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資料１

電子自治体構築スケジュール
平成 13 年度
（2001 年度）

平成 14 年度
（2002 年度）

平成 15 年度
（2003 年度）

平成 16 年度
（2004 年度）

● 6 月 e‑Japan 重点計画‑2002
● 6 月 e‑Japan2002 プログラム
● 7 月 アクション･プラン2002 のとりまとめ

基 本 指 針

● 6 月 電子政府･電子自治体の推進について
● 10 月 電子政府・電子自治体推進プログラム

◎ 10 月 本区接続予定
総 合 行 政
ネットワーク
(ＬＧＷＡＮ)

区市町村で、逐次接続・稼動

15 年度以内に、
全団体で運用開始

10 月 全県･政令市で運用開始
7 月 国(霞が関 WAN)と接続

住民基本台帳
ネットワーク

8/25 第二次稼動

8/5 第一次稼動

住民基本台帳カード交付

区市町村で、順次構築

組織認証基盤

15 年度以内に、
全団体で運用開始

3 月 全県･政令市で運用開始

● 4 月 電子署名法施行

● 12 月 公的個人認証法公布

公的個人認証
サービス

全国的な
実証実験

全団体で運用開始

● 12 月 行政手続オンライン化法・同整備法公布
● 2 月 行政手続オンライン化法・同整備法施行

電 子 申 請
システムの整備

● 3 月 申請･届出等手続に関する汎用受付システムの基本仕様
1 月 国・歳入金電子納付
システム運用開始

◎ 2 月 本区電子入札開始

都区市町村
電子自治体
共同運営協議会

地 方 税
の電子申告

地方選挙に
おける電子投票

5 月準備会設置

2 月 都区市町村電子自治体共同運営協議会発足
共同運営システム仕様作成
サービス提供業者選定
電子申請・電子調達システム構築

地方税電子化推進協議会の検討
〔モデル･システムの実証実験〕

10 月
共同運営
開始

可能な団体から、順次
システム構築、運用開始

● 12月 地方公共団体電子投票特例法公布
● 2 月 地方公共団体電子投票特例法施行
● 6 月 岡山県新見市･電子投票実施
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１１

電子政府・電子自治体構築の取組み

「高度情報通信社会推進本部」発足（平成 6 年 8 月 2 日）
「行政情報化推進基本計画」の閣議決定（平成 6 年 12 月 25 日）
「行政情報化推進基本計画」では平成 7 年度から５ヵ年で
1．行政情報の電子化と高度利用
2．行政情報の流通の円滑化と総合利用
3．行政サービスの高度化
4．情報システム及び執務環境の高度化
5．通信ネットワークの高度化
の 5 項目について情報化推進基盤の整備を行うというものです。
「行政情報化推進基本計画」の改定（平成 9 年 12 月 20 日）
平成 9 年 1 月に霞ヶ関ＷＡＮの運用が開始されたことと、インターネットの普及といった IT 環境の変化
等に対応するため、「行政情報化推進基本計画」の全面的な改定がなされました。
この改定で初めて「電子政府」という言葉が使われ、申請手続き等の電子化の推進、ワンストップサー
ビスの段階的実施、インターネット等による行政情報の提供が、大きな柱として加わりました。
「ミレニアム・プロジェクト（新しい千年紀プロジェクト）」の決定（平成 11 年 12 月 19 日）
小渕首相が「ミレニアム・プロジェクト」を発表しました。「誰もが自由自在に情報アクセスできる社
会」を目指し、「教育の情報化」「電子政府の実現」「IT２１（情報通信技術 21 世紀計画）の推進」とい
った情報化施策は、ミレニアム・プロジェクトの目玉として位置付けられています。
「IT 戦略本部」発足、「IT 戦略会議」の設置（平成 12 年 7 月 7 日）

平成
年︵２０００年︶
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高度情報通信社会推進本部を発展的に解消し、新たに情報通信技術（IT）戦略本部の設置が閣議決定さ
れました。全省庁横断の体制で推進するために、内閣総理大臣を本部長に、各省大臣を本部員としていま
す。さらに、本部の下に県知事・民間有識者で構成される IT 戦略会議が併せて設置されました。
IT 戦略会議「IT 基本戦略」を答申（平成 12 年 11 月 27 日）
「超高速ネットワークインフラ」「電子商取引環境整備」「電子政府の実現」「人材育成」を骨子とし
た「IT 基本戦略」を IT 戦略会議が答申しました。IT 革命を１８世紀英国の産業革命に匹敵する歴史的大
転換と位置付け、向う５年以内（２００５年）に世界最先端の IT 国家を目指すとしています。
「IT 基本法」の成立（平成 12 年 11 月 29 日、平成 13 年 1 月 6 日施行）
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法のポイントは次の点です。●電子商取引や新規事業の創出に
よる経済構造改革の推進 ●低廉・多様な情報サービスの提供によるゆとりと豊かさの実現 ●個性豊か
で活力に満ちた地域社会の実現 ●民間主導と公正な競争の促進 ●デジタル・デバイド対策 ●雇用等
の課題への対応
IT 基本法の成立により、従来の「IT 戦略会議」は「IT 戦略本部」に統合、一本化されました。
「e-Japan 戦略」決定（平成 13 年 1 月 22 日）
平成 13 年 1 月 22 日、IT 戦略本部(第１回)にて「e‑Japan 戦略」が決定しました。
「超高速ネットワークインフラ整備及び競争政策」「電子商取引」「電子政府の実現」「人材育成の
強化」を重点政策分野とし、世界最先端の IT 国家を５年以内に実現するという内容です。
「e-Japan 重点計画」決定（平成 13 年 3 月 29 日）

平成
年︵２００１年︶
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IT 戦略本部は、「e‑Japan 戦略」を具現化し、高度情報通信ネットワーク社会形成のために政府が迅速
かつ重点的に実施すべき施策の全容を明らかにするため、「e‑Japan 重点計画」を決定しました。
「電子署名法」の施行（平成 13 年 4 月 1 日）
電子署名および認証業務に関する法律の施行により、電子署名が手書きの署名や押印と同等に通用する
法的基盤が整備されました。
先行２省庁のオンライン電子申請運用開始（平成 13 年 6 月 18 日）
平成 13 年 6 月 18 日、経済産業省にてオンライン電子申請に対する電子公文書の発出を政府認証基盤を
用いて実施しました。6 月 19 日には、国土交通省にてオンライン申請の運用を開始しました。
「e-Japan2002 プログラム」決定（平成 13 年 6 月 26 日）
IT 戦略本部(第 5 回)にて、e‑Japan 重点計画の 2002 年度年次計画として「e‑Japan2002 プログラム」が
決定しました。「高速・超高速インターネットの普及推進」「教育の情報化・人材育成の強化」「ネット
ワーク・コンテンツの充実」「電子政府・電子自治体の着実な推進」「国際的取組みの強化」の５本柱を
設定しています。また、この会議において、申請･届出等手続のオンライン化に係る新アクションプランと
法令の見直し等に係る基本方針を公表しました。

2

「電子申請の汎用受付等システムの基本仕様」の策定（平成 13 年 8 月 6 日）
オンライン電子申請システム開発で先行した経済産業省、国土交通省の成果を基に総務省が中心となり
後発省庁のシステム化のための共通仕様として打ち出されました。
平成
年 ︵２００１年︶
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「平成 14 年度ＩＴ政策大綱（総務省）」の策定（平成 13 年 8 月 23 日）
電子政府、電子自治体の推進役である総務省は、平成 14 年度の重点施策として「超高速ネットワークイ
ンフラの整備、利用の促進」、「電子政府・電子自治体の実現」、「人材の育成」、「デジタル・デバイ
ドの解消」、「戦略的開発の推進」の 5 項目を盛り込んだ大綱を策定しました。
「電子政府の情報セキュリティ確保のためのアクションプラン」の策定（平成 13 年 10 月 10 日）
電子政府の実現にあたり、情報セキュリティ確保を目的とした各種方策の具体的なアクションプランが
作成されました。
「全国ブロードバンド構想」の公表（平成 13 年 10 月 16 日）
総務省は、高速・超高速インターネットの全国的な普及に関する平成 17 年度までのスケジュールや官民
の役割分担、利用見込み、期待される社会生活の変化等を公表しました。
「電子政府・電子自治体推進プログラム」の策定（平成 13 年 10 月 16 日）
総務省は、e‑Japan 重点計画に基づいて推進される電子政府・電子自治体の新しいサービスの将来イメ
ージや取組のスケジュールの全体像を整理し公表しました。
「地方公共団体による公的個人認証サービスのあり方検討委員会」報告（H.14 年 2 月 28 日）
地方公共団体における申請・届出等のオンライン化を進める上において、申請者が電子署名を行うこと
が前提となります。このためには、申請者が容易に電子署名を使用できる環境の整備が必要となります。
公的個人認証サービスは、地方公共団体が住民に対して電子署名の前提となる電子証明書の発行を行うと
いうものです。同報告書は、具体的な実施に向けての技術的、制度的な課題等を取りまとめています。
地方公共団体における申請・届出等手続に関する汎用受付システムの基本仕様策定（H.14 年 3 月 27 日）
平成 13 年 10 月に作成された基本仕様書の中間報告ならびに平成 14 年 2 月の電子自治体推進パイロット
事業実証実験の報告を踏まえて作成されました。汎用受付システム構築の意義として(1)住民サービスの向
上、(2)行政事務の効率化、(3)地域の活性化の達成を柱として掲げています。
総務省における電子申請・届出システムの運用開始（平成 14 年 3 月 27 日）
総務省によるオンライン電子申請システムの運用が開始されました。

平成
年 ︵２００２年︶
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「e-Japan 重点計画-2002」策定（平成 14 年 6 月 18 日）
日本が 2005 年までに世界最先端の IT 国家になるという目標の実現のためには、更なる IT 化の加速が必
要との観点から、第 13 回 IT 戦略会議にて「e‑Japan 重点計画‑2002」が決定されました。
岡山県新見市にて国内初の電子投票を実施（平成 14 年 6 月 23 日）
「地方公共団体電子投票特例法」の施行（平成 14 年 2 月 1 日）を受け、岡山県新見市にて国内初の電子投票
が行われました。
住民基本台帳ネットワークシステム稼動開始（平成 14 年 8 月 5 日）
全国一斉に住基ネットの運用を開始しました。各自治体からは、住民に対して 11 桁の住民票コードの通
知が郵送等で行われ、電子行政の新たなステップが踏み出されました。当面、児童扶養手当や雇用保険の
給付、恩給・共済年金の支給など 93 の手続きで、順次、住民票の写しの添付が不要になります。
「平成 15 年度 IT 政策大綱」（平成 14 年 8 月 15 日）
総務省は、平成 15 年度の IT 政策として、「世界最高水準のネットワークの整備」、「ネットワークの
利用促進」「実現に向けての共通課題への対応」の 3 つの柱を掲げ、重点 18 分野への施策を発表しました。
「行政手続オンライン化関係三法」成立（平成 14 年 12 月 6 日)
電子政府・電子自治体の法的基盤となる以下の行政手続オンライン化関係三法が成立しました。
・行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成 15 年 2 月 3 日施行）
・行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関連法律の整備等に関する法律（同上）
申請・届出等の行政手続を、オンラインでも可能とするためのものです。手数料納付、納税等もオン
ラインで行えるようになり、また、住民票の写しの添付省略など簡素化が図られることとなりました。

