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ている産業を元気にする」、さらに「将来の成長につながる基盤整備」といった観点か

ら、三大重点分野（電子政府・電子自治体分野、医療・健康分野、教育・人財分野）、

産業・地域の活性化及び新産業の育成、デジタル基盤の整備を新戦略のスコープとして

います。その主な内容は以下のとおりです。 

 

（1）三大重点分野 

【電子政府・電子自治体分野】 

過去の計画のフォローアップを行い、行政改革に対する利用者満足度などの明確で客

観的な評価基準の設定と PDCA（計画・実行・検証・改善）サイクルを制度化、およ

び電子政府を推進していくための体制（司令塔機能）強化と電子政府・電子自治体を推

進するための法制度の整備に取り組み、電子空間上で安心して年金記録などの情報入手

や管理ができる「国民電子私書箱2（仮称）」を広く普及させ、社会保障分野だけでなく

幅広い分野で国民に便利なワンストップサービスを提供し、行政手続の処理状況を追跡

して自らの情報の所在を確認できる「行政の見える化」を推進していきます。 

 

【医療・健康分野】 

地域の医師不足など、医療が直面する問題への対応として、遠隔医療技術の活用によ

り、自宅や地域の医療機関で、遠隔地にいる医師などのサポートによる質の高い医療を

受けることを可能にし、医師の医療技術維持・向上に資する遠隔教育などの環境及び制

度の整備を行うほか、地域医療連携や健康管理のため医療機関間の情報連携の仕組を整

                                                  
2 「国民電子私書箱」 電子私書箱とは、医療機関や保険者などが個別に管理しているカルテや社会保険などの社会保

障情報を、希望する国民がパソコンからインターネットを介して自らの情報を入手や閲覧、活用できる仕組みのことで

す。 



 

第２章 情報化の動向（国） 

  21

備する 日本版 EHR3の実現により、個人が医療機関から入手・管理する健康情報を医

療従事者に提示することで医療過誤が減少し、生涯を通じた継続的な医療が受けられる

ようになり、処方せんの電子交付および調剤情報の電子化による安全かつ利便性の高い

医療サービスを実現、さらに匿名化された健康情報を全国規模で集積し、疫学的に活用

することで医療の質を向上させていきます。 

 

【教育・人財分野】 

授業でのデジタル技術の活用などを推進し、子どもの学習意欲や学力・情報活用能力

を向上させるため、教員のデジタル活用指導力の向上を図るほか、双方向でわかりやす

い授業に資する電子黒板などデジタル機器の教室への普及と教育コンテンツの整備充

実を図ります。高度デジタル人材の安定的・継続的な仕組みを確立するため、実践的な

教育拠点の広域展開・充実と産学官連携によるナショナルセンター的機能の充実を図り、

デジタル技術を用いたシステム・サービス供給側と利用側の双方に魅力ある処遇・キャ

リアパス実現の支援を行い、高度デジタル人財の認定・認証の仕組を検討、確立し、普

及を図ります。 

 

（2）産業・地域の活性化及び新産業の育成 

デジタル技術・情報の活用により、全産業の構造改革と地域再生を実現し、我が国の

産業の国際競争力強化を目指して、ASP・SaaS の普及促進に向けた各種ガイドライ

ンの策定、中小企業の事業基盤整備やテレワーク就労人口の拡大（在宅型テレワーカー

の倍層）、グリーン IT や高度道路交通システム（ITS）の推進、クリエーティブな新市

場の創出に向けた環境整備など、デジタル技術を活用した地域の活性化を推進します。 

 

（3）デジタル基盤の整備 

あらゆる分野におけるデジタル活用の進展を支え、未来の成長を促すデジタル基盤の

整備を目指して、超高速ブロードバンド基盤（固定系で 1Gbps クラス、移動系で

100Mbps 超クラス）の整備に加え、情報セキュリティ対策の確立、次世代 IP ネット

ワークのさらに先を見据えたデジタル基盤技術の開発推進、デジタル情報の流通・活用

基盤の整備に取り組みます。  

 

 

 

                                                  
3 「HER」 EHR（Electronic Health Record：生涯健康医療電子記録）とは「国民 1 人 1 人が自らの健康／医療

情報を、生涯を通じて管理把握できる環境と、それを支える国家的な医療情報ネットワーク」のことを指す。また、こ

の情報を国民医療政策として、国民の疾病予防や医療の効率化に役立てることを目指す取り組みでもある。 
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2.2.3 行政情報化の推進 

