
Ⅲ　都道府県の施策に関する国の施策一覧

行政の効
率化・コスト

削減

地域社会・
経済の活

性化

住民生活
の利便性・
質の向上

住民生活
の安全・安
心の確保

1

地方－民の行政手続の棚卸し - - - 地方公共団体の行政手続の実態（手続件数、添付書類の重複確認等）を把握するため
の棚卸しを実施する必要。
- 棚卸しの結果を踏まえ、地方公共団体が優先的に取り組むべき手続とその方策を平成
29年度末までに取りまとめ、地方公共団体において策定する官民データ活用推進計画に
組み込まれることを促進。また、地方公共団体が優先的に取り込むべき手続とその方策の
とりまとめに合わせ、進捗等に関するKPIを設定。
- これにより、国民が窓口に出向かず各種行政の申請をWeb上で完結できること、行政機
関等からの情報をWeb上でプッシュ型通知により受けることができること等を実現できる環
境を整備。

手続における情
報通信の技術の
利用等

平成30年度から

○ ○

国民等が窓口に出向かず各種申請をWeb上で完結できることや、行政
機関等からの情報をWeb上でプッシュ型通知により受け取ることができ
るようにするため、地方公共団体が優先的に取り組むべき手続とその方
策を平成29年度末までに取りまとめ、資料として提供予定。

- 2 ◎内閣官房、総務省、
関係府省庁

2

マイナンバーカードと電子委任状を活用
した政府調達

マイナンバーカード・電子委
任状を活用した電子調達の
利用件数

電子応札率 - 国の電子調達システムのオンライン利用を促進し、法人側の調達に係る負担を軽減する
ことが重要。
- 平成29年通常国会に電子委任状の普及促進に関する法案を提出するとともに、その結
果を踏まえたマイナンバーカードと電子委任状に対応した電子調達システムを開発。平成
30年度に利用開始。

手続における情
報通信の技術の
利用等

時期調整中

○ ○

電子委任状に対応した電子調達システムや各種申請システムの開発に
関するセミナーや講習会の開催を検討。

- 8 ◎総務省、経済産業省

3

自動車保有関係手続のワンストップ
サービスの充実

OSSの導入地域数、対象車
種数、対象手続数

OSS利用率、OSS申請件数 - 自動車保有関係手続のワンストップサービス（OSS）の利用状況を踏まえつつ、普及の阻
害要因が判明した場合に、その解決に向けた検討・取り組みを行うことが必要。
- 環境整備の進まない地域やOSSへの理解が進んでいない関係団体への働きかけ、軽自
動車等への対象車種拡大や輸出手続等の対象手続拡大も含めた一連の取組について、
具体的な取組内容やスケジュールを平成30年上半期までに取りまとめ。

手続における情
報通信の技術の
利用等

平成29年度から

○ ○

自動車保有関係手続のワンストップサービス（OSS）を各都道府県にお
いて利用可能とするために、必要となる税の基幹システム等の改修や
警察の保管場所証明に係るシステムの構築に要する経費の財源を確
保するため、地方財政措置を要望。

（OSSポータルサイト）
http://www.oss.mlit.go.jp/portal/index.html

11 ◎国土交通省、総務
省、財務省、警察庁

4

産業保安手続のスマート化 申請手続を電子化した手続
の数

現行紙で申請されている諸
手続の全面的なオンライン
化

- 産業保安法令（電気事業法、ガス事業法、鉱山保安法等）における事業者の申請手続
は毎年約25万件にのぼるが、それらは全て現状紙申請でされており、官民ともに大きな負
担。
- 平成29年度に①安全を前提とした現行手続の簡素化・標準化、②電子申請システムの
要件定義を実施。平成30年度にシステムの詳細な仕様を固めた上で構築を開始し、早け
れば平成31年度からの電子申請サービス開始を目指す。

手続における情
報通信の技術の
利用等

時期調整中

○ ○

産業保安法令手続きに係る審査業務の効率化や、電子申請システムを
通じて得たデータの利活用について、都道府県が同手続き係るシステ
ム開発を行う際のモデルケースとなることを目指す。

- 15 ◎経済産業省

5

公開ルールの策定と、それに基づいた
府省庁が保有する行政データの棚卸し
の実施

棚卸し進捗率 - - 潜在的なものも含め、オープンデータに対する民間ニーズを把握し、それに即したデータ
公開を促進することが必要。
- 「オープンデータ基本指針」（平成29年５月30日IT本部・官民データ活用推進戦略会議決
定）に基づき、国等が保有するデータの実態把握に向け、平成29年内に府省庁が保有す
るデータの「棚卸し」を実施。

官民データの容
易な利用等

時期調整中

○ ○

・民間ニーズを把握し、それに即したデータ公開を促進するとともに、業
務の効率化、データ政策立案への活用を進めるため、地方公共団体で
のデータの棚卸しの参考となるよう、各府省庁が保有するデータの棚卸
リストを公表済。

（行政保有データの棚卸結果(統計関連））
https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/tanaoroshikekk
a_toukei.xlsx
（行政保有データの棚卸結果（行政手続等関連））
https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/tanaoroshikekk
a_tetsuduki.xlsx

19 ◎内閣官房、全府省庁

6

オープンデータ・バイ・デザインの推進 各府省庁での実行計画策定
率

オープンデータ・バイ・デザイ
ンによるオープンデータ数及
び当該データアクセス・ダウ
ンロード数

- 行政手続や情報システムがオープンデータを前提としていないため、各府省庁が保有す
るデータのオープンデータ化が限定的でデータの活用が不十分。
- 平成29年内に「デジタル・ガバメント推進方針」（平成29年５月30日IT本部・官民データ活
用推進戦略会議決定）に基づく政府全体の実行計画を策定し、それに基づき、平成30年
度内にオープンデータ・バイ・デザインを盛り込んだ府省庁の実行計画（KPI、取組機関等
を含む。）策定率100％を目標に推進。
- 更なるオープンデータ化を推進し、新たなサービス創出や諸課題を解決。

官民データの容
易な利用等

平成30年度から

○ ○

地方公共団体において、オープンデータ・バイ・デザイン（※）の考えに
基づき情報システムや業務プロセスの企画等を行うことにより、オープ
ンデータ数の増加、オープンデータ化するためのシステム開発や作業コ
スト（データ集計、データ更新など）の低減を図るため、以下の支援を実
施

・ 「オープンデータ基本指針」を踏まえ、今後、地方公共団体がオープン
データを推進する上で参考となるガイドライン、手引書（簡易手引書の策
定を含む）を改定し、平成29年12月に公表。
・「デジタル・ガバメント推進方針」を踏まえ策定した「デジタル・ガバメント
実行計画」の中で、オープンデータ・バイ・デザインの考え方を明記。

※公共データについて、オープンデータを前提として情報システムや業
務プロセス全体の企画、整備及び運用を行うこと。

（ガイドライン）
https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/opendata_guide
line.docx
（簡易手引書）
https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/opendata_kanit
ebikisyo.pptx
（手引書）
https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/opendata_tebiki
syo.pptx
(デジタル・ガバメント推進方針）
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20170530/suisinhosin.pd
f
(デジタル・ガバメント実行計画）
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/egov_actionplan.pdf

21 ◎内閣官房、全府省庁

7

地方公共団体が保有するデータのオー
プンデータ化の推進

オープンデータに取り組む地
方公共団体数

- - オープンデータに取組済の地方公共団体は279団体（平成29年５月現在）であり、全体の
約15％。今後、各地方公共団体のニーズも踏まえた更なる支援を行うことが必要。
- 従来の伝道師の派遣等による支援に加え、平成29年中に地方公共団体が最低限公開
することが望ましいデータセット・フォーマット標準例の提示や、都道府県・市町村官民デー
タ活用推進計画の雛型への反映を行うとともに、地方公共団体職員等向けの試験環境の
整備、及びデータを保有する地方公共団体と民間事業者等との調整・仲介（マッチング）機
能の創設などの支援を通じ、平成32年度までに地方公共団体のオープンデータ取組率
100％を目標に推進。
- これにより、地域における新たなサービスの創出や諸課題を解決。

官民データの容
易な利用等

平成29年度から

○

地方公共団体におけるオープンデータの取組を推進し、データを活用し
たアプリケーションの開発等による地域課題の解決や行政の効率化、
民間事業者等との官民協働の促進を図るとともに、都道府県のオープ
ンデータ公開サイトにおいて配下の市区町村が共同でデータを公開す
る等の取組により、地域横断的な課題の解決等につなげるため、以下
の支援を実施

・オープンデータ伝道師等の派遣
・地方公共団体向けパッケージツールの提供
・「オープンデータ100」の公開・拡充
・オープンデータに取り組み始める地方公共団体の参考となるよう公開
することが推奨されるデータセット（推奨データセット）を策定し、平成29
年12月22日にベータ版として、政府CIOポータルにおいて公開。都道府
県・市町村官民データ活用推進計画の雛型へ反映。

＜予算事業名＞
オープンデータ・テストベッド整備等事業
・地方公共団体職員等向けに、データの公開から公開されたデータ利活
用の見える化までの知識・技術を一気通貫で習得できる実地と遠隔の
研修を実施。
・民間ニーズと地方公共団体保有データの調整・仲介を実施。

（オープンデータ伝道師）
https://cio.go.jp/policy-opendata

（パッケージツール）
■政府CIOポータルオープンデータページ
https://cio.go.jp/policy-opendata
■第４回ODWG資料３　p.７、８
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/data_ryutsuseibi/op
endata_wg_dai4/siryou3.pdf

（オープンデータ100）
https://cio.go.jp/opendata100

（推奨データセット）https://cio.go.jp/policy-opendata

オープンデータ・テストベッド整備等事業
■平成30年度　地域情報通信振興関連施策集　p.19
http://www.soumu.go.jp/main_content/000349789.pdf

