートシティ計画（戦略）の構成イメージと各項目の概要

（2）スマートシティ計画（戦略）の構成イメージ

⚫ 計画（戦略）の構成は自治体により様々ですが、公表事例では、①策定の趣旨・位置づけ、②（XX市の）現状・課題、③基本方針、
④推進体制、⑤個別施策、⑥ロードマップ、⑦情報セキュリティ・個人情報保護の考え方、⑧用語集、といった項目が多く見られます。

XX市 スマートシティ推進計画

１．策定の趣旨・位置づけ

２．（XX市の）現状・課題

３．基本方針

４．推進体制

５．個別施策（具体的な取組）

６．ロードマップ

７．情報セキュリティ・個人情報保護の考え方

８．用語集

注：上記はあくまで公表ベースの自治体のスマートシティ計画（戦略）をもとに構成イメージとして示すものであり、策定にあたっては、個々の自治体の状況にあわせて構成・内容を検討ください

構成イメージ 概要

✓ スマートシティ計画（戦略）の策定に至った背景や狙い、
計画の位置づけ（総合計画等との関係）等について記載
する

✓ 住民等の課題解決の手段としてスマートシティに取り組むこ
とから、住民生活等に関する現状・課題について記載する

✓ スマートシティ推進にあたり重視すべき考え方（理念等）、
コンセプト、計画期間等について記載する

✓ 定量的な目標設定を行う場合、指標・目標値を記載する

✓ スマートシティは、庁内・外ともに多数の関係者が参画し推
進されるものであるため、推進体制について記載する

✓ 現状・課題を踏まえ、分野ごとの具体的な取組内容や方
向性について記載する

✓ 計画期間中に具体的に取り組む事項について、ロードマップ
として記載する

✓ 前提知識のない者であってもその内容を理解できるよう、用
語集を作成する

✓ スマートシティ推進にあたり様々なデータを取り扱うことから、
情報セキュリティや個人情報保護の考え方について記載す
る



2.スマートシティ計画(戦略)とは
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スマートシティ計画（戦略）の事例紹介 ①千葉県千葉市 ②静岡県沼津市

（3）スマートシティ計画（戦略）の事例紹介（1/3）

⚫ スマートシティに取り組む自治体の多くが、独自のスマートシティ計画（戦略）を作成・公表しています。
⚫ ここでは、具体的なイメージを共有するために、千葉県千葉市と、静岡県沼津市の事例を紹介します。

出所：『千葉市スマートシティ推進ビジョン』『X-Tech NUMAZU VISION』をもとに作成

名称 千葉市スマートシティ推進ビジョン

計画期間 20年後を見据えての10年程度を対象
※ 国の政策の方針や先端技術などの動向を踏

まえ、5年程度を目安に見直す。

参考URL https://www.city.chiba.jp/sogoseisaku/m
iraitoshi/smartcity/documents/smartcity_
vision.pdf

名称 X-Tech NUMAZU VISION
Smart City Numazu Promotion Guideline Version 1.0

計画期間 5年
※ 2026年度以降は総合計画後期推進計画に

基づくまちづくりの各種施策と住民ニーズを踏ま
え、新たなサービス展開を検討する。

参考URL https://sites.google.com/view/xnlounge/
x-tech-
numazu%E3%83%93%E3%82%B8%E3
%83%A7%E3%83%B3

https://www.city.chiba.jp/sogoseisaku/miraitoshi/smartcity/documents/smartcity_vision.pdf
https://sites.google.com/view/xnlounge/x-tech-numazu%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3


2.スマートシティ計画(戦略)とは
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スマートシティ計画（戦略）の事例 ①千葉県千葉市

（3）スマートシティ計画（戦略）の事例紹介（2/3）

⚫ 『千葉市スマートシティ推進ビジョン』は、資料編を含めて全26ページとコンパクトな作りであり、イラスト等を用い親しみやすい形式としています。
⚫ 別途、「千葉市スマートシティプロジェクト2022」を作成し、毎年度これを更新することで、年度ごとの具体的な取組を示しています。