平成
年

︵２００３年︶
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・電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律
地方公共団体の公的個人認証サービス制度に必要となる電子証明書の発行、失効情報提供、個人情報
の保護、認証機関などについてルールを定める法律です。
「都区市町村電子自治体共同運営協議会」設立（平成 15 年 2 月 25 日）
電子自治体構築において高品質なサービスをより低コストで実現していくため、「都区市町村電子自治
体共同運営協議会」を設立しました。
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資料３

本区ＯＡ化・情報化の歩み

昭

9月

37

10 月 住民税･国民健康保険料賦課事務システム設計開始

52

電子計算機導入

39

4 月 土木工事単価積算事務

3 月 国民健康保険料賦課事務

6 月 消費者意向調査事務

4 月 住民税特別徴収賦課事務

8 月 保育措置事務の再開発開始

5 月 住民税普通徴収賦課事務

9 月 工業統計事務の開発開始

3 月 職員給与事務の開発開始

10 月･子宮癌検診集計事務の開発開始

5 月 国保、税の随時賦課及び修更正処理
40

1月

53

例月給与事務

1月

4 月 財務課計数管理係となる

4 月 公害健康被害補償事務の開発開始
保育措置事務(再開発)

6 月 期末勤勉手当支給事務

7 月 人事指定統計事務

1月

8 月 難病患者福祉手当支給事務

昇給差額支給事務

4 月 軽自動車税賦課事務、給与改定差額支給事務

心身障害者福祉手当支給事務

5 月 保育措置事務の開発開始
42

4月

在宅重度障害者福祉手当支給事務の開発開始

保育措置事務

11 月･地域疾病構造調査･敬老入浴券発行事務

9 月 国保賦課資料作成事務

54

43

12 月 電子計算課となる

44
45

3 月 ｢磁気テ‑プの外部提供基準｣施行
4 月 公害健康被害補償事務

12 月 機械化対象事務の実態調査開始

46

工業統計事務

2 月 子宮癌検診集計事務

4 月 軽自動車税賦課事務開発開始
41

稼動状況記録事務

2 月 世論調査集計事務

11 月 財務課事務機械係設置
38

1月

難病患者福祉手当支給事務

4 月 穿孔業務の委託開始

心身障害者福祉手当支給事務

9 月 新規導入機種を内定

在宅重度障害者福祉手当事務

1 月 ｼｽﾃﾑ移行方針決定(言語 COBOL)

5 月 社会教育基本調査事務

4 月 全業務見直しとｱｾﾝﾌﾞﾗ→COBOL への変換開始

7 月 人事給与事務の再開発開始

1 月 職員給与事務運用開始

10 月 集団住宅の人口・年齢調査時事務

3 月 拠出年金検認記録事務
4月

12 月 総務部電子計算課となる
穿孔業務の全面委託開始

55

4 月 軽自動車税収納消込事務の開発開始

47

1月

1 月 学校区別人口調査事務
4 月 みなし法人の賦課収納事務

5 月 ｢電子計算組織による事務

5 月 国民健康保険料事務の再開発開始

機械化運営規程」施行

6 月 課税基本台帳管理事務の開発開始

教職員給与事務

12 月 心身障害者統計事務

3 月 公有財産記録事務の開発開始

56

4 月 課税基本台帳管理事務

4 月 住民情報システム開発開始

人事給与事務(再開発)

国保給付記録事務

11 月 新機種導入方針決定

軽自動車税収納消込事務

57

職員人事記録事務

3月

4 月 国保現年度賦課方式での処理開始

5 月 住民税特別徴収収納消込事務

58

1月

国保口座振替事務

6 月 住民税普通徴収収納消込事務
48

3月

4 月 「電子計算組織運営計画｣の策定

公有財産記録事務

4 月 国保収納消込事務

4 月 保育料収納消込事務

7 月 「新電算活用計画」策定検討会設置

8 月 住民票セットアップ開始(区民課)

10 月 国保収納照会事務

12 月 企画部電子計算課となる
49

4月

59

住民記録事務･選挙事務

1月

住民情報日本語オンライン準備会発足
予備設計開始

5 月 4 事務所で住民票ｾｯﾄｱｯﾌﾟ開始

2 月「新電算活用計画」実施計画策定

7 月 児童手当支給事務の開発開始

4 月 新電算活用計画の推進組織設置

8 月 住民記録利用業務開発開始
50

4月

委員会：部課長 27 名

拠出年金事務移管により機械処理停止

研究会：係長他 58 名

5 月 児童手当支給事務

51

新機種へのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ移行開始

4 月 オンライン基本システム開発開始

7月

次期導入機決定、移行計画の策定開始

9月

移行計画決定

6 月 就学援助認定事務

（住民基本台帳･印鑑登録･外国人登録）

2月

稼動状況記録の機械化検討

8 月 オンライン関連業務システム開発開始

4 月 土木工事単価積算事務の開発開始
8月

（税、国保等)

予防接種事務･健康診断事務

10 月 新庁舎（西棟）移転

9 月 敬老祝金、記念品支給事務

4
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2月

特定通信回線申請(10回線)

4

4月 区政情報室情報システム課となる
4月

オンラインセットアップ計画の策定

6月

住民票マイクロ撮影(セットアップ開始)

7月

被服貸与事務

9月

外国人登録セットアップ

1月

児童手当システムの運用開始(順次)

3月

母子福祉資金貸付システム運用開始

4月

保育システムの運用開始(順次)
10月 情報公開条例施行

12月 すこやか住まい助成の運用開始
2月

国民年金システムの運用開始

10月 オンライン研修開始

5

4月

老人医療システムの開発開始

印影読取台紙作成、

8月

シルバ−パスシステム運用開始

印鑑登録原票セットアップ開始

乳幼児医療助成システム運用開始

11月 基本システムマスタ作成

12月 乳幼児医療助成システム運用開始

(住民記録･印鑑)オンライン入力開始

6

3月

11月 ｢電算組織の管理運営に関する規則｣施行

10月 個人情報保護条例施行

｢端末装置等の管理運営規程｣施行

｢電算組織の管理運営に関する規則」改正

12月 オンライン端末装置本設置

「端末装置等管理運営規程」改正

12月 住民票一斉改製

7

★日本語ワードプロセッサ配備開始
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1月

8

オンライン基本システム運用開始
(住民基本台帳事務､印鑑登録事務）

4月

私立幼稚園オンライン運用開始

4月

老人医療助成施術システム運用開始

8月

障害福祉ホームケア機器システム運用開始

1月

熟年福祉ホームケア機器システム運用開始

4月

福祉タクシーシステム運用開始

9月

熟年医療現金給付システム運用開始

4月

熟年医療現物給付システム運用開始

選挙オンライン運用開始

★パーソナルコンピュータ配備開始

6月

教育オンライン運用開始

9

8月

老人福祉オンライン運用開始

熟年福祉三世代同居住宅改善貸付償還ｼｽﾃﾑ運用開始

9月

特別徴収義務者セットアップ開始

住民税滞納システム拡充

軽自動車税マスタセットアップ開始
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12月 通信回線変更（64Kﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｸｾｽ）

9月 コンピュータフェア開催

10

2月

郵便番号７桁化対応

11月 特別徴収義務者管理オンライン開始

11

4月

人事給与ＣＳシステム稼動･職員課運用

4月

税資格管理オンライン開始、

10月 介護ＣＳシステム一次稼動（資格管理･認定）

住民税賦課オンライン開始

10月 2000年日付対策システムテスト

軽自動車税賦課オンライン開始
5月

住民税収納オンライン開始

7月

外国人登録オンライン開始

12月末 2000年対策処理
12

軽自動車税収納オンライン開始

3月

国保賦課異動オンライン開始

4月

国民年金適用･保険料オンライン開始

※1/1 立上確認

4月 ★江戸川区公式ホームページ開設
4月

介護保険システム(給付実績管理)開始
国民健康保険(介護2号保険者開始)

10月 国保資格管理オンライン開始
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老人医療助成システム運用開始

7月 ★中央図書館ホームページ開設
9月 ★産業振興課Ｅｉ‑ｎｅｔ開設
10月 介護保険システム(保険料)開始
10月 ★介護保険課ホームページ開設

給付記録オンライン開始

12月 ★消費者ｾﾝﾀｰホームページ開設

外国人登録法改正に伴う再開発開始

13

4月

人事給与システムの再開発開始

経営企画部情報政策課となる

11月 ★情報化推進本部設置

5月

国保収納オンライン開始

★「電子区役所に向けての方針」策定

6月

外国人登録法改正に伴う暫定運用開始

★全庁ＬＡＮ第１次整備開始

7月

公害健康被害補償システム再開発開始

★ボランティアセンターﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ開設
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1月

新外国人登録システム運用開始

★契約ホームページ開設

平

4月

新人事給与システム運用開始

元号改正に伴うシテム修正
1

14

1月 ★まちづくりホームページ開設
★住基ネットサーバ設置

新公害補償システム運用開始

4月 ★情報セキュリティポリシー策定･施行
オンライン回線変更（ﾜｲﾄﾞLAN(10M)）

10月 熟年者住宅助成事務の開発開始

4月

12月 単親世帯の医療助成事務の開発開始
2

3

★全庁ＬＡＮ本稼動
★グループウェア運用開始(全庁LAN)

1月

熟年者住宅助成事務の運用開始

4月

単親世帯の医療助成事務の運用開始

7月

★戸籍事務システム運用開始

6月 ★住基ﾈｯﾄ・戸籍端末装置設置

5月

障害者福祉システムの再開発開始

8月

★住基ネットワーク運用開始

4月

児童手当システムの再開発開始

★全庁ＬＡＮ第２次整備開始

保育システムの再開発開始

★江戸川区例規システム運用開始(全庁LAN)

障害者福祉事務の運用開始

10月 ★全庁財務会計システム(予算系)運用開始

国民年金システムの再開発開始

★電子入札システム一部運用開始(全庁LAN)
15

5

2月

★電子入札本案件開札実施

資料４

江戸川区民世論調査結果（第 25 回

平成 14 年 4 月調査） −抜粋−

◇ 現在利用している情報通信機器について

現在利用している情報通信機器については、
「電話」
（81.2％）が顕著に高く、8 割を超えてい
る。次いで、
「携帯電話（PHS を含む）
」が 57.6％と高くなっている。以下、
「パソコン」
（37.5％）、
「ファクシミリ（FAX）
」
（35.2％）と続いている。
年齢別にみると、「携帯電話（PHS を含む）」は 18 歳〜19 歳と 20 歳代で８割以上と高く、
年齢が上がるにしたがって減少している。
「パソコン」では 20 歳代と 30 歳代で高く、５割を
超えている。
職業別にみると、「電話」は家族従業者で最も高く、９割を超えている。また、「携帯電話
（PHS を含む）」では学生で８割強と最も高くなっている。
「パソコン」は勤め（全日）と学生
で高く、５割以上となっている。