22 ◎内閣官房、総務省

8

都市計画に関するデータの利用環境の
充実

都市計画基礎調査情報を
オープンデータ化した地方公
共団体数

- - 個人情報の処理方法が確立されていないなどの理由により、地方公共団体が保有する
都市計画基礎調査情報のオープンデータ化が進展していない。
- 平成29年度中に検討委員会を設置し、個人情報保護との関係に係る課題の整理等を踏
まえつつ、データの共通フォーマットを作成するなど、平成30年度中にガイドラインを作成
し、都市計画基礎調査情報（建物利用現況、土地利用現況等）のオープンデータ化を促
進。

官民データの容
易な利用等

平成31年度以降

○ ○

都市計画基礎調査情報（建物利用現況、土地利用現況等）のオープン
化に向けて、その調査データの個人情報保護との関係に係る課題の整
理等を踏まえつつ、データの共通フォーマットを作成するなど、平成30年
度中にオープンデータ化のためのガイドラインを作成し、地方公共団体
への周知を行う予定。

＜予算事業名＞
集約型都市構造化推進調査経費（都市計画情報を利用できる環境づく
り検討調査）

- 23 ◎国土交通省
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行政の効
率化・コスト

削減

地域社会・
経済の活

性化

住民生活
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の安全・安
心の確保
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9

訪日外国人観光客等に有益な飲食店
や観光資源等の観光情報のオープン
データ化推進（地方公共団体が保有す
る情報の公開促進を含む）

地方公共団体向けの官民
データ活用推進計画に公開
すべき観光関係情報のリスト
を盛り込み

新たな観光サービス創出の
件数

- 訪日外国人観光客等が増加しつつあるものの、観光関係情報の多言語の対応が進んで
いない。
- 事業者等による多言語対応の情報提供サービスの創出等を促進するため、平成32年ま
でに全ての地方公共団体で観光関係情報をオープンデータ化。
- これにより、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた訪日外国人観光
客への情報提供の充実及び新たな観光サービスを創出。

官民データの容
易な利用等

平成29年度から

○ ○

地方公共団体において観光関係情報のオープンデータ化を進め、国内
外のアプリ事業者や旅行代理店等が他の情報とのマッシュアップや多
言語化をすることによる訪日外国人の利便性向上、集客増加等、地域
経済の活性化を図るため、以下の支援を実施。

・オープンデータに取り組み始める地方公共団体の参考となるよう公開
することが推奨されるデータセット（推奨データセット）を策定。平成29年
12月22日にベータ版として、政府CIOポータルにおいて公開。
・平成30年１月25日に実施した第１回オープンデータ官民ラウンドテーブ
ルでの議論を踏まえ、「食品営業許可申請情報」の推奨データセットとし
ての公開を予定。

（推奨データセット）https://cio.go.jp/policy-opendata
（第１回オープンデータ官民ラウンドテーブル）
■議事次第
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/data_ryutsuseibi/ka
nminrt_dai1/gijisidai.html
■結果概要・議事要旨等
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/data_ryutsuseibi/ke
ntokai.html

34 ◎内閣官房、国土交通
省、総務省、文部科学
省、厚生労働省

10

農業関係情報のオープンデータ化の推
進

農業データ連携基盤のオー
プンデータを活用した事業者
数

農業データ連携基盤を活用
したサービス提供件数

- 農業者の生産性向上や経営の改善に資する土壌、統計、研究成果、市況等の公的デー
タについて、平成30年度末までに農業データ連携基盤を通じて、順次オープンデータ化及
び提供。

官民データの容
易な利用等

平成30年度から

○

ベンダー、メーカー、生産者団体等のオープンデータ化のニーズを踏ま
え、地方公共団体においてオープンデータ化することが望ましいデータ
を選定し、農業データ連携基盤での提供を含め、適宜依頼していく予
定。

- 35 ◎農林水産省

11

ICTを活用した歩行者移動支援の普及
促進に向けた取組の推進

オープンデータ化されたデー
タ数

サービスが実現された箇所
数

- 平成32年までに主要空港から2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会会場まで
屋内外シームレスな移動支援を可能とする民間サービスの実現。

官民データの容
易な利用等

平成29年度から

○

取組を行う際のノウハウや先行事例等をとりまとめた下記ガイドライン等
の提供。
・「オープンデータを活用した歩行者移動支援の取組に関するガイドライ
ン」（H29.3）
・「歩行空間ネットワークデータ等整備仕様案」（H2018.3）
・「歩行空間ネットワークデータ整備ツール（試行版）」
・「バリアフリーマップ作成ツール」
・「屋内測位環境構築ガイドライン」　等

歩行者移動支援サービスに関する下記オープンデータの紹介。
・歩行者移動支援サービスに関するデータサイト

＜予算事業名＞
高精度測位技術を活用したストレスフリー環境づくりの推進
歩行者移動支援の普及・活用の推進

（ICTを活用した歩行者の移動支援の推進）
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/sogoseisaku_soukou_mn_0000
02.html
（オープンデータを活用した歩行者移動支援の取組に関するガイドライ
ン）
http://www.mlit.go.jp/common/001177519.pdf
（歩行空間ネットワークデータ等整備仕様案）
http://www.mlit.go.jp/common/001177504.pdf
（歩行空間ネットワークデータ整備ツール（試行版））
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/sogoseisaku_soukou_tk_0000
41.html
（バリアフリーマップ作成ツール）
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/sogoseisaku_soukou_tk_0000
43.html
（歩行者移動支援サービスに関するデータサイト）
https://www.hokoukukan.go.jp/top.html
（高精度測位社会プロジェクト）
http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudoseisaku_tk1_000091.html

40 ◎国土交通省

12

公共交通機関の運行情報（位置情報
等）等のオープンデータ化

運行情報等をオープンデー
タ化した事業者の数

- - 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、平常時を超える交通需要へ
の対応や訪日外国人観光客等への対応が必要。
- 平成29年度に官民で諸課題を検討し、平成30年度から順次取組を開始。平成32年度ま
でにオープンデータを活用した公共交通機関の運行情報等の提供を開始することを目指
す。
- これにより、同競技大会期間中における円滑な輸送に寄与。

官民データの容
易な利用等

時期調整中

○ ○

公共交通分野におけるオープンデータの推進に向けた機運醸成を図る
ことを目的として、平成29年3月に官民の関係者で構成する「公共交通
分野におけるオープンデータ推進に関する検討会」を設置し、諸課題に
ついて検討を行い、同年5月に中間整理をとりまとめた。

＜予算事業名＞
公共交通分野におけるオープンデータ化の推進

（公共交通分野におけるオープンデータ推進に関する検討会）
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/jouhouka/sosei_jouhouka_tk1_000008.
html

41 ◎国土交通省

13
介護サービス情報公表システムを活用
した効果的な情報提供

空き情報を掲載している介
護事業所・施設数

- 利用者・家族等が空き情報のある介護事業所・施設を検索しやすくなるよう平成29年度中
にシステム改修を行う。

官民データの容
易な利用等

平成29年度から
○

- （介護サービス情報公表システム）
http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/

43 ◎厚生労働省

14

保育所や放課後児童クラブの利用に関
する有益な情報の公開促進

平成32年までに、保育所や
放課後児童クラブに関する
有益な情報をオープンデータ
化した自治体数

- 保護者の選択に資するような、保育所や放課後児童クラブの利用に関する有益な情報を
二次利用可能なオープンデータとして公開するよう地方公共団体に対し働きかける。

官民データの容
易な利用等

平成31年度以降

○

子ども・子育て支援全国総合システムの活用方法について、周知を図る
（保育所）。

（子ども・子育て支援全国総合システム（保育所））
https://www.sukusuku-japan.cao.hq.admix.go.jp/kodomo/index.html

44 ◎厚生労働省、◎内閣
府、内閣官房

15

G空間社会の実現に向けた取組の推進 地理院地図への反映率、電
子基準点の観測データの取
得率

地理空間情報ライブラリー利
用数

次の取組を継続して実施する。
‐基盤地図情報・電子国土基本図を国・地方公共団体等との連携の下、着実に更新を実施
し、道路等の重要な項目については更新頻度の向上を図り、速やかに提供する。
‐地理空間情報ライブラリーの内容の充実、機能追加等サイト改良を行う。
‐GNSS連続観測システム（電子基準点）の運用を行う。

官民データの容
易な利用等

平成29年度から

○ ○

- （地理空間情報活用推進基本法（平成19年法律第63号））
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO063.html
-第5条（地方公共団体の責務）
-第17条（地図関連業務における基盤地図情報の相互活用）
（電子地形図２５０００の更新情報）
http://www.gsi.go.jp/kibanjoho/kibanjoho40073.html
（数値地図（国土基本情報）の更新情報）
http://www.gsi.go.jp/kibanjoho/kibanjoho40044.html
（基盤地図情報ダウンロードサービス）
https://fgd.gsi.go.jp/download/menu.php

50 ◎国土交通省

16

防災・減災のため、必要な情報を円滑に
共有できる仕組みの構築及び緊急時に
おける公開に係る検討

- - 効果的な災害対応を行う上で必要な情報・データについて、情報の所有者等との調整を踏
まえ、その提供手法や提供期間、提供対象等のルールについて平成29年度中に検討を行
い、円滑に情報共有するための仕組みを構築。さらに、緊急時において被災地における災
害対応及び早期復旧に資する観点から、公開することが有効であると考えられる情報の
整理及び適時適切な公開の仕組み等について検討。

官民データの容
易な利用等

平成30年度から

○

効果的な災害対応を行う上で必要な情報・データについて、情報の所有
者等との調整を踏まえ、その提供手法や提供期間、提供対象等のルー
ルについて平成29年度中に検討を行い、円滑に情報共有するための仕
組みを構築するとともに、関係情報について地方公共団体へ適宜提供
を実施。