出所：『千葉市スマートシティ推進ビジョン』をもとに作成



2.スマートシティ計画(戦略)とは
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スマートシティ計画（戦略）の事例 ②静岡県沼津市

（3）スマートシティ計画（戦略）の事例紹介（3/3）

⚫ 『X-Tech NUMAZU VISION』は、作成時点で想定される具体的な内容を可能な限り反映したものとなっています。
⚫ 分野ごとに目指す姿を示し、提供サービスとデータ連携図、サービス提供スケジュール等を明示している点が特徴的です。

出所：『X-Tech NUMAZU VISION』をもとに作成



3.スマートシティ計画(戦略)作成上のポイント
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3.スマートシティ計画(戦略)作成上のポイント
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（0）スマートシティ計画（戦略）の構成イメージ（再掲）

⚫ ここから、「2.スマートシティ計画(戦略)とは」で示した構成イメージの各項目に沿って、具体的な事例と作成上のポイントについて解説します。

スマートシティ計画（戦略）の構成イメージと各項目の概要（再掲）

XX市 スマートシティ推進計画

１．策定の趣旨・位置づけ

２．（XX市の）現状・課題

３．基本方針

４．推進体制

５．個別施策（具体的な取組）

６．ロードマップ

７．情報セキュリティ・個人情報保護の考え方

８．用語集

注：上記はあくまで公表ベースの自治体のスマートシティ計画（戦略）をもとに構成イメージとして示すものであり、策定にあたっては、個々の自治体の状況にあわせて構成・内容を検討ください

構成イメージ 概要

✓ スマートシティ計画（戦略）の策定に至った背景や狙い、
計画の位置づけ（総合計画等との関係）等について記載
する

✓ 住民等の課題解決の手段としてスマートシティに取り組むこ
とから、住民生活等に関する現状・課題について記載する

✓ スマートシティ推進にあたり重視すべき考え方（理念等）、
コンセプト、計画期間等について記載する

✓ 定量的な目標設定を行う場合、指標・目標値を記載する

✓ スマートシティは、庁内・外ともに多数の関係者が参画し推
進されるものであるため、推進体制について記載する

✓ 現状・課題を踏まえ、分野ごとの具体的な取組内容や方
向性について記載する

✓ 計画期間中に具体的に取り組む事項について、ロードマップ
として記載する

✓ 前提知識のない者であってもその内容を理解できるよう、用
語集を作成する

✓ スマートシティ推進にあたり様々なデータを取り扱うことから、
情報セキュリティや個人情報保護の考え方について記載す
る



3.スマートシティ計画(戦略)作成上のポイント
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静岡県浜松市の事例

（1）ポイント①策定の趣旨・位置づけ（1/2）

⚫ 「策定の趣旨」を記載する際は、なぜスマートシティ計画（戦略）を必要とするのか、その背景・趣旨が明確になるようにします。
⚫ 「位置づけ」を記載する際は、関連する国等の各種方針・計画や、当該自治体の各種計画との関係が明確になるようにします。

1.策定の趣旨・
位置づけ

２．（XX市の
）現状・課題

３．基本方針 ４．推進体制
５．個別施策（
具体的な取組）

６．ロードマップ
７．情報セキュリ
ティ・個人情報保
護の考え方

８．用語集

出所：『浜松市デジタル・スマートシティ構想【解説版】』をもとに作成

作成上のポイント

⚫ なぜスマートシティ計画
（戦略）を策定するに
至ったのか、その背景・
趣旨を明確にしている

⚫ スマートシティ計画（戦
略）が、国等が公表し
ている方針・計画や、当
該自治体の上位計画
（総合計画等）、個別
計画とどのように関係し
ているかを明示している



3.スマートシティ計画(戦略)作成上のポイント
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静岡県沼津市の事例

（1）ポイント①策定の趣旨・位置づけ（2/2）

⚫ 「策定の趣旨」を記載する際は、なぜスマートシティ計画（戦略）を必要とするのか、その背景・趣旨が明確になるようにします。
⚫ 「位置づけ」を記載する際は、関連する国等の各種方針・計画や、当該自治体の各種計画との関係が明確になるようにします。

