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まえがき

21世紀を迎えた2001年 1月 6日，IT基本法（高度情報通

信ネットワーク社会形成基本法）の施行とともに中央省庁

を 1 府12省庁に再編した新体制がスタートした。中央省庁

の大規模な再編は内閣制度制定，戦後の占領下での改革に

次いで三度目で「第三の改革」と位置づけられる。しかし，

真の意味での「第三の改革」は，現在国を挙げて取り組ん

でいる IT 革命の政府・地方自治体での具現化された姿で

ある電子政府・電子自治体の実現により完成されると考え

る。

本稿では，電子政府・電子自治体の実現に向けたわが国

の取組み，要件，実現の視点について論じる。また，富士

電機がこれまで取り組んできた，現場制御から経営管理ま

でをカバーする各種業種ソリューション，グループウェア，

各自治体への地域インターネットシステム納入の実績を踏

まえ，電子自治体の実現手段として提供する「e-自治体

ソリューション」について概説する（図１）。

わが国の取組み

わが国における電子政府の取組みの第一歩は，1994年12

月に閣議決定された「行政情報化推進基本計画」である。

この計画は ITの活用により，

行政内部のコミュニケーションの円滑化

情報共有化による行政運営の迅速化・高度化

国民への情報提供の高度化，行政サービスの質的向上

を目的としたものである。その後，この計画は米国クリン

トン政権の財政赤字の解消という成果，および急速なイン

ターネットの普及を受け1997年に改定され，1998年からの

５か年計画で電子政府実現へ向けて，

インターネットによる行政情報の提供，申請・届出手

続きの電子化，調達手続きの電子化，ワンストップサー

ビスの実施

LAN・WANを高度に活用する文書管理システム，文

書交換システムの整備

総合行政ネットワークの整備

認証，電子文書の原本性保証の仕組みなど共通課題の（4）
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早期解決

など実施事項・課題が明確にされた。このときに国民サー

ビスの向上のために政府と地方公共団体との連携がうたわ

れた。

情報化対応，高齢化対応，環境対応を柱とした1999年策

定の「ミレニアム・プロジェクト」では，2003年度までに

世界最高水準の電子政府を実現するため，民間との行政手

続きをインターネットを利用して，ペーパーレスで行える

基盤構築などが目標として掲げられ，

認証基盤（GPKI：Government Public Key Infrastruc-

ture）構築

不正アクセス防止，暗号化などのセキュリティ技術な

ど共通基盤技術開発

申請・届出など手続きの電子化

申請・届出など手続きの先導的な取組み（実用化）

政府調達手続きの電子化

地方公共団体の情報化を先導するための実証実験（霞

が関WANと地方自治体を結ぶ総合行政ネットワーク

を接続するための実証実験）

などが目標とされた（図２）。

2000年 7 月 7 日，IT 戦略本部設置を閣議決定し首相を

本部長に全閣僚が本部員という内閣を挙げての ITへの取

組みを決定した。この戦略本部の下に設置された民間有識

者からなる IT 戦略会議では，

電子商取引を促進するための諸制度の見直し

電子政府の実現

教育の情報化

ITインフラストラクチャー（ハードウェア・ソフト

ウェア）の整備

電子商取引を支える制度基盤の整備

が検討課題として取り上げられた。こうして，諸外国と比

べ緩やかといわざるを得なかった電子政府・電子自治体実

現の動きがここにきてようやく加速されてきた。

電子政府・電子自治体の要件と実現の視点

電子政府の最大の狙いは ITを活用して行政サービスの

高度化・効率化を図ることであり，電子自治体においては

より住民の近くで高度に情報化された行政サービスを実現

することとされている。

３.１ 電子政府・電子自治体の要件

行政情報化推進の基本的方向として「行政事務の高度

化・効率化」「国民等に対する行政サービスの高度化」

「その基盤整理」の 3 点が挙げられた。このうち最大の命

題であるサービスの高度化とは，住民を中心とした行政を

行い，明治維新以来の縦割り行政から脱却することである

といえる。すなわち，

ワンストップサービス

一つの窓口ですべての行政サービス，申請手続きなどが

行えること（住民中心の窓口）。

ノンストップサービス

そのサービスを役所の勤務時間に限らず，365日24 時間

受けられること（いつでも）。
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図２　電子政府の実現年次計画
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マルチアクセスサービス