◇ 今後利用したい情報通信機器について

今後利用したい情報通信機器については、
「パソコン」が最も高く、３割を超えている。次
いで、
「ファクシミリ（FAX）
」
（18.1％）
、
「インターネット通信が可能な家電・ゲーム機」
（17.7％）
、
「携帯電話（PHS を含む）」（17.5％）
、「電話」（15.0％）と続いている。
6

◇ インターネットの利用状況について

インターネットの利用状況については、
「利用している」が最も多く、43.8％となっている。
また、「現在利用していないが、今後は利用したい」（29.1％）が３割となっている。
「利用している」を見ると、今回（平成 14 年）は平成 12 年に比べ、約 15 ポイント上がっ
ている。
年齢別にみると、「利用している」は 20 歳代で７割と高く、以降年齢が上がるにしたがっ
て減少している。

◇ インターネットの利用頻度について

インターネットを利用している人の利用頻度については、「ほぼ毎日利用している」
（49.9％）が最も多く、半数を占めている。次いで、
「週に、何日か利用している」
（24.9％）
が２割半ばと多くなっている。
年齢別にみると、「ほぼ毎日利用している」は 20 歳代〜40 歳代で高率で、５割を超えてい
る。また、「週に、何日か利用している」では 20 歳代と 50 歳代で３割と高くなっている。

7

資料５

江戸川区情報化推進本部設置要綱

（設置）
第1条

ＩＴの活用により情報化施策を推進し、区民サービスの向上及び事務の効率化・高度化に

資するため、江戸川区情報化推進本部（以下、
「推進本部」という。）を設置する。
（所掌事項）
第2条

推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1)

情報化基本方針に関すること。

(2)

情報化推進計画の実施状況に関すること。

(3)

前各号に掲げるもののほか、全庁的な情報化推進に係る基本的事項に関すること。

（構成）
第3条

推進本部は、次に掲げる者をもって構成する。

(1)

本 部 長

区長

(2)

副本部長

助役

(3)

本 部 員

別表１に掲げる職にある者

（推進本部会議）
第4条
2

本部長は、必要に応じて推進本部を招集し、会議を主宰する。

本部長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聞くことができ
る。

（検討部会の設置）
第5条

推進本部は、情報化施策推進のための具体的事項を検討、調査研究するための組織（以下

「検討部会」という。）を設置することができる。
2

検討部会は、本部長が指名する課の長を座長とし、本部長が指定する部のうちから当該部の長
が推薦する職員をもって組織する。

3

座長は、必要に応じて検討部会を招集し、会務を統括し、検討部会の検討経過及び結果を本部
に報告する。

4

経営企画部長は、必要がある場合は、検討部会の連絡会を開催し、各検討部会間の管理調整を
行うことができる。

（事務局）
第6条
2

推進本部の事務局は、経営企画部情報政策課とする。

検討部会の事務局は、前条第 2 項に規定する座長の属する課とする。

（委任）
第7条
付

この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

則

この要綱は、平成 13 年 11 月 8 日から施行する。

8

別表１（第 3 条関係）
役

職

収入役
教育長
経営企画部長
総務部長
都市開発部長
環境防災部長
生活振興部長
福祉部長
子ども家庭部長
健康部長
土木部長
教育委員会事務局次長
区議会事務局長

9

資料６

江戸川区情報セキュリティポリシー

第１章

情報セキュリティポリシーの位置付け、構成

情報セキュリティポリシーとは、江戸川区が所掌する情報資産について、その機密性、完全性、
可用性1を維持するための対策について、総合的、体系的に取りまとめたものである。
江戸川区が所掌する情報資産に係る業務については、情報セキュリティポリシーに即して実施
することとし、当該業務に携わる全職員並びに関係団体2の職員及び外部の委託事業者が遵守する
よう浸透、普及、定着を図るものとする。
情報セキュリティポリシーは一定の普遍性を備えた部分（情報管理安全対策要綱）と情報資産
を取り巻く状況の変化に対応する部分（情報管理安全対策基準）から構成する。これらに基づき、
各情報システム毎に具体的な情報セキュリティ対策の実施手順を策定することとする。（下表参
照）
情報セキュリティポリシーの構成
名

称

内

容

情 報 管 理 安 全 情報セキュリティ対策に関する統一的かつ基
情報セキュリティ
ポリシー

対策要綱
情報管理安全
対策基準

各情報システムの運用規程

1

2

本的な方針
情報管理安全対策要綱を実行に移すための全
ての情報システムに共通の情報セキュリティ
対策の基準
情報システム毎に定める情報管理安全対策基
準に基づいた具体的な実施手順

機 密 性：情報にアクセスすることが認可された者だけがアクセスできることを確実にすること。
完 全 性：情報及び処理の方法の正確さ及び完全である状態を安全防護すること。
可 用 性：許可された利用者が必要なときに情報にアクセスできることを確実にすること。
関係団体：区が出資その他財政上の援助等を行う法人のうち、財団法人江戸川区区民施設公社、
財団法人江戸川区環境促進事業団、社団法人江戸川区高齢者事業団、社会福祉法人江戸
川区社会福祉協議会をいう。
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第２章

情報管理安全対策要綱

（目的）
第１条 この要綱は、区の保有するあらゆる情報資産並びにそれを取り扱う情報システムにつ
いて、その情報セキュリティを維持することを目的とする。情報システムの開発、運用及び
管理など、区の情報セキュリティに関する全ての施策、規程は、この要綱を基本とする。
（定義）
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 課

情報資産とそれを取り扱う情報システムを所掌する課（江戸川区の組織に関する規

則（昭和４０年３月江戸川区規則第８号）第７条に規定する課、室、副主幹及び別表第一
に定める行政組織並びに江戸川区保健所処務規程（昭和５０年４月江戸川区訓令甲第３
号）第２条に規定する課及び第４条に規定する保健センター及び保健相談所並びに江戸川
区教育委員会事務局処務規則（昭和４６年９月江戸川区教育委員会規則第２号）第２条に
規定する課、室及び別表第二に定める教育組織並びに監査委員事務局、選挙管理委員会事
務局及び区議会事務局）をいう。
(2) 課長

前号に規定する課の長をいう。ただし、収入役室にあっては、副収入役をいい、

区議会事務局にあっては次長をいう。
(3) 学校 江戸川区立学校設置条例（昭和 32 年 4 月江戸川区条例第 6 号）別表に掲げる小学
校、中学校及び幼稚園をいう。
(4) 学校長

前号に規定する学校の長をいう。

(5) 情報システム

コンピュータ（ハードウエア及びソフトウェア）、その周辺機器、ネット

ワーク及び記録媒体の全部又は一部により構成され、これを使用して業務を処理する仕組
みをいう。
(6) ネットワーク

コンピュータを相互に接続するための通信網、その構成機器（ハードウ

エア及びソフトウエア）及び記録媒体並びに処理を行う仕組みをいう。
(7) 情報資産

情報システムの開発と運用に係る全てのデータ及びそれらで取り扱う全ての

データをいう。
(8) アクセス 情報システムにより情報資産を利用すること。
(9) 情報セキュリティ

情報資産の機密保持及び正確性、完全性の維持並びに定められた範

囲での利用可能な状態を維持することをいう。
(10) 職員等

区の所掌する情報資産及び情報システムに関する業務に携わる正規職員、再任

用職員、非常勤職員及び臨時職員をいう。
(11) 情報化推進本部

江戸川区情報化推進本部設置要綱（13 経情エ 1‑11 第 1 号平成 13 年

11 月 8 日区長決定）第１条により設置した江戸川区情報化推進本部をいう。
(12) 関係団体 区が出資その他財政上の援助等を行う法人のうち、財団法人江戸川区区民施
設公社、財団法人江戸川区環境促進事業団、社団法人江戸川区高齢者事業団及び社会福祉
法人江戸川区社会福祉協議会をいう。
（対象範囲）
第３条 この要綱が対象とする情報資産及び情報システムの範囲は、区長、教育委員会、選挙
管理委員会、監査委員、農業委員会、区議会事務局の所掌するものとし、学校における教育
のために用いる情報システムは対象外とする。なお、学校における教育のために用いる情報
システム等はこの要綱の対象となる情報システムと物理的に分けなければいけない。
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（情報セキュリティ管理体制）
第４条 区における全ての情報資産及び情報システムの情報セキュリティに関する最高責任者
として最高情報統括責任者を置き、情報化推進を担任する助役をもって充てる。
２

情報セキュリティに関する施策を統括し、情報セキュリティ管理者の指導を行わせるため、
情報セキュリティ統括者（以下「セキュリティ統括者」という。）を置き、経営企画部長をも
って充てる。

３

セキュリティ統括者を補佐し、情報セキュリティ対策を実施するとともに、全庁に関わる情
報システムについての情報セキュリティを維持し、その適正な管理並びに効率的な運用を図
るため、情報セキュリティ総括管理者（以下「セキュリティ総括管理者」という。）を置き、
経営企画部情報政策課長をもって充てる。

４

各課及び学校（以下「各課等」という。）の所掌する業務において、情報セキュリティを維
持し、情報システムの適正な管理並びに効率的な運用を図るために各課等に情報セキュリテ
ィ管理者（以下「セキュリティ管理者」という。）を置き、課長及び学校長をもって充てる。

５ 情報セキュリティに係る基本的な方針、計画、重要な施策の決定については情報化推進本部
の議を経るものとする。
（情報資産の分類）
第５条 各情報資産については、当該情報を作成した課等においてセキュリティ管理者がそれ
ぞれの重要性、内容に基づいて分類を行い、適正な管理を行うこととする。
（情報セキュリティ対策）
第６条 情報セキュリティの維持を図るため、次の各号に掲げる対策を講ずるものとする。
(1) 物理的セキュリティ対策

情報システムを構成する情報機器を損傷、破壊又は盗難等か

ら守り、関係者以外の利用から保護するため、適切な保安設備の設置や機器の運用等の保
安対策を実施する。
(2) 人的セキュリティ対策

情報セキュリティ対策に関する権限や責任について定めるとと

もに、情報資産の保護のために職員等が遵守すべき事項を定めるものとする。また、職員
等に対し、適切な情報管理に必要な教育及び啓発が講じられるように必要な対策を講じる。
(3) 技術及び運用におけるセキュリティ対策

情報資産を外部からの不正なアクセス等から

適切に保護するため、以下の技術面、運用面の対策を講じるとともに緊急事態が発生した
際に迅速な対応を可能とするための対応策を講じるものとする。
ア 利用記録の取得など情報システムの適切な管理
イ 情報資産へのアクセスの制御
ウ システムの開発、導入、保守等におけるセキュリティ確保
エ コンピュータウイルス、不正アクセスなどのリスク対応
オ 情報セキュリティに関する規程の遵守状況の確認
（情報管理安全対策基準）
第７条 前条の情報セキュリティ対策を講ずるにあたり、遵守すべき行為及び判断等の基準並び
に実施に際して必要な事項を明らかにするため、
「江戸川区情報管理安全対策基準」を定める
ものとする。
（情報セキュリティ点検・監査）
第８条 情報セキュリティに関する規程の遵守について、定期的に点検・監査を実施するものと
する。