1.策定の趣旨・
位置づけ

２．（XX市の
）現状・課題

３．基本方針 ４．推進体制
５．個別施策（
具体的な取組）

６．ロードマップ
７．情報セキュリ
ティ・個人情報保
護の考え方

８．用語集

出所：『X-Tech NUMAZU VISION』をもとに作成

作成上のポイント

⚫ 総合計画との関係性を
より明確にしたい場合は、
沼津市の事例のように、
総合計画の体系と、ス
マートシティ計画（戦
略）の分野・サービスの
体系の紐づけを明示す
る方法が考えられる



3.スマートシティ計画(戦略)作成上のポイント

18

石川県加賀市の事例

（2）ポイント②（XX市の）現状・課題（1/2）

⚫ スマートシティの取組が求められる理由が明確になるよう、地域特有の現状や課題を整理します。
⚫ 課題を網羅的に挙げるケースと、スマートシティで取り組みたい分野にフォーカスして挙げるケースが見られます。

1.策定の趣旨・
位置づけ

２．（XX市の
）現状・課題

３．基本方針 ４．推進体制
５．個別施策（
具体的な取組）

６．ロードマップ
７．情報セキュリ
ティ・個人情報保
護の考え方

８．用語集

作成上のポイント

⚫ 加賀市では、当該自治
体を取り巻く現状につい
て様々な角度から触れ
た上で、「人口減少に端
を発する様々な課題の
表面化」として、各行政
分野に影響する課題に
ついて広範に言及してい
る

出所：『スマートシティ加賀推進計画（概要版）』をもとに作成



3.スマートシティ計画(戦略)作成上のポイント
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東京都渋谷区の事例

（2）ポイント②（XX市の）現状・課題（2/2）

⚫ スマートシティの取組が求められる理由が明確になるよう、地域特有の現状や課題を整理します。
⚫ 課題を網羅的に挙げるケースと、スマートシティで取り組みたい分野にフォーカスして挙げるケースが見られます。

1.策定の趣旨・
位置づけ

２．（XX市の
）現状・課題

３．基本方針 ４．推進体制
５．個別施策（
具体的な取組）

６．ロードマップ
７．情報セキュリ
ティ・個人情報保
護の考え方

８．用語集

作成上のポイント

⚫ 渋谷区では、分野ごとに
フォーカスするのではなく、
当該自治体が特に重要
視している現状・課題の
内容に焦点を当て、デー
タ等を用いながらその状
況について述べている

出所：『渋谷区スマートシティ推進基本方針』をもとに作成



3.スマートシティ計画(戦略)作成上のポイント
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静岡県浜松市の事例

（3）ポイント③基本方針（1/2）

⚫ 基本方針では、将来像（あるべき姿）や、目指す方向性（基本理念）、基本原則などについて整理します。
⚫ 『スマートシティガイドブック』に掲載されている3つの基本理念、5つの基本原則を参考とすることができます。

1.策定の趣旨・
位置づけ

２．（XX市の
）現状・課題

３．基本方針 ４．推進体制
５．個別施策（
具体的な取組）

６．ロードマップ
７．情報セキュリ
ティ・個人情報保
護の考え方

８．用語集

作成上のポイント

⚫ 浜松市では、基本方針
を、①将来像、②目指
す方向性（基本理
念）、③必要な視点、
④基本原則、という階
層構造で整理している

⚫ 必要な視点に独自性が
あり、基本原則は、『ス
マートシティガイドブック』
の5つの基本原則に近い
内容となっている

出所：『浜松市デジタル・スマートシティ構想【解説版】』をもとに作成



3.スマートシティ計画(戦略)作成上のポイント
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神奈川県鎌倉市の事例

（3）ポイント③基本方針（2/2）

⚫ 基本方針では、将来像（あるべき姿）や、目指す方向性（基本理念）、基本原則などについて整理します。
⚫ 『スマートシティガイドブック』に掲載されている3つの基本理念、5つの基本原則を参考とすることができます。