2.2.3.1 電子自治体の推進 

総務省は 2007 年 3 月に電子自治体の構築に関する新しい指針として新電子自治体

推進指針を策定しています。これは 2003 年 8 月に総務省が策定した電子自治体推進

指針（以下、旧指針）の改訂版といえます。旧指針の策定から 3 年以上が経過し、電

子自治体構築に向けた取り組みが一定の進展を見せたことや地方自治体を取り巻く環

境が変化したことなどを踏まえ、内容を見直したものです。 

 新電子自治体推進指針では「2010 年度までに利便・効率・活力を実感できる電子

自治体を実現すること」を目標とし、そのために重点的に取り組むべき事項として、(1)

行政サービスの高度化、(2)行政の簡素化・効率化、(3)地域の課題解決の三つを掲げて

います。新電子自治体推進指針と旧指針の主な相違点としては、電子自治体の推進にあ

たって、住民視点と費用対効果の視点が重視されていることが挙げられます。 

 住民視点については、旧指針でも「利用者の視点に立った電子自治体の構築」が基本

的な方向として掲げられていました。しかし、言及されていた重要課題を見てみると、

行政手続きをオンライン化し、いつでも、どこでも、誰でもアクセスできる環境を構築

することや総合行政ネットワーク（LGWAN）、住民基本台帳ネットワークシステムな

どの基盤整備を進めることが中心であり、とにかくまずオンライン化することが目標と

されている感は否めませんでした。 

  

これに対して、新電子自治体推進指針では、オンライン化自体を目標とするのではな

く、利便性向上を住民にいかに実感してもらい、サービスの利用を促すかという点をよ

り重視しています。具体的には、2006 年 1 月に策定された IT 新改革戦略の目標であ

る「2010 年度までにオンライン利用率 50％以上」の達成、行政手続きの完全オンラ

イン化（添付書類、支払い、交付など手続きのすべてのプロセスをオンライン化するこ

と）の実現、官民連携ワンストップサービスの実現などが重点的な取り組み事項として

掲げられています。 

 

 費用対効果の視点については、旧指針では「IT 調達の適正化」に触れられている程

度にとどまっていました。しかし、多くの地方自治体が厳しい財政状況に直面する中で、

IT 化についても費用対効果の向上に対する要求が高まっており、新電子自治体推進指

針はこの動きを反映させた内容となっています。具体的に取り組むべきこととしては、

「IT 調達の効率化・透明化の実現」に加えて、「エンタープライズ・アーキテクチャ（EA）

の手法を取り入れた業務改革の実施」「地域情報プラットフォームを活用した業務の標

準化・データ連携」「PDCA サイクルの確立による IT ガバナンスの強化」などが挙げ

られています。 
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 そのほか、各取り組み項目にベンチマーク（施策の進捗度を把握する指標）を設定し

たことも旧指針との相違点であり、これにより「指針」として一歩踏み込んだものとな

っています。ベンチマークを設定することで、新電子自治体推進指針が示す施策の方向

性が各自治体の施策に浸透しやすくなるとともに、各自治体の取り組みについての現状

把握や課題分析が容易になると期待されます。総務省では毎年度、各自治体の推進状況

をフォローアップし、今後の施策にフィードバックしていく方針です。 

 

2.2.3.2 自治体クラウド 

総務省は、総合行政ネットワーク（LGWAN）上のコミュニティクラウドの構築によ

る地方公共団体の情報システムの一層の集約と共同利用を推進するため、平成 21 年度

から「自治体クラウド開発実証事業」を実施し、行政サービスの利便性の向上や費用削

減に取り組んでいる。自治体クラウドが目指す情報システムの集約と共同利用は、地方

公共団体の経費削減のみならず、住民のニーズに適確に応える行政サービスの提供や地

域の自給力と創富力を高める取組への再投資を通じた地域主権型社会の構築にも貢献

するものです。 

総務省においては、現在行われている実証事業の成果を踏まえ、今後は、例えば政府

と地方公共団体等との協定の締結による推進体制の構築、自治体クラウドに取り組む団

体間や政府のシステムとの連携を適切に確保するための標準仕様書の策定等、こうした

取組を全国的に推進していくことにより電子自治体の基盤構築を推進していくことと

しています。 

 

