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まえがき

本格的な地方自治・地方分権時代を迎える地方公共団体

にとって，IT（情報技術）革命に対応した地方公共団体

の情報化および地域の情報化は，地域の将来を担う重要な

位置づけの施策といっても過言ではない。国においても21

世紀初頭に高度に情報化された電子政府の実現を目指し，

また IT 革命の恩恵をすべての国民が享受でき，国際的に

も競争力を持つ IT 立国の形成を目指すため，IT 戦略本部

を内閣に設置（2000年 7 月）し，政府全体の総合的な施策

を推進しようとしている。

このような中，地方公共団体においては，基本的な条件

整備が遅れている団体が多い現状もあり，明確なビジョン

に基づいた情報化推進を行っているのはまだごくわずかな

自治体という状況である。

このような背景のもと，わが国の電子政府実現，地方公

共団体の IT 革命への対応をバックアップし，地域社会・

経済の活動に資するための情報基盤整備の指標となるべき

情報化基本計画策定を支援し，推進することが重要である。

「地域情報化計画・地域情報化施策状況調査」（1998年

４月 1日現在）によると，3,255 市町村のうち，683 団体

が策定済み，または策定中である（策定済み 643 団体，策

定中40団体）。

情報化基本計画策定の方向性

これまで，地方公共団体に関する情報化計画は，大きく

「行政情報化基本計画」と「地域情報化基本計画」の二つ

の視点から推進されてきた。しかしながら，情報化施策の

推進にあたっては取り組むべき課題が多岐にわたり，相互

の整合性や進ちょく状況の関係は切り離せないものであり，

また両者における投資が二重になる懸念もあり，計画の総

合的かつ戦略的な推進が特に重要となってきている。最近

の地方公共団体が策定する情報化推進計画は，各地域の特

性や実情を踏まえ，二つの計画を融合した総合的な計画策

定（「総合的情報化基本計画」と称するもの）を目指す傾

向が出てきている。また，計画策定の基本的な考え方は，

総務省の「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」（2000年 8 月28日）に基づ

き，以下の 3 点を取り入れたものが出てきている。

高度化・多様化する住民ニーズに対応した質の高い行

政サービスの提供

情報通信基盤の整備による社会・経済活動の活発化

事務処理全般の見直しによる行政の簡素化・効率化お

よび透明化

しかしながら，住民ニーズの高度化，社会・経済活動の

活性化，行政業務の効率化を実現するには高度で広範囲な

ITを利用したシステム（図１）を実現する必要がある。

これらのシステムの実現においてもその実現範囲，実現順

序，推進体制などの計画が不可欠であり，その計画が「総

合的情報化基本計画」である。

総合的情報化基本計画策定時の検討課題

総合的情報化基本計画を策定する場合，以下のような検

討課題がある。

政策目標へのステップアップ

電子自治体の定義

推進体制と情報化の担い手

国，都道府県，市町村の連携プレー

官と民との連携

企業の BPR（Business Process Reengineering）など

の手法活用

法的基盤の整備

最新技術の開発

資金の確保

客観的な行政評価制度の確立と評価の実施

セキュリティ・認証基盤の整備

情報リテラシーの向上

ディジタルディバイド対応

特にポイントとなる 4 項目について以下に記述する。
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３.１ 目標の明確化と電子自治体の定義

図２に示すように，電子自治体の有する機能は，住民向

けシステム，企業向けシステム，行政事務効率化システム，

他公共団体との連携システムに分類できる。

しかしながら，電子自治体システムは広範囲かつ多機能

であるがゆえ，地方公共団体は，総合的情報化基本計画に

てその自治体が目指す電子自治体の定義をする必要がある。

電子自治体の定義においては，その地方公共団体が置かれ

ている外部・内部の状況により判断を下すべきであり，ポ

イントは有効な投資をどの部分に行うかである。例えば，

広域ネットワークを必要とする場合，隣接する市町村との

協力や広域連合にて実施する形が考えられる。これらの場

合は，協力し合う地方公共団体の行政方針などにおける利

益の一致を見る必要がある。総合的情報化基本計画に記載

される電子自治体の定義は，前章に掲げた検討課題を多角
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図１　電子政府関連主要施策の推進状況
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図２　電子自治体の定義
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的に検討し，住民・地方公共団体職員などの合意で決定さ

