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湖西市

 

◆計画名 

湖西市ＤＸ推進計画

 

◆個別計画

 「デジタルファースト宣言」の３つの方針に沿って

方針１ 

例：市税や手数料などのキャッシュレス化、行政手続きや公共施設予約のオンライン化、

水道スマートメーターの導入、道路の異常通報オンライン受付

方針２ 

例：自治体情報システムの標準化・共通化、

方針３ 

例：デジタルデバイド対策の充実、オープンデータの推進、

 

◆意見公募

令和３年

 

◆計画（案）の閲覧

市ウェブサイト、

情報コーナー（市役所

南部構造改善センター、北部多目的センター、中央図書館、新居図書館

 

◆提出方法

・電子申請

・メール

・郵送 

・FAX 

・直接窓口

 

◆今後の予定

令和３年１０月初旬

令和３年１０月中

≪メディアの方へ≫

☐ 取材をお願いします。

☐ 事前告知をお願いします。

� 情報提供をします。

デジタル技術を最大限活用し、市民の皆さんが便利さを実感

ったサービスを提供するため、

この計画（案）について、広く意見を求めるため、パブリックコメントを実施します。

湖西市

報道発表
2022 

湖西市 DX 推進計画（案）の意見公募（パブリックコメント）

  

湖西市ＤＸ推進計画

計画（案） 

「デジタルファースト宣言」の３つの方針に沿って

 市民向けサービスの

例：市税や手数料などのキャッシュレス化、行政手続きや公共施設予約のオンライン化、

水道スマートメーターの導入、道路の異常通報オンライン受付

 行政運営の

例：自治体情報システムの標準化・共通化、

 DX を実現するための環境整備

例：デジタルデバイド対策の充実、オープンデータの推進、

意見公募期間 

令和３年 9 月 1 日

計画（案）の閲覧場所

市ウェブサイト、DX

情報コーナー（市役所

南部構造改善センター、北部多目的センター、中央図書館、新居図書館

提出方法 

電子申請  

メール dx@city.

 〒431

 053

直接窓口 湖西市役所

今後の予定 

令和３年１０月初旬

令和３年１０月中   

≪メディアの方へ≫     

取材をお願いします。

事前告知をお願いします。

情報提供をします。

デジタル技術を最大限活用し、市民の皆さんが便利さを実感

ったサービスを提供するため、

この計画（案）について、広く意見を求めるため、パブリックコメントを実施します。

湖西市 

報道発表 

推進計画（案）の意見公募（パブリックコメント）

湖西市ＤＸ推進計画（案） 

「デジタルファースト宣言」の３つの方針に沿って

市民向けサービスの

例：市税や手数料などのキャッシュレス化、行政手続きや公共施設予約のオンライン化、

水道スマートメーターの導入、道路の異常通報オンライン受付

行政運営の DX 推進

例：自治体情報システムの標準化・共通化、

を実現するための環境整備

例：デジタルデバイド対策の充実、オープンデータの推進、

日(水)から 9

場所 

DX 推進課

情報コーナー（市役所 1 階）、新居地域センター、西部地域センター、

南部構造改善センター、北部多目的センター、中央図書館、新居図書館

dx@city.kosai.lg.jp

431-0492

053-576-1115

湖西市役所 2 階東側

令和３年１０月初旬  パブリックコメントの意見に対する考え方の公表

   湖西市ＤＸ推進計画公表

     

取材をお願いします。   

事前告知をお願いします。 

情報提供をします。    

デジタル技術を最大限活用し、市民の皆さんが便利さを実感

ったサービスを提供するため、

この計画（案）について、広く意見を求めるため、パブリックコメントを実施します。

 

 資料 9 

推進計画（案）の意見公募（パブリックコメント）

 ※計画期間：令和３年度から令和７年度の５年間

「デジタルファースト宣言」の３つの方針に沿って

市民向けサービスの DX 推進 

例：市税や手数料などのキャッシュレス化、行政手続きや公共施設予約のオンライン化、

水道スマートメーターの導入、道路の異常通報オンライン受付

推進 

例：自治体情報システムの標準化・共通化、

を実現するための環境整備

例：デジタルデバイド対策の充実、オープンデータの推進、

9 月 30 日

推進課 DX 推進係（市役所

階）、新居地域センター、西部地域センター、

南部構造改善センター、北部多目的センター、中央図書館、新居図書館

kosai.lg.jp 

0492 湖西市吉美３２６８

1115 

階東側 DX

パブリックコメントの意見に対する考え方の公表

湖西市ＤＸ推進計画公表

     ≪発表種別≫

 ☐ 記者会見発表資料

 � 記者会見情報提供資料

 ☐ 随時 

デジタル技術を最大限活用し、市民の皆さんが便利さを実感

ったサービスを提供するため、DX 推進計画（案）を策定中です。

この計画（案）について、広く意見を求めるため、パブリックコメントを実施します。

推進計画（案）の意見公募（パブリックコメント）

※計画期間：令和３年度から令和７年度の５年間

「デジタルファースト宣言」の３つの方針に沿って

 