(災害時情報カタログ）
http://www.bousai.go.jp/kaigirep/saigaijyouhouhub/index.html

52 ◎内閣府、関係府省庁

17

自治体保有のものも含め調達情報（落
札情報を含む）のオープンデータ化の推
進（法人番号の付記を含む）

各府省における調達情報の
オープンデータ化及び調達
情報への法人番号の付記の
進捗率

- - 中央省庁や地方公共団体保有の調達情報のオープンデータ化を推進するとともに、調
達情報への法人番号付記の更なる推進と法人インフォーメーションとの連携を図る。平成
32年までに全府省において調達情報のオープンデータ化及び調達情報への法人番号の
付記を開始する。

官民データの容
易な利用等

平成30年度から

○ ○

地方公共団体における調達手続きの標準化による、職員の業務効率化
が促進、入札参加事業者等の手続き等の効率化、それにともなう参加
事業者の拡大を図り、入札コストの低減につなげるため、国及び地方公
共団体向けの物品・役務等に関する調達情報の標準データ項目（ガイド
ブック）を作成、提供予定。

- 60 ◎内閣官房、全府省庁

18

国・地方公共団体の所有する法人情報
に係るデータへの法人番号併記の促進

法人番号併記に係る各府省
庁の取組の進捗

法人番号の併記率 国・地方公共団体が法人に係る情報を公開する際の法人番号の併記及び所要の関連手
続きの見直しを進め、平成30年１月以降、原則、法人に係る情報を公開する際には法人番
号を併記。

官民データの容
易な利用等

平成30年度から

○

平成30年度中に、法人番号の併記にかかる標準フォーマットを地方公
共団体に展開し、法人番号併記を促進する。

- 61 ◎内閣官房、関係府省
庁

19

地理空間情報（Ｇ空間情報）の流通基盤
の整備等

循環システムのデータ分野
数、参加団体数

- - 地理空間情報の利活用を推進するため、平成31年度までに新たな価値のあるデータを
10分野作成し、利用者に提供するとともに、平成32年度には循環システムへの参加50団
体以上を目標として推進。
- これにより、Ｇ空間情報センターをハブとして、いつでも、誰でも、簡単に高度な地理空間
情報が活用できる社会の実現とイノベーションを創出。

官民データの容
易な利用等

平成29年度から

○

・産学官民の地理空間情報を活用し、様々な使い方を示すショーケース
を提供。
・G空間情報センターへのデータ登録方法をまとめたガイドラインの提
供。

＜予算事業名＞
地理空間情報センターの整備・流通・利用促進のための検討経費

（G空間情報センター）
https://www.geospatial.jp/gp_front/

151 ◎国土交通省

20

「マイナンバーカード利活用推進ロード
マップ」に基づき、身分証等をはじめ、行
政や民間サービスにおける利用の推進

マイナンバーカード普及率 検討結果を踏まえ、KPIを設
定

- マイナンバーカードの普及については、国民の1割程度（平成29年5月時点（総務省調
べ））であり普及枚数としては十分ではない状況。
- 平成29年3月に策定した「マイナンバーカード利活用推進ロードマップ」のPDCAサイクル
を確保する観点から定期的に進捗状況を点検するとともに、必要に応じて見直しを実施。
特に国家公務員における身分証としての活用は、重点的かつ計画的に実施する必要があ
るため、各省庁で導入計画を作成させ、引き続き順次移行を促進。また、例えば年齢や性
別ごとにマイナンバーカードの取得状況を踏まえた対策や人的サポート体制、入札事業者
へのマイナンバーカードの取得への協力などあらゆる可能性を検討するほか、平成30年
以降順次ビジネスモデルの策定、必要に応じたLGWANのインフラ強化等に取り組み、官
民の各種サービスにおけるマイナンバーカードの利用を推進。

個人番号カード
の普及及び活用

平成29年度から

○ ○

既に身分証、入退館証、端末ログイン等にマイナンバーカード活用を開
始している優良団体の導入事例について、HPや技術的指導を通じて情
報提供。

＜予算事業名＞
マイナンバーカードの普及・利活用に要する経費
ＬＧＷＡＮ（総合行政ネットワーク）の改修に要する経費
電子証明書のスマートフォンへの格納に要する経費
公的個人認証サービス利活用推進事業

- 82 ◎総務省、関係省庁
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21

マイナンバーカードの多機能化の推進 マイキープラットフォームへ
の参加自治体数

マイキーID登録者数 -　マイナンバーカードを国民に浸透させるための多機能化が必要。
-　平成29年度中にマイキープラットフォームを構築し、参加自治体において、地域経済応
援ポイント活用等の実証を実施、平成30年度以降、実証結果を踏まえ、全国展開。また、
マイナンバーカードを用いた各種申請手続等での利活用案の検討や利活用策ごとの目標
値の設定等を進め、国民の利便性を向上。

個人番号カード
の普及及び活用

平成29年度から

○ ○ ○

平成29年度中にマイキープラットフォーム及び関連システムを構築し、
参加自治体において、地域経済応援ポイント活用等の実証事業を実
施。

（電子自治体の推進）
http://www.soumu.go.jp/denshijiti/index.html

86 ◎総務省

22

コンビニ交付サービスの導入推進 コンビニ交付サービス導入市
区町村の人口

コンビニ交付サービスによる
各種証明書の交付通数

-　地方公共団体における住民票の写しなどの各種証明書をマイナンバーカードを用いて
取得するコンビニ交付サービスの導入促進を図り、平成31年度末までに1億人が利用でき
るようにすることを目指し、国民のサービス利便性の向上及び地方公共団体の窓口負荷を
軽減。

個人番号カード
の普及及び活用

平成29年度から

○ ○

・運用負担軽減策（運営負担金や委託手数料の引下げ、廉価版クラウド
システムの活用等）の実施。
・地方財政措置の拡充（措置期限の延長、上限額の引上げ）
・都道府県と連携し、説明会開催等を通じた最新情報を提供することで
の未導入市町村の導入を促す。

- 88 ◎総務省

23

企業等団体によるマイナンバーカードの
一括申請及び取得

- - マイナポータル試行運用開始までに市区町村へ設置する端末機器をマイナンバーカード
のオンライン申請でも使えるようにする予定。その後、先進的な自治体の事例をもとに出
張申請を他の自治体へ横展開。

個人番号カード
の普及及び活用

平成29年度から

○

・マイナポータル用端末等を無料顔写真撮影サービスやオンライン申補
助に活用できるようにし、企業や集会施設等で申請サポートを支援す
る。
・全国の市町村の優良取組事例を情報提供。
・国レベルでの経済団体、関係行政機関と連携に向けた調整を行い、地
方団体に対して、現場での連携づくりに向けた随時の助言

- 93 ◎総務省、内閣官房、
経済産業省

24

離島等の条件不利地域等における超高
速ブロードバンド整備・確保の推進

固定系超高速ブロードバン
ド・ゼロ地方公共団体数

- - 地理的条件や事業採算性の問題等により、固定系超高速ブロードバンドサービスの提
供が困難な地域が残存。
- 条件不利地域を有する地方公共団体が、超高速ブロードバンド基盤を整備・確保するた
めの支援を引き続き行い、固定系超高速ブロードバンド・ゼロ地方公共団体を41団体（平
成28年度末時点）から平成32年度末に25団体まで減少させることを目指す。
- これにより、ICT利活用に関する地域間格差を縮小。

利用の機会等の
格差の是正

平成29年度から

○ ○

地理的な制約から民間事業者の投資による超高速ブロードバンド基盤
の整備が困難な市町村又はその連携主体に対し、情報通信基盤整備
事業に要する経費の一部について、以下の支援を実施。

【携帯電話等エリア整備事業】
・地域の活性化を図っていく上で重要かつ必要不可欠なＬＴＥ等の高速
移動通信システムの整備を推進するため、離島等の地理的に条件不利
な地域において、高速移動通信システムに必要な海底光ファイバ等の
伝送路整備を整備する場合に、その事業費の一部を補助。
（補助率：１/３、１/２、２/３、４/５）

＜予算事業名＞
情報通信基盤整備推進事業
携帯電話等エリア整備事業

（ブロードバンド基盤整備の支援制度）
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/broadband/

96 ◎総務省

25

条件不利地域における携帯電話のエリ
ア整備の推進

サービスエリア外の人口 - -　地理的条件や事業採算性の問題等により、携帯電話を利用することが困難な地域が残
存（平成27年度1.6万人（エリア化を要望しない居住者を除く。））。
- 地方公共団体や無線通信事業者が行う基地局・伝送路の整備への補助金交付を行い、
平成31年度末までにサービスエリア外の人口1万人未満(エリア化を要望しない居住者を
除く。)を目標として推進。
- これにより、携帯電話の利用に関する地域間格差を是正。

利用の機会等の
格差の是正

平成29年度から

○ ○ ○

地理的条件や事業採算上の問題により携帯電話等のサービスを利用
することが困難な地域がある。それらの地域において携帯電話等が利
用できるようにするため、以下の支援を実施。

【携帯電話等エリア整備事】
・地理的に条件不利な地域（過疎地、辺地、離島、半島など）において、
地方公共団体が携帯電話等の基地局施設（鉄塔、無線設備等）、伝送
路施設（光ファイバ等）を整備する場合に、当該基地局施設や伝送路施
設の整備費用の一部を補助。
（補助率：１/３、１/２、２/３、４/５）

＜予算事業名＞
携帯電話等エリア整備事業

（携帯電話等エリア整備事業の概要（総務省電波利用ホームページ））
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/fees/purpose/keitai/index.htm