1.策定の趣旨・
位置づけ

２．（XX市の
）現状・課題

３．基本方針 ４．推進体制
５．個別施策（
具体的な取組）

６．ロードマップ
７．情報セキュリ
ティ・個人情報保
護の考え方

８．用語集

作成上のポイント

⚫ 鎌倉市では、基本方針
を、目指すべき方向性を
明示し、基本理念と基
本方針を記載している

⚫ 基本理念には独自性が
見られ、“鎌倉らしさの継
承”等が掲げられている

⚫ 基本原則は、『スマート
シティガイドブック』の5つ
の基本原則に近い内容
となっている

出所：『鎌倉市スマートシティ構想』をもとに作成
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静岡県沼津市の事例

（4）ポイント④推進体制（1/2）

⚫ 推進体制については、庁内外の利害関係者等との関係性・役割分担について記載します。
⚫ 協議会等の推進主体を立ち上げる場合は、その体制について記載します。

1.策定の趣旨・
位置づけ

２．（XX市の
）現状・課題

３．基本方針 ４．推進体制
５．個別施策（
具体的な取組）

６．ロードマップ
７．情報セキュリ
ティ・個人情報保
護の考え方

８．用語集

作成上のポイント

⚫ 沼津市では、「X-Tech
NUMAZU協議会」を立
ち上げており、その体制
について記載している

⚫ パートナー企業として連
携している個別企業の
名称を記載して、けん引
役を明確にしている

⚫ アドバイザーの存在や位
置づけについても明記し
ている

出所：『X-Tech NUMAZU VISION』をもとに作成
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東京都渋谷区の事例

（4）ポイント④推進体制（2/2）

⚫ 推進体制については、庁内外の利害関係者等との関係性・役割分担について記載します。
⚫ 協議会等の推進主体を立ち上げる場合は、その体制について記載します。

1.策定の趣旨・
位置づけ

２．（XX市の
）現状・課題

３．基本方針 ４．推進体制
５．個別施策（
具体的な取組）

６．ロードマップ
７．情報セキュリ
ティ・個人情報保
護の考え方

８．用語集

作成上のポイント

⚫ 渋谷区では、立上げ期
と展開期とに分けて、区
における産官学民連携
組織の体制案を明示し
ている

⚫ その中で、各主体がどの
ような役割を果たすかを
明確にしている

⚫ 都市OSが推進主体とど
のような関わりを持つかを
体制図上で示している

出所：『渋谷区スマートシティ推進基本方針』をもとに作成
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千葉県千葉市の事例

（5）ポイント⑤個別施策（具体的な取組）（1/2）

⚫ 計画期間中に、分野ごとに具体的にどのような取組を行うかを記載します。
⚫ 分野ごとの現状・課題と、これに対する対応策をセットで記載するケースも見られます。

1.策定の趣旨・
位置づけ

２．（XX市の
）現状・課題

３．基本方針 ４．推進体制
５．個別施策（
具体的な取組）

６．ロードマップ
７．情報セキュリ
ティ・個人情報保
護の考え方

８．用語集

作成上のポイント

⚫ 千葉市では、取組みの
方向性を5つ明示し、そ
のそれぞれについて、目
指す姿とその要素、要素
ごとの方向性と取組例を
明示している

⚫ 具体的な内容は別途
「千葉市スマートシティプ
ロジェクト2022」にとりま
とめ、毎年度更新するこ
ととしている

出所：『千葉市スマートシティ推進ビジョン』をもとに作成
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静岡県沼津市の事例

（5）ポイント⑤個別施策（具体的な取組）（2/2）

⚫ 計画期間中に、分野ごとに具体的にどのような取組を行うかを記載します。
⚫ 分野ごとの現状・課題と、これに対する対応策をセットで記載するケースも見られます。

1.策定の趣旨・
位置づけ

２．（XX市の
）現状・課題

３．基本方針 ４．推進体制
５．個別施策（
具体的な取組）

６．ロードマップ
７．情報セキュリ
ティ・個人情報保
護の考え方

８．用語集

作成上のポイント

⚫ 沼津市では、スマートシ
ティで取り組む分野を7
つ明示し、それぞれにつ
いて、目指す姿、問題・
課題、取り組みを記載し
ている

⚫ これとあわせて、提供
サービスとデータ連携図
を掲載し、具体的にどの
ような種類のデータが取
得できるかを示している

出所：『X-Tech NUMAZU VISION』をもとに作成
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千葉県千葉市の事例