12

（違反に対する措置）
第９条 この要綱及びこれを受けて規定する情報セキュリティに関する規程に違反した者につ
いては、当該違反と過失の重大性に応じて、懲戒処分等の対象とする。
（見直しの実施）
第１０条 この要綱は情報セキュリティ点検・監査の結果及び情報システムを取り巻く状況の変
化を踏まえ、必要に応じて見直すものとする。
（関係団体等への対応）
第１１条 関係団体の所掌する情報資産及び情報システムについて、この要綱の趣旨にのっとり
情報セキュリティを確保するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
２

関係団体へ情報資産及び情報システムに関わる業務を委託する場合は、当該業務に関するセ
キュリティ管理者の指定など情報セキュリティに関する協定を締結することとする。

（その他）
第１２条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に必要な事項は、別に区長が定める。
付

則

（施行期日）
この要綱は平成１４年４月１日から適用する。
別表第一（第２条関係）
江戸川区江戸川清掃事務所

江戸川区小松川事務所

江戸川区小岩清掃事務所

江戸川区葛西事務所

江戸川区葛西清掃事務所

江戸川区小岩事務所

江戸川区福祉作業所

江戸川区東部事務所

江戸川区希望の家

江戸川区鹿骨事務所

別表第二（第２条関係）
江戸川区立中央図書館
江戸川区教育研究所
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第３章

情報管理安全対策基準

（目的）
第１条 情報管理安全対策要綱（以下「対策要綱」という。）第７条の規定に基づき、情報セキ
ュリティ対策を講ずるにあたっての遵守すべき行為及び判断等の基準、その他必要な事項を
定める。
（定義）
第２条 この基準において用いる用語の意義は、対策要綱において定めるもののほか、次の各号
に定める。
(1) 情報化推進リーダー

情報セキュリティ管理者を補佐し、各課において情報セキュリテ

ィ対策、情報政策課との連絡調整を担当する職員
(2) 運用管理者 情報セキュリティ管理者の指定する情報システムの運用管理を担当する職
員
(3) ＩＤ 情報システムの利用者を識別するための情報
(4) パスワード 情報システムの利用者を認証するための情報
(5) 端末等 情報システムを構成する機器のうち利用者が情報システムにアクセスするため
操作する情報機器をいう。
(6) サーバ等 情報システムを構成する機器のうち、データの管理、端末等の制御など主要な
役割を担うコンピュータをいう。
（情報の分類と管理）
第３条 情報システムで取り扱う情報は、当該情報を作成した課において情報セキュリティ管
理者（以下「セキュリティ管理者」という。）がそれぞれの重要性、内容に基づき次の各号に
定める分類を行う。
(1) 秘密の取り扱いを要する情報（以下「秘密情報」という）
ア

江戸川区文書規程（平成 13 年 9 月江戸川区訓令甲第 29 号）第 44 条に定める秘密文
書に該当する情報

イ

情報システムの運用管理に関する情報で、情報セキュリティを維持するため、秘密の
取り扱いを要する情報

(2) その他の情報（以下「一般情報」という） 秘密情報以外の情報
２

セキュリティ管理者は、前項の分類を踏まえ、秘密情報について次の各号に定める適正な管
理を行う。
(1) その所掌する秘密情報について、内容毎にアクセス権限を定めること。
(2) 秘密情報のうち個人情報等特に重要な情報については、記録媒体に複製を作成し、その
保管場所には施錠すること
(3) 前号の記録媒体の廃棄にあたっては、情報を復元できないよう処理すること。

（主要な機器、装置の設置場所）
第４条 大型汎用コンピュータ、サーバ用コンピュータ、ネットワーク管理用機器など、情報
システムの稼動に重大な影響を与える主要な機器及び装置（以下「主要な機器等」という。
）
は、防災、防犯等の対策が施されている安全に管理できる区画に設置することとする。セキ
ュリティ管理者は、全装置の記録を作成し、主要な機器等の持ち出しや持ち込みが発生しな
いように管理しなければならない。
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（管理区域）
第５条 前条の区画への入退場は当該区画を管理するセキュリティ管理者に許可された者のみ
とし、職員等は身分証明証等を携帯し、求めに応じて提示しなければならない。主要な機器
等について、やむを得ず前条の区画以外に設置するときは、機器等の固定、施錠等必要な措
置を施すものとする。
（予備電源の整備）
第６条 主要な機器等の電源については、当該機器を適切に停止するまでの間に十分な電力を
供給する容量の予備電源を備えていなければならない。また、落雷等による過電流に対して
それらの機器等を保護するための措置を施さなければならない。
（配線等の維持）
第７条 ネットワークを構成する配線及び無線システムは損傷又は傍受等を受けることがない
ように可能な限り必要な措置を施さなければならない。セキュリティ管理者の指示を受けた
運用管理者若しくは当該業務を委託された外部委託事業者以外の者は配線、機器等を変更、
追加してはならない。
（職員等の役割と責任）
第８条 情報セキュリティに関する職員等の権限、役割及び責任は次の各号に定めるとおりとす
る。
(1) 最高情報統括責任者（以下「最高統括者」という。） 区における全ての情報資産の情報
セキュリティを総括し、必要に応じ、情報化推進本部の開催を求める。
(2) 情報セキュリティ統括者（以下「セキュリティ統括者」という。） 区における情報セキ
ュリティ対策を統括し、情報セキュリティ管理者に情報システムの使用状況等について報
告を求めるとともに、必要な指導及び助言を行う。
(3) 情報セキュリティ管理者（以下「セキュリティ管理者」という。） その所掌する情報資
産に関して次の職務を行う。
ア

情報システムの効率的かつ円滑な運用を図ること。

イ

個人情報などの秘密情報の保護を図ること。

ウ

情報機器等の保護対策を講じること。

エ

災害、過失等による障害、不正アクセス等に備えて、情報システムの適正な管理を行
うこと。

オ

システム設計書、プログラム設計書等の資料の作成、整備、管理を行うこと。

カ

各情報システムの運用管理者を定め、その資質の向上に努めること。

キ

職員等に情報セキュリティ対策の内容を理解させ、実践させること。

ク

情報セキュリティ対策について外部委託事業者に遵守させ、責任体制を明確化するこ
と。

(4) 情報セキュリティ総括管理者（以下「セキュリティ総括管理者」という。） セキュリテ
ィ統括者を補佐し、セキュリティ管理者へ助言を行う。また、区の全庁に関わる情報資産
のセキュリティ管理者として、この基準に規定する職務を実施する。区の情報資産に対す
る侵害又は侵害のおそれのある場合には、セキュリティ統括者の指示に従い、その不在の
場合には自らの判断に基づき、必要かつ十分な措置を行う。
(5) 情報化推進リーダー

セキュリティ管理者に情報セキュリティに必要な情報を提供する

とともに、その指示によって課内の情報セキュリティ対策を推進する。
(6) 職員等

全ての職員等は、対策要綱、この基準及び第２８条により定める規程を遵守し
15

なければならない。
（教育・訓練）
第９条 セキュリティ統括者は、必要な説明会、研修等の実施により、全ての職員等が、対策
要綱の趣旨とこの基準の内容を理解し、情報セキュリティ対策を実践するよう啓発しなけれ
ばならない。
２

セキュリティ管理者は、情報化推進リーダーに対し、課内の情報セキュリティ対策の実践・
啓発に関して指示することとする。

３

職員等は説明会、研修等に積極的に参加し、情報セキュリティの遵守、実践に努めなければ
ならない。

（事故、障害に対する報告）
第１０条

職員等は、情報セキュリティに関する事故、情報システムの障害などを発見した場

合には、速やかにセキュリティ管理者に報告しなければならない。
２

セキュリティ管理者は、報告のあった事故等について、セキュリティ統括者に報告しなけれ
ばならない。

３

セキュリティ統括者は、当該事故等について、最高統括責任者に報告するとともに、必要な
措置について、セキュリティ管理者に指示するものとする。

４

セキュリティ管理者は、これらの事故等を分析し、再発防止のための情報として記録を保存
しなくてはならない。

（ＩＤ、パスワード及びＩＣカード等の管理）
第１１条

職員等は、自己の保有するＩＤ、パスワード又は課、係等の単位で共有するＩＤ、

パスワードに関し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ＩＤ、パスワードを秘密にし、照会等には応じないこと。
(2) パスワードに職員番号、生年月日など判明しやすい文字列を使用しない こと。また利用
者間でパスワードを一致させないこと。
(3) 他者の目に触れる場所にＩＤ、パスワードのメモ等を作らないこと。
(4) 端末等にパスワードを記憶させないこと。
(5) 不正アクセスなどの危険が想定される場合には、パスワードを速やかに変更すること。
２

ＩＣカード等により利用者認証を行う場合、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならな
い。
(1) ＩＣカード等毎に管理する職員を特定すること。
(2) ＩＣカード等を紛失した場合は速やかにセキュリティ管理者に連絡し指示を仰ぐこと。ま
た、連絡があり次第、当該ＩＣカード等によるアクセスを停止すること。
(3) ＩＣカード等はカードリーダー、端末等に常時挿入しないこと。

（業務目的外利用の禁止等）
第１２条 職員等は、情報システムを利用する際には以下の各号に掲げる事項を遵守しなければ
ならない。
(1) 業務目的以外で情報システムを使用してはならない。
(2) 許可若しくは権利のない情報資産へのアクセスを行ってはならない。
(3) 情報資産を格納した取り出し可能な記録媒体については、適切に管理することとし、複
製の作成、課外への持ち出しはその目的を明らかにして、セキュリティ管理者の許可を得
なければならない。
(4) 使用する端末等や記録媒体について、第三者に使用されること、又は許可なく情報を閲
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覧されることがないように、細心の注意を払わなければならない。
(5) 職員等は秘密情報にアクセス可能とした状態で端末等を長時間にわたって離れてはなら
ない。
（機器構成変更の制限）
第１３条

職員等は、次項に定める場合を除いて、端末等に対し改造及び機器の増設、交換を

行ってはならない。
２

業務を遂行するため、端末等に対し機器の増設、交換を行う必要がある場合は、セキュリテ
ィ管理者の許可を受けなければならない。

３

モデム等の機器を介して他のネットワークとの接続若しくは外部からのアクセスを可能と
する仕組みを構築する必要がある場合は、セキュリティ総括者の許可を受けなければならな
い。

（ソフトウェア導入の制限）
第１４条 職員等が業務上の必要から次の各号に掲げる行為をなす場合には、個別にセキュリテ
ィ管理者の許可を受けなければならない。
(1) 新たにソフトウェアを端末等へインストールする場合（バージョンアップによるインス
トールを含む。）
(2) 端末等の各種設定を変更する場合
（ソフトウェア等のライセンス管理）
第１５条 セキュリティ管理者はその所掌する情報システムにおけるソフトウェアの使用権を
適正に管理しなければならない。
２ 職員等は、情報システムの利用に際し、ソフトウェア、データの著作権等知的財産権の侵害
がないよう注意しなければならない。
（コンピュータ及びネットワークの管理）
第１６条 セキュリティ管理者は、情報システムについて、次の各号に掲げる措置を講じること
とする。
(1) 担当する情報システムにおいて行った設定変更等の処理、管理のため実施した作業につ
いて、運用管理者に対し、記録を作成させなければならない。
(2) セキュリティ管理者は、ネットワーク構成図、情報システム仕様書など、情報セキュリ
ティの維持に重要な資料については、運用管理者など業務上必要とする者のみに閲覧を許
可するものとする。
２