97 ◎総務省

26

Webアクセシビリティ確保のための環境
整備等

民間事業者向け「身体障害
者向け通信・放送役務の提
供・開発等の推進」助成終了
後２年経過時の事業継続率

公的機関Webサイトの情報
バリアフリーに関するJIS規
格への準拠率

- 高齢者や障害者など、ICTの恩恵を十分に享受できていない者が多く存在。
- 誰もが行政等のWebサイトを利用しやすいようにするため、平成29年度に国・地方公共
団体等の公的機関Webサイトのアクセシビリティ状況を調査し公開することで、公的機関の
取組を促進。また、高齢者や障害者等に配慮した事業者による通信・放送サービスの充実
を図るため、平成29年度から平成33年度にかけて事業者等への助成を行い、進捗状況を
確認。
- デジタルデバイドを解消し、誰もがICTの恩恵を享受できる情報バリアフリー環境を実
現。

利用の機会等の
格差の是正

平成29年度から

○ ○

地方公共団体において、Webアクセシビリティの確保・維持・向上に取り
組む際の取組の支援を目的とした手順書である「みんなの公共サイト運
用ガイドライン」を策定し公表するとともに公的機関への講習会・説明等
を実施。

＜予算事業名＞
ウェブアクセシビリティ等に関する調査研究
通信・放送分野における情報バリアフリー促進支援事業

（みんなの公共サイト運用ガイドライン）
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/guideline.html

100 ◎総務省

27

ＩｏＴ地域実装のための総合的支援 - 地域IoTの成功モデル等の
実装地域・団体数

- 超少子高齢化等が進展する地域においては、生活や産業の基盤が従来の形で維持で
きなくなりつつある。IoT実装を通じた官民データ利活用による課題解決が期待されるが、
予算や人材の制約等により、地域における取組が進んでいない。
- 民間活力を最大限に活用しつつ、地域におけるIoT実装を進めるため、計画策定支援、
専門家派遣等の人的支援、民間プラットフォームの活用をはじめとするデータ利活用ルー
ルの明確化、実装事業の支援等を総合的に実施。
- このような取組により、成功モデルの横展開を含め平成32年度までに延べ800以上の地
域・団体において、生活に身近な分野でのIoTを活用した取組を創出し、地域活性化を実
現。

利用の機会等の
格差の是正

平成29年度から

○

ICT/IoTを利活用して地域課題を解決しようとする地方公共団体等の要
請に応じ、ICT/IoTの知見等を有する「地域情報化アドバイザー」を派遣
し、 ICT/IoT利活用に関する助言等を実施。
＜予算事業名＞
地域情報化の推進（本省）

（地域情報化アドバイザー派遣）
http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictriyou/manager.html

102 ◎総務省

28

事業者の垣根を越えてシームレスにWi-
Fi接続できる認証連携の仕組み構築

平成30年までの認証連携の
仕組み構築、認証連携に対
応する箇所数

- - 訪日外国人が我が国を旅行した際に困ったこととして、公衆無線LANが使いにくいことが
挙げられている。
- 平成30年までに20万箇所以上で、事業者の垣根を越えてシームレスにWi-Fi接続できる
認証連携の仕組みを構築。
- これにより、訪日外国人等の観光客の不満解消および利便性を向上。

利用の機会等の
格差の是正

平成29年度から

○

訪日外国人が利用可能な公衆無線LANの利用手続の簡素化の周知。 - 104 ◎総務省

29

防災拠点等におけるWi-Fi環境の整備
推進

整備済箇所数（平成31年度
までに約３万箇所）

- - 災害時に、固定電話や携帯電話が輻輳し、利用できない場合がある。
- 災害時の必要な情報伝達手段を確保する観点から、防災拠点等におけるWi-Fi環境に
ついて、平成31年度までに約３万箇所の整備を推進。
- 災害時に、避難者や滞留者が適時に必要な情報伝達・情報確保を行うことが可能にな
り、安全確保や安否確認、避難生活の利便性が向上。

利用の機会等の
格差の是正

平成29年度から

○

防災拠点（避難所・避難場所、官公署）及び被災場所として想定され災
害発生時の情報伝達手段の強化が望まれる公的な拠点（博物館、文化
財、自然公園等）におけるWi-Fi環境の整備を行う地方公共団体等に対
し、その費用の一部を補助。

＜予算事業名[補助金名]＞
公衆無線LAN環境整備支援事業[無線システム普及支援事業費補助
金]

（地方公共団体によるWi-Fi環境整備について）
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/local_support/kyou
zinkasinsei.html

105 ◎総務省

30

民放ラジオ難聴解消支援事業 AM放送局（親局）に係る難
聴地域解消のための中継局
整備率

ラジオ難聴の解消 平成30年度末にAM放送局（親局）に係る難聴地域解消のための中継局整備率100%を目
指す。その後は難聴解消の状況を踏まえ、必要な施策を実施する。

利用の機会等の
格差の是正

平成30年度から

○

平時や災害時において、国民に対する放送による迅速かつ適切な情報
提供手段を確保するため、難聴解消のための中継局整備を行うラジオ
放送事業者等に対し、その整備費用の一部を補助。

＜予算事業名＞
民放ラジオ難聴解消支援事業

（民放ラジオ難聴解消支援事業（補助事業の申請要領等））
http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/housou_suishin/hoson
et_kyojinka02.html

106 ◎総務省

31

放送ネットワーク整備支援事業 自然災害による被害を受け
得る地域に立地するラジオ
放送局（親局）に係る災害対
策としての中継局整備率

災害発生時における情報伝
達手段の確保

平成30年度末にAM放送局（親局）に係る災害対策としての中継局整備率100%を目指す。 利用の機会等の
格差の是正

平成30年度から

○

放送網の遮断の回避等といった防災上の観点から、次の費用の一部を
補助。

・放送局の予備送信設備、災害対策補完送信所、緊急地震速報設備等
の整備費用（地上基幹放送ネットワーク整備事業）

＜予算事業名＞
放送ネットワーク整備支援事業

（地上基幹放送ネットワーク整備事業（補助事業の申請要領等））
http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/housou_suishin/hoson
et_kyojinka01.html

107 ◎総務省
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32

Jアラートによる迅速かつ確実な情報伝
達の実施

- 国と地方公共団体が連携し
た全国一斉情報伝達訓練の
確実な実施

Ｊアラートによって自動起動する情報伝達手段の多重化・多様化を進めるとともに、国と地
方公共団体が連携した全国一斉情報伝達訓練を実施することで、全ての国民が災害等の
緊急情報を迅速かつ確実に受け取ることができる体制を構築し、住民に対するリアルタイ
ムで緊急情報の提供を確実に実施。

利用の機会等の
格差の是正

平成29年度から

○

財政措置（次の事業は緊急防災・減災事業債の対象）。
　・新型受信機の導入（平成30年度まで）
　・情報伝達手段の多重化（平成31年度まで）
国と地方公共団体が連携した全国一斉情報伝達訓練の機会の提供。

＜予算事業名＞
危機管理の情報収集・伝達に要する経費

- 109 ◎総務省

33

防災ＳＮＳの活用 - - 平成29年度については、防災へのＳＮＳ活用を促進していくとともに平成28年度に作成した
ガイドブックの活用状況を調査するため、地方公共団体に対し、メール、電話等によるヒア
リング状況調査を実施。

利用の機会等の
格差の是正

平成29年度から

○

災害時において、即時性のある情報、局地的な情報を取得することを可
能とし、収集情報の拡充を図るため、平成28年度に災害対応におけるＳ
ＮＳ活用ガイドブックを公表し、全国の自治体へ配信。

（ガイドブック）
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/pdf/h2903guidebook
.pdf

110 ◎内閣官房

34

沖縄県における超高速ブロードバンド環
境整備促進事業

超高速ブロードバンド環境整
備率(母数に対しての率)

- 内閣府の沖縄振興計画に基づき、沖縄県では高度情報通信ネットワーク社会実現を目指
して環境整備が進められてきている。当該施策はＩＣＴ利用による利便性を沖縄全県的に
等しく享受できるようにするため、通信事業者による自主整備が困難である地域を対象に
超高速ブロードバンド環境整備を行うもの。

利用の機会等の
格差の是正

平成29年度から

○ ○

ＩＣＴ利用による利便性を沖縄全県的に等しく享受できるよう、通信事業
者による自主整備が困難である地域を対象に超高速ブロードバンド環
境整備を推進するため、沖縄振興特別推進交付金を活用した支援を実
施。

＜予算事業名＞
沖縄振興特別推進交付金

（平成29 年度沖縄振興予算について）
http://www8.cao.go.jp/okinawa/3/2017/h29_yosan.pdf

111 ◎内閣府

35

国・地方を通じた行政全体のデジタル化 中長期計画策定省庁数 計画に基づく各施策におけ
る改革目標の達成度合い

- 政府情報システム改革等、これまで蓄積したノウハウを活かしつつ、官民データの流通
等に資する新たな取組を推進する必要。
- このため、「デジタル・ガバメント推進方針」（平成29年５月30日IT本部・官民データ活用
推進戦略会議決定）に基づき、平成29年内に政府横断的な実行計画を、平成30年上半期
を目途に各府省庁における中長期の戦略的な計画を策定。
- これによって、行政全体のデジタル化を強力に推進し、これまで以上に国民・事業者の
利便性向上に重点を置いた行政サービスを実現。

情報システムに
係る規格の整備
及び互換性の確
保等

平成29年度から

○

情報システムの統廃合や運用コスト削減等、保有する行政データのデ
ジタル化等を進めるとともに、行政全体のデジタル化による行政サービ
スの向上及び行政運営の効率化を図るため、「デジタル・ガバメント推進
方針」（平成29年５月30日IT本部・官民データ活用推進戦略会議決定）
に基づき、平成29年内に政府横断的な実行計画（デジタル・ガバメント
実行計画（仮称））を、平成30年上半期を目途に各府省庁における中長
期の戦略的な計画を策定予定。また、自治体等の情報システム改革を
支援するため、必要に応じ、事例やノウハウを整理した参考資料を配
布。

（デジタル・ガバメント推進方針）
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20170530/suisinhosin.pd
f