2.2.3.3 電子自治体における個人情報保護と情報セキュリティ対策の徹底 

電子自治体の推進においては、個人情報の保護と情報セキュリティ対策が重要な課題

となっています。個人情報保護条例については、平成 17 年度末までに、すべての都道

府県・市区町村で制定済みです。 

総務省では今後も、すべての地方公共団体が情報セキュリティ対策を実施するよう支

援を行うとともに、地方公共団体における情報セキュリティに関する情報の共有等を行

う「自治体 CEPTOAR」（平成 19 年 3 月創設）に対し、必要な助言等の支援を行う

こととしています。また、平成 21 年 2 月に策定された「第 2 次情報セキュリティ基

本計画」及び、同 22 年 5 月策定の「国民を守る情報セキュリティ戦略」等を受けて、

小規模な地方公共団体も含め、すべての地方公共団体において、望ましい情報セキュリ

ティ対策が実施されることを目指し、対策の促進を行うこととしています。 
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2.2.3.4 住民基本台帳ネットワークシステムの活用 

住民基本台帳ネットワークシステムは、地方公共団体のシステムとして、住民基本台

帳のネットワーク化を図り、行政機関等への本人確認情報（氏名・住所・生年月日・性

別、住民票コード及びこれらの変更情報）の提供や市区町村の区域を越えた住民基本台

帳に関する事務の処理を可能とするものです。 

平成 14 年 8 月から稼働している同システムは、住民利便の向上や、電子政府・電

子自治体の基盤として重要な役割を果たしている。総務省では、都道府県、市区町村等

との連絡調整を図りつつ、引き続き地方公共団体における同システムの円滑かつ着実な

運用を支援していくこととしています。住民基本台帳ネットワークシステムから行政機

関等への情報提供の件数は、一貫して増加しており、平成 20 年 8 月から 21 年 7 月

までの情報提供件数は、約 1 億 1,000 万件に達している。例えば、年金未統合記録に

ついて、住基ネットによる本人確認情報を活用した住所等の特定のための突合を実施す

ることにより、年金記録の回復に貢献しています。 

この住民基本台帳ネットワークシステムでは、個人情報保護に万全を期すため、総務

省において、平成 14 年 9 月から開催している「住民基本台帳ネットワークシステム

調査委員会」における議論・提言を踏まえ、全ての市区町村を対象としたチェックリス

トによる点検を実施するなど、引き続き個人情報保護について十分な措置を講じていく

こととしています。 

また、平成 21 年 4 月から、今まで以上に本人確認機能が強化された新しい住基カ

ードが発行されています。更に、国民・利用者の皆さまの一層の利便性を図ることとし

て、平成 22 年 2 月から、東京都渋谷区と三鷹市、千葉県市川市において、次いで同

年 4 月から福島県相馬市において、コンビニエンスストアのキオスク端末を利用して、

住基カードによる住民票の写し・印鑑登録証明書の取得が可能となっており、現在、他

の市区町村においても導入の検討がなされているところです。 

 

2.2.3.5 地方公共団体による公的個人認証サービス 

インターネット上におけるデジタル文書については、文書作成者の特定が困難である

ことから、なりすまし、改ざん、送信否認等の危険性があります。行政手続等のオンラ

イン化を促進し、電子政府・電子自治体を実現するためには、こうした問題を解決する

必要があることから、「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」（平成

14 年法律第 153 号）に基づき、平成 16 年 1 月から、地方公共団体による公的個人

認証サービスの提供が開始されています（図表 2.2.3.5-1）。 
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図表 2.2.3.5-1 公的個人認証サービス  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公的個人認証サービスの電子証明書は、有効期間が 3 年間、発行手数料が 500 円と

なっており、市区町村の窓口で厳格な本人確認を受けた上で、住民基本台帳カード等の

IC カードに格納され、発行を受けることができる。住民は IC カードに格納された秘密

鍵を用いて電子署名を行い、電子証明書とともに送信することにより、行政機関等にオ

ンライン申請をすることが可能となります。 

公的個人認証サービスを利用して申請等を行うことができる手続としては、国税の申

告、不動産登記申請等があり、平成 21 年 4 月現在で、国では 13 府省庁等、地方公

共団体では 47 都道府県及び一部市区町村の手続が対象となっているところであり、今

後、公的個人認証サービスの速やかで自律的な普及を促し、様々なオンライン手続等の

認証基盤として発展・定着を図る必要があります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２章 情報化の動向（国） 

 

 26

 

2.2.4 ＩＣＴ基盤の整備と国民生活の向上 

2.2.4.1 ブロードバンドインフラの活用 

現在、我が国においては、FTTH（Fiber To The Home）や DSL（Digital Subscriber 

Line）等のブロードバンド契約数は、3,171 万加入（平成 21 年 12 月末）に達して

おり、また携帯電話（PHS を含む）の契約数が 1.1 億を超えるなど、円滑な社会経済

活動及び国民生活においてインターネット及び携帯電話が不可欠な社会インフラとな

っています。しかしながら、採算性等の問題から民間事業者の投資が期待しにくいよう

な地域を中心に、ブロードバンドや携帯電話が利用できない地域があり、デジタル・デ

ィバイドの解消と、またブロードバンドの利活用が課題となっています。 

 