セキュリティ管理者は、秘密情報を取り扱う情報システムについては、次の各号に掲げる措
置を講じることとする。
(1) 当該情報システムへのアクセス記録及び情報セキュリティの確保に必要な記録を取得し、
一定の期間保存すること。
(2) アクセス記録等が窃取、改ざん、消去されないように必要な措置を講ずること。
(3) 定期的にアクセス記録等を監視、分析すること。

３

セキュリティ管理者は、外部と常時接続する情報システムについては、次の各号に掲げる措
置を講じることとする。
(1) ネットワークへの不正アクセスを監視する装置を設置するなど、２４時間監視を行わな
ければならない。
(2) アクセス記録等が窃取、改ざん、消去されないように必要な措置を講ずる。
(3) 定期的にアクセス記録等を監視、分析する。
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４

セキュリティ管理者は、職員等から報告のあった情報及び情報システムの障害に対する処理
又は問題等について障害記録として体系的に記録し、常に活用できるよう保存しなければな
らない。

５

セキュリティ管理者は、サーバ等に記録された情報資産について、重要度に応じて期間を設
定し、定期的にバックアップを行わなければならない。

（アクセス制御）
第１７条 情報システムについては、広く一般の利用に供するためのものを除き、正規の利用者
以外の者が情報資産を使用できないよう、ＩＤ、パスワード及びＩＣカードなど、機器もし
くは身体、音声、署名等を利用した情報システムなど、利用者と他の者を識別する（以下「利
用者認証」という。）ための機能を備えなければならない。
２

利用者認証は利用者毎に業務上必要な範囲で利用許可範囲を定め、原則として個人単位に登
録することとする。なお、業務上、システム構築上やむを得ない場合のみ課、係など組織を
単位として登録することができるものとする。

３

セキュリティ管理者は、利用者認証に関し、職員等の新規採用、異動、派遣及び退職に合わ
せ、登録、変更、抹消などを速やかに実施し、登録情報について適正な管理を行わなければ
ならない。

４

セキュリティ管理者は、パスワードなど利用者認証に関する情報を厳重に管理しなければな
らない。パスワードは有効期間を定め、定期的に変更するものとする。

（管理者権限）
第１８条 情報システムの管理者権限は、セキュリティ管理者が有することとし、その権限を代
行する者は、運用管理者として当該システムの運用管理に携わる必要最小限の者を指名し、
厳重に管理しなければならない。
（外部からのアクセス）
第１９条 外部から区の情報システムにアクセスする場合は、外部アクセス用のサーバ等に対し
てのみ接続を許可することとし、直接内部のネットワークにアクセスしてはならない。
（開発前のセキュリティ統括者への協議）
第２０条 セキュリティ管理者は、情報システムの新たな開発又は更新（以下「開発等」という。）
を実施する前に、当該情報システムの情報セキュリティ対策について定め、セキュリティ統
括者へ協議するものとする。
（設計時の情報セキュリティ確保）
第２１条 情報システムの開発等を行う場合には、情報セキュリティの確保を図り、情報の漏洩
や不正アクセス等への対策を施すよう設計しなければならない。
２

秘密情報を取り扱う情報システムの開発等を行う場合には、その内容に応じ、アクセス権の
制限、ネットワークアクセスを制御する機器の導入、データの暗号化、独立したネットワー
クの構築など十分なセキュリティ対策を講じることとする。

３

外部のネットワークと接続する情報システムの開発等を行う場合には、外部アクセス用のサ
ーバ、不正アクセスを防止するシステム等を介してのみ接続することとし、直接内部のネッ
トワークに接続してはならない。また、不正アクセスを防止するため、適切なネットワーク
経路制御を施さなければならない。

４

一般の区民、事業者など職員等以外の者が利用する情報システムの開発等を行う場合は、必
要に応じ他の情報システムと物理的に分ける等、情報セキュリティ対策について特に強固な
対策を取らなければならない。
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（開発時のセキュリティ確保）
第２２条 情報システムを開発、更新、廃棄した場合は、その際の設定、構成等の履歴を記録し、
保存しなければならない。
２

情報システムの調達にあたっては、一般に公開する調達仕様書が情報セキュリティ確保の上
で問題のないようにしなければならない。

３

情報システムの開発及び保守を行う場合は、事故、不正行為対策のため、データの取り扱い、
制限事項などを定めなければならない。

４

新たに情報システムを導入、又は更新する場合は、不具合及び他の情報システムとの相性の
確認を行い、既に稼動している情報システム等に接続する前に十分な試験を行わなければな
らない。

（外部委託に関するセキュリティ確保）
第２３条 情報システムの開発、導入又は保守等を外部の事業者に委託する場合、秘密情報の守
秘義務及び情報セキュリティを確保するために受託事業者が遵守すべき事項を明らかにして
契約を締結しなければならない。また、損害賠償等それらが遵守されなかった場合の規定を
定めなければならない。
２

記憶媒体に秘密情報が記録された機器について外部の事業者に修理又は廃棄させる場合は、
その情報が完全に消去された状態で行わなければならない。また、故障を外部の事業者に修
理させる際、情報を消去することが難しい場合は、修理を委託する事業者に対して守秘義務
に関する事項を明らかにして契約を締結しなければならない。

（コンピュータウイルス対策）
第２４条 セキュリティ総括者は、セキュリティ管理者、情報化推進リーダーを通じ、次の各号
に掲げるコンピュータウイルス（以下「ウイルス」という。）対策を実施する。
(1) ウイルスの発生する可能性のある全ての情報システムにウイルス対策ソフトウェアを導
入し、ウイルスの検出と駆除を図る。
(2) ウイルスに関する最新の情報を収集し、速やかに職員等への周知に努める。
(3) サーバ及び端末において、定期的にウイルスチェックを行うよう職員等を指導する。
(4) ウイルス対策ソフトウェアのデータを、常に最新のものに保つよう職員等を指導する。
２

職員等は、情報システムへのウイルスの侵入とその拡散を防止するため次の各号に掲げる事
項を遵守しなければならない。
(1) 外部から取得したファイル及び外部へ配布するファイルについて、全てウイルスチェッ
クを行うこと。
(2) 作成者、差出人が不明なファイル又は電子メールなどに不自然に添付されたファイルは
速やかに削除すること。
(3) 最新のウイルス情報を常に確認すること。
(4) 添付ファイルのある電子メールを送受信する場合は、ウイルスチェックを行うこと。

（不正アクセス対策）
第２５条 セキュリティ管理者は情報システムの不正アクセスの原因となるセキュリティ上の
瑕疵、不備の発見に努めるとともに、その改修を実施しなければならない。
２

セキュリティ統括者は、区の情報システムへ不正アクセスによる侵入などの攻撃を受けるこ
とが明確な場合には、情報システムの停止を含む必要な措置を講じなければならない。また、
関係機関との連絡を密にして情報の収集に努めなければならない。

３

セキュリティ統括者は、攻撃を受け、当該攻撃が不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平
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成１１年法律第１２８号）に違反するなど犯罪の可能性がある場合には、記録の保存に努め
るとともに、警察・関係機関との緊密な連携に努めなければならない。
４

職員等による不正アクセスがあった場合、セキュリティ統括者は当該職員等が所属する課、
関係団体のセキュリティ管理者に通知し、適切な処置を求めなければならない。

（障害時対応手順の策定）
第２６条 セキュリティ管理者は、障害が生じた場合、区民生活、事務運営に多大な影響が生じ
ると思われる情報システムについて、各業務毎に代替措置を含めて、障害時の対応手順を定
めるものとする。
（セキュリティ障害等の対応）
第２７条 セキュリティ管理者は、その所掌する情報システムが稼動不能となる重大な障害若し
くは情報システムへの不正アクセス等の侵害行為（以下「セキュリティ障害等」という。）が
生じた場合、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 情報システムについてセキュリティ障害等を認めた場合、次の各号に掲げる事項につい
て、可及的速やかにセキュリティ統括者に報告し、指示を受けること。

(2)

ア

セキュリティ障害等の内容

イ

セキュリティ障害等が発生した原因として、想定される行為

ウ

確認した被害・影響範囲

次の各号に掲げるセキュリティ障害等が発生した時は情報資産の防護のためにネット

ワークの切断、情報システムの停止など必要な措置を運用管理者に命じること。ただし、
緊急を要する等、やむを得ない場合には、運用管理者の判断で切断、停止し、セキュリ
ティ管理者への事後報告とすることができる。
ア

異常なアクセスが継続しているとき、又は不正アクセスが判明した場合

イ

情報システムの運用に著しい支障を来す攻撃が継続している場合

ウ

ウィルス等不正プログラムがネットワーク経由で拡大している場合

エ

その他情報資産に係る重大な被害が想定される場合

(3) セキュリティ障害等を認めた場合、次の記録を保存するものとする。
ア

セキュリティ障害等に係るアクセス記録等

イ

セキュリティ障害等への対処した経過

(4) 前号の証拠保全の実施を完了した後、当該セキュリティ障害等の発生した情報システム
に再発防止の暫定措置を講じ、復旧すること。
(5) 当該セキュリティ障害等の原因調査を実施し、セキュリティ統括者と協議のうえ、情報
セキュリティ対策の改善に係る再発防止策を作成し、最高情報統括責任者へ報告する。
２

セキュリティ統括者は、前項第１号の報告を受けた場合、当該セキュリティ障害等の調査を
開始するとともに、最高情報統括責任者へ報告し、関係する他のセキュリティ管理者へ通知
するものとする。

３

最高情報統括責任者は、前項の報告を受けた場合、必要に応じ、情報化推進本部へ報告する
とともに、当該セキュリティ障害等による影響が生じると思われる庁外の個人及び法人並び
に関係行政機関へ速やかに通知するものとする。

（情報システム運用規程の整備）
第２８条 セキュリティ管理者はその所管する情報システムについて情報セキュリティ対策の
具体的な実施手順（以下「運用規程」という）を、対策要綱及びこの基準に即し、セキュリ
ティ総括者と協議のうえ定めることとする。
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（情報セキュリティ対策の遵守状況の確認）
第２９条 セキュリティ管理者は、運用規程に即して情報セキュリティ対策実施の有無又は問題
発生の有無について常に確認を行い、問題が発生した場合には速やかにセキュリティ統括者
に報告しなければならない。
２

セキュリティ統括者は、報告を受けた問題への対応について、セキュリティ管理者に助言又
は指導するものとする。

（アクセス記録等の閲覧）
第３０条 セキュリティ管理者は、前条の目的を達成するため、その所掌する情報システムの職
員等へのアクセスの記録、電子メール等を閲覧できるものとする。
２

