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皆様、こんばんは。現在、広島市の副市長、そしてCIOを

兼務しております豊田麻子です。本日はお招きいただき、お

話しさせていただく機会をつくっていただいたITU協会様に

感謝申し上げたいと思います。本日、お集まりいただいた中

には、郵政省時代、またその後の総務省、NICT時代に御一

緒させていただいた方も多く、中には十何年ぶりにお会いす

る方もいらっしゃり、懐かしく、うれしく思う次第です。

私は平成20年7月から総務省より広島市に出向しており、

今、ちょうど2年3か月ぐらいたったところです。簡単に女性

副市長として広島市に行った経緯を御説明します。

今期3期目になる今の広島市長である秋葉氏が、1期目か

ら公約にしていたのが女性副市長の登用であり、広島市から

総務省に女性副市長で特にICTの業務を兼務できる人のリク

エストがあったとうかがっています。私は、もともと自治体

の仕事にも興味を持っておりましたので、是非チャレンジさ

せてください、と言ってお引き受けすることを決めました。

しかし、その後、実は、女性副市長は、市議会において過

去3回否決された経緯があったことを知り、市議会で承認さ

れるまで、本当に広島市に行けるのか正直かなり不安に思っ

ていました。それでも、何とか市議会の同意も得られ、7月

から働くことができ、現在、副市長、CIOとして日々、頑張

っているところです。

早速ですが、広島はどんなところかということを、お国自

慢も含めて説明します。

広島市は人口約117万人、面積905.13m2。現在、政令指

定都市は19ありますが、人口的にはナンバー10になります。

私が大学時代を過ごした仙台市が人口規模と面積でほぼ同

じぐらいです。市政が施行されたのは全国的に市政が施行さ

れた1889年。1980年に政令指定都市に移行しています。

広島には、二つの世界遺産、原爆ドームと宮島の厳島神

社があるので、平和を希求する国際平和都市として、また観

2．広島市ってどんなところ?

1．広島市女性副市長誕生の経緯

光都市として世界各地から人がいらっしゃいます。広島市の

年間の観光客数が約1000万人、そのうち外国の方々が約30

万人ぐらいです。特に、他都市と違うのは、欧米からの観光

客が多く、最近ではフランスのミシュランのガイドブックに

宮島が掲載されたことをきっかけにフランス人が増えていま

す。

名物としてお好み焼きや牡蠣（かき）があるのは有名です

が、広島はおいしいお酒どころでもあります。本当においし

いので、是非皆様、お試しいただきたいと思います。スポー

ツでは、野球の広島カープ。今年は成績が5位ですが、是非

来年は何とかクライマックスシリーズまでしっかり頑張って

ほしいと思っています。そしてサッカーはサンフレッチェ、こ

ちらは大変頑張っています。広島の企業で有名なのは車のマ

ツダです。また広島と言えば、お好み焼きのオタフクソース。

東京でよく見かけるパン屋のアンデルセンも本店は広島です。

コンビニのポプラもそうです。また、バレーボールのミカサや

スポーツ用品のモルテンなども広島出身です。

広島は今、2020年のオリンピックの招致に向けて検討を進

めています。

3．オリンピック招致の検討

「ICTの利活用により地域を元気に」
～市民が主役となるICT社会の実現に向けて～
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図１．広島市ってどんなところ？
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なぜ2020年なのか。世界4300（2010年10月時点）を超え