112 ◎内閣官房

36

クラウド・バイ・デフォルト原則の導入 クラウド活用数 コスト削減額 - 情報システムの整備に当たっては、クラウド技術の活用等により、投資対効果やサービ
スレベルの向上、サイバーセキュリティへの対応強化を図ることが重要。
- 平成30年度までに、民間クラウドや民間サービスの活用について、利用に当たっての考
え方や課題等を整理。加えて、クラウド等の民間ITサービスの政府認証制度の創設も含
め、行政機関における先進的な民間ITサービス導入を加速させるための方策について本
年度中を目途に検討を進め、具体的な取組の方向性の取りまとめを実施。また、国におい
て直接保有・管理する必要がある政府情報システムについては、標準化・共通化を図ると
ともに、投資対効果の検証を徹底した上で、政府共通プラットフォームへの移行を推進。
- これによって、行政が保有する情報システムのクラウド化を推進。

情報システムに
係る規格の整備
及び互換性の確
保等

平成29年度から

○

情報システムの整備に当たり、民間クラウドや民間サービスを積極的に
活用し、各種コストの低減による投資対効果の向上、サイバーセキュリ
ティへの対策強化を図るため、平成30年度までに民間クラウドや民間
サービスの活用について、利用に当たっての考え方や課題等を整理し
たガイドを作成、提供予定。

- 113 ◎内閣官房、総務省、
経済産業省、関係府省
庁

37

クラウド導入状況や個別団体の情報シ
ステム運用コストの「見える化」 、導入
加速に向けた支援

- クラウド導入市区町村数 -　クラウドの導入には、コストの削減やセキュリティレベルの向上、災害時における業務継
続性の確保といった多くのメリットがあるため、その取組を一層進めていく必要。
-　平成29年度から情報システム運用コストの「見える化」を図る。また、各地方公共団体に
おいてはクラウド導入等に関する計画を策定し、国がその進捗を管理するとともに、導入に
必要な専門人材を確保する。クラウド導入市区町村数の増加を図る上で、先行する優良
事例における効果や国の支援策の周知を徹底するなど積極的な支援を行う。

情報システムに
係る規格の整備
及び互換性の確
保等

平成29年度から

○

・「自治体クラウドの現状分析とその導入に当たっての手順とポイントに
ついて」（平成28年８月５日総行情第54号）において、自治体クラウドグ
ループの現状を分析し、事例を紹介。
・「自治体クラウド導入サポート員について」（平成28年９月30日総行情
第71号）において、先行団体の職員を紹介。また当該職員がアドバイス
を行う際の交通費等について、特別交付税を措置。

＜予算事業名＞
地方公共団体におけるクラウド導入の促進に要する経費

（自治体クラウドポータルサイト）
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/lg-cloud/

114 ◎総務省、内閣官房

38

地方公共団体ごとに管理者が別々と
なっている学校の校務システムの共同
クラウド化

共同利用型校務支援システ
ムを導入した自治体数

- - 地方公共団体ごとに校務支援システムの対象となる業務の範囲や、扱う校務文書の様
式等が異なっているなどの要因により、複数の地方公共団体における校務支援システム
の導入・運用が進んでいないという課題が存在。
- 平成29年度を目途に校務支援システムの対象となる業務の範囲の明確化、校務に関す
る文書等の電子化・標準化、複数自治体での校務支援システムの導入・運用に向けた考
え方を整理し、平成30年度から自治体による校務支援システムの共同化の定着に向けた
取組を推進。
- これにより、学校における教員の事務作業負担を軽減し、教員が児童生徒と向き合う時
間を確保することで、学校教育の質を向上。

情報システムに
係る規格の整備
及び互換性の確
保等

平成29年度から

○

平成29年度に、校務支援システムの対象となる業務の範囲の明確化、
校務に関する文書等の電子化・標準化、複数自治体での校務支援の導
入・運用に向けた考え方を整理し、ガイドブック等にまとめる。これを各
自治体に対して展開し、校務支援システムの導入を促進。
平成30年度では「統合型校務支援システム導入実証研究事業」におい
て、都道府県単位での統合型校務支援システムの導入及び共同利用
を推進するための実証事業を実施。（平成30年度予算額：約3.1億円）

＜予算事業名＞
学校ICT環境整備促進実証研究事業（統合型校務支援システム導入実
証研究事業）

- 115 ◎文部科学省

39

校務系クラウドと授業・学習系クラウド
間の情報連携方法の標準化

クラウド上の教材等を利活用
可能な学校数

- -　教職員が職員室等で利用する「校務系システム」と、児童生徒も利用する「授業・学習
系システム」が、セキュリティの観点から分離運用されており、データ利活用の観点からは
その改善が急務。
-　提供事業者が異なる校務系システムと授業・学習系システムとの間での情報連携につ
いて実証を行い、セキュアで効率的・効果的な情報連携方法を標準化することで、平成32
年までにクラウド利活用可能な学校の割合を100％とすることを目指す。
-　本実証により標準化されるシステムの運用基盤となるネットワーク環境について現状の
調査及び今後の検証を行い、ガイドライン等として取りまとめ。

情報システムに
係る規格の整備
及び互換性の確
保等

平成29年度から

○

・地方公共団体において、「校務系システム」と「授業・学習系システム」
との間での情報連携により、教育現場における効果的・効率的なデータ
利活用を推進し、教育・経営の質的向上、業務の効率化、システムのコ
スト削減を実現できるよう、当該情報連携方法等の標準化を目的とした
実証事業を平成29年度から実施。
・また、この実証事業に係る公募に先立ち、時間や場所、端末やOSを選
ばず、最先端のデジタル教材等を利用でき、かつ低コストで導入・運用
可能な「教育クラウドプラットフォーム」について、地方公共団体における
導入の促進を目的に、その参考技術仕様・参考調達仕様を策定し、公
表。
・このほか、地方公共団体が教育現場においてクラウド導入・活用を検
討する際の参考資料となるよう、地方公共団体の教育現場におけるクラ
ウド活用及びその効果についての先進的な実例と、教育現場における
クラウドシステムの導入・活用に当たっての手順を解説した「教育ICTガ
イドブック　Ver.1」を総務省において作成、公表し、全国の教育委員会
等に配布。

＜予算事業名＞
スマートスクール・プラットフォーム実証事業

（「校務系システム」と「授業・学習系システム」との間での情報連携方法
等についての実証事業について）
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/kyouiku_joho-
ka/smart_jisyo.html
（「教育クラウドプラットフォーム参考仕様」、「教育ICTガイドブック」等に
ついて）
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/kyouiku_joho-
ka/sendou.html
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu05_02000097.html

116 ◎総務省

40

サービスデザイン思考に基づく業務改
革（BPR）の推進

サービス改革を行う具体的
なサービス数

サービス改革の各施策にお
ける改革目標の達成

- 社会環境の変化や技術進展が急速に進む中、行政サービスの維持・向上や持続的な経
済成長を実現するため、利用者目線に立って、サービスのフロント部分だけでなく、行政内
部も含めて業務・サービスを再構成する業務改革（BPR）が必要。
- このため、サービスデザイン思考を取り入れつつ、平成29年内を目途にサービス改革の
重点分野を設定し、取組内容、スケジュール等を具体化。
- 行政内部の業務改革に当たっては、テレワークなどのリモートアクセス環境の整備や会
議におけるタブレットの活用など、業務のデジタル化・ペーパレス化を推進し、生産性の向
上や多様なワークスタイルを実現。
- これによって、国民と職員双方の負担を軽減しつつ、利用者中心の行政サービスを目指
す。

情報システムに
係る規格の整備
及び互換性の確
保等

平成29年度から

○ ○

地方公共団体が提供する行政サービス等について、利用者目線での業
務改革（BPR）を実施するとともに、行政内部のデジタル化・ペーパーレ
ス化を推進し、国民と職員双方の負担軽減を図るため、平成29年内に
策定を予定している「デジタル・ガバメント実行計画（仮称）」において、
サービス改革の重点分野を設定し、取組内容、スケジュール等を具体
化する予定。また、サービスデザイン思考の事例や原則・方法論等をま
とめた「（仮称）サービスデザインガイド」について、試行版を平成29年内
に作成、公表予定。

- 118 ◎内閣官房、総務省、
関係府省庁

41

分野横断的に連携できるプラットフォー
ムの整備

プラットフォームの開発進捗
率

API連携のユースケース数 - システム間で効率的に情報交換を行うため、国、地方公共団体、事業者等間における
データ連携の基本ルールを策定することが必要。
- データ（語彙、コード、文字等）の標準化、API等を通じた分野横断的に連携できるプラッ
トフォームの整備に係る指針 を「Society 5.0 を実現するプラットフォーム」、「データ利活用
型ICTスマートシティの推進」等の成果を踏まえつつ、平成30年度夏までに定め、これに基
づき整備を進める。
- これによって、国、地方公共団体、事業者等間におけるデータ連携を加速し新サービス
の創出を促進。

情報システムに
係る規格の整備
及び互換性の確
保等

平成29年度から

○

システム間で効率的に情報交換を行い、国、地方公共団体、事業者等
間におけるデータ連携の推進及びそれによる新サービスの創出を促進
するため、国において、データ連携の基本的ルールを平成30年度夏ま
でに定めるとともに、地方公共団体へ必要な情報提供を適宜実施。

- 137 ◎内閣官房、総務省、
経済産業省、内閣府
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42

データ利活用型ICTスマートシティの推
進

分野横断的なデータ利活用
によるスマートシティの構築
数

- -　各都市・地域は、人口の増減、訪日外国人への対応、インフラやサービスの維持・高度
化、等多様な課題を抱えているが、防災、医療・健康、観光等の各分野のデータを連携・
利活用する枠組みが実現していないために、課題解決が進展していない。
-　分野横断的なデータの利活用により都市におけるサービス・機能を高度化し、利便性や
生産性の向上を実現するため、平成29年度からデータ連携のための基盤（プラットフォー
ム）を整備するとともに、「データ利活用型の街づくり」を支援。
- 地域におけるIoT利活用を推進し、地域の生産性向上を図るため、クラウドサービスの導
入の普及・啓発やIoTビジネスの創出支援など、関係省庁による重層的な支援方策を検討
し年度内に結論の取りまとめを実施。
- このような取り組みや成功モデルの横展開により、都市の魅力や生産性の向上等に貢
献。