セキュリティ管理者は、前項の権限を実施する職員を指名することとし、その人数は必要最
低限の数とする。

３

前項により指名された職員は、第１項による閲覧をセキュリティ管理者の指示のもと実施す
ることとし、その実施状況についてセキュリティ管理者へ報告するものとする。

（法令の遵守）
第３１条 全ての職員等は、情報システムの運用にあたって、著作権法（昭和４５年法律第４８
号）、不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成１１年法律第１２８号）及び江戸川区個
人情報保護条例（平成６年江戸川区条例第１号）の規定を遵守しなければならない。
（情報セキュリティ点検・監査）
第３２条 セキュリティ管理者は情報セキュリティ対策の実施状況について定期的に点検を行
い、セキュリティ統括者に報告しなければならない。
２

セキュリティ統括者は外部の専門的知識を有するものに委託し、主要な情報システムのセキ
ュリティ機能、管理体制について定期的に監査を実施するものとする。

３

セキュリティ統括者は点検及び監査の結果をとりまとめ、最高情報統括責任者に報告するも
のとする。

４

最高情報統括責任者は前項の報告を情報化推進本部へ報告するものとする。

（見直しの実施）
第３３条 この基準は、対策要綱の改正、情報セキュリティに関する技術的進展等を踏まえ、必
要に応じて見直すものとする。
（その他）
第３４条 この基準に定めるもののほか、この基準の実施に必要な事項は最高情報統括責任者が
別に定める。
付

則

（施行期日）
１ この基準は平成１４年４月１日から適用する。
（経過措置）
２ この基準の適用開始日において、稼動済みの情報システムについて、この基準に適合しない
事項がある場合は、１年以内に対応を図るものとする。
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資料７

ＩＴ豆知識

総合行政ネットワーク（LGWAN： Local Government Wide Area Network）
「総合行政ネットワーク（LGWAN）
」とは、地方公共団体内のネットワークを相互に接続し、
地方公共団体間のコミュニケーションの円滑化、情報共有を推進することを目的とし、高度
なセキュリティを確保した行政専用のネットワークです。
「e‑Japan 戦略」の実現に向けた具体的な重点施策を示した「e‑Japan 重点計画」の中で、
LGWAN についてのスケジュールが明示されています。これに従い、2001 年 10 月に都道府県・
政令指定都市間の LGWAN への接続が実現しました。現在、2003 年度（2004 年 3 月）末まで
にすべての区市町村が接続することを目指した取組みが進められており、最終的には全国に
現在約 3300 ある全ての地方公共

市町村

市町村

団体がこのネットワークで結ばれ
ることになります。

市町村

総合行政ネットワーク
（ＬＧＷＡＮ）

都道府県

市町村
都道府県

また LGWAN は、国の各府省内の
ネットワークを結ぶ霞ヶ関 WAN
（1997 年 1 月運用開始）との相互

霞ヶ関ＷＡＮ

町

接続も 2002 年 4 月から開始されて
おり、全国の地方公共団体と中央

東京

区

村
市

国の各省庁
江戸川区
全庁ＬＡＮ

の府省を結ぶ行政専用ネットワー
クが整備されることになります。
提供サービスとメリット

LGWAN では、電子メール、電子文書交換、情報掲示板、教育サービス（WBT: Web Based
Training）などの基本サービスをセキュアなネットワーク上で利用することができます。
また、LGWAN を通じてアプリケーションなどを地方公共団体間で共同利用する ASP（アプ
リケーション等を、ネットワークを通じて顧客に提供する企業などのこと）の活用も推進さ
れる予定です。
既に行われた「電子自治体推進パイロット事業（2001 年度）」でも、LGWAN における ASP
の利用に向けた実証実験が行われ、各種申請・届出手続きや、公共施設の空き状況の確認・
予約受付などの手続きに対応可能な汎用受付システムの整備に向けて検証が行われました。
LGWAN が整備され、こうした ASP サービスの利用が開始されると、
【1】行政事務の効率化
【2】重複投資の抑制（個別業務にとらわれない汎用的なネットワークとして構築すること
で、地方自治体のネットワークへの重複投資を抑制、費用削減）
【3】住民サービスの向上（国と地方公共団体が一体化した行政サービスを住民に提供）
などのメリットを見込むことができます。
なお、現在この汎用受付システムの ASP に関しては、(1)各都道府県または協議会を中心
としたシステムの共同開発・運営の取り組みと、(2)決算統計業務など国主導で ASP サービ
スを構築する取組みが進められており、2004 年度以降稼動開始の予定です。
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ＰＫＩ（Public Key Infrastructure

公開鍵認証基盤）

e‑Japan 重点計画では、行政事務におけるほぼ全ての申請・届出について、2003 年度ま
でにオンラインによる手続を可能とすることが目標として掲げられています。
電子申請は、その便利さの半面、様々なリスクが想定されます。例えば、申請者本人に
「成りすます」行為や「情報の改ざん」、「否認」（行為を後で否認）等のリスクです。
これらのインターネット上でのリスクを回避して、通信相手が間違いなく本人であるこ
と（真正性）、さらに通信内容が改ざんされていないこと（完全性）を証明する仕組みが「PKI」
（Public Key Infrastructure：公開鍵認証基盤）です。
秘密鍵と公開鍵
PKI では、「公開鍵暗号方式」と呼ばれる暗号技術を用います。
この公開鍵暗号方式は、
「秘密鍵」
（暗号化する鍵）と「公開鍵」
（元の平文に復号化する
鍵）の 2 つの鍵をペアとして作成する点が特徴です。
秘密鍵で暗号化した文書は、ペアと

送信者

花子さん

なる公開鍵でしか復号化できません。
右図の場合、文書Ａは、ペアとなる

受信者

秘密鍵Ｘ

秘密鍵Ｘによって暗号化され、その後、
公開鍵Ｙで正しく復号できたことで改
ざんされていないことが証明されます。
しかし、これだけでは「文書Ａが秘
密鍵Ｘによって暗号化された」という

公開鍵は
誰でも入手可能

公開鍵Ｙ
①２つの鍵をペアで作成
秘密鍵は本人
だけが保管
②秘密鍵Ｘで暗号化
暗号文

④受信

文書 A

主が本当に花子さんである」ことは証

⑤公開鍵Ｙで復号化
③送信

ことは証明できても、「2 つの鍵の持ち

太郎さん

暗号文

文書 A

明できません。
そこで、認証局と呼ばれる機関が電子証明書を発行し、公開鍵Ｙが花子さん本人のもの
であることを証明することとなります。認証制度には、住民を認証するための地方公共団
体による公的個人認証サービス制度（2003 年度中にサービス開始予定）、企業を認証するた
めの商業登記に基礎を置く電子認証制度（2000 年 10 月から運用）などがあります。
ＧＰＫＩ（政府認証基盤）・ＬＧＰＫＩ（地方公共団体組織認証基盤）
PKI（公開鍵認証基盤）の中で、政府が認証局を運営し、行政機関を認証するものを特に
「GPKI」（Government Public Key Infrastructure：政府認証基盤）と呼びます。
また、地方公共団体が認証局を運営し、自らを認証するものを「LGPKI」
（Local Government
Public Key Infrastructure：政府認証基盤）と呼びます。
インターネットを利用して行う電子申請・届出事務において、その申請・届出や結果通
知が本当にその名義人によって作成されたこと、その内容が改ざんされていないことを証
明するため、
「GPKI」・「LGPKI」が行政機関側の認証に利用されることとなります。
GPKI・LGPKI は、電子政府・電子自治体構築に欠かすことのできない IT 基盤なのです。
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行政ポータルサイト
「ポータル」とは、元々、玄関や入り口を意味する言葉です。
「行政ポータルサイト」といった場合、インターネット上の膨大な行政情報や行政サー
ビスにアクセスする玄関口となるホ
ームページのことです。
現在では、本区をはじめ、多くの
政府機関や地方公共団体がホームペ
ージを開設していますが、必要とす
る情報やサービスに簡単にたどり着
けないことも少なくありません。
利用者にとって使いやすい行政ポ
ータルサイトを作るには、2 つの重要
なポイントがあります。
情報の分類・整理
第一に、求める情報やサービスに利用者が迷いなくアクセスできるように、分かりやす
く分類し提供することが重要です。
そのためにはまず、行政組織にとらわれることなく、情報やサービスをテーマごとに分
類して提供することが基本となります。さらに、同じようなニーズを持つと考えられる利
用者ごとに情報やサービスをグルーピングして提供することも有効です。
例えば、「出生」「結婚」「就職」「転居」など人生の節目となる出来事ごとに情報・サー
ビスを分類したり、
「乳幼児」
「児童」
「青年」などライフ・ステージを区切って情報を提供
するなどの方法も考えられます。
また最近では、行政ポータルサイトに利用者が自分のニーズにあわせて編集できる機能
を持たせる試みも米国を中心に始まっています。
情報のワンストップ・サービス
第二に、必要な情報の入手や手続きが、できるだけ行政ポータルサイト内で完結できる
ことが重要です。そのためには、他の自治体、公営企業、民間サービスとの連携を図って
いくことが不可欠です。
インターネットを通じて提供する行政情報や行政サービスの内容を充実させていく上で、
利用者の視点に立った快適に利用できる行政ポータルサイトの充実がますます重要になっ
てきます。
本区においても、各部課が協調して、より良いポータルサイトづくりを目指していきま
す。
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キオスク端末
「キオスク（KIOSK）」とは、駅や公園の売店のような簡易建築物のことを意味しますが、
キオスク端末とは、街頭などに置かれる情報端末機器のことを指します。
国や地方公共団体の情報化が進むと、役所に出向かなくても自宅や勤務先のパソコンや携
帯電話等から様々な行政情報を入手したり、行政サービスを受けることが可能になります。
しかし、パソコン等の情報端末を持っていない人やパソコン等の操作が不得手な人は、こ
うしたメリットを十分に享受できない可能性があります。
そこで注目されるのがキオスク端末です。
地域の公共施設等にキオスク端末を設置し、その機器
を通じて行政情報や行政サービスの提供を行うのです。
キオスク端末を設置することにより、自宅などにパソコ
ンを保有しない人でも、身近に、より簡便に行政情報
やサービスを利用することができるわけです。
本区の図書館に設置されている利用者用検索機（図
書の予約も可能）、平成 15 年度に事務所等に設置を予
定している住民票の写し等自動交付機などもキオスク
端末のひとつです。
IT 先進国である米国では、キオスク端末は行政情報
や各種行政サービス提供の有力なツールとして活用さ
れています。例えば、キオスク端末を公的機関やショッピングモールなどに設置し、行政情
報だけでなく、税金の支払いや自動車登録など、様々な行政サービスを提供しています。ま
た、「使い方が分からない」「欲しい情報が見つからない」「質問をしたい」などといった
場合のために、キオスク端末には市役所との直通電話が備え付けられています。
キオスク端末は、パソコンなどの操作になれていない人でも簡単な操作で手軽に扱えるよ
うにすることが重要です。
キーボードの苦手な人でも直感的に操作することができるよう、タッチパネル式のものが
主流になっていますが、最近では、聴覚障害者に対応した手話機能付きのものや、車椅子で
も利用しやすいよう工夫するなど、ユニバーサルデザインを意識
したキオスク端末も活用されています。
現在、キオスク端末で提供されているのは、行政情報の提供や
公共施設の予約など一部の行政サービスにとどまっています。
今後、IC カードによる本人認証やテレビ電話機能の追加といっ
た技術の高度化とともに、法律やセキュリティなどの課題への対
応を図ることによって、キオスク端末を活用したより幅広い行政
サービスの提供が期待されています。
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ＩＣカード
「IC カード」とは、IC チップが内蔵されたプラスチック製カードのことです。
当初はクレジットカードやキャッシュカードの偽造対策として金融分野で導入が始まり
ましたが、その後、NTT の IC テレホンカード、JR 東日本の「Suica」など、通信、交通な
どの分野へと利用が広がりつつあります。
国の各省庁や各地方公共団体でも IC カード利用の動きが活発化してきています。
国や各地方公共団体では、証明書発行や公共施設予約にとどまらず、介護・福祉、医療、
防災、教育など多岐にわたる分野で IT を利用した行政サービスが提供されるようになって
きており、従来の磁気カードでは記憶容量が小さすぎて（72 バイト）
、1 枚のカードではと
ても対応できません。IC カードを利用すれば、その大記憶容量（8K〜32K バイト）を活か
して、複数のサービスに必要なデータ量を 1 枚のカードに収めることが可能です。
また、行政の取り扱うデータは、秘匿性の高い個人情報が多いので、セキュリティの高
い媒体で管理する必要があります。例えば、医療データのような個人情報をカードに格納
しようとした場合、内容が容易に読み取れてしまう磁気カードでは不安が残ります。
これに対して IC カードは、セキュリティが高く、本来のユーザー以外はカード内部のデ
ータにアクセスできません。さらに、PKI の秘密鍵を IC カードに格納しておくことで、イ
ンターネットを利用した申請・届出などに必要な本人認証も可能になります。
カードの種類
IC カードは、データを読み書きする方式の違いによって「接触型」と「非接触型」の 2
つのタイプに大別できます。
現在、最も普及している接触型は、IC カードをカードリーダー/
ライターに差し込み利用するものです。
一方、内部にコイル状のアンテナを持ち、電磁波で通信すること
ができるタイプを非接触型と呼びます。非接触型は、利用者の使い
やすさ、耐久性の面で、接触型に比べて優れており、将来的には非
接触型が主流になると言われています。
行政分野における活用
海外では IC カードを「スマートカード」と呼んでおり、特に欧州で実用化が進んでいま
す。行政分野では、スウェーデン、フィンランドなどで、国民 ID カードとして利用されて
いるほか、スペインでは「CERES カード」という IC カードを利用して、電子申告が可能と
なっています。
日本においても、2003 年 8 月から住民基本台帳 IC カードの交付が予定されているほか、
運転免許証（警察庁）の IC カード化等も予定されています。
しかし、国の各省庁では、それぞれが個別に計画を進めているこ
とから、利用者がサービスごとに別々の IC カードを所有しなけれ
ばならない可能性も高く、今後は行政カードとしての機能をいかに
集約し、相互運用していくかが課題となっています。
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マルチペイメントネットワーク
「e‑Japan 重点計画‑2002」では、主要施策の一つとして「歳入・歳出の電子化」を掲げ
ており、申請・届出に必要な手数料や税金などを 2003 年度中にオンラインで納付可能にす
ることを目標としています。その実現のための基盤として活用される電子決済のネットワ
ークが「マルチペイメントネットワーク」です。
マルチペイメントネットワークは、金融機関と収納機関をネットワークで結ぶことによ
って、利用者がパソコン、携帯電話、ATM などの様々なチャンネルを利用して、公共料金や
税金の支払いを 24 時間、どこからでも行うことを可能にします。
同時に、収納機関にとっては納付結果が即時に通知され、多様な決済チャンネルを利用
することによって回収率が向上するといったメリットが期待できます。金融機関は収納事
務（いわゆる出納）の大幅な軽減が期待できます。
納付書送付