る都市がメンバーとなっている平和市長会議とともに、広島

市は2020年までの核兵器の廃絶を目指しています。2020年

に核兵器廃絶が実現した暁には、平和の祭典であるオリンピ

ックを開催したいという強い思いで招致の検討を進めていま

す。基本計画の案が先日発表になりましたので、簡単に、特

にICTが関係する部分を中心に説明します。

全く新しいオリンピック開催モデルの提案をしています。

複数都市の協力をいただきながら開催することにしており、

検討会にも、多数の都市の首長の方々に御参加いただいて

います。

また新しいパブリックビューイングの方式であるポップア

ップスタジアムなどを活用し、できるだけ多くの方に会場に

行かなくても生々しい競技の様子を見ていただけるようにし

たいと考えています。

施設については、新しい施設を作るのではなくなるべく現

有施設や特設施設を活用する。最近はプールなどでも2週間

ぐらいで造って、大会が終わったら2週間ぐらいで、すぐに片

付けられる施設もあり、活用されています。このように、な

るべくお金のかからないオリンピック開催案を検討していま

す。

また平和の発信という点では、8月6日の平和記念式典に

皆様に参加いただき、翌日に開会式を開催することを考えて

います。

優れた都市環境を活かした大会運営として、大幅にICTを

活用して円滑な大会運営をするとともに効率的な運営をしよ

うとしています。

最後に、国内外の協力を得て大会開催をするということ

です。特に広島は平和を祈念する使命を持っている都市とい

うこともあり、国家間だけではなく都市間が手をつないでい

くことが大変重要になっています。オリンピックの開催に向

けてそういった都市間の連携に重点を置いています。

次に、私は広島市のCIOですが、どんな仕事をしているの

かを説明します。広島市の場合はCIOの設置規則を策定し、

その職務を明確化し、情報化施策を総合的かつ計画的に推

進する、いわば情報化施策に関する事業を統括する立場にあ

ります。

設置規則がきちんと整備されていることによって、総務や

財政などを有する市長事務局におけるシステムの高度化を推

4．広島市CIOの仕事

進するのみならず、行政委員会である教育委員会が所管する

小学校や中学校をはじめとする学校のICT化など、各種の情

報化施策についても推進する立場にあります。また、水道局

や病院事業局といった公会計で実施している外部部局に関

してもシステムの導入から、病院で言えば地域連携とか救急

車との連携などについてもCIOとして意見を言い、きちんと

進めていく権限を持っています。ですから、市役所の中では

トータルにICTの施策を進めていくことができます。

併せて、私は副市長として組織横断的な政策手法である

クロスセクションを担当しています。高齢者、子ども、障害

者、環境エネルギー、平和、男女共同参画、里ライフなどの

市の主要7分野についての組織横断的な業務を担当してお

り、ICTの業務だけでなくこれらの業務を一緒に担当するこ

とで、より広島市のICTの利活用についてのアイデアが深ま

っているのではないかと思います。

広島市では、広島市ICTビジョンという今後6年間の情報

化基本計画を策定しました。特に力を入れたのは、市民が主

役となるICT社会の実現です。市役所の場合は、行政サービ

スは市民が主役であることは当たり前なのですが、ICTにつ

いては、システムの導入やインフラの整備など提供者側の視

点に関心がいきがちです。このビジョンでは、市民の視点で、

どうICT社会を切り開いていくのかを描きたかったのです。

広島は、ICT先端都市を目指しているのですが、この「先

端」というのは、特に技術的に先端ということではなく、市

民の方々がICTを利活用して自分たちの生活の利便性を上げ

ること、そういった意味での先端的な都市を目指すことを考

えています。

四つの戦略目標を掲げています。1点目は市民が主体的に

5．広島市ICTビジョン　市民が主役となるICT社会の実現

図２．広島市ICTビジョン　市民が主役となるICT社会の実現
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行動するための「ICT力」の向上。そして2点目が、ICT利活