例：市税や手数料などのキャッシュレス化、行政手続きや公共施設予約のオンライン化、

水道スマートメーターの導入、道路の異常通報オンライン受付

例：自治体情報システムの標準化・共通化、AI

を実現するための環境整備 

例：デジタルデバイド対策の充実、オープンデータの推進、

日(木) 

推進係（市役所

階）、新居地域センター、西部地域センター、

南部構造改善センター、北部多目的センター、中央図書館、新居図書館

湖西市吉美３２６８

DX 推進課 DX

パブリックコメントの意見に対する考え方の公表

湖西市ＤＸ推進計画公表

≪発表種別≫ 

記者会見発表資料

記者会見情報提供資料

 

デジタル技術を最大限活用し、市民の皆さんが便利さを実感

推進計画（案）を策定中です。

この計画（案）について、広く意見を求めるため、パブリックコメントを実施します。

推進計画（案）の意見公募（パブリックコメント）

※計画期間：令和３年度から令和７年度の５年間

「デジタルファースト宣言」の３つの方針に沿って、具体的な取り組みを実施します。

例：市税や手数料などのキャッシュレス化、行政手続きや公共施設予約のオンライン化、

水道スマートメーターの導入、道路の異常通報オンライン受付

AI・RPA の推進、テレワーク推進

例：デジタルデバイド対策の充実、オープンデータの推進、

推進係（市役所 2 階東側）、

階）、新居地域センター、西部地域センター、

南部構造改善センター、北部多目的センター、中央図書館、新居図書館

湖西市吉美３２６８ 湖西市役所ＤＸ推進課

DX 推進係 

パブリックコメントの意見に対する考え方の公表

湖西市ＤＸ推進計画公表 

記者会見発表資料 

記者会見情報提供資料 

≪問い合わせ先≫

所属名

連絡先

担当者

デジタル技術を最大限活用し、市民の皆さんが便利さを実感

推進計画（案）を策定中です。

この計画（案）について、広く意見を求めるため、パブリックコメントを実施します。

推進計画（案）の意見公募（パブリックコメント）

※計画期間：令和３年度から令和７年度の５年間

、具体的な取り組みを実施します。

例：市税や手数料などのキャッシュレス化、行政手続きや公共施設予約のオンライン化、

水道スマートメーターの導入、道路の異常通報オンライン受付

の推進、テレワーク推進

例：デジタルデバイド対策の充実、オープンデータの推進、ICT インフラの整備

階東側）、 

階）、新居地域センター、西部地域センター、

南部構造改善センター、北部多目的センター、中央図書館、新居図書館

湖西市役所ＤＸ推進課

パブリックコメントの意見に対する考え方の公表

≪問い合わせ先≫

所属名 ＤＸ推進課

連絡先  053

担当者 岸

デジタル技術を最大限活用し、市民の皆さんが便利さを実感できるよう

推進計画（案）を策定中です。 

この計画（案）について、広く意見を求めるため、パブリックコメントを実施します。

令和

推進計画（案）の意見公募（パブリックコメント）

※計画期間：令和３年度から令和７年度の５年間

、具体的な取り組みを実施します。

例：市税や手数料などのキャッシュレス化、行政手続きや公共施設予約のオンライン化、

水道スマートメーターの導入、道路の異常通報オンライン受付 など 

の推進、テレワーク推進

インフラの整備

階）、新居地域センター、西部地域センター、 

南部構造改善センター、北部多目的センター、中央図書館、新居図書館 

湖西市役所ＤＸ推進課 DX

パブリックコメントの意見に対する考え方の公表 

≪問い合わせ先≫ 

ＤＸ推進課 

053-576-

岸 大樹 

できるような市民に寄り添

 

この計画（案）について、広く意見を求めるため、パブリックコメントを実施します。

市ウェブサイト

二次元
※9

令和３年８月

推進計画（案）の意見公募（パブリックコメント）

 

、具体的な取り組みを実施します。 

例：市税や手数料などのキャッシュレス化、行政手続きや公共施設予約のオンライン化、

の推進、テレワーク推進 など 

インフラの整備 など 

DX 推進係 

以上

 

-4909 

市民に寄り添

この計画（案）について、広く意見を求めるため、パブリックコメントを実施します。

市ウェブサイト

二次元コード
9 月 1 日から公開

月２４日発表

推進計画（案）の意見公募（パブリックコメント） 

 

例：市税や手数料などのキャッシュレス化、行政手続きや公共施設予約のオンライン化、

 

 

以上 

市民に寄り添

この計画（案）について、広く意見を求めるため、パブリックコメントを実施します。 

市ウェブサイト 

コード 
日から公開 

発表 



 