電話

金融機関

地方公共団体

照会依頼

納付書
モバイル

支払

インターネット

照会応答

テレフォン
バンキング
センター

インターネッ
トバンキング
センター

納付情報登録

消込依頼
金融機関
通信サーバ

収納機関
通信サーバ

消込応答

基幹
システム

本消込
マルチ
ペイメント
ネットワーク

ＡＴＭ

共同利用センター
共同利用型
収納機関通信サーバ

窓口
勘定系ホスト

金融機関、収納機関、システムベンダーが中心となって設立された「日本マルチペイメ
ントネットワーク推進協議会」には、現在 2500 を超える企業・団体が参加しており、マル
チペイメントネットワークの普及・推進活動を行っています。
既に 2001 年 10 月から「Pay‑easy」という名称でサービスが提供され始めており、ＮＴ
Ｔドコモ携帯電話料金の支払いが可能なほか、2003 年 1 月からは日本航空、2003 年 2 月か
らは全日本空輸で航空券代金の支払いに同サービスが提供され始めました。
今後、中央官庁や地方自治体の電子化の進展に伴い収納機関が飛躍的に増加し、マルチ
ペイメントネットワークの利用は大きく促進されると予測されています。
収納官庁
財務省
厚生労働省労働基準局
総務省総合通信基盤局
国税庁
財務省関税局
社会保険庁
国土交通省、国税庁

電子化対象の手数料
行政手数料、会計センター扱い歳入金
労働保険料
電波利用料
申告所得税、法人税、消費税、源泉所得税等
関税等
国民年金保険料、厚生保険料・船員保険料
自動車関係手続きにおける税・手数料
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予定時期
2004 年 1 月