情報システムに
係る規格の整備
及び互換性の確
保等

平成29年度から

○ ○

「ICT街づくり推進会議」において、地方自治体等の意見も聞きつつ、分
野横断的なデータの利活用により都市におけるサービス・機能を高度化
し、利便性や生産性向上の実現を促すため、データ利活用型ICTスマー
トシティの先導的モデルの構築・横展開について、競争的なプロセスを
経て、スマートシティ構築に係る初期投資・継続的な体制整備等にかか
る経費の一部を補助。
補助率：１／２

＜予算事業名＞
ＩＣＴスマートシティ整備推進事業

（ICT街づくり推進会議）
http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ict_machidukuri/index
.html
（平成30年度予算データ利活用型スマートシティ推進事業の提案公募
（平成30年４月10日（火）から５月11日（金）まで））
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-
news/01tsushin01_02000244.html

138 ◎総務省

43

健康・医療・介護分野に関わる多様な主
体の情報共有・連携の仕組みの確立、
成果の推進・普及

全国規模のデータ利活用基
盤の整備

- -　医療機関や介護施設に存在するデータは、個別の施設内で利用するために集められて
いるものが多い。また、現在、医療機関等が全国規模で情報を共有し、利活用するための
基盤整備が必要。
-　そのため、全国規模のデータ利活用基盤の整備を目指すとともに、平成29年度中にク
ラウド化・双方向化等による地域のEHR（Electronic Health Record）の高度化の推進、広域
連携の在り方（セキュリティ確保策等）やマイナンバーカード等を活用した患者本人の同意
取得の在り方について実証を行い、医療情報を相互参照できる環境整備を推進。
-　このような取組を通じ、地域の医療機関や介護施設間での効果的な情報共有や地域を
超えたデータ活用による患者等への適切な医療・介護サービスの提供が可能となるなど、
国民一人ひとりを中心としたデータの統合による個々人に最適な健康管理・診療・介護を
目指す。

情報システムに
係る規格の整備
及び互換性の確
保等

時期調整中

○

平成29年度に、クラウド技術を活用して医療機関・介護施設等の参加コ
ストを抑制しつつ、多職種の施設が参加可能な双方向かつ標準準拠の
データ連携を実現することを目的に「クラウド型EHR高度化事業」を実
施。当該事業遂行の過程で得られた知見とともに、構築したクラウド型
EHRの成功モデルを各地域で活用可能な形でとりまとめ、厚生労働省
が進める地域医療連携ネットワークの普及策を活用して、全国に普及
展開することを想定。

＜予算事業名＞
医療・介護・健康データ利活用基盤高度化事業

- 140 ◎総務省、厚生労働省

44

国・地方公共団体・事業者等における災
害情報の共有の推進

連携する各府省庁のシステ
ム数

国・地方公共団体・事業者等
で必要な災害情報を共有で
きる仕組みの構築によるき
め細やかかつ迅速な災害対
応の実現

- 国・地方公共団体・事業者等の各主体が個々に収集・管理している災害情報を、官民で
共有することにより、迅速で効果的な支援が可能。
- 平成29年度中に現状の課題を整理し、官民の災害情報の共有ルールを作成するととも
に、平成30年度までに府省庁間で防災情報の共有・連携システムを開発することにより、
国・地方公共団体・事業者等で必要な災害情報を共有できる仕組みを構築。
- これにより、例えば、避難所等へのラストワンマイルの物資輸送等、きめ細やかかつ迅
速な災害対応を実現。

情報システムに
係る規格の整備
及び互換性の確
保等

平成31年度以降

○

- 152 ◎内閣府、文部科学省

45

準天頂衛星システムを活用した避難所
等における防災機能の強化

安否確認サービスの導入自
治体数

安否確認サービスの導入自
治体数

-　災害の初期段階の被災現場においては、安否情報等の災害情報を伝送する通信手段
が輻輳等により十分に活用できない場合があり、対策が必要。
- 平成30年度中に準天頂衛星システムを活用した安否確認サービスの運用を開始し、５
都道府県程度のモデル地域において試行的に導入し、平成33年度には20都道府県程度
への普及を促進。
- これにより、避難所等で収集された安否情報や災害関連情報を地方公共団体の災害対
策本部等の防災機関で利用できるようになるなど情報を的確に捉え、国民への迅速な災
害対応を実施。

情報システムに
係る規格の整備
及び互換性の確
保等

平成30年度から

○

準天頂衛星システムを活用した安否確認サービスの導入促進に向けた
普及啓発。

（衛星安否確認サービスの紹介）
http://qzss.go.jp/overview/download/movie4_support.html

153 ◎内閣府

46

社会の相互運用性（インタオペラビリ
ティ）を高めるプラットフォームの推進

政府内で集積したコード数
プラットフォームの認知率（文
字情報基盤、共通語彙基盤
を調達の参考にした自治体
数）

データ連携による新サービス
の創出数

・「デジタル・ガバメント推進方針」に基づき、業務目的に応じて適切な範囲の文字の導入を
推進する。また、古い規格であるJIS X 0212(補助漢字）は、今後整備される新規システム
においては使用しないこととする。
・共通語彙基盤の推進を行いつつ、語彙データベースやツールを活用し分野別語彙の拡
大を図るとともに、平成30年度から、活用事例等を収集し普及を図る。
・政府内のコード管理の考え方を平成29年度中に整理の上、公表可能なコードをオープン
データとして公開する。

情報システムに
係る規格の整備
及び互換性の確
保等

平成29年度から

○

文字情報基盤の活用により、文字情報に関する国・地方公共団体を通
じたデータの相互運用性（インターオペラビリティ）を確保し、システム間
でのデータ交換・流通を容易にするとともに、共通語彙基盤の参照によ
る各種用語の標準化による国・地方公共団体の垣根を越えたデータ利
活用を促進するため、以下の支援を実施。

・氏名や法人名の正確な表記、代替文字等による簡易表記を可能にす
る文字情報基盤を提供中。
・地方公共団体や住民のニーズの高い分野から共通語彙基盤による
データ共通化を容易に導入できるガイドや雛型を提供予定。また、ガイ
ドの活用方法の事例、要望・提案などについて、説明会や意見交換会を
開催予定。

（IMI情報共有基盤）
https://imi.go.jp/

156 ◎内閣官房、経済産業
省

47

民間活力を活用したＩｏＴの地域実装の
推進

- 地域IoTの成功モデル等の
実装地域・団体数

- 超少子高齢化等が進展する地域においては、生活や産業の基盤が従来の形で維持で
きなくなりつつある。IoT実装を通じた官民データ利活用による課題解決が期待されるが、
予算や人材の制約等により、地域における取組が進んでいない。
- 平成32年度までに、民間プラットフォーム等を活用した地域IoTの成功モデルの横展開の
促進や、官民連携による新たなファンディング手法等に関する調査・検証及び運用ガイドラ
インの策定を通じて、民間活力を活用した自律的な実装・持続的な運営を確保し、地域IoT
の成功モデルの実装・普及展開を推進。
- これにより、成功モデルの横展開を含め平成32年度までに延べ800以上の地域・団体に
おいて、生活に身近な分野でのIoTを活用した取組を創出し、地域活性化を実現。

情報システムに
係る規格の整備
及び互換性の確
保等

平成31年度以降

○

157 ◎総務省

48

調達情報の流通の効率化と情報活用の
促進

APIでの調達情報提供機関
数

- 調達情報の流通の効率化と情報活用を促進するため、官報に掲載する調達情報等を情
報交換するための共通的なAPI の活用に取り組む。また、地方公共団体にも該当API の
普及を図る。また、平成29年度中に調達情報の流通に関するロードマップを作成する。

情報システムに
係る規格の整備
及び互換性の確
保等

平成30年度から

○ ○

地方公共団体における調達手続きの標準化による職員の業務効率化、
入札参加事業者等の手続の効率化及びそれにともなう参加事業者の
拡大や入札コストの低減を図るため、国及び地方公共団体向けの物
品・役務等に関する調達情報の標準データ項目（ガイドブック）を平成29
年度中に作成、提供予定。

- 160 ◎内閣官房、総務省

49

各種制度情報に関するデータ構造の整
備及びAPI活用の推進

登録制度数 - 支援制度情報データベースを拡張のうえ、利活用を推進することによる国民や事業者の活
性化を図る。平成29年度早期にAPI仕様を公開することにより、各府省庁は、Webサイト更
改時などに順次、国民や事業者の利活用に資する公開可能な支援制度情報等をAPI を通
じて公開することとする。また、地方公共団体にもAPI の普及を図る。その際はマイナポー
タル、法人インフォメーション等との連携を図りながら推進する。

情報システムに
係る規格の整備
及び互換性の確
保等

平成30年度から

○

国が整備する支援制度情報データベースを積極的に活用し、支援を必
要とする住民に必要なAPIを活用した迅速な情報提供を行うため、支援
制度情報データベースのAPI仕様や活用事例等についてのガイドを作
成、提供予定。

- 161 ◎内閣官房、総務省、
経済産業省、関係府省
庁

50

電子版お薬手帳の普及推進（患者のた
めの薬局ビジョン推進モデル事業の実
施）

モデル事業の実施状況 電子版お薬手帳に対応可能
な薬局数

平成28年度に４県の事業委託をし、事業を開始。平成29年度末に事業の成果・実績をとり
まとめるとともに、それらの全国展開を行い電子版お薬手帳に対応可能な薬局を増やすこ
とで、電子版お薬手帳の普及を促進する。また、来年度以降も同様の事業を実施する予
定。