（6）ポイント⑥ロードマップ（1/2）

⚫ 計画期間中に、それぞれの取組をどのようなステップ、スケジュールで進めるのかを、ロードマップの形式で記載します。
⚫ 大きな取組単位で作成するケースと、個々の取組（事業）単位で作成するケースが見られます。

1.策定の趣旨・
位置づけ

２．（XX市の
）現状・課題

３．基本方針 ４．推進体制
５．個別施策（
具体的な取組）

６．ロードマップ
７．情報セキュリ
ティ・個人情報保
護の考え方

８．用語集

作成上のポイント

⚫ 千葉市では、20年度を
見据えて計画を作成し
ており、5年後、10年度、
20年度という大きな時
間軸の中で、主要なカテ
ゴリーごとの取組の方向
性を明示している

出所：『千葉市スマートシティ推進ビジョン』をもとに作成
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静岡県沼津市の事例

（6）ポイント⑥ロードマップ（2/2）

⚫ 計画期間中に、それぞれの取組をどのようなステップ、スケジュールで進めるのかを、ロードマップの形式で記載します。
⚫ 大きな取組単位で作成するケースと、個々の取組（事業）単位で作成するケースが見られます。

1.策定の趣旨・
位置づけ

２．（XX市の
）現状・課題

３．基本方針 ４．推進体制
５．個別施策（
具体的な取組）

６．ロードマップ
７．情報セキュリ
ティ・個人情報保
護の考え方

８．用語集

作成上のポイント

⚫ 沼津市では、分野ごとの
個々の取組（事業）の
単位で、今後5年間程
度のロードマップを作成し
ている

⚫ 直近年度については、上
期と下期に分けて、より
精緻なスケジュールとして
いる

出所：『X-Tech NUMAZU VISION』をもとに作成
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石川県加賀市の事例

（7）ポイント⑦情報セキュリティ・個人情報保護の考え方（1/2）

⚫ スマートシティ推進にあたり市民等の関心の高い、情報セキュリティや個人情報保護の考え方について明示します。
⚫ 参照すべきガイドライン等の内容を踏まえつつ、整備しているルールやポリシー等を示すとともに、今後の取組方針について記載します。

1.策定の趣旨・
位置づけ

２．（XX市の
）現状・課題

３．基本方針 ４．推進体制
５．個別施策（
具体的な取組）

６．ロードマップ
７．情報セキュリ
ティ・個人情報保
護の考え方

８．用語集

作成上のポイント

⚫ 加賀市では、スマートシ
ティリファレンスアーキテク
チャ、スマートシティセキュ
リティガイドラインに基づき、
①ガバナンス、②サービ
ス、③都市OS、④アセッ
トの4つのカテゴリごとに、
セキュリティ確保のための
取組内容を記載してい
る

出所：『スマートシティ加賀推進計画（概要版）』をもとに作成
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静岡県沼津市の事例

（7）ポイント⑦情報セキュリティ・個人情報保護の考え方（2/2）

⚫ スマートシティ推進にあたり市民等の関心の高い、情報セキュリティや個人情報保護の考え方について明示します。
⚫ 参照すべきガイドライン等の内容を踏まえつつ、整備しているルールやポリシー等を示すとともに、今後の取組方針について記載します。

1.策定の趣旨・
位置づけ

２．（XX市の
）現状・課題

３．基本方針 ４．推進体制
５．個別施策（
具体的な取組）

６．ロードマップ
７．情報セキュリ
ティ・個人情報保
護の考え方

８．用語集

作成上のポイント

⚫ 沼津市では、スマートシ
ティ推進に当たっての個
人情報の適切な取り扱
い及び情報セキュリティに
ついてのスタンスを明示し
ている

⚫ 浜松市と同様の4つのカ
テゴリごとに具体的なセ
キュリティ対策を実施す
ることについて言及してい
る

出所：『X-Tech NUMAZU VISION』をもとに作成
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静岡県浜松市の事例