2.2.4.2 デジタル・ディバイド解消に向けた取組 

総務省では、平成 22 年度をターゲットとしたブロードバンド・ゼロ地域の解消や、

携帯電話不感地帯の解消を実現し、デジタル・ディバイドを解消するための具体的施策

について検討を行うため、平成 19 年 10 月から「デジタル・ディバイド解消戦略会議」

を開催し、同 20 年 6 月に最終報告書を取りまとめ、公表しています。また、この報

告書を踏まえ、デジタル・ディバイド解消に関するマスタープランとして、「デジタル・

ディバイド解消戦略」を取りまとめています。 

平成 21 年 3 月末現在で、ブロードバンドサービスエリアの世帯のカバー率（推計）

は、98.8%、超高速ブロードバンドの世帯カバー率（推計）は、90.1%です（図表

2.2.4.2-1）。 

 

図表 2.2.4.2-1 ブロードバンドの整備状況（平成 21 年 3 月末）  
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2.3.1 新ふくおかＩＴ戦略 

2.3.1.1 現ふくおか IT 戦略の目的と成果 

福岡県では、平成 14 年に、「高度な情報通信基盤」、「国際競争力を持つ人材の育成」、

「行政の電子化推進」を 3 つの柱とする「ふくおか IT 戦略」を策定し、様々な先進

的 IT プロジェクトに取り組んできた。その結果、以下をはじめとする成果を上げ、高

度情報化社会における産業振興や県民生活の向上に大きな貢献を果たしています。 

 

＜高度な情報通信基盤＞ 

ふくおかギガビットハイウェイ（FGH） 

ＩＴ技術の急速な進展に対応し、IT の

恩恵をより多くの人が享受できる環境

の実現を目指すため、高速大容量の光フ

ァイバネットワークである「ふくおかギ

ガビットハイウェイ」を構築し、平成

13 年 11 月に運用を開始しています。 

（成果） 

◇先駆的な民間への解放策により、現

在までに全国でもトップの約 9,000 

事業所が利用。 

◇県内のブロードバンドサービス拡大や、アプリケーションサービスプロバイダ

（ASP）などの新しい分野の県内情報産業を牽引に貢献。 

 

ふくおか IX 

福岡と韓国を結ぶ超高速大容量ネットワーク（KJCN）の構築や大規模で高いセキュ

リティを備えたｉDC が構築された。これにより、IX（インターネットエクスチェンジ）

機能が実現しています。 

（成果） 

◇DC 補助金事業を起爆剤として、ASP などの情報コンテンツの集積、育成を促進。 

◇福岡県「電子県庁」のデータセンターや、県内市町村の「ふくおか電子自治体共同

利用センター」として利用され、安全安心な行政サービスが確保。 

◇災害時のバックアップ機能を有する拠点としても多数の企業が利用。 

 

＜国際競争力を持つ人材の育成＞ 

高度 IT 人材アカデミー（AIP） 

高度なスキルを持った IT 技術者が不足する状況を踏まえ、平成 15 年に国内で最高

レベルの IT 人材を育成する NPO 法人「高度 IT 人材アカデミー」を設立しています。 
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＜行政の電子化推進＞ 

電子自治体共通化技術標準 

電子県庁の構築や電子市町村における共同利用の推進により、行政の効率化と県民向

けサービスの充実を図るとともに、複数のシステムで採用する技術･設計思想やシステ

ム間の連携方法を標準化し、職員情報や決裁機能などの共通機能を一元化した「電子自

治体共通化技術標準」を開発しています。 

 

2.3.1.2 戦略の視点と重点的な取り組み 

現在、社会・経済・産業がグローバル化し、情報通信分野で新技術がめざましく発展

する一方で、少子高齢化の進行、地域間格差の拡大など、社会情勢が大きく変化してい

る。 

さらに、情報通信ネットワークの世界的な発展による時間、場所の制約の克服が、様々

な働き方、生き方も可能にし、ワークライフバランスの重要性が指摘されるなど、人々

の仕事と生活のバランスに対する意識を向上させています。 

このような様々な課題を解決するために、IT が拓く様々な可能性を見据え、豊かで

世界に開かれた福岡県を実現するため、平成 20 年 3 月に「新ふくおか IT 戦略」を策 

定しています。 
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