用の「広島モデル」の構築。3点目が、市民が利便を実感で

きる環境に優しい「e-市役所」の実現。そして4点目が、安

全・安心にICTを利活用するための「ネットワーク環境」の

構築となります。

1点目は、市民のICT利活用能力の向上です。世の中は自

分が好むと好まざるとに関係なくICT化が進んでいるという

現実があります。そういった意味で積極的に自分の生活に取

り入れるか取り入れないかは当然個人の自由ですが、ある程

度の知識を持たないといけないということもあり、公民館な

どを中心に、ICT力の向上を図るような取組を行います。

従来から公民館ではパソコン教室などを行っているのです

が、より一層、その体制を強化する。ボランティアの方々を

募って体制を組み、このボランティアの方々が、本当に身近

な、例えば携帯電話の使い方など、簡単なレベルのところか

ら、インターネットの活用などもう少し高いレベルのところ

まで、多種多様な講座を教えます。

もう一つ、ICTで期待されていることが、地域でのコミュ

ニティの復活です。地域ではコミュニティのつながりがだん

だん薄れています。そのコミュニティについて、フェイス・

トゥ・フェイスのコミュニケーションの代替はできないのです

が、ICTでコミュニケーションの補完をしたいと考えていま

す。町内会の地域ポータルサイトをきっかけに皆がつながっ

ていく、またそれがきっかけになって皆が公民館に物理的に

集まってくるといったような、きっかけ作りをしたいと考え

ています。

こういった活動をするために、公民館のパソコンも環境整

6．市民の活動を支えるICT

備だけではなく、人的な体制、枠組みも今、強化していると

ころです。

市民のICT力と言ったときに、やはり子どものICT力がと

ても大事だと思っています。

1点目は、子供の「ICT力」の向上、子どもがICT利活用

能力を身につけること。一方で、今、子どもたちがネット犯

罪に巻き込まれる話も多いですが、ICTやメディアとの付き

合い方についても子どもたちが知識をちゃんと身につけてい

くようにしたいと思っています。

2点目は、ICTを利活用した「わかる授業」「考える授業」

の実現です。広島は今年度からひろしま型カリキュラムとい

う、広島独自のカリキュラムを公立の小学校5年生から中学

校3年生まで実施しています。このカリキュラムの目指してい

るところは、子どもたちが自ら情報収集し、そして思考、判

断し更に自分の意見を表現する、そういった子どもを育成す

ることを考えています。こうした教育にICTの活用は有効と

いうこともあり、先生たちの「わかる授業」「考える授業」の

実践のためのICT利活用に取り組んでいます。

先生方も、ICTを使って授業しなさいと言っても、個人差

があるので、ICTが得意ではない先生方などをサポートする

ために、各学校にICT支援員を派遣し、体制強化を図ってい

ます。

3点目として、こういったことを実現するために、全教室

への50インチ地上デジタルテレビの導入、全教職員へのパソ

コンの導入等、ICT環境の充実を図っています。

次に、ICT力向上による障害者や高齢者の社会参画の促

進です。視覚障害者や聴覚障害者など障害を持っている方

は、ICTを利活用することにより社会参画が非常に進みます。

現在、こうした方々の社会参画支援の一環として、民間企

業等とも連携しながら、パソコンの個別指導、セミナーの開

催などを含め一生懸命力を入れて取り組んでいます。

デジタルサイネージを街なかに設置して、行政情報、地域

情報の提供をはじめ各種のイベントなどとタイアップするこ

9．広島デジタルサイネージ

8．ICT力向上による障害者や高齢者の社会参画の促進

7．学校のICT化
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図３．市民の活動を支えるICT
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とにより、地域を活性化していきたいと思っています。今の

ところは、まだ、イベントにおける活用や連携が多いのです

が、今後、地域の商店街の活性化などにも活用していきたい

と思っています。

今年の取組としては、デジタルサイネージで8月6日の平和

祈念式典のライブ配信を行いましたが、多くの方々が通勤途

中に足を止められ、サイネージに向かって黙祷されているの

が印象的でした。

もう一つ、今、正に力を入れているプロジェクトですが、

救急体制の充実です。広島市の消防局が所有している救急

車は44台ありますが、この44台の救急車すべてに画像伝送装

置の取り付けを行います。広島市内にある主要4病院にシス

テムをつなぎ、搬送中の重篤患者の様子が画像で病院に映

し出され、医師からの指示が的確に行えるようになることな

どにより、救急救命率を上げていきたいと考えています。

こうした取組については、他の自治体において実験レベル

で行っているところもありますが、この規模でここまで本格

的に実施するのは全国的にも初めてということで、今、シス

テム構築に取り組んでいるところです。

e-市役所の実現は、平成20年に私が広島市に就任して以

来、検討を進めていますが、平成25年ぐらいを目途に今、す

べてのシステムの高度化を行っています。

実際には、窓口のサービスを向上しようということで、特

にワンストップサービスの実現やコンビニ収納、電子納付の

導入、電子申請システムの拡充など、市民の方々の行政サ

ービス利便性を上げていきたいと考えています。またマイe-

市役所ということで、自分自身にかかわる情報をいつでもロ

グインして見られるようなこともできないかと検討をしており

ます。

11．e-市役所の実現

10．救急体制の充実　ICTを活用した安全・安心なまち作り

先ほど、自治体で仕事をするのはかなり大変なのではない

かと聞かれました。私も一番心配していたのは、職員の方々

が、特にこのようにいろいろな新しいことをやってみようと

いうときに、「それはちょっと」と硬い反応をされてやんわり

と断られることが多いのではないかということでした。しか

し、その心配はいい意味で裏切られています。職員の方々は

本当に熱心に、時には私以上にフットワーク軽く、どんどん

こういうのをやっていくといいのではないかと、新しいことを

考えている職員も多いです。

仕事をしていてうれしいと思う瞬間があります。それは、

最初は反応が悪くても、何かのことをきっかけに職員の人た

ちが、これはやっていこうと言って、いろいろなプロジェクト

が一気に進むときです。

CIOや副市長という重責を担わせていただいて、今回、マ

ネジメントする立場になって考えることは、職員の方々のや

る気をどのように引き出すかということです。こういうこと

で人はやる気になるのかと実感できるときは大変うれしく思

います。逆にいろいろなことを始めるときに、常にうまくい

くとは限らないので、それをいかにうまい方向に転じていく

ように仕掛けていくかということが私の仕事だと思っていま

す。

本日は、どうもありがとうございました。

（2010年10月29日　第387回ITUクラブ講演より）

12．おわりに
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図４．e-市役所の実現

窓口サービスの向上 納付手続の多様化 

オンラインで高度な行政手続 

各課効率的なデータ連携 

総合窓口 

証明書自動交付機等の導入 

コンビニ 公共施設 自動交付機 マルチコピー機 

必要最低限の移動で 
引越し手続が可能 

各種手続 
・転入届 
・軽自動車登録 
・水道の使用開始 等 

・小中学校転校 
・国民健康保険加入 

コンビニ 

いつでもどこでも 
税金の支払いが可能 

金融機関 ATM 

インターネットバンキング 

区役所 

インターネット経由で 
手続が行える 

公共施設 サーバー 

電子申請システムの拡充 

・公共施設予約 
・図書館の貸出し予約 等 

コンビニ収納・電子納付の導入 

市 民 

区役所以外でも最寄りの 
場所で証明書が入手可能 