（8）ポイント⑧用語集（1/2）

⚫ 市民等に対して計画の内容が分かりやすく伝わるよう、用語集を作成します（または、脚注で説明を付します）。
⚫ 本文中で用語が使用された場合、※等を付すことで、用語集との対応関係を明らかにします。

1.策定の趣旨・
位置づけ

２．（XX市の
）現状・課題

３．基本方針 ４．推進体制
５．個別施策（
具体的な取組）

６．ロードマップ
７．情報セキュリ
ティ・個人情報保
護の考え方

８．用語集

作成上のポイント

⚫ 浜松市では、用語集を
一般的な用語の定義に
とどめるのではなく、市の
取組等と関連付けて説
明することで、その内容
がより分かりやすくなるよ
う工夫している

出所：『浜松市デジタル・スマートシティ構想【解説版】』をもとに作成
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静岡県沼津市の事例

（8）ポイント⑧用語集（2/2）

⚫ 市民等に対して計画の内容が分かりやすく伝わるよう、用語集を作成します（または、脚注で説明を付します）。
⚫ 本文中で用語が使用された場合、※等を付すことで、用語集との対応関係を明らかにします。

1.策定の趣旨・
位置づけ

２．（XX市の
）現状・課題

３．基本方針 ４．推進体制
５．個別施策（
具体的な取組）

６．ロードマップ
７．情報セキュリ
ティ・個人情報保
護の考え方

８．用語集

作成上のポイント

⚫ 沼津市では、用語集を
五十音順で整理してお
り、辞書的に活用できる
よう工夫している

⚫ カタカナ用語について、
本来の語の意味を説明
することで、理解が深まる
よう工夫している

出所：『X-Tech NUMAZU VISION』をもとに作成
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スマートシティ計画(戦略)作成上のポイント

（9）まとめ

⚫ 他自治体のスマートシティ計画(戦略)を参考にしつつ、自地域の現状・課題を踏まえ、分かりやすい内容とすることを心がけましょう。
⚫ スマートシティガイドブックやスマートシティリファレンスアーキテクチャなどを活用し、基礎をしっかり押さえましょう。

策定の趣旨・位置づけ1

（XX市の）現状・課題2

基本方針3

推進体制4

個別施策（具体的な取組）5

ロードマップ6

情報セキュリティ・個人情報保
護の考え方

7

用語集8
✓ 前提知識のない者であってもその内容を理解できるよう、用

語集を作成する

✓ カタカナ言葉が多いことに留意し、できる限り
分かりやすい表現に努めるとともに、用語集
を作成して説明の補完を図る

✓ スマートシティ推進にあたり様々なデータを取り扱うことから、
情報セキュリティや個人情報保護の考え方について記載する

✓ 市民等に対し説明責任を果たし、安心感を
与える観点から、できるだけ分かりやすい表
現で情報保護の考え方等を整理する

✓ 計画期間中に具体的に取り組む事項について、ロードマップ
として記載する

✓ スマートシティの取組を今後段階的にどのよ
うに進めていくのかについて、合意形成できた
範囲でできるだけ具体的に記載する

✓ 現状・課題を踏まえ、分野ごとの具体的な取組内容や方向
性について記載する

✓ 計画期間中に具体的にどのような取組を行
うのかについて、取組の効用と合わせて分か
りやすく整理する

✓ スマートシティは、庁内・外ともに多数の関係者が参画し推進
されるものであるため、推進体制について記載する

✓ 庁内外の利害関係者との関係性や役割分
担、推進主体を立ち上げる場合はその体制
等を明確にする

✓ スマートシティ推進にあたり重視すべき考え方（理念等）、コ
ンセプト、計画期間等について記載する

✓ 定量的な目標設定を行う場合、指標・目標値を記載する

✓ 「スマートシティガイドブック」等を参考に、将
来像や目指す方向性(基本理念)、基本原
則などについて分かりやすく整理する

✓ 住民等の課題解決の手段としてスマートシティに取り組むこと
から、住民生活等に関する現状・課題について記載する

✓ スマートシティの取組が求められる理由が明
らかになるよう、地域特有の現状や課題を
整理する

✓ スマートシティ計画（戦略）の策定に至った背景や狙い、計
画の位置づけ（総合計画等との関係）等について記載する

✓ 個々の自治体の状況を踏まえ、スマートシテ
ィに取り組む背景・趣旨や、計画(戦略)と総
合計画等との関係を明確にする

構成イメージ 概要 作成上のポイント

スマートシティ計画(戦略)策定にあたっては、「スマートシティガイドブック」「スマートシティリファレンスアーキテクチャ」を参照ください
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（参考）事例リンク集