れるものである。

３.２ 推進体制と情報化の担い手

一般的に，図３に示すように行政の情報化を推進するに

あたって，情報化推進プロジェクトの設置は，各個別の情

報化テーマごとに役所の各担当組織との調整を行う横断的

な役割（組織全体の調整組織）を担う意味で重要である。

この横断的な役割は，電子政府・電子自治体の構築を推進

（特に新しい業務の構築や新システムの導入を行う場合）

するうえで，導入する業務システムおよびその機能を実現

するのに必要なハードウェア・ソフトウェアなどの全体の

システムバランスを取るのに必要不可欠な役割である。情

報化推進プロジェクトのメンバーも地方公共団体の職員の

みで構成するのではなく，有識者の参画，最新技術アドバ

イザーとしてメーカーなどの参画が望ましい。

３.３ 情報化基本計画におけるスケジュール

スケジュールは，全体を大まかにとらえた年度別計画，

推進テーマごとの実施計画に区分できる。図４に示す年度

別計画では，計画全体の把握と各個別テーマ間の関連を明

確にしておく必要がある。この計画には前提とする地方公

共団体の中長期計画があり，この計画から情報化の期間・

位置づけなどの条件を切り出しておくことが必要である。

図５に示す個別実施計画では，実施作業の積上げであり，

各アイテムのつながりと無駄な投資の回避，時間の有効活

用などを主眼に作り上げる必要がある。また，計画の見直

し時期なども考慮に入れておくとよい。

３.４ 情報化推進事業における行政評価

一般に行政における事務事業評価は，個別の事務事業に

より提供されている行政サービスを事業目的，有効性，効

率性などの観点から客観的かつ継続的に評価されなければ

ならない。評価は，事業の事前評価・中間評価・事後評価

の段階で行うのが一般的である。また，情報公開の観点に

立ち，これらの評価結果を公表することは地域住民に対す

る説明責任（アカウンタビリティ）を果たすことになる。

行政評価は，Plan-Do-See-Actionをスパイラルに回しな

がらより高度な行政サービス・事務事業の効率化を図るた

めの手段であり，行政の現状認識と課題を見つけるもので

ある。

地方公共団体は，「住民の福祉の増進を図ることを基本

として，地域における行政を自主的かつ総合的に実施する

役割を広く担うもの」（地方自治法第 1条の 2 第 1 項）に

定められたとおり，住民のために行政を行うことが要請さ

れている。

一方，予算を中心とした行財政の運営は，投入したコス

トに対してどれだけのことを行ったかに注目していた。

しかし住民の視点から見れば，投資したコストに対して

どれだけの効果があったのか，その効果を得るために必要

な投資と行われたことが適切であったかを評価し，説明す

る必要がある。

地方公共団体が情報化を推進する場合，情報化自体が住

民に対して目に見えるものではないために，この行政評価

を情報化着手の段階で機能させておくことが重要である。

行政側が計画として，何を行い，現状はどうなのか，実施

後はどうなるのか，評価の指標は何なのか，その基準はい
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くらなのかを着手前に取り決め，各実行段階で評価を行う

ことである。

情報化基本計画策定業務

以下に一般的な情報化基本計画策定業務について述べる。

４.１ 前提条件の整理

地域情報化および行政情報化の現状整理

本計画が目指すべき方向性を明らかにするため，既存資

料（総合計画書，市町村勢要覧，統計資料，歴史・文化・

産業等々の地方公共団体基礎資料など）により地域情報化

および行政情報化の現況について事例や参考情報を収集・

整理する。

４.２ 基本方針の策定

対象となる地方公共団体の設定

対象となる地方公共団体像を人口・世帯数などの規模に

より設定し，おおよその計画策定規模を設定する。

計画の位置づけ，成果物イメージの設定

策定される計画の地方公共団体における位置づけ，内

容・表現の方向性などについて整理し，その方向性を設定

する。

計画策定メニューの作成

地方公共団体の計画策定事業費（計画費）に応じた計画

策定メニューについて，想定されるパターンを類型化し，

計画支援範囲を設定する。また，オプション設定（住民に

対する高度情報化へのニーズや重要度などを把握し，計画

に反映させることを目的とした住民アンケート調査，委員

会設置および運営，個別計画の事業スキーム検討，策定し

た計画をプレゼンテーション資料化しインターネットによ

るWeb 上での配信，デザイナー導入によるデザイン化・

カラー化など）についても検討する。

重点テーマの整理

地域情報化，行政情報化の背景となるキーワードを整理

する。

４.３ 基本計画の策定

「はじめに」部作成

「序章（計画の前提）」部作成

™グローバルな見地から地域情報化・行政情報化の現状

と課題整理・分析を行う。

™関連諸計画（対象地方公共団体の総合計画書，上位計

画など）を整理する。

™計画目的（策定の趣旨），計画構成，計画期間（目標

年次）を作成する。

™地域における地域・行政情報化の現状と課題を整理す

る。

「基本構想（情報化ビジョン）」部作成

計画の基本理念（基本コンセプト），基本目標，基本的

性格（基本的視点），基本方針，計画の重点施策，施策体

系などの方向を決定する。また，地域情報化・行政情報化

の 2 方面から作成する。

「基本計画（情報化施策の展開）」部作成

基本構想（情報化ビジョン）を受けた，情報通信基盤整

備，導入ソフトウェア，ソフトウェア普及活動の展開（教

育，講習会），拠点整備，人材育成（管理者，利用者の両

視点から），推進体制等々の戦略的施策展開内容と事業到

達イメージ，施策導入による効果測定の手法・導入につい

ても検討を加える。また，地域情報化・行政情報化の 2 方

面から作成する。

「計画の具現化を目指して」部作成

検討策定された計画を達成するための実現化方策につい

て検討を加え，目標とする着地点への到達，また計画推進

にかかわる諸課題，留意すべき事項などを抽出し整理する。

「資料編」部作成

用語集，国の情報化方針・計画，他地方公共団体の情報

化動向・情報化事例，国の支援制度などを作成する。

以上，一般的な情報化基本計画の策定手順について記述

したが，地方公共団体の職員スキルによるところが大きく，

多くはコンサルタント（国のアドバイザー制度の利用・民

間業者など）の協力を得るのが望ましい。

あとがき

地方公共団体は，策定された情報化基本計画を活用する

ための広報計画を策定し，住民に対し計画着手の働きかけ

を行うことが重要となる。広報計画によりアプローチを行っ

た住民・地方公共団体の検討度合いや着手度合いに合わせ，

各地方公共団体に対する業務スケジュールの調整を行うこ

とが必要となる。その後のアフターフォローを行うことに

よりその自治体にふさわしい情報化基本計画となるのであ

る。

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（4）

（3）

（2）

（1）

（1）
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＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