2003 年度中
2004 年 4 月
2005 年

電子納税
納税者がパソコンなどでネットワークを経由して税金を

電子的に

申告し、支払うこ

とを「電子納税」といいます。
内国歳入庁は、ネットワークを介して申告フォームの提供を行い、既に電子納税が導入さ
れています。納税者はプッシュホン式の電話やインターネットに接続されたパソコンを使っ
て申告を行い、クレジットカードで納税を済ませることができます。2002 年度の受付期間
中には 900 万件の申告が納税者自身によってコンピュータで行われたと報告されており、米
議会では、2007 年までに納税申告の 80％を電子化するという目標を掲げています。
国内でも、現在、国税の一部の税目については 2004 年 1 月の運用開始を目指し、財務省
や国税庁を中心に電子納税制度の準備を進めています。電子納税の対象となる税目は、当
面、個人の申告所得税と法人税、消費税としています。
なお、地方税については地方税電子化推進協議会において検討が進められており、2002
年度中に主な税目についてモデルシステムの開発及び実証実験が行われ、標準的なモデル
システムが地方公共団体に提示される予定です。
現在検討されている、国税の電子
納税の流れは次の通りです。
まず、納税者は、従来からの銀行
窓口などでの納税と電子納税のいず
れかを選択することができます。電
子納税を希望する納税者は、事前に
税務署に届出を行い、利用者識別番
号と暗証番号を取得します。これは、
電子納税を行う人が納税者本人であ
るかどうかを確認するためです。
届出の手続きが完了した納税者は、
税務当局のホームページにアクセス
して、申告入力画面に税額などの必
要事項を入力して電子申告を行いま
す。申告などのデータを送信する際
には、電子署名および電子証明書を添付することになる見通しです。
税金の支払いは、インターネット・バンキングや ATM（現金自動預払機）に必要事項を入
力して、自分の預金口座から引き落とすことで行うことができるようになります。
このように、納税者は従来のように税務署や銀行窓口などに行かずに申告や納税の手続
きを済ませることができ、事務作業負担も軽くなると考えられます。また、申告書の処理
時間の短縮とともに、処理中のミスの減少も期待されています。行政部門としても、納税
に関わる行政事務の負担の削減と業務効率の向上が期待できます。
ただし、申告にあたって必要な領収書など、電子データによる送信が困難な添付書類は、
別途郵送などにより提出することになっており、その電子化が今後の課題です。
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ｅデモクラシー
「e デモクラシー」は、IT を活用することによって、住民がより深く政治・行政へ参加
できるようになること目指すものです。
e デモクラシーに関する取組みには、以下のようなものがあります。
【1】インターネットを活用した情報公開
国や地方公共団体では、ホームページを活用した議会や審議会等の議事録の公開が広
まってきています。これまでは、役所や地域の図書館に足を運ばなければこれらの情報
を得ることができませんでしたが、インターネットの活用により、自宅や職場等からい
つでも閲覧が可能となります。
住民が何らかの意思決定を行うには、その判断材料となる情報が可能な限り多く開示
されることが重要であり、これは民主主義の前提条件とも言えます。
【2】電子会議室を活用した住民参加
住民の政策論議への参加を容易にすることで、行政と住民の距離を縮めようという取
組みです。すでにいくつかの地方公共団体で、ホームページ上に開設した電子会議室の
活用により、住民の声を行政に反映させようとする試みが始まっています。
【3】選挙の電子投票
電子投票には大きく分けて 2 つのタイプがあります。1 つは、従来どおり投票所に足を
運び、そこで電子機器を利用して投票するものです。もう 1 つは、インターネットなど
を経由して、家庭のパソコンや携帯端末から投票を行うオンライン型の電子投票です。
日本では、e‑Japan2002 プログラムの中で「地方選挙における電子投票の促進」が重点
施策として挙げられています。2002 年 6 月には岡山県新見市で日本初の電子投票による
選挙が実施されました。
欧州ではオンライン型の電子投票システムの開発が行われており、2003 年にドイツ、
フランス、スウェーデンなどで実証実験を行う予定です。
【4】電子住民投票
電子住民投票については、現時点ではほとんど事例がなく、住民と政治の距離を縮め
ることによって、議会制民主主義を補完するものというとらえ方が主流となっています。
【5】選挙運動でのインターネットの利用
米国の選挙運動ではインターネットが大きな役割を果たしています。日本では公職選
挙法でインターネットの利用は認められていませんが、
「IT 時代の選挙運動に関する研究
会」（総務省）が 2002 年 7 月にまとめた報告書では、インターネットによる選挙運動を
認める方向で提言がなされています。
今後は、e デモクラシーの進展によって、住民の声をより的確に政策に反映させることが
可能になると同時に、行政・議会にとっても、住民の理解を得ながら、よりオープンな形
での政策策定・実施が可能となり、これまでの住民と政府との関係を大きく変化させる可
能性を秘めていると言えます。
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アウトソーシング
ある組織が、ある業務を外部の業者に委託することを「アウトソーシング」といいます。
また、アウトソーシングを請け負うメーカーやソフト会社，システム・インテグレータ
などを、一般に「アウトソーサー」と呼んでいます。
アウトソーシングの対象となる業務に制限はありません。資料のコピーでも、施設の建
設でも、外部の組織に委託すればアウトソーシングです。
1990 年代半ば以降、インターネットをはじめとした IT が普及すると、米国や欧州などを
中心に、行政部門の業務の効率化や住民に対するサービスの向上を目指して IT を活用する
取組みが推進されるようになりました。その際、IT システムの設計や構築、いわゆる SI（シ
ステム・インテグレーション）業務を民間企業に委託する形での IT 関連業務のアウトソー
シングが広く行われてきました。
さらに、米国、英国、オーストラリアなどの国では、SI 業務以外にも、IT を活用する様々
な業務のアウトソーシングを進めています。具体的には SI 業務以外に以下の 4 種類の IT
関連業務がアウトソーシングの対象になっています。
① 組織全体の業務プロセスの設計
行政部門の業務手順を、IT を活用して効率化することです。民間企業で導入が広がっ
ているＢＰＲ（Business Process Reengineering）もそのための手法の一つです。
② IT システムの運用
構築された IT システムの運用、保守、管理などを行う業務です。
③ IT を使った一般行政業務
IT を活用して、政府・地方自治体の業務処理やサービス提供を行う業務です。ここで
行政業務とは、人事、経理、調達などの内部業務だけでなく、住民や企業向けの業務も
含まれます。
④ 結果の評価
IT システムの運用や IT を使った行政業務の実施結果について、個別部門ごとに測定・
評価を行い、これを組織全体の業務プロセスの改善にフィードバックすることです。米
国や英国では、監査法人やコンサルティング企業に委託される事例が多く見られます。
これらの業務を民間企業にアウトソーシングすることによって、行政部門は次のような
メリットを享受することができると考えられます。
第一に、仕事量の増減に対応して必要な時に民間企業を利用することで、固定費を変動
費化し、トータルコストを削減することができます。
第二に、民間企業に委託可能な業務は民間企業に任せることによって、組織を簡素化し、
意思決定を迅速化することができます。
第三に、高度な専門知識を必要とする業務に関しても、利用者に高水
準のサービスを提供することができます。
今後、日本でも安いコストでより高い水準の電子政府・電子自治体サ
ービスを提供するために、IT 関連業務のアウトソーシングが増加して
いくものと考えられます。
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デジタル・デバイド
「デジタル・デバイド」（digital‑divide）とは、パソコンやインターネットなどの情
報技術（IT）を活用し、それによって社会的・経済的な恩恵を得られる人と、情報機器を
使いこなせない、地理的条件で入手できないなどの理由により、こうした技術を活用でき
ず情報化の恩恵から阻害される人々との間に生まれる格差をいいます。
電子政府・電子自治体の構築により、今後、多くの行政サービスがインターネットを通
じて提供されるようになることから、すべての国民に対して公平な利用機会を保証する必
要があります。
そこで、情報化を進めることに並行して、デジタル・デバイドの解消、予防に努めるこ
とが急務となっています。
デジタル・デバイドの解消、予防は決して容易ではありませんが、情報化にあたっては、
「アクセシビリティ（すべての人が IT にアクセスできる状態を保証する）」という概念を
基本理念としていかなければなりません。
アクセシビリティの確保のためには、まず、機器・サービスを手軽に利用できるよう、
物理的アクセスを確保することが重要です。e‑Japan 戦略に基づき、ブロードバンドネット
ワークの整備や、区民施設、図書館などへの情報端末の設置などの具体策を推し進める必
要があります。
また、IT 活用能力の向上を図るため、IT 教育・訓練を進める必要があります。
初等中等教育においても、IT 教育設備環境の整備が進められ、
IT を活用した授業が展開され始めています。
さらに、障害を持つ人々にも利用できる機器やサービスを用意
するなど、「ユニバーサルデザイン」の推進も重要です。
米国では、1998 年に法改正され、連邦政府機関が開発、調達、
維持、利用する IT 関連ハード・ソフトやホームページなどは、障害者にとってもアクセス
できるものにすることが義務付けられました。（「Section508（リハビリテーション法 508
条）」）
日本でも、「障害者等電気通信設備アクセシビリティ指針(旧郵政省、1998 年)」や「障
害者・高齢者等情報処理機器アクセシビリティ指針(旧通産省、2000 年)」などのガイドラ
インが策定され、視覚や聴覚に頼らないで入力できる、色の識別を必要としないで入力で
きる、入出力操作に必要なキー、ボタンなどの位置が容易に確認できるなど障害者や高齢
者を支援する機能をもった機器の開発、普及促進が進められています。最近では、3 次元
CG（コンピュータグラフィックス）を使った手話アニメーションソフトや、キーボードや
マウスを使わず手書き入力情報をデジタル化して行政機関への電子申請が可能なシステム
も開発されています。
デジタル・デバイド解消のための施策は、電子政府・電子自治体構築
の成否の鍵を握る重要な課題です。
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地 域 通 貨
「地域通貨」とは、互いに助け合い、支え合うサービスや行為を、時間や点数、地域や
グループ独自の紙券などに置き換え、これを「通貨」としてサービスやモノと交換し、循
環させるシステムのことをいいます。
地域通貨は、
「国民通貨」とは違った「もうひとつのお金」とも言うべき働きをするもの
で、例えば福祉、環境、教育、文化など、現在私たちが通常使っている貨幣では表現しに
くい価値を、限られた地域のメンバーが相互に交換することを可能にする手段であり、「地
域コミュニティづくり」の役割を果たすものとして期待されています。
地域通貨に参加すると、自分の「できること」
「してほしいこと」を登録しておき、何か
助けが必要な人に対して、自分の「できること」でお手伝いをし、自分が助けてほしいと
きには、誰かに助けを求めることができます。
例えば、「パソコンの使い方を教えてもらった」「話し相手になってもらった」「買い
物に代わりに行ってもらった」など、何らかのサービスを受けたことに対する「感謝の気
持ち」として、サービスを提供してくれた人に対して地域通貨を支払います。地域通貨を
受け取った人は、今度はそれを別の人にサービスを依頼する際に使うことができます。ま
た、地域の商店街等で、加盟店舗で買い物や飲食の支払いができたり、割引サービスを受
けることができるタイプの地域通貨もあります。
地域通貨は、地域の生活者自身が発行することを基本としており、それが流通する地域
やコミュニティのメンバー間の「信頼」を基盤として流通します。（NPO のような住民主体
の組織で運営される場合も多く、また、行政が運営するケースもあります。）
ＩＴの活用
地域通貨の運営に IT を活用する取り組みも広がっています。
例えば、エコマネーの運営を支援するシステムを構築することにより、参加者の情報を
データベース化して、サービス提供者の抽出を
容易にするとともに、パソコン等でインターネ
ットを利用できる参加者は、直接オンラインで
のサービス登録や申込みもできるようになりま
す。
最近では、地域通貨を電子化して IC カードに
格納したり、ネットワーク上でやり取りするケ
ースも登場しています。
※ 地域通貨とエコマネー
エコマネーとは、地域通貨の一種を指す場合が多いが、地域通貨全般を「エコマネー」
と呼ぶ場合もある。
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資料８

ＩＴ関連用語集

ＡＳＰ（Application Service Provider）
データセンターでアプリケーションを一括稼働し、インターネットを利用してその機能
を配信する事業者のこと。また、その事業の仕組み自体を指す場合もある。

ＢＰＲ（Business Process Reengineering：ﾋﾞｰ ﾋﾟ‑ ｱｰﾙ）
事務の効率化やサービス向上に向けた具体的目標を達成するため、既存の業務の内容や
プロセスを分析し、業務内容や組織を再構築すること。

ＩＴ（Information Technology：ｱｲ ﾃｨ）
インターネットなどのネットワーク網による通信技術とパソコンなどの情報機器（携帯
電話、情報端末機器等）を活用した情報通信技術。

ＬＡＮ（Local Area Network：ﾗﾝ）
同一敷地（同一建物）内などの総合的な情報通信ネットワーク。コンピュータ‑ネットワ
ークを基本とし、多様な情報を一括して送受・処理できる。

ＳＯＨＯ（Small Office Home Office：ｿｰ ﾎｰ）
パソコン、LAN、無線、インターネットなどを活用し、小規模なオフィスや家庭における
仕事の効率化や情報活用を実現すること。インターネットを利用して、グループウェアな
どの ASP（Application Service Provider）サービスを利用する企業も増えつつある。
ＷＡＮ（Wide Area Network：ﾜﾝ）
LAN より広い範囲をカバーする広域ネットワーク。LAN 同士を接続するためのネットワー
クをさす場合もある。

ＷＷＷ（World Wide Web）ブラウザ
WWW（インターネットでの情報検索システム、サービスシステム）サーバで提供される情
報を、WWW クライアント側でその中身を閲覧するためのソフトウェア。
WWW の情報としては、
文字をはじめ、音声、静止画や動画などのデータが提供されている。

インターネット
複数のコンピュータ‑ネットワークを相互に接続して、全体として一つのネットワークと
して機能するようにしたもの。

イントラネット
インターネットの技術を利用した組織内の情報通信網。電子メールやブラウザーなどで
情報交換を行い、情報の一元化・共有化を図る。

コンテンツ
放送やネットワークで提供される文字・動画・音声などの情報の内容をいう。
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コンピューターウイルス
他のコンピュータのプログラムの中に潜り込んで、データを破壊したり消去したりする。
ネットワークや記憶媒体を通じて他のコンピュータに伝染することからこう呼ばれる。

電子商取引
商取引をインターネット等のネットワーク上のやりとりで実現したもの。

情報リテラシー
コンピュータやネットワークを活用して情報やデータを扱うための知識、能力のこと。主
としてコンピュータを用いた情報の整理や発信の能力を意味し、パソコンの操作やデータの
整理、インターネットでの情報検索など様々な分野を含む。

ダウンロード
コンピュータ・ネットワークのホスト‑コンピュータから端末装置にデータ回線・電話回線
を通じてデータを転送すること。
⇔ アップロード：

パソコン通信などで，あらかじめ作成しておいた一定量のデータをまと
めて端末からホストコンピュータへ転送すること。

テレワーク
通信技術を意味する接頭語「テレ（tele）」と、労働（ワーク）の合成語で、電話、ファ
クシミリ、電子メールなどの情報通信を活用して仕事を行うこと、あるいはその就業形態
を指す。「テレコミューティング」「リモート・ワーク」もほぼ同義に用いる。

データベース
コンピュータで相互に関連するデータを整理・統合し、検索しやすくしたファイル。また、
このようなファイルの共用を可能にするシステム。

ナレッジマネジメント（Knowledge Management）
ＫＭとも略される。組織にあるすべての情報や知恵までをＩＴを利用して経営の全ての
面で活用しようとするもの。個人の中で蓄積された「職人的」な知識と、誰もが参照でき
るマニュアルなどの体系化された知識を相互に移転し合い、結果として質の高い情報活用
を行なうプロセスのこと。

ベンダー（vender）
製品を販売している企業や人のこと。コンピュータ・IT 関連では、メーカーとほとんど
同義として使われている。

ワンストップ行政サービス
一度の手続きで、必要とする関連作業をすべて完了させられるように設計された行政サー
ビス。行政改革の一環として、行政手続きの電子化や広域連携によって、手続き回数を減少
させ、コスト削減と利便性の向上を図る構想のこと。
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