# 自治体名 資料名称 リンク

1 千葉県千葉市 千葉市スマートシティ推進ビジョン ここを
クリック

2 静岡県沼津市 X-Tech NUMAZU VISION ここを
クリック

3 静岡県浜松市 浜松市デジタル・スマートシティ構想 ここを
クリック

4 石川県加賀市 スマートシティ加賀推進計画 ここを
クリック

5 東京都渋谷区 渋谷区 スマートシティ推進基本方針 ここを
クリック

6 神奈川県鎌倉市 鎌倉市スマートシティ構想 ここを
クリック

https://www.city.chiba.jp/sogoseisaku/miraitoshi/smartcity/documents/smartcity_vision.pdf
https://www.city.chiba.jp/sogoseisaku/miraitoshi/smartcity/documents/smartcity_vision.pdf
https://drive.google.com/file/d/1iyPGHA2TT-aY4f7y6S-TlHY1YXFzdAS-/view
https://drive.google.com/file/d/1iyPGHA2TT-aY4f7y6S-TlHY1YXFzdAS-/view
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/documents/111253/digital_kaisetsu.pdf
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/documents/111253/digital_kaisetsu.pdf
https://www.city.kaga.ishikawa.jp/material/files/group/101/SmartCityKaga_suisinkeikaku_gaiyouban.pdf
https://www.city.kaga.ishikawa.jp/material/files/group/101/SmartCityKaga_suisinkeikaku_gaiyouban.pdf
https://shibuya-data.jp/pdf/shibuya_smartcity_basicpolicy_all.pdf
https://shibuya-data.jp/pdf/shibuya_smartcity_basicpolicy_all.pdf
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/smartcity/documents/smartcitykosohpyou.pdf
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/smartcity/documents/smartcitykosohpyou.pdf
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計画策定セミナーのプログラム案（再掲）

計画策定セミナーの概要（再掲）

35

⚫ 令和4年度のスマートシティ官民連携プラットフォーム オンラインセミナーの第1回と第2回では、スマートシティの進め方やスマートシティの計画
（戦略）策定についてご紹介する計画策定セミナーを実施します。

⚫ 第1回目は、概要編として、スマートシティの進め方の全体像や、スマートシティ計画（戦略）の策定段階における取組について概説します。
⚫ 第2回目は、事例編として、スマートシティ計画（戦略）策定済みの自治体担当者をお招きし、事例紹介等を行っていただく予定です。

回

第１回：
計画策定セミナー①
（概要編）

プログラム 内容

第２回：
計画策定セミナー②
（事例編）

1．スマートシティの進め方

2．スマートシティ計画（戦略）とは

3．スマートシティ計画（戦略）作成上のポイント

✓ スマートシティガイドブックの内容を踏まえ、スマートシティの進
め方の全体像と、「計画（戦略）策定段階」の取組内容
について概説する

✓ スマートシティ計画（戦略）とはどのようなものであるか、作
成事例を紹介しつつ、その内容等について概説する

✓ スマートシティ計画（戦略）に掲載されることの多い項目に
ついて、その内容イメージや、検討にあたってのポイント等に
ついて概説する

1．概要編の振り返り

2．スマートシティ計画（戦略）の策定事例

✓ 概要編を簡単に振り返り、続く「2.スマートシティ計画（戦
略）の策定事例」の導入を行う

✓ すでにスマートシティ計画（戦略）を策定している自治体
担当者（2-3団体を想定）に登壇いただき、計画（戦
略）の概要や策定にあたっての工夫点・苦労点等について
説明いただく

✓ 事例紹介後、パネルディスカッション形式でより実務的な内
容について話題を共有する