情報システムに
係る規格の整備
及び互換性の確
保等

平成29年度から

○

電子版お薬手帳の活用を地域の中で推進出来るよう、都道府県に対す
る委託事業とし、「患者のための薬局ビジョンモデル事業」を実施。併せ
て、その成果・実績を共有。

（患者のための薬局ビジョン）
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-
Iyakushokuhinkyoku/honbun_3.pdf

166 ◎厚生労働省

51

災害リスク情報の利活用手法の研究開
発

災害リスク情報検索システム
の開発完了、協働型地域防
災システムの開発完了

- 災害リスク情報をオープンデータ化するために必要なインターフェースや検索システムの
実証・改良等を行い、平成34年度中に開発を完了。協働型地域防災システムの研究開発
においては、地域特性を考慮した防災対策を計画し実行できるようにシステムを改良し、
平成34年度中に開発を完了。

情報システムに
係る規格の整備
及び互換性の確
保等

平成31年度以降

○

モデル地域に対する先行的適用（実証実験等）を検討しており、防災行
政への貢献が期待出来る。
本研究開発は平成34年度に完了する。

（自然災害情報の利活用に基づく災害対策に関する研究プロジェクト）
http://risk.bosai.go.jp/

173 ◎文部科学省

52

Ｌアラートによる迅速な災害情報発信や
発信情報の拡充・利活用の拡大

・研修の実施回数
・災害情報の視覚化等のた
めの実証地域数

・Ｌアラートの導入都道府県
数
・災害情報の視覚化等が可
能なシステムの導入都道府
県数

平成30年度末までを目途に、Ｌアラートの全都道府県での運用を開始。また、平成31年度
までにＬアラートを通じた災害情報の視覚化等のための実証実験を実施し、平成32年度末
までに15都道府県での実装を予定。あわせて、情報伝達者の全国的な参加を促進すると
ともに、情報内容の拡充、合同訓練や研修等を実施し、Lアラートの普及展開を推進。

情報システムに
係る規格の整備
及び互換性の確
保等

平成29年度から

○

情報配信の迅速化やより効果的な災害情報の伝達のため、地方公共
団体職員の訓練・研修や、視覚的な情報伝達のための実証事業を実
施。

＜予算事業名＞
地域防災等のためのＧ空間情報の利活用推進

（総務省ＨＰ「Lアラート（災害情報共有システム）」の普及促進）
http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictriyou/02ryutsu06_03000032.html
（国土強靭化アクションプラン2017 P51）
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/kihon.html

178 ◎総務省

53

IoT推進コンソーシアム・IoT推進ラボの
取組等を通じた革新的モデル事業の発
掘・育成等

支援を行った企業数 IoT関連ビジネスの市場規模 - 産業競争力を強化するためには、我が国が強みを有する製造現場等のリアルデータの
活用等を通じて、具体的なビジネス展開を推進していくことが重要。
- そのため、課題解決型のプロジェクトの発掘や産業データを活用したデータ分析コンテス
トの開催等を通じて、先進プロジェクトの創出や支援等を実施。
- また、地方版IoT推進ラボの取組や地域未来投資促進法に基づき今後３年間で2,000社
への支援を目指すことにより、地域におけるIoT、AI、ビッグデータ等を活用した新たなビジ
ネスの創出・発展を図る。
- これにより、データを活用した新たなIoTビジネスモデルの創出・育成を促進。

その他 平成31年度以降

○

地域におけるIoTプロジェクト創出のための取組を「地方版IoT推進ラボ」
として選定し、地域での取組を通じたIoTビジネスの創出を支援。

・選定地域のプロジェクト・企業等の実現・発展に資するメンター派遣
・メルマガ、ラボイベント等によるIoT推進ラボ会員への広報
・「地方版IoT推進ラボ」マークの使用権付与
・大型イベントへの出展支援

＜予算事業名＞
地方発IoTビジネス創出事業

（地方版IoT推進ラボ（経済産業省））
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/local_iot-lab/
（地方版IoT推進ラボホームページ）
https://iotlab.jp/local/

70 ◎経済産業省、総務省

54

健康・医療・介護等データの流通・利活
用環境の実現

PHR実証モデル件数、PHR
実装主体数

健康指標の改善 -　個人に関する健康・医療・介護等データは、医療機関・事業者等で閉じて利用されてい
るため、本人が蓄積・利活用（他者への提供を含む）することが困難な状況。
- 個人の生涯にわたるデータを、本人が主体的に流通・利活用できる環境を実現するた
め、平成30年度末までに実証事業等を通じて課題の整理や目標値を設定した上で、平成
31年度より、順次、必要な制度整備を行い、平成32年からの運用開始を促進。
- このような取組により、健康寿命の延伸や社会保障費の適正化に貢献。

その他 平成31年度以降

○

地方公共団体、民間企業、大学、NPO法人等から成る地域の主体が、
生活に身近な分野におけるIoTサービスの実証を通じて、そのリファレン
ス（参照）モデルを創出・展開するとともに、必要なルールの明確化等を
行う。

＜予算事業名＞
医療・介護・健康データ利活用基盤高度化事業

（身近なIoTプロジェクト(IoTサービス創出支援事業））
http://www.midika-iot.jp/

73 ◎総務省
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55

匿名加工医療情報の作成に関する認定
制度の整備

- - -　匿名加工医療情報の活用に向け、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療
情報に関する法律（平成29年法律第28号（略称：次世代医療基盤法））を踏まえ、法の施行
までの間に、適切な事業運営に向けた基本方針や認定基準等を策定。
- 匿名加工医療情報の活用により、健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出
を推進。

その他 平成30年度から

○ ○ ○ ○

今後、匿名加工医療情報の利活用を促進する本制度の趣旨や具体的
内容について、地方公共団体に周知することを予定。

- 74 ◎内閣官房、厚生労働
省、経済産業省、文部
科学省

56

IoTサービスの地域実証に基づくルール
整備等を通じたデータ利活用の促進
(IoTサービス創出支援事業）

データ利活用の促進等のた
めに明確化するルールの数

国民生活の利便向上
企業活動の効率化・付加価
値向上

- IoTを活用した新たなソリューションが生み出される中、その前提となるデータ収集とその
利活用を図ろうとした場合、従来の規制がその妨げとなったり、逆にルールが存在しない
ために利用者の安全性などが確保されない可能性。
- 「IoTサービス創出支援事業」（実証事業）を通じてデータ利活用の促進等に必要なルー
ルを平成32年度までに20件明確化。
- これにより、IoTサービスの創出・展開を通じて国民生活の利便向上や企業活動の効率
化・付加価値向上等につながるとともに、分野・地域をまたがるデータ利活用の仕組み（エ
コシステム）が整備されることなどを期待。

その他 平成29年度から

○

地方公共団体、民間企業、大学、NPO法人等から成る地域の主体が、
生活に身近な分野におけるIoTサービスの実証を通じて、そのリファレン
ス（参照）モデルを創出・展開するとともに、必要なルールの明確化等を
行う。

＜予算事業名＞
IoTサービス創出支援事業

（身近なIoTプロジェクト(IoTサービス創出支援事業））
http://www.midika-iot.jp/

79 ◎総務省

57

AIを活用した「保健指導支援システム」
の研究推進

システム導入した地方公共
団体数

システムを導入した地方公
共団体における医療費の適
正化効果

- 各地方公共団体が保有するデータ（健診・レセプト、事例データ、エビデンスデータ等）が
十分に活用されておらず、AIによる解析を通じてそれを活用することで効果的な保健指導
が可能。
- 平成29年度から平成31年度までに地方公共団体で蓄積されている健診・レセプトデータ
等を収集し、そのデータから保健指導における課題を分析するとともに、最適な施策候補
を抽出して提案するAI保健指導支援システムを開発。平成32年度以降、システムを導入
する地方公共団体を拡大。
- これにより、国民の健康維持または健康増進を図ることで、地方公共団体における医療
費の適正化を実現。

その他 平成31年度以降

○ ○

平成29年度から31年度にかけて国立研究開発法人日本医療研究開発
機構において「ＡＩを活用した保健指導システム研究推進事業」を実施。
当該事業で開発されたAIを活用した保健指導施策立案支援システムに
ついては、地方公共団体において活用可能な形で公表するとともに関
係団体、都道府県への説明等を実施。

＜予算事業名＞
医療・介護・健康データ利活用基盤高度化事業

- 179 ◎総務省

58

Ｇ空間次世代災害シミュレーションの研
究開発

火災延焼シミュレーションシ
ステムの開発完了

火災延焼シミュレーションの
自治体消防本部への導入数

市街地延焼火災対策のためには、地域ごとの火災リスク評価にもとづき、火災防ぎょ計画
の検討やその訓練を可能とすることが必要。平成31年度までに日本全国における地域ご
との延焼リスクの評価と定量化を可能とするシステムを開発し、平成32年度までに火災延
焼シミュレーションを100以上の自治体の消防本部に導入。
地域ごとの延焼リスクに基づいた市街地延焼火災対策により、例えば、市街地大火の発
生や拡大を抑止することで、安全・安心な国民生活を実現。

その他 平成31年度以降

○

平成31年度までに日本全国における地域ごとの延焼リスクの評価と定
量化を可能とするシステムを開発し、平成32年度までに火災延焼シミュ
レーションを消防本部に導入することを想定。

＜予算事業名＞
火災延焼シミュレーションの高度化に関する研究開発

（大規模地震災害時の同時多発火災対策に関する研究）
http://www.fdma.go.jp/html/hakusho/h29/h29/html/6b-1-3.html

210 ◎総務省

59

第５世代移動通信システム（５Ｇ）実現に
向けた研究開発・総合実証試験

５Ｇ研究開発、実証試験の進
展

平成32年の５Ｇ実現 これまで研究開発の促進、国際連携の強化、周波数確保に向けた基本戦略等の検討を実
施。
今後、研究開発や社会実装を念頭に置いた総合的な実証試験の促進を通じ、平成32年に
５Ｇを実現する。