そのサービスを都道府県や市町村のどこの窓口でも，あ

るいはインターネット，電話などの多様な手段によって受

けられること（どこででも，どのようにでも）。

が住民を中心に据えた行政サービスの基本要件である。

またこれらを実現するために，さらに行政サービスの高

度化・効率化を行うために，紙ベースの処理・書類を電子

化していくことが不可欠であり，次の項目が必要となる。

電子公開

行政から住民・企業に対する情報サービスの充実であり，

そのために提供する情報の電子化・マルチメディア化を図

るとともに提供の迅速化を図るため公的データのデータベー

ス（DB）化，検索の容易化を進める。

電子申告

これまで紙ベースで行われてきた申請もインターネット

をはじめとする新しい手段を採用する。

電子保存

これらのデータを電子保存していくが，それを原本とし

て扱えること。

電子取引

公共事業の入札・発注から，物品購入，住民サービスに

対する手数料の徴収に至るまでの新しい仕組み。

３.２ 電子政府・電子自治体実現の視点

電子政府・電子自治体の実現にあたり，富士電機は二つ

の視点に重点をおいて取り組んでいく。

第一が電子政府・電子自治体の実現は住民サービス高度

化のための業務改革，いわゆる BPR（Business Process

Reengineering）であるという視点である。すなわち，IT

基本戦略にある「その実現にあたっては，行政の既存業務

をそのままオンライン化するのではなく，（中略）業務改

革，省庁横断的な類似業務・事業の整理及び制度・法令の

見直し等を実施し，行政の簡素化・効率化，国民・事業者

の負担の軽減を実現することが必要である。」を念頭にお

いた最適なソリューションを提案していく。

また「これにより誰もが，国，地方公共団体が提供する

すべてのサービスを時間的・地理的な制約なく活用するこ

とを可能とし，」と続いているが，これをすべてインター

ネットにより解決すると考えるのではなく，Face to Face

を含めた住民が望む多様な手段を提供することが必要であ

る。すなわち，ディジタルディバイドによる情報弱者を決

して作らないということが第二の視点である。特に，高齢

者，体の不自由な人など各種の制約か公平なサービスを受

けられない人々も存在するので，ユニバーサルデザインを

取り込んだ端末・操作・インタフェースを志向していく。

e-自治体ソリューション

富士電機が提案するソリューションは「e-自治体ソ

リューション」の名前が示すとおり，地方公共団体に焦点

をあてたものである。住民に対する質の高い行政サービス

の提供，社会・経済活動の活性化，行政の簡素化・効率化

および透明化などの「IT 革命に対応した地方公共団体に

おける情報化施策等の推進に関する指針」の実現を強力に

支援すべくソリューションとして提供する。

４.１ コンセプト

ITを活用し，自治体業務の電子化・高度化により，ス

ピーディで質の高い住民や企業へのサービスを実現し，社

会経済活動の活性化を図る（図３）。

素早い住民サービスを実現

手続き窓口の一本化，申請・届出の電子化，書類発行の

電子化など，住民負担の少ないスピーディなサービスを実

現する。

行政業務のデータベース化による透明な情報公開

文書の起案，決裁，供覧，保存，廃棄に至るまでの流れ

を電子文書による管理で実現するとともに，体系的な整理，

効率的な検索手段の提供により情報公開を促進する。

産業活性化を促進する企業・住民の情報化と人材育成

電子自治体化，情報化は地域密着型で進め，企業・住民

が ITの恩恵を実感できるようにすることが必要である。

また，システムの構築だけではなく，運営する人，利用す

る人の情報リテラシーを向上するための環境が必要である。

高齢者や障害者に情報格差のない優しいシステム

自治体が提供するサービスは全住民が公平に享受できる

ことが不可欠であり，多様な手段を考慮する必要がある。

特に高齢の方や体の不自由な方々への十分な配慮がなされ

たものであること。

確実なセキュリティによる安全な情報管理

ノンストップサービスの要件からシステムは信頼性の高

いものであることはもとより，ハッカーやコンピュータウ

イルスを介した不正行為によるデータの破壊・改ざん，個

人情報の外部流出などに対処できる高度なセキュリティ対

策が必要である。
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図３　「e-自治体ソリューション」のコンセプト
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４.２ ソリューション体系