その他 平成29年度から

○ ○

5Gの早期社会実装を念頭に、具体的な利活用を想定しつつ、様々な分
野の関係者が参加する実証試験を、公募により選定された地域で実
施。

＜予算事業名＞
無線設備の技術基準の策定に向けた研究開発等

（5G総合実証試験の開始）
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000297.html

211 ◎総務省

60

首都直下型地震等の大規模災害の発
生時に複合災害への対応も含めて都市
機能を確実に維持することを目的に官
民の連携による、ビッグデータ・ＡＩ等を
活用した高精度な被害予測・推定のた
めの研究開発

本プロジェクトへの参画機関
数

総合的な災害対応、事業継
続、個人の防災行動等に資
する適切な情報提供
の在り方の確立

平成29年度より5年計画で、政府関係機関、地方公共団体、民間企業等が保有する地震
観測データを統合し、官民連携による超高密度地震観測システムを構築予定。官民一体
の総合的な災害対応や事業継続、個人の防災行動等に資するデータセットの整備、解析
手法のあり方の確立を目指す。

その他 時期調整中

○

研究開発したシステムの実証実験等を検討している。
本研究開発は平成33年度に完了する。

（首都圏を中心としたレジリエンス総合力向上プロジェクト）
https://forr.cc.niigata-u.ac.jp/

216 ◎文部科学省

61

小・中・高等学校におけるプログラミング
教育の充実に向けた、学校のニーズに
応じた専門性の高い民間人材やe-ラー
ニング等の活用の促進

官民コンソーシアム（「未来
の学びコンソーシアム」）にお
ける学校の外部人材やe-
ラーニング等の教材の活用
校数

- - 小学校におけるプログラミング教育が必修となる中、教員による指導を支援する体制が
必要。
- 平成29年度を目途に、「未来の学びコンソーシアム」において、外部人材やe-ラーニング
等の活用のための仕組みの構築を開始し、平成32年度までに学校のニーズに応じた外部
人材及びe-ラーニングなどの教材活用を可能とすることを目標として推進。
- 民間との連携により、教員による指導を支援する外部人材の確保や、学校のニーズを踏
まえた教材の開発促進等により、これからの社会を担う次世代への適切な教育が行わ
れ、官民データ活用の基盤となるリテラシーの育成が期待。

その他 時期調整中

○ ○

教員による指導を支援する外部人材の確保や、学校のニーズを踏まえ
た教材の開発促進等により、都道府県等における適切な教育の実施に
資する。

（未来の学びコンソーシアム）
https://miraino-manabi.jp/

223 ◎文部科学省

62

シェアリングエコノミーサービスの普及 シェアリングエコノミーを活用
する地方公共団体数

解決・改善された地域課題
数

- シェアリングエコノミー伝道師の地方公共団体への派遣や、地方公共団体と民間事業者
をマッチングする仕組みの整備、連携実証を進め、シェアリングエコノミーを活用する地方
公共団体の事例を平成32年度中に100団体で実現することを見据え、平成29年度中に少
なくとも30団体で創出することを目指す。
- 地域の既存のリソースの有効活用等による地域活性化、行政・公共サービスを補完する
サービスの提供、地域における共助の仕組みの充実を進展させ、地域の諸課題を解決・
改善。

その他 平成29年度から

○ ○ ○

シェアリングエコノミーの活用により、地域社会において課題を抱えてい
る人と支援を提供できる人が出会い、頼り合える仕組みを構築し、地方
創生や地域における共助の仕組みの充実や、地域の様々な資源の活
用による新たな地域振興の進展を図るため以下の支援を実施。

・シェアリングエコノミー促進室において、地方公共団体からの相談に適
切に対応して必要な情報提供等を行うとともに、シェアリングエコノミー
を活用した地域の社会課題解決や経済活性化のため、シェアリングエコ
ノミー伝道師や地域情報化アドバイザーを地方公共団体に派遣。
・IoT Lab Connectionの仕組により、地方公共団体と民間事業者をマッ
チングする機会を提供するとともに、IoTサービス創出支援事業、地域
IoT実装推進事業や地域未来投資促進法に基づく支援措置等を通じ
て、地方公共団体と民間事業者等によるIoTサービスの創出・展開や実
装事業、地域経済牽引事業の取組を支援。

（シェアリングエコノミー促進室）
https://cio.go.jp/share-eco-center
（シェアリングエコノミー伝道師）
https://cio.go.jp/share-eco-evangelist_1st
（地域情報化アドバイザー）
http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictriyou/manager.html
（IoT Lab Connectiion）
https://iotlab.jp/jp/connection.html
（IoTサービス創出支援事業）
http://www.midika-iot.jp/about
（地域未来投資促進事業）
http://www.meti.go.jp/press/2016/02/20170228001/20170228001.html

229 ◎内閣官房、総務省、
経済産業省

63

テレワークの普及 平成32年には、テレワーク導
入企業を平成24年度比で３
倍、テレワーク制度等に基づ
く雇用型テレワーカーの割合
を平成28年度比で倍増

働く者にとって効果的なテレ
ワークを推進

- テレワークは、働き方改革を推進するに当たっての強力なツールの一つであり、より具体
的かつ効果的な形で普及が進むようにすることが課題。また、テレワークの普及に当たっ
ては、関係府省庁が連携し、ガイドラインや表彰等の普及啓発の推進、サテライトオフィス
の整備等を通じて、平成32年におけるKPIの目標値達成を図る。
- 国家公務員については、平成32年度までに、①必要な者が必要な時にテレワーク勤務
を本格的に活用できるようにするための計画的な環境整備を行い②リモートアクセス機能
の全省での導入を行う。
- 働き方改革の一助となり、労働者、事業者、その顧客の三方にとって効率的な結果が得
られ、ワークライフバランス、生産性、満足度等の向上を実現。

その他 平成29年度から

○

・ICTを活用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方であるテレ
ワークをこれから導入しようとする企業等において、情報セキュリティ対
策に関する検討の参考となるテレワークセキュリティガイドラインを平成
29年度に改定し、提供予定。
・ふるさとテレワークの一層の普及を図るため、地方公共団体等に対し、
サテライトオフィス等のテレワーク環境を整備するための費用の一部を
補助する事業を実施。

＜予算事業名＞
「多様で安心できる働き方」の導入促進事業
テレワーク等の普及促進事業
テレワークの普及促進に向けた気運の醸成
テレワーク相談センターの設置
時間外労働等改善助成金
国家戦略特区のテレワークに関する援助

（テレワークセキュリティガイドライン（第3版））
http://www.soumu.go.jp/main_content/000238665.pdf

230 ◎内閣官房、内閣府、
総務省、経済産業省、
厚生労働省、国土交通
省

64

地域のデータ利活用推進のための地域
人材の育成

派遣地域数 ・地域IoTを導入した地方公
共団体数
・アドバイザー派遣事業によ
り解決・改善した地域課題数

オープンデータ伝道師等とも連携しつつ、地域ＩｏＴの実装を進める地域への専門家・有識
者の派遣を強化する。

その他 平成31年度以降

○ ○

ICT/IoTを利活用して地域課題を解決しようとする地方公共団体等の要
請に応じ、ICT/IoTの知見等を有する「地域情報化アドバイザー」を派遣
し、 ICT/IoT利活用に関する助言等を実施

＜予算事業名＞
地域情報化の推進（本省）
地域情報化の推進（地方）

（地域情報化アドバイザー派遣）
http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictriyou/manager.html

236 ◎総務省
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サイバーセキュリティの強化 演習等の実施回数 セキュリティ人材の育成数 - ネットワーク上の脆弱なIoT機器の業界を超えたセキュリティ対策が必要
- IoT機器の脆弱性調査（平成28年度）結果を踏まえ、脆弱なIoT機器についての情報提供
等を行うとともに、セキュリティ対策の実施及びセキュリティ人材の育成を行う。
- これにより、安心・安全なIoTサービスの創出が実現される。

その他 平成29年度から

○ ○

地方公共団体の職員は、実践的サイバー防御演習 （CYDER）を実費負
担無しで受講することが可能。地方公共団体の情報セキュリティ対策の
強化を支援。

（実践的サイバー防御演習「CYDER」）
https://cyder.nict.go.jp/

245 ◎総務省
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地域におけるデータ利活用の環境整備 - - - 地方公共団体が保有するデータについては、個人情報の保護を図りつつ、適正かつ効
果的な活用を積極的に推進することが必要。
- このため、地方公共団体が保有する個人情報に関する非識別加工情報の仕組みの円
滑な導入を支援するため技術的助言等を行うとともに、平成29年度に非識別加工情報の
作成を共同して委託できる仕組み等の検討を行い、結論を得る。
- これにより、個人情報の活用による活力ある経済社会及び豊かな住民生活を実現する。

その他 平成29年度から

○ ○

地方公共団体が個人情報保護条例の見直しを行うにあたり留意すべき
点について、平成29年５月19日に技術的助言（条例改正のイメージを参
考資料として添付）を発出。
上記技術的助言の内容を説明するブロック説明会を、都道府県を含む
地方公共団体の担当者を対象として全国10箇所で開催（平成29年６月
～７月）。
地方公共団体の個人情報保護制度（非識別加工情報制度含む）に関す
る問い合わせ窓口を開設。
地方公共団体が共同して非識別加工情報の作成を委託等できる仕組
みなどについて検討するため、「地方公共団体が保有するパーソナル
データの効果的な活用のための仕組みの在り方に関する検討会」を開
催。

＜予算事業名＞
地方公共団体における非識別加工情報の作成・提供方法の検証等

（電子自治体の推進）
http://www.soumu.go.jp/denshijiti/index.html

252 ◎総務省
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