「e-自治体ソリューション」は図４に示すように，自治

体の文書管理・財務会計という基幹業務を支える基幹シス

テムソリューション，職員業務の効率化を支援する業務運

営ソリューション，電子自治体システムの運用の共通基盤

である情報環境ソリューション，企業・住民へのワンストッ

プで，かつノンストップな，マルチアクセスの行政サービ

スを提供する住民サービスソリューションの四つのソリュー

ション，そして電子自治体システム構築の基本計画を策定

支援するコンサルティングサービスで構成されている。

４.３ ソリューション概要

各ソリューションメニューについて概要と特長を述べる。

e-自治体「文書管理」

情報公開に関する法令を受け示された「行政文書の管理

方策に関するガイドライン」に沿ったものであり，作成か

ら移管・廃棄までの行政文書のライフサイクル全般にわた

り管理する。決裁済み文書はもとより決裁途上の電子文書，

決裁済みの紙文書を対象としている。Web 仕様で構成さ

れた，自然語検索機能を備えた小容量から大容量までをサ

ポートするスケーラブルで高信頼の文書管理システムであ

る。

e-自治体「財務会計」

オンラインでの文書交換・電子入札・電子調達およびそ

の決裁などに連動した自治体向けの財務会計システムであ

る。予算・会計をWeb 対応とすることで保守コストの大

幅低減を図るとともに，共有すべき情報の透明性の向上，

業務負荷の分散と業務のスピードアップを可能にする。ま

た，財務文書の体系的管理，文書決裁とのスムーズなデー

タ連携が行える。

e-自治体「情報共有」

庁内の業務に関する情報を共有し，ナレッジマネジメン

トを実現するWeb 対応のグループウェアである。未習熟

者にも使いやすい，部署・役職に応じた機能メニューの表

示が特長である。

e-自治体「旅費管理および時間外勤務」

庁内の業務の効率化を支援するツールである。職員の出

張の際の申請と上司の承認，復命時の交通費，宿泊費など

の精算業務を支援する。また，超過勤務命令とその実績報

告，休暇申請とその承認などの勤怠管理を支援する。

e-自治体「情報公開」

従来，主に紙ベースで行っていた情報提供・公開をイン

ターネットなどの通信網を利用して行う。文書管理システ

ムとの連携により迅速な処理が行える。特に，個人情報の

保護に関する法律に対処するため，個人情報の自動マスキ

ング機能，操作性に優れた文書マスキングなど，運用効率

を考慮した情報公開システムである。

e-自治体「ワンストップ行政サービス」

いつでも，どこでも住民が自治体の行政サービスを公平

に受けられるようにするための窓口サービス機能である。

住民が窓口を行き来するのではなく，「住民の前を窓口が

動く」をコンセプトに新しい窓口サービスを提供する。

e-自治体「電子申請・届出」

短期間で理想の姿が導入されていくのは難しいと考えて

おり，申請様式のダウンロード機能から Web・FAX・

CTI（Computer Telephony Integration）装置を利用した

双方向・インタラクティブな本格的オンライン申請までを，

要求に合わせて提供する。

e-自治体「電子決裁」

従来，紙の回覧と印鑑で行っていた庁内の決裁業務をパ

ソコンを用いて電子的に決裁処理を行う機能である。組織

構成情報の一元管理により組織変更・人事異動時の運用の

即応化とメンテナンス負荷の大幅削減が可能である。

e-自治体「電子認証」

自治体と庁外との認証，自治体職員の認証を対象として

いる。現在，自治体認証基盤や行政 ICカードなどの仕様

策定が進行中であるが，これを待つことにより住民サービ

スの向上，業務効率化の動きが阻害されてはいけない。本

システムは，時間の推移とともに機能面，適用範囲の面で

段階的に増強・拡張できる柔軟性に富んだ構造としている。

電子自治体基本計画策定支援

電子自治体の実現へ向けての基本計画の策定を支援する

サービスである。

あとがき

IT 戦略本部の設置，IT 革命宣言は日本経済や社会の活

性化には ITが切り札との判断と推察されるが，これによ

り自治体の電子化の動きがようやく活発になってきた。次

に懸案となるのは，高度な住民サービス実現のためのコス

トであろう。すべてのサービスを自治体の設備を使い自治

体職員の手によって行うことは不可能という現実も踏まえ，

実現手段の具現化が必要である。PFI（Private Finance

Initiative），すなわち公共サービスに民間の資金やノウハ

ウを活用して効率的で高品質の公共サービスを提供しよう

（10）

（9）

（8）

（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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図４　「e-自治体ソリューション」の体系



高度な住民サービスを実現する「e-自治体ソリューション」

とする形態も一つの解決策である。自治体からみれば維持

管理コストの低減，先行する民間のノウハウの活用，進展

著しい最新の ITを活用できるメリットがある。民間から

みれば，電子自治体政策が生み出す恒久的なビジネスの創

出であり，視野に入れておきたい。民間で実績のある技術

の一つである顧客情報管理システム CRM（Customer Re-

lationship Management）も是非活用していきたい素材で

ある。これを導入することで住民一人一人に対してのワン

ツーワンサービスが容易に実現できるようになり，住民と

行政の距離感の解消に役立つと考える。

電子自治体の実現へ向けて，各方面から試行事例の情報

が入るようになってきた。それは理想とする最終的な姿で

はないかもしれないが，重厚な設備投資ではなくソフトウェ

ア中心の取組みであるので，試行錯誤を恐れずに少しずつ

でも効果を実感できるようにすることが重要と考える。こ

のような視点に立ち，富士電機は行政と住民の両方の立場

に立った感性と，ソリューションプロバイダーとしてのノ

ウハウにより，電子自治体の実現のためのベストソリュー

ションを積極的に提案していく所存である。

参考文献
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解　説 ディジタルディバイド

ディバイド（divide）は「割る」「分ける」という意

味で，ディジタル（技術）により人間や社会が二つに

分類されてしまうということを指す。

すなわち，パソコンやインターネットなどの情報技

術（IT）を利用する能力や，これらを利用する環境・

機会を持つ者と持たない者の間に得られる情報量に格

差が生じ，これが生活の質に大きな差を生み出すとい

うことが問題とされている。

この話題はインターネット先進国である米国で1990

年代半ばから議論され始め，所得の差によりインター

ネットにアクセスできる比率の大きな格差が指摘され，

学校，図書館，新設の全米 1,000か所のテクノロジー

センターなどでインターネットの利用機会を提供する

などの施策が進められている。

わが国においても重要課題としており，例えば，

2000年 8 月28日付の情報化推進本部の決定事項「IT

革命に対応した地方公共団体における情報化施策等の

推進に関する指針」においては以下のように取り上げ

られている。

インターネットを利用した行政サービスの提供に

関して

「障害者，高齢者や外国人等の中には，各種の制約

からこのような技術進歩の成果を充分に受けることの

出来ない人々も存在するが，IT 革命の恩恵を全ての

住民が等しく享受することが可能となるよう，いわゆ

る情報格差の問題にも充分配慮する必要がある。」

地域における情報通信基盤の整備に関して

「全国どこにいても ITの恩恵を享受することがで

きるよう，地域間の情報通信格差の是正に積極的に取

り組むことが重要である。」

（2）

（1）
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